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(57)【要約】
【課題】複数の画像情報を整理して記録して、これによ
り、複数の画像情報を効率よく閲覧する。
【解決手段】デジタルカメラ２は、表示制御装置から送
信され、複数のJPEG画像ファイルとこれらJPEG画像ファ
イルの関連性を示すプレイリストからなるアルバム情報
Ａを受信する通信制御部２４と、受信されたアルバム情
報を記録する記録媒体２５と、記録された複数のJPEG画
像ファイルに係る画像を表示する画像表示部２２２と、
操作入力部２３１からの画像切換指示の入力に基づいて
、記録媒体に記録されている複数のJPEG画像ファイルの
うち、プレイリストの画像関連性情報により関連付けら
れたJPEG画像ファイルに係る画像を画像表示部に表示さ
せる処理を行うＣＰＵ２６１とを備えている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を記録しておく情
報記録手段と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段と、
　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段とを備える
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記画像関連性情報は、前記複数の画像情報の全てに対応付けられていることを特徴と
する請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記画像関連性情報は、前記複数の画像情報の各々に対応付けられていることを特徴と
する請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を有するアルバム情報の一覧を表示するア
ルバム情報表示手段と、
　前記表示手段に表示された前記アルバム情報の一覧の中から所望のアルバム情報を選択
するアルバム情報選択手段とを備えることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載
の表示装置。
【請求項５】
　前記画像関連性情報を表示する画像関連性情報表示手段を備えることを特徴とする請求
項１～４の何れか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記画像情報は、静止画像情報、音情報を有する音付静止画像情報及び動画情報のうち
の少なくとも何れか一であることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の表示装
置。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置と、前記表示装置と所定の通信回線を介し
て接続される接続手段を備える表示制御装置とを備える表示システムであって、
　前記表示制御装置は、さらに、
　ドキュメント情報から複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性
情報を生成する情報生成手段と、
　前記情報生成手段により生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記
表示装置に送信する情報送信手段とを備え、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を受信す
る情報受信手段と、
　前記情報受信手段により受信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録
する情報記録手段と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段と、
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　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段とを備える
ことを特徴とする表示システム。
【請求項９】
　前記表示制御装置は、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されているか否かを判定する判定手段を備え、
　前記情報送信手段は、
　前記判定手段により前記接続手段と前記表示装置が接続されていると判定された場合に
、前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を送信することを特徴とする請求項８に記
載の表示システム。
【請求項１０】
　前記表示制御装置は、
　前記判定手段により前記接続手段と前記表示装置が接続されていないと判定された場合
に、前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を一時的に記憶する一時記憶手段を備え
、
　前記情報送信手段は、
　前記判定手段により前記接続手段と前記表示装置が接続されていると再度判定された場
合に、前記一時記憶手段に記憶されている前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を
送信することを特徴とする請求項９に記載の表示システム。
【請求項１１】
　複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を記録しておく情
報記録手段と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する
画像表示手段とを備える表示装置に、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる機能と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる機能と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示の入力に基づいて、前
記情報記録手段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により
関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる機能を実現させるこ
とを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置と所定の通信回線を介して接続される接続
手段を備えるコンピュータに、
　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画
像関連性情報を生成させる機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されているか否かを判定する機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されていると判定された場合に、生成された前記複
数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記表示装置に送信させる機能とを実現させるこ
とを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を記録しておく情
報記録手段と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する
画像表示手段とを備える表示装置を用いて画像を表示する表示方法であって、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理とを行うことを特徴とする表示方法。
【請求項１４】
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　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置と、前記表示装置と所定の通信回線を介し
て接続される表示制御装置とを備える表示システムを用いて画像を表示する表示方法であ
って、
　前記表示制御装置は、
　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画
像関連性情報を生成する処理と、
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を情報送信手段から前記表示装置に送信さ
せる処理とを行い、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報と前記画像関連性情報を受信する
情報受信手段と、前記情報受信手段により受信された前記複数の画像情報と前記画像関連
性情報を記録する情報記録手段と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に
係る画像を表示する画像表示手段とを備え、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示させる前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理とを行うことを特徴とする表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示する表示装置、撮像装置、表示システム、プログラム及び表示方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被写体の静止画や動画を撮像して、メモリカードや内蔵メモリ等の記録部に保存
するデジタルカメラ等の撮像装置が知られている。
　ところで、近年では、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）に記憶されているスライドショ
ー等のドキュメント情報をJPEG化して撮像装置に転送し、当該撮像装置を用いて閲覧する
表示システムが開発されている。
　また、上記のようなドキュメント情報をJPEG化せずにそのまま携帯電話やＰＤＡ等の表
示画面を有する携帯端末を用いて閲覧する技術も提案されている（例えば、特許文献１参
照）。
【特許文献１】特開２００６－７８６６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１等の場合、ドキュメント情報の仕様がとても細かいこと
