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(57)【要約】
【課題】画像データ等の閲覧を妨げることなく画像デー
タ等の操作を行う画像表示装置を提供する。
【解決手段】表示部と、表示画面上に配置され、接触位
置の座標を表す第１座標情報を生成する第１タッチパネ
ルと、表示画面の裏面に配置され、接触位置の座標を表
す第２座標情報を生成する第２タッチパネルと、第１座
標情報および第２座標情報に基づいて、第１タッチパネ
ルおよび第２タッチパネルの表面への同時接触を検出し
、同時接触が検出された場合に、第１座標情報で表され
る第１座標と第２座標情報で表される第２座標との間で
重複する座標が所定数以上あるかどうかを検出する制御
部と、重複する座標が所定数以上あることが検出された
場合に、第１座標情報および第２座標情報の少なくとも
一方を用いて、表示部に表示される画像に画像処理を行
う画像処理部と備えていることにより、上記課題を解決
する。
【選択図】図５



(2) JP 2011-76233 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の表示部と、
　前記表示部の表示画面上に配置され、表面への接触を検出して、該接触位置の座標を表
す第１座標情報を生成する第１タッチパネルと、
　前記表示部の表示画面の裏面に配置され、表面への接触を検出して、該接触位置の座標
を表す第２座標情報を生成する第２タッチパネルと、
　前記第１座標情報および前記第２座標情報に基づいて、前記第１タッチパネルおよび前
記第２タッチパネルの表面への同時接触を検出し、前記同時接触が検出された場合に、前
記第１座標情報で表される第１座標と前記第２座標情報で表される第２座標との間で重複
する座標が所定数以上あるかどうかを検出する制御部と、
　前記重複する座標が所定数以上あることが検出された場合に、前記第１座標情報および
第２座標情報の少なくとも一方を用いて、前記表示部に表示される画像に画像処理を行う
画像処理部と備えていることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記重複する座標が所定数以上ある場合に、複数の画像処理の中から１
つの画像処理を選択するための選択画面を前記表示部の第１座標に表示させ、前記複数の
画像処理の中から１つの画像処理が選択された時に生成された第１座標情報に応じて、前
記選択画面の複数の画像処理の中から１つの画像処理を選択するものであり、
　前記画像処理部は、前記第１座標情報および第２座標情報の少なくとも一方を用いて、
前記表示部に表示される画像に前記選択された画像処理を行うものであることを特徴とす
る請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第１座標を表す第１座標情報が生成されてから前記第２座標を表す
第２座標情報が生成されるまでの時間、または、前記第２座標を表す第２座標情報が生成
されてから前記第１座標を表す第１座標情報が生成されるまでの時間が、あらかじめ設定
された所定の時間以下である場合に、前記第１座標と第２座標との間に重複する座標が所
定数以上あるかどうかの検出を行うものであ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】
　前記画像処理は、画像の拡大・縮小処理、画像の平面回転処理、画像のＺ軸回転処理、
所定範囲の強調処理、再生環境の調節処理のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とす
る請求項１～３のいずれかに記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記画像処理部は、前記制御信号により画像の拡大・縮小処理が選択された場合、前記
第２タッチパネルに操作手段が接触された状態で第１の方向または該第１の方向の反対方
向へ移動されることにより生成された第２座標情報に基づいて、画像の拡大・縮小処理を
行うものであることを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記画像処理部は、前記画像の平面回転処理が選択された場合、前記第２タッチパネル
への操作手段の接触により生成された第２座標情報で表される第３座標を中心として、前
記第２タッチパネルから操作手段が一旦離され、再度、前記第２タッチパネルに操作手段
が接触された状態で第４座標から第５座標へ移動されることにより生成された第２座標情
報に基づいて、前記第３座標と前記第４座標および第５座標とがなす角度分だけ画像を平
面回転させる処理を行うものであることを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記画像処理部は、前記画像のＺ軸回転処理が選択された場合、前記第２タッチパネル
に操作手段が接触された状態で第１の方向または該第１の方向の反対方向へ移動されるこ
とにより生成された第２座標情報に基づいて、画像のＺ軸を回転させる処理を行うもので
あることを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置。
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【請求項８】
　前記画像処理部は、前記所定範囲の強調処理が選択された場合、前記第２タッチパネル
への操作手段の接触により生成された第２座標情報で表される座標を中心とする画像の所
定範囲に対して、ズーム表示処理、色彩の変更処理、色の反転処理、コントラストの調整
処理、および再生スピードの変更処理の中から選択される１つの処理を行うものであるこ
とを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記画像処理部は、前記再生環境の調節処理が選択された場合、前記第２タッチパネル
に操作手段が接触された状態で第１の方向または該第１の方向の反対方向へ移動されるこ
とにより生成された第２座標情報に基づいて、画像の早送り・巻き戻し処理または再生音
量の調整処理を行うものであることを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記第１および第２タッチパネルは、表面が操作手段で一定時間内に所定回数タップさ
れた場合に、表面への操作手段の接触を検出するものであることを特徴とする請求項１～
９のいずれかに記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記第１および第２タッチパネルは、表面への操作手段の接触が一定時間維持された場
合に、表面への操作手段の接触を検出するものであることを特徴とする請求項１～９のい
ずれかに記載の画像表示装置。
【請求項１２】
　画像の表示部と、前記表示部の表示画面上に配置され、表面への接触を検出して、該接
触位置の座標を表す第１座標情報を生成する第１タッチパネルと、前記表示部の表示画面
の裏面に配置され、表面への接触を検出して、該接触位置の座標を表す第２座標情報を生
成する第２タッチパネルとを備える画像表示装置において画像を表示する方法であって、
　前記第１座標情報および前記第２座標情報に基づいて、前記第１タッチパネルおよび前
記第２タッチパネルの表面への同時接触を検出する第１ステップと、
