
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影画像に対応して記録されたＧＰＳ情報を記録媒体から読み出す読出工程と、
　前記読出工程により読み出されたＧＰＳ情報中の位置情報に基づいて、地図データが記
憶された記録媒体から前記撮影画像の撮影場所を含む電子地図の地図データを読み出し、
該読み出した地図データに基づいて前記撮影画像の撮影場所を含む電子地図を表示手段に
表示する電子地図表示工程と、
　前記読出工程により読み出されたＧＰＳ情報中の位置情報に基づいて前記電子地図表示
工程により前記表示手段に表示された電子地図上における前記撮影画像の撮影場所に対応
する位置に前記撮影画像のサムネイルを表示するサムネイル表示工程と、
　アルバム作成時にアルバム名を入力する工程と、
　前記入力されたアルバム名のアルバムに登録する撮影画像を、前記表示手段に表示され
た前記電子地図上のサムネイルを参照しながら選択する画像選択工程と、
　前記画像選択工程での撮影画像の選択を終了させると、その選択した撮影画像を前記ア
ルバム名で分類して登録する登録工程と、
　を有することを特徴とする画像データ管理方法。
【請求項２】
　請求項 で登録したアルバム名の一覧を表示し、該アルバム名の一覧から所望のアルバ
ム名を選択すると、その選択したアルバム名で分類された撮影画像をサムネイルで一覧表
示し、その一覧表示されたサムネイルに基づいて所望の撮影画像が選択されると、その撮
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影画像を表示手段に表示することを特徴とする画像再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は画像再生方法及び画像データ管理方法に係り、特にＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏ
ｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）が接続されたカメラで撮影された撮影画像を、ＧＰ
Ｓ情報に基づいて再生、管理する画像再生方法及び画像データ管理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＧＰＳは多数の移動衛星からの電波を受信することによって、地球上の任意の位置で受信
点の３次元位置（緯度、経度等）を測定することのできる測位システムである。また、各
衛星は原子時計を搭載しており、ＧＰＳによって各衛星から時刻情報を得ることもできる
。
【０００３】
従来、ＧＰＳ装置をデジタルカメラに接続（内蔵）し、ＧＰＳ装置によって得られた位置
情報等のＧＰＳ情報を撮影画像とともに記録するシステムが提案されている。このような
システムによれば撮影画像を再生する際に、ＧＰＳ装置によって測位された位置情報を参
照して撮影画像の撮影場所を知ることができ、また、撮影場所により所望の撮影画像を検
索することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来から存在する画像管理装置つまり画像データベースは、利用者自らが
予めキーワードを設定し、画像をデータベースのあるカテゴリに登録する必要があり煩雑
な手間を要していた。特に、位置情報や時刻情報によって画像を管理しようとした場合、
緯度、経度などを登録する項目が多く、利用者に多大な労力を強いることになる。
【０００５】
上述したように、ＧＰＳ装置が接続されたデジタルカメラでは、撮影された画像データと
ともに位置情報と時刻情報等のＧＰＳ情報が記録されるため、画像管理装置によって画像
ファイルを作成する際に、画像データと位置情報及び時刻情報を画像フォーマットの中で
関連付けることができる。したがって、このように画像フォーマットに記録された位置情
報と時刻情報等のＧＰＳ情報を用いることにより、画像データを効率的にカテゴライズし
て画像ファイルを作成する態様が考えられる。
