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(57)【要約】
【課題】使い勝手を向上させて情報処理装置によって生
成されたデータを画像表示装置で表示させることができ
る情報処理システム、情報処理装置、画像表示装置及び
そのプログラムを実現する。
【解決手段】操作部４の操作により転送が指示されると
、書類画像データ生成部２２はデータ情報記憶領域に記
憶されている書類データから書類に内容をイメージ化し
た書類画像データを各ページ毎に生成し、インデックス
画像生成部２３は書類データのファイル名と作成元とな
るアプリケーションソフトに対応するアイコン画像デー
タとを合成してインデックス画像データを生成し、管理
ファイルは書類データの管理ファイルを生成し、それぞ
れ生成したデータをフォルダ生成部２６に出力する。フ
ォルダ生成部２６は送られてきた書類画像データ、イン
デックス画像データ、管理ファイルに基づいてＰＣフォ
ルダを生成し、データ転送部２７を介してデジタルカメ
ラ５１に転送する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報処理装置により生成された書類データを画像表示装置に表示させる情報処理システム
であって、
　前記情報処理装置は、
　アプリケーションソフトによって生成された書類データから書類画像データを生成する
書類画像生成手段と、
　フォントデータに従って前記書類データのファイル名を画像化したインデックス画像デ
ータを生成するインデックス画像生成手段と、
　前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと前記インデックス画像生成手
段により生成されたインデックス画像データとを関連付けて前記画像表示装置へ転送する
転送手段と、
を備え、
　前記画像表示装置は、
　前記情報処理装置の転送手段から転送されてきた、書類データに基づく書類内容をイメ
ージ化した書類画像データ及び該書類データのファイル名をイメージ化したインデックス
画像データを受信する画像受信手段と、
　前記画像受信手段により受信された、関連付けられている書類画像データとインデック
ス画像データとを同一のグループとして記録手段に記録する記録制御手段と、
　前記記録制御手段により前記記録手段に記録された各グループのインデックス画像デー
タを読み出す読出し手段と、
　前記読出し手段により読み出されたインデックス画像データを表示手段にマルチ表示さ
せる第１の表示制御手段と、
　前記第１の表示制御手段によりマルチ表示されたインデックス画像データを指定する指
定手段と、
　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データを前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
アプリケーションソフトによって生成された書類データから書類画像データを生成する書
類画像生成手段と、
　フォントデータに従って前記書類データのファイル名を画像化したインデックス画像デ
ータを生成するインデックス画像生成手段と、
　前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと前記インデックス画像生成手
段により生成されたインデックス画像データとを関連付けて画像表示装置へ転送する転送
手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
前記書類画像生成手段は、
　前記書類データに関連付けられて記録されているページ情報に基づいて、書類データを
ページ毎に分割し、該分割された書類データ毎に書類画像データを生成するとともに、該
生成された複数の書類画像データを関連付けることを特徴とする請求項２記載の情報処理
装置。
【請求項４】
前記インデックス画像生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得し
、該取得したアイコン画像と、該ファイル名を画像化した画像とを合成することによりイ
ンデックス画像データを生成することを特徴とする請求項２又は３記載の情報処理装置。
【請求項５】
前記インデックス画像生成手段は、
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　前記書類画像データのファイル名に基づいて、該書類画像データが生成されたアプリケ
ーションソフトの種類を取得することにより、該アプリケーションソフトに対応するアイ
コン画像を取得することを特徴とする請求項４記載の情報処理装置。
【請求項６】
アプリケーションソフト毎に、該アプリケーションに対応するアイコン画像が記録されて
いる記録手段を備え、
　前記インデックス画像生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を前記記
録手段から取得することを特徴とする請求項４又は５記載の情報処理装置。
【請求項７】
前記インデックス画像生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得す
ることができない場合は、所定のアイコン画像を取得することを特徴とする請求項４乃至
６の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項８】
画像データと、該画像データに関する属性情報であって文字列で示される属性情報と対応
付けて記憶手段に記憶する画像記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている画像データに対応付けられている前記属性情報を、利用
者が文字列として認識可能な形態で画面上に表示する属性表示手段と、
　前記文字列で示される属性情報を、該文字列がイメージ展開された状態の属性イメージ
として外部装置より取得する属性イメージ取得手段と、
　を備え、
　前記画像記憶手段は、
　前記属性イメージ取得手段により取得した属性イメージを前記属性情報として前記画像
データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示手段は、
　画像データに対応付けられている前記属性イメージを前記記憶手段より取得して、この
属性イメージに基づいて前記画像データに関する属性情報を利用者が文字列として認識可
能な形態で画面上に表示することを特徴とする画像表示装置。
【請求項９】
　前記文字列で示される属性情報を、該文字列を示す複数の文字コードからなる属性コー
ドとして取得する属性コード取得手段を備え、
　前記画像記憶手段は、
　前記属性イメージ取得手段により取得した属性イメージまたは前記属性コード取得手段
により取得した属性コードを前記属性情報として前記画像データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示手段は、
　前記属性コードに基づいて前記属性情報を画面上に表示する際は、該属性コードに含ま
れる各文字コードを内蔵する文字フォントによってイメージに展開してから画面上の所定
位置に配置して表示し、前記属性イメージに基づいて前記属性情報を画面上に表示する際
は、前記外部装置との間で予め規定されている該属性イメージ内の文字の大きさまたは配
置の情報に基づいて、該属性イメージを画面上の所定位置に配置して表示することを特徴
とする請求項８記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記属性情報は、前記画像データを格納するファイルのファイル名を示す文字列である
ことを特徴とする請求項９記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　被写体を撮影して画像データを得る撮影手段を更に備え、
　前記画像データは、前記撮影手段により撮影された画像データであり、前記属性情報は
、該画像データのユーザ、画質設定、撮影条件、のいずれかを示す文字列であることを特
徴とする請求項９記載の画像表示装置。
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【請求項１２】
情報処理装置から転送されてきた、書類データに基づく書類内容をイメージ化した１又は
２以上の書類画像データ及び該書類データのファイル名をイメージ化したインデックス画
像データを取得する画像受信手段と、
　前記画像受信手段により受信された、関連付けられている１又は２以上の書類画像デー
タとインデックス画像データとを同一のグループとして記録手段に記録する記録制御手段
と、
　前記記録手段に記録されている各グループのインデックス画像データを読み出す読出し
手段と、
　前記読出し手段により読み出されたインデックス画像データを表示手段にマルチ表示さ
せる第１の表示制御手段と、
　前記第１の表示制御手段によりマルチ表示されたインデックス画像データを指定する指
定手段と、
　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データを前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする画像表示装置。
【請求項１３】
前記読出し手段は、
　インデックス画像データが記録されていないグループがある場合には、該グループのイ
ンデックス画像データの読出しに替えて、所定のインデックス画像データを読み出すこと
を特徴とする請求項１２記載の画像表示装置。
【請求項１４】
前記画像受信手段により受信されたインデックス画像データに基づいて書類データのファ
イル名が該画像表示装置で認識できる文字であるか否かを判断し、認識できると判断した
場合は、該インデックス画像データに基づいてファイル名の文字データを生成する文字生
成手段を備え、
　前記記録制御手段は、
　該生成元となったインデックス画像データと関連付けられている書類画像データと該文
字生成手段により生成された文字データを同一のグループとして記録し、
　前記読出し手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、該インデックス画像データに替え
て、該文字データに基づく文字を読み出し、
　前記第１の表示制御手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、インデックス画像データに替えて
、該文字データに基づく文字を表示させることを特徴とする請求項１２又は１３記載の画
像表示装置。
【請求項１５】
前記インデックス画像データは、
　ファイル名をイメージ化した画像とアイコン画像とを合成した画像データあることを特
徴とする請求項１２乃至１４の何れかに記載の画像表示装置。
【請求項１６】
前記画像受信手段により受信されたインデックス画像データに基づいて書類データのファ
イル名が該画像表示装置で認識できる文字であるか否かを判断し、認識できると判断した
場合は、該インデックス画像データに基づいてファイル名の文字データを生成する文字生
成手段を備え、
　前記記録制御手段は、
　該生成元となったインデックス画像データと関連付けられている書類画像データと該文
字生成手段により生成された文字データを同一のグループとして記録し、
　前記読出し手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、該インデックス画像データととも
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に、該文字データに基づく文字を読み出し、
　前記第１の表示制御手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、インデックス画像データのうちア
イコン画像の部分を表示させるとともに、該表示されたアイコン画像の下に該記録された
文字データに基づく文字を表示させることを特徴とする請求項１５記載の画像表示装置。
【請求項１７】
前記第１の表示制御手段は、
　前記読出し手段により読み出されたインデックス画像データのうち、ファイル名の画像
に対応する部分を切り出してマルチ表示させることを特徴とする請求項１５記載の画像表
示装置。
【請求項１８】
前記第２の表示制御手段は、
　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データが２以上ある場合には、１ページ目の書類内容に対応する書類画像デ
ータを自動的に表示させることを特徴とする請求項１２乃至１７の何れかに記載の画像表
示装置。
【請求項１９】
表示させるページを指示するページ指示手段を備え、
　前記第２の表示制御手段は、
　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データが複数ある場合には、前記ページ指示手段により指示されたページの
書類内容に対応する書類画像データを表示させることを特徴とする請求項１８記載の画像
表示装置。
【請求項２０】
情報処理装置により生成された文字データを撮像装置に表示させる情報処理システムであ
って、
　前記情報処理装置は、
　ユーザが文字を入力するための入力手段と、
　前記入力手段により入力された文字の文字データから該文字をイメージ化した文字画像
データを生成する文字画像生成手段と、
　前記文字画像生成手段により生成された文字画像データを転送する転送手段と、
を備え、
　前記撮像装置は、
　被写体を撮影する撮影制御手段と、
　前記撮影制御手段により撮影された撮影画像データを記録手段に記録する第１の記録制
御手段と、
　前記転送手段により転送された文字画像データを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された文字画像データを、前記記録手段に記録されている撮影
画像データの属性情報として、該撮影画像データに関連付けて記録する記録制御手段と、
　前記記録手段に記録されている撮影画像データの属性情報として該撮影画像データに関
連付けられて記録されている文字画像データを表示手段に表示する表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２１】
前記撮像装置は、
　前記情報処理装置で文字入力を行なうか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により前記情報処理装置で文字入力を行なうと判断した場合は、前記情報
処理装置で文字入力を行なう旨の信号を送信する送信手段と、
を備え、
　前記情報処理装置は、
　前記送信手段により送信された文字入力を行なう旨の信号が送られてきたか否かを判断
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する受信判断手段を備え、
　前記文字画像生成手段は、
　前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が送られてきたと判断した場合は、
前記入力手段により入力された文字の文字データから該文字をイメージ化した文字画像デ
ータを生成し、
　前記転送手段は、
　前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が送られてきたと判断した場合は、
前記文字画像生成手段により生成された文字画像データを転送することを特徴とする請求
項２０記載の情報処理システム。
【請求項２２】
情報処理装置に記憶されているデータファイルを画像表示装置に転送する情報処理システ
ムであって、
　前記情報処理装置は、
　前記データファイルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得するファイ
ル名取得手段と、
　前記ファイル名取得手段により取得した各文字コードをフォントデータに従ってイメー
ジ化するとともに、前記ファイル名における文字の並びに対応させて各文字のイメージを
配置および合成してファイル名画像データを生成するファイル名画像生成手段と、
　前記ファイル名画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含むデータファ
イルを前記画像表示装置へ転送する転送手段と、
を備え、
　前記画像表示装置は、
　前記情報処理装置から転送されてきたデータファイルを受信して記憶する受信手段と、
　前記受信手段により受信して記憶されているデータファイルのうち、前記ファイル名画
像データを含むデータファイルを特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定されたファイル名画像データを含むデータファイルからファイ
ル名画像データを取り出すとともに、この取り出されたファイル名画像データを、データ
ファイルのファイル名を表示させるための表示画面上に配置して表示させる表示制御手段
と、
を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２３】
前記表示制御手段により表示された複数のファイル名画像データの１つを選択させる選択
手段と、
　前記選択手段により選択されたファイル名画像データで示されるファイル名を持つデー
タファイルに対して所定の処理を行う処理手段と、
を備えたことを特徴とする請求項２５記載の情報処理システム。
【請求項２４】
アプリケーションソフトによって生成されたデータを含む第１のデータファイルを画像表
示装置に転送する情報処理装置であって、
　前記第１のデータファイルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得する
ファイル名取得手段と、
　前記ファイル名取得手段により取得した各文字コードをフォントデータに従ってイメー
ジ化するとともに、前記ファイル名における文字の並びに対応させて各文字のイメージを
配置および合成してファイル名画像データを生成するファイル名画像生成手段と、
　前記ファイル名画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含む第２のデー
タファイルと前記第１のデータファイルとを識別可能な状態で前記画像表示装置へ転送す
る転送手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２５】
アプリケーションソフトによって生成された書類データから書類画像データを生成する書
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類画像生成処理と、
　フォントデータに従って前記書類データのファイル名を画像化したインデックス画像デ