　前記同時接触が検出された場合に、前記第１座標情報で表される第１座標と前記第２座
標情報で表される第２座標との間で重複する座標を検出する第２ステップと、
　前記重複する座標が所定数以上ある場合に、前記第１タッチパネルおよび前記第２タッ
チパネルにより生成される第１座標情報および第２座標情報の少なくとも一方を用いて、
前記表示部に表示される画像に画像処理を行う第３ステップとを含むことを特徴とする画
像表示方法。
【請求項１３】
　前記第３ステップは、
　前記重複する座標が所定数以上ある場合に、複数の画像処理の中から１つの画像処理を
選択するための選択画面を前記表示部の第１座標に表示させるステップと、
　前記複数の画像処理の中から１つの画像処理が選択された時に生成された第１座標情報
に応じて、前記選択画面の複数の画像処理の中から１つの画像処理を選択するステップと
、
　前記第１タッチパネルおよび前記第２タッチパネルにより生成される第１座標情報およ
び第２座標情報の少なくとも一方を用いて、前記表示部に表示される画像に前記選択され
た画像処理を行うステップとを含むことを特徴とする請求項１２に記載の画像表示方法。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の画像表示方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示された画像または操作画面の操作を、タッチパネルによって行う画像表
示装置、画像表示方法およびプログラムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、静止画像や動画像等のデータを、タッチパネルを有する端末（例えば、画像再生
機能を有する携帯型音楽プレーヤ、携帯電話端末、デジタルフォトフレーム、デジタルカ
メラ、デジタルビデオカメラ等）で再生する場合、画面上に設けられたタッチパネルによ
って、画像の選択、再生、停止、或いは拡大、縮小、回転等の操作を行う場合がある。
【０００３】
　ところが、これらの操作は、再生される画像等が表示されている画面上において指で行
う必要があるため、操作するための指が画像等の閲覧を妨げていた。このため、例えば画
像上の１点を指定して、指定した点を中心に拡大したいという操作を行う場合等、操作す
る指で画像が隠されてしまい、正確に点を指定することが出来ないという問題がある。
【０００４】
　これに対し、特許文献１では、表示部をデジタルビデオカメラから引き出して、表示部
と本体との間に指を入れて、本体または表示部の裏面に設けられたフラットパッドを操作
することで、キャラクタの色が反転され、反転されたキャラクタを選択することができる
位置入力装置が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２では、表示面の反対側の裏側に複数の操作キーを設け、表示面には操
作キーのイメージが透視されて操作キーが見えているように配列されて表示され、操作キ
ーが半押しまたは触られた場合にイメージを変化させることで、表示面を見ながら入力操
作を行うことができる携帯情報端末が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－３５３１１５号公報
【特許文献２】国際公開２００５／０１０７４０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の装置は、操作する指が直接見えないため、例えば、
操作を行うために画面上に多数のアイコン等を表示させても、アイコン等を選択する際に
正確に選択することができない。また、画面上に表示された画像に対して、ある点を中心
とした拡大・縮小等の処理を行う場合には、反転表示させるべきキャラクタ等もなく適用
できない。もし、何かしらのマーカ等を表示したとしても、当該マーカ等が、表示される
画像等の閲覧を妨げることになる。さらに、操作する指が見えるように表示部を半透明と
すれば、確かに、正確にアイコン等を選択する操作が可能であるが、装置のコストが上昇
し、また、操作する指が透過して見えているので、やはり表示される画像等の閲覧を妨げ
ることになる。
【０００８】
　また、特許文献２に記載の携帯情報端末に用いる操作パッドは、ある箇所の操作パッド
が半押しまたは触られている場合、その箇所に特定の操作が選択されるのみである。すな
わち、スイッチとしての役割しか果たさず、表示されている画像等に対して、注目部分を
任意に選択することが必要な、部分的なズーム処理等を携帯情報端末にさせるための操作
、つまり、ポインティングデバイスとして用いることはできない。
【０００９】
　本発明の目的は、画像表示装置の表示面（おもて面）と裏面とにタッチパネルを設け、
人間の指の特性を利用することで、画像データ等の閲覧を妨げることなく画像データ等の
操作ができ、また、表示される画像データ等の注目部分を正確に特定することができる画
像表示装置、画像操作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】
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【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、画像の表示部と、前記表示部の表示画面上に配
置され、表面への接触を検出して、該接触位置の座標を表す第１座標情報を生成する第１
タッチパネルと、前記表示部の表示画面の裏面に配置され、表面への接触を検出して、該
接触位置の座標を表す第２座標情報を生成する第２タッチパネルと、前記第１座標情報お
よび前記第２座標情報に基づいて、前記第１タッチパネルおよび前記第２タッチパネルの
表面への同時接触を検出し、前記同時接触が検出された場合に、前記第１座標情報で表さ
れる第１座標と前記第２座標情報で表される第２座標との間で重複する座標が所定数以上
あるかどうかを検出する制御部と、前記重複する座標が所定数以上あることが検出された
場合に、前記第１座標情報および第２座標情報の少なくとも一方を用いて、前記表示部に
表示される画像に画像処理を行う画像処理部と備えていることを特徴とする画像表示装置
を提供する。
【００１１】
　さらに、前記制御部は、前記重複する座標が所定数以上ある場合に、複数の画像処理の
中から１つの画像処理を選択するための選択画面を前記表示部の第１座標に表示させ、前
記複数の画像処理の中から１つの画像処理が選択された時に生成された第１座標情報に応
じて、前記選択画面の複数の画像処理の中から１つの画像処理を選択するものであり、前
記画像処理部は、前記第１座標情報および第２座標情報の少なくとも一方を用いて、前記
表示部に表示される画像に前記選択された画像処理を行うものであるのが好ましい。
　また、前記制御部は、前記第１座標を表す第１座標情報が生成されてから前記第２座標
を表す第２座標情報が生成されるまでの時間、または、前記第２座標を表す第２座標情報
が生成されてから前記第１座標を表す第１座標情報が生成されるまでの時間が、あらかじ
め設定された所定の時間以下である場合に、前記第１座標と第２座標との間に重複する座
標が所定数以上あるかどうかの検出を行うものであるのが好ましい。
【００１２】
　さらに、前記画像処理は、画像の拡大・縮小処理、画像の平面回転処理、画像のＺ軸回
転処理、所定範囲の強調処理、再生環境の調節処理のうちの少なくとも１つを含むのが好
