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(57)【要約】
タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表
示スクリーン上でデジタル画像の一群を閲覧する方法は
、順序づけられた一連のデジタル画像を形成するステッ
プと、画像レビューモードに入り、順序づけられた一連
のデジタル画像の中の第１のデジタル画像を表示スクリ
ーン上に表示するステップと、ユーザによるタッチスク
リーンへのタッチに応答して順次画像表示プロセスを開
始するステップとを有する。順次画像表示プロセスは、
ユーザがタッチクスクリーンをタッチするのを止める時
点まで、順序づけられた一連のデジタル画像の中のデジ
タル画像をタッチスクリーン上に順次表示する。順次的
な画像の表示の間の時間インターバルは、ユーザがタッ
チクスクリーンをタッチしている位置に応じて制御され
るスクロール速度によって特定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表示スクリーン上でデジタル画像
の一群を閲覧する方法であって、
　順序づけられた一連のデジタル画像を形成するステップと、
　画像レビューモードに入り、前記順序づけられた一連のデジタル画像の中の第１のデジ
タル画像を前記表示スクリーン上に表示するステップと、
　ユーザによる前記タッチスクリーンへのタッチに応答して順次画像表示プロセスを開始
するステップと
　を有し、
　前記順次画像表示プロセスは、前記ユーザが前記タッチクスクリーンをタッチするのを
止める時点まで、前記順序づけられた一連のデジタル画像の中のデジタル画像を前記タッ
チスクリーン上に順次表示し、
　順次的な画像の表示の間の時間インターバルは、前記ユーザが前記タッチクスクリーン
をタッチしている位置に応じて制御されるスクロール速度によって特定される、
　デジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項２】
　前記スクロール速度は、前記ユーザが前記タッチスクリーンの中央に向かって前記タッ
チクスクリーンをタッチしている場合に、より遅く、前記ユーザが前記タッチスクリーン
の端に向かって前記タッチクスクリーンをタッチしている場合に、より速い、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項３】
　前記順次画像表示プロセスが前記順序づけられた一連のデジタル画像をスクロールする
方向は、前記ユーザが前記タッチスクリーンをタッチしている位置に応答する、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項４】
　前記順次画像表示プロセスは、前記ユーザが前記タッチスクリーンの第１の側をタッチ
している場合には順方向において、前記ユーザが前記タッチスクリーンの第２の反対の側
をタッチしている場合には逆方向において、前記順序づけられた一連のデジタル画像をス
クロールする、
　請求項３に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項５】
　前記順次画像表示プロセスは、シングルフィンガー・タッチにより開始される、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項６】
　前記順次画像表示プロセスは、マルチフィンガー・タッチにより開始される、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項７】
　前記順次画像表示プロセスの間、表示されるデジタル画像にテキスト情報をオーバレイ
するステップ
　を更に有する請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項８】
　前記テキスト情報は、前記表示されるデジタル画像の画像捕捉日に関する情報を含む、
　請求項７に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項９】
　前記画像捕捉日に関する情報は、前記表示されるデジタル画像が捕捉された年及び月で
ある、
　請求項８に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１０】
　前記テキスト情報は、前記表示されるデジタル画像のファイル名を含む、
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　請求項７に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１１】
　前記テキスト情報は、前記表示されるデジタル画像に関連する画像捕捉場所を含む、
　請求項７に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１２】
　前記テキスト情報は、前記表示されるデジタル画像に含まれる人物の名を含む、
　請求項７に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１３】
　前記テキスト情報は、前記スクロール速度が指定範囲内にある場合にのみ表示される、
　請求項７に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１４】
　前記スクロール速度は、前記タッチスクリーンがタッチされる位置を前記ユーザが調整
することによって、前記順次画像表示プロセスの間に調整される、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１５】
　前記順序づけられた一連のデジタル画像は、デジタルビデオのフレームに対応する、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１６】
　前記順次画像表示プロセスは、重要なデジタル画像が表示される場合に休止する、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１７】
　前記重要なデジタル画像は、お気に入りであるとユーザによってタグ付けされたデジタ
ル画像である、
　請求項１６に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１８】
　前記重要なデジタル画像は、デジタルビデオにおいて識別されたキーフレームである、
　請求項１６に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項１９】
　前記デジタル画像は、デジタルカメラによって捕捉される、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項２０】
　前記順序づけられた一連のデジタル画像は前記デジタルカメラに記憶され、
　前記タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える前記表示スクリーンは、前記
デジタルカメラに設けられる、
　請求項１９に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項２１】
　前記タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える前記表示スクリーンは、デジ
