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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体に記憶されている動画像データから、動画像データの内容を表す画像を抽出し
て、当該抽出した画像を第１の方向に時系列順に並べて表示部に表示させる表示制御部と
、
　上記表示部に対する複数の操作入力を検出する検出部と
　を具え、
　上記表示制御部は、
　動画像データの時間長に基づいて当該動画像データから抽出する画像の枚数を設定し、
設定した枚数の画像を当該動画像データから抽出して上記表示部に表示させ、
　さらに、上記表示制御部は、
　上記表示部に表示させた画像に対する、複数の操作入力の間隔を上記第１の方向と平行
な方向に拡げる動作が行われたことを上記検出部が検出すると、当該間隔の変化量に基づ
いて上記動画像データから抽出する画像の枚数を増やすことで、上記動画像データの内容
を表す画像の表示枚数を増やす
　表示制御装置。
【請求項２】
　上記表示制御部は、
　上記表示部に表示させた画像に対する、複数の操作入力の間隔を上記第１の方向と平行
な方向に狭める動作が行われたことを上記検出部が検出すると、当該間隔の変化量に基づ
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いて上記動画像データから抽出する画像の枚数を減らすことで、上記動画像データの内容
を表す画像の表示枚数を減らす
　請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　上記表示制御部は、
　上記記憶媒体に記憶されている複数の上記動画像データの各々から、各動画像データの
時間長に基づいて設定された枚数の上記画像を抽出して、当該抽出した画像を、動画像デ
ータごとにまとめて上記第１の方向に時系列順に並べて表示させる
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　上記表示制御部は、
　上記表示部に並べて表示されている画像のうち、異なる動画像データから抽出された２
枚の画像の各々に対する操作入力による当該２枚の画像を重ねる動作が行われたことを上
記検出部が検出すると、上記異なる動画像データを結合する
　請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　上記表示制御部は、
　上記表示部に並べて表示されている画像のうち、２枚の画像の各々に対する上記第１の
方向と直行する第２の方向への操作入力を上記検出部が検出すると、当該２枚の画像に対
応する部分と、当該２枚の画像の間に表示されている画像に対応する部分とを、動画像デ
ータから削除する
　請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　上記表示制御部は、
　異なる動画像データから抽出された２枚の画像を重ねる動作を上記検出部が検出すると
、当該２枚の画像の間に表示されている画像に対応する部分を、上記異なる動画像データ
から削除してから当該異なる動画像データを結合する
　請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　表示制御部が、記憶媒体に記憶されている動画像データの時間長に基づいて当該動画像
データから抽出する当該動画像データの内容を表す画像の枚数を設定し、設定した枚数の
画像を当該動画像データから抽出し、当該抽出した画像を第１の方向に時系列順に並べて
表示部に表示させ、
　検出部が、上記表示部に対する複数の操作入力を検出し、
　上記表示部に表示させた画像に対する、複数の操作入力の間隔を上記第１の方向と平行
な方向に拡げる動作が行われたことを上記検出部が検出すると、上記表示制御部が、当該
間隔の変化量に基づいて上記動画像データから抽出する画像の枚数を増やすことで、上記
動画像データの内容を表す画像の表示枚数を増やす
　表示制御方法。
【請求項８】
　表示制御装置に、
　表示制御装置の表示制御部が、記憶媒体に記憶されている動画像データの時間長に基づ
いて当該動画像データから抽出する当該動画像データの内容を表す画像の枚数を設定し、
設定した枚数の画像を当該動画像データから抽出し、当該抽出した画像を第１の方向に時
系列順に並べて表示部に表示させる表示ステップと、
　表示制御装置の検出部が、上記表示部に対する複数の操作入力を検出する検出ステップ
と、
　上記検出ステップで、上記表示部に表示させた画像に対する、複数の操作入力の間隔を
上記第１の方向と平行な方向に拡げる動作が行われたことを上記検出部が検出すると、上
記表示制御部が、当該間隔の変化量に基づいて上記動画像データから抽出する画像の枚数
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を増やすことで、上記動画像データの内容を表す画像の表示枚数を増やす表示枚数増加ス
テップと
　を実行させるための表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、表示制御方法及び表示制御プログラムに関し、例えば、動画
像をサムネイル表示する場合に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、記憶媒体の大容量化にともなって、記憶媒体に、数多くのコンテンツ（例えば動
画像データ）を記憶できるようになった。一方で、記憶できる動画像データの数が増えれ
ば増えるほど、記憶された動画像データから所望の動画像データを見付け出すことが困難
となる。
【０００３】
　そこで、動画像データの先頭フレームのサムネイル画像を、動画像データごとに表示す
ることにより、各動画像データを再生することなく内容を確認させて、所望の動画像デー
タを見付け出し易くした表示装置が提案されている。例えば特許文献１参照。
【０００４】
　また、任意のサムネイル画像が選択された状態で所定のボタンが押下されると、このサ
ムネイル画像に対応する動画像データから、所定時間間隔ごとのフレームのサムネイル画
像を抽出して、これらを並べて表示する表示装置も提案されている。例えば特許文献２参
照。
【０００５】
　このように、この表示装置では、動画像データごとに、その内容を表す複数のサムネイ
ル画像を表示することで、先頭フレームのサムネイル画像のみを表示する場合と比して、
より詳細に動画像データの中身を確認させ得るようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１０４３７３公報（第８図）
【特許文献２】特開２００８－２６３４５７公報（第１４図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述した、動画像データごとに複数のサムネイル画像を表示する表示装置で
は、画面上に表示されるメニューを介して、抽出する時間間隔を変更することなどにより
、表示するサムネイル画像の数を変えることができるようになっている。
【０００８】
　ここで、より直感的な操作で、表示するサムネイル画像の数を任意に変えることができ
れば、ユーザに対して、一段と容易にサムネイル画像の数を変えながら動画像データを確
認させることができるようになるものと考えられる。
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来と比して一段と容易に動画像データ
を確認させ得る表示制御装置、表示制御方法及び表示制御プログラムを提案しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するため本発明においては、記憶媒体に記憶されている動画像データ
から、動画像データの内容を表す画像を抽出して、当該抽出した画像を第１の方向に時系
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列順に並べて表示部に表示させる表示制御部と、表示部に対する複数の操作入力を検出す
る検出部とを設け、表示制御部が、動画像データの時間長に基づいて当該動画像データか
ら抽出する画像の枚数を設定し、設定した枚数の画像を当該動画像データから抽出して上
記表示部に表示させ、さらに、表示制御部が、表示部に表示させた画像に対する、複数の
操作入力の間隔を第１の方向と平行な方向に拡げる動作が行われたことを検出部が検出す
ると、当該間隔の変化量に基づいて動画像データから抽出する画像の枚数を増やすことで
、動画像データの内容を表す画像の表示枚数を増やすようにした。
【００１１】
　このように、本発明は、複数の操作入力の間隔が拡がる動作（例えばタッチしている２
本の指の間隔を広げるピンチアウト）に応じて、動画像データの内容を表す画像の表示枚
数を増やすようにした。こうすることで、より直感的な操作で、動画像データの内容を表
す画像の表示枚数を変えながら動画像データの内容をユーザに確認させることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数の操作入力の間隔が拡がる動作（例えばタッチしている２本の指
の間隔を拡げるピンチアウト）に応じて、動画像データの内容を表す画像の表示枚数を増
やすようにした。こうすることで、より直感的な操作で、動画像データの内容を表す画像
の表示枚数を変えながら動画像データの内容をユーザに確認させることができる。かくし
て従来と比して一段と容易に動画像データを確認させ得る表示制御装置、表示制御方法及
び表示制御プログラムを実現できる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施の形態の概要を示す機能ブロック図である。
【図２】ＤＶＣ（デジタルビデオカメラ）のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】動画像一覧画面の構成を示す略線図である。
【図４】各シーンから抽出されたサムネイル画像を示す略線図である。
【図５】各シーンから抽出されたサムネイル画像（お気に入り画有り）を示す略線図であ
る。
【図６】動画像再生ウインドウの構成を示す略線図である。
【図７】ピンチアウトによるサムネイル表示枚数の増加の説明に供する略線図である。
【図８】ピンチインによるサムネイル表示枚数の減少の説明に供する略線図である。
【図９】サムネイル表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】抽出数設定処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】サムネイル抽出ポイントとなる等分位置の例を示す略線図である。
【図１２】サムネイル抽出ポイント近傍のお気に入りポイントを検索するときの検索範囲
（１）を示す略線図である。
【図１３】サムネイル抽出ポイント近傍のお気に入りポイントを検索するときの検索範囲
（２）を示す略線図である。
【図１４】サムネイル画像の抽出例を示す略線図である。
【図１５】お気に入りポイントが設定されている場合のサムネイル画像の抽出例を示す略
線図である。
【図１６】サムネイル表示枚数変更処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】サムネイル表示枚数の変更の説明に供する略線図である。
【図１８】サムネイル画像のドラッグの説明に供する略線図である。
【図１９】第２の実施の形態におけるシーンの結合の説明に供する略線図である。
【図２０】第２の実施の形態におけるシーン結合処理手順を示すフローチャートである。
【図２１】第３の実施の形態におけるシーンの結合の説明に供する略線図である。
【図２２】第３の実施の形態におけるシーン結合処理手順を示すフローチャートである。
【図２３】第４の実施の形態におけるシーンの結合（１）の説明に供する略線図である。
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【図２４】第４の実施の形態におけるシーンの結合（２）の説明に供する略線図である。
【図２５】第４の実施の形態におけるシーン結合処理手順を示すフローチャートである。
【図２６】第５の実施の形態におけるシーンの部分的削除の説明に供する略線図である。
【図２７】第５の実施の形態における部分的削除処理手順を示すフローチャートである。
【図２８】第６の実施の形態におけるシーン詳細ウインドウの構成を示す略線図である。
【図２９】第６の実施の形態におけるサムネイル表示枚数の変更の説明に供する略線図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下実施の形態とする）について説明する。
尚、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態
　２．第２の実施の形態
　３．第３の実施の形態
　４．第４の実施の形態
　５．第５の実施の形態
　６．第６の実施の形態
　７．他の実施の形態
【００１５】
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．第１の実施の形態の概要］
　まず、第１の実施の形態の概要を説明する。因みに、この概要を説明した後、本実施の
形態の具体例の説明に移る。
【００１６】
　図１において１は、表示装置を示す。この表示装置１は、動画像データを記憶媒体２に
記憶させる記憶制御部３を有している。またこの表示装置１は、記憶媒体２に記憶されて
いる動画像データの内容を表す画像を表示画面に表示する表示部４を有している。
【００１７】
　さらにこの表示装置１は、表示画面に対する複数の操作入力を検出する検出部５を有し
ている。さらにこの表示装置１は、表示画面に表示された画像に対する複数の操作入力の
間隔を拡げる動作を検出部５が検出したときに、画像データの内容を表す画像の表示枚数
を増やして表示部４に表示させる制御部６を有している。
【００１８】
　尚、複数の操作入力の間隔を拡げる動作とは、例えば、表示画面をタッチしている２本
の指の間隔を広げるピンチアウトのことである。
【００１９】
　このような構成により、表示装置１は、より直感的な操作で、動画像データの内容を表
す画像の表示枚数を変えながら動画像データの内容をユーザに確認させることができる。
【００２０】
　このような構成でなる表示装置１の具体例について、以下、詳しく説明する。
【００２１】
［１－２．デジタルビデオカメラのハードウェア構成］
　まず図２を用いて、上述した表示装置１の具体例であるデジタルビデオカメラ（以下、
これをＤＶＣとも呼ぶ）のハードウェア構成について説明する。ＤＶＣ１００は、ＣＰＵ
１０１が、ＲＯＭ１０２に書き込まれたプログラムをＲＡＭ１０３に読み出して実行する
ことで各種処理を実行すると共に、タッチパネル１０４や操作部１０５からの入力信号に
応じて各部を制御する。
【００２２】
　因みに、ＣＰＵは、Central　Processing　Unitの略、ＲＯＭは、Read　Only　Memory
の略、ＲＡＭは、Random　Access　Memoryの略である。
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【００２３】
　タッチパネル１０４は、液晶ディスプレイ１０６と共にタッチスクリーン１０７を構成
するデバイスであり、タッチパネル１０４上の任意の位置が指でタッチされると、タッチ
された位置（すなわちタッチ位置）の座標を検出する。そしてタッチパネル１０４は、こ
のタッチ位置の座標を示す入力信号をＣＰＵ１０１に送る。
【００２４】