に起因して設計の困難度が高いため、ドキュメント情報をそのまま表示することが難しく
、ＰＣで作成した場合と同じようにドキュメント情報を表示することが困難であった。
　また、撮像装置に転送してJPEG化した情報を閲覧する表示システムの場合、当該情報を
単なる画像情報として保存しているため、複数ページからなるドキュメント情報の場合、
記録部にて所望の画像情報を探し出す必要があり、ユーザは効率よく閲覧することができ
なかった。
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、複数の画像情報を整理して記録することができ、これにより
、複数の画像情報を効率よく閲覧することができる表示装置、撮像装置、表示システム、
プログラム及び表示方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　請求項１に記載の発明の表示装置（例えば、図１のデジタルカメラ２等）は、
　複数の画像情報（例えば、図３の画像ファイルＧ等）と前記複数の画像情報の関連性を
示す画像関連性情報（例えば、図３のプレイリストＰ等）を記録しておく情報記録手段（
例えば、図６の記録媒体２５等）と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
（例えば、図６の画像表示部２２２等）と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段（例えば、図６の操作入力部２３１等）と、
　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段（例えば、
図６のＣＰＵ２６１等）とを備えることを特徴としている。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示装置において、
　前記画像関連性情報は、前記複数の画像情報の全てに対応付けられていることを特徴と
している。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の表示装置において、
　前記画像関連性情報は、前記複数の画像情報の各々に対応付けられていることを特徴と
している。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を有するアルバム情報の一覧を表示するア
ルバム情報表示手段（例えば、図６の画像表示部２２２等）と、
　前記表示手段に表示された前記アルバム情報の一覧の中から所望のアルバム情報を選択
するアルバム情報選択手段（例えば、図６の操作入力部２３１等）とを備えることを特徴
としている。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記画像関連性情報を表示する画像関連性情報表示手段（例えば、図６の画像表示部２
２２等）を備えることを特徴としている。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記画像情報は、静止画像情報、音情報を有する音付静止画像情報及び動画情報のうち
の少なくとも何れか一であることを特徴としている。
【００１１】
　請求項７に記載の発明の撮像装置（例えば、図１のデジタルカメラ２等）は、
　請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置を備えることを特徴としている。
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置（例えば、図１のデジタルカメラ２等）と
、前記表示装置と所定の通信回線を介して接続される接続手段（例えば、図２の通信制御
部１７等）を備える表示制御装置（例えば、図１の表示制御装置１等）とを備える表示シ
ステム（例えば、図１の表示システム１００等）であって、
　前記表示制御装置は、さらに、
　ドキュメント情報から複数の画像情報（例えば、図３の画像ファイルＧ等）と前記複数
の画像情報の関連性を示す画像関連性情報（例えば、図３のプレイリストＰ等）を生成す
る情報生成手段（例えば、図２のＣＰＵ１１等）と、
　前記情報生成手段により生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記
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表示装置に送信する情報送信手段（例えば、図２の通信制御部１７等）とを備え、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を受信す
る情報受信手段（例えば、図６の通信制御部２４等）と、
　前記情報受信手段により受信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録
する情報記録手段（例えば、図６の記録媒体２５等）と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
（例えば、図６の画像表示部２２２等）と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段（例えば、図６の操作入力部２３１等）と、
　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段（例えば、
図６のＣＰＵ２６１等）とを備えることを特徴としている。
【００１３】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の表示システムにおいて、
　前記表示制御装置は、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されているか否かを判定する判定手段（例えば、図
２のＣＰＵ１１等）を備え、
　前記情報送信手段は、
　前記判定手段により前記接続手段と前記表示装置が接続されていると判定された場合に
、前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を送信することを特徴としている。
【００１４】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の表示システムにおいて、
　前記表示制御装置は、
　前記判定手段により前記接続手段と前記表示装置が接続されていないと判定された場合
に、前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を一時的に記憶する一時記憶手段（例え
ば、図２のＲＡＭ１２等）を備え、
　前記情報送信手段は、
　前記判定手段により前記接続手段と前記表示装置が接続されていると再度判定された場
合に、前記一時記憶手段に記憶されている前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を
送信することを特徴としている。
【００１５】
　請求項１１に記載の発明のプログラムは、
　複数の画像情報（例えば、図３の画像ファイルＧ等）と前記複数の画像情報の関連性を
示す画像関連性情報（例えば、図３のプレイリストＰ等）を記録しておく情報記録手段（
例えば、図６の記録媒体２５等）と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報
に係る画像を表示する画像表示手段（例えば、図６の画像表示部２２２等）とを備える表
示装置（例えば、図１のデジタルカメラ２等）に、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる機能と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる機能と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示の入力に基づいて、前
記情報記録手段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により
関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる機能を実現させるこ
とを特徴としている。
【００１６】
　請求項１２に記載の発明のプログラムは、
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置（例えば、図１のデジタルカメラ２等）と
所定の通信回線を介して接続される接続手段（例えば、図２の通信制御部１７等）を備え
るコンピュータ（例えば、図１の表示制御装置１等）に、
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　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画
像関連性情報を生成させる機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されているか否かを判定する機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されていると判定された場合に、生成された前記複
数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記表示装置に送信させる機能とを実現させるこ
とを特徴としている。
【００１７】
　請求項１３に記載の発明は、
　複数の画像情報（例えば、図３の画像ファイルＧ等）と前記複数の画像情報の関連性を
示す画像関連性情報（例えば、図３のプレイリストＰ等）を記録しておく情報記録手段（
例えば、図６の記録媒体２５等）と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報
に係る画像を表示する画像表示手段（例えば、図６の画像表示部２２２等）とを備える表
示装置（例えば、図１のデジタルカメラ２等）を用いて画像を表示する表示方法であって
、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理とを行うことを特徴としている。
【００１８】
　請求項１４に記載の発明は、
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置（例えば、図１のデジタルカメラ２等）と