タルピクチャフレームの構成要素として提供される、
　請求項１に記載のデジタル画像の一群を閲覧する方法。
【請求項２２】
　画像センサと、
　前記画像センサにおいてシーンの画像を形成する光学システムと、
　タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表示スクリーンと、
　データ処理システムと、
　前記データ処理システムへ通信上接続され、該データ処理システムに、デジタルカメラ
により捕捉されたデジタル画像の一群を閲覧する方法を実施させるよう構成される命令を
記憶するメモリシステムと
　を有し、
　前記命令は、
　順序づけられた一連の捕捉されたデジタル画像を形成する命令と、
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　ユーザによる前記タッチスクリーンへのタッチに応答して順次画像表示プロセスを開始
する命令と
　を有し、
　前記順次画像表示プロセスは、前記ユーザが前記タッチクスクリーンをタッチするのを
止める時点まで、前記順序づけられた一連の捕捉されたデジタル画像の中のデジタル画像
を前記タッチスクリーン上に順次表示し、
　順次的な画像の表示の間の時間インターバルは、前記ユーザが前記タッチクスクリーン
をタッチしている位置に応じて制御されるスクロール速度によって与えられる、
　デジタルカメラシステム。
【請求項２３】
　前記デジタルカメラは、デジタルビデオカメラであり、
　前記順序づけられた一連の捕捉されたデジタル画像は、デジタルビデオのフレームに対
応する、
　請求項２２に記載のデジタルカメラシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル画像の一群の閲覧の分野、より具体的には、スクロール速度がタッ
チスクリーン上のタッチ位置によって制御される可変スクロール速度閲覧方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラは極めて一般的になってきており、大いに従来のフィルムカメラに取っ
て代わっている。今日、ほとんどのデジタルカメラは、画像プレビューを可能にし且つカ
メラ設定を調整するユーザインターフェース要素を提供するよう、カメラの背面に表示ス
クリーンを組み込む。また、表示スクリーンは、デジタルカメラにより捕捉されてデジタ
ルカメラのメモリに記憶された画像を閲覧するためにも使用され得る。この機能を使用す
るよう、ユーザは、通常、カメラをレビューモードに置き、ボタンを使って画像を１つず
つスクロールする。より多くのデジタル画像がデジタルカメラに記憶されている場合、関
心のある画像を見つけるために画像をスクロールすることは、時間を要する苛立たしい工
程となりうる。
【０００３】
　タッチスクリーンディスプレイ及び他の形態のタッチに基づくユーザインターフェース
は、音楽プレーヤや携帯電話、デジタルカメラ等の民生用デジタル機器にとってますます
一般的になっている。タッチスクリーンは、システム設計者が新しく且つ革新的なユーザ
インターフェース設計を開発するめったにない機会を提供する。
【０００４】
　米国特許出願公開第２００２／０１７６０１６号明細書（特許文献１）（Misawa等、発
明の名称「Portable　Electronic　Apparatus」）は、表示スクリーンの周りに配置され
たタッチパッドを有し、表示動作がタッチの位置及び動きに応じて制御され得るデジタル
カメラを開示している。
【０００５】
　米国特許出願公開第２００８／０１６５１５０号明細書（特許文献２）（Kwon、発明の
名称「Data　Scrolling　Apparatus　and　Method　for　Mobile　Terminal」）は、表示
スクリーンの左右に位置するタッチストリップを有するデジタルカメラを教示している。
装置動作は、タッチストリップにおけるスライド操作を検出することによって制御され得
る。
【０００６】
　米国特許第７３４５６７５号明細書（特許文献３）（Minakuchi等、発明の名称「Appar
atus　for　Manipulating　an　Object　Displayed　on　a　Display　Device　by　Usin
g　a　Touch　Screen」）は、タッチスクリーンを有する表示装置に表示されるオブジェ
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クトを操作する方法を教示している。
【０００７】
　米国特許第７３５５６２０号明細書（特許文献４）（Ikehata等、発明の名称「Digital
　Still　Camera　and　User　Instruction　Input　Method」）は、タッチパネルにおけ
るユーザの指先によるトレーシング動作の方向及び速度が判断され、動的画像再生処理が
その方向及び速度に応じて実行されるデジタルスチルカメラを開示している。例えば、早
送り動作は、左から右への長く且つ速いトレーシング動作に応答して実行され、巻き戻し
動作は、右から左への長く且つ速いトレーシング動作に応答して実行される。
【０００８】
　米国特許第７４３０００８号明細書（特許文献５）は、検出されるタッチパターンに従
って、タッチスクリーン上で検出される画像を前進させ、後進させ又は削除する方法を開
示している。
【０００９】
　米国特許第７４７９９４９号明細書（特許文献６）（Jobs等、発明の名称「Touch　Scr
een　Device,　Method,　and　Graphical　User　Interface　for　Determining　Comman
ds　by　Applying　Heuristics」）は、コンピュータ装置と情報をやり取りする方法であ
って、タッチスクリーン上で１又はそれ以上のタッチ位置を検出する方法を開示している
。
【００１０】
　米国特許出願公開第２００８／０１６３１１９号明細書（特許文献７）（Kim、発明の
名称「Method　for　Providing　Menu　and　Multimedia　Device　Using　the　Same」
）は、ユーザが装置の動作を制御するためにメニューアイコンと相互に作用することを可
能にするよう使用され得るタッチスクリーンを有するマルチメディア装置を開示している
。
【００１１】
　米国特許出願公開第２００８／０１６５１４１号明細書（特許文献８）（Christie、発
明の名称「Gestures　for　Controlling,　Manipulating　and　Editing　of　Media　Fi
les　using　Touch　Sensitive　Devices」）は、コンピュータ装置でメディアファイル
を管理し編集するためにタッチ検知ディスプレイを使用する方法を開示している。
【００１２】
　米国特許出願公開第２００８／０２９７４８４号明細書（特許文献９）（Park、発明の
名称「Method　and　Apparatus　for　Providing　Gesture　Information　Based　on　T
ouchscreen　and　Information　Terminal　Device　Having　the　Apparatus」）は、タ
ッチスクリーンに基づくユーザインターフェース・インタラクションを可能にする方法を
開示している。この方法は、タッチスクリーンのタッチが検知される場合にガイド情報を
表示する。
【００１３】
