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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のコンテンツのそれぞれを、各コンテンツが有する情報に基づいて１以上のグルー
プに属するようにグループ分けするグループ分け部と、
前記グループ分け部により前記コンテンツがグループ分けされて形成されたグループの
それぞれに対して、属するコンテンツに応じた表示用オブジェクトを形成して割り当てる
割当部と、
前記割当部により前記グループに対して割り当てられた表示用オブジェクトを表示部に
表示すると共に、当該表示オブジェクトの表示領域内に、当該表示オブジェクトのグルー
プに属するコンテンツの画像を順に表示する表示制御部と
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を備え、
前記表示制御部は、
操作部を介して、前記表示部に表示されている表示用オブジェクトのうちの１つが選択
されると、表示されている表示用オブジェクトのうち、選択された表示用オブジェクトと
、当該選択された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツが有する情報と同じ
情報を有するコンテンツが属する他のグループの表示用オブジェクト以外を非表示とする
ように制御すると共に、前記他のグループの表示オブジェクトの表示領域内に、前記選択
された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツが有する情報と同じ情報を有す
るコンテンツの画像を順に表示する
表示処理装置。
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【請求項２】
請求項１に記載の表示処理装置であって、
前記表示制御部は、
前記表示用オブジェクトのうちの１つが選択されたままの状態で、表示されている前記
他のグループの表示用オブジェクトのうちの１つがさらに前記操作部を介して選択され、
選択されている２つの表示用オブジェクトを接触させる操作が行われた場合、表示されて
いる表示用オブジェクトのうち、選択された２つの表示用オブジェクト以外を非表示とす
るように制御すると共に、選択された２つの表示用オブジェクトのグループに属するコン
テンツのうち、同じ情報を有するコンテンツの画像を、選択された２つの表示用オブジェ
クトの周りに表示する
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表示処理装置。
【請求項３】
請求項２に記載の表示処理装置であって、
前記表示制御部は、
選択された２つの表示用オブジェクトの選択を完了する操作が行われると、当該２つの
表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツのうち、同じ情報を有するコンテンツ
の画像を前記表示部に一覧表示する
表示処理装置。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれかに記載の表示処理装置であって、
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前記コンテンツは、記憶部に記憶されている画像データである
表示処理装置。
【請求項５】
請求項１に記載の表示処理装置であって、
前記コンテンツは、記憶部に記憶されている画像データであり、
グループ分けの基準となる前記各コンテンツが有する情報は、時間に関する情報、人に
関する情報、場所に関する情報の１つ以上である
表示処理装置。
【請求項６】
表示処理装置が有するグループ分け部が、複数のコンテンツのそれぞれを、各コンテン
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ツが有する情報に基づいて１以上のグループに属するようにグループ分けするグループ分
け工程と、
前記表示処理装置が有する割当部が、前記グループ分け工程で前記コンテンツがグルー
プ分けされて形成されたグループのそれぞれに対して、属するコンテンツに応じた表示用
オブジェクトを形成して割り当てる割当工程と、
前記表示処理装置が有する表示制御部が、前記割当工程で前記グループに対して割り当
てられた表示用オブジェクトを表示部に表示すると共に、当該表示オブジェクトの表示領
域内に、当該表示オブジェクトのグループに属するコンテンツの画像を順に表示する第１
の表示工程と、
前記表示制御部が、操作部を介して、前記表示部に表示されている表示用オブジェクト
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のうちの１つが選択されると、表示されている表示用オブジェクトのうち、選択された表
示用オブジェクトと、当該選択された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツ
が有する情報と同じ情報を有するコンテンツが属する他のグループの表示用オブジェクト
以外を非表示とするように制御すると共に、前記他のグループの表示オブジェクトの表示
領域内に、前記選択された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツが有する情
報と同じ情報を有するコンテンツの画像を順に表示する第２の表示工程と
を有する表示処理方法。
【請求項７】
コンピュータに、
複数のコンテンツのそれぞれを、各コンテンツが有する情報に基づいて１以上のグルー
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プに属するようにグループ分けするグループ分けステップと、
前記グループ分けステップで前記コンテンツがグループ分けされて形成されたグループ
のそれぞれに対して、属するコンテンツに応じた表示用オブジェクトを形成して割り当て
る割当ステップと、
前記割当ステップで前記グループに対して割り当てられた表示用オブジェクトを表示部
に表示すると共に、当該表示オブジェクトの表示領域内に、当該表示オブジェクトのグル
ープに属するコンテンツの画像を順に表示する第１の表示ステップと、
操作部を介して、前記表示部に表示されている表示用オブジェクトのうちの１つが選択
されると、表示されている表示用オブジェクトのうち、選択された表示用オブジェクトと
、当該選択された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツが有する情報と同じ
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情報を有するコンテンツが属する他のグループの表示用オブジェクト以外を非表示とする
ように制御すると共に、前記他のグループの表示オブジェクトの表示領域内に、前記選択
された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツが有する情報と同じ情報を有す
るコンテンツの画像を順に表示する第２の表示ステップと
を実行させるコンピュータ読み取り可能な表示処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、例えば、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電話端末、
携帯型情報処理端末など、比較的に大きな表示画面を有する表示素子を備え、種々の情報
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の表示が可能な装置、当該装置で用いられる方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
動画像や静止画像を撮影し、これをデジタルデータとして記録媒体に記録するデジタル
カメラが広く利用されている。従来、主に動画像を撮影するものをデジタルビデオカメラ
と呼び、主に静止画像を撮影するものをデジタルスチルカメラと呼んで区別している場合
もあるが、動画像と静止画像のいずれをも撮影することが可能なものも増えてきている。
【０００３】
そして、主に動画像を撮影するデジタルビデオカメラでは、ＤＶＤ（Digital Versatil
e Disc）やハードディスクなどの大容量の記録媒体が用いられているものが多い。また、
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主に静止画像を撮影するデジタルスチルカメラでは、静止画像データは動画像データより
もデータ量が少ないこともあり、内蔵フラッシュメモリーや種々のリムーバルメモリーが
広く用いられている。
【０００４】
しかし、近年では、内蔵フラッシュメモリーやリムーバルメモリーの小型化、大容量化
が促進されると共に、データ圧縮技術の向上もあり、これらのメモリーに大量の動画像デ
ータを蓄積するデジタルビデオカメラも提供されるようになってきている。
【０００５】
このように、大量の画像データを記録媒体に対して記録可能なデジタルカメラにおいて
は、使用年数を重ねるごとに撮影された画像データの量も増加し、記録媒体に、ユーザー

40

の頭の中では管理できないほどの画像データが蓄積されてしまう場合も少なくない。
【０００６】
従来、デジタルカメラにおいては、撮影して得た多数の画像データを、日付や時刻など
の所定の情報をベースとして１つのまとまりとするようにしたフォルダを形成して管理す
ることが行われている。
【０００７】
例えば、２００９年１月１日に撮影した画像データの集まり等といったように、同じ撮
影日に撮影された多数の画像データを、１つのフォルダで管理するなどのことが行われて
いる。また、「運動会」や「誕生会」などのように、ユーザーが入力する名称のフォルダ
を形成し、これに撮影して得た画像データをまとめるようにすることも行われている。
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【０００８】
このように、日付や時刻、あるいは、ユーザーが入力したフォルダ名などによって識別
されるフォルダは、ユーザーにとっては所定のイベントにおいて撮影して得た画像データ
をまとめて管理できるものである。このようなフォルダも、デジタルカメラの使用年数が
増えるごとに、ユーザーの頭では管理できないほどに増えることになる。
【０００９】
このため、デジタルカメラのような表示処理装置においては、例えば、後に記す特許文
献１や特許文献２に開示されているような、フォルダ毎に画像の一覧表示やインデックス
画面を駆使して、画像を見返すようにすることが行われる。
【００１０】
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また、画像データがさらに溜まると、効率のよい絞り込み検索を行えるようにすること
も必要になってくる。従来は、例えば、後に記す特許文献３や特許文献４に開示されてい
るように、メタデータやキーワードを用いて効率よく検索を行えるようにすることが提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７−０３７１８２号公報
【特許文献２】特開２００６−２９５２３６号公報
【特許文献１】特開２００８−１６５４２４号公報
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【特許文献２】特開２００５−３５４１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、上述した特許文献１、２に開示されているような従来の画像の検索方式
の場合には、目的とする画像データが格納されているフォルダを見つけ出すために、多数
のフォルダ間を行き来して、各フォルダの画像データを確認する処理が必要になる。この
ため、操作が煩雑となり、目的とする画像データが格納されているフォルダを見つけ出す
までに時間がかかるなどの不都合が生じる場合もあると考えられる。
【００１３】
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また、上述した特許文献３、４に開示されているような従来の絞り込み検索の場合、画
像データに対して付加するようにされている分類タグや検索キーワードを、例えばＧＵＩ
（Graphical User Interface）メニューなどを通じて選択し、検索を実行することになる
。
【００１４】
この場合、分類タグや検索キーワードの選択操作が煩雑になる場合もあると考えられる
。また、１回の検索で目的とする画像データを検索できない場合もあると考えられる。こ
の場合には、検索結果を確認しながら、ＧＵＩメニューを通じて分類タグや検索キーワー
ドを選択し、検索を繰り返すことが行われることになる。
【００１５】
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したがって、分類タグや検索キーワードを用いた絞込み検索には、検索条件の組み合わ
せを指定するのにユーザーのリテラシーと労力を必要とする。したがって、検索に不慣れ
なユーザーにとっては、思うように絞込み検索を行うことができないといった問題も発生
する。
【００１６】
また、持ち運ばれて使用されるビデオカメラなどのいわゆる携帯型電子機器は、いわゆ
るコミュニケーションツールとして使用される場合も多い。このため、ビデオカメラなど
では、蓄積されている画像データ等を、近くにいる友人や知人に対して分り易い態様で迅
速かつ簡単に検索して提示するようにしたい場合もある。
【００１７】
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また、上述した画像データ等のコンテンツの検索に関する問題は、これにとどまる問題
ではない。例えば、携帯電話端末のように、電話機能、インターネット接続機能、カメラ
機能、デジタルテレビ放送の受信再生機能、音楽データの記憶再生機能などの種々の機能
を備えた電子機器も広く利用されている。
【００１８】
このような多機能な電子機器においては、画像データ等のコンテンツの検索の場合と同
様に、目的とする機能についての目的とする項目の設定を行う場合に、複雑な操作を行う
ことによって、当該目的とする項目の設定画面に到達して実際に設定を行う場合が多い。
【００１９】
このように、蓄積された多数のコンテンツの中から目的のものを検索したり、設定可能

10

な多数の項目の中から目的のものを検索したりする場合、従来は複雑な操作を行う場合が
多く、できるだけ分かりやすく簡単に行えるようにしたいとする要求が高い。
【００２０】
以上のことに鑑み、この発明は、複雑な操作を行うことなく、選択可能な多数の項目の
中から、目的とする項目を迅速かつ的確に見つけ出し、これを利用するなどのことができ
るようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の表示処理装置は、複数のコンテンツ
のそれぞれを、各コンテンツが有する情報に基づいて１以上のグループに属するようにグ
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ループ分けするグループ分け部と、前記グループ分け部により前記コンテンツがグループ
分けされて形成されたグループのそれぞれに対して、属するコンテンツに応じた表示用オ
ブジェクトを形成して割り当てる割当部と、前記割当部により前記グループに対して割り
当てられた表示用オブジェクトを表示部に表示すると共に、当該表示オブジェクトの表示
領域内に、当該表示オブジェクトのグループに属するコンテンツの画像を順に表示する表
示制御部とを備え、前記表示制御部は、操作部を介して、前記表示部に表示されている表
示用オブジェクトのうちの１つが選択されると、表示されている表示用オブジェクトのう
ち、選択された表示用オブジェクトと、当該選択された表示用オブジェクトのグループに
属するコンテンツが有する情報と同じ情報を有するコンテンツが属する他のグループの表
示用オブジェクト以外を非表示とするように制御すると共に、前記他のグループの表示オ
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ブジェクトの表示領域内に、前記選択された表示用オブジェクトのグループに属するコン
テンツが有する情報と同じ情報を有するコンテンツの画像を順に表示する。
【００２２】
この表示処理装置においては、まず、グループ分け部によって、複数のコンテンツのそ
れぞれが、各コンテンツの有する情報に従って、１つ以上のグループに属するようにグル
ープ分けされる。
【００２３】
グループ分け部によってコンテンツがグループ分けされたグループのそれぞれに対して
は、属するコンテンツに応じた表示用オブジェクトが、割当部によって形成されて割り当
てられる。
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【００２４】
そして、割当部によって各グループに対して割り当てられた表示用オブジェクトが、表
示制御部によって表示部に表示されると共に、当該表示オブジェクトの表示領域内に、当
該表示オブジェクトのグループに属するコンテンツの画像が順に表示される。さらに、操
作部を介して、前記表示部に表示されている表示用オブジェクトのうちの１つが選択され
ると、表示制御部によって、表示されている表示用オブジェクトのうち、選択された表示
用オブジェクトと、当該選択された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツが
有する情報と同じ情報を有するコンテンツが属する他のグループの表示用オブジェクト以
外を非表示とするように制御されると共に、前記他のグループの表示オブジェクトの表示
領域内に、前記選択された表示用オブジェクトのグループに属するコンテンツが有する情
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報と同じ情報を有するコンテンツの画像が順に表示される。
【００２５】
これにより、ユーザーは、複数のコンテンツ（項目）のそれぞれを個別に認識すること
なく、まず、表示部に表示される表示用オブジェクトによって、目的とするコンテンツ（
項目）が属するグループを認識することができる。
【００２６】
そして、ユーザーは、目的とするコンテンツ（項目）が属するグループとして認識した
グループから、目的とするコンテンツ（項目）を見つけ出すことができる。従って、多数
のコンテンツ（項目）の中から、複雑な操作を行うことなく、検索範囲を自動的に絞り込
んで目的とするコンテンツ（項目）を迅速に見つけ出し、これを利用することができる。
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【発明の効果】
【００２７】
この発明によれば、複雑な操作を行うことなく、選択可能な多数の項目の中から目的と
する項目を迅速かつ的確に見つけ出し、これを利用するなどのことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】この発明の装置、方法、プログラムの一実施の形態が適用された撮像装置１００
の構成例を説明するためのブロック図である。
【図２】撮像装置１００の記録媒体１３５に記録される画像ファイルのレイアウト例を説
明するための図である。
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【図３】撮像装置１００において画像ファイルがグループ化されて形成される画像グルー
プの情報の一例を説明するための図である。
【図４】再生モード時の初期画面（アプリケーションメイン画面）の一例を説明するため
の図である。
【図５】表示画面上において各画像グループを表す表示として用いられる表示用オブジェ
クトＯｂの構成について説明するための図である。
【図６】画像グループ内の画像ファイルの検索画面の一例を説明するための図である。
【図７】図６に続いて表示される検索結果のリスト表示の一例を説明するための図である
。
【図８】複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の具体例について説明する
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ための図である。
【図９】複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の具体例について説明する
ための図である。
【図１０】複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の具体例について説明す
るための図である。
【図１１】複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の具体例について説明す
るための図である。
【図１２】１本の指だけでＡＮＤ検索を行う場合の例を説明するための図である。
【図１３】１本の指だけでＡＮＤ検索を行う場合の例を説明するための図である。
【図１４】１本の指だけでＡＮＤ検索を行う場合の例を説明するための図である。
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【図１５】撮像装置１００における再生モード時の処理を説明するためのフローチャート
である。
【図１６】図１５に続くフローチャートである。
【図１７】図１５に続くフローチャートである。
【図１８】図１５に続くフローチャートである。
【図１９】図１８に続くフローチャートである。
【図２０】設定モード時の処理を説明するための図である。
【図２１】設定モード時の処理を説明するための図である。
【図２２】設定モード時の処理を説明するための図である。
【図２３】設定モード時の処理を説明するための図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２９】
以下、図を参照しながら、この発明による装置、方法、プログラムの一実施の形態につ
いて説明する。以下においては、この発明を動画像や静止画像を撮影して記録媒体に記録
し、これを利用することが可能な撮像装置（ビデオカメラ）に適用した場合を例にして説
明する。
【００３０】
［撮像装置の構成例］
図１は、この発明の装置、方法、プログラムの一実施の形態が適用された撮像装置１０
０の構成例を説明するためのブロック図である。撮像装置１００は、撮影モードを切り替
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えることにより、静止画像と動画像のいずれをも撮影して記録媒体に記録することができ
るものである。
【００３１】
図１に示すように、撮像装置１００は、レンズ部１０１、撮像素子１０２、前処理部１
０３、画像処理部１０４、表示処理部１０５、表示部１０６、タッチパネル１０７、圧縮
処理部１０９、伸張処理部１１０、表示画像形成部１１１を備えている。
【００３２】
また、撮像装置１００は、制御部１２０、操作部１３１、外部インターフェース（以下
、外部Ｉ／Ｆと略称する。）１３２、入出力端子１３３、書き込み／読み出し部１３４、
記録媒体１３５を備えている。また、撮像装置１００は、モーションセンサ１３７、ＧＰ
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Ｓ受信部１３８、ＧＰＳ用受信アンテナ１３９、時計回路１４０を備えている。
【００３３】
この実施の形態の撮像装置１００において、表示部１０６は、例えば、ＬＣＤ（Liquid
Crystal Display）、有機ＥＬパネル（Organic Electroluminescence Panel）等のいわ
ゆる薄型の表示素子からなるものである。そして、後述もするが、この表示部１０６の表
示画面の全面に対して操作面を形成するようにタッチパネル１０７が貼付されている。
【００３４】
タッチパネル１０７は、ユーザー（使用者）からの操作面に対する指示操作（接触操作
）を受け付けて、タッチパネル１０７の当該操作面上の指示位置（接触位置）を検出し、
当該指示位置を示す座標データを制御部１２０に通知するものである。
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【００３５】
制御部１２０は、後述もするように、撮像装置１００の各部を制御するものであり、表
示部１０６の表示画面に対して、どのような表示を行っているかをも把握している。制御
部１２０は、タッチパネル１０７からの操作面上の指示位置を示す座標データと、当該指
示位置に対応する表示部１０６の表示画面上の表示情報とに基づいて、ユーザーからの指
示操作（入力操作）を受け付けることができる。
【００３６】
例えば、ユーザーがタッチパネル１０７の操作面上の位置に、指やスタイラスなどを接
触させたとする。この場合に、その接触位置に対応する（一致する）表示画面上の位置に
数字が表示されていた場合には、ユーザーはその表示されている数字を選択して入力する
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ようにしたと制御部１２０において判別することができる。
【００３７】
このように、撮像装置１００においては、表示部１０６とタッチパネル１０７とによっ
て、入力装置としてのタッチスクリーン１０８を形成している。なお、タッチパネル１０
７は、例えば、感圧式や静電式のものとして実現される。
【００３８】
また、タッチパネル１０７は、操作面上の複数の箇所に同時に行うようにされた操作の
それぞれを検出し、その接触位置のそれぞれを示す座標データを出力することができるも
のである。また、タッチパネル１０７は、操作面に対して繰り返し行うようにされる指示
操作のそれぞれを検出し、そのそれぞれの接触位置を示す座標データを出力することもで
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きる。
【００３９】
さらに、タッチパネル１０７は、ユーザーによって、指やスタイラスが接触されている
間は、所定のタイミング毎に連続して接触位置を検出し、これを示す座標データを出力す
ることもできる。
【００４０】
これにより、タッチパネル１０７は、いわゆるタップ操作、ダブルタップ操作、ドラッ
グ操作、フリック操作、ピンチ操作などのユーザーからの様々な指示操作（操作入力）を
受け付けて、これを検出することができるものである。
【００４１】
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ここで、タップ操作は、ユーザーの指やスタイラスによって、操作面上を「ちょん」と
１回だけ指示する動作（操作）である。ダブルタップ操作は、操作面上を連続して２回、
「ちょん、ちょん」と指示する動作である。
【００４２】
また、ドラッグ操作は、ユーザーの指やスタイラスを操作面上に接触させたまま移動さ
せる動作である。フリック操作は、ユーザーの指やスタイラスを操作面上の１点を指示し
てから、そのまま任意の方向に素早く「はじく」ようにする動作である。
【００４３】
ピンチ操作は、ユーザーの２本の指等を同時に操作面上に接触させて、当該２本の指等
を開いたり、閉じたりする動作である。この場合、特に、接触させた２本の指等を開く操
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作をピンチアウト操作、２本の指等を閉じる操作をピンチイン操作と呼んでいる。
【００４４】
ドラッグ操作とフリック操作とは、動作の速さに違いがあるものの、操作面上にユーザ
ーの指等を接触させた後に、当該操作面上を移動させる操作（操作面上をなぞる操作）で
あり、移動距離と移動方向との２種類の情報によって把握できる操作である。
【００４５】
このため、この明細書においては、ドラッグ操作とフリック操作とのいずれかの操作を
行うことにより、同じ処理を行うようにすることができる場合には、ドラッグ操作とフリ
ック操作との総称として「なぞり操作」という文言を用いる。
【００４６】

