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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像を所定の順番で、連続するいくつかのページに分けて一覧表示させる表示制
御装置において、
　前記ページのそれぞれについて、複数の前記画像のうち、前記ページに一覧表示する画
像を選択する選択手段と、
　前記ページに、そのページの前または次のページに一覧表示される前記画像のうちのい
くつかの画像の一部である部分画像と、前記選択手段により選択された前記画像とが表示
されるように、前記画像および前記部分画像の表示を制御する表示制御手段と
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記ページにおける前記画像を選択するためのカーソルが描画さ
れた後、前記ページにおいて、一覧表示される前記画像および前記部分画像と前記カーソ
ルとを除く背景部分が、前記カーソルに近い位置から順番に描画され、前記背景部分の描
画が完了してから、前記画像が前記カーソルの位置に近い前記画像から順番に描画される
ように、前記画像の表示を制御する
　表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記ページに、前記画像が第１の方向および、前記第１の方向と
は異なる第２の方向に並べられて表示され、前記部分画像が前記第１の方向に並べられて
、前記画像の前記第２の方向に隣接する位置に表示されるように、前記画像および前記部
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分画像の表示を制御する
　請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記画像の描画が完了する前に前記カーソルの移動が指示された
場合、まだ描画されていない前記画像のそれぞれが、前記カーソルが移動することにより
新たに選択された前記画像から順番に描画されるように、前記画像の表示を制御する
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記ページに前記画像が一覧表示される第１の表示形式とは異な
る第２の表示形式で、前記画像が一覧表示されている状態において、前記第１の表示形式
での前記画像の一覧表示が指示された場合、前記第２の表示形式で一覧表示されていた前
記画像のうちの選択されていた前記画像が、前記ページにおいて前記カーソルにより選択
されるように、前記画像の表示を制御する
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　複数の画像を所定の順番で、連続するいくつかのページに分けて一覧表示させる表示制
御方法において、
　前記ページのそれぞれについて、複数の前記画像のうち、前記ページに一覧表示する画
像を選択する選択ステップと、
　前記ページに、そのページの前または次のページに一覧表示される前記画像のうちのい
くつかの画像の一部である部分画像と、選択された前記画像とが表示されるように、前記
画像および前記部分画像の表示を制御する表示制御ステップと
　を含み、
　前記表示制御ステップにおいて、前記ページにおける前記画像を選択するためのカーソ
ルが描画された後、前記ページにおいて、一覧表示される前記画像および前記部分画像と
前記カーソルとを除く背景部分が、前記カーソルに近い位置から順番に描画され、前記背
景部分の描画が完了してから、前記画像が前記カーソルの位置に近い前記画像から順番に
描画されるように、前記画像の表示が制御される
　表示制御方法。
【請求項６】
　複数の画像を所定の順番で、連続するいくつかのページに分けて一覧表示させる表示制
御処理をコンピュータに行わせるプログラムにおいて、
　前記ページのそれぞれについて、複数の前記画像のうち、前記ページに一覧表示する画
像を選択する選択ステップと、
　前記ページに、そのページの前または次のページに一覧表示される前記画像のうちのい
くつかの画像の一部である部分画像と、選択された前記画像とが表示されるように、前記
画像および前記部分画像の表示を制御する表示制御ステップと
　を含む処理を前記コンピュータに実行させ、
　前記表示制御ステップにおいて、前記ページにおける前記画像を選択するためのカーソ
ルが描画された後、前記ページにおいて、一覧表示される前記画像および前記部分画像と
前記カーソルとを除く背景部分が、前記カーソルに近い位置から順番に描画され、前記背
景部分の描画が完了してから、前記画像が前記カーソルの位置に近い前記画像から順番に
描画されるように、前記画像の表示が制御される
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示制御装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、複数の画像をいく
つかのページに分けて一覧表示させる場合に、ユーザに対してより分かり易く前後のペー
ジの有無を提示することができるようにした表示制御装置および方法、並びにプログラム
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に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置により撮像された画像を編集して表示する画像編集装置が知られている
（例えば、特許文献１参照）。このような画像編集装置や、撮像された画像または他の装
置から取得した画像などを表示する表示装置には、ユーザが表示させたい画像を簡単に選
択できるように、表示する画像のサムネイル画像を一覧表示する機能を有するものもある
。
【０００３】
　例えば、表示装置には、表示装置がサムネイル画像を一覧表示する場合に、全てのサム
ネイル画像を表示画面に表示しきれないときには、サムネイル画像が並べられた画像をス
クロール表示させる機能を有するものがある。
【０００４】
　サムネイル画像の一覧がスクロール表示される場合、表示画面には、サムネイル画像の
一覧のうちの一部が表示され、ユーザは、表示装置を操作して表示画面に表示されるスク
ロールバー等を操作することにより、サムネイル画像の一覧をスクロールさせて表示画面
に表示されていなかったサムネイル画像を表示させ、確認することができる。
【０００５】
　しかしながら、スクロール表示には処理量の多い画像処理が必要とされるため、サムネ
イル画像の一覧をスクロール表示させる方法は、充分な描画パフォーマンスが得られない
処理能力の低い装置には不向きであった。すなわち、処理能力の低い装置においては、サ
ムネイル画像の一覧を迅速にスクロール表示させることができなかった。
【０００６】
　これに対して、表示装置にサムネイル画像の一覧を、複数のページに分けて１ページず
つ表示させると、処理能力の低い表示装置においてもサムネイル画像の一覧を迅速に表示
させることができる。サムネイル画像が連続する複数のページに分けられて一覧表示され
る場合、ユーザは表示装置を操作して、表示されているページの前または次のページを表
示させて、それらのページに一覧表示されるサムネイル画像を確認することができる。
【０００７】
　例えば、１ページに、縦３個×横４個のサムネイル画像が一覧表示される場合、表示す
べき全てのサムネイル画像の数が１２個を超えるときには、それらのサムネイル画像を１
つのページに表示することはできないので、２ページ目以降のページが存在することにな
る。このようにサムネイル画像の一覧が１ページずつ表示される場合、表示される各ペー
ジには、前のページまたは次のページが存在することを示す矢印などの記号が表示される
ことがあり、ユーザは、この記号を見ることで、表示されているページの前後のページの
有無を知ることができる。
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－１８００７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、サムネイル画像を複数のページに分けて一覧表示する方法では、サムネ
イル画像の一覧表示に関するユーザインターフェースについて知識のないユーザには、各
ページに、前または次のページの有無を示す記号が表示されていても、その記号が何を表
しているのか理解することができず、前後のページの有無を知ることは容易ではなかった
。
【００１０】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、複数の画像をいくつかのペー
ジに分けて一覧表示させる場合に、ユーザに対してより分かり易く前後のページの有無を
提示することができるようにするものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一側面の表示制御装置は、複数の画像を所定の順番で、連続するいくつかのペ