　米国特許出願公開第２００９／０１６０７７８号明細書（特許文献１０）（Nurmi等、
発明の名称「Apparatus,　Method　and　Computer　Program　Product　for　Using　Var
iable　Numbers　of　Tactile　Inputs」）は、電子機器の種々の特性を操作するために
可変数の接触性入力を使用する方法を教示している。特に、可変数の接触性入力は、電子
機器に表示される画像の動きの速度を調整し、可変な特性を変更し、且つ電子機器を解除
するために使用され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００２／０１７６０１６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００８／０１６５１５０号明細書
【特許文献３】米国特許第７３４５６７５号明細書
【特許文献４】米国特許第７３５５６２０号明細書
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【特許文献５】米国特許第７４３０００８号明細書
【特許文献６】米国特許第７４７９９４９号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００８／０１６３１１９号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００８／０１６５１４１号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００８／０２９７４８４号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００９／０１６０７７８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　依然として、タッチスクリーンを有するデジタル画像形成装置において画像群を閲覧す
るための効率的且つユーザフレンドリな方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表示スクリーン上でデ
ジタル画像の一群を閲覧する方法であって、
　順序づけられた一連のデジタル画像を形成するステップと、
　画像レビューモードに入り、前記順序づけられた一連のデジタル画像の中の第１のデジ
タル画像を前記表示スクリーン上に表示するステップと、
　ユーザによる前記タッチスクリーンへのタッチに応答して順次画像表示プロセスを開始
するステップと
　を有し、
　前記順次画像表示プロセスは、前記ユーザが前記タッチクスクリーンをタッチするのを
止める時点まで、前記順序づけられた一連のデジタル画像の中のデジタル画像を前記タッ
チスクリーン上に順次表示し、
　順次的な画像の表示の間の時間インターバルは、前記ユーザが前記タッチクスクリーン
をタッチしている位置に応じて制御されるスクロール速度によって特定される、
　デジタル画像の一群を閲覧する方法を示す。
【００１７】
　本発明は、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを有する表示装置で画像を閲覧
する場合にスクロール速度を制御するための簡便な方法をユーザに提供する、という利点
を有する。このアプローチは、ユーザが関心の低い画像を素早く飛ばして、より高い関心
度を有する画像を見るために容易に速度を落とすことを可能にする。
【００１８】
　本発明は、ユーザが特定の画像を含む画像群の一部に直ちに飛び、次いで、特定の画像
が見つけられるまでその特定の画像付近の画像をゆっくりと閲覧することを可能にするこ
とによって、ユーザは関心のある特定の画像をより速く見つけることができる、という更
なる利点を有する。
【００１９】
　本発明は、ユーザが関心のある特定のビデオセグメントを見つけるためにデジタルビデ
オを都合よく早送りする又は巻き戻すことを可能にするようデジタルビデオファイルの閲
覧を制御するために使用され得る、という更なる利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】先行技術のデジタルカメラシステムの構成要素を示すハイレベルの図である。
【図２】本発明の好ましい実施形態に従うデジタル画像群の閲覧方法を説明するフロー図
である。
【図３Ａ】本発明に従って使用され得るタッチスクリーンを備えるデジタルカメラを表す
。
【図３Ｂ】本発明の方法に従ってデジタル画像を閲覧するために使用されるデジタルカメ
ラを表す。
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【図３Ｃ】日付テキストをオーバレイした表示デジタル画像を表す。
【図３Ｄ】ファイル名をオーバレイした表示デジタル画像を表す。
【図４】スクロール前方領域及びスクロール後方領域を有するタッチディスプレイを表す
。
【図５Ａ】対応する座標系とともにタッチスクリーンを示す。
【図５Ｂ】線形スクロール速度関数を表す。
【図５Ｃ】速度がタッチスクリーンの境界近くで非線形に増大するスクロール速度関数を
表す。
【図５Ｄ】最低スクロール速度を有するスクロール速度関数を表す。
【図６】ツーフィンガー・タッチを使用する本発明の代替の実施形態に従ってデジタル画
像を閲覧するために使用されるデジタルカメラを表す。
【図７】デジタルビデオの再生を制御するために使用され得るタッチスクリーン上の一連
の領域を表す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　添付の図面は本発明の概念を説明するためのものであり、実寸通りでない場合があるこ
とが理解されるべきである。
【００２２】
　以下の記載においては、本発明の好ましい実施形態が、任意にソフトウェアプログラム
として実施されるとの条件において記載される。当業者には容易に理解されるように、そ
のようなソフトウェアの同等品がハードウェアにおいても構成され得る。画像操作のアル
ゴリズム及びシステムはよく知られているので、本開示は、特に、本発明に従うシステム
及び方法の一部を形成する、又はそれらと直接協働するアルゴリズム及びシステムを対象
としている。そのようなアルゴリズム及びシステムの他の態様、並びにそれらに関連して
画像信号を生成し且つ別なふうに処理するハードウェア又はソフトウェアは、当該技術で
知られているそのようなシステム、アルゴリズム、コンポーネント及び要素から選択され
得る。以下で本発明に従って記載されるシステムを前提として、本発明の実施にとって有
用であるが本願では具体的に図示、示唆又は記載されていないソフトウェアは簡便であり
且つ当該技術における通常の知識の範囲内にある。
【００２３】
　また更に、本願で使用されるように、本発明の方法を実行するためのコンピュータプロ
グラムは、コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体に記憶され得る。そのような記憶
媒体には、例えば、磁気ディスク（例えば、ハードドライブ又はフロッピーディスク（登
録商標））又は磁気テープ、光学式記憶媒体（例えば、光ディスク、光テープ又は機械に
より読み取り可能なバーコード）、ソリッドステート式電子記憶装置（例えば、ランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）又は読出専用メモリ）、あるいは、本発明に従う方法を実施す