30

また、この実施の形態の撮像装置１００の表示部１０６の表示画面には、押圧センサ（
圧力センサ）１０９が設けられている。押圧センサ１０９は、表示部１０６の表示画面に
対して加えられた押圧力を検出し、この検出出力を制御部１２０に通知する。
【００４７】
したがって、この実施の形態の撮像装置１００においては、タッチパネル１０７に対し
てユーザーが指等を接触させると、タッチパネル１０７からの座標データが制御部１２０
に供給されると共に、押圧センサ１０９からの検出出力が制御部１２０に供給される。
【００４８】
これにより、制御部１２０は、タッチパネル１０７に対して、指示操作を行った場合に
、その接触位置を把握することができるだけでなく、どれ位の力で押圧されているのかを
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も把握することができるようになっている。
【００４９】
そして、この実施の形態の撮像装置１００の制御部１２０は、撮像装置１００を構成す
る各部と接続され、上述もしたように、撮像装置１００の各部を制御するものであり、い
わゆるマイクロコンピュータの構成されたものである。
【００５０】
制御部１２０は、ＣＰＵ（central Processing Unit）１２１、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）１２２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２３、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Er
asable and Programmable ROM）１２４が、ＣＰＵバス１２５を通じて接続されて構成さ
れている。
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【００５１】
ＣＰＵ１２１は、後述するＲＯＭ１２２に記憶されているプログラムを読み出して実行
し、各部に供給する制御信号を形成して、これを各部に供給し、また各部から提供される
データ等を受け付けて、これを処理するものである。
【００５２】
ＲＯＭ１２２は、上述のように、ＣＰＵ１２１において実行される種々のプログラムや
処理に必要になる種々のデータ等を予め記憶保持しているものである。ＲＡＭ１２３は、
各種の処理において途中結果を一時記憶するなど、主にワークエリアとして用いられるも
のである。
【００５３】
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ＥＥＰＲＯＭ１２４は、いわゆる不揮発性メモリーであり、撮像装置１００の電源が落
とされても保持しておくべき情報を記憶保持する。例えば、ユーザーによって設定された
種々のパラメータや、種々の処理の最終結果、あるいは、機能追加などのために新たに提
供された処理プログラムやデータ等が、ＥＥＰＲＯＭ１２４に保持される。
【００５４】
このようにマイクロコンピュータの構成と制御部１２０に対しては、図１に示したよう
に、操作部１３１、外部Ｉ／Ｆ１３２、書き込み／読み出し部１３４、モーションセンサ
１３７、ＧＰＳ受信部１３８、時計回路１４０が接続されている。
【００５５】
操作部１３１は、各種の調整キーや機能キー、シャッターキーなどの操作キーを有し、
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ユーザーからの操作入力を受け付けて、これを制御部１２０に通知する。これにより、制
御部１２０は、操作部１３１を通じて受け付けたユーザーからの操作入力に応じて、各部
を制御し、操作入力に応じた処理を実行することができるようにされる。
【００５６】
外部Ｉ／Ｆ１３２は、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）やＩＥＥＥ（Institut
e of Electrical and Electronics Engineers Inc）１３９４などの、所定の規格に準拠
したデジタルインターフェースである。
【００５７】
すなわち、外部Ｉ／Ｆ１３２は、入出力端子１３３に接続された外部機器からのデータ
を自機において処理可能な形式のデータに変換して受け付けたり、自機から送出するデー
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タを所定の形式のデータに変換して出力したりするものである。
【００５８】
書き込み／読み出し部１３４は、制御部１２０の制御に応じて、自機の記録媒体１３５
に対して、データを書き込んだり、記録媒体１３５に記録されているデータを読み出した
りするものである。
【００５９】
記録媒体１３５は、例えば数百ギガバイト以上の記憶容量を有する大容量のハードディ
スクであり、大量の動画像データや静止画像データを記憶保持することができるものであ
る。
【００６０】
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なお、記録媒体１３５としては、半導体メモリーが用いられて構成されたメモリーカー
ド型のリムーバルメモリーや内蔵フラッシュメモリーなどを用いることもできる。また、
記録媒体１３５として、ＤＶＤ（digital Versatile Disc）やＣＤ（Compact Disc）等の
光ディスクなどの他のリムーバブル型の記録媒体を用いる構成とすることもできる。
【００６１】
モーションセンサ１３７は、撮像装置１００の動きを検出するものであり、具体的には
、２軸若しくは３軸の加速度センサなどにより構成される。そして、モーションセンサ１
３７は、撮像装置１００が傾けられるようにされた場合に、どの方向にどれだけ傾けられ
たのかを検出し、制御部１２０に通知することができるものである。
【００６２】
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具体的には、モーションセンサ１３７は、撮像装置１００がどのような向きで使用され
ているのかを検出することができる。例えば、撮像装置１００を横にし、表示画面１０６
Ｇを横長の状態にして使用しているのか、撮像装置１００を縦にし、表示画面１０６Ｇを
縦長の状態にして使用しているのかを検出することができる。
【００６３】
また、モーションセンサ１３７は、撮像装置１００が左右に振られた場合と上下に振ら
れた場合とを区別して検出し、これを制御部１２０に通知することができる。また、モー
ションセンサ１３７は、例えば、叩かれるなどして振動が加えられた場合に、これを検出
して制御部１２０に通知することもできる。
【００６４】
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ＧＰＳ受信部１３８は、ＧＰＳ用受信アンテナ１３９を通じて、複数の人口衛星からの
所定の信号を受信し、これを解析することによって、撮像装置１００の現在位置を検出し
、これを制御部１２０に通知することができるものである。
【００６５】
このＧＰＳ受信部１３８の機能により、撮像装置１００においては、撮影時に現在位置
情報を取得して、画像データに対してメタデータとして撮影位置を示す位置情報（ＧＰＳ
情報）を付加することができるようにしている。
【００６６】
なお、ＧＰＳ受信部１３８は、例えば、操作部１３１を通じて受け付けるユーザーから
の指示に応じて、動作させたり、動作を停止させたりすることもできるようにされている
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。
【００６７】
時計回路１４０は、カレンダ機能を備え、現在年月日、現在曜日、現在時刻を提供する
ことができると共に、必要に応じて、所定の時間間隔を計測する時間カウンタの機能をも
実現することができるものである。
【００６８】
この時計回路１４０の機能により、撮影された画像データに対して撮影日時や撮影曜日
などの撮影日に関する情報を付加することができるようにしている。また、時計回路１４
０の機能を利用して、所定の操作から一定時間経過後に自動的にシャッターをきって撮影
できるようにするセルフタイマー撮影機能をも実現することができるようにしている。
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【００６９】
時計回路１４０の機能を用いることにより、例えば、タッチパネル１０７に対して指等
を接触させてからの経過時間を計測し、これを制御部１２０が参照することなどもできる
ようにしている。
【００７０】
そして、図１に示した撮像装置１００において、レンズ部１０１は、図示しないが、撮
像レンズ（対物レンズ）、露光調整機構、合焦調整機構、シャッター機構等を含み、被写
体の画像を取り込み後段の撮像素子のセンサ面に結像させるようにする部分である。
【００７１】
撮像素子１０２は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Met
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al Oxide Semiconductor）イメージセンサなどの撮像センサ（撮像素子）からなるもので
ある。撮像素子１０２は、レンズ部１０１を通じて自己のセンサ面に結像するようにされ
た画像を電気信号（画像信号）として取り込む。
【００７２】
この実施の形態の撮像装置１００において、撮像素子１０２は、画素毎にＲ（赤）、Ｇ
（緑）、Ｂ（青）のいずれかの信号を形成するようにする予め決められた色パターンの単
板の色フィルタを備えたものである。
【００７３】
そして、撮像素子１０２を通じて取り込まれた画像信号は、後段の前処理部１０３に供
給される。前処理部１０３は、ＣＤＳ（Correlated Double Sampling：２重相関サンプリ
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ング）回路やＡＧＣ（Automatic Gain Control）回路やＡ／Ｄ（Analog/Digital）変換器
などを含み、撮像素子１０２からの画像信号をデジタルデータとして取り込む部分である
。
【００７４】
前処理部１０３を通じて取り込まれた画像信号（画像データ）は、画像処理部１０４に
供給される。画像処理部１０４は、図示しないが検波回路、ホワイトバランス回路、デモ
ザイク回路、解像度変換回路、その他の画像補正回路等を有するものである。
【００７５】
画像処理部１０４においては、まず、前処理回路１０３からの画像データに基づいて、
露光（露出）調整のためのパラメータ、合焦（焦点）調整のためのパラメータ、ホワイト
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バランス調整のためのパラメータなど、種々の調整処理のためのパラメータを形成する。
【００７６】
画像処理部１０４において形成されたパラメータの内、露光（露出）調整のためのパラ
メータと合焦（焦点）調整のためのパラメータとは制御部１２０に供給される。制御部１
２０は、画像処理部１０４からのパラメータに基づいて、レンズ部１０２の露光調整機構
や合焦調整機構を制御し、露光や合焦のための調整を適切に行うことができるようにして
いる。
【００７７】
そして、画像処理部１０４においては、前処理部１０３からの画像データに対して、黒
レベル合わせ処理や上述したように形成されるホワイトバランス調整のためのパラメータ
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基づくホワイトバランス調整処理を行う。これらの調整処理により、前処理部１０３から
の画像データが形成する画像が適切な色合いになるように調整する。
【００７８】
この後、画像処理部１０４においては、適切な色合いになるように調整された画像デー
タに対して、画素毎にＲＧＢデータ（３原色データ）を生成するデモザイク処理（同時化
処理）、アパーチャ補正処理、ガンマ（γ）補正処理等を行う。
【００７９】
さらに、画像処理部１０４においては、形成したＲＧＢデータから輝度信号（Ｙ）と色
信号（Ｃｂ、Ｃｒ）を形成するＹ／Ｃ変換処理や、色収差補正処理、解像度変換処理など
を行って、輝度信号Ｙおよび色信号Ｃｂ、Ｃｒを形成する。

30

【００８０】
画像処理部１０４で形成された画像データ（輝度信号Ｙ、色信号Ｃｂ、Ｃｒ）は、表示
処理部１０５に供給され、ここで表示部１０６に供給する形式の画像信号に変換されて表
示部１０６に供給される。
【００８１】
これにより、表示部１０６の表示画面には、レンズ部１０１を通じて取り込んだ被写体
の画像が表示され、ユーザーは、表示部１０６の表示画面に表示される被写体の画像を確
認しながら、目的とする被写体の画像を撮影することができる。
【００８２】
同時に、画像処理部１０４で形成された輝度信号Ｙ、色信号Ｃｂ、Ｃｒは、圧縮処理部

