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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像共有装置を使用する方法であって、前記複数の画像共有装置の各々は、画像
コンテンツファイルを保存するメモリと通信システムとを備え、画像共有システムを提供
し、当該方法は、
　前記画像共有システムに含まれる画像共有装置を特定するステップと、
　特定された画像共有装置との間で画像コンテンツファイルを転送可能な通信リンクを確
立するステップと、
　前記画像共有装置各々における共有可能な画像コンテンツファイルを特定するステップ
と、
　いずれかの画像共有装置から少なくとも１つの他の画像共有装置へ、前記共有可能な画
像コンテンツファイルをコピーするのに使用可能なマニフェストデータを決定するステッ
プであって、前記共有可能な画像コンテンツファイルの各々が、前記画像共有システムに
おける少なくとも２つの画像共有装置に保存されるようにする、ステップと、
　前記マニフェストデータにしたがって、いずれかの画像共有装置から少なくとも１つの
他の画像共有装置へ、共有可能な画像コンテンツファイルを自動的にコピーするステップ
と、
　共有可能な画像コンテンツファイル各々が保存される少なくとも２つの画像共有装置を
示すインデックスデータを生成するステップと、
　前記画像共有装置各々のコンテンツを監視し、共有可能な画像コンテンツを保存した画



(2) JP 5286466 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

像共有装置を判別し、該共有可能な画像コンテンツは、インデックスデータが指定してい
る共有可能な画像コンテンツとは異なり、前記画像共有装置に保存されるべきものである
、ステップと、
　前記インデックスデータにおける共有可能な画像コンテンツファイル各々が、少なくと
も２つの画像共有装置に保存されるように、選択されコピーされる画像コンテンツを有す
る他の画像共有装置から画像コンテンツファイルをコピーするステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記画像コンテンツファイルが、暗号化された形式で少なくとも１つの画像共有装置に
保存され、当該方法は、前記少なくとも１つの画像共有装置の少なくとも一部の画像コン
テンツにアクセスするのに使用可能な解読キーを取得するステップをさらに有し、前記画
像共有装置に保存されている画像コンテンツを、共有可能な画像コンテンツとして特定す
る際、前記解読キーを用いて解読可能な画像コンテンツのみを特定する、請求項１記載の
方法。
【請求項３】
　ある画像コンテンツファイルは保管用であり、他の画像コンテンツファイルは共有用で
はないように確認されることで、画像コンテンツファイルは少なくとも１つの画像共有装
置に保存され、前記画像共有装置に保存されている画像コンテンツを、共有可能な画像コ
ンテンツとして特定する際、共有用として確認された画像コンテンツのみを特定する、請
求項１記載の方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファイル共有化の技術分野に関連し、特に画像コンテンツファイルの共有化
に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタル画像を捕捉及び保存することの人気は増え続けており、主要な市場の中で、
消費者用画像の捕捉、処理及び保存を行う一般的な形態になっている。しかしながら、そ
のような画像コンテンツファイルを適切に保存することに関する問題が残っている。通常
、消費者は、彼らのディジタル画像コンテンツファイルを彼らのコンピュータのハードデ
ィスクに委ねる。プリントが入っているシューボックス（shoebox）とは異なり、ハード
ドライブは容赦しない（unforgiving）。しばしば、ハードドライブが故障した場合、フ
ァイルを復元する選択肢はあったとしても限られている。取り外し可能な媒体にバックア
ップすることも得策ではない。コンパクトディスク、メモリカード及びジャンプドライブ
等はすべて有限の寿命を持っている。多くの場合、失われたファイルを復元する方法はな
い。シューボックス内のプリントは、色あせたり、破れたり、ぼろぼろになるおそれがあ
り、それらのストレージ媒体が故障した場合、それらの完全なディジタル画像コンテンツ
ファイルは全くなくなってしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この種の問題に対処するため、多くの試みがなされている。レイド（RAID：Redundant
　Arrays　of　Independent　Disk）システムは、保全に備えてサーバ又はサーバファー
ム内の個々のディスクにおいて、冗長的なファイルのコピーを使用する。任意の特定の時
点において、１つより多くのディスクが故障する確率は非常に小さい。１つのドライブが
故障した場合、それは新たな空のドライブで置換され、保存されていたファイルは他のド
ライブから複製される。しかしながら、そのようなシステムで使用されるディスク状態管
理ソフトウェアや複数個のドライブは、高価である。
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【０００４】
　規則的な形式で大量の記録がバックアップされることもある。規則的な周期でファイル
が媒体（例えば、CDやテープ）に移される。ファイルの集合は、特定の時点における記録
の集合であり、記録の種類に応じて、ある期間の間保存される。しかしながらこれは非常
に大規模でコストのかかる煩雑なストレージ施設を必要としてしまう。
【０００５】
　長期的な保存に必要なことは、データを移すことである。しばしば、ストレージハード
ウェア及び／又はメディアタイプ及び／又はファイルフォーマットは、時代遅れになって
しまう。これらが完全に時代遅れになってしまう前に、最近のハードウェア及び／又はメ
ディア及び／又はファイルフォーマットにデータを移す必要がある。しかしながら、デー
タを移す時を決めることは、ユーザにとってしばしばやっかいな問題である。時期尚早に
移行を行うと、無駄なストレージ費用がかかってしまう。移行が遅すぎると、もはやファ
イルにアクセスできなくなってしまう。また、この方法はユーザが意識していることを要
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一形態によれば、画像共有システム、画像共有装置及び複数の画像共有装置を使用する
方法が提供される。画像共有装置の各々は、画像コンテンツファイルを保存するメモリと
通信システムとを備え、画像共有システムを提供する。一形態における方法は、画像共有
システムに含まれる画像共有装置を特定するステップと、特定された画像共有装置との間
で画像コンテンツファイルを転送可能な通信リンクを確立するステップと、画像共有装置
各々における共有可能な画像コンテンツファイルを特定するステップと、いずれかの画像
共有装置から少なくとも１つの他の画像共有装置へ共有可能な画像コンテンツファイルを
コピーするのに使用可能なマニフェストデータを決定するステップとを有し、共有可能な
画像コンテンツファイルの各々が、画像共有システムにおける少なくとも２つの画像共有
装置に保存されるようにする。
【０００７】
　共有可能な画像コンテンツファイルは、マニフェストデータにしたがって、いずれかの
画像共有装置から少なくとも１つの他の画像共有装置へ自動的にコピーされる。共有可能
な画像コンテンツファイル各々が保存されている少なくとも２つの画像共有装置を示すイ
ンデックスデータが生成される。
【０００８】
　そして、画像共有装置各々のコンテンツが監視され、ある共有可能な画像コンテンツを
保存した画像共有装置を判別し、その共有可能な画像コンテンツは、インデックスデータ
が指定している共有可能な画像コンテンツとは異なり、画像共有装置に保存されるべきも
のである。本方法は、インデックスデータの共有画像コンテンツファイル各々が、少なく
とも２つの画像共有装置に保存されるように、選択されコピーされる画像コンテンツと共
に画像コンテンツファイルを他の画像共有装置からコピーする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】通信システムの一形態を示すブロック図。
【図２】画像共有装置を用いて画像共有システムを構築する方法例を示す図。
【図３】画像共有システムに参加している４ユーザの画像共有装置のグループを示す図。
【図４】共有情報を有する画像共有システムに参加している４ユーザの画像共有装置のグ
ループを示す図。
【図５】仲介手段を有する画像共有システムの別の例を示す図。
【図６】図５の画像共有システム又は他の何らかの画像共有システムのような画像処理シ
ステムを構築する別の方法例を示す図。
【図７】図５において、仲介手段に一時的に格納された共有可能な画像コンテンツファイ
ルのコピー及びマニフェストデータを使用する様子を示す図。
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【図８】図５において、仲介手段に一時的に格納された共有可能な画像コンテンツファイ
ルのコピー及びマニフェストデータを使用する様子を示す図。
【図９】図５において、仲介手段から削除された共有可能な画像コンテンツファイルのコ
ピー及び保存されたマニフェストデータを示す図。
【図１０】画像共有装置に保存されている画像コンテンツファイルを検討する方法例を示
す図。
【図１１】別の画像共有システム例を使用して画像を共有する様子を示す図。
【図１２】別の画像共有システム例を使用して画像を共有する様子を示す図。
【図１３】別の画像共有システム例を使用して画像を共有する様子を示す図。
【図１４】別の画像共有システム例を使用して画像を共有する様子を示す図。
【図１５】画像共有システムにおける、共有画像コンテンツファイルへのアクセス要求を
受けるステップを有する方法例を示す図。
【図１６】フィードバックプロセスによりコンテンツ画像ファイルへのアクセス要求に応
答する方法を示す図。
【図１７】画像を表示し、フィードバックアイコンを有する画像共有装置の一例を示す図
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１を参照するに、画像共有システム10の一形態のブロック図が示されている。この例
の場合、複数の画像共有装置20a－20nが使用され、それら各々は同様な動作システムを有
する。そのように同様なものが使用されているのは説明の簡明化のためであり、画像共有
装置が本願で説明される機能及びステップを実行できる限り、様々なタイプの画像共有装
置20a－20nにおいて多種多様な動作システムが使用されてもよい。
【００１１】
　この例の場合、画像共有装置20a－20nの各々はトランシーバ22を有し、トランシーバは
、アンテナ24と協働して、テキスト、オーディオ及びビデオ信号を含むディジタルデータ
を運ぶ無線周波数信号を送信及び受信する。有利な形態における無線周波数トランシーバ
22は、電気電子技術者協会の標準仕様IEEE802．15．3により規定されている高速コンシュ
ーマ無線通信規格を用いて通信を行う。他の例におけるトランシーバ22は、電気電子技術
者協会の標準仕様IEEE802．11bに記述されている規格を使用して通信を行ってもよい。あ
るいは、無線トランシーバ22は、データを送信及び受信する何らかの有用な無線周波数通
信方式を使用してもよい。
【００１２】
　トランシーバ22は、他の画像共有装置20a－20nのトランシーバ22に通信信号を直接的に
送信してもよい。あるいは、トランシーバ22は、別個の仲介手段90を介して又は他の画像
共有装置を介して他の画像共有装置20a－20nに信号を送信してもよく、仲介手段は、例え
ば、セルラタワー、ウェブサイト、データサーバ、衛星システム、無線中継器、広域ネッ
トワーク、無線ルータ等であるがこれらに限定されない。そのような仲介手段90は、受動
的な又はリアクションタイプの仲介手段でもよいし、あるいは通信プロセスの中で能動的
に含まれていてもよく、この点に関し、画像の確認又は他の目的のためにディスプレイ、
他の出力手段及び／又はユーザ入力手段が備わっていてもよい。
【００１３】
　トランシーバ22は、アンテナ24と協働して、他の装置からディジタル無線周波数信号を
受信する。ディジタル無線周波数データはディジタルデータに変換される。ディジタルデ
ータはコントローラ26に転送される。
【００１４】
