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(57)【要約】
【課題】サムネイル画像一覧表示に対して各種拡張的な
表示動作を、良好な操作性で実現する。
【解決手段】タッチパッドの入力面に対する物理的な接
触の位置、圧力、さらには接触面積を検出し、検出に応
じて接触位置、圧力、更には接触面積の各情報を操作信
号とする。これらの操作信号を、サムネイル一覧表示な
ど、複数の画像を表示させる際の操作情報とし、タッチ
パッドにより、複数の画像表示に関する操作を各種実行
できるようにする。例えば画像選択、選択画像の拡大、
選択クリップの細分化表示などを、タッチパッド操作で
実現する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面表示のための出力映像信号を発生させる映像信号発生手段と、
　入力面に対する物理的な接触の位置、及び圧力を検出し、検出に応じて接触位置、圧力
の各情報を操作信号として発生する操作入力手段と、
　上記操作入力手段からの操作信号に応じて、上記出力映像信号による表示内容を変化さ
せるように上記映像信号発生手段を制御する制御手段とを備え、
　上記制御手段は、上記映像信号発生手段が複数の画像の一覧表示としての上記出力映像
信号を発生させている際においては、上記接触位置の情報を画像選択の操作信号として処
理し、上記圧力の情報を選択された画像に関する操作信号として処理することを特徴とす
る映像信号出力装置。
【請求項２】
　上記操作入力手段は、さらに入力面に対する物理的な接触の面積も検出し、検出に応じ
て接触位置、接触面積、圧力の各情報を操作信号として発生し、
　上記制御手段は、上記映像信号発生手段が複数の画像の一覧表示としての上記出力映像
信号を発生させている際においては、上記圧力の情報及び上記接触面積の情報を、選択さ
れた画像に関する操作信号として処理することを特徴とする請求項１に記載の映像信号出
力装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、上記映像信号発生手段が複数の画像の一覧表示としての上記出力映像
信号を発生させている際においては、上記圧力の情報を、選択された画像の拡大を指示す
る操作信号として処理することを特徴とする請求項１に記載の映像信号出力装置。
【請求項４】
　上記制御手段は、上記映像信号発生手段が、所定の映像データ単位毎のサムネイル画像
の一覧表示としての上記出力映像信号を発生させている際においては、上記圧力の情報と
、上記接触面積の情報を、選択されたサムネイル画像に対応する映像データ単位内を細分
化した分割サムネイル画像の表示に関する操作信号として処理することを特徴とする請求
項１に記載の映像信号出力装置。
【請求項５】
　操作入力部の入力面に対する物理的な接触の位置、及び圧力を検出するステップと、
　上記接触の位置の情報を、複数画像が一覧表示された画面上での画像選択の操作信号と
して処理するステップと、
　上記圧力の情報を、上記複数画像のうちで選択された画像に関する操作信号として処理
するステップと、
　を備えたことを特徴とする操作入力処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一体又は別体の表示装置（モニタディスプレイ）において表示させる映像信
号を出力する映像信号出力装置と、表示映像に対するユーザ入力に対応する操作入力処理
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００３－３３７６４９号公報
【特許文献２】特開２００３－３３０６１８号公報
【０００３】
　例えばＤＶＤ（Digital Versatile Disc）やブルーレイディスク（Blu-ray Disc：登録
商標）等の光ディスクに対して映像データを記録再生する記録再生装置などの機器では、
一体又は別体接続されたモニタディスプレイ装置において、光ディスクに記録された映像
データの一覧表示を行うことができるようにされている。例えばサムネイル一覧表示とし
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て知られている。
【０００４】
　これらの記録再生装置では、光ディスク等の記録媒体に記録されたストリーム映像デー
タを、クリップと呼ばれる映像データ単位で管理することが行われる。例えば１つのクリ
ップとは映像撮像時の撮像開始ポイントから撮像停止ポイントまでの映像データを指す単
位となる。
　そして光ディスクにおいて、映像データがクリップを単位として記録される場合、各ク
リップの映像内容をサムネイル画像とし、そのサムネイル画像を一覧表示する。なお、サ
ムネイル画像は、例えば各クリップにおける代表画データとしての１フレームを縮小した
画像とすることで、クリップの内容を示すものとできる。
　このように各クリップの代表的な画像内容の縮小画となるサムネイル画像を一覧表示す
ることで、光ディスクに記録された各クリップの映像内容を簡単に確認し、再生や編集に
役立てることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、サムネイル画像を一覧表示させた場合、例えばサムネイル画像を選択するこ
とで対応するクリップが再生されるような操作方式は知られている。
　例えばサムネイル画像の一覧表示に対して、ユーザが所定の操作キーやジョグダイヤル
等を用いてサムネイル画像を選択する操作入力を行うことで、機器側がそれらの操作に対
応して、選択されたサムネイル画像に対応するクリップの再生を行う。
【０００６】
　このようにサムネイル画像の一覧表示は、単なる各クリップの内容確認だけでなく、一
覧表示されたサムネイル画像によりクリップを選択してクリップを再生させるという利用
も行われてきたが、さらに一覧表示を有用に活用できるようにしたいという要望がある。
　例えば或いはサムネイル画像を拡大して映像内容を、より良好に確認できるようにした
り、或るクリップについて１つのサムネイル画像だけでなく、１つのクリップ内の映像内
容を多数のサムネイル画像によって表示させ、クリップの映像内容をより詳しく確認でき
るようにしたいなどである。
【０００７】
　ここで記録再生装置などの機器では、各種操作のためにキーやジョグダイヤル等の操作