40

１０９にも供給される。そして、動画撮影モード時において、操作部１３１の録画キー（
ＲＥＣキー）が操作されると、撮像装置１００は、自機に連続的に取り込んでいる画像の
画像データを記録媒体１３５に記録する処理を開始する。
【００８３】
すなわち、上述のように、レンズ部１０１、撮像素子１０２、前処理部１０３、画像処
理部１０４を通じて連続的に取り込まれる画像の画像データが、圧縮処理部１０９に供給
される。
【００８４】
また、静止画撮影モード時において、操作部１３１のシャッターキーが操作されると、
その時点において、レンズ部１０１、撮像素子１０２、前処理部１０３、画像処理部１０
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４を通じて取り込まれていた１画面分の画像データが、圧縮処理部１０９に供給される。
【００８５】
圧縮処理部１０９は、これに供給された画像データについて、予め決められたデータ圧
縮方式に従ってデータ圧縮し、データ圧縮後の画像データを、制御部１２０を通じて書き
込み／読み出し部１３４に供給する。
【００８６】
なお、圧縮処理部１０９においては、動画であれば、ＭＰＥＧ（Moving picture Exper
ts Group）４方式やＨ．２６４方式が、また、静止画であれば、ＪＰＥＧ（Joint Photog
raphic Experts Group）方式などが用いられる。もちろん、これに限るものではなく、デ
ータ圧縮方式は種々のものを用いるようにすることが可能である。

10

【００８７】
そして、制御部１２０は、書き込み／読み出し部１３４を制御し、圧縮処理部１０９か
らのデータ圧縮された画像データをファイルとして記録媒体１３５に記録する。このよう
にして、撮像装置１００においては、被写体の画像を撮影し、当該被写体の画像を形成す
る画像データを記録媒体１３５に記録することができるようにしている。
【００８８】
そして、記録媒体１３５に記録された画像データは、制御部１２０に制御される書き込
み／読み出し部１３４によって読み出すことができるようにされる。記録媒体１３５から
読み出された画像データは、制御部１２０を通じて伸張処理部１１０に供給される。
【００８９】

20

伸張処理部１１０は、これに供給された画像データを、データ圧縮時に用いたデータ圧
縮方式にしたがって伸張処理し、データ圧縮前の画像データを復元して、これを表示画像
形成部１１１に供給する。
【００９０】
表示画像形成部１１１は、伸張処理部１１０からの画像データを用いて、また、必要な
場合には、制御部１２０から供給される種々の表示用データをも用いて、表示部１０６の
表示画面に表示すべき画像の画像データを形成し、これを表示処理部１０５に供給する。
【００９１】
表示処理部１０５は、画像処理部１０４からの画像データを処理したときと同様に、表
示画像形成部１１１からの画像データから、表示部１０６に供給する形式の画像信号に変

30

換し、これを表示部１０６に供給する。
【００９２】
これにより、記録媒体１３５に記録されている画像データに応じた画像を、表示部１０
６の表示画面に表示することができる。すなわち、記録媒体１３５に記録されている目的
とする画像の画像データを再生することができる。
【００９３】
このように、この実施の形態の撮像装置１００は、被写体の画像を撮影して、記録媒体
１３５に記録することができるものである。また、撮像装置１００は、記録媒体１３５に
記録されている画像データを読み出して再生処理し、当該画像データに応じた画像を表示
部１０６の表示画面に表示することもできるものである。
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【００９４】
上述の構成を有する撮像装置１００においては、以下に説明するように、撮影すること
により記録媒体１３５に記録した画像ファイルにキーワードなどの検索キー（検索条件）
の候補となる情報を付加することができるようにされている。
【００９５】
そして、詳しくは後述するが、この実施の形態の撮像装置１００においては、撮影され
て記録媒体１３５に記録された画像データ（画像ファイル）について、付加されているキ
ーワードなどのメタデータに基づいて自動的にグループ化できるようにしている。
【００９６】
そして、グループ化した画像データをグループ単位にまとめてユーザーに対して提示し
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、複雑な操作を伴うことなく、グループ単位に画像データを確認したり、また、複数のグ
ループに共通する画像データを検索したりすることができるようにしている。
【００９７】
［画像ファイル、画像グループの構成例］
図２は、撮像装置１００の記録媒体１３５に記録される画像ファイルのレイアウト例を
説明するための図である。図２に示すように、画像ファイルは、各画像ファイルを識別す
るための識別情報であるファイル名を有している。このファイル名は、例えば、撮影時に
おいて、制御部１２０により自動付与されるものである。
【００９８】
また、各画像ファイルには、キーワード、ＧＰＳ情報、画像分析情報、カメラ情報、撮
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影日時などからなるメタデータが付加するようにされている。これらのメタデータは、画
像データの検索キーに対応する情報として用いることができるものである。
【００９９】
ここで、キーワードは、ユーザーによって入力される主にテキストデータである。具体
的にキーワードは、撮影を行った場所を示す地名、画像に写っている人の名前、撮影を行
った場所で開かれていたイベント名など、当該画像の内容などを示す情報が複数個登録可
能にされている。
【０１００】
なお、キーワードは、これを付加する画像ファイルの画像データに応じて画像が表示部
１０６の表示画面に表示されている場合において、操作部１３１やタッチスクリーン１０
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８を通じて入力し、当該画像ファイルに付加することができるようにされている。
【０１０１】
また、例えば、パーソナルコンピュータ上において、画像データにキーワードなどの種
々のメタデータを付加するようにし、これを入出力端子１３３及び外部Ｉ／Ｆ１３２を通
じて撮像装置１００に取り込み、記録媒体１３５に記録するようにしてもよい。すなわち
、キーワード等のメタデータを外部の機器において付加した画像データを撮像装置１００
に取り込んで、これを利用するようにすることもできる。
【０１０２】
ＧＰＳ情報は、撮影時において、上述したＧＰＳ受信部１３８を通じて取得した撮影時
の位置を示す位置情報（経度、緯度の情報）であり、制御部１２０を通じて、画像ファイ
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ルに付加することができるようにされている。
【０１０３】
画像分析情報は、特に静止画像データに適用して好適なものであり、当該画像ファイル
の画像データを所定の方式で画像分析（画像解析）を行うことにより、画像分析結果を得
て、これを各画像ファイルに格納するようにしたものである。この画像分析は、撮影後の
適宜にタイミングにおいて、主に制御部１２０の機能により行われ、画像ファイルに付加
するようにされている。
【０１０４】
そして、画像分析情報は、例えば、エッジ検出や色彩解析などの種々の手法を用いるこ
とにより、各画像データによる画像の特徴を数値化して示すことができるものであり、各
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画像間において、構図や被写体の類似度を比較することができるものである。
【０１０５】
さらに言えば、当該画像分析情報は、当該画像分析の結果に基づいて、類似する人物（
顔）が写っている画像を検索したり、類似する場所が写っている画像を検索したり、ある
いは、色あいや複雑さの特徴が類似する画像を検索したりするなどのことができるもので
ある。
【０１０６】
また、当該画像分析情報は、画像分析の結果得られる情報であって、画像における人物
の顔の面積、画像に写っている人物の数、画像に写っている人物の笑顔の度合い、画像全
体の特徴を示す情報といった種々の分析情報をも含んでいる。
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【０１０７】
カメラ情報は、撮影時の絞りやシャッタースピードなどを示す情報である。このカメラ
情報は、制御部１２０において管理されている情報であり、撮影が行われた場合に、制御
部１２０によって画像ファイルに付加するようにされている。そして、当該カメラ情報に
より、どのようなカメラ条件の下で撮影された画像データであるかが把握できる。
【０１０８】
撮影日時は、時計回路１４０を通じて撮影時において制御部１２０が取得し、画像ファ
イルに付加した日時情報であり、年月日及び時刻からなる情報である。これにより、各画
像ファイルの画像データは、いつ撮影されたものかを正確に把握することができる。
【０１０９】

10

そして、画像ファイルには、メインデータとして、撮影することにより得られた被写体
の画像を形成する画像データが格納されている。このように形成される画像ファイルが、
撮像装置１００の記録媒体１３５に記録される。
【０１１０】
そして、この実施の形態の撮像装置１００においては、図２に示した態様で記録媒体１
３５に記録された画像ファイルについて、制御部１２０は、付加されているキーワードな
どのメタデータに基づいてグループ化することができるようにしている。
【０１１１】
例えば、同じキーワードを有する画像ファイルのグループを形成したり、ＧＰＳ情報に
基づいて、同じ地域に属する画像ファイルのグループを形成したりすることができる。ま
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た、画像分析情報に基づいて、画像が類似する画像ファイルのグループや同じ人が写って
いる画像ファイルのグループを形成することもできる。
【０１１２】
また、撮影日時に基づいて、現在日を基準日とし、過去１週間以内に撮影された画像フ
ァイルのグループ、過去１ヶ月以内に撮影された画像ファイルのグループなどのように期
間に応じたグループを形成したりすることができるようにしている。
【０１１３】
図３は、撮像装置の１００の例えば記録媒体１３５に、自動的に形成するようにされる
画像グループのレイアウト例を説明するための図である。図３に示すように、画像グルー
プは、各グループを識別するための識別情報であるグループ名を有している。このグルー
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プ名は、例えば、グループ分けの処理が実行され、グループが形成された場合に、制御部
１２０により自動的に付与されるものである。
【０１１４】
また、各画像グループは、当該画像グループのタイトル、作成日時、その他の種々のメ
タデータを有している。
【０１１５】
タイトルは、その画像グループが、画像ファイルに付加されているどのような情報に基
づいてグループ化されたものであるかを示す情報である。例えば、グループに用いられた
キーワード、ＧＰＳ情報、画像分析情報、期間を示す情報等がタイトルとして用いられる
40

。
【０１１６】
具体的には、後述もするが、例えば、地名である「お台場」というキーワードを有する
画像ファイルを集めた画像グループについては、「お台場」というタイトルが用いられる
ようにされる。また、現在日を基準として過去１週間以内に撮影された画像ファイルを集
めた画像グループについては、「１週間」というタイトルが用いられるようにされる。
【０１１７】
また、ＧＰＳ情報に基づいて画像ファイルを集めた画像グループについては、そのＧＰ
Ｓ情報により特定される地域の地域名や中心となるＧＰＳ情報そのものなどが、タイトル
として用いられるようにされる。また、画像情報に基づいて画像ファイルを集めた画像グ
ループについては、例えば、「類似画像１」、「類似画像２」といった包括名称などがタ
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イトルとして用いられる。
【０１１８】
作成日時は、当該画像グループを作成した日時を示す情報であり、画像グループの作成
時において、制御部１２０が時計回路１４０から取得する情報である。
【０１１９】
この他、メタデータとして、当該画像グループに属する画像ファイルの数などの撮像装
置１００において自動的に付与可能な情報や、ユーザーによって入力される注釈情報（文
字情報）等を付加することも可能である。
【０１２０】
そして、画像グループには、当該グループに属する（グループ化された）画像ファイル

