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(57)【要約】
【課題】データストレージに保存されている多数、多種
別のデータを検索する際に、簡単にデータ検索すること
ができる画像処理装置を提供することを目的とする。
【解決手段】データを保存する保存手段と、上記保存手
段に保存されているデータを、予め決められた基準に基
づいて、複数のグループにまとめるグループ化手段と、
画像データを表示し、また、上記グループ化手段がまと
めたデータを、１つの円周上に並べて表示する表示手段
と、上記表示手段に表示されている内容又は画面を変化
させるために、円周上を回して操作するスイッチを具備
する操作手段と、上記グループ化手段がまとめたデータ
が円周上に並べて表示されている場合、上記スイッチが
回されると、その回転方向に基づいて、上記複数のグル
ープのそれぞれにおけるデータを検索する検索画面へ遷
移する制御手段とを有することを特徴とする画像処理装
置である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを保存する保存手段と；
　上記保存手段に保存されているデータを、予め決められた基準に基づいて、複数のグル
ープにまとめるグループ化手段と；
　画像データを表示し、また、上記グループ化手段がまとめたデータを、１つの円周上に
並べて表示する表示手段と；
　上記表示手段に表示されている内容又は画面を変化させるために、円周上を回して操作
するスイッチを具備する操作手段と；
　上記グループ化手段がまとめたデータが円周上に並べて表示されている場合、上記スイ
ッチが回されると、その回転方向に基づいて、上記複数のグループのそれぞれにおけるデ
ータを検索する検索画面へ遷移する制御手段と；
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記グループ化手段は、予め決められた条件に基づいて、ソートする手段であることで
あることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　上記グループ化手段は、画像処理装置に設けられている保存手段に保存されているデー
タを、第１のグループとしてグループ化し、上記画像処理装置に接続されている外部の保
存手段に保存されているデータを、第２のグループとして、グループ化する手段であるこ
とを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　上記制御手段は、上記検索画面において、上記第１のグループ又は上記第２のグループ
を検索している際に、上記操作手段は、上記検索しているグループとは異なるグループを
選択する画面に遷移させる手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項３のいずれか１項において、
　上記表示手段は、上記検索画面において、２つの上記グループを検索している際に、上
記検索しているグループのデータに、上記検索しているグループとは異なるグループのデ
ータをつなげて、１つの円周上に表示する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　上記表示手段は、上記スイッチの回転方向を、甲方向と乙方向とし、１つのグループの
データを表示している際に、上記甲方向に１つのグループのデータを並べたときに、上記
１つのグループのデータの先頭の上記乙方向に、他のグループのデータの先頭を隣り合わ
せ、さらに、上記乙方向に、上記他のグループのデータを並べて表示する手段であること
を特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　上記表示手段は、上記乙方向に１つのグループのデータを並べたときに、上記他のグル
ープの先頭のデータの上記甲方向に、上記他のデータの先頭を隣り合わせ、さらに、上記
甲方向に、上記他のグループのデータを並べて表示する手段であることを特徴とする画像
処理装置。
【請求項８】
　請求項５において、
　上記１つのグループのデータを表示している際に、上記スイッチの回転方向を甲方向と
乙方向とし、上記表示手段は、上記甲方向に、１つのグループのデータを並べたときに、
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上記１つのグループの最後のデータの次に、他のグループのデータの先頭をつなげて表示
する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　上記表示手段は、上記乙方向に、１つのグループのデータを並べ、この１つのグループ
の最後のデータの次に、他のグループのデータの先頭をつなげて、上記乙方向にデータを
並べて表示する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項６～請求項９のいずれか１項において、
　上記表示手段は、上記１つのグループのデータが並んでいる領域と、上記他のグループ
のデータが並んでいる領域とに、互いに異なる色又はマークを表示する手段であることを
特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　上記表示手段は、上記１つのグループのデータが並んでいる領域と、上記他のグループ
のデータが並んでいる領域とに、互いに異なる色又はマークを、各グループの検索画面に
おいても表示する手段であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　データを保存する保存工程と；
　上記保存工程で保存されたデータを、予め決められた基準に基づいて、複数のグループ
にまとめるグループ化工程と；
　画像データを表示し、また、上記グループ化工程でまとめられたデータを、１つの円周
上に並べて表示する表示工程と；
　上記表示工程で表示されている内容又は画面を変化させるために、円周上を回して操作
するスイッチを回して、操作する操作工程と；
　上記グループ化工程でまとめられたデータが円周上に並べて表示されている場合、上記
スイッチが回されると、その回転方向に基づいて、上記複数のグループのそれぞれにおけ
るデータを検索する検索画面へ遷移する制御工程と；
　を有することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラの発展やストレージ、メディア等の大容量化等に伴い、メモリカード等
のデータを保存するストレージメディアに保存するデータの種類が多様化している。たと
えば、メモリカードの中には、デジタルカメラで撮影した静止画や動画、また取り込んだ
ＰＤＦファイルがあり、ＵＳＢメモリには、デジカメの写真からＰＣで作成した静止画、
動画、ＰＣで作成した文書データ等のデータが入っている。
【０００３】
　つまり、ストレージ内のデータの種別が、１つのストレージの中でも多様化している。
また、そのデータを使用して印刷等を行う場合も、複合機の発展に伴い、様々なソリュー
ションが増えている。
【０００４】
　したがって、１つのストレージの中に入っている多数、多種別のデータについて、ユー
ザが、スムーズにアクセスできるような対応が求められている。
【０００５】
　その方法の１つとして、ホイールデバイスを用いたデータへのアクセス方法がある。ホ
イールデバイスを使用した場合、通常のキー押下に比べて、操作が手早く、かつ項目を進
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めることができるので、多数のデータから選択する場合、データの検索や設定等に用いら
れている。また、その使用方法としてもいくつかの方法がある。
【０００６】
　たとえば、ホイールの回転に対応して複数の情報列を表示し、フォーカスされた１つの
表示列を選択してから、回転デバイスで操作することができる方法が知られている（たと
えば、特許文献１参照）。
【０００７】
　また、ホイールを用いて、大量の画像を検索するための方法として、次の方法がある。
表示の一画面に、全ての画像が入りきらない場合、画像のサムネイルを円形に並べ、奥に
消えていく表現も含めて、立体的に表現し、他に情報があることを示唆する表現が知られ
ている（たとえば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００４－３６３７０７号公報
【特許文献２】特開２００４－２９５１５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記従来方法では、現在のデータの多様化に伴うアクセス性に、対応すること
ができない。
【０００９】
　特許文献１記載の発明では、複数種類のデータを、それぞれの円環として表現し、その
円環を動かすために、ホイールを使っている。つまり、所望のデータにアクセスするため
に、その円環を探し、選択する必要がある。
【００１０】
　また、特許文献２記載の発明では、画像の総数がどのような数でも、表現することがで
きるが、そこで用いた表現は、１つのルールに則って並べられたものであるので、検索す
る際に、その目的の画像に辿り着くことが困難であるという問題がある。
【００１１】
　本発明は、データストレージに保存されている多数、多種別のデータを検索する際に、
簡単にデータ検索することができる画像処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、データを保存する保存手段と、上記保存手段に保存されているデータを、予
め決められた基準に基づいて、複数のグループにまとめるグループ化手段と、画像データ
を表示し、また、上記グループ化手段がまとめたデータを、１つの円周上に並べて表示す
