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1. 1 インストール

1-1. インストール

インストールがうまくいかない時は、7. よくある質問を参照して下さい。

※ Administrator（管理者）（管理者）権限を持ったユーザでログイン後インターネットに繋がった

環境下で、下記の作業を実行して下さい。

※ 半角スペースを含むフォルダにインストールしないで下さい。

「写真の達人」の CD-ROM ディスクをインストール先の CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM ドライブにある Setup.exe をダブルクリックするとインストールプログラムが起動し

ます。

インストールの流れ

Setup.exe をダブルクリックします。

土木版か建築版を選択して「次へ」ボタンをクリッ

クします。

※ここで選択した版は、新規現場を作成する際に

反映されます。（例：土木版を選択した場合、新     

規現場を作成すると土木の現場が作られます。）

インストール後でも変更は可能です。
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写真の達人単体版(スタンドアローン版)では、インストール先の選択ダイアログが表示されます。

変更のない場合は「次へ」ボタンをクリック、変更する場合は「参照」ボタンよりインストール

先を指定して下さい。

プログラムは、インストール先を指定しなければ

C:¥CMPIX というフォルダへ、指定した

場合には、そのフォルダにインストールされます。

メッセージに従い「次へ」ボタンをクリックしてくだ

さい。

（セットアップに必要な容量は約 21MB です。）

ユーザ登録シートに必要事項を入力し「登録」ボタンをクリックします。

※シリアル番号・ライセンスキーは、商品パッケージ内の『御社製品をお買い求めいただいたみ

なさまへ』に記載されています。インストール時には必ず必要になるので紛失しないように注

意して下さい。
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ユーザ登録が完了します。「ＯＫ」ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

「完了」ボタンをクリックします。

デスクトップに「アイコン」が作成され、セットアップが完了しました。

※稀に左図のようなアイコンが表示される事がありますが、問題ありませ

ん。（アイコンを 1 度クリックしてから、「Ｆ５」キーを押して頂ければ、

元に戻ります）
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1-2. アンインストール

「写真の達人」が使用中のパソコンで不要になった場合、または他のパソコンで使用する場合は

必ずアンインストールして下さい。アンインストールしないと、他のパソコンで「写真の達人」

をインストールする事が出来ません。

※アンインストールしても整理した現場データは消えません。

※インターネットが出来る環境でなければアンインストール出来ません。

※必ずインストールをした際のユーザ（Administrator（管理者）権限を持ったユーザ）で作業

を行って下さい。

アンインストールの流れ

「写真の達人」を終了させます。

「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック

コントロールパネルが表示されます。

「プログラムの追加と削除」または「アプリケーションの追加と削除」をクリック
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「写真の達人」エリアをクリック、「削除」ボタンをクリックします。

アンインストールが開始されます。

「ＯＫ」ボタンをクリック

「完了」ボタンをクリックし、アンインストールが完了します。
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アンインストール中に下記メッセージが表示されたら

インターネットに接続されていない可能性があります。

「アンインストールを中断します」を選択し、アンインストールを中断後、

インターネットが接続されているか確認して下さい。

の選択には注意が必要です。

上記項目は、今後「写真の達人」を使用しない場合にのみ選択します。

この項目を選択し、アンインストールを行うと「写真の達人」を再度

インストール出来なくなりますのでご注意下さい。
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2. 概要

１）シンプルな 3 画面構成
基本画面は｢ワ－クエリア｣、｢仕分けツリー｣、｢写真リスト｣で構成しています。
作業のほとんどを｢ワ－クエリア｣、｢仕分けツリー｣、｢写真リスト｣で行えるようにしていま
すので、写真 DB の全体像を把握しながら作業ができます。

２）仕分けツリーを自由に構成
仕分 BOX をツリー上に自由に設定する事により、作業者の作りたい仕分け構成が可能です。
（工種を主体にした構成と写真種を主体にした構成などを組み合わせて管理できます。）

３）写真情報の文字入力作業を軽減
各仕分 BOX は、それぞれ工種の情報や写真種の情報を属性として持っています。
写真を仕分 BOX に入れることにより、それらの情報が自動的に写真情報として付加されま
す。これにより、ほとんどの写真に写真情報の文字入力をせずに写真のデータベース化が行
えるようになりました。※BOX の追加(簡易)には対応しておりません。

４）写真の仕分けはドラッグ＆ドロップ
写真データはワ－クエリアから仕分けツリー、写真リストから仕分けツリーと自由にマウス
のドラッギングで移動できます。また、エクスプローラ等の他のアプリケーションからも直
接、写真データを仕分けすることができます。

５）仕分けツリーの作成も簡単
土木積算体系に従った工種マスタを用意していますので、仕分けツリーを効率よく組み立て
ていくことができます。また、工種マスタはＣＳＶ形式で記述されていますので、どなたで
もオリジナルの工種マスタを作成しプログラムに追加できます。

６）環境設定も不要
工種マスタ以外のマスタを極力使用しないで、写真ＤＢの項目内容を再利用する事により、
他の写真管理ソフトにありがちなマスタ登録等の面倒な環境設定をせずに、すぐに写真登録
を開始できます。

７）写真検索も思いのまま
検索フィルタはすべての仕分 BOX にかかるので、工事全体からの検索、特定の工種からの
検索、すべて仕分けツリーを移動するだけで写真リストが表示され、煩わしく検索操作を繰
り返す必要がありません。

８）写真情報も容易に編集

写真リストは写真データだけでなく最低限必要な写真情報も表示されるので、情報の一覧が

簡単に行えるだけでなく、情報の編集も写真リストで行えます。

９）写真編集も自在

写真の編集は大きな画面で全体を見るだけでなく、参考図を同じ操作で管理できます。

10）アルバム編集も自在

写真のアルバム印刷は、べた焼きや参考図付きなど多様な用途に対応できるように自由に編

集が可能になっています。通常の写真リストからの取り込みだけでなく、ダイレクトに写真

リストからマウスのドラッギングによる取り込みも可能です。
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作業フロ－

「写真の達人」の作業フロ－は、概ね以下の通りです。

現場の選択

複数工区利用 工区の選択

工区情報の入力
XML出力
表紙印刷

仕分BOXの作成

写真の取込

写真の仕分

写真の編集

出力

はい

はい

いいえ

いいえ

・画像ファイル
・TWAINデバイス

・写真情報編集
・写真画像編集

・アルバム出力
・ＸＭＬ出力
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3. 画面構成

3-1. 基本画面

｢写真の達人｣を起動すると上記の画面が表示されます。この画面が基本画面になります。

ワークエリア

仕分け前の写真を入れるエリア。

写真取込されたデータはこのエリアに入れられます。

仕分ツリー 仕分 BOX をツリー状に表示します。

仕分 BOX は自由に編集できます。

写真リスト 仕分ツリーのカーソル位置にある BOX の写真リストが並びます。

指定のボックス以下に BOX がある場合は、それ以下の写真リスト

も含みます。

工区の位置にカーソルがある場合は、その工区の写真全てがリスト

されます。

全ての作業はエクスプローラライクに動作します。

shift + マウス左クリック や、Ctrl + マウス左クリック などに慣れると

作業がよりスムースに行えます。

ワークエリア

仕分ツリー 写真リスト
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3-2. 写真リスト

サムネイル 写真情報

サムネイルをダブルクリックすると画像を拡大して閲覧、編集が可能です

が、要領案によっては禁止されています。画像編集が禁止されている要領案

を工事情報（4-1-3. 工事情報 参照）より選択し、サムネイルをダブルクリ

ックした場合、「原則として写真画像の編集は認められていませんが、編集

を行いますか」という旨のメッセージが表示されます。

4-5-2. 写真画像の編集 参照。

サムネイル

【代表写真】マーク

：［写真情報］の『代表写真』項目にチェックが付いている場合に表示されます。

『代表写真項目』は土木版の動作モード「土木 平成 16 年度版-平成 20年度版」にのみ

存在します。

※写真情報に関しては 4-5-1. 写真情報の編集 参照。

カラータイルの設定

【参考図】マーク

：カラータイルの設定を行います。

：［写真情報］の『写真整理フラグ』項目にチェックが付いている場合に表示されます。

写真整理フラグ

：写真画像の編集が行われている時に表示されます。

※背景色が赤色（通常は黄緑）の場合は、写真画像の編集が行われているか、画像の編集情報

が欠落している際に表示されます。画像ビューアで開いて情報を修復して下さい。画像ビュー

アを開くとメッセージが表示され、元画像に戻すか現在の画像を元画像にしてしまうかが選択

できます。編集内容を覚えていて、編集を行える場合は元画像に戻し、再編集を行って下さい。

編集内容を覚えていないか再編集が行えない場合、さらに編集を加えない場合は現在の画像を

元画像にしてください。

（画像編集に関しましては、要領案により禁止されている場合がありますのでご注意下さい。）

【画像編集】マーク

：参考図が添付されている場合に表示されます。添付可能な枚数は 3 枚までです。

参考図が添付されていない場合は表示されず、1 枚添付されている際は【図･･1】、2枚添付【図

12･】、3 枚添付【図 123】と表示されます。
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③

① ②

④

⑤

⑥

⑦

①ID 番号

：ID 番号を表示します。ID 番号の背景色は電子納品チェックの結果となっています。

※4-7-3. 電子納品チェック 参照

②写真タイトル

：写真のタイトルが表示されます。

※以下②-⑥ 2-5-1. 写真情報の編集 参照

③撮影年月日

：写真の撮影年月日が表示されます。撮影年月日の情報を有する写真を取り込まれた際は、

自動的に表示されます。

④写真種

：登録した写真種（大分類・整理区分）が表示されます。

⑤工種

：登録した工種区分（工種・種別・細別）が表示されます。

⑥撮影箇所

：登録した撮影箇所が表示されます。

⑦仕分 BOX
：格納されている仕分 BOX 名が表示されます。

※4-2. 仕分 BOX の管理 参照

写真情報
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ワークエリアを横に広げることが出来ます。

ワークエリアが横に広くなり

写真が見やすくなりました。

（注）「写真の達人」を終了させると、ワークエリアは元の幅に戻ります。

ワークエリアにマウスポイン

タ  を近づけると、マウスポ

インタが変化します。

変化したポインタ  の状態

で右にドラッグします。
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3-3. ツールバー

＜＊印について＞

・「写達ｻﾃﾗｲﾄﾏﾈｰｼﾞｬ起動」ﾎﾞﾀﾝは、『写達 for iPad』写達版でのみ操作可能です。

・「写達 Wi-Fi ﾏﾈｰｼﾞｬ起動」ﾎﾞﾀﾝは、『写達 for iPad WiFi』写達版でのみ操作可能です。

3-4. 表示画面の切り替え

ツールバーは、上記機能で構成されています。

表示画面はツールバーの「画面切替えボタン」によって

（1）ワークエリア・仕分ツリー・写真リスト（3 画面）

（2）仕分ツリー・写真リスト（2 画面） ２通りに切替えられます。

入力

ファイルからの写真取込み

TWAIN デバイスからの写真取込

検索用フィルタ
アルバム

アルバム（印刷）

アルバムを開く

XML 出力

写真情報

項目内容編集

表示内容編集

サムネイル表示切替

スライドショー

現場選択

工区設定

写達ｻﾃﾗｲﾄﾏﾈｰｼﾞｬ起動*
写達 Wi-Fi ﾏﾈｰｼﾞｬ起動*

現場

画面切替ボタン

3 画面（通常の画面） 2 画面

画像取込み時の

登録デフォルト

写真種登録
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4. 操作説明

4-1. 現場および工区の管理

4-1-1. 現場の選択

｢写真の達人｣のデータは現場ごとに管理しています。まずは、管

理用現場を作成します。

「ファイル（F）」→「現場の選択（G）」をクリック

すると「現場選択」ダイアログが表示されます。

「ｻﾃﾗｲﾄ連携」及び「Wi-Fi 連携」ﾒﾆｭｰは一般の「写真の達人」ではご使用出来ません。

・「ｻﾃﾗｲﾄ連携」･･･『写達 for iPad』写達版の機能ですので、『写達 for iPad』の

マニュアルをご覧下さい。

・「Wi-Fi 連携」･･･『写達 for iPad WiFi』写達版の機能ですので、『写達 for iPad
WiFi 』のマニュアルをご覧下さい。

「新規現場作成（N）」をクリックすると、現場

名入力のダイアログが表示されます。

現場名を入力した後、「実行」ボタンをクリッ

クします。

現場リストに新規現場が作成されました。

現場リスト上から開きたい現場を選択し、

「実行」ボタンをクリックします。

「現場選択」ボタン   をクリックすることで、

同様の操作が実行出来ます。

インストール先を変更していない場合、

現場データはＣドライブのＣＭＰＩＸ

フォルダ内に保存されます。
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【画面説明】

現場ﾘｽﾄ 現場選択出来る現場名の一覧が表示されます。

修復・最適化

現場選択時にデータベースの修復・最適化の実行を指定します。

●データベースの修復・最適化とは？

データベースは、使用していくと作業用のデータが残ります。

そのデータによりファイルが大きくなってしまうと、動作が

重くなったり不安定になったりすることがあります。

  それを防ぐために「データベースの修復・最適化」を行い、

データベースを整理することを推奨しています。

現場名 現場リストで選択している現場名が表示されます。

現場ﾃﾞｨﾃｸﾄﾘ名 現場リストで選択されている現場の保存フォルダ名を表示します。

現場ﾘｽﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 現場リストで選択されている現場の保存先パスを表示します。

実行ﾎﾞﾀﾝ 現場リストで指定した現場を表示します。

取消ﾎﾞﾀﾝ 現場の選択作業を中止します。

新規現場作成ﾎﾞﾀﾝ 現在の現場ディレクトリ内に新しい現場を作成します。

現場削除ﾎﾞﾀﾝ
現場リストで指定した現場を削除します。

※ビューア等編集が許可されていない場合は選択できません。

現場名称変更ﾎﾞﾀﾝ 現場リストで指定した現場の名称を変更します。

ﾍﾙﾌﾟﾎﾞﾀﾝ 【現場選択】のヘルプを表示します。

ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ変更ﾎﾞﾀﾝ ディレクトリの変更を行います。

インストールの際に『建築版』を選択された場合は、

新規現場を開こうとすると（「実行」ボタンを押すと）

工区の入力ダイアログが表示されます。

「工区」、「建物階数」を入力後、「OK」ボタンを

クリックして下さい。

※現場を開いた後に「土木版」への変更もできます。
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4-1-2. 現場リストの並び替え

現場リストに表示されている現場名は現場ディレクトリ（現場データフォルダ）名順で表示され

ています。現場リストの並び替えを行いたい場合は、現場ディレクトリ名の名称変更を行って下

さい。変更を行う際は「写真の達人」を終わらせた状態で行ってください。

１．現場リストディレクトリで現場データフォルダ（現場ディレクトリ）の場所を確認します。

２．エクスプローラを開き、現場リストディレクトリに記載されていた場所を開きます。

３．現場データフォルダ（現場ディレクトリ）名の変更を行って完了です。

左図の場合、

Ｃドライブの直下の［CMPIX］フォルダに

現場データフォルダ（現場ディレクトリ）が

存在します。（インストール/ディレクトリ先変更を

行っていない場合の初期設定）

現場ディレクトリ名
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4-1-3. 工区の選択

現場が工区管理されている場合、管理用工区を作成（選択）します。

工区が複数無い場合は読み飛ばして下さい。

「ファイル（F）」→「工区の選択（K）」をクリックすると「工区選

択」ダイアログが表示されます。

土木版の場合

建築版の場合

（2）工区を新規作成する場合

上記ダイアログで「追加」ボタンをクリックす

ると、工区名入力のダイアログが表示されま

す。

工区名を入力した後、「OK」ボタンをクリック

すると新たな工区名が登録されます。

（1）登録済みの工区を選択する場合

「工区選択」の中から工区名を選択して、

「OK」ボタンをクリックします。

「工区設定」ボタン   をクリック

することで、同様の操作が実行出来ます。
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4-1-3-1. 工区の変更

設定した工区の変更を行います。

「ファイル（F）」→「工区の選択（K）」をクリックすると「工区選

択」ダイアログが表示されます。

変更したい工区を「工区選択」の中から選択し、

「変更」ボタンをクリックします。

変更後の工区名を「工区：」欄に入力し、

建築版であれば、変更後の建物階数を「地上」、

「地下」各々入力して「OK」ボタンをクリ

ックして下さい。

※建築版で建物階を変更後仕分 BOX に反映

させるには再度「仕分け BOX の追加（工種）」

で同一の工種を読み込んで下さい。

4-2-2. 仕分 BOX の追加（工種）参照

土木版の場合

建築版の場合
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［工区選択］リストの最上部に表示されている工区の削除は行えません。

4-1-3-2. 工区の削除

工区の削除を行います。

「ファイル（F）」→「工区の選択（K）」をクリックすると「工区

選択」ダイアログが表示されます。

削除したい工区を「工区選択」の中から選択

し、「削除」ボタンをクリックします。



The Master of Photo Management20

4-1-4. 工事情報

必要に応じて管理用現場の工事の情報（属性）を登録します。工事情報は初期設定の後も自由に

管理することができます。

※基準案に沿った写真整理を行う場合は、作業前に動作モードを

選択して下さい。

（注意）XML 出力・表紙印刷をする場合は必ず入力して下さい。

建築版の場合               

必要な項目を入力した後「OK」ボタンをクリックすると現場情報が登録されます。

「ファイル（F）」→「工事情報の設定（I）」を

クリックすると現場情報入力のダイアログが表

示されます。

※項目の赤色表示と◎○△について

国土交通省デジタル写真管理情報基準（案）に基づいて項目名に

マークをつけています。

赤色表示は必須入力項目で未入力のものです。

【動作モード】

選択された動作モードにより写真整理を行います。

＊建築

建築全般の管理に特化した動作になります。

＊日建連（旧 BCS）版

［デジタル写真管理情報基準：日本建設業連合会 標準

Ver1.0］に沿った管理を行います。
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土木版の場合

必要な項目を入力した後「OK」ボタンをクリックすると現場情報が登録されます。

土木版では、以下のデジタル写真管理情報基準（案）に対応しています。

・国土交通省（平成 28 年 3 月版）

・国土交通省（平成 22 年 9 月版）

・国土交通省（平成 20 年 5 月版）

・国土交通省（平成 18 年 1 月版）

・国土交通省（平成 16 年 6 月版）

・国土交通省（平成 14 年 7 月版）

・国土交通省（平成 11 年 8 月版）

・東京都下水道局

・農林水産省（平成 23 年度版）

・農林水産省（平成 17 年度版）

・農林水産省（平成 15 年度版）

・日本高速道路（平成 24 年度版）

・日本高速道路（平成 18 年度版）

・日本下水道事業団（平成 24 年 4 月）

・日本下水道事業団（平成 21 年 6 月）

・日本下水道事業団（平成 20 年 4 月）

・日本下水道事業団（平成 19 年 8 月）

・日本下水道事業団（平成 18 年 6 月）

動作モードの「土木 平成 28・22・20・18・14・11 年度版」「東京都下水道局版」「農水 平成

23・17・15 年度版」「日本高速道路 平成 24・18 年度版」「日本下水道事業団 平成 24・21・
20・19・18 年度版」のどれかを選択すると、それぞれの仕様書に基づいた管理が行われます。
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自由項目の名称

「自由項目」の名称を入力すると、この現場での「自由項目」という名称が、

変更した名称に置き換わります。

工事情報の設定で

自由項目を入力する

       

     

例：【写真情報 ダイアログ】の表示は変更されている。

※この他にも次のような箇所で適用されます。

・ ツールバーにある編集項目の表示項目１・２の内容

・ フィルタ設定ダイアログの検索項目の名称

・ 写真リストエリア内の写真情報の表示

・ アルバムの情報選択項目及び表示項目の名称

・ アルバムの写真情報の項目の名称

［変更しない場合］
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4-1-5 現場タイプの変更

イントール時に選択した現場タイプ（土木版・建築版）をインストール後に変更する事が出来ま

す。ここでは、土木版でインストールした現場タイプを建築版に変更する方法を説明します。

「ファイル（F）」→「工事情報の設定（I）」をクリックすると

現場情報入力のダイアログが表示されます。

注意事項を確認し「ＯＫ」ボタンをクリックします。

現場タイプが変更になりました。建築版も同様の手順で変更する事ができます。

「建築版へ切替」ボタン

をクリックします。

工事情報ダイアログも建築用に

変更されています。
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4-2. 仕分 BOX の管理

各仕分 BOX は、それぞれ工種の情報や写真種の情報を属性として持っています。

写真を仕分 BOX に入れることにより、それらの情報が自動的に写真情報として付加されます。

・仕分 BOX は、ツリー構造で７階層まで作ることが出来ます。

・各仕分 BOX 名称は最大２５文字まで設定可能です。

・初期設定した後、いつでも追加・変更・削除出来ます。

・仕分 BOX の追加には、７種類（土木版は６種類）の方法を用意してあります。

4-2-1. 仕分 BOX の作成

仕分 BOX は、各

項目につき、リス

トボックスから

の選択により作

成します。

「仕分 BOX（B）」をクリックすると「BOX
の追加（簡易・汎用・工種・箇所・写真種・特

殊）･簡易 CSV」がプルダウン表示されます。

土木版では「BOX の追加（箇所）」は、使用で

きません。

必要な項目を選択した後「OK」ボタンをクリックしま

す。

下の階層をすべて取り込む時は、チェックボックス

にチェックマークを入れてください。

選択する
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構成された仕分 BOX はツリー表示されます。

（ツリーは７階層まで作成できます。）

仕分けられたツリーは着色されます。

（仕分棚は緑に、仕分 BOX は黄色に変わります。）

仕分けられていないツリーはグレーで表示されます。

これにより、ツリー表示によって仕分の状態が識別されます。

仕分ＢＯＸのツリーの表示
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4-2-2. 仕分 BOX の追加

仕分 BOX の名称だけを入力

BOX の追加（簡易）

標準の仕分 BOX 追加（工種、写真種を

指定可能）

BOX の追加（汎用）

ツリー表示された（工区）をマウス右

クリックすると、「仕分BOX の作成」

同様に「仕分 BOX の追加」がプルダ

ウン表示されます。
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不必要な仕分 BOX を削除したい場合

