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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数コンテンツのサムネイルを、前記複数コンテンツのサムネイルの日時情報毎に、所
定期間の日時情報を示す日時表示に対応させて表示装置に表示させる表示制御部と、
　ユーザ操作に応じて、前記表示装置に表示された前記複数コンテンツのサムネイルのい
ずれかを選択する選択部と、
　接続された１または２以上の他の機器に記録されているコンテンツのサムネイルおよび
日時情報を含むコンテンツリストを取得する取得部と、
　前記取得部により取得された複数のコンテンツリストの前記日時情報に基づいてコンテ
ンツのサムネイルを分類する分類部と、
を備え、
　前記表示制御部は、
　前記選択部により選択された一のコンテンツのサムネイルの日付情報に対応する１また
は２以上のコンテンツのサムネイルを、１周１２時間の時計表示に対応させて時計回りに
時刻の新しい前記コンテンツのサムネイルを配置して、前記配置したサムネイルを含む前
記コンテンツリストの取得元である他の機器を示す表示とともに、前記表示装置に表示さ
せる、表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、ユーザ操作に応じて、前記表示装置に表示されている期間から所定
時間経過後または所定時間経過前の期間の日時情報を示す日時表示に対応する前記複数の
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コンテンツのサムネイルを表示する、請求項１記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、各コンテンツの長さを示す情報を各コンテンツのサムネイルの表示
とともに前記表示装置に表示させる、請求項１又は２記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、
　前記複数のコンテンツのサムネイルを、所定期間の日時情報を時系列に並べて表示させ
た日時表示に対応させて前記表示装置に表示させる、請求項１～３のいずれかに記載の表
示制御装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、
　所定期間の日時情報を時系列に並べて表示させた日時表示に対応する前記コンテンツの
個数を示す表示を前記表示装置に表示させる、請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、
　前記複数のコンテンツのサムネイルを、所定期間の日付情報をカレンダー上に並べて表
示させた日付表示に対応させて前記表示装置に表示させる、請求項１～５のいずれかに記
載の表示制御装置。
【請求項７】
　接続された１または２以上の他の機器に記録されているコンテンツのサムネイルおよび
日時情報を含むコンテンツリストを取得するステップと、
　前記取得するステップにより取得された複数のコンテンツリストの前記日時情報に基づ
いてコンテンツのサムネイルを分類するステップと、
　複数コンテンツのサムネイルを、前記複数コンテンツのサムネイルの日時情報毎に、所
定期間の日時情報を示す日時表示に対応させて表示装置に表示させるステップと、
　ユーザ操作に応じて、前記表示装置に表示された前記複数コンテンツのサムネイルのい
ずれかを選択するステップと、
　前記選択された一のコンテンツのサムネイルの日付情報に対応する１または２以上のコ
ンテンツのサムネイルを、１周１２時間の時計表示に対応させて時計回りに時刻の新しい
前記コンテンツのサムネイルを配置して、前記配置したサムネイルを含む前記コンテンツ
リストの取得元である他の機器を示す表示とともに、前記表示装置に表示させるステップ
と、
　を含む表示制御方法。
【請求項８】
　コンピュータに、
　接続された１または２以上の他の機器に記録されているコンテンツのサムネイルおよび
日時情報を含むコンテンツリストを取得する処理と、
　前記取得するステップにより取得された複数のコンテンツリストの前記日時情報に基づ
いてコンテンツのサムネイルを分類する処理と、
　複数コンテンツのサムネイルを、前記複数コンテンツのサムネイルの日時情報毎に、所
定期間の日時情報を示す日時表示に対応させて表示装置に表示させる処理と、
　ユーザ操作に応じて、前記表示装置に表示された前記複数コンテンツのサムネイルのい
ずれかを選択する処理と、
　前記選択された一のコンテンツのサムネイルの日付情報に対応する１または２以上のコ
ンテンツのサムネイルを、１周１２時間の時計表示に対応させて時計回りに時刻の新しい
前記コンテンツのサムネイルを配置して、前記配置したサムネイルを含む前記コンテンツ
リストの取得元である他の機器を示す表示とともに、前記表示装置に表示させる処理と、
を実行させるプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、表示制御方法およびプログラムに関し、特に、コンテンツの
サムネイルを表示する表示制御装置、表示制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、静止画像や動画像を撮像して記録するデジタルカメラやデジタルビデオカメラ等
の機器や、テレビジョン放送などの映像をハードディスクドライブやＤＶＤ等に記録する
ビデオレコーダなどの機器が一般に普及している。更に、大容量のメモリカードやハード