【０００６】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、ＧＰＳ接続可能なカメラにおいて撮影
された撮影画像をＧＰＳによって得られた位置情報と時刻情報等のＧＰＳ情報に基づいて
効率的にカテゴライズするとともに電子地図を用い撮影画像を好適に再生、管理する画像
再生方法及び画像データ管理方法を提供することを目的とする。
【０００８】

　上記目的を達成するために、請求項 に記載の画像データ管理方法は、撮影画像に対応
して記録されたＧＰＳ情報を記録媒体から読み出す読出工程と、前記読出工程により読み
出されたＧＰＳ情報中の位置情報に基づいて、地図データが記憶された記録媒体から前記
撮影画像の撮影場所を含む電子地図の地図データを読み出し、該読み出した地図データに
基づいて前記撮影画像の撮影場所を含む電子地図を表示手段に表示する電子地図表示工程
と、前記読出工程により読み出されたＧＰＳ情報中の位置情報に基づいて前記電子地図表
示工程により前記表示手段に表示された電子地図上における前記撮影画像の撮影場所に対
応する位置に前記撮影画像のサムネイルを表示するサムネイル表示工程と、アルバム作成
時にアルバム名を入力する工程と、前記入力されたアルバム名のアルバムに登録する撮影
画像を、前記表示手段に表示された前記電子地図上のサムネイルを参照しながら選択する
画像選択工程と、前記画像選択工程での撮影画像の選択を終了させると、その選択した撮
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影画像を前記アルバム名で分類して登録する登録工程と、を有することを特徴としている
。
【０００９】
本発明によれば、電子地図上に表示された各撮影画像のサムネイルによってその撮影画像
とその撮影画像の撮影場所とを容易に認識することができ、この画像を参照して撮影場所
に応じた所望のアルバムを容易に作成することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って本発明に係る画像再生方法及び画像データ管理方法の好ましい実施
の形態について詳説する。
図１は本発明が適用される画像管理システムの全体構成を示した構成図である。同図に示
すように本システムは、画像管理装置として使用されるパソコン（パーソナルコンピュー
タ）１０、デジタルカメラ１２、ＧＰＳ（ Global Positioning System ）受信機１４、記
録媒体であるＳＳＦＤＣ（ State Floppy Disk Card）１６等から構成される。
【００１１】
同図に示すデジタルカメラ１２は、カード型のメモリであるＳＳＦＤＣ１６を装着して、
このＳＳＦＤＣ１６に撮影した画像（撮影画像）をデジタル画像データとして記録する。
また、同図に示すデジタルカメラ１２は、ＧＰＳ受信機１４を接続することが可能である
。
ＧＰＳ受信機１４は、ＧＰＳ（ Global Positioning System ）により現在位置や現在時刻
を得る装置である。ＧＰＳとは軌道上に複数個の衛星を周回させ、各衛星より周期的な連
続信号と自己の軌道データを送出させるシステムであり、ＧＰＳ受信機は同時に４つの衛
星からの情報を受信して距離を測定し、４個の方程式を解くことにより受信場所の位置（
緯度、経度等）情報や受信時刻の時刻情報を測定する。
【００１２】
上記デジタルカメラ１２はこのＧＰＳ受信機１４から撮影場所を示す位置情報や撮影時刻
を示す撮影時刻情報を取り込むことができ、これらの位置情報や撮影時刻情報を撮影画像
とともにＧＰＳ情報としてＳＳＦＤＣ１６に記録することができる。
ＳＳＦＤＣ１６は、上述のようにデジタルカメラ１２によって撮影された複数の撮影画像
と、ＧＰＳ受信機１４によって得られた各撮影画像の撮影位置を示す位置情報及び撮影時
刻を示す撮影時刻情報を記録する。これらのデータを記録したＳＳＦＤＣ１６をデジタル
カメラ１２から取り外し、ＡＴＡアダプタ１８に装填してパソコン１０の PCMCIAドライブ