　尚、タッチパネル１０４は、ドラッグされているときなど、タッチされ続けている間、
一定時間ごとに、タッチ位置の座標を示す入力信号をＣＰＵ１０１に送るようになってい
る。
【００２５】
　ＣＰＵ１０１は、タッチパネル１０４から送られてくる入力信号からタッチ位置の座標
を取得すると、この座標を液晶ディスプレイ１０６の画面座標に変換することで、液晶デ
ィスプレイ１０６の画面上のどの位置がタッチされたのかを認識する。つまり画面上のタ
ッチ位置を認識する。
【００２６】
　またＣＰＵ１０１は、一定時間ごとに送られてくる入力信号より取得したタッチ位置の
座標を、順次液晶ディスプレイ１０６の画面座標に変換していくことで、タッチ位置がど
のように動いたのか（すなわちタッチ位置の軌跡）を認識する。
【００２７】
　そしてＣＰＵ１０１は、このようにして認識したタッチ位置とその軌跡とに基づいて、
画面上のどの位置に対して、どのようなタッチ操作が行われたのかを判別する。
【００２８】
　一方、操作部１０５は、撮影ボタン、再生ボタン、マークボタン及び電源ボタンなどか
らなるデバイスであり、これらの操作に応じた入力信号をＣＰＵ１０１に送る。
【００２９】
　ＣＰＵ１０１は、操作部１０５から送られてくる入力信号に基づいて、撮影ボタン、再
生ボタン、マークボタン及び電源ボタンのどれが操作されたかを判別する。
【００３０】
　実際、ＣＰＵ１０１は、操作部１０５の電源ボタンが押下されて電源オンすると、又は
タッチパネル１０４に対するタッチ操作により動作モードを撮影モードに切り替えるよう
指示されると、撮影モードで動作する。
【００３１】
　すると撮像部１０８は、ＣＰＵ１０１の制御のもと、図示しないレンズを介して取り込
んだ被写体からの光を撮像素子で電気信号に変換（すなわち光電変換）することで、アナ
ログの画像信号を得る。そして撮像部１０８は、この画像信号をデジタルの画像信号に変
換した後、ＣＰＵ１０１に送る。
【００３２】
　ＣＰＵ１０１は、撮像部１０８から送られてくる画像データを表示処理部１０９に送る
。表示処理部１０９は、この画像信号を液晶ディスプレイ１０６に送る。この結果、液晶
ディスプレイ１０６には、被写体の画像がそのままモニタリング画像として表示される。
こうすることで、ＤＶＣ１００は、撮影者に被写体を確認させることができる。
【００３３】
　また、このとき表示処理部１０９は、ＣＰＵ１０１の制御のもと、メニューやアイコン
などのグラフィックス信号を生成して、これを画像信号に重畳する。この結果、液晶ディ
スプレイ１０６には、モニタリング画像と共に、メニューやアイコンなどが表示される。
【００３４】
　ここで、操作部１０５の撮影ボタンが押下されたとする。すると、ＣＰＵ１０１は、動
画像の記録を開始する。
【００３５】
　すなわちＣＰＵ１０１は、撮像部１０８から送られてくる画像信号を所定の動画像フォ
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ーマットで圧縮することで、動画像データを生成していく。またＣＰＵ１０１は、マイク
ロホン１１０からアナログデジタル変換器１１１を介して入力される音声信号を所定の音
声フォーマットで圧縮することで、音声データを生成していく。
【００３６】
　そしてＣＰＵ１０１は、動画像データと、音声データとを多重化することで動画像音声
データを生成していき、この動画像音声データを、ＲＡＭ１０３に書き戻してから、記憶
媒体１１２に記憶させていく。因みに、この記憶媒体１１２は、ＤＶＣ１００に予め内蔵
されたものであってもよいし、メモリカードのようにＤＶＣ１００に着脱可能なものであ
ってもよい。
【００３７】
　その後、再び撮影ボタンが押下されると、ＣＰＵ１０１は、動画像の記録を終了する。
【００３８】
　すなわちＣＰＵ１０１は、このときＲＡＭ１０３に残存する動画像音声データを記憶媒
体１１２に記憶させる。この結果、撮影開始から終了までの一連の動画像音声データが記
憶媒体１１２に記憶されたことになる。
【００３９】
　そしてＣＰＵ１０１は、この動画像音声データにヘッダ情報を付与することで動画像フ
ァイルとして記憶媒体１１２に記憶させる。このヘッダ情報には、ファイル名、ファイル
の作成日時、ファイルのサイズなどが含まれる。このようにしてＤＶＣ１００は、動画像
を記録するようになっている。
【００４０】
　尚、撮影開始から終了までの一連の動画像をシーンとも呼ぶ。つまり、記憶媒体１１２
には、１シーンにつき１つの動画像ファイルが記憶される。
【００４１】
　さらにＣＰＵ１０１は、記憶媒体１１２に記憶させた全動画像ファイルを、記憶媒体１
１２に記憶されている１つの動画像管理ファイルで管理するようになっている。
【００４２】
　この動画像管理ファイルには、記憶媒体１１２に記憶されている動画像ファイルごとに
、ファイル名、撮影開始日時、シーンの長さ、シーンの先頭フレームのサムネイル画像（
これを先頭画とも呼ぶ）が管理情報として登録されている。尚、シーンの長さとは、シー
ンの先頭から末尾までの時間である。
【００４３】
　すなわちＣＰＵ１０１は、動画像ファイルを記憶媒体１１２に記憶させるごとに（すな
わち動画像を記録するごとに）、記憶させた動画像ファイルの管理情報を生成して、動画
像管理ファイルに追加登録するようになっている。
【００４４】
　尚、この動画像管理ファイルに登録されている各動画像ファイルの管理情報と、記憶媒
体１１２に記憶されている各動画像ファイルとは、例えば、ファイル名により関連付けら
れる。また管理情報として登録される先頭画は、ＣＰＵ１０１により、シーンの先頭フレ
ームをリサイズするなどして生成されたものである。
【００４５】
　さらにＣＰＵ１０１は、撮影モード時、操作部１０５のマークボタンの押下に応じて、
記録中の動画像の任意の時点を、お気に入りポイントとして設定できるようにもなってい
る。
【００４６】
　ＣＰＵ１０１は、このようにして設定したお気に入りポイントも、動画像ファイルの管
理情報として、動画像管理ファイルに登録するようになっている。
【００４７】
　つまり、お気に入りポイントが設定された動画像ファイルについては、ファイル名、撮
影開始日時、シーンの長さ、先頭画にくわえて、お気に入りポイントが管理情報として登
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録されることになる。尚、お気に入りポイントは、例えば、シーンの先頭からの経過時間
で示されるようになっている。
【００４８】
　また一方で、操作部１０５の再生ボタンが押下されると、又はタッチパネル１０４に対
するタッチ操作により動作モードを再生モードに切り替えるよう指示されると、ＣＰＵ１
０１は、再生モードで動作する。
【００４９】
　するとＣＰＵ１０１は、記憶媒体１１２から動画像管理ファイルをＲＡＭ１０３に読み
出す。
【００５０】
　そしてＣＰＵ１０１は、この動画像管理ファイルに登録されている各動画像ファイルの
管理情報をもとに、表示処理部１０９と協働して、動画像ファイルの一覧画面（これを動
画像一覧画面とも呼ぶ）となる画面表示信号を生成する。
【００５１】
　この画面表示信号は、表示処理部１０９から液晶ディスプレイ１０６に送られ、この結
果、液晶ディスプレイ１０６には、図３に示すような動画像一覧画面Ｍｓが表示される。
【００５２】
　この動画像一覧画面Ｍｓには、各動画像ファイルの中身（すなわちシーンの内容）をユ
ーザが視認できるように、各シーンから抽出されたサムネイル画像Ｔｐが時系列順に並べ
て表示されるようになっている。因みに、各シーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出すると
いうことは、実際、ＣＰＵ１０１が、各シーンからフレームを抽出して、このフレームを
リサイズするなどしてサムネイル画像Ｔｐを得ることを意味する。
【００５３】
　この動画像一覧画面Ｍｓは、図３に示すように、各シーンから抽出されたサムネイル画
像Ｔｐが時系列順に並べて表示されるサムネイル表示領域ＡＲｐと、撮影期間などのシー
ン情報が表示されるシーン情報表示領域ＡＲｓとで構成される。
【００５４】
　サムネイル表示領域ＡＲｐは、動画像一覧画面Ｍｓのほぼ全体を占める長方形状の領域
であり、シーン情報表示領域ＡＲｓは、動画像一覧画面Ｍｓの上端に位置する帯状の領域
である。
【００５５】
　さらにサムネイル表示領域ＡＲｐは、横長の４つの行領域ＡＲｐ１～ＡＲｐ４により縦
方向に４分割されている。
【００５６】
　４つの行領域ＡＲｐ１～ＡＲｐ４のそれぞれには、各シーンから抽出されたサムネイル
画像Ｔｐが、時系列順（撮影日時の早い順）に左端から右端へと並べて表示される。ここ
で、一行目（すなわち一番上）の行領域ＡＲｐ１の右端と２行目の行領域ＡＲｐ２の左端
は、時間的に繋がっている。また２行目の行領域ＡＲｐ２の右端と３行目の行領域ＡＲｐ
３の左端、及び３行目の行領域ＡＲｐ３の右端と４行目（すなわち一番下）の行領域ＡＲ
ｐ４の左端も、時間的に繋がっている。
【００５７】
　したがって、サムネイル表示領域ＡＲｐには、各シーンから抽出されたサムネイル画像
Ｔｐが、時系列順（撮影日時の早い順）に、一番上の行領域ＡＲｐ１の左端から一番下の
行領域ＡＲｐ４の右端へと並べて表示される。
【００５８】
　尚、記憶媒体１１２に記憶されている動画像ファイルの数によっては、このサムネイル
表示領域ＡＲｐに、各シーンから抽出されたサムネイル画像Ｔｐの全てを一度に表示しき
れない場合がある。
【００５９】
　この場合、サムネイル表示領域ＡＲｐの例えば右端に縦スクロール用のスクロールバー
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（図示せず）が表示される。そして動画像一覧画面Ｍｓでは、スクロールバーに対するタ
ッチ操作に応じて、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示されているサムネイル画像Ｔｐが例
えば１行ずつ縦方向にスクロールするようになっている。
【００６０】
　これにより、各シーンから抽出されたサムネイル画像Ｔｐの全てを一度に表示しきれな
い場合でも、全てのサムネイル画像Ｔｐを順次ユーザに確認させることができる。
【００６１】
　また、各行領域ＡＲｐ１～ＡＲｐ４に並べて表示されるサムネイル画像Ｔｐの表示間隔
は、同一シーン内より、シーンとシーンとの境目で広くなるように設定されている。これ
により、各行領域ＡＲｐ１～ＡＲｐ４にサムネイル画像Ｔｐを並べて表示したときに、シ
ーンとシーンの境目をユーザに容易に認識させることができる。
【００６２】
　さらに、サムネイル表示領域ＡＲｐにサムネイル画像Ｔｐを表示するにあたり、各シー
ンからは、シーンの長さに応じたｎ枚（ｎは１以上の整数）のサムネイル画像Ｔｐが抽出
されるようになっている。尚、ＣＰＵ１０１は、図４に示すように、各シーンから、少な
くともシーンの先頭画Ｔｐ（ｓ）の１枚については、必ず抽出するようになっている。
【００６３】
　これにより、各シーンの内容（すなわち各動画像ファイルの中身）をユーザに容易に認
識させることができると共に、各シーンのサムネイル画像Ｔｐの表示枚数からシーンの長
さを認識させることができる。
【００６４】
　さらに、各シーンから抽出される先頭画Ｔｐ（ｓ）については、左上隅に切り欠きＣｈ
が形成されるようになっている。これにより、シーンとシーンの境目が例えば行領域ＡＲ
ｐ１の右端に位置するような場合でも、シーンの境目をユーザに容易に認識させることが
できる。
【００６５】
　さらに、先頭画Ｔｐ（ｓ）の上方近傍には、この先頭画Ｔｐ（ｓ）から始まるシーンの
撮影開始時刻Ｐｔが表示されるようになっている。これにより、各シーン（すなわち各動
画像ファイル）が何時撮影されたシーンであるのかをユーザに容易に認識させることがで
きる。
【００６６】
　さらに、図５に示すように、お気に入りポイントが設定されているシーンからは、お気
に入りポイントに対応するフレームのサムネイル画像（これをお気に入り画とも呼ぶ）Ｔ
ｐ（ｍ）が優先的に抽出されるようになっている。尚、このようにお気に入り画Ｔｐ（ｍ
）が優先的に抽出される場合であっても、必ず先頭画Ｔｐ（ｓ）が抽出されることと、シ
ーンの長さに応じた枚数のサムネイル画像Ｔｐが抽出されることに変りはない。
【００６７】
　すなわちＣＰＵ１０１は、シーンからｎ枚のサムネイル画像Ｔｐを抽出するにあたり、
先頭画Ｔｐ（ｓ）に次いで、お気に入り画Ｔｐ（ｍ）を優先的に抽出するようになってい
る。
【００６８】
　これにより、お気に入りポイントが設定されているシーンについては、このお気に入り
ポイントの部分をユーザに認識させることができる。
【００６９】
　さらに、お気に入り画Ｔｐ（ｍ）には、左上隅に三角形のマークＭｋが表示されるよう
になっている。これにより、どのシーンにお気に入りポイントが設定されていて、どのサ
ムネイル画像Ｔｐがお気に入り画Ｔｐ（ｍ）であるのかをユーザに容易に認識させること
ができる。
【００７０】
　このようにして動画像一覧画面Ｍｓにサムネイル画像Ｔｐが表示されている状態で、サ
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ムネイル画像Ｔｐに対して画面右方向へのフリックが行われたとする。尚、フリックとは
、タッチパネル１０４を指（ペンなどでも可）で軽く払う操作のことである。
【００７１】
　するとＣＰＵ１０１は、表示処理部１０９と協働して、動画像ファイルの再生ウインド
ウ（これを動画像再生ウインドウとも呼ぶ）となるウインドウ表示信号を生成する。
【００７２】
　表示処理部１０９は、このウインドウ表示信号を、動画像一覧画面Ｍｓの画面表示信号
に重畳する。この結果、液晶ディスプレイ１０６には、図６に示すように、動画像一覧画
面Ｍｓ上に重なるようにして動画像再生ウインドウＭｐが表示される。
【００７３】
　動画像再生ウインドウＭｐは、再生された動画像が表示される動画像表示領域ＡＲｍと
、再生に関する各種ボタンなどが表示されるボタン表示領域ＡＲｂとでなる。
【００７４】
　動画像表示領域ＡＲｍは、動画像再生ウインドウＭｐのほぼ全体を占める長方形状の領
域であり、ボタン表示領域ＡＲｂは、動画像再生ウインドウＭｐの下端に位置する帯状の
領域である。
【００７５】
　ボタン表示領域ＡＲｂには、巻き戻しボタンＢ１、早送りボタンＢ２、一時停止／再生
ボタンＢ３、停止ボタンＢ４が表示される。またこのボタン表示領域ＡＲｂには、現在の
再生位置を示すと共に再生位置を任意に変えることのできるスライドバーＰｓと、現在の
再生位置を示す経過時間Ｔ１及び動画像の時間長を示す再生時間Ｔ２とが表示される。
【００７６】
　さらにこの動画像再生ウインドウＭｐの右上隅には、この動画像ウインドウＭｐを閉じ
る為の閉じるボタンＢ５が表示される。
【００７７】
　ＣＰＵ１０１は、このような動画像再生ウインドウＭｐを表示させると共に、フリック
されたサムネイル画像Ｔｐに対応する動画像ファイルを、記憶媒体１１４からＲＡＭ１０
３に読み出す。
【００７８】
　さらにＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３に読み出した動画像ファイルから動画像音声デー
タを抽出して、動画像データと音声データとに分離する。
【００７９】
　そしてＣＰＵ１０１は、動画像データを圧縮されたときと同一の動画像フォーマットで
伸張することで元の画像信号を得、これをＲＡＭ１０３に書き戻していく。
【００８０】
　またＣＰＵ１０１は、音声データを圧縮されたときと同一の音声フォーマットで伸張す
ることで元の音声信号を得、これをＲＡＭ１０３に書き戻していく。
【００８１】
