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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の記憶媒体に格納されている識別情報と対応付けられた画像データを読み出して、
当該画像データを前記識別情報と対応付けられた状態を維持して第２の記憶媒体に転送す
る転送手段と、
前記第１の記憶媒体に格納されている前記識別情報と対応付けられた画像データ及び前
記第２の記憶媒体に格納されている前記識別情報と対応付けられた画像データを、前記識
別情報を用いて識別する識別手段と、
前記転送手段による画像データの転送が中断されたとき、前記識別手段による識別結果
を用いて、互いに同じ識別情報を有する画像データのうち前記第２の記憶媒体へ未転送の
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画像データの存在の有無を判断し、未転送の画像データが存在すると判断した場合に、前
記第２の記憶媒体に格納されている画像データの中から前記未転送の画像データと同じ識
別情報を有する画像データを特定する特定手段と、
前記特定手段によって特定された画像データを、前記第２の記憶媒体から削除する削除
手段と、
を備えたデータ転送装置。
【請求項２】
使用者から、前記第１の記憶媒体から第２の記憶媒体へ転送すべき画像データに対応す
る識別情報の選択を受け付ける、識別情報受付手段をさらに備え、
前記転送手段は、前記識別情報受付手段が受け付けた前記識別情報と対応付けられた画
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像データを前記第１の記憶媒体から読み出して、当該画像データを前記第２の記憶媒体に
転送可能である、
請求項１に記載のデータ転送装置。
【請求項３】
前記第１の記憶媒体及び前記第２の記憶媒体は、画像データを、対応付けられた識別情
報に基づいて分類し、格納する、
請求項１又は２に記載のデータ転送装置。
【請求項４】
前記識別情報が、撮影日情報である、請求項１〜３の何れか１項に記載のデータ転送装
置。
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【請求項５】
使用者から、画像データの転送中断の選択を受け付ける、転送中断受付手段をさらに備
え、
前記転送手段は、前記転送中断受付手段が画像データの転送中断の選択を受け付けた場
合に、画像データの転送を中断する、
請求項１〜４の何れか１項に記載のデータ転送装置。
【請求項６】
電力を供給する電源と、
前記転送手段による画像データの転送中に前記電源の電力残量が所定電力量を下回った
場合に、前記転送手段に画像データの転送の中断を指示する、中断指示手段と、をさらに
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備え、
前記転送手段は、前記中断指示手段から画像データの転送の中断の指示を受け付けた場
合に、画像データの転送を中断する、
請求項１〜５の何れか１項に記載のデータ転送装置。
【請求項７】
第１の記憶媒体に格納されている識別情報と対応付けられた画像データを、前記識別情
報と対応付けられた状態を維持して第２の記憶媒体に転送するデータ転送方法であって、
前記第１の記憶媒体に格納されている画像データを読み出して前記第２の記憶媒体に転
送している途中で前記画像データの転送が中断された場合に、前記識別情報を用いて、互
いに同じ識別情報を有する画像データのうち前記第２の記憶媒体へ未転送の画像データの
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存在の有無を判断し、未転送の画像データが存在すると判断した場合に、前記第２の記憶
媒体に格納されている画像データの中から、前記未転送の画像データと同じ識別情報を有
する画像データを特定するステップと、
前記未転送の画像データと同じ識別情報を有する画像データであると特定された前記画
像データを、前記第２の記憶媒体から削除するステップと、
を含む、データ転送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はデータ転送装置及びデータ転送方法に関し、特に複数の記憶媒体間においてデ
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ータの転送を行うことが可能なデータ転送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
複数の記憶媒体間でデータを転送する技術は、一般的に広く利用されている。例えば、
特許文献１には、メモリカードからハードディスクへと画像データを転送する電子カメラ
が開示されている。詳しくは、この電子カメラは、メモリカードの残容量が所定値に達し
た場合に、当該メモリカードに記録されている全ての画像データをハードディスクに転送
するように構成されている。これにより、この電子カメラは、ハードディスクを回転させ
るための回転駆動装置の起動／停止の繰り返し頻度を低くして、電力消費を抑制している
。
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【０００３】
上記のような電子カメラ以外、例えばパーソナルコンピュータのような情報処理装置等
でも、複数の記憶媒体間で画像データを転送する技術は利用されている。
【０００４】
また、画像データの転送が可能な装置の中には、画像データの転送途中で、例えば使用
者の選択により、画像データの転送を中断できる装置もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１−８１４７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、例えば１又は複数の画像データを任意のルールの下でグループ化して管
理しているような場合、画像データの転送を中断すると、転送が選択されたグループに属
する画像データのうち、既に転送が完了した一部の画像データのみが転送先の記憶媒体に
格納されるという状態となる。このように、転送が選択されたグループに属する画像デー
タが中途半端な状態で転送先に格納されると、使用者が混乱する可能性がある。例えば、
選択したグループに属する画像データの全てが転送先の記憶媒体に格納されていないにも
かかわらず、使用者が、既に全ての画像データが転送先に格納されたと思い込み、転送元
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の記憶媒体から全ての画像データを削除してしまう等の問題も起こり得る。
【０００７】
従来のデータ転送装置では、画像データの転送を途中で中断した場合に起こり得る上記
のような問題は着目されておらず、このような問題を解決するための処理についても何ら
提案されていなかった。
【０００８】
本発明は、上記のような問題を解決するためのものであり、選択した画像データの転送
が中断された場合でも、使用者が混乱する可能性が少ない、データ転送装置及びデータ転
送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】
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【０００９】
本発明は、第１の記憶媒体に格納されている画像データを読み出して、当該画像データ
を第２の記憶媒体に転送する転送手段と、前記第１の記憶媒体に格納されている画像デー