ージに分けて一覧表示させる表示制御装置であって、前記ページのそれぞれについて、複
数の前記画像のうち、前記ページに一覧表示する画像を選択する選択手段と、前記ページ
に、そのページの前または次のページに一覧表示される前記画像のうちのいくつかの画像
の一部である部分画像と、前記選択手段により選択された前記画像とが表示されるように
、前記画像および前記部分画像の表示を制御する表示制御手段とを備え、前記表示制御手
段は、前記ページにおける前記画像を選択するためのカーソルが描画された後、前記ペー
ジにおいて、一覧表示される前記画像および前記部分画像と前記カーソルとを除く背景部
分が、前記カーソルに近い位置から順番に描画され、前記背景部分の描画が完了してから
、前記画像が前記カーソルの位置に近い前記画像から順番に描画されるように、前記画像
の表示を制御する。
【００１２】
　前記表示制御手段には、前記ページに、前記画像が第１の方向および、前記第１の方向
とは異なる第２の方向に並べられて表示され、前記部分画像が前記第１の方向に並べられ
て、前記画像の前記第２の方向に隣接する位置に表示されるように、前記画像および前記
部分画像の表示を制御させることができる。
【００１４】
　前記表示制御手段には、前記画像の描画が完了する前に前記カーソルの移動が指示され
た場合、まだ描画されていない前記画像のそれぞれが、前記カーソルが移動することによ
り新たに選択された前記画像から順番に描画されるように、前記画像の表示を制御させる
ことができる。
【００１５】
　前記表示制御手段には、前記ページに前記画像が一覧表示される第１の表示形式とは異
なる第２の表示形式で、前記画像が一覧表示されている状態において、前記第１の表示形
式での前記画像の一覧表示が指示された場合、前記第２の表示形式で一覧表示されていた
前記画像のうちの選択されていた前記画像が、前記ページにおいて前記カーソルにより選
択されるように、前記画像の表示を制御させることができる。
【００１８】
　本発明の一側面の表示制御方法またはプログラムは、複数の画像を所定の順番で、連続
するいくつかのページに分けて一覧表示させるための表示制御方法またはプログラムであ
って、前記ページのそれぞれについて、複数の前記画像のうち、前記ページに一覧表示す
る画像を選択する選択ステップと、前記ページに、そのページの前または次のページに一
覧表示される前記画像のうちのいくつかの画像の一部である部分画像と、選択された前記
画像とが表示されるように、前記画像および前記部分画像の表示を制御する表示制御ステ
ップとを含み、前記表示制御ステップにおいて、前記ページにおける前記画像を選択する
ためのカーソルが描画された後、前記ページにおいて、一覧表示される前記画像および前
記部分画像と前記カーソルとを除く背景部分が、前記カーソルに近い位置から順番に描画
され、前記背景部分の描画が完了してから、前記画像が前記カーソルの位置に近い前記画
像から順番に描画されるように、前記画像の表示が制御される。
【００１９】
　本発明の一側面においては、複数の画像を所定の順番で、連続するいくつかのページに
分けて一覧表示させる表示制御処理において、前記ページのそれぞれについて、複数の前
記画像のうち、前記ページに一覧表示する画像が選択され、前記ページに、そのページの
前または次のページに一覧表示される前記画像のうちのいくつかの画像の一部である部分
画像と、前記選択手段により選択された前記画像とが表示されるように、前記画像および
前記部分画像の表示が制御される。また、前記ページにおける前記画像を選択するための
カーソルが描画された後、前記ページにおいて、一覧表示される前記画像および前記部分
画像と前記カーソルとを除く背景部分が、前記カーソルに近い位置から順番に描画され、
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前記背景部分の描画が完了してから、前記画像が前記カーソルの位置に近い前記画像から
順番に描画されるように、前記画像の表示が制御される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の一側面によれば、画像を一覧表示させることができる。特に、本発明の一側面
によれば、複数の画像をいくつかのページに分けて一覧表示させる場合に、ユーザが簡単
かつ確実に前後のページの有無を認識できるように、前後のページの有無を提示すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのこと
は、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意
味するものでもない。
【００２２】
　本発明の一側面の表示制御装置は、複数の画像を所定の順番で、連続するいくつかのペ
ージに分けて一覧表示させる表示制御装置であって、前記ページのそれぞれについて、複
数の前記画像のうち、前記ページに一覧表示する画像を選択する選択手段（例えば、図１
の選択部３１）と、前記ページに、そのページの前または次のページに一覧表示される前
記画像のうちのいくつかの画像の一部である部分画像（例えば、図２のサムネイル画像６
１－１３乃至サムネイル画像６１－１６の部分画像）と、前記選択手段により選択された
前記画像（例えば、図２のサムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－１２）とが
表示されるように、前記画像および前記部分画像の表示を制御する表示制御手段（例えば
、図１の背景描画部３２およびサムネイル画像描画部３３）とを備え、前記表示制御手段
は、前記ページにおける前記画像を選択するためのカーソルが描画された後、前記ページ
において、一覧表示される前記画像および前記部分画像と前記カーソルとを除く背景部分
が、前記カーソルに近い位置から順番に描画され、前記背景部分の描画が完了してから、
前記画像が前記カーソルの位置に近い前記画像から順番に描画されるように、前記画像の
表示を制御する。
【００２３】
　前記表示制御手段には、前記ページに、前記画像が第１の方向（例えば、図２における
横方向）および、前記第１の方向とは異なる第２の方向（例えば、図２における縦方向）
に並べられて表示され、前記部分画像が前記第１の方向に並べられて、前記画像の前記第
２の方向に隣接する位置に表示されるように、前記画像および前記部分画像の表示を制御
させる（例えば、図５のステップＳ１３の処理乃至ステップＳ２０の処理）ことができる
。
【００２５】
　前記表示制御手段には、前記画像の描画が完了する前に前記カーソルの移動が指示され
た場合、まだ描画されていない前記画像のそれぞれが、前記カーソルが移動することによ
り新たに選択された前記画像から順番に描画されるように、前記画像の表示を制御させる
（例えば、図５のステップＳ１６の処理）ことができる。
【００２６】
　前記表示制御手段には、前記ページに前記画像が一覧表示される第１の表示形式（例え
ば、図２に示される縦横方向表示形式）とは異なる第２の表示形式（例えば、図４に示さ
れる縦方向表示形式）で、前記画像が一覧表示されている状態において、前記第１の表示
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形式での前記画像の一覧表示が指示された場合、前記第２の表示形式で一覧表示されてい
た前記画像のうちの選択されていた前記画像が、前記ページにおいて前記カーソルにより
選択されるように、前記画像の表示を制御させる（例えば、図５のステップＳ１２の処理
およびステップＳ１３の処理）ことができる。
【００２８】
　本発明の一側面の表示制御方法またはプログラムは、複数の画像を所定の順番で、連続
するいくつかのページに分けて一覧表示させるための表示制御方法またはプログラムであ
って、前記ページのそれぞれについて、複数の前記画像のうち、前記ページに一覧表示す
る画像を選択する選択ステップ（例えば、図５のステップＳ１１）と、前記ページに、そ
のページの前または次のページに一覧表示される前記画像のうちのいくつかの画像の一部
である部分画像と、選択された前記画像とが表示されるように、前記画像および前記部分
画像の表示を制御する表示制御ステップ（例えば、図５のステップＳ１２およびステップ
Ｓ２０）とを含み、前記表示制御ステップにおいて、前記ページにおける前記画像を選択
するためのカーソルが描画された後、前記ページにおいて、一覧表示される前記画像およ
び前記部分画像と前記カーソルとを除く背景部分が、前記カーソルに近い位置から順番に
描画され、前記背景部分の描画が完了してから、前記画像が前記カーソルの位置に近い前
記画像から順番に描画されるように、前記画像の表示が制御される。
【００２９】
　以下、図面を参照して、本発明を適用した実施の形態について説明する。
【００３０】
