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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のタイプのデータを示すサムネイル画像と第２のタイプのデータの少なくとも１つ
を示すアイコンとを一覧表示する第１の表示形態と、前記第２のタイプのデータを示すサ
ムネイル画像と、前記第１のタイプのデータの少なくとも１つを示すアイコンとを一覧表
示する第２の表示形態とを切り替えて、前記第１及び第２のタイプのデータを前記第１ま
たは第２の表示形態で表示部に表示する表示制御手段とを有し、
　前記表示制御手段は、前記第１の表示形態において、前記第２のタイプのデータを示す
アイコンが指定されることに応じて、前記第２の表示形態に切り替え、前記第２の表示形
態において、前記第１のタイプのデータを示すアイコンが指定されることに応じて、前記
第１の表示形態に切り替えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記第１の表示形態において、前記第２のタイプのデータを示す
アイコンが示すデータの数を当該アイコンとともに表示することを特徴とする請求項１に
記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記第１の表示形態において、前記第２のタイプのデータを示す
アイコンを前記第１のタイプのデータを示すサムネイル画像よりも小さなサイズで表示す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
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　前記第１のタイプのデータは動画像データであり、前記第２のタイプのデータは静止画
像データであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記サムネイル画像と前記アイコンとを、前記サムネイル画像及
び前記アイコンが示すデータの作成時刻に基づく順番で表示することを特徴とする請求項
1乃至４のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記第１の表示形態において、前記第１のタイプのデータを示す
複数のサムネイル画像と、前記第２のタイプのデータを示す１つのアイコンとを一覧表示
することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　第１のタイプのデータを示すサムネイル画像と第２のタイプのデータの少なくとも１つ
を示すアイコンとを一覧表示する第１の表示形態と、前記第２のタイプのデータを示すサ
ムネイル画像と、前記第１のタイプのデータの少なくとも１つを示すアイコンとを一覧表
示する第２の表示形態とを切り替えて、前記第１及び第２のタイプのデータを前記第１ま
たは第２の表示形態で表示部に表示する表示制御工程を有し、
　前記表示制御工程では、前記第１の表示形態において、前記第２のタイプのデータを示
すアイコンが指定されることに応じて、前記第２の表示形態に切り替え、前記第２の表示
形態において、前記第１のタイプのデータを示すアイコンが指定されることに応じて、前
記第１の表示形態に切り替えることを特徴とする画像表示方法。
【請求項８】
　コンピュータに、請求項７に記載の画像表示方法の各工程を実行させるためのプログラ
ム。
【請求項９】
　請求項８に記載のプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータが読み取り可能
な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像情報再生装置、画像情報再生装置の表示制御方法、プログラム及び記憶媒
体に関し、特に動画像データ及び静止画像データを表示する、画像情報再生装置、画像情
報再生装置の表示制御方法、プログラム及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、デジタルビデオカメラには、半導体メモリーカードが搭載された機種や、記録可
能なＤＶＤディスクを記録メディアとして使用する機種が存在しており、さらに、動画像
データと静止画像データの双方を記録し、再生することが可能になっている。
【０００３】
　また一般的には、主に動画像の記録を行うためのモードと、記録したコンテンツ（記録
データ）を観賞するためのモードとが存在している。本明細書では、便宜上それらを記録
モードと再生モードと呼ぶ。
【０００４】
　通常、記録されている記録データフォルダ（コンテンツ）の中の、一つの記録データフ
ァイルを対象にした単一ファイル再生モードは、標準的に備えられている。また、全ての
記録されている記録データフォルダの中のそれぞれの記録データファイルに対応したサム
ネイル画像を一覧表示する機種もある。このような機能は、インデックス表示画面を再生