タ及び前記第２の記憶媒体に格納されている画像データを識別する識別手段と、前記転送
手段による画像データの転送が中断されたとき、前記識別手段による識別結果を用いて、
互いに関連する画像データのうち前記第２の記憶媒体へ未転送の画像データの存在の有無
を判断し、未転送の画像データが存在すると判断した場合に、前記第２の記憶媒体に格納
されている画像データの中から前記未転送の画像データに関連する画像データを特定する
特定手段と、前記特定手段によって特定された画像データを、前記第２の記憶媒体から削
除する削除手段と、を備えたデータ転送装置を提供する。
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【００１０】
また、本発明は、第１の記憶媒体に格納されている画像データを第２の記憶媒体に転送
するデータ転送方法であって、前記第１の記憶媒体に格納されている画像データを読み出
して前記第２の記憶媒体に転送している途中で前記画像データの転送が中断された場合に
、互いに関連する画像データのうち前記第２の記憶媒体へ未転送の画像データの存在の有
無を判断し、未転送の画像データが存在すると判断した場合に、前記第２の記憶媒体に格
納されている画像データの中から前記未転送の画像データに関連する画像データを特定す
るステップと、前記未転送の画像データに関連する画像データであると特定された前記画
像データを、前記第２の記憶媒体から削除するステップと、を含む、データ転送方法を提
供する。
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【発明の効果】
【００１１】
本発明のデータ転送装置及びデータ転送方法では、第１の記憶媒体から第２の記憶媒体
への画像データの転送が完了する前にデータの転送が中断された際に、互いに関連する画
像データのうち未転送の画像データが存在する場合であっても、未転送の画像データに関
連する画像データが、転送先の記憶媒体に中途半端に残ることはない。すなわち、未転送
の画像データに関連する画像データは、全て転送されなかった画像データとして、一纏め
で扱われることになる。したがって、使用者が、互いに関連する画像データが全て転送さ
れていないにもかかわらず、関連する画像データが全て転送されたと誤解する可能性も少
なくなる。このように、本発明のデータ転送装置及びデータ転送方法によれば、選択した
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画像データの転送が中断された場合でも、使用者が混乱する可能性が少ない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のデータ転送装置の一実施形態である、デジタルビデオカメラの構成を示
すブロック図である。
【図２】本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラにおいて、記
憶媒体に格納されたファイル及びファイルのディレクトリ構造を示す模式図である。
【図３】本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラにおいて、記
憶媒体に格納されたファイルの関係を示す模式図である。
【図４】本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラについて、画
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像データの転送処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラにおいて、表
示モニタの表示の一例を示す模式図である。
【図６】本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラにおいて、表
示モニタの表示の別の例を示す模式図である。
【図７】本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラにおいて、表
示モニタの表示のさらに別の例を示す模式図である。
【図８】本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラについて、画
像データの転送処理の別の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
〔実施の形態１〕
以下、本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラについて、図
面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態は一例であり、本発明は以下の実施
の形態に限定されない。
【００１４】
１−１．概要
図１に示すように、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、ハードディ
スクドライブ（以下、ＨＤＤと略記する。）１８０と、メモリカード２００を装着するた
めのカードスロット１９０とを備えている。デジタルビデオカメラ１００は、ＨＤＤ１８
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０に記憶されている画像データを、カードスロット１９０に装着されているメモリカード
２００に転送することができる。また、デジタルビデオカメラ１００は、メモリカード２
００に記憶されている画像データを、ＨＤＤ１８０に転送することができる。すなわち、
本実施の形態では、ＨＤＤ１８０及びメモリカード２００の何れか一方が本発明のデータ
転送装置及びデータ転送方法における第１の記憶媒体に相当し、他方が第２の記憶媒体に
相当する。
【００１５】
デジタルビデオカメラ１００は、このように複数の記憶媒体（ＨＤＤ１８０、メモリカ
ード２００）間において画像データの転送を行うことができる、データ転送装置の一例で
ある。デジタルビデオカメラ１００では、画像データの転送途中でデータ転送が中断され
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た場合であっても、きりのよいデータ転送、すなわち互いに関連する画像データを一纏め
のデータ群として転送するデータ転送が可能である。これにより、画像データの転送途中
でデータ転送が中断された場合に、使用者が、互いに関連する画像データが全て転送され
ていないにもかかわらず、互いに関連する画像データの全てが転送されたと誤解してしま
う可能性がなくなる。
【００１６】
１−２．構成
本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００の構成について、図１を用いて説明
する。図１は、デジタルビデオカメラ１００の構成を示すブロック図である。
【００１７】
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デジタルビデオカメラ１００は、被写体の画像データを生成するための光学系１１０、
ＣＣＤイメージセンサー１３０、Ａ／Ｄコンバータ１４０及び画像処理部１５０と、装置
全体を制御するコントローラ１６０と、第１の記憶媒体又は第２の記憶媒体としてのＨＤ
Ｄ１８０と、第１の記憶媒体又は第２の記憶媒体としてのメモリカード２００を装着する
ためのカードスロット１９０と、装置全体に電力を供給する電源２６０と、各種の入力操
作を行うための操作部２１０と、各種の表示を行うための表示モニタ２２０と、を備えて
いる。さらに、コントローラ１６０と光学系１１０との間にはレンズ駆動部１２０が、コ
