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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面と、
　前記表示面に対する入力位置が第１の方向へ移動する第１の操作と、前記表示面に対す
る入力位置が前記第１の方向と異なる第２の方向へ移動する第２の操作を検出するための
操作検出部と、
　第１の画像のデータと、前記第１の画像から作成された第２の画像のデータと、前記第
１の画像と前記第２の画像とを関連付けるための関連データと、当該関連データに基づい
た関連を前記第１の画像および前記第２の画像との間に持たない第３の画像のデータとを
記憶する記憶部と、
　前記第１の画像に対応する第１のサムネイルと、前記第２の画像に対応する第２のサム
ネイルと、前記第３の画像に対応する第３のサムネイルとを含む画面を、前記第１の画像
と前記第２の画像とが関連していることを示す態様により、前記表示面に表示する表示制
御部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記第１の操作に応じて、前記表示面に表示される画像を、前記第
１の画像と前記第２の画像との間で遷移させ、前記第２の操作に応じて、前記表示面に表
示される画像を、前記第１の画像または前記第２の画像と前記第３の画像との間で遷移さ
せる、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の携帯端末装置において、
　前記表示制御部は、互いの一部が重なった前記第１のサムネイルおよび前記第２のサム
ネイルと、前記第１のサムネイルおよび前記第２のサムネイルの何れにも重ならない前記
第３のサムネイルとを含む前記画面を前記表示面に表示する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の携帯端末装置において、
　前記表示制御部は、前記第２のサムネイルの一部が下に重なった前記第１のサムネイル
と、前記第１のサムネイル、前記第２のサムネイルおよび前記第３のサムネイルの何れに
も重ならない、前記第２の画像に対応する第４のサムネイルと、前記第１のサムネイル、
前記第２のサムネイルおよび前記第４のサムネイルの何れにも重ならない前記第３のサム
ネイルとを含む前記画面を前記表示面に表示する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　画像を表示するための表示面を備え、第１の画像のデータと、前記第１の画像から作成
された第２の画像のデータと、前記第１の画像と前記第２の画像とを関連付けるための関
連データと、当該関連データに基づいた関連を前記第１の画像および前記第２の画像との
間に持たない第３の画像のデータとが記憶部に記憶された携帯端末装置のコンピュータに
、
　前記第１の画像に対応する第１のサムネイルと、前記第２の画像に対応する第２のサム
ネイルと、前記第３の画像に対応する第３のサムネイルとを含む画面を、前記第１の画像
と前記第２の画像とが関連していることを示す態様により、前記表示面に表示する機能と
、
　前記表示面に対する入力位置が第１の方向へ移動する第１の操作に応じて、前記表示面
に表示される画像を、前記第１の画像と前記第２の画像との間で遷移させる機能と、
　前記表示面に対する入力位置が前記第１の方向と異なる第２の方向へ移動する第２の操
作に応じて、前記表示面に表示される画像を、前記第１の画像または前記第２の画像と前
記第３の画像との間で遷移させる機能と、を実行させる、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項５】
　表示面と、
　第１の画像のデータと、前記第１の画像から作成された第２の画像のデータと、前記第
１の画像と前記第２の画像とを関連付けるための関連データと、当該関連データに基づい
た関連を前記第１の画像および前記第２の画像との間に持たない第３の画像のデータとを
記憶する記憶部と、を備える携帯端末装置の表示制御方法であって、
　前記第１の画像に対応する第１のサムネイルと、前記第２の画像に対応する第２のサム
ネイルと、前記第３の画像に対応する第３のサムネイルとを含む画面を、前記第１の画像
と前記第２の画像とが関連していることを示す態様により、前記表示面に表示するステッ
プと、
　前記表示面に対する入力位置が第１の方向へ移動する第１の操作に応じて、前記表示面
に表示される画像を、前記第１の画像と前記第２の画像との間で遷移させるステップと、
　前記表示面に対する入力位置が前記第１の方向と異なる第２の方向へ移動する第２の操
作に応じて、前記表示面に表示される画像を、前記第１の画像または前記第２の画像と前
記第３の画像との間で遷移させるステップとを含む、
ことを特徴とする表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、タブレットＰＣ（Ta
blet PC）、電子書籍端末等の携帯端末装置および当該携帯端末装置に用いて好適なプロ
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グラムと表示制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示面に表示される画像を編集できる携帯端末装置が知られている。たとえば、
画像に対して所定の加工処理を施すことにより、新たな画像が作成される（特許文献１参
照）。
【０００３】
　通常、このように作成された画像（編集後の画像）は、携帯端末装置に備えられたメモ
リ等の記憶部に保存される。ユーザは、編集前の画像や編集後の画像等を、携帯端末装置
に配された表示面に表示させて閲覧することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１４２９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、所望の画像を閲覧する際、まず画像のサムネイルが表示面に表示される。ユ
ーザは、サムネイルの一覧から所望の画像を選択することにより、選択した画像を閲覧で
きる。
【０００６】
　しかしながら、編集前の画像、編集後の画像を含む複数の画像が表示面に表示されてい
る場合、ユーザは、編集前の画像に基づいて作成した編集後の画像がどれであるかを、表
示されている複数のサムネイルを見ながら特定せねばならない。また、ユーザは、編集後
の画像がどの画像から編集されたものであるかを、表示されている複数のサムネイルを見
ながら特定せねばならない。このため、ユーザにとって、編集前の画像と編集後の画像と
を特定することに手間がかかる。
【０００７】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、ユーザが複数の画像の関連付けを
容易に認識できる携帯端末装置、プログラムおよび表示制御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】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、携帯端末装置に関する。本態様に係る携帯端末装置は、表示面
と、前記表示面に対する入力位置が第１の方向へ移動する第１の操作と、前記表示面に対
する入力位置が前記第１の方向と異なる第２の方向へ移動する第２の操作を検出するため
の操作検出部と、第１の画像のデータと、前記第１の画像から作成された第２の画像のデ
ータと、前記第１の画像と前記第２の画像とを関連付けるための関連データと、当該関連
データに基づいた関連を前記第１の画像および前記第２の画像との間に持たない第３の画
像のデータとを記憶する記憶部と、前記第１の画像に対応する第１のサムネイルと、前記
第２の画像に対応する第２のサムネイルと、前記第３の画像に対応する第３のサムネイル
とを含む画面を、前記第１の画像と前記第２の画像とが関連していることを示す態様によ
り、前記表示面に表示する表示制御部と、を備える。前記表示制御部は、前記第１の操作
に応じて、前記表示面に表示される画像を、前記第１の画像と前記第２の画像との間で遷
移させ、前記第２の操作に応じて、前記表示面に表示される画像を、前記第１の画像また
は前記第２の画像と前記第３の画像との間で遷移させる。
【００１１】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記表示制御部は、互いの一部が重なった前記第
１のサムネイルおよび前記第２のサムネイルと、前記第１のサムネイルおよび前記第２の
サムネイルの何れにも重ならない前記第３のサムネイルとを含む前記画面を前記表示面に
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表示する構成とされ得る。
【００１２】
　また、本態様に係る携帯端末装置において、前記表示制御部は、前記第２のサムネイル
の一部が下に重なった前記第１のサムネイルと、前記第１のサムネイル、前記第２のサム
ネイルおよび前記第３のサムネイルの何れにも重ならない、前記第２の画像に対応する第
４のサムネイルと、前記第１のサムネイル、前記第２のサムネイルおよび前記第４のサム
ネイルの何れにも重ならない前記第３のサムネイルとを含む前記画面を前記表示面に表示
する構成とされ得る。
【００１３】
　本発明の第２の態様は、プログラムに関する。本態様に係るプログラムは、画像を表示
するための表示面を備え、第１の画像のデータと、前記第１の画像から作成された第２の
画像のデータと、前記第１の画像と前記第２の画像とを関連付けるための関連データと、
