
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
記録媒体に記録されている複数駒の画像情報を編集して表示することが可能な電子アルバ
ムシステムであって、
上記記録媒体から使用者が所望とする画像情報を選択する選択手段と、
上記選択手段により選択された所望の画像情報に重要度に応じた重み付けを行う重要度設
定手段と、
上記選択手段により選択された画像情報と当該画像情報に対応する

記憶する記憶手段と、
上記記憶手段に記憶された に基づいて上記選択手段に
より選択された画像情報の表示状態を制御する表示状態制御手段と、
を具備することを特徴とする電子アルバムシステム。
【請求項２】
上記表示状態制御手段は表示する画像情報の数、表示順位、又は表示時間の少なくとも一
つを制御することを特徴とする請求項１に記載の電子アルバムシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、銀塩フィルムなどに記録された画像情報の入力や記録、検索、表示を行う電子
アルバムシステムに関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来、例えば銀塩フィルムに記録された複数の画像をイメージスキャナで読取り、メモリ
に一旦記憶させた後、必要に応じてモニタなどに表示して使用者が該画像を確認できるよ
うにしたシステムが実現されている。
【０００３】
例えば、特開昭６０ー１５３２８３号公報では、画像情報を記憶する際に画像情報に対応
する検索情報を記憶する第１手段と、該第１手段に記憶されている検索情報を再構成する
制御手段と、該制御手段によって再構成された検索情報に基づいて画像検索を実施する技
術が開示されている。
【０００４】
さらに、特開平３－１１０６８０号公報では、紙等のバーコード付プリント出力のバーコ
ード部をバーコード読取装置で読み取ることにより、画像記憶手段の中から所定画像を検
索し、モニタ上に表示する技術が開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特開昭６０ー１５３２８３号公報により開示された技術では、検索処
理は効率化されるが、検索結果の量の多さは検索情報を変更しない限り変化しないといっ
た問題があった。
【０００６】
さらに、上記特開平３－１１０６８０号公報により開示された技術では、モニタ上に再現
したい画像が数多くある場合には、所望とする画像の検索が面倒であるといった問題があ
った。
【０００７】
本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、簡単な操作及び構
成で 要度を考慮して、所望とする枚数、上映時間、内容の撮影画像を再生可能とする
ことにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の第１の態様による電子アルバムシステムは、記録媒
体に記録されている複数駒の画像情報を編集して表示することが可能な電子アルバムシス
テムであって、上記記録媒体から使用者が所望とする画像情報を選択する選択手段と、上
記選択手段により選択された所望の画像情報に重要度に応じた重み付けを行う重要度設定
手段と、上記選択手段により選択された画像情報と当該画像情報に対応する

記憶する記憶手段と、上記記憶手段に記憶された
に基づいて上記選択手段により選択された画像情報の表示状態を制御

する表示状態制御手段とを具備することを特徴とする。
【０００９】
そして、第２の態様による電子アルバムシステムは、上記表示状態制御手段は表示する画
像情報の数、表示順位、又は表示時間の少なくとも一つを制御することを特徴とする。
【００１１】
【作用】
即ち、本発明の第１の態様による電子アルバムシステムでは、選択手段により記録媒体か
ら使用者が所望とする画像情報が選択され、重要度設定手段により上記選択手段により選
択された所望の画像情報に重要度に応じた重み付けが行われ、記憶手段により上記選択手
段により選択された画像情報と当該画像情報に対応する

