
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影画像データ及び撮影位置データを関連付けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、
　前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮影画像データをグループ化するグルー
プ化手段と、
　位置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段と、
　前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記撮
影画像記憶手段に記憶されている各撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置デ
ータと、前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に
記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ名
決定手段と、
　

　を備えたことを特徴とする 。
【請求項２】
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前記撮影画像記憶手段に撮影画像データと関連付けて記憶されている撮影位置データと
、前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶さ
れている名称データを特定し当該撮影画像データの画像ファイル名として決定するファイ
ル名決定手段と、

撮影画像管理装置

撮影画像データ及び撮影位置データを関連付けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、
前記撮影画像記憶手段に撮影画像データと関連付けて記憶される各撮影位置データ間の

距離が所定距離以上であるか否かの判断基準に基づいて、前記複数の撮影画像データを自



　

　
　

　
【請求項３】
　
　
　
　

　

　
　

　
【請求項４】
　

【請求項５】
　

　

【請求項６】
　

　

【請求項７】
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動的にグループ化するグループ化手段と、
前記各撮影位置データ間の距離の分布状態に基づいて前記所定距離を決定する距離決定

手段と、
位置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段と、
前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記撮

影画像記憶手段に記憶されている各撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置デ
ータと、前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に
記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ名
決定手段と、

を備えたことを特徴とする撮影画像管理装置。

撮影画像データ及び撮影位置データを関連付けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、
地図を記憶する地図記憶手段と、
前記地図記憶手段に記憶されている地図を表示手段に表示する地図表示制御手段と、
前記地図表示制御手段により前記表示手段に表示されている地図上の所望範囲を手動指

定可能な範囲指定手段と、
前記範囲指定手段により指定された地図範囲に含まれている複数の撮影位置データに関

連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮像画像データをグループ化する
グループ化手段と、

位置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段と、
前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記撮

影画像記憶手段に記憶されている各撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置デ
ータと、前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に
記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ名
決定手段と、

を備えたことを特徴とする撮影画像管理装置。

前記撮影画像記憶手段に記憶されている撮影位置データにより特定される前記地図上の
位置に、撮影位置を示すシンボルを表示するシンボル表示制御手段を備えることを特徴と
する請求項３記載の撮影画像管理装置。

前記名称記憶手段は、エリアデータ及び名称データを関連付けて複数記憶する手段であ
り、

前記グループ名決定手段は、前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画
像データと関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮影位置データと、
前記名称記憶手段に記憶されているエリアデータとに基づき、前記名称記憶手段に記憶さ
れている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定することを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮影画像管理装置。

前記撮影画像記憶手段は、前記撮影位置データ及び撮影画像データを撮影日時データと
関連付けて記憶し、

前記グループ名決定手段は、前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画
像データのうち該撮影画像データと関連付けて記憶されている撮影日時データが最も早い
撮影画像データに関連付けて記憶されている撮影位置データと、前記名称記憶手段に記憶
されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶されている名称データを特定
し当該グループのグループ名として決定することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
１項に記載の撮影画像管理装置。

撮影画像データ及び撮影位置データを関連付けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、
前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮影画像データをグループ化するグルー



　
　

　
【請求項８】
　
　
　

　

　
【請求項９】
　

【請求項１０】
　被写体を撮像し撮影画像データを出力する撮像手段と、
　この撮像手段から出力される撮影画像データの撮影位置を取得する撮影位置取得手段と
を備え、
　前記撮影画像記憶手段は、前記撮像手段から出力された撮影画像データ及び前記撮影位
置取得手段により取得された撮影位置データを関連付けて記憶することを特徴とする

の撮影画像管理装置。
【請求項１１】
　前記グループ名決定手段により決定されたグループ名を表示手段に表示するグループ名
表示制御手段を備えることを特徴とする の撮影画
像管理装置。
【請求項１２】
　前記グループ名決定手段により決定されたグループ名を当該グループに含まれている複
数の撮影画像データに関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶する記憶制御手段を備える
ことを特徴とする請求項１乃至 のいずれか１項に記載の撮影画像管理装置。
【請求項１３】
　前記記憶制御手段は前記グループ名をフォルダ名として前記撮影画像記憶手段に記憶す
る手段であることを特徴とする請求項 記載の撮影画像管理装置。
【請求項１４】
　複数の撮影画像データをグループ化するステップと、前記グループ化した複数の撮影画
像データ各々の撮影位置のうちの少なくとも１つの撮影位置と、位置データ及び名称デー
タを関連付けて複数記憶する名称メモリに記憶されている位置データとに基づき、前記名
称メモリに記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定する
ステップと、

からなることを特徴とする撮影画像管理
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プ化手段と、
位置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段と、
前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて記憶さ

れている複数の撮影位置データを平均化することにより得られる平均撮影位置データと、
前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶され
ている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ名決定手段
と、

を備えたことを特徴とする撮影画像管理装置。

撮影画像データ及び撮影位置データを関連付けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、
エリアデータ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段と、
前記名称記憶手段に記憶されているエリアデータにより特定されるエリア内に含まれて

いる複数の撮影位置データと関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮
影画像データをグループ化するグループ化手段と、

前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記撮
影画像記憶手段に記憶されている各撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置デ
ータと、前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に
記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ名
決定手段と、

を備えたことを特徴とする撮影画像管理装置。

前記グループ名決定手段は、前記グループ化手段でグループ化する際に利用されたエリ
アデータと関連付けて前記名称記憶手段に記憶されている名称データを当該グループのグ
ループ名として決定することを特徴とする請求項８記載の撮影画像管理装置。

請求
項１乃至９のいずれか１項に記載

請求項１乃至１０のいずれか１項に記載

１１

１２

前記撮影画像データの撮影位置と、前記名称メモリに記憶されている位置デ
ータとに基づき、前記名称メモリに記憶されている名称データを特定し当該撮影画像デー
タの画像ファイル名として決定するステップと、



方法。
【請求項１５】
　複数の撮影画像データをグループ化するステップと、前記グループ化した複数の撮影画
像データ各々の撮影位置のうちの少なくとも１つの撮影位置と、位置データ及び名称デー
タを関連付けて複数記憶する名称メモリに記憶されている位置データとに基づき、前記名
称メモリに記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定する
ステップと

を撮影画像管理装置に対して実行可能とす
ることを特徴とする撮影画像管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、撮影画像をグループ管理することが可能な撮影画像管理装置、撮影画像管理
方法及び撮影画像管理プログラムに関し、特に、撮影画像を撮影位置に基づいたグループ
別に管理する撮影画像管理装置、撮影画像管理方法及び撮影画像管理プログラムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
　デジタルカメラの中にはメモリに保存記憶している複数の撮影画像データをフォルダ管
理するものがあり、複数の撮影画像データを、ユーザの手動選択操作によってフォルダ分
け（分類）したり、撮影日時によって自動的にフォルダ分けする技術が知られている。ま
た、地図上に撮影位置を示すシンボルを表示し、このシンボルを選択すると、その撮影位
置で撮影された撮影画像を読み出して表示する技術が知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、撮影画像を「撮影場所」別にフォルダ分け（グループ分け）したい場合
、先ず、所定の撮影場所用のフォルダを作成し、次に、撮影画像を１枚１枚再生して内容
を確認し、所定の撮影場所用のフォルダに入れたい撮影画像を選択して所定の撮影場所用
のフォルダに格納するといった手順が必要となり、非常に手間がかかっていた。
【０００４】
　特に、所定の撮影場所に適合するフォルダ名（グループ名）を考え、それを１文字づつ
入力する作業はユーザーにとって非常に煩雑なものとなっていた。また、地図上に撮影位
置を示すシンボルを表示させる場合、多くの撮影場所が隣接しているとシンボルが密集し
て表示されてしまうことになり、結果として、視認性が悪化してしまったり、所望のシン
ボルの選択が困難になってしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明は、複数の撮影画像をグループ化する際の使い勝手やグループ化した撮影画像の
撮影位置を地図上に表示させる際の視認性を大幅に向上させることを可能とする撮影画像
管理装置、撮影画像管理方法及び撮影画像管理プログラムの提供を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、第１の発明の撮影画像管理装置は、撮影画像データ及び撮
影位置データを関連付けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、前記撮影画像記憶手段に記
憶されている複数の撮影画像データをグループ化するグループ化手段と、位置データ及び
名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段と、前記グループ化手段によりグルー
プ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶されている各
撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置データと、前記名称記憶手段に記憶さ
れている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶されている名称データを特定し
当該グループのグループ名として決定するグループ名決定手段と、
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、前記撮影画像データの撮影位置と、前記名称メモリに記憶されている位置デ
ータとに基づき、前記名称メモリに記憶されている名称データを特定し当該撮影画像デー
タの画像ファイル名として決定するステップと

前記撮影画像記憶手段



を備え
たことを特徴とする。
【０００７】
　

【０００８】
　

【０００９】
　

【００１０】
　

【００１１】
　

【００１２】
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に撮影画像データと関連付けて記憶されている撮影位置データと、前記名称記憶手段に記
憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶されている名称データを特
定し当該撮影画像データの画像ファイル名として決定するファイル名決定手段と、