子を多数配置しなければならないという事情があるとともに、操作子を増やしていくと、
操作がわかりにくくなったり、キー等が密集して各操作子が操作しにくくなりやすいとい
う事情がある。
　このため、サムネイル画像の一覧表示に関して多様な機能を追加し、そのための操作子
を用意することは、操作性の低下が懸念される。
【０００８】
　そこで本発明では、一覧表示画像について、より多様な機能を与えると共に、それらの
機能のためのユーザ操作を、直感的に分かり易いものとすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の映像信号出力装置は、画面表示のための出力映像信号を発生させる映像信号発
生手段と、入力面に対する物理的な接触の位置、及び圧力を検出し、検出に応じて接触位
置、圧力の各情報を操作信号として発生する操作入力手段と、上記操作入力手段からの操
作信号に応じて、上記出力映像信号による表示内容を変化させるように上記映像信号発生
手段を制御する制御手段とを備える。そして上記制御手段は、上記映像信号発生手段が複
数の画像の一覧表示としての上記出力映像信号を発生させている際においては、上記接触
位置の情報を画像選択の操作信号として処理し、上記圧力の情報を選択された画像に関す
る操作信号として処理する。
　また上記操作入力手段は、さらに入力面に対する物理的な接触の面積も検出し、検出に
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応じて接触位置、接触面積、圧力の各情報を操作信号として発生し、上記制御手段は、上
記映像信号発生手段が複数の画像の一覧表示としての上記出力映像信号を発生させている
際においては、上記圧力の情報及び上記接触面積の情報を、選択された画像に関する操作
信号として処理する。
　また上記制御手段は、上記映像信号発生手段が複数の画像の一覧表示としての上記出力
映像信号を発生させている際においては、上記圧力の情報を、選択された画像の拡大を指
示する操作信号として処理する。
　また上記制御手段は、上記映像信号発生手段が、所定の映像データ単位（例えばクリッ
プ）毎のサムネイル画像の一覧表示としての上記出力映像信号を発生させている際におい
ては、上記圧力の情報と、上記接触面積の情報を、選択されたサムネイル画像に対応する
映像データ単位内を細分化した分割サムネイル画像の表示に関する操作信号として処理す
る。
【００１０】
　本発明の操作入力処理方法は、操作入力部の入力面に対する物理的な接触の位置、及び
圧力を検出するステップと、上記接触の位置の情報を、複数画像が一覧表示された画面上
での画像選択の操作信号として処理するステップと、上記圧力の情報を、上記複数画像の
うちで選択された画像に関する操作信号として処理するステップとを備える。
【００１１】
　このような本発明では入力面に対する物理的な接触の位置、圧力、さらには接触面積を
検出し、検出に応じて接触位置、圧力、更には接触面積の各情報、操作信号として発生す
る操作入力手段を用いる。例えばタッチパッドとして知られているように、入力面として
の平面部を有する操作入力手段とする。
　そして、この入力面に対してユーザは指等を接触させることになるが、その入力面上で
の接触位置、接触の際の圧力、さらには指の先で接触した場合と指の腹で接触した場合な
どの違いによる接触面積の違いを、それぞれ操作の情報とする。
　これらの情報を、サムネイル一覧表示など、複数の画像を表示させる際の操作信号とし
、タッチパッド等の操作入力手段により、複数の画像表示に関する操作を各種実行できる
ようにする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、例えばタッチパッド等の操作入力手段により、一覧表示された複数の
画像に関する各種の操作入力を可能とすることができ、即ち一覧表示に対する各種の操作
入力を集約できる。このため、一覧表示における操作機能を拡張しても、そのための各種
操作を操作入力手段で対応でき、より多数の操作子を設けることを不要としたり、機器の
操作パネル面積を有効かつ使用しやすいように利用できる。
　また、入力面を有する操作入力手段のみで各種操作を行うことで、ユーザにとって直感
的な操作が可能となる。
　これらのことから、一覧表示画面の多機能化と、良好な操作性の実現を両立できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の映像信号出力装置、操作入力処理方法の実施の形態を、光ディスク９０
に対して映像データの記録再生を行う記録再生装置１を例に挙げて下記の順序で説明する
。記録再生装置１は、本発明の映像信号出力装置の実施の形態の一態様であり、この記録
再生装置１における制御部５の処理が、本発明の操作入力処理方法の一態様となる。
［１．記録再生装置の構成例］
［２．タッチパッド］
［３．基本動作］
［４．拡張動作例Ｉ］
［５．拡張動作例II］
【００１４】
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［１．記録再生装置の構成例］

　図１は、記録再生装置１の構成例を示している。
　記録再生装置１は、記録再生ヘッド部２と、記録再生用メモリ３と、エンコーダ４と、
制御部５と、デコーダ６と、信号切換回路７と、サムネイルメモリ部８と、表示映像生成
部９と、映像入力部１０と、映像出力部１１と、操作部１２と、表示部１３を有する。
　この記録再生装置１は、例えば記録再生装置１に接続された図示しない編集指示装置や
操作装置、或いは記録再生装置１に設けられた操作部１３を用いたユーザ（オペレータ）
の操作に応じて、制御部５に対して各種コマンドや操作信号ＳＣが発行される。
　制御部５は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）により形成され、この制御部５が外
部機器からのコマンドや操作部１２からの操作信号ＳＣに応じて各部を制御して光ディス
ク９０に対する記録動作、再生動作、編集動作、さらには後述するサムネイル一覧表示に
関する処理等を実行させる。
【００１５】
　記録再生ヘッド部２は、装填された光ディスク９０に対するデータ書込／読出を行う。
即ち記録再生ヘッド部２には、光ディスク９０を回転駆動するスピンドル機構、光ディス