ータを生成するインデックス画像生成処理と、
　前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと前記インデックス画像生成手
段により生成されたインデックス画像データとを関連付けて画像表示装置へ転送する転送
処理と、
を含み、上記各処理をコンピュータで実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２６】
画像データと、該画像データに関する属性情報であって文字列で示される属性情報と対応
付けて記憶媒体に記憶する画像記憶処理と、
　前記記憶媒体に記憶されている画像データに対応付けられている前記属性情報を、利用
者が文字列として認識可能な形態で画面上に表示する属性表示処理と、
　前記文字列で示される属性情報を、該文字列がイメージ展開された状態の属性イメージ
として外部装置より取得する属性イメージ取得処理と、
を含み、上記各処理を画像表示装置で実行させるためのプログラムであって、
　前記画像記憶処理は、
　前記属性イメージ取得処理により取得した属性イメージを前記属性情報として前記画像
データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示処理は、
　画像データに対応付けられている前記属イメージを前記記憶媒体より取得して、この属
性イメージに基づいて前記画像データに関する属性情報を利用者が文字列として認識可能
な形態で画面上に表示することを特徴とするプログラム。
【請求項２７】
情報処理装置から転送されてきた、関連付けられている書類画像データとインデックス画
像データとを同一のグループとして記録媒体に記録する記録処理と、
　前記記録媒体に記録されている各グループのインデックス画像データを読み出す読出し
処理と、
　前記読出し処理により読み出されたインデックス画像データを表示手段にマルチ表示さ
せる第１の表示処理と、
　前記第１の表示処理によりマルチ表示されたインデックス画像データを指定する指定処
理と、
　前記指定処理により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データを前記表示手段に表示させる第２の表示処理と、
を含み、上記各処理を画像表示装置で実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム、情報処理装置、画像表示装置及びそのプログラムに係り
、詳しくは、情報処理装置によって生成されたデータを画像表示装置で表示することがで
きる情報処理システム、情報処理装置、画像表示装置及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像表示装置、例えば、デジタルカメラにおいては、フォントデータと呼ばれる
ものが内蔵されておらず、言語のメッセージを画像化して内蔵し、それを表示させていた
。ここでいうフォントデータとは、汎用文字を表示（又は印刷）することを目的としたラ
スタフォントセット、或いはベクタフォントセットのことをいい、日本語ならば６～７０
００文字、欧米文字なら５０～１００文字程度からなる、汎用的に文字表示するためのフ
ォントデータセットのことである。
【０００３】
　したがって、デジタルカメラはフォントデータを持たないので、外部から汎用的なテキ
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スト等の文字コード列を送りこんだとしても、それを解釈して文字としてカメラのモニタ
ー上に表示させることはできなかった。
　また、当然のことながら、ワープロソフト、表計算ソフト、ウェブページ等のアプリケ
ーションソフトのデータ解釈手段も持たないので、パソコン上で、該アプリケーションソ
フトによって生成された書類データ等をデジタルカメラで表示させることはできなかった
。
【０００４】
　このような問題に鑑み、コンピュータで生成した文書データの文書を画像データに変換
し、該変換した画像データをデジタルカメラに転送することにより、コンピュータ上で生
成された文書をデジタルカメラ上でも表示させることができるという技術が登場した（特
許文献１）。
【０００５】
【特許文献１】公開特許公報　特開２０００－３５０１５１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１の技術によれば、コンピュータ上で作成した書類をデジ
タルカメラ上で表示させることはできるが、単に画像データを転送するため、その画像デ
ータがどの書類の内容を表示させるのかがわからなくなってしまう。また、それにより、
デジタルカメラに転送された画像データが沢山ある場合には、所望の書類を表示する画像
データの検索が難しくなってしまい、使い勝手が悪いという問題がある。
　また、転送されてきた画像データがどの種類の書類（例えば、ワープロソフトで作成さ
れた文書データや、表計算ソフトで作成された表データ等）で作成された書類の画像デー
タであるかわからず、使い勝手が悪いという問題もある。
　また、撮影画像データの属性情報、例えば、ユーザ名などはデジタルカメラで入力する
が、デジタルカメラで表示できない文字で属性情報を表示することはできなかった。
【０００７】
　そこで本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたものであり、使い勝手を向上さ
せて情報処理装置によって生成されたデータを画像表示装置で表示させることができる情
報処理システム、情報処理装置、画像表示装置及びそのプログラム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】
【０００８】
　上記目的達成のため、請求項１記載の発明による情報処理システムは、情報処理装置に
より生成された書類データを画像表示装置に表示させる情報処理システムであって、
　前記情報処理装置は、
　アプリケーションソフトによって生成された書類データから書類画像データを生成する
書類画像生成手段と、
　フォントデータに従って前記書類データのファイル名を画像化したインデックス画像デ
ータを生成するインデックス画像生成手段と、
　前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと前記インデックス画像生成手
段により生成されたインデックス画像データとを関連付けて前記画像表示装置へ転送する
転送手段と、
を備え、
　前記画像表示装置は、
　前記情報処理装置の転送手段から転送されてきた、書類データに基づく書類内容をイメ
ージ化した書類画像データ及び該書類データのファイル名をイメージ化したインデックス
画像データを受信する画像受信手段と、
　前記画像受信手段により受信された、関連付けられている書類画像データとインデック
ス画像データとを同一のグループとして記録手段に記録する記録制御手段と、
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　前記記録制御手段により前記記録手段に記録された各グループのインデックス画像デー
タを読み出す読出し手段と、
　前記読出し手段により読み出されたインデックス画像データを表示手段にマルチ表示さ
せる第１の表示制御手段と、
　前記第１の表示制御手段によりマルチ表示されたインデックス画像データを指定する指
定手段と、
　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データを前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　上記目的達成のため、請求項２記載の発明による情報処理装置は、アプリケーションソ
フトによって生成された書類データから書類画像データを生成する書類画像生成手段と、
　フォントデータに従って前記書類データのファイル名を画像化したインデックス画像デ
ータを生成するインデックス画像生成手段と、
　前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと前記インデックス画像生成手
段により生成されたインデックス画像データとを関連付けて画像表示装置へ転送する転送
手段と、
を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、例えば、請求項３に記載されているように、前記書類画像生成手段は、
　前記書類データに関連付けられて記録されているページ情報に基づいて、書類データを
ページ毎に分割し、該分割された書類データ毎に書類画像データを生成するとともに、該
生成された複数の書類画像データを関連付けるようにしてもよい。
【００１１】
　また、例えば、請求項４に記載されているように、前記インデックス画像生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得し
、該取得したアイコン画像と、該ファイル名を画像化した画像とを合成することによりイ
ンデックス画像データを生成するようにしてもよい。
【００１２】
　また、例えば、請求項５に記載されているように、前記インデックス画像生成手段は、
　前記書類画像データのファイル名に基づいて、該書類画像データが生成されたアプリケ
ーションソフトの種類を取得することにより、該アプリケーションソフトに対応するアイ
コン画像を取得するようにしてもよい。
【００１３】
　また、例えば、請求項６に記載されているように、アプリケーションソフト毎に、該ア
プリケーションに対応するアイコン画像が記録されている記録手段を備え、
　前記インデックス画像生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を前記記
録手段から取得するようにしてもよい。
【００１４】
　また、例えば、請求項７に記載されているように、前記インデックス画像生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得す
ることができない場合は、所定のアイコン画像を取得するようにしてもよい。
【００１５】
　上記目的達成のため、請求項８記載の発明による画像表示装置は、画像データと、該画
像データに関する属性情報であって文字列で示される属性情報と対応付けて記憶手段に記
憶する画像記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている画像データに対応付けられている前記属性情報を、利用
者が文字列として認識可能な形態で画面上に表示する属性表示手段と、
　前記文字列で示される属性情報を、該文字列がイメージ展開された状態の属性イメージ
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として外部装置より取得する属性イメージ取得手段と、
　を備え、
　前記画像記憶手段は、
　前記属性イメージ取得手段により取得した属性イメージを前記属性情報として前記画像
データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示手段は、
　画像データに対応付けられている前記属イメージを前記記憶手段より取得して、この属
性イメージに基づいて前記画像データに関する属性情報を利用者が文字列として認識可能
な形態で画面上に表示することを特徴とする。
【００１６】
　また、例えば、請求項９に記載されているように、前記文字列で示される属性情報を、
該文字列を示す複数の文字コードからなる属性コードとして取得する属性コード取得手段
を備え、
　前記画像記憶手段は、
　前記属性イメージ取得手段により取得した属性イメージまたは前記属性コード取得手段
により取得した属性コードを前記属性情報として前記画像データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示手段は、
　前記属性コードに基づいて前記属性情報を画面上に表示する際は、該属性コードに含ま
れる各文字コードを内蔵する文字フォントによってイメージに展開してから画面上の所定
位置に配置して表示し、前記属性イメージに基づいて前記属性情報を画面上に表示する際
は、前記外部装置との間で予め規定されている該属性イメージ内の文字の大きさまたは配
置の情報に基づいて、該属性イメージを画面上の所定位置に配置して表示するようにして
もよい。
【００１７】
　また、例えば、請求項１０に記載されているように、前記属性情報は、前記画像データ
を格納するファイルのファイル名を示す文字列であるようにしてもよい。
【００１８】
　また、例えば、請求項１１に記載されているように、被写体を撮影して画像データを得
る撮影手段を更に備え、
　前記画像データは、前記撮影手段により撮影された画像データであり、前記属性情報は
、該画像データのユーザ、画質設定、撮影条件、のいずれかを示す文字列であるようにし
てもよい。
【００１９】
　上記目的達成のため、請求項１２記載の発明による画像表示装置は、情報処理装置から
転送されてきた、書類データに基づく書類内容をイメージ化した１又は２以上の書類画像
データ及び該書類データのファイル名をイメージ化したインデックス画像データを取得す
る画像受信手段と、
　前記画像受信手段により受信された、関連付けられている１又は２以上の書類画像デー
タとインデックス画像データとを同一のグループとして記録手段に記録する記録制御手段
と、
　前記記録手段に記録されている各グループのインデックス画像データを読み出す読出し
手段と、
　前記読出し手段により読み出されたインデックス画像データを表示手段にマルチ表示さ
せる第１の表示制御手段と、
　前記第１の表示制御手段によりマルチ表示されたインデックス画像データを指定する指
定手段と、
　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データを前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
【００２０】
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　また、例えば、請求項１３に記載されているように、前記読出し手段は、
　インデックス画像データが記録されていないグループがある場合には、該グループのイ
ンデックス画像データの読出しに替えて、所定のインデックス画像データを読み出すよう
にしてもよい。
【００２１】
　また、例えば、請求項１４に記載されているように、前記画像受信手段により受信され
たインデックス画像データに基づいて書類データのファイル名が該画像表示装置で認識で
きる文字であるか否かを判断し、認識できると判断した場合は、該インデックス画像デー
タに基づいてファイル名の文字データを生成する文字生成手段を備え、
　前記記録制御手段は、
　該生成元となったインデックス画像データと関連付けられている書類画像データと該文
字生成手段により生成された文字データを同一のグループとして記録し、
　前記読出し手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、該インデックス画像データに替え
て、該文字データに基づく文字を読み出し、
　前記第１の表示制御手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、インデックス画像データに替えて
、該文字データに基づく文字を表示させるようにしてもよい。
【００２２】
　また、例えば、請求項１５に記載されているように、前記インデックス画像データは、
　ファイル名をイメージ化した画像とアイコン画像とを合成した画像データあるようにし
てもよい。
【００２３】
　また、例えば、請求項１６に記載されているように、前記画像受信手段により受信され
たインデックス画像データに基づいて書類データのファイル名が該画像表示装置で認識で
きる文字であるか否かを判断し、認識できると判断した場合は、該インデックス画像デー
タに基づいてファイル名の文字データを生成する文字生成手段を備え、
　前記記録制御手段は、
　該生成元となったインデックス画像データと関連付けられている書類画像データと該文
字生成手段により生成された文字データを同一のグループとして記録し、
　前記読出し手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、該インデックス画像データととも
に、該文字データに基づく文字を読み出し、
　前記第１の表示制御手段は、
　前記文字データが記録されているグループの場合は、インデックス画像データのうちア
イコン画像の部分を表示させるとともに、該表示されたアイコン画像の下に該記録された
文字データに基づく文字を表示させるようにしてもよい。
【００２４】
　また、例えば、請求項１７に記載されているように、前記第１の表示制御手段は、
　前記読出し手段により読み出されたインデックス画像データのうち、ファイル名の画像
に対応する部分を切り出してマルチ表示させるようにしてもよい。
【００２５】
　また、例えば、請求項１８に記載されているように、前記第２の表示制御手段は、
　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データが２以上ある場合には、１ページ目の書類内容に対応する書類画像デ
ータを自動的に表示させるようにしてもよい。
【００２６】
　また、例えば、請求項１９に記載されているように、表示させるページを指示するペー
ジ指示手段を備え、
　前記第２の表示制御手段は、
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　前記指定手段により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データが複数ある場合には、前記ページ指示手段により指示されたページの
書類内容に対応する書類画像データを表示させるようにしてもよい。
【００２７】
　上記目的達成のため、請求項２０記載の発明による情報処理システムは、情報処理装置
により生成された文字データを撮像装置に表示させる情報処理システムであって、
　前記情報処理装置は、
　ユーザが文字を入力するための入力手段と、
　前記入力手段により入力された文字の文字データから該文字をイメージ化した文字画像
データを生成する文字画像生成手段と、
　前記文字画像生成手段により生成された文字画像データを転送する転送手段と、
を備え、
　前記撮像装置は、
　被写体を撮影する撮影制御手段と、
　前記撮影制御手段により撮影された撮影画像データを記録手段に記録する第１の記録制
御手段と、
　前記転送手段により転送された文字画像データを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された文字画像データを、前記記録手段に記録されている撮影