するとして、本明細書においては、インデックス再生モードと呼ぶ。尚、サムネイル画像
とは、原画像を縮小して表示する画像を意味し、この動画像データでは、各動画像記録デ
ータファイルの代表的な静止画像がサムネイル画像とする。
【０００５】
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　また、インデックス再生画面においては、ユーザが視聴したい記録データファイルのサ
ムネイル画像を選択することにより、選択されたサムネイル画像を代表静止画像とする動
画像記録データファイルの単一ファイル再生モードへ遷移することが可能となる。
【０００６】
　また、図１０に示すように、インデックス表示画面において、タブと呼ばれる階層構造
の概念を導入している機種もある。この概念をもちいて、各タブ毎に特定の画像データフ
ォーマットを対応付けすることにより、単一のインデックス表示画面上で複数の異なるフ
ォーマットの画像データを別々に取り扱うことが可能となっている。また、タブ以外にも
、異なるフォーマットの画像データを再生画面内で取り扱うための方法として、メニュー
画面上での操作をトリガとした画面遷移や、デジタルビデオカメラ本体上のメカニカルス
イッチの操作をトリガとする画面遷移が実現されている。
【０００７】
　また、デジタルビデオカメラ以外の画像データを再生できる装置においても、記録デー
タファイルの再生に関する各種の技術が提案されている。たとえば、特許文献１では、イ
ンデックス画面表示している各コンテンツに関する情報を、同一画面上に表示する技術が
開示されている。
【特許文献１】特開２００３‐０３２５８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、従来技術においては、ユーザがある特定のフォーマットを対象とした再生画面
から別の再生画面へと画面表示を変更させる際には、インデックス再生画面内に用意され
たタブを選択する事により画面を遷移させる必要があった。もしくは、再生装置に設置さ
れている機械的なスイッチを切り換えることにより再生画面を遷移させる必要があった。
【００１０】
　そこで本発明は、異なるフォーマットデータの存在が容易に認知できる画面を表示する
画像表示装置及び方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本願の実施形態における画像表示装置は、第１のタイプの
データを示すサムネイル画像と第２のタイプのデータの少なくとも１つを示すアイコンと
を一覧表示する第１の表示形態と、前記第２のタイプのデータを示すサムネイル画像と、
前記第１のタイプのデータの少なくとも１つを示すアイコンとを一覧表示する第２の表示
形態とを切り替えて、前記第１及び第２のタイプのデータを前記第１または第２の表示形
態で表示部に表示する表示制御手段とを有し、前記表示制御手段は、前記第１の表示形態
において、前記第２のタイプのデータを示すアイコンが指定されることに応じて、前記第
２の表示形態に切り替え、前記第２の表示形態において、前記第１のタイプのデータを示
すアイコンが指定されることに応じて、前記第１の表示形態に切り替える。
【００１２】
　上記目的を達成するために、本願の他の実施形態における画像表示方法は、第１のタイ
プのデータを示すサムネイル画像と第２のタイプのデータの少なくとも１つを示すアイコ
ンとを一覧表示する第１の表示形態と、前記第２のタイプのデータを示すサムネイル画像
と、前記第１のタイプのデータの少なくとも１つを示すアイコンとを一覧表示する第２の
表示形態とを切り替えて、前記第１及び第２のタイプのデータを前記第１または第２の表
示形態で表示部に表示する表示制御工程を有し、前記表示制御工程では、前記第１の表示
形態において、前記第２のタイプのデータを示すアイコンが指定されることに応じて、前
記第２の表示形態に切り替え、前記第２の表示形態において、前記第１のタイプのデータ
を示すアイコンが指定されることに応じて、前記第１の表示形態に切り替える。
【００１３】
　上記目的を達成するために、本願のさらに他の実施形態においては、
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　前記実施形態における画像表示方法の手順をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による画像表示装置によれば、ユーザの再生画面における利便性の向上を実現す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態に係る画像情報再生装置を説明する
。
【００１６】
　＜実施形態１＞
　図１は、本発明の実施形態１が適用された画像情報再生装置を実装するデジタルビデオ
カメラ１００のブロック図である。撮像部１０１が、ＣＣＤなどの撮像素子を制御し、撮
像レンズ１１１を介して得られる被写体の動画像及び／又は静止画像の撮影を行う。撮像
部１０１からの撮影されて得られる画像データは、画像処理部１０６において目的のデー