るよう１又はそれ以上のコンピュータを制御する命令を有するコンピュータプログラムを
記憶するために用いられるその他の物理的なデバイス又は媒体がある。
【００２４】
　画像形成装置と、信号の捕捉及び収集並びに露光制御のための関連する回路とを有する
デジタルカメラはよく知られているので、本明細書は、特に、本発明に従う方法及び装置
の一部を形成する、又はそれらとより直接的に協働する要素を対象とする。ここで具体的
に図示又は記載されていない要素は、当該技術で知られているものから選択される。記載
される実施形態の特定の態様はソフトウェアにおいて提供される。以下で本発明に従って
図示及び記載されるシステムを前提として、本発明の実施にとって有用であるが本願では
具体的に図示、記載又は示唆されていないシステムは簡便であり且つ当該技術における通
常の知識の範囲内にある。
【００２５】
　ここで図１を参照して、本発明を具現するデジタル画像形成装置のブロック図が示され
ている。この例において、デジタル画像形成装置はデジタルカメラとして示されている。
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なお、ここではデジタルカメラが説明されるが、本発明は明らかに他のタイプのデジタル
画像形成装置にも適用可能である。開示されるデジタルカメラにおいて、対象シーン１０
からの光が画像形成段１１に入力される。画像形成段１１で、光はレンズによって集束さ
れ、固体状態カラーフィルタアレイ画像センサ２０に画像を形成する。カラーフィルタア
レイ画像センサ２０は、ピクチャ素子（ピクセル）ごとに入射光を電気信号に変換する。
好ましい実施形態のカラーフィルタアレイ画像センサ２０は、電荷結合デバイス（ＣＣＤ
）タイプ又はアクティブピクセルセンサ（ＡＰＳ）タイプである。（ＡＰＳデバイスは、
相補形金属酸化膜半導体プロセスにおいてそれらを製造する機能のために、しばしばＣＭ
ＯＳセンサと呼ばれる。）ピクセルの２次元配列を有する他のタイプの画像センサも、そ
れらが本発明のパターンを用いるという条件で、使用され得る。本発明で使用されるカラ
ーフィルタアレイ画像センサ２０は、図１が記載された後に本明細書において後に明らか
になるカラーのパンクロマティック・ピクセルの２次元配列を有する。
【００２６】
　カラーフィルタアレイ画像センサ２０に達する光の量は、開口を変化させる虹彩（iris
）ブロック１４と、光学経路において介在する１又はそれ以上の減光フィルタ（neutral
　density（ＮＤ）　filter）を有するＮＤフィルタブロック１３とによって調整される
。また、全体の光レベルを調整するのは、シャッター１８が開いている時間である。露光
コントローラ４０は、輝度センサブロック１６によって測定されるシーンにおいて得られ
る光の量に応答し、それらの調整機能の３つ全てを制御する。
【００２７】
　特定のカメラ構成に係る上記の記載は当業者によく知られており、多くの変形及び付加
的な特徴が存在することは自明である。例えば、自動焦点システムが追加されてよく、あ
るいは、レンズは取り外し可能であり且つ交換可能であってよい。本発明はあらゆるタイ
プのデジタルカメラに適用され得、同様の機能は代替の構成要素によって提供されること
が理解されるであろう。例えば、デジタルカメラは比較的簡単な自動焦点・自動露出のカ
メラであってよく、シャッター１８は、より複雑な焦点面配置に代えて、比較的簡単な可
動羽根式シャッター等である。本発明は、携帯電話及び自動車等のカメラ以外の装置に含
まれる画像形成部を用いても実施され得る。
【００２８】
　カラーフィルタアレイ画像センサ２０からのアナログ信号は、アナログ信号プロセッサ
２２によって処理され、アナログ－デジタル（Ａ／Ｄ）コンバータ２４に入力される。タ
イミング発生器２６は、行及びピクセルを選択するよう様々なクロック信号を生成し、ア
ナログ信号プロセッサ２２及びＡ／Ｄコンバータ２４の動作を同期させる。画像センサ段
２８は、カラーフィルタアレイ画像センサ２０、アナログ信号プロセッサ２２、Ａ／Ｄコ
ンバータ２４、及びタイミング発生器２６を有する。画像センサ段２８の構成要素は、別
々に製造された集積回路であってよく、あるいは、それらは、ＣＭＯＳ画像センサにより
一般的に行われているように単一の集積回路として製造され得る。Ａ／Ｄコンバータ２４
から結果として得られるデジタルピクセル値のストリームは、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）３６に付随するＤＳＰメモリ３２に記憶される。
【００２９】
　ＤＳＰ３６は、システムコントローラ５０及び露光コントローラ４０に加えて、本実施
形態における３つのプロセッサ又はコントローラのうちの１つである。複数のコントロー
ラ及びプロセッサの間のカメラ機能制御のこのような分割は一般的であるが、それらのコ
ントローラ又はプロセッサは、本発明の用途及びカメラの機能動作に影響を及ぼすことな
く様々に組み合わされ得る。それらのコントローラ又はプロセッサは、１又はそれ以上の
デジタル信号プロセッサ装置、マイクロコントローラ、プログラム可能な論理デバイス、
又は他のデジタル論理回路を有することができる。そのようなコントローラ又はプロセッ
サの組み合わせが記載されているが、当然のことながら、１つのコントローラ又はプロセ
ッサが、必要とされる機能の全てを実行するよう設計され得る。それらのバリエーション
の全てが同じ機能を実行することができ、本発明の適用範囲内にあり、語「処理段」は、
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例えば、図１における処理段３８において見られるように、１語にこの機能の全てを包含
するために必要に応じて使用される。
【００３０】
　表される実施形態において、ＤＳＰ３６は、プログラムメモリ５４に恒久的に記憶され
ており、画像捕捉の間の実行のためにＤＳＰメモリ３２にコピーされるソフトウェアプロ
グラムに従って、ＤＳＰメモリ３２内のデジタル画像データを処理する。ＤＳＰ３６は、
記載される画像処理を実行するために必要なソフトウェアを実行する。ＤＳＰメモリ３２
は、あらゆるタイプのランダムアクセスメモリ（例えば、ＳＤＲＡＭ）であってよい。ア
ドレス及びデータ信号のための経路を含むバス３０は、ＤＳＰ３６をその関連するＤＳＰ
メモリ３２、Ａ／Ｄコンバータ２４及び他の関連する装置へ接続する。
【００３１】
　システムコントローラ５０は、プログラムメモリ５４に記憶されているソフトウェアプ
ログラムに基づいてカメラの全体的な動作を制御する。プログラムメモリ５４には、フラ
ッシュＥＥＰＥＯＭ又は他の不揮発性メモリがある。このメモリは、画像センサ較正デー
タ、ユーザ設定選択、及びカメラがオフされる場合に保存されるべき他のデータを記憶す
るためにも使用され得る。システムコントローラ５０は、上述されたようにレンズ１２、
ＮＤフィルタ１３、虹彩ブロック１４、及びシャッター１８を動作させるよう露光コント
ローラ４０に指示し、カラーフィルタアレイ画像センサ２０及び関連する要素を動作させ
るようタイミング発生器２６に指示し、捕捉された画像データを処理するようＤＳＰ３６
に指示することによって、画像捕捉の手順を制御する。画像が捕捉され処理された後、Ｄ
ＳＰ３２に記憶される最終の画像ファイルは、ホストインターフェース５７を介してホス
