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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像のジャンプ再生における予め定められた２以上の値であるジャンプ定数を記憶手段
から読み出す読み出し手段と、
　現在再生されている画像の位置に関わらず、記録媒体に記録されている複数の画像のう
ち特定の順番における所定範囲の画像の数を、前記読み出し手段で読み出した前記ジャン
プ定数で割った値に基づいて、前記ジャンプ再生におけるジャンプすべき枚数を算出する
算出手段と、
　ジャンプ再生を指示する指示手段と、
　前記指示手段による指示が一回あるごとに、前記所定範囲の画像のうち、前記現在再生
されている画像から、前記算出手段で算出された前記ジャンプすべき枚数だけ、前記特定
の順番において離れた画像を再生するように制御する再生制御手段
とを有し、
　前記指示手段による指示が、前記特定の順番における先へジャンプする指示であった場
合、前記再生制御手段は、前記現在再生されている画像が前記所定範囲の画像であって、
かつ、前記所定範囲の画像のうち最後の画像までの前記特定の順番における枚数が前記算
出手段で算出された前記ジャンプすべき枚数未満である場合には、前記現在再生している
画像から前記最後の画像までの枚数と前記算出手段で算出したジャンプすべき枚数との差
分の枚数だけ、前記所定範囲の画像のうち最初の画像から前記特定の順番において先に離
れた画像を再生するよう制御することを特徴とする画像再生装置。
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【請求項２】
　前記記録媒体に記録されている複数の画像のうち特定の順番における所定範囲の先頭の
画像となる第１の画像と、該所定範囲の画像となる第２の画像とを選択する選択手段をさ
らに有することを特徴とする請求項１に記載の画像再生装置。
【請求項３】
　記録媒体に記録されていて特定の順番を持つ複数の画像のうち、第１の画像と第２の画
像とを選択する選択手段と、
　画像のジャンプ再生における予め定められた２以上の値であるジャンプ定数を記憶手段
から読み出す読み出し手段と、
　現在再生されている画像の位置に関わらず、前記記録媒体に記録されていて前記特定の
順番における前記第１の画像と前記第２の画像との間にある画像の数を、前記読み出し手
段で読み出した前記ジャンプ定数で割った値に基づいて、前記ジャンプ再生におけるジャ
ンプすべき枚数を算出する算出手段と、
　ジャンプ再生を指示する指示手段と、
　前記指示手段による指示が一回あるごとに、前記記録媒体に記録されていて前記特定の
順番を持つ複数の画像のうち、前記現在再生されている画像から、前記算出手段で算出さ
れた前記ジャンプすべき枚数だけ離れた画像を再生するように制御する再生制御手段
とを有し、
　前記再生制御手段は、前記現在再生されている画像が、前記選択手段で選択された前記
第１の画像と前記第２の画像の間にある画像ではない場合でも、前記指示手段による指示
が一回あるごとに、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番で並べられた複数の画
像のうち、該現在再生されている画像から、前記算出手段で算出した前記ジャンプすべき
枚数だけ離れた画像を再生するように制御することを特徴とする画像再生装置。
【請求項４】
　表示手段に同時に複数の画像を表示する指示を行うためのマルチ表示指示手段を更に有
し、
　前記再生制御手段は、前記ジャンプ再生を行っていない通常再生モードで画像を表示し
ている際に前記マルチ表示指示手段による指示が行われると、前記記録媒体に記録されて
いて前記特定の順番を持つ複数の画像のうち、該特定の順番において間隔をあけずに抽出
された複数の画像を前記表示手段に同時に表示するように制御し、
　前記指示手段による前記ジャンプ再生の指示に応じた画像を表示している際に前記マル
チ表示指示手段による指示が行われると、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番