　図１は、本発明を適用した表示装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【００３１】
　表示装置１１は、例えば、テレビジョン受像機、パーソナルコンピュータ、デジタルス
チルカメラなどからなり、サムネイル画像の一覧をページ単位で表示する。表示装置１１
は、入力部２１、記録部２２、表示制御部２３、および表示部２４から構成される。
【００３２】
　入力部２１は、例えば、ボタン、リモートコマンダなどからなり、ユーザの操作に応じ
た入力信号を表示制御部２３に供給する。記録部２２は、例えば、光ディスク、半導体メ
モリ等の表示装置１１に着脱可能なリムーバブルメディアや、表示装置１１に内蔵されて
いるハードディスクなどからなり、動画像や静止画像などのコンテンツ、およびそのコン
テンツの内容を表すサムネイル画像を記録している。
【００３３】
　表示制御部２３は、入力部２１から供給される入力信号に応じて、記録部２２に記録さ
れているコンテンツを取得して表示部２４に供給し、表示部２４にコンテンツを表示させ
たり、記録部２２に記録されているサムネイル画像を取得して表示部２４に供給し、表示
部２４にサムネイル画像の一覧を表示させたりする。
【００３４】
　表示制御部２３は、選択部３１、背景描画部３２、およびサムネイル画像描画部３３を
備えている。表示制御部２３の選択部３１は、記録部２２に記録されているサムネイル画
像が複数のページに分けられて表示部２４に一覧表示される場合に、各ページについて、
それらのページに表示されるサムネイル画像を選択する。
【００３５】
　背景描画部３２は、表示部２４を制御して、表示部２４に表示されるサムネイル画像の
一覧の背景画像を描画させる。ここで、背景画像とは、サムネイル画像の一覧の背景、サ
ムネイル画像を選択するためのカーソル、各サムネイル画像のタイトル、サムネイル画像
が表示される部分の枠などの、表示されるページのうちのサムネイル画像（より詳細には
、一部分だけ表示されるサムネイル画像も含む）を除く部分の画像をいう。サムネイル画
像描画部３３は、表示部２４を制御して、表示部２４に一覧表示するサムネイル画像を描
画させる。
【００３６】
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　表示部２４は、例えばLCD（Liquid Crystal Display）などからなり、表示制御部２３
の制御に基づいて、コンテンツを表示したりサムネイル画像の一覧を表示したりする。
【００３７】
　例えば、ユーザが入力部２１を操作して、記録部２２に記録されている所定のフォルダ
を指定し、そのフォルダに格納されているサムネイル画像の一覧の表示を指示すると、表
示制御部２３の選択部３１は、ユーザの操作に応じて入力部２１から供給される入力信号
に基づいて、各ページに一覧表示させるサムネイル画像を選択する。
【００３８】
　例えば、図２に示されるように、ユーザにより指定されたフォルダにサムネイル画像６
１－１乃至サムネイル画像６１－２７の合計２７個のサムネイル画像が格納されており、
１ページに一覧表示されるサムネイル画像の数が、図中、横方向に４個、縦方向に３個で
あるとする。
【００３９】
　ここで、サムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－２７のそれぞれは、例えば
、デジタルスチルカメラなどで撮像された静止画像や、他の装置から取得された静止画像
のサムネイル画像、または１つの動画像の各シーンの内容を表すサムネイル画像などとさ
れる。なお、以下、サムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－２７のそれぞれを
特に区別する必要のない場合、単にサムネイル画像６１と称する。
【００４０】
　選択部３１は、サムネイル画像６１により示される静止画像の撮像日時順などの予め定
められた順番で、予め定められた個数ずつ各ページに一覧表示するサムネイル画像６１を
選択する。例えば、選択部３１は、１つのページに１２個のサムネイル画像６１が表示さ
れる場合、予め定められた順番で最初の１２個のサムネイル画像６１を選択し、それらの
サムネイル画像６１を１ページ目に一覧表示するサムネイル画像６１とし、次の１２個の
サムネイル画像６１を次のページに一覧表示するサムネイル画像６１として選択する。
【００４１】
　すなわち、図２においては、サムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－２７の
それぞれが、サムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－２７の順番で、図中、横
方向に４つずつ並べられている。換言すれば、４つのサムネイル画像６１が左側から右側
に順番に並べられてできるサムネイル画像６１の列が、上側から下側に順番に並べられて
いる。
【００４２】
　選択部３１は、図中、上から３つの列のサムネイル画像６１、つまりサムネイル画像６
１－１乃至サムネイル画像６１－１２を１ページ目に一覧表示させるサムネイル画像６１
として選択し、１ページ目のサムネイル画像６１として選択された最後の列に続く、次の
３つの列のサムネイル画像６１、つまりサムネイル画像６１－１３乃至サムネイル画像６
１－２４を２ページ目に一覧表示させるサムネイル画像６１として選択し、サムネイル画
像６１－２５乃至サムネイル画像６１－２７を３ページ目に一覧表示させるサムネイル画
像６１として選択する。
【００４３】
　したがって、１ページ目のサムネイル画像６１の一覧が表示される場合、表示部２４の
表示画面には、長方形の枠６２内の画像が、１ページ目のサムネイル画像６１の一覧とし
て表示される。また、１ページ目のサムネイル画像６１の一覧には、図２中、横方向に並
べられたサムネイル画像６１の列のうち、１ページ目に一覧表示されるサムネイル画像６
１として選択された最後の列、つまり枠６２内の図中、一番下の列の次の列のサムネイル
画像６１－１３乃至サムネイル画像６１－１６のそれぞれの一部も表示される。
【００４４】
　すなわち、図２において、横方向に並べられたサムネイル画像６１－１３乃至サムネイ
ル画像６１－１６のそれぞれの一部は、図中、横方向および縦方向に並べられたサムネイ
ル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－１２の縦方向に隣接する位置に表示されている
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。なお、図２において、サムネイル画像６１－１３乃至サムネイル画像６１－１６のうち
の１ページ目のサムネイル画像６１の一覧の画面に表示される部分には、斜線が施されて
いる。
【００４５】
　さらに、サムネイル画像６１の一覧には、サムネイル画像６１を選択するためのカーソ
ル６３が表示されており、ユーザは入力部２１を操作することで、サムネイル画像６１の
一覧上においてカーソル６３を移動させることができる。また、ユーザは、入力部２１を
操作して、カーソル６３により選択されているサムネイル画像６１により示される静止画
像や、動画像のシーンを再生させることができる。
【００４６】
　ユーザが入力部２１を操作して、カーソル６３を表示されているページの外、つまり表
示されているサムネイル画像６１の一覧の画面の外に移動させたり、表示部２４に１ペー
ジ目が表示されている状態において、次のページのサムネイル画像の一覧の表示を指示し
たりすると、図３に示すように、表示部２４の表示画面には、長方形の枠７１内の画像が
、２ページ目のサムネイル画像６１の一覧として表示される。なお、図３において図２に
おける場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、その説明は省略する。
【００４７】
　例えば、カーソル６３により、１ページ目に一覧表示されるサムネイル画像６１－９が
選択されている状態、つまりカーソル６３がサムネイル画像６１－９をフォーカスしてい
る状態において、ユーザが入力部２１を操作して、２ページ目に一覧表示されるサムネイ
ル画像６１－１３が選択されるように、カーソル６３を図中、下方向に移動させた場合、
表示部２４の表示画面には、長方形の枠７１内の画像が、２ページ目のサムネイル画像６
１の一覧として表示される。
【００４８】
　また、２ページ目のサムネイル画像６１の一覧には、図３中、横方向に並べられたサム
ネイル画像６１の列のうち、２ページ目に一覧表示されるサムネイル画像６１として選択
された最初の列、つまり枠７１内の図中、一番上の列の１つ前（上）の列のサムネイル画
像６１－９乃至サムネイル画像６１－１２のそれぞれの一部と、２ページ目に一覧表示さ
れるサムネイル画像６１として選択された最後の列、つまり枠７１内の図中、一番下の列
の次（下）の列のサムネイル画像６１－２５乃至サムネイル画像６１－２７のそれぞれの