ントローラ１６０と画像処理部１５０との間にはバッファ１７０が、それぞれ設けられて
いる。
【００１８】
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デジタルビデオカメラ１００では、１又は複数のレンズからなる光学系１１０により形
成された被写体像をＣＣＤイメージセンサー１３０で撮像する。ＣＣＤイメージセンサー
１３０で生成された画像データは、画像処理部１５０で各種処理が施され、ＨＤＤ１８０
又は着脱可能なメモリカード２００に格納される。また、デジタルビデオカメラ１００は
、ＨＤＤ１８０に格納されている画像データをメモリカード２００に転送することができ
る。また、デジタルビデオカメラ１００は、メモリカード２００に格納されている画像デ
ータをＨＤＤ１８０に転送することができる。以下、デジタルビデオカメラ１００の構成
を詳細に説明する。
【００１９】
光学系１１０は、ズームレンズやフォーカスレンズから構成される。ズームレンズを光
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軸に沿って移動させることにより、被写体像の拡大、縮小をすることができる。また、フ
ォーカスレンズを光軸に沿って移動させることにより、被写体像のピントを調整すること
ができる。
【００２０】
レンズ駆動部１２０は、光学系１１０に含まれる各種レンズを駆動する。例えばズーム
レンズを駆動するズームモータや、フォーカスレンズを駆動するフォーカスモータがこれ
にあたる。
【００２１】
ＣＣＤイメージセンサー１３０は、光学系１１０で形成された被写体像を撮像して、画
像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサー１３０は、露光、転送、電子シャッタ等の
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各種動作を行う。
【００２２】
Ａ／Ｄコンバータ１４０は、ＣＣＤイメージセンサー１３０で生成されたアナログ画像
データをデジタル画像データに変換する。
【００２３】
画像処理部１５０は、ＣＣＤイメージセンサー１３０で生成された画像データに対して
各種処理を施す。具体的に、画像処理部１５０は、ＣＣＤイメージセンサー１３０で生成
された画像データに対して処理を施し、表示モニタ２２０に表示するための画像データを
生成したり、ＨＤＤ１８０やメモリカード２００に格納するための画像データを生成した
りする。例えば、画像処理部１５０は、ＣＣＤイメージセンサー１３０で生成された画像
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データに対してガンマ補正やホワイトバランス補正、傷補正等の各種処理を行う。また、
画像処理部１５０は、ＣＣＤイメージセンサー１３０で生成された画像データに対して、
ＭＰＥＧー４／ＡＶＣ規格に準拠した圧縮形式等により画像データを圧縮する。画像処理
部１５０は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）やマイコン等で実現可能である。
【００２４】
コントローラ１６０は、装置全体を制御する制御手段である。コントローラ１６０は、
半導体素子等で実現可能である。コントローラ１６０は、ハードウェアのみで構成しても
よいし、ハードウェアとソフトウェアとを組み合わせることにより実現してもよい。コン
トローラ１６０は、マイコン等で実現できる。
【００２５】
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バッファ１７０は、画像処理部１５０及びコントローラ１６０のワークメモリとして機
能する。バッファ１７０は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）、強誘
電体メモリ等で実現できる。
【００２６】
ＨＤＤ１８０は、画像処理部１５０で生成された画像データを格納可能である。カード
スロット１９０は、メモリカード２００を着脱可能である。カードスロット１９０は、機
械的及び電気的にメモリカード２００と接続可能である。メモリカード２００は、フラッ
シュメモリや強誘電体メモリ等を内部に含み、画像処理部１５０で生成された画像データ
を格納可能である。コントローラ１６０は、ＨＤＤ１８０から画像データを読み出し、読
み出した画像データをメモリカード２００に転送することができる。また、コントローラ
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１６０は、メモリカード２００から画像データを読み出し、読み出した画像データをＨＤ
Ｄ１８０に転送することができる。
【００２７】
操作部２１０は、使用者からの操作を受け付けるユーザーインターフェースの総称であ
る。例えば、使用者からの操作を受け付ける十字キーや決定釦等がこれにあたる。詳しく
は後述するが、操作部２１０は、ＨＤＤ１８０とメモリカード２００との間で転送すべき
画像データに対応する識別情報についての使用者の選択を受け付ける識別情報受付手段や
、画像データの転送中断についての使用者の選択を受け付ける転送中断受付手段としての
機能も含む。操作部２１０の一部は、表示モニタ２２０を使用したタッチスクリーンで構
成されていてもよい。
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【００２８】
表示モニタ２２０は、ＣＣＤイメージセンサー１３０で生成した画像データが示す画像
や、ＨＤＤ１８０やメモリカード２００から読み出した画像データが示す画像を表示可能
である。また、表示モニタ２２０には、デジタルビデオカメラ１００の各種の設定情報や
、各種の設定を行うための案内画面等も表示される。表示モニタ２２０として、液晶モニ
タ、電子ビューファインダ、有機ＥＬモニタ等を採用できる。
【００２９】
電源２６０は、デジタルビデオカメラ１００全体に電力を供給する。電源２６０は、例
えばリチウムイオン電池、アルカリ乾電池又はＡＣアダプター等で実現できる。
【００３０】
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ＨＤＤ１８０及びメモリカード２００に格納されている動画像ファイル（画像データ）
のそれぞれの関係について、図２及び図３を用いて説明する。図２は、ＨＤＤ１８０及び
メモリカード２００におけるそれぞれのファイルのディレクトリ構造を説明するための模
式図である。図３は、図２で説明するそれぞれのファイルの関係を説明するための模式図
である。
【００３１】
まず、ＨＤＤ１８０及びメモリカード２００のディレクトリ構造について、図２を用い
て説明する。デジタルビデオカメラ１００がＡＶＣＨＤ（Advanced Video Codec High De
finition（登録商標））規格に準拠しているため、ＨＤＤ１８０及びメモリカード２００
は、図２のようなディレクトリ構造を構成する。ＡＶＣＨＤ規格は、ハイビジョン動画記
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録フォーマットの１つである。
【００３２】
ＨＤＤ１８０及びメモリカード２００は、「ＢＤＭＶ」ディレクトリ内に「ＩＮＤＥＸ
．ＢＤＭ」、「ＭＯＶＩＥＯＢＪ．ＢＤＭ」、「ＰＬＡＹＬＩＳＴ」、「ＣＬＩＰＩＮＦ
」及び「ＳＴＲＥＡＭ」を格納する。
【００３３】
ここで、「ＩＮＤＥＸ．ＢＤＭ」は、記憶媒体（本実施の形態ではＨＤＤ１８０及びメ
モリカード２００）にどのようなファイルが格納されているかを管理する、管理ファイル
である。