を持つ複数の画像のうち、該特定の順番において前記算出手段で算出された前記ジャンプ
すべき枚数の間隔で抽出された複数の画像を前記表示手段に同時に表示するように制御す
る
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像再生装置。
【請求項５】
　画像のジャンプ再生における予め定められた２以上の値であるジャンプ定数を記憶手段
から読み出す読み出しステップと、
　現在再生されている画像の位置に関わらず、記録媒体に記録されている複数の画像のう
ち特定の順番における所定範囲の画像の数を、前記読み出しステップで読み出した前記ジ
ャンプ定数で割った値に基づいて、前記ジャンプ再生におけるジャンプすべき枚数を算出
する算出ステップと、
　ジャンプ再生を指示する指示ステップと、
　前記指示ステップによる指示が一回あるごとに、前記所定範囲の画像のうち、前記現在
再生されている画像から、前記算出ステップで算出された前記ジャンプすべき枚数だけ、
前記特定の順番において離れた画像を再生するように制御する再生制御ステップ
とを有し、
　前記指示ステップによる指示が、前記特定の順番における先へジャンプする指示であっ
た場合、前記再生制御ステップは、前記現在再生されている画像が前記所定範囲の画像で
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あって、かつ、前記所定範囲の画像のうち最後の画像までの前記特定の順番における枚数
が前記算出ステップで算出された前記ジャンプすべき枚数未満である場合には、前記現在
再生している画像から前記最後の画像までの枚数と前記算出ステップで算出したジャンプ
すべき枚数との差分の枚数だけ、前記所定範囲の画像のうち最初の画像から前記特定の順
番において先に離れた画像を再生するよう制御することを特徴とする画像再生装置の制御
方法。
【請求項６】
　記録媒体に記録されていて特定の順番を持つ複数の画像のうち、第１の画像と第２の画
像とをユーザの操作に基づいて選択する選択ステップと、
　画像のジャンプ再生における予め定められた２以上の値であるジャンプ定数を記憶手段
から読み出す読み出しステップと、
　現在再生されている画像の位置に関わらず、前記記録媒体に記録されていて前記特定の
順番における前記第１の画像と前記第２の画像との間にある画像の数を、前記読み出しス
テップで読み出した前記ジャンプ定数で割った値に基づいて、前記ジャンプ再生における
ジャンプすべき枚数を算出する算出ステップと、
　ジャンプ再生を指示する指示ステップと、
　前記指示ステップによる指示が一回あるごとに、前記記録媒体に記録されていて前記特
定の順番を持つ複数の画像のうち、前記現在再生されている画像から、前記算出ステップ
で算出された前記ジャンプすべき枚数だけ離れた画像を再生するように制御する再生制御
ステップ
とを有し、
　前記再生制御ステップは、前記現在再生されている画像が、前記選択ステップで選択さ
れた前記第１の画像と前記第２の画像の間にある画像ではない場合でも、前記指示ステッ
プによる指示が一回あるごとに、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番で並べら
れた複数の画像のうち、該現在再生されている画像から、前記算出ステップで算出した前
記ジャンプすべき枚数だけ離れた画像を再生するように制御することを特徴とする画像再
生装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像再生装置及びその制御方法に関し、特に記録された画像ファイルの中か
ら所望する画像ファイルを簡単な操作で閲覧検索可能な画像再生装置及びその制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルカメラは、撮影した画像情報を電子的に処理し、メモリカードなどの記
録媒体に画像ファイルとして保存可能なものが普及している。さらに、このようなデジタ
ルカメラの大半は、内蔵する表示装置（例えば、液晶表示パネル）、又はビデオ出力に接
続する外部表示装置（例えば、テレビ）により画像を表示可能である。ユーザは記録され
た画像を１回の操作で１コマ順番に送る／戻すことによって、画像を確認しながら所望の