記憶され、表示状態制御手段により上記記憶手段に記憶された
に基づいて上記選択手段により選択された画像情報の表示状態が制御される

。
【００１２】
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そして、第２の態様による電子アルバムシステムは、上記表示状態制御手段により、表示
する画像情報の数、表示順位、又は表示時間の少なくとも一つが制御される。
【００１４】
【実施例】
以下、図面を参照して、本発明の実施例について説明する。
図１には本発明の第１の実施例に係る電子アルバムシステムの構成を示し説明する。この
図１に示されるように、全体の制御を司る制御回路２３には、バーコード読取装置２、キ
ー入力装置３、検索情報作成装置４、編集情報作成装置５、磁気ディスクメモリ６がそれ
ぞれ電気的に接続されている。
【００１５】
そして、本実施例の電子アルバムシステムに装填された現像済フィルム２４を照射する位
置には光源装置７が配置されており、当該光源装置７から照射された光の上記フィルム２
４を介した光を受ける位置にはイメージスキャナ８が配置されている。このイメージスキ
ャナ８の出力はフレームメモリ１２の入力に接続されており、当該フレームメモリ１２の
出力は圧縮回路１３、フレームメモリ１４を介して光ディスクメモリ１５の入力に接続さ
れている。
【００１６】
さらに、この光ディスクメモリ１５の出力はフレームメモリ１６の入力に接続されており
、該フレームメモリ１６の出力は伸長回路１７を介してフレームメモリ１８，１９の入力
にそれぞれ接続されている。そして、上記フレームメモリ１２，１４とフレームメモリ１
８，１９の出力は、それぞれ合成回路２０の入力に接続されており、当該合成回路２０の
出力はモニタ２２に接続されている。この合成回路２０の入力には文字情報作成回路２１
の出力も接続されている。
【００１７】
そして、上記フィルム２４にはフィルムエンコーダ１０が接続されており、該フィルムエ
ンコーダ１０の出力はフィルム給送回路９に接続されている。また、上記制御回路２３は
、磁気情報読取回路１１、フィルム給送回路９、光源装置７、イメージスキャナ８、文字
情報作成回路２１にも接続されている。
【００１８】
このような構成において、インデックスプリント１は詳細には図２に示されるような構成
となっており、フィルム１本分の画像が各駒を小さくして焼き付けられている。そして、
このインデックスプリント１に付されたバーコード１ａには、撮影終了時にカメラによっ
てフィルムのリード部に磁気記録されたフィルム番号を示すコードと同じ内容のものが印
刷されており、バーコード１ｂには、撮影時に各駒毎にカメラの磁気記録回路によってフ
ィルム画面外の磁気記録層に記録された駒番号や撮影年月日の情報がコード化されて印刷
されている。
【００１９】
そして、上記バーコード読取装置２により上記インデックスプリント１に付されているバ
ーコード１ａ，１ｂが読み取られると、該情報が制御回路２３に出力され、上記キー入力
装置３により所定の情報が入力されると、該情報が制御回路２３に出力される。さらに、
検索情報作成装置４により、画像情報を記憶する時の検索情報やフィルム番号、タイトル
、駒番号、撮影年月日、重要度ランク、キーワード、画像長等が作成される。そして、編
集情報作成装置５により、記憶された膨大な駒数の画像情報を決められた時間で上映でき
るように選択・編集され、磁気ディスクメモリ６により、該編集情報作成装置５で作成さ
れた上映情報が記憶される。
【００２０】
一方、光源装置７により現像済フィルム２４に光が照射されると、イメージスキャナ８に
より該フィルム２４の画像が電気信号に変換される。このとき、フィルムエンコーダ１０
によりフィルム給送量が検知されつつ、フィルム給送回路９によりフィルム２４が定速で
給送される。上記イメージスキャナ８の電気信号はフレームメモリ１２に一旦記憶され、
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圧縮回路１３により該画像情報がＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅ
ｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）圧縮された後、フレームメモリ１４に一旦記憶され、光ディ
スクメモリ１５に記憶される。この光ディスクメモリ１５は大容量である為、複数の画像
情報を記憶することができる。
【００２１】
上記光ディスクメモリ１５に記憶された画像情報を読み出す際には、フレームメモリ１６
により、光ディスクメモリ１５の中から指定された１画面分の画像情報が読み出されて記
憶され、伸長回路１７により、この圧縮された画像情報が伸長されて元に戻される。そし
て、フレームメモリ１８，１９にこの伸長された画像情報が一旦記憶され、合成回路２０
にて、文字情報作成回路２１で作成された文字情報等と合成された後、モニタ２２に画像
及び文字等が表示される。
【００２２】
尚、上記フレームメモリ１８，１９は、フレームメモリ１８の内容をモニタ表示している
間に次の駒の上映の為にフレームメモリ１９に画像を伸長して記憶準備しておくもので、
