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(57)【要約】
【課題】ユーザの多様な要求に応じた動画像の再生を可
能とする。
【解決手段】デジタルカメラ１０は、連続的な複数のお
気に入り度合いのうちユーザ入力に基づいて指定される
お気に入り度合いを、記録中の動画像の所定時間間隔ご
とに対応づけて記憶部２７に記憶させるようにしたこと
により、ユーザ入力に基づいて指定されたお気に入り度
合いの閾値以上のお気に入り度合いが対応付けられてい
る部分を抽出して再生させることができ、またユーザに
この指定を変えさせるだけで、抽出する部分を他の所望
部分に変えて再生させることができる。かくして、ユー
ザの多様な要求に応じた動画像の再生をデジタル画像信
号処理部２３に行わせることができる。
【選択図】図３



(2) JP 2010-288015 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続的な複数の属性情報のうちユーザ入力に基づいて指定される属性情報を、記憶媒体
に記憶されるコンテンツの所定時間間隔ごとに対応付けて、当該記憶媒体に記憶させる制
御部
　を具える情報処理装置。
【請求項２】
　上記コンテンツを出力する出力部と、
　ユーザ入力を受け付ける受付部と
　を具え、
　上記制御部は、
　上記出力部に上記コンテンツを出力させながら上記受付部が受け付けたユーザ入力に基
づいて指定される属性情報を、当該コンテンツの所定時間間隔ごとに対応づけて、上記記
憶媒体に記憶させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　上記受付部は、
　表示部の表示面に対するタッチ操作を上記ユーザ入力として受け付け、
　上記制御部は、
　上記受付部が受け付けた上記タッチ操作に基づいて指定される属性情報を、上記コンテ
ンツの所定時間間隔ごとに対応付けて、上記記憶媒体に記憶させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記制御部は、
　上記タッチ操作に基づいて表示位置を変更可能なスライダーを上記表示部に表示させ、
当該スライダーの表示位置に基づいて指定される属性情報を、上記コンテンツの所定時間
間隔ごとに対応づけて、上記記憶媒体に記憶させる
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　上記制御部は、
　上記コンテンツの所定時間間隔ごとに対応付けた属性情報の当該所定時間間隔ごとの変
化をグラフとして表示部に表示させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　上記制御部は、
　表示部に表示された上記グラフに対するユーザ入力に基づいて、上記所定時間間隔ごと
に対応付けた属性情報を変更して、上記記憶媒体に記憶させる
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　上記コンテンツの再生時に、上記コンテンツの所定時間間隔ごとに対応付けられた属性
情報に基づいて、ユーザ入力に基づいて指定された属性情報に対応付けられている部分の
みを再生する再生部
　を具える請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　撮像部
　を具え、
　上記出力部は、
　上記撮像部により撮像された動画像を上記コンテンツとして出力する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項９】
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　制御部が、連続的な複数の属性情報のうちユーザ入力に基づいて指定される属性情報を
、記憶媒体に記憶されるコンテンツの所定時間ごとに対応付けて、当該記憶媒体に記憶さ
せる
　情報処理方法。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　制御部が、連続的な複数の属性情報のうちユーザ入力に基づいて指定される属性情報を
、記憶媒体に記憶されるコンテンツの所定時間ごとに対応付けて、当該記憶媒体に記憶さ
せるステップ
　を実行させるための情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムに関し、例えばコンテ
ンツを記録する際に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルビデオカメラやハードディスクレコーダなどの記録再生装置において、
動画像の音声レベルなどの情報から盛り上がった場面を検出して記録するものが提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、記録再生装置において、動画像を記録する際にユーザにより指定されたお気に入
りポイントを当該動画像に対応づけて記録するものも提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１１６５６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、例えば重要な部分だけ確認したい、特定の人物が出ている部分だけ確認した
いなど、動画像を再生する際にユーザが当該動画像の中から確認したい部分は多様となる
ことが考えられる。
【０００６】
　しかし上述した装置では、盛り上がった場面やお気に入りポイントの前後数秒間のみを
再生部に再生させることしかできず、ユーザの多様な要求に応じた動画像の再生が可能で
あるとは言えなかった。
【０００７】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、ユーザの多様な要求に応じたコンテンツ
の再生を可能とする情報処理装置、情報処理方法及び情報処理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】
【０００８】
　かかる課題を解決するため本発明においては、連続的な複数の属性情報のうちユーザ入
力に基づいて指定される属性情報を、記憶媒体に記憶されるコンテンツの所定時間間隔ご
とに対応付けて、当該記憶媒体に記憶させる制御部を設けるようにした。
【０００９】
　このように、コンテンツの所定時間間隔ごとに指定された属性情報を対応付けておくこ
とで、再生時に、コンテンツから任意の属性情報が対応付けられている部分を抽出して再
生部に再生させることができる。
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【００１０】
　また、複数の属性情報に連続性を持たせることで、再生時に、任意の属性情報が対応付
けられている部分に限らず、任意の範囲の属性情報が対応付けられている部分を抽出して
再生部に再生させることもできる。
【００１１】
　これにより、再生時に、ユーザに所望の属性情報又は所望の範囲を指定させるだけで、
コンテンツから所望部分を抽出して再生させることができ、またこの指定を変えるだけで
、抽出する部分を他の所望部分に変えて再生させることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、コンテンツの所定時間間隔ごとに指定された属性情報を対応付けてお
くことで、再生時に、コンテンツから任意の属性情報が対応付けられている部分を抽出し
て再生部に再生させることができる。また、複数の属性情報に連続性を持たせることで、
再生時に、任意の属性情報が対応付けられている部分に限らず、任意の範囲の属性情報が
対応付けられている部分を抽出して再生部に再生させることもできる。これにより、再生
時に、ユーザに所望の属性情報又は所望の範囲を指定させるだけで、コンテンツから所望
部分を抽出して再生させることができ、またこの指定を変えるだけで、抽出する部分を他
の所望部分に変えて再生させることができ、かくして、ユーザの多様な要求に応じたコン
テンツの再生を可能とする情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムを実現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態の概要となる情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図２】デジタルカメラのハードウェア構成を示す略線図である。
【図３】第１の実施の形態におけるお気に入り度合いの設定の説明に供する略線図である
。
【図４】第１の実施の形態におけるお気に入り度合い設定処理手順を示すフローチャート
である。
【図５】第１の実施の形態におけるお気に入り再生の説明に供する略線図である。
【図６】第１の実施の形態におけるお気に入り再生処理手順を示すフローチャートである
。
【図７】第２の実施の形態における人物属性の設定の説明に供する略線図である。
【図８】第２の実施の形態における人物属性に基づいた再生（１）の説明に供する略線図
である。
【図９】第２の実施の形態における人物属性に基づいた再生（２）の説明に供する略線図
である。
【図１０】他の実施の形態におけるお気に入り度合いの設定（１）の説明に供する略線図
である。
【図１１】他の実施の形態におけるお気に入り度合いの設定（２）の説明に供する略線図
である。
【図１２】他の実施の形態におけるお気に入り度合いの設定（３）の説明に供する略線図
である。
【図１３】他の実施の形態におけるお気に入り度合いの修正の説明に供する略線図である
。
【図１４】他の実施の形態における属性情報の設定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。
なお、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態（お気に入り度合いを設定する例）