削除したい仕分 BOX を選択し、右クリック

で表示された「BOX の削除」を選択します。

写真データを削除したくない場合は、

“写真データも削除しますか？”のメッセー

ジで「いいえ」を選択して下さい。

【下の階層を取込む】にチェックを付けると、指定項目以降にある仕分け BOX も追加します。

【撮影個所も取込む】にチェックを付けると、指定項目以降にある撮影箇所の仕分け BOX も

追加します。

※どちらも建築用階別管理-棟（鉄筋コンクリート工事）は、構造が特殊なため利用できません。

追加する仕分け BOX をライブラリから取り込みます。

BOX の追加（工種）

＜使用方法＞

ライブラリのリストから、任意の体系を選択しま

す。次に選択したライブラリに関連した区分、工種

がリストに表示されるので、選択していきます。

OK ボタンをクリックします。

仕分ツリーエリアに選択した工種の仕分け BOX
が作成されました。

※ 【下の階層を取込む】にチェックをして

いる為、

選択した工種の種別も作成されています。

必要のない場合は、【下の階層を取込む】のチェッ

クを外してください。
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下の階層を取込むとは

「工種」「種別」「細別」が設定されてい

ないこの場合の階層の取込とは「種別」

「細別」のことを示します。

必要の無い場合は、「下の階層を取込む」

チェックを外して下さい。

撮影箇所も取込むとは

チェックを付けると、撮影箇所(階数)の属性がある場合、

撮影箇所とその下の階層まで仕分け BOX が自動的に作成

されます。

必要の無い場合は、「撮影箇所も取込む」チェックを外し

てください。

土木版には、この項目はありません。

カーソル位置の仕分け BOX で追加する項目が変わります

工種、種別、細別が設定されていない場合

「工種」「種別」「細別」が設定されていない仕分け BOX を選択し、右クリックで

【BOX の追加（工種）】を選択します。

-

【仕分 BOX の追加（工種）】ダイアログが表示されます。

「ライブラリ」「区分」「工種」を選択し、ＯＫボタンをクリックします。
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下の階層を表示するには

仕分け BOX の「＋」をクリックすると下

の階層の BOX が表示されます。

仕分け BOX に階層がない場合、あるいは

すでに表示されている場合は、「－」か

「＋・－」どちらの表示もありません。

下の階層を取込むとは

「工種」のみ設定されているこの場合の

階層の取込とは「細別」のことを示しま

す。

必要の無い場合は、「下の階層を取込む」

チェックを外して下さい。

仕分ツリーエリアに上記で選択した工種の仕分け BOX が作成されます。

工種が設定されていて、種別が設定されていない場合

「工種」のみ設定されている仕分け BOX を選択し、右クリックで【BOX の追加（工種）】を

選択します。

【仕分 BOX の追加（工種）】ダイアログが表示されます。

仮設工事（工種）の仕分 BOX の追加の作業なので、「工種」は現在の工種が表示されています。

必要な「種別」を選択し、ＯＫボタンをクリックします。
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仕分ツリーエリアに上記で選択した「種別」の仕分け BOX が作成されます。

工種、種別が設定されていて、細別が設定されていない場合

「工種」「種別」が設定されている仕分け BOX を選択し、右クリックで【BOX の追加（工種）】

を選択します。

【仕分 BOX の追加（工種）】ダイアログが表示されます。

仮設工（工種）仕分 BOX の中の、工事用道路工（種別）仕分 BOX の追加の作業なので、「工種」

「種別」は選択されているものが表示されています。

必要な「細別」を選択し、ＯＫボタンをクリックします
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仕分ツリーエリアに上記で選択した「細別」の仕分け BOX が作成されます。

ライブラリ → ライブラリを選択します。

区分 → 区分を選択します。

工種 → [リストボックス]：取り込む工種を選択します。

  [テキストボックス]：現在の工種が表示されます。

種別 → [リストボックス]：取り込む種別を選択します。

  [テキストボックス]：現在の種別が表示されます。

細別 → [リストボックス]：取り込む細別を選択します。

下の階層を取込む → チェックを付けると、指定項目以降にある仕分け BOX
も追加します。

撮影個所も取込む → チェックを付けると、指定項目以降にある撮影箇所の

仕分け BOX も追加します。

建築のライブラリ体系      建築用階別管理 ※撮影箇所情報一部あり

                国土交通省標準（建築）※撮影箇所情報一部あり

土木のライブラリ体系      土木サンプル

                土木積算体系

設備のライブラリ体系      国土交通省標準（機械）※撮影箇所情報一部あり

                国土交通省標準（電気）※撮影箇所情報一部あり

下水道のライブラリ体系     東京都

日本高速道路のライブラリ体系  東・中・西日本高速道路

《仕分け BOX の画面説明》
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必要のない仕分け BOX は

建築用階別管理-棟（鉄筋コンクリート工事）

は、構造が特殊なため【下の階層を取込む】

【撮影箇所も取込む】のチェックに関わらず、

下の階層と撮影箇所が取り込まれます。

削除したい仕分 BOX を選択し、右クリックで

表示された「BOX の削除」を選択します。

写真データを削除したくない場合は、

“写真データも削除しますか？”のメッセージ

で「いいえ」を選択して下さい。

建築用階別管理を使用すると

“鉄筋工事”“型枠工事”“コンクリ

ート工事”など、階別でツリー構造

を構築します。

階別で管理する建築用仕分け BOX について

【仕分 BOX の追加（工種）】ダイアログが表示されます。

「ライブラリ」は“建築用階別管理”「区分」は“棟(鉄筋コンクリート工事)”「工種」は鉄筋コ

ンクリート工事を選択し、ＯＫボタンをクリックします。

仕分ツリーエリアに階別で管理する仕分け BOX が作成されます。

仕分け BOX を選択し、右クリックで【BOX の追加（工種）】を選択します。
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「BOX のﾌｧｲﾙ保存」をした物から取り

込みます。

リストを選択して削除ボタンをクリッ

クすると、リストから削除されます。

【特殊】

写真種の属性を付加して仕分 BOX を追

加します

【写真種】

撮影箇所（撮影部位）の属性を付加して

仕分 BOX を追加します。

土木版では利用できません。

【撮影箇所（撮影部位）】

【簡易 CSV】

５．カメラメモによる写真整理

（リコー製カメラ使用者専用） 参照
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4-2-3. CSV ファイルによる仕分け BOX の追加

Excel で仕分 BOX 構造を作成し、「写真の達人」に取込む事ができます。

取込み方法は〔BOX の追加（特殊）〕、〔BOX の追加（簡易 CSV）〕と 2 通りあります。

取込み方法によって Excel 上での記入内容、反映のされ方が異なります。

BOX の追加（特殊）用 CSV ファイル

‐特色‐

Ⅰ. Excel 上で仕分 BOX の属性を設定出来ます。

Ⅱ.  各階層毎に仕分 BOX 名称、階層数の設定が行えます。

BOX の追加（簡易 CSV）用 CSV ファイル

‐特色‐

Ⅰ. １度の記入で、全ての仕分 BOX の階層に反映します。

第 1 階 第２階 第３階 第４階
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4-2-3-1. BOX の追加（特殊）用

「写真の達人」取込用 CSVファイルの作成

Microsoft Excel を起動します。（図：Microsoft Excel 2007 使用）

〔列：１ 行：１〕に半角で［CMPIX_S］と記入します。

〔列：２ 行：１〕に「写真の達人」に取り込む際に表示される名称を入力します。
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〔列：１ 行：2〕以降からフォルダ構成を記入します。

記入例：

〔列：１ 行：２〕 共通仮設費(率計上)2
〔列：２ 行：２〕 工種=共通仮設費(率計上)2,種別=共通仮設費(率計上)3
〔列：２ 行：３〕 共通仮設費(率計上)3
〔列：３ 行：３〕 工種=共通仮設費(率計上)2,種別=共通仮設費(率計上)3
〔列：３ 行：４〕 共通仮設費(率計上)4
〔列：４ 行：４〕 工種=共通仮設費(率計上)2,種別=共通仮設費(率計上)3,細別=共通仮設費(率
計上)4

仕分 BOX の階層は最大７階層までとなっています。

（Excel 上で、仕分 BOX 名称の記入は７列目までにして下さい。）

仕分 BOX 名称の右隣の列に工種区分（工種/種別/細別）、写真種（大分類/整理区分）を

記入すると仕分 BOX に属性を持たせる事ができます。

●記入の際のルール●

例）仕分 BOX 名【共通仮設費(率計上)3】に工種【共通仮設費(率計上)2】、種別【共通仮設費

(率計上)3】の属性を付加する。

仕分 BOX 名称を記入した右隣の列に下記の様に記入します。

=仕分 BOX 名称入力欄

=仕分 BOX 属性入力欄

属性を付加させたい種類

下記の中から選択

・工種

・種別

・細別

・大分類

・整理区分

工種=共通仮設費(率計上)2,種別=共通仮設費(率計上)3

半角イコール（記号）
属性を付加させたい内容

半角カンマ（記号）

※属性を付加させる項目が２つ以

上の際に、区切りとして記入。

１

３

４

2
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全て記入が終わりましたら、Excel の[名前を付けて保存]から

ファイル名を入力し、ファイルの種類を CSV に変更し「写真の達人」のインストール先にある

[PixCSV]フォルダ内に保存して下さい。

「写真の達人」のインストール先はイ

ンストール先の変更、インストール先

フォルダ名称の変更を行っていなけ

れば、インストール時に

C ドライブの直下に[CMPIX]という

フォルダが作られそちらがインスト

ール先となります。
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CSV ファイルの取込手順

[仕分 BOX]メニューから、【BOX の追加（特殊）】を選択します。

（またはツリー表示された（工区）をマウスで右クリックし、BOX の追加（特殊）】を選択）

取り込みたい仕分 BOX 構造をリストから選択し、【OK】ボタンをクリックします。

取込が完了しました。
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4-2-3-2. BOX の追加（簡易 CSV）用

「写真の達人」取込用 CSVファイルの作成

Microsoft Excel を起動します。（図：Microsoft Excel 2007 使用）

1 列目に項目名（仕分 BOX のカテゴリ）を記入します。

（空欄でも構いません）

2 行目以降から 1 列目に第 1 階層、2 列目に第 2 階層、3 列目に第 3 階層…を記入して下さい。

（仕分 BOX の階層は最大 7 階層（Excel 上では 7 列目）までとなっています。）

簡易 CSV 用 CSV ファイルで

は仕分BOXに属性を持たせる

ことは出来ません。

仕分BOXに属性を持たせたい

場合は、「写真の達人」に取込

後行って下さい。
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全て記入が終わりましたら、Excel の[名前を付けて保存]から

ファイル名を入力し、ファイルの種類を CSV に変更し任意フォルダに保存して下さい。

第 1 階 第２階 第３階 第４階

第 1 階
第２階

第３階

第４階
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「写真の達人」取込用 CSVファイルの作成

[仕分 BOX]メニューから、【BOX の追加（簡易 CSV）】を選択します。

（またはツリー表示された（工区）をマウスで右クリックし、BOX の追加（簡易 CSV）】を選択）

『ファイルを開く』ダイアログが表示されます。

取り込みたい仕分 BOX 構造を選択し、【開く】ボタンをクリックします。

取込が完了しました。
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4-2-4. 仕分 BOX の属性の変更

選択した仕分 BOX の属性（名称、工種、写真種）を変更します。

名  称：    仕分 BOX の名称を入力します。(必須入力項目です)
大 分 類：    大分類を選択/入力します。

写真種：    写真種を選択/入力します。

工  種：    工種(工事区分)を選択/入力します。

種  別：    種別を選択/入力します。

細  別：    細別を選択/入力します。

撮影箇所：    撮影した部分を選択/入力します。

撮影部位：    撮影部位を選択/入力します。

OK ﾎﾞﾀﾝ：    入力された仕分 BOX 情報を変更します。

ｷｬﾝｾﾙﾎﾞﾀﾝ：   仕分 BOX の属性入力/変更作業を中止します。

(下位の仕分 BOX と直下の写真データの属性を反映するには、4-2-4-1. 仕分ＢＯＸの属性で写真

を同期 を参照してください。)

属性を変更する仕分 BOX を選択し、

「仕分 BOX(B)」→「BOX の属性変更(I)」をクリックします。

(また右クリックしても、BOX の属性変更が選択できます)

ＢＯＸの追加時に設定しなかったＢＯＸ属性は、そのＢＯＸ

の上位に位置するＢＯＸの属性を引き継ぎます。

※入力(変更)された項目(名称以外)は、項目欄の右側に黒丸(●)が表示されます。(黒丸表示

中に、下の「変更のある項目について下位の仕分 BOX にも属性を反映させる」にチェック

して、”OK”ボタンをクリックすると下位の BOX にも変更が反映されます。)

「仕分ＢＯＸの属性変更」ダイアログ

▼土木版・建築版（動作ﾓｰﾄﾞ：標準）の画面 ▼建築版（動作ﾓｰﾄﾞ：日建連（旧 BCS）版）の画面
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4-2-4-1. 仕分 BOX の属性で写真を同期

仕分 BOX の上位にある仕分 BOX に設定された属性を下位の仕分BOX の属性を反映させること

ができます。(下位 BOX および、空白項目も反映可能です。)

同期の対象となる仕分 BOX を選択し、「仕分 BOX(B)」→
「BOX の属性で写真を同期(Z)」をクリックします。

行う処理を選択し、実行します。

(但し、仕分 BOX の属性を同期させるに

は属性の変更画面でチェックの印のあ

る項目のみ反映できます。)

(仕分 BOX の属性の変更をするには、4-2-4. 仕分 BOX の属性の変更 を参照してください。)
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4-2-5. 仕分 BOX の移動・複写

同じ現場データ内であれば、仕分 BOX の移動・複写をする事が出来ます。

（工区をまたがる移動・複写も可能です。）

エクスプローラでフォルダをコピーする時のように、仕訳ＢＯＸを選択してから右クリックで表

示されるメニューからコピーを選択して、次にコピーしたい仕訳ＢＯＸの場所に移動してから、

貼付けを行うことができます。

１．コピー元の仕分ＢＯＸを選択して、右クリックしま

す。

処理メニューが表示されるので、そこから「コピー(C)」
をクリックします。

２．コピー先の仕分ＢＯＸを選択して、右クリックをします。

処理メニューが表示されるので、そこから「貼り付け

(Ｐ)」をクリックします。

ＢＯＸ移動・複写設定のダイアログが表示され

ます。複写か移動を選択して、ＯＫをクリック

すると、実行します。
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ドラッグ＆ドロップでも仕分け BOX の移動または複写が出来ます。

ここでは、仕分け BOX「○△×」を仕分け BOX「◎◎」の直下に移動します。

ドラッグ＆ドロップでの仕分け BOX の移動／複写について

①仕分け BOX「○△×」をドラッグし、

②仕分け BOX「◎◎」の上にドロップします。
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複写の作業をドラッグ＆ドロップで行う際も、②まで同様の手順で行い、③の「BOX 移動・複

写設定」のダイアログで「複写」を選択して行ってください。

③「移動」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

④移動出来ました。
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Ｑ：ツリー内の仕分け BOX を簡単に移動したい

Ａ：Alt キーを押しながら作業すると簡単に移動することができます。

ここでは、仮設工事を一番下に移動します。

ツリー内の仕分け BOX の移動について

①仮設工事仕分け BOX をクリックして、

キーボードの Alt キーを押します。

②Alt キーを押したまま、キーボードの

カーソルキー   をクリックして下

に移動させます。
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4-2-6. 仕分 BOX の削除

選択した仕分 BOX と BOX 内にある写真データを削除することが出来ます。

削除する仕分 BOX を選択し、「仕分 BOX(B)」→「BOX
の削除(D)」をクリックします。

(また右クリックしても、”BOX の削除”が選択できます)

削除作業を実行しようとすると以下のメッセージボックスが表示されます。

は い：

     仕分 BOX および写真データを削除します。

いいえ：

     仕分 BOX は削除します。BOX 内（同下位階層含め）にある写真データは、

  一つ上の階層の BOX に移動します。

ｷｬﾝｾﾙ ：

     仕分 BOX の削除作業を中止します。

4-2-7. 仕分 BOX のカスタマイズ

仕分 BOX の工種マスタはＣＳＶ形式で記述されていますので、ユ－ザオリジナルの工種マスタ

を作成することができます。

「仕分 BOX(B)」→「BOX のファイル出力(O)」をクリッ

クすると、CSV 形式保存用のダイアログが表示されます

のでファイル名を入力してください。

作成したCSVファイルは「仕分BOXの追加（特殊）」(4-2-2. 
仕分 BOX の追加 参照)で読み込むことができます。
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4-3. 写真データの取込

仕分ボックスが構成されたら次にワ－クエリアに写真データを取込みます。

写真データとして JPG ファイル,BMP ファイル,TWAIN デバイスからの取込みが可能です。

ワークエリアに取込まれた写真データは、ダブルクリックすることで「画像編集」が、マウス右

クリックすることで「写真の各種編集」を行うことができます。

※ハードディスクの空き容量を確認の上取り込んでください。

4-3-1. ファイルの取込み

「ファイル（F）」→「写真取込み（ファイル）（F）」をクリックすると、

ファイル選択のダイアログが表示されます。

ファイルを選択し「開く」をクリックす

ると、選択されたファイルがワークエリ

アに写真として取込まれます。

※画像ファイルは複数選択可能です。

○画像ファイルを複数選択するには、Ctrl キー/Shift キー使用および範囲指定の３通りあります。

１．Ctrl キーを使用した場合(間隔複数選択)
最初に画像を選択した後、Ctrl キーを押しながら対象の画像ファイルを

マウスでクリックしてください。

２．Shift キーを使用した場合(範囲複数選択)
最初に画像を選択した後、Shift キーを押しながら指定の画像ファイルをマウスでクリックす

ると最初に選択した画像ファイルから指定した画像ファイルまで範囲複数選択ができます。

３．範囲指定ファイル複数選択

マウスで、選択させたいファイルを範囲指定してください。範囲指定した画像ファイルが

複数選択できます。

ツールバーの「写真取込み（ﾌｧｲﾙ）」ボタ

ンをクリックすることでも同様の結果が

得られます。

クリック
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エクスプローラ等を利用した画像ファイル取込

エクスプローラ等、他のアプリケーションからも、ドラッキングで直接写真データを仕分する

ことができます。

仮画像の自動差し替え（RICOH 社製カメラ使用者専用）

配筋図面切出しツールなどで作成された主画像のない XML データ（参考図のみ）の取り込みを

行うと、ダミー画像が主画像として表示されます。【自動仕分け時、仮画像の差し替え】にチェ

ックを付加した状態で、カメラメモ情報付き画像の取り込みを行うと主画像がダミー画像から取

込を行った写真に自動的に差し替わります。

【編集(E)】→【カメラメモ】→【カメラメモ環境設定】

ドラッグ&ドロップ

設定の有無に関しての取り込み結果は次ページ参照。

チェック

チェック
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下図説明はカメラメモ付き画像の取り込みを行うという前提です。カメラメモ付き画像とは

RICOH 社製カメラで付加できる情報です。 RICOH 写製カメラ全てにある機能ではありません

のでご注意ください。

■１．通常取り込み時（設定なし）

■２．【自動仕分け時、仮画像の差し替え】にチェックなし

（参考図（XML）データの取込のみを行った状態で）

■３．【自動仕分け時、仮画像の差し替え】にチェックあり

（参考図（XML）データの取込のみを行った状態で）

ワークエリアに取り込まれます。

自動的に仕分けされますが、

参考図のみのデータと取込を行っ

たデータが混在した状態です。

自動的に仕分けされ、なおかつ参考

図のみのデータの仮主画像と画像

の差し替えが行われます。

※同一の仕分 BOX に複数枚同時に

取り込みを行っても取り込みを行

った画像には必ず参考図が付加さ

れた状態になります。
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4-3-2. TWAIN デバイスからの取込み

「ファイル（F）」→「写真取込み（TWAIN）（T）」をクリックして、TWAIN デバイスからデー

タを取り込みます。

ツールバーの「TWAIN デバイスからの取込み」ボタンをクリック

することでも同様の結果が得られます。

4-3-3. XML からの取込

XML 形式で出力されたデータを取り込みます。

建設用の「デジタル写真管理情報基準（案）」に沿った XML 形式であれば取り込みが可能です。

土木版で出力した XML データは土木版の現場で、建築版で出力した XML データは建築版の現

場を開いた状態で取り込みを行って下さい。

「ファイル（F）」→「DB ファイル取込（L）」→「XML 取込（X）」をクリックします。

各取込については、出力方法に見合った方法を選択して下さい。
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取込元のディレクトリ（Photo.XML ファイ

ルが存在するところ）を指定し、CD や MO
等で複数枚にわたるデータの場合は「複数

メディア」をチェックし、OK ボタンを押し

ます。参考図固定に関しましては次ページ

参考図の差し替えをご参照ください。

※現在開いている工区に追加取り込みされます。

大中物産社製『Esteem-ABC Plus』のＸＭＬデータを指定すると

「写真の達人」へのデータの取込ができます。



The Master of Photo Management54

4-3-3-1. 参考図の差し替え

参考図の変更があった場合などに、参考図を一括で差し替えるときなどに使用します。配筋図面

切出しツールで出力された XML データなど主画像のないデータ（下図１）の場合、「写真の達人」

上の参考図のある既存データ（下図２）との参考図の差し替えが行えます。差し替えを行いたく

ないデータが含まれる場合は、【写真情報編集】ダイアログより［参考図固定］にチェックを付

加する事によって参考図の差し替えが行われなくなります。必ず参考図の差し替えを行う前に設

定を完了させてください。仕分 BOX内に参考図付きデータが一つも存在しない場合は、通常通り

ダミー画像に参考図がついたデータ（下図３）を作成します。

ダミー画像は主画像として認識される為、

ダミー画像+参考図のデータは図２と同様の

処理が行われます。

取込元 XML 取込先（参考図付のデータが処理対象）

取込結果図３
取り込み先仕分 BOXに

参考図付きデータが存在しない場合

主画像（ダミー画像） 参考図

図１

主画像のないデータ（参考図のみ）が

差し替え対象

主画像 参考図

図２

「写真の達人」上の既存データ（参考図付き）

主画像 参考図

配筋図面切出しツールで出力した

主画像のない（参考図のみ）XMLデータ

「写真の達人」上の既存データ

（参考図付き）

下図２参照下図１参照
XML取込による

参考図の差し替え

主画像 参考図 主画像 参考図
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操作説明

参考図の差し替えを行う際は、「写真の達人」上の参考図のある既存データとの差し替えを行い

たい主画像の存在しない XML データ（配筋図面切出しツールで作成されたデータなど）（前ペー

ジ図１）をあらかじめご用意ください。参考図の差し替えを行いたくないデータが含まれている

際は参考図の差し替えを行う前に参考図固定を行ってください。（参考図固定に関してはp.66参

考図固定を参照）

  