画像ファイルを探し出し閲覧する。また、ジャンプ機能を持ったデジタルカメラもあり、
１回の操作で１コマずつでなく、Nコマ先又は前の画像を表示可能である。このようなジ
ャンプ機能により、明らかに現在表示している画像の近傍に所望の画像ファイルが存在し
ないことをユーザが認識している場合に、少ない操作回数で所望の画像ファイルを探し出
して閲覧可能である。
【０００３】
　一方、近年、記録媒体の大容量化の傾向が顕著である。この傾向が進むにつれ、１つの
記録媒体に記録される画像のコマ数が膨大になっている。コマ数が膨大になるにしたがっ
て、所望の画像ファイルを探し出して閲覧するためにコマ送り／戻しの操作を多数回、行
わなければならなくなり、ユーザは煩雑な操作を強要される。
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【０００４】
　このようなジャンプ機能を持ったデジタルカメラが、特許文献１、２に記載されている
。即ち、特許文献１には、ユーザが上ボタンの操作により最初の画像又は初期画面にジャ
ンプし、下ボタンの操作により最後の画像又は初期画面にジャンプする再生構成が記載さ
れている。
【特許文献１】特開平７－１７７４５６号公報
【特許文献２】特開２００４－１５３８３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ジャンプ機能をもった従来のデジタルカメラにおいては、例えば、特許
文献１に記載されている既存のデジタルカメラのジャンプ機能のようにジャンプコマ数N
が固定であると、総コマ数に対してNが大き過ぎたり、小さ過ぎたりすることがあり、所
望の画像を探し出すのに不便である。
【０００６】
　また、例えば、特許文献２に記載されているように最初又は最後の画像にジャンプする
だけでは、画像数が増えた場合に、結局、コマ送りで閲覧することが多くなり、操作が煩
雑になる。
【０００７】
　また、ユーザは、膨大な画像ファイルの中から所望の画像を探す多くの場合、画像を詳
細に見ることはない。むしろ、大体のイメージをたよりに探すため、多少の画像情報が減
少しても差し支えがないことが多い。
【０００８】
　そこで、本発明は、これらの従来の課題を解決に鑑み、ユーザ操作に係る軽減し、所望
の画像データを簡単な操作で検索可能な画像再生装置及びその制御方法を提示することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する為、本発明に係る画像再生装置は、画像のジャンプ再生における予
め定められた２以上の値であるジャンプ定数を記憶手段から読み出す読み出し手段と、現
在再生されている画像の位置に関わらず、記録媒体に記録されている複数の画像のうち特
定の順番における所定範囲の画像の数を、前記読み出し手段で読み出した前記ジャンプ定
数で割った値に基づいて、前記ジャンプ再生におけるジャンプすべき枚数を算出する算出
手段と、ジャンプ再生を指示する指示手段と、前記指示手段による指示が一回あるごとに
、前記所定範囲の画像のうち、前記現在再生されている画像から、前記算出手段で算出さ
れた前記ジャンプすべき枚数だけ、前記特定の順番において離れた画像を再生するように
制御する再生制御手段とを有し、前記指示手段による指示が、前記特定の順番における先
へジャンプする指示であった場合、前記再生制御手段は、前記現在再生されている画像が
前記所定範囲の画像であって、かつ、前記所定範囲の画像のうち最後の画像までの前記特
定の順番における枚数が前記算出手段で算出された前記ジャンプすべき枚数未満である場
合には、前記現在再生している画像から前記最後の画像までの枚数と前記算出手段で算出
したジャンプすべき枚数との差分の枚数だけ、前記所定範囲の画像のうち最初の画像から
前記特定の順番において先に離れた画像を再生するよう制御することを特徴とする。
　本発明に係る画像再生装置は、記録媒体に記録されていて特定の順番を持つ複数の画像
のうち、第１の画像と第２の画像とを選択する選択手段と、画像のジャンプ再生における
予め定められた２以上の値であるジャンプ定数を記憶手段から読み出す読み出し手段と、