【００３４】
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「ＭＯＶＩＥＯＢＪ．ＢＤＭ」は、格納されている動画像ファイルの再生方法を定義し
ているファイルである。
【００３５】
「ＰＬＡＹＬＩＳＴ」は、拡張子が「ＭＰＬ」であるプレイリストを格納する。ここで
、プレイリストとは、任意のルールに基づいて１又は複数の動画像ファイルをグループ化
し、管理する管理ファイルである。例えば、デジタルビデオカメラ１００において、プレ
イリストは、同日に撮影された全ての動画像ファイルを一纏めにして管理する。この場合
に、プレイリストは、管理している動画像ファイルの撮影日に関する情報（撮影日情報）
を、識別情報として有している。動画像ファイルが管理されているプレイリストを参照す
ることにより、コントローラ１６０は、動画像ファイルの撮影日を識別することができる
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。コントローラ１６０は、識別情報である撮影日情報を用いて、ＨＤＤ１８０に格納され
ている画像データ及びメモリカード２００に格納されている画像データを識別できる。
【００３６】
「ＣＬＩＰＩＮＦ」は、拡張子が「ＣＰＩ」である管理ファイル（以下、ＣＰＩファイ
ル）を格納する。拡張子が「ＣＰＩ」である管理ファイルは、拡張子が「ＭＴＳ」である
動画像ファイルと１対１に対応付けられている。拡張子が「ＣＰＩ」である管理ファイル
は、対応付けられた動画像ファイルに関する情報（例えば、動画像の画角に関する情報や
、動画像ファイルにおけるオーディオの種類に関する情報等）を有する。
【００３７】
「ＳＴＲＥＡＭ」は、拡張子が「ＭＴＳ」である動画像ファイル（以下、ＭＴＳファイ
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ル）、すなわち画像データの本体を格納する。
【００３８】
次に、上記で説明したそれぞれのディレクトリとそれぞれのファイルとの関係について
、図３を用いて説明する。「ＩＮＤＥＸ．ＢＤＭ」は、記憶媒体に記録されているプレイ
リストを管理している。拡張子が「ＭＰＬ」であるプレイリストは、ＣＰＩファイルを管
理する参照テーブルを有している。ＣＰＩファイルとＭＴＳファイルとは、１対１に対応
付けられている。
【００３９】
以上のように、本実施の形態におけるＨＤＤ１８０及びメモリカード２００は、識別情
報である撮影日情報と対応付けられた画像データを格納可能な構造を有しており、画像デ
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ータを、対応付けられた撮影日情報に基づいて分類して格納している。
【００４０】
１−３．転送動作
デジタルビデオカメラ１００における画像データの転送動作の一例について、図４を用
いて説明する。図４は、デジタルビデオカメラ１００における画像データの転送動作を説
明するためのフローチャートである。
【００４１】
使用者は、操作部２１０を操作することにより、デジタルビデオカメラ１００を転送モ
ードに設定することができる（Ｓ１００）。
【００４２】
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転送モードに設定されると、コントローラ１６０は、使用者により各種決定がなされる
まで待機する（Ｓ１１０）。各種決定としては、少なくとも３つの決定項目がある。１つ
目の決定項目は、ＨＤＤ１８０からメモリカード２００へと画像データを転送するのか、
メモリカード２００からＨＤＤ１８０へと画像データを転送するのか、に関する決定であ
る。例えば、表示モニタ２２０は、図５に示すような画面を表示する。なお、ここでは、
メモリカード２００からＨＤＤ１８０へと画像データを転送する場合、すなわちメモリカ
ード２００が第１の記憶媒体に相当し、ＨＤＤ１８０が第２の記憶媒体に相当する場合の
動作について説明する。
【００４３】
２つ目の決定項目は、転送元に格納されている画像データのうち、どの画像データを転
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送するかに関する決定である。つまり、ここでは、メモリカード２００に格納されている
画像データのうち、どの画像データを転送するかについての決定である。例えば、表示モ
ニタ２２０は、図６に示すような画面を表示する。メニュー釦２３０が示す「全てのシー
ン」が選択されると、コントローラ１６０は、メモリカード２００に格納されている全て
の画像データをＨＤＤ１８０に転送する。メニュー釦２４０が示す「シーンの選択」が選
択されると、使用者は、さらにメモリカード２００に格納されている画像データから１又
は複数の任意の画像データを選択することができる。任意の画像データが選択されると、
コントローラ１６０は、選択された全ての画像データをＨＤＤ１８０に転送する。メニュ
ー釦２５０が示す「日付選択」が選択されると、使用者は、さらにメモリカード２００に
格納されている画像データに対応付けられている撮影日（撮影日情報（識別情報））を１
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又は任意の数で選択することができる。撮影日が選択されると、コントローラ１６０は、
選択された全ての撮影日に撮影された画像データを、全てＨＤＤ１８０に転送する。
【００４４】
上記のとおり、デジタルビデオカメラ１００の操作部２１０の一部は、表示モニタ２２
０を使用したタッチスクリーンで構成されている。このタッチスクリーンが、ＨＤＤ１８
０とメモリカード２００との間で転送すべき画像データに対応する識別情報についての使
用者の選択を受け付ける、識別情報受付手段に対応している。
【００４５】
３つ目の決定項目は、転送を開始する旨の決定である。
【００４６】
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各種決定がなされると、コントローラ１６０は、画像データの転送を開始する（Ｓ１２
０）。このように、コントローラ１６０は、転送手段として機能する。画像データの転送
を開始すると、コントローラ１６０は、使用者により画像データの転送の中断が選択され
たか否かを判断する（Ｓ１３０）。画像データの転送中において、表示モニタ２２０は、
図７に示すような画面を表示する。使用者は、メニュー釦３００を選択し、決定すること
により、画像データの転送を中断することができる。このように、表示モニタ２２０を使
用したタッチスクリーンが、使用者から画像データの転送中断の選択を受け付ける転送中
断受付手段に対応している。
【００４７】
なお、本実施の形態では、使用者が画像データの転送の中断を選択するメニュー釦３０
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０（「中断」の釦）を選択すると、そのまま転送中断の処理に移行することになっている
が、これに限定されず、使用者が「中断」の釦を選択した後に、使用者に「中断」の選択
を確認するための確認画面が、表示モニタ２２０に表示されるようにしてもよい。この場
合、確認画面には、例えば「確定」釦と「再開」釦とが表示され、使用者が「確定」釦を
選択すればそのまま転送中断の処理に移行し、使用者が「再開」釦を選択すれば、一旦停
止していた転送動作が再び開始される、という手順で、その後の処理が進められてもよい
。なお、本発明において、「画像データの転送が中断される」とは、画像データの転送が
途中で終了されることをいうが、「中断」が決定されるまでの手順は特に限定されない。