ク９０に対してレーザ照射を行って情報の書込／読出を行うピックアップ機構、ピックア
ップ機構やスピンドル機構の動作を制御するサーボ機構などが備えられている。
　記録再生ヘッド部２は、これらの機構により映像データについての書込／読出を実行す
る。
【００１６】
　記録再生用メモリ３は、記録再生ヘッド部２による光ディスク９０についての映像デー
タの書込／読出の際のデータをバッファリングするメモリである。
　再生時には、記録再生ヘッド部２により光ディスク９０から読み出された情報としての
映像データが記録再生用メモリ３に一時的に格納される。そして一時的に格納された映像
データは、所定のタイミングで読み出されてデコーダ６に供給される。
　また記録時には、エンコーダ４から供給される映像データが、記録再生用メモリ３に一
時的に格納される。そして一時的に格納された映像データは、所定のタイミングで読み出
されて記録再生ヘッド部２に供給され、光ディスク９０へ記録される。
【００１７】
　映像入力部１０には、光ディスク９０への記録のための映像信号（入力映像信号Ｖｉｎ
）が入力される。
　映像出力部１１からは、接続された図示しないモニタディスプレイ装置に対して、光デ
ィスク９０から再生された映像やサムネイル一覧画像としての表示用の映像信号（出力映
像信号Ｖｏｕｔ）が出力される。
【００１８】
　信号切換回路７は制御部５の指示に基づいて、映像入力部１０、映像出力部１１、エン
コーダ４、デコーダ６、サムネイルメモリ部８、表示映像生成部９の間の映像信号経路の
切換を行う。
　例えば記録時には、映像入力部１０からの入力映像信号Ｖｉｎがエンコーダ４に供給さ
れるように信号経路を設定する。
　また再生時には、デコーダ６からの映像信号が映像出力部１１から出力映像信号Ｖｏｕ
ｔとして出力されるように信号経路を設定する。
　また後述する、サムネイル画像の一覧表示の際には、表示映像生成部９で生成された一
覧画像としての映像信号が、出力映像信号Ｖｏｕｔとして出力されるように信号経路を設
定する。
　またサムネイルデータをサムネイルメモリ部８に読み込む場合には、デコーダ６からの
映像信号がサムネイルメモリ部８に供給されるように信号経路を設定する。
【００１９】
　エンコーダ４は、供給された映像信号を、光ディスク９０へ記録するためのエンコード
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処理を行う。即ち光ディスク９０への記録を行う際には、入力映像信号Ｖｉｎが信号切換
回路７を介してエンコーダ４に供給されるが、エンコーダ４は入力映像信号Ｖｉｎに対し
てエンコード処理を行い、エンコードした映像データを記録再生用メモリ３に供給する。
このエンコードされて記録再生用メモリ３に記憶された映像データが、所定のタイミング
で読み出されて記録再生ヘッド部２に供給され、光ディスク９０へ記録されるものとなる
。
　なお、光ディスク９０には、通常の映像データとともに、各クリップのサムネイルデー
タを記録する場合もある。その場合、エンコーダ４では、各クリップの代表画データとな
る或るフレームデータについて縮小処理を行ってサムネイルデータを生成し、光ディスク
９０に記録するデータとして記録再生用メモリ３に供給する。
【００２０】
　デコーダ６には、再生時に、記録再生ヘッド部２により光ディスク９０から読み出され
て記録再生用メモリ３に取り込まれた映像データが、所定タイミングで供給される。デコ
ーダ６は、このように光ディスク９０から読み出された映像データに対して記録時のエン
コード処理に対するデコード処理を行い、再生された映像信号を得る。この映像信号は、
信号切換回路７を介して、出力映像信号Ｖｏｕｔとして映像出力部１１から出力される。
【００２１】
　サムネイルメモリ部８は、サムネイルデータのキャッシュメモリとして機能するメモリ
である。
　例えば光ディスク９０においてクリップ単位で管理されて記録されている映像データに
ついて、それぞれのクリップのサムネイルデータが、サムネイルメモリ部８に取り込まれ
て保存される。
【００２２】
　表示映像生成部９は、例えばサムネイル一覧表示画像、メニュー画像、各種管理画像な
ど、接続されたモニタディスプレイ装置において表示させる映像信号を生成する。
　例えばサムネイルメモリ部８に保存された各クリップのサムネイルデータを用いてサム
ネイル一覧表示画像としての映像信号を生成する。
　これらの映像信号は、信号切換回路７を介して映像出力部１１から出力映像信号Ｖｏｕ
ｔとして出力され、モニタディスプレイ装置において表示される。
　また表示映像生成部９は、制御部５の指示に基づいて、サムネイル一覧表示画像として
の表示内容の切換、サムネイル拡大、後述する分割サムネイル表示などの対応処理を行い
、それぞれ表示用の映像信号を生成し、モニタディスプレイ装置において、所要の表示が
実行されるようにする。
【００２３】
　表示部１３は、例えば記録再生装置１のフロントパネルに配置される表示部であり、制
御部５の制御に従って、各種動作状態、動作モード、操作ガイドなどを表示する。
　操作部１２は、各種操作子を備え、ユーザが操作子を用いて行った操作信号ＳＣを制御
部５に供給する。
【００２４】
　図２により記録再生装置１のフロントパネルの例を示す。図示するように、記録再生装
置１のフロントパネル側には、表示部１３、ディスク挿入部１４、及び各種操作子（２０
，２１，２２，２３）が設けられる。
　ディスク挿入部１４からは、光ディスク９０の装填及び排出が行われる。
　表示部１３は、図のように配置されて、操作を行うユーザに対して各種情報を表示する
。
　図１における操作部１２には、操作子として図２に示すタッチパッド２０，操作キー２
１、ジョグダイヤル２２，スライド操作部２３、回転操作部２４などが設けられ、それぞ
れ所定の操作内容が割り当てられている。
　操作部１２は、これらの操作子に対するユーザの操作を、操作信号ＳＣとして制御部５
に供給する。



(7) JP 2008-146453 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

【００２５】
［２．タッチパッド］

　本例では、操作部１２にタッチパッド２０を備え、このタッチパッド２０を用いた操作
で、サムネイル一覧表示画像に対する各種の操作を実行できるようにする。
　操作部１２におけるタッチパッド２０に係る構成例を図３，図４で説明する。