現在再生されている画像の位置に関わらず、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順
番における前記第１の画像と前記第２の画像との間にある画像の数を、前記読み出し手段
で読み出した前記ジャンプ定数で割った値に基づいて、前記ジャンプ再生におけるジャン
プすべき枚数を算出する算出手段と、ジャンプ再生を指示する指示手段と、前記指示手段
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による指示が一回あるごとに、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番を持つ複数
の画像のうち、前記現在再生されている画像から、前記算出手段で算出された前記ジャン
プすべき枚数だけ離れた画像を再生するように制御する再生制御手段とを有し、前記再生
制御手段は、前記現在再生されている画像が、前記選択手段で選択された前記第１の画像
と前記第２の画像の間にある画像ではない場合でも、前記指示手段による指示が一回ある
ごとに、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番で並べられた複数の画像のうち、
該現在再生されている画像から、前記算出手段で算出した前記ジャンプすべき枚数だけ離
れた画像を再生するように制御することを特徴とする。
　本発明に係る画像再生装置の制御方法は、画像のジャンプ再生における予め定められた
２以上の値であるジャンプ定数を記憶手段から読み出す読み出しステップと、現在再生さ
れている画像の位置に関わらず、記録媒体に記録されている複数の画像のうち特定の順番
における所定範囲の画像の数を、前記読み出しステップで読み出した前記ジャンプ定数で
割った値に基づいて、前記ジャンプ再生におけるジャンプすべき枚数を算出する算出ステ
ップと、ジャンプ再生を指示する指示ステップと、前記指示ステップによる指示が一回あ
るごとに、前記所定範囲の画像のうち、前記現在再生されている画像から、前記算出ステ
ップで算出された前記ジャンプすべき枚数だけ、前記特定の順番において離れた画像を再
生するように制御する再生制御ステップとを有し、前記指示ステップによる指示が、前記
特定の順番における先へジャンプする指示であった場合、前記再生制御ステップは、前記
現在再生されている画像が前記所定範囲の画像であって、かつ、前記所定範囲の画像のう
ち最後の画像までの前記特定の順番における枚数が前記算出ステップで算出された前記ジ
ャンプすべき枚数未満である場合には、前記現在再生している画像から前記最後の画像ま
での枚数と前記算出ステップで算出したジャンプすべき枚数との差分の枚数だけ、前記所
定範囲の画像のうち最初の画像から前記特定の順番において先に離れた画像を再生するよ
う制御することを特徴とする。
　本発明に係る画像再生装置の制御方法は、記録媒体に記録されていて特定の順番を持つ
複数の画像のうち、第１の画像と第２の画像とをユーザの操作に基づいて選択する選択ス
テップと、画像のジャンプ再生における予め定められた２以上の値であるジャンプ定数を
記憶手段から読み出す読み出しステップと、現在再生されている画像の位置に関わらず、
前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番における前記第１の画像と前記第２の画像
との間にある画像の数を、前記読み出しステップで読み出した前記ジャンプ定数で割った
値に基づいて、前記ジャンプ再生におけるジャンプすべき枚数を算出する算出ステップと
、ジャンプ再生を指示する指示ステップと、前記指示ステップによる指示が一回あるごと
に、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番を持つ複数の画像のうち、前記現在再
生されている画像から、前記算出ステップで算出された前記ジャンプすべき枚数だけ離れ
た画像を再生するように制御する再生制御ステップとを有し、前記再生制御ステップは、
前記現在再生されている画像が、前記選択ステップで選択された前記第１の画像と前記第
２の画像の間にある画像ではない場合でも、前記指示ステップによる指示が一回あるごと
に、前記記録媒体に記録されていて前記特定の順番で並べられた複数の画像のうち、該現