例えば、「中断」が選択されて画像データの転送が一旦停止状態となり、その後データ転
送が「再開」されて、さらに再度「中断」が選択されて、最後に中断が「確定」される場
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合であっても、使用者が「中断」を選択してそのまますぐに転送中断の処理が行われる場
合であっても、最終的に画像データの転送が途中で終了される場合は、全て、「画像デー
タの転送が中断される」に含まれる。
【００４８】
コントローラ１６０は、画像データの転送が中断されたか否かの確認作業を常に行って
おり、画像データの転送が中断されていないと判断すると、選択された画像データの転送
が全て完了したか否かを判断する（Ｓ１４０）。コントローラ１６０は、転送が全て完了
したと判断すると、転送モードを終了する（Ｓ１５０）。一方、コントローラ１６０は、
選択された画像データの転送が全ては完了していないと判断すると、画像データの転送を
継続する。
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【００４９】
一方、コントローラ１６０は、画像データの転送が中断されたと判断すると、メモリカ
ード２００に格納されている画像データと、転送されて既にＨＤＤ１８０に格納されてい
る画像データとを識別し、その識別結果を用いて、ＨＤＤ１８０から削除すべき画像デー
タを特定する。
【００５０】
具体的には、コントローラ１６０は、最後にＨＤＤ１８０に転送した画像データの撮影
日と同一の日に撮影された画像データのうち、ＨＤＤ１８０に未だ転送が完了していない
未転送の画像データの存在の有無を判断する（Ｓ１６０）。具体的な処理は、まず、コン
トローラ１６０は、ＨＤＤ１８０に最後に転送した画像データに対応付けられている撮影
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日情報を識別する。そして、コントローラ１６０は、ＨＤＤ１８０とメモリカード２００
とに格納されている画像データのうち、識別した撮影日情報と同じ撮影日情報を有する画
像データ、すなわち最後に転送した画像データの撮影日と同日に撮影された画像データを
識別する。最後に転送した画像データの撮影日と同日に撮影された画像データのうち、メ
モリカード２００には格納されているけれどもＨＤＤ１８０には格納されていない画像デ
ータが存在する場合には、コントローラ１６０は、識別された撮影日と同日に撮影された
、互いに関連する画像データのうち、未だに転送されていない画像データ（未転送の画像
データ）があると判断する。このような手順により、コントローラ１６０は、同じ撮影日
情報を有する（互いに関連する）画像データのうち、未だ転送が完了していない未転送の
画像データの存在の有無を判断する。なお、本実施の形態では、最後にＨＤＤ１８０に転
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送した画像データの撮影日情報を利用して未転送の画像データの存在を判断している。し
たがって、本実施の形態において、未転送の画像データと同じ撮影日情報を有する画像デ
ータとは、すなわちＨＤＤ１８０に最後に転送した画像データと同日に撮影された画像デ
ータである。
【００５１】
最後に転送した画像データと同日に撮影された画像データのうち、未だ転送していない
画像データがないと判断した場合には、コントローラ１６０は、転送モードを終了する（
Ｓ１７０）。
【００５２】
一方、最後に転送した画像データと同日に撮影された画像データのうち、未だ転送して
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いない画像データがあると判断した場合には、コントローラ１６０は、ＨＤＤ１８０に最
後に転送した画像データと同日に撮影された画像データ、すなわち未転送の画像データと
同じ撮影日情報を有する画像データを、未転送の画像データに関連する画像データとして
特定する。このように、コントローラ１６０は、転送元である第１の記憶媒体に格納され
ている画像データ及び転送先である第２の記憶媒体に格納されている画像データを識別す
る識別手段として機能する。さらに、コントローラ１６０は、互いに関連する画像データ
のうち第２の記憶媒体へ未転送の画像データの存在の有無を判断し、未転送の画像データ
が存在すると判断した場合に、第２の記憶媒体に格納されている画像データの中から未転
送の画像データに関連する画像データを特定する特定手段としても機能する。
【００５３】
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コントローラ１６０は、特定された画像データをＨＤＤ１８０から全て削除する（Ｓ１
８０）。すなわち、コントローラ１６０は、このとき、本発明における削除手段としても
機能する。具体的には、ＨＤＤ１８０に最後に転送した画像データが格納されているプレ
イリスト、ＣＰＩファイル、ＭＴＳファイルを削除する。これにより、未転送の画像デー
タと同じ撮影日情報を有する画像データを、ＨＤＤ１８０から全て削除することができる
。ここで、画像データの削除は、ＨＤＤ１８０上から削除対象の画像データに関する情報
を物理的に完全に消去する方法により行ってもよいし、ＨＤＤ１８０上において、削除対
象の画像データに関する情報が格納されているアドレスを開放し、上書き可能な状態にし
、論理的に画像データを消去する方法により行ってもよい。未転送の画像データと同じ撮
影日情報を有する画像データをＨＤＤ１８０から全て削除すると、コントローラ１６０は
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、転送モードを終了する（Ｓ１９０）。
【００５４】
このように、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、画像データの転送
が完了する前に画像データの転送を中断した場合に、既に転送した画像データのうち最後
に転送した画像データの撮影日、すなわち未転送の画像データの撮影日に応じて、転送済
みの画像データの全部又は一部を転送先の記憶媒体から削除する構成とした。したがって
、例えば、転送元の記憶媒体中の全ての画像データ（「全てのシーン」）を転送先の記憶
媒体に転送することが選択されており、かつデータ転送が途中で中断された場合に、既に
転送先の記憶媒体に格納されている画像データの中から、未転送の画像データと同じ撮影
日情報を有する画像データが削除される。なお、その場合、未転送の画像データの撮影日
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以前に撮影された画像データは、全て一纏めにして転送先の記憶媒体に格納されることに
なる。したがって、同日に撮影された画像データのうち一部の画像データのみが中途半端
に転送先の記録媒体に残る、という事態が生じない。
【００５５】
また、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、転送する画像データを「
日付選択」することができる。「日付選択」が行われており、かつ選択された日付に撮影
された画像データの転送が完了する前に画像データの転送が中断された場合に、既に転送
した画像データのうち最後に転送した画像データの撮影日、すなわち未転送の画像データ
の撮影日に応じて、転送済みの画像データの全部又は一部を転送先の記憶媒体から削除す
る構成とした。これにより、同日に撮影された画像データを複数格納する記憶媒体から、