ましい。
　また、前記画像処理部は、前記制御信号により画像の拡大・縮小処理が選択された場合
、前記第２タッチパネルに操作手段が接触された状態で第１の方向または該第１の方向の
反対方向へ移動されることにより生成された第２座標情報に基づいて、画像の拡大・縮小
処理を行うものであるのが好ましい。
【００１３】
　さらに、前記画像処理部は、前記画像の平面回転処理が選択された場合、前記第２タッ
チパネルへの操作手段の接触により生成された第２座標情報で表される第３座標を中心と
して、前記第２タッチパネルから操作手段が一旦離され、再度、前記第２タッチパネルに
操作手段が接触された状態で第４座標から第５座標へ移動されることにより生成された第
２座標情報に基づいて、前記第３座標と前記第４座標および第５座標とがなす角度分だけ
画像を平面回転させる処理を行うものであるのが好ましい。
　また、前記画像処理部は、前記画像のＺ軸回転処理が選択された場合、前記第２タッチ
パネルに操作手段が接触された状態で第１の方向または該第１の方向の反対方向へ移動さ
れることにより生成された第２座標情報に基づいて、画像のＺ軸を回転させる処理を行う
ものであるのが好ましい。
【００１４】
　また、前記画像処理部は、前記所定範囲の強調処理が選択された場合、前記第２タッチ
パネルへの操作手段の接触により生成された第２座標情報で表される座標を中心とする画
像の所定範囲に対して、ズーム表示処理、色彩の変更処理、色の反転処理、コントラスト
の調整処理、および再生スピードの変更処理の中から選択される１つの処理を行うもので
あるのが好ましい。
　また、前記画像処理部は、前記再生環境の調節処理が選択された場合、前記第２タッチ
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パネルに操作手段が接触された状態で第１の方向または該第１の方向の反対方向へ移動さ
れることにより生成された第２座標情報に基づいて、画像の早送り・巻き戻し処理または
再生音量の調整処理を行うものであるのが好ましい。
【００１５】
　さらに、前記第１および第２タッチパネルは、表面が操作手段で一定時間内に所定回数
タップされた場合に、表面への操作手段の接触を検出するものであるのが好ましい。
　また、前記第１および第２タッチパネルは、表面への操作手段の接触が一定時間維持さ
れた場合に、表面への操作手段の接触を検出するものであるのが好ましい。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、本発明は、画像の表示部と、前記表示部の表示画面
上に配置され、表面への接触を検出して、該接触位置の座標を表す第１座標情報を生成す
る第１タッチパネルと、前記表示部の表示画面の裏面に配置され、表面への接触を検出し
て、該接触位置の座標を表す第２座標情報を生成する第２タッチパネルとを備える画像表
示装置において画像を表示する方法であって、前記第１座標情報および前記第２座標情報
に基づいて、前記第１タッチパネルおよび前記第２タッチパネルの表面への同時接触を検
出する第１ステップと、前記同時接触が検出された場合に、前記第１座標情報で表される
第１座標と前記第２座標情報で表される第２座標との間で重複する座標を検出する第２ス
テップと、前記重複する座標が所定数以上ある場合に、前記第１タッチパネルおよび前記
第２タッチパネルにより生成される第１座標情報および第２座標情報の少なくとも一方を
用いて、前記表示部に表示される画像に画像処理を行う第３ステップとを含むことを特徴
とする画像表示方法を提供する。
【００１７】
　また、前記第３ステップは、前記重複する座標が所定数以上ある場合に、複数の画像処
理の中から１つの画像処理を選択するための選択画面を前記表示部の第１座標に表示させ
るステップと、前記複数の画像処理の中から１つの画像処理が選択された時に生成された
第１座標情報に応じて、前記選択画面の複数の画像処理の中から１つの画像処理を選択す
るステップと、前記第１タッチパネルおよび前記第２タッチパネルにより生成される第１
座標情報および第２座標情報の少なくとも一方を用いて、前記表示部に表示される画像に
前記選択された画像処理を行うステップとを含むのが好ましい。
【００１８】
　さらに、上記課題を解決するために、本発明は、上記に記載の画像表示方法をコンピュ
ータに実行させるためのプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、表示される画像データ等の閲覧を妨げることなく表示される画像デー
タ等の操作ができ、また、表示される画像データ等の注目部分を正確に特定することがで
きる。さらに、片手の２本の指で画像表示装置を表裏から保持して操作を行うので、片手
のみで容易に操作が可能である。また、操作部が画像表示装置の表裏にあることから、タ
ッチパネルが片面にしかないものと比べて、操作のバリエーションを増やすことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】人間の指の特性を示す説明図である。
【図２】人間の指の特性を、本発明に係る画像表示装置に適用した場合を示す説明図であ
る。
【図３】（ａ）は、本発明に係る画像表示装置をおもて面から見た斜視図であり、（ｂ）
は、本発明に係る画像表示装置を裏面から見た斜視図である。
【図４】（ａ）は、第１操作部および第２操作部の検出座標から共通座標を求める場合の
一例を示す説明図であり、（ｂ）は、第１操作部および第２操作部の座標と操作する指と
の関係を示す説明図である。
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【図５】本発明に係る画像表示装置のブロック図である。
【図６】本発明に係る画像表示装置の起動画面の一例を示す説明図である。
【図７】画像データの再生中に画像処理の選択肢が表示される場合の一例を示す説明図で
ある。
【図８】画像データの再生中に画像処理が選択される場合の一例を示すフローチャートで
ある。
【図９】画像データの再生中に拡大・縮小モードの画像処理が選択された場合の一例を示
すフローチャートである。
【図１０】（ａ）は、拡大・縮小モードの画像処理が選択された直後の状態の一例を示す
説明図であり、（ｂ）は、基準点入力後に拡大・縮小を行う量の入力方法の一例を示す説
明図である。
【図１１】（ａ）は、平面回転モードの画像処理が選択された直後の状態の一例を示す説
明図であり、（ｂ）は、基準点入力後に平面回転を行う方向の入力方法の一例を示す説明
図である。
【図１２】（ａ）は、Ｚ軸回転モードの画像処理が選択された直後の状態の一例を示す説
明図であり、（ｂ）は、基準点入力後にＺ軸回転を行う方向および回転量の入力方法の一
例を示す説明図である。
【図１３】（ａ）は、特定範囲強調表示モードの画像処理が選択された直後の状態の一例
を示す説明図であり、（ｂ）は、基準点入力後に特定範囲強調表示を行う範囲の一例を示
す説明図である。
【図１４】（ａ）は、再生環境調節モードの画像処理が選択された直後の状態の一例を示
す説明図であり、（ｂ）は、基準点入力後に早送りまたは巻き戻しを行う操作の一例を示
す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明に係る画像操作方法を実施する本発明の画像表示装置について、添付の図面に示
す好適実施形態に基づいて以下に詳細に説明する。