【００２６】
　操作部１２におけるタッチパッド２０に関する構成としては、図３に示すように、タッ
チパッド２０と検出信号処理部４０とを有する。タッチパッド２０は、接触センサ部３１
と、圧力センサ部３２とを有し、検出信号処理部４０が、これらの接触センサ部３１及び
圧力センサ部３２からの検出出力に応じて操作信号ＳＣを出力する。
【００２７】
　接触センサ部３１は、タッチセンサ、タッチパッドあるいはタッチパネルとして用いら
れるものを含み、静電容量方式、抵抗膜方式等により、表面（入力面）に対する手指等の
物理的な接触を検出する。この接触センサ部３１は、少なくとも手指等による接触位置及
び接触面積を検出する機能を有する。
　圧力センサ部３２は、物理的な接触の圧力を検出する。即ち手指等により入力面が押圧
操作されたときの押圧力を検出するものであり、感圧センサ、圧力検知素子とも称され、
例えば、圧電素子、圧力－電気抵抗変換素子等を用いて構成される。
【００２８】
　この図３の例では、板状の接触センサ部２の表面がタッチパッド２０の入力面となって
おり、接触センサ部３１の裏面の四隅等に圧力センサ部３２が配置されて板状の接触セン
サ部３１を支持するように構成されている。
　この場合、手指等により入力面である接触センサ部３１の表面に接触して押圧操作する
と、その押圧力が接触センサ部３１を介して圧力センサ部３２に印加され、手指等の押圧
力が圧力センサ部３２で検出される。
　なお、タッチパッド２０の構造は、この図３の例に限定されるものではなく、例えば、
板状の接触センサ部の四隅等をスペーサなどで支持し、接触センサ部の裏面に歪ゲージ（
ストレインゲージ）等を貼り付けて圧力センサ部とし、手指等で接触センサ部を押圧する
ときの板状の接触センサ部の変形歪を歪ゲージ等で検出することにより、押圧力を検出す
るようにしてもよい。
【００２９】
　検出信号処理部４０は、操作信号発生部４１、接触検出処理部４２、圧力検出部４３、
面積判別部４４を有する。
　接触検出処理部４２は、接触センサ部３１に接続されて手指などの接触位置や接触面積
を検出処理して電気的な接触位置情報信号や接触面積情報信号を出力する。
　圧力検出部４３は、圧力センサ部３に接続されて印加された圧力（手指などによる押圧
力）を検出して電気的な圧力検出信号を出力する。
【００３０】
　面積判別部４４は、接触検出処理部４２からの接触面積情報信号を、所定の面積の閾値
と比較し、大小判別を行う。そして判別結果により、接触面積が大きいか小さいかの判別
信号を出力する。ここでの接触面積の大小の判別信号とは、具体的には、接触が指の先で
行われたか、指の腹で行われたかを判別する信号となる。
　図４は、手指等によるタッチパッド２０に対する入力操作の例を示している。図４（ａ
）（ｂ）は、指を立てて指先でタッチパッド２０の入力面（接触センサ部３１の表面）を
押圧したときの概略断面図と平面図である。このとき、指先による接触センサ部３１の接
触面積は、図４（ｂ）のように小さな面積Ｓ１となる。
　一方、図４（ｃ）（ｄ）は、指を寝かせて指の腹でタッチパッド２０の入力面を押圧し
たときの概略断面図と平面図であり、指の腹による接触センサ部３１の接触面積は、図４
（ｃ）のように大きな面積Ｓ２となる。
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　すなわち、接触センサ部３１の表面に指先で接触するときの面積Ｓ１に比べて、指の腹
で接触するときの面積Ｓ２の方が大きく（広く）なり、これらの面積Ｓ１、Ｓ２は、所定
の面積の閾値を境界として明確に区別することが可能である。従って、ユーザが指を立て
て指先でタッチパッド２０を押圧操作した場合と、指を寝かせて指の腹でタッチパッド２
０を押圧操作した場合を判別できる。面積判別部４４の判別信号は、これらのいずれかを
判別する情報である。
【００３１】
　操作信号発生部４１は、接触検出処理部４２からの接触位置情報信号、面積判別部４４
からの判別信号、及び圧力検出部４３からの圧力検出信号のそれぞれに基づいて、操作信
号ＳＣを発生し、制御部５へ供給する。即ち制御部５に対しては接触位置、圧力、及び指
の先／指の腹の情報が、タッチパッド２０に関する操作信号ＳＣとして供給される。
【００３２】
［３．基本動作］

　本例では、サムネイル一覧表示に対してタッチパッド２０を用いた操作により多様な表
示を実現する。ここでは、サムネイル一覧表示に関する基本的な動作を説明する。
　まず、光ディスク９０に記録された映像データとサムネイルについて図１１（ａ）で説
明する。
　図１１（ａ）は、光ディスク９０に記録された映像データを模式的に示している。映像
データはクリップという単位で管理されるが、ここではクリップＣＬ１，ＣＬ２，ＣＬ３
，ＣＬ４・・・を示している。１つのクリップは、映像素材の連続した１つのまとまりで
あり、例えば時間的に連続して撮像された映像データなどである。
　各クリップについては、その代表画データとしての１フレームが決められる。例えばク
リップの開始点から１０秒目までの範囲などで代表画データが選定されることが多い。
　例えば各フレームの開始から３秒目のフレームが代表画データとされるとする。図１１
（ａ）では、３秒目のフレームなどとして決められる代表画データのフレームを破線で示
している。
【００３３】
　この代表画データと同じ画像内容のデータがサムネイルデータとされる。例えば各クリ
ップの代表画データに対して縮小処理したデータが、図示するサムネイルデータＴＭ１，
ＴＭ２，ＴＭ３，ＴＭ４・・・となる。
【００３４】
　これらサムネイルデータＴＭ１，ＴＭ２・・・については、光ディスク９０に記録され
てもよいし、記録されなくてもよい。
　例えばサムネイルデータＴＭ１，ＴＭ２を光ディスク９０に記録しなくても、例えばサ
ムネイル表示を行うなどの必要なときに代表画データからサムネイルデータを生成するこ
とができるためである。
　一方、各クリップＣＬ１，ＣＬ２・・・の映像データを光ディスク９０に記録する際に
、サムネイルデータＴＭ１，ＴＭ２・・・も生成して光ディスク９０に記録させておけば
、サムネイルデータが必要なときには、その記録したサムネイルデータＴＭ１，ＴＭ２・
・・を読み出せばよい。
【００３５】
　本例では、サムネイル画像の一覧表示のために、各クリップのサムネイルデータをサム
ネイルメモリ部８に取り込むようにしている。