30

それらの画像データを転送しようとした場合において、途中で転送が中断されたとしても
、同日に撮影された画像データのうち中途半端に一部の画像データだけが転送されて転送
先の記憶媒体に格納される、という事態が生じない。その結果、使用者が「日付選択」で
転送する画像データを選択しているにも関わらず、選択された撮影日のうちのある撮影日
に撮影された画像データについて、一部の画像データのみ転送され、残りの画像データは
未転送である、という事態を防止できる。また、管理ファイルのみが転送先に転送され、
対応する画像データが転送先に転送されないという事態も防止することができる。
【００５６】
また、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、同日に撮影された画像デ
ータを１つのプレイリストとしてまとめて管理する。これにより、同日に撮影された画像
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データを転送先の記憶媒体から全て削除する場合に、その画像データが格納されているプ
レイリストに挙げられている全ての画像データを削除すればよいので、容易に同日に撮影
された全ての画像データの削除を行うことができる。
【００５７】
１−４．本実施の形態のまとめ
本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００に設けられているコントローラ１６
０は、メモリカード２００（又はＨＤＤ１８０）に格納されている画像データを読み出し
て、当該画像データをＨＤＤ１８０（又はメモリカード２００）に転送する転送手段、メ
モリカード２００に格納されている画像データ及びＨＤＤ１８０に格納されている画像デ
ータを識別する識別手段、前記転送手段による画像データの転送が中断されたとき、前記
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識別手段による識別結果に基づいて、互いに関連する画像データのうち転送先の記憶媒体
であるＨＤＤ１８０（又はメモリカード２００）へ未転送の画像データの存在の有無を判
断し、未転送の画像データが存在すると判断した場合に、転送先の記憶媒体であるＨＤＤ
１８０（又はメモリカード２００）に格納されている画像データの中から、未転送の画像
データに関連する画像データを特定する特定手段、及び、前記特定手段によって特定され
た画像データを、転送先の記憶媒体であるＨＤＤ１８０（又はメモリカード２００）から
削除する削除手段、として機能する。
【００５８】
これにより、画像データの転送が途中で中断されたような場合であっても、一連の、互
いに関連する画像データは、全て転送先の記憶媒体に転送されることとなる。また、転送
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対象として選択された、一連の、互いに関連する画像データのうち、一部の画像データの
みが、中途半端に転送先の記録媒体に残るという事態を防止することができる。
【００５９】
〔実施の形態２〕
以下、本発明のデータ転送装置の一実施形態であるデジタルビデオカメラについて、図
面を参照しながら説明する。なお、本実施の形態のデジタルビデオカメラは、転送動作が
実施の形態１のデジタルビデオカメラとは異なるものの、それ以外の構成及び動作は実施
の形態１のデジタルビデオカメラと同じである。したがって、以下に、本実施の形態のデ
ジタルビデオカメラの転送動作のみを説明する。なお、本実施の形態のデジタルビデオカ
メラの構成は実施の形態１と同じであるため、図１を参照しながら転送動作について説明
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する。
【００６０】
２−１．転送動作
デジタルビデオカメラ１００における画像データの転送動作の一例について、図８を用
いて説明する。図８は、デジタルビデオカメラ１００における画像データの転送動作を説
明するためのフローチャートである。
【００６１】
使用者は、操作部２１０を操作することにより、デジタルビデオカメラ１００を転送モ
ードに設定することができる（Ｓ２００）。
【００６２】
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転送モードに設定されると、コントローラ１６０は、使用者により各種決定がなされる
まで待機する（Ｓ２１０）。この各種決定は、実施の形態１のデジタルビデオカメラの場
合と同じであるため（Ｓ１１０のステップ（図４参照）と同じであるため）、ここでは説
明を省略する。なお、ここでは、実施の形態１の場合と同様に、メモリカード２００から
ＨＤＤ１８０へと画像データを転送する場合、すなわちメモリカード２００が第１の記憶
媒体に相当し、ＨＤＤ１８０が第２の記憶媒体に相当する場合の動作について説明する。
【００６３】
各種決定がなされると、コントローラ１６０は、画像データの転送を開始する（Ｓ２２
０）。このように、コントローラ１６０は、転送手段として機能する。画像データの転送
を開始すると、コントローラ１６０は、選択された画像データの転送が全て終了したか否
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かを判断する（Ｓ２３０）。
【００６４】
全て終了したと判断すると、コントローラ１６０は、転送モードを終了する（Ｓ２４０
）。一方、未だ全ては終了していないと判断すると、コントローラ１６０は、電源２６０
の電力残量が所定量以上であるか否かを判断する（Ｓ２５０）。
【００６５】
電源２６０の電力残量が所定量以上であると判断すると、コントローラ１６０は、画像
データの転送を継続する。
【００６６】