【００２２】
　まず、本発明に係る画像操作方法に利用する人間の指の特性について説明する。図１は
、人間の指の特性について説明する説明図である。図１に示すように、親指と同じ手の他
の指（人差し指、中指、薬指、および小指）とは、目視せずとも簡単に合わせることがで
きる。この特性を利用すれば、図２に示すように、画像表示装置の表示部があるおもて面
に親指を接触させた場合、その座標に対応する裏面の位置に対して他の指は容易に接触で
きる。すなわち、裏面から任意の位置（座標）に対して入力を行いたい場合には、同じ手
の親指でおもて面を、他の指で裏面を触ることによって、画像表示装置を裏返して入力位
置を確認する必要なく、また、裏面の指の状況を透過や撮影により目視して確認する必要
もなく、おもて面を見ながら裏面から容易に位置（座標）を入力することができる。
【００２３】
　図３（ａ）は、本発明に係る画像表示装置をおもて面から見た斜視図であり、（ｂ）は
、本発明に係る画像表示装置を裏面から見た斜視図である。図３（ａ）に示す画像表示装
置１０のおもて面（表示画面）には、表示部１２および第１操作部１４が設けられ、また
、画像表示装置１０の側面には、メモリカード２８を挿入するためのスロット２６が設け
られている。さらに、図３（ｂ）に示す画像表示装置１０の裏面には、第２操作部１６が
設けられている。
【００２４】
　図４（ａ）は、第１操作部１４および第２操作部１６の検出座標（指の接触位置の座標
）から、共通座標を求める場合の一例を示す説明図であり、（ｂ）は、第１操作部１４お
よび第２操作部１６の座標と操作する指（例えば、親指３４と人差し指３２）との関係を
示す説明図である。
　図４（ａ）に示すように、第１操作部１４の座標と第２操作部１６の座標は、画像表示
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装置１０のおもて面と裏面において対応した関係にあり、図４（ａ）の縦方向をＸ軸、横
方向をＹ軸、奥行き方向をＺ軸とすると、第１操作部１４の座標と第２操作部１６の座標
のＸ軸とＹ軸は同一の関係にある。例えば、おもて面である第１操作部１４の座標（Ｘ１
，Ｙ１）と、裏面である第２操作部１６の座標（ｘ１，ｙ１）は、画像表示装置１０のお
もて面と裏面の同一の位置を示す（Ｚ軸方向のみ異なる；図４（ｂ）参照）。
【００２５】
　図４（ａ）において、操作する指が触れている部分をそれぞれ斜線で表す。
　このとき、第１操作部１４では、（Ｘ１１，Ｙ４），（Ｘ１２，Ｙ４），（Ｘ１３，Ｙ
４），（Ｘ１１，Ｙ５），（Ｘ１２，Ｙ５），（Ｘ１３，Ｙ５）が検出座標とされる。ま
た、第２操作部１６では、（ｘ１２，ｙ４），（ｘ１３，ｙ４），（ｘ１４，ｙ４），（
ｘ１２，ｙ５），（ｘ１３，ｙ５），（ｘ１４，ｙ５）が検出座標とされる。
　ここで、第１操作部１４と第２操作部１６において、共通して検出された座標は、（１
２，４），（１３，４），（１２，５），（１３，５）である。
【００２６】
　第１操作部１４と第２操作部１６の検出座標に共通の座標があるということは、画像表
示装置１０のおもて面と裏面の略同一の位置を、操作する指（親指３４と人差し指３２）
で触れていることになる。すなわち、操作する指（親指３４と人差し指３２）が、画像表
示装置１０のおもて面と裏面の略同一の位置に接触していることを検出できる。
　なお、共通する座標が１つでも存在すれば、画像表示装置１０のおもて面と裏面の同一
の位置に接触しているとしてもよいし、共通する座標が所定数以上存在する場合のみ同一
の位置に接触しているとしてもよい。
【００２７】
　図５は、本発明に係る画像表示装置のシステム構成を示すブロック図である。図５に示
す画像表示装置１０は、表示部１２、第１操作部１４、第２操作部１６、画像処理部１８
、記憶部２０、制御部２２、通信部２４、およびスロット２６によって構成される。
【００２８】
　表示部１２は、静止画像、動画像、操作画面等を表示するもので、液晶パネルや有機Ｅ
Ｌパネル等である。表示部１２は、画像表示装置１０のおもて面に設けられ、後述する画
像処理部１８より、表示される画像データが入力される。
【００２９】
　第１操作部１４は、ポインティングデバイスの１種であるタッチパネルであり、表示部
１２の表示画面上に設けられ、表示部１２に表示された画像等を透過して見ることができ
る。第１操作部１４は、表示部１２に表示された操作画面を操作したり、画像処理の指示
等を入力するものである。
【００３０】
　第１操作部１４は、ユーザが操作を行う操作手段として指が接触すると、接触が検出さ
れた位置（範囲）の座標（第１座標）を第１座標情報（接触面として複数の座標情報であ
ってもよい）として、その他の情報（例えば、接触圧等）と共に第１操作信号として出力
する。
　なお、第１操作部１４には、静電容量方式、抵抗膜方式等の各種のタッチパネルを用い
ることができる。
【００３１】
　第２操作部１６は、ポインティングデバイスの１種であるタッチパッド（光が透過しな
いタッチパネル状のものであり、タッチパネルおよびタッチパッドを区別せずにタッチパ
ネルとも表現する）であり、画像表示装置１０の裏面（表示部１２の表示画面の裏面）に
、おもて面の表示部１２と略同一の大きさで設けられている。つまり、第２操作部１６で
入力される位置の座標（第２座標）は、表示部１２の位置（座標）と対応付けられ、第２
操作部１６でも表示部１２に表示された操作画面を操作したり、画像処理の指示等を入力
することができる。
【００３２】
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　第２操作部１６は、第１操作部１４と同様に、ユーザが操作を行う操作手段として指が
接触すると、接触が検出された座標を第２座標情報（接触面として複数の座標情報であっ
てもよい）として、その他の情報（例えば、接触圧等）と共に第２操作信号として出力す
る。
　なお、第２操作部１６には、静電容量方式、抵抗膜方式等の各種のタッチパッドを用い
ることができる。
　また、第１操作部１４および第２操作部１６に接触するものは指に限られず、第１操作
部１４および第２操作部１６が接触を検出することができれば、操作手段としてタッチペ
ンやスタイラス等を用いてもよい。
【００３３】
　画像処理部１８は、後述する制御部２２から入力される制御信号に応じて、表示部１２
に表示される画像データを生成する。表示される画像データには、画像（静止画像、動画
像）、画像に対して画像処理を行った画像、操作画面等が挙げられる。
【００３４】
　ここで、画像処理部１８で行う画像処理には、スライドショーの他、例えば、拡大・縮
小処理（ズーム処理）、平面回転処理、Ｚ軸回転処理、特定範囲強調表示処理、および早
送り・巻き戻し等の再生環境調整処理等が挙げられる。
【００３５】
　記憶部２０は、後述する制御部２２が使用する制御プログラム、および通信部２４また
はスロット２６から入力される画像データ等を格納し、また、画像処理部１８が画像処理
を行う上でワーク領域として用いる半導体メモリである。
　記憶部２０のうち、制御プログラムおよび画像データ等を格納する領域には、フラッシ
ュメモリを用いるのが好ましく、ワーク領域にはＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memo
ry）を用いるのが好ましい。
【００３６】
　制御部２２は、第１操作部１４（第１タッチパネル）から出力される第１操作信号（第