トコンピュータへ転送され、リムーバブルメモリカード６４又は他の記憶装置に記憶され
、且つ画像表示部８８でユーザのために表示される。
【００３２】
　システムコントローラバス５２は、アドレス、データ及び制御信号のための経路を有し
、システムコントローラ５０をＤＳＰ３６、プログラムメモリ５４、システムメモリ５６
、ホストインターフェース５７、メモリカードインターフェース６０及び他の関連する装
置へ接続する。ホストインターフェース５７は、表示、記憶、操作又は印刷のための画像
データの転送のためにパーソナルコンピュータ（ＰＣ）又は他のホストコンピュータへの
高速接続を提供する。このインターフェースは、ＩＥＥＥ１３９４若しくはＵＳＢ２．０
シリアルインターフェース又はその他の適切なデジタルインターフェースであってよい。
メモリカード６４は、通常、メモリカードソケット６２に挿入されてメモリカードインタ
ーフェース６０を介してシステムコントローラ５０へ接続されるコンパクトフラッシュ（
ＣＦ）カードである。利用され得る他のタイプの記憶装置には、無制限に、ＰＣカード、
マルチメディアカード（ＭＭＣ）、又はセキュアデジタル（ＳＤ）カードがある。
【００３３】
　処理される画像は、システムメモリ５６内の表示バッファにコピーされ、続けて、ビデ
オ信号を生成するためにビデオエンコーダ８０を介して読み出される。この信号は、外部
モニタでの表示のためにカメラから直接出力され、又は表示コントローラ８２によって処
理されて画像表示部８８で提示される。この表示部は、通常、アクティブマトリクス型カ
ラー液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であるが、他のタイプのディスプレイも使用される。
【００３４】
　ビューファインダ表示部７０、露光表示部７２、ステータス表示部７２、画像表示部８
８及びユーザ入力部７４の全て又はいずれかの組み合わせを含むユーザインターフェース
６８は、露光コントローラ４０及びシステムコントローラ５０で実行されるソフトウェア
プログラムの組み合わせによって制御される。ユーザ入力部７４は、通常、ボタン、ロッ
カースイッチ、ジョイスティック、回転ダイアルの何らかの組み合わせを有する。本発明
に従って、ユーザ入力部７４は、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える少
なくとも１つの表示スクリーンを有する。露光コントローラ４０は光度計測、露光モード
、オートフォーカス及び他の露光機能を操作する。システムコントローラ５０は、表示部
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の１又はそれ以上で（例えば、画像表示部８８で）提示されるグラフィカルユーザインタ
ーフェース（ＧＵＩ）を管理する。ＧＵＩは、通常、様々なオプション選択を行うための
メニューと、捕捉された画像を調べるためのレビューモードとを有する。
【００３５】
　露光コントローラ４０は、露光モード、レンズ開口、露光時間（シャッタースピード）
、及び露光インデックス又はＩＳＯ速度定格を選択するユーザ入力を受け取り、その後の
捕捉のために然るべくレンズ１２及びシャッター１８に指示する。輝度センサブロック１
６は、シーンの輝度を測定するために用いられ、ＩＳＯ速度定格、開口及びシャッタース
ピードを手動設定する場合にユーザが参照する露光メータ機能を提供する。この場合に、
ユーザが１又はそれ以上の設定を変更すると、ビューファインダ表示部７０で提示される
光度計インジケータは、画像がどの程度露出過度又は不測になるかをユーザに伝える。自
動露光モードにおいて、ユーザは１つの設定を変更し、露光コントローラ４０は正確な露
光を保つよう他の設定を自動変更する。例えば、所与のＩＳＯ速度定格に関し、ユーザが
レンズ露光を低減する場合に、露光コントローラ４０は、全体的な露光を同じに保つよう
露光時間を自動的に増大させる。
【００３６】
　デジタルカメラについての上記の説明は、当業者によく知られている。この実施形態に
対する、費用を削減し、機能を付加し又はカメラの性能を改善するために選択される可能
な変形例が多数存在することは、自明である。以下の説明は、本発明に従うカメラで捕捉
及び記憶される一群のデジタル画像を閲覧する方法を詳細に開示する。この説明はタッチ
スクリーン・ユーザインターフェースを有するデジタルカメラを参照するが、当然のこと
ながら、本発明は、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表示スクリーン
を組み込むあらゆるタイプの画像閲覧システムに適用される。例えば、本発明は、タッチ
スクリーンディスプレイを有するデジタルピクチャフレームシステム、画像形成キオスク
、携帯型民生電子機器又は携帯電話に使用され得る。
【００３７】
　本発明は、ここで記載される実施形態の組み合わせを含む。「特定の（一）実施形態」
等との言及は、本発明の少なくとも１つの実施形態において存在する特徴に言及する。「
実施形態」又は「特定の（複数の）実施形態」等の別の言及は、必ずしも同じ実施形態に
言及しているわけではない。なお、そのような実施形態は、そのように示されない限り、
又は容易に当業者に認識されない限り、相互排他的ではない。「（１つの）方法」又は「
（複数の）方法」等と言及する際の単数及び複数の使用は限定ではない。別なふうに明示
的に述べられ又は文脈によって必要とされない限り、語「若しくは」「又は」「あるいは
」は、本開示では非排他的な意味で使用される。
【００３８】
　ここで使用される用語「デジタル画像」又は「デジタル画像ファイル」は、あらゆるデ
ジタル画像ファイル（例えば、デジタルスチル画像又はデジタルビデオファイル）に言及
する。
【００３９】
　ここで、本発明は、図２を参照して記載される。図２は、本発明の好ましい実施形態に
従う、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表示スクリーンを有する装置
でデジタル画像群１００を閲覧する方法を説明するフロー図を表す。ステップ１０５は、
デジタル画像群１００からの画像を用いて順序づけられた一連のデジタル画像１１０を形
成する。次に、ユーザは、順序づけられた一連のデジタル画像１１０に含まれるデジタル
画像を閲覧するために、画像レビューモードに入るステップ１１５を開始する。例えば、
ユーザは、適切なユーザインターフェースボタンを叩くこと又はユーザインターフェース
メニューからオプションを選択することによって、画像レビューモードに入るステップ１
１５を開始することができる。ステップ１１５が開始される場合に、順序づけられた一連
のデジタル画像１１０の中の第１のデジタル画像が表示スクリーンに表示される。順序づ
けられた一連のデジタル画像１１０に含まれるデジタル画像をスクロールするよう、ユー
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ザは、最初のタッチ及び保持のステップ１２０により、順次画像表示プロセス１２５を開
始する。最初のタッチ及び保持のステップ１２０は、ユーザが一般的に指を用いて表示ス
クリーンにタッチし、そして表示スクリーンへのタッチを保つことによって、トリガされ
る。
【００４０】
　タッチ位置監視ステップ１３０は、ユーザが表示スクリーンにタッチしているタッチ位
置１３５を決定するために使用される。次いで、スクロール速度計算ステップ１４０は、