また、第２の発明の撮影画像管理装置は、撮影画像データ及び撮影位置データを関連付
けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、前記撮影画像記憶手段に撮影画像データと関連付
けて記憶される各撮影位置データ間の距離が所定距離以上であるか否かの判断基準に基づ
いて、前記複数の撮影画像データを自動的にグループ化するグループ化手段と、前記各撮
影位置データ間の距離の分布状態に基づいて前記所定距離を決定する距離決定手段と、位
置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段と、前記グループ化手段
によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶
されている各撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置データと、前記名称記憶
手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶されている名称デ
ータを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ名決定手段と、を備えた
ことを特徴とする。

また、第３の発明の撮影画像管理装置は、撮影画像データ及び撮影位置データを関連付
けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、地図を記憶する地図記憶手段と、前記地図記憶手
段に記憶されている地図を表示手段に表示する地図表示制御手段と、前記地図表示制御手
段により前記表示手段に表示されている地図上の所望範囲を手動指定可能な範囲指定手段
と、前記範囲指定手段により指定された地図範囲に含まれている複数の撮影位置データに
関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮像画像データをグループ化す
るグループ化手段と、位置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称記憶手段
と、前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記
撮影画像記憶手段に記憶されている各撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置
データと、前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段
に記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ
名決定手段と、を備えたことを特徴とする。

また、第４の発明は、上記第３の発明の撮影画像管理装置において、前記撮影画像記憶
手段に記憶されている撮影位置データにより特定される前記地図上の位置に、撮影位置を
示すシンボルを表示するシンボル表示制御手段を備えることを特徴とする。

また、第５の発明は、上記第１乃至４のいずれかの発明の撮影画像管理装置において、
前記名称記憶手段は、エリアデータ及び名称データを関連付けて複数記憶する手段であり
、前記グループ名決定手段は、前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影画
像データと関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮影位置データと、
前記名称記憶手段に記憶されているエリアデータとに基づき、前記名称記憶手段に記憶さ
れている名称データを特定し当該グループのグループ名として決定することを特徴とする
。

また、第６の発明は、上記第１乃至４のいずれかの発明の撮影画像管理装置において、
前記撮影画像記憶手段は、前記撮影位置データ及び撮影画像データを撮影日時データと関
連付けて記憶し、前記グループ名決定手段は、前記グループ化手段によりグループ化され
た複数の撮影画像データのうち該撮影画像データと関連付けて記憶されている撮影日時デ
ータが最も早い撮影画像データに関連付けて記憶されている撮影位置データと、前記名称
記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶されている名
称データを特定し当該グループのグループ名として決定することを特徴とする。



　

【００１３】
　

【００１４】
　

【００１５】
　

【００１６】
　

【００１７】
　

【００１８】
　

【００３１】
　また、第 の発明の撮影画像管理方法は、複数の撮影画像データをグループ化するス
テップと、前記グループ化した複数の撮影画像データ各々の撮影位置のうちの少なくとも
１つの撮影位置と、位置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称メモリに記
憶されている位置データとに基づき、前記名称メモリに記憶されている名称データを特定
し当該グループのグループ名として決定するステップと、
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また、第７の発明の撮影画像管理装置は、撮影画像データ及び撮影位置データを関連付
けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、前記撮影画像記憶手段に記憶されている複数の撮
影画像データをグループ化するグループ化手段と、位置データ及び名称データを関連付け
て複数記憶する名称記憶手段と、前記グループ化手段によりグループ化された複数の撮影
画像データと関連付けて記憶されている複数の撮影位置データを平均化することにより得
られる平均撮影位置データと、前記名称記憶手段に記憶されている位置データとに基づき
、前記名称記憶手段に記憶されている名称データを特定し当該グループのグループ名とし
て決定するグループ名決定手段と、を備えたことを特徴とする。

また、第８の発明の撮影画像管理装置は、撮影画像データ及び撮影位置データを関連付
けて複数記憶する撮影画像記憶手段と、エリアデータ及び名称データを関連付けて複数記
憶する名称記憶手段と、前記名称記憶手段に記憶されているエリアデータにより特定され
るエリア内に含まれている複数の撮影位置データと関連付けて前記撮影画像記憶手段に記
憶されている複数の撮影画像データをグループ化するグループ化手段と、前記グループ化
手段によりグループ化された複数の撮影画像データと関連付けて前記撮影画像記憶手段に
記憶されている各撮影位置データのうちの少なくとも１つの撮影位置データと、前記名称
記憶手段に記憶されている位置データとに基づき、前記名称記憶手段に記憶されている名
称データを特定し当該グループのグループ名として決定するグループ名決定手段と、を備
えたことを特徴とする。

また、第９の発明は、上記第８の発明の撮影画像管理装置において、前記グループ名決
定手段は、前記グループ化手段でグループ化する際に利用されたエリアデータと関連付け
て前記名称記憶手段に記憶されている名称データを当該グループのグループ名として決定
することを特徴とする。

また、第１０の発明は、上記第１乃至９のいずれかの発明の撮影画像管理装置において
、被写体を撮像し撮影画像データを出力する撮像手段と、この撮像手段から出力される撮
影画像データの撮影位置を取得する撮影位置取得手段とを備え、前記撮影画像記憶手段は
、前記撮像手段から出力された撮影画像データ及び前記撮影位置取得手段により取得され
た撮影位置データを関連付けて記憶することを特徴とする。

また、第１１の発明は、上記第１乃至１０のいずれかの発明の撮影画像管理装置におい
て、前記グループ名決定手段により決定されたグループ名を表示手段に表示するグループ
名表示制御手段を備えることを特徴とする。

また、第１２の発明は、上記第１乃至１１のいずれかの発明の撮影画像管理装置におい
て、前記グループ名決定手段により決定されたグループ名を当該グループに含まれている
複数の撮影画像データに関連付けて前記撮影画像記憶手段に記憶する記憶制御手段を備え
ることを特徴とする。

また、第１３の発明は、上記第１２発明の撮影画像管理装置において、前記記憶制御手
段は前記グループ名をフォルダ名として前記撮影画像記憶手段に記憶する手段であること
を特徴とする。

１４

前記撮影画像データの撮影位置
と、前記名称メモリに記憶されている位置データとに基づき、前記名称メモリに記憶され



からなることを特徴とする。
【００３５】
　また、第 の発明の撮影画像管理プログラムは、複数の撮影画像データをグループ化
するステップと、前記グループ化した複数の撮影画像データ各々の撮影位置のうちの少な
くとも１つの撮影位置と、位置データ及び名称データを関連付けて複数記憶する名称メモ
リに記憶されている位置データとに基づき、前記名称メモリに記憶されている名称データ
を特定し当該グループのグループ名として決定するステップと

を撮影画像管理装置に対して実行可能とすることを特徴とする。
【００３９】
【発明の実施の形態】
　図１は本発明の撮影画像管理装置をデジタルカメラ１００に適用した場合の一実施例の
構成を示すブロック図であり、ＧＰＳ受信部（撮影位置取得手段）１、撮像部（撮像手段
）２、制御部（グループ化手段、グループ名決定手段、グループ名表示制御手段、記憶制
御手段、ファイル名決定手段、距離決定手段、地図表示制御手段、シンボル表示制御手段
）３、操作部（撮影画像選択手段、範囲指定手段、シンボル選択手段）４、ＤＲＡＭ（一
時記憶メモリ）５、フラッシュメモリ（メモリ部、撮影画像記憶手段、名称記憶手段、地
図記憶手段）６、表示部（表示手段）７及びプログラム格納メモリ（グループ化手段、グ
ループ名決定手段、グループ名表示制御手段、記憶制御手段、ファイル名決定手段、距離
決定手段、地図表示制御手段、シンボル表示制御手段）８を備えている。なお、図１で、
外部装置に撮影画像及び関連データを送信するＩ／Ｏインターフェイス９を備えるように
してもよい。ＧＰＳ受信部１はＧＰＳ衛星からの受信データを基にデジタルカメラ１００
の自己位置計算等の位置計測（測位）を行なう。ＧＰＳ受信部１による測位結果はデジタ
ルカメラ１００全体を制御する制御部３に送られる。なお、デジタルカメラ１００におけ
る撮影位置取得手段はＧＰＳ受信部１に限定されない。例えば、ＧＰＳ受信部１を設ける
ことなくＩ／Ｏインターフェイス９を介してＰＨＳ等の携帯電話の位置取得サービスを利
用して位置情報を取得するようにしてもよい。
【００４０】
　撮像部２は、撮影レンズ及びＣＣＤ等を介して取込んだ被写体像をデジタルデータに変
換し、デジタルデータからデジタルの輝度、色差マルチプレクス信号（Ｙ、Ｃｂ、Ｃｒデ
ータ）等の信号成分（以下、画像データ）を得てＤＲＡＭ５に転送する。
【００４１】
　制御部３は、ＣＰＵ、ＲＡＭ及びタイマ等の周辺回路を有したマイクロプロセッサ構成
を有しており、ＣＰＵは上述の各回路及び図示しない電源切換えスイッチ等にバスライン
を介して接続し、プログラム格納メモリ８に格納されている制御プログラムによりデジタ
ルカメラ全体の制御を行なうと共に、操作部４からの状態信号に対応してプログラム格納
用メモリ８に格納されている各モード処理用のプログラム等を取り出してデジタルカメラ
１００の各機能の実行制御等を行なう。また、本実施の形態では、プログラム格納用メモ
リ８に格納された撮影画像管理プログラム等を取り出して画像のグループ化（分類）やグ
ループ化された画像の撮影位置の表示制御等、デジタルカメラ１００の各機能の実行制御
等を行なう。
【００４２】
　また、制御部３は後述するシャッターボタン４２の全押し操作がされると撮像部２によ
る撮像処理を実行し、取得された撮影画像データをＤＲＡＭ５に書き込んだ後、ＤＲＡＭ
５に書き込まれている撮影画像データを読み出して、例えば、ＪＰＥＧ圧縮処理のような
画像データ圧縮処理を施し、フラッシュメモリ６に保存記憶する。また、この際、ＧＰＳ
受信部１から取得した撮影位置データを撮影画像データに関連付けてフラッシュメモリ６
に保存記憶する。また、制御部３は再生時にフラッシュメモリ６から読み出された撮影画
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ている名称データを特定し当該撮影画像データの画像ファイル名として決定するステップ
と、