１座標情報）と、第２操作部１６（第２タッチパネル）から出力される第２操作信号（第
２座標情報）に基づいて、第１操作部１４および第２操作部１６への同時接触を検出し、
第１座標情報と第２座標情報との間で重複する座標が所定数以上ある場合には、画像およ
び操作画面に対して行う画像処理を選択し、画像処理部１８に対して選択した画像処理を
実行するように制御信号を出力する。
　また、制御部２２は、記憶部２０、ならびに、後述する通信部２４およびスロット２６
を制御する。例えば、ユーザが表示部１２に表示された操作画面を操作することによって
、第１操作信号および第２操作信号が出力され、画像のダウンロードが指示されると、通
信部２４を経由して通信によって得た画像データを記憶部２０に格納し、また、図３（ａ
）に示すようなメモリカード２８がスロット２６に装着され、画像のコピーが指示される
と、メモリカード２８に格納された画像データを記憶部２０へとコピーを行う。
【００３７】
　通信部２４は、ネットワークを介してサーバ等からの画像データ等のダウンロード（受
信）、およびダウンロードを行うための情報の送信を行う。通信部２４は、ネットワーク
と有線で接続されていてもよいし、無線で接続されていてもよい。例えば、有線接続であ
れば、イーサネット（登録商標）等を用いることができ、無線であれば、IEEE802.11シリ
ーズ（いわゆる無線ＬＡＮ）、IEEE802.16シリーズ（いわゆるＷｉＭＡＸ）等を用いるこ
とができる。
【００３８】
　スロット２６は、図３（ａ）に示すようなメモリカード２８が接続され、制御部２２に
よって、メモリカード２８に格納された画像データ等の読み書きが行われる。スロット２
６に接続可能なメモリカード２８としては、ＳＤ／ＳＤＨＣメモリカード、ｘＤピクチャ
ーカード（登録商標）、メモリースティック（登録商標）、およびコンパクトフラッシュ
（登録商標）等が挙げられる。
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【００３９】
　次に、本発明に係る画像表示装置１０の動作を説明する。
【００４０】
　まず、画像表示装置１０の電源が投入されると、図６に示すように表示部１２に起動画
面が表示される。ユーザにより、表示部１２に表示されたメニューから処理が選択される
と、タッチパネルである第１操作部１４から、選択されたメニューに対応した第１操作信
号が出力される。ここで、表示されるメニューには、（格納された画像の）スライドショ
ー、動画像再生、（画像データ等の）ダウンロード、メール送受信、および設定等が挙げ
られる。
【００４１】
　以下、一例としてユーザがスライドショーを選択し、さらに各種の画像処理として拡大
・縮小処理を行った場合を説明する。
　ユーザが表示部１２に表示されたスライドショーのボタン表示に触れると、つまり、タ
ッチパネルである第１操作部１４のスライドショーのボタン表示に対応する部分に触れる
と、第１操作部１４への接触が検出された座標を示す第１座標情報を含む、第１操作信号
が第１操作部１４から出力される。
【００４２】
　制御部２２には、第１操作部１４から出力された第１操作信号が入力され、第１操作信
号に含まれる第１座標情報の座標と、スライドショーのボタン表示の座標の範囲が比較さ
れる。このとき、第１座標情報の座標がスライドショーのボタン表示の座標の範囲と少な
くとも一部が重複していれば、ユーザがスライドショーのボタンに触れたと判断され、ス
ライドショーを開始する信号が出力される。
【００４３】
　画像処理部１８には、制御部２２から出力されたスライドショーを開始する信号が入力
され、記憶部２０に格納された画像データが順次読み出される。画像処理部１８では、読
み出された画像データに対しスライドショーを行うための画像処理が行われ、表示部１２
へ表示される画像データが出力され、表示部１２ではスライドショーが表示される。
【００４４】
　次に、スライドショーが表示された状態での拡大・縮小処理について、図７および図１
０の説明図、ならびに図８および図９のフローチャートに従って説明する。なお、以下の
説明ではユーザの操作について、裏面の操作が右手人差し指、おもて面の操作が右手親指
でされるものとして説明するが、左手で操作してもよいし、裏面の操作は中指、薬指、お
よび小指でされてもよい。
【００４５】
　図７（ａ）に示すように、表示部１２にスライドショーが表示されている状態にあると
き、親指３４で表示部１２に表示されている画像の画像処理を行いたい点を、表示部１２
上に設けられた第１操作部１４に触れることで指定する。このとき、第１操作信号が第１
操作部１４より出力される。また、右手人差し指３２で、裏面に設けられた第２操作部１
６に触れると、第２操作信号が第２操作部１６より出力される。つまり、親指３４と人差
し指３２で画像表示装置１０を表裏で掴んだ状態となる（ステップＳ０）。
　このとき、人の指の特性から、ユーザは親指３４で任意の点を指定することで、裏面の
第２操作部１６に対して、人差し指３２で正確に対応する点を入力することができる（入
力された点を“Ｏ”とする。以下、基準点“Ｏ”、または第３座標ともいう）。なお、親
指３４と人差し指３２はどちらが先に接触してもよいし、同時に接触してもよい。
その後、親指３４は、例えばフレームを押さえるなど、画像表示装置１０を保持しつつ、
スライドショーの観賞を妨げないように、表示部１２および第１操作部１４上から離して
おくのがよい。
【００４６】
　親指３４で画像処理を行いたい点を指定したときに、誤入力を防止するため、第１操作
部１４と第２操作部１６からそれぞれ入力された、第１座標情報および第２座標情報の座
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標について、親指３４と対応する人差し指３２により入力されたものかどうか判断される
（ステップＳ１）。例えば、第１座標情報および第２座標情報の座標のうち、所定数以上
の座標が重複していれば、親指３４と対応する人差し指３２により入力されたものと判断
してもよいし、より正確性を求めるならば、第１座標情報および第２座標情報の座標のう
ち、重複する座標が５０％以上の場合に親指３４と対応する人差し指３２により入力され
たものと判断してもよい。
　また、同様に誤入力を防止するため、第１操作信号が入力されてから第２操作信号が入
力されるまでの期間、または第２操作信号が入力されてから第１操作信号が入力されるま
での期間が所定の時間（例えば、１秒以下）である場合に、親指３４と対応する人差し指
３２により入力されたものと判断してもよい。
【００４７】
　制御部２２では、第２操作信号が入力されると、第２操作信号から第２座標情報が取り
出され、図７（ｂ）に示すように、第２座標情報の座標に対応する表示部１２上の座標（
つまり、第１操作部１４の座標）に、実行可能な画像処理の選択肢（予め設定された複数
の画像処理の中から１つの画像処理を選択するための選択画面）（画像処理メニュー；図
７（ｂ）中、“ａ”～“ｅ”）がレイヤ表示されるように、画像処理メニュー表示信号が
出力される。
【００４８】
　画像処理部１８では、画像処理メニュー表示信号が入力されると、スライドショーの画
像データに画像処理の選択肢（画像処理メニュー）がレイヤ表示（重畳表示）された表示
データが生成され、表示部１２に出力され表示される（ステップＳ２）。つまり、スライ