２０（以下、単にドライブ２０という。）に挿入すると、ＳＳＦＤＣ１６に記録したデー
タをパソコン１０に転送することができる。
【００１３】
上記パソコン１０はドライブ２０に挿入されたＳＳＦＤＣ１６から上記撮影画像及びＧＰ
Ｓ情報を読み取り、内蔵のメモリ（例えば、ハードディスク等）に記録する。詳細は後述
するが、ＳＳＦＤＣ１６から読み取ったデータを内蔵のメモリに記録する際には、読み取
った位置情報や撮影時刻情報に基づいてモニタ２４に電子地図（デジタルマップ）を表示
するとともに、この電子地図上に各撮影画像の撮影場所や撮影時刻等を表示する。ユーザ
ーはこのモニタ２４に表示された画面を参照して各撮影画像を所望のカテゴリに類別して
、自由にアルバムを作成することができる。作成したアルバムの撮影画像やその撮影画像
に付属するＧＰＳ情報は、アルバム毎に同一のディレクトリに収められ、一つのデータの
集合として管理される。例えば、後に、所望のアルバムの再生を指示すると、そのアルバ
ムに登録された撮影画像がメモリから自動的に読み出され、これらの撮影画像がモニタ２
４上に一覧表示されるようになる。尚、撮影画像は、カラープリンタ２２に出力すること
ができる。
【００１４】
次に、上記システムの処理内容について詳説する。先ず、撮影画像とその撮影画像に付属
する位置情報及び撮影時刻情報等のＧＰＳ情報を管理する画像フォーマット（ Exif）を図
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２に示す。同図に示すように画像フォーマット３０には、撮影画像の画像データの管理情
報を記録する領域、ＧＰＳ受信機１４により得た位置情報や撮影時刻情報等のＧＰＳ情報
を記録したＧＰＳＩｎｆｏ　Ｐｒｉｖａｔｅ　ｔａｇ３２のメモリ上のアドレスを示すポ
インタ、撮影情報等を記録したＥｘｉｆ　Ｐｒｉｖａｔｅ　ｔａｇ３４のメモリ上のアド
レスを示すポインタが設けられる。これにより、撮影画像とＧＰＳ情報とがメモリ上で対
応付けされる。尚、上記撮影画像の画像データ管理情報には、原画像の画像データの管理
情報の他に、後述するサムネイル（縮小画像）の画像データの管理情報が記録される。
【００１５】
次にシステムのディレクトリ構成を図３に示す。同図に示すように本システムはＭＡＰ＿
ＡＬＢＵＭの階層ディレクトリ下に設けられる。同図に示すＤＭは電子地図ソフトを表し
、ＭＡＰ＿ＳＹＳＴＥＭディレクトリ以下に格納される。ＤＭはＣＤ－ＲＯＭに収められ
ている指定された地図データを読み込み表示する機能を持つ。
【００１６】
このＤＭは、外部にインターフェースをもつソフトウェーアであり、それらのインタフェ
ースを次に示す。
ＭＡＰ＿Ｖｉｅｗ（緯度、経度、尺度）は、指定した緯度、経度を中心として指定した尺
度で地図を表示する。
ＭＡＰ＿ＰｉｃＭａｒｋｅｒ（緯度、経度、撮影時刻、タイトル、ＩＤ、Ｔｕｍｎａｉｌ
、ＢＯＯＬ）は、指定した緯度経度の位置に撮影時刻、タイトルを加えて、マーカー及び
画像のサムネイルを表示する。ＩＤは、ユニークな値を設定する。
【００１７】
ＭＡＰ＿ＨｉｔＴｅｓｔ（＆緯度、＆経度）は、ポインティングデバイスをクリックした
位置の緯度、経度とその位置にマーカーがあれば、ＩＤを返す。それ以外は－１を返す。
ＭＡＰ＿Ｌｉｎｅｔｏ（ＩＤ１、ＩＤ２）は、ＩＤ１とＩＤ２で示される位置どうしを線
で結ぶ。
【００１８】
一方、ＩＭは画像管理ソフトを表し、ＡＬＢＵＭ＿ＳＹＳＴＥＭディレクトリ下に格納さ
れる。ＩＭは、アルバムの管理、画像データの取り込み、画像データのアルバムの作成機
能をもつ。
Ｏｔｈｅｒディレクトリには、ＧＰＳＩｎｆｏタグのない画像、即ち、位置情報や撮影時
刻情報等のＧＰＳ情報のない画像を格納する。このディレクトリ内には、ＦＩＬＥＬＩＳ
Ｔというファイルが収められており、Ｏｔｈｅｒｓディレクトリに保管されている画像フ
ァイル（画像データが記録されるファイル）のリストと、そのファイルがフォルダに収め
られた時刻が記述されている。
【００１９】
Ｔｅｍｐｏｒａｒｙディレクトリは、作業用のディレクトリであり、主にＳＳＦＤＣ１６