これらフレームメモリ１８，１９は交互に使用され、該フレームメモリ１８，１９に記憶
された画像がモニタ２２に順次表示される。
【００２３】
そして、磁気情報読取り回路１１により、フィルム給送中に画面外の磁気記録層に記録さ
れた駒番号や撮影年月日情報やフィルムリーダ部の磁気記録層に記録されたフィルム番号
やタイトル情報が読み取られ、該情報が制御回路２３に出力される。この内容も上記画像
と共にモニタ２２に表示可能となっている。
【００２４】
ここで、上記磁気ディスクメモリ６及び光ディスクメモリ１５に記憶される情報の内容は
詳細には図３に示されるようになっている。
即ち、図３（ａ）は光ディスクメモリ１５の記憶内容を示している。この光ディスクメモ
リ１５には、検索データとして、「画像シリアル番号」、「フィルム番号／タイトル」、
「駒番号」、「撮影年月日」、「重要度ランク」、「キーワード」、「画像長」に関する
データが記憶されており、それに続いて実際の画像データが記憶されている。上記「画像
シリアル番号」とは、フィルムに関係ない通し番号のことあり、上記「フィルム番号／タ
イトル」は、カメラによりフィルムのリーダ部に磁気記録されたものである。そして、上
記「駒番号」、「撮影年月日」もカメラにより各駒の画面外の磁気記録層に磁気記録され
たものである。上記「重要度ランク」とは、その写真が使用者にとってどのくらい重要な
ものかを示す指標であり、上記「キーワード」と共に使用者によって指定される。上記「
画像長」とは、画像圧縮後の画像の長さのことをいう。尚、画像データの長さは各シーン
によって異なっている。光ディスクメモリ１５は、このように構成されるひとまとまりの
画像情報データを数百駒分記憶する容量を有している。
【００２５】
これに対して、図３（ｂ）は磁気ディスクメモリ６の記憶内容を示している。この磁気デ
ィスクメモリ６には、上記光ディスクメモリ１５に記憶された数百駒分の画像情報のうち
１回の上映に必要な駒数（通常数十駒分）を編集して、該画像情報が収納されている光デ
イスクメモリ１５上のアドレスデータが順番に記録されている。上映時には、該アドレス
データを参照して、順次画像情報を光ディスクメモリ１５より読み出して表示することに
よって自動でモニタ２２上に電子アルバムとして見ることができる。上記アドレスデータ
は予め編集されており、当該アドレスデータの他に「上映タイトル」、「編集日」、「編
集フィルム番号条件」、「編集撮影年月日条件」、「編集重要度ランク条件」、「編集キ
ーワード条件」、「上映駒数」、「上映時間」の情報も記憶されている。
【００２６】
以下、図４のフローチャートを参照して、第１の実施例による画像記録のシーケンスを説
明する。先に図２に示したインデックスプリント１と、それに対応する現像済フィルム２
４を用意する。この現像済フィルム２４は、現像、焼き付け後、再びパトローネに収納さ
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れているものとする。
【００２７】
このパトローネを電子アルバムシステムに装填すると、フィルム給送回路９により自動的
に空送りが実行され、フィルム２４のリーダ部のフィルム番号や磁気データが磁気情報読
取回路１１により読み取られ、該情報が制御回路２３に出力され、モニタ２２上に表示さ
れる（ステップＳ１～Ｓ４）。
【００２８】
さらに、インデックスプリント１のフィルム番号が印刷されているバーコード１ａの情報
をバーコード読取装置２により読取ると、該情報が制御回路２３に出力され、制御回路２
３にてインデックスプリント１とフィルムとの種別が一致しているかどうか判断される（
ステップＳ５，Ｓ６）。ここで、両者が一致していない場合には、例えばモニタ２２上に
て警告表示を行った後、インデックスプリント１を取り替える等した後、再びバーコード
の読取りを行う場合には上記動作を繰り返し、行わない場合にはフィルム２４を巻き戻し
、全ての動作を終了する（ステップＳ７～Ｓ１０）。続いて、フィルムタイトルを入力し
たい場合には、キー入力装置３により例えば“夏休み”などのフィルムタイトルを入力す
る（ステップＳ１１，Ｓ１２）。
【００２９】
そして、光ディスクメモリ１５に記憶しておきたい駒に係るバーコード１ｂをバコード読
取装置２で読取り、制御回路２３に入力すると、該制御回路２３にてバーコードの情報に
対応するフィルム駒番号が認識され、フィルム給送回路９により当該駒まで自動的にフィ
ルム２４が給送され、イメージスキャナ８が動作して画像情報をフレームメモリ１２に記
憶し、フィルム２４を停止した後、モニタ２２に該画像を表示する（ステップＳ１３～Ｓ
２０）。使用者は該モニタ２２の表示を見ながら、キー入力装置３から５段階のうちどの
程度重要な写真かを判断して入力する。この様子は図５に示される通りで、この例では星
印３つの重要度ということになる（ステップＳ２２，２３）。
【００３０】
続いて、圧縮回路１３により画像圧縮動作を行い、圧縮した画像をフレームメモリ１４に
一旦記憶してから図３のフォーマットに従って検索データと画像データを光ディスクメモ