10

のそれぞれの、ファイル名、記録媒体上のアドレス、撮影日時が格納されている。また、
図３には図示しなかったが、例えば、画像ファイル毎に、動画像か静止画像かの区別を示
す情報等も付加するようにされる。
【０１２１】
これにより、画像ファイルがグループ化されて形成された各画像グループには、いつ撮
影された、どの画像ファイルが格納されており、それらの画像ファイルは、記録媒体上の
どこに格納されているかを把握することができるようにされる。
【０１２２】
このように、この実施の形態の撮像装置１００においては、画像の撮影を行うと、撮影
することにより得られた画像データは、図２に示した態様で、画像ファイルとして記録媒
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体１３５に記録される。
【０１２３】
そして、記録媒体１３５に蓄積された画像ファイルについて、グループ分け処理を実行
することによって、図３に示した態様で画像グループを管理するためのデータを構成する
ことができる。
【０１２４】
なお、キーワードとして複数のキーワードが付加されている画像ファイルについては、
複数の画像グループに属す場合がある。同様に、過去１週間以内に撮影された画像の画像
ファイルは、過去１週間以内に撮影された画像のグループだけでなく、過去１ヶ月以内に
撮影された画像のグループなどにも属する。このように、この実施の形態の撮像装置１０
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０においては、１つの画像ファイルが、複数の画像グループに属するようにされる場合も
あるようにされている。
【０１２５】
なお、グループ分け処理は、例えば、撮影終了後や再生モードに切り替えられた直後な
どの予め決められたタイミングで自動的に行うようにすることができる。もちろん、ユー
ザーが指定する適宜のタイミングで、全画像ファイルを処理対象としてグループ分けを行
うこともできるようにされる。
【０１２６】
また、１度グループ分け処理が行われた後においては、例えば、「過去１週間以内」、
「過去１ヶ月以内」といった現時点を基準とした所定期間内に撮影された画像の画像グル
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ープについては所定のタイミングで作り直すようにする。
【０１２７】
それ以外の画像グループについては、新たな画像の撮影が行われた場合に、その新たな
画像ファイルについてのみ、グループ分け処理を行うようにしてもよい。このようにした
場合には、繰り返し行うグループ分け処理を迅速に終了させるようにすることができ、撮
像装置１００の負荷を軽減することができる。
【０１２８】
なお、上述したように、画像ファイルのグループ分け処理は、画像ファイルのメタデー
タであるキーワード、ＧＰＳ情報、画像分析情報、撮影日時に基づいて行うことができる
。このため、例えば、地名などの情報に変換することなく、ＧＰＳ情報（位置情報）を用
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いてグループ分けを行うようにするなど、画像ファイルの個々のメタデータを用いて行う
ことが可能である。
【０１２９】
しかし、以下においては説明を簡単にするため、画像ファイルのグループ分け処理は、
キーワードと撮影日時とに基づいて行うようにした場合を例にして説明する。すなわち、
撮像装置１００において、撮影することにより得た画像ファイルには、キーワード情報と
して、撮影された人の名前、撮影した場所の名称や地名が付加されているものとする。
【０１３０】
そして、制御部１２０は、各画像ファイルのキーワード情報を参照し、同じキーワード
、すなわち、同じ名前を有する画像ファイルを１つのグループとしてグループ化し、また
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、同じ場所の名称や地名を有する画像ファイルを１つのグループとしてグループ化する。
【０１３１】
また、制御部１２０は、各画像ファイルの撮影日時を参照し、現在（現時点）を基準と
して、過去１週間以内に撮影された画像ファイルのグループ、過去１ヶ月以内に撮影され
た画像ファイルのグループのように、撮影日時に基づくグループ化をも行う。
【０１３２】
このように、この実施の形態においては、画像ファイルのキーワードの人の名前（人に
関する情報）と、画像ファイルのキーワードの場所の名称や地名（場所に関する情報）、
画像ファイルの撮影日時（時間に関する情報）をグループ分けの基準として用いてグルー
プ分けを行うようにしている。
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【０１３３】
［画像グループの表示態様と画像グループの利用方法］
次に、この実施の形態の撮像装置１００において行われる、記録媒体１３５に記録した
画像データ（画像ファイル）の閲覧・利用方法（ブラウジング方法）について具体的に説
明する。以下においては、撮像装置１００の記録媒体１３５に多数の動画像ファイルが既
に記録されており、それらがグループ分けされて複数の画像グループが形成されている場
合を例にして説明する。
【０１３４】
［再生モード時の初期画面］
この実施の形態の撮像装置１００は、動画像の撮影モード、静止画像の撮影モード、パ
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ラメータの設定等を行う設定モード（メンテナンスモード）、記録媒体１３５に蓄積され
ている画像ファイルの再生モード等の各種のモードを備えている。これらの各種のモード
へは、操作部１３１を通じて切り換えることができるようにされている。
【０１３５】
そして、この実施の形態の撮像装置１００において、例えば、電源オンの状態にあると
きに、操作部１３１のモード切り換えスイッチを通じて再生モードに切り換えると、再生
モード時の初期画面が表示される。
【０１３６】
また、撮像装置１００においては、操作部１３１のモード切り換えスイッチが再生モー
ドを選択された状態にあるときに、電源をオンにした場合にも、再生モードとして動作し
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、再生モード時の初期画面を表示する。
【０１３７】
図４は、記録されている画像ファイルの再生を可能にする再生モード時の初期画面（ア
プリケーションメイン画面）の一例を説明するための図である。図４に示したように形成
される再生モード時の初期画面は、上述もしたように、例えば、記録媒体１３５に図３に
示したように形成される画像グループの情報に基づいて形成される。
【０１３８】
すなわち、撮像装置１００においては、上述もしたように、撮影されて記録媒体１３５
に記録された画像ファイル（画像データ）については、所定のタイミングでグループ分け
処理が実行される。これにより、例えば、記録媒体１３５には、図３を用いて説明したよ
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うに、各画像ファイルが属する画像グループを管理するための情報が形成される。
【０１３９】
撮像装置１００においては、上述もしたように、画像ファイルに付加されているメタデ
ータであるキーワードと撮影日時とに基づいてグループ分け処理が行われる。記録媒体１
３５に記録された画像ファイルに付加されるキーワードとしては、上述もしたように、通
常、撮影された人の名前や撮影した場所の地名などが用いられる。
【０１４０】
したがって、この実施の形態の撮像装置１００においては、キーワード情報として付加
されている人（撮影された人の名前）、場所（撮影を行った場所の地名）、及び時間情報
としての撮影日時に基づいて、画像ファイルのグループ分け処理が行われている。
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【０１４１】
具体的に、撮像装置１００においては、多数の動画像ファイルが記録媒体１３５に記録
されており、それらが、図４に示すように、「人」、「場所」、「時間」に基づいて、９
つの画像グループにグループ化されている。
【０１４２】
すなわち、撮像装置１００では、キーワードの「人の名前」に基づいて、「リンダ」と
いう人物が写っている画像のグループと、「トム」という人物が写っている画像のグルー
プと、「メアリー」という人物が写っている画像の画像グループとが形成されている。
【０１４３】
また、撮像装置１００では、キーワードの「場所の地名」に基づいて、「お台場」で撮
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影された画像のグループと、「品川海浜公園」で撮影された画像のグループと、「横浜」
で撮影された画像のグループとが形成されている。
【０１４４】
また、撮像装置１００では、「撮影日時」に基づいて、過去「１週間」以内に撮影され
た画像のグループと、過去「１ヶ月」以内に撮影された画像のグループと、過去「３ヶ月
」以内に撮影された画像のグループとが形成されている。
【０１４５】
そして、図４においては、表示用オブジェクトＯｂ１が、「お台場」で撮影された画像
のグループに対応している。また、表示用オブジェクトＯｂ２が、「リンダ」という人物
が写っている画像のグループに対応している。また、表示用オブジェクトＯｂ３が、「ト
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ム」という人物が写っている画像のグループに対応している。
【０１４６】
また、図４においては、表示用オブジェクトＯｂ４が、過去「１週間」以内に撮影され
た画像のグループに対応している。また、表示用オブジェクトＯｂ５が、「品川海浜公園
」で撮影された画像のグループに対応している。また、表示用オブジェクトＯｂ６が、過
去「３ヶ月」以内に撮影された画像のグループに対応している。
【０１４７】
また、図４においては、表示用オブジェクトＯｂ７が、「横浜」で撮影された画像のグ
ループに対応している。また、表示用オブジェクトＯｂ８が、過去「１ヶ月」以内に撮影
された画像のグループに対応している。また、表示用オブジェクトＯｂ９が、「メアリー
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」という人物が写っている画像の画像グループに対応している。
【０１４８】
このように、図４に示した再生モード時の初期画面において、表示用オブジェクトＯｂ
１〜Ｏｂ９のそれぞれは、「人」、「場所」、「時間」といった要素でグループ化され、
同じ要素（属性）を有する複数の動画像ファイルのまとまりである画像グループを表して
いる。
【０１４９】
そして、図４に示した再生モード時の初期画面を通じて、記録媒体１３５に記録されて
いる多数の動画像ファイルを再生可能な動画像ファイルとして扱うことができるようにし
ている。
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【０１５０】
図５は、各画像グループに割り当てられ、表示画面上において各画像グループを表す表
示用オブジェクトＯｂの構成について説明するための図である。図５に示すように、表示
用オブジェクトＯｂは、画像表示エリアＡｒ１と、タイトル表示エリアＡｒ２とからなっ
ている。
【０１５１】
画像表示エリアＡｒ１には、当該表示用オブジェクトＯｂに対応する画像グループに属
する画像ファイルのそれぞれについて、それらの画像ファイルの画像データが形成する画
像を表示するためのエリアである。
【０１５２】
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上述もしたように、この実施の形態の撮像装置１００においては、記録媒体１３５に記
録された多数の動画像ファイルを再生の対象としている。このため、画像表示エリアＡｒ
１には、表示用オブジェクトＯｂに対応する画像グループに属する動画像ファイルの画像
データによる動画像を端折って再生するようにしている。
【０１５３】
ここで、動画像の端折った再生は、当該画像グループに属する画像ファイルの一部を順
番に再生することによって、当該画像グループに属する動画像ファイルのそれぞれを認識
できるように表示するものである。
【０１５４】
具体的には、当該画像グループに属する動画像ファイルのそれぞれについて、所定の位
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置から一定時間分を順番に再生する。この場合、各動画像ファイルの再生開始位置となる
所定の位置は、動画像ファイルの先頭、先頭から所定時間分経過した位置などの予め決め
られた位置とすることができる。
【０１５５】
あるいは、画像データを解析することにより分る画像の動きが激しくなる位置、当該動
画像と同期を取って再生すべき音声データを解析することにより分る盛り上がる部分の開
始位置などとすることも可能である。
【０１５６】
また、再生範囲の終点位置も、再生開始位置から予め決められた時間分経過した位置と
したり、画像データを解析することによりわかるシーンチェンジ点までとしたりするなど
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のことが可能である。
【０１５７】
また、画像グループに属する動画像ファイルの数に応じて、各動画像ファイルの画像デ
ータによる動画の再生時間を決めるようにしてもよい。また、画像グループに属する動画
像ファイル毎のデータ量に応じて、画像ファイル毎に再生時間を異なるようにすることも
可能である。
【０１５８】
また、表示用オブジェクトＯｂのタイトルエリアＡｒ２には、図３に示した画像グルー
プにおけるタイトルが表示される。すなわち、表示用オブジェクトＯｂが示す画像グルー
プに属する画像ファイルに共通するキーワードや区切られた期間を示す情報が表示される
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。
【０１５９】
また、図４に示したように、各表示用オブジェクトＯｂ１〜Ｏｂ９のそれぞれの大きさ
は異なっている。各表示用オブジェクトＯｂ１〜Ｏｂ９の大きさは、各表示用オブジェク
トが表す画像グループに属する画像ファイルの数に対応している。
【０１６０】
すなわち、属する画像ファイルの数が多い画像グループの表示用オブジェクトほど、そ
の直径は大きくなるようにしている。したがって、表示用オブジェクトＯｂの大きさに応
じて、画像グループにまとめられている画像ファイルの数を把握し、例えば、全画像ファ
イルの確認にかかる時間を予測するなど、その後の処理の参考とすることができる。
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【０１６１】
なお、ここでは、画像グループに属する画像ファイルの数に応じて対応する表示用オブ
ジェクトの大きさを変えるようにしたが、これに限るものではない。例えば、データ量に
応じて表示用オブジェクトの大きさを変えるようにしてもよい。
【０１６２】
例えば、画像グループに属する画像ファイルが１つだけの場合であっても、比較的に長
時間にわたって撮影した動画像ファイルの場合などにおいては、対応する表示用オブジェ
クトＯｂの大きさを大きくする。これにより、画像グループ属する画像ファイルの画像デ
ータの量をおおまかに把握し、例えば、実際の再生時間を予測するなど、その後の処理の
参考とすることができる。
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【０１６３】
そして、上述したように、この実施の形態の撮像装置１００においては、記録媒体１３
５に記録されている画像ファイルについて、同じキーワードを有する画像ファイルは同じ
画像グループに属するようにグループ化するようにしている。
【０１６４】
また、この実施の形態の撮像装置１００においては、現在日を基準にして、過去１週間
以内に撮影された画像のグループと、過去１ヶ月以内に撮影された画像のグループと、過
去３ヶ月以内に撮影された画像のグループとにグループ化している。
【０１６５】
これらのことを詳しく言えば、「人」に基づく画像グループは、現時点から過去に遡り
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出会った（映像として撮影された）人が写っている映像シーンのまとまりということがで
きる。
【０１６６】
また、「場所」に基づく画像グループは、現在の時点から過去の遡り、自分が赴いた（
映像として撮影した）場所で撮影した映像のシーン、または、現在自分がいる場所で撮影
した映像のシーンのまとまりということができる。
【０１６７】
また、「時間」に基づく画像グループは、今日、過去１週間、過去１ヶ月、過去３ヶ月
、過去半年、過去１年といった今を起点として、過去に遡り、ある期間に撮影した映像の
シーンのまとまりということができる。
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【０１６８】
したがって、図４において、表示用オブジェクトＯｂ１は、過去において「お台場」で
撮影した全ての動画像ファイルを求めたものを意味し、表示用オブジェクトＯｂ１の画像
表示エリアＡｒ１には、「お台場」で撮影された動画像ファイルのそれぞれの動画像の一
部分が順番に再生するようにされているのである。
【０１６９】
そして、図４に示した態様の表示は、制御部１２０が、図３に示したように形成される
画像グループの情報に基づいて、書き込み／読み出し部１３４、伸張処理部１１０、表示
画像形成部１１１、表示処理部１０５を制御して行うようにしている。
【０１７０】
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制御部１２０は、図３に示したように形成される各画像グループの情報に基づいて、各
画像グループに応じた表示用オブジェクトを表示するために必要な情報を表示画像形成部
１１１に供給する。表示画像形成部１１１は、これに供給された情報に基づいて、各画像
グループに割り当てる（対応する）表示用オブジェクトを形成する。この場合、制御部１
２０からの各画像グループに属する画像ファイルの数に応じて、各画像グループに割り当
てる表示用オブジェクトの大きさが決められる。
【０１７１】
この時、各表示用オブジェクトの画像表示エリアＡｒ１に動画像を表示するため、制御
部１２０は、各画像グループの情報に基づいて、書き込み／読み出し部１３４を制御して
、各画像グループに属する動画像ファイルから必要な分の動画像データを読み出す。
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【０１７２】
書き込み／読み出し部によって読み出された動画像データは、制御部１２０を通じて伸
張処理部１１０に供給され、ここで伸張処理された後に、表示画像形成部１１１に供給さ
れる。
【０１７３】
表示画像形成部１１１は、これに供給された動画像データを、制御部１２０の制御に応
じて、対応する表示用オブジェクトの画像表示エリアＡｒ１の大きさや形状に応じて、動
画像の大きさや形状を調整する。そして、表示画像形成部１１１は、調整した動画像デー
タを対応する表示用オブジェクトの画像表示エリアＡｒ１に当てはめるようにする。
【０１７４】
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このようにして、表示画像形成部１１１において、各画像グループに対して、表示用オ
ブジェクトを割り当てるようにして形成し、表示画面の所定の位置に配置し、表示用の画
像データを形成する。
【０１７５】
この後、表示画像形成部１１１は、形成した画像データを、表示処理部１０５に供給す
る。表示処理部１０５は、これに供給された画像データから表示部１０６に供給する画像
信号を形成し、これを表示部１０６に供給する。
【０１７６】
これにより、表示部１０６の表示画面１０６Ｇには、図４に示した態様で、各画像グル
ープに対応する表示用オブジェクトが表示された画像が表示される。なお、各表示用オブ
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ジェクトの画像表示エリアＡｒ１に表示する画像の動画像データは、調整されたものが例
えば表示画像形成部１１１内のメモリーなどに一時記憶され、表示画像形成部１１１にお
いて繰り返し利用することができるようにされる。
【０１７７】
そして、図４に示した表示状態にあるときに、タッチパネルの目的とする表示用オブジ
ェクトが表示されている位置をタップし、その目的とする表示用オブジェクトを選択する
ようにすると、動画再生の画面に遷移する。
【０１７８】
当該動画再生の画面は、選択された表示用オブジェクトに対応する画像グループに属す
る動画ファイルの動画像のダイジェスト再生画像を、表示画面の全面に表示するものであ
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る。
【０１７９】
すなわち、制御部１２０は、選択された表示用オブジェクトに対応する画像グループに
属する画像ファイルのそれぞれから必要な分の動画像データを順次に読み出して、これを
伸張処理部１１０に供給する。
【０１８０】
伸張処理部１１０はこれに供給された動画像データを伸張処理し、伸張処理後の動画像
データを表示画像形成部１１１に供給する。表示画像形成部１１１は、伸張処理後の動画
像データから表示処理部１０５に供給する画像データを形成し、これを表示処理部１０５
に供給する。
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【０１８１】
そして、表示処理部１０５は、上述もしたように、これに供給された動画像データから
表示部１０６に供給する画像信号を形成し、これを表示部１０６に供給する。これにより
、表示部１０６の表示画面１０８Ｇには、上述したようにして選択された画像グループに
属する動画像ファイルの動画像のそれぞれが、一定の時間分ずつ順次に再生するようにさ
れて、ダイジェスト再生が行うようにされる。
【０１８２】
なお、選択された画像グループに属する動画像ファイルの動画像のダイジェスト再生の
場合にも、動画像の再生は、所定の位置から一定時間分を順番に再生することが行われる
。この場合、各動画像ファイルの再生開始位置となる所定の位置は、動画像ファイルの先
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頭、所定時間分経過した位置など予め決められた位置とすることができる。
【０１８３】
あるいは、画像データを解析することにより分る画像の動きが激しくなる位置、当該動
画像と同期を取って再生すべき音声データを解析することにより分る盛り上がる部分の開
始位置などとすることも可能である。
【０１８４】
また、再生範囲の終点位置も、再生開始位置から予め決められた時間分経過した位置と
したり、画像データを解析することによりわかるシーンチェンジ点までとしたりするなど
のことが可能である。
【０１８５】
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また、画像グループに属する動画像ファイルの数に応じて、各動画像ファイルの画像デ
ータによる動画の再生時間を決めるようにしてもよい。また、画像グループに属する動画
像ファイル毎のデータ量に応じて、動画像ファイル毎に再生時間を異なるようにすること
も可能である。
【０１８６】
これにより、選択した画像グループ内に、どのような動画像ファイルが属しているのか
を確実に知ることができ、目的とする画像ファイルを見つけ出して、これを再生させるよ
うにすることが可能となる。
【０１８７】
なお、目的とする画像ファイルの単独の再生は、例えば、目的とする画像ファイルのダ
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イジェスト再生時に、タッチパネル１０７に対してタップ操作を行うようにするなどの所
定の操作を行うことによってできるようにされる。
【０１８８】
［１画像グループ内における画像ファイルの検索］
上述したように、図４に示した再生モード時の初期画面において、目的とする表示用オ
ブジェクトに対してタップ操作を行うと、その表示用オブジェクトに対応する画像グルー
プに属する画像ファイルのダイジェスト再生を行うことができる。
【０１８９】
これに対して、目的とする表示用オブジェクトに対応する画像グループ内において、目
的とする動画像ファイルを検索し、目的とする動画像データを再生するようにしたい場合
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もある。このため、図４に示した再生モード時の初期画面において、目的とする表示用オ
ブジェクトの表示位置上のタッチパネルに指等を接触させたまま一定時間が経過すると、
その選択された画像グループ内の画像ファイルの検索画面に遷移するようになっている。
【０１９０】
図６は、画像グループ内の画像ファイルの検索画面の一例を説明するための図である。
図４に示した再生モード時の初期画面において、表示用オブジェクトＯｂ８の表示位置上
のタッチパネル１０７に対してユーザーの指等が接触され、その状態が一定時間継続した
とする。
【０１９１】
制御部１２０は、その状態を、把握している各表示用オブジェクトの表示画面上の表示
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位置と、タッチパネル１０７から順次に供給される座標データと、時計回路１４０により
計測できる時間とに基づいて検出する。
【０１９２】
制御部１２０は、表示用オブジェクトＯｂ８の表示位置上のタッチパネル１０７に対し
てユーザーの指等が接触され、その状態が一定時間継続したことを検出した場合、図６に
示した画像グループ内の画像ファイルの検索画面の表示処理を行う。
【０１９３】
この場合、制御部１２０は、記録媒体１３５に形成されている表示用オブジェクトＯｂ
８に対応する画像グループの情報に基づいて、書き込み／読み出し部１３４を制御し、そ
の画像グループに属する動画像ファイルの先頭部分の画像データを読み出す。
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【０１９４】
そして、制御部１２０は、読み出した動画像データを伸張処理部１１０に供給する。伸
張処理部１１０は、これに供給された動画像データを伸張処理して、処理後の動画像デー
タを表示画像形成部１１１に供給する。
【０１９５】
制御部１２０は、表示画像形成部１１１を制御し、既に用意されている表示用オブジェ
クトＯｂ８を形成するための情報と、伸張処理部１１０から供給された動画像データとを
用い、図６に示した画像グループ内の画像ファイルの検索画面を形成する。
【０１９６】
すなわち、ユーザーによって選択された表示用オブジェクトＯｂ８の周囲に、当該画像