から読み込まれた画像データをカテゴリに振り分けるために用いる。Ａｌｂｕｍディレク
トリ以下は、すでにアルバムとしてカテゴライズされた画像データを収めているディレク
トリ群が存在する。
ＡｌｂｕｍディレクトリにはＣａｔｅｇｏｒｙｉｎｆｏというファイルがある。このファ
イルは、ディレクトリ群のリストと、各ディレクトリについて、利用者がつけたニックネ
ームの対応が示されている。
【００２０】
各カテゴリのディレクトリ（同図Ｃａｔｅｇｏｒｙ××××で示すディレクトリ）にはＦ
ｉｌｅＬｉｓｔというファイルがある。このＦｉｌｅＬｉｓｔは、システムを通じて画像
情報を管理するファイルであり、その情報は、ＥｎｔｏｒｙＦｉｌｅ構造体によって、す
べてのルーチンから参照される。
尚、上記Ｃａｔｅｇｏｒｙｉｎｆｏ及びＦｉｌｅｌｉｓｔの内容及びＥｎｔｒｙＦｉｌｅ
構造体の構造を図４に示す。
【００２１】
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図５は、本システムの全体の処理内容を示したフローチャートである。以下、このフロチ
ャートに従って本システムの処理内容の詳細を説明する。
初めに、処理選択が行われる（ステップＳ１０）。図６は、このときの処理内容の詳細を
示したフロー及びモニタ２４に表示される画面の構成を示した図である。
【００２２】
図６の４０に示すように、システムを起動すると、モニタ２４にアルバムの新規登録か、
又は、アルバムの読み出し（アルバムを開く）かを選択するための処理の選択画面４０が
表示される。この処理の選択画面４０において、「 Album 選択」ボタン４０Ａをクリック
するとアルバムを開くことができ、「新規登録」ボタン４０Ｂをマウスによりクリックす
ると、アルバムの新規登録を選択することができる。
【００２３】
まずここで、「 Album 選択」ボタン４０Ａをクリックして、アルバムを開く場合について
説明する。アルバムを開くを選択した場合、図５のフローチャートに示すようにアルバム
指定が行われる（ステップＳ１２）。図７は、このときの処理内容の詳細を示したフロー
及びモニタ２４に表示される画面の構成を示した図である。
【００２４】
図７に示すように先ず、ＣａｔｅｇｏｒｙＩｎｆｏファイルの読み込みが行われ、図７の
５０に示すようなアルバムのリスト画面が表示される。このリスト画面５０には、メモリ
（ハードディスク）に登録されているアルバムのタイトルと登録日の一覧が表示される。
このリスト画面５０において、カーソルを所望のアルバムのタイトルに移動させてクリッ
クすると、そのアルバムが選択され、画像ファイルを読み出すカテゴリディレクトリが決
定される。
【００２５】
このようにして図５に示すアルバムの指定（ステップＳ１２）が行われると、次に指定し
たアルバムがモニタ２４に表示される（ステップＳ２２）。図８は、このときの処理内容
の詳細を示したフロー及びモニタ２４に表示される画面の構成を示した図である。アルバ
ムの指定が行われた場合、指定されたアルバムのカテゴリディレクトリから画像ファイル
が読み出され、モニタ２４上に図８の６０に示すようなアルバムの一覧表示画面が表示さ
れる。この一覧表示画面６０には、アルバムに登録されている画像の枚数に応じてピクチ
ャーボタン６０Ａ、６０Ａ、…が表示され、このピクチャーボタン６０Ａ６０Ａ、…の上
にアルバムに登録されている画像のサムネイル６０Ｂが表示される。尚、サムネイルは、
原画像の画像データを間引き処理して画像を縮小したものである。
【００２６】
この一覧表示画面６０において例えば、ピクチャーボタン６０Ａをクリックして所望の画
像を指定すると、その画像の原画像がモニタに表示され、「行程確認」ボタン６０Ｃをク
リックすると、行程の確認画面が表示される。「終了」ボタン６０Ｄをクリックすると一
覧表示が終了する。
ここで、所望のピクチャーボタン６０Ａをクリックして所望の画像を指定した場合には、
図５のフローチャートに示すようにその指定した画像の原画像がモニタ上に表示される（