１５

、前記撮影画像データの撮
影位置と、前記名称メモリに記憶されている位置データとに基づき、前記名称メモリに記
憶されている名称データを特定し当該撮影画像データの画像ファイル名として決定するス
テップと



像データ（圧縮データ）に伸張処理を施して撮影画像データを表示部７に再生する。
【００４３】
　操作部４は、処理モード切り替えスイッチ４１、シャッターボタン４２、カーソルキー
４４等のキーやスイッチを構成部分としており、これらのキー或いはスイッチが操作され
ると状態信号が制御部３に送出される。ユーザは処理モード切り替えスイッチ４１の操作
により撮影モードと再生モードの切り替えや画像分類モードやグループ表示モードを選択
することができる。ＤＲＡＭ５は一時記憶メモリとして用いられ、撮影画像データや再生
画像データを一時的に記憶する画像バッファ領域や名称データの一時記憶領域や画像デー
タの圧縮／伸張処理用の作業用領域等が確保されている。
【００４４】
　また、フラッシュメモリ６は後述するように撮影画像データ（圧縮画像データ）を保存
記憶する画像ファイル領域や撮影画像データに関連付けて記憶される撮影位置データを記
憶するファイル領域等が確保されている（図２）。また、本実施例ではフラッシュメモリ
６はデジタルカメラ１００に内蔵されているが、これに限定されず、デジタルカメラ１０
０に対して着脱可能とするカード形式のフラッシュメモリを用いる構成のものであっても
よい。
【００４５】
　表示部７はビデオメモリ、エンコーダ（図示せず）及び液晶表示画面を備え、制御部３
の表示制御により、ビデオメモリに出力された処理選択時の機能選択用メニューデータや
画像データ及び撮影場所の名称データや地図上の撮影場所を示すアイコン等を液晶画面に
表示する。
【００４６】
　プログラム格納メモリ８はＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリからなり、ＯＳや通信制御
プログラム等の制御プログラムや、各種モード選択プログラムが格納されている。また、
プログラム格納用メモリ８は制御部３から参照・更新可能である。また、本実施の形態で
はプログラム格納メモリ８は画像のグループ化（分類）やグループ化された画像の表示等
を行うための撮影画像管理プログラム（グループ名決定プログラムを含む）等も格納して
いる。
【００４７】
　図２はフラッシュメモリ６の領域構成の一実施例を示す図である。図２で、フラッシュ
メモリ６は後述するグループ管理フォルダ６１０等を記憶する管理フォルダ領域（撮影画
像記憶手段）６１、撮影画像データを含む画像ファイル６２－１～６２－ｎを記憶する画
像ファイル領域（撮影画像記憶手段）６２、地図上の地名や施設名等の場所名（名称デー
タ）を位置データと関連付けて記憶した場所名ファイル６３０を格納する場所名ファイル
領域（名称記憶手段）６３及び地図データを格納した地図データ領域（地図記憶手段）６
４を有している。なお、場所名ファイルは、通常地図データに含まれているので、場所名
ファイル領域６３を設けないように構成することも可能である。
【００４８】
　なお、後述するようにパソコン等の外部画像管理装置で画像のグループ化やグループ名
の決定処理等の画像管理処理を行う場合にはフラッシュメモリ６には撮影画像ファイルが
保存記憶され、パソコン等の外部画像管理装置の保存記憶メモリに、図２に示したような
領域が確保される。また、この際外部画像管理装置の保存記憶メモリには撮影画像の撮影
順等を記憶した管理レコードからなる撮影順序管理ファイル領域が確保される（図１６（
ｂ））。
【００４９】
　図３はフラッシュメモリ６に格納されるファイルやテーブルのレコード構成の一実施例
を示す図である。画像管理フォルダ６１は、図３（ａ）、図３（ｂ）に示すように、グル
ープ名（文字列）からなるフォルダ名６１１、代表撮影位置情報６１２及びそのグループ
に属する最初の撮影画像データの画像ファイル管理データのアドレスを記憶した従属ファ
イルポインタ６１３を有する複数のグループ画像管理フォルダ６１０（６１０－１、６１
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０－２、・・）と画像ファイル管理データ（６１４～６１６）とで構成されている。なお
、グループ名（フォルダ名６１１）は本実施の形態では代表撮影位置の地名または施設名
等からなる場所名（文字列）が用いられている。
【００５０】
　また、画像ファイル管理データ（同一グループに属する（同一フォルダ内にある）画像
ファイルの記憶アドレスを管理するデータ）は図３（ｂ）に示すように、グループに属す
る撮影画像データが格納されている画像ファイル６２０のアドレスを記憶した画像ポイン
タ６１４（６１４－１、６１４－２、・・）、その画像の撮影位置データ（緯度、経度デ
ータ）６１５（６１５－１、６１５－２、・・）と同一グループに属する次の撮影画像デ
ータの画像ファイル管理データのアドレスを記憶した従属ファイルポインタ６１６（６１
６－１、６１６－２、・・）からなる。
【００５１】
　つまり、同一グループに属する撮影画像データの個数をｊとすると、ｊ個の画像ファイ
ル管理データがグループ画像管理フォルダ６１０に順次連鎖する。また、ｊ番目の画像フ
ァイル管理データ（同一グループ内に属する撮影画像データ中の最後の撮影画像データの
画像ファイル管理データ）は、従属ファイルポインタ６１６の部分に終わりマーク（特殊
な値）が記憶される。
【００５２】
　なお、上記図３（ａ）、図３（ｂ）に示した例では画像ファイル管理データ６１４～６
１６には撮影画像の撮影場所名を記憶していないが、画像ファイル管理データの一部とし
て撮影画像の撮影場所名を記憶するように構成してもよい。このように構成した場合は、
記憶した撮影場所名を画像ファイルのファイル名として用いることができる。
【００５３】
　また、上述した説明では、画像管理フォルダ６１をグループ画像管理フォルダ６１０と
画像ファイル管理データ６１４～６１６とで構成するものとしたが、グループ画像管理フ
ォルダ６１０のみで構成し、従属ファイルポインタ６１３に代えてグループに属する複数
の撮影画像データの画像ポインタ６１４を記憶するようにしてもよい。
【００５４】
　また、グループ画像管理フォルダ６１０に従属していない画像ファイル６２０に対する
画像ファイル管理データは、画像ポインタ６１４と撮影位置データ６１５のみで構成され
ている。また、撮影位置データ６１５や画像ファイル名は各画像ファイルの中に含めるよ
うにしてもよい。
【００５５】
　図４は画像ファイル６２０の構成例を示す図であり、画像ファイル６２－１～６２－ｎ
はそれぞれ図４に示すように、画像ファイル名（または画像番号）６２１、撮影日時デー
タ等の撮影情報６２２、撮影位置情報６２３及び１フレーム分の撮影画像データ（圧縮画
像データ）６２４とで構成されている。また、撮影位置情報は、ＧＰＳ受信部１によって
撮影時に取得されるデジタルカメラ１００の位置情報（緯度情報及び経度情報）であり、
撮影画像データの保存記録時に記録される情報である。
【００５６】
　また、同様に、撮影日時データはデジタルカメラ１００に設けられた図示せぬ時計部か
ら撮影時に取得される現在時刻情報であり、撮影画像データの保存記録時に記録される情
報である。
【００５７】
　図５は場所名ファイルの一実施例を示す図であり、場所名ファイル６３０は地図上の地
名や施設名等の場所名（文字列）で表される場所名の位置情報（緯度情報及び経度情報）
６３１及び場所名（名称データ）６３２からなる複数のファイルデータにより構成されて
いる。
【００５８】
　上記図３～図５の構成により、後述するようにグループの代表撮影位置の位置情報（代
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表撮影位置情報６１２）と場所名ファイル６３０の位置情報６３１を比較して代表撮影位
置情報６１２に最も近い場所の場所名６３２をグループ名（フォルダ名６１１）として取
り出すことができる。なお、場所名ファイル６３０は、通常、地図データに含まれている
ので、地図データの中からグループ名を取り出すようにしてもよい。
【００５９】
　また、当該グループ内の各撮影画像データの画像ファイル名６２１（撮影場所名）につ
いても、グループ画像管理フォルダ６１０中の従属ファイルポインタ６１３や画像ファイ
ル管理データ中の従属ファイルポインタ６１６を基に、画像ファイル管理データ中の撮影
位置情報６１５あるいは画像ファイル６２０中の撮影位置情報６２３を取り出すことがで
きるので、取り出した撮影位置情報と場所名ファイル６３０の位置情報６３１を比較して
撮影位置情報に最も近い場所の場所名６３２を画像ファイル名６２１として取り出すこと
ができる。なお、場所名ファイル６３０は、通常、地図データに含まれているので、地図
データの中からファイル名を取り出すようにしてもよい。
【００６０】
　図６はデジタルカメラ１００の撮影画像管理機能構成の要部を示す機能ブロック図であ
り、図６（ａ）は撮影画像分類（グループ化）機能の要部を示す図、図６（ｂ）はグルー
プ画像表示機能の要部を示す図である。
【００６１】
　図６（ａ）でデジタルカメラ１００は、フラッシュメモリ６に記憶されている画像ファ
イル６２０から取得する撮影位置情報に基づいてグループ範囲を決定するグループ範囲決
定手段７１と、決定されたグループの代表撮影位置を決定する代表撮影位置決定手段７２
と、グループ名を取得してグループ画像管理フォルダ６１０を生成するグループ画像管理
フォルダ生成手段７３と、グループ画像管理フォルダ６１０に従属する撮影画像データの
画像ファイル管理データを生成する従属画像ファイル管理データ生成手段７４と、単独撮
影により得られた撮影画像データの画像ファイル管理データを生成する単独画像ファイル
管理データ生成手段７５を備えている。
【００６２】
　また、グループ範囲決定手段７１は選択された地図を指定された縮尺で表示する手段と
、現在表示されている範囲の地図内での撮影位置を表現するシンボル（例えば「★」）を
撮影位置に表示する手段と、選択・指定されたシンボルの範囲内でグループ範囲を決定す
る手段を含むようにしてもよい。
【００６３】