一方、電源２６０の電力残量が所定量未満であると判断すると、コントローラ１６０は
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、画像データの転送を中断する（Ｓ２６０）。このように、コントローラ１６０は、転送
手段に画像データの転送の中断を指示する中断指示手段としての機能も兼ね備えている。
【００６７】
画像データの転送を中断すると、コントローラ１６０は、メモリカード２００に格納さ
れている画像データと、転送されて既にＨＤＤ１８０に格納されている画像データとを識
別し、その識別結果を用いて、ＨＤＤ１８０から削除すべき画像データを特定する。
【００６８】
具体的には、コントローラ１６０は、最後にＨＤＤ１８０に転送した画像データの撮影
日と同一の日に撮影された画像データのうち、ＨＤＤ１８０に未だ転送が完了していない
未転送の画像データの存在の有無を判断する（Ｓ２７０）。具体的な処理は、まず、コン
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トローラ１６０は、ＨＤＤ１８０に最後に転送した画像データに対応付けられている撮影
日情報を識別する。そして、コントローラ１６０は、ＨＤＤ１８０とメモリカード２００
とに格納されている画像データのうち、識別した撮影日情報と同じ撮影日情報を有する画
像データ、すなわち最後に転送した画像データの撮影日と同日に撮影された画像データを
識別する。最後に転送した画像データの撮影日と同日に撮影された画像データのうち、メ
モリカード２００には格納されているけれどもＨＤＤ１８０には格納されていない画像デ
ータが存在する場合には、コントローラ１６０は、識別された撮影日と同日に撮影された
、互いに関連する画像データのうち、未だに転送されていない画像データ（未転送の画像
データ）があると判断する。このような手順により、コントローラ１６０は、同じ撮影日
情報を有する（互いに関連する）画像データのうち、未だ転送が完了していない未転送の
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画像データの存在の有無を判断する。なお、本実施の形態では、最後にＨＤＤ１８０に転
送した画像データの撮影日情報を利用して未転送の画像データの存在を判断している。し
たがって、本実施の形態において、未転送の画像データと同じ撮影日情報を有する画像デ
ータとは、すなわちＨＤＤ１８０に最後に転送した画像データと同日に撮影された画像デ
ータである。
【００６９】
最後に転送した画像データと同日に撮影された画像データのうち、未だ転送していない
画像データがないと判断した場合には、コントローラ１６０は、転送モードを終了する（
Ｓ２８０）。
【００７０】
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一方、最後に転送した画像データと同日に撮影された画像データのうち、未だ転送して
いない画像データがあると判断した場合には、コントローラ１６０は、ＨＤＤ１８０に最
後に転送した画像データと同日に撮影された画像データ、すなわち未転送の画像データと
同じ撮影日情報を有する画像データを、未転送の画像データと関連する画像データとして
特定する。このように、コントローラ１６０は、転送元である第１の記憶媒体に格納され
ている画像データ及び転送先である第２の記憶媒体に格納されている画像データを識別す
る識別手段として機能する。さらに、コントローラ１６０は、互いに関連する画像データ
のうち第２の記憶媒体へ未転送の画像データの存在の有無を判断し、未転送の画像データ
が存在すると判断した場合に、第２の記憶媒体に格納されている画像データの中から未転
送の画像データに関連する画像データを特定する特定手段としても機能する。
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【００７１】
コントローラ１６０は、特定された画像データをＨＤＤ１８０から全て削除する（Ｓ２
９０）。すなわち、コントローラ１６０は、このとき、本発明における削除手段としても
機能する。具体的には、ＨＤＤ１８０に最後に転送した画像データが格納されているプレ
イリスト、ＣＰＩファイル、ＭＴＳファイルを削除する。これにより、未転送の画像デー
タと同じ撮影日情報を有する画像データを、ＨＤＤ１８０から全て削除することができる
。ここで、画像データの削除は、ＨＤＤ１８０上から削除対象の画像データに関する情報
を物理的に完全に消去する方法により行ってもよいし、ＨＤＤ１８０上において、削除対
象の画像データに関する情報が格納されているアドレスを開放し、上書き可能な状態にし
、論理的に画像データを消去する方法により行ってもよい。未転送の画像データと同じ撮
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影日情報を有する画像データをＨＤＤ１８０から全て削除すると、コントローラ１６０は
、転送モードを終了する（Ｓ３００）。
【００７２】
このように、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、電源２６０の電力
残量が所定量を下回れば、例え画像データの転送途中であっても転送を中止し、既に転送
した画像データのうちの最後に転送した画像データの撮影日、すなわち未転送の画像デー
タの撮影日に応じて、転送済みの画像データの全部又は一部を転送先の記憶媒体から削除
する構成とした。これにより、同日に撮影された画像データを複数格納する記憶媒体から
、それらの画像データを転送しようとした場合において、電源の電力が完全になくなって
画像データの転送が途中で終了してしまったとしても、同日に撮影された画像データのう