リ１５に記憶する（ステップＳ２４～Ｓ２６）。こうして、画像記録を継続する場合には
上記ステップＳ１３に戻って上記動作を繰り返し、動作を終了する場合にはフィルム２４
を巻き戻した後、全ての動作を終了する（ステップＳ２７～Ｓ２９）。
【００３１】
次に図６のフローチャートを参照して、第１の実施例による編集情報（上映情報）作成の
シーケンスを説明する。ここでは、光ディスクメモリ１５に記憶された数百枚の画像情報
の全部を図５に示したようにモニタ２２に表示して見ると時間がかかり過ぎるので、所定
の要件で検索して適量の駒を選択する。
【００３２】
画像情報の検索条件に従来からのフィルム番号（例えばＮｏ１０～３０まで）、撮影年月
日（例えば１９９０．１．１～１９９３．１２．３１まで）、キーワード（例えば学校行
事と幼稚園行事）の他に重要度ランクを新設している。これは、図５の星の数に相当する
もので、星３つ以上とか星２つ以上のものという入力を設定する。これらの条件に基づい
てサブルーチン“検索”を実行する。
【００３３】
即ち図７に示されるように、光ディスクメモリ１５の「画像シリアル番号」、「フィルム
番号／タイトル」、「駒番号」、「撮影年月日」、「重要度ランク」、「キーワード」、
「画像長」の情報を読み出し、フィルム番号、撮影年月日、重要度ランク、キーワードが
前記条件に適合する場合に、駒数、フィルム番号、アドレスデータを磁気ディスクメモリ
６に記憶し、これを全画像データについて繰り返し、メインルーチンにリターンする（ス
テップＳ５０～Ｓ６１）。
【００３４】
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こうして、光ディスクメモリ１５を検索した結果、条件を満たす駒数が上映駒数として表
示される。また、１駒当たり１０秒の上映といった具合に上映時間も決まっている場合に
は該上映時間も表示される（ステップＳ３０～Ｓ４１）。
【００３５】
この上映時間が所望とするものでない場合には、重要度を含めた条件の見直しを掛ける。
即ち、１駒当りの上映時間を変更しない場合には上記ステップＳ３０に戻り上記動作を繰
り返し上記条件の見直しを行い、上映時間を変更する場合には１駒当りの上映時間を入力
する（ステップＳ４２～Ｓ４４）。
【００３６】
こうして、先に図３（ｂ）に示した磁気ディスクメモリ６のフォーマットに沿って編集情
報ファイルが作成され、磁気ディスクメモリ６に記録される。そして、編集を続行する場
合には上記ステップＳ３０に戻り上記動作を繰り返し、続行しない場合には全ての動作を
終了する（ステップＳ４７，Ｓ４８）。
【００３７】
次に図８のフローチャートを参照して、磁気ディスクメモリ６の編集情報ファイルを基に
光ディスクメモリ１５の指定された画像情報を順次モニタ２２に表示する上映のシーケン
スを説明する。磁気ディスクメモリ６を装填し、光ディスクメモリ１５を装填した後、キ
ー入力装置３により上映タイトルを入力すると、編集情報ファイルが上記磁気ディスクメ
モリ６より読み出され、検索条件、上映駒、上映時間がモニタ２２に表示される（ステッ
プＳ７０～Ｓ７５）。
【００３８】
そして、磁気ディスクメモリ６の画像シリアル番号アドレスＡｄを順次読みだして、光デ
ィスクメモリ１５上の該当アドレスから画像データを読み出し、伸長回路１７により画像
伸長してフレームメモリ１８，１９に交互に記憶して所定時間ずつ上映する（ステップＳ
７６～Ｓ９２）。
【００３９】
以上説明したように、第１実施例では、検索条件の中に“重要度”という要素を入れ、該
要素により上映時間を制御することができる。
次に本発明の第２の実施例について説明する。尚、本発明の構成は前述した第１の実施例
と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００４０】
以下、図９のフローチャートを参照して、本発明の画像記録のシーケンスを説明する。パ
トローネを電子アルバムシステムに装填すると、フィルム給送回路９によりフィルム２４
が自動的に空送りされ、それに伴ってフィルム番号や磁気データが読取られ、モニタ２２
に表示される（ステップＳ１００～Ｓ１０３）。
【００４１】
続いて、インデックスプリント１のフィルム番号が記録されたバーコード１ａをバーコー
ド読取装置２により読取り、該フィルム番号が既に装填されているフィル２４のものと一
致するか否かを判断し、一致しない場合には、モニタ２２に警告表示を行い、再びバーコ
ード１ａを読取る場合にはインデックスプリント１を交換するなどした後、上記ステップ
Ｓ１０５に移行する。そして、再びバーコード１ａを読取らない場合にはフィルムを巻き
戻し、全ての動作を終了する（ステップＳ１０６～Ｓ１０９）。
【００４２】
そして、フィルムタイトルを入力する場合にはフィルムタイトルを入力し、変数ｉに１を
ストアする（ステップＳ１１０～Ｓ１１２）。次いで、入力駒のバーコードを指定すると
、入力駒番号、撮影年月日がモニタ２２に表示され、フィルムカウンタＦＣが入力駒と等
しくなるまでフィルム２４がフィルム給送回路９により給送される（ステップＳ１１３～
Ｓ１１６）。
【００４３】
こうしてフィルム２４が上記バーコードにより指定された駒まで給送され設定されると、