る表示手段と、上記表示手段に表示されている内容又は画面を変化させるために、円周上
を回して操作するスイッチを具備する操作手段と、上記グループ化手段がまとめたデータ
が円周上に並べて表示されている場合、上記スイッチが回されると、その回転方向に基づ
いて、上記複数のグループのそれぞれにおけるデータを検索する検索画面へ遷移する制御
手段とを有することを特徴とする画像処理装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、データストレージに保存されている多数、多種別のデータを検索する
際に、簡単にデータ検索することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　発明を実施するための最良の形態は、次の実施例である。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、本発明の実施例１である画像処理システムを構成する画像処理装置１００の概
略構成を示すブロック図である。
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【００１６】
　画像処理装置１００は、ＣＰＵ１と、ＲＯＭ２と、ＲＡＭ３と、画像メモリ４と、デー
タ変換部５と、読取制御部６と、読取部７と、操作部８と、通信制御部９と、解像度変換
処理部１０と、符号復号化処理部１１とを有する。また、画像処理装置１００は、記録制
御部１２と、記録部１３と、給紙部１４と、ＵＳＢファンクション制御部１５と、データ
蓄積部１６と、ＵＳＢホスト制御部１７と、ＣＰＵバス１８とを有する。
【００１７】
　ＣＰＵ１は、システム制御部であり、画像処理装置１００の全体を制御する。
【００１８】
　ＲＯＭ２は、ＣＰＵ１が実行する制御プログラムや組み込みオペレーティングシステム
（ＯＳ）プログラム等を格納する。実施例１では、ＲＯＭ２に格納されている各制御プロ
グラムは、ＲＯＭ２に格納されている組み込みＯＳの管理下で、スケジューリングやタス
クスイッチ等のソフトウエア制御を行う。
【００１９】
　ＲＡＭ３は、ＳＲＡＭ（ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ）等で構成され、プログラム制御変数等
を格納し、また、オペレータが登録した設定値や、画像処理装置１００の管理データ等を
格納し、各種ワーク用バッファ領域が設けられている。
【００２０】
　画像メモリ４は、ＤＲＡＭ（ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ）等で構成され、画像データを蓄
積する。
【００２１】
　データ変換部５は、ページ記述言語（ＰＤＬ）等の解析や、キャラクタデータのＣＧ（
ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｇｒａｐｈｉｃｓ）展開等、画像データを変換する。
【００２２】
　次に、読取制御部６について説明する。
【００２３】
　読取部７が、ＣＩＳイメージセンサ（密着型イメージセンサ）によって原稿を光学的に
読み取る。次に、電気的な画像データに変換した画像信号を、図示しない画像処理制御部
を介して、２値化処理や中間調処理等、各種画像処理を施し、高精細な画像データを出力
する。なお、実施例１では、読取制御部６は、原稿を搬送しながら読み取りするシート読
取制御方式と、原稿台にある原稿をスキャンするブック読取制御方式との両制御方式に対
応している。
【００２４】
　操作部８は、ホームキー、ナビキー、決定キー、戻るキー等を備え、ユーザが、画像印
刷データを決定するための操作部であり、また、設定データを登録するための操作部であ
る。また、操作部８は、各種キー、ＬＥＤ（発光ダイオード）と、ＬＣＤ（液晶ディスプ
レイ）等を有する。この結果、オペレータによる各種入力操作や、画像処理装置１００の
動作状況、ステータス状況の表示等を実行する。
【００２５】
　通信制御部９は、ＭＯＤＥＭ（変復調装置）や、ＮＣＵ（網制御装置）等によって構成
されている。実施例１では、通信制御部９は、アナログの通信回線（ＰＳＴＮ）Ｌ１に接
続され、Ｔ３０プロトコルでの通信制御、通信回線に対する発呼と着呼等の回線制御を行
う。
【００２６】
　解像度変換処理部１０は、画像データのミリ－インチ解像度変換等、解像度変換制御を
行う。なお、解像度変換処理部１０において、画像データの拡大縮小処理も可能である。
【００２７】
　符号復号化処理部１１は、画像処理装置１００で扱う画像データ（ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ
、ＪＢＩＧ、ＪＰＥＧ等）について、符号復号化処理や、拡大縮小処理を行う。
【００２８】
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　記録制御部１２は、印刷される画像データについて、図示しない画像処理制御部を介し
て、スムージング処理や記録濃度補正処理、色補正等、各種画像処理を施し、高精細な画
像データに変換し、記録部１３に出力する。また、記録部１３を制御することによって、
記録部１３の状態情報を、定期的に取得する。
【００２９】
　記録部１３は、レーザビームプリンタやインクジェットプリンタ等からなる印刷装置で
あり、カラー画像データ、又はモノクロ画像データを印刷部材に印刷する。
【００３０】
　給紙部１４は、印刷のための用紙を保持する部位である。記録制御部１２からの制御に
よって、給紙部１４から給紙する。特に、給紙部１４は、複数種類の用紙を１つの装置に
保持するために、複数の給紙部を用意することができる。そして、記録制御部１２が、ど
の給紙部から給紙を行うかを制御する。
【００３１】
　ＵＳＢファンクション制御部１５は、ＵＳＢインタフェースの通信制御を行う。ＵＳＢ
通信規格に従って、プロトコル制御を行い、ＣＰＵ１が実行するＵＳＢ制御タスクからの
データを、パケットに変換し、外部の情報処理端末に、ＵＳＢパケット送信を行う。逆に
、外部の情報処理端末からのＵＳＢパケットを、データに変換し、ＣＰＵ１に送信する。
【００３２】
　データ蓄積部１６は、データを蓄積する。画像メモリ４でのＤＲＡＭは、データバック
アップ用の領域を用意していないので、実施例１では、データ蓄積部としてデータ保存領
域を用意し、画像メモリ４と共有する場合もある。データ蓄積部１６に、データのバック
アップ等を行うことができる。また、データ蓄積部１６に、デジタル画像等を保存し、印
刷に用いる。実施例１では、データ蓄積部１６としてＤＲＡＭを用いているが、ハードデ
ィスクや揮発性メモリ等を使用するようにしてもよい。
【００３３】
　ＵＳＢホスト制御部１７は、ＵＳＢ通信規格で定められているプロトコルで通信するた
めの制御部である。ＵＳＢ通信規格は、双方向のデータ通信を高速に行うことができる規
格であり、１台のホスト（マスター）に、複数のハブ又はファンクション（スレーブ）を
接続することができる。
【００３４】
　メモリカードＭＣ１は、データ記憶媒体であり、画像処理装置１００に接続することが
できる。実施例１では、ＵＳＢホスト制御部１７とインタフェースとで接続されているが
、これら以外のもので接続するようにしてもよい。画像のデータやその他電子データは、
ＵＳＢホスト制御部１７を介して、メモリカードＭＣ１内のデータにアクセスすることが
できる。
【００３５】
　データ蓄積部１６は、データを保存する保存手段の例である。
【００３６】
　ＣＰＵ１は、上記保存手段に保存されているデータを、予め決められた基準に基づいて
、複数のグループにまとめるグループ化手段の例である。
【００３７】
　操作部８は、画像データを表示し、また、上記グループ化手段がまとめたデータを、１
つの円周上に並べて表示する表示手段の例である。操作部８は、上記表示手段に表示され
ている内容又は画面を変化させるために、円周上を回して操作するスイッチを具備する操
作手段の例である。
【００３８】
　ＣＰＵ１は、上記グループ化手段がまとめたデータが円周上に並べて表示されている場
合、上記スイッチが回されると、その回転方向に基づいて、上記複数のグループのそれぞ
れにおけるデータを検索する検索画面へ遷移する制御手段の例である。
【００３９】
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　上記スイッチの回転方向を、甲方向と乙方向とする。上記表示手段は、１つのグループ
のデータを表示している際に、上記甲方向に１つのグループのデータを並べたときに、上
記１つのグループのデータの先頭の上記乙方向に、他のグループのデータの先頭を隣り合
わせる手段である。また、上記表示手段は、上記乙方向に、上記他のグループのデータを
並べて表示する手段である。
【００４０】
　さらに、上記表示手段は、上記乙方向に１つのグループのデータを並べたときに、上記
他のグループの先頭のデータの上記甲方向に、上記他のデータの先頭を隣り合わせ、さら
に、上記甲方向に、上記他のグループのデータを並べて表示する手段である。
【００４１】
　上記１つのグループのデータを表示している際に、上記スイッチの回転方向を甲方向と
乙方向とする。この場合、上記表示手段は、上記甲方向に、１つのグループのデータを並
べたときに、上記１つのグループの最後のデータの次に、他のグループのデータの先頭を
つなげて表示する手段である。
【００４２】
　そして、上記表示手段は、上記乙方向に、１つのグループのデータを並べ、この１つの
グループの最後のデータの次に、他のグループのデータの先頭をつなげて、上記乙方向に
データを並べて表示する手段である。
【００４３】
　加えて、上記表示手段は、上記１つのグループのデータが並んでいる領域と、上記他の
グループのデータが並んでいる領域とに、互いに異なる色又はマークを表示する手段であ
る。