タッチ位置１３５に応じてスクロール速度１４５を決定するために使用される。順次画像
表示プロセス１２５は、その後に、順序づけられた一連のデジタル画像１１０に含まれる
デジタル画像を表示する。このとき、順次的な画像の表示の間の時間インターバルは、ス
クロール速度１４５によって特定される。順次画像表示プロセス１２５は、ユーザが表示
スクリーンへのタッチを保つ限り、順序づけられた一連のデジタル画像１１０をスクロー
ルし続ける。順次画像表示プロセス１２５が実行されている間にユーザが表示スクリーン
にタッチしている位置を調整する場合、タッチ位置監視ステップ１３０は新たなタッチ位
置１３５を検知し、スクロール速度１４５は然るべく調整される。タッチ及び保持終了ス
テップ１５０は、ユーザが表示スクリーンにタッチするのを止める場合にトリガされる。
これは、次いで、順次画像表示プロセス１２５を終了する順次画像表示プロセス終了ステ
ップ１５５を開始する。
【００４１】
　図２に示される本発明の様々な態様は、ここでより詳細に記載される。本発明の好まし
い実施形態において、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表示スクリー
ンは、デジタルカメラにおける表示スクリーンである。この場合に、デジタル画像群１０
０は、一般的に、デジタルカメラを用いて捕捉されてデジタルカメラ内のメモリに記憶さ
れているデジタル画像の組である。メモリは内部メモリであってよく、あるいは、ＳＤカ
ードのようなリムーバブルメモリモジュールであってよい。デジタル画像群１００は、デ
ジタルスチル画像及びデジタルビデオの両方を含むことができる。
【００４２】
　図３Ａは、タッチスクリーン２０５を有するデジタルカメラ２００の一例を示す。本発
明の好ましい実施形態において、タッチスクリーン２０５は、タッチ検知オーバレイを有
するＬＣＤ表示スクリーンである。タッチスクリーンオーバレイを形成するための、当業
者に知られている多くの方法が存在する。本発明の一実施形態において、タッチ検知オー
バレイは、容量型タッチスクリーン技術を使用する。本発明に従って使用され得る他のタ
イプのタッチスクリーンには、抵抗方式、赤外線方式、又は表面弾性波方式を用いるもの
がある。
【００４３】
　本発明の代替の実施形態において、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備え
る表示スクリーンは、デジタルピクチャフレームにおける表示スクリーンである。この場
合に、デジタル画像群１００（図２）は、一般的に、デジタルピクチャフレーム内のメモ
リ、又はイーサネット（登録商標）若しくはＷｉ－Ｆｉ無線ネットワークインターフェー
スのようなネットワークインターフェースを介してデジタルピクチャフレームによってア
クセス可能なメモリに記憶される。他の実施形態においては、タッチスクリーン・ユーザ
インターフェースを備える表示スクリーンは、画像形成キオスク、携帯型民生電子機器又
は携帯電話のような他のタイプのデジタル画像形成システムの構成要素であってよい。夫
々の場合において、デジタル画像群１００は、デジタル画像形成システムによってアクセ
ス可能なメモリに記憶される。
【００４４】
　図２の議論に戻ると、順序づけられた一連のデジタル画像１１０を形成するステップ１
０５は、多種多様な方法で働くことができる。例えば、本発明がデジタルカメラのユーザ
インターフェースの一部として実施される場合に関し、順序づけられた一連のデジタル画
像１１０は、デジタルカメラのメモリに記憶されているデジタル画像の全てを含むことが
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できる。この場合に、ステップ１０５は、例えば、デジタル画像が捕捉された順序に従っ
て全てのデジタル画像を順序づけることができる。一般的に、デジタルカメラは、逐次フ
ァイル命名システムによりデジタル画像に名を付けるので、順序づけられた一連のデジタ
ル画像１１０は、単純にファイル名を昇順にソートすることによって形成され得る。代替
的に、デジタル画像ファイルに記憶される捕捉日時メータデータが、デジタル画像をソー
トするために使用されてよい。画像が順序づけられた一連のデジタル画像１１０内で置か
れている順位は、他の方法によっても決定され得る。例えば、ユーザは手動で順序を特定
することができ、あるいは、ファイルサイズ、ファイルタイプ又は題材のような何らかの
他の属性に従って画像をソートすることができる。
【００４５】
　幾つかの場合において、デジタル画像群１００のサブセットのみを含む順序づけられた
一連のデジタル画像１１０を形成することが好ましいことがある。例えば、順序づけられ
た一連のデジタル画像１１０は、ユーザがお気に入りであるとタグ付けした画像、又は特
定の日に捕捉された画像、又は顔検出アルゴリズムにより特定の個人を含むと判断された
画像のみを含むことができる。当業者には明らかなように、デジタル画像群１００に含ま
れるデジタル画像のサブセットが順序づけられた一連のデジタル画像を本発明に従って形
成するよう選択されて順序づけられる多数の方法が存在する。
【００４６】
　本発明の代替の実施形態において、順序づけられた一連のデジタル画像１１０は、デジ
タルビデオのフレームに対応する。この場合に、デジタルビデオの夫々のフレームは、順
序づけられた一連のデジタル画像１１０における個々のデジタル画像として扱われ得る。
次いで、タッチ位置１３５に応答してスクロール速度１４５を調整する機能が、デジタル
ビデオの再生の速度及び方向を制御するために使用され得る。
【００４７】
　画像レビューモードに入るステップ１１５は、順序づけられた一連のデジタル画像１１
０の中の第１のデジタル画像２１０（図３Ａ）をタッチスクリーン２０５（図３Ａ）に表
示することをもたらす。第１のデジタル画像２１０として使用される、順序づけられた一
連のデジタル画像１１０の中の特定の画像は、様々な方法において選択され得る。本発明
の好ましい実施形態において、ユーザが画像レビューモードに入る場合に、最も最近に捕
捉されたデジタル画像が第１のデジタル画像２１０として使用される。本発明の代替の実
施形態において、第１のデジタル画像２１０は、順序づけられた一連のデジタル画像１１
０をサムネイル表示において表示して、例えば画像を叩くことによって、ユーザに画像の
１つをインタラクティブに選択してもらうことによって、選択され得る。
【００４８】
　順次画像表示プロセス１２５は、ユーザがタッチスクリーン２０５にタッチして、タッ
チスクリーンへのタッチを保つ場合に、最初のタッチ及び保持のステップ１２０によって
開始される。例えば、図３Ｂは、タッチ位置１３５でタッチスクリーン２０５にタッチす
る指２１５を示す。順次画像表示プロセス１２５（図２）は、ユーザがタッチスクリーン
２０５にタッチするのを止める時点まで、順序づけられた一連のデジタル画像１１０（図
２）の中のデジタル画像を順次表示することによって、表示デジタル画像２２５を更新す
る。本発明の好ましい実施形態において、ユーザがタッチスクリーン２０５にタッチする
タッチ位置１３５は、表示デジタル画像２２５を表示するために使用される範囲内にある
。なお、代替の実施形態において、タッチ位置１３５は、表示スクリーンの他の領域内に
あってよい。例えば、長方形の領域が、順次画像表示プロセス１２５を制御するために使