当該関連データに基づいた関連を前記第１の画像および前記第２の画像との間に持たない
第３の画像のデータとが記憶部に記憶された携帯端末装置のコンピュータに、前記第１の
画像に対応する第１のサムネイルと、前記第２の画像に対応する第２のサムネイルと、前
記第３の画像に対応する第３のサムネイルとを含む画面を、前記第１の画像と前記第２の
画像とが関連していることを示す態様により、前記表示面に表示する機能と、前記表示面
に対する入力位置が第１の方向へ移動する第１の操作に応じて、前記表示面に表示される
画像を、前記第１の画像と前記第２の画像との間で遷移させる機能と、前記表示面に対す
る入力位置が前記第１の方向と異なる第２の方向へ移動する第２の操作に応じて、前記表
示面に表示される画像を、前記第１の画像または前記第２の画像と前記第３の画像との間
で遷移させる機能とを実行させる。
【００１４】
　本発明の第３の態様は、表示面と、第１の画像のデータと、前記第１の画像から作成さ
れた第２の画像のデータと、前記第１の画像と前記第２の画像とを関連付けるための関連
データと、当該関連データに基づいた関連を前記第１の画像および前記第２の画像との間
に持たない第３の画像のデータとを記憶する記憶部と、を備える携帯端末装置の表示制御
方法に関する。本態様に係る携帯端末装置の表示制御方法は、前記第１の画像に対応する
第１のサムネイルと、前記第２の画像に対応する第２のサムネイルと、前記第３の画像に
対応する第３のサムネイルとを含む画面を、前記第１の画像と前記第２の画像とが関連し
ていることを示す態様により、前記表示面に表示するステップと、前記表示面に対する入
力位置が第１の方向へ移動する第１の操作に応じて、前記表示面に表示される画像を、前
記第１の画像と前記第２の画像との間で遷移させるステップと、前記表示面に対する入力
位置が前記第１の方向と異なる第２の方向へ移動する第２の操作に応じて、前記表示面に
表示される画像を、前記第１の画像または前記第２の画像と前記第３の画像との間で遷移
させるステップとを含む。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ユーザが複数の画像の関連付けを容易に認識できる携帯端末装置、プ
ログラムおよび表示制御方法を提供することができる。
【００１６】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって
、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施の形態に係る携帯電話機の外観構成を示す図である。
【図２】実施の形態に係る携帯電話機の全体構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態に係る画像フォルダに保存されている画像の一例と、画像のファイル
名の構成を説明するための図である。
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【図４】実施の形態に係る編集後の画像を編集前の画像に関連付けて保存するための処理
を示すフローチャートと、ファイル名の特定による関連付けの例を示す図である。
【図６】実施の形態に係る画像フォルダに保存されている画像を閲覧するためのリスト画
面と、画像を閲覧する際に表示される画面の例を示す図である。
【図５】実施の形態に係る画像を閲覧するための処理を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態に係る表示対象の画像を設定するための処理を示すフローチャートで
ある。
【図８】実施の形態に係る画像の閲覧時における表示対象の画像を変更するための操作と
表示面に表示される画像の遷移との関係を説明するための図である。
【図９】実施の形態に係る画像フォルダに保存されている画像の相関図画面を説明するた
めの図である。
【図１０】変更例１に係る画像フォルダに保存されている画像を閲覧するためのリスト画
面である。
【図１１】変更例２に係る画像フォルダに保存されている画像を閲覧するためのリスト画
面である。
【図１２】変更例３に係る画像フォルダに保存されている画像の一例と、画像のファイル
名の構成を説明するための図である。
【図１３】変更例３に係る編集後の画像を編集前の画像に関連付けて保存するための処理
を示すフローチャートである。
【図１４】変更例３に係るファイル名の指定による関連付けの例を示す図である。
【図１５】変更例３に係る表示対象の画像を設定するための処理を示すフローチャートで
ある。
【図１６】変更例３に係る画像の閲覧時における表示対象の画像を変更するための操作と
表示面１１ｃに表示される画像の遷移との関係を説明するための図である。
【図１７】変更例３に係る画像フォルダに保存されている画像の相関図画面を説明するた
めの図である。
【図１８】変更例４に係る画像の閲覧時における表示対象の画像を変更するための操作と
表示面１１ｃに表示される画像の遷移との関係を説明するための図である。
【図１９】その他の変更例に係る編集前の画像と編集後の画像との関連付けを示す画面の
表示例を示す図である。
【図２０】その他の変更例に係る編集前の画像と編集後の画像との関連付けを示す画面の
表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１（ａ）、（ｂ）は、携帯電話機１の外観構成を示す図である。図１（ａ）、（ｂ）
は、それぞれ、正面図および側面図である。
【００２０】
　携帯電話機１は、長方形状を有する厚みが小さなキャビネット１０を有する。キャビネ
ット１０の正面側には、タッチパネルが配されている。タッチパネルは、ディスプレイ１
１と、ディスプレイ１１に重ねられるタッチセンサ１２とを備える。
【００２１】
　ディスプレイ１１は、液晶ディスプレイであり、後述の液晶パネル１１ａと、液晶パネ
ル１１ａを照明するパネルバックライト１１ｂとにより構成されている（図２参照）。液
晶パネル１１ａは、画像を表示するための表示面１１ｃを有し、表示面１１ｃが外部に現
れる。
【００２２】
　なお、ディスプレイ１１は、液晶ディスプレイに限らず、有機ＥＬディスプレイ等他の
表示装置であってもよい。
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【００２３】
　タッチセンサ１２は、表示面１１ｃの上に配されており、表示面１１ｃに対する入力位
置を検出する。タッチセンサ１２は透明なシート状に形成されており、タッチセンサ１２
を透して表示面１１ｃを見ることができる。
【００２４】
　タッチセンサ１２は、静電容量式のタッチセンサであり、マトリクス状に配された第１
透明電極、第２透明電極およびカバーを備えている。タッチセンサ１２は、第１および第
２透明電極間の静電容量の変化を検出することによって、ユーザが触れた表示面１１ｃ上
の位置を入力位置として検出し、この入力位置に応じた位置信号を後述のＣＰＵ１００へ
出力する。なお、表示面１１ｃに触れるとは、実際には、タッチセンサ１２を覆うカバー
の表面における表示面１１ｃに相当する領域を触れることである。
【００２５】
　ユーザは、自身の指またはペン等の接触部材（簡単のため、以下、単に「指」と言う。
）によって表示面１１ｃを触れることにより、タッチ、タップ、フリック、スライド等の
各種操作を行うことができる。ここで、「タッチ」は、表示面１１ｃに指を接触させる操
作である。「タップ」は、表示面１１ｃに指を接触させた後、リリース（離す）する操作
である。「フリック」は、表示面１１ｃに指を接触させて弾く操作（指を接触させた後、
所定速度で移動させて離す操作）である。「スライド」は、表示面１１ｃに指を接触させ
たまま所定距離移動させた後、タッチパネル上より指を離す操作である。
【００２６】
　なお、タッチセンサ１２は、静電容量式のタッチセンサ１２に限られず、超音波式、感
圧式、抵抗膜式、光検知式等のタッチセンサ１２であってもよい。
【００２７】
　タッチパネルの下方（Ｙ軸負方向）には、ホームキー１３ａ、設定キー１３ｂ、バック
キー１３ｃから構成されているキー操作部１３が設けられている。ホームキー１３ａは、
主にホーム画面を表示面１１ｃに表示させるためのキーである。設定キー１３ｂは、主に
各種設定を行う設定画面を表示面１１ｃに表示させるためのキーである。バックキー１３
ｃは、主に表示面１１ｃ上の画面の表示状態を１ステップ前の状態に戻すためのキーであ
る。
【００２８】
　キャビネット１０の正面側には、下部にマイクロホン（以下、「マイク」と言う。）１
４が配されており、上部にスピーカ１５が配されている。ユーザは、スピーカ１５からの
音声を耳で捉え、マイク１４に対して音声を発することにより通話を行うことができる。
【００２９】
　図２は、携帯電話機１の全体構成を示すブロック図である。携帯電話機１は、上述の構
成要素の他、ＣＰＵ１００、メモリ１０１、画像処理回路１０２、キー入力回路１０３、
音声エンコーダ１０４、音声デコーダ１０５、通信モジュール１０７を備える。
【００３０】
　画像処理回路１０２は、ＣＰＵ１００から入力された制御信号に従って、ディスプレイ
１１に表示される画像を生成し、画像データを画像処理回路１０２に備えられているＶＲ
ＡＭ１０２ａに記憶させる。
【００３１】
　画像処理回路１０２は、ＶＲＡＭ１０２ａに記憶された画像データを含む画像信号を、
ディスプレイ１１へ出力する。さらに、画像処理回路１０２は、ディスプレイ１１を制御
するための制御信号を出力し、ディスプレイ１１のパネルバックライト１１ｂを点灯また
は消灯させる。こうして、パネルバックライト１１ｂから放出された光が、画像信号に基