　また、図６（ｂ）でデジタルカメラ１００は、選択された地図を指定された縮尺で表示
する地図表示制御手段８１と、現在表示されている範囲の地図内で撮影した画像のグルー
プ名及び代表撮影位置（シンボル）を地図上に表示するグループ表示制御手段（シンボル
表示制御手段）８２と、グループ名あるいはシンボルが選択・指定された場合はそのグル
ープに属する各撮影画像データの撮影位置（シンボル）及びグループ名を地図上に表示す
るグループ内画像位置表示制御手段（シンボル表示制御手段）８３を備えている。また、
この際、グループ内画像位置表示制御手段８３は選択指定されたグループ名（＝グループ
の撮影場所名）を画面の所定位置に表示して地図をグループ範囲が含まれる最大の縮尺で
拡大して表示する。
【００６４】
　また、本実施の形態では上記グループ表示制御手段８２及びグループ内画像位置表示制
御手段８３による撮影位置表示は各画像の撮影位置にそれぞれシンボル（例えば、「★」
）を表示するようにしたがシンボルの種類は「★」印に限定されない。例えば、シンボル
「★」の代わりに撮影画像データを縮小したサムネイル画像やグループ名（フォルダ名）
を地図上の撮影位置にシンボルとして表示するようにしてもよい。
【００６５】
　上記図６の機能ブロックに示した各手段は、本実施の形態では撮影画像管理プログラム
を構成するプログラムモジュールとして構成され、制御部３の実行制御により機能するよ
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うにしたがこれに限定されない。
【００６６】
　図７はグループ化処理の際に一時記憶メモリ（ＤＲＡＭ）５に作成するグループ判別テ
ーブルの一実施例を示す図であり、グループ判別テーブル９０はグループ範囲決定手段７
１によって生成される。
【００６７】
　グループ判別テーブル９０は、フラッシュメモリ６に保存記憶されている各画像の画像
番号（または、格納アドレス）を記憶する画像ポインタ欄９１、その画像の撮影位置（緯
度、経度）を記憶する緯度欄９２及び経度欄９３、緯度及び経度を基に算出した直前の撮
影画像との距離を記憶する距離欄９４及びグループ範囲判別結果（グループ番号）を記憶
するグループ欄９５を有している。
【００６８】
　図８はデジタルカメラ１００による撮影画像のグループ化処理及びグループ名決定処理
の動作例を示すフローチャートである。なお、フラッシュメモリ６に記憶されている撮影
画像データは撮影位置データと関連付けられて記憶されているものとする。
　ステップＳ１：（記憶画像の撮影順での読出し）
制御部３はグループ範囲決定手段７１の実行制御を行い、フラッシュメモリ６に保存記憶
されている画像ファイル６２０の画像番号（または格納アドレス）及び撮影位置情報（緯
度、経度）を各撮影画像の撮影順（つまり、撮影日時順）に読み出す。また、この際、各
グループ画像管理フォルダ６１０に連鎖して記憶されている画像ファイル管理データ中の
画像ポインタ６１４に対応する画像ファイルはグループ化済みとして読み飛ばす。
【００６９】
　ステップＳ２：（グループ判別テーブルの作成）
次に、読み出した画像ファイルの画像番号（または、記憶アドレス）、緯度、経度を図７
に示したようなグループ判別テーブル９０の画像ポインタ欄９１、緯度欄９２、経度欄９
３に記憶し、全ての画像番号及び撮影位置情報の読出しが終わるまでステップＳ１に遷移
する。
【００７０】
　ステップＳ３： (前画像との距離算出：グループ化手段）
上記ステップＳ２でグループ判別テーブル９０に記憶された緯度及び経度を基に直前の撮
影画像との撮影位置間距離を順次算出し、グループ判別テーブル９０の距離欄９４に記憶
する。
【００７１】
　ステップＳ４：（グループ範囲の決定：グループ化手段）
次に、グループ判別テーブル９０の距離欄９４に記憶されている距離が閾値（所定距離）
以上か否かを順次調べ、閾値以上の距離の撮影画像から別グループとする。ここで、閾値
は地図データ表示の際の縮尺、ＧＰＳ受信部１の測位性能等を勘案して設計時に決めてお
く任意の固定定数である。ここでは、閾値＝１０ｋｍとする。例えば、図７に示したグル
ープ判別テーブル９０に示した例では、撮影順が４番目と７番目の撮影画像の撮影位置と
直前の撮影画像の撮影位置との間の直線距離が１０Ｋｍ以上であるため、１～３番目、４
～６番目及び７～９番目の撮影画像をそれぞれ同一グループとして決定する。
【００７２】
　ステップＳ５：（グループ内の画像数判定）
次に、グループ内の撮影画像数を調べ、撮影画像数が１個の場合はグループ化できないの
で単独撮影画像としてステップＳ１１に遷移する。
【００７３】
　ステップＳ６：（代表撮影位置の決定：グループ名決定手段）
また、ステップＳ５でグループ内の撮影画像数が複数であると判別された場合、制御部３
は代表撮影位置決定手段７２の実行制御を行い、そのグループの先頭の撮影画像の撮影位
置（画像ファイル６２０内の撮影日時データ６２２が最も早い撮影画像データ６２４の撮
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影位置データ６２３）を当該グループを代表する撮影位置（代表撮影位置）として決定す
る。なお、代表撮影位置はグループの先頭画像の撮影位置に限定されない。例えば、最後
の撮影画像の撮影位置としてもよく、中間の撮影画像の撮影位置としてよく、２番目等の
撮影画像の撮影位置としてもよい。
【００７４】
　ステップＳ７：（グループ画像管理フォルダの生成：グループ名決定手段）
次に、制御部３はグループ画像管理フォルダ生成手段７３の実行制御を行い、上記ステッ
プＳ６で決定した代表撮影位置（緯度、経度で表される）と場所名ファイル６３０の位置
情報（緯度、経度）６３１を比較して代表撮影位置に最も近い位置情報 (緯度、経度）に
対応する場所名６３２を場所名ファイル領域６３から読み出してグループ名として決定す
る。
【００７５】
　ステップＳ８：（グループ画像管理フォルダの生成：記憶制御手段）
次に、制御部３は、上記ステップＳ７で決定したグループ名をフォルダ名６１１とし、ま
た、上記ステップＳ６で決定した代表撮影位置の位置情報（緯度、経度）を代表撮影位置
６１２とし、また、グループ内の先頭の撮影画像の画像ファイル管理データのアドレスを
従属ファイルポインタ６１３としたグループ画像管理フォルダ６１０を生成する。
【００７６】
　ステップＳ９：（従属画像ファイル管理データの生成：ファイル名決定手段）
次に、制御部３は従属画像ファイル管理データ生成手段７４の実行制御を行い、そのグル
ープ内の撮影画像の撮影位置情報（緯度、経度）を画像ポインタを基に対応する画像ファ
イル６２０から取り出し、この撮影位置情報と場所名ファイル６３０の位置情報（緯度、
経度）６３１を比較して撮影位置に最も近い位置情報 (緯度、経度）に対応する場所名６
３２を場所名ファイル領域６３から読み出してその撮影画像の画像ファイル名として決定
する。この画像ファイル名を決定する処理をグループ内の先頭画像から最後の画像の分ま
で実行し、ステップＳ１０に遷移する。
【００７７】
　ステップＳ１０：（従属画像ファイル管理データの生成：記憶制御手段）
次に、制御部３は、そのグループ内の撮影画像データの記憶アドレスを示す画像ポインタ
を画像ポインタ６１４とし、その撮影画像の撮影位置情報（緯度、経度）を画像ポインタ
を基に対応する画像ファイルから取り出して撮影位置情報６１５とし、同一グループ内の
次の撮影画像の画像ファイル管理データの記憶アドレスを次の画像の従属ファイルポイン
タ６１６とした画像ファイル管理データをグループ内の先頭画像から最後の画像の分まで
生成し、ステップＳ１２に遷移する。なお、グループ内の最後の画像に対する画像ファイ
ル管理データ内の従属ファイルポインタ６１６には終わりマーク（特殊記号）を記憶する
。なお、上記ステップＳ１０で決定した画像ファイル名は、そのグループに含まれる各画
像ファイル６２０の画像ファイル名６２１として利用されるが、各画像ファイル管理デー
タ中に含めるようにしてもよい。
【００７８】
　ステップＳ１１：（単独画像ファイル管理データの生成）
また、ステップＳ５でグループ内の画像数が１個と判定された場合は、制御部３は単独画
像ファイル管理データ生成手段７５の実行制御を行い、グループ画像管理フォルダ６１０
を生成することなく、その単独の撮影画像データの記憶アドレスを示す画像ポインタを画
像ポインタ６１４とし、その撮影画像の撮影位置情報（緯度、経度）を画像ポインタを基
に対応する画像ファイルから取り出して撮影位置情報６１５とした画像ファイル管理デー
タを生成し、ステップＳ１２に遷移する。
【００７９】
　ステップＳ１２：（グループ終了判定）
制御部３は次のグループがある場合はステップＳ５に遷移し、次のグループがない場合は
ステップＳ１３に遷移する。
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【００８０】
　ステップＳ１３：（生成されたフォルダの管理フォルダ領域への登録）
制御部３は上記ステップＳ８で生成されたグループ画像管理フォルダ６１０及びステップ
Ｓ９で生成された複数の従属画像ファイル管理データをフラッシュメモリ６（管理フォル
ダ領域６１）に登録（保存記憶）する。また、上記ステップＳ１１で単独画像ファイル管
理データが生成された場合には同様にフラッシュメモリ６に登録（保存記憶）する。
【００８１】
　なお、上記ステップＳ４ではグループ範囲の決定時の閾値（同一グループか否かを決定
する撮影位置間の距離）を固定定数としたがこれに限定されない。例えば、撮影位置間の
距離の分布を調べてその結果に基づいて閾値を決定するようにしてもよい。
【００８２】
　具体的には、図９（ａ）に示すように、制御部３は距離決定手段の実行制御を行い、ス
テップＳ２１において、上記ステップＳ２で作成したグループ判別テーブル９０の距離欄
９４の内容の分布を調べる。これにより、前画像との距離０～１０Ｋ mの画像が６個、１
０Ｋ m～５０Ｋ mが０個、５０Ｋ m～１００Ｋ mが２個、１００Ｋ m以上が０個という距離分
布データを得ることができる。その後、ステップＳ２２で、距離分布データから０～１０