【００４４】
　また、上記表示手段は、上記１つのグループのデータが並んでいる領域と、上記他のグ
ループのデータが並んでいる領域とに、互いに異なる色又はマークを、各グループの検索
画面においても表示する手段である。
【００４５】
　実施例１において、記録機能のＵＳＢ通信は、１対１の接続形態を用いる。
【００４６】
　上記構成要素１～６、８～１７は、ＣＰＵ１が管理するＣＰＵバス１８を介して、相互
に接続されている。
【００４７】
　実施例１において、読取部７と読取制御部６とにおいて、文書原稿を読み取り、解像度
変換処理部１０やデータ変換部５を介して、データ蓄積部１６に文書データを保存する。
【００４８】
　そして、操作部８からの操作によって、文書を検索することができる。なお、実施例１
で想定している文書データは、上記方法による文書だけでない。メモリカードＭＣ１から
の転送によるデータ、通信制御部を介したデータのように、データをデータ蓄積部１６に
保存している状態であり、文書がページ情報をもっている場合であれば、文書データとし
て使用することができる。
【００４９】
　図２は、画像処理装置１００の操作部８の具体例を示す図である。
【００５０】
　操作部８は、ＬＣＤ８ａと、電源キーＫ１と、用紙切換キーＫ２と、ナビキーＫ３と、
ホームキーＫ４と、ホイールデバイスＨＤ１と、ＯＫボタンＢＴ１と、上下左右キーＫ５
と、＋－キーＫ６とを有する。また、操作部８は、モノクロスタートキーＫ７と、カラー
スタートキーＫ８と、ストップキーＫ９と、ファンクションキーＫ１０と、戻るキーＫ１
１とを有する。
【００５１】
　ＬＣＤ８ａは、メッセージやオペレーションプロンプト、各種情報を表示するディスプ
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レイである。
【００５２】
　電源キーＫ１は、装置の電源をＯＮ／ＯＦＦするキーである。用紙切換キーＫ２は、給
紙部１４の給紙部が複数の給紙部位を持つ際に、使用する給紙部に切り換えを行う際に使
用するキーである。ナビキーＫ３は、装置の操作を簡単に行うナビモードへ入るためのキ
ーである。
【００５３】
　ホームキーＫ４は、コピー、スキャン、カード印刷、ＤＶＤ／ＣＤ印刷や設定等のジョ
ブへ入るための入り口であるホーム画面に進むためのキーである。
【００５４】
　ホイールデバイスＨＤ１は、右回りや左回りに回すことによって、値を多入力するデバ
イスである。ホイールデバイスＨＤ１を回すことによって、画像を次々に選択し、数値を
増減することができる。実施例１では、合成画像の位置移動や回転等に使用する。
【００５５】
　ＯＫボタンＢＴ１は、選択された項目について、決定するキーである。上下左右キーＫ
５は、フォーカス位置の移動や数値の変更等、上下左右で変更が可能なものを変更する。
【００５６】
　＋－キーＫ６は、メニューやユーザ登録等、ユーザが複数の選択肢から選択を行う際に
使用されるキーである。マイナス、プラスは、それぞれ逆順、正順である。
【００５７】
　モノクロスタートキーＫ７は、白黒ファクシミリ送信、白黒コピー等を開始するキーで
ある。カラースタートキーＫ８は、カラーファクシミリ送信、カラーコピー、カラー写真
印刷等を開始するキーである。ストップキーＫ９は、ファクシミリ送受信、コピーやその
他のオペレーション操作を停止させるキーである。
【００５８】
　ファンクションキーＫ１０は、画面と対応しているキーである。ＬＣＤ８ａの下部にフ
ァンクションキーＫ１０に対応する表示がされ、その表示に基づいて、ユーザがボタンを
押す仕組みである。画面によって、その機能は変わるので、マルチな機能で使用可能であ
る。
【００５９】
　戻るキーＫ１１は、操作フロー等の途中で戻りたい場合に押下するキーである。押下す
ることによって、１つ前の動作に戻ることができる。
【００６０】
　操作部８は、上記キーやデバイスを持ち、ユーザが装置の操作を行うことができる。実
施例１において、上記デバイスを使用しているが、本件の効果を実現する手段であれば、
操作部は、この限りではない。
【００６１】
　画像処理装置１００は、データ蓄積部１６やメモリカードＭＣ１等のデータが保存でき
る領域に保存されているデータを、操作部８を介して操作することによって、記録部１３
を用いて印刷することができる。その際に、保存されている画像を一覧で表示し、選択す
ることが必要である。
【００６２】
　特に、実施例１では、表示対象である画像が、データ蓄積部１６に保存され、このデー
タ蓄積部１６から画像を読み出して表示する。
【００６３】
　図３は、画像処理装置１００が使用するデータストレージ３０、グループＧＡ、ＧＢを
示す図である。
【００６４】
　データストレージ３０は、データ蓄積部１６、メモリカードＭＣ１、デジタルカメラＤ
Ｃ１等で構成され、デジタル画像データ“イ”、“ロ”、“ハ”、“ニ”、“ホ”、“へ
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”、“ト”、“チ”、“リ”、“ヌ”を蓄積している。画像処理装置１００は、データス
トレージ３０を認識し、データストレージ３０に格納されているデジタル画像データ“イ
”～“ヌ”を、印刷等に使用するために表示する。
【００６５】
　データストレージ３０には、デジタル画像データ“イ”～“ヌ”以外にも、デジタル画
像が格納されている。
【００６６】
　実施例１では、データストレージ３０に、デジタル画像データ“イ”～“ヌ”のそれぞ
れが格納されている。しかし、ＬＣＤ８ａに表示し、選択が可能なデータであれば、デジ
タル画像データ“イ”～“ヌ”以外のデータを、データストレージ３０に格納するように
してもよい。
【００６７】
　グループＧＡは、データストレージ３０に格納されているデジタル画像データを、グル
ープとして順番に並べたものである。順番Ａ１～Ａ１０は、各デジタル画像データの順番
である。順番Ａ１０以降も、順番Ａ１１、Ａ１２、……のように、グループＧＡに当ては
まるデジタル画像データがグルーピングされている。
【００６８】
　グループＧＢは、データストレージ３０に格納されているデジタル画像データを、グル
ープとして順番に並べたものである。順番Ｂ１～Ｂ１０は、各デジタル画像データの順番
である。順番Ｂ１０以降も、順番Ｂ１１、Ｂ１２、……のように、グループＧＢに当ては
まるデジタル画像データがグルーピングされる。
【００６９】
　実施例１でのグループＧＡとグループＧＢとは、それぞれデータストレージ３０に格納
されているデジタル画像データを、グループＧＡとＧＢとに分けたのではない。データス
トレージ３０に格納されているデジタル画像データについて、グループＧＡの条件に合致
するデジタル画像データを、グループＧＡに所属させ、グループＧＢの条件に合致するデ
ジタル画像データを、グループＧＢに所属させている。したがって、条件によっては、グ
ループＧＡに属するデジタル画像データが、グループＧＢにも属することがある。ここで
は、グループＧＡとグループＧＢとに属するデジタル画像データは、互いに重複している
が、グループ内での順番が異なっている。
【００７０】
　次に、上記グループの条件を、具体例で説明する。
【００７１】
　たとえば、デジタル画像データとして、デジタルカメラＤＣ１で撮影したデジタル画像
データがあるとする。グループＧＡに、静止画が属し、グループＧＢに、動画が属してい
る。また、グループＧＡに、ＪＰＥＧデータが属し、グループＧＢに、ＰＤＦデータが属
するとしてもよい。さらに、グループＧＡに、風景の写真が属し、グループＧＢに、人物
の写真が属するとしてもよい。そして、グループＧＡに、夜に撮影した画像が属し、グル
ープＧＢに、昼に撮影した画像が属するとしてもよい。ここに挙げた例では、グループＧ
ＡとＧＢとの両グループに、同じデータが入ることは少ないが、グループＧＡとＧＢとに
、同じデータが属するようにしても問題が無い。
【００７２】
　図２８は、グループ条件の具体例を表で示す図である。
【００７３】
　また、このグループ化は、ソートやデバイスによる切り分けであると考えてもよい。た
とえば、実施例２のように、１のソート方法によって、１つのグループを作り、別のソー
ト方法によって、別のグループを作るようにしてもよい。ソートやデバイスでの切り分け
については、実施例２、実施例３に示す。実施例１としては、グループとして定義し、説
明する。
【００７４】
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　図４は、ＬＣＤ８ａに表示されている待機画面ＤＰ１のレイアウト例を示す図である。
【００７５】
　待機画面ＤＰ１は、領域Ｒ１、Ｒ２を有する。領域Ｒ１は、グループＧＡを表示してい
ることを示すために、その背景を白にしてある。領域Ｒ２は、グループＧＢを表示してい
ることを示すために、その背景をグレー（網点）にしてある。
【００７６】
　グループＧＡのデータ“ロ”、“ハ”、“ヌ”、“チ”、“イ” が、左半円上（左半
円周上）に配置されている。グループＧＢのデータ“ト”、“イ”、“ニ”、“ホ”、“
へ”が、右半円上（右半円周上）に配置されている。このように、領域Ｒ１に、グループ
ＧＡの画像群を並べ、領域Ｒ２に、グループＧＢの画像群を並べ、待機画面ＤＰ１に、２
つのグループＧＡ、ＧＢの画像群を並べている。さらに、それぞれが左半円、右半円に配
置され、トータルで円になるように表現されている。この円は、操作部８のホイールデバ
イスＨＤ１の円で動かすことができる。
【００７７】
　図５は、ＬＣＤ８ａに表示されている待機画面ＤＰ１のレイアウト例を示す図である。
【００７８】
　同じデータストレージ３０について、グループＧＡとグループＧＢとに並べられている
順番に特徴がある。この特徴のために、同じデータが入ることがある。たとえば、デジタ
ル画像データ“イ”が、グループＧＡ、ＧＢの両者に含まれている。これは、グループＧ