づいて液晶パネル１１ａにより変調されることにより、ディスプレイ１１の表示面１１ｃ
に画像が表示される。
【００３２】
　キー入力回路１０３は、キー操作部１３を構成する各キー１３ａ～１３ｃの押下に応じ
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た信号をＣＰＵ１００へ出力する。
【００３３】
　音声エンコーダ１０４は、集音した音声に応じてマイク１４が出力する音声信号をデジ
タルの音声信号に変換し、ＣＰＵ１００へ出力する。
【００３４】
　音声デコーダ１０５は、ＣＰＵ１００からの音声信号にデコード処理およびＤ／Ａ変換
を施し、変換したアナログの音声信号をスピーカ１５に出力する。
【００３５】
　通信モジュール１０７は、通話や通信のための電波を送受信するアンテナを備える。通
信モジュール１０７は、ＣＰＵ１００から入力される通話や通信のための信号を無線信号
に変換し、変換された無線信号を、アンテナを介して、基地局や他の通信装置等の通信先
へ送信する。また、通信モジュール１０７は、アンテナを介して受信した無線信号をＣＰ
Ｕ１００が利用できる形式の信号へ変換し、変換された信号をＣＰＵ１００へ出力する。
【００３６】
　メモリ１０１は、ＲＯＭおよびＲＡＭを含む。メモリ１０１には、ＣＰＵ１００に制御
機能を付与するための制御プログラムと、各種のアプリケーションが記憶されている。た
とえば、メモリ１０１には、通話、電子メール、ウェブブラウザ、音楽プレーヤ、画像閲
覧、画像編集等の各種のアプリケーションが記憶されている。
【００３７】
　また、メモリ１０１は、アプリケーションの実行の際に一時的に利用または生成される
各種のデータを記憶するワーキングメモリとしても使用される。
【００３８】
　また、メモリ１０１は、撮影された画像、通信網を介して取得した画像等の画像を、メ
モリ１０１上に構築されたファイルシステム上の所定のフォルダ（以下、「画像フォルダ
」と言う。）等に保存することによって、記憶する。画像閲覧の際、ＣＰＵ１００は、画
像閲覧のためのアプリケーションに基づき、画像フォルダに保存されている画像を表示面
１１ｃに表示する（後述）。
【００３９】
　ＣＰＵ１００は、制御プログラムに従って、マイク１４、通信モジュール１０７、ディ
スプレイ１１、スピーカ１５等、各構成要素を制御することにより、各種のアプリケーシ
ョンを実行する。
【００４０】
　図３（ａ）は、画像フォルダ２０に保存されている画像の一例を示す図である。図３（
ａ）において、画像フォルダ２０には、１１個の画像Ａ、Ｂ、Ｂ＿１、Ｂ＿２、Ｃ、Ｄ、
Ｄ＿１、Ｄ＿２、Ｅ、Ｅ＿１、Ｆが保存されている。
【００４１】
　上記１１の画像Ａ、Ｂ、Ｂ＿１、Ｂ＿２、Ｂ＿３、Ｃ、Ｄ、Ｄ＿１、Ｄ＿２、Ｅ、Ｅ＿
１、Ｆは、それぞれ、Ａ．ｊｐｇ、Ｂ．ｊｐｇ、Ｂ＿１．ｊｐｇ、Ｂ＿２．ｊｐｇ、Ｂ＿
３．ｊｐｇ、Ｃ．ｊｐｇ、Ｄ．ｊｐｇ、Ｄ＿１．ｊｐｇ、Ｄ＿２．ｊｐｇ、Ｅ．ｊｐｇ、
Ｅ＿１．ｊｐｇ、Ｆ．ｊｐｇなるファイル名で、画像フォルダ２０に保存されている。
【００４２】
　図３（ｂ）、（ｃ）は、ファイル名の構造を説明するための図である。
【００４３】
　上記１１個の画像の各ファイル名には、各画像のファイル形式を示す拡張子「ｊｐｇ」
と、ファイル名における拡張子部分とそれ以外の部分との識別のためのピリオド「．」が
含まれる。なお、画像フォルダ２０に保存される画像のファイル形式は、ｇｉｆ、ｐｎｇ
形式等、ｊｐｇ形式以外のファイル形式も含まれる。
【００４４】
　画像フォルダ２０に保存されている画像には、以下のようにして、編集前の画像と編集
後の画像との関連付けを示す情報が画像のファイル名に埋め込まれている。
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【００４５】
　画像フォルダ２０に保存される画像のファイル名のベース名（拡張子「．ｊｐｇ」以外
の部分）は、アンダーバー「＿」を１個含み得る。ベース名は、アンダーバー「＿」より
前の部分である「名前部」と、アンダーバー「＿」より後の部分である「識別番号」とに
分けられる。識別番号は正整数である。ベース名がアンダーバー「＿」を含まない場合、
ベース名全体が名前部となる。
【００４６】
　たとえば、図３（ｂ）に示す如く、画像Ｄのファイル名「Ｄ．ｊｐｇ」は、名前部のみ
からなるベース名「Ｄ」を含み、識別番号を含まない。また、図３（ｃ）に示す如く、画
像Ｄ＿１のファイル名「Ｄ＿１．ｊｐｇ」は、名前部「Ｄ」と識別番号「１」からなるベ
ース名「Ｄ＿１」を含む。
【００４７】
　画像フォルダ２０に保存されている画像は、ファイル名に含まれる名前部に基づき、分
類可能である。図３（ａ）に示される例の場合、画像フォルダ２０に保存されている１１
個の画像は、Ａグループ２１～Ｆグループ２６の、６つのグループ（一点鎖線の枠参照）
に分類される。
【００４８】
　Ａグループ２１は、ファイル名の名前部が「Ａ」である画像Ａのみからなる。Ｂグルー
プ２２は、ファイル名の名前部が「Ｂ」である３つの画像Ｂ、Ｂ＿１、Ｂ＿２からなる。
Ｃグループ２３は、ファイル名の名前部が「Ｃ」である画像Ｃのみからなる。Ｄグループ
２４は、ファイル名の名前部が「Ｄ」である３つの画像Ｄ、Ｄ＿１、Ｄ＿２からなる。Ｅ
グループ２５は、ファイル名の名前部が「Ｅ」である２つの画像Ｅ、Ｅ＿１からなる。Ｆ
グループ２６は、ファイル名の名前部が「Ｆ」である画像Ｆのみからなる。
【００４９】
　各グループ２１～２６は、ベース名が名前部のみからなる画像（以下、「ルート画像」
と言う。）、すなわち識別番号を含まないファイル名を持つ画像を１つずつ含む。
【００５０】
　ルート画像は、携帯電話機１を用いて撮影された写真画像や、有線または無線の通信回
線網を介して入手した画像等の画像である。これに対し、識別番号を有する画像は、その
画像が属するグループのルート画像が編集されることにより作成された画像である。
【００５１】
　図３（ａ）～（ｃ）を参照して、ルート画像（たとえば画像Ｄ）が編集されることによ
り作成された画像は、当該ルート画像のファイル名（図３（ｂ）参照）に識別番号がさら
に付加されたファイル名を有する全ての画像（すなわち画像Ｄ＿１、Ｄ＿２）である。ま
た、ルート画像ではない画像（たとえば画像Ｄ＿１。図３（ｃ）参照）のルート画像は、
当該画像のファイル名から識別番号が除かれたファイル名を有する画像（たとえば画像Ｄ
）である。
【００５２】
　このように、編集前の画像と編集後の画像との関連付けけを示す情報が画像のファイル
名に埋め込まれている。
【００５３】
　図４（ａ）は、画像を編集することにより新たに作成された編集後の画像を、所定のフ
ァイル名で画像フォルダ２０へ保存するための処理を示すフローチャートである。図４（
ｂ）は、図４（ａ）の処理に基づき、新たに作成された画像のファイル名が定められる例
を示す図である。図４（ｂ）において、ルート画像である画像Ｄと画像Ｄ＿１、Ｄ＿２と
を接続する線は、これらの画像が編集前と編集後の関係にあるとの上記関連付けを表す。
【００５４】
　図４（ａ）のフローチャートにおいて、ＣＰＵ１００は、あるグループに属する画像の
編集が終了すると（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、当該グループに属する画像のファイル名から、
最大の識別番号ｎを取得する（Ｓ１０２）。なお、識別番号を取得できない場合、すなわ
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ち、編集前に当該グループがルート画像のみを含む場合には、ｎ＝０と設定される（Ｓ１
０２）。
【００５５】
　そして、ＣＰＵ１００は、編集後の画像を、編集前のファイル名の名前部に続けて識別
番号としての番号ｎ＋１を付されたファイル名で、画像フォルダ２０に保存する（Ｓ１０
３）。ＣＰＵ１００は、画像を保存する際、ベース名と識別番号ｎ＋１との間にはアンダ
ーバー「＿」を挿入し、識別番号の後ろには編集後の画像のファイル形式に応じた拡張子
（「．ｊｐｇ」等）を付す。
【００５６】
　たとえば、Ｄグループ２４（図３（ａ））に属する３つの画像Ｄ、Ｄ＿１、Ｄ＿２の何
れかの画像が編集された場合には、Ｄグループ２４内の最大の識別番号ｎ＝２が取得され
る（Ｓ１０２）。これによって、編集後の画像（ファイル形式は、たとえば「．ｊｐｇ」
とする）が、図４（ｂ）に示す如く、「Ｄ＿３．ｊｐｇ」なるファイル名で、画像フォル
ダ２０に保存される。
【００５７】
　また、Ａグループ２１（図３（ａ））に属する画像Ａが編集された場合には、ステップ
Ｓ１０２において番号ｎ＝０が設定される。これによって、編集後の画像のデータ（たと
えば、ｊｐｇ形式）が、「Ａ＿１．ｊｐｇ」なるファイル名で画像フォルダ２０に保存さ
れる。
【００５８】
　このように、編集前の画像であるルート画像と編集後の画像との関連付けを示すデータ
（関連データ）を含むファイル名が図４（ａ）の処理に基づき指定される。これによって
、当該関連付けを示すデータが、編集後の画像のデータとともに、メモリ１０１に記憶さ
れる。
【００５９】
　こうして、ファイル名の名前部と識別番号とを参照することにより、編集前の画像であ
るルート画像Ｄから、共通する名前部「Ｄ」と識別番号とを有する画像、すなわち編集後
の画像Ｄ＿１～Ｄ＿３が特定可能となる。また、逆に、編集後の画像Ｄ＿１～Ｄ＿３から
、編集前のルート画像である画像Ｄが特定可能となる。
【００６０】
　図５は、画像フォルダ２０に保存されている画像を閲覧するための処理を示すフローチ
ャートである。画像を閲覧するための所定の操作がタッチセンサ１２より検出されると、