、前記表示装置と所定の通信回線を介して接続される表示制御装置（例えば、図１の表示
制御装置１等）とを備える表示システム（例えば、図１の表示システム１００等）を用い
て画像を表示する表示方法であって、
　前記表示制御装置は、
　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報（例えば、図３の画像ファイルＧ等）と
前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報（例えば、図３のプレイリストＰ等）
を生成する処理と、
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を情報送信手段から前記表示装置に送信さ
せる処理とを行い、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報と前記画像関連性情報を受信する
情報受信手段（例えば、図６の通信制御部２４等）と、前記情報受信手段により受信され
た前記複数の画像情報と前記画像関連性情報を記録する情報記録手段（例えば、図６の記
録媒体２５等）と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示
する画像表示手段（例えば、図６の画像表示部２２２等）とを備え、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示させる前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理とを行うことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、複数の画像情報を画像関連性情報により関連付けて整理して表示装置
に記録することができ、これにより、複数の画像情報に係る画像がバラバラに表示されず
に、当該複数の画像を効率よく閲覧することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２０】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
　本実施形態の表示システム１００は、表示制御装置１によりドキュメント情報１４ａか
ら複数の画像ファイルＧとこれら画像ファイルＧの関連性を示す画像関連性情報を含むプ
レイリストＰをアルバム情報Ａとして生成して、当該アルバム情報Ａの画像ファイルＧを
画像関連性情報に基づいて切換えてデジタルカメラ２に表示するものである。
【００２１】
　図１は、本発明を適用した一実施形態の表示システム１００の概略構成を模式的に示す
図である。
　図１に示すように、表示システム１００は、例えば、画像情報に基づいて画像を表示す
るデジタルカメラ（表示装置）２と、このデジタルカメラ２と通信ケーブル（図示略）を
介して接続された表示制御装置１とを備えている。
【００２２】
　先ず、表示制御装置１に図２～図５を参照して説明する。
　図２は、表示制御装置１の要部構成を示すブロック図である。
　表示制御装置１は、例えば、パーソナルコンピュータ等が適用され、具体的には、図２
等に示すように、ＣＰＵ１１と、ＲＡＭ１２と、ＲＯＭ１３と、情報記憶部１４と、操作
入力部１５と、表示部１６と、通信制御部１７等を備えている。
【００２３】
　通信制御部１７は、例えば、所定の通信ケーブル等を介してデジタルカメラ２のＵＳＢ
端子２４１に接続される接続手段を構成している。
　そして、通信制御部１７は、例えば、デジタルカメラ２との間において情報通信を行う
ための制御を行うものであり、情報送信手段として、ＣＰＵ１１によるアルバム生成処理
（後述）にて生成された複数の画像ファイルＧ及びプレイリストＰをアルバム情報Ａとし
てデジタルカメラ２に送信するようになっている。
【００２４】
　表示部１６は、例えば、ＬＣＤやＣＲＴ等により構成された表示画面を備え、情報記憶
部１４に記録されたドキュメント情報１４ａ等を表示するようになっている。
【００２５】
　操作入力部１５は、例えば、数値、文字等を入力するためのデータ入力キーや、データ
の選択、送り操作等を行うための上下左右移動キーや各種機能キー等によって構成される
キーボードを備え、ユーザにより押下されたキーの押下信号をＣＰＵ１１に出力するよう
になっている。
【００２６】
　情報記憶部１４は、例えば、ハードディスク装置等から構成され、アルバム生成処理に
てアルバム化されるドキュメント情報１４ａ等を記憶している。
　ここで、ドキュメント情報１４ａは、例えば、文書や画像等の情報から構成された複数
のページからなる情報である。
【００２７】
　ＣＰＵ１１は、例えば、ＲＯＭ１３に記憶されている表示制御装置１としての機能に関
る各種プログラムを読み出してＲＡＭ１２の作業領域に展開し、当該プログラムに従って
各種処理を実行するものである。
【００２８】
　ＲＡＭ１２は、例えば、書き換え可能なメモリであり、ＲＯＭ１３から読み出されたプ
ログラムや入力データ、受信データ等の格納領域や作業領域等を構成している。
　また、ＲＡＭ１２は、一時記憶手段として、判定処理にて通信制御部１７とデジタルカ
メラ２の通信制御部２４が接続されていないと判定された場合に、アルバム情報Ａを一時
的に記憶する転送待機リスト（図示略）を具備している。
【００２９】
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　ＲＯＭ１３は、例えば、読み出し専用のメモリであり、ＣＰＵ１１の制御下にて実行さ
れる各種のプログラム並びに各プログラムの処理に係るデータ及びテーブル等を記憶して
いる。具体的には、ＲＯＭ１３は、仮想プリンタドライバ１３ａ、判定プログラム１３ｂ
、送信制御プログラム１３ｃ等を記憶している。
【００３０】
　仮想プリンタドライバ１３ａは、ＣＰＵ１１を情報生成手段として機能させるプログラ
ムである。即ち、仮想プリンタドライバ１３ａは、情報記憶部１４からドキュメント情報
１４ａを取得して、当該ドキュメント情報１４ａから複数の画像ファイルＧと複数の画像
ファイルＧの関連性を示す画像関連性情報を含むプレイリストＰを生成するアルバム生成
処理に係る機能をＣＰＵ１１に実現させるためのプログラムである。具体的には、ＣＰＵ
１１による仮想プリンタドライバ１３ａの実行に基づいて、例えば、ＤＣＦ規格に準拠し
たファイル名を有する複数のJPEG画像ファイルＧとこれらと関連付けられたプレイリスト
Ｐをアルバム情報Ａとして生成するようになっている。
　これにより、アルバム表示機能のないデジタルカメラ２であっても、ＤＣＦ規格に準拠
したJPEG画像ファイルＧに係る画像を表示することができる。
【００３１】
　以下に、アルバム情報Ａについて図３～図５を参照して説明する。
　図３は、アルバム情報Ａの構造を模式的に示す図であり、図４は、アルバム情報Ａの構
造を示す図である。また、図５は、図３のアルバム情報Ａを構成する画像関連性情報を示
す図である。
【００３２】
　図３及び図４に示すように、アルバム情報Ａは、例えば、JPEG画像情報を有する複数の
画像ファイルＧと、これら画像ファイルＧの関連性を示す画像関連性情報を含むプレイリ
ストＰ等を備えて構成されている。具体的には、例えば、図４及び図５に示すように、５
つの画像ファイルＧ（例えば、CIMG0001.jpg～CIMG0005.jpg等）の全てと一のプレイリス
トＰ（例えば、ALBUM1.abm）が対応付けられている。また、プレイリストＰは、例えば、
当該アルバム情報Ａのプレビュー用のサムネイル画像ファイル（例えば、thumb.jpg等）
と対応付けられている。
【００３３】
　プレイリストＰは、例えば、図５に示すように、XMLで記述され、当該アルバム情報Ａ
を構成するJPEG画像ファイルＧ等のコンテンツ情報（例えば、＜contents＞等）、ドキュ
メント（例えば、original.ppt等）の所在を示すＵＲＩ情報（例えば、＜uri＞等）、タ
イトル情報（例えば、＜title＞等）、著作者情報（例えば、＜author＞等）、作成日時
情報（例えば、＜date＞等）、サムネイル情報（例えば、＜img view=“thumbnail”＞等
）やページ属性情報（例えば、＜page＞等）等の画像関連性情報が記述されている。
【００３４】
　判定プログラム１３ｂは、ＣＰＵ１１を判定手段として機能させるプログラムである。
即ち、判定プログラム１３ｂは、通信制御部１７とデジタルカメラ２の通信制御部２４が
通信ケーブルを介して情報通信可能に接続されているか否かを判定する判定処理に係る機
能をＣＰＵ１１に実現させるためのプログラムである。
【００３５】
　送信制御プログラム１３ｃは、複数の画像ファイルＧ及びプレイリストＰを通信制御部
１７からデジタルカメラ２に送信させる処理に係る機能をＣＰＵ１１に実現させるための
プログラムである。
　具体的には、判定処理にて通信制御部１７とデジタルカメラ２の通信制御部２４が接続
されていると判定された場合に、ＣＰＵ１１は、送信制御プログラム１３ｃを実行して、
アルバム生成処理にて生成された複数の画像ファイルＧ及びプレイリストＰをアルバム情
報Ａとして通信制御部１７からデジタルカメラ２に送信させるようになっている。
　また、判定処理にて通信制御部１７とデジタルカメラ２の通信制御部２４が接続されて
いないと判定された後、その後の判定処理にて、通信制御部１７とデジタルカメラ２の通
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信制御部２４が接続されていると判定された場合に、ＣＰＵ１１は、送信制御プログラム
１３ｃを実行して、ＲＡＭ１２に記憶されているアルバム情報Ａを通信制御部１７からデ
ジタルカメラ２に送信させるようになっている。
　これにより、表示制御装置１とデジタルカメラ２が情報通信可能に接続された状態で、
表示制御装置１からデジタルカメラ２にアルバム情報Ａを確実に転送することができる。
【００３６】
　次に、デジタルカメラ２について図６を参照して説明する。
　図６は、デジタルカメラ２の要部構成を示すブロック図である。
　デジタルカメラ２は、例えば、図６に示すように、被写体を撮像する撮像部２１と、撮
像部２１により撮像された画像を表示する表示部２２、当該デジタルカメラ１００の所定
操作を行うための操作部２３と、表示制御装置１との間において情報通信を行うための制
御を行う通信制御部２４と、撮像された画像を記録する記録媒体２５と、これら各部を制
御する制御部２６等を備えて構成されている。