　トランシーバ22は、両立性を備えるために有線又は無線の通信形式を使用することがで
き、例えば、イーサーネットその他の有線又は光ファイバネットワーク、光通信システム
（例えば、赤外線データ関連規格）等との両立性を備えるがこれらに限定されない。
【００１５】
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　図１に示されているように、画像共有装置20a－20nはコントローラ26を有する。コント
ローラ26は、例えば、汎用プログラマブルマイクロプロセッサ（例えば、アメリカ合衆国
カリフォルニア州サンノゼのインテルコーポレーションにより販売されているペンティア
ムマイクロプロセッサ等）、マイクロコントローラその他の制御装置により構築されても
よく、他の制御装置は、インストールされている画像共有装置20a－20nの動作を制御する
。図示の例の場合、コントローラ26は、通信するコンテンツを表現するデータを準備し、
そのデータを無線トランシーバ22に与え、無線トランシーバ22がデータを送信するように
する。さらに、コントローラ26は、データを含む信号を無線トランシーバ22から受信し、
本願で説明するように使用するためにそのデータを処理する。
【００１６】
　図１の例では、画像共有装置20a－20nは、選択的な画像処理システム28を組み込むよう
に示されている。画像処理システム28は、選択的なレンズ系（レンズシステム）30、選択
的な画像センサ32、選択的な画像プロセッサ34、選択的なディスプレイドライバ40及び選
択的なビデオディスプレイ42を有する。画像は、レンズ系30を通じて場面（シーン）から
の光を通過させることで捕捉される。この光は画像センサ32に焦点を結ぶ。画像センサ32
は、画像センサ32に焦点を結ぶ光を表現する電子信号を生成する。画像センサ32は様々な
形式を採用することができる。例えば、相補型金属酸化物形式のセンサ及び電荷注入装置
のような、電荷結合装置が使用されてもよい。他の画像処理技術が画像センサ32に使用さ
れてもよい。画像センサ32により捕捉された画像は、電子信号として画像プロセッサ34に
送信される。画像プロセッサ34は、電子信号を画像センサ32から受信し、その電子信号を
、画像センサ32が捕捉した画像を表現するディジタルデータに変換する。
【００１７】
　画像を表現するディジタルデータは、画像コンテンツファイルに変換される。本願で使
用されているように、画像コンテンツファイルという用語は、視覚的に再生可能な記録を
保存する如何なる形式のデータをも示し、例えば、ビデオストリーム、ビデオデータ、静
止画のシーケンス、静止画、グラフィックアイコン、テキスト（文字）その他の形式の情
報等を含むがこれらに限定されない。画像コンテンツファイルはメモリ36に転送され、メ
モリは、例えば、半導体メモリ（例えば、フラッシュメモリや、その他の形式のランダム
アクセスメモリ）、磁気メモリ（例えば、ディスクドライブ）又は光メモリ（例えば、コ
ンパクトディスク又はディジタルビデオディスク）等であるがこれらに限定されない。
【００１８】
　画像を表現するディジタルデータは、ディジタルデータをある信号に変換するディスプ
レイドライバ40に伝送され、その信号は、ビデオディスプレイ（例えば、液晶ディスプレ
イ又は有機発光ダイオードディスプレイ）が捕捉画像をユーザに提示することを引き起こ
す。画像を表現するディジタルデータは、トランシーバ22にも与えられる。一般に、この
処理は画像コンテンツファイルをトランシーバ22に提供することで行われる。トランシー
バ22は、ディジタルデータを、アンテナ24を用いて送信するディジタル無線周波数信号に
変換する。
【００１９】
　トランシーバ22は、他の画像共有装置20a－20nから、画像コンテンツファイル又は他の
ディジタルデータを含むディジタル無線周波数信号をアンテナ24を介して受信する。その
ディジタルデータは、コントローラ26に転送され、ディジタル画像データに変換される。
そのようなディジタル画像はメモリ36に保存される。ビデオディスプレイを有する実施形
態の場合、そのようなディジタル画像データは、ディスプレイドライバ40に転送され、ビ
デオディスプレイ42により視聴可能な画像に変換される。
【００２０】
　画像処理システム28は選択的に多種多様な画像を表示するように使用されてもよく、例
えば、静止画、動画、一連の静止画アイコン及びテキスト画像をビデオディスプレイ42に
表示してもよい。表示される画像は、画像コンテンツファイルを含み、さらに、他の画像
や画像コンポーネントを含んでもよく、画像コンポーネントは画像共有装置の状態を示す
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。画像処理システム28は、他の画像共有装置20a－20nや他のソースから受信したテキスト
やアイコンメッセージのような通信コンテンツを表示するのに使用されもよい。
【００２１】
　画像処理システム28の１つ以上の構成要素は、１つのシリコン基板上に統合されてもよ
い。例えば、画像センサ32は、「カメラオンチップ」タイプのアーキテクチャを有する半
導体上に形成されてもよく、その場合、１つの半導体基板が、画像検出、画像処理、画像
保存の機能を実行する構造をもたらす。そのようなカメラオンチップの一例は、アメリカ
合衆国カリフォルニア州サンタクララのオムニビジョンテクノロジにより販売されている
OVT7635カメラチップ（登録商標）である。カメラオンチップアーキテクチャの代替例は
、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララのゾラン（Zoran）コーポレーションに
より販売されているCOACH　LC及びCOACH　II画像プロセッサに見受けられ、これは画像処
理、記憶、メモリ管理、表示制御及びその他の機能を１つの基板上に組み込んでいる。こ
のようにして、画像共有装置20a－20nのコスト及び複雑さは軽減可能である。
【００２２】
　図１の例において、画像共有装置20a－20nはセンサ38を有するように示されている。セ
ンサ38は、既知の如何なる形式のセンサでもよく、例えば、画像共有装置10の動作に関連
する状態を監視するのに使用可能であり、その状態は、例えば、電力供給状態、無線信号
の信号強度、場所情報が含まれている場所情報信号、又は画像共有装置のユーザに関する
情報等であるがこれらに限定されない。
【００２３】
　画像共有装置20a－20nの各々は、選択的なオーディオシステム50を備えるように示され
てもいる。オーディオシステム50は、コントローラ26からの信号に基づいてオーディオ信
号を生成してもよし、あるいは図示されているようにオーディオ信号を捕捉し、そのよう
な信号に基づいてディジタルデータを生成してもよい。図示の例の場合、音声入力がマイ
クロフォン52により入力される。マイクロフォン52は、音声入力からの音響エネルギを電
子信号に変換する。電子信号は、その音を表すディジタル信号を生成するアナログディジ
タル（A／D）変換器54に与えられる。コントローラ26は、音を表すディジタル信号を受信
する。コントローラ26は、メモリ36による保存及び無線トランシーバ22による利用に備え
て、それらの電子信号を処理する。
【００２４】
　オーディオデータを含む無線周波数信号は、無線トランシーバ22により受信される。無
線トランシーバ22は、無線周波数信号からディジタルデータを抽出し、そのディジタルデ
ータをコントローラ26に提供する。後述するように、コントローラ26は、必要に応じてそ
のデータを処理し、ディジタルオーディオデータのストリームをA／D変換器54に与える。
A／D変換器54は、そのデータをスピーカ56に与えるアナログ信号に変換し、スピーカはそ
のアナログ信号を音響エネルギに変換する。
【００２５】
　図１の例において、画像共有装置20a－20nの各々は、選択的なユーザインターフェース
60を有するように示されており、ユーザインターフェースは、ユーザが入力した数字、文
字及びその他の通信内容を、コントローラ26に送信する電子信号にエンコードする。ユー
ザインターフェース60は、ユーザの動作を、コントローラ26に送信できる信号に変換する
既知の如何なる変換器でもよい。そのような変換器の具体例は、スイッチ、ダイアル、ス
タイラス、マウス、ジョイスティック、ポテンシオメータ、可視の又は非可視の光センサ
や画像処理部等であるが、これらに限定されない。ユーザインターフェース60は、タッチ
スクリーン形式のディスプレイ42又は同様な装置と組み合わせられてもよい。コントロー
ラ26は、ユーザインターフェース60からの信号をディジタルデータに変換し、そのディジ
タルデータは、画像共有装置の動作を制御するために使用され、トランシーバ22を用いて
送信され、メモリ36に保存され、及び／又はディスプレイドライバ40により表示される又
は他の用途に使用される。
【００２６】
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　画像共有装置20a－20nは、本願で説明されるような用途に適合した形式で確保されても
よいし、汎用形式で受け入れられ、本願で説明される何らかの方法のサービスに（そのよ
うな用途にプログラムすることで）合わせられてもよいことが、認められるであろう。画
像共有装置20a－20nは、購入されたものでもよいし、レンタルされたものでもよいし、あ
るいは既知の如何なる商用ビジネスモデルに利用可能なものでもよい。
【００２７】
　図２は、複数の画像共有装置20a－20nを使用する方法例を示し、画像共有装置の各々は
コンテンツファイルを保存しかつ通信システムを備え、画像共有システムを提供する。
【００２８】
　本方法の第１ステップでは、画像共有システム10に含まれる画像共有装置20a－20nが確
認又は特定される（ステップ102）。この処理は、既知の何らかの通信ネットワークに含
まれている装置を確認する既知の如何なる方法を用いて行われてもよい。一形態では、画
像共有システム10に含まれる画像共有装置20a－20nは、アドレスリスト又は他の識別情報
を手作業で収集することで確認されてもよく、他の識別情報は、画像共有システム10にお
ける画像共有装置20a－20nが画像をやりとりするのに必要な情報である。そのようなアド
レスリストの具体例は、オンラインインスタントメッセージングに通常使用されているい
わゆる「バディリスト（buddy　list）」のような「オンラインパルリスト（Online　Pal
　List）」である。一実施例では、画像共有装置20a－20n同士の間で直接的な通信が可能
であり、例えば、画像共有装置20a－20nの全てが同じ形式の通信プロトコルを使用する。
例えば、画像共有装置20a－20nの全てがブルートゥースにおいて動作可能であり、かつ互
いに通信範囲内に存在していた場合、画像共有システム10における画像共有装置20a－20n
同士の通信が可能である。あるいは、上述したように仲介手段90を介して通信がなされて
もよく、その場合、仲介手段90は、画像共有システム10における画像共有装置20a－20n間
のデータ通信の経路（conduit）として機能し、インデックスデータ94の管理者としても
機能する。
【００２９】
　画像共有システム10に含まれる画像共有装置は、別の方法により判別されてもよい。限
定ではないが、例えば図１において、画像共有装置20a－20nは、選択的なコンタクト検出
（contact　detection）システム70を備えるように示され、これは、画像共有システム10
に含まれる画像共有装置20a－20nを判別することを支援するのに使用可能である。図１の
特定の例において、選択的なコンタクト検出システムは、接触面又はコンタクトサーフェ
ス（contact　surface）72及びコンタクト回路74を有するように示されている。コンタク
ト回路74の各々は、ある画像共有装置20a－20nのコンタクトサーフェス72と、少なくとも
１つの別の画像共有装置20a－20nのコンタクトサーフェス72との間の接触又はコンタクト
を登録する。そのようなコンタクトが登録されると、コンタクト回路74の各々は、各自の
コントローラ26に信号を送り、そのようなコンタクトが設定されていることを通知する。
コンタクトしている画像共有装置20a－20n各々のコントローラ26各々は、コンタクトして
いる他の画像共有装置20a－20nが、画像共有システム10に含まれることを確認する。
【００３０】
　コンタクト回路74は、接続しているコンタクトサーフェス72と、他の画像共有装置20a
－20nの別のコンタクトサーフェス72との間のコンタクトを、様々な方法で検出すること