画像データの属性情報として、該撮影画像データに関連付けて記録する記録制御手段と、
　前記記録手段に記録されている撮影画像データの属性情報として該撮影画像データに関
連付けられて記録されている文字画像データを表示手段に表示する表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
【００２８】
　また、例えば、請求項２１に記載されているように、前記撮像装置は、
　前記情報処理装置で文字入力を行なうか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により前記情報処理装置で文字入力を行なうと判断した場合は、前記情報
処理装置で文字入力を行なう旨の信号を送信する送信手段と、
を備え、
　前記情報処理装置は、
　前記送信手段により送信された文字入力を行なう旨の信号が送られてきたか否かを判断
する受信判断手段を備え、
　前記文字画像生成手段は、
　前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が送られてきたと判断した場合は、
前記入力手段により入力された文字の文字データから該文字をイメージ化した文字画像デ
ータを生成し、
　前記転送手段は、
　前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が送られてきたと判断した場合は、
前記文字画像生成手段により生成された文字画像データを転送するようにしてもよい。
【００２９】
　上記目的達成のため、請求項２２記載の発明による情報処理システムは、情報処理装置
に記憶されているデータファイルを画像表示装置に転送する情報処理システムであって、
　前記情報処理装置は、
　前記データファイルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得するファイ
ル名取得手段と、
　前記ファイル名取得手段により取得した各文字コードをフォントデータに従ってイメー
ジ化するとともに、前記ファイル名における文字の並びに対応させて各文字のイメージを
配置および合成してファイル名画像データを生成するファイル名画像生成手段と、
　前記ファイル名画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含むデータファ
イルを前記画像表示装置へ転送する転送手段と、
を備え、
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　前記画像表示装置は、
　前記情報処理装置から転送されてきたデータファイルを受信して記憶する受信手段と、
　前記受信手段により受信して記憶されているデータファイルのうち、前記ファイル名画
像データを含むデータファイルを特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定されたファイル名画像データを含むデータファイルからファイ
ル名画像データを取り出すとともに、この取り出されたファイル名画像データを、データ
ファイルのファイル名を表示させるための表示画面上に配置して表示させる表示制御手段
と、
を備えたことを特徴とする。
【００３０】
　また、例えば、請求項２３に記載されているように、前記表示制御手段により表示され
た複数のファイル名画像データの１つを選択させる選択手段と、
　前記選択手段により選択されたファイル名画像データで示されるファイル名を持つデー
タファイルに対して所定の処理を行う処理手段と、
を備えるようにしてもよい。
【００３１】
　上記目的達成のため、請求項２４記載の発明による情報処理装置は、アプリケーション
ソフトによって生成されたデータを含む第１のデータファイルを画像表示装置に転送する
情報処理装置であって、
　前記第１のデータファイルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得する
ファイル名取得手段と、
　前記ファイル名取得手段により取得した各文字コードをフォントデータに従ってイメー
ジ化するとともに、前記ファイル名における文字の並びに対応させて各文字のイメージを
配置および合成してファイル名画像データを生成するファイル名画像生成手段と、
　前記ファイル名画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含む第２のデー
タファイルと前記第１のデータファイルとを識別可能な状態で前記画像表示装置へ転送す
る転送手段と、
を備えたことを特徴とする。
【００３２】
　上記目的達成のため、請求項２５記載の発明によるプログラムは、アプリケーションソ
フトによって生成された書類データから書類画像データを生成する書類画像生成処理と、
　フォントデータに従って前記書類データのファイル名を画像化したインデックス画像デ
ータを生成するインデックス画像生成処理と、
　前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと前記インデックス画像生成手
段により生成されたインデックス画像データとを関連付けて画像表示装置へ転送する転送
処理と、
を含み、上記各処理をコンピュータで実行させることを特徴とする。
【００３３】
　上記目的達成のため、請求項２６記載の発明によるプログラムは、画像データと、該画
像データに関する属性情報であって文字列で示される属性情報と対応付けて記憶媒体に記
憶する画像記憶処理と、
　前記記憶媒体に記憶されている画像データに対応付けられている前記属性情報を、利用
者が文字列として認識可能な形態で画面上に表示する属性表示処理と、
　前記文字列で示される属性情報を、該文字列がイメージ展開された状態の属性イメージ
として外部装置より取得する属性イメージ取得処理と、
を含み、上記各処理を画像表示装置で実行させるためのプログラムであって、
　前記画像記憶処理は、
　前記属性イメージ取得処理により取得した属性イメージを前記属性情報として前記画像
データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示処理は、
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　画像データに対応付けられている前記属イメージを前記記憶媒体より取得して、この属
性イメージに基づいて前記画像データに関する属性情報を利用者が文字列として認識可能
な形態で画面上に表示することを特徴とする。
【００３４】
　上記目的達成のため、請求項２７記載の発明によるプログラムは、情報処理装置から転
送されてきた、関連付けられている書類画像データとインデックス画像データとを同一の
グループとして記録媒体に記録する記録処理と、
　前記記録媒体に記録されている各グループのインデックス画像データを読み出す読出し
処理と、
　前記読出し処理により読み出されたインデックス画像データを表示手段にマルチ表示さ
せる第１の表示処理と、
　前記第１の表示処理によりマルチ表示されたインデックス画像データを指定する指定処
理と、
　前記指定処理により指定されたインデックス画像データが属するグループに記録されて
いる書類画像データを前記表示手段に表示させる第２の表示処理と、
を含み、上記各処理を画像表示装置で実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　第１の発明によれば、パソコンで作成された書類データを画像表示装置で表示させるこ
とができるとともに、所望する書類を簡単に検索して書類の内容を見ることができ、使い
勝手を向上することができる。また、どのアプリケーションソフトで作成された生類であ
るのかを簡単に認識することができる。
　また、画像表示装置で入力、認識できない文字を画像データの属性情報として撮影装置
で表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本実施の形態について、本発明の情報処理システムの一例を図面を参照して詳細
に説明する。
　[第１の実施の形態]
Ａ．情報処理システムの構成
　図１は、本発明の情報処理システムの概略構成を示す図である。
　情報処理システムは、パソコン１とデジタルカメラ５１とを備えている。
　パソコン１は、制御部２、記録媒体部３、操作部４、表示部５から構成されており、制
御部２は、データ情報記憶部２１、書類画像生成部２２、インデックス画像生成部、管理
ファイル生成部２４、アイコン記録部２５、フォルダ生成部２６、データ転送部２７を有
する。
　また、デジタルカメラ５１は、データ受信部５２、記録媒体５３、撮像部５４、画像処
理部５５、制御部５６、操作部５７、画像表示部５８を備えている。
【００３７】
　まず、パソコン１に構成について説明する
　記録媒体３はハードディスクや不揮発性メモリ等のデータを保存する内蔵メモリであり
、ＯＳのソフトを初め、種々のアプリケーションソフト（ワープロソフト、表計算ソフト
、プレゼンテーションソフト、ウェブブラウザ等）が記録されている他、該アプリケーシ
ョンソフトで作成された文書や表、さらたにインターネットで表示されたウェブページ等
のデータ（書類データ）も記録されている。
【００３８】
　操作部４は、マウスやキーボードを備え、ユーザの操作に応じた操作信号を制御部２に
出力する。
　表示部５は、データ情報記憶部２１に記憶されているワープロソフトで作成された文書
データや、ウェブブラウザでダウンロードされたウェブページデータを表示させる。なお
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、パソコン１はインターネットに接続可能なＬＡＮを備えており（図示略）、パソコン１
はインターネットに接続状態となっている。
【００３９】
　制御部２のデータ情報記憶部２１は、ワープロソフト、ウェブブラウザ等のアプリケー
ションソフトに基づいて作成されたデータ、ダウンロードされたデータを一時記憶させる
ものである。
【００４０】
　制御部２は、このデータ情報記憶部２１に記憶されている書類データが作成されたアプ
リケーションソフトを用いて該書類データの画面を表示させる。このとき、該書類データ
に関連付けられて又は付加されているページ情報（改ページ情報やフォント情報、レイア
ウト情報、ページ設定情報等の表示されるページ数に関わりがあるデータ）に基づいて書
類データを表示させる。例えば、データ情報記憶部２１に文書データ（ワープロソフトで
作成された書類データ）が記憶されている場合は、該記憶されている文書データに基づく
文書を、文字フォントや改ページ情報等のページ情報に基づいて表示部５に表示させるこ
とになる。文字フォントの大きさや改ページ情報によって表示されるページ数が異なるか
らである。また、書類データの表示の際には、アプリケーションソフトに基づいて保存ア
イコン（又はボタン）や、転送／印刷アイコン（又はボタン）等も表示される。
【００４１】
　また、操作部４のマウス、キーボードの操作により書類データを変更させるための操作
が行なわれると、制御部２は、該操作にしたがって、データ情報記憶２１に記憶されてい
る書類データを変更させる。例えば、データ情報記憶部２１に文書データが記憶されてい
る場合に、キーボードの操作によって文字を追加したり、削除されたりすると、該操作に
したがって記憶されている文書データが変更される。このとき、変更がされた書類データ
に基づく画面が表示部５に表示されることは言うまでもない。
　このデータ情報記憶部２１は、記憶している書類データとともに、該データのファイル
名及びページ情報も記憶されている。
【００４２】
　ユーザの操作部４の操作により上記転送／印刷アイコンがクリックされると、制御部２
は以下の動作を行なう。
　書類画像生成部２２は、データ情報記憶領域部２１に記憶されている書類データを、ペ
ージ情報に基づいてページ毎に分割する。そして、ページ毎に分割された各データ（各分
割データ）をフォント情報、レイアウト情報等のページ情報に基づいて画像データ（書類
画像データ）をそれぞれ生成して画像ファイル（書類画像ファイル）を生成する。
【００４３】
　つまり、書類データに基づいて表示されている画面のページ数に応じて、それぞれ書類
画像データを生成する。例えば、表示されている画面が６ページある場合には、６枚の書
類画像データが生成され、生成される書類画像ファイルが６枚ということになる。
　これにより、表示部５に表示される書類の画像データがページ毎に生成されることにな
る。
　この書類画像データの生成方法は、書類データを印刷するときと同様である。つまり、
書類データを印刷する場合にも、ページ毎に画像データを生成して、その画像データをプ
リントする場合と同様の方法により画像データを生成する。
【００４４】
　ここでは６ページあるので、書類データが６分割されて６つの書類画像ファイルが生成
されるとする。そして、それぞれの書類画像ファイルのファイル名を、「ＶＩＥＷ０００
１．ＪＰＧ」、「ＶＩＥＷ０００２．ＪＰＧ」、～、「ＶＩＥＷ０００５．ＪＰＧ」、「
ＶＩＥＷ０００６．ＪＰＧ」とする。このファイル名は自動的に付される。このファイル
名は、ＤＣＦ規格に従って半角英数文字が付される。なお、このファイル名の番号はペー
ジと対応しており、例えば、「ＶＩＥＷ０００１．ＪＰＧ」の画像ファイルは１ページ目
の書類の画像データであり、「ＶＩＥＷ０００６．ＪＰＧ」の画像ファイルは６ページ目
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の書類の画像データある。
　この生成された書類画像ファイルはフォルダ生成部２６に出力される。
【００４５】
　インデックス画像生成部２３は、データ情報記憶領域部２１に記憶されている該書類デ
ータのファイル名の拡張子に対応するアイコンのアイコン画像データをアイコン記録部２
５から読み出すとともに、該ファイル名に基づいて名称画像データも生成する。この名称
画像データは、全角（漢字、平仮名等を含む）の文字である該ファイル名を画像化したも
のである。
　そして、インデックス画像生成部２３は、該読み出したアイコン画像データと、生成し
た名称画像データとを合成して（合成された画像データをインデックス画像データという
）、インデックス画像ファイルを生成して、フォルダ生成部２６に出力する。
【００４６】
　図２は、アイコン記録部２５に記憶されているアイコン画像データの画像の様子を示す
図である。
　拡張子毎に異なるアイコンがそれぞれ記録されている。
　ここで、この拡張子は、アプリケーションソフト毎に作成されたデータによって異なる
ものであり、ファイル名の１部をなすものである。例えば、ワープロソフトで作成された
文書データの拡張子は「．ａａａ」となり、表計算ソフトで作成された表データの拡張子
は「．ｂｂｂ」となり、ウェブブラウザでダウンロードされたウェブページデータの拡張
子は「．ｈｔｍ、又は、．ｈｔｍｌ」となり、テキストエディタによって作成されたテキ
ストデータの拡張子は「．ｔｘｔ、又は、．ｔｅｘｔ」となる。
【００４７】
　次に、インデックス画像データの生成について詳しく説明する。
　インデックス画像生成部２３は、データ情報記憶領域部に記憶されているデータのファ
イル名を取得するとともに、ＯＳ表示に用いられている標準フォント（全角用フォントを
含む）の情報を取得する。そして、該取得した標準フォントに基づいて該ファイル名を展
開ラスタライズして画像化することにより名称画像データを生成する。
　例えば、文書データのファイル名が「企画書案．ａａａ」の場合は、生成される名称画
像データの画像は、図３（ａ）に示すような画像となる。なお、この生成される名称画像
データのサイズは予め決められている。
【００４８】
　また、インデックス画像生成部２３は、アイコン記録部２５からファイル名の拡張子に
対応するアイコンの画像データを取得する。ここでは、このファイル名の拡張子は「．ａ
ａａ」であるので、該拡張子「．ａａａ」に対応するアイコンの画像データを取得するこ
とになる。なお、拡張子が「．ａａａ」なのでワープロソフトで作成されたデータのファ
イル名であることがわかる。
【００４９】
　インデックス画像生成部２３は、該作成した名称画像データ（図３（ａ）参照）と、該
読み出したアイコンの画像データとを合成することによりインデックス画像データを生成
して、インデックス画像ファイルを生成する。この生成されたインデックス画像ファイル
のファイル名は、「ＩＮＤＥＸ．ＪＰＥ」とする。
　図３（ｂ）は、生成されたインデックス画像データの様子を示すものである。
　図３（ｂ）を見るとわかるように、生成されたインデックス画像データは、アイコン画
像データと名称画像データとが組み合わさった画像データであることがわかる。
【００５０】
　また、管理ファイル生成部２４は、データ情報記憶部２１に記憶されているデータ及び
ファイル名に基づいて、転送する書類ページファイルのリスティング情報及びファイル名
を記憶した管理ファイルを生成してフォルダ生成部２６に出力する。
【００５１】
　フォルダ生成部２６は、書類画像生成部２２、インデックス画像生成部２３、管理ファ
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イル生成部２４から書類画像ファイル、インデックス画像ファイルや管理ファイルを取得
すると、該取得したファイルに基づいてＰＣフォルダを生成して転送部２７に出力する。
　図４は、生成されたＰＣフォルダの様子を示す図である。
【００５２】
　図４に示すように生成されたＰＣフォルダの中には、ＭＰＶ管理ファイルと、インデッ
クス画像が記録されているインデックス画像ファイル「ＩＮＤＥＸ．ＪＰＥ」と、書類画
像データが記録されている画像ファイル「ＶＩＥＷ０００１．ＪＰＧ」、「ＶＩＥＷ００
０２．ＪＰＧ」、～、「ＶＩＥＷ０００５．ＪＰＧ」、「ＶＩＥＷ０００６．ＪＰＧ」が
記録されているのがわかる。
【００５３】
　また、フォルダ生成部２６は、作成したＰＣフォルダの作成の際に、該作成したフォル
ダのフォルダ名を自動的に決定する。このフォルダ名は番号を有し、フォルダ生成部２６
が生成したファイルの数に応じた番号が付される。例えば、フォルダ生成部２６は、初め
てＰＣフォルダを生成した場合のフォルダ名は「００１＿ＶＩＥＷ」となり、５番目にＰ
Ｃフォルダを作成した時のフォルダ名は「００５＿ＶＩＥＷ」となる。
　データ転送部２７は、該フォルダ生成部２６から送られてきたＰＣフォルダのデータを
デジタルカメラ５１のファイル受信部５２に転送する。この転送は、ＤＣＦ規格に基づい
て行なわれる。
【００５４】
　次に、デジタルカメラ５１の構成について説明する。
　データ受信部５２は、該転送されたＰＣフォルダのデータを受信し、該受信したＰＣフ