10

20

30

40

50

(6) JP 3611598 B2 2005.1.19



光源装置７によりフィルム２４に光が照射され、該フィルム２４の画像がイメージスキャ
ナ８により電気信号に変換され、フレームメモリ１２に一旦記憶される。そして、この記
憶された画像情報は圧縮回路１３により画像圧縮された後、インデックス表示用データ加
工が施され、フレームメモリ１４に一旦記憶される。このフレームメモリ１４に記憶され
た画像情報は伸長された後、モニタ２２に表示される（ステップＳ１１７～Ｓ１２４）。
この画像の読取り・表示を継続する場合には変数ｉをインクリメントした後、上記ステッ
プＳ１１３に戻る（ステップＳ１２５，Ｓ１２６）。
【００４４】
この画像の読取り、表示を継続しない場合には、キー入力装置３によりモニタ２２のイン
デックス表示を見ながら重要度の順位付作業を行う（ステップＳ１２７，Ｓ１２８）。こ
うして、重要度の順位付けが行われた後、その順位に従ってフィルム２４の画像を光ディ
スクメモリ１５に取り込み（ステップＳ１２９～Ｓ１４０）、取り込みが終了するとフィ
ルム２４を巻き戻し全ての動作を終了する（ステップＳ１４２，Ｓ１４２）。
【００４５】
このように、第２実施例では、インデックスプリント１から記録する駒のバーコードを指
定してやると、フィルムの画像データをスキャナで読み取ってインデックス表示用にデー
タ加工を行う。つまり、入力指定された駒についてのみモニタ上でインデックス表示を行
う。そして、それらの中で順位付け作業を行い、この順位に従って光ディスクメモリ１５
に記憶していく。
【００４６】
尚、モニタ２２のインデックス表示の様子は図１０に示される通りであり、各駒の左上に
は駒番号が表示され、画像の下には左に撮影年月日が、右下に指定された重要度の順位が
それぞれ表示される。
【００４７】
続いて、図１１のフローチャートを参照して、第２実施例による編集情報作成のシーケン
スを説明する。フィルム番号、撮影年月日、キーワードのうち、所望とするものを入力す
ると該条件がモニタ２２に表示される。この条件に従い、上記サブルーチン“検索”を実
行する（ステップＳ１５０～Ｓ１５７）。そして、モニタ２２に上映駒数と上映時間が表
示される。この条件で良い場合には（ステップＳ１６９）、上映タイトルを入力し、編集
情報ファイルを磁気ディスクメモリ６に記憶し動作を終了する（ステップＳ１６８～Ｓ１
７０）。
【００４８】
一方、上記条件が好ましくない場合には、目標上映時間を入力し、編集係数Ｈを算出し、
フィルム番号が同じグループの駒数をカウントする（ステップＳ１６１～Ｓ１６３）。そ
して、各グループ内の駒数に変数係数を乗算し、算出した値以上の駒のデータを消去し、
新たに決定された上映駒数、上映時間をモニタ２２に表示しステップＳ１６０に戻る（ス
テップＳ１６４～Ｓ１６７）。
【００４９】
このように、１回目の重要度を除いた検索で上映時間が長い時、目標上映時間を設定して
やることによって編集係数Ｈ（＝目標上映時間／現状の上映時間）を決めてやり、同じフ
ァイル番号を有する記録画像の数にこのＨを乗算し、その数だけ上映する。例えばＨ＝０
．５の場合は以下のようになる。
【００５０】
【表１】
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【００５１】
次に本発明の第３実施例について説明する。尚、第３の実施例の構成は第１の実施例の構
成と同様であるため、ここでは説明を省略する。
第３の実施例は、インデックスプリント１を使用しないもので、毎駒フィルム２４から画
像情報をイメージスキャナ８で読み取ってモニタ２２に表示を行い、該画像情報を光ディ
スクメモリ１５に記憶しておくかどうかを決める。
【００５２】
以下、図１２のフローチャートを参照して、第３の実施例による画像記録のシーケンスを
説明する。パトローネを電子アルバムシステムに装填すると、フィルムがフィルム給送回
路９により空送りされ、フィルムカウンタＦＣに“１”がストアされる（ステップＳ２０
１～Ｓ２０３）。
【００５３】
続いて、フィルム２４を給送し、イメージスキャナ８を動作させてフィルム画像を電気信
号に変換しフレームメモリ１２に記憶する。このとき、フィルム２４の給送に伴って磁気
情報も読取られる。こうしてフィルム２４の給送が停止され、画像情報及び磁気情報がモ
ニタ２２に表示される（ステップＳ２０４～Ｓ２０９）。このモニタ２２に表示された画