ができる。たとえば、コンタクトサーフェス72と別のコンタクトサーフェス72とが電気的
に導通していた場合、コンタクト回路74の各々は、コンタクトサーフェス72上で電磁場を
形成することができる。コンタクトサーフェス72が別のコンタクトサーフェスと接してい
た場合、電磁場は結合される。コンタクトサーフェス72の各々における強度、波形又は信
号内容を監視することで、コンタクト回路74の各々は、コンタクトサーフェス72が別のコ
ンタクトサーフェスといつ接触したかを検出することができる。コンタクトを検出する他
の電磁的な方法が使用されてもよい。例えば、２つのコンタクトサーフェス間のコンタク
トは、コンタクトサーフェスにおけるキャパシタンス、静電電荷及び／又はインダクタン
スの変化により検出されてもよい。電気機械構造（Electro－mechanical　structure）を
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使用して、２つのコンタクトサーフェス間のコンタクトを登録してもよく、例えば、振動
、音波、超音波の信号生成器や検出器が使用されてもよい。例えば画像共有装置20aのコ
ンタクトサーフェス72が、第２の画像共有装置20bのコンタクトサーフェス72と接触して
いる場合、例えば、コンタクトサーフェスが機械的に可動である、変形可能である及び／
又は機械的に変わる場合、電気－光検出構造が使用されてもよい。この例の場合、コンタ
クト回路74は、これらの変化を検出し、特定の光を発するようにする。コンタクト回路74
は、コンタクトに応じて発せられたその種の光を検出し、他の画像共有装置との間でコン
タクトが形成されていることを確認する。画像共有システム10内の構成要素は、必要に応
じて、コンタクトを介して分散されてもよい。通信装置間でコンタクトを使用して通信ネ
ットワークを形成する通信回路、システム及び方法の様々な形態については、西暦2002年
10月10日付けでZacks　et　al．により出願された「Communication　System　and　Metho
d」と題する米国特許第7，027，836号に説明されており、この文献の内容は本願のリファ
レンスに組み入れられ、上記のような回路、システム及び／又は方法の非限定的な具体例
を提供している。
【００３１】
　画像共有システム10を含めることで画像共有装置20a－20nを判別する上記の方法に、本
発明は限定されない。当業者に認められるように、既知の何らかの通信ネットワークに含
まれる画像共有装置20a－20nを手作業で、自動的に又は半自動的に識別する多種多様な別
の既知の方法、回路及びシステムが存在し、画像共有システム10に含まれる画像共有装置
20a－20nを判別するのに使用可能である。どの画像共有装置20a－20nが画像共有システム
に含まれるかを示す通信データは、保存される。そのような通信データは、何れかの画像
共有装置20a－20n内に又は仲介手段90内に保存されてよい。
【００３２】
　特定された画像共有装置同士の間で通信リンクが設定される（ステップ104）。有線又
は無線の通信ネットワークを形成する既知の何らかの方法を用いて、通信リンクが設定さ
れ、その通信ネットワークにより画像共有装置20a－20nは画像をやり取りすることができ
る。
【００３３】
　通信リンクは、特定された画像共有装置20a－20nの間で、画像コンテンツファイル、選
択的に他のデータや信号を転送する機能をもたらす。一実施例において、画像共有装置20
a－20n各々のコントローラ26は、特定プロセスの際に提供又は取得された通信情報に基づ
いて、画像共有システム10に含まれているものとして確認された他の画像共有装置に至る
通信経路を自動的に決定する。通信リンクを設定又は設定を支援するため、又は画像共有
システム10に含まれる個々の画像共有装置20a－20n間の通信を可能にするのに必要な情報
を設定又は設定を支援するため、手作業による介在又は関与がなされてもよい。一実施例
では、仲介手段90は、画像共有装置20a－20n間の通信を可能にするために使用され、通信
における１つ以上の共有点（common　point）（例えば、インターネットその他のオンラ
インデータルータ、ホスト、サーバ）を設けてもよく、及び／又はネットワークがそのよ
うな通信を可能にしてもよい。
【００３４】
　仲介手段90は、選択的にトランスコーディング、変換その他の調整機能を発揮して、画
像共有システム10における装置間のデータ通信を可能にしてもよい。そのようなトランス
コーディングは、何らかの既知の形式の画像コンテンツファイルを修正し、特定の何れか
の画像共有装置を用いて、そのような画像コンテンツファイルの保存を有利にする。その
ようなトランスコーディングの具体例は、圧縮率、画像解像度、ファイルタイプ、ビデオ
タイプの場合の画像コンテンツフレームレート、又は画像コンテンツファイルの何らかの
他の属性が修正された画像コンテンツファイルを生成することを含むが、これらに限定さ
れない。そのようなトランスコーディング（変換）は、画像コンテンツファイルの画像コ
ンテンツに対して感知される品質に不利に影響しないことが望ましい。例えば、ある状況
の場合、通常眺める状態では画像コンテンツを見る者にとって明らかには現れない方法で
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あって、画像コンテンツが消費するストレージ量を減らす方法により、画像コンテンツフ
ァイルの圧縮率を増やす又は解像度を減らすことが可能である。同様に、ビデオファイル
のフレームレートを調整することは、明示的に明らかでないかもしれない。さらに、その
ようなトランスコーディングは、必要に応じて画像の性質を調整し、例えば通常の２次元
画像からのような画像コンテンツファイルに含まれている画像コンテンツを、ある閲覧方
法を用いて閲覧可能な画像コンテンツファイルに変換し、例えばその閲覧方法は、ステレ
オ画像技法、レンズ画像技法又はホログラフィ（これらは、３次元画像効果をもたらすた
めに使用される。）等を含むがこれらに限定されない。しかしながら、画像コンテンツフ
ァイルが変換される如何なる状況においても、そのような変換は、少なくとも最低レベル
の画像品質を維持するべきである。
【００３５】
　画像共有装置20a－20n間の通信は、必要に応じて仲介手段90を介して間接的に又は直接
的に行われてよい。例えば、図３に示されているように、画像共有装置20a－20dの４ユー
ザのグループが、画像共有システム10に参加することを決めたとする。グループ内の２人
のメンバは、無線通信可能な画像表示装置形式の画像共有装置20a及び20bを有する。グル
ープ内の他の２人のメンバは、セルラ電話システム及びパーソナルコンピュータにそれぞ
れ組み込まれた画像共有装置20c及び20dを有する。画像共有装置20a－20dは、少なくとも
一部分において、異なる通信モード及び／又は異なるタイプの通信ネットワークを用いて
通信可能であり、複数の様々なコンポーネントシステムを含む仲介手段90を用いて、デー
タのやり取りを可能にする。例えば、画像共有装置20a及び20bは、IrDAプロトコルと共に
、WI－FI、赤外線データアソシエーション（IrDA）（例えば、シリアルインターフェース
プロトコル（SIP）及びIrDAに関連する他のプロトコルを含む雅これらに限定されない）
、ブルートゥースタイプの通信システム、又は他の形式のデータ通信システムに使用可能
であり、互いにデータをやりとりする。
【００３６】
　図示の例の場合、画像共有装置20a及び20bは、インターネット90b又は他のデータ通信
ネットワークに接続された無線ルータ90aと通信する。また、画像共有装置20cは、セルラ
電話技法（例えば、ディジタル若しくはアナログセルラ音声又はデータ通信技法を含む）
を利用して、セルラ電話システム90cとデータを通信し、この例の場合、セルラ電話シス
テムはインターネット又は他のデータ通信ネットワーク90bと通信する。デスクトップパ
ーソナルコンピュータ形式の画像共有装置20dは、ルータ90dに至る有線接続を使用するよ
うに示されており、そのルータはインターネット又は他のデータ通信ネットワーク90bと
通信する。
【００３７】
　少なくとも１つの画像共有装置20a－20nに保存される画像コンテンツファイルが、共有
可能な画像コンテンツファイルとして確認される（ステップ106）。本願で使用されてい
るように、共有可能（sharable）という用語は、画像共有システム10における保存に利用
可能なものとして、画像コンテンツファイルを同定（identification）することを示すの
に使用され、そのような同定が行われる。この同定は様々な如何なる形式で行われてもよ
い。一実施例の場合、共有可能な画像コンテンツファイルは、ユーザが行う手作業の確認
に基づいて確認される。例えば、画像共有装置20a－20nのユーザは、ユーザインターフェ
ース60を使用して、重要な画像コンテンツファイル及び／又は画像共有システムの中でユ
ーザが共有化を希望する画像コンテンツファイルにマニュアルでタグを付ける又は指定す
る。例えば、イーストマンコダックカンパニーのあるディジタルカメラは、「共有」又は
「お気に入り」ボタンを供えている。画像コンテンツファイル内の画像コンテンツを確認
している際に、そのようなボタンが押下された場合、メタデータが保存され、そのメタデ
ータは、確認した画像コンテンツファイルが共有化又はお気に入りとして指定されたこと
を示す。そのような指定がなされた場合、画像コンテンツファイルが共有可能であること
が、自動的に確認されてもよい。
【００３８】
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　例えば、限定ではないが、個々の画像コンテンツファイルが指定されるべきか否かにつ
いての判断は、画像コンテンツファイルの自動的な分析に基づいてなされてもよく、例え
ば、画像コンテンツファイルに関連するメタデータ又は画像コンテンツの分析等に基づい
てなされてもよい。
【００３９】
　同様に、画像品質、画像利用度又は画像コンテンツを評価（決定）する周知の自動アル
ゴリズムを使用して、どの画像が共有されるべきか又はどの画像が共有可能な画像コンテ
ンツファイルを特定するのに使用できるかを決定するのに使用可能な情報を提供してもよ
い。そのような自動化アルゴリズムの具体例は、Fedorovskiaya　et　al．により2006年4
月13日付けで出願された「Value　Index　from　Incomplete　Data」と題する米国特許出
願第11／403，686号、及びFredlund　et　al．による2006年4月13日付けで出願された「I
n－Camera　Dud　Image　Management」と題する米国出願第11／403，352号に記載されて
いる。
【００４０】
　その後、確認された画像コンテンツファイルのどれが、画像共有システム10の画像共有
装置20a－20nのどれにコピーされるかを決めるマニフェストデータが生成される。共有可
能な画像コンテンツファイルの各々が、画像共有システム10の少なくとも２つの画像共有
装置20a－20nに保存されるように、マニフェストデータは決定される。マニフェストデー
タは選択的にあるデータを提供することができ、そのデータにより、コピープロセスのス
ケジュール又は優先度が決定可能である。画像コンテンツファイルのコピーを配布するこ
と及びそのような配布のタイミングを決めるのに様々な方法が存在する。
【００４１】
　一実施例では、画像共有システム10をサポートする実現手段及び／又は画像共有システ
ム10に含まれている個々の画像共有装置20a－20dの形態により、マニフェストデータを生
成する際のタイミング決定及び配布がなされてもよい。マニフェストデータは、例えば、
画像共有装置の性能、画像共有装置間の通信リンクの能力、及び共有可能な画像データフ
ァイルの属性に基づいてある方法により決定されてもよく、その方法では、画像共有装置
が共有可能な画像コンテンツファイルを共有及び保存する能力（容量）にしたがって、及
び／又はそのようなファイルを共有する通信リンクの能力にしたがって、マニフェストデ
ータが、相対的に高いレベルのシステムパフォーマンスをもたらす画像共有装置の組み合
わせに対して、共有可能な画像ファイルを方向付けるようにする。画像共有システムの一
形態では、携帯式の又はポータブル形式の画像共有装置20a－20nは、固定場所の装置より
も、メモリ容量、処理能力及び／又はデータ転送レートが少ないことが、認められるであ
ろう。したがって、そのような差異が存在する場合、限定ではないが、例えば、完全な解