Ａのルールでデジタル画像データを並べ、グループＧＢのルールでデジタル画像データを
並べた結果、たまたま、グループＧＡにデジタル画像データ“イ”が含まれ、また、グル
ープＧＢにもデジタル画像データ“イ”が含まれたのである。ただし、デジタル画像デー
タ“イ”が配置されている順番が変わっている。
【００７９】
　このような待機画面を表示し、ユーザに、画像の選択を行わせる。画像を選択する場合
、操作部８のホイールデバイスＨＤ１を使用して、メイン操作する。
【００８０】
　図６は、図５に示す待機画面ＤＰ１が表示されているときに、グループＧＡのデータを
検索するために、グループＧＡにアクセスした場合の画面ＤＰ２を示す図である。
【００８１】
　図５に示す待機画面ＤＰ１において、ホイールデバイスＨＤ１を左回転すると、グルー
プＧＡのデータを検索することができる。つまり、ホイールデバイスＨＤ１を用いて左半
円のデータを引っ張り出すイメージで検索する。画像選択の最初の画面である待機画面Ｄ
Ｐ１から、ホイールデバイスＨＤ１を使用して、左回転で回した場合の画面が、画面ＤＰ
２である。
【００８２】
　フォーカスＦ１は、現在選択している画像を、ユーザに示すためのものである。図６に
示す状態では、デジタル画像データ“ロ”に、フォーカスＦ１が当たり、デジタル画像デ
ータ“ロ”が選択されている。また、図６において、ホイールデバイスＨＤ１が左回りに
回っている様子が示されている。
【００８３】
　図７－１、図７－２、図７－３は、グループＧＡのデータ選択の例を示し、ホイールデ
バイスＨＤ１を左周りで回した場合の表示画面を示す図である。
【００８４】
　図６に示す状態から、ホイールデバイスＨＤ１をさらに左回しで回転すると、画面ＤＰ
３に示すように、フォーカスＦ１が当たっているデジタル画像データが、“ロ”から“ハ
”に変化する。ホイールデバイスＨＤ１をさらに回すことによって、画面ＤＰ４に示すよ
うに、フォーカスＦ１が当たっているデジタル画像データが、“ハ”から“ヌ”に変化す
る。そして、ホイールデバイスＨＤ１をさらに回すことによって、画面ＤＰ５、ＤＰ６、
ＤＰ７に示すように、フォーカスＦ１が当たっているデジタル画像データが、“チ”、“
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イ”、“リ”に変化する。つまり、図３に示すグループＧＡの順番で、デジタル画像デー
タを選択することができる。
【００８５】
　また、ホイールデバイスＨＤ１を左回りに回すことによって、グループＧＡのデータ群
も、円の軌跡で移動する（フォーカスＦ１の位置は変化しない）。このために、ホイール
デバイスＨＤ１の動作と、画面表示での動作とを、直感的に行うことができる。
【００８６】
　ここで、ホイールデバイスＨＤ１を右回りに回せば、たとえば、画面ＤＰ７の状態で、
ホイールデバイスＨＤ１を右回りに回せば、画面ＤＰ６、ＤＰ５、ＤＰ４の順で、画面が
変化し、デジタル画像データも右回りに移動する。
【００８７】
　このように、図５に示す待機画面ＤＰ１から、ホイールデバイスＨＤ１を用いて、グル
ープＧＡのデジタル画像データを直感的に選択することができる。
【００８８】
　図８は、図５に示す待機画面ＤＰ１が表示されているときに、グループＧＢのデータを
検索するために、グループＧＢにアクセスした場合の画面ＤＰ１２を示す図である。
【００８９】
　図５に示す状態で、ホイールデバイスＨＤ１を右回転すると、グループＧＢのデータを
検索することができる。つまり、ホイールデバイスＨＤ１を用いて右半円のデータを引っ
張り出すイメージで検索する。画像選択の最初の画面である図５に示す待機画面ＤＰ１か
ら、ホイールデバイスＨＤ１を使用して、右回転で回した場合の画面が、画面ＤＰ１２で
ある。
【００９０】
　画面ＤＰ１２は、画像選択の最初の画面である。図５に示す待機画面ＤＰ１から、ホイ
ールデバイスＨＤ１で右回転に回した際の画面である。デジタル画像データ“ト”、“イ
”、“ニ”、“ホ”、“へ”は、グループＧＢとして並べられたデータである。フォーカ
スＦ１は、現在選択している画像をユーザに示すためのフォーカスである。画面ＤＰ１２
では、データ“ト”に、フォーカスＦ１が当たり、データ“ト”が選択されている。また
、図８には、ホイールデバイスＨＤ１が右回りに回っている様子を示してある。このまま
右回りで回した場合の画面における動きを、図９に示してある。
【００９１】
　図９－１、図９－２は、グループＧＢのデータ選択の例を示し、ホイールデバイスＨＤ
１を右周りで回した場合の表示画面を示す図である。
【００９２】
　画面ＤＰ１２に示す状態から、ホイールデバイスＨＤ１をさらに右回しで回転すると、
画面ＤＰ１３に示すように、フォーカスＦ１が当たっているデジタル画像データが、“ト
”から“イ”に変化する。ホイールデバイスＨＤ１をさらに回すと、画面ＤＰ１４、ＤＰ
１５に示すように、フォーカスＦ１が当たっているデジタル画像データが、“ニ”、“ホ
”に変化する。図３に示すように、グループＧＢの順番で、デジタル画像データを選択す
ることができる。また、ホイールデバイスＨＤ１を右回りに回すと、グループＧＢのデー
タ群を、円の軌跡で、右回りに移動する。したがって、ホイールデバイスＨＤ１の動作と
、画面表示とによって、ユーザは、直感的に操作することができる。
【００９３】
　また、ここで、画面ＤＰ１５から左回りに回せば、画面ＤＰ１５、ＤＰ１４、ＤＰ１３
のように表示しデータが左回りに移動する。
【００９４】
　このように、グループＧＢのデータを、図５に示す待機画面ＤＰ１から、ホイールデバ
イスＨＤ１を用いて、デジタル画像データを、ユーザが直感的に選択することができる。
【００９５】
　図１０は、ホームキーＫ４を押下した場合における動作の一例を示す図である。
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【００９６】
　画面ＤＰ２１は、グループＧＡのデータを検索する画面である。この場合、図２に示し
たホームキーＫ４を押下すると、待機画面ＤＰ１へ戻る。待機画面ＤＰ１は、図５に示す
ように、画像選択の最初の画面であり、グループＧＡとグループＧＢとの両方のデータが
表示されている画面である。
【００９７】
　この方法によって、一方のグループのデータを検索している場合、他方のグループの検
索にアクセスすることができる。
【００９８】
　図１１は、図５～図１０に示す動作のフローチャートである。
【００９９】
　このフローチャートは、本装置において、データストレージ３０に格納されているデー
タを表示し、選択する動作を示す。
【０１００】
　まず、Ｓ１で、データストレージ３０に格納されているデータを、第１のグループ条件
でグルーピングする。たとえば、図４に示すグループＧＡのようにグルーピングする。
【０１０１】
　次に、Ｓ２で、データストレージ３０に格納されているデータを、第２のグループ条件
でグルーピングする。たとえば、図４に示すグループＧＢのようにグルーピングする。こ
のように、データストレージ３０に格納されているデータを、２つのグループにグルーピ
ングする。繰り返していうが、第１のグループと第２のグループとに分けているのではな
く、データストレージ３０に格納されているデータを、２つのグループにそれぞれ分けて
いるだけである。よって、２つのグループに重複して、データが存在することがある。グ
ルーピングの条件によっては、たまたま重複しない場合も存在するが、それは、グループ
化の条件次第である。
【０１０２】
　次に、Ｓ３では、Ｓ１でグルーピングした結果を、図５に示す表示方法によって、左の
半円に順番に配置する。Ｓ４では、Ｓ２でグルーピングした結果を、図５に示すような表
示方法で、右の半円に順番に配置する。
【０１０３】
　上記のように、２つのグルーピングした結果を、１つの円周上に配置して表示する。こ
の表示例は、図４、図５に示す通りである。Ｓ５で、データを検索することができる。こ
の詳細を、図１２において説明する。Ｓ５で、ホームキーＫ４が押下されると、Ｓ１に戻
り、画像検索から待機の画面へ再び戻り、グループを選択することができる。
【０１０４】
　図１２は、実施例１において、データ選択する動作を示すフローチャートである。
【０１０５】
　このフローチャートは、図５に示す２つのグループが１つの円周上に配置されている画
面において、ホイールデバイスＨＤ１を用いて、データを選択する動作を示す。
【０１０６】
　まず、Ｓ１１で、ユーザがホイールデバイスＨＤ１を回転したことを認識する。Ｓ１２
で、ホイールデバイスＨＤ１の回転方向を判別する。ホイールデバイスＨＤ１が左回転（
反時計回り）であれば、Ｓ１３に移動する。Ｓ１３で、第１のグルーピング結果に基づい
て、データを検索することができる。
【０１０７】
　第１のグルーピング結果のデータを検索する動作を、図１３で詳細を示す。一方、ホイ
ールデバイスＨＤ１が、右回転（時計回り）であれば、Ｓ１４に移動する。Ｓ１４で、第
２のグルーピング結果に基づいて、データを検索することができる。第２のグルーピング
結果のデータを検索する動作を、図１４で詳細に説明する。
【０１０８】
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　図１３は、第１のグループＧＡのデータを検索する動作を示す図である。
【０１０９】
　このフローチャートは、図１２に示すように、左回転で回された場合、図６、図７に示
すように、第１のグループを検索する動作を示すフローチャートである。
【０１１０】
　Ｓ２１で、ユーザがパネルを操作したことを認識する。ホイールデバイスＨＤ１が右回
転（時計回り）されたら、Ｓ２２で、データをグループで並べた逆順で移動させる。逆順
で表示し、一番先頭まで達したら、最後尾に戻り、逆順でデータを表示し、逆順でデータ