（１）．【ファイル(F)】メニューより［DB ファイル取込(L)］、［XML 取込(X)...］、［「配筋図面切

出しツール」XML 取込(P)］の順にクリックします。

（２）．[XML 取込]ダイアログが表示されます。【参照】ボタンより取込元を設定、［参考図の差し

替え］にチェックを入れ【OK】ボタンをクリックして、取り込み（参考図の差し替え）の完了と

なります。

注意

参照先フォルダは XML 出力先フォルダ内にある［PHOTO］フォルダまで参照して下さい。
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切り出しツールにより出力された XML データなど、主画像が無いデータを取り込んだときの動作

について

登録データあり 既存データはそのまま、新規で追加登録

※カメラメモ付き写真の自動仕分

けでベースに使用されるデータは、

「元参考図」です。

XML 取込 参考図差し替えチェックあり

登録データなし 新規で登録

XML 取込 参考図差し替えチェックなし

登録データなし 新規で登録

XML 取込

■取込前 ■取込後

■取込前 ■取込後

XML 取込

■取込前 ■取込後

XML 取込
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登録データ有り、参考図ロック OFF を含む

参考図ロック OFF データに対しての

み参考図の差し替え

登録データ有り、全て参考図ロック

参考図を差し替えるべきデータが

無いので新規に追加

■取込前

■取込後

XML 取込

XML 取込

■取込前

■取込後
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4-3-3-2. 参考図のコピー・貼付

参考図付き写真の参考図をコピーし、参考図が付いていない写真に同じ参考図を貼り付ける

ことが出来ます。

（１）．コピーしたい参考図がある写真または写真情報上で右クリックし、「コピー」を選択

します。

（２）．参考図を貼り付ける写真または写真情報上で右クリックし、「参考図の貼付」を選択

します。（複数選択可）

（３）．参考図変更メッセージが表示されますので、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

[編集(E) ]メニュー→[コピー(C) ]

からでも同様の操作が行えます。

[編集(E) ]メニュー→[参考図の貼付

(U) ]からでも同様の操作が行えます。
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コピーした参考図と同じ参考図が貼り付きました。

▼画像編集画面

参考図がある写真を指定して貼り付けた

場合は、元の参考図を削除し、

コピー元の参考図を貼り付けます。
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4-3-4. 他現場工区の取込

（他の）コンピュータなどで別の現場として作成したデータを工区単位に取り込むことが出来ま

す。ここでは、「写真の達人新設工事」に、「テックライン新築工事」の内容を取込ます。

4-3-4-1. 新しい工区を追加して取り込む

現在開いている工区とは別に新たに工区を作成し、追加で取り込みを行います、（同現場）

▼[写真の達人新設工事]現場

「ファイル（F）」→「DB ファイル取込（L）」
→「他現場工区取込（L）」をクリックします。

【他現場工区取込】ダイアログが表示されます。

現場選択ボタンをクリックします。

取り込む現場を選択し、

「実行」ボタンをクリックします。
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取り込む工区を選択し、［新しい工区を作成して取り込む］を選択後、OK ボタンを押します。

（工区は複数選択可能です。）

他現場工区取込完了メッセージが表示されます。「ＯＫ」ボタンをクリックします。

今まで整理していた工区とは別に、新しい工区が追加されました。

取込が完了すると、取り込んだ新しい工区が表示されます。

元の工区を表示させる場合は、「ファイル（F）」→「工区の選択（G）」または「工区選択」ボタ

ン  をクリックして【工区選択】ダイアログを表示し、目的の工区を選択後、「ＯＫ」ボタン

をクリックします。

取り込む現場情報が

表示されます。
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4-3-4-2. 現在の工区に追加で取り込む

現在開いている工区に追加で取り込みを行います。

《4-3-4-1. 新しい工区を追加して取り込む》を参考に、【他現場工区取込】ダイアログを表示し

ます。

【他現場工区取込】ダイアログが表示されます。

現場選択ボタンをクリックします。

取り込む工区を選択し、［現在の工区に追加で取り込む］を

選択後、「OK」ボタンをクリックします。

※工区が複数選択されている時は指定できません。

他現場工区取込完了メッセージが表示されます。

「ＯＫ」ボタンをクリックし取込完了となります。

取り込む現場を選択し、

「実行」ボタンをクリックします。

取り込む現場情報が

表示されます。
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4-3-4-3. 他現場工区取込を利用した参考図の差し替え

他現場工区取込の機能を利用して参考図の差し替えを行います。参考図の差し替えを行う際は、

下記「注意事項」を必ずお読みください。

☡注意事項

・参考図の差し替えは、同一のツリー構造及び仕分 BOX 名称を持った参考図の差し替えが行わ

れます。異なるツリー構造や仕分 BOX 名称に仕分けられているデータは新規に［参考図付きの

み取込・参考図の差し替え］にチェックが入っている場合）図１参照

・参考図の差し替えを行う際に差し替え元現場の一つの仕分 BOX 内に参考図を保持するデータ

が複数枚存在する場合は、先に登録が行われた参考図データが差し替え元となります。図２参照

図１

図２：同一仕分け BOX に異なる参考図を持つデータが存在する場合（参考図差し替え）

取込み先現場のツリー構造 取込み元現場のツリー構造

［C1.5］いう仕分 BOXが取り込み先に存在しない為、仕分 BOX

ごと取込みが行われます。

主画像 参考図

主画像 参考図

次に登録

先に登録

次に登録

一つの仕分 BOX 内で先に登録された参考図 A が取り込まれる

登録順の確認方法に関する説明は次ページを参照して下さい。

先に登録
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■登録順の確認

参考図の差し替え元に参考図付きデータが複数ある場合は、「写真の達人」に１番始めに登録が

行われたデータに差し変わります。

写真リストの並び順を「並び昇順：登録順」にした時の 1 番上に表示されたデータに差し替わる

という事になります。

参考図差し替え手順

参考図差し替えを行う前に参考図の差し替えを行いたくないデータを含む場合は、予め「参考図

固定」を行って下さい。

現在開いている工区とは別に新たに工区を作成し、追加で取り込みを行います、（同現場）

「ファイル（F）」→「DB ファイル取込（L）」→

「他現場工区取込（L）」をクリックします。

1 番始めに登録が行われたデータ
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現場選択ボタンを押します。【現場選択】ダイアログが表示されますので、取込元の現場を

選択し、「実行」ボタンをクリックします。

取り込む工区を選択し、［現在の工区に追加で取り込む］、［参考図付きのみ取込・参考図の差し

替え］にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします。

※工区が複数選択されている時は指定できません。
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4-3-5. TOOLS Camera データ取込

ツールズ社が行う ASP サービス TOOLS Camera で撮影した Exif 付き写真及びツリー構造を

「写真の達人」に取り込みます。

「ファイル（F）」→「DB ファイル取込（L）」
→「TOOLS Camera データ取込（C）」を

クリックします。

ＩＤとパスワードを入力し、「ＯＫ」ボタンを押します。

担当現場が表示されますので、

取り込みたい現場を選択後、「ＯＫ」

ボタンを押します。
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4-4. 写真の仕分

4-4-1. 仕分の方法

写真リストに仕分けられた写真データは、

ワークエリアに取込んだ画像データは、写真を選択し、「仕分ツリー」または「写真リスト」に

ドラッグ＆ドロップすることで仕分けられます。

「Shift」「Ctrl」キーによるWindowsの複数選択機能を使って、

複数の写真選択ができます。

(1) 帳票をマウス右クリックすることで「写真の各種編集」が行えます。

(2) 写真をダブルクリックすることで「写真画像編集」が、写真情報をダブ

ルクリックすることで「写真情報編集」が行えます。

ドラッグ＆ドロップ
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同様に「写真リスト」の写真をドラッグ＆ドロップで「仕分ツリー」または「ワ－クエリア」に

仕分けることができます。

「仕分ツリー」で仕分 BOX を選択すると、その階層以下に存在する仕分 BOX に仕分けられた

写真データのすべてが「写真リスト」に表示されます。

（注意）ワークエリアに移動すると、写真情報・参考図は削除されます。

ドラッグ＆ドロップ
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4-4-2. 登録デフォルト

写真を仕分する際にデフォルトを設定しておけば、仕分した写真に自動で情報が付加されます。

（1）写真種（写真情報【大分類・整理区分】）

リストボックスから選択できます。

（注意）仕分 BOX に写真種の属性がある場合は無効です。

（2）撮影日

「カメラ撮影日付」「ユーザ指定日」「日付なし」から選択できます。

カメラ撮影日付：

写真が保有する「撮影日

付」情報が付加されます。

ユーザ指定日：

ユーザが指定した日付

情報が付加されます。

日付なし：

日付情報を付加させない

ようにします。
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「サムネイル表示切替」ボタンをクリックします。

サムネイル表示に切り替わりました。

写真リストエリアの写真をサムネイル表示する事ができます。

「表示(V)」→「サムネイル表示(N)」
でも同様の操作ができます。

・・・元に戻すには・・・

もう一度「サムネイル表示切替」ボタンをクリックします。

「サムネイル表示切替」ボタンは写真リストの表示の状態により変化します。

通常表示時：

サムネイル表示時：

通常表示

サムネイル表示

サムネイル表示切替ボタン
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4-5. 写真の編集

取込んだ写真データは、写真に付加される情報および画像そのものを自由に編集することができ

ます。

4-5-1. 写真情報の編集

写真が有する「工種の情報」や「写真種の情報」を総称して「写真情報」といいます。

写真情報は写真リスト上で ID 番号・写真名称・工種・項目（2 項目）等が表示されます。

（1）ダイアログによる編集

「編集（E）」→「写真情報の連続編集（I）」をクリックすると、「写

真情報入力画面」が表示されます。

※写真リスト上で写真を複数選択した上で、「写真情報の一括編集

（K）」をクリックすると、「一括編集」が行えます。

ダイアログ入力による各種情報の編集が行えます。

前後の写真へ切り替えが行えます。

「写真情報編集」ダイアログは

「土木版」と「建築版」では異なります。

▼土木版の画面

詳細表示ボタンをクリックすると

「詳細表示」で表示されます。
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▼建築版（動作ﾓｰﾄﾞ：標準）の画面         ▼建築版（動作ﾓｰﾄﾞ：日建連（旧 BCS）版）の画面

「写真情報」ダイアログの便利な機能 ＜タイトル・撮影箇所・撮影部位入力＞

プルダウンメニューを選択せずに手入力したデータは、自動保存されるので「選択」

ボタンより利用することができます。

※土木版にはプルダウンメニューはありません。

※建築版には「タイトル」にプルダウンメニューはありません。

撮影箇所を手入力すると 選択ボタンをクリックした「撮影箇所」

ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ内に入力内容が保存されます。



The Master of Photo Management73

写真情報入力ダイアログ内の画像の拡大・移動

写真情報入力ダイアログ内に表示される写真画像の拡大・移動を説明します。

■【拡大/縮小】する

写真画像下に表示されているスライダーのつまみを動かして、拡大/縮小します。

もとの写真サイズに戻すには、スライダーを操作する以外に、「全体表示」ボタンクリック

でも元に戻すことが可能です。

「写真情報入力画面」のダイアログは、

「写真リスト」で表示されている「写真

情報」をダブルクリックすることでも表

示されます。

参考図がある場合は、「参考図」ボタン

をクリックして画像を表示すると、主写

真同様の操作が行えます。
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■【移動】する

拡大表示された写真画像を移動することが出来ます。

カーソルを写真画像上に移動させると、マウスポインタが矢印  から手のひら  に変化しま

す。画面をクリックしたまま移動し、移動が完了したらマウスを離します。

※等倍表示の状態では移動出来ません。

（２）写真リスト上での編集

｢表示・編集項目｣ツールバー内の項目ボタン｢名｣・「１」・「２」（通常は黄色）をクリックすると、

ボタンの色が白色に変わり、写真リストの情報欄も白抜きに変わります。

この状態で、写真情報のダイアログを起動せずとも、各項目に属する情報を写真リスト上でダイ

レクトに編集することができます。

タイトル欄が白抜きになり、

写真リスト上で直接入力可能

になります。

クリック

スクロールバーからでも

移動できます。
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クリック

項目１･２の入力欄が白抜き

になり、写真リスト上で直接

入力可能になります。
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4-5-1-1. 写真情報の編集

「写真情報編集」ダイアログは「土木版」と「建築版」では異なります。

「建築版（動作ﾓｰﾄﾞ：標準）」の「写真情報編集」ダイアログにのみ「アルバム項目表示切替」

の機能が付属されています。

アルバム項目表示切替

選択したアルバム帳票によってはアルバム帳票上の項目名と「写真情報編集」ダイアログ上で表

示される項目名とが異なる場合があります。「アルバム項目表示切替」機能はアルバム帳票上で

表示される項目名に「写真情報編集」ダイアログの項目名を変更します。

※上図は「写真アルバム２枚帳票（配筋用：写達用）」を使用しています。

写真アルバム帳票上での項目名

「写真情報編集」ダイアログ上での項目名

例）アルバム帳票上では『階数』と表示

されている項目名は、「写真情報編集」ダ

イアログ上では「撮影箇所」と表示され

ています。
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手順

「写真情報編集」ダイアログを開き、【アルバム項目表示切替】プルダウンボタンをクリックし

ます。

アルバム帳票（フォーム）の

一覧が表示されます。

作成するアルバム帳票をリスト

から選択して下さい。

「写真情報編集」ダイアログの

項目名の表示が選択した

アルバム帳票上の項目名と同一

になりました。

※右図は「写真アルバム 2 枚

帳票（配筋用：写達用）」を選択

した際の変更箇所です。

仕分→符号

撮影部位→部位

自由項目２→通り名

写真情報予備２→備考

クリック

撮影箇所→階数
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参考図固定

参考図の差し替えを行う際に差し替えを行いたくない写真データが存在する場合、［写真情報編

集］ダイアログより参考図固定を設定する事により設定を行ったデータは参考図の差し替えが行

われなくなります。写真リストより写真データの複数選択を行い［写真情報編集］ダイアログを

呼び出す事により、複数枚同時に設定が行えます。

参考図の差し替えを行いたくない写真データを写真リストより選択し、右クリック、［写真情報

の一括編集(K)］を選択します。

［写真情報編集］ダイアログが表示されます。［参考図固定］にチェックを入れ、【OK】ボタンを

クリックして設定の完了です。

複数の写真データを一括で編集を行いた

い際は、写真リストより複数選択を行った状

態で右クリックし［写真情報の一括編集(K)］

を選択してください。
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Ｑ：他の写真と同じ写真情報があるから、まとめて入力したい

Ａ：編集したい写真を複数選択して、一度に編集することができます。

写真情報の入力について

Shift キーを押しながら 3 枚目の写真

をクリックすると、その間の 2 枚目も

選択されます。

①編集する写真リスト

をクリックして、

②Ctrl キーを押しながら

3 枚目の写真をクリック

③Ctrl キーから手を離

し、色が変化したリス

ト上で右クリック

④「写真情報の一括

編集」をクリック
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【写真情報（複数）】ダイアログが表示されました。

［写真種］の大分類を「工事」とし、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

⑤大分類の  をク

リックして「工事」を

クリック

⑥クリック

⑦２枚の写真

情報に

⑦２枚の写真情報に

「工事」が表示されました。

前後の写真へ切替が行えます。
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写真情報のコピー、貼付

写真情報のデータを他の写真にコピー、貼付することができます。

貼り付けたい画像データを右クリックし、選択します。

※複数選択可能（Shift ｷｰまたは Ctrl ｷｰを押しながら選択）

選択されている画像データに、コピーした情報を貼付けてよいか確認し「ＯＫ」ボタンを

クリックします。

写真情報がコピーされました。

1.右クリック

3.右クリック

2.クリック

4.クリック
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表示する項目の編集切換

ツールバーの「表示・編集項目」ボタンで、「項目」の表示を切替えることができます。

写真タイトルの編集

写真情報を編集する写真リストをダブルクリックで情報を表示し

ダブルクリックした写真情報を編集(情報の内容を変更)することが出来ます。

写真デ－タの色別分類

仕分けられた写真はカラ－タイルで 青･黄・赤 の３種類に色別分類することができます。

カラ－タイルはユ－ザ任意のマ－ク付け、例えば｢採用・要・不要｣等に利用することができます。

また、この色別分類は、後述の検索フィルタのパラメーターとして有効に機能します。

（4-6-1．検索フィルタ参照）

カラ－タイル

写真タイトルが編集

されました。

青：クリックすると黄色になります

黄：ボタンの左側をクリックすると青色になります。

  ボタンの右側をクリックすると赤色になります。

赤：クリックすると黄色になります。
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ＩＤ番号の変更

写真にふられているＩＤ番号を変更することができます。

＜1 枚のみの変更の場合＞

写真リストからＩＤ番号を変更したい画像データをクリックして選択します。

「編集（Ｅ）」→「写真ＩＤ番号の編集（Ｅ）」をクリックします。

「ＩＤ番号編集」ダイアログが表示されました。

新しいＩＤ番号を入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。

新しい ID 番号に変更されました。

写真 ID 番号
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＜仕分けＢＯＸ内すべて変更する場合＞

すべての写真 ID 番号を変更したい仕分けＢＯＸをクリックして選択します。

「仕分けＢＯＸ（B）」→「ID 番号のふり直し（R）」をクリックします。

「ID 番号ふり直し」ダイアログが表示されます。

最初に付ける ID 番号を入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。

選択した仕分けＢＯＸ内の写真 ID 番号がすべて変更されました。

クリック
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変更後のＩＤ番号が既に使用されている場合は

例）開始番号：100 BOX 内写真数：10枚の場合

通常であれば、

100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 ですが、

102 と 109 が使われている場合は、

通常であれば、

100,101,103,104,105,106,107,108,110,111,112 になります。
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撮影年月日の再設定

撮影年月日の編集を行った後でも、撮影年月日の情報を保持する写真であれば再設定（写真が保

持する撮影年月日情報に変更）ができます。（複数可）

撮影年月日の再設定を行いたい写真を

写真リスト上から選択(複数選択可)します。

選択した写真を左図エリア内で右クリック

します。

このエリア内で

右クリック

［日付情報の再設定(J)］をクリックします。

【OK】ボタンをクリックして完了です。
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4-5-2. 写真画像の編集

写真画像の編集とは、画像そのものに編集を加えることをいいます。

編集機能として 拡大表示、回転、調整、参考図の作成、コピー、貼付 があります。

（１）参考図の作成 （画像の一部を拡大して登録する）

写真編集画面では、画面拡大・移動・範

囲選択・コピー等の動作が行えます。

参考図を作成するには、

まず「範囲」ボタンをクリックします。

範囲指定した画像をクリッ

プボードにコピーされます。

マウスで、取込む画像の範囲をドラックし

た後、コピーボタンをクリックします。

(次のページ)

ダブルクリック

「編集（E）→写真画像の編集（V）」をクリックすると「写

真編集画面」が表示されます。

または、写真リストで表示されている写真の上をダブルクリ

ックすることで表示することができます。



The Master of Photo Management88

参考図に追加したい画像をワークエリアにコピーします。

（２）参考図の作成 （画像ファイルを参考図に登録する）

参考図が作成されました。

※参考図は、3 つまで作成できます。

参考図のエリアを

クリックします。

次に、追加ボタンをクリックして、

指定した参考図のエリアに画像を貼

り付けます。

(前ページから)

写真の上をダブルクリックして写真編集画面で開きます。
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コピーしたら、この画面を閉じます。

次に参考図を追加するほうの写真を編集画面で開きます。

コピーボタンをクリックします。



The Master of Photo Management90

参考図が追加されました。

参考図をクリックします。

「追加」ボタンをクリックします。
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（３）参考図のマークについて

参考図にはマークをつけることができます。マークとは写真の上に印をつけることです。

参考図をクリックすると、右側に拡大表示されます。
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写真編集画面で行った編集（明るさ・コントラスト・画像回転）の記憶ができます。

記憶した編集は、写真リストの他の写真にも反映させることができます。

編集したい写真の上をダブルクリックし、写真編集画面を表示させます。

写真編集画面が表示されました。

写真を右回転させ、明るさ・コントラストを調整します。

「右回転」ボタンをクリックし、「調整」ボタンで明るさとコントラストを設定し「ＯＫ」ボタ

ンをクリックします。

  ＜「調整」ダイアログ画面＞

（４）明るさ・コントラスト・画像回転の記憶

拡大表示

ダブルクリック
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写真編集が完了しました。

「記憶」ボタン→「保存」ボタン→「終了」ボタンをクリックし、基本画面に戻ります。

写真編集された写真の右上には マークが表示されます。

記憶された写真編集を他の写真に反映させます。

編集する写真を選択し「編集（E）」→「写真画像の一括変換（X）」をクリックします。

画像データの複数選択

Shift キー・Ctrl キーを押

しながら選択すると、複数

選択することができます。

拡大表示
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「CmPix」ダイアログが表示されます。

編集内容を確認後、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

編集内容が反映されました。

1）編集した写真を元の画像に戻したい時は

写真の上をダブルクリックし、写真編集画面を表示させます。

「元画面」ボタン→「保存」ボタン→「終了」ボタンで終了させます。

2）以前に記憶した編集を反映したい時は

編集記憶データは、最後に記憶したデータが記憶として残ります。

前に編集した記憶データを使用したい場合は、

利用したい写真の上をダブルクリックし、写真編集画面を表示させ、

もう一度、「記憶」ボタン→「保存」ボタン→「終了」ボタンを

クリックし、最新の記憶に戻してから作業してください。
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写真編集画面の説明