Ｋ mが最も多いので最頻値をとった距離区分の最大値１０Ｋ mを閾値として決定する。
【００８３】
　また、上記ステップＳ６ではグループ内の所定の撮影画像の撮影位置を代表撮影位置決
定の基準としたがこれに限定されない。例えば、グループ内の全ての撮影画像の撮影位置
の平均値で表される位置を代表撮影位置としてもよい。また、グループ内の全撮影画像の
撮影位置の重心位置を代表撮影位置としてもよい。
【００８４】
　具体的には、図９（ｂ）に示すように、図８のステップＳ５でグループ内の撮影画像数
が複数であると判別された場合、制御部３は代表撮影位置決定手段７２の実行制御を行い
、先ず、ステップＳ６－１でグループ内の各撮影画像の撮影位置の平均位置を求めること
により平均撮影位置を取得する。その後、ステップＳ６－２で、上記ステップＳ６－１で
取得された平均撮影位置を当該グループを代表する撮影位置（代表撮影位置）として決定
した後、図８のステップＳ７に遷移する。
【００８５】
　また、上記図８のフローチャートにおいては、グループ名を決定するために図５に示し
た場所名ファイル６３０を用いるようにしたが、場所名ファイル６３０に代えて図１０（
ａ）に示す地域（エリア）名ファイル６３０－１を用いるようにしてもよい。
【００８６】
　具体的には、図１１（ａ）に示すように、図８のステップＳ６で代表撮影位置を決定し
た後、先ず、ステップＳ７－１において、上記ステップＳ４で決定したグループ内の各撮
影画像の撮影位置情報と地域名ファイル６３０－１中のエリア情報を比較することにより
、グループ内の各撮影画像の撮影位置を全て含むエリアデータを検索する。
【００８７】
　そして、続くステップＳ７－２で検索したエリアデータと関連付けられている地域名フ
ァイル６３０－１中の地域名（名称データ）を読み出してフォルダ名として決定し、図８
のステップＳ８に遷移する。
【００８８】
　例えば、地域名ファイル６３０－１のエリア情報として図１０（ｂ）に示すようなエリ
アＡ、エリアＢ、エリアＣが登録されているとした場合、同一グループ内の撮影画像の撮
影位置ａ～ｃを全て含むエリア情報はエリアＣなので、エリアＣのエリアデータと関連付
けられている地域名ファイル６３０－１中の地域名を読み出してフォルダ名として決定す
る。
【００８９】
　また、上記図８のフローチャートにおいては、各撮影位置間の距離に基づいて撮影画像
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をグループ化するようにしたが、上述した図１０（ａ）の地域名ファイル６３０－１を用
いて撮影画像をグループ化するようにしてもよい。
【００９０】
　具体的には、図１１（ｂ）に示すように、図８のステップＳ２で「ＹＥＳ」と判断され
た後、先ず、ステップＳ３－１において、読み出した各撮影画像の撮影位置と地域名ファ
イル６３０－１中のエリアデータを比較する。
【００９１】
　そして、ステップＳ４－１で、上記ステップＳ３－１の比較の結果、同一エリアに含ま
れている撮影位置に対応する撮影画像を同一グループとして決定すると同時に、該エリア
を示すエリアデータと関連付けられている地域名ファイル６３０－１中の地域名（名称デ
ータ）を読み出してフォルダ名として決定し、図８のステップＳ５に遷移する。この場合
、上記ステップＳ３－１とステップＳ４－１とによりグループ化手段とグループ名決定手
段とが実行される。
【００９２】
　この場合、図１０（ｂ）に示したように各エリアがお互いに重複しているエリアデータ
を用いるグループが１つに決まらない場合が生じてしまうので、図１０（ｃ）に示すよう
に各エリアがお互いに重複しないエリアデータを用いるのが望ましい。
【００９３】
　図１０（ｃ）の例では、撮影位置ａ～ｃに対応する撮影画像をグループ化すると同時に
エリアＢのエリアデータと関連付けられている地域名ファイル６３０－１中の地域名を読
み出してフォルダ名として決定する。また、撮影位置ｄ、ｅに対応する撮影画像をグルー
プ化すると同時にエリアＣのエリアデータと関連付けられている地域名ファイル６３０－
１中の地域名を読み出してフォルダ名として決定する。なお、上記図１１（ｂ）のフロー
チャートを実行する場合は、図８のステップＳ７の処理が不要になる。
【００９４】
　また、上記図８のフローチャートにおいては、複数回の撮影処理によりフラッシュメモ
リ６にある程度の画像ファイルが蓄積されている状態で、図８に示した画像のグループ化
処理及びグループ名決定処理を実行するようにしたが、撮影処理が実行される度に今回と
前回の撮影画像の撮影位置間の距離を算出して前回の撮影画像が属するグループに今回の
撮影画像を入れるか、新たなグループを生成するかを決定するようにし、新たなグループ
（フォルダ）を生成するタイミングでフォルダ名を決定するようにしてもよい。また、グ
ループ化処理動作を実行するタイミングは、所定のキー操作が行われたタイミング、電源
オン／オフタイミング等が考えられる。また、図８のステップＳ１でグループ化済みと判
断された画像が属している既存のグループに入れられる画像である場合は、新たなグルー
プ画像管理フォルダ６１０や単独画像ファイル管理データを生成しないで既存のグループ
画像管理フォルダ６１０に従属させる従属画像ファイル管理データを生成するだけでよい
。
【００９５】
　また、上記図８のステップＳ８で、グループ画像管理フォルダ６１０のフォルダ名６１
１として代表撮影位置に対応する場所名を記憶するように構成したがこれに限定されない
。
【００９６】
　上記図８のフローチャートに示した動作により、ＧＰＳ受信部１のような撮影位置取得
手段によって取得された撮影位置を撮影画像に関連付けて保存記憶するデジタルカメラで
撮影済みの画像を、撮影位置を基準に自動的にグループ化すると共にグループ名及び代表
撮影位置をグループに対応付けることができる。
【００９７】
　なお、上記実施例ではデジタルカメラ１００はフラッシュメモリ６に管理フォルダ、画
像ファイル、場所名ファイル及び地図データを保存記憶し（図２）、記憶画像のグループ
化処理動作及びグループ名決定処理動作を行うように構成した例を示したが、デジタルカ
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メラ１００はフラッシュメモリ６に管理フォルダと画像ファイルを保存記憶し（つまり、
場所名ファイル及び地図データを備えないようにし）、図８のステップＳ７のフォルダ名
の決定やステップＳ８のグループ名の記憶を行わないようにしてもよい（つまり、グルー
プ名をグループに関連付けないようにしてもよい）。
【００９８】
このように構成することにより、デジタルカメラ側では地図データや場所名ファイルを記
憶しないのでメモリの負荷がない。つまり、撮影画像の記憶数を制限したり、フラッシュ
メモリの容量をより大きくする必要がない。また、このように構成した場合は図１３に示
すグループ代表撮影位置の表示動作は行わず、後述するパソコン等の撮影画像管理装置で
グループ名の決定とグループ画像に対するグループ名の関連付けとグループ代表撮影位置
の表示動作等を行なうように構成する。
【００９９】
　図１２はデジタルカメラ１００による地図上への撮影位置表示動作例を示すフローチャ
ートである。また、図１３は地図上へのグループを代表する代表撮影位置表示の一実施例
を示す図であり、図１４は地図上のグループ名（あるいは代表撮影位置）の選択により表
示される同一グループ内の撮影画像（従属画像）の撮影位置の表示例を示す図である。
【０１００】
　ステップＴ１：（広域地図の選択等）
　図１２で、制御部３は地図表示制御手段８１の実行制御を行ない、まず、所定の広域地
図区分（例えば、関東地方、東北地方等、・・）を表示した地図選択メニュー（図示略）
を表示部７に表示し、ユーザの選択を促す。また、この際、縮尺を表示部７の画面サイズ
に合わせた所定値に設定する。
【０１０１】
　ステップＴ２：（広域地図の表示：地図表示制御手段）
次に、上記ステップＴ１でユーザがカーソルキー４４の操作により地図を選択すると、フ
ラッシュメモリ６の地図データ領域６４から選択された地域区分の地図データを設定され
た縮尺で拡大または縮小して画面表示させる。
【０１０２】
　ステップＴ３：（地図に含まれる撮影グループの特定：シンボル表示制御手段）
次に、画面表示されている地図の範囲内にあるグループ画像管理フォルダ６１０を代表撮
影位置情報６１２に基づいて特定する。
【０１０３】
　ステップＴ４：（グループ名及び代表撮影位置の重畳表示：グループ名表示制御手段、
シンボル表示制御手段）
制御部３はグループ表示制御手段８２の実行制御を行い、上記ステップＴ３で特定された
各グループ画像管理フォルダ６１０の代表撮影位置情報（経度、緯度）６１２を得て表示
画面の座標値に変換して座標値で示される位置に代表撮影位置を示すシンボル「★」を図
１３の表示例に示すように重畳表示すると共に、各グループ画像管理フォルダ６１０のフ
ォルダ名６１１を画面上の所定の位置１０５に重畳表示する。なお、フォルダ名６１１を
所定の位置１０５に表示しないで、代表撮影位置にシンボルとしてフォルダ名６１１を表
示させるようにしてもよい。
【０１０４】
　また、符号１０９は縮尺変更ボタンであり、＋（プラス）ボタンがカーソルキー４４に
よるポイント等により選択されるたびに縮尺が所定割合ずつ減少し（画面表示されている
地図は拡大され、表示範囲が狭くなる）、－（マイナス）ボタンが選択されるたびに縮尺
が所定割合ずつ増加する（画面表示されている地図は縮小され、表示範囲が広くなる）。
【０１０５】
　ステップＴ５： (縮尺変更指示の有無判定）
次に、操作部４からの信号を調べて、ユーザが縮尺変更ボタンを選択・指定したか否かを
判定し、縮尺変更ボタンを選択・指定された場合は所定割合ずつ縮尺を減少または増加さ
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せて設定しなおしてから、ステップＴ２に遷移する。
【０１０６】
　ステップＴ６：（グループ選択の有無判定：シンボル選択手段）
制御部３はグループ内画像表示制御手段８３の実行制御を行い、操作部４からの信号を調
べ、ユーザが上記ステップＴ４で表示したグループのいずれかをカーソルキー４４による