在再生されている画像から、前記算出ステップで算出した前記ジャンプすべき枚数だけ離
れた画像を再生するように制御することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る画像再生装置は、記録媒体に記録される所定範囲の画像の画像数を計数す
る画像数計数手段と、当該画像数からジャンプ再生のジャンプ枚数を決定するジャンプ枚
数決定手段と、当該ジャンプ数決定手段で決定されるジャンプ枚数で規定される画像を当
該記録媒体から再生し表示する表示手段とを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、膨大な数の画像ファイルから所望の画像を見つける場合のユーザ操作
性を向上することができる。
【００１２】
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　更に、画像ファイルの総コマ数に応じてジャンプ枚数を決定することで、ユーザの画像
ファイル検索回数を減らすことができ、所望の画像データをすばやく検索することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施例であるデジタルカメラの概略構成ブロック図である。図１に
おいて、１００は被写体を撮像するデジタルカメラ本体である。１１０は電源であり、デ
ジタルカメラ本体１００内の各回路に電源を供給する。１２０はカードスロットであり、
メモリカード（着脱可能な記録媒体）１２１を差し込める。メモリカード１２１をカード
スロット１２０に差し込んだ状態では、メモリカード１２１は、カード入出力部１１９と
電気的に接続する。なお、本実施例では記録媒体としてメモリカード１２１を採用してい
るが、その他の記録媒体、例えば、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、磁気
ディスク、その他の固体メモリを使用しても良い。
【００１５】
　１０１は光軸方向の進退により焦点調節を行うフォーカシングレンズであり、１０２は
同じく光軸方向の進退により変倍を行うズーミングレンズである。１０３は撮像素子への
光量を調節する絞りである。フォーカシングレンズ１０１，ズーミングレンズ１０２及び
絞り１０３は、撮像光学系を構成する。
【００１６】
　撮像素子１０４は、ＣＣＤ撮像素子又はＣＭＯＳ撮像素子等で構成される光電変換手段
である。撮像素子１０４は、光学素子１０１～１０３からなる撮像光学系で形成された被
写体像を光電変換し、画像信号を出力する。前処理回路１０５は、ＣＤＳ（相関二重サン
プリング）回路及びＡＧＣ（オートゲインコントロール）回路等を含み、撮像素子１０４
の出力画像信号のノイズを除去し、ゲインを制御する。
【００１７】
　Ａ／Ｄコンバータ１０６は、前処理回路１０５から出力されるアナログ画像信号をデジ
タル画像信号に変換する。像信号処理装置１０７は、デジタル画像信号にγ補正及びＡＷ
Ｂ（オートホワイトバランス）等のカメラで周知の画像信号処理を施す。像信号処理装置
１０７は、いわば、撮像素子１０４の特性に起因する画像濃度の非線形性、及び光源に起
因する画像色の偏りを補正する。フレームメモリ１０８は、撮像素子１０４～像信号処理
装置１０７により生成される画像信号を一時記憶するバッファメモリとして機能する。
【００１８】
　撮像素子１０４～フレームメモリ１０８からなる部分は、撮像光学系で形成された被写
体の光学像をデジタル画像信号又は画像データに変換する光電変換系である。
【００１９】
　全体を制御するＣＰＵ１０９には、電源１１０、不揮発性メモリ１１１、圧縮部１１２
、ＲＡＭメモリ１１３、ＥＶＦ制御装置１１４、ＥＶＦ（電子ビューファインダ）１１５
、メインスイッチ１１６、第１レリーズスイッチ１１７、第２レリーズスイッチ１１８、
操作ボタン１２２～１２５、及びカード入出力部１１９が接続される。ＣＰＵ１０９は、
撮像素子１０４の画像信号読み出しを制御するクロック信号を送出し、撮像素子１０４～
フレームメモリ１０８の動作タイミングを制御する。
【００２０】
　不揮発性メモリ１１１は、ＥＥＰＲＯＭ等で構成されており、電源１１０がオフにされ