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　２．第２の実施の形態（人物属性を設定する例）
　３．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、第１の実施
の形態の具体例の説明に移る。
【００１６】
　図１において１は、第１の実施の形態の概要となる情報処理装置の機能構成を示す。こ
の情報処理装置１は、制御部２を有している。制御部２は、連続的な複数の属性情報のう
ちユーザ入力に基づいて指定される属性情報を、記憶媒体３に記憶されるコンテンツの所
定時間間隔ごとに対応付けて、記憶媒体３に記憶させるようになされている。
【００１７】
　このような構成により、情報処理装置１は、コンテンツから任意の属性情報が対応付け
られている部分を抽出して再生部に再生させることができる。また、情報処理装置１は、
複数の属性情報に連続性を持たせることで、再生時に、任意の属性情報が対応付けられて
いる部分に限らず、任意の範囲の属性情報が対応付けられている部分を抽出して再生部に
再生させることもできる。
【００１８】
　これにより、情報処理装置１は、再生時に、ユーザに所望の属性情報又は所望の範囲を
指定させるだけで、コンテンツから所望部分を抽出して再生させることができ、またこの
指定を変えるだけで、抽出する部分を他の所望部分に変えて再生させることができる。か
くして、情報処理装置１は、ユーザの多様な要求に応じたコンテンツの再生を再生部に行
わせることができる。
【００１９】
　またこのような構成を基本構成とする情報処理装置１に対して、以下のような構成を追
加してもよい。
【００２０】
　すなわち、この情報処理装置１においては、記憶媒体３に記憶されるコンテンツを出力
する出力部４とユーザ入力を受け付ける受付部５とを有していてもよい。この場合、制御
部２は、出力部４にコンテンツを出力させながら、受付部５が受け付けたユーザ入力に基
づいて指定される属性情報を、当該コンテンツの所定時間間隔ごとに対応づけて、記憶媒
体３に記憶させるようにしてもよい。
【００２１】
　さらにこの情報処理装置１では、受付部５が表示部６の表示面に対するタッチ操作をユ
ーザ入力として受け付けるようにしてもよい。そして制御部２が、当該タッチ操作に応じ
て基づいて指定される属性情報を、コンテンツの所定時間間隔ごとに対応付けて記憶媒体
３に記憶させるようにしてもよい。
【００２２】
　さらにこの情報処理装置１においては、コンテンツの再生時に、コンテンツの所定時間
間隔ごとに対応付けられた属性情報に基づいて、ユーザ入力に基づいて指定された属性情
報に対応付けられている部分のみを再生する再生部７を有していてもよい。
【００２３】
　さらにこの情報処理装置１においては、撮像部８を有していてもよく、出力部４は、撮
像部８により撮像された動画像をコンテンツとして出力するようにしてもよい。
【００２４】
　このような機能構成でなる情報処理装置１の具体例について、以下、詳しく説明する。
【００２５】
［１－２．デジタルカメラのハードウェア構成］
　図２において、１０は全体として上述した情報処理装置１の具体例であるデジタルカメ
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ラを示す。
【００２６】
　デジタルカメラ１０は、ＣＰＵ１１がＲＯＭ１２に書き込まれたプログラムをＲＡＭ１
３にロード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１４や操作部１
５からの入力信号に応じて各部を制御する。因みに、ＣＰＵは、Central　Processing　U
nitの略である。また、ＲＯＭは、Read　Only　Memoryの略、ＲＡＭは、Random　Access
　Memoryの略である。
【００２７】
　タッチパネル１４は、液晶ディスプレイ１６の表示面上に設けられており、タッチパネ
ル１４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１４は、このタッチ位置の座標に応じた入力信号
をＣＰＵ１１に送るようになっている。
【００２８】
　尚タッチパネル１４は、タッチされ続けている間は一定時間ごとにタッチ位置の座標を
示す入力信号をＣＰＵ１１に送るようになっている。
【００２９】
　ＣＰＵ１１は、タッチパネル１４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１６の画面座標に変換することで、液晶ディスプ
レイ１６の画面上のどの位置がタッチされたのかを認識する。
【００３０】
　またＣＰＵ１１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１６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。
【００３１】
　そしてＣＰＵ１１は、このようにして認識したタッチ位置やその軌跡に基づいて、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。
【００３２】
　操作部１５は、ズームレバー（ＴＥＬＥ／ＷＩＤＥ）、撮影ボタン、電源ボタン、モー
ド切替ボタンなどからなるデバイスであり、これらの押下操作に応じた入力信号をＣＰＵ
１１に送る。
【００３３】
　ＣＰＵ１１は、操作部１５から送られてくる入力信号に基づいて、ズームレバー、撮影
ボタン、電源ボタン及びモード切替ボタンのどれが操作されたかを判別する。
【００３４】
　実際ＣＰＵ１１は、操作部１５のモード切替ボタンに対する操作により動作モードを撮
影モードへ切り替えるよう指示されると、動作モードを撮影モードに切り替える。
【００３５】
　撮影モードに移行すると、ＣＰＵ１１は、モータドライバ１７を制御して、アクチュエ
ータ１８を駆動させることで、レンズ部１９を、デジタルカメラ１０の筐体から露出させ
る。またＣＰＵ１１は、アクチュエータ１８を駆動させることで、レンズ部１９の絞りを
調整したり、フォーカスレンズを移動させたりする。
【００３６】
　またこのとき、ＣＰＵ１１は、タイミングジェネレータ（ＴＧ）２０を制御して、タイ
ミング信号をＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）などでなる撮像素子２１に供給する。
撮像素子２１は、このタイミング信号に基づいて動作することにより、レンズ部１９を介
して取り込まれた被写体からの光を電気信号に変換（すなわち光電変換）して、アナログ
の画像信号を得、アナログデジタル変換部（これをＡ／Ｄ変換部とも呼ぶ）２２に供給す
る。
【００３７】
　Ａ／Ｄ変換部２２は、ＣＰＵ１１の制御のもと、送られてきたアナログ画像信号をアナ
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ログデジタル変換（Ａ／Ｄ変換）することでデジタル画像信号を得、これをデジタル画像
信号処理部２３に供給する。
【００３８】
　デジタル画像信号処理部２３は、ＣＰＵ１１の制御のもと、送られてきたデジタル画像
信号に対してデジタル信号処理（ノイズ除去等）を施した後、液晶ディスプレイ１６に供
給する。この結果、液晶ディスプレイ１６には、被写体の画像がモニタリング画像として
表示される。このようにしてデジタルカメラ１０は、撮影者に被写体を確認させる。
【００３９】
　またこのとき、デジタル画像信号処理部２３は、ＣＰＵ１１の制御のもと、アイコンや
ボタンなどからなるグラフィクス信号を生成し、これをデジタル画像信号に重畳する。こ
の結果、液晶ディスプレイ１６には、モニタリング画像と共にアイコンやボタンなどが表
示される。
【００４０】
　ここで、操作部１５の撮影ボタンが押下されたとする。するとＣＰＵ１１は、撮影ボタ
ンの押下に応じて操作部１５から送られてくる入力信号により、撮影ボタンが押下された
と認識して、動画像の記録を開始する。
【００４１】
　すなわちデジタル画像信号処理部２３は、ＣＰＵ１１の制御のもと、Ａ／Ｄ変換部２２
から送られてきたデジタル画像信号を所定の動画フォーマットで圧縮することで動画デー
タを生成していく。
【００４２】
　またマイクロホン２４は、集音した音声を電気信号に変換してアナログ音声信号を得、
Ａ／Ｄ変換部２５に供給する。Ａ／Ｄ変換部２５は、ＣＰＵ１１の制御のもと、送られて
きたアナログ音声信号をＡ／Ｄ変換することでデジタル音声信号を得、これをデジタル音
声信号処理部２６に供給する。
【００４３】
　デジタル音声信号処理部２６は、ＣＰＵ１１の制御のもと、Ａ／Ｄ変換部２５から送ら
れてきたデジタル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。
【００４４】
　そしてＣＰＵ１１は、この音声データと、デジタル画像信号処理部２３で生成された動
画データとを多重化することで動画音声データを生成し、記憶部２７に記憶していく。
【００４５】
　その後、再び撮影ボタンが押下されると、ＣＰＵ１１は、動画像の記録を終了する。す
なわちＣＰＵ１１は、撮影開始から終了までの一連の動画音声データの記録を完了する。
そしてＣＰＵ１１は、この動画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
として記憶部２７に記憶させる。このようにしてデジタルカメラ１０は、動画像を記録す
る。
【００４６】
　尚、動画像ファイルのヘッダ情報には、例えば動画像ファイルのファイル名、記録日時
（すなわち撮影日時）、動画像の長さ（すなわち時間長）などが含まれるようになってい
る。
【００４７】
　またＣＰＵ１１は、記憶部２７に記憶させた全動画像ファイルを、記憶部２７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。
【００４８】
　この動画像管理ファイルには、記憶部２７に記憶されている動画像ファイルごとに、フ
ァイル名、撮影日時、時間長、お気に入り度合い設定情報（後述する）などが管理情報と