　例えば或る光ディスク９０が装填された後、１回目にサムネイル一覧表示が求められた
場合は、光ディスク９０に対する読み出しを行って、各クリップのサムネイルデータをサ
ムネイルメモリ部８に保存する。そして取り込んだ各クリップのサムネイルデータを用い
て、表示映像生成部９が表示用データを構築する。即ちサムネイル一覧表示画像の映像信
号である。この表示映像生成部９が生成した表示用の映像信号が出力映像信号Ｖｏｕｔと
してモニタディスプレイ装置に供給されることで、１回目のサムネイル一覧表示が行われ
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ることになる。
【００３６】
　なお、このようにサムネイルメモリ部８にサムネイルデータを取り込む際に、光ディス
ク９０に各クリップのサムネイルデータが記録されている場合は、その各サムネイルデー
タを記録再生ヘッド部２に読み出させ、記録再生用メモリ３、デコーダ６、信号切換回路
７を介してサムネイルメモリ部８に供給し、記憶させればよい。
　一方、サムネイルデータが光ディスク９０には記録されていない場合は、記録再生ヘッ
ド部２に光ディスク９０の各クリップの代表画データの読出を実行させる。そして代表画
データとなるフレームデータを記録再生用メモリ３、デコーダ６、信号切換回路７を介し
てサムネイルメモリ部８に供給する。この場合、例えばサムネイルメモリ部８において、
代表画データを縮小処理してサムネイルデータを生成する生成処理部を備えるようにすれ
ばよい。即ちサムネイルメモリ部８は、供給された代表画データからサムネイルデータを
生成し、生成したサムネイルデータを保存するようにすればよい。
【００３７】
　上記のように例えば１回目の一覧表示の際には、光ディスク９０に対する読出が行われ
て、各クリップのサムネイルデータがサムネイルメモリ部８に保存される。そしてその保
存された各サムネイルデータに基づいて一覧表示のための表示用データが構築されて出力
される。このため、１回目のサムネイル画像一覧表示の際には、ディスク９０への読出ア
クセスの必要性から、一覧表示が実行されるまでに比較的長い時間を要する。
　ところが、２回目以降、一覧表示が求められた場合は、サムネイルメモリ部８に保存さ
れた各サムネイルデータを用いて、表示用メモリ９上に表示用データを構築でき、つまり
光ディスク９０に対する読出を行う必要がないため、短時間で一覧表示を行うことができ
る。
【００３８】
　図５は、サムネイル一覧表示が行われた状態の、モニタディスプレイ装置の画面１００
を示している。
　例えば画面１００には１２個のサムネイル画像ＴＭが表示される。仮に、光ディスク９
０に３００個のクリップが記録された場合、各クリップのサムネイル画像として３００個
のサムネイル画像ＴＭが表示可能である。ここでは、画面上に、２２９番目のクリップの
サムネイル画像ＴＭから２４０番目のクリップのサムネイル画像ＴＭが表示されている状
態を示している。
　また画面１００上では、サムネイル画像ＴＭの画像に対しては、或るサムネイル画像Ｔ
Ｍの選択状態を示すカーソル１０１が表示される。また選択中のサムネイル画像ＴＭにつ
いて（或いは全てのサムネイル画像ＴＭに対してでも良いが）、撮像日時情報１０２やタ
イムコード１０３が表示される。また選択中のサムネイル画像ＴＭについてのクリップナ
ンバ１０４も表示される。
　画面右方にはスクロールバー１０６が表示される。
【００３９】
　例えばこのようなサムネイル一覧表示に対して、ユーザはタッチパッド２０を用いて各
種操作を行うことができる。
　なお、以下の説明では操作の用語として「タップ」「長押し」「押し込み」という文言
を用いる。
　タップとは、タッチパッド２０を短い時間で軽く叩くような操作を言う。
　長押しとは、タッチパッド２０に一定時間以上触れ続ける操作を言う。
　押し込みとは、タッチパッド２０に或る程度の力を加えて押し込むような操作を言う。
【００４０】
　また、タッチパッド２０の検出モードとしては、「ベクトル検出モード」「位置検出モ
ード」の２つが想定される。
　ベクトル検出モードとは、タッチパッド２０に接触する指の動きの方向（即ち接触位置
の変化の方向）を検出し、画面１００上のカーソル１０１を動かすようにしたもので、一
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般的なマウスと同じようにカードルを移動させるモードである。このベクトル検出モード
の場合、画面１００上には、カーソル１０１はタッチパッド２０に指を置く前から表示さ
れている。
　位置検出モードとは、タッチパッド２０で検出した指の位置（即ちタッチパッド２０の
入力面での接触位置自体）を画面１００上のカーソル１０１の位置として反映させるモー
ドである。この位置検出モードの場合、タッチパッド２０に指を置くことで、画面１００
上にカーソル１０１が現れる。
【００４１】
　制御部５は、タッチパッド２０を用いたユーザの操作に基づいて、表示映像生成部９に
指示を与え、以下述べるような表示動作（表示映像信号の生成）を実行させる。
　ベクトル検出モードと位置検出モードのそれぞれにおいて、基本的な動作は次のとおり
である。
【００４２】
・ベクトル検出モード
　タッチパッド２０をなぞることで、カーソル１０１が画面１００上で上下左右、なぞっ
た方向に動く。
　タッチパッド２０をタップすると、カーソル１０１が存在する位置のサムネイル画像Ｔ
Ｍに対応したクリップが再生される。
　前後のクリップのサムネイル表示に移る場合は、画面右のスクロールバー１０６にカー
ソル１０１を移動し、上下矢印をタップまたはスクロールバーをタップしてからスライド
させる。これにより、例えば図５（ａ）で言えば、第２２９番目より前のクリップのサム
ネイル画像ＴＭや、第２４０番目より後のクリップのサムネイル画像ＴＭが現れるように
画面表示がスクロールされる。
【００４３】
・位置検出モード
　タッチパッドに触れることで、その位置に応じた画面１００上の位置にカーソル１０１
が出現する。
　タッチパッドをタップすると、カーソル１０１が存在する位置のサムネイル画像ＴＭに
対応したクリップが再生される。
　前後のクリップのサムネイル表示に移る場合は、画面右のスクロールバー１０６にカー
ソル１０１を移動し、上下矢印をタップまたはスクロールバーをタップしてからスライド
させる。