ＣＰＵ１００は、図５の処理の実行を開始する。ＣＰＵ１００は、まず、リスト画面２０
１を表示面１１ｃに表示する（Ｓ１１１）。
【００６１】
　図６（ａ）は、図５の処理に基づき表示面１１ｃに表示されるリスト画面２０１を示す
図である。リスト画面２０１において、画像フォルダ２０に保存されている画像のサムネ
イル２０２が表示される。
【００６２】
　図６（ｂ）は、図５の処理に基づき表示面１１ｃに表示される画像を示す図である。
【００６３】
　図６（ａ）に示す如くリスト画面２０１が表示面１１ｃに表示されている状態において
、１つの画像を選択する操作、たとえば、タッチセンサ１２が、閲覧を望む画像のサムネ
イル２０２をタップする操作を検出すると（Ｓ１１２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、選択
された画像を、表示面１１ｃに表示する（Ｓ１１３）。たとえば、リスト画面２０１にお
いて画像Ｄ＿２が選択されると（図６（ａ）の指を参照）、図６（ｂ）に示す如く画像Ｄ
＿２が表示面１１ｃに表示される。
【００６４】
　画面を切り替えるための操作（ボタン２０４の押下）がなされない場合（Ｓ１１４：Ｎ
Ｏ）、ＣＰＵ１００は、タッチセンサ１２よりフリックが検出されたか否かを判定する（
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Ｓ１１５）。タッチセンサ１２よりフリックが検出された場合（Ｓ１１５：ＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ１００は、フリックの方向が上、下、左、右の何れであるかを判別するとともに、後
述の図７の処理に基づいて、検出されたフリックの方向に応じて定められる画像を、次の
表示対象の画像とするよう設定する（Ｓ１１６）。画像が次の表示対象とするよう設定さ
れた場合、当該画像は、ステップＳ１１８において、表示面１１ｃに表示されることとな
る。
【００６５】
　図７の処理において表示対象の画像の設定が変更されなければ（Ｓ１１７：ＮＯ）、処
理はステップＳ１１４の処理へ戻る。ステップＳ１１６においてなされた設定により、表
示対象の画像が変更される場合には（Ｓ１１７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、新たに設定
された表示対象の画像を表示面１１ｃに表示する（Ｓ１１８）。
【００６６】
　上述のステップＳ１１６の処理は、以下のようにしてなされる。
【００６７】
　図７は、表示対象の画像を設定するための処理（ステップＳ１１６の処理）を示すフロ
ーチャートである。図７のフローチャートは、フリックの方向に応じて、現在表示対象と
なっている画像を基準として、次の画像、前の画像、次のグループのルート画像および前
のグループのルート画像を、表示対象の画像として設定するための処理を示す。
【００６８】
　たとえば、画像Ｄ＿２を基準とした場合、次の画像は、図４（ｂ）で説明されたように
生成された画像Ｄ＿３であり、前の画像は、画像Ｄ＿１である。また、次のグループのル
ート画像は画像Ｅであり、前のグループのルート画像は画像Ｃである。
【００６９】
　正確には、次の画像、前の画像、次のグループおよび前のグループは、以下のようにし
て定められるものである。
【００７０】
　１つのグループ２１～２６内に属する画像には予め定められた順序が与えられ、上記「
次の画像」と「前の画像」は、この順序に従って定められる。当該順序は、ルート画像を
先頭とするものである。ルート画像以外の画像は、その画像の識別番号すなわちその画像
のファイル名に含まれる識別番号に従った順序が与えられている。よって、各グループ２
１～２６に属する画像は、図３（ａ）において上から下へ整列されている通りの順序が与
えられている。たとえば、Ｂグループ２２において、画像Ｂ、画像Ｂ＿１、画像Ｂ＿２な
る順序が与えられている。
【００７１】
　また、各グループ２１～２６には、ファイル名に関するアルファベット順（または文字
コード順）に従った順序が与えられ、上記「次のグループ」と「前のグループ」は、この
順序に従って定められる。
【００７２】
　図８は、表示対象の画像を変更するための操作としてなされるフリックの方向と、フリ
ックされた画像から遷移して表示される画像との関係を説明するための図である。図８に
おいて画像間またはグループ間をつなげるや矢印は、フリックの方向と表示面１１ｃに表
示される画像の遷移との関係を表す。
【００７３】
　図７および図８を参照して、下矢印は、タッチセンサ１２より上フリックが検出された
ことに応じて、上述のステップＳ１３１～Ｓ１３３の処理が実行され、表示面１１ｃに表
示される画像が次の画像へ遷移すること示す。同様に、上矢印、右矢印および左矢印は、
それぞれ、タッチセンサ１２より下フリック、左フリックおよび右フリックが検出された
ことに応じて、表示面１１ｃに表示される画像が次の画像、次のグループのルート画像お
よび前のグループのルート画像へ遷移することを示す。
【００７４】
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　なお、「上フリック」とは、タッチパネルに指を接触させた後、上方向へフリックさせ
る操作である。同様に、「下フリック」とは、タッチパネルに指を接触させた後、下方向
へフリックさせる操作である。「右フリック」とは、タッチパネルに指を接触させた後、
右方向へフリックさせる操作である。「左フリック」とは、タッチパネルに指を接触させ
た後、左方向へフリックさせる操作である。
【００７５】
　図７および図８を参照し、タッチセンサ１２より上フリックが検出された場合（Ｓ１３
１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、次の画像が存在すれば（Ｓ１３２：ＹＥＳ）、次の画像
を表示対象の画像として設定し（Ｓ１３３）、図７の処理を終了する。次の画像が存在し
なければ（Ｓ１３２：ＮＯ）、表示対象の画像は新たに設定されないまま、図７の処理が
終了する。
【００７６】
　同様に、タッチセンサ１２より下フリックが検出された場合（Ｓ１３４：ＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ１００は、前の画像が存在すれば（Ｓ１３５：ＹＥＳ）、次の画像を表示対象の画像
として設定し（Ｓ１３６）、図７の処理を終了する。前の画像が存在しなければ（Ｓ１３
５：ＮＯ）、表示対象の画像は新たに設定されないまま、図７の処理が終了する。
【００７７】
　また、タッチセンサ１２より左フリックが検出された場合（Ｓ１３７：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１００は、次のグループが存在すれば（Ｓ１３８：ＹＥＳ）、次のグループのルート画
像を表示対象の画像として設定し（Ｓ１３９）、図７の処理を終了する。次のグループが
存在しなければ（Ｓ１３８：ＮＯ）、表示対象の画像は新たに設定されないまま、図７の
処理が終了する。
【００７８】
　なお、上述のごとく右フリックまたは左フリックに基づき、次または前のグループのル
ート画像ではなく、次または前のグループのルート画像以外の画像が表示される構成を採
ることもできる。
【００７９】
　さらに、タッチセンサ１２より右フリックが検出された場合（Ｓ１３７：ＮＯ）、ＣＰ
Ｕ１００は、前のグループが存在すれば（Ｓ１４０：ＹＥＳ）、前のグループのルート画
像を表示対象の画像として設定し（Ｓ１４１）、図７の処理を終了する。前のグループが
存在しなければ（Ｓ１４０：ＮＯ）、表示対象の画像は新たに設定されないまま、図７の
処理が終了する。
【００８０】
　たとえば、図６（ｂ）に示す如く画像Ｄ＿２が表示面１１ｃに表示されている状態にお
いて、タッチセンサ１２より、上フリック、下フリック、左フリックまたは右フリックが
検出されると、画像Ｄ＿２は、フリックの方向に応じて、画像Ｄ＿３、画像Ｄ＿１、画像
Ｅまたは画像Ｃへ遷移する。
【００８１】
　また、ステップＳ１３２、Ｓ１３５、Ｓ１３８、Ｓ１４０の処理に基づいて、新たに表
示対象とされる候補となる画像が存在しない場合には、図７（Ｓ１１６）の処理の終了後
に実行されるステップＳ１１７の判定処理において、表示対象の画像の設定に変更がない
と判定される（Ｓ１１７：ＮＯ）。
【００８２】
　よって、たとえば、Ｄグループ２４の先頭の画像である画像Ｄが表示面１１ｃに表示さ
れている状態において下フリックがなされても、表示面１１ｃに表示される画像は変更さ
れない（Ｓ１３５：ＮＯ、Ｓ１１７：ＮＯ）。また、Ｄグループ２４の最後の画像である
画像Ｄ＿３が表示面１１ｃに表示されている状態において上フリックがなされても、表示
面１１ｃに表示される画像は変更されない（Ｓ１３２：ＮＯ、Ｓ１１７：ＮＯ）。
【００８３】
　さらに、Ａグループ２１の画像Ａが表示面１１ｃに表示されている状態において右フリ
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ックがなされても、表示面１１ｃに表示される画像は変更されない（Ｓ１４０：ＮＯ、Ｓ
１１７：ＮＯ）。また、Ｆグループ２６の画像Ｆが表示面１１ｃに表示されている状態に
おいて左フリックがなされても、表示面１１ｃに表示される画像は変更されない（Ｓ１３
８：ＮＯ、Ｓ１１７：ＮＯ）。
【００８４】
　図５のステップＳ１１９に戻り、タッチセンサ１２より所定の終了操作（たとえば、所
定のキーの押下）が検出された場合には（Ｓ１１９：ＹＥＳ）、図５の処理が終了される
。所定の終了操作がなされない場合には（Ｓ１１９：ＮＯ）、ステップＳ１１４の処理へ