して登録されている。
【００４９】
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　すなわちＣＰＵ１１は、動画像ファイルを記憶部２７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、動画像管理ファイル
に追加登録するようになっている。
【００５０】
　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、記憶部
２７に記憶されている各動画像ファイルとは、ファイル名によって関連づけられる。
【００５１】
　因みに、記憶部２７は、例えば数ギガバイト～数十ギガバイト程度の不揮発性メモリで
あり、デジタルカメラ１０に予め内蔵された記憶媒体であってもよいし、メモリカードの
ような形態でデジタルカメラ１０に着脱可能な記憶媒体であってもよい。
【００５２】
　一方、操作部１５を介して、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、
ＣＰＵ１１は、動作モードを再生モードに切り替える。
【００５３】
　ＣＰＵ１１は、例えばタッチパネル１４を介して指定された動画像ファイルを記憶部２
７から読み出し、この動画像ファイルから動画データと音声データとを分離する。そして
ＣＰＵ１１は、この動画データをデジタル画像信号処理部２３に供給し、音声データをデ
ジタル音声信号処理部２６に供給する。
【００５４】
　デジタル画像信号処理部２３は、ＣＰＵ１１の制御のもと、送られてきた動画データを
圧縮されたときと同一の動画フォーマットで伸張することで、圧縮前の画像信号を得、こ
れを液晶ディスプレイ１６に供給する。この結果、液晶ディスプレイ１６には、選択され
た動画像ファイルに対応する動画像（再生画像）が表示される。
【００５５】
　またこのとき、デジタル画像信号処理部２３は、ＣＰＵ１１の制御のもと、アイコンや
ボタンなどからなるグラフィクス信号を生成し、これをデジタル画像信号に重畳する。こ
の結果、液晶ディスプレイ１６には、再生画像と共にアイコンやボタンなどが表示される
。
【００５６】
　またデジタル音声信号処理部２６は、ＣＰＵ１１の制御のもと、送られてきた音声デー
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圧縮前の音声信号を得、
スピーカ２８に供給する。この結果、選択された動画像ファイルに対応する音声がスピー
カ２８から出力される。このようにしてデジタルカメラ１０は、動画像及び音声を再生す
る。
【００５７】
　尚、このデジタルカメラ１０のＣＰＵ１１が、上述した情報処理装置１の制御部２に相
当するハードウェアである。またデジタルカメラ１０の記憶部２７が、上述した情報処理
装置１の記憶媒体３に相当するハードウェアである。さらにデジタルカメラ１０の液晶デ
ィスプレイ１６が、上述した情報処理装置１の出力部４及び表示部６に相当するハードウ
ェアである。さらにデジタルカメラ１０のＣＰＵ１１及びタッチパネル１４が、上述した
情報処理装置１の受付部５に相当するハードウェアである。さらにデジタルカメラ１０の
デジタル画像信号処理部２３が、上述した情報処理装置１の再生部７に相当するハードウ
ェアである。さらにデジタルカメラ１０のレンズ部１９及び撮像素子２１が、上述した情
報処理装置１の撮像部８に相当するハードウェアである。
【００５８】
［１－３．お気に入り度合いの設定］
　ところでデジタルカメラ１０では、動画像の記録中に、動画像の所定時間（例えば１秒
）間隔ごとに対してお気に入り度合いを設定することができるようになされている。お気
に入り度合いとはユーザがどのくらい気に入っているかを示すものであり、タッチパネル
１４を介してユーザが指定できるようになされている。
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【００５９】
　以下、このお気に入り度合いの設定について詳しく説明する。ＣＰＵ１１は、動作モー
ドを撮影モードに切り替えると、図３（Ａ）に示すようにモニタリング画像Ｍｐを液晶デ
ィスプレイ１６に表示させる。
【００６０】
　そしてＣＰＵ１１は、ユーザにより撮影ボタンが押下されると動画像の記録を開始する
。これと共にＣＰＵ１１は、モニタリング画像Ｍｐに重ねて、お気に入り度合いをユーザ
に指定させるためのスライダーバーＳ１を細長い長方形状で長軸が上下方向となるように
表示させる。
【００６１】
　スライダーバーＳ１には、上下に移動可能なスライダーＳｔ１が設けられている。ＣＰ
Ｕ１１は、タッチパネル１４を介してユーザによりスライダーＳｔ１をタッチされると、
ユーザのドラッグ操作（つまり指をタッチさせたまま移動させる操作）に応じて、スライ
ダーＳｔ１を上下に移動させる。
【００６２】
　スライダーバーＳ１は、ユーザがタッチパネル１４を介してスライダーＳｔ１を移動さ
せることで、お気に入り度合いを例えば「＋３」から「－３」の範囲内で例えば「０．１
」きざみで指定できるようになされている。
【００６３】
　またスライダーバーＳ１には、「＋３」から「－３」まで「１」きざみの目盛りが表示
されており、スライダーＳｔ１の位置によってユーザがお気に入り度合いをどの値に指定
しているかがわかるようになされている。
【００６４】
　尚お気に入り度合いは、値が大きいほどお気に入り度合いが高いことを示し、値が小さ
いほどお気に入り度合いが低いことを示し、「０」はお気に入り度合いが高くも低くもな
い（つまりニュートラル）であることを示す。
【００６５】
　ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ１のスライダーバーＳ１上における位置に基づいて、記
録中の動画像の所定時間間隔ごとに対するお気に入り度合いを設定する。
【００６６】
　例えばＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始した時点では、デフォルトとして、図３（Ａ
）に示すように、スライダーＳｔ１を例えばスライダーバーＳ１の目盛り「０」の位置に
表示させる。そしてＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始した時点から所定時間間隔の動画
像に対するお気に入り度合いを「０」と設定する。
【００６７】
　つまりＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ１が例えばスライダーバーＳ１の目盛り「０」の
位置にされている間は、動画像の所定時間間隔ごとにお気に入り度合いを「０」と設定し
続ける。
【００６８】
　またＣＰＵ１１は、図３（Ｂ）に示すように、スライダーＳｔ１が例えばスライダーバ
ーＳ１の目盛り「＋２」の位置に移動されたことを認識すると、ユーザによりお気に入り
度合いが「＋２」と指定されたことを認識する。そしてＣＰＵ１１は、スライダーが移動
した時点から所定時間間隔の動画像に対するお気に入り度合いを「＋２」と設定する。
【００６９】
　つまりＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ１が例えばスライダーバーＳ１の目盛り「２」の
位置にされている間は、動画像の所定時間間隔ごとにお気に入り度合いを「２」と設定し
続ける。
【００７０】
　因みにここでは、お気に入り度合いの範囲を「＋３」～「－３」としたが、この範囲を
可変としてユーザの要求に応じて別途設定できるようにしてもよい。



(10) JP 2010-288015 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

【００７１】
　またＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始すると共に、お気に入り度合いの所定時間間隔
ごとの変化を示すグラフＧＬ１を、スライダーバーＳ１と共にモニタリング画像Ｍｐに重
ねて表示させる。
【００７２】
　グラフＧＬ１は縦軸がお気に入り度合いを表し、横軸が動画像の記録を開始してからの
経過時間を表す。縦軸の一目盛りは例えばお気に入り度合いを「１」の単位で表し、横軸
の一目盛りは例えば５秒を表す。また横軸の右端が現時点を表し、左端は、現時点から例
えば３分前を表す。
【００７３】
　そしてグラフＧＬ１では、設定されたお気に入り度合いの変化を太線Ｌ１により示す。
ＣＰＵ１１は、常に右端が現時点を示すように、所定時間が経過するごとに、グラフＧＬ
１を左へスクロールしていく。
【００７４】
　例えば図３（Ａ）には、動画像の記録が開始された時点におけるグラフＧＬ１を示す。
ＣＰＵ１１は、動画像の記録が開始された時点ではそれまでにユーザによりお気に入り度
合いが指定されていないため、グラフＧＬ１はお気に入り度合いが「０」のままであるこ
とを示している。
【００７５】
　また図３（Ｂ）に、動画像の記録が開始されてから例えば３分３０秒経過後の時点にお
けるグラフＧＬ１の例を示す。このとき表示されているグラフＧＬ１には、経過時間が０
分３０秒から３分３０秒までのお気に入り度合いの所定時間間隔ごとの変化が示されてい
る。
【００７６】
　尚図３（Ｂ）は、スライダーＳｔ１がスライダーバーＳ１の目盛り「＋２」の位置にあ
る状態、つまりユーザがお気に入り度合いを「＋２」に指定している状態である。したが
ってＣＰＵ１１はこのときのお気に入り度合いを「＋２」と設定し、このとき表示させて
いるグラフＧＬ１の太線Ｌ１の右端がお気に入り度合い「＋２」を示すように表示させて
いる。
【００７７】
　このようにＣＰＵ１１は、動画像を記録しながら、スライダーＳｔ１の操作に応じて、
記録中の動画像に対して所定時間間隔ごとにお気に入り度合いをリアルタイムで設定する
ようになされている。またＣＰＵ１１は、この設定に応じて、お気に入り度合いの所定時
間間隔ごとの変化をリアルタイムで液晶ディスプレイ１６に表示させるようになされてい
る。
【００７８】