ォルダのデータを記録媒体５３のＰＣデータ記録領域に記録させる。
　なお、パソコン１とデジタルカメラ５１は、ＵＳＢ（Universal Serial
Bus）規格、ＩＥＥＥ１３９４規格などの各種インターフェース規格や、ＩｒＤＡ規格に
よる赤外線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ規格によってデータの送受信を行なうものとし、デ
ータの送受信が可能な状態になっているものとする。
【００５５】
　撮像部５４は、光学レンズ、ＣＣＤ及びＡ／Ｄ等を備え、撮像部５４は、レンズを介し
て結像された被写体の像を電気信号に変換し、デジタル信号の画像データとして画像処理
部５５に出力する。
　画像処理部５５は、送られてきた画像データに対してγ補正処理、ホワイトバランス処
理などの処理を施すとともに、輝度色差信号（ＹＵＶデータ）を生成し、該生成された輝
度色差信号の画像データを制御部５６に出力する。
【００５６】
　制御部５６は、該送られてきた画像データを記録媒体５３の画像記録領域に記録したり
、画像表示部５８に表示させたりするとともに、デジタルカメラ５１の各部を制御するワ
ンチップマイコンである。
　操作部５７は、シャッタボタン、モードキー、十字キー、ＳＥＴキー等の複数の操作キ
ーを含み、キー操作に対応した操作信号を制御部５６に送る。
【００５７】
　次に、データ受信部により記録媒体５３に記録されたＰＣフォルダの表示方法について
説明する。
　ユーザの操作部５７のモードキーの操作により、書類表示モードに設定されると、制御
部５６は、記録媒体５２のＰＣデータ記録領域に記録されている各ＰＣフォルダから「Ｉ
ＮＤＥＸ．ＪＰＥ」の画像データを読み出し（拡張子が「．ＪＰＥ」の画像データを読み
出し）、該読み出した画像データの画像を画像表示部５８にマルチ表示させる。これによ
り複数のＰＣフォルダに記録されている書類のインデックス画像をマルチ表示することが
できる。
【００５８】
　このとき、ＩＮＤＥＸ．ＪＰＥの画像データが記録されていないＰＣフォルダがある場
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合には、該ファイルのインデックス画像として所定の画像を表示させる。
　ここでは、ＰＣデータ記録領域に６つのファイルが記録されているものとし、図３（ｃ
）は、各ファイルのＩＮＤＥＸ．ＪＰＥの画像データがマルチ表示されたときの様子を示
す図である。
【００５９】
　図３（ｃ）を見るとわかるように、パソコン１のインデックス画像生成部２３で生成さ
れたインデックス画像が表示されており、この表示されているアイコンの種類やアイコン
の下に表示されているファイル名の拡張子を見ることにより、どのアプリケーションソフ
トで作成された書類であるかも分かる。
　また、図３（ｃ）の〈Ｕｎｋｎｏｗｎ〉と記載されているアイコンは、ＩＮＤＥＸ．Ｊ
ＰＥの画像ファイルが記録されていないフォルダのインデックス画像である。
【００６０】
　また、図３（ｃ）の枠で囲まれているアイコン、ここでは、「企画書案．ａａａ」のア
イコンが選択されており、ユーザの操作部５７の十字キーの操作により他のインデックス
画像（アイコン）を選択することができる。つまり、十字キーの操作にしたがって、制御
部５６は、別のインックス画像を選択し、該選択したインデックス画像を枠で囲む。
【００６１】
　そして、ユーザが該選択したインデックス画像の書類の内容を見たいと思う場合には、
ＳＥＴキーの操作を行なうことにより書類の内容を見ることができる。
　例えば、「企画書案．ａａａ」が選択されている状態でＳＥＴキーの操作を行なうと、
該企画書案の書類データ内容が画像表示部５８に表示させる。
【００６２】
　この書類データ内容の表示としては、該選択されたインデックス画像の画像データ（Ｉ
ＮＤＥＸ．ＪＰＥ）が属するＰＣフォルダに記録されている書類画像ファイル名を表示さ
せる。つまり、画像データに変換された書類データが表示されることになる。
　この際、書類画像ファイル名の番号が一番小さい書類画像データ、図４を用いると「Ｖ
ＩＥＷ０００１．ＪＰＧ」の書類画像データを画像表示部５８に表示させる。
【００６３】
　そして、ユーザの十字キーの「↓」キーの操作が行なわれると、次の番号の書類画像デ
ータを表示させ、「↑」キーの操作が行なわれると前の番号の書類画像データを表示させ
る。なお、最初の書類画像データ、図４では「ＶＩＥＷ０００１．ＪＰＧ」の画像データ
が表示されている状態で「↑」キーの操作が行なわれた場合は、前の書類画像データがな
いのでそのまま現在表示されている画像データを表示させてもよいし、最後の画像データ
を表示させるようにしてもよい。
【００６４】
　また、最後の書類画像データ、図４では「ＶＩＥＷ０００６．ＪＰＧ」の書類画像デー
タが表示されている状態で「↓」キーの操作が行なわれた場合は、表示させる次の書類画
像データがないのでそのまま現在表示されている書類画像データを表示させてもよいし、
最初の書類画像データを表示させるようにしてもよい。
　これにより、パソコンで表示された文書データや表データ、ウェブページ等をデジタル
カメラ５１でも表示させることができる。
【００６５】
Ｂ．情報処理システムの動作
　第１の実施の形態における情報処理システムの動作について説明する。
　まず、書類データに基づいて画像データを生成してデジタルカメラ５１に転送するパソ
コン１の動作について説明したあと、該転送された画像データの表示させるデジタルカメ
ラ５１の動作について説明する。
【００６６】
　Ｂ－１．パソコン１の動作
　パソコン１の動作を図５のフローチャートに従って説明する。
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　アプリケーションソフトによって作成された書類データ（データ情報記憶部２１に記憶
されている書類データ）に基づく画面を表示部５に表示させると、制御部２は、該表示さ
れている画面の画像をデジタルカメラ５１に転送するか否かの判断を行う（ステップＳ１
）。この判断は、表示されている転送／印刷アイコンがクリックされたか否かにより判断
する。
　なお、このときは、パソコン１とデジタルカメラ２１はデータの送受信が可能な状態に
なっているものとする。
【００６７】
　ステップＳ１で、転送を行わないと判断すると転送を行うと判断するまでステップＳ１
に留まり、転送を行なうと判断すると、制御部２は、書類画像生成部２２に、書類データ
に基づいて表示されている画面のページ数ｎを取得させる（ステップＳ２２）。このペー
ジ数は、該書類データに付加されているページ情報に基づいてページ数が定められる。
【００６８】
　次いで、書類画像生成部２２は、画像データを生成するページ番号ｍを１に設定し（ス
テップＳ３）、ｍページ目に表示される書類の画像データを生成して画像ファイルを生成
する。（ステップＳ４）。このとき、書類画像生成部２２は、該生成した画像ファイルの
ファイル名をＤＣＦ規格に基づいて自動的に付する。このファイル名の名称は少なくとも
、該生成したページ番号ｍを含むようにする。ここでは、「ＶＩＥＷ××××．ＪＰＧ」
とし、この「××××」のところがページ番号となる。例えば、１ページ目の書類の画像
ファイルを生成した場合のファイル名は、「ＶＩＥＷ０００１．ＪＰＧ」となる。
【００６９】
　このとき、書類画像生成部２２は、ページ情報に基づいてデータ情報記憶領域部２１に
記憶されている書類データをページ毎に分割し、ｍページ目に対応する文書データを読出
し、フォント情報、レイアウト情報等のページ情報に基づいて該読み出したｍページ目に
対応する書類データから画像データを生成する。例えば、書類データが文書データの場合
には、ｍページ目に表示される文書の画像データが生成されることになる。
【００７０】
　次いで、書類画像生成部２２は、ｍ＝ｎになったかどうかを判断する（ステップＳ５）
。
　ステップＳ５で、ｍ＝ｎでないと判断すると、ｍをインクリメントして（ステップＳ６
）、ステップＳ４に戻る。つまり、次のページの画像データを生成することになる。
【００７１】
　一方、ステップＳ５で、ｍ＝ｎであると判断すると、書類データに基づいて表示される
画面の画像ファイルを全て生成したと判断し、制御部２は、インデックス画像生成部２３
に、インデックス画像を生成させる（ステップＳ７）。
　具体的には、まず、インデックス画像生成部２３は、データ情報記憶領域部２１に記憶
されている該書類データのファイル名を取得するとともに、ＯＳ表示に用いられている標
準フォントの情報を取得し、該取得した標準フォントに基づいて該取得したファイル名を
構成する各文字の文字コード（全角２バイトコードを含む）を展開ラスタライズするとと
もにイメージ合成してファイル名の画像データ（名称画像データ）を生成する。このイメ
ージ合成に際しては、デジタルカメラとの間で予め規定したサイズの枠内に上記展開ラス
タライズされた各文字イメージを順番に並べて配置してイメージ合成する。また、この枠
内に配置する縦横の文字数もデジタルカメラとの間で予め規定されているものであり、図
３に示す例では、縦２文字、横７文字までを配置可能としており、複数行に渡る場合は、
右端で折り返すようにして配置してイメージ合成を行う。
【００７２】
　そして、該書類データのファイル名の拡張子に対応するアイコン画像データをアイコン
記録部２５から取得し、該取得したアイコン画像データと生成した名称画像データを合成
することによりインデックス画像データを生成し、該生成したインデックス画像データに
基づいて画像ファイル（インデックス画像ファイル）を生成する。
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　例えば、書類データが文書データであり、該文書データのファイル名が「企画書案．ａ
ａａ」である場合には、生成される名称画像データの画像は図３（ａ）のようになり、生
成されるインデックス画像データの画像は図３（ｂ）のようになる。
【００７３】
　次いで、制御部２は、管理ファイル生成部２４に、データ情報記憶領域部２１に記憶さ
れている書類データ及びファイル名に基づいて、転送する書類ファイルのリスティング情
報及びファイル名を記憶した管理ファイルを生成させる（ステップＳ８）。
【００７４】
　次いで、制御部２は、フォルダ生成部２６に、書類画像生成部２２で生成された書類画
像ファイル、インデックス画像生成部２３で生成されたインデックス画像ファイル、及び
、管理ファイル生成部２４で生成された管理ファイルに基づいて、ＰＣフォルダを生成さ
せる（ステップＳ９）。この生成されたＰＣフォルダは図４に示すような内容となりＤＣ
Ｆ規格に基づいている。
【００７５】
　次いで、制御部２２は、データ転送部２７に、フォルダ生成部２６で生成されたＰＣフ
ォルダをカメラへＤＣＦ規格に基づいて転送させる（ステップＳ１０）。
　この転送されたＰＣフォルダのデータは、デジタルカメラ５１のデータ受信部５２を介
して記録媒体５３のＰＣデータ記録領域に記録される。
【００７６】
　Ｂ－２．デジタルカメラ５１の動作
　次に、デジタルカメラ５１の動作を図６のフローチャートにしたがって説明する。
　ユーザの操作部５７の操作により、書類表示モードに設定されると、制御部５６は、記
録媒体５３のＰＣデータ記録領域に記録されている全てのＰＣフォルダのうち、一番番号
が少ないＰＣフォルダを選択する（ステップＳ１）。
【００７７】
　図７は、記録媒体５３のＰＣデータ記録領域に記録されているＰＣフォルダの様子を示
すものであり、６つのＰＣフォルダが記録されている。なお、ＤＣＦ規格に基づいて記録
されている。
　図７を見ると、一番番号の小さいフォルダ名は「００１＿ＶＩＥＷ」なので、フォルダ
名「００１＿ＶＩＥＷ」のフォルダをここでは選択することになる。
【００７８】
　次いで、制御部５６は、該選択したＰＣフォルダの中にインデックス画像「ＩＮＤＥＸ
．ＪＰＥ」があるか否かの判断を行う（ステップＳ５２）。この判断は、「．ＪＰＥ」の
拡張子に基づいて行なう。
　ステップＳ５２で、インデックス画像があると判断すると、該選択したＰＣフォルダの
中に記録されているインデックス画像データを読み出して、制御部５６のバッファメモリ
に記憶させて、ステップＳ５５に進む。つまり、拡張子が「．ＪＰＥ」の画像データを読
み出す。
【００７９】
　一方、ステップＳ５２で、インデックス画像がないと判断すると、予め記録されている
所定の画像データを読出してバッファメモリに記憶させて、ステップＳ５５に進む。
【００８０】
　ステップＳ５５に進むと、制御部５６は、ＰＣデータ記録領域にまだ選択していないＰ
Ｃフォルダがあるか否かを判断する。
　ステップＳ５５で、選択していないＰＣフォルダがあると判断すると、制御部５６は、
次の番号、つまり、次に小さい番号を有するＰＣフォルダを選択して（ステップＳ５６）
、ステップＳ５２に戻る。
【００８１】
　この上記の動作により、ＰＣデータ記録領域に記録されているＰＣフォルダのインデッ
クス画像データを読み出し、インデックス画像データが記録されていないＰＣフォルダに
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限っては、インデックス画像データに替えて予め記録されている所定の画像データを読み
出すことになる。
【００８２】
　ステップＳ５５で、選択していないＰＣフォルダがないと判断すると、制御部５６は、
バッファメモリに記憶させた全ての画像データ（インデックス画像データ、及び、場合に
よっては所定の画像データ）を画像表示部５８にマルチ表示させる。
　図３（ａ）は、マルチ表示されたインデックス画像（アイコン）の様子を示すものであ
る。
【００８３】
　マルチ表示されたアイコンを見ることにより、ファイル名や、どのアプリケーションソ
フトで作成された文書データの画像であるかも認識することができる。
　また、図中の〈Ｕｎｋｎｏｗｎ〉と表示されているアイコンは、所定の画像データであ
り、インデックス画像データが記録されていないＰＣフォルダのインデックス画像となる
。
　このように、通常であれば、カメラの機能だけでは利用者に文字情報として認識させる
ことのできない文字情報を、利用者が認識可能な文字情報として所望の位置に所望のサイ
ズで表示させることを可能にする。つまり、例えば、カメラの撮影機能により撮影記録さ
れた通常の撮影画像ファイルのファイル名（半角英数字からなる）を画面上に表示させる
場合は、カメラに内蔵されている半角英数字用の文字フォント情報に従って当該ファイル
名を構成する各文字コードを展開ラスタライズするとともにイメージ合成して画面上（表
示用メモリ）の所定位置に配置するが、パソコンから転送された文書データのファイル名
を表示する場合には、カメラに内蔵されている文字フォントを用いる代わりに、パソコン
から転送されたインデックス画像を利用して文字情報を表示する。これは、所定の形式で
パソコンから転送されてくる所定ファイルが文書データのファイル名に対応する文字イメ
ージであることや、この所定ファイル内の文字イメージのサイズや、この文字イメージ内
に含まれる縦横の文字数を、予めパソコンとデジタルカメラとの間で規定したことにより
可能となったものである。
【００８４】
　また、制御部５６は、インデックス画像データをマルチ表示させるときには、一番番号
の小さいＰＣフォルダのアイコンを選択するとともに、該選択されたアイコンをユーザに
視認させるため、該アイコンを差別表示させる。
　図３（ａ）を見ると、「企画書案．ａａａ」のアイコンが枠で囲まれているのがわかり
、該アイコンが選択されていることになる。
【００８５】
　ステップＳ５７で、インデックス画像のマルチ表示を行うと、制御部５６は、ユーザに
よって十字キーの操作が行なわれたか否かを判断する（ステップＳ５８）。この判断は、
十字キーの操作に対応する操作信号が操作部５７から送られてきたか否かにより判断する
。
【００８６】
　ステップＳ５８で、十字キーの操作が行われたと判断すると、制御部５６は、該操作に
したがって、インデックス画像を選択して（ステップＳ５９）、ステップＳ６０に進む。
つまり、選択するインデックス画像を変更することになる。このときも、新たに選択した
インデックス画像を差別表示させる（枠で囲む）。
　例えば、図３（ｃ）に示すような状態で、十字キーの「→」キーを１回押下すると、「
四半期売り上げ予測．ｂｂｂ」というアイコンが選択される。また、図３（ｃ）に示すよ
うな状態で、十字キーの「↓」キーを１回押下すると「技術資料．ｃｃｃ」というアイコ
ンが選択される。
【００８７】
　一方、ステップＳ５８で、十字キーの操作が行われていないと判断するとそのままステ
ップＳ６０に進む。
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　ステップＳ６０に進むと、制御部５６は、ユーザによってＳＥＴキーの操作が行なわれ
たか否かを判断する。この判断は、ＳＥＴキーの操作に対応する操作信号が操作部５７か
ら送られてきたか否かにより判断する。
　ここで、ユーザは選択されているアイコンの書類内容を見たいと思う場合にはＳＥＴキ
ーの操作を行なう。
【００８８】
　ステップＳ６０で、ＳＥＴキーの操作が行なわれていないと判断するステップＳ５８に
戻る。
　つまり、ＳＥＴキーの操作を行なうまでは、自由にアイコンの選択を変更することがで
きる。
【００８９】
　一方、ステップＳ６０で、ＳＥＴキーの操作が行なわれたと判断すると、現在選択され
ているアイコン（インデックス画像）が属するＰＣフォルダに記録されている書類画像デ
ータを画像表示部５８に表示させる（ステップＳ６１）。このときは、ＰＣフォルダに記
録されている書類画像データのうち、一番番号が小さい書類画像データを表示させる。
　例えば、図７のＰＣフォルダ「００１＿ＶＩＥＷ」のインデックス画像が選択されて状
態でＳＥＴキーの操作が行なわれた場合は、一番番号の小さいＶＩＥＷ０００１．ＪＰＧ
の画像データを表示させることになる。
【００９０】
　次いで、制御部５６は、ユーザによって十字キーの操作が行なわれたか否かを判断する
（ステップＳ６２）。
　ステップＳ６２で、十字キーの操作が行われたと判断すると、該操作に応じて書類画像
データを表示させて（ステップＳ６３）、ステップＳ６４に進む。つまり、十字キーの操
作に応じて、表示させる書類画像データを変更させることになる。
　例えば、十字キーの「↓」キーが操作されると、次の番号の書類画像データを表示させ
、「↑」キーが操作されると、前の番号の書類画像データを表示させることになる。これ
により表示させるページを変更させることができる。
【００９１】
　一方、ステップＳ６２で、十字キーの操作が行われていないと判断するとそのままステ
ップＳ６４に進む。