像度の画像、RAWフォーマット画像ファイル、ビデオファイル、画像ストリーム、画像シ
ーケンス等を含む大きな画像コンテンツファイルのコピーは、好ましくは、固定配置形式
の画像共有装置に配布される一方、低解像度の画像コンテンツファイルや、低優先度に決
定されている画像コンテンツファイルのような小さなサイズの画像コンテンツファイルは
、ポータブル形式の画像共有装置にコピーすることが好ましい。
【００４２】
　この種の代替例において、小数の大きな画像コンテンツファイルがそのようなポータブ
ル形式の画像共有装置に格納されてもよい。選択的に、そのようなポータブル形式の画像
共有装置にそのような大きなサイズの画像コンテンツファイルを選択して保存することは
、ある優先度にしたがってなされてもよい。
【００４３】
　同様に、特定の画像共有システム10において提供される通信リンクの性質の相違を判断
基準に利用して、マニフェストデータを生成するのに使用する画像コンテンツファイルの
コピーのタイミング及び配布方法を決定できることが、認められるであろう。例えば、固
定配置形式の画像共有装置20a－20nが、低速データレートの通信リンク又は多数のユーザ
間で共有されているデータ通信リンクを用いて他の装置に接続されていた場合、比較的大
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きなデータファイルを格納するために固定配置形式の画像共有装置を使用するという判断
基準は緩和される、あるいは、そのような大きなデータファイルはそのような装置に保存
されるけれども、そのような保存のタイミングが調整され、データレートが実質的に増え
た時点でそのような保存が生じるようにする（より少ない共有ユーザがオンラインで利用
可能な帯域幅にアクセスを要求している場合、データレートが実質的に増えるからである
。）。
【００４４】
　マニフェストデータを生成する際、個人的な好みも、配布及びタイミングの決定におけ
る判断基準に使用されてもよい。例えば、何れかの画像共有装置20aのユーザは、共有可
能な画像コンテンツファイルの内特定のものが、他の画像共有装置20a－20n（例えば、兄
弟や子供の画像共有装置）にコピーされるべきでないことを決定することができ、そのよ
うな画像コンテンツファイルの画像コンテンツを受信者に表示する。その場合、そのよう
な画像コンテンツファイルは、他の画像共有装置に保存されてもよいし、パスワードで保
護しながら保存してもよいし、暗号化されてもよいし、あるいはアクセスできない何らか
の形式で保存されてもよい。そのような好みは、個人的に設定してもよいし、グループ毎
に設定してもよい。さらに、画像共有システム10の特定の画像共有装置には如何なる画像
コンテンツファイルも保存されないという好みを、ユーザは指定することができる。例え
ば、ユーザは、画像コンテンツファイルをディジタルカメラに保存することを禁止するこ
とを希望するかもしれない。これらの個人的な又はグループの好みは、画像共有装置20a
－20n、仲介手段90又はその他の何らかの装置のような、そのような好みを表現すること
が可能であって通信することが可能な装置を用いて表現可能である。好みの画像コンテン
ツデータファイルのみを共有する、又は全ての画像コンテンツデータファイルを共有する
ようなデフォルトの命令設定がなされていてもよい。
【００４５】
　画像共有装置20a－20nを決定する別の方法は、共有可能な画像コンテンツファイルのコ
ピーを配布し、画像コンテンツファイルのコンテンツを分析することである。この場合に
おける一例では、そのような分析は、画像コンテンツにおける人々、場所又は事柄を特定
するために行われ、好ましくは、特定の画像共有装置にそのような人々、場所又は事柄を
含む画像コンテンツを保存し、その特定の画像共有装置は、そのような人々、場所又は事
柄と何らかの関係を有するように決定されたものである。この種の形態における非限定的
な例では、参加者及び／又は彼又は彼女の家族を含む画像コンテンツを有する画像コンテ
ンツファイルは、家族のメンバが所有又は操作する画像共有装置の中にのみ保存可能であ
る。これは、画像コンテンツファイルがある画像共有装置に保存されることを保証し、そ
の画像共有装置において、画像コンテンツファイルを保存及び保護することについてある
程度の関心があり、画像共有装置のメモリ容量の一部がそのような画像コンテンツファイ
ルを保存することに意欲的に使用される。例えば、ある画像共有装置により捕捉された画
像コンテンツファイルが、ある家族の子供を描いており、その家族は、ネットワークの中
に別の画像共有装置を所有している。そのような子供が、画像共有装置の画像コンテンツ
ファイルの画像コンテンツの中で確認された場合、その画像コンテンツファイルのコピー
は、その家族が所有する画像共有装置に送信される。別の例として、第１の画像共有装置
20a－20nで捕捉された画像コンテンツファイルが、別の画像共有装置20a－20nの所有者を
描いている画像コンテンツを含んでいた場合、その画像は、その人が所有する画像共有装
置に保存されるように指図される。これら以外にも様々な方法が考えられることが認めら
れるであろう。
【００４６】
　マニフェストデータを決定する際に使用可能なさらに別の判断基準は、画像共有装置20
a－20nの典型的な地域における配布である。特に、１つの画像共有装置20a－20nの動作に
対する不都合な事象は、通常、地域的又は局所的な地域にのみ影響するので、画像コンテ
ンツファイルを広範囲にわたる地域に分配することを保証することで、画像コンテンツフ
ァイルの少なくとも１つのコピーがそのような事象の場合でさえ生き残る確率を増やせる
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ことが、理解されるであろう。
【００４７】
　何れかの又は全ての画像コンテンツファイルを暗号化することが可能である。これは、
保存される画像コンテンツファイル全てに対する全体的な暗号化でもよいし、画像コンテ
ンツファイルのあるグループについて特有の暗号化でもよいし、画像コンテンツファイル
各々に特有の暗号化でもよい。共有化が望まれる場合、暗号鍵（暗号キー）が送信される
。高解像度画像が既に存在する場合、画像共有装置20a－20nは高解像度画像を受信してい
るので、共有化が促される。画像が暗号化される場合、画像は視聴の際に解読されること
しか必要とせず、通常、その時間は大きなファイルを送信する時間よりも十分に短い。さ
らに、画像コンテンツファイルが暗号化されていてもいなくても、画像共有装置20a－20n
は、視聴ファイルを他の画像共有装置に送信することができ、他の画像共有装置は、提供
されるオーディオ又はテキストに関し、画像、ズーム及びパン、表示順序又はストーリー
展開による特定の部分を呼び出す。視聴する場合、画像共有装置は、表示する所望の画像
にアクセスすることのみを必要とする。特に、暗号化された画像コンテンツファイルが、
共有化及び保存される総数のごく僅かな割合しか占めていない場合、ある特定の画像共有
装置20a－20nにおいて、暗号化された画像コンテンツファイルは、受信する画像共有装置
から隠され、暗号化された画像が存在するか否かを判定しづらくする。
【００４８】
　マニフェストデータに選択的に優先度が付けられてもよい。特に、画像共有システム10
は、画像コンテンツファイルをコピーする順序を反映するようにマニフェストデータを決
定してもよい。このように、マニフェストデータは、ある画像コンテンツファイルが先に
コピーされ、他のものが後になることを指示又は示唆してもよい。マニフェストデータの
優先順位付けは、合理的な判断基準に基づく。例えば、限定ではないが、個人的な好み、
画像の価値、画像品質、画像コンテンツファイルに関連するメタデータ、又は画像コンテ
ンツファイルの属性に基づいて、より大きな優先度が特定の画像コンテンツファイルに割
り当てられてもよい。
【００４９】
　共有可能な画像コンテンツファイル各々が格納されている少なくとも２つの画像共有装
置20a－20nを示すインデックスデータが、生成される。一実施例において、この処理は、
どの画像共有装置20a－20nにおいてどの共有可能なコンテンツファイルが特定されたかを
確認すること（ステップ110）、及びその情報をあるデータで補足すること（ステップ114
）を含み、そのデータは、コンテンツデータファイルのコピーを保存するために他のどの
画像共有装置が使用されているかを特定する。インデックスデータは、様々な如何なる形
式を使用してもよい。一実施例では、インデックスデータは、画像共有システム10の画像
共有装置20a－20n各々と共有可能なインデックスデータファイルの形式で保存される。こ
の処理は、保存されたインデックスデータファイルを利用可能にする方法で、インデック
スデータファイルのコピーを、画像共有システム10の画像共有装置20a－20nの各々に保存
することで行われてもよいし、インデックスデータファイルを仲介手段90に保存すること
で行われてもよいし、あるいはインデックスデータファイルを選択した画像共有装置20a
－20nに保存することで行われてもよい。あるいは、その処理は、画像共有システム10に
保存された画像コンテンツファイル各々にインデックスデータを保存することで行われて
もよく、これは、限定ではないが、例えば画像コンテンツファイルに関連するメタデータ
を使用し、ディジタルウォーターマーキング技法を利用して行ってもよいし、あるいは、
例えばあるコンテンツデータファイルのヘッダ部分に保存されているディジタルデータを
使用することで行われてもよく、そのコンテンツデータファイルは、画像コンテンツファ
イルとは別であるが、何らかの論理的な関係で関連付けられているデータファイルを提供
するものである。
【００５０】
　そして、共有可能な画像コンテンツファイルは、マニフェストデータにしたがって自動
的にコピーされ、共有可能な画像コンテンツファイル各々は、画像共有システム10の少な
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くとも２つの画像共有装置20a－20nに格納されるようにする。典型的には、共有可能な画
像コンテンツファイルの各々は、それが当初に発見された画像共有装置と、他の画像共有
装置20a－20nとの双方に保存される。しかしながら、他のストレージ配置が使用されても
よい。これは、そのような共有可能な画像コンテンツファイルが、ある事象により破壊さ
れてしまうことから保護される確率を増やし、その事象は、共用可能な画像コンテンツフ
ァイルが発見された画像共有装置20a－20nが、ディセーブルにされたり、破損したり、置
換されたり、あるいは利用可能でなくなったような場合である。
【００５１】
　例えば、図３を参照するに、上記のような共有化がなされる前に、画像共有装置20a－2
0dの各々は、ある共有可能な画像ファイルを保存しており、それら共有可能な画像コンテ
ンツファイルは、共有可能な画像コンテンツファイルＡ、Ｂ、Ｃ及びＤとしてそれぞれ示
されている。図４に示されるように、上記のようなコピーの後、画像共有装置20a－20nの
各々は、自身のオリジナルの共有可能な画像データファイルＡ、Ｂ、Ｃ及びＤをそれぞれ
有することに加えて、何れかの他の画像共有装置20a－20nからの、共有可能な画像データ
ファイルＡ、Ｂ、Ｃ及びＤの何れかの追加的なコピーを有する。
【００５２】
　共有可能な画像コンテンツファイルを２以上の画像共有装置20a－20nに保存することで
、そのような共有可能な画像データファイルが、壊滅的な又は他の事象の後でも利用可能
であることがさらに確からしくなることが認められるであろう（壊滅的な又は他の事象は
、例えば、コンテンツデータファイルが保存されている何れかの画像共有装置20a－20nが
、破損した場合又は障害が起きた場合である。）。そのような画像ファイルを２以上の画
像共有装置20a－20nに保存することは有益であるが、その場合、システム全体に対するデ
ータ保存条件は極めて厳しくなることが、認められるであろう。特に、画像共有システム
10の画像共有装置20a－20n各々に画像コンテンツファイルの全てを保存する場合、その問
題は顕著になる。
【００５３】
　したがって、さらに別の実施形態において、高い画像価値を有する画像コンテンツファ
イル、コピーの優先度が高く指定されている画像コンテンツファイル、あるいは冗長性を
強化するように何らかの論理基準に合致する画像コンテンツファイルのみが、コピーされ
るようにし、コピーの後、そのような画像コンテンツファイルが２以上の画像共有装置に
見出されるように、マニフェストデータが生成される。
【００５４】