10

グループに属する動画像ファイルのサムネイル画像を形成し、これを表示用オブジェクト
Ｏｂ８１〜ＯＢ８７として螺旋状に配置する。
【０１９７】
この場合、制御部１２０は、表示部１０６に対し設けられた押圧センサ１０９によって
検出されるユーザーによって表示画面に対して加えられる押圧力に応じて、表示する画像
ファイルのサムネイルの数を制御する。すなわち、表示部１０６の表示画面に対して、力
が加えられるほど、選択された画像グループに属する多くの動画像ファイルのサムネイル
画像を表示するようにする。
【０１９８】
これにより、ユーザーは、表示用オブジェクトＯｂ８の周囲に表示される動画像ファイ

20

ルに対応するサムネイルの数を調整しながら、目的とする動画像ファイルに対応するサム
ネイル画像を検索することができるようにされる。
【０１９９】
そして、画像グループについての情報において、画像グループに属する動画像ファイル
を撮影日の新しい順に並べて管理しておくようにすれば、表示画面をより強く押した場合
に、より撮影日の古い動画像ファイルのサムネイル画像を表示することができる。
【０２００】
なお、図６に示した画像グループ内の画像ファイルの検索画面においては、当該画像グ
ループの７つの動画像ファイルのサムネイル画像が表示された状態を示している。そして
、さらに、表示画面１０６Ｇに対する押圧力を強くすると、当該画像グループにより多く
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の動画像ファイルが存在している場合には、点線の丸印で示したように、より多くの動画
像ファイルのサムネイル画像を表示することができうるようにされる。
【０２０１】
このようにして、目的とする画像グループに属する動画像ファイルの検索を行うように
し、例えば、表示用オブジェクトＯｂ８に接触させるようにしていた指等を離すと、検索
結果のリスト表示に遷移する。
【０２０２】
なお、ここでは、表示画面Ｇに対する押圧力をも考慮するようにしたが、これに限るも
のではない。例えば、押圧力の変化の検出に代えて、あるいは、押圧力の変化の検出と共
に、ユーザーが表示画面Ｇに指等を接触させている接触時間を考慮するようにしてもよい
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。ユーザーの指等の表示画面Ｇに対する接触時間は、タッチパネル１０７からの検出出力
の供給継続時間を、時計回路１４０により計測することにより計測可能である。
【０２０３】
図７は、図６に続いて表示される検索結果のリスト表示の一例を説明するための図であ
る。図７に示した検索結果のリスト表示においては、表示画面１０６Ｇの左側の中央に、
検索対象となった画像グループについての表示用オブジェクトＯｂ８が表示され、表示画
面１０６Ｇの右側に、当該画像グループに属する動画像ファイルのサムネイル画像が表示
される。
【０２０４】
この場合、図６に示した検索画面において表示するようにされていた動画像ファイルの
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サムネイル画像のうち、その中央に位置することになる動画像ファイルのサムネイル画像
が、図７に示したように、表示画面の上下方向の中央部分に位置するようにされる。
【０２０５】
すなわち、図６に示した検索画面では、７つの動画像ファイルのサムネイル画像Ｏｂ８
１〜Ｏｂ８７が表示された状態にある。このため、図７に示した検索結果のリスト表示に
おいては、サムネイル画像Ｏｂ８３を、表示画面の上下方向の中央部分に位置するように
して表示するようにしている。
【０２０６】
このようにして、図７に示した検索結果のリスト表示が行われる。なお、図７に示した
検索結果のリスト表示においては、動画像ファイルに対応するサムネイル画像を、表示画
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面の上下方向にスクロールさせることができるようにされる。
【０２０７】
これにより、図６に示した検索画面において表示された動画像ファイルのサムネイル画
像だけでなく、当該画像グループに属する全ての動画像ファイルのサムネイル画像を表示
してみることができるようにされる。
【０２０８】
なお、当該表示態様（パターン）は一例であり、例えば、古いものから上詰めで、古い
ものから下詰めで、新しいものから上詰めで、新しいものから下詰めでなどの種々の表示
態様で表示することも可能である。
【０２０９】