　また、デジタルカメラ２は、例えば、図示しない外部接続端子を介して表示機器３やプ
ロジェクター４（図１参照）等と接続されて、各種情報を出力することができるようにな
っている。
【００３７】
　撮像部２１は、例えば、フォーカス機能及びズーム機能を有し、複数の撮像レンズから
なる撮像レンズ群２１１と、この撮像レンズ群２１１を通過した被写体像を二次元の画像
信号に変換するＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal-oxi
de Semiconductor）等からなる電子撮像部２１２と、この電子撮像部２１２から出力され
る画像信号に対して所定の画像処理を施す映像信号処理部２１３と、画像処理後の画像信
号を一時的に記憶する画像メモリ２１４と、ＣＰＵ２６１の制御下にて、電子撮像部２１
２及び映像信号処理部２１３を制御するための撮影制御部２１５等を備えている。
【００３８】
　操作部２３は、例えば、当該デジタルカメラ２の各部に設けられ、ユーザによる所定操
作に基づいて撮像部２１による被写体の撮像を指示するシャッターボタンやカーソルキー
等の各種操作スイッチ（図示略）等を備える操作入力部２３１と、この操作入力部２３１
から入力された操作信号をＣＰＵ２６１に入力するための入力回路２３２等を備えている
。
【００３９】
　操作入力部２３１は、画像切換指示入力手段として、アルバム表示モードにて表示され
る画像の切換えを指示する画像切換指示を入力するようになっている。
　また、操作入力部２３１は、例えば、アルバム表示モードにて、画像表示部２２２（後
述）に表示されたアルバム情報Ａの一覧の中から所望のアルバム情報Ａを選択するアルバ
ム情報選択手段を構成している。
【００４０】
　通信制御部２４は、例えば、通信ケーブルを介して表示制御装置１と接続されるＵＳＢ
端子２４１を備えている。そして、通信制御部２４は、情報受信手段として、表示制御装
置１の通信制御部１７から送信され、複数の画像ファイルＧ及びプレイリストＰをアルバ
ム情報Ａとして受信するようになっている。
【００４１】
　記録媒体２５としては、例えば、カード型の不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）やハ
ードディスク等を適用することができる。
　そして、記録媒体２５は、情報記録手段として、通信制御部２４により受信された複数
の画像ファイルＧ及びプレイリストＰをアルバム情報Ａとして記録するようになっている
。
【００４２】
　表示部２２は、例えば、ＣＰＵ２６１から適宜出力される表示データを一時的に保存す
るビデオメモリ（ＶＲＡＭ）を備える表示制御部２２１と、この表示制御部２２１からの
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出力信号に基づいて所定の画像を表示する液晶モニタ等の画像表示部２２２等を備えてい
る。
【００４３】
　画像表示部２２２は、記録媒体２５に記録された複数の画像ファイルＧに係る画像を表
示する画像表示手段を構成している。
　即ち、画像表示部２２２は、アルバム情報表示手段として、例えば、アルバム表示処理
にて、複数の画像ファイルＧ及びプレイリストＰからなるアルバム情報Ａの一覧を表示す
る。具体的には、画像表示部２２２は、プレイリストＰの画像関連情報のサムネイル情報
及びタイトル情報に基づいて、サムネイル画像かタイトルで一覧表示するようになってい
る。
　そして、画像表示部２２２は、当該アルバム情報Ａの一覧の中からユーザによる操作入
力部２３１の所定操作に基づいて選択された所望のアルバム情報Ａを構成する画像ファイ
ルＧを表示するようになっている。
【００４４】
　制御部２６は、例えば、デジタルカメラ２の各部を統括的に制御するＣＰＵ２６１と、
ＣＰＵ２６１の動作に必要な各種プログラムやデータを記憶するプログラムメモリ２６２
と、画像データ記憶用の内蔵フラッシュメモリであるデータメモリ２６３等を備えている
。
【００４５】
　プログラムメモリ２６２は、例えば、画像記録制御プログラム２６２ａ、画像表示制御
プログラム２６２ｂ、画像切換表示制御プログラム２６２ｃ等を記憶している。
【００４６】
　画像記録制御プログラム２６２ａは、例えば、通信制御部２４により受信された複数の
画像ファイルＧ及びプレイリストＰからなるアルバム情報Ａを記録媒体２５に記録させる
処理に係る機能をＣＰＵ２６１に実現させるためのプログラムである。
【００４７】
　画像表示制御プログラム２６２ｂは、例えば、アルバム表示モードにて、記録媒体２５
に記録されているアルバム情報Ａを構成する複数の画像ファイルＧに係る画像を画像表示
部２２２に表示させるアルバム表示処理に係る機能をＣＰＵ２６１に実現させるためのプ
ログラムである。
【００４８】
　画像切換表示制御プログラム２６２ｃは、ＣＰＵ２６１を画像切換表示制御手段として
機能させるものである。即ち、画像切換表示制御プログラム２６２ｃは、ユーザによる操
作入力部２３１の所定操作に基づいて画像切換指示が入力されると、記録媒体２５に記録
されている複数の画像ファイルＧのうち、プレイリストＰの画像関連性情報により関連付
けられた画像ファイルＧに係る画像を画像表示部２２２に表示させる画像切換表示処理に
係る機能をＣＰＵ２６１に実現させるためのプログラムである。
【００４９】
　次に、表示制御装置１によるアルバム転送処理について図7及び図８を参照して説明す
る。
　ここで、図７は、アルバム転送処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。ま
た、図８は、アルバム生成処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【００５０】
　図７に示すように、ユーザによる操作入力部１５の所定操作に基づいて、情報記憶部１
４に記憶されている何れか一のドキュメント情報１４ａが選択されると（ステップＳ１）
、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１３から仮想プリンタドライバ１３ａを読み出して実行して、ア
ルバム情報Ａを生成するアルバム生成処理を実行する（ステップＳ２）。
【００５１】
　以下に、アルバム生成処理について図８を参照して詳細に説明する。
　図８に示すように、ＣＰＵ１１は、ドキュメント情報１４ａを再生する所定のアプリケ
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ーションプログラムの実行に基づいて、当該ドキュメント情報１４ａを構成する複数のペ
ージの各々についてページ属性情報を取得する（ステップＳ２１）。
【００５２】
　次に、ＣＰＵ１１は、プレビュー用サムネイル画像を作成する。具体的には、ＣＰＵ１
１は、ドキュメント情報１４ａを構成する複数のページからなる印刷イメージを取得して
（ステップＳ２２）、１ページ目の印刷イメージを縮小化した後（ステップＳ２３）、JP
EG画像ファイルＧを生成して出力する（ステップＳ２４）。
【００５３】
　続けて、ＣＰＵ１１は、ページ毎の処理を実行する。具体的には、ＣＰＵ１１は、ペー
ジ属性情報に基づいて複数の印刷イメージの各々についてページ番号及びDCF規格に準拠
したファイル名を決定して（ステップＳ２５）、複数のページの各々の印刷イメージを取
得する（ステップＳ２６）。その後、ＣＰＵ１１は、JPEG画像ファイルＧを生成して、当
該JPEG画像ファイルＧとページ属性情報等の画像関連性情報を含むプレイリストＰをアル
バム情報Ａとして出力する（ステップＳ２７）。
【００５４】
　上記のページ毎の処理は、ＣＰＵ１１により最終ページが処理されるまで繰り返し実行
され、即ち、ステップＳ２８にて、ＣＰＵ１１により処理中のページが最終ページではな
いと判定されると（ステップＳ２８；ＮＯ）、ステップＳ２５に移行して、繰り返し実行
され、最終ページであると判定されると（ステップＳ２８；ＹＥＳ）、アルバム生成処理
を終了する。
【００５５】
　次に、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１３から判定プログラム１３ｂを読み出して、表示制御装
置１の通信制御部１７とデジタルカメラ２の通信制御部２４が情報通信可能に接続されて
いるか否かを判定する（ステップＳ３）。
　ここで、情報通信可能に接続されていると判定されると（ステップＳ３；ＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ１１は、送信制御プログラム１３ｃを実行して、アルバム生成処理にて生成された複
数の画像ファイルＧ及びプレイリストＰをコピーしてアルバム情報Ａとして通信制御部１
７からデジタルカメラ２に送信させる（ステップＳ４）。
　一方、情報通信可能に接続されていないと判定されると（ステップＳ３；ＮＯ）、ＣＰ
Ｕ１１は、ＲＡＭ１２の転送待機リストにアルバム情報Ａを一時的に記憶させる（仮保存
）処理を実行する（ステップＳ５）。
【００５６】
　次に、デジタルカメラ２によるアルバム表示処理について図９を参照して説明する。
　ここで、図９は、アルバム表示処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【００５７】
　ユーザによる操作入力部２３１の所定操作に基づいてアルバム表示モードに設定される
と、ＣＰＵ２６１は、記録媒体からアルバム情報ＡのプレイリストＰを検索して、発見し
たプレイリストＰを画像表示部２２２の表示設定条件に従って一覧表示する。
　そして、ユーザによる操作入力部２３１の所定操作に基づいて、一覧表示されたプレイ
リストＰの中から何れか一のプレイリストＰが選択されると（ステップＳ１０１）、ＣＰ
Ｕ２６１は、画像表示制御プログラムの実行に基づいて、プレイリストＰと関連付けられ
た画像ファイルＧに係る画像を画像表示部２２２に表示させる（ステップＳ１０２）。こ
こで、ユーザによる操作入力部２３１の所定操作に基づいて画像切換指示が入力されると
、ＣＰＵ２６１は、画像切換表示制御プログラムの実行に基づいて、記録媒体からプレイ
リストＰにより関連付けられた所定の画像ファイルＧを取得して、当該画像ファイルＧに
係る画像を画像表示部２２２に表示させる（ステップＳ１０３）。
　なお、画像の再生表示時に、ＣＰＵ２６１は、画像表示部２２２を制御して、プレイリ
ストＰのページ属性情報やタイトル情報等を重畳して表示させるようにしても良い。また