一部とが表示される。
【００４９】
　すなわち、サムネイル画像６１－９乃至サムネイル画像６１－１２のそれぞれの一部は
、２ページ目に一覧表示されたサムネイル画像６１の図中、上側に隣接する位置に横方向
に並べられて表示され、サムネイル画像６１－２５乃至サムネイル画像６１－２７のそれ
ぞれの一部は、一覧表示されたサムネイル画像６１の図中、下側に隣接する位置に横方向
に並べられて表示される。なお、図３において、サムネイル画像６１－９乃至サムネイル
画像６１－１２およびサムネイル画像６１－２５乃至サムネイル画像６１－２７のうちの
２ページ目のサムネイル画像６１の一覧に表示される部分には、斜線が施されている。
【００５０】
　表示部２４にサムネイル画像６１の一覧がページ単位で表示される場合、表示されてい
るページの前のページが存在するときには、表示されているページの前のページにおける
、最後の列のサムネイル画像６１のそれぞれの一部が表示部２４に表示され、表示されて
いるページの次のページが存在するときには、表示されているページの次のページにおけ
る、最初の列のサムネイル画像６１のそれぞれの一部が表示部２４に表示される。
【００５１】
　このように、各ページに、サムネイル画像６１の一覧と、前後のページに一覧表示され
るサムネイル画像６１の一部とを表示することによって、ユーザは、サムネイル画像６１
を一覧表示させた場合に、表示されているページの前のページまたは次のページの有無を
簡単かつ確実に認識することができる。
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【００５２】
　また、前後のページのサムネイル画像６１の一部を表示することで、従来、ページ単位
でサムネイル画像を一覧表示させることで損なわれてしまう連続性を表現することができ
る。すなわち、一覧表示されるサムネイル画像は、本来、１つのまとまりを持ったもので
あるが、従来のようにページ単位でサムネイル画像を一覧表示すると、一覧表示されるサ
ムネイル画像は、ページごとに区切られてしまうため、ユーザは、１つのページに一覧表
示されるサムネイル画像が、１つのまとまりを待っているように感じてしまう。
【００５３】
　そこで、図２および図３に示したように、表示されているページに、そのページに一覧
表示するサムネイル画像６１だけでなく、そのページの前後のページに一覧表示されるサ
ムネイル画像６１の一部を必要に応じて表示することで、ユーザに、現在表示されている
ページと、その前後のページとの繋がりを意識させることができ、連続する全てのページ
に表示されるサムネイル画像６１、つまり一覧表示の対象となる全てのサムネイル画像６
１が１つのまとまりを持っているように感じさせることができる。
【００５４】
　なお、以下、各ページにおいて、サムネイル画像の一覧に表示される前後のページのサ
ムネイル画像の一部、例えば、図３における枠７１内の画像が表示部２４に表示されてい
る場合における、サムネイル画像６１－９乃至サムネイル画像６１－１２、およびサムネ
イル画像６１－２５乃至サムネイル画像６１－２７のそれぞれの斜線の施された部分を、
サムネイル画像６１の部分画像とも称する。
【００５５】
　さらに、図２および図３においては、サムネイル画像６１の部分画像が、一覧表示され
るサムネイル画像６１の図中、上側または下側に隣接する位置に表示される例について説
明したが、部分画像が、図２または図３において、図中、縦方向に並べられて、一覧表示
されたサムネイル画像６１の右側または左側に隣接する位置に表示されるようにしてもよ
い。例えば、図３のサムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－３、およびサムネ
イル画像６１－５乃至サムネイル画像６１－７が１ページ目に一覧表示され、サムネイル
画像６１－４およびサムネイル画像６１－８が２ページ目に一覧表示される場合、サムネ
イル画像６１－４およびサムネイル画像６１－８の部分画像が、１ページ目において、サ
ムネイル画像６１－３およびサムネイル画像６１－７の右側に隣接する位置に表示される
。
【００５６】
　ところで、表示部２４に、図３の枠７１内に示した画像、つまりサムネイル画像６１の
一覧が表示されている状態において、ユーザが入力部２１を操作することで、現在表示部
２４に表示されているサムネイル画像６１の一覧とは異なる表示形式で、サムネイル画像
６１の一覧を表示させることができる。
【００５７】
　例えば、図３に示したように、サムネイル画像６１が図中、縦方向および横方向に並べ
られて一覧表示されるサムネイル画像６１の一覧の表示形式を、縦横方向表示形式と呼ぶ
こととすると、ユーザは、図４に示すように、サムネイル画像６１が図４中、縦方向に並
べられて一覧表示されるように、サムネイル画像６１の一覧を表示させることができる。
なお、図４において、図３における場合と対応する部分には同一の符号を付してあり、そ
の説明は省略する。
【００５８】
　図４では、サムネイル画像６１－１９乃至サムネイル画像６１－２３が、図中、縦方向
にサムネイル画像６１－１９乃至サムネイル画像６１－２３の順番で並べられており、長
方形の枠１０１内の画像が、所定のページのサムネイル画像６１の一覧として表示される
。
【００５９】
　すなわち、枠１０１により示される１つのページには、３つのサムネイル画像６１－２
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０乃至サムネイル画像６１－２２が順番に図中、縦方向に並べられて表示されており、そ
れらのサムネイル画像６１－２０乃至サムネイル画像６１－２２の右側には、それらのサ
ムネイル画像６１により示される静止画像のタイトルを示す文字“タイトル２０”、“タ
イトル２１”、および“タイトル２２”が表示されている。
【００６０】
　また、枠１０１により示されるページには、サムネイル画像６１を選択するためのカー
ソル１０２が表示されており、ユーザは入力部２１を操作することで、サムネイル画像６
１の一覧上においてカーソル１０２を移動させることができる。
【００６１】
　さらに、枠１０１により示されるページには、そのページの前のページの最後に表示さ
れるサムネイル画像６１－１９、つまり前のページに一覧表示されるサムネイル画像６１
のうち、最も図中、下側に位置するサムネイル画像６１－１９の一部と、表示されている
ページの次のページの最初に表示されるサムネイル画像６１－２３、つまり次のページに
一覧表示されるサムネイル画像６１のうち、最も図中、上側に位置するサムネイル画像６
１－２３の一部とが部分画像として表示されている。ここで、図４において、サムネイル
画像６１－１９およびサムネイル画像６１－２３のうち、部分画像として表示される部分
には、斜線が施されている。
【００６２】
　また、例えば、カーソル１０２によりサムネイル画像６１－２２が選択されている状態
において、カーソル１０２によりサムネイル画像６１－２３が選択されるように、ユーザ
が入力部２１を操作してカーソル１０２を図中、下方向に移動させると、表示部２４には
、枠１０１により示されるページの次のページ、つまりサムネイル画像６１－２３乃至サ
ムネイル画像６１－２５が図中、縦方向に並べられたサムネイル画像６１の一覧が表示さ
れる。
【００６３】
　そして、そのページには、サムネイル画像６１－２３乃至サムネイル画像６１－２５と
ともに、前後のページのサムネイル画像６１－２２およびサムネイル画像６１－２６のそ
れぞれの一部が、部分画像として表示される。
【００６４】
　なお、以下の説明において、図４に示したサムネイル画像６１が図中、縦方向に並べら
れて一覧表示されるサムネイル画像６１の一覧の表示形式を、縦方向表示形式と称する。
また、表示部２４に縦方向表示形式のサムネイル画像の一覧が表示されている状態におい
て、ユーザは、入力部２１を操作することにより、縦横方向表示形式のサムネイル画像の
一覧に表示を切り替えさせることができ、逆に、表示部２４に縦横方向表示形式のサムネ
イル画像の一覧が表示されている状態において、ユーザは、入力部２１を操作することに
より、縦方向表示形式のサムネイル画像の一覧に表示を切り替えさせることができる。こ
こで、表示形式が切り替えられる場合において、一覧表示の対象となるサムネイル画像は
同じとされる。
【００６５】
　次に、図５のフローチャートを参照して、表示装置１１が縦横方向表示形式でサムネイ
ル画像を一覧表示する処理である一覧表示処理について説明する。なお、この一覧表示処
理は、ユーザにより入力部２１が操作され、縦横方向表示形式でのサムネイル画像の一覧
の表示が指示されると開始される。
【００６６】
　ステップＳ１１において、選択部３１は、サムネイル画像の一覧の各ページに表示する
サムネイル画像を選択する。
【００６７】
　例えば、ユーザが入力部２１を操作して所定のフォルダを指定し、そのフォルダに格納
