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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、
　前記画像データを所定の画像グループに分類して前記画像グループにおいて最後に表示
対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして前記画像グループ毎に保
持するリジュームポインタ保持手段と、
　前記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受
け付ける操作入力手段と、
　前記操作入力手段によって受け付けられた前記操作入力に従って前記画像グループまた
はその画像グループにおける画像データを表示するよう制御する表示制御手段とを具備し
、
　前記表示制御手段は、前記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の画像グ
ループから第２の画像グループに遷移するものであれば前記第１の画像グループにおいて
最後に表示対象となった画像データの位置を前記第１の画像グループの画像リジュームポ
インタとして前記リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グル
ープの画像リジュームポインタを前記リジュームポインタ保持手段から読み出して新たな
表示対象とする
ことを具備する画像表示制御装置。
【請求項２】
　前記操作入力手段は、前記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け付ける画
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像データ切替操作入力手段を含み、
　前記表示制御手段は、前記画像データ切替操作入力手段により受け付けられた操作入力
が画像グループにおける画像データの並びの一端を超えるものであれば当該画像グループ
における画像データの並びの他端に配置される画像データを新たな表示対象とする
請求項１記載の画像表示制御装置。
【請求項３】
　前記操作入力手段は、前記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け付ける画
像データ切替操作入力手段を含み、
　前記表示制御手段は、前記画像データ切替操作入力手段により受け付けられた操作入力
が前記第１の画像グループにおける画像データの並びの一端を超えて前記第２の画像グル
ープに跨るものであれば前記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像デ
ータの位置を前記第１の画像グループの画像リジュームポインタとして前記リジュームポ
インタ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グループの他端に配置される画像デ
ータを新たな表示対象とする
請求項１記載の画像表示制御装置。
【請求項４】
　前記画像グループは、前記画像データの撮影情報に基づいて分類される請求項１記載の
画像表示制御装置。
【請求項５】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、
　前記画像データを所定の画像グループに分類して前記画像グループにおいて最後に表示
対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして前記画像グループ毎に保
持する画像リジュームポインタ保持手段と、
　前記画像グループを所定の画像グループ列に束ねて前記画像グループ列において最後に
表示対象となった画像グループの位置を画像グループリジュームポインタとして前記画像
グループ列毎に保持する画像グループリジュームポインタ保持手段と、
　前記画像グループ列、その画像グループ列における前記画像グループおよびその画像グ
ループにおける画像データを指定する操作入力を受け付ける操作入力手段と、
　前記操作入力手段によって受け付けられた前記操作入力に従って前記画像グループ列、
その画像グループ列における前記画像グループまたはその画像グループにおける画像デー
タを表示するよう制御する表示制御手段とを具備し、
　前記表示制御手段は、前記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の画像グ
ループ列から第２の画像グループ列に遷移するものであれば前記第１の画像グループ列に
おいて最後に表示対象となった画像グループの位置を前記第１の画像グループ列の画像グ
ループリジュームポインタとして前記画像グループリジュームポインタ保持手段に保持さ
せるとともに前記第２の画像グループ列の画像グループリジュームポインタを前記画像グ
ループリジュームポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とし、前記操作入力手
段により受け付けられた操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移す
るものであれば前記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位
置を前記第１の画像グループの画像リジュームポインタとして前記画像リジュームポイン
タ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グループの画像リジュームポインタを前
記画像リジュームポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする
画像表示制御装置。
【請求項６】
　前記操作入力手段は、前記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け付ける画
像データ切替操作入力手段を含み、
　前記表示制御手段は、前記画像データ切替操作入力手段により受け付けられた操作入力
が画像グループにおける画像データの並びの一端を超えるものであれば当該画像グループ
における画像データの並びの他端に配置される画像データを新たな表示対象とする
請求項５記載の画像表示制御装置。
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【請求項７】
　前記操作入力手段は、前記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け付ける画