［１－４．お気に入り度合い設定処理手順］
　次に、上述したお気に入り度合いの設定における動作処理手順（以下、これをお気に入
り度合い設定処理手順とも呼ぶ）ＲＴ１を、図４を用いて説明する。このお気に入り度合
い設定処理手順ＲＴ１は、デジタルカメラ１０のＣＰＵ１１が、ＲＯＭ１２に格納された
プログラムに従って実行する処理手順である。
【００７９】
　ＣＰＵ１１は、ユーザにより撮影ボタンが押下されたことを認識するとお気に入り度合
い設定処理手順ＲＴ１を開始して、ステップＳＰ１に移る。
【００８０】
　ステップＳＰ１においてＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始し、モニタリング画像Ｍｐ
に重ねてスライダーバーＳ１を表示させて次のステップＳＰ２に移る。
【００８１】
　ステップＳＰ２においてＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ１のスライダーバーＳ１におけ
る位置を認識して次のステップＳＰ３に移る。
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【００８２】
　ステップＳＰ３においてＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ１のスライダーバーＳ１におけ
る位置に基づいて、現時点から所定時間間隔の動画像に対するお気に入り度合いを設定し
て、次のステップＳＰ４に移る。
【００８３】
　ステップＳＰ４においてＣＰＵ１１は、設定したお気に入り度合いと、お気に入り度合
いを設定した時間間隔（つまり、現時点から所定時間間隔）とを対応付けたお気に入り度
合い設定情報を作成する。そしてＣＰＵ１１は、お気に入り度合い設定情報をＲＡＭ１３
に一時記憶させ、次のステップＳＰ５に移る。
【００８４】
　ステップＳＰ５においてＣＰＵ１１は、ステップＳＰ２においてスライダーＳｔ１の位
置を認識してから所定時間経過したか否かを判別する。
【００８５】
　このステップＳＰ５において否定結果が得られるとＣＰＵ１１は、ステップＳＰ５に戻
り、スライダーＳｔ１の位置を認識してから所定時間経過するまで待ち受ける。
【００８６】
　一方スライダーＳｔ１の位置を認識してから所定時間経過したことにより、ステップＳ
Ｐ５において肯定結果が得られるとＣＰＵ１１は、次のステップＳＰ６に移る。
【００８７】
　ステップＳＰ６においてＣＰＵ１１は、ユーザにより再度撮影ボタンが押下され、動画
像の記録を終了するよう指示されたか否かを判別する。
【００８８】
　このステップＳＰ６において否定結果が得られると、ＣＰＵ１１はステップＳＰ２へ戻
り、再度ステップＳＰ２～ＳＰ６を実行する。
【００８９】
　一方動画像の記録を終了するよう指示されたことにより、ステップＳＰ６において肯定
結果が得られると、ＣＰＵ１１は次のステップＳＰ７へ移る。
【００９０】
　ステップＳＰ７においてＣＰＵ１１は、動画像の記録を終了し、この動画像を、動画像
ファイルとして記憶部２７に記憶させる。またＣＰＵ１１は、所定時間間隔ごとに作成し
たお気に入り度合い設定情報を、動画像ファイルのファイル名などと共に、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。そしてＣＰＵ１１は、お気に入り度
合い設定処理手順ＲＴ１を終了する。
【００９１】
　このようなお気に入り度合い設定処理手順ＲＴ１により、ＣＰＵ１１は、動画像の記録
を終了するまで、動画像の所定時間間隔ごとに対するお気に入り度合いを設定するように
なされている。
【００９２】
［１－５．お気に入り再生］
　またこのデジタルカメラ１０では、動画像の記録時に設定したお気に入り度合いに基づ
いて動画像を再生できるようにもなされている。以下、このお気に入り度合いに基づいた
動画像の再生（これをお気に入り再生とも呼ぶ）について説明する。
【００９３】
　ＣＰＵ１１は、再生モードのとき、ユーザによりタッチパネル１４を介して選択された
動画像を再生すると、図５（Ａ）に示すように、液晶ディスプレイ１６に再生画像Ｒｐを
表示させる。これと共にＣＰＵ１１は、動画像を再生するためのお気に入り度合いの閾値
（これをお気に入り再生閾値とも呼ぶ）をユーザに指定させるためのスライダーバーＳ２
を再生画像Ｒｐに重ねて、表示させる。
【００９４】
　スライダーバーＳ２には、上述したお気に入り度合いの設定と同様、タッチパネル１４
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を介したユーザ操作に応じて上下に移動可能なスライダーＳｔ２が設けられている。
【００９５】
　スライダーバーＳ２は、ユーザがタッチパネル１４を介してスライダーＳｔ２を移動さ
せることで、上述したお気に入り度合いの設定と同様の範囲、つまり「＋３」から「－３
」の範囲内で、ユーザがお気に入り再生閾値を指定できるようになされている。
【００９６】
　またスライダーバーＳ２には、「＋３」から「－３」まで「１」きざみの目盛りが表示
されており、スライダーＳｔ２の位置によってユーザがお気に入り再生閾値をどの値に指
定しているかがわかるようになされている。
【００９７】
　ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ２のスライダーバーＳ２上における位置に基づいて、お
気に入り再生閾値を設定する。
【００９８】
　例えばＣＰＵ１１は、図５（Ａ）に示すように、スライダーＳｔ２が例えばスライダー
バーＳ２上の目盛り「＋１」の位置にあることを認識すると、ユーザによりお気に入り再
生閾値が「＋１」と指定されたことを認識する。そしてＣＰＵ１１は、お気に入り再生閾
値を「＋１」と設定する。
【００９９】
　そしてＣＰＵ１１は、再生している動画像に設定されているお気に入り度合いに基づい
て、お気に入り度合いが「＋１」未満の部分をスキップし、お気に入り度合いが「＋１」
以上である部分のみを再生していく。
【０１００】
　例えば図５（Ｂ）に示すように、再生している動画像では、経過時間１分１４秒から１
分３２秒までと、２分３３秒から２分４８秒まで、お気に入り度合いが「＋１」以上に設
定されているとする。この場合ＣＰＵ１１は、経過時間１分１４秒までスキップし、経過
時間１分１４秒から１分３２秒までを再生したあと、経過時間２分３３秒までスキップし
、経過時間２分３３秒から２分４８秒までを再生する。
【０１０１】
　この結果、ユーザは、「＋１」以上のお気に入り度合いを指定した部分の動画像を視聴
することができる。
【０１０２】
　このようにＣＰＵ１１は、再生している動画像の中からお気に入り再生閾値以上にお気
に入り度合いが設定されている部分のみを抽出して再生するようになされている。
【０１０３】
　またＣＰＵ１１は、動画像の再生中、スライダーＳｔ２が例えばスライダーバーＳ２の
目盛り「＋１」の位置から「＋２」の位置に移動したことを認識すると、お気に入り再生
閾値を「＋２」と設定する。そしてＣＰＵ１１は、動画像の中からお気に入り度合いが「
＋２」以上と設定されている部分のみを抽出して再生する。
【０１０４】
　このようにＣＰＵ１１は、タッチパネル１４を介したユーザ操作により動画像の再生中
にスライダーＳｔ２を移動されると、お気に入り再生閾値を変更するようにもなされてい
る。
【０１０５】
［１－６．お気に入り再生処理手順］
　次に、上述したお気に入り再生における動作処理手順（以下、これをお気に入り再生処
理手順とも呼ぶ）ＲＴ２を、図６を用いて説明する。このお気に入り再生処理手順ＲＴ２
は、デジタルカメラ１０のＣＰＵ１１が、ＲＯＭ１２に格納されたプログラムに従って実
行する処理手順である。
【０１０６】
　ＣＰＵ１１は、タッチパネル１４を介して動画像の再生が指示されると、お気に入り再
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生処理手順ＲＴ２を開始してステップＳＰ１０１に移る。
【０１０７】
　ステップＳＰ１０１においてＣＰＵ１１は、動画像の再生を開始し、再生画像Ｒｐに重
ねてスライダーバーＳ２を表示させて次のステップＳＰ１０２に移る。
【０１０８】
　ステップＳＰ１０２においてＣＰＵ１１は、動画像管理ファイルに登録されているお気
に入り度合い設定情報を読み出して、次のステップＳＰ１０３に移る。
【０１０９】
　ステップＳＰ１０３においてＣＰＵ１１は、タッチパネル１４を介して動画像の再生停
止が指示されたか又は動画像の終端まで再生したか否かを判別する。
【０１１０】
　このステップＳＰ１０３において否定結果が得られると、このときＣＰＵ１１はステッ
プＳＰ１０４に移る。
【０１１１】
　ステップＳＰ１０４においてＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ２のスライダーバーＳ２に
おける位置を認識して次のステップＳＰ１０５に移る。
【０１１２】
　ステップＳＰ１０５においてＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ２のスライダーバーＳ２に
おける位置に基づいて、お気に入り再生閾値を設定して次のステップＳＰ１０６に移る。
【０１１３】
　ステップＳＰ１０６においてＣＰＵ１１は、動画像管理ファイルから読み出したお気に
入り度合い設定情報に基づいて、現在の再生位置に設定されているお気に入り度合いは、
お気に入り再生閾値以上か否かを判別する。
【０１１４】
　このステップＳＰ１０６において肯定結果が得られると、このことは、現在の再生位置
における動画像を再生することを意味し、このときＣＰＵ１１はステップＳＰ１０７に移
る。
【０１１５】
　ステップＳＰ１０７においてＣＰＵ１１は、再度タッチパネル１４を介して動画像の再
生停止が指示されたか又は動画像の終端まで再生したか否かを判別する。
【０１１６】
　このステップＳＰ１０７において否定結果が得られると、このときＣＰＵ１１はステッ
プＳＰ１０４に戻り、再びスライダーＳｔ２の位置を認識する。