10

ち中途半端に一部の画像データだけが転送されて転送先の記憶媒体に格納されるという事
態が生じない。また、管理ファイルのみが転送先に転送され、対応する画像データが転送
先に転送されないという事態も防止することができる。
【００７３】
２−２．本実施の形態のまとめ
本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００は、電力を供給する電源２６０と、
コントローラ１６０とを備えている。コントローラ１６０は、メモリカード２００（又は
ＨＤＤ１８０）に格納されている画像データを読み出して、当該画像データをＨＤＤ１８
０（又はメモリカード２００）に転送する転送手段、メモリカード２００に格納されてい
る画像データ及びＨＤＤ１８０に格納されている画像データを識別する識別手段、前記転
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送手段による画像データの転送が中断されたとき、前記識別手段による識別結果に基づい
て、互いに関連する画像データのうち転送先の記憶媒体であるＨＤＤ１８０（又はメモリ
カード２００）へ未転送の画像データの存在の有無を判断し、未転送の画像データが存在
すると判断した場合に、転送先の記憶媒体であるＨＤＤ１８０（又はメモリカード２００
）に格納されている画像データの中から未転送の画像データに関連する画像データを特定
する特定手段、及び、前記特定手段によって特定された画像データを、転送先の記憶媒体
であるＨＤＤ１８０（又はメモリカード２００）から削除する削除手段、として機能する
。さらに、コントローラ１６０は、画像データの転送中に電源２６０の電力残量が所定電
力量を下回った場合に、前記転送手段に画像データの転送の中断を指示する、中断指示手
段としても機能する。したがって、コントローラ１６０は、画像データの転送中に電源２
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６０の電力残量が所定電力量を下回った場合に、画像データの転送を中断する。
【００７４】
これにより、電源の電力が完全になくなって画像データの転送が途中で終了してしまっ
たとしても、互いに関連する画像データのうち中途半端に一部の画像データだけが転送さ
れて転送先の記憶媒体に格納される、という事態の発生を防止することができる。
【００７５】
〔他の実施の形態〕
以上、実施の形態１及び２で、本発明のデータ転送装置及びデータ転送方法の実施の形
態を説明した。しかし、本発明のデータ転送装置及びデータ転送方法は、これらには限定
されない。そこで、本発明のデータ転送装置及びデータ転送装置の他の実施の形態を本欄
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にまとめて説明する。
【００７６】
実施の形態１及び実施の形態２のデジタルビデオカメラは、画像データの転送中断後に
、画像データの撮影日情報を基準にして、転送先の記録媒体から画像データを削除する構
成とした。しかしながら、必ずしもこのような構成には限定されない。例えば、顔認証技
術を用いて、特定の被写体が写っている画像データを一纏めにして転送可能な構成として
もよい。画像データの転送が中断された場合に、最後に転送した画像データに写っている
被写体と同一の被写体が映っている画像データを、未転送の画像データに関連する画像デ
ータとして、転送先の記録媒体から全て削除するような構成としてもよい。これにより、
撮影者が最も関心を持っているであろう被写体の種類単位で画像データの転送を行う場合
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に、中途半端な画像データの転送を行うことを防止することができる。また、例えば、被
写体のシーン（夜景、風景、夕焼け等）ごとに画像データを一纏めにして転送可能な構成
としてもよい。このような構成では、画像データの転送が途中で中断された場合に、最後
に転送した画像データに写っているシーンと同一のシーンに分類されている画像データを
、未転送の画像データに関連する画像データとして、転送先の記録媒体から全て削除する
ような構成としてもよい。これにより、画像データに写っている被写体がおかれているシ
ーン単位で画像データの転送を行う場合に、同一のシーンに属する画像データの一部のみ
が転送先の記憶媒体に格納されるという、中途半端な画像データの転送を行うことを防止
することができる。このように、本発明のデータ転送装置は、画像データの転送が中断さ
れたときに、転送中の画像データと所定の関連（例えば、撮影日、被写体、画像のシーン
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等の関連）を有する、既に転送済みの画像データを、転送先の記憶媒体から削除すればよ
い。
【００７７】
また、実施の形態１及び実施の形態２では、メモリカード２００に格納されている画像
データをＨＤＤ１８０に転送する例について説明した。しかしながら、当然これに限定さ
れるわけではなく、ＨＤＤ１８０からメモリカード２００に画像データを転送する場合に
おいても、同様の転送制御が可能である。
【００７８】
また、実施の形態１及び実施の形態２にかかるデジタルビデオカメラ１００の光学系及
び駆動系は、図１に示すものに限定されない。例えば、図１では３群構成の光学系を例示
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しているが、他の群構成のレンズ構成としてもよい。また、それぞれのレンズは、１つの
レンズで構成してもよく、複数のレンズから構成されるレンズ群として構成してもよい。
【００７９】
また、実施の形態１及び実施の形態２では、撮像手段として、ＣＣＤイメージセンサー
１８０を例示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、ＣＭＯＳイメージセンサー
で構成してもよく、ＮＭＯＳイメージセンサーで構成してもよい。
【００８０】
なお、本実施の形態にかかるデジタルビデオカメラ１００においては、メモリカード２
００からＨＤＤ１８０に既に転送された画像データが未転送の画像データと同日に撮影さ
れたものであるか否かによって、画像データの転送が中断された場合に既に転送された画
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像データをＨＤＤ１８０から削除するか否かを決定した。すなわち、関連するデータを決
定する識別情報として、撮影日情報を用いた例を示した。しかし、必ずしもこのような構
成である必要はない。例えば、識別情報として被写体情報を用い、転送中の画像データに
含まれる被写体像と同一の被写体が写っている画像データを、転送先の記憶媒体から削除
する構成としてもよい。また、識別情報としてシーン情報を用い、転送中の画像データの
シーンと同一のシーンと認識された画像が写っている画像データを、転送先の記憶媒体か
ら削除する構成としてもよい。
【００８１】
実施の形態１及び実施の形態２では、本発明のデータ転送装置の一例としてデジタルビ
デオカメラを示したが、これに限定されない。デジタルビデオカメラ以外の撮像装置に、
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本発明のデータ転送装置の技術を適用してもよい。さらに、本発明のデータ転送装置の技
術を、ブルーレイディスクレコーダーのような情報記録再生装置や、パーソナルコンピュ
ータ等の情報処理装置に適用することも可能である。
【００８２】
本発明のデータ転送装置が、例えばパーソナルコンピュータ等の情報処理装置の場合で
も、転送が中断された際の処理動作は、実施の形態１及び実施の形態２で説明したものと
同様とできる。例えば、デジタルビデオカメラのＨＤＤ（第１の記憶媒体に相当）に格納
されている画像データを、パーソナルコンピュータのＨＤＤ（第２の記憶媒体に相当）に
転送する場合、パーソナルコンピュータに設けられているＣＰＵが、デジタルビデオカメ
ラのＨＤＤに格納されている画像データを読み出して、当該画像データをパーソナルコン
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ピュータのＨＤＤに転送する転送手段、デジタルビデオカメラのＨＤＤからパーソナルコ
ンピュータのＨＤＤへ転送中の画像データ及び転送先の記憶媒体であるパーソナルコンピ
ュータのＨＤＤに格納されている画像データを識別する識別手段、画像データの転送が中
断されたとき、前記識別手段による識別結果に基づいて、転送先の記憶媒体であるパーソ
ナルコンピュータのＨＤＤに格納されている画像データの中から、転送が中断された転送
中の画像データと関連する画像データを特定する特定手段、及び、前記特定手段によって
特定された画像データを、転送先の記憶媒体であるパーソナルコンピュータのＨＤＤから
削除する削除手段、として機能する。
【００８３】
本発明のデータ転送装置が例えば情報記録再生装置の場合でも、同様に、当該情報記録
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再生装置のコントローラが、転送手段、識別手段、特定手段及び削除手段として機能する
ような構成とすればよい。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
本発明のデータ転送装置及びデータ転送方法は、デジタルビデオカメラやデジタルスチ
ルカメラ等の撮像装置、ブルーレイディスクレコーダーのような情報記録再生装置、及び
、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置等に適用可能である。
【符号の説明】
【００８５】
１００

デジタルビデオカメラ

１１０

光学系

１２０

レンズ駆動部

１３０

ＣＣＤイメージセンサー

１４０

Ａ／Ｄコンバータ

１５０

画像処理部

１６０

コントローラ

１７０

バッファ

１８０

ハードディスクドライブ

１９０

カードスロット

２００

メモリカード

２１０

操作部

２２０

表示モニタ

２３０

メニュー釦

２４０

メニュー釦

２５０

メニュー釦

２６０

電源

３００

メニュー釦
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