像を記憶しない場合には（ステップＳ２０９）、フィルムカンタＦＣをインクリメントし
た後、フィルムエンドであればフィルムを巻き戻し動作を終了し、フィルムエンドでなけ
れば、上記ステップＳ２０４に移行して上記動作を繰り返す（ステップＳ２１５～Ｓ２１
８）。
【００５４】
一方、モニタ２２に表示された画像を記憶する場合には（ステップＳ２０９）、重要度を
指定する場合には指定し（ステップＳ２１０，Ｓ２１１）、画像圧縮動作を行った後、フ
レームメモリ１４に画像データを記憶し、検索データと画像データを光ディスク１５に記
憶した後、ステップＳ２１５に移行する（ステップＳ２１２～Ｓ２１４）。
【００５５】
このように、第３の実施例では、インデックスプリント１を使用せずに、毎駒フィルム２
４から画像情報をイメージスキャナ８で読み取ってモニタ２２に表示を行い、該画像情報
を光ディスクメモリ１５に記憶しておくかどうかを決める。
【００５６】
以上、本発明の実施例について説明したが、本発明はこれに限定されることなく種々の改
良・変更が可能であることは勿論である。
尚、本発明の上記実施態様によれば、以下のごとき構成が得られる。
（１）現像済みの銀塩フィルムに記録されている複数駒の画像情報を編集して表示するこ
とが可能な電子アルバムシステムであって、
所望の撮影駒を選択する選択手段と、
上記選択された撮影駒を記憶する第１の記憶手段と、
上記第１の記憶手段に撮影駒情報を記憶させる際に、上記選択された撮影駒の重要度に関
する重み付け情報を付与すると共に、該情報を上記第１の記憶手段か又は第１の記憶手段
とは異なる第２の記憶手段に記憶させる重要度設定手段と、
上記記憶された重要度情報に基づいて、上記選択された画像情報の表示状態を制御する表
示状態制御手段と、
を具備することを特徴とする電子アルバムシステム。
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（２）上記表示状態制御手段は、表示する画像情報の数、表示順位、又は表示時間を制御
することを特徴とする上記（１）に記載の電子アルバムシステム。
（３）上記銀塩フィルムは磁気記録部付きであって、上記選択手段は記録された磁気情報
に基づいて画像情報を選択することを特徴とする上記（１）に記載の電子アルバムシステ
ム。
（４）現像済みの銀塩フィルムに記録されている複数駒の画像情報を編集して表示するこ
とが可能な電子アルバムシステムであって、
上記銀塩フィルムの画像情報を一枚にプリントしたインデックスプリントと、
上記インデックスプリント上の撮影駒を選択する選択手段と、
上記インデックスプリント上の撮影駒情報に対応する上記現像済み銀塩フィルム上の撮影
駒情報を記憶する第１の記憶手段と、
上記第１の記憶手段に撮影駒情報を記憶させる際に、上記選択された撮影駒の重要度に関
する重み付け情報を付与すると共に該情報を上記第１の記憶手段か又は第１の記憶手段と
は異なる第２の記憶手段に記憶させる重要度設定手段と、
上記記憶手段に記憶された重要度情報に基づいて、上記選択された画像情報の表示状態を
制御する表示状態制御手段と、
を具備したことを特徴とする電子アルバムシステム。
（５）磁気記録部付の現像済み銀塩フィルムに記録されている複数駒の画像情報を編集し
て表示することが可能な電子アルバムシステムであって、
上記銀塩フィルムに記録された全ての画像情報をバーコードによって識別可能にプリント
されたインデックスプリントと、
上記バーコード信号と上記磁気記録情報に基づいて、インデックスプリント上の撮影駒を
選択する選択手段と、
上記バーコード情報に対応する上記現像済み銀塩フィルム上の撮影駒情報に重み付け情報
を付与する重み付け情報付与手段と、
上記選択された撮影駒情報及び該撮影駒情報に対応する上記重み付け情報を記憶する記憶
手段と、
上記記憶手段に記憶された重み付け情報に基づいて、該情報と対応する上記選択された画
像情報の表示状態を制御する表示状態制御手段と、
を具備したことを特徴とする電子アルバムシステム。
（６）上記記憶手段は、上記選択された撮影駒情報を記憶する第１の記憶手段と、該撮影
駒情報に対応する上記重み付け情報を記憶する第２の記憶手段とからなることを特徴とす
る上記（５）に記載の電子アルバムシステム。
【００５７】
【発明の効果】
本発明によれば、選択された画像情報と当該画像情報に対応する重要度