タフォーマットに変換される。変換された画像データ（コンテンツ）は、着脱可能で、書
き換え可能な記録媒体、本実施形態においては光磁気ディスク１０８上の特定領域に、記
録制御部１０５によってファイル形式の画像データ、すなわち、コンテンツとして記録さ
れる。光磁気ディスク１０８は、光磁気ディスクドライブ１１３に挿入されて使用される
。
【００１７】
　また、すでに記録したコンテンツをデジタルビデオカメラ１００の液晶パネル表示部１
１０を用いて再生表示する際には、メイン制御部１０２より指示を受けた再生制御部１０
３により光磁気ディスク１０８から再生する。そして、再生された画像データをメイン制
御部１０２で処理することにより、液晶パネル表示部１１０への表示用画像データを生成
し、表示制御部１０４に送られる。そして表示用画像データは、表示制御部１０４により
、液晶パネル表示部１１０の表示画面上に表示される。
【００１８】
　尚、本発明の実施形態の実行に係る動作も含めて、各種のプログラムが記憶部１１２に
格納されており、デジタルビデオカメラ１００は、これらのプログラムを稼動させるメイ
ン制御部１０２による制御にしたがって動作する。また、内部メモリ１０９は、画像デー
タを一時的に記憶したり、メイン制御部１０２のワークエリアとしても使用される。さら
に、デジタルビデオカメラ１００は、後端部に電子式ビューファインダー（ＥＶＦともい
う）１１４が設けられる。このＥＶＦ１１４に供給される表示信号も、たとえば、表示制
御部１０４より供給される。また、デジタルビデオカメラ１００を操作する各種の操作信
号が、操作入力部１１５から入力される。さらにまた、デジタルビデオカメラ１００はマ
イク１１７とスピーカ１１８を備えており、これらは、音声制御部１１６により制御され
る。
【００１９】
　図２は、図１に示す本実施形態を適用したデジタルビデオカメラ１００の外観図である
。図１と同じ要素部品については同じ参照符号を使用して説明する。デジタルビデオカメ
ラ１００は、先に説明したように、本体内部に光磁気ディスクドライブ１１３を内蔵して
いる。したがって、着脱可能な光磁気ディスク１０８を光磁気ディスクドライブ１１３に
装着することにより、図１のブロック図を用いて説明した撮像部１０１により撮影された
画像データを記録することが可能である。デジタルビデオカメラ１００は、前端部には撮
像レンズ１１１が取り付けられ、後端部にはＥＶＦ１１４が設けられる。ユーザはＥＶＦ
１１４を用いて撮影や再生を行う際に撮影する、又は再生する画像を確認することが可能
である。
【００２０】
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　また、デジタルビデオカメラ１００の後端部には、さらにモード切り替えスイッチ２０
３が設けられている。モード切り替えスイッチ２０３により選択することが可能なモード
には、記録モードと再生モードが用意されている。ユーザはモード切り替えスイッチ２０
３を操作することにより、画像データの記録や画像データを再生し閲覧するモードを選択
出来る。また、２０２は記録スタート／ストップボタンである。通常、この記録スタート
／ストップボタンはトグル動作をする。ユーザは、記録スタート／ストップボタン２０２
を１回押すことにより、デジタルビデオカメラ１００へ記録の開始及び／又は記録の停止
を指示する。また、デジタルビデオカメラ１００の上部には、ズームレバー２０８が設け
られている。モード切り替えスイッチ２０３が記録モードのポジションにある場合には、
ズームレバー２０８のスライド操作により、記録中又は記録待機中の画像データの広角、
望遠を調節することが可能である。
【００２１】
　また、モード切り替えスイッチ２０３が再生モードのポジションにある場合には、ズー
ムレバー２０８のスライド操作により、再生対象となっている画像データの再生ズームを
調節したり、インデックス表示画面へ遷移させたりすることが可能に構成されている。モ
ードスイッチ２０３は、例えば図９に示すように、ノブのついた回動スイッチの構造で、
再生、切り、記録の切り換えを行う。
【００２２】
　デジタルビデオカメラ１００の側面部分の２０９には、各種の操作スイッチが集められ
ている操作スイッチ部があり、図示はしていないが、再生動作系やメニュー操作を行うた
めの各種のキーが配置されている。さらに、その操作スイッチ部２０９を収納時には覆う
、開閉自在の液晶パネル表示部１１０が設けられる。これらの各種スイッチは、図１の操
作入力部１１５を介してデジタルビデオカメラ１００に入力される。
【００２３】
　液晶パネル表示部１１０は、デジタルビデオカメラ１００が記録動作中には、記録して
いる動画像、又は記録する静止画像を表示し、デジタルビデオカメラ１００が再生中の時
は、再生対象となっている記録済みの動画像又は静止画像を表示する。したがって、ユー
ザは、記録中、及び再生中の動画像データ及び静止画像データを液晶パネル表示部１１０
で確認することが可能となる。通常、液晶パネル表示部１１０が開状態の時は、ＥＶＦ１