　そしてＣＰＵ１０１は、画像信号をＲＡＭ１０３から読み出して表示処理部１０９に送
ると共に、音声信号をＲＡＭ１０３から読み出してデジタルアナログ変換器１１３に送る
。
【００８２】
　表示処理部１０９は、この画像信号を、動画像再生ウインドウＭｐのウインドウ信号に
重畳する。この結果、液晶ディスプレイ１０６に表示されている動画像再生ウインドウＭ
ｐの動画像表示領域ＡＲｍ内に動画像が表示される。
【００８３】
　またこのときデジタルアナログ変換器１１３を介してスピーカ１１４に音声信号が送ら
れる。この結果、このスピーカ１１４から音声が出力される。
【００８４】
　このようにしてＤＶＣ１００は、フリックされたサムネイル画像Ｔｐに対応する動画像
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ファイルを再生して、動画像及び音声を出力する。
【００８５】
　また、このように動画像ファイルを再生するとき、ＣＰＵ１０１は、フリックの始点に
位置するサムネイル画像Ｔｐに対応するフレームから再生を開始するようになっている。
【００８６】
　すなわちＣＰＵ１０１は、例えば先頭画Ｔｐ（ｓ）上の任意の位置を始点とするフリッ
クが行われた場合には、シーンの先頭から再生を開始する。一方で、先頭画Ｔｐ（ｓ）以
外のサムネイル画像Ｔｐ上の任意の位置を始点とするフリックが行われた場合には、その
サムネイル画像Ｔｐに対応するフレームから再生を開始する。
【００８７】
　これにより、動画像ファイルを再生するときに、シーン内の、ユーザが所望する位置か
ら再生を開始することができる。
【００８８】
　またＣＰＵ１０１は、動画像再生ウインドウＭｐのボタン表示領域ＡＲｂに表示されて
いる各種ボタンＢ１～Ｂ４、及びスライドバーＰｓに対するタッチ操作に応じて、動画像
ファイルに対する再生制御を行う。
【００８９】
　さらにＣＰＵ１０１は、動画像再生ウインドウＭｐの閉じるボタンＢ５に対するタッチ
操作に応じて、動画像ファイルの再生を停止すると共に、動画像再生ウインドウＭｐを閉
じる。
【００９０】
　このように、動画像一覧画面Ｍｓでは、ユーザに、各シーンの内容（各動画像ファイル
の中身）と各シーンの長さを認識させることができ、さらに所望のシーン（動画像ファイ
ル）を所望の位置から視聴させることができるようになっている。
【００９１】
　さらに、この動画像一覧画面Ｍｓでは、サムネイル画像Ｔｐに対するピンチアウト又は
ピンチインに応じて、各シーンのサムネイル画像Ｔｐの表示枚数（これをサムネイル表示
枚数とも呼ぶ）を変更できるようになっている。
【００９２】
　尚、ピンチアウトとは、２本の指で２箇所をタッチしている状態で、これら２本の指の
間隔を拡げるタッチ操作のことである。またピンチインとは、これら２本の指の間隔を狭
めるタッチ操作のことである。
【００９３】
　具体的に、ＣＰＵ１０１は、ピンチアウト又はピンチインの操作量（すなわち２箇所の
タッチ位置の間隔の変化量）に応じて、各シーンから抽出するサムネイル画像Ｔｐの枚数
を変更するようになっている。
【００９４】
　尚、動画像一覧画面Ｍｓには、サムネイル画像Ｔｐが横方向に並べて表示されるので、
ここでは、横方向の操作量、つまりタッチ位置の間隔の横方向の変化量を利用する。また
、各シーンから抽出するサムネイル画像Ｔｐの枚数をサムネイル抽出数とも呼び、ｎで表
す（ｎは１以上の整数）。さらに、ＣＰＵ１０１は、タッチされたシーンだけでなく、全
てのシーンについて同様にサムネイル抽出数ｎを変更するようになっている。
【００９５】
　実際、図７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ピンチアウトの横方向の操作量が、サムネ
イル画像Ｔｐの横幅１個分に達すると、ＣＰＵ１０１は、各シーンのサムネイル抽出数ｎ
を現在のサムネイル抽出数ｎ＋１に変更する。
【００９６】
　そしてＣＰＵ１０１は、変更したサムネイル抽出数ｎに基づき、各シーンからサムネイ
ル画像Ｔｐを再抽出して、サムネイル表示領域ＡＲｐに再表示させる。この結果、各シー
ンのサムネイル表示枚数がピンチアウト前より１枚増加する。
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【００９７】
　その後、ピンチアウトの横方向の操作量が、図７（Ｃ）に示すように、サムネイル画像
Ｔｐの横幅２個分に達すると、ＣＰＵ１０１は、各シーンのサムネイル抽出数ｎを現在の
サムネイル抽出数ｎ＋１に変更する。この結果、サムネイル抽出数ｎは、ピンチアウト前
よりも２枚増加したことになる。
【００９８】
　そしてＣＰＵ１０１は、変更したサムネイル抽出数ｎに基づき、各シーンからサムネイ
ル画像Ｔｐを再抽出して、サムネイル表示領域ＡＲｐに再表示させる。この結果、各シー
ンのサムネイル表示枚数がさらに１枚増加する。すなわち、サムネイル表示枚数は、ピン
チアウト前より２枚増加したことになる。
【００９９】
　同様に、サムネイル表示枚数は、ピンチアウトの横方向の操作量が、サムネイル画像Ｔ
ｐの横幅３個分であれば、ピンチアウト前よりも３枚増加し、４個分であれば、ピンチア
ウト前よりも４枚増加する。
【０１００】
　このように動画像一覧画面Ｍｓでは、ピンチアウトの操作量に応じて、各シーンのサム
ネイル表示枚数が増えることで、各シーンのより詳しい内容をユーザに容易に確認させる
ことができる。
【０１０１】
　またこのとき、タッチされたシーンだけでなく、全てのシーンについて同様にサムネイ
ル表示枚数が増えることで、各シーンのサムネイル表示枚数とシーンの長さとの関係性を
保つことができる。
【０１０２】
　すなわち、この動画像一覧画面Ｍｓでは、ピンチアウトによりサムネイル表示枚数が増
えた後も、各シーンのサムネイル表示枚数からシーンの長さをユーザに認識させることが
できる。
【０１０３】
　また一方で、図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ピンチインの横方向の操作量が、サ
ムネイル画像Ｔｐの横幅１個分に達すると、ＣＰＵ１０１は、各シーンのサムネイル抽出
数ｎを現在のサムネイル抽出数ｎ－１に変更する。
【０１０４】
　そしてＣＰＵ１０１は、変更したサムネイル抽出数ｎに基づき、各シーンからサムネイ
ル画像Ｔｐを再抽出して、サムネイル表示領域ＡＲｐに再表示させる。この結果、各シー
ンのサムネイル表示枚数がピンチイン前より１枚減少する。
【０１０５】
　同様に、サムネイル表示枚数は、ピンチインの横方向の操作量が、サムネイル画像Ｔｐ
の横幅２個分に達すれば、ピンチイン前よりも２枚減少し、３個分に達すれば、ピンチイ
ン前よりも３枚減少する。
【０１０６】
　このように動画像一覧画面Ｍｓでは、ピンチインの操作量に応じて、各シーンのサムネ
イル表示枚数が減り、サムネイル表示領域ＡＲｐに一度に表示されるシーンの数が増える
ことで、一度により多くのシーンをユーザに確認させることができる。
【０１０７】
　尚、サムネイル抽出数ｎは１以上の整数（少なくとも１枚の先頭画Ｔｐ（ｓ）が抽出さ
れる為）であり、ピンチインにより、変更後のサムネイル抽出数ｎが１未満になる場合に
は、１に補正される。つまり、サムネイル表示枚数は、ピンチインの操作量に応じて減少
するが、少なくとも１枚は残るようになっている。
【０１０８】
　以上がＤＶＣ１００のハードウェア構成に関する説明である。尚、このＤＶＣ１００の
ＣＰＵ１０１が、上述した表示装置１の記憶制御部３に相当するハードウェアである。ま
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たＤＶＣ１００の液晶ディスプレイ１０６が、表示装置１の表示部４に相当するハードウ
ェアである。さらにＤＶＣ１００のタッチパネル１０４とＣＰＵ１０１とが、上述した表
示装置１の検出部５に相当するハードウェアである。さらにＤＶＣ１００のＣＰＵ１０１
が、表示装置１の制御部６に相当するハードウェアである。尚、このＤＶＣ１００では、
ＣＰＵ１０１とタッチパネル１０４とが協働して、表示装置１の検出部５と同等の機能を
実現するようになっている。
【０１０９】
［１－３．サムネイル表示処理手順］
　次に、各動画像ファイルのシーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出して、サムネイル表示
領域ＡＲｐに表示するまでの処理の手順（これをサムネイル表示処理手順とも呼ぶ）につ
いて、詳しく説明する。
【０１１０】
　因みに、このサムネイル表示処理手順は、ＤＶＣ１００のＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０
２に書き込まれているプログラムに従って実行する処理手順である。
【０１１１】
　ＣＰＵ１０１は、再生モードに切り換わると、動画像一覧画面Ｍｓを液晶ディスプレイ
１０６に表示させると共に、図９に示すサムネイル表示処理手順ＲＴ１を開始して、ステ
ップＳＰ１に移る。
【０１１２】
　ステップＳＰ１においてＣＰＵ１０１は、全動画像ファイルのうちの１つ（すなわち全
シーンのうちの１つ）を選択したうえで、このシーンのサムネイル抽出数ｎを設定する抽
出数設定処理手順ＳＲＴ１（図１０）を開始し、ステップＳＰ２０に移る。
【０１１３】
　ステップＳＰ２０においてＣＰＵ１０１は、シーンの長さに対するＮ個（１以上の整数
）の閾値１～Ｎをセットして、次のステップＳＰ２１に移る。具体的に、この閾値１～Ｎ
は、シーンの長さを分類する為の閾値であり、例えば、Ｎ＝３、閾値１＝３０秒、閾値２
＝９０秒、閾値３＝１５０秒のようにセットされる。この場合、シーンの長さを、３０秒
以下、３０秒超９０秒以下、９０秒超１５０秒以下、１５０秒超の４つに分類することに
なる。
【０１１４】
　ステップＳＰ２１１においてＣＰＵ１０１は、シーンの長さが閾値１以下であるか否か
を判別する。ここで、シーンの長さが閾値１以下であることにより、肯定結果を得ると、
ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ２１２に移る。
【０１１５】
　ステップ２１２においてＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出数ｎをこのときの閾値の番号
である「１」（つまり先頭画Ｔｐ（ｓ）の１枚のみ）に設定して、この抽出数設定処理手
順ＳＲＴ１を終了する。
【０１１６】
　これに対して、シーンの長さが閾値１超であることにより、上述のステップＳＰ２１１

で否定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ２１２に移り、シーンの長さが閾値
２以下であるか否かを判別する。ここで、シーンの長さが閾値１超閾値２以下であること
により、肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ２２２に移る。
【０１１７】
　ステップＳＰ２２２においてＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出数ｎをこのときの閾値の
番号である「２」（つまり先頭画Ｔｐ（ｓ）を１枚＋サムネイル画像Ｔｐを１枚の計２枚
）に設定して、この抽出数設定処理手順ＳＲＴ１を終了する。
【０１１８】
　これに対して、シーンの長さが閾値２超であることにより、上述のステップＳＰ２１２

で否定結果を得ると、以降、ＣＰＵ１０１は、閾値を閾値Ｎ－１まで順に変えながら、シ
ーンの長さが閾値以下であるか否かを判別していく。そしてＣＰＵ１０１は、シーンの長
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さが閾値以下となったときの閾値の番号をサムネイル抽出数ｎに設定する。
【０１１９】
　また、ＣＰＵ１０１は、シーンの長さが閾値Ｎ－１超であることにより、ステップＳＰ
２１Ｎに移ると、シーンの長さが閾値Ｎ以下であるか否かを判別する。ここで、シーンの
長さが閾値Ｎ－１超閾値Ｎ以下であることにより、肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、
ステップＳＰ２２Ｎに移る。
【０１２０】
　ステップＳＰ２２ＮにおいてＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出数ｎをこのときの閾値の
番号である「Ｎ」（つまり先頭画Ｔｐ（ｓ）を１枚＋サムネイル画像ＴｐをＮ－１枚の計
Ｎ枚）に設定して、この抽出数設定処理手順ＳＲＴ１を終了する。
【０１２１】
　これに対して、シーンの長さが閾値Ｎ超であることにより、上述のステップＳＰ２１Ｎ

で否定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ２２Ｎ＋１に移る。
【０１２２】
　ステップＳＰ２２Ｎ＋１においてＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出数ｎを「Ｎ＋１」（
つまり先頭画Ｔｐ（ｓ）を１枚＋サムネイル画像ＴｐをＮ枚の計Ｎ＋１枚）に設定して、
この抽出数設定処理手順ＳＲＴ１を終了する。
【０１２３】
　尚、Ｎ＋１がサムネイル抽出数ｎの最大値であり、例えば、Ｎ＝３、閾値１＝３０秒、
閾値２＝９０秒、閾値３＝１５０秒のようにセットされた場合、１５０秒を超えるシーン
については、サムネイル抽出数ｎが最大値の「４」に設定される。
【０１２４】
　このような抽出数設定処理手順ＳＲＴ１により、サムネイル抽出数ｎを設定した後、Ｃ
ＰＵ１０１は、次のステップＳＰ２（図９）に移る。
【０１２５】
　ステップＳＰ２においてＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出数ｎに応じて、シーンからサ
ムネイル画像Ｔｐを抽出するポイント（これをサムネイル抽出ポイントとも呼ぶ）をｎ箇
所設定する。
【０１２６】
　このとき、ＣＰＵ１０１は、まず先頭画Ｔｐ（ｓ）を抽出する為に、シーンの先頭をサ
ムネイル抽出ポイントに設定する。さらにＣＰＵ１０１は、シーンの長さ（すなわちシー
ンの先頭から末尾までの時間）をサムネイル抽出数ｎで割った時間Ｔを算出する。すなわ
ち、この時間Ｔは、シーンの長さをｎ等分した時間（これを等分時間とも呼ぶ）であり、
例えば、９６秒のシーンで、サムネイル抽出数ｎ＝３であれば、３２秒となる。
【０１２７】
　そしてＣＰＵ１０１は、この等分時間Ｔをもとに、シーンをｎ個に等分する位置（これ
を等分位置とも呼び、シーンの先頭からの経過時間で表される）を算出して、この等分位
置をサムネイル抽出ポイントに設定する。具体的に、シーンをｎ個に等分する等分位置は
、例えば、図１１に示すように、９６秒のシーンで、サムネイル抽出数ｎ＝３であれば、
シーンの先頭から３２秒後と６４秒後との２箇所（ｎ－１箇所）になる。
【０１２８】
　このように、ＣＰＵ１０１は、シーンの先頭と、シーンをｎ個に等分するｎ－１箇所と
の合計ｎ箇所を、サムネイル抽出ポイントに設定して、次のステップＳＰ３に移る。
【０１２９】
　ステップＳＰ３においてＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ２で設定したｎ個のサムネイル
抽出ポイントのうちの１つを選択して、このサムネイル抽出ポイントの近傍にお気に入り
ポイントが設定されているか否かを判別する。
【０１３０】
　具体的に、ＣＰＵ１０１は、図１２に示すように、選択したサムネイル抽出ポイントを
中心として、その前後、等分期間Ｔ／２の範囲を、お気に入りポイントの検索範囲Ｈとし