ドショーに画像処理メニューがオーバーレイ表示される。
【００４９】
　制御部２２では、画像処理メニューが表示された状態で、画像処理メニューの選択肢の
うちの１つがユーザにより選択された場合、すなわち、表示部１２に表示された画像処理
の選択肢の座標に対応する第１操作部１４に、ユーザの親指３４が接触して第１操作信号
が出力された場合（ステップＳ３で“Ｙ”）、第１操作信号に含まれる第１座標情報の座
標と、画像処理メニューの各選択肢の座標とを比較し、どの選択肢が選択されたかが判定
される（ステップＳ４）。つまり、ユーザにより、表示されている画像処理メニューの選
択肢のうち「拡大・縮小」が選択されることで、制御部２２で「拡大・縮小」の選択肢が
選択されたと判定され（ステップＳ４で“拡大・縮小”）、拡大・縮小モードへと移行す
る（ステップＳ５）。
【００５０】
　ユーザが、画像処理メニューの選択肢に触れていない場合（ステップＳ３で“Ｎ”）、
裏面（第２操作部１６）への人差し指３２の接触が継続しているか判定し、継続していれ
ばステップＳ３へ戻る（ステップＳ１０で“Ｙ”）。裏面（第２操作部１６）への人差し
指３２の接触が継続していなければ（ステップＳ１０で“Ｎ”）、ユーザが画像処理の選
択を中断したものと判断し、画像処理メニューの選択肢の表示を終了して、スライドショ
ーの表示へと戻る（ステップＳ１１）。なお、画像処理メニューの選択肢をレイヤ表示し
ている間、スライドショーを中断（画像データ再生を中断）していた場合には、スライド
ショーを再開（画像データ再生を再開）する。
【００５１】
　図１０（ａ）は、拡大・縮小モードが選択された直後の状態（図９のステップＳ２０）
を表しており、「拡大・縮小」メニューが図７（ｂ）中の“ａ”の場所にあり、「拡大・
縮小」を選択した状態、つまり、人差し指３２と親指３４で基準点“Ｏ”を略１点で挟ん
だ状態（すなわち、人差し指３２が第２操作部１６の基準点“Ｏ”の座標に接触し、親指
３４が表示部１２および第１操作部１４の基準点Ｏの座標に接触した状態）となっている
。
【００５２】
　ユーザが拡大・縮小の操作を行うために、親指３４が表示部１２および第１操作部１４
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上から離され、第２操作部１６に接触している人差し指３２によって、拡大・縮小の操作
が行われる（ステップＳ２１）。例えば、図１０（ｂ）に示すように、画面の下方向へ人
差し指３２を動かすと（ステップＳ２２で“下”）、表示される画像データが基準点“Ｏ
”を中心として、人差し指３２が動いた距離に応じて拡大表示される（ステップＳ２３）
。同様に、画面の上方向へ人差し指３２を動かすと（ステップＳ２２で“上”）、表示さ
れる画像データが基準点“Ｏ”を中心として、人差し指３２が動いた距離に応じて縮小表
示される（ステップＳ２４）。
【００５３】
　人差し指３２が動いた距離に応じて拡大または縮小表示されたあと、第２操作部１６か
ら人差し指３２が離れた場合（ステップＳ２５で“Ｙ”）、拡大・縮小モードを終了し（
ステップＳ２６）、スライドショーの表示へと戻る。
　第２操作部１６から人差し指３２が離れていない場合（ステップＳ２５で“Ｎ”）、ス
テップＳ２２へと戻り、次の指の動きを待つ状態となり、引き続き拡大・縮小を行うこと
ができる。
【００５４】
　上記の例は、あくまで一例である。従って、ステップＳ２で、レイヤ（オーバーレイ）
表示される画像処理メニューは半透明であるのもよく、また、選択する確率の高いメニュ
ーを中心（図７（ｂ）中、“ａ”の場所）に配置させるのもよい。
　さらに、画像処理メニューは親指３４で操作しやすいように、基準点“Ｏ”よりも端側
（右手で操作していれば画面右側）に配置させてもよい。
　また、基準点“Ｏ”は、親指３４が第１操作部１４に接触している１以上の座標のうち
略中心の座標を用いてもよいし、人差し指３２が第２操作部１６に接触している１以上の
座標のうち略中心の座標を用いてもよい。
　さらに、スライドショーが表示されている状態から、画像処理メニューを表示するトリ
ガは、人差し指３２が第２操作部１６に触れることに限られず、例えば、一定時間内（２
秒程度）に所定回数タップしてもよいし、同一座標に一定時間（２秒程度）接触を持続さ
せてもよい。
【００５５】
　ステップＳ４で、ユーザにより、画像処理メニューの各選択肢のうち、図７（ｂ）中の
“ａ”の場所以外の選択肢（同図中、“ｂ”～“ｅ”）が選択される場合には、親指３４
のみを動かして選択すると、親指３４と人差し指３２の座標はずれてしまうため、各選択
肢の選択後、一度、人差し指３２を第２操作部１６から離して、基準点“Ｏ”を親指３４
および人差し指３２により改めて入力してもよいし、元の人差し指３２が第２操作部１６
に接触していた座標としてもよい。
【００５６】
　基準点“Ｏ”を改めて入力する場合には、第１操作信号に含まれる第１座標情報の座標
（親指３４が第１操作部１４に接触している座標）と、第２操作信号に含まれる第２座標
情報の座標（人差し指３２が第２操作部１６に接触している座標）のうち、重複する１以
上の座標の略中心の座標を用いてもよいし、第１座標情報または第２座標情報の座標の略
中心の座標を用いてもよい。
【００５７】
　また、人差し指３２は、画像処理メニューの選択肢が表示された状態であれば、第２操
作部１６に触れたまま、“ｂ”～“ｅ”に対応する座標に動かしてもよいし、予め設定さ
れた時間内であれば、一旦、第２操作部１６から人差し指３２が離れてもよい。予め設定
された時間、例えば２秒程度を過ぎても人差し指３２が“ａ”～“ｅ”に対応する座標、
およびその近傍の座標の第２操作部１６に再び接触しなければ、ユーザは画像処理を中断
すると判断して画像処理メニューの選択肢を消去し、元のスライドショーの状態に戻るよ
うにしてもよい。このとき、人差し指３２によって画像処理メニューの選択肢が選択され
るようにしてもよい。
　さらに、画像処理メニューの表示を行う際に、人差し指３２の移動に合わせて、画像処
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理メニューの表示位置も追従して移動するようにしてもよく、画像処理メニューが選択さ
れた時点の人差し指３２の座標を基準点“Ｏ”としてもよい。
　また、予め、基準点の上下左右の領域それぞれに、画像処理メニューの選択肢が割り当
てられていれば、画像処理メニューの選択肢は表示しなくてもよい。
【００５８】
　ステップＳ２２～Ｓ２４で、拡大・縮小の操作は、人差し指３２を動かす方向が上下逆
でもよく、左右方向に動かしてもよい。また、図１０（ｂ）では裏面の第２操作部１６に
より拡大・縮小の操作を行ったが、おもて面の第１操作部１４により行ってもよい。
　さらに、人差し指３２を、一旦第２操作部１６から離し、一定時間内（例えば、２秒程
度）に異なる座標に再度触れ、人差し指３２が第２操作部１６から離れていた当該一定時
間の前後に、第２操作部１６に人差し指３２が触れていた座標間の距離および方向に応じ
て、拡大・縮小の操作を行ってもよい。
【００５９】
　また、拡大・縮小の倍率は、人差し指３２の移動距離だけでなく、人差し指３２で第２
操作部１６をタップする操作で変更してもよい。例えば、２回タップすれば２倍に拡大し
たり、３回タップすれば０．５倍に縮小されたり、あるいは、第２操作部１６の右側部分