【０１１７】
　一方、現在の再生位置に設定されているお気に入り度合いがお気に入り再生閾値未満で
あることより、ステップＳＰ１０６において否定結果が得られると、このことは現在の再
生位置における動画像を再生しないことを意味する。このときＣＰＵ１１は、ステップＳ
Ｐ１０８に移る。
【０１１８】
　ステップＳＰ１０８においてＣＰＵ１１は、動画像管理ファイルから読み出したお気に
入り度合い設定情報に基づいて、お気に入り度合いがお気に入り再生閾値以上に設定され
ている時点まで再生位置をスキップさせて、ステップＳＰ１０３に戻る。
【０１１９】
　また、動画像の再生停止が指示されたこと又は動画像の終端まで再生したことにより、
ステップＳＰ１０３又はＳＰ１０７において肯定結果が得られると、ＣＰＵ１１は、動画
像の再生を終了し、お気に入り再生処理手順ＲＴ２を終了する。
【０１２０】
　このようなお気に入り再生処理手順ＲＴ２により、ＣＰＵ１１は、動画像の再生を終了
するまで、動画像の中からお気に入り度合いがお気に入り再生閾値以上に設定されている
部分のみを抽出して再生するようになされている。
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【０１２１】
　［１－７．第１の実施の形態における動作及び効果］
　以上の構成において、デジタルカメラ１０のＣＰＵ１１は、記録中の動画像の所定時間
間隔ごとに対して、「＋１」、「０」、「－１」…というように連続的な複数のお気に入
り度合いのうちユーザ入力に基づいて指定されたお気に入り度合いを設定するようにした
。そしてＣＰＵ１１は、記録中の動画像の所定時間間隔ごとに対応づけたお気に入り度合
いを、記憶部２７に記憶させるようにした。
【０１２２】
　そしてＣＰＵ１１は、動画像の再生時に、デジタル画像信号処理部２３に、ユーザ入力
に基づいて指定されたお気に入り度合いの閾値以上のお気に入り度合いが対応付けられて
いる部分のみを動画像から抽出させて再生させるようにした。
【０１２３】
　これによりデジタルカメラ１０は、ユーザに所望のお気に入り度合いの閾値を指定させ
るだけで、デジタル画像信号処理部２３に、動画像から所望部分を抽出して再生させるこ
とができる。またデジタルカメラ１０は、ユーザにこの指定を変えさせるだけで、デジタ
ル画像信号処理部２３に、抽出する部分を他の所望部分に変えて再生させることができる
。
【０１２４】
　またＣＰＵ１１は、撮像された動画像を液晶ディスプレイ１６に表示させながら、ユー
ザによるタッチパネル１４を介したドラッグ操作に応じて上下に移動可能なスライダーＳ
ｔ１を持つスライダーバーＳ１を液晶ディスプレイ１６に表示させるようにした。
【０１２５】
　そしてＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ１のスライダーバーＳ１上における位置に基づい
て、記録中の動画像の所定時間間隔ごとに対するお気に入り度合いを設定するようにした
。
【０１２６】
　このようにＣＰＵ１１は、記録中の動画像を液晶ディスプレイ１６に表示させながら受
け付けたユーザ入力に基づいてお気に入り度合いを設定するようにしたことにより、ユー
ザに記録中の動画像を確認させながらお気に入り度合いを指定させることができる。
【０１２７】
　またこのようにＣＰＵ１１は、ユーザ操作に基づいて上下に移動可能なスライダーＳｔ
１の表示位置に基づいてお気に入り度合いを設定するようにしたことにより、ユーザに直
感的な操作でお気に入り度合いを指定させることができる。
【０１２８】
　さらにＣＰＵ１１は、動画像の現時点までに記録された部分の所定時間間隔ごとに設定
したお気に入り度合いの所定時間間隔ごとの変化を、グラフとして、当該動画像と共に液
晶ディスプレイ１６に表示させるようにした。
【０１２９】
　これによりデジタルカメラ１０は、ユーザに記録中の動画像を確認させながら、現時点
までに設定したお気に入り度合いの所定時間間隔ごとの変化を容易に確認させることがで
きる。
【０１３０】
　以上の構成によれば、デジタルカメラ１０は、連続的な複数のお気に入り度合いのうち
ユーザ入力に基づいて指定されるお気に入り度合いを、動画像の所定時間間隔ごとに対応
づけて記憶部２７に記憶させるようにした。
【０１３１】
　これによりデジタルカメラ１０は、動画像の再生時に、ユーザ入力に基づいて指定され
た閾値以上のお気に入り度合いが対応付けられている部分を抽出してデジタル画像信号処
理部２３に再生させることができる。またデジタルカメラ１０は、ユーザにこの指定を変
えさせるだけで、抽出する部分を他の所望部分に変えて、デジタル画像信号処理部２３に
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再生させることができる。
【０１３２】
　かくしてデジタルカメラ１０は、ユーザの多様な要求に応じた動画像の再生をデジタル
画像信号処理部２３に行わせることができる。
【０１３３】
＜２．第２の実施形態＞
　次に第２の実施の形態について説明する。この第２の実施の形態のデジタルカメラ１０
では、上述した第１の実施の形態とは異なり、動画像の所定時間間隔ごとに人物属性を設
定するようになされている。人物属性とは、動画像の所定時間間隔ごとに対してユーザが
どの人物に注目しているかを示すものであり、タッチパネル１４を介してユーザが指定で
きるようになされている。
【０１３４】
　尚、第２の実施の形態においては、第１の実施の形態におけるお気に入り度合いの設定
が人物属性の設定に変わった点以外、上述した第１の実施の形態と同様であり、同様部分
であるデジタルカメラ１０のハードウェア構成（図２）の説明は省略する。
【０１３５】
［２－１．人物属性の設定］
　以下、人物属性の設定について詳しく説明する。この第２の実施の形態におけるデジタ
ルカメラ１０は、ユーザにより予め入力された例えば二人分の人物名を、人物属性に用い
る人物名として登録しておく。ここでは、例えば人物名として「Ａちゃん」及び「Ｂくん
」が登録されているとする。
【０１３６】
　ＣＰＵ１１は、ユーザにより撮影ボタンが押下されると、動画像の記録を開始すると共
に、図７に示すように、モニタリング画像Ｍｐに重ねて、人物属性をユーザに指定させる
ためのスライダーバーＳ３を表示させる。
【０１３７】
　スライダーバーＳ３には、上述したお気に入り度合いの設定と同様、タッチパネル１４
を介したユーザ操作に応じて上下に移動可能なスライダーＳｔ３が設けられている。
【０１３８】
　スライダーバーＳ３は、ユーザがタッチパネル１４を介してスライダーＳｔ３を移動さ
せることで、人物属性を指定できるようになされている。具体的には、「Ａちゃん」と、
「Ｂくん」と、「Ａちゃん」及び「Ｂくん」の両方を示す「二人とも」との３つの人物属
性の中からいずれかを指定できるようになされている。
【０１３９】
　ここで、これら３つの人物属性「Ａちゃん」、「Ｂくん」、「二人とも」には、ＣＰＵ
１１により、「二人とも」を中心として、「Ａちゃん」＞「二人とも」＞「Ｂくん」又は
「Ａちゃん」＜「二人とも」＜「Ｂくん」となる連続性が設定される。
【０１４０】
　そして、例えば「Ａちゃん」＞「二人とも」＞「Ｂくん」となる連続性が設定された場
合、スライダーバーＳ３には、上から「Ａちゃん」、「二人とも」、「Ｂくん」の順でそ
れぞれに対応する目盛りが表示される。
【０１４１】
　尚、人物属性の「Ａちゃん」は、例えばユーザが「Ａちゃん」のみに注目している場合
に指定され、人物属性の「Ｂくん」は、例えばユーザが「Ｂくん」のみに注目している場
合に指定される。また人物属性の「二人とも」は、例えばユーザが「Ａちゃん」及び「Ｂ
くん」の両方に注目している場合に指定される。
【０１４２】
　ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ３のスライダーバーＳ３上における位置に基づいて、記
録中の動画像の所定時間間隔ごとに対する人物属性を設定する。
【０１４３】
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　例えばＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始した時点では、デフォルトとして、スライダ
ーＳｔ３を例えばスライダーバーＳ３の目盛り「二人とも」の位置に表示させる。そして
ＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始した時点から所定時間間隔の動画像に対する人物属性
を「二人とも」と設定する。
【０１４４】
　つまりＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ３が例えばスライダーバーＳ３の目盛り「二人と
も」の位置にされている間は、動画像の所定時間間隔ごとに人物属性を「二人とも」と設
定し続ける。
【０１４５】
　またＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ３が例えばスライダーバーＳ３の目盛り「Ａちゃん
」の位置に移動されたことを認識すると、ユーザにより人物属性が「Ａちゃん」と指定さ
れたことを認識する。そしてＣＰＵ１１は、移動した時点から所定時間間隔の動画像に対
する人物属性を「Ａちゃん」と設定する。
【０１４６】
　つまりＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ３が例えばスライダーバーＳ３の目盛り「Ａちゃ
ん」の位置にされている間は、動画像の所定時間間隔ごとに人物属性を「Ａちゃん」と設
定し続ける。
【０１４７】
　尚ＣＰＵ１１は、人物属性を設定すると、設定した人物属性と、人物属性を設定した時
間間隔（つまり、現時点から所定時間間隔）とを対応付けた人物属性設定情報を作成する
。そしてＣＰＵ１１は、動画像の記録を終了すると、人物属性設定情報を動画像ファイル
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されている。