写真編集画面は「写真選択枠」と「写真編集枠」から構成されています。

写真編集画面のステータスバーには「写真情報」ダイアログの「撮影年月日」に入力されて

いる日時が反映されています。

拡大表示

写真編集枠

写真選択枠
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ボタン機能

表示：写真選択枠の表示をＯＮ/ＯＦＦ

印刷：写達編集枠内写真の印刷

情報：写真データについての情報を表示（exif 形式等）

拡大：押下後、マウスの左クリックでクリック位置を中心に拡大表示

押下後、右クリックでクリック位置を中心に縮小表示

移動：押下後、マウスの左ドラッギングで表示位置の移動

範囲：押下後、マウスの左ドラッギングで範囲指定枠の作成

押下後、マウスの左右クリックで範囲指定枠の削除

マーク：参考図にマークやイメージを張り付けるモード ※参考図作業のみ使用可

全体：ウィンドウ枠がどのサイズになっても、枠に全体が表示されるように拡大率を調整

等倍：縦横ともにもとのサイズで表示

拡大：表示中のものをより拡大表示します。（拡大モードのマウス左クリックと同等）

縮小：表示中のものをより縮小表示します。（拡大モードのマウス右クリックと同等）

左回転：写真及び写真の一部を左回りに９０度回転

右回転：写真及び写真の一部を右回りに９０度回転

調整：写真及び写真の一部の明るさ及びコントラストを調整

コピー：写真及び写真の一部をクリップボードにコピー

トリム：写真をトリミングし、余分な部分をカット

マーク：マークの形や色などの設定変更 ※参考図作業のみ使用可

解像度：データサイズの変更

記憶：「調整」「回転」ボタン使用時の操作の記憶

追加：クリップボードから参考図を追加

削除：指定の参考図を削除

上へ：指定の参考図を１つ上へ移動

下へ：指定の参考図を１つ下へ移動

編集前：すべての写真を編集前の状態に戻す

元画像：主写真の編集をオリジナルの状態に戻す

保存：すべての写真の編集を保存

終了：写真編集画面による編集を終了

＜つなぎ写真作成時表示＞

写真の左右の入れ替え

写真の尺度を変更しない合成

写真の尺度を変更する合成
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4-6. 電子小黒板

『写真の達人』では、電子小黒板を利用して撮影された写真が国土交通省から

通知された信憑性確保（改ざん検知機能）に対応しているかどうかの確認が可能です。

＜確認方法＞

写真ごとに信憑性確保への対応を確認する

（1）確認を行いたい写真で右クリックメニューを表示し、「電子小黒板・信憑性チェック」を
選択します。

（2）結果に応じて、下記のメッセージが表示されます。

（正常な写真の場合）          （画像に改ざんが認められる場合）

（撮影日に改ざんが認められる場合）    （画像および撮影日に改ざんが認められる場合）

    

①右クリック

②クリック
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（信憑性確保の対象外の写真の場合）

または、写真情報ダイアログでも確認が可能です。

・正常な写真の場合

・画像に改ざんが認められる場合
・撮影日に改ざんが認められる場合
・画像および撮影日に改ざんが認められる場合

・信憑性確保の対象外の写真の場合
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仕分け BOX 内の写真の信憑性確保の状況を一括で CSV に出力する

（1）仕分け BOX 内の写真の信憑性確保の状況を一括で CSV に出力します。
確認を行いたい仕分け BOX で右クリックメニューを表示し、「電子小黒板の信憑性
チェック CSV 出力」を選択します。

（２）確認ダイアログが出たら「OK」ボタンをクリックします。

（３）保存先の指定ダイアログで CSV ファイルの保存先を指定し、「保存」ボタンをクリック
します。

②クリック

①右クリック

①保存先を指定

②クリック
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（４）指定した場所に CSV ファイルが保存されます。

＜CSV の内容＞

チェック日時 チェックを行った日時

チェック結果 OK→正常

NG(IMAGE)→画像に改ざんが認められる

NG(DATE)→撮影日に改ざんが認められる

NG→画像および撮影日に改ざんが認められる

NT→信憑性確保の対象外

工事名 チェックを行った工事の名称

ファイルパス チェックを行った写真の実体ファイルのパス
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4-7. つなぎ写真の作成

つなぎ写真の作成は、2 枚の写真を合成してパノラマ写真のよう

に左右に幅広い写真を作成することができます。

「編集（E）」→「つなぎ写真の作成（Ｊ）」をクリックすると、

「つなぎ写真の作成画面」が表示されます。

※「つなぎ写真の作成」はワークエリアの写真が２枚選択されて

いないと有効になりません。

4-7-1. つなぎ写真の作成手順

つなぎたい写真の１枚目（左側）を

クリックして表示します。

「範囲」ボタンをクリックし、つな

ぎたい部分をドラックして範囲指定

します。（右辺が重ね位置となりま

す。）

※範囲指定されていない場合は写真

全体がつなぎ対象となります。

※写真の左右を入れ替える場合は、

「入替」ボタンをクリックします。

（１）つなぎたい写真の１枚目（左側）

矢印キーで範囲指定枠の微調整を行います。

→キーを押すと範囲指定枠の幅が１ピクセル広がります。

←キーを押すと範囲指定枠の幅が１ピクセル縮みます。

↑キーを押すと範囲指定枠の高さが１ピクセル縮みます。

↓キーを押すと範囲指定枠の高さが１ピクセル広がります。

Shift ＋ →キーを押すと範囲指定枠が１ピクセル右に移動します。

Shift ＋ ←キーを押すと範囲指定枠が１ピクセル左に移動します。

Shift ＋ ↑キーを押すと範囲指定枠が１ピクセル上に移動します。

Shift ＋ ↓キーを押すと範囲指定枠が１ピクセル下に移動します。
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つなぎたい写真の２枚目（右側）も 1 枚目と同様に、つなぎたい部分を範囲指定枠で囲みます。

（左辺が重ね位置となります）。

写真をつなぐ時、左側写真の高さを基準とします。２枚の写真の高さが違う場合は次のように処

理されます。

・ 左側写真の高さが右側写真より小さい場合

右側写真の下の部分が、左側写真の高さに合わされカットされます。

・ 左側写真の高さが右側写真より大きい場合

右側写真の下に余白が入ります。

（２）つなぎたい写真の２枚目（右側）

（３）合成１：写真の縮尺を変更しません
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写真をつなぐ時、左側写真の高さを基準として、右側写真の高さを伸縮します。

（４）合成２：写真の縮尺を変更します
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4-8. 表示機能

表示機能には、検索、並び、建設用標準チェック表示機能等があります。

※建設用標準チェック表示機能は国土交通省デジタル写真管理情報基準（案）に適合しているか

をチェックします。

4-8-1. 検索フィルタ

ツールバー上の「検索フィルタ」ボタンをクリック設定することで、すべての仕分 BOX に対し

て、検索を行うことができます。パラメ－タには、写真種とカラ－タイルがあります。

▼建築版（動作ﾓｰﾄﾞ：標準）の画面

〔フィルタボタンの色による識別〕

水色：写真種または採用フラグフィルタが機能しています。

白色：上記以外のフィルタが機能しています。

グレ－：フィルタが機能していません。

採用フラグの色は、色別分類で指定した

カラ－タイルの色に対応しています。

▼土木版の画面

「表示（V）」→「フィルタの設定（E）」をクリック

すると「フィルタの設定」のダイアログが

表示されます。

▼建築版（動作ﾓｰﾄﾞ：日建連（旧 BCS）版）の画面

フィルタの設定ダイアログ
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4-8-2. 並び

写真リスト内での並びは次の機能について適用されます。

（アルバム出力、XML 出力、HTML 出力、写達形式出力、スライドショー）

写真リスト内での並び変えの方法は２種類あります。

（１）標準の並び替え

ツールバー上の「並びの種類」リストから並び順を選択すること

で、写真リスト内での並び替えを行うことができます。

別の仕分 BOX を開いたときなどは、ここで選択されている並び

に沿って並び替えられます。

・登録順

画像が写真の達人に登録された順番（登録番号順）に並び変わります。

・工種別順

「工種」「種別」「細別」「撮影日」「タイトル」の優先順位で並び変わります。

※「撮影日」内では「撮影日」のないものが優先されます。

・撮影日順

「撮影日」「登録番号」の優先順位で並び変わります。

・写真分類順

「大分類」「整理区分」「撮影日」「登録番号」の優先順位で並び変わります。

・タイトル順

「タイトル」「登録番号」の優先順位で並び変わります。

・撮影箇所順

「撮影箇所」「撮影部位」「工種」「種別」「細別」「大分類」「整理区分」「撮影日」「登

録番号」の優先順位で並び変わります。

・指定順

「ツリー上の仕分 BOX の順」「ユーザ指定」「登録番号」の優先順位で並び変わります。

並び降順・昇順の指定は出来ません。

「ユーザ指定」とは、任意に並び替えた状態で「写真並びの記憶」を行った時の状態です。

昇順・降順切替え
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（２）任意の詳細な並び替え

写真リスト内で移動したい画像を選択（複

数選択可）し、選択したデータの上で右ク

リックします。「移動」→「１つ上（U）」等

をクリックします。

※現在の並びの状態を保存するには並び順を「ユーザ指定」に指定したあと

「編集」→「写真並びの記憶」をクリックします。

※記憶した並び順は、「ユーザ指定順」を選択したのみとなります。

注意

仕分 BOX をまたがっての並びの変更は、出来ません。
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Ｑ：写真を簡単に移動したい

Ａ：ドラック＆ドロップで写真を移動することができます。

ドラッグ & ドロップとは

ドラッグは、"引きずる" という意味で、アイコンなどをつまんで引っ張る操作です。

ドロップは、持っているものを "放りだす" という意味で、つまんで動かしたものをその場所に

置く操作です。このドラッグからドロップまでの一連の操作を指します。

ここでは、一番上の写真（写真 ID 番号 0000001）を二番目の写真（写真 ID 番号 0000002）の

下に移動させます。

写真データの移動について

①この写真を２枚目の写真下

までドラッグして、

②境界線が濃くなったら

ドロップします。
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移動が完了しました。
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4-8-3. 電子納品用チェック

写真情報が電子納品用に適合しているかを表示する機能です。

ＩＤ番号の背景色の解説

ＸＭＬ出力する場合、背景色を「黒」または「緑」の状態にしてから出力を行って下さい。

ID 番号が「赤」「灰」の背景色の写真は、電子納品用に適合している写真情報が入力されて

いないため正しく出力することが出来ません。

●黒
状 態 正しい電子納品です。

XML 出力 正しく出力できます。

●緑

状 態
正しい電子納品ですが、記入不要の内容が入力されています。

※記入不要の内容は、ID 番号をクリックするとメッセージ表示されます。

XML 出力

正しく出力できますが、不要な内容は出力されません。

［例］写真種を工事－災害写真と選んでいて、「工種」が選択されている

場合「工種」は不要です。※基準案（国交省 H18 年度）の場合

●灰
状 態

正しい電子納品ではありません。写真種が正しく登録されていません。

ドロップダウンリストから写真種を選択して下さい。

XML 出力 正しく出力されません。

●赤
状 態

正しい電子納品ではありません。必須記入項目が入力されていません。

写真タイトル、写真種、撮影年月日等が入力されているか確認して下さい。

XML 出力 正しく出力されません。

写真リスト内の ID 番号をクリックすると電子納品用チェックの詳細情報が表示されます。

「表示（V）」→「電子納品チェック（C）」に

チェックがされていると、写真リスト内の ID
番号の背景色が着色されます。

背景色

※電子納品用チェック…各基準（案）に適合

しているかをチェックします。
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4-8-4. スライドショー

写真リスト内の写真をスライド形式で参照します。（並びについては 4-7-2. 並びを参照）

4-8-4-1. スライドショーの表示

『ボタン操作』

①戻るボタン ：スライドショーを終了します。

②先頭ページ移動ボタン ：先頭ページへ移動します。

③前ページ移動ボタン ：前のページへ移動します。

④次ページ移動ボタン ：次ページへ移動します。

⑤最終ページ移動ボタン ：最終ページへ移動します。

⑥表示枚数 ：表示枚数を指定します。

１枚、４枚(２×２)、９枚(３×３)、１６枚(４×４)、２５枚(５×５)
⑦文字サイズ ：写真タイトル文字のサイズを指定します。（大、中、小）

⑧ヘルプボタン ：スライドショーの操作説明を表示します。

⑨ヘッダー表示 ：スライドをコントロールするパネルの表示・非表示を設定します。

「表示（V）」→「スライドショー（Ｓ）」を

クリックすると写真リスト内の画像がスラ

イド形式で表示されます。

マウスカーソルを上に移動すると、スライド

をコントロールするパネルが表示されます。

「スライドショー」ボタン   をクリック

することで、同様の操作が実行出来ます。

①

↓

②

↓

③

↓

④

↓

⑤

↓

⑥

↓

⑦

↓

⑧

↓

⑨

↓
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4-8-4-2. その他スライドショーの機能

■写真データの色別分類

スライドショー画面で、写真データの色別分類が可能です。

写真は 青・黄・赤 のカラータイルに分類することができます。

カラータイルはユーザ任意のマーク付け、例えば「採用・要・不要」等に利用するこができます。

目的の色のカラータイルをクリック後、

「戻る」ボタンでスライドショーを閉じ

ます。

青：

青：

赤：

黄：
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■写真の選択有無の指定

スライドショー画面で、写真の選択有無を指定することが出来ます。写真を選択することにより、

写真情報に同じ内容を登録する一括編集などが簡単に行えます。

スライドショーを閉じると、スライドショーでチェックを付けた写真が選択状態（紫色）になっ

ています。

選択された写真情報上で右クリックし、「写真情報の一括編集」をクリックします。

【写真情報（一括）】ダイアログが表示されますので、内容を入力し、「ＯＫ」ボタンをクリック

します。入力した内容が、選択されている写真全てに反映されます。

選択状態にする写真をチェック後、

「戻る」ボタンでスライドショーを

閉じます。

右クリック
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『マウス操作』

写真を左クリック ：カーソルをマウス位置の写真に移動します。

写真を左ダブルクリック ：マウス位置の写真を画像編集プログラムで開きます。

タイトルを左ダブルクリック ：マウス位置の写真の写真情報を開きます。

右クリック ：次のページへ移動します。

『キーボード操作』

［ESC］キー ：スライドショーを終了します。

［Enter］キー ：カーソル位置の写真を画像編集プログラムで開きます。

［Shift］+［Enter］キー ：カーソル位置の写真の写真情報を開きます。

［Home］キー ：先頭ページへ移動します。

［End］キー ：最後のページへ移動します。

［Page Up］キー ：前のページへ移動します。

［Page Down］キー ：次のページへ移動します。

［←］キー ：カーソルを左へ移動します。

［→］キー ：カーソルを右へ移動します。

［↑］キー ：カーソルを上へ移動します。

［↓］キー ：カーソルを下へ移動します。



The Master of Photo Management114

4-8-5. 表示（文字・画像）サイズの変更

ワークエリア、仕分ツリー、写真リスト上で表示される文字・画像サイズを変更できます。

4-8-5-1. 仕分ツリー・写真リスト編

仕分ツリー・写真リストの表示（文字・画像）サイズの変更を行います。

サイズタイプは「大」、「中」、「小」の３種類から選択できます。

ワーク

エリア

仕分

ツリー

写真

リスト

【サイズ：大】

【サイズ：中】

【サイズ：小】

【編集】→環境設定(N)をクリック

サイズを選択

クリック

初期設定は【サイズ：中】です。
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4-8-5-2. ワークエリア編

ワークエリアの画像の表示サイズの変更を行います。

【サイズ：大】 【サイズ：中】 【サイズ：小】

サイズを選択

クリック

初期設定は【サイズ：中】です。

【編集】→環境設定(N)をクリック
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4-8-6. サムネイル表示

写真リストに表示される写真をサムネイル表示に変更できます。

(1)サムネイル表示に切り替える

「サムネイル表示切替」ボタンをクリックします。

（【表示(V)】→「サムネイル表示切替(N)」でも同様の動作が行えます）

(1-1)サムネイル表示時のラベルを変更する

サムネイルラベルを他の項目に変更します。

通常表示 サムネイル表示

サムネイルラベル

選択されている項目が未記入の場合、

左図のように「未登録」と表示されます。

「サムネイル表示切替」ボタン
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【表示(V)】→「サムネイルラベル」をクリックし、表示させたい項目を選択します。

(２)通常表示に戻す

「サムネイル表示切替」ボタンを再度クリックします。

（【表示(V)】→「サムネイル表示切替(N)」でも同様の動作が行えます）

※通常表示時と、サムネイル表示時では「サムネイル表示切替」ボタンが変化します。

並び順が「ユーザ指定順」以外に設定さ

れている時、［並び順項目］は有効です。

4-7-2. 並び 参照。

通常表示時の「サムネイル表示切替」ボタン

サムネイル表示時の「サムネイル表示切替」ボタン
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4-9. 出力

写真はアルバム（印刷）および XML に出力することができます。

4-9-1. アルバム（写真）出力

アルバムの機能

・タイトル等の入力

・写真情報項目の編集

・直線、矩形、文字の入力

・写真の移動

・アルバムファイルの保存･呼び出し等

4-9-1-1. アルバム作成（標準アルバム）

アルバム出力ボタンあるいは「ファイル（F）」→「アルバムの作成（N）」をクリックすると「ア

ルバム作成」のダイアログが表示されます。

【アルバム作成】ダイアログが表示されます。

クリック
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アルバムリストからフォームの選択を行わないと、【OK】ボタンは使用できません。

また、選択したアルバム帳票によっては表示される項目名が写真情報入力時の項目名と

は異なる場合があります。4-5-1-1. 写真情報の編集-建築版- 参照

【画面説明】

標準ｱﾙﾊﾞﾑ ｢写真の達人｣で標準的に用意されているフォームを表示します。

拡張ｱﾙﾊﾞﾑ

標準アルバム以外のフォームを表示します。

※フォームは、開発元（アウトソーシングテクノロジー）が作成したもの

のみとなります。

ﾌｫｰﾑﾘｽﾄ 選択できるフォーム名の一覧が表示されます。

流し込み 写真を流し込む場合はチェックします。

選択のみ
写真を流し込む場合で、写真リストの選択されている物だけを流し込む場

合は、チェックします。

整理ﾌﾗｸﾞをｾｯﾄする
写真を流し込む場合で、写真リスト上で、どの写真がアルバムに使われて

いるのかを整理フラグで表示させる場合は、チェックします。

ﾍｯﾀﾞ出力
ヘッダ情報（現場、工区名等）を付加してアルバムを作成します。

※選択した帳票によってヘッダは異なります。

｢工区:｣を付加
アルバム帳票上で工区名を表示する際に、工区名の先頭に「工区:」を付加

する場合はチェックします。

例）工区名が「A 工区」の場合、[工区:A 工区]と帳票上で表示されます。

OK ﾎﾞﾀﾝ 入力された内容でアルバムを作成します。

ｷｬﾝｾﾙﾎﾞﾀﾝ アルバム作成作業を中止します。

ﾍﾙﾌﾟﾎﾞﾀﾝ アルバム作成のヘルプを表示します。

ﾌｫｰﾑ取込
拡張アルバム用のフォーム取込を行います。拡張アルバムが選択されてい

ないと操作出来ません。

ﾌｫｰﾑ削除
拡張アルバム用のフォームを削除します。拡張アルバムが選択されていな

いと操作出来ません。

リストからアルバム作成するフォームを選択し、「ＯＫ」ボタンをクリックします。
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指定したフォームでアルバムが表示されます。

▼写真アルバム３枚帳票
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ツリー情報をアルバムに表示するには

【写真レイアウト設定】ダイアログの情報選択項目でツリー情報の項目は「仕分」です。

ツリーは７階層まで作成できるので、項目も仕分１～仕分７まであります。

（仕分 1 はツリーの１階層目、仕分２は２階層目という仕組みです）

上記ツリーは３階層目まであるので、仕分１～３を［4-8-2-1. 写真情報レイアウト表示］

を参考に表示情報項目に表示させ「ＯＫ」ボタンをクリックします。

ツリー情報が表示されました。

項目名を変更するこ

ともできます。
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改行を入れるには

写真情報項目は任意で改行が行えます。但し、改行が行えない項目もありますのでご注

意ください。

写真情報項目をダブルクリックし、【写真情報編集】ダイアログを開きます。

改行を行いたい位置で【Shift】キーを押したまま【Enter】キーを押します。  マー

クは改行が入っていることを意味します。「ＯＫ」ボタンをクリックします。

改行により文字が小さく表示された場合は、

「写真ツール（H）」→「写真レイアウト（L）」
写真レイアウト設定の行数で調整して下さい。

改行が可能な項目

・写真タイトル

・施工管理値

・自由項目１

・自由項目２

・自由項目３

改行はアルバムにのみ

反映されるだけで、

その他の出力には

取り除かれます。

写真情報項目

改行
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4-9-1-2. アルバム作成（拡張アルバム）

拡張アルバムとは

使用したいアルバムが標準アルバムの中に無い場合、「写真の達人」開発元（アウトソーシング

テクノロジー）にフォーム作成を依頼することが出来ます。

作成されたフォームは「拡張アルバム」と呼ばれ、フォーム取込を行うことで拡張アルバムリス

トに表示されます。

[標準アルバム]               

[拡張アルバム] 初期設定           [拡張アルバム] フォーム依頼・取込後

初期設定では、拡張アルバムにアルバムフォームはありません。

アルバム作成を依頼し、アルバムフォームを取り込むことでリスト表示されます。
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拡張アルバム作成までの流れ

（１）．作成したいアルバムがある場合、開発元（アウトソーシングテクノロジー）にアルバム

フォームの作成を依頼します。

（２）．開発元（アウトソーシングテクノロジー）がアルバムフォームを作成し、アルバムフォ

ームデータ（cmpix_G.SSC／CMPIX_G.SSD）をメール等で依頼者に送ります。

（３）．依頼者は受け取ったアルバムフォームデータをパソコンに保存します。

（保存先はどこでも結構です）

ここでは、依頼者のデスクトップに保存用フォルダを作成し、cmpix_G.SSC／CMPIX_G.SSD
ファイルをコピーします。

（４）．「写真の達人」を起動します。

アルバムフォームを取り込む現場を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

（５）．アルバム出力ボタンあるいは「ファイル（F）」→「アルバムの作成（N）」をクリックし

ます。

クリック

「写真の達人」起動時に表示される現

場に取り込む場合は、現場選択の必要

はありません。
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（６）．【アルバム作成】ダイアログが表示されますので、拡張アルバムにチェックします。

次に、「フォーム取込」ボタンをクリックします。

（７）．【ファイルを開く】ダイアログが表示されます。

拡張アルバムデータを保存したフォルダをＷクリックして開きます。

（８）．CMPIX_G.SSD を選択し、「開く」ボタンをクリックします。



The Master of Photo Management126

アルバムを選択して、「フォーム削除」

ボタンをクリックすると、選択した

アルバムを削除することが出来ます。

（９）．取込完了メッセージが表示されますので、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

拡張アルバムが登録され、リスト表示されました。

アルバムを選択して、「ＯＫ」ボタンをクリックすると依頼したアルバムが表示されます。

拡張アルバムの登録は“現場毎”になります。

（拡張アルバムは、“フォーム取込”

を行っていない現場には表示されません。）

登録されていない現場に拡張アルバムを表示させるには、現場選択画面で登録する

現場を選択し、（５）～（９）の操作を行って下さい

拡張アルバムが登録済現場
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4-9-1-3. アルバム印刷