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て、この検索範囲Ｈに設定されているお気に入りポイントを検索する。尚、この検索範囲
Ｈには、サムネイル抽出ポイント自体も含まれる。
【０１３１】
　また、ｎ個のサムネイル抽出ポイントのうちの最後尾のサムネイル抽出ポイントについ
ては、図１３に示すように、検索範囲Ｈがシーンの末尾まで延長されるようになっている
。
【０１３２】
　さらに、先頭のサムネイル抽出ポイントについては、検索範囲Ｈが設定されないように
なっている。つまり、ＣＰＵ１０１は、先頭のサムネイル抽出ポイントを選択している場
合、このステップＳＰ３で必ず否定結果を得るようになっている。
【０１３３】
　このステップＳＰ３で否定結果を得ると、このことは、選択しているサムネイル抽出ポ
イントの近傍にお気に入りポイントが設定されていない、もしくは選択しているサムネイ
ル抽出ポイントが先頭のサムネイル抽出ポイントであることを意味する。このときＣＰＵ
１０１は、ステップＳＰ４に移る。
【０１３４】
　ステップＳＰ４においてＣＰＵ１０１は、選択しているシーンから、サムネイル抽出ポ
イントに対応するフレームのサムネイル画像Ｔｐを抽出して、ステップＳＰ５に移る。尚
、このときＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出ポイントと完全に一致する時刻のフレームが
あれば、このフレームをサムネイル抽出ポイントに対応するフレームとする。一方で、完
全に一致する時刻のフレームがなければ、サムネイル抽出ポイントに最も近い時刻のフレ
ームをサムネイル抽出ポイントに対応するフレームとする。
【０１３５】
　ステップＳＰ５においてＣＰＵ１０１は、選択しているシーンからｎ個のサムネイル画
像Ｔｐを抽出し終えたか判別する。このステップＳＰ５で否定結果を得ると、ＣＰＵ１０
１は、再びステップＳＰ３に戻り、次のサムネイル抽出ポイントを選択する。
【０１３６】
　これに対して、上述のステップＳＰ３で肯定結果を得ると、このことは、選択している
サムネイル抽出ポイントの近傍にお気に入りポイントが設定されていることを意味する。
このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ６に移る。
【０１３７】
　ステップＳＰ６においてＣＰＵ１０１は、選択しているサムネイル抽出ポイントの近傍
に設定されているお気に入りポイントの数が１個か否かを判別する。すなわち、ＣＰＵ１
０１は、選択しているサムネイル抽出ポイントを中心とする検索範囲Ｈ内に設定されてい
るお気に入りポイントの数が１個か否かを判別する。
【０１３８】
　選択しているサムネイル抽出ポイントを中心とする検索範囲Ｈ内に設定されているお気
に入りポイントの数が１個であることにより、このステップＳＰ６で肯定結果を得ると、
ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ７に移る。
【０１３９】
　ステップＳＰ７においてＣＰＵ１０１は、選択しているサムネイル抽出ポイントの代わ
りに、お気に入りポイントに対応するフレームのサムネイル画像Ｔｐを抽出して、次のス
テップＳＰ５に移る。
【０１４０】
　これに対して、選択しているサムネイル抽出ポイントを中心とする検索範囲Ｈ内に設定
されているお気に入りポイントの数が２個以上であることにより、上述のステップＳＰ６
で否定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ８に移る。
【０１４１】
　ステップＳＰ８においてＣＰＵ１０１は、複数のお気に入りポイントのうち、選択して
いるサムネイル抽出ポイントに最も近い１つを選択し、このお気に入りポイントに対応す
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るフレームのサムネイル画像Ｔｐを抽出して、ステップＳＰ５に移る。
【０１４２】
　ステップＳＰ５においてＣＰＵ１０１は、選択しているシーンからｎ個のサムネイル画
像Ｔｐを抽出し終えたか否かを判別する。このステップＳＰ５で否定結果を得ると、ＣＰ
Ｕ１０１は、再びステップＳＰ３に戻り、次のサムネイル抽出ポイントを選択する。
【０１４３】
　このようにして、ＣＰＵ１０１は、ｎ枚のサムネイル画像Ｔｐを抽出し終えるまで、ｎ
個のサムネイル抽出ポイントを１つずつ順に選択して、ステップＳＰ３～ＳＰ８を繰り返
すことにより、シーンからサムネイル画像Ｔｐを１枚ずつ抽出していく。
【０１４４】
　そして、シーンからｎ枚のサムネイル画像Ｔｐを抽出し終えると、ＣＰＵ１０１は、ス
テップＳＰ５で肯定結果を得て、ステップＳＰ９に移る。
【０１４５】
　ステップＳＰ９において、ＣＰＵ１０１は、全シーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出し
終えたか否かを判別する。このステップＳＰ９で否定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、再
びステップＳＰ１に戻り、次のシーンを選択する。
【０１４６】
　このようにして、ＣＰＵ１０１は、全シーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出し終えるま
で、シーンを１つずつ選択して、ステップＳＰ１～ＳＰ９を繰り返すことで、各シーンか
らサムネイル画像Ｔｐを抽出していく。
【０１４７】
　そして、全シーン（すなわち全動画像ファイル）からサムネイル画像Ｔｐを抽出し終え
ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ９で肯定結果を得て、ステップＳＰ１０に移る。
【０１４８】
　ここで、各シーンからのサムネイル画像Ｔｐの抽出例を図１４（Ａ）～（Ｄ）及び図１
５に示す。尚、図１４及び図１５は、シーンの長さに対して、閾値１＝３０秒、閾値２＝
９０秒の２個の閾値がセットされた場合の抽出例である。
【０１４９】
　図１４（Ａ）～（Ｄ）は、お気に入りポイントが設定されていないシーンからのサムネ
イル画像Ｔｐの抽出例であり、図１５は、お気に入りポイントが設定されているシーンか
らのサムネイル画像Ｔｐの抽出例である。
【０１５０】
　図１４（Ａ）は、３４秒のシーン１（お気に入りポイント無し）からの抽出例である。
この場合、シーン１の長さが閾値１超閾値２以下であるから、サムネイル抽出数ｎは閾値
２の番号である「２」に設定される。そして、サムネイル抽出ポイントは、シーン１の先
頭と、２等分する等分位置である１７秒後に設定される。よって、このシーン１からは、
先頭画Ｔｐ（ｓ）と、１７秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐが抽出される。
【０１５１】
　図１４（Ｂ）は、９６秒のシーン２（お気に入りポイント無し）からの抽出例である。
この場合、シーン２の長さが閾値２超であるから、サムネイル抽出数ｎは、閾値２の番号
＋１の「３」に設定される。そしてサムネイル抽出ポイントは、シーン２の先頭と、３等
分する等分位置である３２秒後と、６４秒後とに設定される。よって、このシーン１から
は、先頭画Ｔｐ（ｓ）と、３２秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐと、６４秒後のフレ
ームのサムネイル画像Ｔｐとが抽出される。
【０１５２】
　図１４（Ｃ）は、９分３０秒のシーン３（お気に入りポイント無し）からの抽出例であ
る。この場合、シーン３の長さが閾値２超であるから、サムネイル抽出数ｎは、閾値２の
番号＋１の「３」に設定される。そしてサムネイル抽出ポイントは、シーン３の先頭と、
３等分する等分位置である３分１０秒後と、６分２０秒後とに設定される。よって、この
シーン１からは、先頭画Ｔｐ（ｓ）と、３分１０秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐと
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、６分２０秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐとが抽出される。
【０１５３】
　図１４（Ｄ）は、１２秒のシーン４（お気に入りポイント無し）からの抽出例である。
この場合、シーン４の長さが閾値１以下であるから、サムネイル抽出数ｎは、閾値１の番
号の「１」に設定される。そしてサムネイル抽出ポイントは、シーン４の先頭のみに設定
される。よって、このシーン４からは、先頭画Ｔｐ（ｓ）のフレームのサムネイル画像Ｔ
ｐのみが抽出される。
【０１５４】
　図１５は、９６秒のシーン５（お気に入りポイント有り）からの抽出例である。この場
合、シーン５の長さが閾値２超であるから、サムネイル抽出数ｎは、閾値２の番号＋１の
「３」に設定される。そしてサムネイル抽出ポイントは、シーン５の先頭と、３等分する
等分位置である３２秒後と、６４秒後とに設定される。また、このシーン５には、お気に
入りポイントが７２秒後に設定されている。よって、このシーン５からは、先頭画Ｔｐ（
ｓ）と、３２秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐと、７２秒後のフレームのお気に入り
画Ｔｐ（ｍ）とが抽出される。
【０１５５】
　このようにしてＣＰＵ１０１は、各シーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出する。そして
ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ１０（図９）において、各シーンから抽出したサムネイル
画像Ｔｐを、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示させて、このサムネイル表示処理手順ＲＴ
１を終了する。
【０１５６】
　このようなサムネイル表示処理手順ＲＴ１により、ＤＶＣ１００は、各動画像ファイル
のシーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出して、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示するよう
になっている。
【０１５７】
［１－４．サムネイル表示枚数変更処理手順］
　次に、サムネイル画像Ｔｐに対するピンチアウト又はピンチインの操作量に応じて、各
シーンのサムネイル表示枚数を変更する処理の手順（これをサムネイル表示枚数変更処理
手順とも呼ぶ）について、詳しく説明する。
【０１５８】
　因みに、このサムネイル表示枚数変更処理手順も、ＤＶＣ１００のＣＰＵ１０１が、Ｒ
ＯＭ１０２に書き込まれているプログラムに従って実行する処理手順である。
【０１５９】
　ＣＰＵ１０１は、動画像一覧画面Ｍｓを表示させると、図１６に示すサムネイル表示枚
数変更処理手順ＲＴ２を開始して、ステップＳＰ３０に移る。
【０１６０】
　ステップＳＰ３０においてＣＰＵ１０１は、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示されてい
るサムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタッチされているか否かを判別する。
【０１６１】
　ここで、否定結果を得ると、このことは、どこもタッチされていない、もしくは１箇所
しかタッチされていないことを意味する。このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ３０に
戻る。そしてＣＰＵ１０１は、同一シーン内のサムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタ
ッチされるのを待ち受ける。
【０１６２】
　これに対して、同一シーン内のサムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタッチされてい
ることにより、上述のステップＳＰ３０で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップ
ＳＰ３１に移る。
【０１６３】
　ステップＳＰ３１においてＣＰＵ１０１は、ピンチアウト又はピンチインが行われたか
否かを判別する。
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【０１６４】
　具体的に、ＣＰＵ１０１は、タッチパネル１０４からの入力信号をもとに、タッチされ
た直後の２箇所のタッチ位置を認識する。さらにＣＰＵ１０１は、この２箇所のタッチ位
置の間隔（すなわち初期間隔）を算出して、これをＲＡＭ１０３に記憶保持させておく。
【０１６５】
　その後、ＣＰＵ１０１は、入力信号が送られてくるごとに、タッチ位置の間隔を算出し
て、算出した間隔から初期間隔を減算することで、２箇所のタッチ位置の間隔の変化量を
取得する。
【０１６６】
　そしてＣＰＵ１０１は、この変化量が０（ほぼ０でもよい）ではなくなると、すなわち
２箇所のタッチ位置の間隔が初期間隔から変わると、ピンチアウト又はピンチインが行わ
れたと判別する。
【０１６７】
　実際、変化量が０（ほぼ０でもよい）であることにより、ピンチアウト又はピンチイン
が行われていないと判別した場合、ＣＰＵ１０１は、このステップＳＰ３１で否定結果を
得て、再びステップＳＰ３０に戻る。
【０１６８】
　これに対して、変化量が０（ほぼ０でもよい）でないことにより、ピンチアウト又はピ
ンチインが行われたと判別した場合、ＣＰＵ１０１は、このステップＳＰ３１で肯定結果
を得て、ステップＳＰ３２に移る。
【０１６９】
　ステップＳＰ３２においてＣＰＵ１０１は、ピンチアウト又はピンチインの操作量（す
なわち２箇所のタッチ位置の間隔の変化量）に応じて、各シーンのサムネイル抽出数ｎを
変更する。
【０１７０】
　具体的に、２箇所のタッチ位置の間隔の変化量の符号が＋（すなわち２箇所のタッチ位
置の間隔が初期間隔より拡がった）とする。このとき、ＣＰＵ１０１は、ピンチアウトが
行われたと判別する。
【０１７１】
　そしてＣＰＵ１０１は、２箇所のタッチ位置の間隔の変化量（すなわちピンチアウトの
操作量）に応じて、各シーンのサムネイル抽出数ｎを増やす。実際、ＣＰＵ１０１は、ピ
ンチアウトの操作量が、例えば、サムネイル画像Ｔｐの横幅２個分であれば、各シーンの
サムネイル抽出数ｎを、現在のサムネイル抽出数ｎ＋２に増やす。
【０１７２】
　一方、２箇所のタッチ位置の間隔の変化量の符号が－（すなわち２箇所のタッチ位置の
間隔が初期間隔より狭まった）とする。このとき、ＣＰＵ１０１は、ピンチインが行われ
たと判別する。
【０１７３】
　そしてＣＰＵ１０１は、２箇所のタッチ位置の間隔の変化量（すなわちピンチインの操
作量）に応じて、各シーンのサムネイル抽出数ｎを減らす。実際、ＣＰＵ１０１は、ピン
チインの操作量が、例えば、サムネイル画像Ｔｐの横幅１個分であれば、各シーンのサム
ネイル抽出数ｎを、現在のサムネイル抽出数ｎ－１に減らす。
【０１７４】
　このようにしてピンチアウト又はピンチインの操作量に応じて各シーンのサムネイル抽
出数ｎを変更した後、ＣＰＵ１０１は、次のステップＳＰ３３に移る。
【０１７５】
　ステップＳＰ３３においてＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ３２で変更したサムネイル抽
出数ｎに基づき、各シーンからサムネイル画像Ｔｐを再抽出して、サムネイル表示領域Ａ
Ｒｐに再表示させる。この結果、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示される、各シーンのサ