ディスクドライブ装置の利用も一般化してきていることも相俟って、一般ユーザが大量の
デジタル画像コンテンツ（以降、コンテンツとも称する。）を保有することが可能となっ
た。
【０００３】
　一方、大量のコンテンツを保有する機器の中から、ユーザが所望のデジタル画像コンテ
ンツを探し出すことは困難である。また、大量のコンテンツを保有する機器でなくとも、
複数の機器に接続されて、当該機器が保有するデジタル画像コンテンツを再生したりする
機器の場合にも、同様にユーザ所望のコンテンツを探し出すことは困難であった。
【０００４】
　そこで、ユーザが所望のコンテンツを高速に検索することを可能とするために、コンテ
ンツに対応付けられた時系列情報に基づいて、コンテンツを並べて表示する技術が開示さ
れている（例えば、特許文献１、特許文献２）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２７７１８４号公報
【特許文献２】特開２００６－２８５４７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１や特許文献２のように、コンテンツを単に時系列に並べて表示して
も、表示されたコンテンツのなかから直感的に所望のコンテンツを探し出すことは困難で
あるという問題があった。
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、大量のコンテンツのなかから直感的に所望のコンテンツを探し出すことが可能な、新
規かつ改良された表示制御装置、表示制御方法およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、複数コンテンツのサムネイル
を、複数コンテンツのサムネイルの日時情報毎に、所定期間の日時情報を示す日時表示に
対応させて表示装置に表示させる表示制御部と、ユーザ操作に応じて、表示装置に表示さ
れた複数コンテンツのサムネイルのいずれかを選択する選択部と、を備え、表示制御部は
、選択部により選択された一のコンテンツのサムネイルの日付情報に対応する１または２
以上のコンテンツのサムネイルを、時計回りに時刻の新しいコンテンツのサムネイルを配
置して表示装置に表示させる、表示制御装置が提供される。
【０００８】
　かかる構成によれば、複数コンテンツのサムネイルを、複数のコンテンツのサムネイル
の日時情報毎に、所定期間の日時情報を示す日時表示に対応させて表示装置に表示させ、
表示された複数コンテンツのサムネイルのいずれかを選択すると、選択された一のコンテ
ンツのサムネイルの日付情報に対応する１または２以上のコンテンツのサムネイルを時計
周りに時刻の新しいコンテンツのサムネイルを配置して表示装置に表示する。これにより
、日時情報とともにコンテンツのサムネイルが表示されるため、ユーザは、いつ頃のコン
テンツが存在しているのかを直感的に把握することが可能となる。
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【０００９】
　また、表示制御部は、コンテンツのサムネイルを、１周１２時間の時計表示に対応させ
て時計回りに時刻の新しいコンテンツのサムネイルを配置して表示装置に表示させてもよ
い。
【００１０】
　上記表示制御部は、ユーザ操作に応じて、表示装置に表示されている期間から所定時間
経過後または所定時間経過前の期間の日時情報を示す日時表示に対応する複数のコンテン
ツのサムネイルを表示してもよい。
【００１１】
　また、表示制御部は、各コンテンツの長さを示す情報を各コンテンツのサムネイルの表
示とともに表示装置に表示させてもよい。
【００１２】
　上記表示制御装置は、１または２以上の他の機器に接続され、他の機器に記録されてい
るコンテンツのサムネイルおよび日時情報を含むコンテンツリストを取得する取得部と、
取得部により取得された複数のコンテンツリストの日時情報に基づいてコンテンツのサム
ネイルを分類する分類部と、を備えてもよい。
【００１３】
　かかる構成によれば、表示制御装置に複数の外部機器が接続されている場合に、複数の
外部機器に記録されているコンテンツリストを取得して、当該コンテンツリストに含まれ
ているコンテンツのサムネイルの日時情報毎に分類する。これにより、複数の外部機器に
記録されているコンテンツリストのすべてを収集して日付毎または日付および時間ごとに
分類することが可能となり、記録されている外部機器を意識することなく、透過的にすべ
てのコンテンツを把握することが可能となる。
【００１４】
　また、表示制御部は、表示制御装置に接続されている他の機器を示す表示をコンテンツ
のサムネイルとともに表示させてもよい。
【００１５】
　また、表示制御部は、複数のコンテンツのサムネイルを、所定期間の日時情報を時系列
に並べて表示させた日時表示に対応させて表示装置に表示させてもよい。
【００１６】
　また、表示制御部は、所定期間の日時情報を時系列に並べて表示させた日時表示に対応
するコンテンツの個数を示す表示を表示装置に表示させてもよい。
【００１７】
　表示制御部は、複数のコンテンツのサムネイルを、所定期間の日付情報をカレンダー上
に並べて表示させた日付表示に対応させて表示装置に表示させてもよい。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数コンテンツのサム
ネイルを、複数コンテンツのサムネイルの日時情報毎に、所定期間の日時情報を示す日時
表示に対応させて表示装置に表示させるステップと、ユーザ操作に応じて、表示装置に表