　ステップＳ６４に進むと、制御部５６は、現在表示している書類の表示を終了するか否
かを判断し、終了しないと判断するとステップＳ６２に戻り、終了すると判断するとステ
ップＳ５７に戻る。
　現在表示している書類の表示を終了するかの判断は、終了する旨の操作信号が操作部５
７から送られてきたか否かにより判断する。
【００９２】
Ｃ．以上のように、第１の実施の形態においては、ＰＣフォルダの中に、書類データから
生成された書類画像データと、該ファイル名をイメージ化した名称画像データとアイコン
画像データとを合成したインデックス画像データとを記録させるようにしたので、インデ
ックス画像データを見るとことにより、どの書類を示しているのか簡単に認識することが
でき、所望の書類を簡単に検索することができる。また、どのアプリケーションソフトで
作成された生類であるのかを簡単に認識することができる。
　また、デジタルカメラ５１は、各ＰＣファイルの中に記録されているファイル名の画像
とアイコン画像とが合成されたインデックス画像データをマルチ表示させ、インデックス
画像データが選択されると、該選択されたインデックス画像データと同じＰＣフォルダに
記録されている書類画像データを表示させるようにしたので、所望する書類を簡単に検索
して書類の内容を見ることができる。
【００９３】
　［変形例１］
Ｄ．なお、上記第１の実施の形態は、以下のような変形例も可能である。
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【００９４】
　（１）図５のステップＳ７で、ファイル名に基づいて名称画像データを生成し、該生成
した名称画像データと読み出したアイコン画像データとを合成することによりインデック
ス画像データを生成するようにしたが、ファイル名のみに基づいてインデックス画像デー
タをするようにしてもよい。このとき、名称画像データをそのままインデックス画像デー
タとしてもよいし、名称画像データとアイコン画像データとを合成した画像データの画像
サイズとなるように、ファイル名のみに基づくインデックス画像データを生成するように
してもよい。
　この場合は、デジタルカメラ５１側でのインデックス画像データのマルチ表示において
は、各書類のファイル名がマルチ表示されることになる。
　また、ユーザが、ファイル名にアイコン画像が付されたインデックス画像データを生成
するか、ファイル名のみのインデックス画像データを生成するかを選択し、該選択に従っ
てインデックス画像データを生成するようにしてもよい。この場合は、アイコンが付され
ているインデックス画像データであるのかアイコンが付されておらずファイル名のみのイ
ンデックス画像データあるのかをデジタルカメラ５１に識別させるための情報を付するよ
うにしてもよい。
【００９５】
　（２）また、ステップＳ５７で、ＰＣフォルダのインデックス画像データ（図３（ｂ）
及び（ｃ）参照）をマルチ表示させるようにしたが、このときユーザの選択により、イン
デックス画像データのうちファイル名の部分の画像データをトリミングして表示させるよ
うにしてもよい。これにより、アイコン画像は表示されずに図３（ａ）に示すようなファ
イル名のみが表示させることになる。
　このとき、デジタルカメラ５１は、所定の位置、サイズに基づいてインデックス画像デ
ータのアイコン画像の領域と、ファイル名画像の領域とを認識してトリミングする。従っ
て、パソコン１のアイコン記録部２５には、予め定められた画像サイズでアイコン画像デ
ータが記録されており、インデックス画像生成部２３も、予め定められた画像サイズとな
るように名称画像データを生成し、インデックス画像データを生成し、これに基づいて、
ファイル名の部分の画像をトリミングする。
【００９６】
　（３）また、デジタルカメラ５１の制御部５６は、インデックス画像データのうちファ
イル名の文字がデジタルカメラで認識可能な文字（例えば、半角英数文字）の場合は、該
インデックス画像データのフィル名の部分の画像データに基づいて文字データを生成する
とともに、該ファイル名部分の画像データをインデックス画像データから削除するように
してもよい。このとき、削除後のインデックス画像データ（アイコン画像のみの画像デー
タ）と生成した文字データとを関連付けて記録する。そして、インデックス画像データの
マルチ表示の場合には、該削除後のインデックス画像データを表示させるとともに、表示
されたインデックス画像データの下に該関連付けて記録された文字データに基づいてファ
イル名を表示させる。
【００９７】
　（４）また、インデックス画像データ生成部２３は、ファイル名に基づいて生成された
名称画像データと、アイコン画像データとを合成してインデックス画像データを生成する
ようにしたが、名称画像データをそのままインデックス画像とする。そして、フォルダ生
成部２６は、書類画像生成部２２で生成された書類画像ファイルと、インデックス画像生
成部２３で生成されたインデックス画像ファイル、管理ファイル生成部２４で生成された
管理ファイル、及び、アイコン記録部２５からアイコン画像データを読み出して、ＰＣフ
ォルダを生成するようにしてもよい。
　そして、デジタルカメラ５１側で、ＰＣフォルダに記録されているインデックス画像デ
ータである名称画像データとアイコン画像データとに基づいて、合成画像データを生成し
て（図３（ｂ）参照）、図３（ｃ）のようなマルチ表示を行うようにしてもよい。
　この場合は、インデックス画像データである名称画像データに基づくファイル名がデジ
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タルカメラ５１で認識可能な場合には、名称画像データに基づいて文字データを生成して
ＰＣフォルダに記録するともにインデックスである該名称画像データをＰＣフォルダから
削除する。そして、マルチ表示の場合は、ＰＣフォルダ内のアイコン画像データをマルチ
表示させるとともに、アイコン画像データの下に文字データに基づくファイル名を表示さ
せる。
【００９８】
　（５）また、パソコン１側ではなく、デジタルカメラ５１側にアイコン記録部を備える
ようにしてもよい。
　この場合、インデックス画像生成部２３は、ファイル名に基づく名称画像データをイン
デックス画像データとし、デジタルカメラ５１側で、該インデックス画像データと、アイ
コン記録部に記録されているアイコン画像データとに基づいて、図３（ｂ）のような合成
画像データを生成し、該生成した合成画像データをマルチ表示させるようにしてもよい（
図３（ｃ）参照）。
　この場合は、インデックス画像データに基づくファイル名がデジタルカメラ５１側で認
識可能な場合は、上記変形例（４）と同様に、文字データを生成し、該文字データを表示
させるようにしてもよい。
【００９９】
　（６）また、上記変形例（３）乃至（５）の場合において、ファイル名のみをマルチ表
示させるようにしてもよいし、アイコン画像の下にファイル名を表示させる態様でマルチ
表示させるようにしてもよい。
【０１００】
　（７）また、図６のステップＳ５２で、ＰＣフォルダの中にインデックス画像データが
記録されていないと判断すると、ステップＳ５４で所定のインデックス画像データを読み
出すようにしたが、パソコン１側で、予め所定のインデックス画像データをＰＣフォルダ
に記録させるようにしてもよい。この場合は、ファイル名や、アプリケーションソフトに
対応するアイコン画像がないと判断された場合に行なう。
【０１０１】
　（８）また、デジタルカメラ１は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、携帯
電話、ＰＤＡ、パソコン、デジタルビデオカメラ等でもよく、画像を表示する機能を備え
た機器であれば何でもよい。
　また、撮像装置以外の機器に書類画像データを転送する場合は、転送先の機器に応じて
、処理を変えるようにしてもよい。例えば、転送先がパソコンの場合は、書類画像データ
を生成する必要は無いので、そのまま書類データを転送すればよい。
　（９）また、パソコン１では、デジタルカメラ５１に転送すべき書類画像データおよび
インデックス画像データの作成に先立ってデジタルカメラ５１の機種情報を取得し、この
機種情報に応じて書類画像データまたはインデックス画像データの画像サイズ（アスペク
ト比）、シャープネス、彩度、文字色、背景色、背景色の濃度、画像周囲の余白、などを
変更するようにしてもよい。
　（１０）また、パソコン１では、書類画像データをデジタルカメラ５１に転送する際に
、この書類画像データの作成元のアプリケーションソフトの情報を付加して転送し、デジ
タルカメラ５１では、書類画像データを受信した際に、付加されてきたアプリケーション
ソフトの情報に基づいて再生方法を変えるようにしてもよい。例えば、アプリケーション
ソフトＡから書類画像データの作成用の印刷ドライバを指定して印刷を実行することによ
り生成された書類画像データをデジタルカメラ５１で再生する場合には、４倍の再生ズー
ムによって書類画像データの左上部分を表示するようにすれば、書類画像データの左上部
分に重要な情報が集中していることの多いアプリケーションソフトの場合には、デジタル
カメラ５１の画面上で容易に重要な部分を確認することができる。
【０１０２】
　［第２の実施の形態］
　次に、第２の実施の形態について説明する。
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Ｅ．情報処理システムの構成
　図８は、第２の実施の形態の情報処理システムの概略構成を示す図である。
　情報処理システムは、パソコン１とデジタルカメラ５１とを備えている。
　パソコン１は、制御部２、記録媒体部３、操作部４、表示部５から構成されており、制
御部２は、データ情報記憶部２１、データ転送部２７、文字画像生成部３１、表示制御部
３２、受信部３３を有する。
　また、デジタルカメラ５１は、記録媒体５３、撮像部５４、画像処理部５５、制御部５
６、操作部５７、画像表示部５８、データ受信部６１、送信部６２を備えている。
　なお、第１の実施の形態と同様の構成部については同様の符号を付している。
【０１０３】
　まず、デジタルカメラ５１の構成について説明する。
　撮像部５４は、光学レンズ、ＣＣＤ及びＡ／Ｄ等を備え、撮像部５４は、レンズを介し
て結像された被写体の像を電気信号に変換し、デジタル信号の画像データとして画像処理
部５５に出力する。
　画像処理部５５は、送られてきた画像データに対してγ補正処理、ホワイトバランス処
理などの処理を施すとともに、輝度色差信号（ＹＵＶデータ）を生成し、該生成された輝
度色差信号の画像データを制御部５６に出力する。
【０１０４】
　制御部５６は、該送られてきた画像データを記録媒体５３の画像記録領域に記録したり
、画像表示部５８に表示させたりするとともに、デジタルカメラ５１の各部を制御するワ
ンチップマイコンである。
　操作部５７は、シャッタボタン、モードキー、十字キー、ＳＥＴキー、編集キー等の複
数の操作キーを含み、キー操作に対応した操作信号を制御部５６に送る。
【０１０５】
　データ受信部６１は、パソコン１のデータ転送部２７から送られてきた画像データを、
記録媒体５３に記録されている撮影画像データ（デジタルカメラ等によって撮影された画
像データのことをいう）の属性情報として該撮影画像データに関連付けて記録させる。
　送信部６２は、制御部５６の制御信号に従って、パソコン１の受信部３３に、パソコン
側で編集する旨の信号を送信する。
【０１０６】
　まず、制御部５６は、記録媒体５３に記録されている複数の撮影画像データ（デジタル
カメラ等によって撮影された画像データのことをいう）のうち、選択された撮影画像デー
タの属性情報を画像表示部５８に表示させる。
【０１０７】
　図９（ａ）は、画像表示部５８に表示された属性情報を示すものである。
　図９（ａ）を見ると、わかるように、ユーザの情報、画質設定の情報、設定の情報等の
複数の属性情報が表示可能になっており、ここでは、ユーザの情報が表示されている。ユ
ーザの情報として、「ユーザ名」、「会社名」の詳細項目が表示されているのがわかる。
なお、十字キーの操作を行なうことにより、表示される属性情報が、ユーザから画質設定
に切り替わり、更に操作を行なうと、設定が表示される。この画質設定は、撮影されたと
きの画質が属性情報として自動的に付加されている。
【０１０８】
　そして、何れかの属性情報（ユーザ、画質設定、設定のうち何れか）が表示されている
ときに、操作部５７の編集キーが操作されると（編集キーの操作に対応する操作信号が送
られてくると）、制御部５６は、表示している属性情報の編集モードに切り換える。この
ときは、表示されている詳細項目のうち、何れか１つの項目を自動的に選択するとともに
、該選択した詳細項目を他の詳細項目とは差別表示させる。選択されている詳細項目であ
ることをユーザに視認させるためである。
【０１０９】
　編集モードの切り換えると、ＳＥＴキーの操作が行なわれるまで、制御部５６は、十字
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キーの操作が行なわれたか否か判断し、十字キーの操作が行なわれたと判断すると、該操
作にしたがって選択する詳細項目を変更する。例えば、「ユーザ名」が選択されている状
態で、十字キーの「↓」キーが操作されると、「ユーザ名」の選択を解除して、「会社名
」を選択し、該選択した「会社名」を差別表示させる。この十字キーの操作が行なわれた
か否かの判断は、十字キーの操作に対応する操作信号が操作部５７から送られてきたか否
かにより判断する。
【０１１０】
　また、制御部５６は、編集モードの切り替えられると、制御部は、ＳＥＴキーの操作が
行なわれたか否かを判断する。この判断は、ＳＥＴキーの操作に対応する操作信号が操作
部５７から送られてきたか否かにより判断する。
　ＳＥＴキーの操作が行なわれると、制御部５６は、現在選択している詳細項目を編集対
象項目として確定するとともに、デジタルカメラ５１で文字を直接入力することにより編
集対象として確定した詳細項目を編集するのか、それとも、ＰＣ（パソコン１）側で入力
することにより、編集対象として確定した詳細項目を編集するのかを判断する。
【０１１１】
　このとき、制御部５６は、直接入力か（デジタルカメラ５１で直接入力するのか）、Ｐ
Ｃ入力か（パソコン側で入力するのか）を選択させるための画面を画像表示部５８に表示
させる。このとき、直接入力かＰＣ入力かの何れかを自動的に選択するとともに、該選択
した入力方法を差別表示させる。
【０１１２】
　図９（ｂ）は、ユーザ名が選択されている状態で（ユーザ名が網がかって差別表示され
ている状態で）、ＳＥＴキーの操作が行なわれたときの様子を示すものであり、直接入力
かＰＣ入力かを選択されている画面が表示されているのがわかる。ここでは、直接入力が
自動的に選択されて差別表示（網がかって表示）されている。
　このとき、十字キーの操作を行なうと、直接入力からＰＣ入力が選択される状態となり
、更に十字キーの操作を行なうとＰＣ入力から直接入力が選択されている状態へと切り替
わる。つまり、十字キーの操作とともに交互に選択される入力方法が切り替わる。なお、
選択された入力方法は差別表示されることは言うまでもない。
　ユーザは、デジタルカメラ５１で登録されていない文字（ここでは、全角半角の片仮名
、全角の平仮名、漢字）で編集したい場合はＰＣ入力を選択し、デジタルカメラ５１で登
録されている文字（ここでは、半角英数字）で編集する場合は直接入力を選択する。
【０１１３】
　制御部５６は、ＰＣ入力が選択された状態で、ＳＥＴキーの操作が行なわれると、送信
部６２に、パソコン側で編集する旨の信号を送信させる。この送信された信号はパソコン
１の受信部３３で受信される。
　パソコン１は該信号を受信すると、文字を入力するための画面が表示させ、ユーザはパ
ソコン１側で文字を入力することができる。入力が完了すると、該入力した文字を画像化
して文字画像データが生成され、デジタルカメラ１側へ送られる。このパソコン側の動作
については後で詳細に説明する。
【０１１４】
　データ受信部６１は、パソコン１から文字画像データが送られてきたか否かを判断し、
送られてきたと判断すると、データ受信部６１は、該送られてきた名称画像データを、選
択されている撮影画像データ（属性情報の元となる撮影画像データ）の属性情報として、
該撮影画像データに関連付けて記録する。このとき、編集対象項目として確定された詳細
項目の情報として記録させる。ここでは、「デジカメ　太郎」という文字を画像化した文
字画像データが送られてきたとする。
　そして、制御部５６は、該関連付けられて記録された文字画像データを、該編集対象項
目として確定された詳細項目に、図１０（ａ）のように表示させる。
【０１１５】
　一方、制御部５６は、ＰＣ入力ではなく、直接入力が選択されている状態で、ＳＥＴキ
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ーの操作が行なわれると、該編集対象項目として確定された詳細項目をテキスト入力でき
る状態にして表示する。
　このとき、ユーザは十字キー等の操作を行なうことにより文字を入力することができる
。図１０（ｂ）は、文字入力されているときの様子を示す図である。ユーザの操作により
入力された文字データは制御部５６に内蔵されているバッファメモリに記憶されるととも
に、該記憶された文字データに基づいて表示される。
【０１１６】
　制御部５６は、テキスト入力できる状態にして表示させると、ユーザによってＳＥＴキ
ーの操作が行なわれたか否かを判断する。
　このとき、ユーザは、文字の入力が完了したと判断した場合にはＳＥＴキーの操作を行
なうことにより編集を完了することができる。ここでは、「dejikame tarou」と入力して
ＳＥＴキーの操作を行なったものとする。
【０１１７】
　制御部５６は、ＳＥＴキーの操作が行なわれたと判断すると、該入力された文字データ
（ＳＥＴキー操作時にバッファメモリに記憶されている文字データ）を該撮影画像データ
の付加情報として関連付けて記録する。このとき、編集対象項目として確定された詳細項
目の情報として記録させる。
　図１０（ｃ）は、ＳＥＴキー操作後に表示されている入力された文字の様子を示すもの
である。
　この関連付けられて記録された文字データに基づく文字が該編集対象として確定された
詳細項目に表示されることになる。
【０１１８】
　次に、パソコン１に構成について説明する
　記録媒体３はハードディスクや不揮発性メモリ等のデータを保存する内蔵メモリであり
、デジタルカメラ５１へ転送するための文字画像データを生成するための文字入力アプリ
ケーションソフトがインストールされている。
　操作部４は、マウスやキーボードを備え、ユーザの操作に応じた操作信号を制御部２に