１４は不動作となり、液晶パネル表示部１１０が閉状態の時は、ＥＶＦ１１４は動作し、
液晶パネル表示部１１０は不動作となる。また、液晶パネル表示部１１０、又はＥＶＦ１
１４に、記録済み時間、記録可能時間、バッテリー残量等の付加情報を表示することで、
ユーザにデジタルビデオカメラ１００の動作状態を通知することが可能である。
【００２４】
　また、１１７は画像データと共に音声データを記録するためのマイクである。さらに、
１１８はスピーカであり、光磁気ディスク１０８に記録されている動画像データを再生す
る際に、動画像データと一緒に記録されている音声データを再生するために用いられる。
２１０はバッテリーであり、デジタルビデオカメラ１００を動作させるために必要な電力
が供給される。
【００２５】
　本実施形態では、モード切り替えスイッチ２０３を操作することにより、デジタルビデ
オカメラ１００に装着されている光磁気ディスク１０８に記録されている画像データを再
生するモードへと遷移する。さらにインデックス表示画面へ遷移した場合には、図３また
は図４に示すようなフローチャート図にしたがって動作する。
【００２６】
　図３は、デジタルビデオカメラ１００において、動画像データに関するインデックス再
生が選択されたときのフローチャートを示す。一方、図４は、デジタルビデオカメラ１０
０において、静止画像データに関するインデックス再生が選択されたときのフローチャー
トを示す。
【００２７】
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　まず、動画像データに関するインデックス表示が選択された場合を図３を用いて説明す
る。再生モードに移行後、たとえばズームレバー２０８を操作することで、インデックス
表示が指定され、図３のスッテプ３０１に入り、インデックス動画再生処理が開始される
。次にステップ３０２に進み、光磁気ディスク１０８内に記録されている動画像データを
サーチする処理が行われる。ステップ３０２のサーチ結果に基づき、ステップ３０３にお
いては、光磁気ディスク１０８内に動画像データが存在するか否かの確認が行われる。
【００２８】
　ここで、光磁気ディスク１０８内に動画像データがある場合は、ステップ３０４へ移行
し、検出された動画像データを動画像データ撮影時の時間情報に基づきソート処理を施し
た後、ステップ３０５に進む。ステップ３０５では、検出された各動画像データに対応し
たサムネイル画像の生成が行われ、ステップ３０６に移行する。また、ステップ３０３に
おいて、光磁気ディスク１０８内に動画像データの存在を確認できなかった場合には、そ
のままステップ３０６ヘ移行する。
【００２９】
　本実施形態の説明においては、光磁気ディスク１０８内に複数の動画像データが検出さ
れたケースを想定している。従って、ステップ３０５で、検出された各動画像データに対
応したサムネイル画像の生成が行われたあとステップ３０６に進む。次に、ステップ３０
６では、光磁気ディスク１０８内に静止画像データが存在するか否かのサーチ処理が実行
されステップ３０７ヘ移行する。ステップ３０７では、ステップ３０６でのサーチ結果に
基づき、光磁気ディスク１０８内に静止画像データが存在していたか否かの確認が行われ
る。
【００３０】
　ここで、光磁気ディスク１０８内に静止画像データがあった場合には、ステップ３０８
へ移行する。そして、検出された静止画像ファイルの記録時間情報を基に、先に検出した
どの動画像データに間の時間に撮影されたものかを判別する処理を行い、ステップ３０９
ヘ移行する。また、ステップ３０７において、光磁気ディスク１０８内に静止画像データ
がなかった場合には、そのままステップ３０９ヘ移行する。
【００３１】
　本実施形態の説明においては、光磁気ディスク１０８内に複数の静止画像データが検出
されたケースを想定している。従って、ステップ３０８を経て、ステップ３０９に進む。
【００３２】
　次にステップ３０９において、これまでの一連の処理フローの中で確認されている動画
像と静止画像の情報を、撮影された時間情報を基に表示画面の作成が行われる。その結果
、図５に示すようなインデックス再生画面を表示するためのデータ生成され、ステップ３
１０へ移行する。そして、図５に示すようなインデックス再生画面が、液晶パネル表示部
１１０に表示される。
【００３３】
　図５のインデックス再生画面において、５０１は情報表示エリアであり、カーソルが指
示するハイライト表示されたサムネイル画像に対応する動画像データの各種情報が表示さ
れる。図５に示す例では、動画ファイル番号、撮影日、撮影時間が表示されている。また
、５０２はインデックス表示エリアであり、ユーザが操作することが可能な領域である。
【００３４】
　５０３は静止画像に関するアイコンである。このアイコンにより、動画像データ２と動
画像データ３の撮影時刻の間の時刻に撮影された静止画像が存在することがわかる。アイ
コン５０３の右下に表示されている数字は動画像データ２と動画像データ３の間に撮影さ
れた静止画像の枚数表示５０４である。５０５は、各動画像データに対応したサムネイル