【０１４８】
　またＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始すると共に、人物属性の所定時間間隔ごとの変
化を示すグラフＧＬ２を、スライダーバーＳ３と共にモニタリング画像Ｍｐに重ねて表示
させる。
【０１４９】
　グラフＧＬ２は縦軸が人物属性を示し、横軸が動画像の記録を開始してからの経過時間
を示す。縦軸の目盛りは上から順に、人物属性「Ａちゃん」、「二人とも」、「Ｂくん」
に対応する目盛りが表示され、横軸の目盛りは例えば５秒単位で表示される。またグラフ
ＧＬ２では、今までに設定された人物属性を太線Ｌ２により示す。
【０１５０】
　このようにＣＰＵ１１は、動画像を記録しながら、スライダーＳｔ３の操作に応じて、
記録中の動画像に対して所定時間間隔ごとに人物属性をリアルタイムで設定するようにな
されている。またＣＰＵ１１は、この設定に応じて、人物属性の所定時間間隔ごとの変化
をリアルタイムで液晶ディスプレイ１６に表示させるようになされている。
【０１５１】
［２－２．人物属性に基づいた再生］
　またこのデジタルカメラ１０では、動画像の記録時に設定した人物属性に基づいて動画
像を再生できるようにもなされている。以下、この人物属性に基づいた動画像の再生につ
いて説明する。
【０１５２】
　ＣＰＵ１１は、再生モードのとき、ユーザによりタッチパネル１４を介して選択された
動画像を再生すると、図８（Ａ）に示すように、液晶ディスプレイ１６に再生画像Ｒｐを
表示させる。これと共にＣＰＵ１１は、動画像を再生するための人物属性の値（以下、こ
れを再生用人物属性値とも呼ぶ）をユーザに指定させるためのスライダーバーＳ４を再生
画像Ｒｐに重ねて、表示させる。
【０１５３】
　スライダーバーＳ４には、上述した人物属性の設定と同様、タッチパネル１４を介した
ユーザ操作に応じて上下に移動可能なスライダーＳｔ４が設けられている。
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【０１５４】
　またスライダーバーＳ４には、上述した人物属性の設定と同様、「Ａちゃん」、「Ｂく
ん」、「二人とも」の３つの人物属性の中からいずれかを指定できるように、上から「Ａ
ちゃん」、「二人とも」、「Ｂくん」の順でそれぞれに対応する目盛りが表示されている
。
【０１５５】
　ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ４のスライダーバーＳ４上における位置に基づいて、再
生用人物属性値を設定する。
【０１５６】
　ＣＰＵ１１は、図８（Ａ）に示すように、スライダーＳｔ４が例えばスライダーバーＳ
４上の目盛り「Ｂくん」の位置にあることを認識すると、ユーザにより再生用人物属性値
が「Ｂくん」と指定されたことを認識する。そしてＣＰＵ１１は、再生用人物属性値を「
Ｂくん」と設定する。
【０１５７】
　そしてＣＰＵ１１は、図８（Ｂ）に示すように、再生している動画像に設定されている
人物属性に基づいて、人物属性が「Ａちゃん」又は「二人とも」に設定されている部分を
スキップし、人物属性が「Ｂくん」に設定されている部分のみを再生していく。
【０１５８】
　この結果、ユーザは、「Ｂくん」に注目していた部分の動画像を視聴することができる
。
【０１５９】
　またＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ４に対してダブルタップ操作（タッチパネル１４を
タッチした後すぐ離すタップ操作が連続して２回行われる操作）が行われたことを認識す
ると、図９（Ａ）に示すように、スライダーＳｔ４上に上向きの矢印ＡＲを表示させる。
【０１６０】
　このとき、ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ４が例えばスライダーバーＳ４上の目盛り「
二人とも」の位置にあることを認識すると、再生用人物属性値を「二人とも」以上（すな
わち「二人とも」及び「Ａちゃん」）と設定する。
【０１６１】
　すなわちデジタルカメラ１０では、上向きの矢印ＡＲが表示されている状態の場合、再
生用人物属性値を、スライダーＳｔ４の位置に対応する人物属性以上と指定できるように
なされている。
【０１６２】
　そしてＣＰＵ１１は、図９（Ｂ）に示すように、動画像に設定されている人物属性に基
づき、人物属性が「Ｂくん」に設定されている部分をスキップし、人物属性が「二人とも
」以上（すなわち「二人とも」及び「Ａちゃん」）に設定されている部分のみを再生して
いく。
【０１６３】
　この結果、ユーザは、「Ａちゃん」に注目していた部分及び「Ａちゃん」と「Ｂくん」
の二人に注目していた部分の動画像を視聴することができる。
【０１６４】
　またＣＰＵ１１は、矢印ＡＲが上向きで表示されている状態でスライダーＳｔ４に対し
てダブルタップ操作が行われたことを認識すると、スライダーＳｔ４上に矢印ＡＲを下向
きで表示させる。
【０１６５】
　このとき、ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ４が例えばスライダーバーＳ４上の目盛り「
二人とも」の位置にあることを認識すると、再生用人物属性値を「二人とも」以下（すな
わち「二人とも」及び「Ｂくん」）と設定する。
【０１６６】
　すなわちデジタルカメラ１０では、下向きの矢印ＡＲが表示されている状態の場合、再
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生用人物属性値を、スライダーＳｔ４の位置に対応する人物属性以下と指定できるように
なされている。
【０１６７】
　尚ＣＰＵ１１は、矢印ＡＲが下向きで表示されている状態でスライダーＳｔ４に対して
ダブルタップ操作が行われたことを認識すると、矢印ＡＲを非表示にするようになされて
いる。
【０１６８】
　このようにＣＰＵ１１は、ユーザに再生用人物属性値として１つの人物属性を指定させ
たり範囲を持って指定させたりし、再生している動画像の中から再生用人物属性値に人物
属性が設定されている部分を抽出して再生するようになされている。
【０１６９】
［２－３．第２の実施の形態における動作及び効果］
　以上の構成において、デジタルカメラ１０のＣＰＵ１１は、記録中の動画像の所定時間
間隔ごとに対して、「Ａちゃん」＞「二人とも」＞「Ｂくん」となる連続性を設定した複
数の人物属性のうちユーザ入力に基づいて指定された人物属性を設定するようにした。そ
してＣＰＵ１１は、記録中の動画像の所定時間間隔ごとに対応づけた人物属性を、記憶部
２７に記憶させるようにした。
【０１７０】
　これによりデジタルカメラ１０は、動画像の再生時に、ユーザ入力に基づいて指定され
た人物属性が対応付けられている部分を抽出してデジタル画像信号処理部２３に再生させ
ることができる。
【０１７１】
　またデジタルカメラ１０は、複数の人物属性に連続性を持たせることで、動画像の再生
時に、ユーザに、人物属性として「Ａちゃん」のみを指定させるだけでなく、「二人とも
」以上（すなわち「二人とも」及び「Ａちゃん」）のように範囲を持って指定させること
もできる。
【０１７２】
　したがってデジタルカメラ１０は、ユーザに、所望の人物属性又は所望の範囲を指定さ
せるだけで動画像から所望部分を抽出して再生させることができ、またこの指定を変える
だけで、抽出する部分を他の所望部分に変えて再生させることができる。
【０１７３】
　かくしてデジタルカメラ１０は、デジタル画像信号処理部２３に、ユーザの多様な要求
に応じた動画像の再生を行わせることができる。
【０１７４】
　この他第２の実施の形態におけるデジタルカメラ１０は、第１の実施の形態におけるデ
ジタルカメラ１０とほぼ同様の作用効果を奏しうる。
【０１７５】
＜３．他の実施形態＞
［３－１．他の実施の形態１］
　尚、上述した第１の実施の形態では、ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔ１のスライダーバ
ーＳ１における位置に応じて、現時点から所定時間間隔の動画像に対するお気に入り度合
いを設定するようにした。
【０１７６】
　これに限らずＣＰＵ１１は、現時点より一定時間遡った時点から所定時間間隔の動画像
に対するお気に入り度合いを設定するようにしてもよい。
【０１７７】
　例えば図１０に、実際のスライダーＳｔ１の位置の変化を破線Ｌｒ１で示し、設定され
たお気に入り度合いの変化を太線Ｌ１で示す。
【０１７８】
　この場合ＣＰＵ１１は、例えば経過時間が３分２０秒の時点でスライダーＳｔ１の位置
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がスライダーバーＳ１の目盛り「＋２」の位置に移動したため、その時点から例えば５秒
遡った３分１５秒の時点から所定時間間隔のお気に入り度合いを「＋２」に設定する。
【０１７９】
　動画像の撮影時は、ユーザは撮影することに専念することが多いため、お気に入りの場
面があってもその時点ではなく、その時点から少し経過した時点にスライダーＳｔ１を動
かすことが考えられる。
【０１８０】
　ゆえに現時点より一定時間遡った時点から所定時間間隔の動画像に対するお気に入り度
合いを設定することにより、一段とユーザの意思を反映したお気に入り度合いを設定する
ことができる。
【０１８１】
［３－２．他の実施の形態２］
　また上述した第１の実施の形態では、ＣＰＵ１１は、ユーザにより操作されるスライダ
ーＳｔ１のスライダーバーＳ１上における位置に基づいて、お気に入り度合いを設定する
ようにした。
【０１８２】
　これに限らずＣＰＵ１１は、タッチパネル１４に対する種々のジェスチャ操作に基づい
て、お気に入り度合いを設定するようにしてもよい。
【０１８３】
　例えばＣＰＵ１１は、タッチパネル１４上に指をタッチさせて軽くはらう操作（以下、
これをフリック操作とも呼ぶ）に基づいて、お気に入り度合いを設定するようにしてもよ
い。
【０１８４】