されているサムネイル画像の一覧表示を指示した場合、選択部３１は、ユーザの操作に応
じて入力部２１から供給される入力信号に応じて、記録部２２に記録されている、ユーザ
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により指定されたフォルダに格納されているサムネイル画像を選択する。
【００６８】
　そして、選択部３１は、それらの選択したサムネイル画像から、サムネイル画像により
示される静止画像の撮像日時順、サムネイル画像により示されるシーンの再生される順番
など、予め定められた所定の順番で、サムネイル画像が１つのページに一覧表示される個
数ずつ、各ページに一覧表示するサムネイル画像を選択する。
【００６９】
　すなわち、選択部３１は、図２に示したように、一覧表示の対象となるサムネイル画像
６１を、予め定められた所定の順番で並べた場合に、図中、横方向に並べられたサムネイ
ル画像６１の列であって、予め定められた数の連続して並べられた列のサムネイル画像６
１を１つのページに一覧表示するサムネイル画像６１として選択する。
【００７０】
　例えば、選択部３１は、図２中、最も上側に位置する列を先頭として、下方向に順番に
並べられた３つの列、すなわちサムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－４が並
べられた列、サムネイル画像６１－５乃至サムネイル画像６１－８が並べられた列、およ
びサムネイル画像６１－９乃至サムネイル画像６１－１２が並べられた列の３つの連続し
て並べられている列のそれぞれのサムネイル画像６１－１乃至サムネイル画像６１－１２
を、１ページ目に一覧表示するサムネイル画像６１として選択する。
【００７１】
　さらに、選択部３１は、選択した３つの列に続いて順番に並べられている、次の３つの
列、すなわち図中、上から４番目乃至６番目のサムネイル画像６１の列のそれぞれのサム
ネイル画像６１－１３乃至サムネイル画像６１－２４を、次のページ（２ページ目）に一
覧表示するサムネイル画像６１として選択し、そのようにして最後に選択したページの列
の次に順番に並べられた予め定められた個数の列のサムネイル画像６１を、次のページに
一覧表示するサムネイル画像６１として順番に選択していき、各ページに一覧表示するサ
ムネイル画像６１を選択する。
【００７２】
　また、例えば、表示部２４に、図４に示した縦方向表示形式のサムネイル画像６１の一
覧が表示されている状態において、ユーザが入力部２１を操作して縦横方向表示形式での
サムネイル画像６１の一覧の表示を指示した場合、選択部３１は、ユーザの操作に応じて
入力部２１から供給される入力信号に応じて、縦方向表示形式での一覧表示の対象となっ
ていたサムネイル画像６１、例えば縦方向表示形式でのサムネイル画像６１の一覧を表示
するときに指定されたフォルダに格納されているサムネイル画像６１を、縦横方向表示形
式での各ページに一覧表示するサムネイル画像６１として選択する。
【００７３】
　そして、選択部３１は、選択したサムネイル画像６１から、予め定められた所定の順番
で、１つのページに一覧表示される個数ずつ、各ページに一覧表示するサムネイル画像６
１を選択する。例えば、選択部３１は、所定の順番で１２個のサムネイル画像６１を選択
し、それらのサムネイル画像６１を１つのページに一覧表示するサムネイル画像６１とす
る。すなわち、サムネイル画像６１が図２に示したように順番に並べられた場合に、予め
定められた個数の連続して並べられた列のサムネイル画像６１が１つのページに一覧表示
されるサムネイル画像６１として選択される。
【００７４】
　ステップＳ１２において、背景描画部３２は、表示部２４を制御して、表示部２４に表
示させるページの背景画像を表示させる。
【００７５】
　例えば、ユーザにより所定のフォルダが指定されて縦横方向表示形式でのサムネイル画
像の一覧の表示が指示された場合、表示制御部２３の背景描画部３２は、１ページ目を表
示することとし、カーソルが最初のサムネイル画像に位置するように、表示部２４に背景
画像を描画させる。
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【００７６】
　すなわち、背景描画部３２は、図２のカーソル６３、サムネイル画像６１が表示される
位置の枠などの背景画像、つまり枠６２内の画像のうち、サムネイル画像６１－１乃至サ
ムネイル画像６１－１２と、サムネイル画像６１－１３乃至サムネイル画像６１－１６の
部分画像とを除く部分の画像の描画を表示部２４に指示し、表示部２４は、背景描画部３
２の制御に基づいて背景画像の描画を行い、表示画面に背景画像を表示する。このとき、
背景描画部３２は、順番に並べられたサムネイル画像６１のうち、先頭のサムネイル画像
６１－１にカーソル６３が位置するように、カーソル６３の描画を制御する。
【００７７】
　また、表示部２４に、図４に示した枠１０１内の画像、つまり縦方向表示形式のサムネ
イル画像６１の一覧の所定のページが表示されている状態において、ユーザが入力部２１
を操作して表示形式の切り替えを指示した場合、すなわち縦横方向表示形式でのサムネイ
ル画像６１の一覧の表示を指示した場合、表示制御部２３は、縦横方向表示形式のサムネ
イル画像６１の一覧の各ページのうち、現在表示されている縦方向表示形式でのサムネイ
ル画像６１の一覧において、カーソル１０２により選択されているサムネイル画像６１が
表示されるページを表示することとし、背景描画部３２は、カーソル６３が縦方向表示形
式でのサムネイル画像６１の一覧において選択されていたサムネイル画像６１に位置する
ように、表示部２４に背景画像を描画させる。
【００７８】
　例えば、図４に示す縦方向表示形式のサムネイル画像６１の一覧においては、カーソル
１０２は、サムネイル画像６１－２１に位置しているので、表示制御部２３は、縦横方向
表示形式のサムネイル画像６１の一覧において、サムネイル画像６１－２１が表示される
ページ、つまり図３の枠７１内の画像が表示される２ページ目を表示部２４に表示させる
こととする。
【００７９】
　そして、背景描画部３２は、枠７１内の画像のうち、サムネイル画像６１－１３乃至サ
ムネイル画像６１－２４と、サムネイル画像６１－９乃至サムネイル画像６１－１２の部
分画像、およびサムネイル画像６１－２５乃至サムネイル画像６１－２７の部分画像とを
除く部分を背景画像として、背景画像の描画を表示部２４に指示する。表示部２４は、背
景描画部３２の制御に基づいて背景画像の描画を行い、表示画面に背景画像を表示する。
このとき、背景描画部３２は、縦横方向表示形式のサムネイル画像６１の一覧に表示され
るカーソル６３が、縦方向表示形式でのサムネイル画像６１の一覧においてカーソル１０
２により選択されていたサムネイル画像６１－２１に位置するように、カーソル６３の描
画を制御する。
【００８０】
　なお、背景画像の描画は、予め定められた部分から順番になされるようにしてもよいし
、優先度の高い部分から順番になされるようにしてもよい。
【００８１】
　予め定められた部分、つまり予め定められた画像から描画が開始される場合、例えば、
図３において、まずカーソル６３が描画され、その後、サムネイル画像６１－１３が表示
される部分の枠からサムネイル画像６１－２４が表示される部分の枠までが順番に描画さ
れる。
【００８２】
　また、優先度の高い部分から描画が開始される場合、例えば、図３において、まずカー
ソル６３が描画され、その後、サムネイル画像６１が表示される部分の枠のうち、カーソ
ル６３に距離的に近い位置にある枠から順番に描画される。すなわち、カーソル６３が描
画された後、カーソル６３が位置するサムネイル画像６１－２１が表示される部分の枠が
描画され、その後、サムネイル画像６１－１７、サムネイル画像６１－１８、およびサム
ネイル画像６１－２２のそれぞれが表示される部分の枠が描画され、さらにサムネイル画
像６１－１３乃至サムネイル画像６１－１６、サムネイル画像６１－１９、サムネイル画
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像６１－２０、サムネイル画像６１－２３、およびサムネイル画像６１－２４のそれぞれ
が表示される部分の枠が描画される。
【００８３】
　このように、背景画像のうち優先度の高い部分から順番に、例えばユーザが注目すると
推測されるカーソル６３と、そのカーソル６３が位置するサムネイル画像６１が表示され
る部分の枠から順番に描画していくことで、背景画像のうち、ユーザが注目すると推定さ
れる部分から表示することができる。
【００８４】
　図５のフローチャートの説明に戻り、背景画像が描画されると、ステップＳ１３におい
て、サムネイル画像描画部３３は、表示部２４を制御して、カーソルの位置からサムネイ
ル画像の描画を開始させる。すなわち、サムネイル画像描画部３３は、一覧表示させるサ