を含む情報を記憶す
る記憶手段を備えたことで、簡単な構成及び操作で 要度を考慮して、所望とする画像
を再生可能な電子アルバムシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例に係る電子アルバムシステムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】インデックスプリント１の詳細な構成を示す図である。
【図３】磁気ディスクメモリ６、光ディスクメモリ１５の記憶内容の一例を示す図である
。
【図４】第１の実施例による画像記録のシーケンスを示すフローチャートである。
【図５】第１の実施例によるモニタ２２の表示の一例を示す図である。
【図６】第１の実施例による編集情報作成のシーケンスを示すフローチャートである。
【図７】サブルーチン“検索”のシーケンスを示すフローチャートである。
【図８】第１の実施例による画像の上映のシーケンスを示すフローチャートである。
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えば、上映時間が所望とするものでない場合には変更後の上映時間）

、重



【図９】第２の実施例による画像記録のシーケンスを示すフローチャートである。
【図１０】第２の実施例によるモニタ２２の表示の一例の様子を示す図である。
【図１１】第２の実施例による編集情報作成のシーケンスを示すフローチャートである。
【図１２】第３の実施例による画像記録のシーケンスを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１…インデックスプリント、２…バーコード読取装置、３…キー入力装置、４…検索情報
作成装置、５…編集情報作成装置、６…磁気ディスクメモリ、７…光源装置、８…イメー
ジスキャナ、９…フィルム給送回路、１０…フィルムエンコーダ、１１…磁気情報読取回
路、１２…フレームメモリ、１３…圧縮回路、１４…フレームメモリ、１５…光デイスク
メモリ、１６…フレームメモリ、１７…伸長回路、１８…フレームメモリ、１９…フレー
ムメモリ、２０…合成回路、２１…文字情報作成回路、２２…モニタ、２３…制御回路。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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