ステップＳ２４）。図９は、このときの処理内容の詳細を示したフロー及びモニタ２４に
表示される画面の構成を示した図である。図９に示すように、所望の画像を指定すると、
その指定した画像の画像ファイルが開かれ、この画像ファイルから原画像の画像データや
、この画像に付属する位置情報、撮影時刻情報が読み出される。そして、図９の６４に示
すような画像表示画面がモニタ２４に表示される。この画像表示画面６４には、指定され
た画像６４Ａと、その画像の撮影時刻６４Ｂ、緯度６４Ｃ、経度６４Ｄ、タイトル６４Ｅ
、説明６４Ｆが表示される。タイトル６４Ｅと説明６４Ｆに関してはこの画像表示画面６
４において更新することが可能である。
【００２７】
また、この画像表示画面６４において、「位置表示」ボタン６４Ｇをクリックした場合に
は、図５のフローチャートに示すように撮影場所の位置表示が行われる（ステップＳ２６
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）。この場合、ＤＭが起動して、位置情報に基づいてこの画像の撮影場所を含む電子地図
が図９の６６に示すようなデジタルマップ画面として表示される。このデジタルマップ画
面６６の電子地図上には、選択した画像の撮影場所を示すマーカー６６Ａとその画像のサ
ムネイル６６Ｂが表示される。
【００２８】
更に、このデジタルマップ画面６６において、「位置修正」ボタン６６Ｃをクリックする
と、図５のフローチャートに示すように撮影場所の修正処理が実行される（ステップＳ２
８）。図１４は、このときの処理内容の詳細を示したフロー及びモニタ２４に表示される
画面の構成を示した図である。図１４の９６に示すようにモニタ２４上に位置修正のため
のデジタルマップ画面が表示される。このデジタルマップ画面９６において、電子地図上
の所望位置をマウスによりクリックするとその位置にデジタルマップ画面９６に表示され
ている画像の撮影場所が修正される。修正が終了した場合に「位置補正終了」ボタン９６
Ａをクリックするともとの画面に戻る。
【００２９】
一方、上述の図８に示したアルバムの一覧表示画面６０において（ステップＳ２２）、「
行程確認」ボタン６０Ｃをクリックした場合には、図１０の７０に示すようなデジタルマ
ップ画面が表示される（実際には図１０の７２のデジタルマップ画面が表示される）。こ
のデジタルマップ画面７０には、アルバムの画像の撮影場所に対応する電子地図（各撮影
画像の撮影場所を含む電子地図）が表示されるとともに、その電子地図上に各画像の撮影
場所を示すマーカー７０Ａとその撮影場所の電子地図上の位置に各画像のサムネイル７０
Ｂが表示される。そして、図１０の７２に示すように撮影時刻の順に各マーカーが線７２
Ａで結ばれ、線７２Ａにより撮影の行程が示される。
【００３０】
尚、デジタルマップ画面７２において「撮影時刻表示」ボタン７２Ｂをクリックすると、
電子地図上の各撮影場所に撮影時刻が表示され、「撮影時刻非表示」ボタン７２Ｃをクリ
ックすると撮影時刻が非表示となる。
以上の処理が図５に示すフローチャートの処理選択のステップＳ１０において、アルバム
を開くを選択した場合である。このように、アルバムに登録された画像を再生する際に、
電子地図を表示して、その電子地図上にＧＰＳ情報に基づいて各撮影画像のサムネイルと
撮影場所、撮影時刻を表示できるようにしたため、容易に各撮影画像の撮影場所や撮影時
刻を知ることができる。
【００３１】
次に、図５に示すフローチャートの処理選択のステップＳ１０においてアルバムの新規登
録の処理を選択した場合、即ち、上記図６に示した処理の選択画面４０において、「新規
登録」ボタン４０Ｂをマウスによりクリックして、アルバムの新規登録の処理を選択した
場合について説明する。「新規登録」ボタン４０Ｂをクリックしてアルバムの新規登録の
処理を選択すると、図６の４２に示すようなＳＳＦＤＣ挿入ダイアログ表示画面が表示さ
れる。このダイアログ表示画面４２において「ＯＫ」ボタン４２Ａをクリックすると、次