、画像切換指示が入力されることにより、次ページに画像を切換えるだけでなく、前ペー
ジや、目次や、ブックマークしたページに画像を切換えるようにしても良く、これにより
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、デジタルカメラ２の利便性をさらに向上させることができる。
【００５８】
　また、ユーザによる操作入力部２３１の所定操作に基づいてアルバムの変更指示が入力
されると（ステップＳ１０４；ＹＥＳ）、ＣＰＵ２６１は、ステップＳ１０１に移行して
、それ以降の処理の実行を制御する。
　一方、ステップＳ１０４にて、アルバムの変更指示が入力されない場合には（ステップ
Ｓ１０４；ＮＯ）、ＣＰＵ２６１は、ユーザによる操作入力部２３１の所定操作に基づい
て表示モードの変更が指示されているか否かを判定して（ステップＳ１０５）、モード変
更指示が入力されるまで、ステップＳ１０１にて選択されたアルバム情報Ａを構成する画
像ファイルＧに係る画像を画像表示部２２２に表示させる処理を実行する。
【００５９】
　以上のように、本実施形態の表示システム１００によれば、表示制御装置１により再生
されるドキュメント情報１４ａから複数のJPEG画像ファイルＧ及びプレイリストＰからな
るアルバム情報Ａを生成することができるので、複数の画像ファイルＧをプレイリストＰ
の画像関連性情報により関連付けて整理してデジタルカメラ２の記録媒体２５に記録する
ことができる。
　これにより、複数の画像ファイルＧに係る画像がバラバラに表示されることがなくなっ
て、アルバム単位で画像表示することができる。従って、他の画像ファイルＧと混ざるこ
となく、当該複数の画像ファイルＧからなる所望のアルバムのみを効率よく閲覧すること
ができる。
【００６０】
　また、アルバム情報Ａは、複数のJPEG画像ファイルＧとプレイリストＰから構成されて
いるので、デジタルカメラ２を個々のPCのアプリケーションに対応させる必要がなくなっ
て、当該デジタルカメラ２の設計上の制約を削減することができる。
【００６１】
　また、アルバム生成処理にてドキュメント情報１４ａのページ属性情報を取得してプレ
イリストＰに記録することにより、デジタルカメラ２によるアルバム表示処理にて所望の
アルバム選択を容易に行うことができる。特に、サムネイル画像を用いてアルバム情報Ａ
の一覧を表示することができるので、所望のアルバム情報Ａの選択をより容易に行うこと
ができる。
【００６２】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　以下に、表示システム１００の変形例について説明する。
【００６３】
＜変形例１＞
　変形例１の表示システムは、動画像情報を含むドキュメント情報１４ａからアルバム情
報Ａを生成して、デジタルカメラ２にて表示するようになっている。
　即ち、表示制御装置１は、アルバム生成処理にて、ドキュメント情報１４ａを構成する
複数のページのうち、動画と判断されたページをデジタルカメラ２にて再生可能なＭＰＥ
Ｇ４等の所定のファイル形式にエンコードして出力するようになっている。
　これにより、例えば、図１０に示すように、５つの画像ファイルＧのうち、３つが静止
画像ファイルＧ（例えば、CIMG0001.jpg、CIMG0001.jpg、CIMG0005.jpg等）から構成され
、２つが動画像ファイルＧ（例えば、CIMG0002.MOV、CIMG0004.MOV等）から構成されたア
ルバム情報Ａが生成される。
【００６４】
　以下に、図１１を参照してアルバム生成処理について説明する。
　図８に示すように、ＣＰＵ１１は、所定のアプリケーションプログラムの実行に基づい
てドキュメント情報１４ａを構成する複数のページの各々についてページ属性情報を取得
する（ステップＳ２０１）、
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【００６５】
　続けて、ＣＰＵ１１は、アプリケーションプログラムの実行に基づいてドキュメント情
報１４ａを再生して（ステップＳ２０２）、当該再生結果に基づいてドキュメント情報１
４ａを構成する複数のページの各々が動画像であるのか静止画像であるのか判定する（ス
テップＳ２０３）。
　なお、再生とは、実際にユーザに見える形で表示部１６に表示する場合に限られず、Ｃ
ＰＵ１１の内部処理にて再生状態にすることであっても良い。
【００６６】
　ステップＳ２０３にて、ページが静止画像であると判定されると（ステップＳ２０３；
静止画）、ＣＰＵ１１は、静止画像であるページ毎に、ページ属性情報に基づいてページ
番号及びDCF規格に準拠したファイル名を決定した後、JPEG画像ファイルＧを生成して、
当該JPEG画像ファイルＧとページ属性情報等の画像関連性情報を含むプレイリストＰを出
力する（ステップＳ２０４）。
　そして、ＣＰＵ１１は、出力された静止画像に係るアルバム情報ＡをＲＡＭ１２に記録
させる（ステップＳ２０５）。
【００６７】
　一方、ステップＳ２０３にて、ページが動画像であると判定されると（ステップＳ２０
３；動画）、ＣＰＵ１１は、動画像であるページ毎に、ページ属性情報に基づいてページ
番号及びファイル名を決定した後、所定のファイル形式（例えば、MPEG4等）にエンコー
ドして当該動画像ファイルＧとページ属性情報等の画像関連性情報を含むプレイリストＰ
を出力する（ステップＳ２０６）。
　そして、ＣＰＵ１１は、出力された動画像に係るアルバム情報ＡをＲＡＭ１２に記録さ
せる（ステップＳ２０７）。
【００６８】
　上記の処理は、ＣＰＵ１１によりドキュメント情報１４ａが最後まで再生されるまで繰
り返し実行され、即ち、ステップＳ２０８にて、ＣＰＵ１１によりドキュメント情報１４
ａが最後まで再生されていないと判定されると（ステップＳ２０８；ＮＯ）、ステップＳ
２０２に移行して、繰り返し実行され、最後まで再生されたと判定されると（ステップＳ
２０８；ＹＥＳ）、アルバム生成処理を終了する。
【００６９】
　以上のように、動きを含んだドキュメント情報１４ａであってもデジタルカメラ２に適
正に表示することができる。
【００７０】
　なお、画像ファイルＧとしては、上記実施形態における静止画像情報であるJPEG画像や
変形例１における動画像情報であるＭＰＥＧに限られるものではなく、例えば、音情報を
有する音付静止画像情報であっても良いし、または単なる音声情報であっても良い。
【００７１】
＜変形例２＞
　変形例２の表示システムは、ドキュメント情報１４ａを構成するページ内に所定ページ
と関連付けられたリンク情報に基づいて、画像の切換えを行うことができるようになって
いる。
　即ち、例えば、図１２及び図１３に示すように、１ページ目が目次となっているような
ページを画像ファイルＧに変換する場合には、当該ページからリンク情報を抽出して、プ
レイリストＰのusemap属性により各画像ファイルＧとリンクするマップエリア情報を指定
して、そのうちのmap要素によりリンク先とエリアが規定される（例えば、＜map name=“
maplink”＞等）。
【００７２】
　これにより、例えば、図１２に示すように、画像表示部２２２に１ページ目の画像ファ
イルＧが表示された状態で、２～５ページ目の画像ファイルＧと関連付けられた四角い枠
のエリアＲ２～Ｒ５をクリックすることで、リンク先のページに画像を切換えることがで
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きる。従って、目次情報などのリンク情報がある場合に、アルバム情報Ａに変換してもリ
ンク情報を保持することができ、ドキュメント情報１４ａを再生する元のアプリケーショ
ンに近い動作を再現することができる。
【００７３】
　なお、変形例２にあっては、アルバム情報Ａ内のリンクを例示して説明したが、アルバ
ム情報Ａ外やインターネット上のURLにリンクさせるような構成であっても良い。
【００７４】
＜変形例３＞
　変形例３の表示システムに係るアルバム情報Ａを構成する画像ファイルＧは、画像情報
と当該画像情報に個別に対応付けられた画像関連性情報から構成されている。
　即ち、表示システムを構成する表示制御装置１は、例えば、図１４に示すように、ｅｘ
ｉｆ形式の画像情報を生成して、当該画像情報に付加情報として画像関連性情報を記録す
るようになっている。
【００７５】
　アルバム情報Ａが上記のような構成であっても、複数の画像ファイルＧを画像関連性情
報により関連付けて整理してデジタルカメラ２に記録することができ、複数の画像ファイ
ルＧに係る画像がバラバラに表示されることがなくなって、アルバム単位で画像表示する
ことができる。
【００７６】
　また、画像表示部２２２を画像関連性情報表示手段として、プレイリストＰに含まれる
画像関連性情報を表示するようにしても良い。
　これにより、デジタルカメラ２によるアルバム再生の時に画像ファイルＧどうしの対応
関係を視認することができる。
【００７７】
　また、上記実施形態では、表示装置としてデジタルカメラ２を例示したが、これに限ら
れるものではなく、例えば、ハードディスクストレージやＰＤＡ等の画像情報を保存可能
なものであり、且つ、表示画面を有するものであれば如何なる構成のものであっても良い
。
【００７８】
　さらに、上記実施形態では、デジタルカメラ２と表示制御装置１とが通信ケーブルを介
して有線接続された表示システム１００を例示したが、これに限られるものではなく、例
えば、無線ＬＡＮ等の所定の無線通信回線により無線接続された構成であっても良い。
【００７９】
　また、例えば、複数の音声ファイルを関連性情報に基づいて関連付けてコンピュータ等
により管理するようにしても良い。即ち、録音機能を備えるデジタルカメラ２により録音
された複数の音声ファイルをコンピュータに転送して、アルバム生成処理にてこれら複数
の音声ファイルを関連付ける関連性情報を生成して管理するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明を適用した一実施形態の表示システムの概略構成を模式的に示す図である
。
【図２】図１の表示システムを構成する表示制御装置の要部構成を示すブロック図である
。
【図３】図２の表示制御装置により生成されるアルバム情報の構造を模式的に示す図であ
る。
【図４】図３のアルバム情報の構造を示す図である。
【図５】図３のアルバム情報を構成する関連性情報を示す図である。
【図６】図１の表示システムを構成するデジタルカメラの要部構成を示すブロック図であ