用され得るタッチスクリーン２０５の一端に沿って定義されてよい。
【００４９】
　１つの表示デジタル画像２２５から次のデジタル画像への遷移は、当業者に知られてい
る何らかの方法により達成され得る。例えば、出現（appear）モードが使用されてよく、
次の画像は単純に前の画像に取って代わる。代替的に、ワイプ（wipe）モード、頁めくり
（page　turn）モード、ディゾルブ（dissolve）モード、又はフライイン（fly　in）モ
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ードのような他のモードが使用され得る。それらのオプション及び多くの他の遷移モード
は当業者によく知られている。本発明の一実施形態において、ユーザは、利用可能なオプ
ションのメニューから好ましい遷移モードを選択することができる。
【００５０】
　順次画像表示プロセス１２５が順序づけられた一連のデジタル画像１１０をスクロール
する場合に、その一連のデジタル画像１１０における最初又は最後のデジタル画像に到達
することがある。本発明の好ましい実施形態において、循環動作が使用され、画像の順次
表示は、順序づけられた一連のデジタル画像１１０の他端で再開する。例えば、順次画像
表示プロセス１２５が順序づけられた一連のデジタル画像１１０を順方向で進み、順序づ
けられた一連のデジタル画像１１０の中の最後のデジタル画像に到達する場合に、表示さ
れうる次の画像は、順序づけられた一連のデジタル画像１１０の中の最初のデジタル画像
である。同様に、順次画像表示プロセス１２５が順序づけられた一連のデジタル画像１１
０を逆方向で進み、順序づけられた一連のデジタル画像１１０の中の最初の画像に到達す
る場合に、表示されうる次の画像は、順序づけられた一連のデジタル画像１１０の中の最
後のデジタル画像である。代替的に、順次画像表示プロセス１２５は、順序づけられた一
連のデジタル画像１１０の中の最初又は最後の画像に到達する場合に停止するよう構成さ
れ得る。この動作は、一般的に、順序づけられた一連のデジタル画像１１０がデジタルビ
デオ画像のフレームに対応する場合に望ましい。本発明の一実施形態において、ユーザは
、利用可能なオプションのメニューから好ましい循環動作を指定することができる。
【００５１】
　本発明の一実施形態において、オーバレイされるテキストは、順次画像表示プロセス１
２５の間、表示デジタル画像２２５に付加される。図３Ｃは、オーバレイされる日付テキ
スト２３０が、表示デジタル画像２２５の画像捕捉日に関する情報を与えるよう表示デジ
タル画像２２５に付加される例を示している。これは、特に、順次画像表示プロセス１２
５が速い速度で表示デジタル画像２２５を前進している場合に、ユーザが順序づけられた
一連のデジタル画像をナビゲートするのを助けることができる。図３Ｃに示されている例
では、オーバレイされる日付テキスト２３０は、表示デジタル画像２２５が捕捉された年
及び月を含む。代替的に、オーバレイされる日付テキスト２３０は、例えば、“２２　Ｊ
ｕｎ　２００９”、“Ｊｕｎｅ　２２，２００９”、“０６／２２／０９”又は“２００
９”のような他のフォーマットにおいて日付情報を表示することができる。本発明の一実
施形態において、ユーザは、利用可能なオプションのメニューから好ましい日付フォーマ
ットを指定することができる。
【００５２】
　当業者に明らかなように、オーバレイされるテキストは他のタイプの情報を更に含むこ
とができる。例えば、図３Ｄは、オーバレイされるファイル名テキスト２３５が、表示デ
ジタル画像２２５のファイル名を示すよう含まれている例を示す。付加され得る他のタイ
プのオーバレイされるテキストには、表示デジタル画像内の人物の名又は画像捕捉場所を
特定する情報がある。
【００５３】
　本発明の好ましい実施形態において、ユーザがタッチスクリーン２０５にタッチするタ
ッチ位置１３５は、スクロール速度１４５（図２）及びスクロール方向の両方を計算する
ために使用される。図４に示されるように、タッチスクリーンの２つの領域が指定され、
異なるスクロール方向に対応する。タッチ位置１３５がタッチスクリーン２０５の右半分
に対応するスクロール前方領域３００内にある場合に、順次画像表示プロセス１２５は、
順方向において、順序づけられた一連のデジタル画像１１０をスクロールする。すなわち
、表示される次のデジタル画像は、順序づけられた一連のデジタル画像１１０における次
のデジタル画像である。タッチ位置１３５がタッチスクリーン２０５の左半分に対応する
スクロール後方領域３０５内にある場合に、順次画像表示プロセス１２５は、逆方向にお
いて、順序づけられた一連のデジタル画像１１０をスクロールする。すなわち、表示され
る次のデジタル画像は、順序づけられた一連のデジタル画像１１０における前のデジタル
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画像である。任意に、休止領域が、スクロール後方領域３０５とスクロール前方領域３０
０との間のタッチスクリーン２０５の中央に定義されてよく、この領域において、順次画
像表示プロセス１２５はスクロール速度１４５をゼロに設定し、現在表示されているデジ
タル画像２２５で休止する。
【００５４】
　スクロール速度計算ステップ１４０（図２）は、タッチ位置１３５に応じてスクロール
速度１４５を計算する。タッチ位置１３５は、表示スクリーンの水平方向及び垂直方向に
対応する２次元座標系を定義することによって都合よく表され得る。図５Ａは、タッチス
クリーン２０５に対して定義された座標系の例を示す。“ｘ”座標値は、水平方向におけ
る位置を特定し、“ｙ”座標値は、垂直方向における位置を特定する。本発明の一実施形
態において、０とＮｘとの間のｘ座標値及び０とＮｙとの間のｙ座標値を与える検知可能
な整数個の離散位置が存在し、Ｎｘ及びＮｙは、夫々、水平方向及び垂直方向において検
知され得る最大離散位置である。
【００５５】
　本発明の好ましい実施形態において、ｘ座標は、スクロール速度を決定するために使用
される。図５Ｂは、ｘ座標値の関数としてスクロール速度を決定するために線形関係を用
いる線形スクロール速度関数４００の例を示すグラフを表す。この特定の線形スクロール
速度関数４００は、次の式：
 
　　　Ｒ＝Ｒｍａｘ（２ｘ／Ｎｘ－１）　　　　　（１）
 
によって記述され得る。Ｒはスクロール速度であり、ｘはタッチ位置１３５のｘ座標値で
あり、Ｒｍａｘは最大スクロール速度である。タッチスクリーン２０５の右半分における
タッチ位置１３５に関し、スクロール速度は、順スクロール方向に対応して正である。タ
ッチスクリーン２０５の左半分におけるタッチ位置１３５に関し、スクロール速度は、逆
スクロール方向に対応して負である。タッチスクリーン２０５の左端でのタッチ位置１３
５に対応してｘ＝０である場合に、スクロール速度は－Ｒｍａｘである。タッチスクリー
ン２０５の中央におけるタッチ位置１３５に対応してｘ＝Ｎｘ／２である場合に、スクロ
ール速度は０であり、順次画像表示プロセス１２５の休止に対応する。タッチスクリーン
２０５の右端でのタッチ位置１３５に対応してｘ＝Ｎｘである場合に、スクロール速度は
Ｒｍａｘである。
【００５６】
　スクロール速度は、関係：
 
　　　Ｔ＝｜１／Ｒ｜　　　　　（２）
 
を用いて順次的な画像の表示の間の時間インターバルＴに関係してよい。スクロール速度