に図５のフローチャートに示すようにＰｒｅＰｒｏｃｅｓｓ処理が実行される（ステップ
Ｓ１６）。図１１は、このときの処理内容の詳細を示したフロー及びモニタ２４に表示さ
れる画面の構成を示した図である。図１１の８０に示すように、まず、ＰｒｅＰｒｏｃｅ
ｓｓ処理が実行された際に、ＳＳＦＤＣ１６がドライブ２０に挿入されていないと、エラ
ー画面がモニタ２４に表示される。
【００３２】
一方、ＳＳＦＤＣ１６がドライブ２０に挿入されている場合には、ＳＳＦＤＣから撮影画
像とこれに付属する位置情報及び撮影時刻情報等のＧＰＳ情報がパソコン内に読み取られ
る。そして、上記ＤＭ、ＩＭが起動する。
そして次に、図５のフローチャートに示すようにマッピング処理が実行される（ステップ
Ｓ１８）。図１２は、このときの処理内容の詳細を示したフロー及びモニタ２４に表示さ
れる画面の構成を示した図である。図１２の８６に示すようにマッピング画面がモニタ２
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４に表示される。このマッピング画面８６には、ＤＭによって作成された電子地図が表示
されるとともに、この電子地図上にはＳＳＦＤＣ１６から読みだされた位置情報に基づい
て各画像の撮影場所を示すマーカー８６Ａと、電子地図上の撮影場所に画像のサムネイル
８６Ｂとが表示される。このマッピング画面８６において、「尺度変更」ボタン８６Ｃを
クリックすると、画面上の電子地図の尺度を変更することができる。また、「位置修正」
ボタン８６Ｄをクリックすると、撮影場所の変更を行うことができ、「 Album 作成」ボタ
ン８６Ｅをクリックすると、アルバムの作成を行うことができる。尚、サムネイル８６Ｂ
は電子地図の尺度に応じた間引き量によって間引き処理され、拡大縮小処理される。
【００３３】
ここで「 Album 作成」ボタン８６Ｅをクリックした場合には、図５のフローチャートに示
すようにカテゴライズ処理が実行される（ステップＳ２０）。図１３は、このときの処理
内容の詳細を示したフロー及びモニタ２４に表示される画面の構成を示した図である。先
ず図１３の８８に示すように、アルバム名の入力画面が表示される。この入力画面におい
てアルバム名を入力し、「ＯＫ」ボタン８８Ａをクリックすると、図１３の９０に示すよ
うなアルバムに登録する画像の選択を示唆するメッセージ画面が表示される。
【００３４】
このメッセージ画面９０において「ＯＫ」ボタン９０Ａをクリックすると、図１３の９２
に示すようなアルバム登録画像一覧画面が表示される。アルバムに登録する画像を選択す
る場合、マッピング画面８６においてアルバムに登録する画像のサムネイル８６Ｂをクリ
ックする。これにより、その選択した画像のサムネイルがアルバム登録画像一覧画面９２
に表示される。
【００３５】
アルバムに登録する画像の選択が終了した場合には、「終了」ボタン９２Ａをクリックす
る。これにより、アルバム登録画像一覧画面９２に表示された画像とその画像に付属する
ＧＰＳ情報はは１つのアルバムに収納された形で同一のカテゴリディレクトリに記録され
る。
「終了」ボタン９２Ａを押してアルバムを登録すると、図１３の９４に示すような選択画
面が表示され、この選択画面９４において、別のアルバムの登録を継続して行うか否かを
選択する。別のアルバムの登録を継続して行わないことを選択した場合には、図５のフロ
チャートに示すようにアルバムの一覧表示が行われ（ステップＳ２２）、登録したアルバ
ムの一覧表示画面が上記図８に示した一覧表示画面６０と同様に表示される。
【００３６】
図８に示したアルバムの一覧表示画面６０において「終了」ボタン６０Ｄをクリックした
場合には、図１５のフローチャートに示す終了処理が行われシステムの処理が停止する。
以上により、ＳＳＦＤＣ１６に記録された撮影画像、位置情報及び撮影時刻情報がアルバ
ムにカテゴライズされてパソコン内のメモリ（ハードディスク等）に記録される。このよ
うに、電子地図にＧＰＳ情報に基づいて表示された各撮影画像のサムネイルと撮影場所を