る。
【図７】図２の表示制御装置によるアルバム転送処理に係る動作の一例を示すフローチャ
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ートである。
【図８】図２の表示制御装置によるアルバム生成処理に係る動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図９】図６のデジタルカメラによるアルバム表示処理に係る動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１０】変形例１の表示システムを構成する表示制御装置によるアルバム生成処理によ
り生成されるアルバム情報の構造を示す図である。
【図１１】図１０の表示制御装置によるアルバム生成処理に係る動作の一例を示すフロー
チャートである。
【図１２】変形例２の表示システムを構成する表示制御装置により生成されたアルバム情
報の構造を示す図である。
【図１３】図１２のアルバム情報を構成する関連性情報を示す図である。
【図１４】変形例３の表示システムを構成する表示制御装置により生成されるアルバム情
報の構造を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
１００　表示システム
１　　　表示制御装置（外部機器）
１１　　ＣＰＵ（情報生成手段、判定手段）
１２　　ＲＡＭ（一時記憶手段）
１７　　通信制御部（情報送信手段）
２　　　デジタルカメラ（表示装置、撮像装置）
２６１　ＣＰＵ（画像切換表示制御手段）
２４　　通信制御部（情報受信手段）
２５　　記録媒体（情報記録手段）
２２２　画像表示部（画像表示手段、アルバム情報表示手段、画像関連性情報表示手段）
２３１　操作入力部（画像切換指示入力手段、アルバム情報選択手段）
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成19年7月27日(2007.7.27)
【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】
　複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を記録しておく情
報記録手段と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段と、
　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を前記複数の画像情報の全てに対応付けて記
録することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を１つのファイルに記録することを特徴とす
る請求項２に記載の表示装置。
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【請求項４】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報をＸＭＬファイルとして記録することを特徴
とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を前記複数の画像情報の各々に対応付けて記
録することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を前記画像情報に係る画像のＥＸＩＦ情報の
一部としてそれぞれ記録することを特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報と対応付けられた目次画像を記録しておくと
共に、
　前記画像切替指示入力手段は、前記目次画像の所定箇所を選択可能であり、
　前記画像切替表示制御手段は、前記画像切替指示入力手段により前記目次画像の所定箇
所を選択すると、当該選択箇所に応じて前記複数の画像情報の中から対応する画像情報に
係る画像を前記画像表示手段に表示させることを特徴とする請求項１～６の何れか一項に
記載の表示装置。
【請求項８】
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を有するアルバム情報の一覧を前記画像表
示手段に表示させるアルバム情報表示制御手段と、
　前記画像表示手段に表示された前記アルバム情報の一覧の中から所望のアルバム情報を
選択するアルバム情報選択手段とを備えることを特徴とする請求項１～６の何れか一項に
記載の表示装置。
【請求項９】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報と対応付けられたサムネイル画像を記録して
おくと共に、
　前記アルバム情報表示制御手段は、当該サムネイル画像の一覧を表示することにより前
記アルバム情報の一覧を表示して、
　前記アルバム情報選択手段は、当該サムネイル画像の一覧の中から所望のサムネイル画
像を選択することにより所望のアルバム情報を選択するものであることを特徴とする請求
項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報と対応付けて、ＵＲＩ情報、タイトル情報、
著作者情報、作成日時情報、サムネイル情報及びページ属性情報のうち、少なくとも何れ
か一を記録することを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　画像関連性情報、ＵＲＩ情報、タイトル情報、著作者情報、作成日時情報、サムネイル
情報及びページ属性情報のうち、少なくとも何れか一を前記画像表示手段に表示させるド
キュメント情報表示制御手段を備えることを特徴とする請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記画像情報は、静止画像情報、音情報を有する音付静止画像情報及び動画情報のうち
の少なくとも何れか一であることを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の表示装
置。
【請求項１３】
　被写体を撮像する撮像手段を備えることを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載
の表示装置。
【請求項１４】
　前記複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を受信する受
信手段を備え、
　前記情報記録手段は、前記受信手段で受信した前記画像情報と前記画像関連性情報を記
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録することを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　ドキュメント情報を記録する記録手段と、
　前記記録手段に記憶した前記ドキュメント情報から複数の画像情報と前記複数の画像情
報の関連性を示す画像関連性情報を生成する情報生成手段と、
　前記情報生成手段により生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を所定
の外部装置に送信する情報送信手段と、
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項１６】
　前記情報送信手段による前記外部装置への送信が可能か否かを判定する判定手段を備え
、
　前記情報送信手段は、前記判定手段により前記外部装置への送信が可能であると判定さ
れた場合に、前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を送信することを特徴とする請
求項１５に記載の送信装置。
【請求項１７】
　前記判定手段により前記外部装置への送信が不可能であると判定された場合に、前記複
数の画像情報及び前記画像関連性情報を一時的に記憶する一時記憶手段を備え、
　前記情報送信手段は、前記一時記憶手段へ前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報
を記録した後に前記判定手段により前記外部装置への送信が可能であると判定された場合
、前記一時記憶手段に記憶されている前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記
外部装置へ送信することを特徴とする請求項１６に記載の送信装置。
【請求項１８】
　前記情報生成手段は、所定のプリンタドライバにより、前記ドキュメント情報から前記
複数の画像情報及び前記画像関連性情報を生成することを特徴とする請求項１５に記載の
送信装置。
【請求項１９】
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置と、前記表示装置にデータを送信する送信
装置とを備える表示システムであって、
　前記送信装置は、さらに、
　ドキュメント情報を記録する記録手段と、
　前記記録手段に記録した前記ドキュメント情報から複数の画像情報と前記複数の画像情
報の関連性を示す画像関連性情報を生成する情報生成手段と、
　前記情報生成手段により生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記
表示装置に送信する情報送信手段とを備え、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を受信す
る情報受信手段と、
　前記情報受信手段により受信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録
する情報記録手段と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段と、
　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段とを備える
ことを特徴とする表示システム。
【請求項２０】
　複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を記録しておく情
報記録手段と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する



(23) JP 2008-53955 A 2008.3.6

画像表示手段とを備える表示装置を用いて画像を表示する表示方法であって、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理と、
