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(57)【要約】
【課題】撮影装置の撮影中に携帯情報処理装置と通信し
ていなくても、撮影装置が撮影した画像情報にＧＰＳ情
報を付加する撮影画像記録システム、撮影装置、撮影画
像記録方法を提供する。
【解決手段】携帯情報処理装置は、携帯情報処理装置の
位置情報をＧＰＳにより取得し、取得された時刻を示す
第１の時刻情報を取得し、取得された位置情報、及び取
得された第１の時刻情報を含むＧＰＳ情報を記録し、撮
影装置は、被写体を撮影し、撮影した画像を示す画像情
報を取得し、撮影された時刻を示す第２の時刻情報を取
得し、取得された画像情報、及び取得された第２の時刻
情報を関連づけて記録し、ユーザによる指示入力に応じ
て、記録されたＧＰＳ情報を取得し、ＧＰＳ情報のうち
、画像情報に関連づけられた第２の時刻情報が示す時刻
と、ＧＰＳ情報に含まれる第１の時刻情報が示す時刻と
に基づき、ＧＰＳ情報を、画像情報に付加して第２の記
録手段に記録する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯情報処理装置と、該携帯情報処理装置と情報の授受が可能な撮影装置とを有する撮
影画像記録システムであって、
　前記携帯情報処理装置は、当該携帯情報処理装置の位置情報をＧＰＳにより取得する位
置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段により前記位置情報が取得された時刻を示す第１の時刻情報を取
得する第１の時刻情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段により取得された位置情報、及び前記第１の時刻情報取得手段に
より取得された第１の時刻情報を含むＧＰＳ情報を記録する第１の記録手段と、
　を有し、
　前記撮影装置は、被写体を撮影し、撮影した画像を示す画像情報を取得する撮影手段と
、
　前記撮影手段により撮影された時刻を示す第２の時刻情報を取得する第２の時刻情報取
得手段と、
　前記撮影手段により取得された画像情報、及び前記第２の時刻情報取得手段により取得
された第２の時刻情報を関連づけて記録する第２の記録手段と、
　ユーザによる指示入力に応じて、前記第１の記録手段により記録されたＧＰＳ情報を取
得するＧＰＳ情報取得手段と、
　前記ＧＰＳ情報取得手段により取得されたＧＰＳ情報のうち、前記第２の記録手段によ
り記録された画像情報に関連づけられた前記第２の時刻情報が示す時刻と、前記ＧＰＳ情
報に含まれる前記第１の時刻情報が示す時刻とに基づき、前記第２の時刻情報が示す時刻
を含む所定の時間帯に前記第１の時刻情報取得手段により取得されたＧＰＳ情報を、当該
画像情報に付加して前記第２の記録手段に記録するＧＰＳ情報付加手段と、
　を有する撮影画像記録システム。
【請求項２】
　前記第１の取得手段は、所定時間間隔毎に前記ＧＰＳ情報を取得する請求項１に記載の
撮影画像記録システム。
【請求項３】
　前記携帯情報処理装置は、前記位置情報取得手段により取得された位置情報に基づき、
当該携帯情報処理装置の移動距離を検出する距離検出手段を更に有し、
　前記位置情報取得手段は、前記距離検出手段により検出された移動距離が所定の距離と
なる度に前記位置情報を取得する請求項１又は請求項２に記載の撮影画像記録システム。
【請求項４】
　前記ＧＰＳ情報には、前記位置情報が示す位置に関連する位置関連情報が更に含まれる
請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の撮影画像記録システム。
【請求項５】
　前記携帯情報処理装置は、前記ＧＰＳ情報の情報量を予め算出する算出手段と、
　前記算出手段により算出された情報量を前記撮影装置に提供する情報量提供手段と、
　を更に有し、
　前記撮影装置は、前記情報量提供手段により提供された情報量の前記ＧＰＳ情報を記録
するための領域を前記第２の記録手段に予め確保する確保手段を更に有する請求項１～請
求項４のいずれか１項に記載の撮影画像記録システム。
【請求項６】
　前記撮影装置は、前記第２の記録手段により情報が記録可能な容量である空き容量を検
出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された空き容量を前記携帯情報処理装置に提供する空き容量提
供手段と、
　を更に有し、
　前記携帯情報処理装置は、前記空き容量提供手段により提供された空き容量に応じて、
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前記ＧＰＳ情報を圧縮する請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の撮影画像記録シス
テム。
【請求項７】
　前記撮影装置は、前記第２の記録手段により情報が記録可能な容量である空き容量を検
出する検出手段を更に有し、
　前記ＧＰＳ情報取得手段は、ユーザにより前記指示入力が行われ、かつ前記検出手段に
より検出された空き容量が前記ＧＰＳ情報の情報量より少ない場合には、前記ＧＰＳ情報
が記録可能となった際に、前記ＧＰＳ情報を取得する請求項１～請求項５のいずれか１項
に記載の撮影画像記録システム。
【請求項８】
　前記第２の記録手段は、予め前記撮影装置に設けられている記録装置、及び当該撮影装
置に着脱自在で情報の記録な可能な第１の外部記録装置の少なくとも一方で構成される請
求項１～請求項７のいずれか１項に記載の撮影画像記録システム。
【請求項９】
　前記撮影装置は、前記ＧＰＳ情報が付加された前記画像情報であるＧＰＳ付加画像情報
を記録する外部機器に当該ＧＰＳ付加画像情報を提供するＧＰＳ付加画像情報提供手段と
、
　圧縮された前記ＧＰＳ情報を解凍する解凍手段と、
　を更に有し、
　前記ＧＰＳ付加画像情報提供手段は、前記ＧＰＳ情報が圧縮されている場合には、圧縮
された前記ＧＰＳ情報を前記解凍手段により解凍して前記外部機器に前記ＧＰＳ付加画像
情報を提供する請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の撮影画像記録システム。
【請求項１０】
　前記携帯情報処理装置は、前記ＧＰＳ情報を示す表示用ＧＰＳ情報を表示する表示手段
を更に有し、
　前記ＧＰＳ情報取得手段は、前記表示手段により表示された前記表示用ＧＰＳ情報を撮
影手段により撮影することにより取得された表示用ＧＰＳ情報により前記ＧＰＳ情報を取
得する請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の撮影画像記録システム。
【請求項１１】
　前記表示用ＧＰＳ情報は、バーコード又は文字を示す情報である請求項１０に記載の撮
影画像記録システム。
【請求項１２】
　前記第１の記録手段は、着脱自在で情報の記録が可能な第２の外部記録装置であり、
　前記撮影装置は、前記第２の外部記録装置が着脱自在とされており、
　前記ＧＰＳ情報取得手段は、ユーザにより前記指示入力が行われ、かつ前記第２の外部
記録装置が当該撮影装置に装着されている場合に、前記第２の外部記録装置により記録さ
れた前記ＧＰＳ情報を取得する請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の撮影画像記
録システム。
【請求項１３】
　前記第１の記録手段は、前記携帯情報処理装置と通信可能な通信機器に設けられている