を移動する。一方、Ｓ２１でホイールデバイスＨＤ１が左回転（反時計回り）に回されて
いたら、Ｓ２４で、データを並べた正順で、データを移動させる。正順で表示し、ループ
の最後尾まで達したら再び、先頭に戻り、正順でデータを表示し、正順でデータを移動す
る。
【０１１１】
　図１３に示すフローチャートは、図１２で左回転（反時計回り）に回された場合に実行
する動作である。そして、そのまま左回転（反時計回り）で回すと、データが正順で移動
するので、図５に示す待機画面ＤＰ１から、ホイールデバイスＨＤ１を同じ方向に回し続
けるだけで、データを選択することができる。Ｓ２１で、ＯＫボタンＢＴ１を押下すると
、Ｓ２３に移動し、フォーカスＦ１で選択されているデータを選択されたと判断し、フロ
ーチャートを終了する。また、Ｓ２１で、ホームキーＫ４が押下されると、フローチャー
トを終了し、Ｓ５で説明したように、初期の待機画面ＤＰ１を再び表示する。つまり、デ
ータ検索から待機画面ＤＰ１へ戻り、データを選択することができる。
【０１１２】
　図１４は、第２のグループＧＢのデータを検索する動作の例を示すフローチャートであ
る。
【０１１３】
　図１４に示すフローチャートは、図１２において、右回転で回されると、図８、図９に
示すように、第２のグループを検索する動作を示すフローチャートである。
【０１１４】
　Ｓ３１で、ユーザがパネルを操作したことを認識する。ホイールデバイスＨＤ１が左回
転（反時計回り）されたら、Ｓ３２で、データをグループで並べた逆順で移動する。逆順
で表示し、一番先頭まで達したら、最後尾に戻るようにループする。一方、Ｓ３１で、ホ
イールデバイスＨＤ１が右回転（時計回り）に回されたら、Ｓ３４で、データを並べた正
順で移動させる。正順で表示し、最後尾に達したら、先頭に戻るようにループする。
【０１１５】
　図１４に示すフローチャートは、図１２で右回転（時計回り）に回された場合の動作を
示すフローチャートである。そして、そのまま右回転（時計回り）で回すと、データが正
順で移動するので、図５に示す待機画面ＤＰ１から、ホイールデバイスＨＤ１を同じ方向
に回し続けるだけで、データを選択することができる。
【０１１６】
　Ｓ３１で、ＯＫボタンＢＴ１を押下すると、Ｓ３３に移動し、図８に示すフォーカスＦ
１が選択されているデータを選択されたと判断し、フローチャートを終了する。Ｓ３１で
、ホームキーＫ４を押下すると、このフローチャートを終了し、Ｓ５で説明したように、
初期の待機画面ＤＰ１を表示する。つまり、データ検索から待機画面ＤＰ１へ戻り、デー
タを選択することができる。
【０１１７】
　このようにすることによって、図５に示すように、グループを２つ表示し、ホイールデ
バイスＨＤ１を介して操作するだけで、どちらかのグループのデータ群へアクセスするこ
とができる。また、そのまま操作することによって、データを選択することができる。
【０１１８】
　また、図１２～図１４に示すように、ホームキーＫ４を押下することによって、データ
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選択状態から初期のグループを選択する画面に移動することができる。上記実施例では、
ホームキーＫ４を押下することによって、データ選択状態から、初期のグループを選択す
る画面に移動する。なお、ホームキーＫ４を押下する代わりに、同様の動作を行うキーや
、タッチパネルでの接触等によって、ユーザが装置にアクションするようにしてもよい。
【０１１９】
　図１５は、グループを設定するための一例を示す図である。
【０１２０】
　実施例１では、図４に示すように、データストレージ３０に対して、２つのグループＧ
Ａ、ＧＢで順序を付けている。図１５に示す例は、そのグループの条件を設定する例であ
る。具体的には、図２８に関して後述するが、グループ分けとしていろいろな例がある。
それらを、図１５に示す設定方法によって、可能な選択肢の中で、ユーザが設定したい２
つのグループを設定することができる。
【０１２１】
　Ｓ４１で、設定メニューに入る。実施例１において、ナビキーＫ３を押下することによ
って、設定メニューを呼び出すことができる。Ｓ４２で、第１のグループを設定する。実
施例１では、ホイールデバイスＨＤ１を使用して、第１のグループを選択し、ＯＫボタン
ＢＴ１で決定する。Ｓ４３で、第２のグループを設定する。実施例１では、ホイールデバ
イスＨＤ１を介して選択し、ＯＫボタンＢＴ１で決定する。
【０１２２】
　このように設定されたグループの設定において、図５に示すように、２つのグループＧ
Ａ、ＧＢを表示することができる。
【０１２３】
　上記方法によって、データストレージ３０（データ蓄積部１６）に保存されている多数
、多種別のデータを検索する際に、上記実施例においてホイールデバイスＨＤ１を使用し
、表示することによって、簡単にデータ検索することができる。
【０１２４】
　実施例１では、データストレージ３０に格納されているデータを、２つのグループにグ
ルーピングし、表示することができる。実施例１では、グルーピングする場合、図２８に
示すグループを例としている。これは、データの種類等の条件によるグルーピングである
。これらが、図２８に示すソートの条件やデバイス毎等の条件によってグルーピングする
ようにしてもよい。
【０１２５】
　なお、ソートによってグルーピングする例を、実施例２で説明し、デバイスによってグ
ルーピングする例を、実施例３で説明する。つまり、実施例１におけるグルーピングは、
データを、２種で並べる場合であれば、実施例１に示す以外のグルーピングでもよい。具
体的には、図２８に示すように、ソート条件であれば、最新日付と印刷された履歴での順
番、最新日付順と顔検索の順等のようなものでグルーピングする。なお、上記「顔検索の
順」は、たとえば、特定の人物の顔が存在している画像を検索し、この検索された画像の
うちで、顔の数を条件にして、画像をソートすることである。
【０１２６】
　また、デバイスによってグルーピングする場合、装置の内部ストレージと外部ストレー
ジとで、データを分けることができる。つまり、内部ストレージに格納されているデータ
は、データ蓄積部１６に保存されているデータであり、外部ストレージに格納されている
データは、メモリカードＭＣ１に格納されているデータである。
【実施例２】
【０１２７】
　本発明の実施例２は、図５に示すグループを、ソートの種類として実行する実施例であ
る。
【０１２８】
　また、各データ検索を行っている際に、待機画面ＤＰ１へ戻る場合、図１０に示すホー
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ムキーＫ４を使用する動作以外の実施例について述べる。
【０１２９】
　図１～図１０の画面表示の概念は、実施例１と同様である。
【０１３０】
　図１６は、待機画面ＤＰ１への戻り方について、図１０で説明したホームキーＫ４を使
用する方法以外の方法を示す図である。
【０１３１】
　実施例２は、具体的には、ホイールデバイスＨＤ１のみで図５に示す待機画面ＤＰ１に
戻す実施例である。
【０１３２】
　待機画面ＤＰ３１は、データをグループ選択するデータ選択の待機画面である。ホイー
ルデバイスＨＤ１を操作することによって、図６～図９に示すデータ選択画面になる。こ
こでは、例として、画面ＤＰ３２は、待機画面ＤＰ３１でホイールデバイスＨＤ１を左回
り（反時計回り）に回した場合に、データを選択する画面である。
【０１３３】
　ここから、逆の右回り（時計回り）を行うと、データの逆順で表示する。この様子を、
画面ＤＰ３２、ＤＰ３３に示す。データ選択画面ＤＰ３３は、フォーカスＦ１が当たって
いるデータは、“ロ”であり、第１のグループＧＡの先頭である。
【０１３４】
　つまり、画面ＤＰ３１で左回りに回して表示される最初の画面である。さらに右回りを
行うと、画面ＤＰ３４のように、待機画面ＤＰ３１に示すデータのグループ選択が可能な
データ選択の初期画面になる。このように、実施例２は、実施例１で示したホームキーＫ
４で、データのグループ選択が可能なデータ選択の初期画面に戻るだけでなく、ホイール
デバイスＨＤ１の操作のみで戻ることができる。
【０１３５】
　なお、実施例２は、待機画面ＤＰ３１で左回りで回し、その後に、右回りに回すことに
よって、先頭に戻る実施例である。
【０１３６】
　しかし、逆のように、待機画面ＤＰ３１で右回りに回し、その後に左回りで回しても、
上記と同様に、検索画面から待機画面ＤＰ３１へ戻る。この詳細の動作を、図１９、図２
０に示すフローチャートに記載してある。
【０１３７】
　図１７は、図５～図１０及び図１６の動作を示すフローチャートである。
【０１３８】
　ただし、ソートでグルーピングしたとする。図２８に記述されている最新日付順、印刷
履歴順等のソート方法によってグルーピングする。
【０１３９】
　図１７に示すフローチャートは、実施例２において、図４で説明したデータストレージ
３０に格納されているデータを表示し、選択する動作を示すフローチャートである。
【０１４０】
　Ｓ５１で、データストレージ３０に格納されているデータを、第１のソート条件で、ソ
ートする。Ｓ５２で、データストレージ３０に格納されているデータを、第２のソート条
件でソートする。このように、データストレージ３０に格納されているデータを、２つの
ソート条件でソートし、グループ毎に、グルーピングする。繰り返していうが、第１のグ
ループと第２のグループとに分けているのではなく、同一のデータストレージ３０に格納
されているデータについて、２つのソートをそれぞれ行うことによって、グルーピングす
る。したがって、２つのグループに、重複してデータが存在する。ソート条件によっては
、２つのグループに、データが重複しない場合もある。
【０１４１】
　Ｓ５３では、Ｓ５１でソートによってグルーピングした結果を、図５に示す表示方法に