表示したアルバムを印刷します。

「ファイル（F）」→「印刷（P）」を選択します。

【印刷】ダイアログが表示されます。各種設定を行い「ＯＫ」ボタンをクリックします。
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アルバム表示編集機能

① 写真枠挿入      ：アルバムのカーソル位置の前に写真枠を一つ挿入します。

② 写真枠削除      ：アルバムのカーソル位置の写真を削除します。

③ 写真上移動      ：アルバムのカーソル位置の写真を一つ前に移動します。

④ 写真下移動      ：アルバムのカーソル位置の写真を一つ後ろに移動します。

⑤ 写真情報レイアウト表示：アルバムの写真情報レイアウトを変更します。

アルバム（印刷フォ－ム）例

① ② ③ ④ ⑤

※上図のフォームは左から 3 枚帳票（L 版）とべた焼き（１５）です。
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4-9-1-4. アルバム保存

作成したアルバムにタイトルをつけて保存することが出来ます。

※アルバムを保存する際に、フォルダの階層を深く（170 バイト以上）しないで下さい。

（詳しくは 7-6. アルバム/「問題が発生したため、CMPXEXE を終了します」 参照）

「ファイル（F）」→「アルバム保存（U）」をクリックします。

「アルバム保存」ダイアログが表示されます。

コメント入力欄に保存名を入力して「フォルダ指定」ボタンをクリックします。

「アルバムツリー選択」ダイアログが表示されます。

アルバム保存先フォルダを作成します。「作成」ボタンをクリックします。

作成したアルバムは「ファイル（F）」→

「アルバムを開く（O）」で呼び込むこと

ができます。
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「フォルダ作成」ダイアログが表示されます。

フォルダ名を入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。

「アルバムツリー選択」ダイアログに作成したフォルダが追加されました。

「ＯＫ」ボタンをクリックします。

フォルダのボタン操作

作成：フォルダの作成

変更：フォルダ名の変更

削除：フォルダの削除

「アルバム保存」ダイアログが表示され、保存先のフォルダが表示されています。

「実行」ボタンをクリックします。

アルバムが保存されました。「ファイルＦ」→「ビューを閉じる（Ｘ）」または、画面右上の「×」

ボタンでアルバム画面を閉じます。
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4-9-1-5. 保存アルバムの表示

保存したアルバムを表示させます。

「ファイル（F）」→「アルバムを開く（O）」をクリックします。

【アルバム】ダイアログが表示されます。

「アルバムフォルダ」内のアルバムが保存されているフォルダをクリックします。

「アルバムリスト」に表示されたアルバムを選択して「アルバムを開く」ボタンをクリック

します。

アルバムが表示されました。

「アルバムを開く」ボタン   をクリック

することで、同様の操作が実行出来ます。
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保存済みアルバムを他のユーザが開いていたら

－ネットワーク共有している場合－

保存済みアルバムが他ＰＣで開かれている場合でも、そのアルバムを表示し印刷

することが出来ます。

ただし、“読み取り専用”でアルバム表示されますので編集は行えません。

使用中のアルバムは、［アルバムを開く］

［アルバムの印刷］以外の操作は出来ま

せん。
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4-9-1-6. 保存アルバムの別名保存

保存したアルバムは別名で登録することが出来ます。

《4-8-1-5. 保存アルバムの表示》を参考に保存済みのアルバムを表示します。

写真の追加／写真並びの変更／写真レイアウトの変更等を行います。

（変更をしなくても別名で保存出来ます。）

修正が終わりましたら、アルバムを保存します。

「ファイル（F）」→「アルバム別名保存（S）」をクリックします。

「アルバム保存」ダイアログが表示されますので、タイトルとなるコメントを入力します。

保存先フォルダを指定して、「実行」ボタンをクリックします。

「アルバム別名保存」ボタン   をクリック

することで、同様の操作が実行出来ます。
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アルバムが別名で保存されました。

「ファイル（F）」→「ビューを閉じる（X）」をクリックし、アルバム画面を閉じます。

アルバムが保存されているか確認してみましょう。

「ファイル（F）」→「アルバムを開く（O）」をクリックします。

アルバムが別名で登録されました。

別のフォルダに保存したい場合は、保存

時に「フォルダ指定」を行って下さい。
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「アルバム」ダイアログボタン操作内容

①フォルダ追加  ：アルバムフォルダ内のフォルダを追加します。

②フォルダ編集  ：アルバムフォルダ内のフォルダ名を変更します。

③フォルダ削除  ：アルバムフォルダ内のフォルダを削除します。

④アルバムを開く ：アルバムリストに保存されているアルバムを開きます。

⑤アルバム名変更 ：アルバムリスト内のアルバム名を変更します。

⑥アルバムの削除 ：アルバムリスト内のアルバムを削除します。

⑦アルバムコピー ：アルバムリスト内のアルバムをコピーします。

⑧アルバムペースト：アルバムリスト内のアルバムを貼付けます。

⑨アルバムの印刷 ：アルバムの印刷ダイアログを表示します。
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4-9-1-7. アルバムのメールの送受信

「写真の達人」ではアルバムの情報を、電子メールに添付して送受信することができます。

保存したアルバムを 4-8-1-3. 保存アルバムの表示を参考に表示させます。

アルバムが表示されたら「ファイル（F）」→「送信・出力」でメールを送信したり、アルバムを

ファイル出力したりすることが出来ます。

（１）アルバムとビューアを送信（初めての送信先の場合）

アルバムデータは専用ビューアがないと表示させることが出来ません。

初めての送信先にメールする場合には「ファイル（F）」→「送信・出力」→「アルバムとビュー

アを送信（V）」を選択します。

「アルバム出力品質」ダイアログが表示されます。

オリジナルまたはサムネイルを選択し、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

「ＫＭＬ出力」ダイアログが表示されます。

保存時のアルバムタイトルがＫＭＬファイル名として反映されています。

「実行」ボタンをクリックします。 ※ファイル名を変更することも可能です。
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通常使用しているメールサービスの送信メール作成画面が表示されます。

「添付アルバム名」「工事名称」が自動記入され、送信するアルバムのデータファイル

（KML ファイル）と KML ビューアの環境設定ファイルが自動的添付されます。

宛先・メッセージ等を入力し、送信します。

画面はメールソフトにより異なります。

（２）アルバムを送信（ビューア受信済み送信先の場合）

既にビューアをインストール済みの送信先へメールする場合は「ファイル（F）」→「送信・出力」

→「アルバムを送信（M）」を選択します。

「アルバム出力品質」ダイアログが表示されます。

オリジナルまたはサムネイルを選択し、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

添付ファイル名

添付アルバム名

工事名称
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「ＫＭＬ出力」ダイアログが表示されます。

保存時のアルバムタイトルがＫＭＬファイル名として反映されています。

「実行」ボタンをクリックします。 ※ファイル名を変更することも可能です。

通常使用しているメールサービスの送信メール作成画面が表示されます。

宛先・メッセージ等を入力し、送信します。

※画面はメールソフトにより異なります。
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（３）写達アルバムメールファイルの作成

写達メールファイル（*.KML）のみを作成します。

・「メール環境がない」または「相手にメール環境がない」という場合は、写達メールファイル

のみを作成して、ＣＤ等にコピーして送付することが出来ます。

・「Windows 基本のメール環境は使えないが、独自のメール環境がある」という場合は、写達

メールファイルのみを作成して、使用している送信ツールに添付して送信することが出来ます。

「ファイル（F）」→「送信・出力」→「アルバムをファイル出力（F）」を選択します。

「アルバム出力品質」ダイアログが表示されます。

オリジナルまたはサムネイルを選択し、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。

ファイルの保存先・ファイル名等を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

写達メールファイルが指定した保存先に作成されました。

[保存先：デスクトップの場合]

写達アルバムメールを初めて使用する方へメールを送信する場合には

※｢写真の達人」インストールフォルダにあるメールビューアの環境設定ファイル

（CMVINST.EXE）もコピーして渡してください。
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（４）写達アルバムメールの受信

受信したメールの内容確認や保存はメールビューアが必要となります。

ビューアインストーラーファイル（CMVINST.EXE）をインストールすることにより使用可能と

なります。

初めて写達アルバムファイル付メールを受信した場合は、受信メールに添付された

「CMVINST.EXE」を保存します。「CMVINST.EXE」をダブルクリックします。

「警告」ダイアログより処理方法を選択し「ＯＫ」ボ

タンをクリックします。

「添付ファイルに名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。

保存先を指定し、「保存」ボタンをクリックします。 ※保存先は何処でも支障ありません。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ
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添付されているアルバムファイルをダブルクリックしてアルバムを表示させます。

アルバムが表示されました。

一度、ビューア（CMVINST.EXE）を保存すると次回からはアルバムファイルをダブルクリック

するだけでアルバムを表示することが出来ます。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ
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4-9-1-8. 写真情報レイアウト

■表示情報項目の編集

アルバムに表示されている情報(表示情報項目)は追加・削除することが出来ます。

（但し、「アルバム作成」にある「表紙」は、この機能は使用できません。）

ここでは、表示情報項目を変更する方法を説明します。

（１）．アルバム画面の「写真ツール（H）」→「写真レイアウト（L）」をクリックします。

【写真情報レイアウト設定】ダイアログが表示されます。

① ② ④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑤

⑪

⑫

⑬

⑭

表示情報項目

「写真レイアウト」ボ

タンをクリックする

ことで、同様の操作が

実行出来ます。
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①情報選択項目   アルバム (表示情報項目)が可能な、項目一覧が表示されます。

②「→」ボタン   「情報選択項目」で選択された項目を「表示情報項目」へ「追加」します。

(表示項目の追加)
③「←」ボタン      「表示情報項目」で選択された項目を「削除」します。

(表示項目の削除) （設定データの削除ではありません。）

④表示情報項目   アルバム (表示情報項目)に表示される項目一覧です。

          （「表示情報項目」の内容は、使用するアルバム詳細画面によって

          初期項目表示が違ってきます。）

・項目名  情報選択項目で選択された項目を表示します。

・行    項目内に追加する空白行を表示します

・別表示名 ここに、項目が入力されていると、アルバム表示時に別表示

名で指定した項目名を表示します。

⑤移動       (▲ボタン)…アルバム（表示情報項目）の上移動する項目を選択します。

          (▼ボタン)…アルバム（表示情報項目）の下移動する項目を選択します。

⑥取込ボタン    ユーザが別に表示情報項目を設定した表示情報項目情報を取り込みます。

⑦保存ボタン   ユーザが設定した「表示情報項目」の設定を保存します。

⑧ＯＫボタン    アルバムに表示する「表示情報項目」の内容を保存します。

⑨キャンセルボタン アルバムの表示情報の内容の設定を取り消します。

⑩ヘルプボタン   この機能についての説明が表示されます。

⑪行数       項目内に追加する空白行を追加/削除します。

⑫別表示名     初期項目にある項目名をユーザによって変更できます。

⑬項目表示割合   項目名を基準として、項目データ表示の割合を変更できます。

⑭表示列数     表示する項目の列数を変更できます。

（２）．アルバムの表示情報項目に新しい項目を追加表示します。

ここでは、「仕分けＢＯＸ」を追加しますので、情報選択項目から「仕分けＢＯＸ」を選択

し「→」ボタンをクリックします。

ここに追加します
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（３）．表示情報項目に「仕分けＢＯＸ」が追加されました。

追加すると一番下に表示されるので、「移動▲▼」ボタンで表示位置を移動します。

（４）．表示位置の調整等が終了しましたら、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

表示情報項目欄に「仕分けＢＯＸ」が追加されました。

表示情報項目で「仕分けＢＯＸ」を表示させると

アルバムで表示している写真が、仕分けツリーで、

どの仕分けＢＯＸに仕分られているか表示されます。
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■写真情報レイアウトの保存・取込

アルバムに表示されている表示情報項目は「写真情報レイアウト設定」にて変更可能ですが、一

度アルバムを閉じてしまうと、その設定は解除され、次にアルバム表示した時は初期状態に戻り

ます。

再度同じレイアウトを使用する場合は、【写真情報レイアウト】ダイアログで表示項目を設定し

た際、そのフォームを保存することで、次回アルバムを開いた時に、簡単にフォーム取り込みを

行うことが出来ます。

写真情報レイアウトの保存

ａ）選択中現場への保存

現在選択されている現場へレイアウト保存する方法を説明します。

（１）．【写真情報レイアウト設定】ダイアログでアルバムに表示または削除する項目を指定しま

す。P136《表示情報項目の編集》の（１）～（３）までの操作を行います。

（２）．項目指定が終わりましたら、「保存」ボタンをクリックします。

（３）．【写真レイアウト保存】ダイアログが表示されます。

コメントを入力し、「実行」ボタンをクリックします。

選択中の現場
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（４）．レイアウトが保存されました。

「取込」ボタンをクリックして保存されているか確認してみましょう。

（５）．【写真レイアウト取り込み】ダイアログが表示されます。

レイアウトの保存が確認出来ました。右上の「×」ボタンで画面を閉じます。

（６）．「ＯＫ」ボタンをクリックしてレイアウトの保存は終了です。

「削除」ボタンで、写真レイ

アウトリスト内のレイア

ウトを削除出来ます。
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ｂ）他現場への保存

選択中の現場で保存したレイアウトを他の現場でも使用する場合、レイアウトの保存先を他現場

に指定することが出来ます。

ここでは、他現場にレイアウト保存する方法を説明します。

（１）．【写真情報レイアウト設定】ダイアログでアルバムに表示または削除する項目を指定しま

す。P136《表示情報項目の編集》の（１）～（３）までの操作を行います。

（２）．項目指定が終わりましたら、「保存」ボタンをクリックします。

（３）． 【写真レイアウト保存】ダイアログが表示されます。コメントを入力し、「他現場選択」

ボタンをクリックします。

（４）．【現場選択】ダイアログが表示されます。

レイアウトを保存する現場を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

選択中の現場
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（５）．保存先現場に指定した現場が表示されます。「実行」ボタンをクリックして保存します。

（６）．「ＯＫ」ボタンをクリックして他現場へのレイアウトの保存は終了です。

他現場に保存したレイアウトは、他現場を現場選択し、アルバム画面の【写真情報レイアウト

設定】ダイアログ（取込ボタン）で確認して下さい。

他現場
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写真情報レイアウトの取込

ａ）選択中現場へのレイアウト取込

保存したレイアウトの取込方法を説明します。

（１）．アルバム画面の「写真ツール（H）」→「写真レイアウト（L）」をクリックします。

（２）【写真情報レイアウト設定】ダイアログが表示されます。「取込」ボタンをクリックします。

（３）．【写真レイアウト読み込み】ダイアログが表示されます。取り込むレイアウトを選択して、

「実行」ボタンをクリックします。

             にチェック

すると、「写真の達人」旧バージョンで

作成されたレイアウトがあれば、

写真レイアウトリストに表示されます。
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（４）．指定したレイアウトが表示情報項目に表示されます。

「ＯＫ」ボタンをクリックします。

保存したレイアウトで情報項目が表示されました。
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ｂ）他現場からのレイアウト取込

他現場に保存されているレイアウトを選択中の現場に取り込む方法を説明します。

（１）．P143《ａ）選択中現場へのレイアウト取込》の（１）～（２）までの操作を行います。

（２）．【写真レイアウト読み込み】ダイアログが表示されますので、「他現場選択」ボタンをク

リックします。

（３）．【現場選択】ダイアログが表示されます。

取り込むレイアウトが保存されている現場を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

（４）．「読込元現場」に指定した現場が表示されます。写真レイアウトリストには、その現場に

保存されているレイアウトが表示されますので、選択し、「実行」ボタンをクリックします。

選択中の現場

他現場

             にチェック

すると、「写真の達人」旧バージョンで

作成されたレイアウトがあれば、

写真レイアウトリストに表示されます。
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（５）．指定したレイアウトが表示情報項目に表示されます。

「ＯＫ」ボタンをクリックします。

他現場から取り込んだレイアウトで情報項目が表示されました。
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4-9-1-9. アルバムの画面からの写真情報の編集

アルバムを表示した状態で、写真情報を編集することができます。

アルバムの写真の下に写真情報の文字が表示されている欄があります。この欄をダブルクリック

すると写真情報編集用のダイアログが表示されます。

写真情報の編集ダイアログが表示されたら、通常画面からの編集と同じやり方でデータ入力を

行います。

ダブルク

リック
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4-9-1-10. 「写真の達人」メイン画面からアルバムへの写真追加

アルバムを表示した状態で、「写真の達人」メイン画面の写真をアルバムに追加することが出来

ます。ここでは、ワークエリアにある写真を表示中のアルバムに追加します。

※この作業では、「写真の達人」メイン画面とアルバム画面を並べて表示しますので、各画面を

全画面で表示している方は、画面右上にある「元に戻す（縮小）」ボタンで各画面サイズを小さ

くして下さい。

メイン画面とアルバム画面を並べて表示します。アルバム画面で写真を取り込むページを表示さ

せておき、メイン画面の写真をアルバム上にドラッグ＆ドロップします。

写真が追加されました。

写真位置の調整や削除は、アルバム表示編集機能の

各ボタンで指定して下さい。

①写真枠挿入：アルバムのカーソル位置の前に写真枠を一つ

挿入します。

②写真枠削除：アルバムのカーソル位置の写真を削除します。

③写真上移動：アルバムのカーソル位置の写真を一つ前に

移動します。

④写真下移動：アルバムのカーソル位置の写真を一つ後ろに

移動します。

① ② ③ ④
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4-9-2. XML 出力

写真リストに仕分られた写真は、XML 出力することができます。

※工事情報（4-1-3 工事情報 参照）で東京都下水道局にチェックしていると東京都下水道局仕

様の出力になります。

（注意）

・出力される写真は、「写真リスト」内にある写真に限られます。

ワ－クエリア内の写真、フィルタにより表示されていない写真は出力されません。

・写真の並びは、「写真リスト」の並びの通りになります。（4-7-2. 並び 参照）

・仕分 BOX のツリー構造は出力されません。

XML 出力ボタンあるいは「ファイル（F）」→「DB ファイル出力（S）」
→「XML 出力（X）」をクリックすると、「XML 出力」のダイアログ

ボックスが表示されます。

    

媒体直接出力：媒体に直接書き込む場合に選択します。

作業用出力：CD-R や DVD など直接書き込めない場合・後で書き込みたい場

合に選択します。

電子納品のチェックの有無を、選択します。（土木版のみ）

（4-7-3. 電子納品用チェック 参照）

XML 出力したものは「ファイル（F）」→「DB ファイル取込（L）」→「XML 取込み（X）」で

取込むことができます。※工種・種別・細別で仕分 BOX が構成されます。

詳しくは、P52「4-3-3. XML からの取込」をご覧ください。

クリック
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4-9-3. HTML 出力

写真リストに表示されている写真を HTML 出力します。

（注意）

・出力される写真は、「写真リスト」内にある写真に限られます。

ワ－クエリア内の写真、フィルタにより表示されない写真は出力されません。

・写真の並びは、「写真リスト」の並びの通りになります。（4-7-2. 並び 参照）

「ファイル（F）」→「DB ファイル出力（S）」→「HTML
出力（H）」をクリックすると、「HTML 出力」のダイア

ログボックスが表示されます。

※HTML 出力画面項目

出力先       出力するＨＴＭＬファイルのディレクトリを選択します。

         （存在しないディレクトリを入力しても可能）

HTML タイトル 出力するタイトル名を入力します。

ＯＫボタン     ＨＴＭＬ形式でファイルを出力します。

キャンセルボタン  ＨＴＭＬ形式でファイル出力を取り消します。
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出力するタイプ(３種類)
・表示写真すべて     選択した仕分ボックスのリストに表示された画像を出力します。

・選択写真のみ       仕分ボックス内にある選択された画像のみを出力します。

・全写真(現工区内、仕分付き)  選択された１つの工区内すべての画像を出力します。

※「表示写真すべて」、「選択写真のみ」を選択して出力

した場合

※画像ファイル名をクリックすると、

別ウィンドウで開かずに画像がそのまま大きく表示されます。

全写真（現工区内、仕分付き）を

選択して出力した場合
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4-9-4. ディレクトリ出力

写真リストに仕分られた写真は、ディレクトリ出力することができます。

※国土交通大臣官房官長営繕部監修「工事写真の撮り方」に準拠

（注意）

ディレクトリ出力では、現在開かれている工区の全てのデータが出力されます。

ワ－クエリア内の写真は出力されません。

「ファイル（F）」→「DB ファイル出力（S）」→「ディレ

クトリ出力（D）」をクリックすると、「ディレクトリ出力」

のダイアログボックスが表示されます。

ディレクトリ出力ダイアログに表示されている[ディレクトリビューア用の DB 出力]にチェック

を入れると、ディレクトリ出力と同時に DB 構築（共）を行ってくれます。6-4. DB 構築 参照

4-9-5. 写達形式出力

写真リストに表示されている写真を写達形式に出力します。

（注意）

・出力される写真は、「写真リスト」内にある写真に限られます。

ワ－クエリア内の写真、フィルタにより表示されない写真は出力されません。

・写真の並びは、「写真リスト」の並びの通りになります。（4-7-2. 並び 参照）

・仕分 BOX のツリー構造は選択されている部分以降が作成されます。

「ファイル（F）」→「DB ファイル出力（S）」→「写達

形式出力（C）」をクリックすると、「写達形式出力」のダ

イアログボックスが表示されます。

出力先、現場名、ビューア出力の有無、空になっている仕分 BOX の出力有無が指定出来ます。
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4-9-6. TOOLS Camera 用出力

ツールズ社が行う ASP サービス TOOLS Camera との連携を行います。

「写真の達人」で作成したツリー構造を TOOLS Camera に取り込むために出力を行います。

「ファイル（F）」→「DB ファイル出力（S）」→「TOOLS 
Camera 用出力（T）」をクリックします。

ＩＤとパスワードを入力し、「ＯＫ」ボタンを押しま

す。

担当現場が表示されますので、

取り込みたい現場を選択後、「ＯＫ」

ボタンを押します。

アップロード完了メッセージが表示されますので、

「ＯＫ」ボタンを押します。

出力後の操作方法は、ツールズ社の操作マニュアルをご覧ください。
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4-9-7. バックアップ