戻る。
【００８５】
　図９（ａ）～（ｃ）は、図５のステップＳ１１４、Ｓ１２０～Ｓ１２２の処理に基づき
表示面１１ｃに表示される相関図画面２０３を示す図である。
【００８６】
　図５のステップＳ１１４においてＹＥＳと判定された場合、すなわちボタン２０４が押
下された場合（Ｓ１１４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、現在表示対象となっている画像が
属するグループに属する画像のサムネイル２０２を、編集元の画像であるルート画像とそ
の他の画像との間の関連付けが視認可能となるように、相関図画面２０３を表示面１１ｃ
に表示する（Ｓ１２０）。
【００８７】
　具体的には、ＣＰＵ１００は、ルート画像のサムネイル２０２を表示面１１ｃの左側に
表示し、当該グループに属するその他の画像のサムネイル２０２を表示面１１ｃの右側に
表示し、さらに、ルート画像とその他の画像とを接続する線Ｌの画像を表示する。
【００８８】
　たとえば図６（ｂ）に示す如く画像Ｄ＿２（またはＤグループ２４に属する何れかの画
像Ｄ、画像Ｄ＿１～Ｄ＿３）が表示面１１ｃに表示された状態においてボタン２０４が押
下（タッチ）された場合、ＣＰＵ１００は、図９（ａ）に示す如く、Ｄグル―プのルート
画像である画像Ｄのサムネイル２０２を、表示面１１ｃの左側に表示し、その他の画像（
画像Ｄ＿１～Ｄ＿３）のサムネイル２０２を、表示面１１ｃの右側に縦に整列して表示す
る。さらに、ＣＰＵ１００は、ルート画像である画像Ｄのサムネイル２０２と子画像であ
る画像Ｄ＿１～Ｄ＿３のサムネイル２０２との間をつなぐための、樹状に分岐する線Ｌの
画像を表示する。
【００８９】
　同様に、たとえば、Ｅグループ２５に属する何れかの画像が表示面１１ｃに表示された
状態においてボタン２０４が押下されると、図９（ｂ）に示す如く、Ｅグループ２５に属
する画像Ｅ、Ｅ＿１、Ｅ＿２のサムネイル２０２が表示面１１ｃに表示されるとともに、
ルート画像である画像Ｅのサムネイル２０２とその他の画像Ｅ＿１、Ｅ＿２のサムネイル
２０２とが樹状に線Ｌの画像でつながれる。
【００９０】
　画像Ａが表示面１１ｃに表示された状態において、ボタン２０４が押下された場合には
、Ａグループ２１は画像Ａのみを含むため、相関図画面２０３には画像Ａのサムネイル２
０２が表示される。
【００９１】
　Ａグループ２１の場合のように１つの画像（ルート画像）がそのグループを構成する場
合、上述のように画像Ａが表示面１１ｃに表示される際にボタン２０４を表示しない構成
を採ることもできる。
【００９２】
　相関図画面２０３が、上述の通り表示された状態において、表示面１１ｃに表示された
何れかの画像が選択（サムネイル２０２上をタップ）された場合（Ｓ１２１：ＹＥＳ）、
ＣＰＵ１００は、選択された画像を表示対象の画像として設定し（Ｓ１２２）、選択され
た画像が表示面１１ｃに表示される（Ｓ１１８）。
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【００９３】
　以上、本実施例の構成によれば、タッチセンサ１２より上方向および下方向へのフリッ
クが検出されると、表示面に表示される画像が、ルート画像とルート画像から作成された
画像との間で遷移する。よって、編集される前の画像である編集元の画像と、これを編集
することにより作成された編集後の画像との関連を、ユーザが容易に特定できる。
【００９４】
　ルート画像が表示面１１ｃに表示されている状態において、タッチセンサ１２より上フ
リックが検出されると、ルート画像を編集することにより新たに作成された画像が表示面
１１ｃに表示される。また、編集後の画像が表示面１１ｃに表示されている状態において
、タッチセンサ１２より下フリックが検出されると、編集前の画像であるルート画像が表
示面１１ｃに表示される。ユーザは、表示面１１ｃに表示させる画像を遷移させて、編集
元の画像と編集後の画像とを、サムネイルのように小さな状態でなく、ユーザが見やすい
大きさの状態で、比較するように閲覧できる。
【００９５】
　さらに、本実施例の構成によれば、左右方向のフリックにより、表示面１１ｃに表示さ
せる画像のグループを変更することができるため、現在表示対象となっている画像が属す
るグループと異なるグループの画像を容易に表示させることが可能である。
【００９６】
　さらに、本実施例の構成によれば、ボタン２０４が押下されると、相関図画面２０３が
表示面１１ｃに表示される。相関図画面２０３において、あるグループに属する画像が表
示されるとともに、ルート画像と当該グループにおけるその他の画像との関連を示す線Ｌ
の画像が表示される。よって、ユーザは、ルート画像と当該ルート画像から編集された画
像との間の関連を認識できるとともに、当該グループの全体構成を認識できる。
【００９７】
　＜変更例１＞
　図１０は、変更例１に係る画像フォルダ２０に保存されている画像を一覧するためのリ
スト画面２０１を示す図である。
【００９８】
　本変更例に係るリスト画面２０１（図１０）において、画像フォルダ２０に保存されて
いる画像のサムネイル２０２は、グループ２１～２６ごとにまとめられて表示面１１ｃに
表示される。具体的には、複数画像を含むグループ（たとえば、Ｂグループ２２）に属す
る画像のサムネイル２０２は、所定のずれを有するよう互いに重ねられて表示される。な
お、当該グループに属する画像（Ｂ＿１、Ｂ＿２）のサムネイル２０２は、上述の順序（
画像Ｂ、Ｂ＿１、Ｂ＿２なる順序）に従った順番で重ねられて表示される。このため、ル
ート画像（Ｂ）のサムネイル２０２がその他の画像（Ｂ＿1、Ｂ＿２）のサムネイル２０
２の上に重ねられた状態で表示される。さらに、その他の画像（Ｂ＿1、Ｂ＿２）のサム
ネイル２０２は一部がユーザが認識できるように、それぞれが位置をずらして重ねられて
表示される。
【００９９】
　同様に、Ｄグループ２４に属する画像Ｄ、Ｄ＿１、Ｄ＿２、Ｄ＿３のサムネイル２０２
も、所定のずれを有するよう互いに重ねられて表示される。また、Ｅグループ２５に属す
る画像Ｅ、Ｅ＿１のサムネイル２０２も、それぞれが位置をずらして重ねられて表示され
る。
【０１００】
　本変更例に係る図５のステップＳ１１２の処理において、重ねて表示される１つのグル
ープの画像のサムネイル２０２を選択する操作（タップ）があった場合、ＣＰＵ１００は
、当該操作によりそのグループのルート画像が選択されたものとみなす（Ｓ１１２：ＹＥ
Ｓ）。したがって、ステップＳ１１３において、ＣＰＵ１００は、当該ルート画像を表示
対象の画像として設定するとともに、当該ルート画像を表示面１１ｃに表示する。
【０１０１】
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　以上、本変更例の構成によれば、ユーザは、リスト画面２０１を閲覧することにより、
編集前の画像であるルート画像と、当該ルート画像から編集された画像との関連を、容易
に認識できる。
【０１０２】
　＜変更例２＞
　図１１は、変更例２に係るリスト画面２０１を示す図である。
【０１０３】
　本変更例に係るリスト画面２０１（図１０）において、画像フォルダ２０に保存されて
いる画像のサムネイル２０２は、グループ２１～２６ごとにまとめられ、且つ上から下へ
並べられて、表示面１１ｃに表示される。
【０１０４】
　具体的には、複数画像を含むグループに属する画像のサムネイル２０２は、上記変更例
１と同様に、それぞれ位置をずらして、重ねられて所定のずれを有するよう重ねられて表
示される。さらに、本変更例においては、各グループ（たとえばＢグループ２２）におけ
るルート画像（画像Ｂ）以外の画像（Ｂ＿１、Ｂ＿２）のサムネイル２０２は、上記の如
く重ねられて表示されるものとは別に、図１１に示す如く、さらにそれぞれ単独に表示面
１１ｃに表示される。
【０１０５】
　同様に、Ｄグループ２４におけるルート画像である画像Ｄ以外の画像Ｄ＿１、Ｄ＿２、
Ｄ＿３のサムネイル２０２は、上記の如く重ねられて表示されるものとは別に、さらにそ
れぞれ単独に表示面１１ｃに表示される。また、Ｅグループ２５におけるルート画像であ
る画像Ｅ以外の画像Ｅ＿１のサムネイル２０２は、上記の如く重ねられて表示されるもの
とは別に、さらにそれぞれ単独に表示面１１ｃに表示される。
【０１０６】
　本変更例に係る図５のステップＳ１１２の処理において、重ねて表示される１つのグル
ープの画像のサムネイル２０２を選択する操作（タップ）があった場合、変更例１と同様
、ＣＰＵ１００は、当該操作によりグループのルート画像が選択されたものとみなす（Ｓ
１１２：ＹＥＳ）。また、リスト画面２０１において単独の画像が選択された場合、たと
えば画像Ｂ＿１が選択された場合には、ＣＰＵ１００は、当該操作により画像Ｂ＿１が選
択されたものとみなす（Ｓ１１２：ＹＥＳ）。
【０１０７】
　以上、本変更例の構成によれば、ルート画像以外の画像のサムネイル２０２の全体がリ
スト画面２０１に表示される。よって、ユーザは、リスト画面２０１によって編集元の画
像と編集後の画像の関連を認識できるとともに、一部分が隠れていない状態すなわち全体
を視認できる状態のサムネイル２０２を見ることにより、画像の概略を容易に把握できる
。
【０１０８】
　＜変更例３＞
　上記実施例では、ルート画像と、ルート画像から編集された画像とを特定することがで
きる。しかしながら、上記実施例では、ルート画像や編集後の画像から直接的に作成され
た画像、あるいは、編集後の画像の直接的な編集元の画像を特定できない場合がある。た
とえば、上記実施例では、図４（ｂ）を用いて説明された画像Ｄ＿３の直接的な編集元の