示された複数コンテンツのサムネイルのいずれかを選択するステップと、選択された一の
コンテンツのサムネイルの日付情報に対応する１または２以上のコンテンツのサムネイル
を、時計回りに時刻の新しいコンテンツのサムネイルを配置して表示装置に表示させるス
テップと、を含む表示制御方法が提供される。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、複数
コンテンツのサムネイルを、複数コンテンツのサムネイルの日時情報毎に、所定期間の日
時情報を示す日時表示に対応させて表示装置に表示させる表示制御部と、ユーザ操作に応
じて、表示装置に表示された複数コンテンツのサムネイルのいずれかを選択する選択部と
、を備え、表示制御部は、選択部により選択された一のコンテンツのサムネイルの日付情
報に対応する１または２以上のコンテンツのサムネイルを、時計回りに時刻の新しいコン
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テンツのサムネイルを配置して表示装置に表示させる、表示制御装置として機能させるた
めの、プログラムが提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように本発明によれば、大量のコンテンツのなかから直感的に所望のコン
テンツを探し出すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２２】
　また、以下に示す順序に従って、当該「発明を実施するための最良の形態」を説明する
。
〔１〕本実施形態の目的
〔２〕表示制御装置のハードウェア構成
〔３〕表示制御装置の機能構成
〔４〕表示制御装置の動作
【００２３】
〔１〕本実施形態の目的
　まず、本発明の実施形態の目的について説明する。近年、静止画像や動画像を撮像して
記録するデジタルカメラやデジタルビデオカメラ等の機器や、テレビジョン放送などの映
像をハードディスクドライブやＤＶＤ等に記録するビデオレコーダなどの機器が一般に普
及している。更に、大容量のメモリカードやハードディスクドライブ装置の利用も一般化
してきていることも相俟って、一般ユーザが大量のデジタル画像コンテンツ（以降、コン
テンツとも称する。）を保有することが可能となった。
【００２４】
　一方、大量のコンテンツを保有する機器の中から、ユーザが所望のデジタル画像コンテ
ンツを探し出すことは困難である。また、大量のコンテンツを保有する機器でなくとも、
複数の機器に接続されて、当該機器が保有するデジタル画像コンテンツを再生したりする
機器の場合にも、同様にユーザ所望のコンテンツを探し出すことは困難であった。
【００２５】
　そこで、ユーザが所望のコンテンツを高速に検索することを可能とするために、コンテ
ンツに対応付けられた時系列情報に基づいて、コンテンツを並べて表示する技術が開示さ
れている。しかし、コンテンツを単に時系列に並べて表示しても、表示されたコンテンツ
のなかから直感的に所望のコンテンツを探し出すことは困難であるという問題があった。
そこで、上記のような事情を一着眼点として、本発明の実施形態にかかる表示制御装置１
００が創作されるに至った。本実施形態にかかる表示制御装置１００によれば、大量のコ
ンテンツのなかから直感的に所望のコンテンツを探し出すことができる。
【００２６】
　本実施形態において、表示制御装置１００をディスプレイ等の表示装置とは別体の装置
として構成したが、かかる例に限定されない。例えば、表示制御装置を表示装置と一体と
して構成してもよい。また、表示制御装置１００にコンテンツを記録する記録媒体を有す
る構成としてもよいし、他の機器に接続して、当該他の機器に保有しているコンテンツの
情報を取得するようにしてもよい。
【００２７】
　例えば、図１では、表示制御装置１００の一例として表示画面を有するテレビジョン受
像機１００を例示して説明する。図１に示したように、テレビジョン受像機１００にＢＤ
レコーダ１０や、ＰＣ２０や、デジタルカメラ３０や、カムコーダ４０や、外付けＨＤＤ
５０などの複数の機器が外部接続されている。この場合、各機器に保有されているコンテ
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ンツの情報を取得して、すべての機器に含まれるコンテンツから所望のコンテンツを直感
的に探しだすことができる。
【００２８】
　コンテンツの情報は、後述するコンテンツリスト（Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｌｉｓｔ）に含
まれている。表示制御装置１００は、接続されている各機器からコンテンツリストを取得
することにより、コンテンツの情報を得ることができる。表示制御装置１００は、接続さ
れている各機器からすべてのコンテンツの情報を取得し、日時を示す表示とともにサムネ
イル等を表示制御装置１００に表示する。
【００２９】
　これにより、ユーザは、どの機器にどのようなコンテンツが保有されているかを意識す
ることなく、各機器の記録装置に記録されているコンテンツから透過的に所望のコンテン
ツを探し出すことができる。ユーザは、接続機器を意識せずに検索作業を行えるため、検
索作業時のストレスを軽減することが可能となる。
【００３０】
〔２〕表示制御装置のハードウェア構成
　次に、図２に基づいて、本実施形態にかかる表示制御装置１００のハードウェア構成に
ついて説明する。図２は、本実施形態にかかる表示制御装置１００のハードウェア構成を