ムネイル表示枚数が変わる。



(19) JP 5493490 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【０１７６】
　ここで、サムネイル表示枚数の変更例を図１７に示す。尚、図１７は、９６秒のシーン
に対して、サムネイル抽出数ｎが「３」に設定されている状態で、ピンチアウトが行われ
た場合の変更例である。
【０１７７】
　まず、ピンチアウトが行われる前、このシーンのサムネイル抽出ポイントは、シーンの
先頭と、３等分する等分位置である３２秒後と、６４秒後とに設定されている。よって、
このシーンからは、先頭画Ｔｐ（ｓ）と、３２秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐと、
６４秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐとの３枚が抽出され、サムネイル表示領域ＡＲ
ｐに表示される。
【０１７８】
　ここで、例えば、サムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタッチされ、さらにピンチア
ウトにより、２箇所のタッチ位置の間隔が、サムネイル画像Ｔｐの横幅１個分拡がったと
する。すると、ＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出数ｎを、「３」から「４」に変更する。
【０１７９】
　そしてＣＰＵ１０１は、サムネイル抽出ポイントを、シーンの先頭と、４等分する等分
位置である２４秒後と、４８秒後と、７２秒後とに設定し直す。この結果、このシーンか
らは、先頭画Ｔｐ（ｓ）と、２４秒後のフレームのサムネイル画像Ｔｐと、４８秒後のフ
レームのサムネイル画像Ｔｐと、７２秒後のフレームサムネイル画像Ｔｐとの４枚が抽出
され、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示される。
【０１８０】
　このようにしてピンチアウト又はピンチインの操作量に応じて、各シーンのサムネイル
表示枚数を変更した後、ＣＰＵ１０１は、現時点の２箇所のタッチ位置の間隔を新たな初
期間隔としてＲＡＭ１０３に記憶保持させ、ステップＳＰ３０に戻る。そして、ＣＰＵ１
０１は、動画像一覧画面Ｍｓを表示させている間、引き続き、ピンチアウト又はピンチイ
ンが行われれば、その都度、これらの操作量に応じて、サムネイル表示枚数を増減させる
。
【０１８１】
　このようなサムネイル表示枚数変更処理手順ＲＴ２により、ＤＶＣ１００は、ピンチア
ウト又はピンチインの操作量に応じて、各シーンのサムネイル表示枚数を変更するように
なっている。
【０１８２】
［１－５．第１の実施の形態による動作及び効果］
　以上の構成において、ＤＶＣ１００のＣＰＵ１０１は、記憶媒体１１２に記憶されてい
る各動画像ファイルのシーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出して、サムネイル表示領域Ａ
Ｒｐに表示させる。
【０１８３】
　ここで、ＣＰＵ１０１は、各シーンから、シーンの長さに応じたｎ枚（ｎは１以上の整
数）のサムネイル画像Ｔｐを抽出する。そして、ＣＰＵ１０１は、各シーンから抽出した
ｎ枚のサムネイル画像Ｔｐを、シーンごとにまとめて、時系列順に並べて表示させる。
【０１８４】
　こうすることで、ＣＰＵ１０１は、各シーンの内容（すなわち各動画像ファイルの中身
）をユーザに容易に認識させることができると共に、各シーンのサムネイル画像Ｔｐの表
示枚数から各シーンの長さを認識させることができる。
【０１８５】
　さらに、ＣＰＵ１０１は、お気に入りポイントが設定されているシーンからは、お気に
入りポイントに対応するフレームのサムネイル画像（お気に入り画）Ｔｐ（ｍ）を優先的
に抽出する。
【０１８６】
　こうすることで、ＣＰＵ１０１は、お気に入りポイントが設定されているシーンについ
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ては、このお気に入りポイントの部分をユーザに認識させることができる。
【０１８７】
　かくして、ＤＶＣ１００は、常に、サムネイル表示枚数から、各シーンの長さをユーザ
に確認させることができ、且つシーンのお気に入りポイントのサムネイル画像も確認させ
ることができる。
【０１８８】
　またＣＰＵ１０１は、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示させているサムネイル画像Ｔｐ
に対する、ピンチアウト又はピンチインに応じて、各シーンのサムネイル表示枚数を変更
する。
【０１８９】
　すなわちＣＰＵ１０１は、ピンチアウトの操作量に応じて、各シーンのサムネイル表示
枚数を増やす。こうすることで、ＣＰＵ１０１は、各シーンのより詳しい内容をユーザに
容易に確認させることができる。
【０１９０】
　またＣＰＵ１０１は、ピンチインの操作量に応じて、各シーンのサムネイル表示枚数を
減らす。こうすることで、サムネイル表示領域ＡＲｐに一度に表示されるシーンの数が増
え、結果として、一度により多くのシーンをユーザに確認させることができる。
【０１９１】
　かくしてＤＶＣ１００は、ピンチアウトなどの直感的な操作で、各シーン（すなわち動
画像データ）の内容を表すサムネイル画像Ｔｐの表示枚数を変えながら各シーンをユーザ
に確認させることができる。
【０１９２】
　以上の構成によれば、ＤＶＣ１００は、ピンチアウトに応じて、シーン（すなわち動画
像データ）の内容を表すサムネイル画像Ｔｐの表示枚数を増やすようにした。また、ピン
チインに応じて、シーンの内容を表すサムネイル画像Ｔｐの表示枚数を減らすようにした
。こうすることで、ＤＶＣ１００は、より直感的な操作で、シーンの内容を表すサムネイ
ル画像Ｔｐの表示枚数を変えながらシーンをユーザに確認させることができ、かくして、
従来と比して一段と容易にシーンを確認させることができる。
【０１９３】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に第２の実施の形態について説明する。この第２の実施の形態では、動画像一覧画面
Ｍｓ上で、異なるシーンに属する２枚のサムネイル画像Ｔｐをドラッグして重ね合わせる
ことにより、これらが属する２つのシーンを結合できるようになっている。
【０１９４】
　尚、ＤＶＣ１００の構成、動画像一覧画面Ｍｓの構成、ピンチアウト及びピンチインに
よるサムネイル表示枚数の変更などは、第１の実施の形態と同様であるので、第１の実施
の形態を参照とする。ゆえに、ここでは、シーンの結合についてのみ説明する。
【０１９５】
［２－１．シーンの結合］
　まず、第１の実施の形態と同様にして、ＣＰＵ１０１は、再生モードに切り替わると、
図３に示すような動画像一覧画面Ｍｓを液晶ディスプレイ１０６に表示させる。
【０１９６】
　ここで、ＣＰＵ１０１は、図１８（Ａ）に示すように、サムネイル画像Ｔｐ上の一箇所
が所定時間（例えば数秒）指でタッチされ続けると、このサムネイル画像Ｔｐをドラッグ
対象のサムネイル画像Ｔｐと認識する。このときＣＰＵ１０１は、図１８（Ｂ）に示すよ
うに、このサムネイル画像Ｔｐの例えば枠を強調表示させる。これにより、ユーザに、こ
のサムネイル画像Ｔｐがドラッグできる状態になったことを認識させることができる。
【０１９７】
　そしてＣＰＵ１０１は、タッチされたままタッチ位置が移動すると、この移動に合わせ
て、図１８（Ｃ）に示すように、ドラッグ対象のサムネイル画像Ｔｐを移動させる。この
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ようにしてサムネイル画像Ｔｐのドラッグが行われる。
【０１９８】
　尚、ドラッグ中のサムネイル画像Ｔｐの元の位置には、このサムネイル画像Ｔｐのコピ
ーＴｐ（ｃ）が表示されつづけるようになっている。これにより、ドラッグ中のサムネイ
ル画像Ｔｐの元の位置がどこであったのかをユーザに認識させることができる。
【０１９９】
　このようなドラッグは、例えば２本の指でそれぞれ異なるサムネイル画像Ｔｐをタッチ
することにより、２枚のサムネイル画像Ｔｐに対して同時に行うことができるようにもな
っている。
【０２００】
　そしてＣＰＵ１０１は、図１９（Ａ）に示すように、異なるシーンに属する２枚のサム
ネイル画像Ｔｐがドラッグにより重ねられた状態で、２本の指がタッチアップされると、
これら２枚のサムネイル画像Ｔｐの各々が属する２つのシーンを結合する。尚、タッチア
ップとは、タッチしている指をタッチパネル１０４から離すタッチ操作のことである。
【０２０１】
　具体的に、ＣＰＵ１０１は、２枚のサムネイル画像Ｔｐの各々が属する２つのシーンの
うちの、撮影開始時刻が早い方のシーンの末尾に、もう一方のシーンの先頭を繋げること
で、２つのシーン（すなわち動画像データ）を結合する。
【０２０２】
　そしてＣＰＵ１０１は、２つのシーンを結合してできる新たなシーンを動画像ファイル
として記憶媒体１１２に記憶させ、また元の２つのシーンの各々の動画像ファイルを記憶
媒体１１２から削除する。さらにＣＰＵ１０１は、このような動画像ファイルの作成及び
削除に基づいて、動画像管理ファイルを更新する。
【０２０３】
　そしてＣＰＵ１０１は、このような動画像管理ファイルの更新に応じて、サムネイル表
示領域ＡＲｐの表示内容を更新する。すなわちＣＰＵ１０１は、元の２つのシーンの各々
から抽出していたサムネイル画像Ｔｐに代えて、これらを結合したシーンから抽出したサ
ムネイル画像Ｔｐをサムネイル表示領域ＡＲｐに表示させる。
【０２０４】
　この結果、図１９（Ｂ）に示すように、サムネイル表示領域ＡＲｐには、２つのシーン
に分けて表示されていたサムネイル画像Ｔｐが、１つのシーンにまとめて表示される。こ
のようにしてＣＰＵ１０１は、２つのシーンを結合するようになっている。
【０２０５】
　尚、図１９（Ａ）及び（Ｂ）は、サムネイル画像Ｔｐが２枚抽出されているシーン１０
と、サムネイル画像Ｔｐが３枚抽出されているシーン１１とが結合され、この結果できた
新たなシーンから５枚のサムネイル画像Ｔｐが抽出された例である。この場合、サムネイ
ル抽出数ｎの最大値が５以上に設定されていることが前提である。
【０２０６】
　よって、例えば、サムネイル抽出数ｎの最大値が３に設定されている場合には、シーン
１０とシーン１１とを結合しても、新たなシーンから３枚のサムネイル画像Ｔｐしか抽出
されないことになる。
【０２０７】
［２－２．シーン結合処理手順］
　次に、２つのシーンを結合する処理の手順（これをシーン結合処理手順とも呼ぶ）につ
いて説明する。
【０２０８】
　因みに、このシーン結合処理手順も、ＤＶＣ１００のＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０２に
書き込まれているプログラムに従って実行する処理手順である。
【０２０９】
　ＣＰＵ１０１は、動画像一覧画面Ｍｓを表示させると、図２０に示すシーン結合処理手
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順ＲＴ３を開始して、ステップＳＰ４０に移る。ステップＳＰ４０においてＣＰＵ１０１
は、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示されているサムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所が
タッチされているか否かを判別する。
【０２１０】
　ここで、否定結果を得ると、このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ４０に戻る。これ
に対して、サムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタッチされていることにより、上述の
ステップＳＰ４０で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ４１に移る。
【０２１１】
　ステップＳＰ４１においてＣＰＵ１０１は、２枚のサムネイル画像Ｔｐがドラッグによ
り重ねられた状態でタッチアップされたか否かを判別する。
【０２１２】
　ここで、否定結果を得ると、このことは、例えば、サムネイル画像Ｔｐがドラッグされ
ていないこと、もしくは２枚のサムネイル画像Ｔｐが重ねられていないことを意味する。
このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ４２に移り、上述したサムネイル表示枚数変更処
理手順ＲＴ２（図１６）のステップＳＰ３１～ＳＰ３３と同様の処理を実行する。すなわ
ち、ＣＰＵ１０１は、ピンチアウト又はピンチインが行われたか否かを判別して、行われ
たと判別した場合に、これらの操作量に応じて、サムネイル表示枚数を変更する。その後
、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ４０に戻る。
【０２１３】
　これに対して、２枚のサムネイル画像Ｔｐがドラッグにより重ねられた状態でタッチア
ップされたことにより、上述のステップＳＰ４１で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、
ステップＳＰ４３に移る。
【０２１４】
　ステップＳＰ４３においてＣＰＵ１０１は、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐが、
それぞれ異なるシーンに属しているサムネイル画像Ｔｐであるか否かを判別する。
【０２１５】
　ここで、否定結果を得ると、このことは、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐが、同
一シーンに属していることを意味する。このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ４０に戻
る。
【０２１６】
　これに対して、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐが、それぞれ異なるシーンに属し
ていることにより、上述のステップＳＰ４３で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステ
ップＳＰ４４に移る。
【０２１７】
　ステップＳＰ４４においてＣＰＵ１０１は、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐのそ
れぞれが属するシーンを結合して新たなシーンを生成する。そしてＣＰＵ１０１は、この
新たなシーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出してサムネイル表示領域ＡＲｐに表示させた
後、ステップＳＰ４０に戻る。
【０２１８】
　そしてＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ４０～ステップＳＰ４４までの処理を、動画像一
覧画面Ｍｓを表示させている間、繰り返す。
【０２１９】
　このようなシーン結合処理手順ＲＴ３により、ＣＰＵ１０１は、ドラッグにより重ねら
れた２枚のサムネイル画像Ｔｐのそれぞれが属するシーンを１つのシーンに結合するよう
になっている。
【０２２０】
　このように、この第２の実施の形態のＤＶＣ１００では、異なるシーンに属する２枚の
サムネイル画像Ｔｐのそれぞれをドラッグして重ねる直感的な操作で、これら２枚のサム