画像であり、図５においては、４つの動画像データに対応するサムネイル画像が表示され
ている。
【００３５】
　このように、静止画像アイコン５０３と動画像データのサムネイル画像５０５を同一画
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面内に一覧表示することにより、ユーザは動画の概要を確認しつつ、静止画の存在を把握
することも可能である。
【００３６】
　本実施形態では、２つの動画像データの撮影時刻の間に撮影された静止画像が複数ある
場合であっても、１つのアイコン、すなわち抽象的な画像で静止画像の存在を示すように
した。このことにより、アイコン表示による再生画面のスペースを減らすことができる。
また、複数の静止画像の存在を１つのアイコンで表示した場合であっても、枚数表示５０
４を表示することで、ユーザは静止画像が複数存在すること簡単に知ることができる。も
ちろん、１つの静止画像を１つのアイコンで示しても構わない。
【００３７】
　また、本実施形態では２つの動画像データの撮影時刻の間に撮影された静止画像の単位
でアイコンを表示しているが、必ずしもこの単位でアイコンを表示する必要はない。例え
ば、同じフォルダに属する静止画像をまとめて１つのアイコンとして表示してもよい。表
示の一例を図８に示す。８０１に示すアイコンは同じフォルダに属する静止画像を表わす
アイコンであり、８０２は静止画像アイコン１００１が表わす静止画像の数を示す。
【００３８】
　８０６はインデックス表示エリアに表示された動画像データのサムネイル画像または静
止画像に関するアイコンを選択することが可能なカーソルである。図８の場合は、ハイラ
イト表示された枠を移動させることでカーソルの役割をなしている。
【００３９】
　図３にもどり、ステップ３１０では、先のステップ３０９で生成されたインデックス再
生画面をデジタルビデオカメラ１００の液晶パネル表示部１１０に表示する。このときの
画面が図５であり、動画像データに関するインデックス再生画面を表示中にステップ３０
７からステップ３０９で生成した静止画像に関するアイコン５０３が表示される。また、
静止画像の枚数を表示してある枚数表示５０４は、ステップ３０８での処理をもとに表示
される。
【００４０】
　次にステップ３１１においては、動画像データのサムネイル画像が選択された場合を検
出し、ステップ３１２に進む。すなわち、ここで、動画像サムネイル画像５０５が選択さ
れたと判断された場合にはステップ３１２へ移行し、選択された動画像データの再生が行
われる。
【００４１】
　またステップ３１１で、動画像データのサムネイル画像が選択されてない場合、ステッ
プ３１３に移行する。そしてステップ３１３で、静止画像に関するアイコン５０３が選択
されたと判定された場合にはステップ３１４へ移行し、静止画像再生モードへ移行するこ
とになる。この静止画像再生モードへの移行に伴い、液晶パネル表示部１１０へ表示する
ためのデータを再構築するための静止画再生処理が、図４に記載のフローチャートにした
がって動作する。尚、ステップ３１３で、静止画像に関するアイコンも選択されなかった
場合は、ステップ３１１にもどり、いずれかが選択されるのを待つことになる。
【００４２】
　図４に示す静止画像再生モードのインデックス画面表示に関するフローチャートは、図
３を用いて説明した動画像再生モードのインデックス画面表示に関するフローチャートの
動画像と静止画像を逆にしたものであり、基本的に動作の流れは図３と同じである。した
がって、詳細な説明は省略するが、ステップ４０８以降において、図６に示すように、動
画像アイコン６０３を用いることで、動画像データの存在を明示的に示すことが可能とな
る。
【００４３】
　最終的にステップ４１０で液晶パネル表示部１１０上に表示されるインデックス画面表
示は、図６に示ような画面になる。図６のインデックス再生画面において、６０１は情報
表示エリアであり、カーソルが指示するハイライト表示されたサムネイル画像に対応する
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静止画データの各種情報が表示される。図６に示す例では、静止画ファイル番号、撮影日
、撮影枚数が表示されている。また、６０２はインデックス表示エリアであり、ユーザが
操作することが可能な領域である。図６において、動画像アイコン６０３も右下の数字６
０４は動画像データの撮影時間を示す。したがって、たとえば、１２であれば、この動画
像データは１２分間撮影されたの動画像データであることを意味する。
【００４４】
　以上のようなフローチャートに示す動作にしたがって処理を行うことで、液晶パネル表
示部１１０上でのインデックス再生画面において、デジタルビデオカメラ１００が保持し
ているコンテンツを包括的に把握し、簡単に利用することが可能になる。
【００４５】
　＜実施形態２＞
　また、本実施形態においては、図５に示すように動画像データのサムネイル画像と静止
画像に関するアイコンを同じサイズで示す例を紹介した。しかしながら、図７に示すよう