示すブロック図である。
【００３１】
　図２は、本実施形態にかかる表示制御装置１００のハードウェア構成を示した説明図で
ある。表示制御装置１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）１０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３と、ホストバス１０４と、ブリッジ１０５
と、外部バス１０６と、インタフェース１０７と、入力装置１０８と、出力装置１０９と
、ストレージ装置（ＨＤＤ）１１０と、ドライブ１１１と、通信装置１１２とを備える。
【００３２】
　ＣＰＵ１０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
表示制御装置１００内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ１０１は、マイクロプロセッ
サであってもよい。ＲＯＭ１０２は、ＣＰＵ１０１が使用するプログラムや演算パラメー
タ等を記憶する。ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０１の実行において使用するプログラムや、
その実行において適宜変化するパラメータ等を一次記憶する。これらはＣＰＵバスなどか
ら構成されるホストバス１０４により相互に接続されている。
【００３３】
　ホストバス１０４は、ブリッジ１０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
１０６に接続されている。なお、必ずしもホストバス１０４、ブリッジ１０５および外部
バス１０６を分離構成する必要はなく、一のバスにこれらの機能を実装してもよい。
【００３４】
　入力装置１０８は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイク、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に
基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ１０１に出力する入力制御回路などから構成されてい
る。表示制御装置１００のユーザは、該入力装置１０８を操作することにより、表示制御
装置１００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【００３５】
　出力装置１０９は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレ
イ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ）装置およびランプなどの表示装置と、スピーカおよび
ヘッドホンなどの音声出力装置で構成される。出力装置１０９は、例えば、再生されたコ
ンテンツを出力する。具体的には、表示装置は再生された映像データ等の各種情報をテキ
ストまたはイメージで表示する。一方、音声出力装置は、再生された音声データ等を音声
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に変換して出力する。
【００３６】
　ストレージ装置１１０は、本実施形態にかかる表示制御装置１００の記憶部の一例とし
て構成されたデータ格納用の装置である。ストレージ装置１１０は、記憶媒体、記憶媒体
にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記憶媒体
に記録されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。ストレージ装置１１０は、
例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）で構成される。このストレージ装置
１１０は、ハードディスクを駆動し、ＣＰＵ１０１が実行するプログラムや各種データを
格納する。また、このストレージ装置１１０には、コンテンツデータ、メタデータ、およ
び装置データなどが記録される。
【００３７】
　ドライブ１１１は、記憶媒体用リーダライタであり、表示制御装置１００に内蔵、ある
いは外付けされる。ドライブ１１１は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁
気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体１２０に記録されている情報
を読み出して、ＲＡＭ１０３に出力する。
【００３８】
　通信装置１１２は、例えば、通信網１２１に接続するための通信デバイス等で構成され
た通信インタフェースである。また、通信装置１１２は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ワイヤレスＵＳＢ対応通信装置であっ
ても、有線による通信を行うワイヤー通信装置であってもよい。この通信装置１１２は、
外部機器との間で、通信網１２１を介して、コンテンツデータ、コンテンツリストなどの
各種データを送受信する。
【００３９】
〔３〕表示制御装置の機能構成
　以上、図２を参照して本実施形態にかかる表示制御装置１００のハードウェア構成を説
明した。次に、図３を参照して、本実施形態にかかる表示制御装置１００の機能を説明す
る。
【００４０】
　図３は、本実施形態にかかる表示制御装置１００の機能構成を示したブロック図である