　を行うことを特徴とする表示方法。
【請求項２１】
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置と、前記表示装置にデータを送信する送信
装置とを備える表示システムを用いて画像を表示する表示方法であって、
　前記送信装置は、
　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画
像関連性情報を生成する処理と、
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を情報送信手段から前記表示装置に送信さ
せる処理とを行い、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報と前記画像関連性情報を受信する
情報受信手段と、前記情報受信手段により受信された前記複数の画像情報と前記画像関連
性情報を記録する情報記録手段と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に
係る画像を表示する画像表示手段とを備え、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示させる前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理と、
　を行うことを特徴とする表示方法。
【請求項２２】
　ドキュメント情報を記憶する記憶手段と、前記ドキュメント情報から所定の外部装置で
表示可能な情報に変換する変換手段と、前記外部装置に所定の情報を送信する送信手段と
、を備える送信装置を用いて前記ドキュメント情報を前記外部装置に送信する送信方法で
あって、
　前記変換手段により前記ドキュメント情報から、複数の画像情報と、前記複数の画像情
報の関連性を示す画像関連性情報と、を生成する処理と、
　生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記送信手段にて前記外部装
置に送信する処理と、
　を行うことを特徴とする送信方法。
【請求項２３】
　画像情報を記録する情報記録手段と、前記情報記録手段に記録された画像情報に係る画
像を表示する画像表示手段とを備える表示装置に、
　前記情報記録手段に、複数の画像情報及び前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連
性情報を記録させる機能と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる機能と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示の入力に基づいて、前
記情報記録手段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により
関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる機能と、
　を実現させることを特徴とするプログラム。
【請求項２４】
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置にデータを送信する送信装置に、
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　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画
像関連性情報を生成させる機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されているか否かを判定する機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されていると判定された場合に、生成された前記複
数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記表示装置に送信させる機能と、
　を実現させることを特徴とするプログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、画像を表示する表示システムと、それに係る表示装置、送信装置、プログラ
ム、表示方法及び送信方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、複数の画像情報を整理して記録することができ、これにより
、複数の画像情報を効率よく閲覧することができる表示装置、表示システム、送信装置、
表示方法、送信方法及びプログラムを提供することである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　請求項１に記載の発明の表示装置は、
　複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を記録しておく情
報記録手段と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段と、
　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段と、
　を備えることを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示装置において、
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を前記複数の画像情報の全てに対応付けて記
録することを特徴としている。
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の表示装置において、
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　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を１つのファイルに記録することを特徴とし
ている。
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の表示装置において、
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報をＸＭＬファイルとして記録することを特徴
としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の表示装置において、
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を前記複数の画像情報の各々に対応付けて記
録することを特徴としている。
　また、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の表示装置において、
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報を前記画像情報に係る画像のＥＸＩＦ情報の
一部としてそれぞれ記録することを特徴としている。
【手続補正８】
【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】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報と対応付けられた目次画像を記録しておくと
共に、
　前記画像切替指示入力手段は、前記目次画像の所定箇所を選択可能であり、
　前記画像切替表示制御手段は、前記画像切替指示入力手段により前記目次画像の所定箇
所を選択すると、当該選択箇所に応じて前記複数の画像情報の中から対応する画像情報に
係る画像を前記画像表示手段に表示させることを特徴としている。
　また、請求項８に記載の発明は、請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置において
、
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を有するアルバム情報の一覧を前記画像表
示手段に表示させるアルバム情報表示制御手段と、
　前記画像表示手段に表示された前記アルバム情報の一覧の中から所望のアルバム情報を
選択するアルバム情報選択手段とを備えることを特徴としている。
　また、請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の表示装置において、
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報と対応付けられたサムネイル画像を記録して
おくと共に、
　前記アルバム情報表示制御手段は、当該サムネイル画像の一覧を表示することにより前
記アルバム情報の一覧を表示して、
　前記アルバム情報選択手段は、当該サムネイル画像の一覧の中から所望のサムネイル画
像を選択することにより所望のアルバム情報を選択するものであることを特徴としている
。
【手続補正９】
【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】
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　請求項１０に記載の発明は、請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記情報記録手段は、前記画像関連性情報と対応付けて、ＵＲＩ情報、タイトル情報、
著作者情報、作成日時情報、サムネイル情報及びページ属性情報のうち、少なくとも何れ
か一を記録することを特徴としている。
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項１０に記載の表示装置において、
　画像関連性情報、ＵＲＩ情報、タイトル情報、著作者情報、作成日時情報、サムネイル
情報及びページ属性情報のうち、少なくとも何れか一を前記画像表示手段に表示させるド
キュメント情報表示制御手段を備えることを特徴としている。
【手続補正１０】
【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】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記画像情報は、静止画像情報、音情報を有する音付静止画像情報及び動画情報のうち