請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の撮影画像記録システム。
【請求項１４】
　携帯情報処理装置の位置情報をＧＰＳにより取得する位置情報取得手段と、前記位置情
報取得手段により前記位置情報が取得された時刻を示す第１の時刻情報を取得する第１の
時刻情報取得手段と、前記位置情報取得手段により取得された位置情報、及び前記第１の
時刻情報取得手段により取得された第１の時刻情報を含むＧＰＳ情報を記録する第１の記
録手段と、を有する携帯情報処理装置と情報の授受が可能な撮影装置であって、
　被写体を撮影し、撮影した画像を示す画像情報を取得する撮影手段と、
　前記撮影手段により撮影された時刻を示す第２の時刻情報を取得する第２の時刻情報取
得手段と、
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　前記撮影手段により取得された画像情報、及び前記第２の時刻情報取得手段により取得
された第２の時刻情報を関連づけて記録する第２の記録手段と、
　ユーザによる指示入力に応じて、前記第１の記録手段により記録されたＧＰＳ情報を取
得するＧＰＳ情報取得手段と、
　前記ＧＰＳ情報取得手段により取得されたＧＰＳ情報のうち、前記第２の記録手段によ
り記録された画像情報に関連づけられた前記第２の時刻情報が示す時刻と、前記ＧＰＳ情
報に含まれる前記第１の時刻情報が示す時刻とに基づき、前記第２の時刻情報が示す時刻
を含む所定の時間帯に前記第１の時刻情報取得手段により取得されたＧＰＳ情報を、当該
画像情報に付加して前記第２の記録手段に記録するＧＰＳ情報付加手段と、
　を有する撮影装置。
【請求項１５】
　携帯情報処理装置と、該携帯情報処理装置と情報の授受が可能な撮影装置とを有する撮
影画像記録システムでの撮影画像記録方法であって、
　前記携帯情報処理装置は、当該携帯情報処理装置の位置情報をＧＰＳにより取得する位
置情報取得段階と、
　前記位置情報取得段階により前記位置情報が取得された時刻を示す第１の時刻情報を取
得する第１の時刻情報取得段階と、
　前記位置情報取得段階により取得された位置情報、及び前記第１の時刻情報取得段階に
より取得された第１の時刻情報を含むＧＰＳ情報を記録する第１の記録手段に、前記ＧＰ
Ｓ情報を記録する第１の記録段階と、
　を有し、
　前記撮影装置は、被写体を撮影し、撮影した画像を示す画像情報を取得する撮影段階と
、
　前記撮影段階により撮影された時刻を示す第２の時刻情報を取得する第２の時刻情報取
得段階と、
　前記撮影段階により取得された画像情報、及び前記第２の時刻情報取得段階により取得
された第２の時刻情報を関連づけて記録する第２の記録手段に、前記画像情報及び第２の
時刻情報を関連づけて記録する第２の記録段階と、
　ユーザによる指示入力に応じて、前記第１の記録手段により記録されたＧＰＳ情報を取
得するＧＰＳ情報取得段階と、
　前記ＧＰＳ情報取得手段により取得されたＧＰＳ情報のうち、前記第２の記録手段によ
り記録された画像情報に関連づけられた前記第２の時刻情報が示す時刻と、前記ＧＰＳ情
報に含まれる前記第１の時刻情報が示す時刻とに基づき、前記第２の時刻情報が示す時刻
を含む所定の時間帯に前記第１の時刻情報取得段階により取得されたＧＰＳ情報を、当該
画像情報に付加して前記第２の記録手段に記録するＧＰＳ情報付加段階と、
　を有する撮影画像記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影画像記録システム、撮影装置、撮影画像記録方法に関し、特にＧＰＳ情
報を付加した画像を記録する撮影画像記録システム、撮影装置、撮影画像記録方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　画像情報にＧＰＳ情報を付加して記録する種々の技術が提案されている。例えば特許文
献１には、ＧＰＳ機能を備えた携帯電話を利用して位置情報をデジタルカメラが取得し、
その位置情報を画像情報に付加する技術が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、携帯機器とデジタルカメラを連携させて、ＧＰＳ情報を入手す
る技術が開示されている。この技術では、携帯機器とデジタルカメラが常時接続すること
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でＧＰＳ情報を入手するようになっている。
【０００４】
　更に、特許文献３には携帯電話を利用しておおよその位置を検出し、その位置を用いて
ハンディＧＰＳが詳細な位置情報を算出し、その位置情報がカメラに送信されることで、
カメラは画像情報に位置情報を付加するという技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－３５８９７８号公報
【特許文献２】特開２００４－１５９０４８号公報
【特許文献３】特開２００１－２３８２４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したいずれの特許文献に開示された技術においても、画像情報にＧＰＳ情報を付加
する場合には、撮影した時点でＧＰＳ情報を取得しなければならない。従って、撮影装置
で撮影中は、ＧＰＳ情報を取得可能な携帯情報処理装置とデジタルカメラが常に通信して
いなければならないという問題点があった。
【０００６】
　本発明は上記問題点に鑑み、ＧＰＳ機能を備えていない撮影装置の撮影中に、ＧＰＳ機
能を備えた携帯情報処理装置と通信していなくても、撮影装置が撮影した画像情報に、携
帯情報処理装置により取得されたＧＰＳ情報を付加することを可能とする撮影画像記録シ
ステム、撮影装置、撮影画像記録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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、携帯情報処理装置と、該携帯情報処理
装置と情報の授受が可能な撮影装置とを有する撮影画像記録システムであって、前記携帯
情報処理装置は、当該携帯情報処理装置の位置情報をＧＰＳにより取得する位置情報取得
手段と、前記位置情報取得手段により前記位置情報が取得された時刻を示す第１の時刻情
報を取得する第１の時刻情報取得手段と、前記位置情報取得手段により取得された位置情
報、及び前記第１の時刻情報取得手段により取得された第１の時刻情報を含むＧＰＳ情報
を記録する第１の記録手段と、を有し、前記撮影装置は、被写体を撮影し、撮影した画像
を示す画像情報を取得する撮影手段と、前記撮影手段により撮影された時刻を示す第２の
時刻情報を取得する第２の時刻情報取得手段と、前記撮影手段により取得された画像情報
、及び前記第２の時刻情報取得手段により取得された第２の時刻情報を関連づけて記録す
る第２の記録手段と、ユーザによる指示入力に応じて、前記第１の記録手段により記録さ
れたＧＰＳ情報を取得するＧＰＳ情報取得手段と、前記ＧＰＳ情報取得手段により取得さ
れたＧＰＳ情報のうち、前記第２の記録手段により記録された画像情報に関連づけられた
前記第２の時刻情報が示す時刻と、前記ＧＰＳ情報に含まれる前記第１の時刻情報が示す
時刻とに基づき、前記第２の時刻情報が示す時刻を含む所定の時間帯に前記第１の時刻情
報取得手段により取得されたＧＰＳ情報を、当該画像情報に付加して前記第２の記録手段
に記録するＧＰＳ情報付加手段と、を有する。
【０００８】
　ここで、請求項１に記載の発明では、携帯情報処理装置と、該携帯情報処理装置と情報