。図３に示したように、本実施形態にかかる表示制御装置１００は、取得部１５２と、分
類部１５４と、選択部１５６と、表示制御部１５８などを備える。
【００４１】
　取得部１５２は、表示制御装置１００に外部接続されている他の機器に記録されている
コンテンツのサムネイルおよび日時情報を含むコンテンツリストを取得する機能を有する
。取得部１５２は、取得したコンテンツリストを分類部１５４に提供する。
【００４２】
　ここで、図４を参照して、取得部１５２により取得されるコンテンツリスト３００につ
いて説明する。図４は、コンテンツリスト３００の内容について説明する説明図である。
図４に示したように、コンテンツリスト３００は、コンテンツのファイル名、タイトル、
開始時刻、継続時間、コンテンツのサムネイル画像へのパス、機器を識別可能な識別情報
等を示す機器名、機器のルート（ｒｏｏｔ）からのパス、ジャンル、番組情報等その他必
要な情報を含む。
【００４３】
　本実施形態では、表示制御装置１００に外部接続されている他の機器からコンテンツリ
スト３００を取得することにより、他の機器に記録されているコンテンツのサムネイルの
すべてを透過的に表示装置２００に表示させることが可能となる。したがって、ユーザは
、どの機器にどのコンテンツが記録されているかを意識する必要がなくなるため、ユーザ
のストレスを軽減することが可能となる。
【００４４】
　図３に戻り、分類部１５４は、取得部１５２により取得された複数のコンテンツリスト
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をコンテンツリストに含まれる日時情報に基づいてコンテンツのサムネイルを分類する機
能を有する。上記したように、取得部１５２は、他の機器に記録されている複数のコンテ
ンツのコンテンツリストを取得して分類部１５４に提供する。分類部１５４は、複数のコ
ンテンツリストに含まれるコンテンツのサムネイルを、コンテンツリストの日付ごとに分
類したり、日時で並べ替えたりする。分類部１５４は、分類したコンテンツのサムネイル
の情報を表示制御部１５８に提供する。
【００４５】
　表示制御部１５８は、複数のコンテンツのサムネイルを、複数のコンテンツのサムネイ
ルの日時情報毎に、所定期間の日時情報を示す日時表示に対応させて表示装置２００に表
示させる機能を有する。所定期間の日時情報を示す日時表示とは、例えば、１週間分の日
付および時刻情報を時系列に並べた表示や、１ヶ月分の日付情報をカレンダー上に並べた
表示などをいう。複数のコンテンツのサムネイルは、所定期間の日時情報とともに表示さ
れる。
【００４６】
　また、表示制御部１５８は、日時表示とともに、コンテンツのタイトルを表示装置２０
０に表示してもよい。また、コンテンツのサムネイルとともに、コンテンツの開始時刻を
表示したり、コンテンツの継続時間等コンテンツの長さを示す情報を表示したりするよう
にしてもよい。
【００４７】
　選択部１５６は、ユーザ操作に応じて、表示装置２００に表示された複数のコンテンツ
のサムネイルのいずれかを選択する機能を有する。ユーザは、リモコン等を操作すること
により、表示装置２００に表示された複数のコンテンツのサムネイルのいずれかを選択す
る。また、選択部１５６は、ユーザ操作に応じて、表示画面をスクロールさせて日時情報
により示された時間軸を左右にシフトさせるようにしてもよい。
【００４８】
　また、表示制御部１５８は、選択部１５６により選択された一のコンテンツのサムネイ
ルの日付情報に対応する１または２以上のコンテンツのサムネイルを、時計回りに時刻の
新しいコンテンツのサムネイルを配置して表示装置２００に表示させる。また、１週１２
時間の時計表示に対応させて、コンテンツのサムネイルを時計回りに時刻の新しいコンテ
ンツのサムネイルを配置して表示装置２００に表示させるようにしてもよい。
【００４９】
　ここで、図５～図９を参照して、所定期間の日時情報を時系列に並べて表示させた日時
表示に対応させてコンテンツのサムネイルを表示装置２００に表示した場合の画面表示例
について説明する。
【００５０】
　図５は、複数コンテンツのサムネイルを、所定期間の日時情報を時系列に並べて表示さ
せた日時表示に対応させて表示装置２００に表示させた場合の表示画面５０１を説明する
説明図である。表示画面５０１では、スクロールボタン５０１４を押下することにより、
表示制御装置１００に接続されている外部機器に記録されているすべてのコンテンツを同
時に表示させることが可能となる。
【００５１】
　図５に示したように、日時表示５０１１は、例えば、ユーザが選択しているコンテンツ
のサムネイルを含む３日間の日時を示す表示とすることができる。日時表示５０１１は、
３日間の日付と午前および午後を組み合わせた日時表示としている。そして、日時表示５
０１１に対応させて、該当する日時情報を属性情報として有するコンテンツのサムネイル
５０１３を表示する。本実施形態では、上記したコンテンツリストの開始時刻と日時表示
５０１１とを対応させて表示する。
【００５２】
　また、ユーザが選択しているコンテンツのサムネイル５０１８については、当該コンテ
ンツの開始時刻および終了時刻を含む表示５０１９をサムネイル５０１８とともに表示さ
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せるようにしてもよい。また、コンテンツのサムネイル５０１３とともに、当該コンテン
ツが記録されている機器を示す表示５０１２を表示するようにしてもよい。これにより、
表示画面５０１に表示されているコンテンツが表示制御装置１００に外部接続されている