の少なくとも何れか一であることを特徴としている。
　また、請求項１３に記載の発明は、請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置におい
て、
　被写体を撮像する撮像手段を備えることを特徴としている。
　また、請求項１４に記載の発明は、請求項１～６の何れか一項に記載の表示装置におい
て、
　前記複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を受信する受
信手段を備え、
　前記情報記録手段は、前記受信手段で受信した前記画像情報と前記画像関連性情報を記
録することを特徴としている。
【手続補正１１】
【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】
　請求項１５に記載の発明の送信装置は、
　ドキュメント情報を記録する記録手段と、
　前記記録手段に記憶した前記ドキュメント情報から複数の画像情報と前記複数の画像情
報の関連性を示す画像関連性情報を生成する情報生成手段と、
　前記情報生成手段により生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を所定
の外部装置に送信する情報送信手段と、
　を備えることを特徴としている。
【手続補正１２】
【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】
　請求項１６に記載の発明は、請求項１５に記載の送信装置において、
　前記情報送信手段による前記外部装置への送信が可能か否かを判定する判定手段を備え
、
　前記情報送信手段は、前記判定手段により前記外部装置への送信が可能であると判定さ
れた場合に、前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を送信することを特徴としてい
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る。
　また、請求項１７に記載の発明は、請求項１６に記載の送信装置において、
　前記判定手段により前記外部装置への送信が不可能であると判定された場合に、前記複
数の画像情報及び前記画像関連性情報を一時的に記憶する一時記憶手段を備え、
　前記情報送信手段は、前記一時記憶手段へ前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報
を記録した後に前記判定手段により前記外部装置への送信が可能であると判定された場合
、前記一時記憶手段に記憶されている前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記
外部装置へ送信することを特徴としている。
　また、請求項１８に記載の発明は、請求項１５に記載の送信装置において、
　前記情報生成手段は、所定のプリンタドライバにより、前記ドキュメント情報から前記
複数の画像情報及び前記画像関連性情報を生成することを特徴としている。
【手続補正１３】
【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】
　請求項１９に記載の発明の表示システムは、
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置と、前記表示装置にデータを送信する送信
装置とを備える表示システムであって、
　前記送信装置は、さらに、
　ドキュメント情報を記録する記録手段と、
　前記記録手段に記録した前記ドキュメント情報から複数の画像情報と前記複数の画像情
報の関連性を示す画像関連性情報を生成する情報生成手段と、
　前記情報生成手段により生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記
表示装置に送信する情報送信手段とを備え、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を受信す
る情報受信手段と、
　前記情報受信手段により受信された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録
する情報記録手段と、
　前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する画像表示手段
と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する画像切換指
示入力手段と、
　前記画像切換指示入力手段からの前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手
段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられ
た画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる画像切換表示制御手段とを備える
ことを特徴としている。
【手続補正１４】
【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】
　請求項２０に記載の発明の表示方法は、
　複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連性情報を記録しておく情
報記録手段と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に係る画像を表示する
画像表示手段とを備える表示装置を用いて画像を表示する表示方法であって、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
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　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理と、
　を行うことを特徴としている。
【手続補正１５】
【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】
　請求項２１に記載の発明の表示方法は、
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置と、前記表示装置にデータを送信する送信
装置とを備える表示システムを用いて画像を表示する表示方法であって、
　前記送信装置は、
　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画
像関連性情報を生成する処理と、
　前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を情報送信手段から前記表示装置に送信さ
せる処理とを行い、
　前記表示装置は、
　前記情報送信手段から送信された前記複数の画像情報と前記画像関連性情報を受信する
情報受信手段と、前記情報受信手段により受信された前記複数の画像情報と前記画像関連
性情報を記録する情報記録手段と、前記情報記録手段に記録された前記複数の画像情報に
係る画像を表示する画像表示手段とを備え、
　前記情報記録手段に前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を記録させる処理と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる処理と、
　前記画像表示手段に表示させる前記画像を切換える画像切換指示を入力する処理と、
　前記画像切換指示の入力に基づいて、前記情報記録手段に記録されている前記複数の画
像情報のうち、前記画像関連性情報により関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像
表示手段に表示させる処理と、
　を行うことを特徴としている。
【手続補正１６】
【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】
　請求項２２に記載の発明の送信方法は、
　ドキュメント情報を記憶する記憶手段と、前記ドキュメント情報から所定の外部装置で
表示可能な情報に変換する変換手段と、前記外部装置に所定の情報を送信する送信手段と
、を備える送信装置を用いて前記ドキュメント情報を前記外部装置に送信する送信方法で
あって、
　前記変換手段により前記ドキュメント情報から、複数の画像情報と、前記複数の画像情
報の関連性を示す画像関連性情報と、を生成する処理と、
　生成された前記複数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記送信手段にて前記外部装
置に送信する処理と、
　を行うことを特徴としている。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項２３に記載の発明のプログラムは、
　画像情報を記録する情報記録手段と、前記情報記録手段に記録された画像情報に係る画
像を表示する画像表示手段とを備える表示装置に、
　前記情報記録手段に、複数の画像情報及び前記複数の画像情報の関連性を示す画像関連
性情報を記録させる機能と、
　前記画像表示手段に前記画像を表示させる機能と、
　前記画像表示手段に表示される前記画像を切換える画像切換指示の入力に基づいて、前
記情報記録手段に記録されている前記複数の画像情報のうち、前記画像関連性情報により
関連付けられた画像情報に係る画像を前記画像表示手段に表示させる機能と、
　を実現させることを特徴としている。
【手続補正１８】
【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】
　請求項２４に記載の発明のプログラムは、
　画像情報に基づいて画像を表示する表示装置にデータを送信する送信装置に、
　ドキュメント情報に基づいて、複数の画像情報と前記複数の画像情報の関連性を示す画
像関連性情報を生成させる機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されているか否かを判定する機能と、
　前記接続手段と前記表示装置が接続されていると判定された場合に、生成された前記複
数の画像情報及び前記画像関連性情報を前記表示装置に送信させる機能と、
　を実現させることを特徴としている。
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