20

そして、図７に示した検索結果のリスト表示において、目的とする動画像ファイルのサ
ムネイル画像に対してタップ操作を行うようにすると、その動画像ファイルの動画像が再
生される。
【０２１０】
すなわち、制御部１２０は、表示画面のどの部分に、どの動画像ファイルに対応するサ
ムネイルを表示しているのかを把握している。このため、タップ操作により選択されたサ
ムネイル画像を特定し、そのサムネイル画像に対応する動画像ファイルを特定して、これ
を再生することができる。
【０２１１】
なお、選択された動画像ファイルの再生は、上述もしたように、制御部１２０が、書き
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込み／読み出し部１３４、伸張処理部１１１、表示画像形成部１１１、表示処理部１０５
を通じて行われる。
【０２１２】
なお、図７に示した検索結果のリスト表示は、図６に示した画像グループ内の画像ファ
イルの検索画面の表示で用いるようにしたデータを用いて形成することができるので、新
たな画像データの読み出し等の処理を行う必要は無い。
【０２１３】
また、図６、図７に示した表示において、表示用オブジェクトＯｂ８の表示は、図４に
示した場合と同様に、画像表示エリアＡｒ１には、対応する画像グループに属する動画像
ファイルの動画像のダイジェスト再生を行うようにすることができる。
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【０２１４】
また、図７に示した検索結果のリスト表示において、左上端部の「ＢＡＣＫ」アイコン
を選択することにより、図４に示した再生モード時の初期画面に戻ることができるように
される。
【０２１５】
なお、図６、図７に示した例においては、表示用オブジェクトＯｂ８の周囲に動画像フ
ァイルのサムネイル画像を表示するようにしたが、サムネイル画像は、静止画像でもよい
し、一定時間分の動画像を再生するようにしてもよい。
【０２１６】
また、ここでは、画像グループに属する動画像ファイルを撮影日の新しい順に並べて管
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理しておくことにより、表示画面をより強く押した場合に、より撮影日の古い動画像ファ
イルのサムネイル画像を表示できることを説明した。しかし、これに限るものではない。
【０２１７】
逆に、画像グループに属する動画像ファイルを撮影日の古い順に並べて管理しておくこ
とにより、表示画面をより強く押した場合に、より撮影日の新しい動画像ファイルのサム
ネイル画像を表示するようにすることもできる。
【０２１８】
また、グループ化して形成した各画像グループにおいて、例えば、キーワードに含まれ
る場所の名称や地名について撮影頻度を求め、その撮影頻度に応じて画像ファイルを並べ
て管理しておくようにする。
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【０２１９】
この場合には、場所をベースに、自分が保持する画像を撮影した場所の撮影頻度の高い
順あるいは低い順にサムネイル画像を呼び出し、表示画面をより強く押した場合に、より
撮影頻度が低い場所、あるいは、より撮影頻度が高い場所で撮影された動画ファイルに対
応するサムネイルを表示することができる。
【０２２０】
また、グループ化して形成した画像グループにおいて、例えば、キーワードに含まれる
人の名前について出現頻度を求め、その出現頻度に応じて画像ファイルを並べて管理して
おくようにする。
【０２２１】
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この場合には、人をベースに、自分が保持する画像に写っている頻度の高い人の順ある
いは低い人の順にサムネイル画像を呼び出し、表示画面をより強く押した場合に、より写
っている頻度が低い人、あるいは、より写っている度が高い人の動画ファイルに対応する
サムネイルを表示することができる。
【０２２２】
また、ＧＰＳ情報を用いることにより、現在位置を基準にして、現在位置により近い場
所で撮影された動画像ファイルのサムネイルを先に表示するようにしたり、その逆に、現
在位置からより遠い場所で撮影された動画像ファイルのサムネイルを先に表示するように
したりすることもできる。
【０２２３】
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また、動画像ファイルの画像解析情報に基づいて、人物がより多く写っている動画像フ
ァイルのサムネイル画像を先に出したり、逆に、人物がより少ない動画像ファイルのサム
ネイル画像を先に出したりするなどのことが可能である。
【０２２４】
このように、押圧力に応じて表示する動画像ファイルに対応するサムネイル画像の表示
順は、動画像ファイルに付加されているキーワード、撮影日時、ＧＰＳ情報、画像解析情
報に基づいて、適宜の順番とすることができる。
【０２２５】
［複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索］
図６、図７を用いて説明した例は、１つの画像グループ内において画像ファイルの検索
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を行うようにした。しかし、複数の画像グループに共通に属する画像ファイルの検索、す
なわち、ＡＮＤ検索を行うようにしたい場合もある。
【０２２６】
そこで、この実施の形態の撮像装置１００においては、複数グループを対象とした画像
ファイルのＡＮＤ検索を行うこともできるようにしている。
【０２２７】
まず、複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の概要について説明する。
例えば、図４に示したように、再生モード時の初期画面が表示されている場合において、
ある表示用オブジェクトの表示位置上のタッチパネル１０７に指等を接触させたとする。
【０２２８】
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この場合に、当該選択された表示用オブジェクトと関連のない他の表示用オブジェクト
を表示から消去する。つまり、選択された表示用オブジェクトに対応する画像グループを
形成している基準（人の名前、場所の地名、撮影日時）と共通する情報を有していない画
像ファイルしかない画像グループの表示用オブジェクトは消去する。
【０２２９】
例えば、図４に示したように、再生モード時の初期画面が表示されているとする。そし
て、３週間前に、お台場に、メアリーとリンダとが行って動画の撮影を行い、その映像以
外にお台場で撮影した映像（動画像ファイル）は存在していないという状況を想定する。
【０２３０】
この場合に、図４に示した再生モード時の初期画面において、「お台場」というタイト
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ルの表示用オブジェクトＯｂ１に対して指などを接触させたとする。この場合には、「ト
ム」という表示タイトルの表示用オブジェクトＯｂ３と、「一週間」というタイトルの表
示用オブジェクトＯｂ４と、「品川海浜公園」という表示タイトルの表示用オブジェクト
Ｏｂ５と、「横浜」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ７とは消去される。
【０２３１】
したがって、この場合には、「お台場」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ１に
対して、４つの表示用オブジェクトが残る。つまり、「リンダ」という表示タイトルの表
示用オブジェクトＯｂ２と、「３ヶ月」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ６と、
「１ヶ月」という表示タイトルの表示用オブジェクトＯｂ８と、「メアリー」というタイ
トルの表示用オブジェクトＯｂ９である。
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【０２３２】
したがって、残った表示用オブジェクトから、お台場には、１ヶ月以内に、リンダとメ
アリーと一緒に行っているということが表現されていることになる。逆に言えば、１週間
以内にはお台場に入っていない。トムとはお台場に行っていない。お台場は、品川海浜公
園とも横浜とも異なる。といったことを暗に意味する。
【０２３３】
このようにすることによって、最初にユーザーが選択した表示用オブジェクトに対応す
る画像グループが、他のどの画像グループとの間でＡＮＤ検索ができるかをユーザーに対
して明確に示すことができるようにされる。
【０２３４】
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そして、残った表示用オブジェクトの中から、さらに別の１つの表示用オブジェクトを
選択したとする。この場合には、新たに選択された表示用オブジェクトに対応する画像グ
ループを形成している基準（人の名前、場所の地名、撮影日時）と共通する情報を有して
いない画像ファイルしかない画像グループの表示用オブジェクトは消去する。
【０２３５】
このようにして、ＡＮＤ検索の範囲を絞り込んで行くことができるようにされる。そし
て、このようにして選択するようにした表示用オブジェクトを接合するように操作すると
、それらの画像グループを対象としてＡＮＤ検索を行うことができるようにされる。
【０２３６】
以下に、複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の具体例にについて説明
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する。図８〜図１１は、複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の具体例に
について説明するための図である。
【０２３７】
図４に示した再生モード時の初期画面において、「メアリー」というタイトルの表示用
オブジェクトＯｂ９の表示位置上のタッチパネル１０７に対して指等を接触させたとする
。この場合、制御部１２０は、図３に示したように構成される各画像グループの情報に基
づいて、各画像グループに属する画像ファイルのキーワードを参照し、「メアリー」とい
うキーワードを有する画像ファイルが属する画像グループを特定する。
【０２３８】
そして、制御部１２０は、表示画像形成部１１１を制御して、「メアリー」というキー
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ワードを有する画像ファイルが属する画像グループ以外の画像グループの表示用オブジェ
クトを消去するようにする。
【０２３９】
これにより、この例の場合には、図８に示すように、キーワードに「メアリー」という
文言を有する画像ファイルが含まれる画像グループとして、３つの画像グループがあるこ
とが示される。
【０２４０】
つまり、「お台場」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ１、「リンダ」というタ
イトルの表示用オブジェクトＯｂ２、「３ヶ月」というタイトルの表示用オブジェクトＯ
ｂ６のそれぞれに対応する画像グループである。
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【０２４１】
そして、図８に示した状態にあるときに、各表示用オブジェクトの画像表示エリアＡｒ
１には、「メアリー」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ９に関連する動画像ファ
イルの動画像のダイジェスト再生が行われる。
【０２４２】
すなわち、表示用オブジェクトＯｂ１、Ｏｂ２、Ｏｂ６のそれぞれの画像表示エリアＡ
ｒ１には、「メアリー」というキーワードを有する動画像ファイルのダイジェスト再生が
行うようにされる。
【０２４３】
この場合の処理も、表示のために必要な画像データ等は、上述したように、表示画像形
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成部１１１に既に用意されている。このため、制御部１２０は、表示画像形成部１１１を
制御することによって、「メアリー」というキーワードを有する動画像ファイルだけのダ
イジェスト再生を行うようにすることができる。
【０２４４】
そして、図８に示した状態にあるときに、ユーザーが、さらに、表示用オブジェクトＯ
ｂ６の表示位置上のタッチパネル１０７に対して指等を接触させたとする。
【０２４５】
この場合、制御部１２０は、図３に示したように構成される各画像グループの情報に基
づいて、画像グループに属する画像ファイルの撮影日時を参照し、現時点を基準にして３
ヶ月以内に撮影された動画像ファイルを有する画像グループを特定する。
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【０２４６】
そして、その特定した画像グループに対する表示用オブジェクト以外の表示用オブジェ
クトを消去する。換言すれば、その特定した画像グループに対する表示用オブジェクトだ
けを表示するようにする。
【０２４７】
これにより、この例の場合には、図９に示すように、現時点を基準にして３ヶ月以内に
撮影された動画像ファイルを有する画像グループは、２つのグループしかないことが示さ
れる。
【０２４８】
つまり、「３ヶ月」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ６、「メアリー」という
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タイトルの表示用オブジェクトＯｂ９の２つだけである。従って、この例の場合、「お台
場」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ１、「リンダ」というタイトルの表示用オ
ブジェクトＯｂ２には、過去３ヶ月以内に撮影された画像ファイルは存在せず、それより
も過去に撮影された画像ファイルしか存在していないことになる。
【０２４９】
そして、図９に示した状態にあるときにも、表示用オブジェクトＯｂ６の画像表示エリ
アＡｒ１には、「メアリー」というタイトルの表示用オブジェクトＯｂ９に関連する動画
像ファイルの動画像のダイジェスト再生が行われる。
【０２５０】
また、図９に示した状態にあるときは、表示用オブジェクトＯｂ９の画像表示エリアＡ
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ｒ１には、過去３ヶ月以内に撮影された画像ファイルのダイジェスト再生が行うようにさ
れる。
【０２５１】
そして、図９に示した状態にあるときに、実際にＡＮＤ検索を行う場合には、表示用オ
ブジェクトＯｂ６に接触させるようにしている指等と、表示用オブジェクトＯｂ９に接触
させるようにしている指等とをそのままドラッグ操作するようにする。
【０２５２】
そして、図１０に示すように、表示用オブジェクトＯｂ６と表示用オブジェクトＯｂ９
とを接触させることにより、両表示用オブジェクトを接合させる。制御部１２０は、各表
示用オブジェクトの大きさや表示位置を管理していると共に、タッチパネル１０７上の指
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等の接触位置は、タッチパネル１０７からの座標データに基づいて正確に把握している。
【０２５３】
したがって、これらの情報に基づいて、表示画像形成部１１１を制御し、表示用オブジ
ェクトＯｂ６、表示用オブジェクトＯｂ９の表示位置を、ドラッグ操作に応じて移動させ
て、図１０に示したように両表示用オブジェクトを接合させるようにすることができる。
【０２５４】
そして、表示用オブジェクトＯｂ６と表示用オブジェクトＯｂ９とが接合した場合には
、これをユーザーに対して明確に通知するため、接合部分に例えば黒丸で示される接合済
み表示Ｄ１が表示するようにされる。この表示も、制御部１２０が表示画像形成部１１１
を制御することにより行うことができる。
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【０２５５】
そして、表示用オブジェクトＯｂ６と表示用オブジェクトＯｂ９とが接合されると、制
御部１２０は、表示用オブジェクトＯｂ６に対応する画像グループと、表示用オブジェク
トＯｂ９に対応する画像グループとに共通に含まれる動画像ファイルを特定する。
【０２５６】
すなわち、制御部１２０は、表示用オブジェクトＯｂ６に対応する画像グループの情報
と、表示用オブジェクトＯｂ９に対応する画像グループの情報とをマッチングすることに
より、共通に含まれる画像ファイルを特定する。
【０２５７】
そして、図６を用いて説明した画像グループ内の画像ファイルの検索画面の場合と同様
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にして、両画像グループに含まれる動画像ファイルに対応するサムネイル画像を形成し、
これを図１０においてサムネイルＡ１〜Ａ３として示したように表示する。
【０２５８】
なお、この例の場合にも、両画像グループに含まれる動画像ファイルの数が多い場合に
は、表示用オブジェクトを指示しているユーザーの指等による押圧力に応じて、表示する
サムネイル画像の数を制御するようにすることができる。
【０２５９】
この場合の表示順は、図６を用いて説明した場合と同様に、動画像ファイルの撮影日時
順、撮影場所についての撮影頻度順、人についての撮影頻度順、ＧＰＳ情報を用いた現在
位置を基準にした撮影場所の近い順／遠い順、画像解析情報を用いた、写っている人の数
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順などとすることができる。
【０２６０】
つまり、押圧力に応じて表示する動画像ファイルに対応するサムネイル画像の表示順は
、動画像ファイルに付加されているキーワード、撮影日時、ＧＰＳ情報、画像解析情報に
基づいて、適宜の順番とすることができる。
【０２６１】
また、図１０に示した状態にあるときに、表示用オブジェクトＯｂ６に接触させるよう
にしている指等と、表示用オブジェクトＯｂ６に接触させるようにしている指等とを再度
ドラッグ操作して、両表示用オブジェクトを離して接合を解除したとする。すなわち、図
９に示した状態に戻したとする。この場合には、ＡＮＤ検索処理が解除され、検索前の状
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態となるようにされる。
【０２６２】
そして、図９に示した状態にあるときに、例えば、表示用オブジェクトＯｂ６を選択し
ているユーザーの指等をタッチパネル１０７から離すと、図８に示した状態に戻り、再度
、ＡＮＤ検索する条件の選択ができるようにされる。
【０２６３】
すなわち、図９に示した状態にあるときに、いずれかの指等をタッチパネル１０７から
離すと、その前の段階に戻り、再度のＡＮＤ検索するための条件の選択ができるようにさ
れる。
【０２６４】
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そして、図１０に示した状態からタッチパネル１０７に接触させている指等を離し、一
定時間が経過すると、図１１に示すように、検索結果のリスト表示が行われる。図１１に
示す検索結果のリスト表示も、その基本的な構成は、図７に示した検索結果のリスト表示
と同様である。
【０２６５】
ただ、検索の対象として接合された画像グループの表示用オブジェクトが、接合された
状態で、表示画面６Ｇの左側に表示される。これによって、ＡＮＤ検索が行われた、及び
、その検索条件をユーザーに対して明確に示すことができる。
【０２６６】
そして、この例の場合、ユーザーは、表示された検索結果のリスト表示において、動画
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像ファイルに対応するサムネイル画像Ａ１〜Ａ３のいずれかをタップ操作して再生する動
画像ファイルを選択する。
【０２６７】
これにより、制御部１２０は、そのタップ操作されたサムネイル画像に対応する動画像
ファイルの画像データを読み出し、伸張処理部１１０、表示画像形成部１１１、表示処理
部１０５、表示部１０６を通じて目的とする動画像を再生することができる。
【０２６８】
なお、図１１に示したＡＮＤ検索結果のリスト表示においては、表示用オブジェクトＯ
ｂ６に対応する画像グループと表示用オブジェクトＯｂ９に対応する画像グループとの両
方に共通する画像ファイルのサムネイル画像の全部が表示対象となる。
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【０２６９】
したがって、表示用オブジェクトＯｂ６に対応する画像グループと表示用オブジェクト
Ｏｂ９に対応する画像グループとの両方に共通する画像ファイルの数が多い場合には、上
下方向にサムネイル画像のスクロールを行うことができる。この点は、図７を用いて説明
した検索結果のリスト表示の場合と同様である。
【０２７０】
また、図１１に示したＡＮＤ検索結果のリスト表示において、左上端部の「ＢＡＣＫ」
アイコンを選択することにより、図４に示した再生モード時の初期画面に戻ることができ
るようにされる。
【０２７１】
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なお、図１０、図１１に示した例においても、結合された表示用オブジェクトの周囲に
動画像ファイルのサムネイル画像を表示するようにしたが、サムネイル画像は、静止画像
でもよいし、一定時間分の動画像を再生するようにしてもよい。
【０２７２】
［複数グループを対象とした画像ファイルのＡＮＤ検索の他の例］
図８〜図１１を用いて説明したＡＮＤ検索においては、少なくとも２本の指等を同時に
タッチパネル１０７に対して接触させるようにした。しかし、場合によっては、１本の指
だけでＡＮＤ検索を行うようにしたい場合もある。
【０２７３】
この実施の形態の撮像装置１００においては、１本の指だけでＡＮＤ検索を行うことも
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できるようにしている。図１２〜図１４を用いて以下に説明する例は、１本の指だけでＡ
ＮＤ検索を行う場合の例である。
【０２７４】
この例の場合においても、図４に示した再生モード時の初期画面において、目的とする
最初の表示用オブジェクトを選択し、検索対象の表示用オブジェクトを絞り込むようにす
る点は、図１２に示すように、図８を用いて説明した場合と同様である。
【０２７５】
すなわち、図１２においても、図４に示した再生モード時の初期画面において、最初に
表示用オブジェクトＯｂ９を選択している場合を示している。そして、ＡＮＤ検索を行う
ようにする場合には、図１２において、矢印で示した用に、表示用オブジェクトＯｂ９を
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選択している指等を、タッチパネル１０７に接触させたまま移動させるドラッグ操作を行
う。
【０２７６】
そして、図１３に示すように、最初に選択した表示用オブジェクトＯｂ９を、次に選択
すべき表示用オブジェクト、この例の場合には表示用オブジェクトＯｂ６と重ね合わせる
ようにする。
【０２７７】
そして、重ね合わせられた表示用オブジェクトを接合させる場合には、ユーザーは、図
１３において矢印で示したように、重ね合わせられた表示用オブジェクトＯｂ６と表示用
オブジェクトＯｂ９の表示位置に対してタップ操作を行うようにする。
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【０２７８】
このように、重ね合わせられた表示用オブジェクトに対するタップ操作を制御部１２０
は、重ね合わせられた表示用オブジェクトの接合指示であると認識する。そして、制御部
１２０が、接合が指示された表示用オブジェクトＯｂ６と表示用オブジェクトＯｂ９とを
図１４に示したように、接合させて表示させるようにする。
【０２７９】
図１４においては、接合が指示された表示用オブジェクトＯｂ６と表示用オブジェクト
Ｏｂ９との接合が実行され、両表示用オブジェクトが接合されたことが、接合済み表示Ｄ
１によって示される。
【０２８０】
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また、制御部１２０においても、表示用オブジェクトＯｂ６と表示用オブジェクトＯｂ
９とが接合されたことを認識する。そして、図１４に示した状態にあるときに、表示用オ
ブジェクトＯｂ６と表示用オブジェクトＯｂ９との表示上のいずれかの位置に指等を接触
させて押圧することにより、図１０を用いた説明した態様で、ＡＮＤ検索を行うことがで
きる。
【０２８１】
この後、接触させた指等をタッチパネル１０７から離し、一定時間が経過すると、図１
１に示したように、検索結果のリスト表示を行うことができる。
【０２８２】
そして、この例の場合にも、ユーザーは、表示された検索結果のリスト表示において、
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動画像ファイルに対応するサムネイル画像Ａ１〜Ａ３のいずれかをタップ操作して再生す
る動画像ファイルを選択することができる。
【０２８３】
これにより、制御部１２０は、そのタップ操作されたサムネイル画像に対応する動画像
ファイルの画像データを読み出し、伸張処理部１１０、表示画像形成部１１１、表示処理
部１０５、表示部１０６を通じて目的とする動画像を再生することができる。
【０２８４】
なお、上述したＡＮＤ検索については、２つの表示用オブジェクトを接合させてＡＮＤ
検索を行うようにしたが、これに限るものではない。共通するキーワードを有するなど、
ＡＮＤ検索が可能な範囲において、接合する表示用オブジェクトは、２つ以上の適宜の数
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とすることができる。
【０２８５】
［撮像装置１００における再生モード時の処理のまとめ］
次に、この実施の形態の撮像装置１００において行われる上述した再生モード時の処理
について、図１５〜図１９のフローチャートを参照しながらまとめる。図１５〜図１９に
示す処理は、この実施の形態の撮像装置１００が再生モードにされた場合に、主に制御部
１２０によって実行される処理である。
【０２８６】
上述もしたように、この実施の形態の撮像装置１００においては、撮影を行うと、図２
に示した態様で画像ファイルが記録媒体１３５に形成される。そして、所定のタイミング
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で、画像ファイルのグループ化処理が実行され、記録媒体１３５には、図３を用いて説明
した画像グループの情報が形成される。
【０２８７】
そして、撮像装置１００が再生モードにされると、制御部１２０は、記録媒体１３５に
作成される図３に示した画像グループの情報に基づいて、各部を制御し、アプリケーショ
ンメイン画面（再生モード時の初期画面）を表示する（ステップＳ１）。
【０２８８】
この再生モード時の初期画面は、図４を用いて説明したように、画像グループの情報に
基づいて、各画像グループに対応する表示用オブジェクトからなるものである。この場合
、制御部１２０は、書き込み／読み出し部１３４、伸張処理部１１０、表示画像形成部１
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１１、表示処理部１０５等の各部を制御し、表示部１０６の表示画面に再生モード時の初
期画面を表示する。
【０２８９】
そして、制御部１２０は、タッチパネル１０７からの座標データを監視するようにして
、表示画面１０６Ｇに表示されている表示用オブジェクトに対して接触する操作（指示操
作）が行われたか否かを判断する（ステップＳ２）。
【０２９０】
ステップＳ２の判断処理において、表示用オブジェクトに対して接触する操作が行われ
ていないと判断したときには、ステップＳ２の処理を繰り返し、接触する操作が行われる
まで待ち状態となる。
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【０２９１】
ステップＳ２の判断処理において、表示用オブジェクトに対して接触する操作が行われ
たと判断したときには、制御部１２０は、図８を用いて説明したように、表示用オブジェ
クトの表示の整理を行う（ステップＳ３）。
【０２９２】
具体的にステップＳ３においては、制御部１２０は、ユーザーによって指示された表示
用オブジェクトとＡＮＤ接続可能な画像グループの表示用オブジェクトのみを表示するよ
うにする。
【０２９３】
すなわち、制御部２０は、ユーザーによって指示された表示用オブジェクトに対応する
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画像グループのタイトルに対応する情報を有する画像ファイルが含まれている画像グルー
プの表示用オブジェクトだけを表示する。
【０２９４】
つまり、図８を用いて説明したように、タイトルが「メアリー」という表示用オブジェ
クトが選択された場合には、キーワードに「メアリー」という文言を含む画像ファイルを
有する画像グループの表示用オブジェクトのみを表示する。
【０２９５】
そして、同時にステップＳ３において制御部１２０は、表示された表示用オブジェクト
の画像表示エリアＡｒ１に、ユーザーによって選択された表示用オブジェクトと関連する
画像ファイルのダイジェスト再生を行う。
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【０２９６】
つまり、タイトルが「メアリー」という表示用オブジェクトが選択された場合には、各
表示用オブジェクトの画像表示エリアＡｒ１に、キーワードに「メアリー」という文言を
含む画像ファイルの画像を順番に再生することによりダイジェスト再生を行う。
【０２９７】
また、ステップＳ３において制御部１２０は、時計回路１４０の機能を用いることによ
り、表示用オブジェクトに対してユーザーの接触が開始されてからの時間の計測も行うよ
うにしている。
【０２９８】
そして、制御部１２０は、表示用オブジェクトに対するユーザーによる接触が継続して
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いるか否かを判断する（ステップＳ４）。
【０２９９】
ステップＳ４の判断処理において、接触は継続していないと判断したときには、制御部
１２０は、最初に選択された表示用オブジェクトに対応する画像グループについてのダイ
ジェスト再生、表示画面１０６の全面に行うようにする（ステップＳ５）。
【０３００】
このステップＳ５の処理も、制御部１２０が、書き込み／読み出し部１３４、伸張処理
部１１０、表示画像形成部１１１、表示処理部１０５、表示部１０６を制御することによ
り行われる。
【０３０１】
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そして、制御部１２０は、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンが選択されたか否かを判断し（ス
テップＳ６）する。ステップＳ６判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンが選択さ
れていないと判断したときには、最初に選択された表示用オブジェクトに対応する画像グ
ループについてのダイジェスト再生を続行し、ステップＳ６の判断処理を繰り返す。
【０３０２】
ステップＳ６判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンが選択されたと判断したと
きには、制御部１２０は、ステップＳ１からの処理を行うようにし、再生モード時の初期
画面に戻るようにする。
【０３０３】
また、ステップＳ４の判断処理において、接触は継続していると判断したときには、制
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御部１２０は、他の表示用オブジェクトに対して接触する操作（指示操作）が行われたか
否かを判断する（ステップＳ７）。
【０３０４】
このステップＳ７の判断処理は、図９を用いて説明したように、複数の表示用オブジェ
クトが同時に選択するようにされるいわゆるマルチタッチ操作が行われたか否かを判断す
る処理である。
【０３０５】
そして、ステップＳ７の判断処理において、他の表示用オブジェクトに対して接触する
操作は行われていないと判断したときには、ステップＳ２で検出された最初の接触からの
時間Ｔが、予め決められた一定時間ｔ以上となったか否かを判断する（ステップＳ８）。
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【０３０６】
ステップＳ８の判断処理において、接触時間Ｔが一定時間ｔを越えたと判断したときに
は、図１６に示すステップＳ９の処理に進む。また、ステップＳ８の判断処理において、
接触時間Ｔが一定時間ｔを越えていないと判断したときには、図１７に示すステップＳ１
６の処理に進む。
【０３０７】
すなわち、ステップＳ８の判断処理において、接触時間Ｔが一定時間ｔを越えたと判断
したときには、制御部１２０は、図１６の処理に進み、一定時間ｔ以上選択が継続されて
いる表示用オブジェクトに対応する画像グループ内の検索を実行する（ステップＳ９）。
【０３０８】
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このステップＳ９の処理は、図６を用いて説明した処理であり、制御部１２０は、まず
、一定時間ｔ以上選択が継続されている表示用オブジェクトのみを表示する。そして、制
御部１２０は、その表示用オブジェクトの周囲に、表示画面１０６Ｇに対するユーザーの
押圧力に応じて、当該表示用オブジェクトに対応する画像グループに属する画像ファイル
のサムネイル画像を表示する。
【０３０９】
すなわち、ステップＳ９においては、画像グループの情報に、例えば、撮影日時の新し
い順に画像ファイルが登録されており、撮影日時の新しい画像ファイルのサムネイルから
順番に表示するようにしていたとする。この場合には、表示画面１０６Ｇに対して加える
押圧力を強くすることによって、撮影日時がより古い画像ファイルのサムネイル画像まで
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表示することができるようにされる。
【０３１０】
逆に、画像グループの情報に、例えば、撮影日時の古い順に画像ファイルが登録されて
おり、撮影日時の古い画像ファイルのサムネイルから順番に表示するようにしていたとす
る。この場合には、表示画面１０６Ｇに対して加える押圧力を強くすることによって、撮
影日時がより新しい画像ファイルのサムネイル画像まで表示することができるようにされ
る。
【０３１１】
このステップＳ９の処理も、制御部１２０が、書き込み／読み出し部１３４、伸張処理
部１１０、表示画像形成部１１１、表示処理部１０５等を制御することにより行われるも
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のである。
【０３１２】
なお、上述もしたように、ステップＳ９においては、押圧力の変化の検出に代えて、あ
るいは、押圧力の変化の検出と共に、ユーザーが表示画面Ｇに指等を接触させている接触
時間を考慮するようにすることも可能である。
【０３１３】
そして、制御部１２０は、最初に選択された表示用オブジェクトに対するユーザーの接
触操作が終了したか否かを判断する（ステップＳ１０）。ステップＳ１０の判断処理にお
いて、最初に選択された表示用オブジェクトに対するユーザーの接触操作は終了していな
いと判断したときには、制御部１２０は、ステップＳ９からの処理を繰り返す。この場合
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には、選択された画像グループ内の検索処理を続行することができるようにされる。
【０３１４】
ステップＳ１０の判断処理において、最初に選択された表示用オブジェクトに対するユ
ーザーの接触操作が終了したと判断したときには、制御部１２０は、図７を用いて説明し
たように、検索結果のリスト表示を行う（ステップＳ１１）。
【０３１５】
そして、制御部１２０は、検索結果のリスト表示において、表示された画像ファイルの
サムネイルがユーザーによって選択するようにされたか否かを判断する（ステップＳ１２
）。ステップＳ１２の判断処理において、サムネイルは選択されていないと判断したとき
には、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンＢＫが選択されたか否かを判断する（ステップＳ１３）