　画像コンテンツファイルをコピーする間に又はその後に、補足データが、画像コンテン
ツファイルに関連するインデックスデータとともに選択的に保存される（ステップ114）
。補足データは、共用可能な画像コンテンツファイルに関する他の情報を含むことが可能
であり、他の情報は、限定ではないが、画像コンテンツファイルが最初にコピーされた後
に変更されたか否かを判定可能にする情報を含む。これを行う様々な方法が存在し、どれ
が使用されてもよい。これを実行する非限定的な特定の具体例は、次のとおりである。例
えば、時間及び日付の情報が保存され、それにより、共有可能な画像コンテンツファイル
が最後に作成又は修正された時を示し、後の時点において、コピーした最後の保存又は修
正の時間及び日付が、保存されている時間及び日付と比較され、画像が元の形式のもので
あることを保証することを支援してもよい。あるいは、例えばウォーターマークその他の
データが他のデータが画像コンテンツファイルに保存されてもよく、それにより、画像コ
ンテンツファイルの画像を変更すると、ウォーターマークが変更される又は正常に機能し
なくなる。
【００５５】
　さらに別の実施例では、反復的に実行可能なある所定の方法により、画像コンテンツを
表す画像コンテンツファイルから、補足データが抽出又は導出されてもよい。抽出又は導
出されたデータはその後に保存され、その抽出又は導出された補足データは、所定の方法
で画像コンテンツから再び抽出され、以前に抽出したデータと比較される。
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【００５６】
　これを実行する具体例の１つは、Fredlund　et　al．により西暦2001年9月28日付けで
出願された「System　and　Method　of　Authenticating　a　Digitally　Captured　Ima
ge」と題する米国特許出願第09／966，678号に記載されており、ディジタル画像捕捉装置
を利用してディジタル静止画像を後に認証する方法が示されている。一例として、その方
法は、遠隔した場所からディジタル画像捕捉装置へ署名データを送信し；画像識別子をデ
ィジタル静止画像に関連付け；署名データを生成したディジタル静止画像に適用し、捕捉
したディジタル静止画像を表す認証署名を生成し；認証署名を画像識別子に関連づけ；認
証署名を遠隔した場所に送信し；そして、署名データ、認証署名及び画像識別子を遠隔し
た場所にて保存する。後に認証することに備えて画像を処理するため、署名データは、遠
隔した場所からディジタル画像捕捉装置へ送信される。ディジタル静止画像を捕捉すると
、画像識別子がそのディジタル静止画像に関連付けられる。そして、署名データが捕捉さ
れたディジタル静止画像に適用され、捕捉したディジタル静止画像を表す認証署名を生成
する。認証署名は、画像識別子に関連付けられ、ディジタル静止画像を遠隔した場所に送
り、遠隔した場所で保存する。ディジタル静止画像を後に認証するため、ディジタル静止
画像が遠隔した場所に送信される。送信されたディジタル静止画像の署名データは、アク
セスされ、送信されたディジタル静止画像に適用され、確認署名を生成する。認証署名及
び確認署名は比較され、送信されたディジタル静止画像の認証の当否を判断する。このプ
ロセスは、概して、捕捉した時点又はその近辺で実行される署名ステップに関して説明さ
れているが、そのようなステップは、画像の共有化又はアクセスの際に実行されてもよい
。
【００５７】
　選択的な遅延期間の後に、あるいは画像コンテンツファイルがインデックスデータによ
り示されているように位置していることを確認するのが相応しいことを示唆するイベント
が生じた後に（ステップ116）、画像共有システムの画像共有装置20a－20nの各々に格納
されている共有可能な画像コンテンツファイルは監視され、指定された共有可能な画像コ
ンテンツファイルの何れかが、画像が格納されていた少なくとも２つの画像共有装置の何
れかにおいて、失われているか否かあるいは変更されているか否かを確認する（ステップ
118）。この監視は、何れかの画像共有装置20a－20nの何れかのコントローラ26により実
行可能である。後述するように、監視は仲介手段90により実行されてもよい。共有可能な
画像コンテンツファイルの何れもが修正も変更もされていないことが確認された場合、本
プロセスはステップ106に戻り、何らかの新たな共有可能な画像コンテンツファイルを識
別する。
【００５８】
　しかしながら、指定された何れかの共有可能な画像コンテンツファイルが、画像をコピ
ーしていた少なくとも２つの画像共有装置の内の第１画像共有装置において、欠落してい
た場合又は変更されていることが判明した場合、コントローラ26又は仲介手段90は、画像
コンテンツファイルの元の（オリジナルの）コピーをその第１画像共有装置に自動的にコ
ピーする（ステップ122）。そして、本プロセスはステップ106に戻り、画像共有装置20a
－20nに保存されている共有可能な画像コンテンツファイルが特定され、プロセスが反復
される。
【００５９】
　図２に示されているように、画像コンテンツファイルに対する削除又は変更が承認され
て行われたか否かの選択的な判断ステップ（ステップ120）が、図２に関する上記の方法
ステップに加えて実行されてもよい。この付加的なステップにおいて、画像コンテンツフ
ァイルの変更又は削除が承認されて行われたか否かが確認される。この承認は、自動的に
なされてもよいし、マニュアルでなされてもよい。例えば、コントローラ26又は仲介手段
90は、ある期間の間開かれなかった画像コンテンツファイルを自動的に削除するようにプ
ログラムされていてもよいし、あるいは画像共有システム10のメンバによりマニュアルで
削除されてもよい。非限定的な一例において、共有可能な画像コンテンツファイルの各々
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は、画像共有装置を利用する者である「所有者又はオーナ」に関連付けられてもよいし、
あるいはユーザである「オーナ」に関連付けられた画像共有装置に関連付けられてもよい
。画像コンテンツファイルの「オーナ」は、ある条件を満たす限り、如何なる既知の形式
で画像コンテンツファイルに論理的に関連付けられてもよく、その条件は、誰が、どの画
像処理装置が、又は画像共有装置上で動作しているどのプロセスが、画像コンテンツファ
イルのオーナであるかを、画像共有システム10が特定できることである。一実施例では、
インデックスデータ94に保存される補足情報が、インデックスが付けられた画像コンテン
ツファイル各々にオーナを関連付けるオーナ識別データを含んでもよい。あるいは、オー
ナ識別データは、画像コンテンツファイルのメタデータとしてマニフェストデータに保存
されてもよいし、あるいは画像共有システム10にアクセス可能な他の如何なる場所に保存
されてもよい。そのようなオーナ識別データは、特定のクラスの画像コンテンツファイル
が、画像共有システム10以外の他のものと共有されるか否かを示し、如何なる条件にした
がうかを示すデータを含んでもよい。
【００６０】
　オーナによる判断又はオーナの装置を使用する者による判断は、共有可能な画像を削除
又は変更することが許可されるか否かについて決定的なものであってよい。画像共有シス
テム10のユーザが「オーナ」でなかった場合であって、そのユーザが共有可能な画像コン
テンツファイルを削除又は変更しようとした場合、その要求された処理が画像コンテンツ
ファイルのオーナにより承認されない限り又はオーナによるものでない限り、そのような
処理は無視されてもよい。あるいは、承認が得られていない場合、そのような処理は、削
除や変更を後に取り消す可能性とともに許可されてもよい。この処理は、「危険－あなた
の画像は画像共有装置＃１におけるものではありません。」というような警告を、画像コ
ンテンツファイルのオーナ又は１つ以上の画像共有装置20a－20nに与えることを含んでも
よい。画像共有装置20a－20nのユーザ又はオーナは、そのような警告を無視することがで
き、そのような変更が認められること又はそのような条件は認められていないことを示す
ことができる。
【００６１】
　あるいは、決定が承認されていない場合、他の処理が行われてもよく、例えば、画像コ
ンテンツファイルのオーナでないユーザが修正した画像コンテンツに基づいて、新たな画
像コンテンツファイル及びオーナ識別データを作成してもよい。画像コンテンツファイル
の削除がオーナにより承認された場合、画像コンテンツファイルは全ての画像共有装置か
ら削除され、マニフェストデータは、その画像コンテンツファイルの削除を反映するよう
に変更される。そのように全ての画像共有装置からファイルを削除するにはある程度時間
がかかるかもしれないので、インデックス、ウインドウ又は他のファイルリストの中で画
像コンテンツファイルを表現するアイコンその他のシンボル（記号）は、特定の画像コン
テンツファイルが削除されている又は削除されることを示唆するように視覚的に修正され
てもよい。この場合における一実施例では、視覚的に修正された識別子を起動することが
、画像個運転津ファイルの削除を承認する処理を撤回する決定として解釈され、画像コン
テンツファイルの何らかの残りのコピーが、画像コンテンツファイルの削除を撤回する決
定がなされる前に削除された画像コンテンツファイルの何らかのコピーを元に戻すために
使用可能である。インデックスデータは、削除された画像コンテンツファイルを指す如何
なるリファレンスも削除するように修正されてもよいし、あるいは特定の画像コンテンツ
ファイルが削除されたことを示す記録が維持されてもよい。
【００６２】
　図５は、仲介手段を有する画像共有システム10の別の例を示す。この例の場合、仲介手
段90は、コダックイージーシェアギャラリ（Kodak　EasyShare　Gallery）90Eのようなウ
ェブサイトを有し、ハブとして機能し、通信データ92及びインデックスデータ94（補足デ
ータを含む）の記録を保持し、ネットワーク90bを介する接続を制御する。ネットワーク
は通常的にはインターネットであるが、データネットワークを形成する既知の如何なるも
のでもよい。この例の場合、ユーザが画像共有システム10に含めることを希望する画像共
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有装置20a－20nの各々の電子メールアドレスを、ユーザはコダックイージーシェアギャラ
リ90Eに与える。既知の方法により、仲介手段は、指定された電子メール受信者各々に招
待案内を送る。この例の場合、この情報は、コダックイージーシェアギャラリ90Eにおけ
る「通信データ」92として保存されている。見込みのある参加者がその招待案内を受け入
れた場合、画像共有システム10を維持するのに必要な何らかのソフトウェアがダウンロー
ドされる。その受入は、完全なものでもよいし、限定された試行的なものでもよく、後者
の場合、試行の後に、画像共有システム10の見込みのあるメンバが、画像共有システム10
に加わるか否かを判断できるようにする。限定的な試行は、指定された期間又は指定され
た番号の画像に関するものでもよい。不参加を選択した者は削除され、彼又は彼女の電子
メールアドレス又は他の識別情報を通信データ92から削除する。
【００６３】
　このようにして画像共有システムを使用開始するユーザは、将来の画像共有メンバに画
像共有装置20a－20nを提供する。これは双方にとって最大関心事であり、なぜなら、それ
は他の画像共有システムのメンバが参加に容易に同意することを促すからである。画像共
有システム10のメンバは、相互共有の形態を提供することができる。多くの場合、画像共
有システム10内のどのユーザも、画像コンテンツファイルを共有するように指定すること
ができる。しかしながら、一方のみの共有化が有利な場合がある。
【００６４】
　確認プロセス（ステップ102）の一部として、画像共有システム10の画像共有装置20a－
20n間で画像コンテンツファイルを保存するのに利用可能な格納スペースの量が、指定さ
れてもよい。参加者は選択的にスペース量について制限を指定することができ、そのスペ
ースは、所与の何らかのメンバにより又はシステム全体10により提供される画像コンテン
ツファイルに割り当てられるものである。これは、画像共有システム10への参加に同意す
る際に、参加者が提供しなければならないリソース量を最小化することに資する。リソー
ス量は、ファイルの絶対数、バイトの絶対数、全ストレージの割合、利用可能なストレー
ジの割合、ファイルの配布形式又はその他の要因により決定される。
【００６５】