【００４４】
　即ちベクトル検出モード、位置検出モードのそれぞれにおいて、制御部５は、タッチパ
ッド２０に対する接触位置の変化方向や接触位置そのものに応じて、カーソル１０１の表
示位置を変化させるように表示映像生成部９に指示し、ユーザがカーソル１０１により各
サムネイル画像ＴＭを選択できるようにする。
　そしてタップ検出（瞬間的な接触検出）により、その際にカーソル１０１が位置される
サムネイル画像ＴＭを選択決定とし、サムネイル画像ＴＭに対応するクリップの再生を実
行させる。
　図５（ａ）は第２３４番目のクリップのサムネイルＴＭにカーソル１０１が位置した状
態を示しており、この状態でタップされることで、図５（ｂ）のように第２３４番目のク
リップの映像が、光ディスク９０から再生される状態となる。
【００４５】
［４．拡張動作例Ｉ］

　以上のような基本動作に加えて、本例ではタッチパッド２０の操作に応じて、拡張動作
例Ｉ、又は拡張動作例IIとしての動作を可能とする。
　拡張動作例Ｉについて図６，図７，図８を用いて説明する。
　まず図６で、拡張動作例Ｉとして実現される表示例を述べる。
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【００４６】
　例えば図６（ａ）のように画面１００にサムネイル一覧表示が行われている状態では、
上記同様、ベクトル検出モードの場合は、ユーザがタッチパッド２０を指でなぞることで
、カーソル１０１が上下左右、なぞった方向に動く。また位置検出モードの場合は、ユー
ザがタッチパッド２０に触れることで、その位置に応じた画面１００上の位置にカーソル
１０１が出現する。
【００４７】
　ユーザがタッチパッド２０を押し込むと、カーソル１０１が位置しているサムネイル画
像ＴＭが、押し込みの強さに応じて拡大する。例えば図６（ａ）のように第２３４番目の
クリップのサムネイルＴＭにカーソル１０１が位置した状態で、ユーザがタッチパッド２
０を押し込むと、図６（ｂ）のように第２３４番目のクリップのサムネイル画像ＴＭが、
押し込みの圧力に応じた拡大率で拡大サムネイルＴＭ－Ａとして表示される。
　この状態から、ユーザが指をタッチパッド２０から指を離すと、元の図６（ａ）の状態
に戻る。
【００４８】
　このような動作を行うための、タッチパッド２０の操作による操作信号ＳＣに応じた制
御部５の処理を図７に示す。
　制御部５は、ステップＦ１０１では、クリップの選択処理として、サムネイル一覧表示
上でのカーソル１０１の移動指示を行う。即ち接触位置の情報を検知し、その位置の変化
方向又は位置自体に基づいて、画面１００上でカーソル１０１の移動が行われるように表
示映像生成部９に指示する。
　ユーザがタッチパッド２０の入力面に対してなぞるような操作を停止させた時点、即ち
接触位置の変化が検出されない状態では、カーソル１０１の位置は画面上で或るサムネイ
ル画像ＴＭの位置にある。この状態で、或る１つのクリップの選択中とする。
【００４９】
　ステップＦ１０２では、制御部５は、タッチパッド２０が押し込まれているか否かを判
別する。即ち圧力の情報を確認し、押し込み圧として所定以上の圧力が加えられているか
否かを判断する。
　もし、所定値以上の押し込み圧が加えられていたら、ステップＦ１０３に進んで、その
圧力が上限値以上となっているか否かを判断する。上限値に達していなければ、ステップ
Ｆ１０４で、検出される圧力に応じた拡大率で、選択中のサムネイル画像ＴＭを拡大させ
た拡大サムネイルＴＭ－Ａを表示させるように表示映像生成部９に指示する。
　以上のステップＦ１０２～Ｆ１０４の処理を、ステップＦ１０５で指がタッチパッド２
０から離れた（つまり接触位置情報がなくなった）と判断されるまで継続する。
【００５０】
　例えば制御部５は、検出される押し込み圧に対して、図８のように拡大率を設定する。
圧力Ｐ１は、「押し込み」と判断する所定の圧力値であるとする。即ち圧力Ｐ１以下の圧
力は、例えばユーザが水平方向になぞる操作を行った際やタップの際に検出される圧力で
あり、「押し込み」ではないと判断される圧力である。
　タッチパッド２０において検出される圧力が圧力Ｐ１以上となったら、それを「押し込
み」の操作と認識し、例えば実線で示すように、検出される圧力に応じて拡大率を設定し
、表示映像生成部９に拡大率を指示する。従って、ユーザが強く押し込むほど、サムネイ
ル画像ＴＭは大きく拡大されていくことになる。
　ステップＦ１０２～Ｆ１０４の処理は、ユーザが指を離すまで繰り返して行われるため
、ユーザの押し込みの力加減に応じて、画面１００上では、選択されたサムネイル画像Ｔ
Ｍの拡大率が変化することになる。即ち図６（ｂ）のような拡大サムネイルＴＭ－Ａは、
例えば力を加えていくほど拡大率が大きくなり、逆に力を抜いていくほど拡大率が小さく
なる。
　但し、検出される押し込み圧が上限圧力ＰTOP以上となっている場合は、ステップＦ１
０３→Ｆ１０５と進み、拡大率を変更しないため、最大の拡大率Ｅmax以上は拡大されな
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い。
【００５１】
　なお、押し込み圧と拡大率の関係は、図８において破線で示すような関係としたり、一
点鎖線で示すような関係としてもよい。
【００５２】
　制御部５は、ステップＦ１０５で指がタッチパッド２０から離れたことを検知したら、
ステップＦ１０６に進み、表示を原寸大のサムネイル画像ＴＭに戻す。即ち図６（ａ）の
通常の一覧表示状態に戻すように表示映像生成部９に指示する。
【００５３】
　サムネイル一覧表示の際に、以上のような拡張動作が行われることで、ユーザはタッチ
パッド２０をなぞることでサムネイル画像ＴＭを選択し、そのまま押し込むことで選択中
のサムネイル画像ＴＭを拡大させることができる。また、拡大率を、力加減によりコント
ロールできる。さらに指を離すことで、元の一覧表示画像に戻すことができる。
　このため、タッチパッド２０のみの操作で、各サムネイル画像ＴＭ（つまりクリップの
映像内容）をより詳細に確認できる。しかも、それが直感的な操作で可能となる。
【００５４】
［５．拡張動作例II］

　続いて拡張動作例IIを図９，図１０，図１１を用いて説明する。
　例えば図９（ａ）のように画面１００にサムネイル一覧表示が行われている状態では、
上記同様、ベクトル検出モードの場合は、ユーザがタッチパッド２０を指でなぞることで