どの機器に記録されているのかをユーザが知ることが可能となる。
【００５３】
　また、日付情報５０１５とともに、当該日付に対応するコンテンツの個数を示す表示５
０１６を表示させるようにしてもよい。これにより、ユーザは、どの時期にどれくらいの
個数のコンテンツが存在しているのかを直感的に知ることが可能となる。
【００５４】
　図６は、複数コンテンツのタイトルのみを所定期間の日時情報を時系列に並べて表示さ
せた日時表示に対応させて表示装置２００に表示させた場合の表示画面５０２を説明する
説明図である。図６に示したように、表示画面５０２には、日付情報５０２１に対応させ
て、コンテンツのタイトル５０２２が表示される。また、表示画面５０１と同様に、日付
情報５０２３とともに、当該日付に対応するコンテンツの個数を示す表示５０２４を表示
させるようにしてもよい。
【００５５】
　次に、図７～図９を参照して、複数コンテンツのサムネイルを所定期間の日時情報を時
系列に並べて表示させた日時表示に対応させて表示装置２００に表示させた場合の他の例
について説明する。図７は、複数のコンテンツのサムネイルを表示画面５０３にタイル状
に時系列に表示させた場合の表示画面５０３を説明する説明図である。
【００５６】
　図７に示したように、表示画面５０３には、複数のコンテンツのサムネイルがタイル状
に時系列に表示される。ユーザ操作により表示画面５０３のスクロールバー５０３４が押
下されることにより、すべてのコンテンツのサムネイルを表示させることが可能となる。
そして、表示画面５０３の上部に、日時情報を示す表示５０３１とともに、当該日時に対
応するコンテンツの個数を示す表示５０３２を表示するようにしてもよい。また、ユーザ
が選択しているコンテンツを明示的に表示させるフォーカス表示５０３３を表示させても
よい。
【００５７】
　また、ユーザが選択しているコンテンツのサムネイルについては、当該コンテンツの開
始時刻および終了時刻を含む表示をサムネイルとともに表示させるようにしてもよい。ま
た、拡大／縮小ボタン５０３５が選択されることにより、表示されるコンテンツのサムネ
イルを表示させる所定期間を拡大したり縮小したりすることが可能となる。すなわち、コ
ンテンツのサムネイルのすべてを表示させる表示画面５０３において縮小ボタンが選択さ
れた場合には、所定の１週間に含まれるコンテンツのサムネイルを表示させたり、所定の
１日に含まれるコンテンツのサムネイルを表示させたりすることができる。拡大／縮小ボ
タン５０３５は、ユーザ操作されるリモコン等のボタンであってもよい。
【００５８】
　図８は、特定の１週間分のコンテンツのサムネイルを表示させる表示画面を説明する説
明図である。また、図９は、特定の１日分のコンテンツのサムネイルを表示させる表示画
面を説明する説明図である。図８に示したように、特定の１週間の日付に対応するコンテ
ンツのサムネイルを表示させる場合（表示画面５０４）には、すべてのコンテンツのサム
ネイルを表示させる場合（表示画面５０３）よりも、表示される各サムネイルを大きくし
て、さらにコンテンツのタイトル等をサムネイルとともに表示させるようにしてもよい。
【００５９】
　また、図９に示したように、特定の１日の日付に対応するコンテンツのサムネイルを表
示させる場合（表示画面５０５）には、特定の１週間の日付に対応するコンテンツのサム
ネイルを表示させる場合（表示画面５０４）よりも、表示される各サムネイルを大きくし
てもよい。
【００６０】
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　表示画面５０４と同様に、コンテンツのサムネイルとともにコンテンツのタイトル等を
表示させるようにしてもよいし、記録されたコンテンツの存在を示す表示５０５１を日時
表示とともに表示させてもよい。また、記録されたコンテンツの存在を示す表示５０５１
は、コンテンツの記録時間を視覚的に表示させるようにしてもよい。これにより、ユーザ
は、いつ、どれくらいの記録時間のコンテンツが記録されているかを直感的に知ることが
可能となる。
【００６１】
　次に、図１０および図１１を参照して、複数のコンテンツのサムネイルを、所定期間の
日付情報をカレンダー上に並べて表示させた日付表示に対応させて表示装置２００に表示
させる場合について説明する。図１０は、複数のコンテンツのサムネイルをカレンダー上
に並べて表示させた表示画面５０６を説明する説明図である。図１０に示したように、複
数のコンテンツのサムネイルは、日付表示とともにカレンダー上に並べて表示される。
【００６２】
　カレンダー上の同一日付に複数のコンテンツのサムネイルが存在する場合には、複数の
サムネイルのなかから一つのサムネイルを表示させるようにしてもよい。表示させるサム
ネイルは、記録時間のもっとも早いコンテンツのサムネイルでもよいし、人の顔が含まれ
ているコンテンツのサムネイルでもよい。または、ユーザ操作により予め代表的なコンテ
ンツが設定されている場合には、当該コンテンツのサムネイルを表示させるようにしても
よい。
【００６３】
　また、拡大／縮小ボタン５０６２が選択されることにより、表示されるコンテンツの表
示される日時の縮尺を変更するようにしてもよい。例えば、コンテンツのサムネイルをカ
レンダー上に表示された表示画面５０６の縮小ボタンが選択された場合には、特定の１週
間や特定の１日に含まれるコンテンツのサムネイルを表示させてもよい。拡大／縮小ボタ
ン５０３５は、ユーザ操作されるリモコン等のボタンであってもよい。