出力する。
　表示部５は、文字入力アプリケーションソフトに基づいて、文字を入力させるための画
面を表示させる。
【０１１９】
　制御部２の受信部３３は、デジタルカメラ５１の送信部６２から送られてきた、パソコ
ン側で編集する旨の信号を受信すると、文字入力アプリケーションソフトに基づく画面を
表示させる旨の信号を表示制御部３２に出力する。
　表示制御部３２は、受信部３３から文字入力アプリケーションソフトに基づく画面を表
示させる旨の信号が送られてくると、文字入力アプリケーションソフトを起動し、該文字
入力アプリケーションソフトに基づく画面を表示部５に表示させる。
【０１２０】
　図１１（ａ）は、そのときの表示される画面の様子を示すものである。図１１（ａ）の
テキスト表示になっている欄（文字入力欄）は、操作部４で入力された文字を表示する部
分であり、「カメラへ送信」と記されているボタンは、該入力された文字を送信するため
のボタンである。
　該文字入力アプリケーションソフトに基づく画面が表示され、「カメラへ送信」という
ボタンがクリックされるまでは、制御部２は、ユーザの操作部４の操作により文字入力が
行なわれたか否かを判断し、該入力が行なわれたと判断すると、該入力にしたがって文字
データをデータ情報記憶部２１に記憶させ、表示制御部３２はデータ情報記憶領域部２１
に記憶されている文字データに基づいて文字を文字入力欄に表示させる。
【０１２１】
　例えば、操作部４のキーボードの操作により「デジカメ」という文字が入力されると、
該入力された文字に従って、「デジカメ」という文字データをデータ情報記憶領域部２１
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に一時記憶させ、表示制御部３２はデータ情報記憶部２１に記憶されている文字データに
基づいて、該「デジカメ」という文字を文字入力欄に表示させる。
【０１２２】
　また、制御部２は、ユーザの操作部４のマウスの操作により、「カメラへ送信」のボタ
ンがクリックされたか否かを判断し、クリックされたと判断すると、文字画像生成部３１
に、現在データ情報記憶領域部２１に記憶されている文字データに基づいて画像データ（
文字画像データ）を生成させる。文字画像生成部３１は、予め定められているフォント、
サイズとなるように文字画像データを生成する。
　このフォント、サイズは、該生成された文字画像データが図９（ａ）に示すような詳細
項目の欄に納まるように予め定められたサイズである。
【０１２３】
　図１１（ｂ）は、「カメラへ送信」のボタンがクリックされたときの画面の様子を示す
ものであり、文字入力欄には「デジカメ　太郎」と表示されているので、該表示されてい
る「デジカメ　太郎」という文字データに基づいて文字画像データが生成されることにな
る。
　そして、制御部２は、データ転送部２７に該文字画像生成部３１で生成された文字画像
データをデジタルカメラ５１のデータ受信部６１に転送させる。
　そして、上述したようにデータ受信部６１は、該送られてきた文字画像データを撮影画
像データの属性情報として関連付けて記録させる。
【０１２４】
Ｆ．情報処理システムの動作
　第２の実施の形態における情報処理システムの動作について説明する。
　まず、デジタルカメラ５１の動作について説明したあと、パソコン１の動作について説
明する。
【０１２５】
　Ｆ－１．デジタルカメラ５１の動作
　デジタルカメラ５１の動作を図１２のフローチャートに従って説明する。
　制御部５６は、記録媒体５３に記録されている複数の撮影画像データのうち、選択され
た撮影画像データの属性情報を表示させるか否かの判断を行う（ステップＳ１０１）。
【０１２６】
　ステップＳ１０１で、属性情報を表示させると判断すると、制御部５６は、該選択され
ている撮影画像データの属性情報を表示させる（ステップＳ１０２）。この属性情報は撮
影画像データに関連付けられて記録されている。
　図９（ａ）を見ると判るように、属性情報としてユーザの情報が表示されており、「ユ
ーザ名」、「会社名」のユーザの情報の詳細項目が表示されている。なお、十字キーの操
作を行なうことにより、表示される属性情報が、「ユーザ」→「画質設定」→「設定」と
いうように切り替わる。
【０１２７】
　次いで、制御部５６は、操作部５７の編集キーの操作が行なわれたか否かを判断する（
ステップＳ１０３）。この判断は、編集キーの操作に対応する操作信号が操作部５７から
送られてきたか否かにより判断する。
　ステップＳ１０３で、編集キーの操作が行われていないと判断すると判断されるまでス
テップＳ１０３に留まり、編集キーの操作が行なわれたと判断すると、編集モードに切り
換える（ステップＳ１０４）。このとき、表示されている詳細項目のうち何れか１の詳細
項目を編集対象として自動的に選択し、該選択した詳細項目を他の詳細項目とは差別表示
させる。なお、ここでは、属性情報としてユーザの情報を表示しているときに編集キーの
操作を行なったものとする。
【０１２８】
　次いで、制御部５６は、十字キーの操作が行なわれたか否かを判断する（ステップＳ１
０５）。この判断は、十字キーの操作に対応する操作信号が操作部５７から送られてきた
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か否かにより判断する。これにより、編集対象となる詳細項目をユーザが選択することが
できる。
【０１２９】
　ステップＳ１０５で、十字キーの操作が行われたと判断すると、制御部５６は、該操作
にしたがって、詳細項目の選択を変更して（ステップＳ１０６）、ステップＳ１０７に進
む。例えば、「ユーザ名」が選択されている状態で、十字キーの操作が行なわれると「ユ
ーザ名」の選択を解除し、「会社名」を選択する。なお、新たに選択された詳細項目が新
たに差別表示されることは言うまでもない。
　一方、ステップＳ１０５で、十字キーの操作が行われていないと判断するとそのままス
テップＳ１０７に進む。
【０１３０】
　ステップＳ１０７に進むと、制御部５６は、ＳＥＴキーの操作が行なわれたか否かを判
断する。この判断は、ＳＥＴキーの操作に対応する操作信号が操作部５７から送られてき
たか否かにより判断する。
　ステップＳ１０７で、ＳＥＴキーの操作が行なわれていないと判断するとステップＳ１
０５に戻る。
　つまり、編集モードに切り換えられると、ＳＥＴキーの操作が行なわれるまで編集対象
となる詳細項目を自由に選択変更することができる。
【０１３１】
　一方、ステップＳ１０７で、ＳＥＴキーの操作が行なわれたと判断すると、制御部５６
は現在選択されている詳細項目を編集対象項目として確定するとともに、は、ＰＣ入力に
より編集するか否かの判断を行う（ステップＳ１０８）。
　このとき、制御部５６は、ＰＣ入力か直接入力かを選択させるための画面を表示させ、
ＰＣ入力が選択決定された場合はＰＣ入力により編集すると判断する。
【０１３２】
　図９（ｂ）は、ＰＣ入力か直接入力を選択させるための画面の表示例を示すものであり
、網がかっている部分は現在選択されている入力方法を示すものである。このときユーザ
が十字キーの操作を行なうと、選択が切り替わり、つまり、直接入力が選択されている場
合はＰＣ入力が選択され、ＰＣ入力が選択されている場合は直接入力が選択される。そし
て、ＳＥＴキーの操作を行なうと、現在選択されている入力方法が決定される。
【０１３３】
　ステップＳ１０８で、ＰＣ入力であると判断すると、制御部５６は、送信部６２に、パ
ソコン側で編集する旨の信号を送信させる（ステップＳ１０９）。
　次いで、制御部５６は、データ受信部６１にパソコン１から文字画像データが送られて
きたか否かを判断する（ステップＳ１１０）。
【０１３４】
　ステップＳ１１０で、文字画像データが送られてこないと判断すると送られてくるまで
ステップＳ１１０に留まり、文字画像データが送られてきたと判断すると、制御部５６は
、データ受信部６１に、該送られてきた文字画像データを、ステップＳ１０１の選択され
ている撮影画像データの属性情報として、該撮影画像データに関連付けて記録媒体５３に
記録させる（ステップＳ１１１）。このとき、ステップＳ１０７で、編集対象項目として
確定された詳細項目の情報として記録させる。
　ここでは、「デジカメ　太郎」という文字を画像化した文字画像データが送られてきた
とする。
【０１３５】
　次いで、制御部５６は、図１０（ａ）に示すように、該記録した文字画像データを、該
編集対象項目として確定された詳細項目のところに表示させて（ステップＳ１１２）、ス
テップＳ１０５に戻り再び編集対象項目となる詳細項目を選択して、上記動作を繰り返す
。
【０１３６】
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　一方、ステップＳ１０８で、ＰＣ入力ではなく、直接入力であると判断すると、制御部
５６は、文字入力操作が行なわれたか否かを判断する（ステップＳ１１３）。
　このとき、制御部５６は、編集対象項目として確定された詳細項目をテキスト入力する
ことができる状態にして表示させ、ユーザが十字キー等を操作することにより文字を入力
することができる。
【０１３７】
　ステップＳ１１３で、文字入力操作が行なわれたと判断すると、制御部５６は、該操作
に従って、文字を表示させて（ステップＳ１１４）、ステップＳ１１５に進む。このとき
、入力された文字に従って制御部５６に内蔵されているバッファメモリに文字データが記
憶され、該記憶されている文字データに基づいて文字が表示される。
　図１０（ｂ）は、文字入力されているときの様子を示すものである。
　一方、ステップＳ１１３で、文字入力操作が行われていないと判断するとそのままステ
ップＳ１１５に進む。
【０１３８】
　ステップＳ１１５に進むと、制御部５６は、ＳＥＴキーの操作が行なわれたか否かを判
断する。
　ここで、ユーザは入力した文字でＯＫと思う場合にはＳＥＴキーの操作を行なうことに
より、編集を完了することができる。
【０１３９】
　ステップＳ１１５で、ＳＥＴキーの操作が行なわれていないと判断するとステップＳ１
１３に戻り、上記した動作を繰り返す。
　つまり、ＳＥＴキーの操作を行なうまで、ユーザは、文字を入力したり、入力した文字
を変更したりすることができ、それに伴いバッファメモリに記憶される文字データ及び表
示される文字も変わる。
【０１４０】
　ステップＳ１１５で、ＳＥＴキーの操作が行なわれたと判断すると、制御部５６は、現
在バッファメモリに記憶されている文字データ（表示されている文字のデータ）を、ステ
ップＳ１０１の選択された撮影画像データの属性情報として、該撮影画像データに関連付
けて記録媒体５３に記録させて（ステップＳ１１６）、ステップＳ１０５に戻り再び編集
対象項目となる詳細項目を選択して、上記動作を繰り返す。
　ステップＳ１１６の記録のとき、ステップＳ１０７で、編集対象項目として確定された
詳細項目の情報として該文字データを記録させる。
【０１４１】
　Ｆ－２．パソコン１の動作
　パソコン１の動作を図１３のフローチャートに従って説明する。
　制御部２２の受信部３３は、デジタルカメラ５１から、パソコン側で編集する旨の信号
がデジタルカメラ５１から送られてきたか否かを判断する（ステップＳ１５１）。
【０１４２】
　ステップＳ１５１で、パソコン側で編集する旨の信号が送られてきたと判断すると、つ
まり、図１２のステップＳ１０９で、送信部６２がパソコン側で編集する旨の信号を送信
してくると、受信部３３は、文字入力アプリケーションソフトに基づく画面を表示させる
旨の信号を表示制御部３２に出力し、表示制御部３２は、該信号を受信すると、文字編集
をするための文字入力アプリケーションソフトを起動して、文字を入力するための画面を
表示部５に表示させる（ステップＳ１５２）。
【０１４３】
　図１１（ａ）は、そのときに表示される画面の様子を示すものであり、テキスト表示に
なっている欄（文字入力欄）に入力された文字が表示される。また、「カメラへ送信」と
記されているボタンは、該入力された文字をデジタルカメラへ送信するためのボタンであ
る。
【０１４４】
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　次いで、制御部２は、文字入力操作が行なわれたか否かを判断する（ステップＳ１５３
）。
　この判断は、操作部４のキーボードの操作により、文字を入力するための操作信号が送
られてきたか否かにより判断する。
【０１４５】
　ステップＳ１５３で、文字入力操作が行われたと判断すると、制御部２は、該操作にし
たがって、文字入力欄に表示させて（ステップＳ１５４）、ステップＳ１５５に進む。こ
のとき、入力された文字に従って、制御部２は、データ情報記憶領域部２１に文字データ
が一時記憶させ、表示制御部３３は、データ情報記憶領域部２１に記憶されている文字デ
ータに基づいて文字を表示させる。
【０１４６】
　例えば、「デジカメ」という文字が入力されると、制御部２は、該「デジカメ」という
文字の文字データをデータ情報記憶領域部２１に記憶させ、表示制御部３３は、データ情
報記憶領域部２１に記憶されている文字データに基づいて「デジカメ」という文字を文字
入力欄に表示させる。
　一方、ステップＳ１５４で、文字入力操作が行われていないと判断するとそのままステ
ップＳ１５５に進む。
【０１４７】
　ステップＳ１５５に進むと、カメラに文字を送信するか否かの判断を行う。この判断は
、「カメラへ送信」のボタンが操作部４のマウスの操作によりクリックされたか否かによ
り判断する。
　ステップＳ１５５で、カメラに文字を送信しないと判断するとステップＳ１５３に戻る
。つまり、「カメラへ送信」のボタンをクリックするまでは、ユーザは文字を入力したり
、入力した文字を変更したりすることができ、それに伴いデータ情報記憶領域部２１に記
憶される文字データ及び表示部５に表示される文字も変わる。
【０１４８】
　一方、ステップＳ１５５で、カメラに文字を送信すると判断すると、文字画像生成部３
１は、データ情報記憶領域部２１に記憶されている文字データ（文字入力欄に表示されて
いる文字のデータ）に基づいて、該文字を画像化した文字画像データを生成する（ステッ
プＳ１５６）。このとき、予め定められているフォント、サイズとなるように文字画像デ
ータを生成する。
　図１１（ｂ）は、カメラに文字を送信すると判断した時の、表示されている画面の様子
を示すものであり、文字入力欄に「デジカメ　太郎」と表示されているので、該表示され
ている「デジカメ　太郎」という文字データを画像化した画像データが生成されることに
なる。
【０１４９】
　次いで、データ転送部２７は、該文字画像生成部３１で生成された文字画像データをデ
ジタルカメラ５１のデータ受信部６１に転送させる。
　そして、上述したようにデータ受信部６１は、該送られてきた文字画像データを撮影画
像データの属性情報として関連付けて記録させる。
【０１５０】
Ｇ．以上のように、第２の実施の形態においては、パソコン１で入力された文字の文字デ
ータから該文字をイメージ化した文字画像データを生成し、デジタルカメラ５１は、該生
成された文字画像データを撮影画像データの属性情報として関連付けて記録するので、撮
影画像データの属性情報として文字を入力する場合に、デジタルカメラ５１で表示、入力
できない文字であっても属性情報として表示することができる。
【０１５１】
　［変形例１］
Ｈ．なお、上記第２の実施の形態は、以下のような変形例も可能である。
【０１５２】
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　（１）図１２のステップＳ１０８で、ＰＣ入力と判断すると、パソコン側で編集する旨
の信号をパソコン１で出力し（ステップＳ１０９）、パソコン１は図１３のステップＳ１
０１で該信号を受信すると、ステップＳ１０２で文字を編集するためのアプリケーション
ソフトを起動して文字を編集するための画面を表示させるようにしたが、ユーザの指示に
よりアプリケーションソフトを起動させて、文字を編集するための画面を表示させるよう
にしてもよい。
　この場合は、「カメラへ送信」のボタンがクリックされると、ユーザによって入力され
た文字をイメージ化した文字画像データを生成して、デジタルカメラ５１に転送し、該デ
ジタルカメラ５１は、送られてきた文字画像データを記録媒体５３に記録する。
　そして、デジタルカメラ５１側では、ステップＳ１０８でＰＣ入力と判断すると、記録
媒体に記録されている文字画像データを一覧表示させて、ユーザに任意の文字画像データ
を選択させ、該選択された文字画像データを、表示されている属性情報の元となる撮影画
像データの属性情報として関連付けて記録し、該記録した文字画像データを属性情報とし
て表示させる。このとき、編集対象項目として確定された詳細項目の情報として該文字デ
ータを記録させ、該詳細項目の欄に記録した文字画像データを表示させる。
【０１５３】
　（２）また、デジタルカメラ１は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、カメ
ラ付き携帯電話、カメラ付きＰＤＡ、カメラ付きパソコン、デジタルビデオカメラ等でも
よく、被写体を撮像する機能を備えた機器であれば何でもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】第１の実施の形態における情報処理システムの概略構成を示す図である。
【図２】アイコン記録部２５に記憶されているアイコン画像データの画像の様子を示す図
である。
【図３】生成された名称画像データ、インデックス画像データ、及びマルチ表示されたイ
ンデックス画像データの様子を示す図である。
【図４】生成されたＰＣフォルダの様子を示す図である。
【図５】第１の実施の形態のパソコン１の動作を示すフローチャートである。
【図６】第１の実施の形態のデジタルカメラ５１の動作を示すフローチャートである。
【図７】記録媒体５３のＰＣデータ記録領域に記録されているＰＣフォルダの様子を示す
図である。
【図８】第２の実施の形態の情報処理システムの概略構成を示す図である。
【図９】画像表示部５８に表示された属性情報を示す図である。
【図１０】ＰＣ入力及び直接入力による編集後に表示される属性情報を示す図である。
【図１１】文字入力アプリケーションソフトに基づいて表示された画面の様子を示す図で
ある。
【図１２】第２の実施の形態のデジタルカメラ５１の動作を示すフローチャートである。
【図１３】第２の実施の形態のパソコン１の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５５】
　１　　　パソコン
　２　　　制御部２
　３　　　記録媒体
　４　　　操作部
　２１　　データ情報記憶領域部
　２２　　書類画像生成部
　２３　　インデックス画像生成部
　２４　　管理ファイル生成部