ても、記録されたデータを失わない。
【００２１】
　圧縮部１１２は、入力する画像信号を圧縮して、データ量、具体的には画像ファイルサ
イズを縮小する。
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【００２２】
　ＲＡＭメモリ１１３は、ＣＰＵ１０９が各種処理を行う際にデータを一時的に記憶する
。ＥＶＦ制御装置１１４は、液晶表示素子からなるＥＶＦ１１５を駆動および制御する。
【００２３】
　ユーザがメインスイッチ１１６をオンにすると、ＣＰＵ１０９は、撮影に関する所定の
プログラムを実行する。第１レリーズスイッチ１１７は、レリーズボタンの第１ストロー
ク（半押し状態）でオンになり、第２レリーズスイッチ１１８は、レリーズボタンの第２
ストローク（全押し状態）でオンとなる。ＣＰＵ１０９はまた、画像右送りボタン１２２
、画像左送りボタン１２３、ジャンプボタン１２４及びマルチ表示ボタン１２５の押下に
応じて、それぞれ、画像右送り、画像左送り、ジャンプ及びマルチ表示を実行又は有効に
する。
【００２４】
　カード入出力部１１９は、カードスロット１２０へ挿入されたメモリカード１２１にコ
マンドを送信でき、メモリカード１２１との間で種々のデータを送受信できる。メモリカ
ード１２１は、圧縮画像信号を記録又は保存する機能を具備し、フラッシュメモリ等の半
導体メモリ、磁気ディスク又は光ディスク等からなる。
【００２５】
　操作ボタン１２２～１２５の操作に対する本実施例の基本動作を説明する。本実施例で
は、通常の画像再生時に画像右送りボタン１２２を押下すると、次の画像を表示し、画像
左送りボタン１２３を押下すると、前の画像を表示する。画像の表示順は、本実施例では
撮影順であるとする。最新の画像を表示した状態で、画像右送りボタン１２２を押下する
と、最古の画像を表示する。逆に最古の画像を表示した状態で、画像左送りボタン１２３
を押下すると、最新の画像を表示する。画像再生時に、ジャンプボタン１２４を押下する
と、画像ジャンプ送りモードになる。
【００２６】
　図２は、本実施例における画像ジャンプ送りモードでの画像送り動作のフローチャート
を示す。図２に示すフローチャートを参照して、画像ジャンプ送りモードでの画像送り動
作を説明する。
【００２７】
　ＣＰＵ１０９は、再生対象画像の総枚数とジャンプ枚数との関係を記載したジャンプ枚
数テーブルと、不揮発性メモリ１１１に記録されている再生対象画像の総枚数Ｎとから、
適用するジャンプ枚数Ｊを決定する（Ｓ１１）。ステップＳ１１は、特許請求の範囲のジ
ャンプ枚数決定手段に相当する。本実施例では、再生対象画像の総枚数が多くなるほど、
ジャンプ枚数が多くしており、そのような対応関係がジャンプ枚数テーブルに予め記載さ
れている。ジャンプ枚数テーブルは、例えば、ＣＰＵ１０９内のメモリ又は不揮発性メモ
リ１１１に格納されている。
【００２８】
　より簡易的には、再生対象画像の総枚数Nを不揮発性メモリ１１１に記録されているジ
ャンプ定数Ｊで割った商をジャンプ枚数としてもよい。勿論、ジャンプ定数Ｊを、ユーザ
のメニュー操作等により変更可能にしてもよい。
【００２９】
　ジャンプ枚数の決定（Ｓ１１）の後、ＣＰＵ１０９は、ジャンプボタン１２４がオンか
オフかを判別する（Ｓ１２）。ジャンプボタン１２４がオフであれば（Ｓ１２）、画像ジ
ャンプ送り処理を終えて、通常再生に戻る。ジャンプボタン１２４がオンであれば（Ｓ１
２）、画像右送りボタン１２３がオンかオフかを判別する（Ｓ１３）。画像右送りボタン
１２３がオンであれば（Ｓ１３）、右送りジャンプ再生を行い（Ｓ１５）、Ｓ１２に戻る
。画像右送り釦１２３がオフであれば（Ｓ１４）、画像左送りボタン１２２がオンかオフ
かを判別する（Ｓ１４）。画像左送りボタン１２２がオンであれば（Ｓ１４）、左送りジ
ャンプ再生を行い（Ｓ１６）、Ｓ１２に戻る。画像左送り釦１２３がオフであれば（Ｓ１
４）、Ｓ１２に戻る。
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【００３０】
　右送りジャンプ再生（Ｓ１５）では、画像ファイル順の後方向にＪ枚目の画像を再生表
示する。このとき、最新の画像を飛び越えてしまう場合、最古の画像に戻り、不足枚数分