バックアップでは、現在使用中の現場データを指定の出力先にバックアップします。

「ファイル（F）」→「メンテナンス」→「バックア

ップ(B)」をクリックすると、「バックアップ」の

ダイアログボックスが表示されます。

（操作手順）

・出力先ディレクトリ、出力タイプ等を指定します。

・「チェック」ボタンを押して、必要と思われるメディアの枚数を確認し、

メディアを用意します。

（ここで表示されるメディアの枚数は、あくまで参考値ですので実際の必要枚数と異なる場合

があります。）

・「OK」ボタンを押すとバックアップを開始されます。

（詳細説明）

「出力タイプ－媒体に合わせる」とは、出力先の空き容量に合わせて出力する機能です。

「媒体直接出力」は、媒体に直接出力するときに指定します。

「作業用出力」は、CD-R 等に書き込む時などの為に、一時的に出力する場合に選択します。

指定された出力先ディレクトリの下に「Disk1」「Disk2」…が作成され、それぞれの媒体毎のデ

ータが格納されます。

「差分コピー」とは、前回のバックアップからの変更分だけを複写する機能です。

バックアップしたデータは、バックアップの復元機能で復元します。

【通常のバックアップ（差分の指定無し）について】

ＣＤ-Ｒ・ＤＶＤへの出力

ＣＤ-Ｒ・ＤＶＤへは直接出力する事は出来ません。ＣＤ-ＲやＤＶＤに出力する場合は、

作業用出力を行った後、ＣＤ-ＲやＤＶＤに書き込むツールで書き込みして下さい。
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・出力先に、ファイルやフォルダがある場合出力は行えません。出力先を空にするか、出力先

を変えて実行して下さい。

【差分指定のバックアップ（差分の指定有り）について】

・前回にバックアップを行ったディスクに対して出力するので、前回のバックアップ先を指定

して下さい。

・複数枚に出力されたバックアップに対して行えません。

・ディスクの空き容量の不足により中断してしまった場合、そのバックアップディスクはバッ

クアップデータとして利用できません。

・「チェック」ボタンによる必要と思われるメディアの枚数は参考になりません。

4-9-8. バックアップの復元

「ファイル（F）」→「メンテナンス」→「バックアップ復元」をクリックすると、「バックアッ

プ復元」のダイアログボックスが表示されます。

（操作手順）

・復元もとディレクトリを指定します。

・「復元もとチェック」ボタンを押して、復元する現場を確認します。

・復元先を指定（確認）します。

（ダイアログを開いたときに自動的に架空のディレクトリが設定されているので、ドライブの

空き容量に問題なければそのまま実行出来ます。）

・「OK」ボタンを押すと復元が開始されます。

・メディアの交換など、メッセージに従って進めて下さい。
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4-10. ネットワーク

「写真の達人」がインストールされているＰＣが複数台ある場合、共有のネットワーク先に

現場データを置くことで、１つの現場データを複数人で管理ことができます。

※現場データを共有して写真整理を行う場合は「写真の達人」のバージョンを揃えて下さい。

※「ネットワークドライブの割り当て」を行う必要はありません。

［各自のＰＣ内に現場データがある場合］

［共有のネットワーク先に現場データがある場合］

※同現場の同写真（情報）は同時に編集できません。

A さん B さん Ｃさん

現場データ 現場データ 現場データ

各マシンでローカルに現場を作成し、

写真を整理。

最終的に、誰かのマシンで１つにまとめる

作業を行う。

A さん B さん Ｃさん

現場データ

A.B.C さんが共有で使用しているネットワー

ク先のフォルダに現場データを置くことで

１つの現場データを同時に編集することが

出来ます。

A さん B さん Ｃさん
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4-10-1. 現場データをネットワーク先に保存する

●現場データの確認

（1）現在整理している現場データが、どこに保存されているのかを確認します。

「ファイル」→「現場の選択」をクリックし、【現場選択】ダイアログを表示します。

（2）共有する現場をクリックし、現場ディレクトリ名と現場リストディレクトリを確認します。

（3）現場ディレクトリ名と現場リストディクトリの確認が完了したら「写真の達人」を

終了します。

現場ディレクトリ名

選択した現場データが保存

されているフォルダ名

現場リストディレクトリ

選択した現場ﾃﾞｰﾀが保存

されている場所

選択した現場の現在の保存先は、

C ドライブの CMPIX フォルダの中にある GD0010

フォルダという事が分かります。
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●ネットワーク先へ現場データをコピーする

（1）あらかじめ、現場データを保存するフォルダを共有のネットワーク先に作成しておきます。

（2）[●現場データの確認]で確認した現場データの保存場所をエクスプローラ等で表示し、

  現場データをコピーします。

  

   ▼エクスプローラ

（3）共有のネットワーク先に作成したフォルダに現場データを貼り付けます。

コピー

貼り付け

エクスプローラの表示
「スタート」ボタンを右クリック

→「エクスプローラ」を選択
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4-10-2. 写真の達人にネットワーク先の現場を表示する

ネットワーク先の現場を表示するには、「ディレクトリ変更」ボタンから直接ネットワーク先を

指定、またはパスを直接入力します。※「ネットワークドライブの割り当て」の必要はありません。

▼現場選択ダイアログ

写真の達人を起動し、「ファイル」→「現場の

選択」をクリックし、【現場選択】ダイアログ

を表示します。

「ディレクトリ変更」ボタンをクリックします。

[ネットワーク]をクリックし、現場データが保存

されている共有のネットワーク先を指定します。

現場データを保存しているフォルダを選択し、

「ＯＫ」ボタンをクリックします。
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ネットワーク先の現場が表示されます。

現場を選択し、「実行」ボタンで現場を表示

します。

「現場リストディレクトリ」が変化します。

    上記操作では、「ディレクトリの変更」ボタンでフォルダを指定しましたが、

現場リストディレクトリにパスを直接入力することも出来ます。

エクスプローラで現場データまでたどり、表示されたアドレスバーをコピーして、     

    現場リストディレクトリに貼り付けます。

    ▼エクスプローラ

    

   ▼写真の達人

     

①コピー

②貼り付け

ネットワーク先の現場データ
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「写真の達人」起動時に開く現場データがネットワーク先にあり、ネットワーク先に

対するログオンが未完了の場合にログオン画面を表示します。

ログオンが出来れば現場が表示されます。

※ログオンが出来なかった場合は、現場が選択されていない状態になります。

ネットワーク先に対するユーザー名と

パスワードを入力してください。

入力後 OKボタンをクリックすると

現場が選択された状態で起動します。
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4-10-3. 現場データの編集

共有した現場データは複数ユーザで同時に編集することができます。

ただし、同現場の同写真（情報）は同時に編集できません。

既に編集をしているユーザがいると下記のようなメッセージでお知らせます。

下記メッセージのカッコ（）内に記載されているコンピュータ名の箇所には既に編集を行ってい

るユーザのコンピュータ名が表示され、使用（編集）を行っているユーザが分かります。

コンピュータ名は【マイ コンピュータ】を右クリックしプロパティを選択、

【コンピュータ名】タブ内に記載されている「フル コンピュータ名」で確認できます。

参照モードで開く場合は［OK］

開かない場合は［キャンセル］をクリックしてください。

コンピュータ名

使用しているユーザの

コンピュータ名が表示される。
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Ｑ：ツリー内の仕分け BOX を簡単に移動したい

Ａ：Alt キーを押しながら作業すると簡単に移動することができます。

ここでは、仮設工事を一番下に移動します。

ツリー内の仕分け BOX の移動について

①仮設工事仕分け BOX をクリックして、

キーボードの Alt キーを押します。

②Alt キーを押したまま、キーボードの

カーソルキー   をクリックして下

に移動させます。
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5. カメラメモによる写真整理（リコー社製カメラ使用者専用）

リコー社製カメラの機能（カメラメモ）を利用して、写真を整理する事ができます。

カメラメモとはカメラで撮影した画像に撮影内容などの情報を付加する機能です。

※カメラメモの操作方法はカメラのマニュアルをお読みください。

カメラの付属ソフト「list Editor」のインストールを事前に行って下さい。

5-1. タイプ（標準/拡張）について

選択したタイプによりカメラメモ上での表示（選択）方法が異なります。

標準と拡張の違いを表現するために、出力対象の仕分け BOX を同じ内容として説明します。

※タイプの変更は【編集(E)】→【カメラメモ】→【カメラメモ環境設定】より行って下さい。
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5-1-1. 標準タイプ

標準タイプでは項目毎に１つの仕分 BOX を選択していきます。（下図参照）

仕分 BOX１-仕分 BOX５は階層順になります。また、標準タイプではカメラメモモード１とモー

ド２に対応しています。

カメラメモモード１

カメラメモ反映例）

仕分 BOX１

仕分 BOX２
仕分 BOX３

仕分 BOX４

仕分 BOX５

リストエディタ反映例）



The Master of Photo Management172

カメラメモモード２

リストエディタ反映例）
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5-1-2. 拡張タイプ

拡張タイプでは第 1 項目を仕分 BOX、第２－第５項目を「写真の達人」写真情報との連携項目

の設定を行います。設定された連携項目は画像取込み時に、自動的に写真情報として付加されま

す。

項目名 ：カメラメモで表示される項目名

写達項目名 ：連携を行う「写真の達人」写真情報項目名

選択肢サンプル ：カメラメモ上での選択肢が表示されます。（上記画面では全ての選択肢が表

示されない場合があります）

第 2 項目以降は「写真の達人」

写真情報との連携項目の設定が

行えます。

カメラメモ反映例）

第１項目（仕分 BOX）

第２－５項目

（写真の達人：写真情報との

連携項目設定）
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このタブを開いた状態

リストエディタ反映例）
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5-2. 標準タイプ

標準タイプで「写真の達人」で作成したツリー情報をカメラメモに登録、カメラメモ付き写真の

取り込みを行います。

5-2-1. 作業フロー

作業フローは下記の通りです。

凡例：
「写真の達人」上での作業

「 List Editor」、カメラ上での作業*

*「List Editor」とはリコー社製カメラの付属ソフトです。

カメラメモ機能をお使いになる方はあらかじめインストールを行って下さい。

カメラメモ付き写真の「写真の達人」への取込

「写真の達人」でツリー（仕分 BOX）作成

カメラメモの環境設定を行う

リストエディタファイル出力設定

カメラへ転送

*「環境設定」は一度変更を行うと記憶されますので、

毎回設定を行う必要はありません。初めてお使いになる際や、

拡張タイプを使用していた時等に設定を行って下さい。

リストエディタファイル出力

カメラメモ付き写真の撮影

カメラメモ付き写真の PC への取込
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5-2-2. カメラメモ環境設定

カメラメモ環境設定より「標準タイプ」に設定します。

「編集(E)」→「カメラメモ」→「カメラメモ環境設定」をクリックします。

「カメラメモ環境設定」ダイアログが表示されます。

※カメラメモ選択肢上限は御使いのカメラによって異なりますのでご注意ください。

①チェック

②選択

③カメラメモ

選択肢上限

入力

④クリック
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5-2-3. リストエディタファイル出力設定

カメラに登録したい仕分 BOX、カメラメモモードを設定します。出力を行う際は必ずカメラメ

モ環境が「標準タイプ」になっている事をご確認ください。（5-2-2. カメラメモ環境設定 参照）

「編集(E)」→「カメラメモ」→「リストエディタファイル出力設定」をクリックします。

「リストエディタファイル出力設定（標準タイプ）」ダイアログが表示されます。
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一括チェック補助機能

一括チェック補助機能を使用すると、仕分 BOX へのチェックの付け外しが簡単に行えま

す。また対象となる仕分 BOX はカーソル以降となります。

カメラメモとして登録を行いたい仕分 BOX にチェックを付けます。

チェックを付ける仕分 BOX は仕分け先の BOX だけで結構です。（仕分け先の親の BOX にチェ

ックする必要はありません）また、最上部の工区名が記載されている仕分 BOX にはチェックを

付ける事はできません。

サブ BOX の無い BOX にチェックを付けた場合

※上図の例ではカーソルは工区名が記載されている

仕分 BOX にあります
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カメラメモモードの選択を行って、リストエディタファイル出力設定の完了です。
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5-2-4. リストエディタファイル出力

リストエディタファイル出力を行います。

「リストエディタファイル出力」ボタンをクリックします。

「リストエディタファイル出力」ダイアログが表示されます。「参照」ボタンをクリックします。

保存する場所を指定、ファイル名を入力後「保存」ボタンをクリックします。
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履歴用コメントを入力し「OK」ボタンをクリックして出力完了です。

リストエディタファイル出力を行ったデータは全て履歴に保存されます。

履歴リストに表示させるコメントを入力します。（編集可）
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5-2-5. カメラへ転送

リストエディタファイルをカメラに転送します。PC とカメラを接続させた状態で下記作業を行

って下さい。「List Editor」に関する詳細はリコーマニュアルをお読みください。

エクスプローラで出力したファイルを参照し、ダブルクリックします。

「List Editor」が起動します。「カメラへ転送」ボタンをクリックします。

「OK」ボタンをクリックして、カメラへの転送が完了となります。
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5-2-6. カメラメモ付き写真の撮影

カメラメモ付き写真の撮影を行います。詳しくはリコーマニュアルをお読み下さい。

5-2-7. カメラメモ付き写真の PC への取込

「写真の達人」へ取り込む前に写真データを PC のローカルフォルダへ移動します。カメラ関連

の詳細説明はリコーマニュアルをお読みください。

■取込前の注意事項

・RICOH カメラ付属の CD-ROM より、『ソフトウェア』をインストール後に行って下さい。

インストールされていないと、「写真の達人」でカメラメモ情報を表示することが出来ません。

・カメラメモに登録した現場と同一の現場、工区を開いて下さい。

・カメラメモ環境が「標準タイプ」になっている事をご確認ください。（5-2-2. カメラメモ環境

設定 参照）

【マイコンピュータ】を開き新たにデバイスが追加されている事を確認し、追加されたデバイス

をダブルクリックで開きます。

仕分 BOX１

仕分 BOX２

仕分 BOX３

仕分 BOX４

仕分 BOX５

：鉄筋工事

：配筋検査

：14F

：柱

：C1

カメラメモ

Disp. OK メモ ONメモ OFF

01/16

カメラメモ付き写真でない場合は、（仕分）

BOX へ自動的に仕分が行われません。

カメラを PC に繋ぐと新たにデバイスが

追加されます。
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写真が格納されているフォルダを開きます。

「写真の達人」の取り込みを行いたい写真を選択し、任意のフォルダ（ローカル）にドラッグ&
ドロップして下さい。

写真データをローカルフォルダに

ドラッグ&ドロップ
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5-2-8. カメラメモ付き写真の「写真の達人」への取込

「写真の達人」へ取り込みを行います。カメラメモ付き写真には仕分ツリーの情報が保持されて

いるため自動的に BOX に仕分けられます。また、取り込みの方法には「ドラッグ&ドロップ」

より行う方法と「写真取込み機能」行う方法と 2 種類あります。

「写真の達人」への取り込みを行う前に必ず「5-2-7. カメラメモ付き写真の PC への取込」を行

って下さい。

推奨：「ドラッグ&ドロップ」

ワークエリアにドラッグ&ドロップする事によりカメラメモ付き写真は自動的に仕分 BOX へ仕

分けが行われます。

カメラメモ付き写真を「写真の達人」ワークエリアにドラッグ&ドロップします。

カメラメモの情報をもとに、各仕分 BOX に写真を自動的に振り分けます。

カメラから直接の「ドラッグ&ドロップ」

取り込みがうまくいかない場合は、一度

カメラからローカルディスクに写真デー

タを移動したのち行って下さい。

ワークエリア
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自動振り分けされない写真がある時は

以下の場合、自動振り分けが行われずワークエリアに写真が残ります。

●仕分ＢＯＸが無くなっている場合

リストエディタ出力後、仕分けＢＯＸを削除してしまうと、振り分ける先が見つからず

自動振り分けされません。

＜対処方法＞

画像をＷクリックし、画像編集画面を表示します。

「情報」ボタンに仕分け先の情報が記載されているので、

足りないＢＯＸを作成し「自動仕分実行」ボタンを

クリックします。

●カメラメモ環境設定のタイプ［標準/拡張］を変更した場合

リストエディタ出力後にカメラメモのタイプを変更すると、自動仕分けされません。

＜補足＞

「標準」タイプのカメラメモ付き写真を取りこむ時は、カメラメモ環境設定のタイプは

「標準」になっていなければなりません。

＜対処方法＞

画像をＷクリックし、画像編集画面を表示します。

「情報」ボタンに仕分け先の情報が記載されていますので、どちらのタイプで出力

されたものか確認し、【カメラメモ環境設定】ダイアログで変更します。

変更後、「自動仕分実行」ボタンをクリックします。

●RICOH カメラ付属の CD-ROM 内の『ソフトウェア』をインストールしていない場合

『ソフトウェア』がインストールされていないと、カメラメ情報を「写真の達人」で

表示することが出来ません。カメラメモを付けて写真撮影したはずなのに、

画像編集画面の「情報」ボタンで写真情報を見ると、カメラメモの情報が付いていない。

このような場合は、『ソフトウェア』がインストールされていないのが原因です。

＜対処方法＞

『ソフトウェア』のインストールを行って下さい。

－標準タイプ（例）－

仕分け BOX１：鉄筋工事

仕分け BOX２：配筋検査

仕分け BOX３：14Ｆ

仕分け BOX４：柱

仕分け BOX３：c1

－拡張タイプ（例）－

c1-柱-14F-配筋検査-鉄筋工事
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■「写真取込み」機能からの取り込み

「写真ファイル取込」ボタンをクリックします。

「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。取り込みを行いたいファイルを選択（複数選択

可）し「開く」ボタンをクリックします。

カメラメモの情報をもとに、各仕分 BOX に写真を自動的に振り分けます。

「ファイル」→「写真取込み（ファイル）」からでも行えます。
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5-2-9. 参考図の切り離し

間違ったカメラメモ情報が付いている写真を自動仕分けしてしまった時など、参考図と写真を

切り離すことが出来ます。切り離した写真は、カメラメモ情報を編集することで正しく自動仕分

することが出来ます。

(※カメラメモ情報の編集については、5-4 仕分け情報編集（カメラメモ情報を編集する）をご覧ください)

（例）6 階の写真を、カメラメモでは「8 階」と指定して撮影してしまった。

   そのため「写真の達人」の自動仕分けを行った際、実際は 6 階の写真であるのに 8 階の仕分け BOX に

振り分けられ、6 階の写真と 8 階の参考図が連携してしまった。

▼6 階の写真+8 階の参考図            ▼6 階の写真       ▼ﾀﾞﾐｰ画像+8 階の参考図

＜操作方法＞

（１）．切り離したい写真または写真情報上で右クリックし、「参考図の切り離し」を選択します。

（複数選択可）

（２）．「参考図の切り離し」メッセージが表示されます。

切り離した写真をどこに保管するか選択します。

「ワークエリア内」ボタン 切り離された写真をワークエリアに保管します。

「仕分 BOX 内」ボタン 切り離された写真を仕分け BOX 内に保管します。

「キャンセル」ボタン メッセージを閉じ、切り離しをキャンセルします。

6 階の写真

8 階の参考図

切り離し

6 階の写真と 8階の参考図が切り離されます

[編集(E) ]メニュー→[参考図の

切り離し]からでも同様の操作が

行えます。
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・「ワークエリア内」を選択

・「仕分け BOX 内」を選択

写真はワークエリアに

保管されます。

写真は、切り離した写真が仕分けられている

仕分け BOX に保管されます。

下記の場合は、参考図の切り離しを行いません。

・写真が「正しい画像に差し替えて下さい」の場合

・写真情報で「参考図固定」が設定されている場合           
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5-2-10. 履歴の読み込み

過去にリストエディタファイル出力を行ったデータの読み込みを行います。なお履歴は現場毎で

管理されています。

（１）．「履歴一覧」ボタンをクリックします。

（２）．「リストエディタファイル出力履歴」ダイアログが表示されます。履歴一覧リストより読

み込みを行いたいデータを選択、「読み込み」ボタンをクリックします。

履歴一覧 出力日時 出力した日時が表示されます。

コメント コメントが表示されます。

工区名 出力したデータの工区が表示されます。

カメラメモモード 出力したデータのカメラメモモードが表示されます。

履歴一覧リスト
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出力ファイル名 出力時のパスが表示されます。パスは出力時のものですの

で、その後出力したファイル（mta ファイル）を移動して

も表示は変更されませんが、読み込みは行えます。

「読み込み」ボタン 履歴一覧上で選択したデータの読み込みが行われます。

「コメント編集」ボタン 履歴一覧で選択したデータのコメントを編集します。

「削除」ボタン 履歴一覧で選択したデータを削除します。

「キャンセル」ボタン 履歴の読み込みを中止します。

「ヘルプ」ボタン ヘルプを参照します。

履歴が読み込まれました。
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5-3. 拡張タイプ

拡張タイプで「写真の達人」で作成したツリー情報をカメラメモに登録、カメラメモ付き写真の

取り込みを行います。

5-3-1. 作業フロー

作業フローは下記の通りです。

凡例：
「写真の達人」上での作業

「 List Editor」上での作業*

*「List Editor」とはリコー社製カメラの付属ソフトです。

カメラメモ機能をお使いになる方はあらかじめインストールを行って下さい。

カメラメモ付き写真の「写真の達人」への取込

「写真の達人」でツリー（仕分 BOX）作成

カメラメモの環境設定を行う

リストエディタファイル出力設定

カメラへ転送

*「環境設定」は一度変更を行うと記憶されますので、

毎回設定を行う必要はありません。初めてお使いになる際や、

標準タイプを使用していた時等に設定を行って下さい。

リストエディタファイル出力

カメラメモ付き写真の撮影

カメラメモ付き写真の PC への取込
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5-3-2. カメラメモ環境設定

カメラメモ環境設定より「拡張タイプ」に設定します。

「編集(E)」→「カメラメモ」→「カメラメモ環境設定」をクリックします。

「カメラメモ環境設定」ダイアログが表示されます。

※カメラメモ選択肢上限は御使いのカメラによって異なりますのでご注意ください。

①チェック

②選択

④クリック

③カメラメモ

選択肢上限

入力
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5-3-3. リストエディタファイル出力設定

カメラに登録したい仕分 BOX、カメラメモモードを設定します。出力を行う際は必ずカメラメ

モ環境が「拡張タイプ」になっている事をご確認ください。（5-3-2. カメラメモ環境設定 参照）

「編集(E)」→「カメラメモ」→「リストエディタファイル出力設定」をクリックします。

「リストエディタファイル出力設定（拡張タイプ）」ダイアログが表示されます。
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一括チェック補助機能

一括チェック補助機能を使用すると、仕分 BOX へのチェックの付け外しが簡単に行えま

す。また対象となる仕分 BOX はカーソル以降となります。

カメラメモとして登録を行いたい仕分 BOX にチェックを付けます。

チェックを付ける仕分 BOX は仕分け先の BOX だけで結構です。（仕分け先の親の BOX にチェ

ックする必要はありません）また、最上部の工区名が記載されている仕分 BOX にはチェックを

付ける事はできません。

サブ BOX の無い BOX にチェックを付けた場合

※上図の例ではカーソルは工区名が記載されている

仕分 BOX にあります
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写真情報をカメラメモに追加、または 選択肢名称の変更を行いたい場合は「詳細設定」ボタン