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よって、左の半円に順番に配置する。Ｓ５４では、Ｓ５２でソートによってグルーピング
した結果を、図５に示す表示方法によって、右の半円に順番に配置する。
【０１４２】
　このようにして、２つのグルーピングによる結果を、１つの円周上に配置し、表示する
。Ｓ５５で、デジタル画像データを検索することができる。この詳細を、図１２のフロー
チャートに示す。Ｓ５５で、ユーザがホームキーＫ４を押下すると、Ｓ５１に戻り、画像
検索から待機画面ＤＰ３１へ戻り、データを選択することができる。
【０１４３】
　次に、データを選択する動作について説明する。
【０１４４】
　図１８は、実施例２において、データを選択する動作を示すフローチャートである。
【０１４５】
　このフローチャートは、図５に示す２つのグループが、１つの円周上に配置されている
画面において、ホイールデバイスＨＤ１を用いて、データを選択する動作を示すフローチ
ャートである。
【０１４６】
　Ｓ６１で、ユーザがホイールデバイスＨＤ１を回転したことを認識する。Ｓ６２で、ホ
イールデバイスＨＤ１の回転方向を判別する。ホイールデバイスＨＤ１が左回転（反時計
回り）すると、Ｓ６３で、第１のソート結果に基づいて、デジタル画像データを表示し、
検索することができる。第１のソート結果をデータ検索する動作の詳細を、図１９のフロ
ーチャートに示す。一方、ホイールデバイスＨＤ１が右回転（時計回り）すれば、Ｓ６４
で、第２のソート結果に基づいて、デジタル画像データを表示し、検索することができる
。第２のソート結果をデータ検索する動作の詳細を、図２０のフローチャートに詳細に示
す。
【０１４７】
　図１９は、第１のソート結果について、データ検索する動作を示すフローチャートであ
る。
【０１４８】
　このフローチャートは、図１８に示すように、ホイールデバイスＨＤ１が左回転で回さ
れた場合、図６、図７に示すように、第１のグループを検索する動作を示すフローチャー
トである。
【０１４９】
　Ｓ７１で、ユーザがパネルを操作したことを認識する。ホイールデバイスＨＤ１が右回
転（時計回り）されれば、Ｓ７２で、現在のフォーカスが、ソートのどのデータに当たっ
ているかを判別する。ソートされたデータの先頭をフォーカスしていれば、Ｓ７４で、待
機画面ＤＰ３１を表示する。この「待機画面」は、図５に示すデータのグループ選択が可
能なデータを選択する待機画面であり、図１６に示す画面ＤＰ３３、ＤＰ３４である。
【０１５０】
　このようにすれば、ホームキーＫ４を使用せず、ホイールデバイスＨＤ１のみを使用す
ることによって、データをグループ選択する待機画面ＤＰ３１へ遷移することができる。
また、Ｓ７２で、フォーカスＦ１がソートの先頭にないと判断されると、Ｓ７３で、ソー
トの選択項目を逆順で、次に移動する。一方、Ｓ７１でホイールデバイスＨＤ１が左回転
（反時計回り）に回されていれば、Ｓ７５で、データを並べた正順で移動させる。
【０１５１】
　図１９のフローチャートの動作は、図１２で左回転（反時計回り）に回された場合に実
行する動作である。そして、そのまま左回転（反時計回り）で回すと、データが正順で移
動するので、待機画面ＤＰ３１から、ホイールデバイスＨＤ１を同じ方向に回し続けるだ
けで、データを選択することができる。また、逆に、そこから右回転を行うと、データを
逆に移動させることができ、データが最初まで移動すれば、待機画面ＤＰ３１に戻る。さ
らに右回転すると、もう１つのデータグループを表示することができる。
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【０１５２】
　また、Ｓ７１でＯＫボタンＢＴ１を押下すると、Ｓ７６に移動し、図６に示すフォーカ
スＦ１の状態でデータが選択されたと判断し、フローチャートを終了する。また、Ｓ７１
でホームキーＫ４を押下した場合、このフローチャートを終了し、Ｓ５５で説明したよう
に、初期の待機画面ＤＰ３１を表示する。つまり、データ検索から待機画面へ戻り、デー
タを選択することができる。
【０１５３】
　図２０は、第２のソート結果について、データ検索する動作を示すフローチャートであ
る。
【０１５４】
　このフローチャートは、図１８に示すように、ホイールデバイスＨＤ１が右回転で回さ
れた場合、図８、図９に示すように、第２のグループを検索する動作を示すフローチャー
トである。
【０１５５】
　まず、Ｓ８１で、ユーザがパネルを操作したことを認識する。ホイールデバイスＨＤ１
が左回転（反時計回りに回転）されたら、Ｓ８２で、現在のフォーカスが、ソートのどの
データに当たっているかを判別する。フォーカスＦ１がデータの先頭にあれば、Ｓ８４で
、待機画面ＤＰ３１へ進む。この「待機画面」は、図５に示すデータをグループ選択する
待機画面であり、図１６に示す画面ＤＰ３３、ＤＰ３４である。この動きによって、ホー
ムキーＫ４を使用せずに、ホイールデバイスＨＤ１のみを使用することによって、データ
をグループ選択する待機画面ＤＰ３１へ遷移することができる。
【０１５６】
　Ｓ８２で、フォーカスＦ１がソートの先頭にないと判断されると、Ｓ８３で、ソートの
選択項目を逆順で、次に移動する。一方、Ｓ８１で、ホイールデバイスＨＤ１が右回転で
（時計回りに）回されていれば、Ｓ８５で、データを並べた正順で移動させる。
【０１５７】
　このフローチャートの動作は、図１２において右回転（時計回り）に回された場合に実
行する動作である。そして、そのまま右回転（時計回り）で回すと、データが正順で移動
するので、待機画面ＤＰ３１から、ホイールデバイスＨＤ１を同じ方向に回し続けるだけ
で、データを選択することができる。また、逆に、そこから左回転を行うと、データを逆
に見ることができ、データの先頭に行けば、待機画面ＤＰ３１に戻る。さらに左回転する
と、もう１つのデータグループを表示することができる。
【０１５８】
　Ｓ８１で、ＯＫボタンＢＴ１を押下すると、Ｓ８６で、フォーカスＦ１で、データが選
択されたと判断し、フローチャートを終了する。また、Ｓ８１でホームキーＫ４を押下す
ると、このフローチャートを終了し、Ｓ５５で説明したように、待機画面ＤＰ３１を表示
する。つまり、データ検索から待機画面へ戻り、データを選択することができる。
【０１５９】
　２つのグループに属するデータの中で、ユーザの必要なデータが、上位のデータのみで
あり、ソートによって作られた２つのグループの上位のデータをそれぞれ見たい場合に、
実施例２は、特に効果を発揮する。
【０１６０】
　図２１は、ソートの設定を行う動作例を示すフローチャートである。
【０１６１】
　実施例２では、図４に示すように、データストレージ３０に格納されているデータにつ
いて、２つのグループＧＡ、ＧＢで、順序をつけている。図２１は、そのソートの条件を
設定する動作例を示す。具体的には、図２８で後述するが、ソートとしていろいろな設定
が存在する。図２１では、可能な選択肢の中で、ユーザが望む２つのグループを設定する
ことができる。
【０１６２】
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　Ｓ９１で、設定メニューに入る。実施例２において、ナビキーＫ３を押下することによ
って、設定メニューを呼び出すことができる。Ｓ９２で、第１のソートを設定することに
よって、第１のグループを設定する。実施例２では、ホイールデバイスＨＤ１で選択し、
ＯＫボタンＢＴ１によって第１のグループを設定する。Ｓ９３で、第２のソートを設定す
ることによって、第２のグループを設定する。実施例２では、ホイールデバイスＨＤ１で
選択し、ＯＫボタンＢＴ１で第２のグループを設定する。
【０１６３】
　このようにグループを設定すると、図５に示すように、２つのグループで表示すること
ができる。
【０１６４】
　上記方法は、図５に示すグループを、ソートした場合の実施例である。また、実施例２
は、各データ検索を行っている際に、待機画面へ戻る場合、ホームキーＫ４を使用しない
実施例でもある。実施例２では、データストレージ３０に格納されているデータをソート
し、２つのソートで表示することができる。
【０１６５】
　実施例２において、データの種類等の条件によって、図２８に示すようにソートする。
これらが、図２８に示すグルーピングの条件や、デバイス毎等の条件によってソートした
場合でも、上記と同様である。なお、グループについては、実施例１で既に述べている。
デバイスによってグルーピングする例を、実施例３で述べる。
【０１６６】
　つまり、実施例２のグルーピングにおいて、データについて２種類の並べ方ができる例
であれば、実施例２に示すソートによってグルーピングする必要はない。具体的には、図
２８に示すように、グループ条件であれば、最新日付と印刷された履歴での順番、最新日
付順と顔検索の順等のようなものがある。
【０１６７】
　また、デバイスの差異によってグルーピングする場合、装置の内部ストレージと外部ス
トレージとで、グループを分けるようにしてもよい。すなわち、デバイスによってグルー
ピングする場合、装置の内部ストレージと外部ストレージとで、データを分けることがで
きる。つまり、内部ストレージに格納されているデータは、データ蓄積部１６に保存され
ているデータであり、外部ストレージに格納されているデータは、メモリカードＭＣ１に
格納されているデータである。
【実施例３】
【０１６８】
　本発明の実施例３は、図５に示すグループを、デバイスの種類でグループ化する実施例
である。また、実施例３は、各データを検索する際に、他方のデータグループに、ホイー
ルデバイスＨＤ１を用いてアクセスする実施例である。
【０１６９】
　実施例３における画面表示の概念は、実施例１において図１～図１０に示す画面表示の