の授受が可能な撮影装置とを有する撮影画像記録システムであって、前記携帯情報処理装
置は、位置情報取得手段が当該携帯情報処理装置の位置情報をＧＰＳにより取得し、第１
の時刻情報取得手段が前記位置情報取得手段により前記位置情報が取得された時刻を示す
第１の時刻情報を取得し、第１の記録手段に前記位置情報取得手段により取得された位置
情報、及び前記第１の時刻情報取得手段により取得された第１の時刻情報を含むＧＰＳ情
報を記録し、前記撮影装置は、撮影手段が被写体を撮影し、撮影した画像を示す画像情報
を取得し、第２の時刻情報取得手段が前記撮影手段により撮影された時刻を示す第２の時
刻情報を取得し、第２の記録手段に前記撮影手段により取得された画像情報、及び前記第
２の時刻情報取得手段により取得された第２の時刻情報を関連づけて記録し、ＧＰＳ情報



(6) JP 2009-27647 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

取得手段がユーザによる指示入力に応じて、前記第１の記録手段により記録されたＧＰＳ
情報を取得し、ＧＰＳ情報付加手段が前記ＧＰＳ情報取得手段により取得されたＧＰＳ情
報のうち、前記第２の記録手段により記録された画像情報に関連づけられた前記第２の時
刻情報が示す時刻と、前記ＧＰＳ情報に含まれる前記第１の時刻情報が示す時刻とに基づ
き、前記第２の時刻情報が示す時刻を含む所定の時間帯に前記第１の時刻情報取得手段に
より取得されたＧＰＳ情報を、当該画像情報に付加して前記第２の記録手段に記録するの
で、ＧＰＳ機能を備えていない撮影装置の撮影中に、ＧＰＳ機能を備えた携帯情報処理装
置と通信していなくても、撮影装置が撮影した画像情報に、携帯情報処理装置により取得
されたＧＰＳ情報を付加することを可能とする撮影画像記録システムが得られる。
【０００９】
　また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記第１の取得手段は、所定時間
間隔毎に前記ＧＰＳ情報を取得するものである。
【００１０】
　請求項２によれば、ＧＰＳ情報を所定時間間隔毎に取得することができる。
【００１１】
　また、請求項３の発明は、請求項１又は請求項２の発明において、前記携帯情報処理装
置は、前記位置情報取得手段により取得された位置情報に基づき、当該携帯情報処理装置
の移動距離を検出する距離検出手段を更に有し、前記位置情報取得手段は、前記距離検出
手段により検出された移動距離が所定の距離となる度に前記位置情報を取得するものであ
る。
【００１２】
　請求項３によれば、ＧＰＳ情報を所定距離移動毎に取得することができる。
【００１３】
　また、請求項４の発明は、請求項１～請求項３のいずれか１項の発明において、前記Ｇ
ＰＳ情報には、前記位置情報が示す位置に関連する位置関連情報が更に含まれるものであ
る。
【００１４】
　請求項４によれば、位置に関連する位置関連情報もＧＰＳ情報に含むことができる。
【００１５】
　また、請求項５の発明は、請求項１～請求項４のいずれか１項の発明において、前記携
帯情報処理装置は、前記ＧＰＳ情報の情報量を予め算出する算出手段と、前記算出手段に
より算出された情報量を前記撮影装置に提供する情報量提供手段と、を更に有し、前記撮
影装置は、前記情報量提供手段により提供された情報量の前記ＧＰＳ情報を記録するため
の領域を前記第２の記録手段に予め確保する確保手段を更に有するものである。
【００１６】
　請求項５の発明によれば、撮影装置は、全てのＧＰＳ情報をもれなく取得することがで
きる。
【００１７】
　また、請求項６の発明は、請求項１～請求項５のいずれか１項の発明において、前記撮
影装置は、前記第２の記録手段により情報が記録可能な容量である空き容量を検出する検
出手段と、前記検出手段により検出された空き容量を前記携帯情報処理装置に提供する空
き容量提供手段と、を更に有し、前記携帯情報処理装置は、前記空き容量提供手段により
提供された空き容量に応じて、前記ＧＰＳ情報を圧縮するものである。
【００１８】
　請求項６によれば、撮影装置は、全てのＧＰＳ情報をもれなく取得することができる。
【００１９】
　また、請求項７の発明は、請求項１～請求項５のいずれか１項の発明において、前記撮
影装置は、前記第２の記録手段により情報が記録可能な容量である空き容量を検出する検
出手段を更に有し、前記ＧＰＳ情報取得手段は、ユーザにより前記指示入力が行われ、か
つ前記検出手段により検出された空き容量が前記ＧＰＳ情報の情報量より少ない場合には
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、前記ＧＰＳ情報が記録可能となった際に、前記ＧＰＳ情報を取得するものである。
【００２０】
　請求項７によれば、一時的に空き容量がＧＰＳ情報より少ない場合にでも撮影装置は全
てのＧＰＳ情報をもれなく取得することができる。
【００２１】
　また、請求項８の発明は、請求項１～請求項７のいずれか１項の発明において、前記第
２の記録手段は、予め前記撮影装置に設けられている記録装置、及び当該撮影装置に着脱
自在で情報の記録な可能な第１の外部記録装置の少なくとも一方で構成されるものである
。
【００２２】
　請求項８の発明によれば、第２の記録手段として、２つの記録装置の少なくとも一方で
構成することができる。
【００２３】
　また、請求項９の発明は、請求項１～請求項８のいずれか１項の発明において、前記撮
影装置は、前記ＧＰＳ情報が付加された前記画像情報であるＧＰＳ付加画像情報を記録す
る外部機器に当該ＧＰＳ付加画像情報を提供するＧＰＳ付加画像情報提供手段と、圧縮さ
れた前記ＧＰＳ情報を解凍する解凍手段と、を更に有し、前記ＧＰＳ付加画像情報提供手
段は、前記ＧＰＳ情報が圧縮されている場合には、圧縮された前記ＧＰＳ情報を前記解凍
手段により解凍して前記外部機器に前記ＧＰＳ付加画像情報を提供するものである。
【００２４】
　請求項９の発明によれば、外部機器は、圧縮されていない通常のＧＰＳ情報を記録する
ことができる。
【００２５】
　また、請求項１０の発明は、請求項１～請求項９のいずれか１項の発明において、前記
携帯情報処理装置は、前記ＧＰＳ情報を示す表示用ＧＰＳ情報を表示する表示手段を更に
有し、前記ＧＰＳ情報取得手段は、前記表示手段により表示された前記表示用ＧＰＳ情報
を撮影手段により撮影することにより取得された表示用ＧＰＳ情報により前記ＧＰＳ情報
を取得するものである。
【００２６】
　請求項１０の発明によれば、携帯情報処理装置と撮影装置とが互いに通信手段を持たな
くても、撮影装置はＧＰＳ情報を取得することができる。
【００２７】
　また、請求項１１の発明は、請求項１０の発明において、前記表示用ＧＰＳ情報は、バ
ーコード又は文字を示す情報である。
【００２８】
　請求項１１の発明によれば、表示用ＧＰＳ情報として、バーコード又は文字を示す情報
を用いることができる。
【００２９】
　また、請求項１２の発明は、請求項１～請求項１１のいずれか１項の発明において、前
記第１の記録手段は、着脱自在で情報の記録が可能な第２の外部記録装置であり、前記撮
影装置は、前記第２の外部記録装置が着脱自在とされており、前記ＧＰＳ情報取得手段は
、ユーザにより前記指示入力が行われ、かつ前記第２の外部記録装置が当該撮影装置に装
着されている場合に、前記第２の外部記録装置により記録された前記ＧＰＳ情報を取得す
るものである。
【００３０】
　請求項１２の発明によれば、携帯情報処理装置と撮影装置とが互いに通信手段を持たな
くても、撮影装置はＧＰＳ情報を取得することができる。