を２回タップすれば２倍に拡大、左側部分を２回タップすれば０．５倍に縮小するなどと
することができる。このとき、２回タップすると２倍、３回タップすると３倍などのよう
に、タップする回数によって拡大・縮小の倍率を決定してもよい。
　さらに、表示される画像データのアスペクト比を保持したまま拡大・縮小してもよく、
アスペクト比を変更して拡大・縮小してもよい。例えば、操作を行う指を動かした方向の
み拡大・縮小（つまり、縦横比を変更）してもよいし、第２操作部１６の右側部分をタッ
プすれば左右方向のみ拡大・縮小し、左側部分をタップすれば上下方向のみ拡大・縮小し
てもよい。
【００６０】
　また、拡大・縮小は、基準点“Ｏ”を中心にして行わなくてもよく、表示される画像デ
ータの中心を基準に行ってもよい。
　さらに、第１座標情報と第２座標情報の座標のうち、重複する座標が複数ある場合には
、重複する座標の中心位置に最も近い座標を、基準点“Ｏ”としてもよい。
　また、拡大・縮小モードの終了判定は（ステップＳ２５）、第２操作部１６から人差し
指３２が離れてから所定時間（２秒程度）経過後に行ってもよい。
　さらに、拡大・縮小モードの終了時には（ステップＳ２６）、拡大・縮小された画像を
そのまま表示した状態としてもよいし、元の表示状態に戻してもよい。
【００６１】
　次に、他の画像処理の場合の動作について説明する。
　他の画像処理としては、例えば、平面回転モード（図８のステップＳ６）、Ｚ軸回転モ
ード（図８のステップＳ７）、特定範囲強調表示モード（図８のステップＳ８）、および
再生環境調整モード（図８のステップＳ９）が挙げられ、その操作について図１１～図１
４を用いて、それぞれ説明する。なお、各画像処理が選択されるまでは拡大・縮小モード
の選択時と同様であり、各画像処理の選択後のフローチャートも基本的に同様であるので
、以下では説明を省略する。
【００６２】
　図１１（ａ）は、平面回転モードが選択された直後の状態（図８のステップＳ６の直後
の状態）を表しており、人差し指３２と親指３４で基準点“Ｏ”を略１点で挟んだ状態と
なっている。
【００６３】
　図１１（ｂ）に示すように、まず、ユーザが平面回転の操作を行うために、親指３４が
表示部１２および第１操作部１４上から離される。次に、第２操作部１６に接触している
人差し指３２は、一度第２操作部１６から離され、改めて短時間（概ね２秒程度）のうち
に第２操作部１６に接触させる。人差し指３２が改めて接触された座標を操作点“Ａ”（
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第４座標ともいう）とする。
　人差し指３２が操作点“Ａ”から、第２操作部１６に接触したまま移動され、移動後の
座標を操作点“Ｂ”（第５座標ともいう）とする。このとき、基準点“Ｏ”と操作点“Ａ
”とを結ぶ線分ＯＡと、基準点“Ｏ”と操作点“Ｂ”とを結ぶ線分ＯＢとが成す∠ＡＯＢ
の角度分だけ、基準点“Ｏ”を中心として、おもて面側から見て時計回りに画像データが
回転される。
【００６４】
　人差し指３２が動いた角度に応じて平面回転表示がされたあと、第２操作部１６から人
差し指３２が離れた場合、平面回転モードを終了し、スライドショーの表示へと戻る。
　第２操作部１６から人差し指３２が離れていない場合、次の指の動きを待つ状態となり
、引き続き平面回転を行うことができる。
【００６５】
　ここで、操作点“Ａ”と“Ｂ”が逆の場合、つまり、人差し指３２が操作点“Ｂ”から
操作点“Ａ”に、第２操作部１６に接触したまま移動された場合には、おもて面側から見
て反時計回りに画像データが回転される。
　また、操作点“Ａ”と“Ｂ”は、第１操作部１４に接触した親指３４によって指定され
てもよい。この場合、基準点“Ｏ”には、人差し指３２が接触している座標を用いること
ができる。
　さらに、平面回転の角度は、第２操作部１６を人差し指３２でタップする回数に応じて
回転させてもよい。例えば、１回タップすれば４５度右方向に回転するなどとすればよい
。このとき、タップ回数、回転角度、および回転方向は任意に決定することができる。
　また、平面回転モードの終了判定は、第２操作部１６から人差し指３２が離れてから所
定時間（２秒程度）経過後に行ってもよい。
【００６６】
　図１２（ａ）は、Ｚ軸回転モードが選択された直後の状態（図８のステップＳ７の直後
の状態）を表しており、人差し指３２と親指３４で基準点“Ｏ”を略１点で挟んだ状態と
なっている。
【００６７】
　図１２（ｂ）に示すように、まず、ユーザがＺ軸回転の操作を行うために、親指３４が
表示部１２および第１操作部１４上から離される。次に、人差し指３２が、第２操作部１
６に接触している座標から接触したまま、基準点“Ｏ”よりも画面の上方向へ移動すると
、その移動した距離に応じた角度だけ表示される画像データのＺ軸がＸ軸を中心として回
転される。
【００６８】
　人差し指３２が動いた距離に応じてＺ軸回転表示がされたあと、第２操作部１６から人
差し指３２が離れた場合、Ｚ軸回転モードを終了し、スライドショーの表示へと戻る。
　第２操作部１６から人差し指３２が離れていない場合、次の指の動きを待つ状態となり
、引き続きＺ軸回転を行うことができる。
【００６９】
　ここで、人差し指３２が、第２操作部１６に接触している座標から接触したまま、基準
点“Ｏ”よりも画面の下方向へ移動された場合には、その移動された距離に応じた角度だ
け表示される画像データのＺ軸がＸ軸を中心として逆方向に回転される。
　また、第２操作部１６に接触している人差し指３２は、一度第２操作部１６から離され
、改めて短時間（概ね２秒程度）のうちに第２操作部１６に接触させてもよい。このとき
、基準点“Ｏ”は人差し指３２が離される前の座標とするのが好ましい。
　さらに、Ｚ軸回転を指示する上下方向の操作は、第１操作部１４に接触した親指３４に
よって行われてもよい。この場合、基準点“Ｏ”には、人差し指３２が接触している座標
を用いてもよい。
【００７０】
　また、Ｚ軸回転を指示する操作は任意の方向でもよく、基準点“Ｏ”を通る軸を基準と
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して、各方向への移動量（距離）に応じた角度だけ、表示される画像データが回転または
逆回転される。
　さらに、Ｚ軸回転の角度は、第２操作部１６を人差し指３２でタップする回数に応じて
回転させてもよい。例えば、２回タップすれば４５度回転するなどとすればよい。このと
き、タップ回数、回転角度、および回転方向は任意に決定することができる。
　また、Ｚ軸回転モードの終了判定は、第２操作部１６から人差し指３２が離れてから所
定時間（２秒程度）経過後に行ってもよい。
【００７１】
　図１３（ａ）は、特定範囲強調表示モードが選択された直後の状態（図８のステップＳ
８の直後の状態）を表しており、人差し指３２と親指３４で基準点“Ｏ”を略１点で挟ん
だ状態となっている。
【００７２】
　図１３（ｂ）に示すように、まず、ユーザが特定範囲強調表示の操作を行うために、親
指３４が表示部１２および第１操作部１４上から離される。次に、人差し指３２が第２操
作部１６に接触している座標（基準点“Ｏ”）を中心とする、表示される画像データの一
定の範囲（例えば、四角形）が特定範囲（注目範囲）３６として、ズーム表示される。
　特定範囲３６は、第２操作部１６に接触している人差し指３２が移動することによって
、その中心点が移動し任意の部分を特定範囲３６としてズーム表示することができる。つ