ムネイル画像を、カーソルの位置に近いものから順番に描画させる。表示部２４は、サム
ネイル画像描画部３３の制御に基づいてサムネイル画像の描画を行い、サムネイル画像を
順番に表示する。
【００８５】
　例えば、図３に示した枠７１により示されるページ（枠７１内の画像）が表示される場
合、サムネイル画像描画部３３は、まずカーソル６３により選択されているサムネイル画
像６１－２１の描画を制御し、その後、サムネイル画像６１－１７、サムネイル画像６１
－１８、およびサムネイル画像６１－２２のそれぞれの描画を制御し、さらにサムネイル
画像６１－１３乃至サムネイル画像６１－１６、サムネイル画像６１－１９、サムネイル
画像６１－２０、サムネイル画像６１－２３、およびサムネイル画像６１－２４のそれぞ
れの描画を制御する。
【００８６】
　このように、カーソル６３の位置に近いサムネイル画像６１から順番に描画していくこ
とで、ユーザが注目すると推定されるサムネイル画像６１から順番に表示することができ
、サムネイル画像６１の描画に時間がかかる場合においても、見たいサムネイル画像６１
が表示されるまで待たされることにより生じるユーザのストレスを低減させることができ
る。
【００８７】
　一般に、ユーザは、一覧表示されたサムネイル画像を見る場合、まず、カーソルにより
フォーカスされているサムネイル画像を見た後、そのサムネイル画像に距離的により近い
位置に表示されているサムネイル画像から順番に他のサムネイル画像を見ることが多い。
したがって、カーソル６３の位置に近いサムネイル画像６１から順番に表示されるように
、描画を制御することにより、ユーザが見たいと推定される順番でサムネイル画像６１を
表示することができる。これにより、ユーザは、自分が見たいサムネイル画像６１が表示
されるまで、長い時間待たずに済む。
【００８８】
　サムネイル画像の描画が開始されると、ステップＳ１４において、背景描画部３２は、
カーソルを移動させるか否かを判定する。例えば、ユーザが入力部２１を操作して、図３
のカーソル６３の移動を指示し、入力部２１から表示制御部２３にユーザの操作に応じた
入力信号が供給された場合、カーソル６３を移動させると判定される。
【００８９】
　ステップＳ１４において、カーソルを移動させないと判定された場合、ステップＳ１５
の処理およびステップＳ１６の処理はスキップされて、処理はステップＳ１７に進む。
【００９０】
　これに対して、ステップＳ１４において、カーソルを移動させると判定された場合、ス
テップＳ１５において、背景描画部３２は、カーソルを表示画面の外に移動させるか否か
、つまり表示されているページの次または前のページへのカーソルの移動が指示されたか
否かを判定する。
【００９１】
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　例えば、図３の枠７１内の画像が表示部２４の表示画面に表示されるように、サムネイ
ル画像６１の一覧が描画されている状態において、ユーザが入力部２１を操作して、カー
ソル６３をサムネイル画像６１－２１の位置から、図中、下方向、つまりサムネイル画像
６１－２５への移動を指示した場合、カーソル６３を表示画面の外に移動させると判定さ
れる。また、例えば、カーソル６３によりサムネイル画像６１－１３が選択されている状
態において、ユーザが入力部２１を操作し、カーソル６３のサムネイル画像６１－９の位
置への移動を指示した場合、カーソル６３を表示画面の外に移動させると判定される。
【００９２】
　ステップＳ１５において、カーソルを表示画面の外に移動させると判定された場合、処
理はステップＳ１２に戻り、カーソルの移動先のページの描画が開始される。例えば、表
示部２４により図３の枠７１内の画像の描画が行われている状態において、ユーザが入力
部２１を操作して、カーソル６３をサムネイル画像６１－２１の位置からサムネイル画像
６１－２５の位置への移動を指示した場合、表示制御部２３は、カーソル６３をサムネイ
ル画像６１－２５の位置に移動させ、３ページ目のサムネイル画像６１の一覧を表示させ
る。すなわち表示制御部２３は、サムネイル画像６１－２５乃至サムネイル画像６１－２
７を一覧表示させる。
【００９３】
　一方、ステップＳ１５において、カーソルを表示画面の外に移動させないと判定された
場合、背景描画部３２は、入力部２１からの入力信号に応じて表示部２４を制御して、カ
ーソルを移動させ、処理はステップＳ１６に進む。例えば、図３の枠７１内の画像が表示
部２４に表示される場合、背景描画部３２は、入力部２１から供給される入力信号に応じ
て表示部２４を制御し、カーソル６３を、サムネイル画像６１－２１の位置からサムネイ
ル画像６１－２２の位置に移動させる。
【００９４】
　ステップＳ１６において、サムネイル画像描画部３３は、表示部２４を制御して、一覧
表示するサムネイル画像のうちのまだ描画が完了していないサムネイル画像を、移動され
たカーソルにより選択されているサムネイル画像に近いものから順番に描画させる。
【００９５】
　例えば、図３に示した枠７１により示されるページに一覧表示されるサムネイル画像６
１の描画が、サムネイル画像６１－２１から開始され、サムネイル画像６１－２１の描画
が完了した時点において、カーソル６３がサムネイル画像６１－２２の位置に移動された
場合、サムネイル画像描画部３３は、描画が行われていないサムネイル画像６１－１３乃
至サムネイル画像６１－２０、およびサムネイル画像６１－２２乃至サムネイル画像６１
－２４のうち、新たにカーソル６３により選択されたサムネイル画像６１－２２の描画を
制御し、その後、サムネイル画像６１－２２により近い順、例えばサムネイル画像６１－
１７、サムネイル画像６１－１８、サムネイル画像６１－１９、サムネイル画像６１－２
３、サムネイル画像６１－１３乃至サムネイル画像６１－１６、サムネイル画像６１－２
０、およびサムネイル画像６１－２４の順番で描画が行われるように、サムネイル画像６
１の描画を制御する。
【００９６】
　このように、カーソル６３が移動された場合、カーソル６３により新たに選択されるサ
ムネイル画像６１を優先して描画を行い、さらにそのサムネイル画像６１に距離的に近い
サムネイル画像６１から優先的に描画を行うことにより、つまり優先度の高いサムネイル
画像６１から順番に描画することにより、サムネイル画像６１の描画が完了するまで待た
されることによるユーザのストレスを低減することができる。
【００９７】
　ステップＳ１６において、カーソルにより新たに選択されたサムネイル画像に近い位置
のサムネイル画像から描画が行われるか、またはステップＳ１４において、カーソルを移
動させないと判定されると、ステップＳ１７において、表示制御部２３は、サムネイル画
像の一覧を描画する処理を終了するか否かを判定する。
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【００９８】
　例えば、ユーザが入力部２１を操作して、カーソルにより選択されているサムネイル画
像により示される画像（静止画像または動画像）の再生を指示した場合や、縦方向表示形
式のサムネイル画像の一覧の表示を指示した場合、処理を終了すると判定される。
【００９９】
　ステップＳ１７において、処理を終了すると判定された場合、ステップＳ１８において
、表示装置１１はユーザの操作に応じた処理を行い、一覧表示処理は終了する。例えば、
ユーザが入力部２１を操作して、図３のカーソル６３により選択されているサムネイル画
像６１－２１により示される画像の再生を指示した場合、表示制御部２３は、ユーザの操
作により入力部２１から供給される入力信号に応じて、表示が指示された画像を記録部２
２から取得して表示部２４に供給し、表示部２４に画像を表示させる。
【０１００】
　また、例えば、ユーザが入力部２１を操作して、縦方向表示形式のサムネイル画像の一
覧の表示を指示した場合、表示制御部２３は、ユーザの操作により入力部２１から供給さ
れる入力信号に応じて表示装置１１の各部に、縦方向表示形式でのサムネイル画像の一覧
を表示させる処理の開始を指示する。
【０１０１】
　一方、ステップＳ１７において、処理を終了しないと判定された場合、ステップＳ１９
において、サムネイル画像描画部３３は、一覧表示するサムネイル画像の描画が完了した
か否かを判定する。ステップＳ１９において、描画が完了していないと判定された場合、
処理はステップＳ１４に戻り、一覧表示するサムネイル画像を描画する処理が継続して行
われる。
【０１０２】
　これに対して、ステップＳ１９において、描画が完了したと判定された場合、ステップ
Ｓ２０において、サムネイル画像描画部３３は表示部２４を制御して、部分画像を描画さ
せる。例えば、表示部２４に、図３の枠７１により示されるページが表示される場合、サ
ムネイル画像描画部３３は、表示部２４を制御して、サムネイル画像６１－９乃至サムネ
イル画像６１－１２のそれぞれの部分画像と、サムネイル画像６１－２５乃至サムネイル