より設定を行います。

（5-3-3-1. 詳細設定 5-3-3-2. 詳細設定-仕分 BOX 以外の選択項目設定 参照）
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5-3-3-1. 詳細設定

カメラメモの詳細（選択肢名称の変更）を設定します。

「詳細設定」ボタンをクリックします。

第 1 項目リストより変更を行いたい選択肢名称をクリックで選択し、「選択肢名称変更」ボタン

をクリックします。（複数選択不可）

第 1 項目リスト

*選択肢名称とはカメラの画像モニター上で

表示されるカメラメモの選択項目です。

仕分 BOX

施工管理値

：C1-柱-14F-配筋

：○×△

カメラメモ

Disp. OK メモ ONメモ OFF

画像モニター

選択肢名称
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「仕分 BOX 選択肢名称変更」ダイアログが表示されます。新しい選択肢名称を入力し、「OK」

ボタンをクリックします。

選択肢名称が変更されました。

「閉じる」ボタンをクリックして完了です。

※仕分 BOX 以外の選択項目の設定を行いたい際は、5-3-3-2. 詳細設定-仕分 BOX 以外の選択項

目設定を参照して下さい。
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5-3-3-2. 詳細設定-仕分 BOX 以外の選択項目設定

仕分 BOX 以外の選択項目をカメラメモとして設定します。

設定を行いたい項目設定ボタンをクリックします。

「カメラメモ選択項目設定（第*項目）」ダイアログが表示されます。

項目設定ボタン
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「写達連携項目」を ボタンより設定します。

項目名を入力します。（項目名と写達項目連携を同一にする事を推奨します）

選択肢の追加を行います。「追加」ボタンをクリックします。

*項目名とはカメラの画像モニター上で

表示されるカメラメモの項目名称です。

項目名

*

画像モニター

仕分 BOX１

施工管理値

：C1-柱-14F-配筋

：○×△

カメラメモ

Disp. OK メモ ONメモOFF

*選択肢とはカメラの画像モニター上で

表示されるカメラメモの選択項目です。

仕分 BOX１

施工管理値

：C1-柱-14F-配筋

：○×△

カメラメモ

Disp. OK メモ ONメモOFF

画像モニター

選択肢

*

「写達項目連携」は「写真情報」との連携を

意味します。写真取り込み時には選択肢で付加

した情報が自動的に写真情報に記載され取り込

まれます。
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「選択肢追加（第*項目）」ダイアログが表示されます。追加する選択肢を入力し、「OK」ボタン

をクリックします。

選択肢が追加されました。さらに追加を行いたい場合は、「追加」ボタンより同じ作業を繰り返

し行ってください。

選択肢の追加が終わりましたら、「OK」ボタンをクリックします。
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仕分 BOX 以外の選択項目が追加されました。「閉じる」ボタンをクリックします。



The Master of Photo Management203

5-3-4. リストエディタファイル出力

リストエディタファイル出力を行います。

「リストエディタファイル出力」ボタンをクリックします。

「リストエディタファイル出力」ダイアログが表示されます。「参照」ボタンをクリックします。

保存する場所を指定、ファイル名を入力後「保存」ボタンをクリックします。
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履歴用コメントを入力し「OK」ボタンをクリックします。

リストエディタファイル出力を行ったデータは全て履歴に保存されます。

履歴リストに表示させるコメントを入力します。（編集可）
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5-3-5. カメラへ転送

リストエディタファイルをカメラに転送します。PC とカメラを接続させた状態で下記作業を行

って下さい。

エクスプローラで出力したファイルを参照し、ダブルクリックします。

「List Editor」が起動します。「カメラへ転送」ボタンをクリックします。

「OK」ボタンをクリックして、カメラへの転送が完了となります。
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5-3-6. カメラメモ付き写真の撮影

カメラメモ付き写真の撮影を行います。詳しくはリコーマニュアルをお読み下さい。

5-3-7. カメラメモ付き写真の PC への取込

「写真の達人」へ取り込む前に写真データを PC のローカルフォルダへ移動します。カメラ関連

の詳細説明はリコーマニュアルをお読みください。

■取込前の注意事項

・RICOH カメラ付属の CD-ROM より、『ソフトウェア』をインストール後に行って下さい。

インストールされていないと、「写真の達人」でカメラメモ情報を表示することが出来ません。

・カメラメモに登録した現場と同一の現場、工区を開いて下さい。

・カメラメモ環境が「拡張タイプ」になっている事をご確認ください。（5-2-2. カメラメモ環境

設定 参照）

・カメラメモに転送した情報を「リストエディタファイル出力履歴」より読み込んでおいて下さ

い。（5-3-9. 履歴の読み込み 参照）

【マイコンピュータ】を開き新たにデバイスが追加されている事を確認し、追加されたデバイス

をダブルクリックで開きます。

カメラメモを付き写真でない場合は、（仕分）

BOX へ自動的に仕分が行われません。

仕分 BOX

施工管理値

：C1-柱-14F-配筋

：○×△

カメラメモ

Disp. OK メモ ONメモ OFF

カメラを PC に繋ぐと新たにデバイスが

追加されます。
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写真が格納されているフォルダを開きます。

「写真の達人」の取り込みを行いたい写真を選択し、任意のフォルダ（ローカル）にドラッグ&
ドロップして下さい。

写真データをローカルフォルダに

ドラッグ&ドロップ
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5-3-8. カメラメモ付き写真の「写真の達人」への取込

「写真の達人」へ取り込みを行います。カメラメモ付き写真には仕分ツリーの情報が保持されて

いるため自動的に BOX に仕分けられます。また、取り込みの方法には「ドラッグ&ドロップ」

より行う方法と「写真取込み機能」行う方法と 2 種類あります。

「写真の達人」への取り込みを行う前に必ず「5-2-7. カメラメモ付き写真の PC への取込」を行

って下さい。推奨：「ドラッグ&ドロップ」

ワークエリアにドラッグ&ドロップする事によりカメラメモ付き写真は自動的に仕分 BOX へ仕

分けが行われます。

カメラメモ付き写真を「写真の達人」ワークエリアにドラッグ&ドロップします。

カメラメモの情報をもとに、各仕分 BOX に写真を自動的に振り分けます

カメラから直接の「ドラッグ&ドロップ」

取り込みがうまくいかない場合は、一度

カメラからローカルディスクに写真デー

タを移動したのち行って下さい。

ワークエリア
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自動振り分けされない写真がある時は

以下の場合、自動振り分けが行われずワークエリアに写真が残ります。

●仕分ＢＯＸが無くなっている場合

リストエディタ出力後、仕分けＢＯＸを削除してしまうと、振り分ける先が見つからず

自動振り分けされません。

＜対処方法＞

画像をＷクリックし、画像編集画面を表示します。

「情報」ボタンに仕分け先の情報が記載されているので、

足りないＢＯＸを作成し「自動仕分実行」ボタンを

クリックします。

●カメラメモ環境設定のタイプ［標準/拡張］を変更した場合

リストエディタ出力後にカメラメモのタイプを変更すると、自動仕分けされません。

＜補足＞

「拡張」タイプのカメラメモ付き写真を取りこむ時は、カメラメモ環境設定のタイプは

「拡張」になっていなければなりません。

＜対処方法＞

画像をＷクリックし、画像編集画面を表示します。

「情報」ボタンに仕分け先の情報が記載されていますので、どちらのタイプで出力

されたものか確認し、【カメラメモ環境設定】ダイアログで変更します。

変更後、「自動仕分実行」ボタンをクリックします。

●RICOH カメラ付属の CD-ROM 内の『ソフトウェア』をインストールしていない場合

『ソフトウェア』がインストールされていないと、カメラメ情報を「写真の達人」で

表示することが出来ません。カメラメモを付けて写真撮影したはずなのに、

画像編集画面の「情報」ボタンで写真情報を見ると、カメラメモの情報が付いていない。

このような場合は、『ソフトウェア』がインストールされていないのが原因です。

＜対処方法＞

『ソフトウェア』のインストールを行って下さい。

－標準タイプ（例）－

仕分け BOX１：鉄筋工事

仕分け BOX２：配筋検査

仕分け BOX３：14Ｆ

仕分け BOX４：柱

仕分け BOX３：c1

－拡張タイプ（例）－

c1-柱-14F-配筋検査-鉄筋工事
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■「写真取込み」機能からの取り込み

「写真ファイル取込」ボタンをクリックします。

「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。取り込みを行いたいファイルを選択（複数選択

可）し「開く」ボタンをクリックします。

カメラメモの情報をもとに、各仕分 BOX に写真を自動的に振り分けます。

「ファイル」→「写真取込み（ファイル）」からでも行えます。
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5-3-9. 参考図の切り離し

間違ったカメラメモ情報が付いている写真を自動仕分けしてしまった時など、参考図と写真を

切り離すことが出来ます。

（例）6 階の写真を、カメラメモでは「8 階」と指定して撮影してしまった。

   そのため「写真の達人」の自動仕分けを行った際、実際は 6 階の写真であるのに 8 階の仕分け BOX に

振り分けられ、6 階の写真と 8 階の参考図が連携する形となってしまった。

▼6 階の写真+8 階の参考図            ▼6 階の写真       ▼ﾀﾞﾐｰ画像+8 階の参考図

＜操作方法＞

（１）．切り離したい写真または写真情報上で右クリックし、「参考図の切り離し」を選択します。

（複数選択可）

（２）．「参考図の切り離し」メッセージが表示されます。

切り離した写真をどこに保管するか選択します。

「ワークエリア内」ボタン 切り離された写真をワークエリアに保管します。

「仕分 BOX 内」ボタン 切り離された写真を仕分け BOX 内に保管します。

「キャンセル」ボタン メッセージを閉じ、切り離しをキャンセルします。

6 階の写真

8 階の参考図

切り離し

6 階の写真と 8階の参考図が切り離されます

[編集(E) ]メニュー→[参考図の

切り離し]からでも同様の操作が

行えます。
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・「ワークエリア内」を選択

・「仕分け BOX 内」を選択

写真はワークエリアに

保管されます。

写真は、切り離した写真が仕分けられている

仕分け BOX に保管されます。

下記の場合は、参考図の切り離しを行いません。

・写真が「正しい画像に差し替えて下さい」の場合

・写真情報で「参考図固定」が設定されている場合           
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5-3-10. 履歴の読み込み

過去にリストエディタファイル出力を行ったデータの読み込みを行います。なお履歴は現場毎で

管理されています。

（１）．「履歴一覧」ボタンをクリックします。

（２）．「リストエディタファイル出力履歴」ダイアログが表示されます。履歴一覧リストより読

み込みを行いたいデータを選択、「読み込み」ボタンをクリックします。

履歴一覧 出力日時 出力した日時が表示されます。

コメント コメントが表示されます。

出力ファイル名 出力時のパスが表示されます。パスは出力時のものですの

で、その後出力したファイル（mta ファイル）を移動して

も表示は変更されませんが、読み込みは行えます。

履歴一覧リスト
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「読み込み」ボタン 履歴一覧上で選択したデータの読み込みが行われます。

「コメント編集」ボタン 履歴一覧で選択したデータのコメントを編集します。

「削除」ボタン 履歴一覧で選択したデータを削除します。

「キャンセル」ボタン 履歴の読み込みを中止します。

「ヘルプ」ボタン ヘルプを参照します。

履歴が読み込まれました。
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5-4 仕分け情報編集（カメラメモ情報を編集する）

ワークエリアに取り込んだカメラメモの内容を編集します。

間違ったカメラメモ情報を編集したり、カメラメモ情報が付いていない写真に情報を付けること

も可能です。

（１）．カメラメモを編集する写真を選択し（複数選択可）、右クリックします。

「仕分け情報編集」を選択します。※先に写真を選択しないとメニュー選択出来ません。

【仕分け情報編集】ダイアログが表示されます。

変更指定エリア 各階層のプルダウンから項目を指定します。

「全階層を(未指定)にする」ボタン 変更指定の情報を全て「（未指定）」に戻します。

チェックボックス 編集する写真のチェックボックスにチェックします。

仕分け情報 写真に付いているカメラメモ情報を表示します。

青文字   ：登録時のカメラメモ情報

ピンク文字 ：編集したカメラメモ情報

黒文字   ：カメラメモ情報なし

[編集(E) ]メニュー→[仕分け情報編集]

からでも同様の操作が行えます。
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「更新」ボタン 変更指定したカメラメモ情報を更新します。

「編集解除」ボタン 更新したカメラメモ情報を更新前に戻します。

「閉じる」ボタン 【仕分け情報編集】ダイアログを閉じます。

（２）．編集する写真のチェックボックスにチェックします。（複数選択可）

（３）．変更指定エリアで変更を行います。

ここでは、カメラメモ情報で「6 階」になっている箇所を、「8 階」に変更します。

「階層 3：6F」を「階層 3：8F」に変更したいので、変更指定エリアの「階層 3」の   ボタ

ンをクリックし、プルダウンから「8F」を選択します。

変更指定の各階層の内容は、ツリーの

情報が表示されています。

階層 1
階層 2

階層 3
階層 4

階層 5

階層 3
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（４）．「更新」ボタンをクリックします。

（５）．「カメラメモ情報更新」メッセージが表示されますので「ＯＫ」ボタンをクリックします。

カメラメモ情報が変更されました。「閉じる」ボタンで画面を閉じます。

編集した箇所はピンク

で表示されます。

(未指定)と表示されている

階層は変更されません。
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 変更した情報を元に戻すには

目的の写真をチェックし、      ボタンをクリックします。

編集解除メッセージが表示されますので、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

 他のカメラメモ情報を利用して変更指定を行うには

編集するカメラメモ情報が他の写真の情報と同じだった場合、その情報を利用する

ことが出来ます。

利用する写真をダブルクリックすると、カメラメモ情報が変更指定の各階層に反映

されます。

この状態で目的の写真にチェックし、「更新」ボタンをクリックします。

          ボタンをクリックすると、変更指定の内容を「（未指定）」

に戻すことが出来ます。

ダブルクリック反映
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5-5. カメラメモの情報から「写真の達人」ツリー情報を作成する

カメラメモの情報を使用し、「写真の達人」のツリーを自動的に作成します。

リコー社製カメラの付属ソフト「List Editor」でカメラメモリストを開きます。

「ファイル(F)」→「名前を付けて保存(A)」をクリックします。
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保存先を指定後ファイル名を入力、ファイルの種類を ボタンより csv Files(*.csv)に変更し

「保存」ボタンをクリックします。

「List Editor」を終了させ、「写真の達人」を起動します。ツリー最上部の仕分 BOX を右クリッ

クし、「BOX の追加(A)」→「BOX の追加（簡易 CSV）」をクリックします。

カメラメモの CSV データを選択して、「開く」ボタンをクリックします。

①保存先指定

②ファイル名入力

③csv Files(*.csv)に変更

④クリック
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カメラメモに入力したデータが取り込まれます。

「写真の達人」にカメラメモ情報が反映され、ツリーが作成されました。

マークをクリックすると、

下の階層が表示されます。
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6 ディレクトリビューア

ディレクトリビューアでディレクトリ出力したデータを閲覧できます。

「写真の達人」をインストールすると、ディレクトリビューアも同時にインストールされます。

6-1. 起動

WINDOWS のスタートメニューから「すべてのプログラム(P)」をクリック、

［写真の達人］→［ディレクトリビューア］を選択します。

ディレクトリビューアが起動されました。

※図面切出ツールは「写真の達人/切出オプション付」を

インストールした場合のみ表示されます。
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6-2. 画面構成

基本画面

「ディレクトリビューア」を起動すると上記の画面が表示されます。

この画面が基本画面になります。

属性表示

エリア

フォルダ

写真表示

エリア

フォルダ フォルダをツリー上で表示します。

属性表示エリア 「写真の達人」で付加した属性（写真情報）を表示します。

フォルダエリアで選択しているフォルダ内に保存されている

写真を表示します。

※DB 構築を行っていない場合、末端のフォルダを選択していない

と写真は表示されません。

写真表示エリア
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6-3. ディレクトリデータの読込

ビューアで閲覧するにあたってディレクトリ出力したデータをビューアに読み込みます。

ディレクトリ出力したデータが保存されているドライブをフォルダエリア内から選択します。

ディレクトリ出力先フォルダを選択します。

ディレクトリ出力データがツリー表示で表示されます。

フォルダ名が途切れて表示されている場合

は、写真表示エリアとの境界線にマウスポイ

ンタを近づけるとマウスポインタの形状が  

から  に変化するので、変化した状態でド

ラッグして下さい。フォルダエリアが広がり

ます。
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写真が格納されているフォルダ名をクリックすると、フォルダの色が灰色から黄色に変わり、

写真表示エリアに写真が表示されます。

エクスプローラを使用した読込

エクスプローラでディレクトリ出力先フォルダを表示し、ディレクトリビューアの

フォルダエリアにドラッグ＆ドロップします。
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6-4. DB 構築

DB（データベース）構築を行います。構築を行うと、ディレクトリ出力データの閲覧が簡潔に

なります。

ディレクトリ出力データの読み取り完了後、［DB 構築・共］または［DB 構築・個］ボタンをク

リックします。

※DB 構築する PC のみでデータを閲覧する際は［DB 構築・共］、［DB 構築・個］ボタンのどち

らを押しても構いませんが、共有で閲覧する場合は、［DB 構築・共］を必ず選択して下さい。

【OK】ボタンをクリックします。

※DB 構築を行う際は、他にディレクトリビューアが開いている状態だと、

正常に構築できません。

DB 構築が完了しました。

共有（複数台の PC で閲覧）用。

PC をネットワークに繋げる事で、共有

してディレクトリ出力データを閲覧で

きます。

個人（DB 構築を行った PC のみ）用。

DB がある場所を自分の PC に固定し、

構築を行う PC 固有のために DB 構築が

行われます。
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DB 構築完了後、ディレクトリビューアを一旦終了します。

終了後、WINDOWS の［スタート］メニューから【ファイル名を指定して実行】を選択します。

【ファイル名を指定して実行】ダイアログが表示されます。

実行するプログラム名、ディレクトリ出力先フォルダを入力します。

※入力の手順は次ページ参照。

［WINDOWS］キーと［R］キーの同時押しでも同様の動作（ファイル名を指定して

実行）が行われます。

［WINDOWS］キー

Vista 版 XP 版
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入力の方法

入力の仕方はエクスプローラのアドレス入力と同様です。英数字を入力の際は、半角英数字で入

力して下さい。

例）

１．

ディレクトリビューアが保存されている場所（ディレクトリビューアのプログラム名

(CPVDIR.exe)も含む）を入力します。

※ディレクトリビューアが保存されている場所は『写真の達人』のインストール先です。

写真の達人のインストール先の変更、インストール先フォルダ名の変更を行っていない場合は、

C:\CMPIX\CPVDIR.exe と入力して下さい。

２．

半角スペースを入力します。

３．

ディレクトリ出力先データが保存されている場所（ディレクトリ出力先フォルダ名も含む）を入

力します。

ディレクトリビューアの保存場所

半角スペース

ディレクトリ出力先フォルダの保存場所

上図はディスク C に CMPIX というフォルダがあり、

さらに CMPIX フォルダ内に CPVDIR.exeというプログラムがある事を指しています。

内訳

C:     →ディレクトリビューア保存先ディスク

\     →区切り

CMPIX   →写真の達人インストール先フォルダ名

\           →区切り

CPVDIR.exe  →ディレクトリビューアプログラム名
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内訳：

C:        →ディレクトリ出力先フォルダの保存先ディスク

\         →区切り

ディレクトリ出力 →ディレクトリ出力先フォルダ名

全ての入力が完了しましたら、【OK】ボタンをクリックします。

指定されたパスを開いた状態でディレクトリビューアが起動します。

クリック
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6-5. 表示

写真表示エリアの表示方法は変更が可能です。

6-5-1. 1 枚表示

写真表示エリアの表示を 1 枚表示に切り替えます。

[1 枚表示]に変更されました。

サムネイル表示に戻すには

[サムネイル表示]ボタンをクリックして下さい。

1 枚表示したい画像を写真表示エリア

から選択し、[1 枚表示]ボタンをクリ

ックします。

選択されている画像は黄緑色の縁が付

いています。

：［サムネイル表示］ボタン
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6-5-2. 写真情報表示

写真の撮影時の情報を表示します。

※「写真の達人」で付加した写真情報ではありません。

［写真情報表示］ボタンをクリックします。

写真情報が表示されました。

【写真情報】
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6-5-3.属性表示

属性（写真の達人で付加した写真情報）を表示します。

［属性表示］ボタンをクリックします。

画像の属性が表示されました。

【属性】
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6-6. 検索フィルタ

フィルタの設定を行います。

［フィルタの設定］ボタンをクリックします。

フィルタの設定を行い、【OK】ボタンをクリックします
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6-7. ツールボタン

ディレクトリビューアのツールボタンに関する説明です。

サムネイル表示時

1 枚表示時

サムネイル表示時のみ有効

[サムネイル表示の拡大]ボタン

写真表示エリア内のサムネイル表示を拡大して表示します。

[サムネイル表示の縮小]ボタン

写真表示エリア内のサムネイル表示を縮小して表示します。

1 枚表示時のみ有効

[1 つ前の画像を表示]ボタン

1 つ前の画像を表示します。

[1 つ次の画像を表示]ボタン

次の画像を表示します。

[画像拡大モード]ボタン

拡大したい箇所にマウスポインタを置きクリックすると、クリックした箇所を中心として画像を

拡大して表示します。左クリックで縮小を行います。

マウスポインタの形状：

[画像移動モード]ボタン

画像の移動を行います。

マウスポインタの形状：

[画像全体表示]ボタン

画像を全体表示で表示します。
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[画面拡大表示]ボタン

表示されている画像の中心を軸に拡大表示を行います。

[画像縮小表示]ボタン

表示されている画像の中心を軸に縮小表示を行います。

[画像の左 90°回転]ボタン

画像を左に 90°回転して表示させます。

※保存は行えません。

[画像の右 90°回転]ボタン

画像を右に 90°回転して表示させます。

※保存は行えません。

[バージョン情報]ボタン

ディレクトリビューアのバージョンが表示されます。

[サムネイル表示]ボタン

[1 枚表示]ボタン

[写真情報表示]ボタン

[属性表示]ボタン

[フィルタの設定]ボタン

サムネイルで表示します。起動時はサムネイル表示になっています。

画像を 1 枚で表示します。

写真の撮影時の情報を表示します。

属性(写真の達人上で付加した写真情報)を表示します。

フィルタの設定を行います。
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[DB 構築・共有用]ボタン