像データ切替操作入力手段を含み、
　前記表示制御手段は、前記画像データ切替操作入力手段により受け付けられた操作入力
が前記第１の画像グループにおける画像データの並びの一端を超えて前記第２の画像グル
ープに跨るものであれば前記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像デ
ータの位置を前記第１の画像グループの画像リジュームポインタとして前記リジュームポ
インタ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グループの他端に配置される画像デ
ータを新たな表示対象とする
請求項５記載の画像表示制御装置。
【請求項８】
　前記操作入力手段は、前記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け付ける画
像データ切替操作入力手段を含み、
　前記表示制御手段は、前記画像データ切替操作入力手段により受け付けられた操作入力
が前記第１の画像グループにおける画像データの並びの一端を超えて前記第２の画像グル
ープに跨るものであれば前記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像デ
ータの位置を前記第１の画像グループの画像リジュームポインタとして前記リジュームポ
インタ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グループを新たな表示対象とする
請求項５記載の画像表示制御装置。
【請求項９】
　前記画像グループは、前記画像データの撮影情報に基づいて分類され、
　前記画像グループ列は、前記画像グループに含まれる前記画像データの撮影情報に基づ
いて束ねられる請求項５記載の画像表示制御装置。
【請求項１０】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、
　前記画像データを所定の画像グループに分類して前記画像グループにおいて最後に表示
対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして前記画像グループ毎に保
持するリジュームポインタ保持手段と、
　前記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受
け付ける操作入力手段と、
　前記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを表示する表示手段と、
　前記操作入力手段によって受け付けられた前記操作入力に従って前記画像グループまた
はその画像グループにおける画像データを前記表示手段に表示するよう制御する表示制御
手段とを具備し、
　前記表示制御手段は、前記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の画像グ
ループから第２の画像グループに遷移するものであれば前記第１の画像グループにおいて
最後に表示対象となった画像データの位置を前記第１の画像グループの画像リジュームポ
インタとして前記リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グル
ープの画像リジュームポインタを前記リジュームポインタ保持手段から読み出して新たな
表示対象とする
画像表示装置。
【請求項１１】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、
　前記画像データを所定の画像グループに分類して前記画像グループにおいて最後に表示
対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして前記画像グループ毎に保
持する画像リジュームポインタ保持手段と、
　前記画像グループを所定の画像グループ列に束ねて前記画像グループ列において最後に
表示対象となった画像グループの位置を画像グループリジュームポインタとして前記画像
グループ列毎に保持する画像グループリジュームポインタ保持手段と、
　前記画像グループ列、その画像グループ列における前記画像グループおよびその画像グ
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ループにおける画像データを指定する操作入力を受け付ける操作入力手段と、
　前記画像グループ列、その画像グループ列における前記画像グループおよびその画像グ
ループにおける画像データを表示する表示手段と、
　前記操作入力手段によって受け付けられた前記操作入力に従って前記画像グループ列、
その画像グループ列における前記画像グループまたはその画像グループにおける画像デー
タを前記表示手段に表示するよう制御する表示制御手段とを具備し、
　前記表示制御手段は、前記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の画像グ
ループ列から第２の画像グループ列に遷移するものであれば前記第１の画像グループ列に
おいて最後に表示対象となった画像グループの位置を前記第１の画像グループ列の画像グ
ループリジュームポインタとして前記画像グループリジュームポインタ保持手段に保持さ
せるとともに前記第２の画像グループ列の画像グループリジュームポインタを前記画像グ
ループリジュームポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とし、前記操作入力手
段により受け付けられた操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移す
るものであれば前記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位
置を前記第１の画像グループの画像リジュームポインタとして前記画像リジュームポイン
タ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グループの画像リジュームポインタを前
記画像リジュームポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする
画像表示装置。
【請求項１２】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、前記画像データを所定の画像グループ
に分類して前記画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を画像リ