ネイル画像Ｔｐのそれぞれが属するシーンを結合することができる。
【０２２１】
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　かくして、ＤＶＣ１００は、各シーンから抽出したサムネイル画像Ｔｐをシーンごと（
すなわち動画像ファイルごと）にまとめて表示する動画像一覧画面Ｍｓ上で、容易に２つ
のシーンを結合することができる。
【０２２２】
＜３．第３の実施の形態＞
　次に第３の実施の形態について説明する。この第３の実施の形態では、２つのシーンの
うちの一方のシーンの最後尾のサムネイル画像Ｔｐと、他方のシーンの先頭画Ｔｐ（ｓ）
とをドラッグして重ね合わせることにより、これらが属する２つのシーンを結合するよう
になっている。
【０２２３】
　尚、ＤＶＣ１００の構成、動画像一覧画面Ｍｓの構成、ピンチアウト及びピンチインに
よるサムネイル表示枚数の変更などは、第１の実施の形態と同様であるので、第１の実施
の形態を参照とする。
【０２２４】
　また、サムネイル画像Ｔｐのドラッグについては、第２の実施の形態と同様であるので
、第２の実施の形態を参照とする。ゆえに、ここでは、シーンの結合についてのみ説明す
る。
【０２２５】
［３－１．シーンの結合］
　具体的に、図２１（Ａ）に示すように、２つのシーンのうちの一方のシーンの最後尾の
サムネイル画像Ｔｐと、他方のシーンの先頭画Ｔｐ（ｓ）とがドラッグにより重ねられた
状態で、２本の指がタッチアップされたとする。するとＣＰＵ１０１は、これら２枚のサ
ムネイル画像Ｔｐの各々が属する２つのシーンを結合する。
【０２２６】
　具体的に、ＣＰＵ１０１は、最後尾のサムネイル画像Ｔｐがドラッグされたシーンの末
尾に、先頭画Ｔｐ（ｓ）がドラッグされたシーンの先頭を繋げることで、２つのシーン（
すなわち動画像データ）を結合する。
【０２２７】
　この結果、図２１（Ｂ）に示すように、サムネイル表示領域ＡＲｐには、２つのシーン
に分けて表示されていたサムネイル画像Ｔｐが、１つのシーンにまとめて表示される。こ
のようにしてＣＰＵ１０１は、２つのシーンを結合するようになっている。
【０２２８】
　一方で、２枚のサムネイル画像Ｔｐが重ねられた場合であっても、一方がシーンの最後
尾のサムネイル画像Ｔｐで、且つ他方がシーンの先頭画Ｔｐ（ｓ）であると言う条件を満
たしていなければ、ＣＰＵ１０１は、シーンを結合しない。尚、この条件を、結合条件と
も呼ぶ。
【０２２９】
　このように、この第３の実施の形態では、第２の実施の形態とは異なり、一方のシーン
の最後尾のサムネイル画像Ｔｐと、他方のシーンの先頭画Ｔｐ（ｓ）とが重ねられた場合
にのみ、２つのシーンを結合するようになっている。
【０２３０】
［３－２．シーン結合処理手順］
　次に、シーン結合処理手順について説明する。因みに、このシーン結合処理手順も、Ｄ
ＶＣ１００のＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０２に書き込まれているプログラムに従って実行
する処理手順である。
【０２３１】
　ＣＰＵ１０１は、動画像一覧画面Ｍｓを表示させると、図２２に示すシーン結合処理手
順ＲＴ４を開始して、ステップＳＰ５０に移る。ステップＳＰ５０においてＣＰＵ１０１
は、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示されているサムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所が
タッチされているか否かを判別する。
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【０２３２】
　ここで、否定結果を得ると、このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ５０に戻る。これ
に対して、サムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタッチされていることにより、上述の
ステップＳＰ５０で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ５１に移る。
【０２３３】
　ステップＳＰ５１においてＣＰＵ１０１は、２枚のサムネイル画像Ｔｐがドラッグによ
り重ねられた状態でタッチアップされたか否かを判別する。
【０２３４】
　ここで、否定結果を得ると、このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ５２に移り、上述
したサムネイル表示枚数変更処理手順ＲＴ２（図１６）のステップＳＰ３１～ＳＰ３３と
同様の処理を実行して、ステップＳＰ５０に戻る。
【０２３５】
　これに対して、２枚のサムネイル画像Ｔｐがドラッグにより重ねられた状態でタッチア
ップされたことにより、上述のステップＳＰ５１で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、
ステップＳＰ５３に移る。
【０２３６】
　ステップＳＰ５３においてＣＰＵ１０１は、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐのそ
れぞれが、一方のシーンの最後尾のサムネイル画像Ｔｐと、他方のシーンの先頭画Ｔｐ（
ｓ）とであるか否かを判別する。
【０２３７】
　ここで、否定結果を得ると、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐが、一方がシーンの
最後尾のサムネイル画像Ｔｐで、他方がシーンの先頭画Ｔｐ（ｓ）であるという結合条件
を満たしていないことを意味する。このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ５０に戻る。
【０２３８】
　これに対して、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐが、上述の結合条件を満たしてい
ることにより、上述のステップＳＰ５３で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップ
ＳＰ５４に移る。
【０２３９】
　ステップＳＰ５４においてＣＰＵ１０１は、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐのそ
れぞれが属するシーンを結合して新たなシーンを生成する。そしてＣＰＵ１０１は、この
新たなシーンからサムネイル画像Ｔｐを抽出してサムネイル表示領域ＡＲｐに表示させた
後、ステップＳＰ５０に戻る。
【０２４０】
　そしてＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ５０～ステップＳＰ５４までの処理を、動画像一
覧画面Ｍｓを表示させている間、繰り返すようになっている。
【０２４１】
　このようなシーン結合処理手順ＲＴ４により、ＣＰＵ１０１は、ドラッグにより重ねら
れた２枚のサムネイル画像Ｔｐのそれぞれが属するシーンを１つのシーンに結合するよう
になっている。
【０２４２】
　このように、この第３の実施の形態のＤＶＣ１００では、一方のシーンの最後尾のサム
ネイル画像Ｔｐと、他方のシーンの先頭画Ｔｐ（ｓ）とが重ねられた場合にのみ、２つの
シーンを結合するようになっている。
【０２４３】
　かくして、ＤＶＣ１００は、一方のシーンの末尾に他方のシーンの先頭を繋げるような
、より直感的な操作で、２つのシーンを結合することができる。
【０２４４】
＜４．第４の実施の形態＞
　次に第４の実施の形態について説明する。この第４の実施の形態では、シーン結合時に
、一方のシーンの末尾に他方のシーンの先頭を繋げて結合するばかりでなく、２つのシー
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ンを部分的に削除して結合できるようになっている。
【０２４５】
　尚、ＤＶＣ１００の構成、動画像一覧画面Ｍｓの構成、ピンチアウト及びピンチインに
よるサムネイル表示枚数の変更などは、第１の実施の形態と同様であるので、第１の実施
の形態を参照とする。
【０２４６】
　また、サムネイル画像Ｔｐのドラッグについては、第２の実施の形態と同様であるので
、第２の実施の形態を参照とする。ゆえに、ここでは、シーンの結合についてのみ説明す
る。
【０２４７】
［４－１．シーンの結合］
　ここでは、閾値１＝４０秒、閾値２＝８０秒、閾値３＝１２０秒の３つの閾値が設定さ
れているとする。この場合、４０秒以下のシーンからは１枚、４０秒超８０秒以下のシー
ンからは２枚、８０秒超１２０秒以下のシーンからは３枚、１２０秒超のシーンからは４
枚のサムネイル画像Ｔｐが抽出される。
【０２４８】
　ここで、図２３（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、撮影開始時刻が１０時００分で、長さ
が９６秒のシーン３０と、撮影開始時刻が１１時００で、長さが９６秒のシーン３１を結
合するとする。
【０２４９】
　尚、この場合、シーン３０のサムネイル抽出ポイントは、先頭と３２秒後と６４秒後の
３箇所に設定される。よって、このシーン３０からは、先頭画Ｔｐ（ｓ）と３２秒後のサ
ムネイル画像Ｔｐと６４秒後のサムネイル画像Ｔｐの３枚が抽出される。
【０２５０】
　同様に、シーン３１のサムネイル抽出ポイントも、先頭と３２秒後と６４秒後の３箇所
であり、このシーン３１からは、先頭画Ｔｐ（ｓ）と３２秒後のサムネイル画像Ｔｐと６
４秒後のサムネイル画像Ｔｐの３枚が抽出される。
【０２５１】
　ここで、図２３（Ｃ）に示すように、シーン３０の３２秒後（２枚目）のサムネイル画
像Ｔｐと、シーン３１の３２秒後（２枚目）のサムネイル画像Ｔｐとがドラッグにより重
ねられた状態で、２本の指がタッチアップされたとする。するとＣＰＵ１０１は、シーン
３０とシーン３１とを結合する。
【０２５２】
　具体的に、ＣＰＵ１０１は、図２４（Ａ）に示すように、再生開始時刻が早い方のシー
ン３０から、ドラッグされた３２秒後のサムネイル画像Ｔｐより後のサムネイル画像Ｔｐ
（この場合６４秒後のサムネイル画像Ｔｐ）に対応する部分を削除する。
【０２５３】
　ここで、サムネイル画像Ｔｐに対応する部分とは、このサムネイル画像Ｔｐのサムネイ
ル抽出ポイントから、次のサムネイル抽出ポイントまでの部分を示す。尚、最後尾のサム
ネイル画像Ｔｐに対応する部分は、このサムネイル画像Ｔｐのサムネイル抽出ポイントか
ら、シーンの末尾までの部分となる。
【０２５４】
　ゆえに、ＣＰＵ１０１は、シーン３０から、６４秒後から末尾までの部分を削除する。
この結果、シーン３０の先頭から６４秒後までの部分が残る。
【０２５５】
　さらにＣＰＵ１０１は、再生開始時刻が遅い方のシーン３１から、ドラッグされたサム
ネイル画像Ｔｐのサムネイル抽出ポイントより前のサムネイル画像Ｔｐ（この場合先頭画
Ｔｐ（ｓ））に対応する部分を削除する。すなわちＣＰＵ１０１は、シーン３１から、先
頭から３２秒後までの部分を削除する。この結果、シーン３１の３２秒後から９６秒後ま
での部分が残る。
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【０２５６】
　そしてＣＰＵ１０１は、シーン３０の残った部分の末尾に、シーン３１の残った部分の
先頭を繋げることで、シーン３０とシーン３１を結合する。この結果、図２４（Ｂ）に示
すように、シーン３０の先頭から６４秒後までの部分と、シーン３１の３２秒後から末尾
（９６秒後）までの部分とが繋げられた１２８秒のシーンができる。
【０２５７】
　そしてＣＰＵ１０１は、２つのシーンを結合してできる新たなシーンを動画像ファイル
として記憶媒体１１２に記憶させ、また元の２つのシーンの各々の動画像ファイルを記憶
媒体１１２から削除する。さらにＣＰＵ１０１は、このような動画像ファイルの作成及び
削除に基づいて、動画像管理ファイルを更新する。
【０２５８】
　そしてＣＰＵ１０１は、このような動画像管理ファイルの更新に応じて、サムネイル表
示領域ＡＲｐの表示内容を更新する。すなわちＣＰＵ１０１は、元の２つのシーンの各々
から抽出していたサムネイル画像Ｔｐに代えて、これらを結合したシーンから抽出したサ
ムネイル画像Ｔｐをサムネイル表示領域ＡＲｐに表示させる。
【０２５９】
　この結果、サムネイル表示領域ＡＲｐには、シーン３０とシーン３１とを結合してでき
た１２８秒の新たなシーンから抽出されたサムネイル画像Ｔｐが表示される。
【０２６０】
　このとき表示されるサムネイル画像Ｔｐは、シーン３０及びシーン３１の各々から３枚
ずつ抽出されて表示されていた計６枚のサムネイル画像のうち、重ねられた２枚のサムネ
イル画像Ｔｐの間に表示されていた２枚を除く計４枚となる。
【０２６１】
　すなわち、シーン３０の３２秒後のサムネイル画像Ｔｐと、シーン３１の３２秒後のサ
ムネイル画像Ｔｐとの間に表示されていた、シーン３０の６４秒後のサムネイル画像Ｔｐ
とシーン３１の先頭画Ｔｐ（ｓ）との2枚を除く４枚となる。
【０２６２】
　これにより、結果として、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐ（シーン３０の３２秒
後のサムネイル画像Ｔｐとシーン３１の３２秒後のサムネイル画像Ｔｐ）が隣り合って表
示される。
【０２６３】
　このように、ＤＶＣ１００は、異なるシーンに属する２枚のサムネイル画像Ｔｐが重ね
られると、これら２枚のサムネイル画像Ｔｐの間に表示されていたサムネイル画像Ｔｐに
対応する部分を、２つのシーンから削除して結合するようになっている。
【０２６４】
［４－２．シーン結合処理手順］
　次に、シーン結合処理手順について説明する。因みに、このシーン結合処理手順も、Ｄ
ＶＣ１００のＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０２に書き込まれているプログラムに従って実行
する処理手順である。
【０２６５】
　ＣＰＵ１０１は、動画像一覧画面Ｍｓを表示させると、図２５に示すシーン結合処理手
順ＲＴ５を開始して、ステップＳＰ６０に移る。ステップＳＰ６０においてＣＰＵ１０１
は、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示されているサムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所が
タッチされているか否かを判別する。
【０２６６】
　ここで、否定結果を得ると、このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ６０に戻る。これ
に対して、サムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタッチされていることにより、上述の
ステップＳＰ６０で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ６１に移る。
【０２６７】
　ステップＳＰ６１においてＣＰＵ１０１は、２枚のサムネイル画像Ｔｐがドラッグによ
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り重ねられた状態でタッチアップされたか否かを判別する。
【０２６８】
　ここで、否定結果を得ると、このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ６２に移り、上述
したサムネイル表示枚数変更処理手順ＲＴ２（図１６）のステップＳＰ３１～ＳＰ３３と
同様の処理を実行して、ステップＳＰ６０に戻る。
【０２６９】