画像が、Ｄグループ２４に属する画像Ｄ、Ｄ＿１、Ｄ＿２のうち何れであるかを特定する
ことができない。また、画像Ｄ＿３は、画像Ｄ＿１または画像Ｄ＿２から直接的に作成さ
れたものであり得るため、ルート画像である画像Ｄから直接的に作成されたものであると
の特定はできない。
【０１０９】
　これに対し、変更例３では、直接的な編集元の画像や、直接的に作成された画像を特定
可能な構成が採られる。
【０１１０】
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　図１２（ａ）は、本変更例に係る、画像フォルダ２０に保存されている画像の一例を示
す図である。図１２（ａ）において、画像フォルダ２０には、１４個の画像Ｇ、Ｈ、Ｈ＿
１、Ｈ＿１－１、Ｉ、Ｉ＿１、Ｉ＿２、Ｉ＿２－１、Ｊ、Ｊ＿１、Ｊ＿２、Ｊ＿２‐１、
Ｊ＿２‐１‐１、Ｊ＿２-１-２が保存されている。上記１４個の画像は、それぞれ、Ｇ．
ｊｐｇ、Ｈ、Ｈ＿１．ｊｐｇ、Ｈ＿１－１．ｊｐｇ、Ｉ．ｊｐｇ、Ｉ＿１．ｊｐｇ、Ｉ＿
２．ｊｐｇ、Ｉ＿２－１．ｊｐｇ、Ｊ．ｊｐｇ、Ｊ＿１．ｊｐｇ、Ｊ＿２．ｊｐｇ、Ｊ＿
２‐１．ｊｐｇ、Ｊ＿２‐１‐１．ｊｐｇ、Ｊ＿２-１-２．ｊｐｇなるファイル名で画像
フォルダ２０に保存されている。
【０１１１】
　図１２（ｂ）～（ｄ）は、本変更例に係る画像のファイル名の構造を説明するための図
である。
【０１１２】
　画像フォルダ２０に保存されている上記１４個の画像のファイル名のベース名（拡張子
「．ｊｐｇ」以外の部分）は、アンダーバー「＿」を１個含み得る。ベース名は、アンダ
ーバー「＿」より前の部分である「名前部」と、アンダーバー「＿」より後の部分である
「識別部」とに分けられる。ベース名がアンダーバー「＿」を含まない場合、ベース名全
体が名前部であるとする。
【０１１３】
　識別部は、１つの識別番号（第１識別番号）または複数の識別番号（第１識別番号、第
２識別番号、・・・）からなり、複数の識別番号からなる場合には識別番号同士はダッシ
ュ「‐」により接続される。
【０１１４】
　図１２（ｂ）に示すファイル名「Ｊ＿２．ｊｐｇ」は、名前部「Ｊ」を有し、第１識別
番号「２」からなる識別部を有する。図１２（ｃ）に示すファイル名「Ｊ＿２‐１．ｊｐ
ｇ」は、名前名「Ｊ」を有し、また、第１識別番号「２」と第２識別番号「１」からなる
識別部を有する。図１２（ｄ）に示すファイル名「Ｊ＿２‐１‐１．ｊｐｇ」は、名前部
「Ｊ」を有し、また、第１識別番号「２」と第２識別番号「１」と第３識別番号「１」か
らなる識別部を有する。
【０１１５】
　なお、「末尾識別番号」とは、識別部の最末尾にある識別番号すなわちピリオド「．」
の直前にある識別番号のことを指すものとする。たとえば図１２（ｂ）～（ｄ）に示され
るファイル名において、末尾識別番号は、それぞれ、第１識別番号「２」、第２識別番号
「１」および第３識別番号「１」である。
【０１１６】
　上記実施例と同様、画像フォルダ２０に保存されている画像は、名前部と識別部に基づ
き、分類可能である。図１２（ａ）に示される１４の画像は、Ｇグループ２７、Ｈグルー
プ２８、Ｉグループ２９およびＪグループ３０に分類されている。
【０１１７】
　図１２（ａ）に示す如く、Ｇグループ２７は、画像Ｇのみからなる。Ｈグループ２８は
、画像Ｈ、Ｈ＿１、Ｈ＿１‐１からなる。Ｉグループ２９は、画像Ｉ、Ｉ＿１、Ｉ＿２、
Ｉ＿２-１からなる。Ｊグループ３０は、Ｊ、Ｊ＿１、Ｊ＿２、Ｊ＿２－１、Ｊ＿２-１-
１、Ｊ＿２－１－２からならなる。
【０１１８】
　各グループ２７～３０は、ルート画像、すなわちファイル名に識別番号を含まない画像
を１つずつ含む。
【０１１９】
　図１２（ａ）において、画像の間を結ぶ線は、画像間の関連を示す。たとえば、画像Ｉ
と画像Ｉ＿１、Ｉ＿２との間を結ぶ線は、画像Ｉ＿１、Ｉ＿２が画像Ｉから直接的に作成
されたことを示す。また、画像Ｉ＿２と画像Ｉ＿２‐１との間を結ぶ線は、画像Ｉ＿２‐
１が画像Ｉ＿２から直接的に作成されたことを示す。
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【０１２０】
　図１３は、画像フォルダ２０に保存された画像を編集することにより作成された編集後
の画像を、所定のファイル名で保存するための処理を示すフローチャートである。図１３
のフローチャートは、上記実施例における図４（ａ）のフローチャートに対応するもので
ある。図１４（ａ）～図１４（ｃ）は、図１３の処理に基づき、画像フォルダ２０に新た
に画像が追加される例を示す図である。
【０１２１】
　図１３のフローチャートにおいて、ＣＰＵ１００は、ある画像の編集が終了すると（Ｓ
１５１：ＹＥＳ）、編集対象の画像が既に有する子画像のファイル名から、最大の末尾識
別番号ｎを取得する（Ｓ１５２）。なお、末尾識別番号を取得できない場合、すなわち編
集対象の画像が子画像を持たない場合には、ｎ＝０と設定される（Ｓ１５２）。
【０１２２】
　ここで、編集対象の画像の「子画像」とは、編集対象の画像から直接的に作成された画
像であり、編集対象の画像のファイル名における識別部にさらにもう１つ識別番号が追加
されたファイル名を有する画像である。たとえば、画像Ｊ＿２は画像Ｊの子画像であり、
画像Ｊ＿２－１は画像Ｊ＿２の子画像であり、画像Ｊ＿２-１-１は画像Ｊ＿２-１の子画
像である。
【０１２３】
　ステップＳ１５２の処理の後、ＣＰＵ１００は、編集後の画像を、編集前の画像のファ
イル名におけるベース名に、末尾識別番号ｎ＋１を、アンダーバー「＿」でさらに接続し
たファイル名で、画像フォルダ２０に保存する（Ｓ１５３）。
【０１２４】
　たとえば、ルート画像である画像Ｉが編集された場合、ステップＳ１５２において取得
される最大の末尾識別番号はｎ＝２である。このため、編集後の画像（たとえば、ｊｐｇ
形式）は、図１４（ａ）に示す如く、「Ｉ＿３．ｊｐｇ」なるファイル名で画像フォルダ
２０に保存される。こうして、画像Ｉ＿３が、新たにＩグループ２９に追加される。
【０１２５】
　同様に、たとえば、画像Ｉ＿２が編集されることにより新たに作成された画像のファイ
ル名は、図１４（ｂ）に示す如く「Ｉ＿２－２．ｊｐｇ」とされる。また、画像Ｉ＿１が
編集されることにより新たに作成された画像のファイル名は、図１４（ｃ）に示す如く「
Ｉ＿１－１．ｊｐｇ」とされる。
【０１２６】
　このように、図１３の処理に従って特定のファイル名が指定されることによって、編集
対象となった画像とその子画像との関連を表すデータ（関連データ）が、これら画像のデ
ータとともにメモリ１０１に記憶される。
【０１２７】
　図１５は、本変更例に係る、図５のステップＳ１１６の表示対象の画像を設定するため
の処理の内容を示すフローチャートである。本変更例では、親画像と子画像との関連付け
を示すデータを利用することにより、画像の親子関係が認識できる態様で画像の閲覧が可
能である。この際、図５に示された処理と同様の、画像を閲覧するための処理が実行され
る。なお、親画像とは、子画像の直接的な編集元である画像を意味する。たとえば、画像
Ｊ＿２の親画像は画像Ｊである。画像Ｊの親画像は存在しない。
【０１２８】
　図１５のフローチャートは、フリックの方向（上、下、左、右）に応じて、現在表示対
象となっている画像を基準として、子画像、親画像、次の兄弟画像、前の兄弟画像、次の
グループのルート画像および前のグループのルート画像を、表示対象の画像として設定す
るための処理を示す。
【０１２９】
　ここで、「兄弟画像」とは、共通の親画像を有する画像である。たとえば、画像Ｉ＿１
、Ｉ＿２、Ｉ＿３は、画像Ｉを共通の親画像として有する兄弟画像である。「次の兄弟画
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像」と「前の兄弟画像」は、それぞれ、現在表示対象となっている画像のファイル名にお
ける末尾識別番号を１だけ加算および減算したファイル名を有する画像を意味する。たと
えば、画像Ｉ＿２の次の兄弟画像はＩ＿３であり、画像Ｉ＿２の前の兄弟画像はＩ＿１で
ある。
【０１３０】
　図１５のフローチャートにおいて、タッチセンサ１２より上フリックが検出された場合
（Ｓ１６１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、現在表示対象となっている画像の子画像が存在
すれば（Ｓ１６２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、当該子画像のうち最先の子画像、すなわ
ち最小の末尾識別番号を有する子画像を、表示対象の画像として設定し（Ｓ１６３）、図
１５の処理を終了する。現在表示対象となっている画像が子画像を有しなければ（Ｓ１６
２：ＮＯ）、図１５の処理が終了する。
【０１３１】
　図１６は、図１５の処理に基づき表示面１１ｃに表示される画像の遷移を説明するため
の図である。図１６において、画像またはグループ間をつなげる矢印は、フリックの方向
と表示面１１ｃに表示される画像の遷移との関係を表す。図１６において、下矢印は、タ
ッチセンサ１２より上フリックが検出されることに応じて表示面１１ｃに表示される画像
が遷移する方向に対応する。たとえば、画像Ｉ＿２が表示面１１ｃに表示された状態にお
いて、タッチセンサ１２より上フリックが検出されると、画像Ｉ＿２に替えて画像Ｉ＿３
が表示面１１ｃに表示される。
【０１３２】
　図１５に戻り、タッチセンサ１２より検出されたフリックが上フリックではない場合に
は（Ｓ１６１：ＮＯ）、表示対象の画像がルート画像であるか否かが判定される（Ｓ１６
４）。ルート画像でない場合には（Ｓ１６４：ＮＯ）、タッチセンサ１２より、下フリッ