、カーソル１０１が上下左右、なぞった方向に動く。また位置検出モードの場合は、ユー
ザがタッチパッド２０に触れることで、その位置に応じた画面１００上の位置にカーソル
１０１が出現する。
【００５５】
　ユーザがタッチパッド２０を押し込むと、カーソル１０１が位置しているサムネイル画
像ＴＭに対応するクリップを分割した、シーンのセレクトの画面が表示される。なおシー
ンとは、クリップの中を区切った単位である。
　図９（ａ）のように、第２３４番目のクリップのサムネイル画像ＴＭが選択されている
状態で、ユーザがタッチパッド２０を押し込むと、図９（ｂ）のように、例えば第２３４
番目のクリップを１２分割した分割サムネイルｄ１－１・・・ｄ１－１２が表示される。
なお画面上には、分割率表示１０５も行われるようにするとよい。
【００５６】
　この分割サムネイルｄ１－１・・・ｄ１－１２について図１１（ｂ）に示す。
　図１１（ｂ）は、クリップＣＬ２を１２個のシーンに分割（例えば等分割）して、それ
ぞれのシーンで１つのフレームについての縮小画像を生成し、これを分割サムネイルｄ１
－１・・・ｄ１－１２としたものを示している。
　即ち分割サムネイルｄ１－１・・・ｄ１－１２は、選択されたクリップの内容を、細か
いシーン毎に示すような画像である。
【００５７】
　この図１１（ｂ）では、各シーンについての分割サムネイルｄ１－１・・・ｄ１－１２
が示されているわけであるが、さらに、この状態では、ユーザはカーソル１０１の移動に
よりシーン（分割サムネイル）を選択することができる。
　そして、例えば図１１（ｂ）のように分割サムネイルｄ１－６が選択されている状態で
、ユーザがタッチパッド２０を押し込むと、さらに選択中のシーンを細かく分割した分割
サムネイルが表示されるようにする。
　例えば図１１（ｃ）には、分割サムネイルｄ１－４に対応するシーンを細かく分割した
分割サムネイルｄ２－１・・・ｄ２－１２を示しているが、この分割サムネイルｄ２－１
・・・ｄ２－１２が一覧表示されるようにする。
　さらに分割サムネイルｄ２－１・・・ｄ２－１２が表示されている状態で或る分割サム
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ネイルが選択されて押し込みが行われると、さらに選択された分割サムネイルのシーンを
細かく分割した分割サムネイルが表示されるようにする。
　最終的には、１つの分割サムネイルが対応するシーンが１フレームの長さとなるまで、
分割を進行させることができる。
【００５８】
　なお、ここでの説明では、第１段階目の分割サムネイルは、クリップを例えば１２分割
したシーンの画像とし、第２段階目の分割サムネイルは第１段階目の分割サムネイルで選
択された或るシーンを例えば１２分割したシーンの画像とし、第３段階目の分割サムネイ
ルは第２段階目の分割サムネイルで選択された或るシーンを例えば１２分割したシーンの
画像とするように、分割段階が進む毎に、各段階で選択されたシーンがさらに細かいシー
ンに細分化されるようにしたが、他の分割方式も各種考えられる。
　例えば第１段階目の分割サムネイルは、クリップを例えば１２分割した各シーンの画像
とし、第２段階目の分割サムネイルはクリップを２４分割した各シーンの画像とし、第３
段階目の分割サムネイルはクリップを３６分割した各シーンの画像のように、元のクリッ
プを寄り細かく分割していくようにしてもよい。この場合も、シーンの長さが１フレーム
となる細かさまで、分割を進めることができる。
【００５９】
　ここで、ユーザが押し込みを行うことで、分割が進行していくような表示が行われるわ
けであるが、分割段階を元に戻していくような操作も可能とする。
　例えば、上記のように分割を進めるような押し込みとは、ユーザが指先で押し込む操作
であるとする。
　一方、指の腹で押し込んだ場合は、分割段階を元に戻していく操作であるとする。例え
ば第２段階目の分割サムネイル（ｄ２－１・・・ｄ２－１２）が表示されている際に、ユ
ーザが指の腹でタッチパッド２０の押し込みを行うと、図９（ｂ）のような第１段階目の
分割サムネイル（ｄ１－１・・・ｄ１－１２）の表示に戻るようにする。さらに例えば第
１段階目の分割サムネイルが表示されている際に、ユーザが指の腹でタッチパッド２０の
押し込みを行うと、図９（ａ）のような各クリップのサムネイルの一覧表示に戻るように
する。
【００６０】
　またさらに、指の腹での長押しを、元の各クリップのサムネイル画像ＴＭの一覧表示に
戻る操作とする。
　例えば第２段階目の分割サムネイル（ｄ２－１・・・ｄ２－１２）が表示されている際
に、ユーザが指の腹でタッチパッド２０の押し込みを長押しとして行うと、図９（ａ）の
ような各クリップのサムネイルの一覧表示に戻るようにする。
【００６１】
　このような動作を行うための、タッチパッド２０の操作による操作信号ＳＣに応じた制
御部５の処理を図１０に示す。
　制御部５は、ステップＦ２０１では、クリップの選択処理として、サムネイル一覧表示
上でのカーソル１０１の移動指示を行う。即ち接触位置の情報を検知し、その位置の変化
方向又は位置自体に基づいて、画面１００上でカーソル１０１の移動が行われるように表
示映像生成部９に指示する。
　ユーザがタッチパッド２０の入力面に対してなぞるような操作を停止させた時点、即ち
接触位置の変化が検出されない状態では、カーソル１０１の位置は画面上で或るサムネイ
ル画像ＴＭの位置にある。この状態で、或る１つのクリップの選択中とする。
【００６２】
　制御部５は、ステップＦ２０２ではタッチパッド２０が指先で押し込まれているか否か
を圧力及び接触面積の判別信号により検出する。またステップＦ２０３ではタッチパッド
２０が指の腹で押し込まれているか否かを圧力及び接触面積の判別信号により検出する。
【００６３】
　タッチパッド２０が指先で押し込まれていることを検知した場合、制御部５はステップ
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Ｆ２０２からＦ２０４に進み、現在、シーンの長さが１フレームとなるまで分割段階が進
んでいるか否かを判断する。もしシーンの長さが１フレームとなる分割段階まで進んでい
た場合は、それ以上分割段階を進めることはできないため、分割処理を行わずにステップ
Ｆ２０１に戻る。シーンの長さが１フレームにまで細分化されていない段階であったら、