概念と同様である。ただし、グループＧＡ、ＧＢの代わりに、デバイスＤＡ、ＤＢと表現
する。
【０１７０】
　図２２－１、図２２－２は、各データ検索を行っている際に、他方のデータグループに
ホイールデバイスＨＤ１を用いてアクセスする実施例の概要を示す図である。
【０１７１】
　実施例３では、図１１～図１５のフローチャートの代わりに、図２３～２６に示すフロ
ーチャートを使用する。図１５に示す設定方法の代わりに、図２７に示すデバイス毎の設
定方法を使用する。
【０１７２】
　図２２－１、図２２－２は、実施例３において、各データ検索を行う際に、他方のデー
タグループに、ホイールデバイスＨＤ１を用いてアクセスする動作の説明図である。
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【０１７３】
　データを検索する画面である待機画面ＤＰ４１は、ホイールデバイスＨＤ１によって左
回転し、第１のデバイスＤＡのデータを表示するデータ検索画面である。データＤＴ６は
、デバイスＤＡのデータであり、デバイスＤＡのデータを順番で表示した際の最後の表示
である。画面上でのフォーカスＦ１は、データ“イ”に当たっている。この状態で、ホイ
ールデバイスＨＤ１を回転すると、画面ＤＰ４２に変わる。データＤＴ６に位置していた
データ“ト”は、画面ＤＰ４２では、ＤＴ８へ移動している。データＤＴ６が存在してい
た位置には、データＤＴ７として、デバイスＤＢの表示の先頭データが表示される。また
、画面ＤＰ４２に示すように、デバイスＤＢのデータであることを表現するために、背景
もデータ“ト”に応じて、データ“ト”に対応する領域を、デバイスＤＢの検索時の背景
に変更する。
【０１７４】
　さらに、ホイールデバイスＨＤ１を左回転すると、デバイスＤＢのデータが徐々に現れ
る。画面ＤＰ４３では、フォーカスＦ１が、デバイスＤＡの最後のデータに当たっている
。この状態で、フォーカスＦ１の左にデバイスＤＢの先頭が来る。左回りにしたときに、
画面ＤＰ４４のように、デバイスＤＡのデータから、デバイスＤＢのデータに切り替る。
このまま左回転すると、画面ＤＰ４５に示すように、次々と、デバイスＤＢのデータを選
択することができる。
【０１７５】
　上記のようにすることによって、デバイスＤＡのデータと、デバイスＤＢのデータとを
、順番に見てデータ検索することができる。実施例３は、データ数が少ない場合に、特に
効果的にデータ検索することができる。
【０１７６】
　図２３は、実施例３において、２つのデバイスの各データを選択する動作を示すフロー
チャートである。
【０１７７】
　ただし、グルーピングはソートであるとする。図２８に記述されている最新日付順、印
刷履歴順等のソート方法が該当する。
【０１７８】
　Ｓ１０１で、データストレージ３０に格納されているデータを、第１のデバイス内のデ
ータでグルーピングする。Ｓ１０２で、データストレージ３０に格納されているデータを
、第２のデバイス内のデータで、グルーピングする。これら第１、２のデバイスのデータ
は、たとえば、図２８に示すように、装置の内部ストレージに格納されているデータと、
外部ストレージに格納されているデータとで分けるようにしてもよい。内部ストレージに
格納されているデータは、データ蓄積部１６に保存されているデータであり、外部ストレ
ージに格納されているデータは、メモリカードＭＣ１に格納されているデータである。
【０１７９】
　Ｓ１０３では、Ｓ１０１でグルーピングした結果を、図５に示す表示方法によって、左
の半円に順番に配置する。Ｓ１０４では、Ｓ１０２でグルーピングした結果を図５に示す
表示方法によって、右の半円に順番に配置する。
【０１８０】
　このようにして、２つのグルーピングした結果を、１つの円周上に配置し、表示する。
【０１８１】
　Ｓ１０５で、デジタル画像データを検索することができる。この詳細は、図１２におい
て説明する。Ｓ１０５でホームキーＫ４が押下されると、Ｓ１０１に戻り、画像検索から
待機画面へ戻り、データを選択することができる。
【０１８２】
　図２４は、実施例３において、データを選択する動作を示すフローチャートである。
【０１８３】
　このフローチャートは、図５に示すような２つのグループが１つの円周上に配置されて
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いる画面において、ホイールデバイスＨＤ１を用いてデータを選択する動作を示すフロー
チャートである。
【０１８４】
　Ｓ１１１で、ユーザがホイールデバイスＨＤ１を回転したことを認識する。Ｓ１１２で
、ホイールデバイスＨＤ１の回転方向を判別する。ホイールデバイスＨＤ１が左回転（反
時計回り）であれば、Ｓ１１３に移動する。Ｓ１１３での第１のデバイスのグルーピング
の結果に基づいて、デジタル画像データを検索することができる。第１のデバイスのグル
ーピングのデータ検索の詳細を、図２５に示す。一方、ホイールデバイスＨＤ１が右回転
（時計回り）であれば、Ｓ１１４に移動する。Ｓ１１４での第２のデバイスのグルーピン
グ結果に基づいて、デジタル画像データを検索することができる。第２のデバイスのグル
ーピング結果のデータ検索の詳細を、図２６に示す。
【０１８５】
　図２５は、第１のデバイスのデータを検索する動作例を示すフローチャートである。
【０１８６】
　図２５に示すフローチャートは、左回転で回された場合、図６、図７で示すように、第
１のグループを検索する動作を示すフローチャートである。
【０１８７】
　Ｓ１２１で、ユーザがパネルを操作したことを認識する。ホイールデバイスＨＤ１が右
回転（時計回り）されれば、Ｓ１２２に進む。Ｓ１２２で、現在のフォーカスＦ１がデバ
イスのデータの中の、どのデータに当たっているかを判別する。具体的には、フォーカス
Ｆ１が、現在表示しているグループのデータの先頭の項目であるかどうかを判別する。デ
ータの先頭に存在している場合、Ｓ１２３に進み、対象となっていない方のグループの最
初の項目を表示し、Ｓ１２１へ戻る。Ｓ１２２で、フォーカスＦ１が現在表示しているグ
ループのデータの先頭の項目ではないと判断されると、Ｓ１２４に進む。Ｓ１２４で、選
択項目をデータの並び順の逆順で移動させ、再びＳ１２１へ戻る。この動きによって、各
データを検索する際に、他方のデータグループに、ホイールデバイスＨＤ１を用いて、ア
クセスすることもできる。この動作は、実施例２でも示した動作と同様である。
【０１８８】
　一方、Ｓ１２１でホイールデバイスＨＤ１が左回転（反時計回り）で回されていれば、
Ｓ１２７に移動する。Ｓ１２７で、現在のフォーカスＦ１がデバイスのデータの中で、ど
のデータに当たっているかを判別する。具体的には、フォーカスＦ１が現在表示している
グループのデータの最後の項目であるかどうかを判別する。データの最後にフォーカスＦ
１があれば、Ｓ１２８に進み、対象となっていないグループの最初の項目を表示し、再び
Ｓ１２１へ戻る。Ｓ１２７で、フォーカスＦ１が現在表示しているグループのデータの最
後の項目ではないと判断されると、Ｓ１２９に進み、選択項目をデータの並び順の正順で
移動させ、再びＳ１２１へ戻る。
【０１８９】
　図２５に示すフローチャートは、図１２において左回転（反時計回り）で回された場合
に実行する動作である。そのまま左回転（反時計回り）で回すと、データが正順で移動す
るので、図５に示す待機画面ＤＰ１を介してホイールデバイスＨＤ１を同じ方向に回し続
けるだけで、データを選択することができる。さらに、フォーカスＦ１がデータ群の最後
に存在している場合、次のデータ群の先頭から選択するために、図２２－１、図２２－２
に示す動作を実行することができる。
【０１９０】
　Ｓ１２１で、ユーザがパネルを操作することによって、ＯＫボタンＢＴ１が押下される
と、Ｓ１２６に移動しフォーカスＦ１で選択されているデータが決定されたとして、フロ
ーチャートを終了する。また、Ｓ１２１で、ユーザがパネルを操作することによって、ホ
ームキーＫ４が押下される（図示せず）と、このフローチャートを終了し、Ｓ１０５で説
明したように、待機画面ＤＰ４１を表示する。つまり、データ検索から待機画面へ戻り、
データを選択することができる。
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【０１９１】
　図２６は、第２のデバイスのデータを検索する動作を示すフローチャートである。
【０１９２】
　このフローチャートは、左回転で回された場合、図８、図９で示すように、第２のグル
ープを検索する動作を示すフローチャートである。
【０１９３】
　Ｓ１３１で、ユーザがパネルを操作したことを認識する。ホイールデバイスＨＤ１が左
回転（反時計回り）されると、Ｓ１３２で、現在のフォーカスＦ１がデバイスのデータの
中のどのデータに当たっているかを判別する。具体的には、現在表示しているグループの
データの先頭の項目に、フォーカスＦ１が当たっているかどうかを判別する。データの先
頭に当たっていれば、Ｓ１３３に進み、対象となっていないグループの最初の項目を表示
し、Ｓ１３１へ戻る。
【０１９４】
　Ｓ１３２で、現在表示しているグループのデータの先頭の項目に、フォーカスＦ１が当
たっていないと判断すると、Ｓ１３４で、選択項目をデータの並び順の逆順で移動させ、
Ｓ１３１に戻る。この動きによって、各データ検索をしている際に、他方のデータグルー
プに、ホイールデバイスＨＤ１を用い、アクセスすることができる。
【０１９５】
　一方、Ｓ１３１で、ホイールデバイスＨＤ１が右回転（時計回り）で回されていると、
Ｓ１３６で、デバイスのデータの中のどのデータに、現在のフォーカスＦ１が当たってい
るかを判別する。具体的には、現在表示しているデバイスのデータの中のデータの最後の
項目に、フォーカスＦ１が当たっているかどうかを判別する。フォーカスＦ１がデータの