　あるいは、画像共有に委ねるリソース量は相互的な観点から決定することもでき、画像
共有システムの参加者は、他の画像共有装置との間で、該他の画像共有装置が当方との間
で画像共有リソース容量を共有しようとするのと同じ範囲内で、メモリ又は他のリソース
量を共有することに同意する。例えば、画像共有システム10の参加者は、画像コンテンツ
ファイル数、メモリ容量、メモリ容量の割合、リソース容量又はリソース容量の割合につ
いて共有することに同意する。割り当てられたストレージスペースが限界に近づいた場合
、通知がなされ、適切な処理が開始される。限界に近づいた結果、共有、バックアップ及
び配布する権利は留保されてもよい。
【００６６】
　図６は画像共有システム10における方法例を示し、リソース確認プロセス（ステップ13
0－134）を実行することで、データストレージ容量情報を予測及び／又は確認する。この
例の場合、画像共有システム10における画像共有装置20a－20nの各々で利用可能なメモリ
36は、有限の容量を有するように仮定されている。さらに、上述したように、そのような
画像共有装置20a－20nの個々のユーザは、共有リソースに委ねる画像共有装置20a－20n各
々におけるリソース36の量を制限することができる。したがって、画像共有システム10の
当初指定したメンバにより当初委ねられているリソースのみを利用して、共有可能な画像
コンテンツファイルの全てを保存できる程、データストレージは足りないかもしれない。
【００６７】
　このプロセスにおける第１段階では、システムリソースの検査が実行される（ステップ
130）。システムリソースの検査結果（ステップ130）が、ストレージ機能を実行するのに
必要なメモリ容量その他のリソースは、その目的には不十分であることを示していた場合
、警報（アラート）が、画像共有システム10の１人以上のメンバに送信される（ステップ
132）。ユーザはこのアラートに対して、利用可能なリソースを工面することに同意する
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ことで、又はシステムに対するユーザの要求を減らすことで応答する。ユーザが拒否した
場合、共有可能な画像コンテンツファイルを確認するステップは、利用可能なリソースに
合わせるように調整を行う。この処理は、限定ではないが、例えば、ストレージステップ
112又は120の一部としてなされてもよいし、インデックスデータ、マニフェストデータ又
はフィードバックデータを決定するプロセスの一部としてなされてもよい。
【００６８】
　この例の場合、画像コンテンツファイル又は他のデータがやり取りされる又はコピーさ
れる様子は、ユーザにとって透明（transparent）である（見えない）。システム10は、
画像コンテンツファイルを必要に応じてバックグランドでコピーし、必要に応じてユーザ
に警告するのみである。
【００６９】
　この例の場合、画像共有装置20aは、パーソナルコンピュータの形式を採用しているホ
ームシステム画像共有システムを有し、画像コンテンツファイルはソースからダウンロー
ドすることが可能であり、ソースは、例えば、ディジタルカメラ、セルラ電話、スキャナ
、ディスク又はグラフィックパッケージ、ビデオエディタ又はアニメータ等であるがこれ
らに限定されない。画像共有装置20aが新たな画像コンテンツファイルＡを有することが
確認された場合、それは共有可能でない画像コンテンツファイルであるか又は共有可能な
画像コンテンツファイルであるかを自動的に確認する。ここで、画像コンテンツファイル
Ａは、共有可能であると判断されたものとし、コダックイージーシェアギャラリ90Eにア
ップロードされる（ステップ106）。この例の場合、画像共有装置20aに保存されている画
像コンテンツファイルのインベントリ（inventory）の分析は、画像共有装置20aにおいて
行われ、確認された画像コンテンツファイルのみがコダックイージーシェアギャラリ90E
にアップロードされるようにする。あるいは、コダックイージーシェアギャラリ90Eのよ
うな仲介手段90が、その機能を実行してもよい。確認された画像コンテンツファイルは、
必要に応じて帯域幅又はメモリ容量の有用な利用に備えて削減又は圧縮される。
【００７０】
　図６に示されているように、このプロセスは、画像共有システム10内の残りの（他の）
画像共有装置20a－20nの各々について反復され、画像共有装置20a－20n各々について指定
された画像コンテンツファイルの全てＢ、Ｃ及びＤが、アップロードされるようにする。
そして、どの画像共有装置において、何れの共有可能な画像コンテンツファイルが発見さ
れたかを示すインデックスデータが、生成される（ステップ108）。
【００７１】
　図７に示されているように、その後にマニフェストデータ96が生成され（ステップ110
）、マニフェストデータは、画像共有システム10における画像共有装置20a－20nの各々と
、それらに当初関連付けられている共有可能な画像コンテンツファイルＡ－Ｄと、他の何
れかの画像共有装置20a－20nに当初関連付けられている共有可能な画像コンテンツファイ
ルＡ－Ｄの群とを対応づけ、画像データファイルの組各々が、少なくとも１つの他の画像
共有装置に保存されるようにする。
【００７２】
　図７に示されているように、マニフェストデータは、指定した共有可能な画像コンテン
ツファイルを画像共有装置20a－20nに対応させ、画像コンテンツファイルＡ－Ｄの各々が
１つより多い画像共有装置に保存されるようにする（ステップ112）。しかしながら、図
示されているように、画像共有装置20bは、共有可能な画像コンテンツファイルの如何な
るコピーも受信していない。これは、装置又はチャネルの制約上の理由、又は画像共有シ
ステム10のユーザの好みによるものである。その代わり、画像共有装置20cは、組Ａ及び
Ｂの中から画像コンテンツファイルのコピーを受信し、したがって画像コンテンツファイ
ルＡ、Ｂ及びＣの組の中から共有可能な画像コンテンツファイルを保存する。少なくとも
２つの画像共有装置が、共有可能なインデックスファイル各々を格納するのに使用されて
いることを示すインデックスデータが補足される（ステップ114）。何れのファイルＡ－
Ｄも暗号化された形式で受信可能であること、そのようなファイルは共有の際に解読キー
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（デコードキー）とともに提供される必要はないことが、認められるであろう。むしろ本
願で言及されているように、そのような解読キーは、画像コンテンツの閲覧が許可された
画像共有システムのメンバからの要求に応じて、取得することができる。しかしながら、
このことは必須ではなく、一実施例において、解読キーは画像コンテンツファイルと共に
提供されてもよい。
【００７３】
　図示の例の場合、画像コンテンツファイルは、完全な解像度でアップロードされる。こ
れは、大きな画像ファイルがコダックイージーシェアギャラリ90Eにアップロードされて
保存されることを要する。しかしながら、図９に示されるように、図５－９の例の場合、
共有可能な画像コンテンツファイルＡ、Ｂ、Ｃ及びＤは、マニフェストデータにしたがっ
てそれらを配布するのに必要な間でのみ保存される。あるいは、象徴的なimagette98（縮
小画像、圧縮画像、サムネイル等）が、共有可能なコンテンツデータファイルＡ、Ｂ、Ｃ
及びＤから導出され、将来のリファレンスに備えてコダックイージーシェアギャラリ90E
において保持されてもよい。そのようなimagette98は、画像コンテンツデータファイルの
画像コンテンツの指標をある形式で提供し、その形式は、imagette98を導出する元のオリ
ジナルの画像コンテンツファイルと同程度に多いデータストレージ容量を必要としないも
のである。
【００７４】
　この例の場合、コダックイージーシェアギャラリ90Eは、各々に保存されている画像コ
ンテンツデータファイルを周期的に検査し、共有可能な画像コンテンツファイルＡ、Ｂ、
Ｃ及びＤが存在すべきことをインデックスデータ94が示唆している場合に、共有可能な画
像コンテンツファイルの全てが存在していることを確認し、共有可能な画像コンテンツフ
ァイルＡ、Ｂ、Ｃ及びＤの全てが損なわれておらずかつ修正されていないことを保証する
。このプロセスの一部として、コダックイージーシェアギャラリ90Eは、画像共有装置20a
－20dの各々と通信しなければならないことが、認められるであろう。様々な環境の下に
おいて、画像共有システム10に含まれている画像共有装置20a－20nの各々と同時に通信す
ることは、可能でないかもしれない。例えば、セルラ電話形式の画像共有装置20aは、オ
フにされているかもしれないし、隔離されていたり圏外かもしれない。
【００７５】
　したがって、図１０に示されるように、ステップ118は、画像共有装置が通信できない
期間を確認するサブステップを含んでもよい。例えば、ステップ118は、画像共有システ
ム10に含まれている画像共有装置20a－20nの内の何れかを選択するサブステップを含んで
もよい（サブステップ118a）。この選択は、予定されていてもよいし、実質的に予定され
ていない方法でなされてもよい。選択された何れかの画像共有装置20a－20nとの間で通信
が試行され（サブステップ118b）、通信に成功した場合、プロセスはステップ118hに進み
、一般的なステップ118について説明済みの処理が行われる。通信できなかった場合、不
成功が通知され（サブステップ118c）、画像共有システム10の中で選択された画像共有装
置20a－20nとの間で通信リンクを設定することが所定回数以上失敗したか否かが判定され
（サブステップ118d）、通信の失敗が所定回数未満であった場合、本方法は、画像共有シ
ステム10における全ての画像共有装置と通信したか否かを判定するステップ（サブステッ
プ118f）に進み、通信していた場合、プロセスはステップ118hに進む。画像共有システム
10内の全ての画像共有装置20a－20nと通信できていなかった場合、別の画像共有装置20a
－20nが選択され、サブステップ118b－118fが反復される。
【００７６】
　しかしながら、失敗が所定回数以上であった場合、ワーニング又は対処プロセスが実行
される（サブステップ118e）。このステップの一例として、画像共有システム10において
使用されている１つ以上の画像共有装置20a－20nに対して、視覚的又は聴覚的なワーニン
グが提供され、そのワーニングは、所定回数以上通信に失敗し、その画像共有装置と通信
することは困難であることを示す。この情報に基づいて、ユーザは適切な処理を実行し、
例えば、通信失敗の原因を特定して解決し、あるいはユーザが適切であると考える他の処
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理を実行する。事故、災害、故障等の場合、システム10は、その事故の被害を受けた画像
共有装置20a－20nのユーザが、他のソースから画像をコピーすることを促す。あるいは、
システム10がそのような事故を検出すると、そのような処理が自動的になされてもよい。
画像共有システム10は、事故が明らかではないかもしれないので、事故が起こっているこ
とをユーザに通知してもよい。さらに、画像共有システム10は、差し迫った大問題を示す
散発的な障害の有無を監視及び通知してもよい。
【００７７】
　あるいは、別の実施例において、画像共有システム10はマニフェストデータを修正し、
システム10が通信できない画像共有装置を、画像コンテンツファイルを保存する際に当て
にしないようにしてもよい。これは、指定された画像コンテンツファイルの割り当てを調
整し直し（再調整し）、指定された画像コンテンツファイルが、画像共有システム10内の
残りの画像共有装置20a－20nの内少なくとも２つにより共有されるようにすることで実行
されてもよい。
【００７８】
　画像共有システム10のアーキテクチャについては様々なバージョンが可能である。第１
は図５－９を参照しながら一般的に説明してきたものであり、第２は、コダックイージー
シェアギャラリ90Eのような仲介手段90が画像コンテンツファイルのやりとりにおいて重
要となるものである。そのような例の場合、画像コンテンツファイルは、保存に備えて仲
介手段90にアップロードされ、画像共有装置20a－20nにダウンロードされる。画像コンテ
ンツファイルの全てが、指定された画像共有装置20a－20nの全てに成功裏にダウンロード
された場合、それらはギャラリから削除される。ダウンロードされた画像に関する記録は
、画像共有装置20a－20nの各々における画像状態を監視する場合に備えてギャラリに保持
される。画像は非同期にアップロード及びダウンロードされる。