画像６１－２７のそれぞれの部分画像とを描画させる。
【０１０３】
　ステップＳ２１において、表示制御部２３は、サムネイル画像の一覧を表示する処理を
終了するか否かを判定する。
【０１０４】
　例えば、ユーザが入力部２１を操作して、カーソルにより選択されているサムネイル画
像により示される画像の再生を指示した場合や、縦方向表示形式のサムネイル画像の一覧
の表示を指示した場合、処理を終了すると判定される。
【０１０５】
　ステップＳ２１において、処理を終了すると判定された場合、処理はステップＳ１８に
進み、ユーザの操作に応じた処理が行われて一覧表示処理は終了する。
【０１０６】
　一方、ステップＳ２１において、処理を終了しないと判定された場合、ステップＳ２２
において、表示制御部２３は、ユーザの操作に応じた処理を行う。例えば、ユーザが入力
部２１を操作して、図３のカーソル６３の移動を指示した場合、表示制御部２３の背景描
画部３２は、ユーザの操作により入力部２１から供給される入力信号に応じて、表示部２
４に移動が指示された位置にカーソル６３を描画させる。
【０１０７】
　ステップＳ２３において、表示制御部２３は、カーソルが表示画面の外に移動されたか
否か、つまり表示されているページの次または前のページへのカーソルの移動が指示され
たか否かを判定する。
【０１０８】
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　例えば、図３の枠７１内の画像が表示部２４の表示画面に表示されている状態において
、ユーザが入力部２１を操作して、カーソル６３をサムネイル画像６１－２１の位置から
、サムネイル画像６１－２５への移動を指示した場合、カーソル６３が表示画面の外に移
動されたと判定される。
【０１０９】
　ステップＳ２３において、カーソルが表示画面の外に移動されたと判定された場合、処
理はステップＳ１２に戻り、カーソルの移動先のページのサムネイル画像の一覧の描画が
行われる。
【０１１０】
　これに対して、ステップＳ２３において、カーソルが表示画面の外に移動されていない
と判定された場合、処理はステップＳ２１に戻り、上述した処理が繰り返される。
【０１１１】
　このようにして、表示装置１１は、背景画像、サムネイル画像、およびサムネイル画像
の部分画像を描画することによりサムネイル画像の一覧を表示する。このように、サムネ
イル画像の一覧に、表示するページの前のページ、または次のページに一覧表示されるサ
ムネイル画像の部分画像を表示することによって、表示装置１１は、サムネイル画像を複
数のページに分けて一覧表示する場合においても、ユーザが簡単かつ確実に前後のページ
の有無を認識することができるように、その前後のページの有無を提示することができる
。
【０１１２】
　なお、サムネイル画像の一覧を複数のページに分けて表示する場合、サムネイル画像の
一覧の総ページ数を知ることのできるシステムにおいては、総ページ数と、現在表示され
ているページ、すなわち何ページ目が表示されているかを示すページ番号とを表示したり
、スクロールバーを表示させて、全体の表示項目のうちのどの部分が表示されているかを
示したりすることもできるが、予めサムネイル画像の一覧の総ページ数を知ることのでき
ないシステムにおいては、現在どのページが表示されているかをユーザに提示することが
できなくなるだけでなく、前後のページの有無も提示することができなくなってしまう。
【０１１３】
　これに対して、予めサムネイル画像の一覧の総ページ数を知ることのできないシステム
においても、図３に示したように、表示しているページの前後のページのサムネイル画像
６１の部分画像を表示することによって、ユーザは、前後のページに一覧表示されるサム
ネイル画像６１の一部を実際に見ることができ、前後のページが存在することを直感的に
認識することができる。
【０１１４】
　また、ユーザが入力部２１を操作することにより、カーソル６３をサムネイル画像６１
の部分画像に移動させる操作が、サムネイル画像６１の一覧のページを送る操作、つまり
前または次のページを表示させるときになされる操作となるため、ユーザは、簡単かつ直
感的な操作で、前後のページを表示させることができる。
【０１１５】
　なお、以上においては、一覧表示されるサムネイル画像の描画は、カーソルにより選択
されているサムネイル画像により近いものから順番に行われると説明したが、他に、一覧
表示するサムネイル画像に優先順位（優先度）を設けて、優先度の高い順番で描画される
ようにしてもよい。
【０１１６】
　例えば、図３の枠７１により示されるページが表示される場合、一覧表示するときに並
べられる順番、すなわちサムネイル画像６１－１３乃至サムネイル画像６１－２４の順番
で描画が行われるようにしてもよいし、図中、縦方向に並べられたサムネイル画像６１の
列のうち、より左側の列のサムネイル画像６１の優先度をより高くし、かつ各列において
より上側に位置するサムネイル画像６１の優先度をより高くして、優先度の高い左側の列
から右側の列に、かつ各列において上側から下側に、つまりサムネイル画像６１－１３、
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サムネイル画像６１－１７、サムネイル画像６１－２１、およびサムネイル画像６１－１
４の順番で描画が行われるようにしてもよい。
【０１１７】
　また、例えば、図３において、カーソル６３により選択されているサムネイル画像６１
と同じ列（図中、横方向の列）にあるサムネイル画像６１の優先度が上げられるようにし
たり、カーソル６３により選択されているサムネイル画像６１を含む縦方向の列にあるサ
ムネイル画像６１の優先度が上げられるようにしたりしてもよい。
【０１１８】
　さらに、表示制御部２３が、サムネイル画像を選択するためのカーソルの移動の履歴を
記録しておき、その履歴に基づいてサムネイル画像描画部３３が、サムネイル画像を描画
する順番を定めるようにしてもよい。
【０１１９】
　例えば、図３において、サムネイル画像６１－９乃至サムネイル画像６１－１２の順番
で、サムネイル画像６１が選択されるようにカーソル６３が移動し、その後、カーソル６
３がサムネイル画像６１－１２からサムネイル画像６１－１３に移動して、枠７１により
示されるページが表示される場合、次にカーソル６３が移動すると予測される位置はサム
ネイル画像６１－１４であり、その後、サムネイル画像６１－１５乃至サムネイル画像６
１－２４の順番でサムネイル画像６１が選択されるように、カーソル６３が移動する可能
性が高いので、サムネイル画像描画部３３は、サムネイル画像６１－１３乃至サムネイル
画像６１－２４の順番でサムネイル画像６１を描画させる。
【０１２０】
　また、例えば、サムネイル画像６１－１、サムネイル画像６１－５、およびサムネイル
画像６１－９の順番で、サムネイル画像６１が選択されるようにカーソル６３が移動し、
その後、カーソル６３がサムネイル画像６１－９からサムネイル画像６１－１３に移動し
て、枠７１により示されるページが表示される場合、次にカーソル６３が移動すると予測
される位置はサムネイル画像６１－１７であり、その後、カーソル６３がサムネイル画像
６１－２１に移動する可能性が高いので、サムネイル画像描画部３３は、サムネイル画像
６１－１３、サムネイル画像６１－１７、サムネイル画像６１－２１、サムネイル画像６
１－１４、サムネイル画像６１－１８、サムネイル画像６１－２２、サムネイル画像６１
－１５、サムネイル画像６１－１９、サムネイル画像６１－２３、サムネイル画像６１－
１６、サムネイル画像６１－２０、およびサムネイル画像６１－２４の順番でサムネイル
画像６１を描画させる。
【０１２１】
　ところで、ユーザが入力部２１を操作して所定のフォルダを指定し、そのフォルダに格
納されているサムネイル画像の縦方向表示形式での一覧の表示を指示した場合や、縦横方
向表示形式によりサムネイル画像の一覧が表示されている状態において、ユーザが縦方向
表示形式でのサムネイル画像の一覧への表示の切り替えを指示した場合、表示装置１１は
、図５のフローチャートを参照して説明した縦横方向表示形式での一覧表示処理と同様の
処理を行って、縦方向表示形式でのサムネイル画像の一覧を表示する。
【０１２２】
　そのような場合、例えば、図５のステップＳ１１の処理に対応する処理として、図４に
示したように、選択部３１は、サムネイル画像６１を予め定められた順番で図４中、上側
から下側に並べた場合に、連続して縦方向に並べられている所定の数のサムネイル画像６
１を１つのページに一覧表示するサムネイル画像６１として選択する。
【０１２３】
　そして、その後、ステップＳ１２の処理乃至ステップＳ２３の処理と同様の処理が行わ
れ、カーソル１０２等の背景画像、サムネイル画像６１、およびサムネイル画像６１の部
分画像が順番に描画される。
【０１２４】