40

。
【０３１６】
ステップＳ１３の判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンＢＫは選択されていな
いと判断したときには、制御部１２０は、ステップＳ１２からの処理を繰り返すようにす
る。
【０３１７】
また、ステップＳ１３の判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンＢＫが選択され
たと判断したときには、制御部１２０は、ステップＳ１からの処理を行うようにし、再生
モード時の初期画面に戻るようにする。
【０３１８】
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また、ステップＳ１３の判断処理において、サムネイルが選択されたと判断したときに
は、制御部１２０は、選択されたサムネイルに対応する画像ファイルの再生を行う（ステ
ップＳ１４）。
【０３１９】
このステップＳ１４の処理は、制御部１２０が、書き込み／読み出し部１３４、伸張処
理部１１０、表示画像形成部１１１、表示処理部１０５を制御し、指示された画像ファイ
ルを記録媒体１３５から読み出して再生する処理である。
【０３２０】
この後、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンが選択されたか否かを判断し（ステップＳ１５）、
選択されるまでステップＳ１５の判断処理を繰り返すことにより待ち状態となる。また、
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ステップＳ１５の判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンが選択されたと判断した
ときには、ステップＳ１１からの処理を繰り返し、検索結果のリスト表示から、画像ファ
イルの選択を行うことができるようにされる。
【０３２１】
また、図１５に示したステップＳ８の判断処理において、接触時間Ｔが一定時間ｔを越
えていないと判断したときには、制御部１２０は、図１７の処理に進み、表示用オブジェ
クトを移動させる操作が行われたか否かを判断する（ステップＳ１６）。
【０３２２】
このステップＳ１６の判断処理は、タッチパネル１０７からの座標データに基づいて、
表示用オブジェクトを選択するようにしているユーザーの指等がドラッグ操作するように
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されたか否かを判断する処理である。
【０３２３】
ステップＳ１６の判断処理において、移動させる操作は行われていないと判断したとき
には、制御部１２０は、図１５に示したステップＳ４からの処理を繰り返すようにする。
【０３２４】
ステップＳ１６の判断処理において、移動させる操作が行われたと判断したときには、
制御部１２０は、ユーザーの当該操作に応じて、選択するようにされている表示用オブジ
ェクトの表示画面上の表示位置を移動させる処理を行う（ステップＳ１７）。
【０３２５】
このステップＳ１６〜ステップＳ１７に至る処理が、例えば、図１２を用いて説明した
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ように、表示用オブジェクトをドラッグ操作により移動させる処理に対応する。
【０３２６】
そして、制御部１２０は、表示用オブジェクトへの接触操作を終了させたか否かを判断
し（ステップＳ１８）、終了させていないと判断したときには、ステップＳ１７からの処
理を繰り返して、表示用オブジェクトの移動処理を継続して行うようにする。
【０３２７】
ステップＳ１８の判断処理において、表示用オブジェクトへの接触操作を終了させたと
判断したときには、表示画面１０６Ｇに表示されている表示用オブジェクトに対して、新
たに接触する操作（指示操作）が行われたか否かを判断する（ステップＳ１９）。このス
テップＳ１９の処理は、上述したステップＳ２の処理と同様の処理である。
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【０３２８】
そして、ステップＳ１９の判断処理において、新たに接触する操作は行われていないと
判断したときには、制御部１２０は、ステップＳ１９の処理を繰り返し、新たに接触する
操作が行われるまで待ち状態となる。
【０３２９】
ステップＳ１９の判断処理において、新たに接触する操作は行われていないと判断した
ときには、制御部１２０は、接触するようにされた表示画面上の位置には、表示用オブジ
ェクトが重なっているか否かを判断する（ステップＳ２０）。
【０３３０】
ステップＳ２０の判断処理において、ユーザーによる表示画面上の接触位置に、表示用
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オブジェクトが重なるようにして表示されていないと判断したときには、単独の表示用オ
ブジェクトの選択であるので、図１５に示したステップＳ３からの処理を行う。
【０３３１】
ステップＳ２０の判断処理において、ユーザーによる表示画面上の接触位置に、表示用
オブジェクトが重なるようにして表示されていると判断したときには、図１３を用いて説
明した接合を指示する操作であると判断する。
【０３３２】
この場合には、図１４を用いて説明したように、重なり合うようにされている表示用オ
ブジェクトを接合させて表示する処理を行う（ステップＳ２１）。この後、後述する図１
８のステップＳ２７の処理に進み、接合された画像グループを対象としたＡＮＤ検索を行
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うことができるようにされる。
【０３３３】
また、図１５に示したステップＳ７の判断処理において、他の表示用オブジェクトに対
して接触する操作が行われたと判断したときには、図１８に示す処理に進む。そして、制
御部１２０は、図９を用いて説明したように、表示用オブジェクトの表示の整理を行う（
ステップＳ２２）。
【０３３４】
このステップＳ２２の処理は、基本的には、図１５に示したステップＳ３の処理と同様
の処理である。すなわち、制御部１２０は、例えば、最初に選択された表示用オブジェク
トと次に選択された表示用オブジェクトとの両方に基づいて、ＡＮＤ接続可能な画像グル
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ープの表示用オブジェクトのみを表示するようにする。
【０３３５】
つまり、ステップＳ２２においては、ユーザーによって選択するようにされた複数の表
示用オブジェクトに基づいて、ＡＮＤ接続可能な画像グループの表示用オブジェクトのみ
を表示するようにする。
【０３３６】
同時に制御部１２０は、表示された表示用オブジェクトの画像表示エリアＡｒ１に、ユ
ーザーによって選択された表示用オブジェクトと関連する画像ファイルのダイジェスト再
生を行う。
【０３３７】
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次に、制御部１２０は、図９、図１０を用いて説明したように、選択された複数の表示
用オブジェクトがドラッグ操作するようにされて接合されたか否かを判断する（ステップ
Ｓ２３）。
【０３３８】
ステップＳ２３の判断処理において、表示用オブジェクトが接合されていないと判断し
たときには、制御部１２０は、表示用オブジェクトを選択しているユーザーのタッチパネ
ル１０７への接触操作の全部が解除されたか否かを判断する（ステップＳ２４）。
【０３３９】
ステップＳ２４において、接触操作の全部が解除されたと判断したときには、制御部１
２０は、図１５のステップＳ１からの処理を繰り返し、再生モードの初期画面の表示に戻
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るようにする。
【０３４０】
ステップＳ２４の判断処理において、接触操作の全部が解除されていないと判断したと
きには、制御部１２０は、選択されている表示用オブジェクトは１つか否かを判断する（
ステップＳ２５）。
【０３４１】
このステップＳ２５の判断処理は、例えば、図９に示した用に例えば２つの表示用オブ
ジェクトが選択されている場合に、その一方の選択が解除されたか否かを判断する処理で
ある。
【０３４２】
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ステップＳ２５の判断処理において、選択されている表示用オブジェクトが１つである
と判断したときには、図１５のステップＳ３からの処理を繰り返すようにする。これによ
り、選択されている表示用オブジェクトに対応する画像グループとＡＮＤ検索可能な画像
グループの表示用オブジェクトだけが表示され、その選択ができるようにされる。
【０３４３】
また、ステップＳ２５の判断処理において、選択されている表示用オブジェクトは１つ
ではないと判断したときには、ステップＳ２３の時点から選択されている表示用オブジェ
クトが減ったり、増えたりしたか否かを判断する（ステップＳ２６）。
【０３４４】
ステップＳ２６の判断処理において、ステップＳ２３の時点から選択されている表示用
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オブジェクトが減ったり、増えたりしていると判断した場合には、制御部１２０は、ステ
ップＳ２２からの処理を繰り返すようにする。すなわち、ユーザーによって選択するよう
にされた複数の表示用オブジェクトに基づいて、ＡＮＤ接続可能な画像グループの表示用
オブジェクトのみを表示するようにする。
【０３４５】
また、ステップＳ２６の判断処理において、ステップＳ２３の時点から選択されている
表示用オブジェクトが減ったり、増えたりしていない（変わっていない）と判断した場合
には、制御部１２０は、ステップＳ２３からの処理を繰り返すようにする。すなわち、ユ
ーザーによって選択するようにされた複数の表示用オブジェクトに基づいて、ＡＮＤ接続
可能な画像グループの表示用オブジェクトのみを表示するようにする。
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【０３４６】
そして、ステップＳ２３の判断処理において、選択された複数の表示用オブジェクトが
接合するようにされたと判断された場合、図１７に示したステップＳ２１において接合処
理が行われた場合には、制御部１２０は、ステップＳ２７の処理を実行する。
【０３４７】
すなわち、接合された複数の表示用オブジェクトの表示位置上の表示画面に対する押圧
力に応じて、接合された表示用オブジェクトに関する画像ファイルを検索し、これに応じ
たサムネイルを表示する（ステップＳ２７）。このステップＳ２７の処理が、図１０を用
いて説明した処理となる。
【０３４８】
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そして、ユーザーによるタッチパネル１０７への接触が終了したか否かを判断する（ス
テップＳ２８）。このステップＳ２８の判断処理において、接触は終了していないと判断
したときには、制御部１２０は、選択された表示用オブジェクトの接合状態は維持されて
いるか否かを判断する（ステップＳ２９）。
【０３４９】
ステップＳ２９の判断処理において、接合状態は維持されていると判断した場合には、
制御部１２０は、ステップＳ２７からの処理を繰り返し、ＡＮＤ検索を続行することがで
きるようにされる。
【０３５０】
また、ステップＳ２９の判断処理において、接合状態は維持されていないと判断した場
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合には、制御部１２０は、ステップＳ２３からの処理を繰り返し、表示用オブジェクトの
接合状態の変化に対応する。
【０３５１】
そして、ステップＳ２８の判断処理において、接触は終了したと判断したときには、制
御部１２０は、図１９に示す処理に進み、制御部１２０は、図１１を用いて説明したよう
に、検索結果のリスト表示を行う（ステップＳ３０）。
【０３５２】
そして、制御部１２０は、検索結果のリスト表示において、表示された画像ファイルの
サムネイルがユーザーによって選択するようにされたか否かを判断する（ステップＳ３１
）。ステップＳ３１の判断処理において、サムネイルは選択されていないと判断したとき
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には、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンＢＫが選択されたか否かを判断する（ステップＳ３２）
。
【０３５３】
ステップＳ３２の判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンＢＫは選択されていな
いと判断したときには、制御部１２０は、ステップＳ３１からの処理を繰り返すようにす
る。
【０３５４】
また、ステップＳ３２の判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンＢＫが選択され
たと判断したときには、制御部１２０は、ステップＳ１からの処理を行うようにし、再生
モード時の初期画面に戻るようにする。

10

【０３５５】
また、ステップＳ３１の判断処理において、サムネイルが選択されたと判断したときに
は、制御部１２０は、選択されたサムネイルに対応する画像ファイルの再生を行う（ステ
ップＳ３３）。
【０３５６】
このステップＳ３３の処理は、制御部１２０が、書き込み／読み出し部１３４、伸張処
理部１１０、表示画像形成部１１１、表示処理部１０５を制御し、指示された画像ファイ
ルを記録媒体１３５から読み出して再生する処理である。
【０３５７】
この後、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンが選択されたか否かを判断し（ステップＳ３４）、
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選択されるまでステップＳ３４の判断処理を繰り返すことにより待ち状態となる。また、
ステップＳ３４の判断処理において、ＢＡＣＫ（戻る）アイコンが選択されたと判断した
ときには、ステップＳ３０からの処理を繰り返し、検索結果のリスト表示から、画像ファ
イルの選択を行うことができるようにされる。
【０３５８】
このように、この実施の形態の撮像装置１００においては、上述したように、撮影する
ことにより得た画像ファイルに対して、撮影された人物や撮影場所などを示すキーワード
を入力しておく。また、画像ファイルには、自動的に撮影日時を示す情報が付加される。
【０３５９】
これにより、撮像装置１００においては、自動的に、「人」、「場所」、「時間」等の