【００７９】
　図１１－１３は別のシステム例10を示す。この例の場合、コダックイージーシェアギャ
ラリ90Eのような仲介手段90及びインターネット90bは、画像共有装置20a－20cの間で画像
コンテンツファイルを共有することを監視及び／又は案内するのに使用され、この場合に
おいて、そのような画像コンテンツファイルを仲介手段に実際にアップロードしなくてよ
い。この例の場合、コダックイージーシェアギャラリ90Eは、画像共有システム10内の画
像共有装置20a－20n間で画像が共有された場合に通知を受ける。しかしながら、仲介手段
90は、そのような画像コンテンツファイルの受信者又は送信者に含まれる必要はない。む
しろ、画像共有システム10に含まれている画像共有装置20a－20c内のソフトウェアは、イ
ンターネット90bのような通信リンクを用いて行われる画像コンテンツファイルの転送の
成否を、コダックイージーシェアギャラリ90Eに通知し、その転送は、画像コンテンツフ
ァイルがコダックイージーシェアギャラリにロードされることを要しない。例えば、その
ような画像コンテンツファイルは、ピアトゥピア通信リンクを使用して転送される画像コ
ンテンツファイルを含む。そのような例の場合、仲介手段90（この例の場合、コダックイ
ージーシェアギャラリ90E及びインターネット90b）は、協働して、画像コンテンツデータ
ファイル画像の状態を監視し、必要に応じて適切な処理を行うための通知を行う。
【００８０】
　例えば、この例において、セルラ電話形式の画像共有装置20aのユーザは、捕捉した画
像を、関連する画像共有装置20b及び20cとの間で共有することを希望し、その画像共有装
置20b及び20cは、パーソナルコンピュータ及びネットワークハードドライブを有する。こ
れら３つの画像共有装置20a－20cは、コダックイージーシェアギャラリ90Eにより支援さ
れる画像共有システムに含まれていることを、ユーザは過去に確認済みである。その情報
は、コダックイージーシェアギャラリ90Eの通信データ92として保存されている。しかし
ながら、画像共有装置20aのユーザは、画像共有装置20b及び20cの何れからも離れている
。そこで、ユーザはコダックキオスク90fに接近し、キオスク90fとの通信セッションを確
立する。キオスク90fは、インターネット90b及びコダックイージーシェアギャラリ90Eと
ともに協働し、画像共有装置20a－20cとの通信を可能にし、画像共有システム10を構築す
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るようにプログラムされている。必要に応じて、キオスク90f又はインターネット90bの何
れかは、ある画像共有装置との通信を確立の必要な期間の間、何れかの画像コンテンツフ
ァイルＡ－Ｄを一時的に保存することができ、その画像共有装置は、速やかにはアクセス
できない、あるいは画像コンテンツファイルを受信できない。
【００８１】
　図１１に示されているように、セルラ電話である画像共有装置20aはメッセージを送信
し、そのメッセージは、指定した画像コンテンツファイルを画像共有システム10と共有す
ることをキオスク90fに求める。図１２に示されているように、キオスク90fはコダックイ
ージーシェアギャラリ90Eにメッセージを送信し、画像共有装置20aが関連付けられている
画像共有システム10に関する情報を取得する。図１３に示されているように、この例の場
合、この情報は、コダックイージーシェアギャラリ90Eに保存されている通信データ92か
ら取得され、キオスク90fに与えられる。図１４に示されるように、その後マニフェスト
データ96がキオスク90fにより生成され（あるいは、画像共有装置20a又はコダックイージ
ーシェアギャラリ90Eにより生成され）、マニフェストデータは、画像コンテンツファイ
ルＡ、Ｂ、Ｃのコピーを、画像共有システム10の画像共有装置20a－20nに仕向けるのに使
用される。画像コンテンツファイルは、画像共有装置20a－20nからキオスク90fへロード
され、インターネット90bを用いて画像共有装置20bに送信され、無線ルータ90aを介して
画像共有装置20cに送信される。
【００８２】
　この例の場合、画像共有装置20cは、無線ルータ90aにより直接的に通信することが可能
であり、かなりの量のデータストレージ容量を提供している。したがって、静止画像ファ
イルＡ及びＢは、ホームコンピュータである画像共有装置20bに送信される一方、ビデオ
画像コンテンツファイルＣはハードドライブである画像共有装置20cに直接的に送信され
る。選択的に、オリジナルの又はimagette形式の静止画像ファイルＡ及びＢが、ハードド
ライブである画像共有装置20cに送信される一方、imagette形式のビデオ画像コンテンツ
ファイルＣがホームコンピュータである画像共有装置20bに送信されてもよい。同様に、
画像共有装置20a－20dに保存されている画像コンテンツファイルの画像コンテンツを表現
するimagette98は、コダックイージーシェアギャラリ90E、又は何らかの他のインターネ
ットやホストサイトにおいて保持されていてもよい。この例の場合、ホームコンピュータ
である画像共有装置20b又はハードドライブである画像共有装置20cから、カメラ付き電話
機である画像共有装置20aによる画像コンテンツファイルが要求されてもよいことが、認
められるであろう。
【００８３】
　さらなる実施例において、画像共有装置同士の間での共有は、様々な画像共有装置20a
－20nのコントローラ26により、ピアトゥピアアーキテクチャの中で直接的に実行されて
もよく、そのコントローラ及び画像共有装置は、上記の何れかの方法の全てのステップを
実行する。
【００８４】
　画像表示
　図１５は、上記と同様に画像共有システム10を用いる方法例を示し、その方法は共有さ
れる画像コンテンツファイルへのアクセス要求をユーザに許可するステップを有する（ス
テップ140）。そのようなリクエストは、何れかの画像共有装置20a－20nのユーザインタ
ーフェースを用いて入力することができる。そのようなリクエストは、その日の終わりに
又は既知の若しくは予定されたイベントの後のような段階において自動的になされ、保存
された画像コンテンツファイルを抽出及び表示する。画像共有システム10のユーザが使用
可能である時を判定する何らかの他の判断基準が使用されてもよい。そのようなリクエス
トがなされる場合、本プロセスは図１６に示されるようなステップになる。
【００８５】
　図１６に示されているように、本プロセスは、どの画像コンテンツファイルが要求され
ているかを確認するステップを含む（ステップ142）。一実施例の場合、共有される画像
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コンテンツファイルにアクセスするリクエストは、自身の中に、共有される画像コンテン
ツファイルを特定することが可能な情報を含む。しかしながら、他の実施例の場合、２次
的なプロセスが実行され、共有される画像コンテンツファイルに対するアクセスのリクエ
ストが受信され、どの画像コンテンツファイルがアクセスされるかについての問い合わせ
がなされる。画像共有装置のユーザは、ユーザインターフェース60を利用して、共有され
る画像コンテンツファイルを特定する入力を行い、例えば、ファイル名をタイプ入力する
又は喋ることで入力し、あるいはそのような画像コンテンツファイルのメニュー又はリス
トから共有する画像コンテンツファイルを選択することで入力する。他の実施例では、ユ
ーザは、特定の画像コンテンツファイルを探すサーチを行うことができ、例えば、グラフ
ィカルユーザインターフェースによるサーチシステム、テキストによるサーチ、画像によ
るサーチを利用してもよいし、あるいは何らかの方法で共有画像コンテンツファイルに関
連する何らかの他の情報に基づくサーチを利用してよいが、これらに限定されない。ユー
ザは、そのようなサーチ結果の中から、何れかの特定の画像コンテンツファイルを選択す
ることができる。
【００８６】
　画像コンテンツファイルは、クラス、グループ又はクラスタにより、あるいは複数ファ
イルの他の集合により、個々に又は選択的に要求又は特定されることが可能である。例え
ば、開始日及び終了日の間に捕捉された画像コンテンツファイルのグループが要求されて
もよい。別の例として、複数の画像共有装置20a－20cにより捕捉された画像コンテンツフ
ァイルのグループが、要求されてもよい。さらに別の例として、例えば結婚式のような特
定の内容を示す画像コンテンツファイルが、要求されてもよい。
【００８７】
　この例に関し、ある指定された画像コンテンツファイルにアクセスするためにリクエス
トが提示されることが仮定され、その画像コンテンツファイルに対するリクエストが受信
された後、インデックスデータがアクセスされ（ステップ144）、そのインデックスデー
タを使用して、画像共有システム10における何れの画像共有装置20a－20nが、指定された
画像コンテンツファイルを保存するのに使用されているかを判断する（ステップ146）。
【００８８】
　図１６に示されているように、画像コンテンツファイルへのアクセスのリクエストが許
可されるか否かを判定する選択的なステップが実行される（ステップ148）。図示の例の
場合、リクエストを行う画像共有装置の識別子、画像コンテンツファイルにアクセスする
リクエストを行う画像共有装置のユーザの識別子、要求者に関する他の情報、リクエスト
自体又は画像コンテンツファイルが保存されている用途等が、画像コンテンツファイルに
関連するインデックスデータに保存されている捕捉データと比較される。そのような捕捉
データは、ある条件を満たすのに使用される何らかの他のデータを含むことが可能であり
、その条件の下で画像コンテンツファイルへのアクセスが許可される。
【００８９】
　上述したように、要求された画像コンテンツファイルの場所を示すインデックスファイ
ルへのアクセスを制限することで、アクセスが抑制されてもよい。あるいは、実際の画像
コンテンツファイルへのアクセスが制限されてもよいし、あるいは、画像コンテンツファ
イルへのアクセスが許可された場合にのみ、その画像コンテンツファイルにアクセスする
のに使用可能な解読キーが提供され、画像コンテンツファイルが解読（暗号解除）されて
もよい。データファイルへのアクセス制御を行う他の既知の方法を使用して、捕捉データ
にしたがってアクセスを制限してもよい。
【００９０】
　アクセスが許可されなかった場合、図１６のプロセスは図１５のステップ106に戻る。
アクセスが許可された場合、インデックスデータを使用して、画像コンテンツファイルが
保存されている何れかの画像共有装置20a－20nから画像コンテンツファイルを取得する（
ステップ150）。この例の場合、このステップは、要求された画像コンテンツファイルが
画像共有装置に存在するか否かを確認することを含む。上記に詳細に説明されているよう
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に、他の実施例におけるこのステップは、第１の画像共有装置に保存されている画像コン
テンツファイルが、その第１の画像共有装置に保存されて以来、変更されているか否か判
別することを含む。
【００９１】
　この例の場合、コンテンツファイルが第１の画像共有装置に見出されると（ステップ15
0）、画像コンテンツファイルのデータがアクセスされ（ステップ152）、選択的なフィー
ドバックプロセスが始まる（ステップ160－164）。フィードバックプロセスの第１部分に
おいて、アクセスした画像コンテンツファイルからの画像コンテンツが要求者に提示され
（ステップ154）、フィードバック信号が、提示した画像コンテンツを見た者の１人以上
により決定される（ステップ156）。
【００９２】
　フィードバック信号は、様々な方法の内の何れかにより決定される。一実施例において
、フィードバック信号は、マニュアルで入力された応答に基づいて、又は何れかの画像共
有装置20a－20nのユーザインターフェース60を介して入力された応答に基づいて決定され
る。典型的には、この処理は、画像コンテンツを提示するのに使用された画像共有装置20
a－20nのユーザインターフェース60を介して行われる。図１７の例の場合、画像共有装置
20cは複数のフィードバックアイコン170－180を有するように示されており、ユーザ又は
見ている者は、要求した画像コンテンツファイル中の画像コンテンツ182を表示している
間に、ユーザインターフェース60を用いてマニュアルでフィードバックアイコンを選択す
ることができる。この場合において、選択ボックス184は、現在の選択が何かを指すよう