ジュームポインタとして前記画像グループ毎に保持するリジュームポインタ保持手段とを
備える画像表示制御装置において、
　前記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受
け付ける手順と、
　前記操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば前
記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を前記第１の画
像グループの画像リジュームポインタとして前記リジュームポインタ保持手段に保持させ
るとともに前記第２の画像グループの画像リジュームポインタを前記リジュームポインタ
保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順と
を具備する画像表示制御方法。
【請求項１３】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、前記画像データを所定の画像グループ
に分類して前記画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を画像リ
ジュームポインタとして前記画像グループ毎に保持する画像リジュームポインタ保持手段
と、前記画像グループを所定の画像グループ列に束ねて前記画像グループ列において最後
に表示対象となった画像グループの位置を画像グループリジュームポインタとして前記画
像グループ列毎に保持する画像グループリジュームポインタ保持手段とを備える画像表示
制御装置において、
　前記画像グループ列、その画像グループ列における前記画像グループおよびその画像グ
ループにおける画像データを指定する操作入力を受け付ける手順と、
　前記操作入力が第１の画像グループ列から第２の画像グループ列に遷移するものであれ
ば前記第１の画像グループ列において最後に表示対象となった画像グループの位置を前記
第１の画像グループ列の画像グループリジュームポインタとして前記画像グループリジュ
ームポインタ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グループ列の画像グループリ
ジュームポインタを前記画像グループリジュームポインタ保持手段から読み出して新たな
表示対象とする手順と、
　前記操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば前
記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を前記第１の画
像グループの画像リジュームポインタとして前記画像リジュームポインタ保持手段に保持
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させるとともに前記第２の画像グループの画像リジュームポインタを前記画像リジューム
ポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順と
を具備する画像表示制御方法。
【請求項１４】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、前記画像データを所定の画像グループ
に分類して前記画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を画像リ
ジュームポインタとして前記画像グループ毎に保持するリジュームポインタ保持手段とを
備える画像表示制御装置において、
　前記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受
け付ける手順と、
　前記操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば前
記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を前記第１の画
像グループの画像リジュームポインタとして前記リジュームポインタ保持手段に保持させ
るとともに前記第２の画像グループの画像リジュームポインタを前記リジュームポインタ
保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１５】
　複数の画像データを保持するデータ保持手段と、前記画像データを所定の画像グループ
に分類して前記画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を画像リ
ジュームポインタとして前記画像グループ毎に保持する画像リジュームポインタ保持手段
と、前記画像グループを所定の画像グループ列に束ねて前記画像グループ列において最後
に表示対象となった画像グループの位置を画像グループリジュームポインタとして前記画
像グループ列毎に保持する画像グループリジュームポインタ保持手段とを備える画像表示
制御装置において、
　前記画像グループ列、その画像グループ列における前記画像グループおよびその画像グ
ループにおける画像データを指定する操作入力を受け付ける手順と、
　前記操作入力が第１の画像グループ列から第２の画像グループ列に遷移するものであれ
ば前記第１の画像グループ列において最後に表示対象となった画像グループの位置を前記
第１の画像グループ列の画像グループリジュームポインタとして前記画像グループリジュ
ームポインタ保持手段に保持させるとともに前記第２の画像グループ列の画像グループリ
ジュームポインタを前記画像グループリジュームポインタ保持手段から読み出して新たな
表示対象とする手順と、
　前記操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば前
記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を前記第１の画
像グループの画像リジュームポインタとして前記画像リジュームポインタ保持手段に保持
させるとともに前記第２の画像グループの画像リジュームポインタを前記画像リジューム
ポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示制御装置に関し、特に蓄積された画像データを順次表示するための
画像表示制御装置、および、その画像表示制御方法ならびに当該方法をコンピュータに実