をジャンプして再生表示しても、最新の画像を再生表示するようにしても、どちらでもよ
い。また、左送りジャンプ再生（Ｓ１６）では、画像ファイルの順の前方向にＪ枚目の画
像を再生する。このときも、最古の画像を飛び越えてしまう場合、最新の画像に戻り、不
足枚数分をジャンプして再生表示しても、最古の画像を再生表示するようにしても、どち
らでもよい。マルチ画表示モードでは、ジャンプ再生で再生表示する画像をマルチ画表示
する。ジャンプ再生する画像をマルチ再生するモードをジャンプマルチ再生モードと呼ぶ
。
【００３１】
　通常再生モード及びジャンプ再生モードでのマルチ画表示を簡単に説明する。図３は、
通樹再生モードでの画像ファイル順とマルチ画表示画面例を示し、図４は、ジャンプ再生
モードでの画像ファイル順とマルチ画表示画面例を示す。
【００３２】
　通常再生モードでユーザがマルチ表示ボタン１２５を押下すると、図３に示すように、
不揮発性メモリ１１１に記録される９枚の画像が、ＥＶＦ１１５の画面上に左上から順番
に同時に再生表示される。例えば、画像ｎから画像ｎ＋８までが同時に表示される。
【００３３】
　一方、ジャンプ再生モードでユーザがマルチ表示ボタン１２５を押下すると、図４に示
すように、出発点の画像（図４では、画像ｎ）から順番にジャンプ再生を行った場合に再
生する９枚の画像ｎ，ｎ＋ｊ＊１～ｎ＋ｊ＊８を、ＥＶＦ１１５の画面上に同時に再生表
示する。
【００３４】
　図５は、ジャンプ再生モードでマルチ表示を行なう場合の動作フローチャート、即ち、
ジャンプマルチ再生モードの動作フローチャートを示す。
【００３５】
　先ず、ステップＳ１１と同じ方法で、ジャンプ枚数を決定する（Ｓ２１）。ジャンプ枚
数が決定したら、表示する画像を検索し、表示画像があるか否かを判別する（Ｓ２２）。
表示画像があれば（Ｓ２２）、検索した画像をメモリカード１２１から読み出し、表示画
像を獲得し（Ｓ２３）、ＥＶＦ１１５に表示し（Ｓ２４）、Ｓ２２に戻る。即ち、表示画
像がある限り（Ｓ２２）、ステップＳ２３，Ｓ２４を繰り返す。
【００３６】
　表示画像がなければ（Ｓ２２）、ジャンプマルチ再生を終了する。
【００３７】
　図５のステップＳ２１が、特許請求の範囲のジャンプ枚数決定手段に対応する。ここで
は、ステップＳ１１と同様に、再生対象画像の総枚数Nをジャンプ定数Ｊで割った商をジ
ャンプ枚数としている。ユーザのメニュー操作等によりジャンプ定数を変更できることが
、ジャンプ定数変更手段に相当する。
【００３８】
　以上の実施例１では、記録媒体内の画像ファイルの総コマ数に応じてジャンプ枚数を決
定するので、総コマ数が多ければジャンプ枚数が多くなり、逆に、総コマ数が少なければ
ジャンプ枚数が少なくなる。この結果、少ない操作で所望の画像ファイルを閲覧すること
ができる。また、ジャンプ枚数を「総コマ数÷Ｎ」の商で算出することにより、単一方向
にＮ回、ジャンプ再生を行うことで全画像をほぼ一周するように、ジャンプ枚数を設定で
きる。
【００３９】
　また、総コマ数が多いとジャンプ枚数が多くなり、逆に総コマ数が少ないとジャンプ枚
数が少なくなるので、固定のジャンプ枚数に比べると平均して所望の画像ファイルの近傍
に少ない操作でたどり着くことができ、ユーザのデジタルカメラに対する利便性が向上す



(9) JP 4408087 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

る。
【００４０】
　ジャンプマルチ再生では、ジャンプ枚数の間隔の複数の画像を一覧できるので、希望の
画像の所在をおおまかではあるが見つけやすくなる。
【実施例２】
【００４１】
　図６は、本発明の第２実施例の概略構成ブロック図を示す。第２実施例では、図７に示
すように、順番を持った複数の画像から２つの画像を選択することにより、その間の画像
の枚数を総枚数としてジャンプ枚数を決定する。図６に示すデジタルカメラ１００ａには
、画像選択ボタン２００及び選択画像決定ボタン２０１が追加されている。ＣＰＵ１０９
ａは、追加された画像選択ボタン２００及び選択画像決定ボタン２０１に応じて、以下の
ように動作する。図１に示す実施例と同じ機能の要素には、同じ符号を付してある。画像