　この場合、例えばＣＰＵ１１は、図１１に示すように上方向へのフリック操作が行われ
たときお気に入り度合いをプラスの値に設定し、下方向へのフリック操作が行われたとき
お気に入り度合いをマイナスの値に設定する。
【０１８５】
　またＣＰＵ１１は、フリック操作における指の動いた距離及びその速度、すなわちタッ
チ位置の動いた距離及びその速度に基づいて、お気に入り度合いの値を決定するようにし
てもよい。つまりＣＰＵ１１はタッチ位置の動いた距離が大きいほど、またその速度が速
いほど、お気に入り度合いの絶対値を大きくし、タッチ位置の動いた距離が小さいほど、
またその速度が遅いほど、お気に入り度合いの絶対値を小さくする。
【０１８６】
　さらにＣＰＵ１１は、フリック操作が行われてから一定時間（例えば１０秒間）はお気
に入り度合いをフリック操作に基づいた値に設定し続けるが、一定時間経過後は、設定す
るお気に入り度合いをニュートラルに戻すようにしてもよい。
【０１８７】
［３－３．他の実施の形態３］
　さらに上述した実施の形態では、ＣＰＵ１１は、ユーザにより操作されるスライダーＳ
ｔ１のスライダーバーＳ１上における位置に基づいて、お気に入り度合いを設定するよう
にした。
【０１８８】
　これに限らずＣＰＵ１１は、お気に入り度合いの所定間隔ごとの変化を示すグラフＧＬ
１（図３）に対するユーザ操作に基づいて、お気に入り度合いを設定するようにしてもよ
い。
【０１８９】
　例えばＣＰＵ１１は、グラフＧＬ１の太線Ｌ１に対して、お気に入り度合いを変更する
ようなドラッグ操作に基づいて、お気に入り度合いを設定するようにしてもよい。
【０１９０】
　この場合、ＣＰＵ１１は、グラフＧＬ１の太線Ｌ１の右端（現時点を示す）に対して、



(20) JP 2010-288015 A 2010.12.24

10

20

30

40

50

お気に入り度合いを例えば「＋２」から「０」へ変更するようなドラッグ操作が行われる
と、当該ドラッグ操作が行われた時点のお気に入り度合いを「０」と設定する。
【０１９１】
　またこれに限らずＣＰＵ１１は、種々のボタンやアイコンなどを表示させ、これに対す
るユーザ操作に基づいて、お気に入り度合いを設定するようにしてもよい。
【０１９２】
　例えばＣＰＵ１１は、「＋３」から「－３」の範囲でユーザにお気に入り度合いを指定
させるために、図１２に示すように、「＋３」、「＋２」、「＋１」、「０」、「－１」
、「－２」、「－３」をそれぞれ示す７つのボタンからなるお気に入り度合い設定ボタン
Ｂをモニタリング画像Ｍｐに重ねて表示させる。
【０１９３】
　ＣＰＵ１１は、例えば「＋２」を示すお気に入り度合い設定ボタンＢを、タッチパネル
１４を介して指定されたことを認識すると、現時点から所定時間間隔の動画像に対するお
気に入り度合いを「＋２」と設定する。
【０１９４】
　またＣＰＵ１１は、現時点でお気に入り度合いがどの値に指定されているかを示すため
に、指定されている値を示すお気に入り度合い設定ボタンＢを強調して表示させるように
してもよい。
【０１９５】
［３－４．他の実施の形態４］
　さらに上述した実施の形態では、ＣＰＵ１１は、動画像を記録しながら、動画像の所定
時間間隔ごとに対するお気に入り度合いを設定するようにした。
【０１９６】
　これに限らずＣＰＵ１１は、動画像を再生しながら、動画像の所定時間間隔ごとに対す
るお気に入り度合いを設定するようにしてもよい。
【０１９７】
　またこれに限らずＣＰＵ１１は、動画像を記録しながら設定したお気に入り度合いを、
その動画像を再生しながら変更できるようにしてもよい。
【０１９８】
　この場合ＣＰＵ１１は、動画像を再生すると、図１３に示すように、液晶ディスプレイ
１６に再生画像Ｒｐを表示させる。これと共にＣＰＵ１１は、動画像管理ファイルから当
該動画像のお気に入り度合い設定情報を読み出し、これに基づいてお気に入り度合いの所
定時間間隔ごとの変化を示すグラフＧＬ３を生成し、グラフＧＬ３を再生画像Ｒｐに重ね
て表示させる。
【０１９９】
　このグラフＧＬ３は、上述した動画像の記録中に表示されるグラフＧＬ１と同様、縦軸
がお気に入り度合い、横軸が動画像の記録を開始してからの経過時間を示し、太線Ｌ３に
より設定されているお気に入り度合いの変化を示す。
【０２００】
　またこのグラフＧＬ３には、動画像の再生位置を示す再生バーＰＢが設けられており、
動画像の再生に合わせて再生バーＰＢが左から右に移動するようになされている。これに
よりＣＰＵ１１は、現在どの位置が再生されているかをユーザに確認させることができる
。
【０２０１】
　ＣＰＵ１１は、ユーザによりタッチパネル１４を介して太線Ｌ３に対するドラッグ操作
が行われると、当該ドラッグ操作に基づいてお気に入り度合いを変更する。
【０２０２】
　例えば、図１３に修正前の太線Ｌ３を破線Ｌｒ２により示す。例えば修正前の経過時間
０分５５秒～１分５秒間のお気に入り度合いは「＋１」と設定されていたとする。
【０２０３】
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　ここで、ユーザにより、太線Ｌ３の経過時間０分５５秒～１分５秒の位置をお気に入り
度合い「＋１」から「＋２」の位置まで移動させるようなドラッグ操作が行われたとする
。
【０２０４】
　このときＣＰＵ１１は、ドラッグ操作に合わせて、経過時間０分５５秒～１分５秒の太
線Ｌ３の位置をお気に入り度合い「＋２」の位置まで移動させると共に、経過時間０分５
５秒～１分５秒間のお気に入り度合いを「＋２」に変更する。
【０２０５】
　そしてＣＰＵ１１は、変更したお気に入り度合いに応じて、動画像管理ファイルのお気
に入り度合い設定情報を更新する。すなわちＣＰＵ１１は、変更したお気に入り度合いを
当該変更したお気に入り度合いに対応する時間間隔に対応づけて、記憶部２７に記憶させ
る。
【０２０６】
　動画像の撮影時は、ユーザは撮影することに専念することが多いためあまりスライダー
Ｓｔ１を動かせず、ＣＰＵ１１は、ユーザの要求に合ったお気に入り度合いを設定できな
いことも考えられる。そこで、このように記録時に設定したお気に入り度合いを例えば再
生時などにユーザ操作に応じて変更するようにしたことにより、一段とユーザの要求に合
ったお気に入り度合いを設定することができる。
【０２０７】
［３－５．他の実施の形態５］
　さらに上述した第２の実施の形態ではＣＰＵ１１は、動画像の所定時間間隔ごとに一つ
の人物属性を設定するようにした。
【０２０８】
　これに限らずＣＰＵ１１は、動画像の所定時間間隔ごとに複数の属性情報を設定するよ
うにしてもよい。
【０２０９】
　例えば、「Ａちゃん」及び「Ｂくん」をユーザが撮影している際に、「Ａちゃん」の表
情を示す「Ａちゃん」属性と、「Ｂくん」の表情を示す「Ｂくん」属性とを、動画像の所
定時間間隔ごとに設定するようにしてもよい。
【０２１０】
　この場合ＣＰＵ１１は、動画像の記録を開始すると、図１４に示すように、「Ａちゃん
」属性をユーザに選択させるためのスライダーバーＳａと、「Ｂくん」属性をユーザに選
択させるためのスライダーバーＳｂとをモニタリング画像Ｍｐに重ねて表示させる。
【０２１１】
　スライダーバーＳａ及びＳｂには、それぞれタッチパネル１４を介したユーザ操作に応
じて上下に移動可能なスライダーＳｔａ及びスライダーＳｔｂが設けられているとする。
【０２１２】
　そしてスライダーバーＳａ及びＳｂは、ユーザがタッチパネル１４を介してスライダー
Ｓｔａ又はＳｔｂを移動させることで、「Ａちゃん」属性又は「Ｂくん」属性を指定でき
るようになされている。具体的には、「Ａちゃん」属性及び「Ｂくん」属性のそれぞれに
おいて、例えば「笑」、「泣」、「怒」の３つの中からいずれかを指定できるようになさ
れている。
【０２１３】
　ここで、「笑」、「泣」、「怒」には、ＣＰＵ１１により、例えば「笑」＞「泣」＞「
怒」となる連続性が設定されるとする。この場合、スライダーバーＳａ及びＳｂには、上
から「笑」、「泣」、「怒」の順でそれぞれに対応する目盛りが表示される。
【０２１４】
　尚、「笑」は、例えば「Ａちゃん」又は「Ｂくん」が笑っている場合にユーザにより指
定され、「泣」は、例えば「Ａちゃん」又は「Ｂくん」が泣いている場合にユーザにより
指定される。また「怒」は、例えば「Ａちゃん」又は「Ｂくん」が怒っている場合にユー
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ザにより指定される。
【０２１５】
　ＣＰＵ１１は、スライダーＳｔａのスライダーバーＳａ上における位置に基づいて、記
録中の動画像の所定時間間隔ごとに対する「Ａちゃん」属性を設定する。またＣＰＵ１１
は、スライダーＳｔｂのスライダーバーＳｂ上における位置に基づいて、記録中の動画像
の所定時間間隔ごとに対する「Ｂくん」属性を設定する。
【０２１６】
　そしてＣＰＵ１１は、設定された「Ａちゃん」属性及び「Ｂくん」属性と、これらが設
定された時間間隔とを対応付けた「Ａちゃん」及び「Ｂくん」属性設定情報を作成し、記
憶部２７に記憶されている動画像管理ファイルに登録する。
【０２１７】
　さらにＣＰＵ１１は、スライダーバーＳａの右側に「Ａちゃん」属性の所定時間間隔ご
との変化をグラフＧＬａとして示し、スライダーバーＳｂの右側に「Ｂくん」属性の所定
時間間隔ごとの変化をグラフＧＬｂとして示す。
【０２１８】
　例えばモニタリング画像Ｍｐに映されている「Ａちゃん」及び「Ｂくん」が笑っている
とする。この場合例えば、「Ａちゃん」属性及び「Ｂくん」属性は「笑」に設定される。
【０２１９】
　このようにＣＰＵ１１は、動画像の所定時間間隔ごとに「Ａちゃん」属性及び「Ｂくん
」属性を対応づけることにより、動画像の再生時に「Ａちゃん」属性及び「Ｂくん」属性
に基づいた再生をすることができる。
【０２２０】
　例えばＣＰＵ１１は、「Ａちゃん」属性が「笑」と設定され且つ「Ｂちゃん」属性が「
笑」と設定されている部分のみを動画像の中から抽出して再生することができる。この結
果、ユーザは、「Ａちゃん」及び「Ｂくん」の両方が笑っている部分の動画像を視聴する
ことができる。