　これに対して、２枚のサムネイル画像Ｔｐがドラッグにより重ねられた状態でタッチア
ップされたことにより、上述のステップＳＰ６１で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、
ステップＳＰ６３に移る。
【０２７０】
　ステップＳＰ６３においてＣＰＵ１０１は、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐが、
それぞれ異なるシーンに属しているサムネイル画像Ｔｐであるか否かを判別する。
【０２７１】
　ここで、否定結果を得ると、このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ６０に戻る。これ
に対して、このステップＳＰ６３で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ６
４に移る。
【０２７２】
　ステップＳＰ６４においてＣＰＵ１０１は、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐの間
に表示されていたサムネイル画像Ｔｐに対応する部分を、２つのシーンから削除して結合
する。そしてＣＰＵ１０１は、結合してできた新たなシーンからサムネイル画像Ｔｐを抽
出してサムネイル表示領域ＡＲｐに表示させた後、ステップＳＰ６０に戻る。
【０２７３】
　そしてＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ６０～ステップＳＰ６４までの処理を、動画像一
覧画面Ｍｓを表示させている間、繰り返す。
【０２７４】
　このようなシーン結合処理手順ＲＴ５により、ＣＰＵ１０１は、ドラッグにより重ねら
れた２枚のサムネイル画像Ｔｐのそれぞれが属するシーンを１つのシーンに結合するよう
になっている。
【０２７５】
　このように、ＤＶＣ１００では、重ねられた２枚のサムネイル画像Ｔｐの間に表示され
ていたサムネイル画像Ｔｐに対応する部分を、２つのシーンから削除して結合するように
なっている。
【０２７６】
　かくして、ＤＶＣ１００は、動画像一覧画面Ｍｓ上で、シーンの所望部分と所望部分と
を繋げる編集（カット編集とも呼ぶ）を容易に行うことができる。
【０２７７】
＜５．第５の実施の形態＞
　次に第５の実施の形態について説明する。この第５の実施の形態では、サムネイル画像
Ｔｐに対するフリックに応じて、シーンを部分的に削除できるようになっている。尚、フ
リックとは、タッチパネル１０４を指（ペンなどでも可）で軽く払う操作のことである。
【０２７８】
　尚、ＤＶＣ１００の構成、動画像一覧画面Ｍｓの構成、ピンチアウト及びピンチインに
よるサムネイル表示枚数の変更などは、第１の実施の形態と同様であるので、第１の実施
の形態を参照とする。
【０２７９】
［５－１．シーンの部分的削除］
　まず、第１の実施の形態と同様にして、ＣＰＵ１０１は、再生モードに切り替わると、
図３に示すような動画像一覧画面Ｍｓを液晶ディスプレイ１０６に表示させる。
【０２８０】
　ここで、２枚のサムネイル画像Ｔｐのそれぞれに対して、同時（もしくはほぼ同時）に
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、画面下方向へのフリックが行われたとする。
【０２８１】
　するとＣＰＵ１０１は、これら２枚のサムネイル画像Ｔｐのそれぞれに対応する部分と
、これら２枚のサムネイル画像Ｔｐの間に表示されていたサムネイル画像Ｔｐに対応する
部分とを、これらの部分を含むシーンから削除する。
【０２８２】
　具体的に、例えば、図２６（Ａ）に示すように、長さが１６０秒で、サムネイル抽出ポ
イントが、先頭と３２秒後と６４秒後と９６秒後と１２８秒後の５箇所に設定されている
シーン４０があるとする。
【０２８３】
　そして、図２６（Ｂ）に示すように、シーン４０の３２秒後（２枚目）のサムネイル画
像Ｔｐと、シーン４０の９６秒後（４枚目）のサムネイル画像Ｔｐとの２枚がフリックさ
れたとする。
【０２８４】
　このときＣＰＵ１０１は、図２６（Ｃ）に示すように、シーン４０から、フリックされ
た２枚目のサムネイル画像Ｔｐに対応する部分（すなわち３２秒後から６４秒後までの部
分）を削除する。
【０２８５】
　またＣＰＵ１０１は、シーン４０から、４枚目のサムネイル画像Ｔｐに対応する部分（
９６秒後から１２８秒後までの部分）を削除する。
【０２８６】
　さらにＣＰＵ１０１は、シーン４０から、２枚目と４枚目との間に表示されていた３枚
目のサムネイル画像Ｔｐに対応する部分（６４秒後から９６秒後までの部分）を削除する
。
【０２８７】
　この結果、図２６（Ｄ）に示すように、シーン４０の先頭から３２秒後までの部分と、
１２８秒後から末尾（１６０秒後）までの部分が残る。
【０２８８】
　そしてＣＰＵ１０１は、シーン４０の部分的な削除に応じて、このシーン４０の動画像
ファイルを更新する。さらにＣＰＵ１０１は、このような動画像ファイルの更新に基づい
て、動画像管理ファイルを更新する。
【０２８９】
　そしてＣＰＵ１０１は、このような動画像管理ファイルの更新に応じて、サムネイル表
示領域ＡＲｐの表示内容を更新する。すなわちＣＰＵ１０１は、部分的に削除されたシー
ン４０からサムネイル画像Ｔｐを再抽出して、これらをサムネイル表示領域ＡＲｐに表示
させる。
【０２９０】
　この結果、サムネイル表示領域ＡＲｐには、１６０秒から６４秒になったシーン４０か
ら再抽出された２枚のサムネイル画像Ｔｐ（先頭画Ｔｐ（ｓ）と３２秒後のサムネイル画
像Ｔｐ）が表示される。
【０２９１】
　このように、ＤＶＣ１００は、２枚のサムネイル画像Ｔｐがフリックされると、これら
に対応する部分と、これらの間に表示されていたサムネイル画像Ｔｐに対応する部分とを
、これらの部分を含むシーンから削除するようになっている。
【０２９２】
［５－２．部分的削除処理手順］
　次に、シーンの部分的削除処理手順について説明する。因みに、この部分的削除処理手
順も、ＤＶＣ１００のＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０２に書き込まれているプログラムに従
って実行する処理手順である。
【０２９３】
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　ＣＰＵ１０１は、動画像一覧画面Ｍｓを表示させると、図２７に示す部分的削除処理手
順ＲＴ６を開始して、ステップＳＰ７０に移る。ステップＳＰ７０においてＣＰＵ１０１
は、サムネイル表示領域ＡＲｐに表示されているサムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所が
タッチされているか否かを判別する。
【０２９４】
　ここで、否定結果を得ると、このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ７０に戻る。これ
に対して、サムネイル画像Ｔｐ上の任意の２箇所がタッチされていることにより、上述の
ステップＳＰ７０で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ７１に移る。
【０２９５】
　ステップＳＰ７１においてＣＰＵ１０１は、２枚のサムネイル画像Ｔｐがフリックされ
たか否かを判別する。
【０２９６】
　ここで、否定結果を得ると、このことは、２箇所がタッチされているものの、フリック
が行われていないことを意味する。このときＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ７２に移り、
上述したサムネイル表示枚数変更処理手順ＲＴ２（図１６）のステップＳＰ３１～ＳＰ３
３と同様の処理を実行して、ステップＳＰ７０に戻る。
【０２９７】
　これに対して、２枚のサムネイル画像Ｔｐがフリックされたことにより、上述のステッ
プＳＰ７１で肯定結果を得ると、ＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ７３に移る。
【０２９８】
　ステップＳＰ７３においてＣＰＵ１０１は、フリックされた２枚のサムネイル画像Ｔｐ
に対応する部分と、これらの間に表示されていたサムネイル画像Ｔｐに対応する部分とを
、これらの部分を含むシーンから削除する。そしてＣＰＵ１０１は、部分的な削除が行わ
れたこのシーンからサムネイル画像Ｔｐを再抽出してサムネイル表示領域ＡＲｐに表示さ
せた後、ステップＳＰ７０に戻る。
【０２９９】
　そしてＣＰＵ１０１は、ステップＳＰ７０～ステップＳＰ７３までの処理を、動画像一
覧画面Ｍｓを表示させている間、繰り返すようになっている。
【０３００】
　このような部分的削除処理手順ＲＴ６により、ＣＰＵ１０１は、フリックに応じて、シ
ーンの部分的削除を行うようになっている。
【０３０１】
　このように、ＤＶＣ１００は、フリックされた２枚のサムネイル画像Ｔｐに対応する部
分と、これらの間に表示されていたサムネイル画像Ｔｐに対応する部分とを、これらの部
分を含むシーンから削除するようになっている。
【０３０２】
　かくして、ＤＶＣ１００は、動画像一覧画面Ｍｓ上で、シーンの任意の部分を削除する
編集を容易に行うことができる。
【０３０３】
＜６．第６の実施の形態＞
　次に第６の実施の形態について説明する。この第６の実施の形態では、後述するシーン
詳細ウインドウ上で、任意のシーンの内容をより詳しく確認できるようになっている。
【０３０４】
　尚、ＤＶＣ１００の構成、動画像一覧画面Ｍｓの構成などは、第１の実施の形態と同様
であるので、第１の実施の形態を参照とする。ゆえに、ここでは、シーン詳細ウインドウ
についてのみ説明する。
【０３０５】
　まず、第１の実施の形態と同様にして、ＣＰＵ１０１は、再生モードに切り替わると、
図３に示すような動画像一覧画面Ｍｓを液晶ディスプレイ１０６に表示させる。
【０３０６】
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　ここで、サムネイル画像Ｔｐがダブルタップされたとする。尚、ダブルタップとは、同
一箇所を２回連続でタッチするタッチ操作のことである。
【０３０７】
　するとＣＰＵ１０１は、図２８に示すように、ダブルタップされたサムネイル画像Ｔｐ
が属するシーン（すなわち指定された１シーン）の詳細を確認する為のシーン詳細ウイン
ドウＳｗを、動画像一覧画面Ｍｓ上に重なるようにして表示させる。
【０３０８】
　このシーン詳細ウインドウＳｗは、横長長方形状でなり、指定された１シーンから抽出
されたサムネイル画像Ｔｐが、左側から時系列順に並べて表示される。つまり、このシー
ン詳細ウインドウＳｗには、指定された１シーンのみから抽出されたサムネイル画像Ｔｐ
が表示されるようになっている。
【０３０９】
　さらにこのシーン詳細ウインドウＳｗには、指定された１シーンの撮影開始時刻Ｐｔが
表示され、さらに各サムネイル画像Ｔｐの上方近傍に、それぞれのサムネイル抽出ポイン
トが先頭からの経過時間として表示される。
【０３１０】
　さらにこのシーン詳細ウインドウＳｗ上でも、シーンのサムネイル表示枚数を変更する
ことができるようになっている。ここで、このシーン詳細ウインドウＳｗ上でのサムネイ
ル表示枚数の変更について説明する。
【０３１１】
　このシーン詳細ウインドウＳｗでは、２枚のサムネイル画像Ｔｐをドラッグしながらピ
ンチアウト又はピンチインすることにより、サムネイル表示枚数を変更できるようになっ
ている。
【０３１２】
　具体的に、ＣＰＵ１０１は、２枚のサムネイル画像Ｔｐが所定時間タッチされ続けると
、これら２枚のサムネイル画像Ｔｐをドラッグ対象のサムネイル画像Ｔｐと認識する。
【０３１３】
　そして、このままピンチアウト又はピンチインが行われて、２枚のサムネイル画像Ｔｐ
の間隔が変化したとする。するとＣＰＵ１０１は、このときの間隔の変化量（すなわちピ
ンチアウト又はピンチインの操作量）に応じて、これら２枚のサムネイル画像Ｔｐの間に
表示されるサムネイル画像Ｔｐの枚数を変更する。
【０３１４】
　例えば、図２９（Ａ）に示すように、長さが９６秒のシーンから抽出された、先頭画Ｔ
ｐ（ｓ）と、３２秒後のサムネイル画像Ｔｐと、６４秒後のサムネイル画像Ｔｐとの３枚
がシーン詳細ウインドウＳｗに表示されているとする。
【０３１５】
　ここで、例えば、先頭画Ｔｐ（ｓ）と、３２秒後（２枚目）のサムネイル画像Ｔｐがド
ラッグされながらピンチアウトされ、その操作量が、サムネイル画像Ｔｐの横幅１個分に
達したとする。
【０３１６】
　すると、ＣＰＵ１０１は、先頭画Ｔｐ（ｓ）のサムネイル抽出ポイントと３２秒後のサ
ムネイル画像Ｔｐのサムネイル抽出ポイントとの間のサムネイル抽出数ｎを、現在のサム
ネイル抽出数ｎ＋１に変更する。
【０３１７】
　すなわち、先頭画Ｔｐ（ｓ）のサムネイル抽出ポイントと３２秒後のサムネイル画像Ｔ
ｐのサムネイル抽出ポイントとの間のサムネイル抽出数ｎは、「０」から「１」に変更さ
れる。
【０３１８】
　この結果、図２９（Ｃ）に示すように、先頭画Ｔｐ（ｓ）のサムネイル抽出ポイントと
３２秒後のサムネイル画像Ｔｐのサムネイル抽出ポイントとの間に、サムネイル抽出ポイ
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ントが１個追加される。そして、ＣＰＵ１０１は、この追加したサムネイル抽出ポイント
（例えば１６秒後）からサムネイル画像Ｔｐを新たに抽出する。
【０３１９】
　これにより、先頭画Ｔｐ（ｓ）と３２秒後のサムネイル画像Ｔｐとの間に、１６秒後の
サムネイル画像Ｔｐが追加表示される。
【０３２０】
　同様に、ピンチアウトの操作量が、サムネイル画像Ｔｐの横幅２個分に達すれば、先頭
画Ｔｐ（ｓ）と３２秒後のサムネイル画像Ｔｐとの間に、２個のサムネイル画像Ｔｐが追
加表示され、３個分に達すれば、３個追加表示される。
【０３２１】
　こうすることで、ＣＰＵ１０１は、先頭画Ｔｐ（ｓ）と３２秒後のサムネイル画像Ｔｐ
との間の部分の内容をより詳しくユーザに確認させることができる。
【０３２２】
　尚、先頭画Ｔｐ（ｓ）と、最後尾（６４秒後）のサムネイル画像Ｔｐがピンチアウトさ
れた場合には、第１の実施の形態と同様にして、シーン全体のサムネイル抽出数ｎが変更
される。
【０３２３】
　また一方で、例えば、先頭画Ｔｐ（ｓ）と、６４秒後（３枚目）のサムネイル画像Ｔｐ
がドラッグされながらピンチインされ、その操作量が、サムネイル画像Ｔｐの横幅１個分
に達したとする。
【０３２４】
　すると、ＣＰＵ１０１は、先頭画Ｔｐ（ｓ）のサムネイル抽出ポイントと６４秒後のサ
ムネイル画像Ｔｐのサムネイル抽出ポイントとの間のサムネイル抽出数ｎを、現在のサム
ネイル抽出数ｎ－１に変更する。
【０３２５】
　すなわち、先頭画Ｔｐ（ｓ）のサムネイル抽出ポイントと６４秒後のサムネイル画像Ｔ
ｐのサムネイル抽出ポイントとの間のサムネイル抽出数ｎは、「１」から「０」に変更さ
れる。
【０３２６】
　この結果、先頭画Ｔｐ（ｓ）のサムネイル抽出ポイントと６４秒後のサムネイル画像Ｔ
ｐのサムネイル抽出ポイントとの間の、３２秒後のサムネイル抽出ポイントが削除される
。
【０３２７】
　これにより、先頭画Ｔｐ（ｓ）と６４秒後のサムネイル画像Ｔｐとの間に表示されてい
た３２秒後のサムネイル画像Ｔｐが削除される。
【０３２８】
　このようにシーン詳細ウインドウＳｗでは、シーン全体のサムネイル抽出数ｎを変更で
きるばかりでなく、シーンの任意の部分のサムネイル抽出数ｎを変更することができるよ
うになっている。
【０３２９】
　これにより、詳しく確認したい部分についてのみ、サムネイル抽出数ｎを増やして、サ
ムネイル画像Ｔｐの表示枚数を増やすことができる。