選択ボタン２００及び選択画像決定ボタン２０１は、それぞれ押下操作でオンとなる。
【００４２】
　図８は、図６に示す実施例で、画像選択を用いたジャンプ枚数決定のフローチャートを
示す。
【００４３】
　画像選択ボタン２００がオンかオフかを判別する（Ｓ３１）。画像選択ボタン２００が
オンであれば（Ｓ３１）、記録されている画像中から１つを選択し、選択画像決定ボタン
２０１で決定する（Ｓ３２）。ＣＰＵ１０９ａは、決定された画像を、選択すべき２つの
画像のうち１つとして記憶する。これを２回以上、繰り返すことで、マルチ画表示対象の
画像の範囲を決定できる。３回以上の選択を行なう場合には、直前の２回の選択画像が採
用される。
【００４４】
　ステップＳ３１，Ｓ３２で決定した２つの選択画像で良くなければ（Ｓ３３）、ステッ
プＳ３１，Ｓ３２を繰り返す。ステップＳ３１，Ｓ３２で決定した２つの選択画像で良け
れば（Ｓ３３）、２つの選択画像の間の画像枚数を計数し、その画像枚数を総枚数として
ジャンプ枚数を算出し（Ｓ３４）、画像選択ジャンプ枚数決定フローを終了する。
【００４５】
　このように決定したジャンプ枚数を使い、全画像、又は、２つの選択画像の間の画像を
対象として、第１実施例で説明したジャンプ再生又はジャンプマルチ再生を実行する。全
画像を対象とする場合、２つの選択画像は、単に、ジャンプ枚数を決定するためのみに使
用される。２つの選択画像の間の画像を対象とする場合、２つの選択画像は、ジャンプ枚
数を決定するために使用されつつ、再生対象範囲を規定するのにも使用されることになる
。
【００４６】
　例えば、実施例１で説明したジャンプ再生又はジャンプマルチ再生で２つの選択画像を
決定し、決定した２つの選択画像の間の画像枚数を基にジャンプ再生のジャンプ枚数を決
定することにより、徐々に範囲を絞り込みながら画像閲覧を行うことができる。これによ
り、画像数が多くなっても、容易に所望の画像を見つけやすくなる。
【００４７】
　また、ジャンプマルチ再生では、ジャンプ枚数の間隔の複数の画像を一覧できるので、
希望の画像の所在をおおまかではあるが見つけやすくなる。希望の画像を挟む２つの画像
を選択画像として決定して、実施例２の方法でジャンプ枚数と検索範囲を決定することに
より、闇雲に又は単純に順番に閲覧する場合に比べて、極めて迅速に、希望の画像を発見
できるようになる。この効果は、対象画像数が増える程、顕著であり、ユーザの利便性が
大幅に向上する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の第１実施例の概略構成ブロック図である。



(10) JP 4408087 B2 2010.2.3

10

20

30

【図２】第１実施例のジャンプ枚数決定とジャンプ再生のフローチャート図である。
【図３】通常のマルチ再生の表示例である。
【図４】ジャンプマルチ再生の表示例である。
【図５】ジャンプマルチ再生表示のフローチャート図である。
【図６】本発明の第２実施例の概略構成ブロック図である。
【図７】第２実施例における画像選択の例である。
【図８】画像選択を用いたジャンプ枚数決定のフローチャート図である。
【符号の説明】
【００４９】
１００，１００ａ　デジタルカメラ本体
１０１　フォーカシングレンズ
１０２　ズーミングレンズ
１０３　絞り
１０４　撮像素子
１０５　前処理回路
１０６　Ａ／Ｄコンバータ
１０７　像信号処理装置
１０８　フレームメモリ
１０９，１０９ａ　ＣＰＵ
１１０　電源
１１１　不揮発性メモリ
１１２　圧縮部
１１３　ＲＡＭメモリ
１１４　ＥＶＦ制御装置
１１５　ＥＶＦ（電子ビューファインダ）
１１６　メインスイッチ
１１７　第１レリーズスイッチ
１１８　第２レリーズスイッチ
１１９　カード入出力部
１２０　カードスロット
１２１　メモリカード
１２２　画像左送りボタン
１２３　画像右送りボタン
１２４　ジャンプボタン
１２５　マルチ表示ボタン
２００　画像選択ボタン
２０１　選択画像決定釦
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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