　２５　　アイコン記録部
　２６　　フォルダ生成部
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　２７　　データ転送部
　３１　　文字画像生成部
　３２　　表示制御部
　３３　　受信部
　５１　　デジタルカメラ
　５２　　データ受信部
　５３　　記録媒体
　５４　　撮像部
　５５　　画像処理部
　５６　　制御部
　５７　　操作部
　５８　　画像表示部
　６１　　データ受信部
　６２　　送信部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年6月15日(2007.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報処理装置に記憶されているデータファイルを画像表示装置に転送する情報処理システ
ムであって、
　前記情報処理装置は、
　前記データファイルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得するファイ
ル名取得手段と、
　前記ファイル名取得手段により取得した各文字コードをフォントデータに従ってイメー
ジ化するとともに、前記ファイル名における文字の並びに対応させて各文字のイメージを
配置および合成してファイル名画像データを生成するファイル名画像生成手段と、
　前記ファイル名画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含むデータファ
イルを前記画像表示装置へ転送する転送手段と、
を備え、
　前記画像表示装置は、
前記情報処理装置から転送されてきたデータファイルを受信して記憶する受信手段と、
　前記受信手段により受信して記憶されているデータファイルのうち、前記ファイル名画
像データを含むデータファイルを特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定されたファイル名画像データを含むデータファイルからファイ
ル名画像データを取り出すとともに、この取り出されたファイル名画像データを、データ
ファイルのファイル名を表示させるための表示画面上に配置して表示させる第１の表示制
御手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
前記画像表示装置は、
　前記第１の表示制御手段により表示された複数のファイル名画像データの１つを選択さ
せる選択手段と、
　前記選択手段により選択されたファイル名画像データで示されるファイル名を持つデー
タファイルに対して所定の処理を行う処理手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項１記載の情報処理システム。
【請求項３】
前記情報処理装置に記憶されているデータファイルは、アプリケーションソフトによって
生成された書類データを格納したデータファイルであり、
　前記情報処理装置は、
　前記データファイルに格納されている書類データから書類画像データを生成する書類画
像生成手段を更に備え、
　前記転送手段は、
　前記ファイル名画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含む属性ファイ
ルと、前記書類画像生成手段により生成された書類画像データを含む書類ファイルと、を
関連付けて前記画像表示装置へ転送し、
　前記特定手段は、
　前記属性ファイルを前記ファイル名画像データを含むデータファイルであると特定し、
　前記第１の表示制御手段は、
　前記記録制御手段により前記記録手段に記録された各グループのファイル名画像データ
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を読み出すとともに、この読み出されたファイル名画像データを表示画面上にマルチ表示
させ、
　前記画像表示装置は、
　前記情報処理装置の転送手段から転送されてきた、前記書類ファイルおよび前記属性フ
ァイルを受信し、同一のグループとして記録手段に記録する記録制御手段と、
　前記第１の表示制御手段によりマルチ表示された複数のファイル名画像データのいずれ
かを指定する指定手段と、
　前記指定手段により指定されたファイル名画像データが属するグループに記録されてい
る書類画像データを表示画面上に表示させる第２の表示制御手段と、
を更に備えたことを特徴とする請求項１記載の情報処理システム。
【請求項４】
情報処理装置により生成された文字データを撮像装置に表示させる情報処理システムであ
って、
　前記情報処理装置は、
　ユーザが文字を入力するための入力手段と、
　前記入力手段により入力された文字の文字データから該文字をイメージ化した文字画像
データを生成する文字画像生成手段と、
　前記文字画像生成手段により生成された文字画像データを転送する転送手段と、
を備え、
　前記撮像装置は、
　被写体を撮影する撮影制御手段と、
　前記撮影制御手段により撮影された撮影画像データを記録手段に記録する第１の記録制
御手段と、
　前記転送手段により転送された文字画像データを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された文字画像データを、前記記録手段に記録されている撮影
画像データの属性情報として、該撮影画像データに関連付けて記録する記録制御手段と、
　前記記録手段に記録されている撮影画像データの属性情報として該撮影画像データに関
連付けられて記録されている文字画像データを表示手段に表示する表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項５】
前記撮像装置は、
　前記情報処理装置で文字入力を行なうか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により前記情報処理装置で文字入力を行なうと判断した場合は、前記情報
処理装置で文字入力を行なう旨の信号を送信する送信手段と、
を備え、
　前記情報処理装置は、
　前記送信手段により送信された文字入力を行なう旨の信号が送られてきたか否かを判断
する受信判断手段を備え、
　前記文字画像生成手段は、
前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が送られてきたと判断した場合は、前
記入力手段により入力された文字の文字データから該文字をイメージ化した文字画像デー
タを生成し、
　前記転送手段は、
　前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が送られてきたと判断した場合は、
前記文字画像生成手段により生成された文字画像データを転送することを特徴とする請求
項４記載の情報処理システム。
【請求項６】
画像データと、該画像データに関する属性情報であって文字列で示される属性情報と、を
対応付けて記憶手段に記憶する画像記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている画像データに対応付けられている前記属性情報を、利用
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者が文字列として認識可能な形態で画面上に表示する属性表示手段と、
　前記文字列で示される属性情報を、該文字列がイメージ展開された状態の属性イメージ
として情報処理装置より取得する属性イメージ取得手段と、
を備え、
　前記画像記憶手段は、
　前記属性イメージ取得手段により取得した属性イメージを前記属性情報として前記画像
データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示手段は、
　画像データに対応付けられている前記属性イメージを前記記憶手段より取得して、この
属性イメージに基づいて前記画像データに関する属性情報を利用者が文字列として認識可
能な形態で画面上に表示することを特徴とする画像表示装置。
【請求項７】
前記文字列で示される属性情報を、該文字列を示す複数の文字コードからなる属性コード
として取得する属性コード取得手段を備え、
　前記画像記憶手段は、
　前記属性イメージ取得手段により取得した属性イメージまたは前記属性コード取得手段
により取得した属性コードを前記属性情報として前記画像データと対応付けて記憶し、
　前記属性表示手段は、
　前記属性コードに基づいて前記属性情報を画面上に表示する際は、該属性コードに含ま
れる各文字コードを内蔵する文字フォントによってイメージに展開してから画面上の所定
位置に配置して表示し、前記属性イメージに基づいて前記属性情報を画面上に表示する際
は、前記外部装置との間で予め規定されている該属性イメージ内の文字の大きさまたは配
置の情報に基づいて、該属性イメージを画面上の所定位置に配置して表示することを特徴
とする請求項６記載の画像表示装置。
【請求項８】
前記属性情報は、前記画像データを格納するファイルのファイル名を示す文字列であるこ
とを特徴とする請求項６記載の画像表示装置。
【請求項９】
被写体を撮影して画像データを得る撮影手段を更に備え、前記画像データは、前記撮影手
段により撮影された画像データであり、前記属性情報は、該画像データのユーザ、画質設
定、撮影条件、のいずれかを示す文字列であることを特徴とする請求項６記載の画像表示
装置。
【請求項１０】
情報処理装置により生成された書類データの書類内容がイメージ化された書類画像データ
を、該情報処理装置より取得する書類画像取得手段を更に備え、前記属性情報は、前記書
類データを格納するファイルのファイル名を示す文字列であることを特徴とする請求項６
記載の画像表示装置。
【請求項１１】
前記書類画像取得手段は、前記書類画像データを格納した書類画像ファイルを取得し、
　前記属性イメージ取得手段は、前記属性イメージを格納した属性ファイルを取得し、
　前記画像記憶手段は、
　前記書類画像ファイルと、この書類画像ファイルに対応する前記属性ファイルとを同一
のグループとして記憶手段に記録することを特徴とする請求項１０記載の画像表示装置。
【請求項１２】
前記画像記憶手段は、複数のグループに対応して前記書類画像ファイルと前記属性ファイ
ルとのセットを記憶し、
　前記記録手段に記録されている各グループの属性イメージを読み出す読出し手段と、
　前記読出し手段により読み出された複数の属性イメージを表示手段にマルチ表示させる
第１の表示制御手段と、
　前記第１の表示制御手段によりマルチ表示された複数の属性イメージのいずれかを指定
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する指定手段と、
　前記指定手段により指定された属性イメージが属するグループに記録されている書類画
像データを前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする請求項１１記載の画像表示装置。
【請求項１３】
前記書類画像取得手段は、複数頁から構成される前記書類データの書類内容を、各頁毎に
イメージ化して得られた複数の書類画像ファイルを、該情報処理装置より取得し、
　前記画像記憶手段は、
　前記複数の書類画像ファイルと、この複数の書類画像ファイルに対応する前記属性ファ
イルとを同一のグループとして記憶手段に記録し、
　前記第２の表示制御手段は、
　前記指定手段により指定された属性イメージが属するグループに記録されている複数の
書類画像データを前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項１２記載の画像表示
装置。
【請求項１４】
前記読出し手段は、
属性ファイルが記録されていないグループがある場合には、該グループの属性イメージの
読出しに替えて、所定の画像データを読み出すことを特徴とする請求項１０記載の画像表
示装置。
【請求項１５】
前記属性イメージは、
ファイル名を示す文字をイメージ化した画像と、該ファイルに格納されたデータの種類を
示すアイコン画像とを合成した画像データあることを特徴とする請求項１０乃至１４の何
れかに記載の画像表示装置。
【請求項１６】
前記第２の表示制御手段は、
前記指定手段により指定された属性イメージが属するグループに記録されている書類画像
データが２以上ある場合には、１ページ目の書類内容に対応する書類画像データを自動的
に表示させることを特徴とする請求項１０乃至１５の何れかに記載の画像表示装置。
【請求項１７】
表示させるページを指示するページ指示手段を備え、
前記第２の表示制御手段は、
　前記指定手段により指定された属性イメージが属するグループに記録されている書類画
像データが複数ある場合には、前記ページ指示手段により指示されたページの書類内容に
対応する書類画像データを表示させることを特徴とする請求項請求項１６記載の画像表示
装置。
【請求項１８】
アプリケーションソフトによって生成された書類データを格納した書類ファイルを記憶す
る書類記憶手段と、
　前記書類データの書類内容をイメージ化して書類画像データを生成する書類画像生成手
段と、
　前記書類ファイルのファイル名を示す文字列を、フォントデータに従ってイメージ化し
て属性イメージを生成する属性イメージ生成手段と、
　前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと前記属性イメージ生成手段に
より生成された属性イメージとを関連付けて画像表示装置へ転送する転送手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１９】
前記書類画像生成手段は、
　前記書類データに関連付けられて記録されているページ情報に基づいて、書類データを
ページ毎に分割し、該分割された書類データ毎に書類画像データを生成するとともに、該
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生成された複数の書類画像データを関連付けることを特徴とする請求項１８記載の情報処
理装置。
【請求項２０】
前記属性イメージ生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得し
、該取得したアイコン画像と、前記書類ファイルのファイル名を画像化した画像とを合成
することにより属性イメージを生成することを特徴とする請求項１８又は１９記載の情報
処理装置。
【請求項２１】
前記属性イメージ生成手段は、
　前記書類画像データのファイル名に基づいて、該書類画像データが生成されたアプリケ
ーションソフトの種類を取得することにより、該アプリケーションソフトに対応するアイ
コン画像を取得することを特徴とする請求項２０記載の情報処理装置。
【請求項２２】
アプリケーションソフト毎に、該アプリケーションに対応するアイコン画像が記録されて
いる記録手段を備え、
　前記属性イメージ生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を前記記
録手段から取得することを特徴とする請求項２０又は２１記載の情報処理装置。
【請求項２３】
前記属性イメージ生成手段は、
　前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得す
ることができない場合は、所定のアイコン画像を取得することを特徴とする請求項２０乃
至２２の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項２４】
前記属性イメージ生成手段は、
　前記書類ファイルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得し、この取得
した各文字コードをフォントデータに従ってイメージ化するとともに、前記ファイル名に
おける文字の並びに対応させて各文字のイメージを配置および合成して前記属性イメージ
を生成することを特徴とする請求項１８記載の情報処理装置。
【請求項２５】
前記転送手段は、
　前記属性イメージ生成手段により生成された属性イメージを格納した属性ファイルと、
前記書類画像生成手段により生成された書類画像データを格納した書類ファイルとを、互
いに識別可能な状態で前記画像表示装置へ転送することを特徴とする請求項１８記載の情
報処理装置。
【請求項２６】
アプリケーションソフトによって生成された書類データを、所定のファイル名を有する書
類ファイルとして記憶する書類記憶処理と、
　前記書類記憶処理によって記憶された書類データを画像処理装置に転送することが指示
された場合に、前記書類データの書類内容をイメージ化して書類画像データを生成する書
類画像生成処理と、
　前記書類記憶処理によって記憶された書類データを画像処理装置に転送することが指示
された場合に、前記書類ファイルのファイル名を示す文字列を、フォントデータに従って
イメージ化して属性イメージを生成する属性イメージ生成処理と、
　前記書類画像生成処理により生成された書類画像データと前記属性イメージ生成処理に
より生成された属性イメージとを関連付けて画像表示装置へ転送する転送処理と、
を含み、上記各処理をコンピュータで実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２７】
情報処理装置により生成された書類データの書類内容がイメージ化された書類画像データ
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を、該情報処理装置より取得する書類画像取得処理と、
　前記書類データを格納するファイルのファイル名を示す文字列がイメージ展開された状
態の属性イメージを、前記情報処理装置より取得する属性イメージ取得処理と、
　前記書類画像取得処理により取得した書類画像データと、前記属性イメージ取得処理に
より取得した属性イメージと、を同一のグループとして記憶する記憶処理と、
　前記記録処理により記憶された複数のグループの属性イメージを読み出す読出し処理と
、
　前記読出し処理により読み出された複数の属性イメージを表示画面にマルチ表示させる
第１の表示処理と、
　前記第１の表示処理によりマルチ表示された複数の属性イメージのいずれかを指定する
指定処理と、
　前記指定処理により指定された属性イメージが属するグループに記録されている書類画
像データを表示画面に表示させる第２の表示処理と、
を含み、上記各処理を画像表示装置で実行させることを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　前記課題を解決するため請求項１記載の発明にあっては、情報処理装置に記憶されてい
るデータファイルを画像表示装置に転送する情報処理システムであって、前記情報処理装