【０３３０】
　尚、このようなサムネイル表示枚数の変更は、シーン詳細ウインドウＳｗに表示されて
いるシーンにのみ適用されるものであり、他のシーンには適用されない。
【０３３１】
　また、このようなサムネイル抽出数ｎの変更は、シーン詳細ウインドウＳｗに表示され
ているときにのみ適用されるものであり、シーン詳細ウインドウＳｗが閉じられると、元
のサムネイル抽出数ｎに戻るようになっている。
【０３３２】
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　尚、シーン詳細ウインドウＳｗは、再度ダブルタップされることにより閉じるようにな
っている。
【０３３３】
　また、このシーン詳細ウインドウＳｗに表示されているサムネイル画像Ｔｐに対して画
面右方向へのフリックが行われると、ＣＰＵ１０は、シーン詳細ウインドウＳｗを閉じて
、動画像再生ウインドウＭｐを表示させるようにもなっている。
【０３３４】
＜７．他の実施の形態＞
［７－１．他の実施の形態１］
　尚、上述した第１の実施の形態では、シーンの長さに対するＮ個の閾値をセットして、
この閾値とシーンの長さとを比較することで、シーンのサムネイル抽出数ｎを設定するよ
うにした。そして、このサムネイル抽出数ｎに基づき、シーンからｎ個のサムネイル画像
Ｔｐを抽出して表示させるようにした。
【０３３５】
　これに限らず、例えば、各シーンから、所定時間間隔ごと（例えば３分ごと）のフレー
ムのサムネイル画像を抽出するようにしてもよい。つまり、シーンのサムネイル抽出ポイ
ントを所定時間間隔ごとに設定するようにしてもよい。
【０３３６】
　この場合も、サムネイル抽出ポイントの近傍（すなわち検索範囲Ｈ内）にお気に入りポ
イントが設定されている場合には、そのサムネイル抽出ポイントの代わりにお気に入りポ
イントに対応するフレームのサムネイル画像を抽出する。
【０３３７】
　また、上述した第１の実施の形態では、先頭画Ｔｐ（ｓ）が最も優先的に抽出される為
、先頭のサムネイル抽出ポイントの近傍にお気に入りポイントが設定されていても、この
お気に入りポイントのサムネイル画像は抽出されないようになっている。
【０３３８】
　これに限らず、先頭のサムネイル抽出ポイントの近傍にお気に入りポイントが設定され
ている場合には、先頭画Ｔｐ（ｓ）の代わりに、そのお気に入りポイントのサムネイル画
像（すなわちお気に入り画）Ｔｐ（ｍ）を抽出するようにしてもよい。また、先頭画Ｔｐ
（ｓ）については、予め各ファイルの管理情報として、動画像管理ファイルに登録するよ
うにしたが、これに限らず、登録せずに、毎回、シーンから抽出するようにしてもよい。
【０３３９】
［７－２．他の実施の形態２］
　また、上述した第１の実施の形態では、ピンチアウトの操作量が、サムネイル画像Ｔｐ
の横幅１個分に達すると、各シーンのサムネイル表示枚数を１枚増やすようにした。
【０３４０】
　これに限らず、例えば、ピンチアウトの操作量が、サムネイル画像Ｔｐの横幅０．８個
分に達すると、サムネイル表示枚数を１枚増やすなどしてもよい。つまり、ピンチアウト
の操作量と、サムネイル表示枚数の増加数との関係は、自由に調整できるものとする。
【０３４１】
　また同様に、ピンチインの操作量と、サムネイル表示枚数の減少数との関係も、自由に
調整できるものとする。
【０３４２】
［７－３．他の実施の形態３］
　さらに、上述した第１の実施の形態では、シーンの撮影時に、操作部１０５のマークボ
タンを押下することで、シーンの任意の時点にお気に入りポイントを設定できるようにし
た。
【０３４３】
　これに限らず、シーンの再生時に、操作部１０５のマークボタンを押下することで、シ
ーンの任意の時点にお気に入りポイントを設定できるようにしてもよい。
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【０３４４】
　また、ＤＶＣ１００に操作部１０５としてマーク消去ボタンを設け、ＣＰＵ１０１が、
このマーク消去ボタンの押下に応じて、既に設定されているお気に入りポイントを消去で
きるようにしてもよい。
【０３４５】
　この場合、例えば、任意のシーンを再生中に、マーク消去ボタンが押下されたら、ＣＰ
Ｕ１０１が、このシーンに設定されているお気に入りポイントを消去するようにしてもよ
い。また、例えば、お気に入り画Ｔｐ（ｍ）が選択されている状態で、マーク消去ボタン
が押下されたら、ＣＰＵ１０１が、このお気に入り画Ｔｐ（ｍ）に対応するお気に入りポ
イントを消去するようにしてもよい。
【０３４６】
　この場合、任意のお気に入り画Ｔｐ（ｍ）がタッチされることに応じて、ＣＰＵ１０１
が、このお気に入り画Ｔｐ（ｍ）を選択するようにする。
【０３４７】
［７－４．他の実施の形態４］
　さらに、上述した第２の実施の形態では、異なるシーンに属する２枚のサムネイル画像
Ｔｐがドラッグにより重ねられた状態でタッチアップされたときに、これらが属する２つ
のシーンを結合するようにした。
【０３４８】
　これに限らず、或るシーンに属する１枚のサムネイル画像Ｔｐがドラッグにより、他の
シーンに属するサムネイル画像Ｔｐに重ねられた状態でタッチアップされたときに、これ
らが属する２つのシーンを結合するようにしてもよい。第３及び第４の実施の形態につい
ても同様である。
【０３４９】
［７－５．他の実施の形態５］
　さらに、上述した第５の実施の形態では、フリックされた２枚のサムネイル画像Ｔｐに
対応する部分と、これらの間に表示されていたサムネイル画像Ｔｐに対応する部分とを、
これらの部分を含むシーンから削除するようにした。
【０３５０】
　これに限らず、１枚のサムネイル画像Ｔｐがフリックされたときに、このサムネイル画
像Ｔｐに対応する部分のみを、このサムネイル画像Ｔｐが属するシーンから削除するよう
にしてもよい。
【０３５１】
［７－６．他の実施の形態６］
　さらに、上述した第１乃至第５の実施の形態では、サムネイル画像Ｔｐに対するピンチ
アウト又はピンチインにより、サムネイル表示枚数を変更するようにした。また、２枚の
サムネイル画像Ｔｐをドラッグして重ねあわせることにより、２つのシーンを結合するよ
うにした。さらにサムネイル画像Ｔｐに対するフリックにより、シーンを再生したり、シ
ーンの任意の部分を削除したりするようにした。
【０３５２】
　このような操作は一例であり、この他種々の操作により、サムネイル表示枚数を変更し
たり、２つのシーンを結合したり、シーンを再生したり、シーンの任意の部分を削除した
りするようにしてもよい。
【０３５３】
　例えば、画面下方向ではなく、画面上方向のフリックに応じて、シーンの任意の部分を
削除するようにしてもよい。
【０３５４】
　また、ＤＶＣ１００に操作部１０５としてのズームレバー（ＴＥＬＥ／ＷＩＤＥ）を設
け、ＣＰＵ１０１が、このズームレバーの操作に応じて、サムネイル表示枚数を変更する
ようにしてもよい。
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【０３５５】
　この場合、ＣＰＵ１０１は、例えば、ズームレバーがＴＥＬＥ側に操作されると、例え
ば、各シーンのサムネイル表示枚数を減らし、ＷＩＤＥ側に操作されると、サムネイル表
示枚数を増やすようにする。
【０３５６】
［７－７．他の実施の形態７］
　さらに上述した第４及び第５の実施の形態では、サムネイル画像Ｔｐに対応する部分を
、このサムネイル画像Ｔｐのサムネイル抽出ポイントから、次のサムネイル抽出ポイント
までの部分とした。
【０３５７】
　これに限らず、サムネイル画像Ｔｐに対応する部分を、このサムネイル画像Ｔｐのサム
ネイル抽出ポイントを中心とする、その前後、等分期間Ｔ／２の部分（すなわち検索範囲
Ｈ内の部分）とするようにしてもよい。
【０３５８】
　この場合、先頭画Ｔｐ（ｓ）については、先頭から等分期間Ｔ／２までの部分が、対応
する部分となる。また最後尾のサムネイル画像Ｔｐについては、シーンの末尾までの部分
が、対応する部分となる。
【０３５９】
［７－８．他の実施の形態８］
　さらに上述した第１の実施の形態では、動画像一覧画面Ｍｓにおいて、シーンごとに、
先頭画Ｔｐ（ｓ）の上方近傍に、この先頭画Ｔｐ（ｓ）から始まるシーンの撮影開始時刻
Ｐｔを表示するようにした。
【０３６０】
　これに限らず、シーンごとに、シーンから抽出したサムネイル画像Ｔｐの上方近傍に、
そのサムネイル画像Ｔｐが属するシーンの長さや、撮影終了時刻を表示するようにしても
よい。このようにすれば、シーンの長さをより正確にユーザに認識させることができる。
【０３６１】
　さらに上述した第１の実施の形態では、先頭画Ｔｐ（ｓ）については、他のサムネイル
画像Ｔｐと区別できるように、左上隅に切り欠きＣｈを形成するようにした。これに限ら
ず、先頭を示す文字（例えば「Ｓ」）を先頭画Ｔｐ（ｓ）内の隅に表示させたり、お気に
入り画Ｔｐ（ｍ）の表示される三角形のマークＭｋとは異なる形状のマークを表示させた
りしてもよい。
【０３６２】
　さらにお気に入り画Ｔｐ（ｍ）についても、三角形のマークＭｋ以外の文字やマークを
表示させるようにしてもよい。
【０３６３】
　さらにシーンから抽出したサムネイル画像Ｔｐのうちの最後尾のサムネイル画像Ｔｐに
、最後尾を示す文字やマークを表示させるようにしてもよい。
【０３６４】
［７－９．他の実施の形態９］
　さらに上述した第１の実施の形態では、サムネイル画像Ｔｐに対するピンチアウト又は
ピンチインにより、サムネイル表示枚数を変更するようにした。さらに、ＤＶＣ１００に
操作部１０５としてのリセットボタンを設け、ＣＰＵ１０１が、このリセットボタンの押
下に応じて、サムネイル表示枚数を元の枚数に戻すようにしてもよい。元の枚数とは、図
１０に示した抽出数設定処理手順ＳＲＴ１により設定されたサムネイル抽出数ｎに基づく
ものである。
【０３６５】
　リセットボタンを設けず、例えば、動画像一覧画面Ｍｓ上で、指で円を描くジェスチャ
操作が行われたときに、ＣＰＵ１０１が、サムネイル表示枚数を元の枚数に戻すようにす
るなどしてもよい。
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【０３６６】
［７－１０．他の実施の形態１０］
　さらに、上述した第１の実施の形態では、ＤＶＣ１００で撮影した動画像データ（シー
ン）の各々から、動画像データの長さに応じた数のサムネイル画像Ｔｐを抽出して表示さ
せるようにした。
【０３６７】
　これに限らず、この他種々の動画像データ（例えば、レコーダで録画した動画像データ
や、ネットワークを介してダウンロードした動画像データなど）から、サムネイル画像Ｔ
ｐを抽出して表示させるようにしてもよい。
【０３６８】
　また、上述した第１の実施の形態では、動画像データに設定されているお気に入りポイ
ントのサムネイル画像（お気に入り画）を優先的に抽出するようにした。
【０３６９】
　これに限らず、お気に入りポイント以外の注目ポイントが設定されているならば、この
注目ポイントのサムネイル画像Ｔｐを優先的に抽出するようにしてもよい。
【０３７０】
　実際、動画像データに設定される注目ポイントとしては、例えば、スポーツ番組を録画
した動画像データに自動的に設定される盛り上がりポイントがある。この盛り上がりポイ
ントは、例えば、音声レベルが所定レベル以上になった時点に設定される。
【０３７１】
　また、自動的に設定される注目ポイントと、ユーザが手動で設定する注目ポイントがあ
る場合には、ユーザが手動で設定する注目ポイントの方を優先的に抽出するようにしても
よい。
【０３７２】
　さらに、上述した第１の実施の形態では、記憶媒体１１２に動画像ファイルとして記憶
されている全ての動画像データからサムネイル画像Ｔｐを抽出するようにした。これに限
らず、例えば、ユーザに動画像一覧画面Ｍｓに表示させる動画像の条件（例えばファイル
の作成日時など）を指定させ、この条件に合った動画像ファイルの動画像データのみから
サムネイル画像Ｔｐを抽出して、動画像一覧画面Ｍｓに表示させるようにしてもよい。
【０３７３】
　またサムネイル表示領域ＡＲｐ内に、各動画像データから抽出されたサムネイル画像Ｔ
ｐの全てを一度に表示しきれない場合に、現在表示される動画像データからのみサムネイ
ル画像Ｔｐを抽出するようにしてもよい。
【０３７４】
［７－１１．他の実施の形態１１］
　さらに上述した第１乃至第６の実施の形態では、表示装置１としてのＤＶＣ１００に、
記憶制御部３、検出部５、制御部６としてのＣＰＵ１０１を設けるようにした。またこの
ＤＶＣ１００に、表示部４としての液晶ディスプレイ１０６を設けるようにした。さらに
このＤＶＣ１００に、検出部５としてのタッチパネル１０４を設けるようにした。
【０３７５】
　本発明はこれに限らず、同様の機能を有するのであれば、上述したＤＶＣ１００の各機
能部を、他の種々のハードウェアもしくはソフトウェアにより構成するようにしてもよい
。また、例えば、ＤＶＣ１００に、液晶ディスプレイ１０６とタッチパネル１０４とで構
成されるタッチスクリーン１０７の代わりに、タッチパネル機能を有する液晶ディスプレ
イを設けるなどしてもよい。また、液晶ディスプレイ１０６の代わりに、有機ＥＬ（Elec
tro　Luminescence）ディスプレイを設けるなどしてもよい。
【０３７６】
　さらに上述した第１乃至第６の実施の形態では、ＤＶＣ１００に本発明を適用するよう
にした。これに限らず、動画像データを扱う機器であれば、デジタルスチルカメラ、パー
ソナルコンピュータ、テレビジョン受像機、ハードディスクレコーダ、携帯型電話機など
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【０３７７】
［７－１２．他の実施の形態１２］
　さらに上述した第１乃至第６の実施の形態では、各種処理を実行するためのプログラム
を、ＤＳＣ１００のＲＯＭ１０２に書き込んでおくようにした。
【０３７８】
　これに限らず、このプログラムを例えばメモリカードなどの記憶媒体に記録しておき、
ＤＶＣ１００のＣＰＵ１０１が、このプログラムを記憶媒体から読み出して実行するよう
にしてもよい。またＲＯＭ１０２の代わりに、フラッシュメモリを設けるようにして、記
憶媒体から読み出したプログラムを、このフラッシュメモリにインストールするようにし
てもよい。
【０３７９】
［７－１３．他の実施の形態１３］
　さらに本発明は、上述した第１乃至第６の実施の形態と他の実施の形態とに限定される
ものではない。すなわち本発明は、上述した第１乃至第６の実施の形態と他の実施の形態
の一部または全部を任意に組み合わせた形態、もしくは一部を抽出した形態にもその適用
範囲が及ぶものである。
【０３８０】
　例えば、第１の実施の形態と、第４、第５、第６の実施の形態とを組み合わせるように
してもよい。このようにすれば、サムネイル表示枚数の変更、シーンの結合、シーンの詳
細確認といった機能を、１台のＤＶＣ１００で実現できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【０３８１】
　本発明は、動画像データを扱う例えばデジタルビデオカメラで広く利用することができ
る。
【符号の説明】
【０３８２】
　１……表示装置、２……記憶媒体、３……記憶制御部、４……表示部、５……検出部、
６……制御部、１００……ＤＶＣ（デジタルビデオカメラ）、１０１……ＣＰＵ、１０４
……タッチパネル、１０５……操作部、１０６……液晶ディスプレイ、１０８……撮像部
、１０９……表示処理部、１１２……記憶媒体、Ｍｓ……動画像一覧画面、Ｓｗ……シー
ン詳細ウインドウ、Ｔｐ……サムネイル画像。
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