　なお、以上においては、縦横方向表示形式、および縦方向表示形式においては、サムネ
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イル画像の一覧がページ単位、つまりいくつかのページに分けられて表示されると説明し
たが、縦横方向表示形式または縦方向表示形式のうち、何れか一方の表示形式でサムネイ
ル画像の一覧を表示するときにはページ単位で表示され、他方の表示形式でサムネイル画
像の一覧を表示するときにはスクロール表示されるようにしてもよい。
【０１２５】
　例えば、縦方向表示形式でサムネイル画像の一覧がスクロール表示される場合、図４の
枠１０１内の画像が表示部２４に表示されている状態において、ユーザは、入力部２１を
操作することにより、表示部２４の表示画面に表示されているサムネイル画像６１の一覧
を図中、上下方向にスクロールさせることができる。
【０１２６】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からイ
ンストールされる。
【０１２７】
　図６は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するパーソナルコンピュータの構
成の例を示すブロック図である。CPU（Central Processing Unit）３０１は、ROM（Read 
Only Memory）３０２、または記録部３０８に記録されているプログラムに従って各種の
処理を実行する。RAM（Random Access Memory）３０３には、CPU３０１が実行するプログ
ラムやデータなどが適宜記憶される。これらのCPU３０１、ROM３０２、およびRAM３０３
は、バス３０４により相互に接続されている。
【０１２８】
　CPU３０１にはまた、バス３０４を介して入出力インターフェース３０５が接続されて
いる。入出力インターフェース３０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどより
なる入力部３０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部３０７が接続されている
。CPU３０１は、入力部３０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そ
して、CPU３０１は、処理の結果を出力部３０７に出力する。
【０１２９】
　入出力インターフェース３０５に接続されている記録部３０８は、例えばハードディス
クからなり、CPU３０１が実行するプログラムや各種のデータを記録する。通信部３０９
は、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して外部の装
置と通信する。
【０１３０】
　また、通信部３０９を介してプログラムを取得し、記録部３０８に記録してもよい。
【０１３１】
　入出力インターフェース３０５に接続されているドライブ３１０は、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア３３１が装
着されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得す
る。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記録部３０８に転送され、記録され
る。
【０１３２】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図６に示すように、磁気ディスク（フレキシブ
ルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Digita
l Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア３３１、または、プログラムが一時的もしく
は永続的に格納されるROM３０２や、記録部３０８を構成するハードディスクなどにより
構成される。プログラム記録媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、モデム
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などのインターフェースである通信部３０９を介して、ローカルエリアネットワーク、イ
ンターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行われ
る。
【０１３３】
　なお、本明細書において、プログラム記録媒体に格納されるプログラムを記述するステ
ップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的
に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１３４】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明を適用した表示装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】縦横方向表示形式でのサムネイル画像の一覧の表示を説明する図である。
【図３】縦横方向表示形式でのサムネイル画像の一覧の表示を説明する図である。
【図４】縦方向表示形式でのサムネイル画像の一覧の表示を説明する図である。
【図５】一覧表示処理を説明するフローチャートである。
【図６】パーソナルコンピュータの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１１　表示装置，　２１　入力部，　２３　表示制御部，　２４　表示部，　３１　選
択部，　３２　背景描画部，　３３　サムネイル画像描画部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(21) JP 4277906 B2 2009.6.10

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   5/66     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   5/36    ５２０Ｇ          　　　　　
   Ｇ０９Ｇ   5/34     (2006.01)           Ｇ０６Ｆ   3/048   ６５１Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/66    　　　Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   5/34    　　　Ｚ          　　　　　

(56)参考文献  特開２００４－０３８６９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１６５８３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２６３１４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０８９８７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２３２５９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／００８４６３（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０７－１６０４６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２２０７１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１２４６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００４－５３６３３５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／００　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／０８　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／１４　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／３４　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／３６　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／６６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