が速ければ速いほど、順次的な画像の表示の間の時間インターバルは小さくなる。スクロ
ール方向は、次の関係：
 
　　　方向＝順方向（Ｒ≧０の場合）又は逆方向（Ｒ＜０の場合）　　　（３）
 
を用いて定義されてよい。
【００５７】
　先に述べられたように、特に、スクロール速度が速い場合に、画像捕捉日を示すテキス
ト情報をオーバレイすることが有用でありうる。日付表示領域４０５は、オーバレイされ
る日付テキスト２３０が表示デジタル画像２２５にオーバレイするために使用されるタッ
チ位置の領域を特定するよう定義され得る。代替的に、オーバレイされる日付テキスト２
３０を表示すべきか否かを決定するようスクロール速度に対してテストが実行されてよい
：
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　　日付表示＝真（｜Ｒ｜≧ＲＴの場合）又は偽（｜Ｒ｜＜ＲＴの場合）　　　（３）
 
“日付表示”は、オーバレイされる日付テキスト２３０が表示されるべきか否かを示すブ
ール変数であり、ＲＴはスクロール速度閾値である。
【００５８】
　当業者には当然のことながら、図５Ｂに示される線形スクロール速度関数４００の他に
、スクロール速度関数に関して他の形が使用されてよい。例えば、図５Ｃは、タッチ位置
がタッチスクリーン２０５の左又は右境界のいずれか一方に近い場合に速度が非線形に増
大するスクロール速度関数４１０を示す。これは、順序づけられた一連のデジタル画像１
１０の他の部分へのジャンプを始めるよう直ちに多数の画像を飛び越えることが望ましい
場合に、有用でありうる（図２）。同様に、図５Ｄは、最低スクロール速度Ｒｍｉｎを有
するスクロール速度関数４１５を示す。タッチ位置１３５がタッチスクリーン２０５の中
心を横切って移動する場合に、スクロール速度Ｒは、最低逆スクロール速度－Ｒｍｉｎか
ら最低順スクロール速度Ｒｍｉｎへジャンプする。
【００５９】
　まさに記載される例において、順次画像表示プロセス１２５の挙動は、タッチ位置１３
５のｙ座標値とは無関係である。本発明の代替の実施形態では、順次画像表示プロセス１
２５は、タッチ位置１３５のｙ座標値が特定の範囲内にある場合にのみ、動作する。例え
ば、制御領域は、タッチスクリーン２０５の下端に沿って設けられてよく、適切なユーザ
インターフェース要素が、その制御領域を定義するよう設けられてよい。タッチ位置１３
５がこの領域の外にある場合、順次画像表示プロセス１２５は開始されない。
【００６０】
　本発明の代替の実施形態では、順次画像表示プロセス１２５の挙動は、タッチ位置１３
５のｘ座標値及びｙ座標値の両方に応答する。例えば、ｘ座標値は、上述されたようにス
クロール速度１４５を制御するために使用されてよく、ｙ座標値は、順次画像表示プロセ
ス１２５の何らかの他の属性を制御するために使用されてよい。例えば、ｙ座標値は、タ
ッチ位置１３５がより高い位置に動かされるにつれて表示デジタル画像２２５がより大き
く拡大されるように、表示デジタル画像２２５の倍率値を制御するために使用されてよい
。代替的に、ｙ座標値は、オーバレイされる日付テキスト２３０が表示されるかどうか、
又は順次的な画像の間を移動するために使用される遷移モード等の、順次画像表示プロセ
ス１２５の何らかの他の態様を制御するために使用されてよい。
【００６１】
　本発明の好ましい実施形態において、タッチ位置１３５は、１本の指がタッチスクリー
ン２０５にタッチしている位置に対応する。本発明の代替の実施形態では、本発明を実施
するデジタルイメージング装置のユーザインターフェースは、タッチスクリーンがシング
ルフィンガー・タッチ又はマルチフィンガー・タッチによりタッチされるかどうかに依存
して異なる機能を実行するようプログラムされ得る。例えば、シングルフィンガー・タッ
チは、画像編集モードを起動し、ツーフィンガー・タッチは、本発明の方法に従う順次画
像表示プロセス１２５を起動してよい。図６は、ツーフィンガー・タッチが順次画像表示
プロセス１２５を制御するために使用される例を示す。この場合に、第１の指５００及び
第２の指５０５は、順次画像表示プロセス１２５を制御するために使用されるツーフィン
ガー・タッチ位置５１０を生成するようタッチスクリーン２０５にタッチするために使用
される。
【００６２】
　先に述べられたように、順序づけられた一連のデジタル画像１１０は、デジタルビデオ
のフレームに対応してよい。デジタルビデオは、静止画像モード又はビデオモードにおい
て使用可能なデジタルカメラによって捕捉されるモーションシーケンスであってよい。代
替的に、それは、デジタルビデオカメラを用いて捕捉されたデジタルビデオであってよい
。この場合に、タッチスクリーン・ユーザインターフェースを備える表示スクリーンは、
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デジタルビデオカメラの構成要素であってよい。図７は、本発明が表示デジタルビデオ６
００を閲覧するために使用される場合に使用可能な代替の構成を示す。この場合に、連続
する領域が、タッチ位置の領域に対応するよう定義される。夫々の領域は、異なる再生モ
ードに対応することができる。例えば、タッチ位置１３５が１×前進表示モード領域６２
５内であると検出される場合に、順次画像表示プロセス１２５は、通常の再生速度（すな
わち、スクロール速度）によりデジタルビデオのフレームを表示することができる。タッ
チ位置１３５が２×前進表示モード領域６３０又は４×前進表示モード領域６３５へと右
に移動するにつれて、再生速度は夫々通常再生速度の２倍又は３倍であるよう調整される
。タッチ位置１３５が休止モード領域６２０内にあると検出される場合に、スクロール速
度はゼロに設定され、デジタルビデオの再生は休止される。同様に、タッチ位置１３５が
４×後進表示モード領域６０５、２×後進表示モード領域６１０又は１×後進表示モード
領域６１５にあると検出される場合に、デジタルビデオは夫々通常の再生速度の４倍、２
倍又は１倍の再生速度で逆方向において再生される。
【００６３】
　幾つかのデジタルビデオ構成において、キーフレームがデジタルビデオシーケンス内で
特定され得る。例えば、キーフレームは、規則的なインターバルでサンプリングされるフ
レーム、又は重要な場面コンテンツを含むと特定されたビデオフレーム、又はビデオクリ
ップを構成する夫々異なった場面内の代表フレームに対応することができる。キーフレー
ムは、手動でユーザによって特定されてよく、あるいは、自動アルゴリズムにより決定さ
れてよい。そのようなキーフレームが特定されている場合に、順次画像表示プロセス１２
５は、キーフレームの１つに遭遇する場合に一時的に休止するよう構成され得る。
【００６４】
　同様のアプローチは、順序づけられた一連のデジタル画像１１０が一群のデジタル静止
画像に対応する場合に、使用され得る。この場合に、重要なデジタル画像は、高価値の画
像であると特定された画像に対応することができる。例えば、多くのデジタルカメラは、
ユーザが“お気に入り”として画像にタグ付けすることを可能にする。代替的に、自動ア
ルゴリズムがデジタル画像の美的な資質を推定するために使用され得ることは、当業者に
よく知られている。そのようなアルゴリズムは、特に高品質画像を重要な画像としてタグ
付けされるよう特定するために使用されてよい。
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