シンボル１０１～１０３のポイント、あるいはフォルダ名（グループ名）１０５のポイン
ト等により所望のシンボル（グループ）が選択されたか否かを判定し、選択された場合に
はステップＴ７に遷移し、そうでない場合は表示処理を終了する。
【０１０７】
　ステップＴ７：（選択されたグループ内の画像撮影位置を含む地図の表示：地図表示制
御手段）
上記ステップＴ６で選択されたグループのグループ画像管理フォルダ６１０から従属ファ
イルポインタ６１３を取り出し、連鎖する画像ファイル管理データを順次サーチして同一
グループ内の撮影画像の撮影位置情報（緯度、経度）６１５－１、６１５－２、・・（あ
るいは画像ファイル６２０内の撮影位置情報６２３）を取り出して、それらの撮影位置を
含む地図データをフラッシュメモリ６から取り出して表示部７に送って地図表示させる。
また、この際、グループ内の画像撮影位置を分かりやすくするためにグループ内の全ての
画像撮影位置が含まれ、且つ表示範囲が狭くなるように縮尺を自動調節する。
【０１０８】
　ステップＴ８：（選択されたグループ内の画像撮影位置の表示等：シンボル表示制御手
段）
次に、選択されたグループのグループ名（フォルダ名）を表示画面の所定の位置に表示す
ると共に、上記ステップＴ７で取り出した同一グループ内の撮影画像の撮影位置情報（緯
度、経度）６１５－１、６１５－２、・・を表示画面の座標値に変換して座標値で示され
る位置に撮影位置を示すシンボル「★」１１１～１１３、１２１～１２３、１３１～１３
３と、グループ名１１５、１２５、１３５を図１４（ａ）～図１４（ｃ）の表示例に示す
ように地図上に重畳表示する。
【０１０９】
　ステップＴ９：（個別画像の選択の有無判定）
次に、操作部４からの信号を調べ、ユーザが画面表示されているシンボル（撮影位置）を
ポイントしてその位置で撮影された撮影画像の表示を指示したか否かを調べ、画像表示を
指示しなかった場合は表示処理を終了し、画像表示を指示した場合はステップＴ１０に遷
移する。
【０１１０】
　ステップＴ１０：（個別画像再生表示）
指定された撮影位置を記憶している画像ファイル管理データの画像ポインタ６１４を取り
出してそのポインタに対応する画像ファイル６２から画像データ６２４を取り出し、伸張
処理を行って表示部７に送出して画面表示させる。
【０１１１】
　上記図１２のフローチャートに示した動作により、広域地図にグループ化された撮影画
像のグループ名及び代表撮影位置のみを表示するので従来の撮影位置表示方法のように全
ての撮影位置がシンボル表示されることがないのでシンボルが密集して表示されるといっ
たことがなくなり見やすい。また、個々のグループを選択することによりグループ内の各
撮影画像の撮影位置も表示できるので同一グループ内の撮影画像の撮影位置が分かりやす
い。
【０１１２】
　なお、前記図８のフローチャートではグループ範囲決定手段７１はグループ判別テーブ
ルを作成し（ステップＳ２）、前画像との距離を算出し（ステップＳ３）、前画像との距
離が閾値以上か否かを順次調べ、閾値以上の距離の画像から別グループとすることにより
グループ範囲を決定する（ステップＳ４）ことにより、自動的にグループ化ができるよう
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に構成したが、これに限定されない。
【０１１３】
　図１５は、手動によるグループ範囲指定の説明図である。つまり、図１５（ａ）に示す
ように、選択された広域地図に含まれる撮影位置（但し、グループ化されていない画像の
撮影位置）をシンボル（この例では、「★」印）表示し、ユーザがカーソルキー４４を操
作して範囲２０１、２０２、２０３を指定することによりグループ範囲を決定するように
してもよい。
【０１１４】
　具体的には、図１５（ｂ）に示すように、図８のステップＳ２で「ＹＥＳ」と判断され
た後、先ず、ステップＵ１（地図表示制御手段）において、広域地図データをフラッシュ
メモリ６から読み出して表示部７に送って地図表示させる。
【０１１５】
そして、ステップＵ２（シンボル表示制御手段）において、ステップＳ１で読み出した各
撮影画像の撮影位置（シンボル）を図１５（ａ）に示すように広域地図上に重畳表示させ
る。
【０１１６】
　続くステップＵ３（撮影画像選択手段、範囲指定手段）で、ユーザにより操作部４のカ
ーソルキー４４が操作され、例えば、範囲２０１が指定されると、ステップＵ４（グルー
プ化手段）に遷移し、範囲２０１に含まれている撮影位置に対応する撮影画像をグループ
化する。
【０１１７】
　そして、ステップＵ５に遷移し、ユーザにより操作部４が操作され範囲指定モードの完
了が指示された場合は図８のステップＳ５に遷移し、指示されない場合はステップＵ３に
戻り、範囲２０２や範囲２０３のための範囲指定操作を継続する。
【０１１８】
　なお、グループ化する撮影画像の選択方法は図１５（ａ）、図１５（ｂ）で説明したよ
うな方法に限定されず、単純に撮影画像を順次表示部７に表示させ、グループ化したい撮
影画像を選択するようにしてもよい。
【０１１９】
　また、上記図１～図１５の説明ではデジタルカメラ等のように撮像手段を備えた撮影画
像管理装置で撮影画像管理を行う場合について説明したが、本発明の撮影画像管理装置は
デジタルカメラに限定されない。つまり、撮像手段を備えていない、パソコン、携帯電話
、携帯情報端末等の撮影画像管理装置にも適用することができる。
【０１２０】
　図１６はパソコンを撮影画像管理装置とした場合の説明図である。図１６（ａ）で、電
子カメラ１００ '、１００ "はＧＰＳ受信部のような撮影位置取得手段を備えており撮影画
像を撮影位置情報（緯度、経度）と関連付けて保存記憶メモリに保存記憶する。
【０１２１】
　パソコン３００は電子カメラ１００ '、１００ "に保存記憶されている撮影画像データを
入力してハードディスク４００のような保存記憶メモリに保存記憶する。保存記憶メモリ
４００には図１６（ｂ）に示すように管理フォルダ領域４１０、画像ファイル領域４２０
、場所名ファイル領域４３０及び地図データ領域４４０が確保される。
【０１２２】
　また、管理フォルダ領域４１０、画像ファイル領域４２０、場所名ファイル領域４３０
及び地図データ領域４４０の意味は図２に示したフラッシュメモリ６の管理フォルダ領域
６１、画像ファイル領域６２、場所名ファイル領域６３及び地図データ領域６４と同様の
意味を有している。
【０１２３】
　また、グループ画像管理フォルダ、画像ファイル管理データ、画像ファイル、場所名フ
ァイル及び地図データの構成も図３～図５に示した管理フォルダ６１、グループ管理フォ
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ルダ６１０、画像ファイル６２－１～６２－ｎ、場所名ファイル６３及び地図データ６４
と同様である。
【０１２４】
　また、パソコン３００の撮影画像管理機能構成は、撮影画像分類機能のうちグループ範
囲決定手段の機能以外の他の手段の機能は図６（ａ）のブロック図に示した各手段の機能
と同様であり、グループ画像表示機能は図６（ｂ）に示した各手段の機能と同様である。
なお、この際、ユーザによる地図の選択や範囲指定等はマウスの操作によって行う。
【０１２５】
　また、パソコンへの撮影画像データの入力方法は、電子カメラ１００ 'のように画像デ
ータを有線又は無線（赤外線通信を含む）により送信し、パソコンで受信する方法であっ
てもよいし、電子カメラ１００ "のように着脱可能な保存記憶メモリ（メモリカード）１
６をパソコンに装着して取り込む方法であってもよく、図示のように複数の電子カメラか
ら撮影画像データの入力が可能である。
【０１２６】
　図１７はパソコン３００による画像のグループ化処理動作例を示すフローチャートであ
る。なお、パソコン３００によるグループ画像の表示動作は図１２のフローチャートに示
したデジタルカメラ１００によるグループ画像の表示動作と同様である。
【０１２７】
　ステップＶ１：（記憶画像の読出し）
制御部３はグループ範囲決定手段７１ '（図６（ａ））の実行制御を行い、ハードディス
ク４００に保存記憶されている画像ファイル６２の画像番号（または格納アドレス）及び
撮影位置情報（緯度、経度）を各画像の記憶順に読み出す。また、この際、各グループ画
像管理フォルダ６１０に連鎖して記憶されている画像ファイル管理データの画像ポインタ
６１４に対応する撮影画像はグループ化済みとして読み飛ばす。
【０１２８】
　ステップＶ２： (各画像との距離算出）
上記ステップＶ１で読み出された各撮影画像の距離を撮影位置情報を基に算出し、画像ポ
インタ及び撮影位置情報の組と対応付けてメモリに保持し、ステップＶ１に遷移する。こ
の動作を全ての撮影画像の読出しが終わるまで繰り返し、同一撮影日の全ての画像の読み
出しが終わるとステップＶ３に遷移する。
【０１２９】
　ステップＶ３：（グループ範囲の決定：グループ化手段）
次に、メモリに保持した各撮影画像間の距離が閾値内の撮影画像をそれぞれ同一グループ
とし、それぞれ同一グループと決定されたメモリに保持した画像ポインタ及び撮影位置に
グループを識別するためのグループ番号を付ける。例えば、図７に示したグループ判別テ
ーブル９０に示した例では、撮影順が４番目と７番目の画像の前画像との距離が１０Ｋｍ
以上であるため、１～３番目、４～６番目及び７～９番目の画像をそれぞれ同一グループ
として決定する。
【０１３０】
　ステップＶ４：（グループ内の画像数判定～生成したフォルダの保存記憶）
以下、ステップＶ４の動作（グループ判別テーブルの作成～生成されたフォルダの管理フ
ォルダへの登録動作）は図８のフローチャートのＳ５～Ｓ１３の動作と同様である。上記
図１７の構成により、デジタルカメラ等の撮像手段で撮影した記録画像をパソコン等の撮
影画像管理装置でグループ化してフォルダ名を決定して管理することができる。
【０１３１】
　また、図１５（ａ）に示したように地図上に撮影画像の撮影位置をシンボル表示し、ユ
ーザがグループ範囲を指定してグループ範囲を決定し、グループ化を行うこともデジタル
カメラの場合と同様にできる。
【０１３２】
　また、パソコン等の撮影画像管理装置では、表示画面にフォルダ（フォルダ名含む）を