最後に存在している場合、Ｓ１３７で、対象となっていない方のデバイスのデータ最初の
項目を表示し、Ｓ１３１へ戻る。
【０１９６】
　Ｓ１３６で、現在表示しているグループのデータの最後の項目に、フォーカスＦ１が当
たっていないと判断されると、Ｓ１３８に進み、選択項目をデータの並び順の正順で移動
させ、再びＳ１３１へ戻る。
【０１９７】
　図２６のフローチャートに示す動作は、図１２において右回転（時計回り）で回された
場合に実行する動作である。そして、そのまま右回転（時計回り）で回すと、データが正
順で移動するので、図５に示す待機画面ＤＰ１から、ホイールデバイスＨＤ１を同じ方向
に回し続けるだけで、データを選択することができる。さらに、フォーカスＦ１がデータ
群の最後に当たった場合、次のデータ群の先頭から選択する、図２２－１、図２２－２に
示すような動作を行うことができる。
【０１９８】
　Ｓ１３１で、ＯＫボタンＢＴ１が押下されると、Ｓ１３５で、フォーカスＦ１で選択さ
れているデータが決定されたとしてフローチャートを終了する。また、Ｓ１３１において
、ユーザがパネルを操作することによって、ホームキーＫ４が押下された場合（図示せず
）、このフローチャートを終了し、Ｓ１０５で説明したように、初期の待機画面ＤＰ４１
を表示する。つまり、データ検索から待機画面へ戻り、データを選択する。
【０１９９】
　図２７は、デバイスを設定するための一例を示すフローチャートである。
【０２００】
　実施例３では、図４に示すように、データストレージ３０に格納されているデータにつ
いて、２つのグループＧＡ、ＧＢで順序を付けている。図１５に、そのグループの条件を
設定する一例を示す。具体的には、図２８に後述するが、グループとしていろいろな設定
が存在する。図１５において、可能な選択肢の中で、ユーザが設定したい２つを設定する
ことができる。
【０２０１】
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　Ｓ１４１で、設定メニューを表示する。実施例３において、ナビキーＫ３を押下するこ
とによって、設定メニューを呼び出すことができる。Ｓ１４２で、第１のデバイスのスト
レージを設定し、ホイールデバイスＨＤ１で選択し、ＯＫボタンＢＴ１によって決定する
。Ｓ１４３で、第２のデバイスのストレージを設定し、ホイールデバイスＨＤ１で選択し
、ＯＫボタンＢＴ１で決定する。
【０２０２】
　このように設定されたデバイスのストレージの設定において、図５に示すように、２つ
のデバイスのデータを一覧で表示することができる。
【０２０３】
　実施例３は、図５で示したグループを、デバイス毎の種類として選択し、設定する実施
例である。各データ検索をしている際に、他方のデータグループに、ホイールデバイスＨ
Ｄ１を用いてアクセスする実施例でもある。
【０２０４】
　実施例３は、データストレージ３０に格納されているデータについて、デバイスＤＡ、
ＤＢの２つのデバイスのデータを表示することができ、そのデバイスの例は、図２８に示
すデバイスである。図２８に示すグルーピングやソート等の条件に応じてグルーピングし
た場合も、上記と同様である。なお、グループについては、実施例１で既に述べている。
ソートについては、実施例２で述べている。
【０２０５】
　つまり、実施例３のグルーピングは、データに対して２種類の並べ方ができる場合であ
れば、実施例３に示すデバイスＤＡ、ＤＢに限る必要はない。
【０２０６】
　具体的には、図２８に示すように、グループ条件であれば、最新日付と印刷された履歴
での順番、最新日付順と顔検索の順等のようなものがある。また、ソート条件であれば、
最新日付と印刷された履歴での順番、最新日付順と顔検索の順で分けることもできる。
【０２０７】
　図２８は、実施例１、実施例２、実施例３で示したグルーピング、ソート、デバイスの
具体例を示す図である。
【０２０８】
　実施例１、実施例２、実施例３の説明の中で触れているが、グルーピング、ソート、デ
バイス毎のそれぞれについての具体例を表にまとめてある。ここに示した例は、具体例で
あり、同じようにグループにしてデータを並べるのであれば、これに限る必要はない。
【０２０９】
　なお、上記実施例を方法の発明として把握することができる。つまり、上記実施例は、
データを保存する保存工程と、上記保存工程で保存されたデータを、予め決められた基準
に基づいて、複数のグループにまとめるグループ化工程とを有する。また、上記実施例は
、画像データを表示し、上記グループ化工程でまとめられたデータを、１つの円周上に並
べて表示する表示工程を有する。さらに、上記実施例は、上記表示工程で表示されている
内容又は画面を変化させるために、円周上を回して操作するスイッチを回して、操作する
操作工程を有する。しかも、上記実施例は、上記グループ化工程でまとめられたデータが
円周上に並べて表示されている場合、上記スイッチが回されると、その回転方向に基づい
て、上記複数のグループのそれぞれにおけるデータを検索する検索画面へ遷移する制御工
程を有する。
【図面の簡単な説明】
【０２１０】
【図１】本発明の実施例１である画像処理システムを構成する画像処理装置１００の概略
構成を示すブロック図である。
【図２】画像処理装置１００の操作部８の具体例を示す図である。
【図３】画像処理装置１００が使用するデータストレージ３０、グループＧＡ、ＧＢを示
す図である。
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【図４】ＬＣＤ８ａに表示されている待機画面ＤＰ１のレイアウト例を示す図である。
【図５】ＬＣＤ８ａに表示されている待機画面ＤＰ１のレイアウト例を示す図である。
【図６】図５に示す待機画面ＤＰ１が表示されているときに、グループＧＡのデータを検
索するために、グループＧＡにアクセスした場合の画面ＤＰ２を示す図である。
【図７－１】グループＧＡのデータ選択の例を示し、ホイールデバイスＨＤ１を左周りで
回した場合の表示画面を示す図である。
【図７－２】グループＧＡのデータ選択の例を示し、ホイールデバイスＨＤ１を左周りで
回した場合の表示画面を示す図である
【図７－３】グループＧＡのデータ選択の例を示し、ホイールデバイスＨＤ１を左周りで
回した場合の表示画面を示す図である
【図８】図５に示す待機画面ＤＰ１が表示されているときに、グループＧＢのデータを検
索するために、グループＧＢにアクセスした場合の画面ＤＰ１２を示す図である。
【図９－１】グループＧＢのデータ選択の例を示し、ホイールデバイスＨＤ１を右周りで
回した場合の表示画面を示す図である。
【図９－２】グループＧＢのデータ選択の例を示し、ホイールデバイスＨＤ１を右周りで
回した場合の表示画面を示す図である。
【図１０】ホームキーＫ４を押下した場合における動作の一例を示す図である。
【図１１】図５～図１０に示す動作のフローチャートである。
【図１２】実施例１において、データ選択する動作を示すフローチャートである。
【図１３】第１のグループＧＡのデータを検索する動作を示す図である。
【図１４】第２のグループＧＢのデータを検索する動作の例を示すフローチャートである
。
【図１５】グループの設定するための一例を示す図である。
【図１６】待機画面ＤＰ１への戻り方について、図１０で説明したホームキーＫ４を使用
する方法以外の方法を示す図である。
【図１７】図５～図１０及び図１６の動作を示すフローチャートである。
【図１８】実施例２において、データを選択する動作を示すフローチャートである。
【図１９】第１のソート結果について、データ検索する動作を示すフローチャートである
。
【図２０】第２のソート結果について、データ検索する動作を示すフローチャートである
。
【図２１】ソートの設定を行う動作例を示すフローチャートである。
【図２２－１】実施例３において、各データ検索を行う際に、他方のデータグループに、
ホイールデバイスＨＤ１を用いてアクセスする動作の説明図である。
【図２２－２】実施例３において、各データ検索を行う際に、他方のデータグループに、
ホイールデバイスＨＤ１を用いてアクセスする動作の説明図である。
【図２３】実施例３において、２つのデバイスの各データを選択する動作を示すフローチ
ャートである。
【図２４】実施例３において、データを選択する動作を示すフローチャートである。
【図２５】第１のデバイスのデータを検索する動作例を示すフローチャートである。
【図２６】第２のデバイスのデータを検索する動作を示すフローチャートである。
【図２７】デバイスを設定するための一例を示すフローチャートである。
【図２８】実施例１、実施例２、実施例３で示したグルーピング、ソート、デバイスの具
体例を示す図である。
【符号の説明】
【０２１１】
　１００…画像処理装置、
　１…ＣＰＵ、
　２…ＲＯＭ、
　３…ＲＡＭ、
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　４…画像メモリ、
　５…データ変換部、
　６…読取制御部、
　７…読取部、
　８…操作部、
　８ａ…ＬＣＤ、
　９…通信制御部、
　１０…解像度変換処理部、
　１１…符号復号化処理部、
　１２…記録制御部、
　１３…記録部、
　１４…給紙部、
　１５…ＵＳＢファンクション制御部、
　１６…データ蓄積部、
　１７…ＵＳＢホスト制御部、
　１８…ＣＰＵバス、
　ＭＣ１…メモリカード、
　ＤＣ１…デジタルカメラ、
　Ｌ１…通信回線、
　Ｋ１…電源キー、
　Ｋ２…用紙切換キー、
　Ｋ３…ナビキー、
　Ｋ４…ホームキー、
　Ｋ５…上下左右キー、
　Ｋ６…＋－キー、
　Ｋ７…モノクロスタートキー、
　Ｋ８…カラースタートキー、
　Ｋ９…ストップキー、
　Ｋ１０…ファンクションキー、
　Ｋ１１…戻るキー、
　ＨＤ１…ホイールデバイス、
　ＢＴ１…ＯＫボタン。
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