クが検出されたか、上フリックが検出されたか、あるいは右フリックが検出されたかが判
定される（Ｓ１６５、Ｓ１６７、Ｓ１７０）。
【０１３３】
　タッチセンサ１２より下フリックが検出された場合（Ｓ１６５：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０
０は、現在表示対象となっている画像の親画像を新たな表示対象の画像として設定し（Ｓ
１６６）、図１５の処理を終了する。
【０１３４】
　また、タッチセンサ１２より左フリックが検出された場合（Ｓ１６７：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ１００は、次の兄弟画像が存在すれば（Ｓ１６８：ＹＥＳ）、次の兄弟画像を表示対象
の画像として設定し（Ｓ１６９）、図１５の処理を終了する。次の兄弟画像が存在しなけ
れば（Ｓ１６８：ＮＯ）、図１５の処理が終了する。
【０１３５】
　さらに、タッチセンサ１２より右フリックが検出された場合（Ｓ１７０：ＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ１００は、前の兄弟画像が存在すれば（Ｓ１７１：ＹＥＳ）、前の兄弟画像を表示対
象の画像として設定し（Ｓ１７２）、図１５の処理を終了する。前の兄弟画像が存在しな
ければ（Ｓ１７１：ＮＯ）、図１５の処理が終了する。
【０１３６】
　一方、ステップＳ１６４において、表示対象の画像がルート画像であると判定された場
合には（Ｓ１６４：ＹＥＳ）、タッチセンサ１２より、左フリックが検出されたか否か、
および、右フリックが検出されたか否かが判定される（Ｓ１７３、Ｓ１７６）。
【０１３７】
　タッチセンサ１２より左フリックが検出された場合（Ｓ１７３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０
０は、次のグループが存在すれば（Ｓ１７４：ＹＥＳ）、次のグループのルート画像を表
示対象の画像として設定し（Ｓ１７５）、図１５の処理を終了する。次のグループが存在
しなければ（Ｓ１７４：ＮＯ）、図１５の処理が終了する。
【０１３８】
　また、タッチセンサ１２より右フリックが検出された場合（Ｓ１７６：ＹＥＳ）、ＣＰ
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Ｕ１００は、前のグループが存在すれば（Ｓ１７７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、前のグ
ループのルート画像を表示対象の画像として設定し（Ｓ１７８）、図１５の処理を終了す
る。前のグループが存在しなければ（Ｓ１７７：ＮＯ）、図１５の処理が終了する。
【０１３９】
　図１６を参照して、たとえば画像Ｉ＿２が表示面１１ｃに表示された状態において、タ
ッチセンサ１２より右フリック（図中の左矢印参照）が検出されると、表示面１１ｃに表
示される画像が、前の兄弟画像である画像Ｉ＿１へ遷移する。また、タッチセンサ１２よ
り下フリック（図中の左斜め上矢印参照）が検出されると、表示面１１ｃに表示される画
像が、親画像である画像Ｉへ遷移する。Ｉ＿２の次の兄弟画像は存在しないため、画像Ｉ
＿２が表示されている状態において左フリックがなされても、表示対象の画像を変更する
設定はなされない。
【０１４０】
　このように、本変更例の構成によれば、上記実施例と異なり、ルート画像以外の画像が
表示面１１ｃに表示されている際に、タッチセンサ１２より右フリックまたは左フリック
が検出された場合、前または後のグループのルート画像は表示されず、兄弟画像が表示さ
れる。なお、ルート画像が表示面１１ｃに表示されている際に、タッチセンサ１２より右
フリックまたは左フリックが検出された場合には、実施例１と同様、前または後のグルー
プのルート画像が表示される。
【０１４１】
　図１７（ａ）～（ｃ）は、図１５のステップＳ１１４、Ｓ１２０～Ｓ１２２の処理の実
行時表示面１１ｃに表示される画面を示す図である。
【０１４２】
　たとえば、図１７（ａ）に示す如く画像Ｉ＿２が表示面１１ｃに表示されている状態に
おいて、ボタン２０４が押下された場合（Ｓ１１４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１００は、グルー
プ内の相関図画面２０３を表示面１１ｃに表示する（Ｓ１２０）。
【０１４３】
　相関図画面２０３において、ＣＰＵ１００は、Ｉグループ２９内の画像Ｉ、Ｉ＿１、Ｉ
＿２、Ｉ＿２‐１、Ｉ＿２-２のサムネイル２０２を表示面１１ｃに表示するとともに、
親画像と子画像との関係を視認可能となるよう、図１７（ｂ）に示す如く、親画像と子画
像を接続するよう樹状に分岐する線Ｌの画像を表示する。
【０１４４】
　図１７（ｃ）は、Ｊグループ３０に係る相関図画面２０３を示す。相関図画面２０３に
は、Ｊグループ３０内の画像Ｊ、Ｊ＿１、Ｊ＿２、Ｊ＿２‐１、Ｊ＿２-１‐１、Ｊ＿２
‐１‐２のサムネイル２０２が表示面１１ｃに表示するとともに、親画像と子画像との関
係が視認可能となるように、親画像と子画像を接続する樹状に分岐した線Ｌの画像が表示
される。
【０１４５】
　以上、本変更例の構成によれば、表示面１１ｃに、画像フォルダ２０に保存されている
画像が表示されている状態において、タッチセンサ１２より上フリックが検出されると、
現在表示されている画像の親画像が表示され、タッチセンサ１２より上フリックが検出さ
れると、現在表示されている画像の子画像が表示される（図１６参照）。よって、直接的
な編集元の画像や直接的に編集された画像およびこれらの関係を、ユーザは容易に特定で
きる。
【０１４６】
　また、本変更例の構成によれば、子画像が表示された状態において、タッチセンサ１２
より左右方向へのフリックが検出されると、その子画像の兄弟画像が表示される。すなわ
ち、現在表示対象となっている画像と、その画像の兄弟画像との関係を、ユーザは容易に
特定できる。
【０１４７】
　さらに、本変更例の構成によれば、相関図画面２０３において、あるグループに属する
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画像のサムネイル２０２が一覧表示されるとともに、編集前の画像と編集後の画像との直
接的な関係を示す線Ｌの画像が表示される。よって、ユーザは、編集前の画像と編集後の
画像の直接的な関連を認識できるとともに、当該グループの全体構成を認識できる。
【０１４８】
　＜変更例４＞
　上記変更例３では、画像フォルダ２０に保存された画像のファイル名に基づいて、左右
方向のフリックに応じて兄弟画像が表示され、さらに、上下方向のフリックに応じて親画
像と子画像が表示される。しかしながら、上記変更例３と同様の形式で画像のファイル名
が定められている場合においても、上記実施例と同様に、上下方向のフリックに応じて、
同一グループ内の全ての画像を閲覧可能な構成が採られてもよい。
【０１４９】
　ただし、本変更例に係る図７のステップＳ１３２、Ｓ１３３の処理における「次の子画
像」と、ステップＳ１３５、Ｓ１３６における「前の子画像」は、以下のようにして定め
られるものとする。
【０１５０】
　図１２を参照して、ＣＰＵ１００は、画像フォルダ２０に保存されている画像を、グル
ープごとに、親画像と子画像との関連付けに基づき、整列した順序を定める。
【０１５１】
　１つのグループ内において、ある２つの画像が親画像と子画像の関係にある場合、親画
像の順番は、子画像よりも先である。ＣＰＵ１００は、ある２つの画像が兄弟画像の関係
にある場合、これら２つの画像の順序は、末尾識別番号に従い定める。
【０１５２】
　たとえば、Ｈグループ２８（図１２（ａ））には、整列した順序Ｈ、Ｈ＿１、Ｈ＿１-
１が定められる。Ｉグループ２９には、整列した順序Ｉ、Ｉ＿１、Ｉ＿２、Ｉ＿２－１が
定められる。Ｊグループ３０には、整列した順序Ｊ、Ｊ＿１、Ｊ＿２、Ｊ＿２－１、Ｊ＿
２-１-１、Ｊ＿２－１－２が定められる。
【０１５３】
　図１８は、本変更例に係る、図７の処理に基づき表示面１１ｃに表示される画像の遷移
を説明するための図である。図１８は、上記実施例における図８の画像の遷移図に対応す
るものである。
【０１５４】
　図１８によれば、タッチセンサ１２より上フリックが検出されると、上述の如く定めら
れた順序に従って、表示面１１ｃに表示される画像が「次の子画像」へ遷移する。同様に
、下フリックがなされと、上述の如く定められた整列した順序に対応して、表示面１１ｃ
に表示される画像が「前の子画像」へ遷移する。たとえば、画像Ｊ＿２-１が表示面１１
ｃに表示されている状態において、タッチセンサ１２より上フリックまたは下フリックが
検出されると、画像が、画像Ｊ＿２‐１‐１または画像Ｊ＿２へ遷移する。
【０１５５】
　以上、本変更例の構成によれば、上下方向へのフリックによって、ルート画像から子画
像、孫画像（子画像の子画像）等の子孫画像へ、および子孫画像からルート画像へ、表示
面１１ｃに表示される画像が遷移する。
【０１５６】
　＜その他＞
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態によって何
ら制限されるものではなく、また、本発明の実施の形態も、上記以外に種々の変更が可能
である。
【０１５７】
　上記実施例および変更例１～４では、ステップＳ１１３またはＳ１１８の処理に基づき
、画像フォルダ２０に保存されている画像のうち、表示対象の画像が、画面の主要な構成
要素として表示面１１ｃに表示される。表示対象の画像が表示面１１ｃに表示される際、
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画像フォルダ２０に保存されている他の画像（親画像、ルート画像、兄弟画像、子画像、