【００３１】
　また、請求項１３の発明は、請求項１～請求項１１のいずれか１項の発明において、前
記第１の記録手段は、前記携帯情報処理装置と通信可能な通信機器に設けられているもの



(8) JP 2009-27647 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

である。
【００３２】
　請求項１３の発明によれば、携帯情報処理装置にＧＰＳ情報を記録しておくためのリソ
ースが不要となる。
【００３３】
　また、請求項１４の発明は、携帯情報処理装置の位置情報をＧＰＳにより取得する位置
情報取得手段と、前記位置情報取得手段により前記位置情報が取得された時刻を示す第１
の時刻情報を取得する第１の時刻情報取得手段と、前記位置情報取得手段により取得され
た位置情報、及び前記第１の時刻情報取得手段により取得された第１の時刻情報を含むＧ
ＰＳ情報を記録する第１の記録手段と、を有する携帯情報処理装置と情報の授受が可能な
撮影装置であって、被写体を撮影し、撮影した画像を示す画像情報を取得する撮影手段と
、前記撮影手段により撮影された時刻を示す第２の時刻情報を取得する第２の時刻情報取
得手段と、前記撮影手段により取得された画像情報、及び前記第２の時刻情報取得手段に
より取得された第２の時刻情報を関連づけて記録する第２の記録手段と、ユーザによる指
示入力に応じて、前記第１の記録手段により記録されたＧＰＳ情報を取得するＧＰＳ情報
取得手段と、前記ＧＰＳ情報取得手段により取得されたＧＰＳ情報のうち、前記第２の記
録手段により記録された画像情報に関連づけられた前記第２の時刻情報が示す時刻と、前
記ＧＰＳ情報に含まれる前記第１の時刻情報が示す時刻とに基づき、前記第２の時刻情報
が示す時刻を含む所定の時間帯に前記第１の時刻情報取得手段により取得されたＧＰＳ情
報を、当該画像情報に付加して前記第２の記録手段に記録するＧＰＳ情報付加手段と、を
有する。
【００３４】
　請求項１４の発明は、請求項１の発明と同様に作用するため、請求項１と同様の効果が
得られる撮影装置を提供することができる。
【００３５】
　また、請求項１５の発明は、携帯情報処理装置と、該携帯情報処理装置と情報の授受が
可能な撮影装置とを有する撮影画像記録システムでの撮影画像記録方法であって、前記携
帯情報処理装置は、当該携帯情報処理装置の位置情報をＧＰＳにより取得する位置情報取
得段階と、前記位置情報取得段階により前記位置情報が取得された時刻を示す第１の時刻
情報を取得する第１の時刻情報取得段階と、前記位置情報取得段階により取得された位置
情報、及び前記第１の時刻情報取得段階により取得された第１の時刻情報を含むＧＰＳ情
報を記録する第１の記録手段に、前記ＧＰＳ情報を記録する第１の記録段階と、を有し、
前記撮影装置は、被写体を撮影し、撮影した画像を示す画像情報を取得する撮影段階と、
前記撮影段階により撮影された時刻を示す第２の時刻情報を取得する第２の時刻情報取得
段階と、前記撮影段階により取得された画像情報、及び前記第２の時刻情報取得段階によ
り取得された第２の時刻情報を関連づけて記録する第２の記録手段に、前記画像情報及び
第２の時刻情報を関連づけて記録する第２の記録段階と、ユーザによる指示入力に応じて
、前記第１の記録手段により記録されたＧＰＳ情報を取得するＧＰＳ情報取得段階と、前
記ＧＰＳ情報取得手段により取得されたＧＰＳ情報のうち、前記第２の記録手段により記
録された画像情報に関連づけられた前記第２の時刻情報が示す時刻と、前記ＧＰＳ情報に
含まれる前記第１の時刻情報が示す時刻とに基づき、前記第２の時刻情報が示す時刻を含
む所定の時間帯に前記第１の時刻情報取得段階により取得されたＧＰＳ情報を、当該画像
情報に付加して前記第２の記録手段に記録するＧＰＳ情報付加段階と、を有する。
【００３６】
　請求項１５の発明は、請求項１の発明と同様に作用するため、請求項１と同様の効果が
得られる撮影画像記録方法を提供することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、ＧＰＳ機能を備えていない撮影装置の撮影中に、ＧＰＳ機能を備えた
携帯情報処理装置と通信していなくても、撮影装置が撮影した画像情報に、携帯情報処理
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装置により取得されたＧＰＳ情報を付加することを可能とする撮影画像記録システム、撮
影装置、撮影画像記録方法を提供することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００３９】
　図１には、本実施の形態に係る撮影画像記録システムが示されている。同図に示される
ように、撮影画像記録システムは、デジタルカメラ（撮影装置）１０、携帯端末（携帯情
報処理装置）６０、及びサーバ（第１の記録手段）８０で構成される。また、携帯端末６
０とサーバ８０は、ネットワークや携帯端末６０の基地局により通信可能である。携帯端
末６０とデジタルカメラ１０は、例えばＩｒＤＡ等の無線或いはＵＳＢ等の有線により情
報の授受を行う。また、後述するように、携帯端末６０とデジタルカメラ１０は、携帯端
末６０に表示された画像をデジタルカメラ１０が読み取ったり、メモリカードを用いるこ
とにより情報の授受が可能である。
【００４０】
　上記携帯端末６０には、ＧＰＳ機能が設けられており、そのＧＰＳ機能により、携帯端
末６０の位置情報、及び位置情報が取得された時刻を示す第１の時刻情報を含むＧＰＳ情
報を取得することが可能となっている。
【００４１】
　このＧＰＳ情報は、図１の場合では、ネットワークや基地局を介してサーバ８０に記録
される。従って、携帯端末６０にＧＰＳ情報を記録しておくためのリソースが不要となる
。もっとも、携帯端末６０にＧＰＳ情報を記録するための十分な記録領域や、後述するシ
ーケンス図で示される処理能力があれば、サーバ８０は不要となる。また、携帯端末６０
は、携帯電話、ＰＤＡ、ノートパソコン等、後述する処理が実行でき、携帯可能なもので
あればよい。
【００４２】
　以下、上記デジタルカメラ１０、携帯端末６０、及びサーバ８０の構成について説明す
る。
【００４３】
　まず、図２を参照して、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０の外観上の構成を説明
する。デジタルカメラ１０の正面には、被写体像を結像させるための光学部材であるレン
ズ２１と、撮影する被写体の構図を決定するために用いられるファインダ２０と、ストロ
ボ４４と、が備えられている。また、デジタルカメラ１０の上面には、撮影を実行する際
に押圧操作されるレリーズボタン（所謂シャッターボタン）５６Ａと、電源スイッチ５６
Ｂと、が備えられている。
【００４４】
　なお、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０のレリーズボタン５６Ａは、中間位置ま
で押下される状態（以下、「半押し状態」という。）と、当該中間位置を超えた最終押下
位置まで押下される状態（以下、「全押し状態」という。）と、の２段階の押圧操作が検
出可能に構成されている。
【００４５】
　そして、デジタルカメラ１０では、レリーズボタン５６Ａを半押し状態にすることによ
り被写体の明るさが測光され、測光された被写体の明るさに基づきＡＥ（Automatic Expo
sure、自動露出）機能が働いて露出状態（シャッタースピード、及び絞りの状態）が設定