【００６４】
　例えば、図１１の表示画面５０７に示したように、特定の日付を示す日付表示５０７１
とともに、当該日付に対応するコンテンツのサムネイルを表示させるようにしてもよい。
また、例えば、リモコン等の上下の矢印キーを操作することにより、日付表示を変更させ
るようにしてもよい。日付表示が変更された場合には、当該日付表示の変更とともに、コ
ンテンツのサムネイルの表示も当該日付に対応するコンテンツのサムネイルに変更される
。
【００６５】
　また、リモコン等の左右の矢印キーや「＜＜」キーや「＞＞」キー等を押下することに
より表示される週や月を変更させるようにしてもよい。これにより、ユーザは、日付等に
対応させてどのようなコンテンツが記録されているから直感的に把握することが可能とな
る。
【００６６】
　次に、図１２および図１３を参照して、時計回りに時刻の新しいコンテンツのサムネイ
ルを配置して表示装置２００に表示する場合について説明する。図１２は、特定の日付の
コンテンツのサムネイルを、時計周りに時刻の新しいコンテンツのサムネイル５０８１を
配置して表示している。また、コンテンツのサムネイル５０８１とともに、コンテンツの
長さを示す表示５０８２を表示するようにしてもよい。コンテンツの長さは、円周上の帯
の長さにより表示するようにしてもよい。また、ユーザにより選択されているコンテンツ
のサムネイル５０８１のタイトル、開始時刻および終了時刻を示す表示５０８３を表示す
るようにしてもよい。
【００６７】
　また、表示画面５０８は、図５～図１１に示した表示画面５０１～５０７から、ユーザ
操作に応じて画面を遷移させて表示させるようにしてもよい。例えば、図５に示した時系
列形式の表示画面５０１に表示されたコンテンツのサムネイルを、ユーザ操作により選択
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された場合に、当該コンテンツの日付情報に対応するコンテンツのサムネイルを表示画面
５０８に表示させるようにしてもよい。
【００６８】
　同様に、図７～９に示した表示画面５０３～５０５に表示されたコンテンツのサムネイ
ルの１つを選択した場合に、表示画面５０８に遷移するようにしてもよい。また、カレン
ダー形式で表示される表示画面５０６や表示画面５０７に表示されたコンテンツのサムネ
イルの１つを選択した場合に、表示画面５０８に遷移するようにしてもよい。
【００６９】
　また、表示画面５０８が表示された後に、リモコン等の左右の矢印キーや「＜＜」キー
や「＞＞」キー等を押下することにより表示されている日付を変更させるようにしてもよ
い。これにより、ユーザは、外部機器等に記録されているコンテンツを直感的に把握する
ことが可能となる。
【００７０】
　また、図１３に示したように、１週１２時間の時計表示に対応させて時計回りに時刻の
新しいコンテンツのサムネイルを配置して表示装置２００に表示させるようにしてもよい
。図１３に示したように、１週１２時間の時計表示に対応させてコンテンツのサムネイル
を表示させることにより、ユーザは、どの時間にどのコンテンツが記録されているかを直
感的に把握することが可能となる。また、矢印キー５０９１を押下することにより、１２
時間ごとの過去、未来の時刻に変更させて、表示画面５０９に表示されるコンテンツのサ
ムネイルを、変更した日時に対応するコンテンツのサムネイルに変更することができる。
【００７１】
　また、複数のコンテンツのサムネイルが記録されている時間帯のみを指定して、当該時
間帯に含まれているコンテンツのサムネイルのみ表示させるようにしてもよい。本実施形
態では、記録されているすべてのコンテンツを対象としているが、かかる例に限定されな
い。例えば、記録されているすべてのコンテンツのなかから、ユーザに指定されたジャン
ルのコンテンツのサムネイルのみを表示させるようにしてもよい。また、コンテンツ提供
者側によりおすすめされるコンテンツのサムネイルのみを表示させるようにしてもよい。
【００７２】
〔４〕表示制御装置の動作
　以上、画面表示例について説明した。次に、図１４を参照して、表示制御装置１００の
表示制御方法について説明する。図１４は、表示制御装置１００の表示制御方法について
説明するフローチャートである。
【００７３】
　図１４に示したように、表示制御装置１００は、まず、表示制御装置１００に接続され
ている外部機器を探索する（Ｓ１０２）。上記したように、表示制御装置１００には、デ
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ビデオレコーダ等の外部機器が接続されているた
め、ステップＳ１０２において表示制御装置１００は外部機器を探索する。
【００７４】
　ステップＳ１０２において接続している外部機器の探索を実行した結果、接続している
外部機器があるか否かを判定する（Ｓ１０４）。ステップＳ１０４において、接続してい
る機器があると判定された場合には、当該接続している機器に記憶されているコンテンツ
のコンテンツリストを取得する（Ｓ１０６）。そして、ステップＳ１０４に戻り、他に接
続している外部機器があるか否かを再度判定する。
【００７５】
　ステップＳ１０４において、他に接続している外部機器がないと判定された場合には、
ステップＳ１０６において取得したコンテンツリストのすべてを収集する（Ｓ１０８）。
ステップＳ１０８において、コンテンツリストのすべてが収集されると、表示制御装置１
００に接続している外部機器に記録されているコンテンツのコンテンツリストのすべてを