他のグループに属する画像等）がさらに表示面１１ｃに表示される構成が採られてもよい
。
【０１５８】
　たとえば、図１９（ａ）に示す如く、現在表示対象の画像として設定されている画像Ｊ
＿２が、画面の主要な構成要素として表示面１１ｃに表示されている際、表示面１１ｃの
一部（たとえば画像Ｊ＿２の上側）に、画像Ｊ＿２の親画像である画像Ｊをさらに表示面
１１ｃに表示する構成を採ることができる。
【０１５９】
　また、たとえば、図１９（ａ）に示す如く、現在表示対象の画像として設定されている
画像Ｊ＿２が、画面の主要な構成要素として表示面１１ｃに表示されている際、表示面１
１ｃの一部（たとえば画像Ｊ＿２の下側）に、画像Ｊ＿２の子孫の画像Ｊ＿２－１、Ｊ＿
２-１-１、Ｊ＿２－１－２が表示される構成を採ることもできる。
【０１６０】
　図１９（ａ）に示される構成が採られる場合、フリックの方向に応じて画面の主要な構
成要素として表示面１１ｃに表示されることとなる画像が、（縮小された状態で）既に表
示面１１ｃの上側および下側に表示されている。ユーザは、現在表示させている画像（Ｊ
＿２）に関連する画像の概要を容易に知ることができる。
【０１６１】
　上記実施例では、Ａグループ２１（またはＦグループ２６）の画像が表示面１１ｃに表
示されているときに右フリック（Ｆグループ２６の場合は左フリック）がなされても、他
のグループの画像は表示面１１ｃに表示されない。たとえば、左右方向へのフリックに基
づき、各グループを巡回するよう画像が表示されるよう構成してもよい。すなわち、Ａグ
ループ２１の画像が表示されている状態においてタッチセンサ１２より右フリックが検出
された場合にＦグループ２６の画像（たとえばルート画像である画像Ｆ）が表示され、逆
にＦグループ２６の画像が表示されている状態においてタッチセンサ１２より左フリック
が検出された場合、Ａグループ２１の画像（たとえばルート画像である画像Ａ）が表示さ
れるよう構成されてもよい。このような構成は、変更例１～４へも適用可能である。
【０１６２】
　上記実施例では、ルート画像が表示面１１ｃに表示されているときに下フリックがなさ
れても、表示面１１ｃに表示される画像は遷移しない。しかしながら、上下方向へのフリ
ックに基づき、各グループ内の画像を巡回するよう画像が表示されるよう構成してもよい
。すなわち、ルート画像が表示されている状態において、タッチセンサ１２より下フリッ
クが検出された場合にグループ内における最後の画像へ表示が遷移し、当該最後の画像が
表示されている状態においてタッチセンサ１２より上フリックが検出された場合に上記ル
ート画像が表示されるよう構成されてもよい。このような構成は、変更例１～４へも適用
可能である。
【０１６３】
　上記変更例１、変更例２では、図１０、図１１に示すリスト画面２０１が表示面１１ｃ
に表示されることにより、編集前の画像と編集後の画像とが関連付けられる。しかしなが
ら、リスト画面２０１に画像のサムネイル２０２が表示される際、たとえば図１９（ｂ）
に示すリスト画面２０１が表示面１１ｃに表示される等、各種の様式で編集前の画像と編
集後の画像とが関連付けられる構成が採られてもよい。図１９（ｂ）のリスト画面２０１
では、図６のリスト画面２０１に、さらにグループを通知するための破線の枠２０６、２
０７、２０８が表示される。破線の枠２０６、２０７、２０８によりＢグループ２２、Ｄ
グループ２４、Ｅグループ２５が通知される。破線の枠２０６、２０７、２０８内におい
て、先頭に表示されるサムネイル２０２が各グループのルート画像のサムネイル２０２で
ある。ユーザは、破線の枠２０６、２０７、２０７とその内部に表示されているサムネイ
ル２０２を視認することにより、編集される前の画像であるルート画像と当該ルート画像
が編集されることにより作成されたその他の画像との関連を視認できる。
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【０１６４】
　また、図２０（ａ）に示す如く、ルート画像である画像Ａ～Ｆのサムネイル２０２が、
周囲の枠が表示されることにより、強調表示されることにより、ユーザへルート画像が通
知されてもよい。ここで、ルート画像のサムネイルに続いて表示されるサムネイルは、当
該ルート画像から生成された画像のサムネイルである。また、図２０（ｂ）に示す如く、
ルート画像以外の画像のサムネイルが通常の状態に比較して縮小されて表示されてもよい
。このような表示形態としても、ユーザは、編集される前の画像であるルート画像と当該
ルート画像が編集されることにより作成されたその他の画像との関連を視認できる。
【０１６５】
　上記実施例および変更例１～４では、タッチセンサ１２より所定操作（左右の方向への
フリック）が検出されると、別のグループの画像が表示される。しかしながら、リスト画
面２０１において画像が選択され、選択された画像が表示面１１ｃに表示された後は、別
のグループの画像が表示されないような構成が採られてもよい。たとえば、上記実施例の
構成において、左右方向のフリック（図８参照）を無効にする構成を採ることができる。
【０１６６】
　また、実施例および変更例１、２、４では、所定操作（左右の方向へのフリック）に基
づき、別のグループのルート画像が表示される。しかしながら、別のグループのルート画
像の表示を行うか否かが、現在表示対象となっている画像に応じて変えられる構成が採ら
れてもよい。たとえば、現在表示対象として設定されている画像がルート画像ではない場
合には、図７のステップＳ１３９とＳ１４１の処理がスキップされ、別のグループのルー
ト画像が表示されないような構成が採られてもよい。
【０１６７】
　また、変更例２のリスト画面２０１（図１１）において何れのサムネイル２０２が選択
されるかに応じて、別のグループの画像の表示の可否が切り替えられるよう構成すること
もできる。たとえば、図１１のリスト画面２０１において選択された画像のサムネイル２
０２が、重ねられた状態の画像のサムネイル２０２であった場合、ルート画像が表示面１
１ｃに表示された後、左右のフリックがなされても他のグループの画像の表示が禁止され
る構成が採られてもよい。この場合、フリックにより、グループ内での画像の遷移のみが
可能となる。
【０１６８】
　上記実施例および変更例１～４では、画像のファイル名の識別番号に基づいて、編集前
の画像（ルート画像、親画像）と編集後の画像（ルート画像以外の画像、子画像、子孫画
像）とが関連付けられる。このような関連付けは、上述の如く識別番号によって与えられ
る必要はなく、各種の様式に従って与えられ得る。たとえば、関連付けを定める所定のフ
ァイルまたはデータベースが構成されメモリ１０１に記憶されてもよい。たとえば、各画
像が有する子画像を特定するデータを含むファイルが作成されることにより、上記の関連
付けが定められてもよい。
【０１６９】
　上記実施例および変更例１～４では、タッチセンサ１２を備える表示面１１ｃに対する
入力による所定の操作（フリック）が検出されることにより、表示面１１ｃに表示される
画像が遷移する（図８、図１６、図１８）。上記実施例および変更例１～４において説明
した所定の操作と画面の遷移との関係は、一例であり、携帯電話機１が備える入力検出手
段や用途等に応じて、変更してもよい。たとえば、携帯電話機１に備えられたハードキー
より入力される所定の操作に基づき、編集前の画像と編集後の画像との間で画像が遷移さ
れてもよい。
【０１７０】
　なお、表示面１１ｃに画像を表示させるとともに、表示させる画像を順次自動的に次の
画像へ遷移させるスライドショーのアプリケーションが実行される場合、ルート画像のみ
がスライドショーにて表示されることとしてもよい。これにより、ユーザは、容易に、編
集前の画像（ルート画像、親画像）のみを順次閲覧できる。たとえば画像フォルダ２０に
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多数の画像が保存されている場合であっても、ユーザは、容易に、編集前の画像（ルート
画像、親画像）のみを閲覧できる。
【０１７１】
　上記実施の形態では、スマートフォン型の携帯電話機に本発明が適用されている。しか
しながら、これに限らず、ストレート式、折りたたみ式、スライド式等、他のタイプの携
帯電話機に本発明が適用されてもよい。
【０１７２】
　さらに、本発明は、携帯電話機に限られず、ＰＤＡ（Personal DigitalAssistant）、
タブレットＰＣ（Tablet PC）、電子書籍端末等の携帯端末装置を含む、各種の通信装置
に適用可能である。
【０１７３】
　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１７４】
　　　　　１　携帯電話機　（携帯端末装置）
　　　１１ｃ　表示面
　　　　１２　タッチセンサ　（操作検出部）
　　　１００　ＣＰＵ　（表示制御部、操作検出部）
　　　１０１　メモリ　（記憶部）
　　　２０１　リスト画面　（一覧画面）
　　　２０２　サムネイル　（縮小された第１の画像、縮小された第２の画像）
　　　２０３　相関図画面　（一覧画面）
　　　Ａ～Ｊ　画像　（第１の画像、第３の画像）
　　　Ｈ＿１、Ｉ＿２、Ｊ＿２、Ｊ＿２－１　画像　（第１の画像、第２の画像、第３の
画像）
　　　Ｂ＿１、Ｂ＿２、Ｄ＿１～Ｄ＿３、Ｅ＿１、Ｈ＿１－１、Ｉ＿１、Ｉ＿２-１、Ｊ
＿１、Ｊ＿２‐１－１、Ｊ＿２－１－２　画像　（第２の画像、第３の画像）
　　　　　Ｌ　線
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