[DB 構築・個別用]ボタン

共有用の DB構築を行います。

個別用の DB構築を行います。



The Master of Photo Management237

7. 環境設定

外部に対して縮小コピー ：写真の達人上で画像のコピーを行い外部の

写真リスト内での写真移動後、カーソルを元の位置に移動

：写真リストで写真移動を行った後にマウスカーソ

ルを元の位置に移動します。

ディレクトリ出力時オリジナル写真を優先 ：ディレクトリ出力を行う際に、オリジナル写真を

優先して出力を行います。

ワークエリアの画像サイズ ：ワークエリアの画像サイズの変更を行います。

大・中・小の３つの選択肢の中からお選び下さい。

ツリーエリアの文字サイズ ：ツリーエリアの文字サイズの変更を行います。

大・中・小の３つの選択肢の中からお選び下さい。

仕分けエリアの画像サイズ ：仕分けエリアの画像（+文字）サイズの変更を行

います。大・中・小の３つの選択肢の中からお選び

下さい。

写真画像編集画面を開くときの警告メッセージの表示

：写真画像編集時に表示される警告メッセージの表

示/非表示を設定します。警告メッセージは土木版

の下記動作モードのみ表示されます。

・土木 平成 20 年度版

・土木 平成 18 年度版

・日本高速道路版

・日本下水道事業団 平成 20 年度版

・日本下水道事業団 平成 19 年度版

・日本下水道事業団 平成 18 年度版
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「優先動作」編集する ：「写真画像編集画面を開く時の警告メッセージ

の表示」にチェックが付加されていない場合、写真

画像編集画面を開くときに「編集モード」で開きま

す。

「優先動作」参照する ：「写真画像編集画面を開く時の警告メッセージ

の表示」にチェックが付加されている場合、

写真画像編集画面を開くときに「参照モード」で開

きます。※参照モードで開いた際は、画像の編集は

一切行えません。

【OK】ボタン ：変更した内容で環境設定を行います。

【ｷｬﾝｾﾙ】ボタン ：環境設定を中止します。

【ヘルプ】ボタン ：［環境設定］ダイアログのヘルプを参照します。
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8. よくある質問

Q. 写真を移動したのに、ユーザ指定順にしても元に戻ってしまいます。

A. フォルダを跨って移動をしようとしていませんか？ フォルダを越えての移動は出来ません。

Q. 現場データの復元について

復元もと指定に「GDBKUP」フォルダを指定すれば良いでしょうか？「・・・バックアップ情

報がありません。」のメッセージが表示されてしまいます。

A. 復元元の指定は、BKPart.ini ファイルがあるフォルダを指定する必要があります。

この場合は、GDBKUP の１つ上のフォルダを指定してください。

Q. 写真の達人を起動させて、ファイル→現場を選択をクリックすると写達が終了してしまいます。

A. 最近のＰＣ（WindowsＸＰ SP2 以降）は不正なプログラムを実行しないようにするための機

能（DEP）がついて、その機能により写真の達人の操作がブロックされています。（アルバム画面・

アルバムファイル表示プログラム*WIZDOM ビューアもブロックされます）

マイコンピュータのプロパティから詳細設定ﾀﾌﾞをクリック、「パフォーマンス」の「設定」ボタ

ンをクリック。「データ実行防止」タグをクリックし、「重要な・・」をクリックし「OK」ボタン

をクリックします。

※DEP 機能が付いていない PC では、【パフォーマンスオプション】ダイアログに「お使いのコン

ピュータのプロセッサでは、ハードウェアにより DEP はサポートされていません。」というメ

ッセージが表示されています。DEP 機能が付いている PC はその表示はありません。

Q. XML の出力を行ったのですが写真データが書き込むことが出来ません。

A. ①ＸＭＬで出力する際は、写真の右側に（写真リストエリア）表示されているＩＤ番号の

背景色が「黒」または「緑」であることが必須です。

それ以外の「赤」「グレー」の場合は、ＸＭＬの基準に合っていないデータという事になります

ので、その写真情報は出力されません。

②フィルタがかかっていると全ての写真情報は出力されません。

③ツリーの一番上のフォルダ（変更しないと『工区なし』と表示されている）を選択した状態で

ＸＭＬ出力します。※その他のフォルダを選択していると、そのフォルダのみの出力になります。

Q. XML 出力したデータを XML ビューアで見た際、並び順が変わっています。

A. XML ビューアの仕様によるので一概には言えません。

弊社の PhotoXML ビューアに関して言えば、写真種、工種、種別、細別の並びを優先にID 番号順

で、表現しています。
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Q. ＸＭＬデータをＣＤに出力する方法は？

A. ＣＤへ直接出力することは出来ません。

ＣＤへの書き込みは、各ＰＣにインストールされているＣＤ書き込みソフトを使います。

ＣＤ書き込みソフト用に一端ＨＤＤに出力し、それをＣＤに書き込むようにして下さい。

出力のダイアログでは、ＣＤを選択して下さい。

Q. CD からコピーしてきた現場データを開いたらアルバムなどが使用出来ません。

A. ファイルやフォルダに読み取り専用の属性が付いているので、

解除してからでないと書き込み等が出来ないようになっています。

※読み取り専用だと背景は薄緑色になり、右下に書き込み禁止と表示されます。

Q.インストール作業中に画面が先に進まなくなりました。

A.ユーザ登録シートのダイアログが隠れてしまっているので、隠れているダイアログを、

タスクバーから開くか、下図のように後ろに隠れてしまっている、「ユーザ登録シート」の

ダイアログをクリックして下さい。
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9. メッセージ対処方

9-1. インストール

メッセージ名：「サーバー名アドレスは解決されませんでした」

      「server name or address could not be resolved」

インストール時にユーザー登録をしようとすると、

「サーバー名アドレスは解決されませんでした」とエラー表示されます。

解決方法：

インターネットがご利用出来る状況にありますか？

「Internet Explorer」を開き、マイクロソフト等のホームページが閲覧可能かどうかで

ご確認頂けます。

インターネットが利用出来る状態であれば、セキュリティソフトを停止してから

行ってみて下さい。

メッセージ名：「レジストリに情報を書き込む権限がありません。インストールを中止します」

「写真の達人 ＷＥＢ版」を使用してインストールしようとした所、ユーザー登録が終わったら

「レジストリに情報を書き込む権限がありません。インストールを中止します」というメッセー

ジが表示され、インストールを完了出来ません。

制限つきのユーザーでインストールをしようとしていたので、アドミニ権限ユーザーで入り、

インストールしようとした所、ＩＤは既に使用中と表示されてしまいインストールが出来ません。

解決方法：

制限ユーザーのままインストールを始めてしまうと、上記のようなメッセージが表示され、

ユーザー登録は済んでいるのに、インストールを完了出来ない状況になります。

写達はアドミニ権限のユーザーでインストールして下さい。
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9-2. アンインストール

メッセージ名：「指定のシリアル番号は提供されていません」

アンインストールしようとすると、「指定のシリアル番号は提供されていません」と

メッセージが出て、アンインストール出来ません。

解決方法：

通常では、CmPix（.ini）には SNO,LSKey の記述がされているはずです。

原因はまだ特定出来ていませんが、SNO,LSKey の記述が削除されてしまったようです。

各シリアル番号とライセンスキーを記述すればアンインストール出来ます。

例）

SNO=07019999
LSKey=111112222233333444445555566666
スペースや、ハイフンを除いて入力して下さい。

手順：

まず、【スタート】メニューの上にカーソルを乗せ、

右クリックして、次に【エクスプローラ】を

クリックして下さい。

【写真の達人】のインストール先の

フォルダの CMPIX を開いて下さい。

※通常でしたら、

「ローカルディスク（C:）」にあります。
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CmPix（.ini）をダブルクリックします。

[Install]の欄に、「PID=5055」
とだけ記述があります。

SNO, LSKey の

記述がされていません。

左図のように SNO と LSKey
を入力して下さい。

※SNO＝シリアル番号

LSKey＝ライセンスキー

※スペースや、ハイフンを

除いて入力して下さい。

LSKey=111112222233333444445555566666
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メッセージ名：「シリアル番号に対応するライセンスキーが違っています」

アンインストールしようとすると、「シリアル番号に対応するライセンスキーが違っています」

とメッセージが出て、アンインストール出来ません。

解決方法：

通常では、CmPix（.ini）には LSKey の記述がされているはずです。

原因はまだ特定出来ていませんが、LSKey の記述が削除されてしまったようです。

ライセンスキーを記述すればアンインストール出来ます。

例）

SNO=07019999
LSKey=111112222233333444445555566666
スペースや、ハイフンを除いて入力して下さい。

手順：

まず、【スタート】メニューの上にカーソルを乗せ、

右クリックして、次に【エクスプローラ】を

クリックして下さい。

【写真の達人】のインストール先の

フォルダの CMPIX を開いて下さい。

※通常でしたら、

「ローカルディスク（C:）」にあります。
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CmPix（.ini）をダブルクリックします。

[Install]の欄に、「PID=5055」
とだけ記述があります。

SNO, LSKey の

記述がされていません。

左図のように SNO と LSKey
を入力して下さい。

※SNO＝シリアル番号

LSKey＝ライセンスキー

※スペースや、ハイフンを

除いて入力して下さい。

LSKey=111112222233333444445555566666
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メッセージ名：「サーバー名またはアドレスは解決されませんでした」

：「通信中にエラーが発生しました。」

アンインストールしようとすると、「サーバー名またはアドレスは解決されませんでした」

と表示され、「ＯＫ」を押すと、「通信中にエラーが発生しました。」と表示されます。

「ＯＫ」を押すと下記画面が表示されます。

解決方法：

アンインストールを行うにはインターネットの接続が必要です。

この画面が表示される場合は、お使いのＰＣがインターネットに接続されていない可能性があり

ます。

「アンインストールを中断します」を選択して、「次へ」進み、アンインストールを中断します。

インターネットが接続されているか確認して下さい。



The Master of Photo Management247

9-3. 起動時

メッセージ名：「LEAD エラー：Width または Height が不正です。」

「LEAD エラー：Width（幅）または Height（高さ）が不正です。」というメッセージが

頻繁に表示され、サムネイルの写真も全て表示されません。

解決方法：

写達起動時にリスト表示する写真（サムネイル、実写真とも）が無い場合に発生します。

これは、起動時だけなので起動時にエラーが表示されない現場を開いた後であれば、

エラーの表示無しで開くことが出来ます。

エラーが表示されているときは、ESC キーをメッセージが無くなるまで押しっぱなしにします。

現場選択で他の正常な現場を開きます。

写達を再起動し、現場選択で問題の現場を開きます。

写真リスト内の写真が表示されていないデータを選択して、削除して下さい。
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メッセージ名：「現場ロック中」

CD の現場を開いて終了後、CD を取り出して写達を起動すると「現場ロック中」のメッセージ

が表示されます。

解決方法：

写真の達人のインストール先フォルダ（通常でしたら、「ローカルディスク（Ｃ:）」の「CMPIX」

というフォルダです）の CmPix（.ini）ファイルを開き、「LastGenba=」の欄を削除して下さい。

メッセージ名：「画像処理エラー"2"」

写真の達人を起動させようとすると、エラーメッセージが表示されます。

「画像処理エラー"2"」と表示され「OK」を押すと「空のドキュメントで失敗しました」と

なり起動しなくなってしまいます。

解決方法：

写真の達人をインストール後、何かアプリケーションをインストールされた場合は、そのような

メッセージが出ることがあります。アンインストールしてから、インストールし直して下さい。

（アンインストールしてもデータは消えません）

または、写真の達人をインストールしたフォルダ内にある cpvinst.exe（写達ビューア）をダブル

クリックしインストールして下さい。

9-4. 現場選択時

メッセージ名：「しばらくお待ち下さい」

ネットワーク先を現場選択しようとして、参照にて選択したが、「しばらくお待ち下さい」で

止まってしまいます。

解決方法：

指定のフォルダに対して、アクセス権限が無いためと思われます。ファイルの作成など出来るか

どうか確認してみて下さい。
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メッセージ名：「現場が選択されていません」

別ＰＣからコピーしてきた現場を選択して開こうとしたが「現場が選択されていません」

というメッセージが表示され、開くことが出来ません。

ログインユーザ：制限付きユーザー

解決方法：

現場選択ダイアログと写達本体との連携に、C:¥WINDOWS¥CMGSEL.INI を使用します。

制限付きユーザーの場合、このファイルに対して読み書きできないために

上記の現象が発生します。

他にも、C:¥WINDOWS¥*.INI に対して読み書きする必要があるので、その権限の付与または、

権限を持つユーザー（アドミニ権限等）での使用をお願いします。

メッセージ名：「現場がロックされています」

ネットワーク共有していて、「現場がロックされています」とのメッセージが表示されます。

解決方法：

書き込みの権限が無いために発生していると思われます。

※読み取り専用だと背景は薄緑色になり、右下に書き込み禁止と表示されます。

メッセージ名：「現場が選択されていません」

写達で現場選択をしようとすると、「現場が選択されていません」というメッセージが出てしま

います。XPPro,admin 権限。

解決方法：

現場選択 DLG の情報は、Windows フォルダにある、CMGSEL.INI で行っています。このファ

イルに対しての読み書きが正常に出来ていないようです。メモ帳などから読み書きが出来るか確

認してみて下さい。

エラー名：「現場ロック 指定のディレクトリに書き込めません。」

現場を開こうとすると、「現場ロック 指定のディレクトリに書き込めません。」と

メッセージが表示される。

解決方法：

権限等の問題があるかもしれないので、セキュリティ管理者に確認をしてみて下さい。
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9-5. 画像編集画面

メッセージ名：「C:\Documents がみつかりませんでした」

サムネイル写真をダブルクリックしても拡大表示されず、

「C:¥Documents がみつかりませんでした」とエラーが表示されます。

解決方法：

エラーメッセージより C:¥Documents and Settings 内にデータがあるようです。

「写真の達人」は半角スペースが入ったフォルダにデータをおくと不具合が

生じてしまいますので、半角スペースが入っていないフォルダに現場データ等を

移動して下さい。

9-6. フォルダ選択時

メッセージ名：「他のユーザにより変更されています」

フォルダ選択しようとすると、他に「写真の達人」を使用している人がいないのに上記メッセー

ジが表示されます。

解決方法：

データベースが不安定のようです。「データベースの修復・最適化」を行って下さい。

ファイル（Ｆ）→メンテナンス（M）→データベース修復・最適化（R）

9-7. アルバム

メッセージ名：「アルバムを終了してください」

写達を終了しようとすると、「アルバムを終了してください」のメッセージが表示されて

終了出来ません。

解決方法：

タスクバーで実行中のプログラムを確認して下さい。写達のアイコンが２つある時は、１つはア

ルバムプログラムなので、こちらを終了してからメインの写真の達人を終了して下さい。

メッセージ名：”abnormal program termination”

アルバムの作成時に”abnormal program termination”というエラーがでるのですが。

解決方法：

写真の達人をインストールしたフォルダにスペースは入っていませんか？

スペースが入っている場合に、このようなエラーメッセージがでます。（Program Files 等）

「ファイル→現場の選択」で現場リストディレクトリにスペースが入っていないか

確認して下さい。
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メッセージ名：【画像処理】、「ファイルが開けません。」

保存したアルバムを開くと【画像処理】というダイアログが開き、「ファイルが開けません。」と

表示されてしまいます。アルバムの写真の部分だけグレーになっている写真があります。

解決方法：

写真の達人のメイン画面で表示されている写真を削除されたのではないでしょうか？

写真の達人に登録していない写真は表示する事が出来ません。

エラーを表示させなくするには、アルバム画面で写真がグレーになっている部分を

クリックした状態で「写真ツール」→「写真枠削除」で削除します。

画像があれば、もう一度登録して、メイン画面とアルバム画面がデスクトップにどちらも表示さ

れている状態で、メイン画面の写真をアルバム画面の必要な場所にドラック＆ドロップすると

写真が取り込めます。

メッセージ名：「参照モードまたは、写達ビューアでは、利用できません。」

アルバムを開いて編集しようとすると、

「参照モードまたは、写達ビューアでは、利用できません。」というメッセージが表示され編集

出来ません。

解決方法：

ローカルディスク（C:）の直下にある WINDOWS フォルダを開きます。

注意

OS によって WINDOWS フォルダの

名称が違います。

Vista=WINDOWS
XP＝WINDOWS
2000＝WINNT
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フォルダ内の CmPix（.ini）ファイルを開きます。

[Album]セクションの ReadOnly=1 という箇所があり、そこが原因です。

[Install] セクション以外不要なので、不要部分を削除すれば正常に動作します。
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メッセージ名：「問題が発生したため、CMPXVEXE を終了します。」

アルバムを保存しようとすると「問題が発生したため、CMPXVEXE を終了します。」と

メッセージが表示され保存出来ません。

解決方法：

アルバムを保存するときフォルダの階層が深くなったり、パス名が長くなるとエラー

となってしまいます。現状では 170 バイトが上限で、171 バイトからエラーとなります。

---------------------------------
現場リストディレクトリパス：

C:¥CMPIX¥V2 現場¥ (16)
現場ディレクトリ名：

GD0013    ( 6)
固定パス：

¥CMPIX¥AFolder  (14)
アルバムフォルダ：

¥躯体工¥ああああ¥いいいい¥うううう

      (34)
固定ファイル名

¥CMPIX.KSX   (10)

フォルダ名を短くしたり、全角を半角にしたりして 170 バイトを超えないようにして下さい。

ネット上の各 PC によりマップの方法が異なりパスの長さが変わってしまう場合は要注意です。

メッセージ名：「半角スペースを含む現場フォルダ・・・」

CD からデスクトップにコピーしてきた現場データでアルバムを作成しようとすると

「半角スペースを含む現場フォルダ・・・」というメッセージが表示され

アルバムが開けません。

解決方法：

デスクトップにある現場フォルダを c:¥cmpix 等の半角スペースを含まないパスに移動して

下さい。
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9-8. アルバム印刷

メッセージ名：”Invoke ID=310/136(LEAD エラー：ファイルが見つかりません)”

アルバムを印刷しようとすると、

”Invoke ID=310/136(LEAD エラー：ファイルが見つかりません)”というメッセージが

出て印刷出来ないのですが。

解決方法：

実写真が無く、サムネイルだけがある場合に表示されます。実写真がないデータを写真リストか

ら削除して下さい。

※実写真がないものは、写真リストの写真（サムネイル）をダブルクリックしても

表示出来ません。

9-9. 復元

メッセージ名：「指定した復元ディレクトリにバックアップ情報がありません」

復元を行おうとすると「指定した復元ディレクトリにバックアップ情報がありません」と

表示されます。

解決方法：

復元もとディレクトリのフォルダを確認してください。バックアップ出力すると

「GDBKUP」フォルダと「BKPart.INI」ファイルを作成しますが、その２つのデータが

入っているフォルダを指定して下さい。

9-10. CD に出力

メッセージ名：「THUMBS ファイルが・・・・」

バックアップデータを CD に焼き込む時に、エラーが表示される。

「THUMBS ファイルが・・・・」というエラーが発生して書き込めません。

解決方法：

THUMBS というファイルは、OS が画像ファイルのキャッシュとして作成してしまうファイル

です。このファイルが作成されないようにするなど、このファイルを書き込まないようにする必

要があります。詳しくは OS のマニュアルや、CD ライターソフトのマニュアルなどを参考にし

て下さい。
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9-11. DEP 機能について

最近のＰＣ（WindowsＸＰ SP2 以降）は不正なプログラムを実行しないようにするための機能

（DEP）がついて、その機能により写真の達人の操作がブロックされています。

（アルバム画面・アルバムファイル表示プログラム*WIZDOM ビューアもブロックされます）

※DEP 機能が付いていない PC では、【パフォーマンスオプション】ダイアログに

「お使いのコンピュータのプロセッサでは、ハードウェアにより

DEP はサポートされていません。」というメッセージが表示されています。

DEP 機能が付いている PC はその表示はありません。

手順：

【スタート】メニューを開き、

【マイ コンピュータ】にカーソルを合わせ、

右クリックして下さい。

そして、【プロパティ（R）】をクリックし

て下さい。

【詳細設定】タブをクリックし、

次に、「パフォーマンス」の【設定（S）】
ボタンをクリックして下さい。
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【データ実行防止】タグをクリックし、

「重要な・・・」をクリックして、

【OK】ボタンをクリックし、再起動したら完了です。



The Master of Photo Management257

用語集

CSV(Comma-Separated Values)
項目をカンマ【,】で区切って並べたテキストデータおよびテキストファイル。

XML(Extensible Markup Language)
W3C(World Wide Web Consortium)より策定されている拡張可能なマーク付け言語。

ユーザが任意でデータの要素、属性、論理構造を定義できる。

ドラッグ&ドロップ

ドラッグは「引きずる」、ドロップは「放り出す」という意味。

ドラッグ&ドロップは画面上でのファイルなどの移動を「つまんで移動し、移動先に置く」で

行う一連の操作を指す。基本操作は下記参照。

1.対象となる物体上(ファイルなど)でマウスをクリックし、そのまま離さずに移動先まで動かす。

2.目的の場所に移動したらマウスを離す。

HTML(HyperText Markup Language)
ウェブ上のドキュメントを記述するためのマークアップ言語。

HyperText（ハイパーテキスト）という呼び名の通り、通常のテキストにない機能

（HTML でマークアップされたドキュメントはほかのドキュメントへのハイパーリンクを設定、

画像・リスト・表などの高度な表現力）を備えている。

バックアップ(backup)
データの破損などに備え、別の記憶媒体に複製を作成し保存すること。

電子納品用チェック

写真情報が電子納品用に適合しているかを ID 番号の背景色で表し、ID 番号をクリックすると

詳細が表示される。（4-7-3. 電子納品用チェック 参照）

Administrator 権限

PC にすべての権限を有する意味。Administrator 権限を持つのが「管理者アカウント」である。

「コントロールパネル」→「ユーザアカウント」で確認できる。

サムネイル（thumbnail）
一覧表示するために縮小された画像。
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サポートについて

不正コピー防止の為、シリアル番号がないとサポートは受けられません。

シリアル番号は商品パッケージパッケージ内の『弊社製品をお買い求めいただいたみなさまへ』

に記載、若しくは写真の達人を立ち上げた際に、ヘルプのバージョン情報にて御覧になれます。
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