表示制御装置１００が保有することとなる。
【００７６】
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　そして、すべてのコンテンツリストを収集したか否かを判定する（Ｓ１１０）。ステッ
プＳ１１０においてすべてのコンテンツリストを収集していないと判定した場合には、再
度ステップＳ１０８のコンテンツリストの収集処理を実行する。ステップＳ１１０におい
て、すべてのコンテンツリストを収集したと判定された場合には、表示制御装置１００に
備わる分類部１５４によりコンテンツリストの分類を実行する（Ｓ１１２）。
【００７７】
　ステップＳ１１２において、コンテンツリストの分類を実行した後に、タイムライン表
示の呼び出しを行う（Ｓ１１４）。ステップＳ１１４におけるタイムライン表示の呼び出
しとは、表示装置２００に表示されている表示画面上に、時系列形式またはカレンダー形
式によるタイムラインを表示させるための呼び出しを実行することをいう。
【００７８】
　例えば、表示画面上のメニュー画面から選択するようにしてもよいし、リモコン上の操
作キーによりタイムライン表示を選択させるようにしてもよい。ステップＳ１１４におい
てタイムライン表示の呼び出しが行われた場合には、表示画面上にタイムラインを表示す
る（Ｓ１１６）。
【００７９】
　ステップＳ１１６において表示されるタイムライン表示は、日時情報とともにコンテン
ツのサムネイルを表示することをいう。すなわち、上記した図５～図１３のいずれかを表
示させることをいう。以上、表示制御装置１００の表示制御方法について説明した。
【００８０】
　本実施形態にかかる表示制御装置１００によれば、複数コンテンツのサムネイルを、複
数のコンテンツのサムネイルの日時情報毎に、所定期間の日時情報を示す日時表示に対応
させて表示装置２００に表示させ、表示された複数コンテンツのサムネイルのいずれかを
選択すると、選択された一のコンテンツのサムネイルの日付情報に対応する１または２以
上のコンテンツのサムネイルを時計周りに時刻の新しいコンテンツのサムネイルを配置し
て表示装置２００に表示する。これにより、日時情報とともにコンテンツのサムネイルが
表示されるため、ユーザは、いつ頃のコンテンツが存在しているのかを直感的に把握する
ことが可能となる。
【００８１】
　また表示制御装置１００に複数の外部機器が接続されている場合には、複数の外部機器
に記録されているコンテンツリストを取得して、当該コンテンツリストに含まれているコ
ンテンツのサムネイルの日時情報毎に分類するようにしてもよい。これにより、複数の外
部機器に記録されているコンテンツリストのすべてを収集して日付毎または日付および時
間ごとに分類することが可能となり、記録されている外部機器を意識することなく、透過
的にすべてのコンテンツを把握することが可能となる。
【００８２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の一実施形態にかかる表示制御装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】同実施形態にかかる表示制御装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】同実施形態にかかる表示制御装置の機能構成を示したブロック図である。
【図４】同実施形態にかかるコンテンツリストの内容について説明する説明図である。
【図５】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面表
示例について説明する説明図である。
【図６】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面表
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【図７】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面表
示例について説明する説明図である。
【図８】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面表
示例について説明する説明図である。
【図９】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面表
示例について説明する説明図である。
【図１０】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面
表示例について説明する説明図である。
【図１１】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面
表示例について説明する説明図である。
【図１２】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面
表示例について説明する説明図である。
【図１３】同実施形態にかかるコンテンツのサムネイルを表示装置に表示した場合の画面
表示例について説明する説明図である。
【図１４】同実施形態にかかる表示制御方法について説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００８４】
　１００　　表示制御装置
　１５２　　取得部
　１５４　　分類部
　１５６　　選択部
　１５８　　表示制御部

【図１】 【図２】
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