【０２２１】
　このようにＣＰＵ１１は、動画像の所定時間間隔ごとに複数の属性情報を対応づけるこ
とにより、動画像の再生時に一段とユーザの多様な要求に応じた動画像の再生をデジタル
画像信号処理部２３に行わせることができる。
【０２２２】
［３－６．他の実施の形態６］
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態では、ＣＰＵ１１は、ユーザ入力に基づいて
指定されるお気に入り度合い又は人物属性を動画像の所定時間間隔ごとに対応付けて記憶
部２７に記憶させるようにした。
【０２２３】
　これに限らずＣＰＵ１１は、連続的な複数の属性情報であれば、例えば盛り上がり度合
いなどこの他種々の属性情報を動画像の所定時間間隔に対応付けて記憶部２７に記憶させ
るようにしてもよい。
【０２２４】
［３－７．他の実施の形態７］
　さらに上述した第１の実施の形態では、ＣＰＵ１１は、動画像を再生する際に、ユーザ
にお気に入り再生閾値を指定させ、動画像の中からお気に入り再生閾値以上のお気に入り
度合いが設定されている部分を抽出して再生するようにした。
【０２２５】
　これに限らずＣＰＵ１１は、例えばお気に入り再生閾値以下のお気に入り度合いが設定
されている部分を抽出して再生するようにしてもよい。またこれに限らずＣＰＵ１１は、
ユーザに、再生させたいお気に入り度合いを任意の範囲で指定させて、その範囲内のお気
に入り度合いが設定されている部分を動画像の中から抽出して再生するようにしてもよい
。
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【０２２６】
［３－８．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、ＣＰＵ１１は、動画像の中からユーザにより指
定されたお気に入り再生閾値以上のお気に入り度合いが設定されている部分のみを抽出し
て再生するようにした。
【０２２７】
　これに限らずＣＰＵ１１は、動画像記録中にユーザが静止画像を記録した時点や動画像
を解析して検出された人物の笑顔が含まれる時点の前後部分などを、お気に入り再生閾値
以上のお気に入り度合いが設定されている部分と合わせて、動画像の中から抽出して再生
するようにしてもよい。
【０２２８】
　この場合デジタルカメラ１０は、動画像記録中にユーザ操作により静止画像を記録する
機能や、動画像から人物の顔を認識する顔認識処理などの所定の解析方法で動画像を解析
して、人物の笑顔を検出する機能などを有しているとする。
【０２２９】
［３－９．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、ＣＰＵ１１は、動画像の中からユーザにより指
定されたお気に入り再生閾値以上の部分のみを抽出して再生するようにした。
【０２３０】
　これに限らずＣＰＵ１１は、ユーザにより指定されたお気に入り再生閾値以上の部分の
みを動画像の中から抽出してつなぎあわせて新たな動画像を作成し、動画像ファイルとし
て記憶部２７に記憶させるようにしてもよい。
【０２３１】
　これによりＣＰＵ１１は、ユーザにお気に入り再生閾値を指定させるだけで動画像の編
集を行うことができるので、例えばイン点及びアウト点をユーザに指定させて編集する場
合と比べ、容易に動画像の編集を行うことができる。
【０２３２】
［３－１０．他の実施の形態１０］
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態では、ＣＰＵ１１は、記録された動画像の再
生時にスライダーバーＳ２又はＳ４を表示させ、スライダーＳｔ２又はＳｔ４のスライダ
ーバーＳ２又はＳ４における位置に応じて、お気に入り再生閾値を設定するようにした。
【０２３３】
　これに限らずＣＰＵ１１は、記録された動画像の再生開始前にあらかじめユーザにお気
に入り再生閾値を指定させて設定するようにしてもよい。
【０２３４】
　これによりＣＰＵ１１は、再生画像Ｒｐに重ねてスライダーバーＳ２又はＳ４を表示さ
せなくてもよいので、お気に入り再生時にもユーザに再生画像Ｒｐを見やすくさせること
ができる。
【０２３５】
［３－１１．他の実施の形態１１］
　さらに上述した第１の実施の形態では、ＣＰＵ１１は、動画像の記録時にモニタリング
画像Ｍｐに重ねてお気に入り度合いの所定時間間隔ごとの変化を示すグラフＧＬ１を表示
させるようにした。
【０２３６】
　これに限らずＣＰＵ１１は、グラフＧＬ１を表示させなくてもよいし、ユーザ操作に応
じてユーザの所望の時だけグラフＧＬ１を表示させるようにしてもよい。これによりＣＰ
Ｕ１１は、グラフＧＬ１によりモニタリング画像Ｍｐが見にくくなるのを防ぐことができ
る。
【０２３７】
［３－１２．他の実施の形態１２］
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　さらに上述した第１及び第２の実施の形態では、ＣＰＵ１１は、撮像された動画像の所
定時間間隔ごとに対してお気に入り度合い又は人物属性などの属性情報を設定するように
した。
【０２３８】
　これに限らず、ＣＰＵ１１は記憶媒体に記憶させるコンテンツであればこの他種々のコ
ンテンツに対して属性情報を設定するようにしてもよい。
【０２３９】
　例えば、テレビジョン放送を録画した動画像など種々の動画コンテンツの所定時間ごと
に対して人物属性などの属性情報を設定するようにしてもよい。
【０２４０】
　また例えば、楽曲など音声コンテンツの所定時間に対してお気に入り度合いなどの属性
情報を設定するようにしてもよい。この場合、音声コンテンツをスピーカ２８から出力さ
せながら、所定時間ごとに対するお気に入り度合いなどの属性情報をユーザに指定させる
ようにしてもよい。
【０２４１】
［３－１３．他の実施の形態１３］
　さらに上述した第１の実施の形態では、お気に入り度合い設定処理手順ＲＴ１及びお気
に入り再生処理手順ＲＴ２を実行するためのプログラムをＲＯＭ１２に記憶しておくよう
にした。
【０２４２】
　これに限らず、これらのプログラムを例えばメモリカードなどの所定の記憶媒体に記憶
しておき、ＣＰＵ１１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、ＣＰＵ１１がこのプログラムをインターネット上の所定のサーバからダウン
ロードして記憶部２７にインストールするようにしてもよい。
【０２４３】
［３－１４．他の実施の形態１４］
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態では、液晶ディスプレイ１６とタッチパネル
１４とをデジタルカメラ１０に設けるようにした。
【０２４４】
　これに限らず、液晶ディスプレイ１６及びタッチパネル１４の代わりにタッチパネル機
能を内蔵する液晶ディスプレイをデジタルカメラ１０に設けるようにしてもよい。
【０２４５】
　また液晶ディスプレイ１６についても、これに限らず、ＥＬ（Electroluminescence　d
isplay）ディスプレイ等、この他種々のディスプレイを用いるようにしてもよい。
【０２４６】
［３－１５．他の実施の形態１５］
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態では、情報処理装置１としてのデジタルカメ
ラ１０に、制御部２及び受付部５としてのＣＰＵ１１と、出力部４及び表示部６としての
液晶ディスプレイ１６と、受付部５としてのタッチパネル１４とを設けるようにした。ま
た、デジタルカメラ１０に、再生部７としてのデジタル画像信号処理部２３と、撮像部８
としてのレンズ部１９及び撮像素子２１とを設けるようにした。
【０２４７】
　これに限らず、同様の機能を有するのであれば、上述した各機能部を、他の種々のハー
ドウェア又はソフトウェアにより構成するようにしてもよい。
【０２４８】
　また上述した第１及び第２の実施の形態では、デジタルカメラ１０のデジタル画像信号
処理部２３に属性情報に基づいた再生を行わせるようにしたが、これに限らず、外部の再
生装置に記憶部２７に記憶された属性情報に基づいた再生を行わせるようにしてもよい。
【０２４９】
　また同様の構成を有する情報処理装置であれば、デジタルカメラに限らず、パーソナル
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コンピュータ、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)など、この他種々の情報処理装置に
本発明を適用するようにしてもよい。
【０２５０】
［３－１６．他の実施の形態１６］
　さらに、本発明は、上述した第１及び第２の実施の形態とここまで説明した他の実施の
形態１乃至１５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及び第２
の実施の形態とここまで説明した他の実施の形態１乃至１５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も適用範囲とする。例えば、上述した第２
の実施の形態と他の実施の形態３とを組み合わせるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２５１】
　本発明の情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムは、例えばデジタルカメ
ラ等で広く利用することができる。
【符号の説明】
【０２５２】
　１……情報処理装置、２……制御部、３……記憶媒体、４……出力部、５……受付部、
６……表示部、７……再生部、８……撮像部、１０……デジタルカメラ、１１……ＣＰＵ
、１４……タッチパネル、１６……液晶ディスプレイ、１９……レンズ部、２１……撮像
素子、２３……デジタル画像信号処理部、２７……記憶部。

【図１】

【図２】

【図３】
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