参照してアルバムを作成できるようにしたため、撮影場所に応じて撮影画像をカテゴライ
ズして所望のアルバムを容易に作成することができる。
【００３７】
尚、上記サムネイルは、表示画面の大きさに応じて、又は電子地図の尺度に応じて間引き
処理により拡大縮小されるようになっている。
また、上記実施の形態では、ＧＰＳ接続可能なデジタルカメラの場合について説明したが
、これに限らず、例えば、フイルムの磁気記録層に各種情報を記録することができる新写
真フイルムを使用するカメラにおいてフイルムの磁気記録層にＧＰＳの情報を記録できる
ようにしたカメラで撮影された画像を管理する場合等にも適用できる。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ＧＰＳ装置が接続されたカメラによって記録された
撮影画像と、各撮影画像の撮影場所を電子地図上に表示された各撮影画像のサムネイルに
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よって容易に認識することができる。また、この画面を参照して撮影場所に応じた所望の
アルバムを容易に作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明が適用される画像管理システムの全体構成を示した構成図である。
【図２】図２は、画像フォーマット（ Exif）を示した図である。
【図３】図３は、システムのディレクトリ構成を示した図である。
【図４】Ｃａｔｅｇｏｒｙｉｎｆｏ及びＦｉｌｅｌｉｓｔの内容及びＥｎｔｒｙＦｉｌｅ
構造体の構造を示した図である。
【図５】図５は、本システムの全体の処理内容を示したフローチャートである。
【図６】図６は、処理選択の処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示される画面
の構成を示した図である。
【図７】図７は、アルバム指定の処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示される
画面の構成を示した図である。
【図８】図８は、アルバム表示の処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示される
画面の構成を示した図である。
【図９】図９は、指定した画像表示の処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示さ
れる画面の構成を示した図である。
【図１０】図１０は、行程確認の処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示される
画面の構成を示した図である。
【図１１】図１１は、行程確認の処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示される
画面の構成を示した図である。
【図１２】図１２は、マッピングの処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示され
る画面の構成を示した図である。
【図１３】図１３は、カテゴライズの処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示さ
れる画面の構成を示した図である。
【図１４】図１４は、位置修正の処理内容の詳細を示したフロー及びモニタに表示される
画面の構成を示した図である。
【図１５】図１５は、終了処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１０…パソコン
１２…デジタルカメラ
１４…ＧＰＳ受信機ト
１６…ＳＳＦＤＣ
１８…ＡＴＡアダプタ
２０… PCMCIAドライブ
２２…カラープリンタ
２４…モニタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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