まり、特定範囲３６は、表示される画像データの任意の部分について、人差し指３２の動
きに従って移動することができ、つまり、第２操作信号に従って基準点“Ｏ”の座標を変
化させて、任意の部分のズーム表示を行うことができる。
【００７３】
　人差し指３２が第２操作部１６に接触している座標を中心とした特定範囲３６について
のズーム表示がされたあと、第２操作部１６から人差し指３２が離れた場合、特定範囲強
調表示モードを終了し、スライドショーの表示へと戻る。
　第２操作部１６から人差し指３２が離れていない場合、次の指の動きを待つ状態となり
、引き続き特定範囲強調表示を行うことができる。
【００７４】
　ここで、左手の指（例えば、人差し指）を第２操作部１６へ接触させ、左手の人差し指
が接触する座標を中心に特定範囲３６としてもよい。この場合、右手と左手の２つ分の特
定範囲３６を表示してもよいし、左手側の特定範囲３６を表示した時点で、右手の特定範
囲３６の表示を消してもよい。
　また、右手と左手の指が第２操作部１６へ接触する座標の中間座標を中心に特定範囲３
６としてもよい。このとき、２本の指のどちらかを動かせば中間座標も動き、特定範囲３
６も動くことになる。
　さらに、２本の指の座標間の距離に応じて、ズーム倍率を変化させてもよい。例えば、
距離を長くすれば倍率を上げ、短くすれば倍率を下げるようにすることができる。
【００７５】
　また、上記では強調表示の一例としてズーム表示で説明したが、これに限られず、特定
範囲３６をモノクロ表示、色調反転、およびコントラストの変更等、色彩を変化させても
よい。さらに、動画像の再生であれば、特定範囲３６のみ再生スピードを変化させてもよ
い。また、これらを組み合わせて強調表示としてもよい。このとき、色彩、再生スピード
等のパラメータを、上記の第２操作部１６へ接触する２本の指の座標間の距離により指定
してもよい。
　さらに、特定範囲３６は正方形、長方形等の四角形の他に、円、楕円等でもよく、どの
ような形でもよい。
【００７６】
　また、人差し指３２が、ある一座標に接触している時間の長さに比例して、強調表示を
徐々に強めていってもよい。例えば、人差し指３２を移動して強調表示させたい任意の部
分を見つけた場合、その部分で人差し指３２の移動を止める。その人差し指３２の移動を



(16) JP 2011-76233 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

止めた座標に一定時間（例えば、１秒間等）接触し続けていると、つまり、人差し指３２
が第２操作部１６へ接触している座標が一定時間変化しないとき、当該座標を中心とした
特定範囲３６の強調表示の強調係数を、時間経過に応じて強めて表示する。
【００７７】
　さらに、特定範囲強調表示モードを終了する場合に、第２操作部１６から人差し指３２
が離れて即座に特定範囲強調表示モードを終了してもよいし、第２操作部１６から人差し
指３２が離れてから、一定時間後（例えば、３秒後等）に特定範囲強調表示モードを終了
してもよい。また、徐々に強調係数を弱めながら、特定範囲強調表示モードを終了しても
よい。
【００７８】
　図１４（ａ）は、再生環境調整モードが選択された直後の状態（図８のステップＳ９の
直後の状態）を表しており、人差し指３２と親指３４で基準点“Ｏ”を略１点で挟んだ状
態となっている。
【００７９】
　図１４（ｂ）に示すように、まず、ユーザが再生環境調整の操作を行うために、親指３
４が表示部１２および第１操作部１４上から離される。次に、人差し指３２が第２操作部
１６に接触している座標（基準点“Ｏ”）を基準として、人差し指３２を第２操作部１６
に接触させたまま、基準点“Ｏ”よりも右方向に移動すれば、人差し指３２を移動させた
距離に応じてスライドショーの早送り、基準点“Ｏ”よりも左方向に移動すれば、人差し
指３２を移動させた距離に応じてスライドショーの巻き戻し表示を行うことができる。
【００８０】
　人差し指３２が動いた距離に応じてスライドショーの早送りまたは巻き戻し表示がされ
たあと、第２操作部１６から人差し指３２が離れた場合、再生環境調整モードを終了し、
スライドショーの表示へと戻る。
　第２操作部１６から人差し指３２が離れていない場合、次の指の動きを待つ状態となり
、引き続きスライドショーの早送りまたは巻き戻しを行うことができる。
【００８１】
　ここで、再生環境調整の操作は、親指３４を用いて第１操作部１４により行ってもよい
。この場合、親指３４を、基準点“Ｏ”を中心として、右回りで回転するように移動させ
れば、その回転速度に応じてスライドショーの早送り、左回りで回転するように移動させ
れば、その回転速度に応じてスライドショーの巻き戻し表示を行うことができる。ここで
、回転の動きは上述の平面回転モードと同様に検出すればよく、回転速度は回転前後の座
標間の距離と移動時間から求めればよい。なお、回転速度を遅くすることで通常よりも遅
い表示とすることもできる。
　さらに、再生速度は、第２操作部１６を人差し指３２でタップする回数に応じて変更す
るようにしてもよい。例えば、第２操作部１６の右側部分を２回タップすれば２倍速で早
送り、左側部分を３回タップすれば３倍速で巻き戻し等とすればよい。このとき、タップ
回数、および再生速度は任意に決定することができる。
【００８２】
　また、スライドショーの再生の早送りおよび巻き戻しだけでなく、再生音量の調節を行
ってもよい。この場合、人差し指３２を第２操作部１６に接触したまま上方向に移動させ
ると、移動した距離に応じて再生音量が上がり、下方向に移動させると、移動した距離に
応じて再生音量が下がるようにしてもよい。
　さらに、再生環境調整モードの終了判定は、第２操作部１６から人差し指３２が離れて
から所定時間（２秒程度）経過後に行ってもよい。
　また、上記の例では、スライドショーで説明したが、動画像であっても同様に早送りお
よび巻き戻し等を行うことができる。
【００８３】
　なお、本発明においては、上述した画像操作方法の各工程をコンピュータに実行させる
ための画像操作プログラムとして構成しても良いし、また、コンピュータを、画像操作方
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して機能させる画像操作プログラムとして構成しても良い。
　また、本発明を、上述した画像操作プログラムをコンピュータにより読取可能な媒体ま
たはコンピュータにより読取可能なメモリとして構成してもよい。
【００８４】
　以上、本発明の画像表示装置、画像操作方法およびプログラムについて詳細に説明した
が、本発明は、上記実施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、各種の改良や変更を行ってもよい。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　画像表示装置
　１２　表示部
　１４　第１操作部
　１６　第２操作部
　１８　画像処理部
　２０　記憶部
　２２　ＣＰＵ
　２４　通信部
　２６　スロット
　２８　メモリカード
　３０　ボタン
　３２　人差し指
　３４　親指
　３６　特定範囲

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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