30

情報に基づいて、各画像ファイルをグループ分けし、そのグループ分けしたグループ毎に
、ユーザーに対してその内容は把握できるように見せることができるようにされる。
【０３６０】
そして、基本的にタッチパネル１０７に対するタッチ操作を行うだけで、目的とする画
像ファイルの検索を行って、当該目的とする画像ファイルを特定し、当該目的とする画像
ファイルを再生することができるようにされる。
【０３６１】
したがって、検索に際して、キーワードを入力するといった面倒な操作を行うこともな
い。また、ユーザーが形成するようにしたフォルダに、画像ファイルをユーザー自身が振
り分け格納する必要すらない。

40

【０３６２】
これにより、記録媒体に大量に記録された画像ファイルから、目的とする画像ファイル
を簡単かつ迅速に見つけ出すことができるようにされる。
【０３６３】
また、上述したフローチャートの説明からも分かるように、ＡＮＤ検索については、共
通するキーワードを有するなど、ＡＮＤ検索が可能な範囲において、接合する表示用オブ
ジェクトは、２つ以上の適宜の数とすることができる。
【０３６４】
［実施の形態の効果］
上述した実施の形態においては、記録媒体に記録された大量の画像コンテンツの中から
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所望の画像コンテンツを検索する際に、文字列などの複雑な検索条件の入力や、ＧＵＩメ
ニューの操作などを行う必要はない。指１本のジェスチャ操作によって簡単にコンテンツ
検索を行えるユーザーインターフェースを実現している。
【０３６５】
また、表示用オブジェクトに対して触れるようにしている指等により表示画面に対して
加えられる押圧力に応じて、ユーザーが望んだ数のコンテンツを検索することができる。
【０３６６】
また、単独条件の検索だけでなく、絞り込み行うため、条件を組み合わせるＡＮＤ検索
も同様にジェスチャ操作により、直感的かつ効率的に行うことができる。
【０３６７】

10

この場合、ＧＵＩメニューなどの操作を必要とせず、コンテキストに応じて提示される
検索条件そのものを操作対象とするため、絞り込み条件の選択を直感的かつ効率的に行う
ことができる。
【０３６８】
［変形例］
上述した実施の形態の撮像装置１００においては、記録媒体１３５に記録された画像フ
ァイルを検索する場合に、この発明を適用するようにした。しかし、この発明は、記録媒
体に記録されたコンテンツの検索にのみ有効なものではない。
【０３６９】
例えば、メニューから目的とする項目を選択するなどの場合にも、この発明を適用する
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ことによって、効率的に目的とする項目を選択することができる。そこで、以下に説明す
る例は、多数の機能を有し、各機能毎に種々の設定が可能な電子機器において、目的の機
能における目的する設定を迅速に行えるようする場合の例である。
【０３７０】
以下に説明する例においては、動画像の記録再生機能（ビデオ機能）と、静止画像の記
録再生機能（フォト機能）とを備えた、図１に示した構成を有する撮像装置１００に対し
て、さらに、音楽再生機能と、テレビ機能とを設けた撮像装置１００を想定する。
【０３７１】
ここで、テレビ機能は、デジタルテレビ放送の受信モジュールを有し、デジタルテレビ
放送を受信して復調し、その映像を表示部１０６の表示画面に表示して視聴可能にする機

30

能である。
【０３７２】
また、音楽再生機能は、音楽再生モジュールを有し、例えば、記録媒体１３５に音楽デ
ータを記録保持し、これを選択して復号し、図１には図示しなかったが、撮像装置が備え
るスピーカーや音声出力端子に接続されるイヤホンなどを通じて聴取可能にする機能であ
る。
【０３７３】
したがって、この例の撮像装置１００は、図１に示した撮像装置１００に対して、デジ
タルテレビ放送の受信モジュールと、音楽再生モジュールとが設けられたものとして、以
下の説明においても図１を参照しながら説明する。

40

【０３７４】
また、以下に説明する撮像装置１００の場合には、外部インターフェース１３２を通じ
て種々の電子機器を接続し、種々のデータの送受を行うことができるものであり、その際
における通信環境の設定をも行うことができるものとする。
【０３７５】
このような多機能な電子機器としては、携帯電話端末などにおいても実現されている。
例えば、電話機能、インターネット接続機能、動画像の記録再生機能、静止画像の記録再
生機能、音楽再生機能、テレビ放送受信機能などを備えた携帯電話端末も提供されている
。
【０３７６】
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そして、一般に、フォト、ビデオ、テレビのそれぞれで、画質などの映像に関する設定
は異なる。同様に、音楽再生、ビデオ、テレビのそれぞれで、音声に関する設定は異なる
。しかし、現状では、各機能についての設定項目を選択するためのメニューでは、設定可
能な項目は一覧表示するようにされており、目的とする項目が探し難いという問題がある
。
【０３７７】
そこで、この変形例の撮像装置１００では、各機能毎に設定可能な大項目を登録してお
くようにする。例えば、音楽再生機能については、「音声設定」と「通信設定」との２つ
が可能なように設定され、ビデオ機能については、「音声設定」と「映像設定」と「通信
設定」との３つが可能なように設定されているとする。

10

【０３７８】
また、テレビ機能については、「音声設定」と「映像設定」との２つが可能なように設
定され、フォト機能については、「映像設定」と「通信設定」との２つが可能なように設
定されているとする。
【０３７９】
そして、設定可能な大項目毎に、設定可能な詳細項目が、対応する機能毎に登録されて
いるとする。例えば、「映像設定」には、フォト機能について設定可能な詳細項目として
、「画像サイズ設定」、「圧縮率設定」、「ノイズリダクション」、「色合い」といった
詳細項目が設定されているとする。また、「映像設定」には、ビデオ機能やテレビ機能に
ついての詳細項目も設定されているとする。

20

【０３８０】
同様に、「音声設定」や「通信設定」についても、対応する各機能毎に、設定可能な詳
細項目が設定されているとする。
【０３８１】
このような事前の設定に基づいて、撮像装置１００が設定モードが選択されると、制御
部１２０は、設定画面を表示し、目的とする機能を目的とする設定項目を迅速に探し出し
て、設定することができるようにしている。
【０３８２】
図２０〜図２３は、設定モード時の処理を説明するための図である。この例の撮像装置
１００においては、自機が設定モードとされると、上述したように予め登録されている、
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各機能毎の設定可能な大項目の情報と、当該大項目毎の設定可能な詳細項目の情報とに基
づいて、設定モード時の初期画面を形成して表示する。
【０３８３】
この例において、図２０は、設定モード時の初期画面の一例を説明するための図である
。図２０において、表示用オブジェクトＯｂＸ１、ＯｂＸ２、ＯｂＸ３、ＯｂＸ４のそれ
ぞれが、各機能毎の設定可能な大項目の情報に対応するものである。また、図２０におい
て、表示用オブジェクトＯｂＹ１、ＯｂＹ２、ＯｂＹ３のそれぞれが、大項目毎の設定可
能な詳細項目の情報に対応するものである。
【０３８４】
ここでは、フォト機能に関する設定として、画質設定を行う場合について説明する。上
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述したように、フォト機能については、「映像設定」と「通信設定」との２つが可能なよ
うに設定されているとする。従って、表示用オブジェクトＯｂＸ４については、「映像設
定」と「通信設定」とが対応付けられている。
【０３８５】
そして、図２０に示した設定モードの初期画面において、表示用オブジェクトＯｂＸ４
の表示位置上のタッチパネル１０７に指等を接触させたとする。この場合、制御部１２０
は、図２１に示すように、フォト機能について登録されている大項目に基づいて、「映像
設定」用の表示用オブジェクトＯｂＹ２と、「通信設定」用の表示用オブジェクトＯｂＹ
３とだけを表示させるようにする。
【０３８６】
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従って、フォト機能について設定する詳細項目のない「音声設定」についての表示用オ
ブジェクトＯｂＹ１は表示されなくなる。このため、設定できないにもかかわらず、「音
声設定」についての表示用オブジェクトＯｂＹ１を選択してしまうなどといった不都合を
起こすことがないようにされる。
【０３８７】
そして、上述したように、ユーザーが行いたい設定は、画質調整であるので、ユーザー
は、図２１に示した状態にあるときに、「映像設定」用の表示用オブジェクトＯｂＹ２の
表示位置上のタッチパネル１０７に指等を接触させる。
【０３８８】
そして、図２２に示すように、表示用オブジェクトＯｂＸ４を選択している指等と、表

10

示用オブジェクトＯｎＹ２を選択している指等をドラッグ操作して、両表示用オブジェク
トを接合させる。
【０３８９】
この場合、制御部１２０は、「映像設定」に属する詳細項目であって、「フォト機能」
において設定可能な詳細項目として設定されている、上述した「画像サイズ設定」、「圧
縮率設定」、「ノイズリダクション」、「色合い」についてのオブジェクトを表示する。
【０３９０】
図２２において、オブジェクトＯｂＺ１は「画像サイズ設定」に対するものであり、オ
ブジェクトＯｂＺ２は「圧縮率設定」に対するものである。また、オブジェクトＯｂＺ３
が「ノイズリダクション」に対するものであり、オブジェクトＯｂＺ４が「色合い」に対
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するものである。
【０３９１】
なお、オブジェクトＯｂＺ１、オブジェクトＯｂＺ２、オブジェクトＯｂＺ３、オブジ
ェクトＯｂＺ４としては、それぞれに対応するイラスト画像などが表示するようにされる
。
【０３９２】
そして、表示画面に加える押圧力を変えることにより、詳細項目に対応するオブジェク
トの数を制御することも可能であり、設定可能な詳細項目が多い場合において、目的とす
る詳細設定項目を検索する場合において有効である。
【０３９３】
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この後、ユーザーは、タッチパネル１０７から指等は離すことにより、制御部１２０は
、図２３に示す検索結果のリスト表示を行う。そして、図２３に示した検索結果のリスト
表示において、オブジェクトＯｂＺ１、オブジェクトＯｂＺ２、オブジェクトＯｂＺ３、
オブジェクトＯｂＺ４のいずれかが選択される、制御部１２０は、その選択された詳細項
目の設定画面に遷移させるようにする。
【０３９４】
そして、当該詳細項目の設定画面を介して、ユーザーは目的とする詳細項目の設定を行
うことができるようにされる。
【０３９５】
このように、目的とする設定を行う場合においても、ユーザーは、どの機能に対するど
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のような設定なのかをタッチパネルを通じて選択するだけで、設定可能な詳細項目を確実
に特定し、正確かつ迅速に目的とする設定を行うことができる。
【０３９６】
このように、マルチメディア機器が増える中で、１つの機器に対して設定する設定項目
の数は増える一方だが、目的とする項目にユーザーが効率よくたどりつけるように、関連
する設定項目のみを提示するという手段を適用することができる。
【０３９７】
なお、図２０〜図２３を用いて説明した変形例の場合にも、その基本的な処理は、図１
５〜図１９に示したフローチャートの処理と同様に行われる。すなわち、設定モードにす
るように操作された場合に、設定モード時の初期画面（図２０）が表示され（ステップＳ
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１）、その後の処理は、図１５〜図１９に示した処理と同様に行われる。
【０３９８】
［この発明の方法、プログラム］
なお、上述の実施の形態の説明からも分かるように、撮像装置１００においては、記録
媒体１３５に記録された画像ファイルについてグループ分け処理を行うことにより画像グ
ループを形成し、制御部１２０に制御される表示画像形成部１１１等が、各画像グループ
に割り当てる表示用オブジェクトを形成して割り当て、この各画像グループに割り当てた
表示用オブジェクトを、制御部１２０や表示画像形成部１１１が共同して表示部１０５の
表示画面に表示する処理を行っている。
【０３９９】
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このように、複数の選択可能な項目のそれぞれを、各項目が有する情報に基づいて１以
上のグループに属するように、グループ分け手段がグループ分けを実行するグループ分け
工程と、前記グループ分け工程において複数の前記選択可能な項目がグループ分けされて
形成されたグループのそれぞれに対して、割当手段が、属する項目に応じた表示用オブジ
ェクトを形成して割り当てる割当工程と、前記割当工程において、前記グループに対して
割り当てられた表示用オブジェクトを、表示処理手段が、表示素子の表示画面に表示する
ようにする表示処理工程とを有する方法が、この発明による表示処理方法である。
【０４００】
そして、図１において、２重線で示した伸張処理部１１０、表示画像形成部１１１等の
機能は、制御部１２０が実現することが可能である。このため、表示処理装置に搭載され
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たコンピュータに、複数の選択可能な項目のそれぞれを、各項目が有する情報に基づいて
１以上のグループに属するようにグループ分けを実行するグループ分けステップと、前記
グループ分けステップにおいて複数の前記選択可能な項目がグループ分けされて形成され
たグループのそれぞれに対して、属する項目に応じた表示用オブジェクトを形成して割り
当てる割当ステップと、前記割当ステップにおいて、前記グループに対して割り当てられ
た表示用オブジェクトを、表示素子の表示画面に表示するようにする表示処理ステップと
を実行させるコンピュータ読み取り可能なプログラムが、制御部１２０において実行され
るこの発明による表示処理プログラムである。
【０４０１】
また、図１５〜図１９のフローチャートを用いて説明した方法が、さらに詳細なこの発
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明の表示処理方法であり、図１５〜図１９のフローチャートにしたがって作成されるプロ
グラムが、さらに詳細なこの発明の表示処理プログラムである。
【０４０２】
［その他］
上述した実施の形態においては、制御部１２０が、グループ分け手段としての機能を実
現し、主に表示画像形成部１１１が、割当手段としての機能を実現し、主に、制御部１２
０と表示画像形成部１１１が、表示処理手段としての機能を実現している。
【０４０３】
また、表示部１０６とタッチパネル１０７とが選択入力受付手段、選択手段としての機
能を実現し、主に、制御部１２０と表示画像形成部１１１が、項目表示処理手段、一覧表
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示処理手段、第１、第２の表示制御手段としての機能を実現している。
【０４０４】
また、主に、制御部１２０と表示画像形成部１１１が、オブジェクト表示制御手段、画
像情報表示制御手段としての機能を実現している。
【０４０５】
なお、上述した実施の形態においては、タッチパネル１０７を通じてユーザーからの指
示入力を受け付けるようにしたが、これに限るものではない。例えば、いわゆるマウスな
どのポインティングデバイスを用いて指示入力を行うようにしたり、キーボードに設けら
れた矢印キーなどを用いてカーソルを移動させるなどして指示入力を受け付けるようにし
たりすることももちろん可能である。
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【０４０６】
また、上述した実施の形態においては、撮像装置において、主に動画像ファイルを扱う
場合を例にして説明したが、これに限るものではない。扱うデータは、動画像ファイルだ
けでなく、静止画像ファイルであってもよいし、サムネイル画像やイラスト画像を有する
ようにされた音楽コンテンツなどの音声ファイルやテキストファイル、あるいは、ゲーム
プログラムなどであってもよい。
【０４０７】
また、上述の実施の形態においては、この発明を撮像装置に適用した場合を例にして説
明したが、これに限るものではない。この発明は、種々のコンテンツを扱う電子機器や、
複数の機能を備え、多種多様な設定を行うことが要求される電子機器に適用することがで
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きる。
【０４０８】
具体的には、携帯電話端末、ゲーム機、パーソナルコンピュータ、種々の記録媒体を用
いる再生装置や記録再生装置、携帯型音楽再生装置などに用いて好適である。
【符号の説明】
【０４０９】
１００…撮像装置、１０１…レンズ部、１０２…撮像素子、１０３…前処理部、１０４
…画像処理部、１０５…表示処理部、１０６…表示部、１０７…タッチパネル、１０９…
圧縮処理部、１１０…伸張処理部、１１１…表示画像形成部、１２０…制御部、１３１…
操作部、１３２…外部Ｉ／Ｆ、１３３…入出力端子、１３４…書き込み／読み出し部、１
３５…記録媒体、１３７…モーションセンサ、１３８…ＧＰＳ受信部、１３９…ＧＰＳ受
信アンテナ、１４０…時計回路

【図１】

【図２】
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