された後、ＡＦ（Auto Focus、自動合焦）機能が働いて合焦制御され、その後、引き続き
全押し状態にすると露光（撮影）が行われる。
【００４６】
　一方、デジタルカメラ１０の背面には、前述のファインダ２０の接眼部と、撮影された
被写体像やメニュー画面等を表示するための上記ＬＣＤ３８と、撮影を行うモードである
撮影モード及び撮影によって得られた被写体像をＬＣＤ３８に再生表示するモードである
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再生モードの何れかのモードに設定する際にスライド操作されるモード切替スイッチ５６
Ｃと、が備えられている。
【００４７】
　また、デジタルカメラ１０の背面には、十字カーソルボタン５６Ｄと、撮影時にストロ
ボ４４を強制的に発光させるモードである強制発光モードを設定する際に押圧操作される
強制発光スイッチ５６Ｅと、が更に備えられている。
【００４８】
　なお、十字カーソルボタン５６Ｄは、ＬＣＤ３８の表示領域における上・下・左・右の
４方向の移動方向を示す４つの矢印キーと、それら矢印キーの中央に存在する決定キーと
を含んで構成されている。
【００４９】
　次に、図３を参照して、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０の電気系の構成を説明
する。
【００５０】
　デジタルカメラ１０は、前述のレンズ２１を含んで構成された光学ユニット２２と、レ
ンズ２１の光軸後方に配設された電荷結合素子（以下、「ＣＣＤ」という。）２４と、入
力されたアナログ信号に対して各種のアナログ信号処理を行うアナログ信号処理部２６と
、を含んで構成されている。
【００５１】
　また、デジタルカメラ１０は、入力されたアナログ信号をデジタルデータに変換するア
ナログ／デジタル変換器（以下、「ＡＤＣ」という。）２８と、入力されたデジタルデー
タに対して各種のデジタル信号処理を行うデジタル信号処理部３０と、を含んで構成され
ている。
【００５２】
　なお、デジタル信号処理部３０は、所定容量のラインバッファを内蔵し、入力されたデ
ジタルデータを後述するメモリ４８の所定領域に直接記憶させる制御も行う。
【００５３】
　ＣＣＤ２４の出力端はアナログ信号処理部２６の入力端に、アナログ信号処理部２６の
出力端はＡＤＣ２８の入力端に、ＡＤＣ２８の出力端はデジタル信号処理部３０の入力端
に、各々接続されている。従って、ＣＣＤ２４から出力された被写体像を示すアナログ信
号はアナログ信号処理部２６によって所定のアナログ信号処理が施され、ＡＤＣ２８によ
ってデジタル画像データに変換された後にデジタル信号処理部３０に入力される。
【００５４】
　一方、デジタルカメラ１０は、被写体像やメニュー画面等をＬＣＤ３８に表示させるた
めの信号を生成してＬＣＤ３８に供給するＬＣＤインタフェース３６と、デジタルカメラ
１０全体の動作を司るＣＰＵ４０と、撮影により得られたデジタル画像データ等を記憶す
るメモリ４８と、メモリ４８に対するアクセスの制御を行うメモリインタフェース４６と
、を含んで構成されている。
【００５５】
　更に、デジタルカメラ１０は、デジタルカメラ１０と着脱自在のメモリカード５２をデ
ジタルカメラ１０でアクセス可能とするための外部メモリインタフェース５０と、デジタ
ル画像データに対する圧縮処理及び伸長処理を行う圧縮・伸長処理回路５４と、を含んで
構成されている。
【００５６】
　なお、本実施の形態のデジタルカメラ１０では、メモリ４８としてＶＲＡＭ（Video RA
M）、ＳＲＡＭ又はＤＲＡＭ、フラッシュメモリのうちのいずれか１つ以上が用いられ、
メモリカード５２としてスマートメディア（Smart Media(登録商標)）が用いられている
。上記メモリ４８及びメモリカード５２の少なくとも一方が第２の記録手段に対応する。
また、メモリカード５２は、第１の外部記録装置に対応する。
【００５７】
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　デジタル信号処理部３０、ＬＣＤインタフェース３６、ＣＰＵ４０、メモリインタフェ
ース４６、外部メモリインタフェース５０、通信部５８、及び圧縮・伸長処理回路５４は
システムバスＢＵＳを介して相互に接続されている。従って、ＣＰＵ４０は、デジタル信
号処理部３０の作動の制御、圧縮・伸長処理回路５４の作動の制御、ＬＣＤ３８に対する
ＬＣＤインタフェース３６を介した各種情報の表示、メモリ４８及びメモリカード５２へ
のメモリインタフェース４６、通信処理、及び外部メモリインタフェース５０を介したア
クセスを各々行うことができる。
【００５８】
　一方、デジタルカメラ１０には、主としてＣＣＤ２４を駆動させるためのタイミング信
号を生成してＣＣＤ２４に供給するタイミングジェネレータ３２が備えられており、ＣＣ
Ｄ２４の駆動はＣＰＵ４０によりタイミングジェネレータ３２を介して制御される。
【００５９】
　更に、デジタルカメラ１０にはモータ駆動部３４が備えられており、光学ユニット２２
に備えられた図示しない焦点調整モータ、ズームモータ及び絞り駆動モータの駆動もＣＰ
Ｕ４０によりモータ駆動部３４を介して制御される。
【００６０】
　すなわち、本実施の形態に係るレンズ２１は複数枚のレンズを有し、焦点距離の変更（
変倍）が可能なズームレンズとして構成されており、図示しないレンズ駆動機構を備えて
いる。このレンズ駆動機構に上記焦点調整モータ、ズームモータ、及び絞り駆動モータは
含まれるものであり、これらのモータは各々ＣＰＵ４０の制御によりモータ駆動部３４か
ら供給された駆動信号によって駆動される。
【００６１】
　更に、前述のレリーズボタン５６Ａ、電源スイッチ５６Ｂ、モード切替スイッチ５６Ｃ
、十字カーソルボタン５６Ｄ、及び強制発光スイッチ５６Ｅ（同図では、「操作部５６」
と総称。）はＣＰＵ４０に接続されており、ＣＰＵ４０は、これらの操作部５６に対する
操作状態を常時把握できる。
【００６２】
　また、デジタルカメラ１０には、ストロボ４４とＣＰＵ４０との間に介在されると共に
、ＣＰＵ４０の制御によりストロボ４４を発光させるための電力を充電する充電部４２が
備えられている。更に、ストロボ４４はＣＰＵ４０にも接続されており、ストロボ４４の
発光はＣＰＵ４０によって制御される。
【００６３】
　次に、本実施の形態に係るデジタルカメラ１０の撮影時における全体的な動作について
簡単に説明する。
【００６４】
　まず、ＣＣＤ２４は、光学ユニット２２を介した撮影を行い、被写体像を示すＲ（赤）
、Ｇ（緑）、Ｂ（青）毎のアナログ信号をアナログ信号処理部２６に順次出力する。アナ
ログ信号処理部２６は、ＣＣＤ２４から入力されたアナログ信号に対して相関二重サンプ
リング処理等のアナログ信号処理を施した後にＡＤＣ２８に順次出力する。
【００６５】
　ＡＤＣ２８は、アナログ信号処理部２６から入力されたＲ、Ｇ、Ｂ毎のアナログ信号を
各々１２ビットのＲ、Ｇ、Ｂの信号（デジタル画像データ）に変換してデジタル信号処理
部３０に順次出力する。デジタル信号処理部３０は、内蔵しているラインバッファにＡＤ
Ｃ２８から順次入力されるデジタル画像データを蓄積して一旦メモリ４８の所定領域に直
接格納する。
【００６６】
　メモリ４８の所定領域に格納されたデジタル画像データは、ＣＰＵ４０による制御に応
じてデジタル信号処理部３０により読み出され、所定の物理量に応じたデジタルゲインを
かけることでホワイトバランス調整を行なうと共に、ガンマ処理及びシャープネス処理を
行なって所定ビット、例えば８ビットのデジタル画像データを生成する。