ステップＦ２０５に進み、表示映像生成部９に指示して次の段階に細分化した分割サムネ
イルの表示を実行させる。そしてステップＦ２０１に戻る。
　例えば図９（ａ）の状態でタッチパッド２０が指先で押し込まれた場合、ステップＦ２
０５の処理で図９（ｂ）の第１段階目の分割サムネイルｄ１－１・・・ｄ１－１２の表示
を実行させることになる。また図９（ｂ）の状態でタッチパッド２０が指先で押し込まれ
た場合、ステップＦ２０５の処理でさらに細分化した第２段階目の分割サムネイルｄ２－
１・・・ｄ２－１２の表示を実行させることになる。
【００６４】
　また、タッチパッド２０が指の腹で押し込まれていることを検知した場合、制御部５は
ステップＦ２０３からＦ２０６に進み、現在、図９（ａ）のような分割元のサムネイル画
像ＴＭの表示が行われている状態であるか否かを判断する。上述のように指の腹での押し
込みは、分割段階を元に戻す操作としているが、図９（ａ）の分割元のサムネイル画像Ｔ
Ｍの表示が行われている状態では、それ以上、戻すことはできないため、処理を終える。
なお、例えばこの場合、サムネイル画像ＴＭの一覧表示を終了させるようにしてもよい。
　分割元のサムネイル画像ＴＭの表示ではなく、或る段階の分割サムネイルの表示の実行
中であれば、ステップＦ２０７に進み、タッチパッド２０が長押しされているか否かを判
断する。
【００６５】
　長押しでなければ、ステップＦ２０８に進み、１つ前の分割段階の表示に戻るように表
示映像生成部９に指示する。
　例えば第２段階目の分割サムネイル（ｄ２－１・・・ｄ２－１２）が表示されている際
に、ユーザが指の腹でタッチパッド２０の押し込みを行うと、ステップＦ２０８の処理に
より、図９（ｂ）のような第１段階目の分割サムネイル（ｄ１－１・・・ｄ１－１２）の
表示に戻るようにされる。また、図９（ｂ）の第１段階目の分割サムネイルが表示されて
いる際に、ユーザが指の腹でタッチパッド２０の押し込みを行うと、ステップＦ２０８の
処理により、図９（ａ）のような各クリップのサムネイルの一覧表示に戻る。
【００６６】
　一方、ステップＦ２０７で長押しと判断した場合は、制御部５はステップＦ２０９に進
み、その時点の分割段階にかかわらず、図９（ａ）のような元のサムネイル画像ＴＭの一
覧表示の状態に戻すように表示映像生成部９に指示する。例えば第２段階目の分割サムネ
イル（ｄ２－１・・・ｄ２－１２）が表示されている際に、ユーザが指の腹でタッチパッ
ド２０の押し込みを長押しとして行うと、このステップＦ２０９の処理で、図９（ａ）の
ような各クリップのサムネイルの一覧表示に戻るようにされる。
【００６７】
　サムネイル一覧表示の際に、以上のような拡張動作が行われることで、ユーザはタッチ
パッド２０をなぞることでサムネイル画像ＴＭを選択し、そのまま指の先で押し込むこと
で選択中のクリップを細分化した各シーンの分割サムネイル画像を表示させたり、さらに
シーンの細分化を進めた分割サムネイルを表示させることができる。
　さらに指の腹で押し込むことで、分割段階を元に戻していくことができる。
　また指の腹での長押しにより、分割段階にかかわらず、元のサムネイル画像ＴＭの一覧
表示に戻すことができる。
　このため、タッチパッド２０のみの操作で、各サムネイル画像ＴＭ（つまりクリップの
映像内容）をより詳細に確認できる。しかも、それが直感的な操作で可能となる。
【００６８】
　以上、実施の形態を説明してきたが、記録再生装置１の構成例、さらには図７，図１０
のような処理手順には、多様な変形例が考えられる。
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　また上記例ではサムネイル画像一覧表示について述べたが、必ずしもサムネイル画像の
一覧表示でなくてもよく、特に複数の画像を表示させた際の好適な操作方式として本発明
を適用できる。
　また本発明は、記録媒体として光ディスク９０以外のメディアを用いる記録再生装置に
も適用できる。例えばフラッシュメモリ等を用いたメモリカードを対象とする記録再生装
置や、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）を記録媒体として用いる記録再生装置なども本発明の
映像信号出力装置として適用できる。
　さらには記録媒体に対して再生を行う再生装置だけでなく、チューナ装置、ネットワー
ク通信で映像データを取得する情報処理装置など多様な機器であって、モニタディスプレ
イ装置に対して表示用の映像信号出力を行う機器であれば、本発明の映像信号出力装置と
して実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施の形態の記録再生装置のブロック図である。
【図２】実施の形態の記録再生装置の前面パネルの説明図である。
【図３】実施の形態のタッチパッドに関する構成の説明図である。
【図４】実施の形態のタッチパットの接触面積検出の説明図である。
【図５】実施の形態のサムネイル画像一覧表示の際の基本動作の説明図である。
【図６】実施の形態のサムネイル画像一覧表示の際の拡張動作例Ｉの説明図である。
【図７】実施の形態の拡張動作例Ｉのフローチャートである。
【図８】実施の形態の拡張動作例Ｉの押し込み圧と拡大率の説明図である。
【図９】実施の形態のサムネイル画像一覧表示の際の拡張動作例IIの説明図である。
【図１０】実施の形態の拡張動作例IIのフローチャートである。
【図１１】実施の形態のサムネイル及び分割サムネイルの説明図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　記録再生装置、２　記録再生ヘッド部、３　記録再生用メモリ、４　エンコーダ、
５　制御部、６　デコーダ、７　信号切換回路、８　サムネイルメモリ部、９　表示映像
生成部、１２　操作部、２０　タッチパッド、３１　接触センサ部、３２　圧力センサ部
、４１　操作信号発生部、４２　接触検出処理部、４３　圧力検出部、４４　面積判別部
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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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