10

20

30

40

50

(18) JP 3982605 B2 2007.9.26



アイコン表示し、ユーザがフォルダを指定すると指定したフォルダに含まれる撮影画像の
画像ファイル名を表示することもできる。この場合、あるグループ画像管理フォルダに属
する画像ファイル管理データを他のグループ画像管理フォルダに移動させることができる
。つまり、あるグループ中のある画像ファイルを他のグループに移動（ファイルコピー )
することができる。この場合、移動元のグループ画像管理フォルダでは移動した画像ファ
イル管理データの前後の従属ファイルポインタの付け替えが行われ、移動先のグループ画
像管理フォルダでは移動してきた画像ファイル管理データが位置する前後の従属ファイル
ポインタの付け替えが行われる。
【０１３３】
　なお、地図データ及び場所名ファイルを備えていない構成のデジタルカメラでは前述し
たように撮影画像をグループ化して管理フォルダを作成することはできるが、グループ名
（フォルダ名）をグループに対応付けることができない。このような構成の場合でも、パ
ソコンに撮影画像データと共に管理ファイルを取り込み、グループ画像管理フォルダに記
憶された代表撮影位置情報（図３）を基にパソコン側で場所名ファイルから撮影場所の名
称を取り出してグループに対応付けることができる。
【０１３４】
　また、上記実施例では、撮影位置データである緯度経度データを場所名ファイルやエリ
ア名ファイル等の変換テーブルを参照することにより場所（エリア）名データに変換し、
これをグループ名としたが、グループに含まれるある１つの撮影画像の緯度経度データを
そのままグループ名にしたり、あるいはグループに含まれる複数の撮影画像に対応する複
数の緯度経度データに基づき得られた１つの緯度経度データをグループ名にするようにし
てもよい。
【０１３５】
　また、撮影画像データと緯度経度データとを対応付けて記憶するものに限定されず、例
えば、撮影画像データに関連付けて、緯度経度データに基づき得られた撮影場所名データ
（ファイル名）を撮影位置データとして記憶するものにも本発明を適用することができる
。
【０１３６】
　この場合、同一グループに含まれるある１つの撮影画像データに関連付けられている撮
影場所名データ（ファイル名）をそのままグループ名として決定したり、あるいは同一グ
ループに含まれる複数の撮影画像データに関連付けられている複数の撮影場所名データ（
ファイル名）に基づき得られた１つの場所名データをグループ名として決定するようにし
てもよい。
【０１３７】
　また、上記実施例では、グループ名として決定したものをそのままグループ名（フォル
ダ名）として使用する場合について説明したが、例えば、決定したグループ名に撮影日時
や番号等の他のデータを追加し、これをグループ名として決定するようにしてもよい。
【０１３８】
　以上、本発明の幾つかの実施例について説明したが本発明は上記各実施例に限定される
ものではなく、種々の変形実施が可能であることはいうまでもない。
【０１３９】
【発明の効果】
　以上説明したように、第１の発明の撮影画像管理装置、第 の発明の撮影画像管理方
法及び第 の発明の撮影画像管理プログラムによれば、グループ化した各撮影画像の撮
影位置のうち少なくとも一つの撮影位置データと名称記憶手段に記憶されている位置デー
タに基づきグループ名を自動的に決定する