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【００６７】
　そして、デジタル信号処理部３０は、生成した所定ビットのデジタル画像データに対し
ＹＣ信号処理を施して輝度信号Ｙとクロマ信号Ｃｒ、Ｃｂ（以下、「ＹＣ信号」という。
）を生成し、ＹＣ信号をメモリ４８の上記所定領域とは異なる領域に格納する。
【００６８】
　なお、ＬＣＤ３８は、ＣＣＤ２４による連続的な撮影によって得られた動画像（スルー
画像）を表示してファインダとして使用することができるものとして構成されており、Ｌ
ＣＤ３８をファインダとして使用する場合には、生成したＹＣ信号を、ＬＣＤインタフェ
ース３６を介して順次ＬＣＤ３８に出力する。これによってＬＣＤ３８にスルー画像が表
示されることになる。
【００６９】
　ここで、レリーズボタン５６Ａがユーザによって半押し状態とされた場合、前述のよう
にＡＥ機能が働いて露出状態が設定された後、ＡＦ機能が働いて合焦制御され、その後、
引き続き全押し状態とされた場合、この時点でメモリ４８に格納されているＹＣ信号を、
圧縮・伸長処理回路５４によって所定の圧縮形式（本実施の形態では、ＪＰＥＧ形式）で
圧縮した後にメモリ４８及びメモリカード５２に記録する。
【００７０】
　また、デジタルカメラ１０は、撮像系により撮影された時刻を示す第２の時刻情報を取
得し、撮像系により取得された画像情報（画像データ）、及び第２の時刻情報を関連づけ
て記録するようになっている。
【００７１】
　次に、図４を用いて、携帯端末６０の構成について説明する。携帯端末６０は、ＣＰＵ
６１と、ＧＰＳ部６２と、ＲＡＭ６３と、通信部６４と、ＲＯＭ６５と、表示部６６と、
操作入力部６７と、バス６８とを含む。
【００７２】
　ＣＰＵ６１は、携帯端末６０の全体の動作を司るものであり、後述する携帯端末６０の
処理を示すシーケンス図は、ＣＰＵ６１により実行される。ＧＰＳ部６２は、人工衛星を
用いて携帯端末６０の位置を取得するためのものである。ＲＡＭ６３は、ＯＳやプログラ
ムやデータが展開される揮発性の記憶装置である。通信部６４は、上記ネットワークに接
続するためのものである。また、通信部６４は、デジタルカメラ１０とで情報の授受を可
能とするために、ＩｒＤＡやＵＳＢ等で通信するための機能を有する。
【００７３】
　ＲＯＭ６５は、本実施の形態ではフラッシュメモリであり、携帯端末６０の起動時に動
作するブートプログラムや、後述するシーケンス図に示される処理を行うためのプログラ
ム等が記憶されている不揮発性の記憶装置である。表示部６６は、携帯端末６０に関する
情報を表示するものである。操作入力部６７は、ユーザが携帯端末６０の操作や情報を入
力する際に用いられるものである。バス６８は、情報のやりとりが行われる際に使用され
る。
【００７４】
　次に、図５を用いて、サーバ８０の構成について説明する。サーバ８０は、ＣＰＵ８１
と、ＨＤＤ８２と、ＲＡＭ８３と、通信部８４と、ＲＯＭ８５と、表示部８８と、操作入
力部８７と、バス８８とを含む。
【００７５】
　ＣＰＵ８１は、サーバ８０の全体の動作を司るものであり、後述するサーバ８０の処理
を示すシーケンス図は、ＣＰＵ８１により実行される。ＨＤＤ８２は、携帯端末６０から
受信したＧＰＳ情報、プログラム、ＯＳなどが記録される不揮発性の記憶装置である。Ｒ
ＡＭ８３は、ＯＳやプログラムやデータが展開される揮発性の記憶装置である。通信部８
４は、ネットワークに接続するためのものであり、ＮＩＣやそのドライバで構成される。
ＲＯＭ８５は、サーバ８０の起動時に動作するブートプログラムなどが記憶されている不
揮発性の記憶装置である。表示部８８は、サーバ８０に関する情報をユーザに表示するも
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のである。操作入力部８７は、ユーザがサーバ８０の操作や情報を入力する際に用いられ
るものである。バス８８は、情報のやりとりが行われる際に使用される。
【００７６】
　次に、上述した構成で行われる処理を、シーケンス図を用いて説明する。図６は、携帯
端末６０が、ＧＰＳ情報を取得し、サーバ８０に記録する処理を示している。このとき、
デジタルカメラ１０は撮影中であり、携帯端末６０との間では、通信は行われない。
【００７７】
　まず、ステップ１０１で、ＧＰＳ情報を取得する。このＧＰＳ情報には、ＧＰＳ部６２
により取得された携帯端末６０の位置情報、及び位置情報が取得された時刻を示す第１の
時刻情報が含まれる。
【００７８】
　次のステップ１０２で、ＧＰＳ情報記録処理を行う。この処理は、本実施の形態では、
ステップ１０３で、サーバ８０にＧＰＳ情報記録要求を通知することでサーバ８０にＧＰ
Ｓ情報を記録するようになっている。サーバ８０を用いない構成であれば、ステップ１０
２で、携帯端末６０のフラッシュメモリにＧＰＳ情報が記録されることとなる。
【００７９】
　ステップ１０３で、ＧＰＳ情報記録要求を通知されたサーバ８０は、ステップ１０４で
ＧＰＳ情報を上記ＨＤＤ８２に記録する。
【００８０】
　一方、携帯端末６０は、ステップ１０５で所定の時間を計測するためのタイマをセット
する。次のステップ１０６で、タイムアウトとなると、上記ステップ１０１～ステップ１
０６までの処理（以下、処理Ａと記す）を繰り返す。
【００８１】
　このように、携帯端末６０は、所定時間間隔毎にＧＰＳ情報を取得するようになってい
る。また、所定時間間隔ではなく、ＧＰＳ情報に基づき、携帯端末６０の移動距離を検出
し、移動距離が所定の距離となる度にＧＰＳ情報を取得するようにしても良いし、所定時
間間隔と移動距離との２つの情報を用いてＧＰＳ情報を取得するようにしても良い。
【００８２】
　次に、図５に示した処理において、サーバ８０が、位置情報が示す位置に関連する位置
関連情報を取得する処理を加えた処理について、図７のシーケンス図を用いて説明する。
なお、位置関連情報とは、住所情報、ランドマーク情報、イベント情報、建物情報等、そ
の位置に関連する情報を示している。また、ＧＰＳ関連情報は、位置情報から位置関連情
報が取得できるように上記ＨＤＤ８２に記録されている。サーバ８０を用いない構成の場
合は、携帯端末６０のＲＯＭ６５に記録されている。
【００８３】
　まず、ステップ２０１で、携帯端末６０は、ＧＰＳ情報を取得する。このＧＰＳ情報に
は、ＧＰＳ部６２により取得された携帯端末６０の位置情報、及び位置情報が取得された
時刻を示す第１の時刻情報が含まれる。
【００８４】
　次のステップ２０２で、ＧＰＳ情報記録処理を行うが、本実施の形態では、ステップ２
０３で、サーバ８０にＧＰＳ情報記録要求を通知することでサーバ８０にＧＰＳ情報を記
録する。サーバ８０を用いない構成であれば、ステップ２０２で、携帯端末６０のフラッ
シュメモリにＧＰＳ情報が記録されることとなる。
【００８５】
　ステップ２０３で、ＧＰＳ情報記録要求を通知されたサーバ８０は、ステップ２０４で
上述したＧＰＳ関連情報を取得する。次のステップ２０５で、ＧＰＳ関連情報を含むＧＰ
Ｓ情報を上記ＨＤＤ８２に記録する。
【００８６】
　一方、携帯端末６０は、ステップ２０６で所定の時間を計測するためのタイマをセット
する。次のステップ２０７で、タイムアウトとなると、上記ステップ２０１～ステップ２
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０７までの処理（以下、処理Ｂと記す）を繰り返す。
【００８７】
　以上の２つの処理Ａ、Ｂが携帯端末６０とサーバ８０とのやり取りを示すものである。