に、静止画像に関する静止画アイコン７０５を動画像データのサムネイル画像７０３の間
に小さく表示することも可能である。この時は、図３のフローチャート内のステップ３０
９におけるインデックス画面表示を生成する処理ステップにおいて、図７に示すような画
面を生成するための処理機能を持つことを意味している。静止画アイコン７０５の右下の
数字は枚数表示７０４である。
【００４６】
　また、このような場合にも図８のような表示形態をとることが可能である。すなわち、
同一フォルダに属する静止画像をまとめて１つの静止画アイコンとして表示してもよい。
本実施形態では、静止画アイコンはサムネイル画像よりも小さく表示するため、インデッ
クス表示エリア５０２とは別の領域、例えば情報表示エリア５０１に表示させてもよい。
【００４７】
　＜他の実施形態＞
　図６のインデックス画面では、静止画データは、静止画ファイルの代表的な１枚のみ表
示するが、たとえば、全ての静止画データのサムネイル画像を生成し、表示することも可
能である。その場合、当然にして、動画像データも含めて、撮影時刻順に配列される必要
がある。
【００４８】
　さらに、図５乃至図７のインデックス画面において、表示されるサムネイル画像及びア
イコンの数が多く、各画像の表示領域が極端に小さくなってしまう場合には、タブ表示形
式にして、分割して表示することもありうる。
【００４９】
　さらにまた、上記の実施形態においては、記憶媒体として光磁気デイスク１０８を使用
したが、半導体メモリ等、その他の記憶媒体も使用することが可能である。
【００５０】
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給しても達成可能である。
【００５１】
　すなわち、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶
媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行することによっても、達成されることは
言うまでもない。
【００５２】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルデ
ィスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気
テープ、不揮発性の半導体メモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００５３】
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　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現される場合もある。しかし、さらにそのプログラムコードの指示に基づ
き、コンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理
の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も
含まれることは言うまでもない。
【００５４】
　さらに、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれる場
合もあり得る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機
能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によ
って前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施形態の画像情報再生装置が適用されたビデオカメラの機能構成ブロ
ック図である。
【図２】本発明の実施形態が適用されたビデオカメラの外観図である。
【図３】本発明の実施形態が適用されたビデオカメラにおける動画像再生モードでのフロ
ーチャート図である。
【図４】本発明の実施形態が適用されたビデオカメラにおける静止画像再生モードでのフ
ローチャート図である。
【図５】本発明の実施形態における動画像再生モードでの液晶パネル表示部に出力される
インデックス画面の図である。
【図６】本発明の実施形態が適用されたビデオカメラにおける実施形態における静止画像
再生モードでの液晶パネル表示部に出力されるインデックス画面の図である。
【図７】本発明の実施形態が適用されたビデオカメラにおける静止画像アイコンを小さく
表示させるインデックス画面の図である。
【図８】本発明の実施形態が適用されたビデオカメラにおける動画像再生モードでの液晶
パネル表示部に出力される他のインデックス画面の図である。
【図９】図２に示された本発明の実施形態が適用されたビデオカメラにおけるビデオカメ
ラのモード切り替えスイッチの正面図である。
【図１０】従来技術におけるタブを用いたインデックス画面の図である。
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