に、アイコン170ないし180の間で可動である。この例は限定的なものではないこと、画像
コンテンツファイル中の画像コンテンツの提示に対する検出可能な他の何らかの既知の形
式のユーザの応答に基づいて、フィードバック信号が生成されてもよいことが、認められ
るであろう。
【００９３】
　そのような応答は、上記のアイコン選択プロセスのように自発的なものでもよいし、自
発的な動作又は自発的でない動作を検出することでもよい。そのような自発的な動作の具
体例は、提示した画像コンテンツ上にユーザが留まった期間、ユーザがズーム又はパンを
行った範囲、提示された画像コンテンツ、提示された画像コンテンツに対するユーザによ
る音声応答等を利用することを含み、さらに、画像コンテンツファイルの表示中における
ユーザの動作に基づいて、共有される画像コンテンツファイル内で指定された関心のある
領域のようなフィードバックを含むが、これらに限定されない。非自発的な応答の具体例
は、提示された画像に対する検出可能な非自発的な生理学的な応答のようなものを含むが
それに限定されず、例えば、血圧の増加、電気皮膚反応、音声ストレス、瞳孔拡張等であ
るがこれらに限定されない。何らかの設計によるセンサ38は、１つ以上の画像共有装置20
a－20nに組み込まれることが可能であり、上記のような非自発的な反応を検出し、フィー
ドバック信号を生成するように設定され、フィードバック信号は、そのような非自発的な
反応を示す検出した非自発的な反応や状態に基づくものである。
【００９４】
　決定されたフィードバック信号は、何らかの方法で画像コンテンツファイルに論理的に
関連付けられたディジタルフィードバックデータに変換され、そのディジタルコンテンツ
ファイルは、フィードバックデータをもたらす動作を引き起こし、保存されている者であ
る（ステップ158）。一実施例の場合、これは、全てのフィードバックデータを、画像コ
ンテンツファイルの捕捉データとして保存することで実行される。フィードバックデータ
は、画像コンテンツファイル内に又は画像コンテンツファイル各々に関連するメタデータ
として保存されてもよい。フィードバックデータは、特定の反応が判定される情報を含ん
でもよいし、選択的に、フィードバックデータの生成を引き起こした人物の識別子を示し
てもよい。あるいは、フィードバックデータは、集約され、要約され、統計的に分析され
又は別の処理がなされてもよく、そのように集約され、要約され、統計的に分析され又は
別の処理がなされた形式で提供されてもよいし、あるいはそのような集約され、要約され
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、分析され又は処理された情報に基づいた形式で提供されてもよい。フィードバックデー
タは、画像コンテンツファイルに関するデータが安全に保存可能であるような他の如何な
る論理的な方法で保存されてもよい。
【００９５】
　一般に、フィードバックデータは、感情的な反応に基づき、意気込みに影響する。例え
ば、図１７の例の場合、各アイコンは感情に基づいていることがわかる。しかしながら、
感情的な負担（emotion－laden）によらないフィードバックが使用されてもよい。例えば
、フィードバックデータは、混乱（confusion）、追加的な情報の要求、画像（フィード
バック送信者がその画像コンテンツを将来のオブザーバと共有することを希望している画
像）のような感情的負担でないフィードバックを表現することができる。
【００９６】
　保存の後、そのようなフィードバックデータは、画像コンテンツファイルの画像コンテ
ンツがアクセスされる又は提示される場合は常に利用可能にできる。例えば、画像共有装
置はコントローラを有し、フィードバックデータが画像コンテンツファイルに関連付けら
れた時を判別し、人が検出可能な出力信号が、関連するフィードバックデータに基づいて
、生成されるようにする。ある実施例において、フィードバックデータは可聴形式で提供
される。例えば、提供されるフィードバックが、話す言葉であった場合、フィードバック
信号は、画像コンテンツファイルの受信者により記録される音声信号又は他の信号の形式
をとることができる。このフィードバック信号はフィードバックデータに変換され、その
フィードバックデータから、音声信号が再構築可能であり、例えばオーディオシステム50
を用いて提供可能である。選択的に、結果のオーディオデータは、ユーザが検出可能な視
覚的又は他の形式の応答に関連付けられ、その応答はオーディオ信号と共に提示可能であ
り、通信を豊かにするマルチメディア応答パッケージを提供する。
【００９７】
　他の実施例では、例えば、オーディオフィードバックが可聴形式で提供されるか、又は
オーディオ信号を利用して他の形式の応答を使用するかの決定が行われ、他の形式の応答
は、関連する画像データを含む画像コンテンツファイルにアクセスする者が自身を見出す
環境の下で、受信者にとって、アクセスしやすく、有用であり又は適切なものである。音
声による応答が適切でない場合、例えば、時間、場所又は好みが、音声信号を提示できな
いことを決定づけていた場合、音声フィードバックデータは、アイコン、アニメーション
、触覚による応答、又は人が感知可能な他の形式のフィードバック（画像共有装置20a－2
0nにより生成可能なフィードバック）を利用することができる。この場合における一例と
して、音声信号は、複数の利用可能な視覚的な感情のアイコン、アニメーション又はビデ
オストリームの中から選択を行うために使用可能である。
【００９８】
　フィードバックデータは、当然に他の形態を使用することも可能であり、限定ではない
が、別の実施例では、視覚的な形式で他者に提示できる情報形式、又は視覚的な通信形式
に基づいて使用可能な通信形式を使用することができ、例えば、ビデオクリップ、ビデオ
セグメント、静止画、シンボル、記号、図形表示、文字（テキスト）の警告その他のメッ
セージを使用することができる。一実施例において、フィードバックデータは、画像コン
テンツのオブザーバが画像コンテンツファイルの中から捕捉した画像を含むことができる
。そのような画像形式のフィードバックデータが行われてもよいし、あるいはそれを修正
又は使用して、図形表現又は文字によるシンボルの基礎としてもよい。
【００９９】
　フィードバックデータは、画像コンテンツファイルのユーザ全てと共有されてもよいし
、あるいはフィードバックデータは、画像コンテンツファイルの選択されたユーザと共有
されてもよく、後者の場合、ユーザの好み等にしたがって、そのようなフィードバックデ
ータを限定して共有する者を判別するのに有用な情報が使用され、その情報は、画像共有
装置20a－20n内に又は画像共有システム10の何処かに保存されている。例えば、フィード
バックデータは、画像共有システム10により、画像コンテンツファイルの作者及び一定の
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人々に送信され、その一定の人々は、画像コンテンツファイルの画像コンテンツについて
参加者として指定されている者、又は画像コンテンツファイルに関連しているように指定
されている者である。フィードバックデータは、他の様々な目的に使用可能であり、例え
ば、画像コンテンツファイルの画像価値や画像コンテンツファイルの保持力（retention
）を判定すること等に使用可能である。
【０１００】
　同様に、特定のタイプのフィードバックデータを引き起こす非自発的な応答は、様々な
方法で提供することができ、例えば、音声による、文字による又は触覚的なものによる信
号に変換することで提供されてもよい。例えば、画像に対する電気皮膚反応のような生理
学的反応が、検出され、皮膚反応が検出されたことを示すフィードバック信号に変換され
、そのようなフィードバックデータは、「それは私に鳥肌が立つような刺激を与えた！」
ことを述べる又は示唆する音声やテキストメッセージ又はアイコン又はアニメーションと
して提示されてもよいし、あるいは、単に血圧又は心拍の監視情報がフィードバックデー
タを生じさせ、フィードバックデータは、「それは私の心拍を早めた！」のようなテキス
トメッセージで表現される。
【０１０１】
　そのようなフィードバックは個々の画像に関して提供可能であることが認められるであ
ろう。その場合のフィードバックデータは個々の画像コンテンツファイルに論理的に関連
付けられており、例えばインデックスデータとともに保存される補足データにより、又は
画像コンテンツファイルに保存可能なフィードバックデータを保存するこことにより関連
付けられる。追加的に又は代替的に、フィードバックデータは画像コンテンツファイルの
オーナに送信されてもよい。複数の画像コンテンツファイルのグループが、共通するフィ
ードバックの対象となってもよいことが認められるであろう。一実施例において、ユーザ
は、フィードバックデータを生成する１つのフィードバック処理を行うように許可されて
おり、そのフィードバックデータは、グループ中の画像コンテンツファイル全てに関連し
ている。
【０１０２】
　フィードバックステップ154－158の後、プロセスは図15のステップ106に戻る。この例
の場合、画像コンテンツファイルが第１の画像共有装置に見出せなかった場合、選択的に
警告がなされ（ステップ160）、その後に画像コンテンツファイルがそのようなソースか
ら取得され（ステップ162）、本プロセスは、他の何れかの画像コンテンツファイル二歩
存されている画像コンテンツファイルを利用して、フィードバックプロセスのステップ15
4－158に進む。しかしながらこの場合プロセスは図15のステップ106に戻るのではなく、
図15のステップ122又は選択的にステップ120に戻る。
【０１０３】
　一般に、画像共有システム10における如何なる画像共有装置20a－20nも、画像共有シス
テム10以外の他の装置と通信可能であることが、認められるであろう。例えば、図１１－
１４の画像共有装置20cは、インターネット90bを介して、画像共有装置20cと画像コンテ
ンツファイルを共有可能な様々な如何なる装置とでも通信することができる。一実施例に
おいて、画像共有装置20cは、上記の画像共有方法及びシステムを用いて、画像コンテン
ツファイルを受信し、そのようなファイルを画像共有システムに保存することができる。
さらに、この場合において、画像共有装置20cは、画像共有システム10内の他の画像共有
装置20a、20bから画像コンテンツファイルを取得し、それらをネットワーク化されていな
い装置に提供することができる。通常、この処理は、画像共有システム10内に存在するこ
とやメンバーシップについて、そのような外部装置に助言すすることなく行われる。しか
しながら、他の方法も使用可能であり、一例として、画像コンテンツファイルのオーナは
、共有可能な画像コンテンツファイルを、画像共有システム10外の他のものとやりとりで
きる範囲を制限することができる。
【０１０４】
　そのようなシステム及び方法は、画像以外の文書及び他の形式のデータファイルを使用
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。納税申告書のような重要な文書の場合にも、暗号化することが望ましい。例えば、歴史
文書のスキャンが、同じ家族のメンバと個人的に共有されてもよい。
【符号の説明】
【０１０５】
　１０　画像共有システム
　２０ａ　画像共有装置
　２０ｂ　画像共有装置
　２０ｃ　画像共有装置
　２０ｄ　画像共有装置
　２２　トランシーバ
　２４　アンテナ
　２６　コントローラ
　２８　画像処理システム
　３０　レンズシステム
　３２　画像センサ
　３４　画像プロセッサ
　３６　メモリ
　３８　選択的なセンサ
　４０　ディスプレイドライバ
　４２　ビデオディスプレイ
　５０　オーディオシステム
　５２　マイクロフォン
　５４　Ａ／Ｄ変換器
　５６　スピーカ
　６０　ユーザインターフェース
　７０　コンタクト検出システム
　７２　コンタクトサーフェス
　７４　コンタクト回路
　９０　仲介手段
　９０ａ　無線ルータ
　９０ｂ　インターネット
　９０ｃ　無線タワー
　９０ｄ　ルータ
　９０ｅ　コダックイージーシェアギャラリ
　９０ｆ　キオスク
　９２　通信データ
　９４　インデックスデータ
　９６　マニフェストデータ
　９８　imagette
　Ａ－Ｄ　画像コンテンツファイル　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０６】
【特許文献１】米国特許第7027836号明細書
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