ので、グループ名 を手入力する手間がかからない。
【０１４０】
　また、第２の発明の撮影画像管理装置によれば、
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１４
１５

と共に、撮影位置に対応する名称をファイル名
として自動的に決定する 、ファイル名

グループ化した各撮影画像の撮影位置
のうち少なくとも一つの撮影位置データと名称記憶手段に記憶されている位置データに基



　

　

【０１４１】
　また、第３の発明の撮影画像管理装置によれば、

　

　

【０１４２】
　また、第４の発明の撮影画像管理装置によれば、

【０１４３】
　また、第５の発明の撮影画像管理装置によれば、

【０１４４】
　また、第６の発明の撮影画像管理装置によれば、

【０１４５】
　また、第７の発明の撮影画像管理装置によれば、

　

　

【０１４６】
　また、第８の発明の撮影画像管理装置によれば、

　

【０１４７】
　また、第９の発明の撮影画像管理装置によれば、

【０１４８】
　また、第１０の発明の撮影画像管理装置によれば、
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づきグループ名を自動的に決定するので、グループ名を手入力する手間がかからない。
また、各撮影位置間の距離の長短に基づき撮影画像をグループ化するので、撮影場所に

基づく撮影画像のグループ分けを自動化できる。
また、各撮影位置間の距離の長短を判断する基準距離を撮影位置の分布状態に基づいて

決定するので、ユーザーの行動範囲に応じた撮影画像のグループ化を実現できる。

グループ化した各撮影画像の撮影位置
のうち少なくとも一つの撮影位置データと名称記憶手段に記憶されている位置データに基
づきグループ名を自動的に決定するので、グループ名を手入力する手間がかからない。

また、複数の撮影画像データの中からグループ化する撮影画像データを手動選択するの
で、ユーザーの希望に合致した撮影画像のグループ化を実現できる。

また、地図上の所望範囲を手動指定することにより指定範囲に含まれている撮影位置に
対応する撮影画像をグループ化するので、グループ化する撮影画像の手動選択操作を容易
にすることができる。

地図上に撮影位置を示すシンボルを表
示するので、シンボルを視認しながら地図上の所望範囲を手動指定することができ、グル
ープ化する撮影画像の手動操作をより一層容易にすることができる。

同一グループ内の各撮影画像の撮影位
置を含むエリアに対応する名称をグループ名とするので、同一グループ内の複数の撮影場
所に適した名称をグループ名とすることができる。

同一グループ内の各撮影画像データの
うち撮影日時が最も早い撮影画像データと関連付けて記憶されている撮影位置データに基
づいてグループ名を自動的に決定するので、グループ名を、通常、一番印象に残っている
最初の撮影場所に基づくグループ名とすることができる。

グループ化した各撮影画像の撮影位置
のうち少なくとも一つの撮影位置データと名称記憶手段に記憶されている位置データに基
づきグループ名を自動的に決定するので、グループ名を手入力する手間がかからない。

また、同一グループ内の複数の撮影画像データと関連付けて記憶されている複数の撮影
位置データに基づいてグループ名を自動的に決定するので、グループ名を、同一グループ
内の複数の撮影場所に適したグループ名とすることができる。

また、同一グループ内の複数の撮影位置を平均化した平均撮影位置に基づいてグループ
名を自動的に決定するので、グループ名を、同一グループ地域の代表位置である中心位置
に基づくグループ名とすることができる。

グループ化した各撮影画像の撮影位置
のうち少なくとも一つの撮影位置データと名称記憶手段に記憶されている位置データに基
づきグループ名を自動的に決定するので、グループ名を手入力する手間がかからない。

また、同一エリアに含まれる複数の撮影位置に対応する複数の撮影画像をグループ化す
るので、撮影場所に基づく撮影画像のグループ分けを自動化できる。

同一グループとしたエリアに対応する
名称をグループ名とするので、同一グループ内の複数の撮影場所に適した名称をグループ
名とすることができる。また、撮影画像のグループ化処理とグループ名決定処理とを一括
して行うことができる。

撮像手段から出力された撮影画像デ



【０１４９】
　また、第１１の発明の撮影画像管理装置によれば、

【０１５０】
　また、第１２の発明の撮影画像管理装置によれば、

【０１５１】
　また、第１３の発明の撮影画像管理装置によれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の撮影画像管理装置の一実施例の構成を示すブロック図である。
【図２】フラッシュメモリの領域構成の一実施例を示す図である。
【図３】フラッシュメモリに格納されるファイルやテーブルのレコード構成の一実施例を
示す図である。
【図４】画像ファイルの構成例を示す図である。
【図５】場所名ファイルの一実施例を示す図である。
【図６】デジタルカメラの撮影画像管理機能構成の要部を示す機能ブロック図である。
【図７】グループ化処理の際に一時記憶メモリに作成するグループ判別テーブルの一実施
例を示す図である。
【図８】デジタルカメラ１００による画像のグループ化処理およびグループ名決定処理の
動作例を示すフローチャートである。
【図９】グループ化処理の際に用いられる閾値の決定処理およびグループを代表する撮影
位置の決定処理の動作例を示すフローチャートである。
【図１０】場所名ファイルの他の実施例であるエリア名ファイルを示す図である。
【図１１】エリア名ファイルを利用した場合における画像のグループ化処理およびグルー
プ名決定処理の動作例を示すフローチャートである。
【図１２】デジタルカメラ１００によるグループ画像の表示動作例を示すフローチャート
である。
【図１３】地図上へのグループを代表する撮影位置表示およびグループ名表示の一実施例
を示す図である。
【図１４】地図上のグループ名の選択により表示される同一グループ内の撮影画像（従属
画像）の撮影位置およびグループ名の表示例を示す図である。
【図１５】手動によるグループ範囲指定の説明図およびその動作例を示すフローチャート
である。
【図１６】パーソナルコンピュータを撮影画像管理装置とした場合のシステム構成例の説
明図である。
【図１７】パーソナルコンピュータによる画像のグループ化処理およびグループ名決定処
理の動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１  ＧＰＳ受信部（撮影位置取得手段）
２  撮像部（撮像手段）
３  制御部（グループ化手段、グループ名決定手段、グループ名表示制御手段、記憶制御
手段、ファイル名決定手段、距離決定手段、地図表示制御手段、シンボル表示制御手段）
４  操作部（撮影画像選択手段、範囲指定手段、シンボル選択手段）
５  ＤＲＡＭ（一時記憶メモリ）
６  フラッシュメモリ（メモリ部、撮影画像記憶手段、名称記憶手段、地図記憶手段）
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ータと撮影位置取得手段により取得された撮影位置データとを関連付けて記憶するので、
デジタルカメラのみを用いて撮影画像データをグループ化し、グループ名を自動的に決定
することができる。

グループ名を表示するので、グルー
プ名を視覚的に確認することができる。

グループに含まれている各撮影画像
データとグループ名とを関連付けて記憶するので、グループ名指定によりグループ単位の
画像検索が可能になる。

グループ名はフォルダ名として記憶
されるので、グループ名を利用して撮影画像データをフォルダ管理することができる。



７  表示部（表示手段）
８  プログラム格納メモリ（グループ化手段、グループ名決定手段、グループ名表示制御
手段、記憶制御手段、ファイル名決定手段、距離決定手段、地図表示制御手段、シンボル
表示制御手段）
１６  メモリカード（撮影画像記憶手段、名称記憶手段、地図記憶手段）
４４  カーソルキー（撮影画像選択手段、範囲指定手段、シンボル選択手段）
７１  グループ範囲決定手段（グループ化手段）
７３  グループ画像管理フォルダ生成手段（グループ名決定手段）
８１  地図表示制御手段（地図表示制御手段）
８２  グループ表示制御手段（シンボル表示制御手段）
８３  グループ内画像位置表示制御手段（シンボル表示制御手段）
１００  デジタルカメラ（撮影画像管理装置）
１０１，１０２，１０３  画像グループのシンボル
１０５，１１５，１２５，１３５  グループ名（場所名）
１１１～１１３、１２１～１２３、１３１～１３３  グループ内の各画像のシンボル
３００  パソコン（撮影画像管理装置）
４００  ハードディスク（メモリ部、撮影画像記憶手段、名称記憶手段、地図記憶手段）
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

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

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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