このように、携帯端末６０は、ＧＰＳ情報の取得、及びサーバ８０へのＧＰＳ情報の送信
以外は、通常の待ち受け状態（間欠受信）となるので、携帯端末６０の消費電力を抑制す
ることができる。
【００８８】
　次に、このようにして記録された位置情報を、デジタルカメラ１０が取得する処理につ
いて説明する。
【００８９】
　この処理は、処理Ｃ～処理Ｇまでの５種類ある。これらについて、順に説明していく。
まず、図８を用いて、ＧＰＳ情報取得処理（その１：処理Ｃ）について説明する。まず、
携帯端末６０とサーバ８０は、上記処理Ａ、又は処理Ｂを行う。そのとき、デジタルカメ
ラ１０は、撮影中である。
【００９０】
　デジタルカメラ１０のユーザにより、撮影後のステップ３０１で、ボタンが押下される
。ボタンの押下は、ＧＰＳ情報を携帯端末６０から取得するための操作である。そして、
このボタンは、デジタルカメラ１０に設けられたボタンであり、この操作を行うためのボ
タンとして、例えば十字カーソルボタン５６Ｄ（図２参照）に予め割り当てておくように
しても良い。以下に説明する処理でも、予めボタンが割り当てられているものとする。
【００９１】
　ボタンが押下されると、ステップ３０２で、デジタルカメラ１０は携帯端末６０にＧＰ
Ｓ情報を要求する。ＧＰＳ情報を要求された携帯端末６０は、ステップ３０３でＧＰＳ情
報をサーバ８０に要求する。サーバ８０は、処理Ａ又は処理Ｂにより記録されたＧＰＳ情
報を取得し、ステップ３０４で携帯端末６０にＧＰＳ情報を提供し、携帯端末６０は、ス
テップ３０５でＧＰＳ情報をデジタルカメラ１０に提供する。これにより、デジタルカメ
ラ１０は、ステップ３０６でＧＰＳ情報を取得する。
【００９２】
　次のステップ３０７では、取得されたＧＰＳ情報のうち、メモリ４８及びメモリカード
５２の少なくとも一方により記録された画像情報に関連づけられた第２の時刻情報が示す
時刻と、ＧＰＳ情報に含まれる第１の時刻情報が示す時刻とに基づき、第２の時刻情報が
示す時刻を含む所定の時間帯に取得されたＧＰＳ情報を、当該画像情報に付加してメモリ
４８及びメモリカード５２の少なくとも一方に記録する処理である。
【００９３】
　具体的には、例えば携帯端末６０が、ＧＰＳ情報を取得する所定時間間隔が１分の場合
には、撮影時刻を含む所定の時間帯を前後３０秒とし、その時間帯に取得されたＧＰＳ情
報のうち、ＧＰＳ情報に含まれる第１の時刻情報が示す時刻が最も撮影時刻に近いＧＰＳ
情報を画像情報に付加して記録する。上記所定の時間帯は、例えば前後３分以内にするな
ど、デジタルカメラ１０のユーザにより設定可能となっている。
【００９４】
　このように、撮影された時刻と、ＧＰＳ情報が取得された時刻とに基づきＧＰＳ情報を
画像情報に付加して記録するので、デジタルカメラ１０と携帯端末６０との時刻を合わせ
ておくだけでよい。
【００９５】
　次に、図９を用いて、ＧＰＳ情報取得処理（その２：処理Ｄ）について説明する。まず
、携帯端末６０とサーバ８０は、上記処理Ａ、又は処理Ｂを行う。そのとき、デジタルカ
メラ１０は、撮影中である。
【００９６】
　デジタルカメラ１０のユーザにより、撮影後のステップ４０１で、ボタンが押下される
。ボタンが押下されると、デジタルカメラ１０は、ステップ４０２で空き容量を取得する
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。これはメモリ４８又はメモリカード５２にどれだけの空き容量があるのかを取得するた
めのシステムコールなどを用いることで取得することができる。
【００９７】
　ここで取得された空き容量を、デジタルカメラ１０は、ステップ４０３で携帯端末に提
供する。その後、ステップ４０４で、デジタルカメラ１０は、ＧＰＳ情報を要求する。Ｇ
ＰＳ情報を要求された携帯端末６０は、ステップ４０５でＧＰＳ情報をサーバ８０に要求
する。サーバ８０は、処理Ａ又は処理Ｂにより記録されたＧＰＳ情報を取得し、ステップ
４０６で携帯端末６０にＧＰＳ情報を提供し、携帯端末６０は、ＧＰＳ情報と提供された
空き容量とを比較し、ＧＰＳ情報の圧縮が必要な場合には、ステップ４０７でＧＰＳ情報
を圧縮する。
【００９８】
　そして、ステップ４０８でＧＰＳ情報をデジタルカメラ１０に提供する。これにより、
デジタルカメラ１０は、ステップ４０９でＧＰＳ情報を取得し、ステップ４１０で画像情
報にＧＰＳ情報を付加し、メモリ４８及びメモリカード５２の少なくとも一方に記録する
。
【００９９】
　なお、上述した圧縮処理では、必ずしも全てのＧＰＳ情報を圧縮する必要はなく、空き
容量に応じて、一部のＧＰＳ情報のみを圧縮するようにしても良い。この処理により、デ
ジタルカメラ１０は、全てのＧＰＳ情報をもれなく取得することができる。
【０１００】
　次に、図１０を用いて、ＧＰＳ情報取得処理（その３：処理Ｅ）について説明する。ま
ず、携帯端末６０とサーバ８０は、上記処理Ａ、又は処理Ｂを行う。そのとき、デジタル
カメラ１０は、撮影中である。
【０１０１】
　デジタルカメラ１０のユーザにより、撮影後のステップ５０１で、ボタンが押下される
。ボタンが押下されると、デジタルカメラ１０は、ステップ５０２で空き容量を取得する
。これは上述したシステムコールなどを用いることで取得することができる。
【０１０２】
　ここで取得された空き容量が、これから提供されるＧＰＳ情報の情報量より少ない場合
には、ステップ５０３でＧＰＳ情報を記録する領域の空き待ち状態となる。この状態は空
きが発生するまで続くこととなるが、この空きは、例えばユーザがメモリカード５２に記
録されている画像情報を削除した場合などにより発生する。
【０１０３】
　ステップ５０４で空きが発生したことで記録可能となると、ステップ５０５で、デジタ
ルカメラ１０は、ＧＰＳ情報を要求する。ＧＰＳ情報を要求された携帯端末６０は、ステ
ップ５０６でＧＰＳ情報をサーバ８０に要求する。サーバ８０は、処理Ａ又は処理Ｂによ
り記録されたＧＰＳ情報を取得し、ステップ５０７で携帯端末６０にＧＰＳ情報を提供し
、携帯端末６０は、ステップ５０８でＧＰＳ情報をデジタルカメラ１０に提供する。これ
により、デジタルカメラ１０は、ステップ５０９でＧＰＳ情報を取得し、ステップ５１０
で画像情報にＧＰＳ情報を付加し、メモリ４８及びメモリカード５２の少なくとも一方に
記録する。
【０１０４】
　この処理により、デジタルカメラ１０は、一時的に空き容量がＧＰＳ情報より少ない場
合にでもデジタルカメラ１０は、全てのＧＰＳ情報をもれなく取得することができる。
【０１０５】
　次に、図１１を用いて、ＧＰＳ情報取得処理（その４：処理Ｆ）について説明する。ま
ず、携帯端末６０とサーバ８０は、上記処理Ａ、又は処理Ｂを行う。そのとき、デジタル
カメラ１０は、撮影中である。
【０１０６】
　この状態で、ユーザにより、ステップ６０１で、携帯端末６０の操作入力部６７に予め
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割り当てられたボタンが押下される。このボタンは、サーバ８０からＧＰＳ情報を取得し
、そのＧＰＳ情報を示す表示用ＧＰＳ情報を表示部６６に表示する処理を実行するための
ボタンである。このシーケンス図では、表示用ＧＰＳ情報をバーコードとしているが、文
字であっても良い。また、このバーコードにはＱＲコードも含まれるものとする。
【０１０７】
　上記ステップ６０１で、ユーザによりボタンが押下されると、携帯端末６０は、ステッ
プ６０２でＧＰＳ情報をサーバ８０に要求する。サーバ８０は、処理Ａ又は処理Ｂにより
記録されたＧＰＳ情報を取得し、ステップ６０３で携帯端末６０にＧＰＳ情報を提供し、