置は、前記データファイルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得するフ
ァイル名取得手段と、前記ファイル名取得手段により取得した各文字コードをフォントデ
ータに従ってイメージ化するとともに、前記ファイル名における文字の並びに対応させて
各文字のイメージを配置および合成してファイル名画像データを生成するファイル名画像
生成手段と、前記ファイル名画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含む
データファイルを前記画像表示装置へ転送する転送手段と、を備え、前記画像表示装置は
、前記情報処理装置から転送されてきたデータファイルを受信して記憶する受信手段と、
前記受信手段により受信して記憶されているデータファイルのうち、前記ファイル名画像
データを含むデータファイルを特定する特定手段と、前記特定手段により特定されたファ
イル名画像データを含むデータファイルからファイル名画像データを取り出すとともに、
この取り出されたファイル名画像データを、データファイルのファイル名を表示させるた
めの表示画面上に配置して表示させる第１の表示制御手段とを備えたことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、請求項２記載の発明にあっては、前記画像表示装置は、前記第１の表示制御手段
により表示された複数のファイル名画像データの１つを選択させる選択手段と、前記選択
手段により選択されたファイル名画像データで示されるファイル名を持つデータファイル
に対して所定の処理を行う処理手段と、を更に備えることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
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　また、請求項３記載の発明にあっては、前記情報処理装置に記憶されているデータファ
イルは、アプリケーションソフトによって生成された書類データを格納したデータファイ
ルであり、前記情報処理装置は、前記データファイルに格納されている書類データから書
類画像データを生成する書類画像生成手段を更に備え、前記転送手段は、前記ファイル名
画像生成手段により生成されたファイル名画像データを含む属性ファイルと、前記書類画
像生成手段により生成された書類画像データを含む書類ファイルと、を関連付けて前記画
像表示装置へ転送し、前記特定手段は、前記属性ファイルを前記ファイル名画像データを
含むデータファイルであると特定し、前記第１の表示制御手段は、前記記録制御手段によ
り前記記録手段に記録された各グループのファイル名画像データを読み出すとともに、こ
の読み出されたファイル名画像データを表示画面上にマルチ表示させ、前記画像表示装置
は、前記情報処理装置の転送手段から転送されてきた、前記書類ファイルおよび前記属性
ファイルを受信し、同一のグループとして記録手段に記録する記録制御手段と、前記第１
の表示制御手段によりマルチ表示された複数のファイル名画像データのいずれかを指定す
る指定手段と、前記指定手段により指定されたファイル名画像データが属するグループに
記録されている書類画像データを表示画面上に表示させる第２の表示制御手段と、を更に
備えたことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、請求項４記載の発明にあっては、情報処理装置により生成された文字データを撮
像装置に表示させる情報処理システムであって、前記情報処理装置は、ユーザが文字を入
力するための入力手段と、前記入力手段により入力された文字の文字データから該文字を
イメージ化した文字画像データを生成する文字画像生成手段と、前記文字画像生成手段に
より生成された文字画像データを転送する転送手段と、を備え、前記撮像装置は、被写体
を撮影する撮影制御手段と、前記撮影制御手段により撮影された撮影画像データを記録手
段に記録する第１の記録制御手段と、前記転送手段により転送された文字画像データを受
信する受信手段と、前記受信手段により受信された文字画像データを、前記記録手段に記
録されている撮影画像データの属性情報として、該撮影画像データに関連付けて記録する
記録制御手段と、前記記録手段に記録されている撮影画像データの属性情報として該撮影
画像データに関連付けられて記録されている文字画像データを表示手段に表示する表示制
御手段と、を備えたことを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、請求項５記載の発明にあっては、前記撮像装置は、前記情報処理装置で文字入力
を行なうか否かを判断する判断手段と、前記判断手段により前記情報処理装置で文字入力
を行なうと判断した場合は、前記情報処理装置で文字入力を行なう旨の信号を送信する送
信手段と、を備え、前記情報処理装置は、前記送信手段により送信された文字入力を行な
う旨の信号が送られてきたか否かを判断する受信判断手段を備え、前記文字画像生成手段
は、前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が送られてきたと判断した場合は
、前記入力手段により入力された文字の文字データから該文字をイメージ化した文字画像
データを生成し、前記転送手段は、前記受信判断手段により文字入力を行なう旨の信号が
送られてきたと判断した場合は、前記文字画像生成手段により生成された文字画像データ
を転送することを特徴とする。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、請求項６記載の発明にあっては、画像データと、該画像データに関する属性情報
であって文字列で示される属性情報と、を対応付けて記憶手段に記憶する画像記憶手段と
、前記記憶手段に記憶されている画像データに対応付けられている前記属性情報を、利用
者が文字列として認識可能な形態で画面上に表示する属性表示手段と、前記文字列で示さ
れる属性情報を、該文字列がイメージ展開された状態の属性イメージとして情報処理装置
より取得する属性イメージ取得手段と、を備え、前記画像記憶手段は、前記属性イメージ
取得手段により取得した属性イメージを前記属性情報として前記画像データと対応付けて
記憶し、前記属性表示手段は、画像データに対応付けられている前記属性イメージを前記
記憶手段より取得して、この属性イメージに基づいて前記画像データに関する属性情報を
利用者が文字列として認識可能な形態で画面上に表示することを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、請求項７記載の発明にあっては、前記文字列で示される属性情報を、該文字列を
示す複数の文字コードからなる属性コードとして取得する属性コード取得手段を備え、前
記画像記憶手段は、前記属性イメージ取得手段により取得した属性イメージまたは前記属
性コード取得手段により取得した属性コードを前記属性情報として前記画像データと対応
付けて記憶し、前記属性表示手段は、前記属性コードに基づいて前記属性情報を画面上に
表示する際は、該属性コードに含まれる各文字コードを内蔵する文字フォントによってイ
メージに展開してから画面上の所定位置に配置して表示し、前記属性イメージに基づいて
前記属性情報を画面上に表示する際は、前記外部装置との間で予め規定されている該属性
イメージ内の文字の大きさまたは配置の情報に基づいて、該属性イメージを画面上の所定
位置に配置して表示することを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、請求項８記載の発明にあっては、前記属性情報は、前記画像データを格納するフ
ァイルのファイル名を示す文字列であることを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、請求項９記載の発明にあっては、被写体を撮影して画像データを得る撮影手段を
更に備え、前記画像データは、前記撮影手段により撮影された画像データであり、前記属
性情報は、該画像データのユーザ、画質設定、撮影条件、のいずれかを示す文字列である
ことを特徴とする。
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【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、請求項１０記載の発明にあっては、情報処理装置により生成された書類データの
書類内容がイメージ化された書類画像データを、該情報処理装置より取得する書類画像取
得手段を更に備え、前記属性情報は、前記書類データを格納するファイルのファイル名を
示す文字列であることを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、請求項１１記載の発明にあっては、前記書類画像取得手段は、前記書類画像デー
タを格納した書類画像ファイルを取得し、前記属性イメージ取得手段は、前記属性イメー
ジを格納した属性ファイルを取得し、前記画像記憶手段は、前記書類画像ファイルと、こ
の書類画像ファイルに対応する前記属性ファイルとを同一のグループとして記憶手段に記
録することを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、請求項１２記載の発明にあっては、前記画像記憶手段は、複数のグループに対応
して前記書類画像ファイルと前記属性ファイルとのセットを記憶し、前記記録手段に記録
されている各グループの属性イメージを読み出す読出し手段と、前記読出し手段により読
み出された複数の属性イメージを表示手段にマルチ表示させる第１の表示制御手段と、前
記第１の表示制御手段によりマルチ表示された複数の属性イメージのいずれかを指定する
指定手段と、前記指定手段により指定された属性イメージが属するグループに記録されて
いる書類画像データを前記表示手段に表示させる第２の表示制御手段と、を備えたことを
特徴とする。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、請求項１３記載の発明にあっては、前記書類画像取得手段は、複数頁から構成さ
れる前記書類データの書類内容を、各頁毎にイメージ化して得られた複数の書類画像ファ
イルを、該情報処理装置より取得し、前記画像記憶手段は、前記複数の書類画像ファイル
と、この複数の書類画像ファイルに対応する前記属性ファイルとを同一のグループとして
記憶手段に記録し、前記第２の表示制御手段は、前記指定手段により指定された属性イメ
ージが属するグループに記録されている複数の書類画像データを前記表示手段に表示させ
ることを特徴とする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、請求項１４記載の発明にあっては、前記読出し手段は、属性ファイルが記録され
ていないグループがある場合には、該グループの属性イメージの読出しに替えて、所定の
画像データを読み出すことを特徴とする。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、請求項１５記載の発明にあっては、前記属性イメージは、ファイル名を示す文字
をイメージ化した画像と、該ファイルに格納されたデータの種類を示すアイコン画像とを
合成した画像データあることを特徴とする。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、請求項１６記載の発明にあっては、前記第２の表示制御手段は、前記指定手段に
より指定された属性イメージが属するグループに記録されている書類画像データが２以上
ある場合には、１ページ目の書類内容に対応する書類画像データを自動的に表示させるこ
とを特徴とする。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、請求項１７記載の発明にあっては、表示させるページを指示するページ指示手段
を備え、前記第２の表示制御手段は、前記指定手段により指定された属性イメージが属す
るグループに記録されている書類画像データが複数ある場合には、前記ページ指示手段に
より指示されたページの書類内容に対応する書類画像データを表示させることを特徴とす
る。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、請求項１８記載の発明にあっては、アプリケーションソフトによって生成された
書類データを格納した書類ファイルを記憶する書類記憶手段と、前記書類データの書類内
容をイメージ化して書類画像データを生成する書類画像生成手段と、前記書類ファイルの
ファイル名を示す文字列を、フォントデータに従ってイメージ化して属性イメージを生成
する属性イメージ生成手段と、前記書類画像生成手段により生成された書類画像データと
前記属性イメージ生成手段により生成された属性イメージとを関連付けて画像表示装置へ
転送する転送手段と、を備えたことを特徴とする。
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【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
また、請求項１９記載の発明にあっては、前記書類画像生成手段は、前記書類データに関
連付けられて記録されているページ情報に基づいて、書類データをページ毎に分割し、該
分割された書類データ毎に書類画像データを生成するとともに、該生成された複数の書類
画像データを関連付けることを特徴とする。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、請求項２０記載の発明にあっては、前記属性イメージ生成手段は、前記書類デー
タが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得し、該取得したア
イコン画像と、前記書類ファイルのファイル名を画像化した画像とを合成することにより
属性イメージを生成することを特徴とする。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、請求項２１記載の発明にあっては、前記属性イメージ生成手段は、前記書類画像
データのファイル名に基づいて、該書類画像データが生成されたアプリケーションソフト
の種類を取得することにより、該アプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得
することを特徴とする。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、請求項２２記載の発明にあっては、アプリケーションソフト毎に、該アプリケー
ションに対応するアイコン画像が記録されている記録手段を備え、
前記属性イメージ生成手段は、前記書類データが生成されたアプリケーションソフトに対
応するアイコン画像を前記記録手段から取得することを特徴とする。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　また、請求項２３記載の発明にあっては、前記属性イメージ生成手段は、前記書類デー
タが生成されたアプリケーションソフトに対応するアイコン画像を取得することができな
い場合は、所定のアイコン画像を取得することを特徴とする。
【手続補正２５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、請求項２４記載の発明にあっては、前記属性イメージ生成手段は、前記書類ファ
イルのファイル名を構成する複数の文字の文字コードを取得し、この取得した各文字コー
ドをフォントデータに従ってイメージ化するとともに、前記ファイル名における文字の並
びに対応させて各文字のイメージを配置および合成して前記属性イメージを生成すること
を特徴とする。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　また、請求項２５記載の発明にあっては、前記転送手段は、前記属性イメージ生成手段
により生成された属性イメージを格納した属性ファイルと、前記書類画像生成手段により
生成された書類画像データを格納した書類ファイルとを、互いに識別可能な状態で前記画
像表示装置へ転送することを特徴とする。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　また、請求項２６記載の発明にあっては、アプリケーションソフトによって生成された
書類データを、所定のファイル名を有する書類ファイルとして記憶する書類記憶処理と、
前記書類記憶処理によって記憶された書類データを画像処理装置に転送することが指示さ
れた場合に、前記書類データの書類内容をイメージ化して書類画像データを生成する書類
画像生成処理と、前記書類記憶処理によって記憶された書類データを画像処理装置に転送
することが指示された場合に、前記書類ファイルのファイル名を示す文字列を、フォント
データに従ってイメージ化して属性イメージを生成する属性イメージ生成処理と、前記書
類画像生成処理により生成された書類画像データと前記属性イメージ生成処理により生成
された属性イメージとを関連付けて画像表示装置へ転送する転送処理と、を含み、上記各
処理をコンピュータで実行させることを特徴とする。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　また、請求項２７記載の発明にあっては、情報処理装置により生成された書類データの
書類内容がイメージ化された書類画像データを、該情報処理装置より取得する書類画像取
得処理と、前記書類データを格納するファイルのファイル名を示す文字列がイメージ展開
された状態の属性イメージを、前記情報処理装置より取得する属性イメージ取得処理と、
前記書類画像取得処理により取得した書類画像データと、前記属性イメージ取得処理によ
り取得した属性イメージと、を同一のグループとして記憶する記憶処理と、前記記録処理
により記憶された複数のグループの属性イメージを読み出す読出し処理と、前記読出し処
理により読み出された複数の属性イメージを表示画面にマルチ表示させる第１の表示処理
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と、前記第１の表示処理によりマルチ表示された複数の属性イメージのいずれかを指定す
る指定処理と、前記指定処理により指定された属性イメージが属するグループに記録され
ている書類画像データを表示画面に表示させる第２の表示処理と、を含み、上記各処理を
画像表示装置で実行させることを特徴とする。
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