携帯端末６０は、ステップ６０４で、提供されたＧＰＳ情報を示す表示用ＧＰＳ情報をバ
ーコードとして表示する。
【０１０８】
　その状態で、デジタルカメラ１０は、ユーザによりステップ６０５でボタンが押下され
る。このボタンも予め十字カーソルボタン５６Ｄに割り当てられているもので、バーコー
ドを読取り、そのバーコードに書かれている内容をデコードするためのボタンである。
【０１０９】
　デジタルカメラ１０は、ステップ６０６でバーコード読取りを開始し、ステップ６０７
でバーコードの読取りを終了することにより、ステップ６０８でＧＰＳ情報を取得し、ス
テップ６０９で画像情報にＧＰＳ情報を付加し、メモリ４８及びメモリカード５２の少な
くとも一方に記録する。
【０１１０】
　次に、図１２を用いて、ＧＰＳ情報取得処理（その５：処理Ｇ）について説明する。こ
の処理Ｇにおける携帯端末６０は、上記メモリカード５２と同一の規格のメモリカード（
第２の外部記録装置）の着脱自在とされており、そのメモリカードにＧＰＳ情報を記録可
能な携帯端末であるとする。まず、携帯端末６０とサーバ８０は、上記処理Ａ、又は処理
Ｂを行う。そのとき、デジタルカメラ１０は、撮影中である。
【０１１１】
　この状態で、ユーザにより、ステップ７０１で、携帯端末６０の操作入力部６７に予め
割り当てられたボタンが押下される。このボタンは、サーバ８０からＧＰＳ情報を取得し
、そのＧＰＳ情報を携帯端末６０のメモリカードに記録する処理を実行するためのボタン
である。
【０１１２】
　上記ステップ７０１で、ユーザによりボタンが押下されると、携帯端末６０は、ステッ
プ７０２で、ＧＰＳ情報をサーバ８０に要求する。サーバ８０は、処理Ａ又は処理Ｂによ
り記録されたＧＰＳ情報を取得し、ステップ７０３で携帯端末６０にＧＰＳ情報を提供し
、携帯端末６０は、ステップ７０４で、提供されたＧＰＳ情報を示す表示用ＧＰＳ情報を
メモリカードに記録する。
【０１１３】
　ここでユーザにより携帯端末６０からメモリカードが外され、そのメモリカードをデジ
タルカメラ１０の外部メモリインタフェース５０に装着する。その状態で、ユーザにより
デジタルカメラ１０は、ステップ７０５でボタンが押下される。このボタンも予め十字カ
ーソルボタン５６Ｄに割り当てられているもので、メモリカードを読取るためのボタンで
ある。
【０１１４】
　デジタルカメラ１０は、ステップ７０６でメモリカードの読取りを開始し、ステップ７
０７でメモリカードの読取りを終了することにより、ステップ７０８でＧＰＳ情報を取得
し、ステップ７０９で画像情報にＧＰＳ情報を付加し、メモリ４８及びメモリカード５２
の少なくとも一方に記録する。
【０１１５】
　以上説明した図１１、図１２によれば、携帯端末６０とデジタルカメラ１０とが互いに
通信手段を持たなくても、バーコード或いはメモリカード等により情報の授受が可能であ
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るので、デジタルカメラ１０はＧＰＳ情報を取得することができる。
【０１１６】
　次に、図１３を用いて、デジタルカメラ１０が、ＧＰＳ情報を記録するための領域を予
め確保しておく処理について説明する。
【０１１７】
　まず、ステップ８０１で、携帯端末６０は、ＧＰＳの情報量であるＧＰＳ情報量を算出
し、ステップ８０２で、算出したＧＰＳ情報量をデジタルカメラ１０に提供する。次のス
テップ８０３で、デジタルカメラ１０は、携帯端末６０から送信されたＧＰＳ情報量を取
得し、その情報量だけの領域をメモリ４８又はメモリカード５２に確保する。これにより
、デジタルカメラ１０は、残り何枚撮影可能かを予め知ることができる。また、この処理
により、デジタルカメラ１０は、全てのＧＰＳ情報をもれなく取得することができる。
【０１１８】
　それ以降は、上述した処理Ａ又は処理Ｂが行われ、その後、処理Ｃ～処理Ｇが行われる
。なお、上記ＧＰＳ情報量の算出は、一度に取得されるＧＰＳ情報の情報量、位置関連情
報の有無、及び取得する所定時間間隔、或いは移動距離により算出される。
【０１１９】
　次に、図１４を用いて、ＧＰＳ情報が付加された画像情報であるＧＰＳ付加画像情報を
記録する外部機器にＧＰＳ付加画像情報を提供する処理について説明する。この処理では
、ＧＰＳ情報が圧縮されている場合には、圧縮されたＧＰＳ情報を解凍して外部機器にＧ
ＰＳ付加画像情報を提供する処理である。
【０１２０】
　まずステップ９０１で、外部機器９０は、デジタルカメラ１０に画像情報を提供する。
次のステップ９０２で、デジタルカメラ１０は、ＧＰＳ情報が圧縮されているか否かチェ
ックし、圧縮されている場合には、ステップ９０３で、ＧＰＳ情報を解凍し、解凍したＧ
ＰＳ情報が付加された画像情報を、ステップ９０４で外部機器９０に提供する。この処理
により、外部機器９０は、圧縮されていない通常のＧＰＳ情報を記録することができる。
【０１２１】
　以上説明したフローチャートにおけるステップ３０１、ステップ４０１、ステップ５０
１、ステップ６０１、及びステップ７０１における「ボタン押下」は、「ＧＰＳ情報取得
スタート処理」を示すものであれば、ボタン押下に限らず、他の代替手段でも良い。
【０１２２】
　なお、以上説明した各フローチャートの流れは一例であり、本発明の主旨を逸脱しない
範囲内で処理順序を入れ替えたり、新たなステップを追加したり、不要なステップを削除
したりすることができることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本実施の形態に係る撮影画像記録システムを示す図である。
【図２】本実施の形態に係るデジタルカメラの外観上の構成を示す図である。
【図３】本実施の形態に係るデジタルカメラの電気系の構成を示す図である。
【図４】携帯端末の構成を示す図である。
【図５】サーバの構成を示す図である。
【図６】携帯端末がＧＰＳ情報を取得し、サーバに記録する処理を示すシーケンス図であ
る。
【図７】携帯端末がＧＰＳ情報を取得し、サーバが位置関連情報を含むＧＰＳ情報を記録
する処理を示すシーケンス図である。
【図８】ＧＰＳ情報取得処理（その１：処理Ｃ）を示すシーケンス図である。
【図９】ＧＰＳ情報取得処理（その２：処理Ｄ）を示すシーケンス図である。
【図１０】ＧＰＳ情報取得処理（その３：処理Ｅ）を示すシーケンス図である。
【図１１】ＧＰＳ情報取得処理（その４：処理Ｆ）を示すシーケンス図である。
【図１２】ＧＰＳ情報取得処理（その５：処理Ｇ）を示すシーケンス図である。
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【図１３】デジタルカメラがＧＰＳ情報を記録するための領域を予め確保しておく処理を
示すシーケンス図である。
【図１４】外部機器にＧＰＳ付加画像情報を提供する処理を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【０１２４】
１０　デジタルカメラ
４０、６１、８１　ＣＰＵ
４８　メモリ
５２　メモリカード
５６　操作部
５８　通信部
６０　携帯端末
６２　ＧＰＳ部
６３、８３　ＲＡＭ
６４、８４　通信部
６５、８５　ＲＯＭ
６６、８８　表示部
６７、８７　操作入力部
８０　サーバ
８２　ＨＤＤ
９０　外部機器

【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】 【図１４】
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