行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラッシュメモリの大容量化やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）の登場などに
より、デジタルビデオカメラやデジタルスチルカメラならびに携帯電話などの比較的小型
の電子機器における記録媒体の記憶容量が増大している。これにより、小型電子機器にお
いても非常に多くの画像を記録することが可能となっている。このような電子機器におい
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て、記録された画像を閲覧するための画像閲覧方法としては、１画面に１つの画像を表示
させ、操作キーを選択することによって画像を順次に表示させる、いわゆる「全画面表示
」と、１画面に複数枚の画像（サムネイル画像）を整列させて表示させる、いわゆる「一
覧表示」（サムネイル表示）とを任意に切り替えて画像を閲覧させることが一般的となっ
ている。
【０００３】
　例えば、撮影モードから再生モードに切り換えた直後にはコマ番号が一番大きな撮影済
画像が表示され、その後、所定のキー操作により「全画面表示」または「一覧表示」の何
れかを選択できるようにしたデジタルカメラが知られている（例えば、特許文献１参照。
）。
【特許文献１】特開２０００－２７８５６３号公報（図２４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の従来技術では、「全画面表示」または「一覧表示」の何れかを任意に切り替えて
画像表示している。しかしながら、「全画面表示」においては、撮影日時順に並ぶ画像を
所定のキー操作により順次表示させることが一般的であり、記録画像枚数が多い場合には
、所望の画像まで辿り着くために、ひたすらコマ送り的に操作していくことが必要になる
。
【０００５】
　一方、「一覧表示」の場合には、複数の画像のサムネイル画像が左上から撮影日時順に
ジグザグ状に表示されており、所定のキー操作により任意にカーソルを合わせることが出
来て、自由な閲覧が可能である。しかし、デジタルカメラ（Digital Still Camera）等の
小さい画面上では、撮影日時順に全ての画像が配列されていると、所望の画像を特定して
いくことは煩雑な作業になる。
【０００６】
　そこで、本発明は、各画像データを所定の画像グループに分けるとともに、各画像グル
ープにおいて最後に表示された画像データの位置を記憶しておくことにより、表示すべき
画像データを選択する際の操作性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明の請求項１記載の画像表示制御装置は、複数の画像デ
ータを保持するデータ保持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記
画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポイン
タとして上記画像グループ毎に保持するリジュームポインタ保持手段と、上記画像グルー
プおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受け付ける操作入力
手段と、上記操作入力手段によって受け付けられた上記操作入力に従って上記画像グルー
プまたはその画像グループにおける画像データを表示するよう制御する表示制御手段とを
具備し、上記表示制御手段が、上記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の
画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば上記第１の画像グループに
おいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画像リジュ
ームポインタとして上記リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第２の画
像グループの画像リジュームポインタを上記リジュームポインタ保持手段から読み出して
新たな表示対象とするものである。これにより、画像グループを跨る操作入力が行われた
場合に各画像グループにおける画像データの位置が維持され、表示すべき画像データを選
択する際の操作性を向上させるという作用をもたらす。
【０００８】
　また、本発明の請求項２記載の画像表示制御装置は、請求項１記載の画像表示制御装置
において、上記操作入力手段が、上記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け
付ける画像データ切替操作入力手段を含み、上記表示制御手段が、上記画像データ切替操



(7) JP 4517742 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

作入力手段により受け付けられた操作入力が画像グループにおける画像データの並びの一
端を超えるものであれば当該画像グループにおける画像データの並びの他端に配置される
画像データを新たな表示対象とするものである。これにより、画像グループにおける画像
データの並びの最後からさらに次の画像データに進むような操作入力があった場合にはそ
の画像グループの先頭の画像データを新たな表示対象にして、画像グループにおける画像
データの並びの先頭からさらに前の画像データに進むような操作入力があった場合にはそ
の画像グループの最後の画像データを新たな表示対象にするという作用をもたらす。
【０００９】
　また、本発明の請求項３記載の画像表示制御装置は、請求項１記載の画像表示制御装置
において、上記操作入力手段が、上記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け
付ける画像データ切替操作入力手段を含み、上記表示制御手段が、上記画像データ切替操
作入力手段により受け付けられた操作入力が上記第１の画像グループにおける画像データ
の並びの一端を超えて上記第２の画像グループに跨るものであれば上記第１の画像グルー
プにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画像リ
ジュームポインタとして上記リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第２
の画像グループの他端に配置される画像データを新たな表示対象とするものである。これ
により、画像グループにおける画像データの並びの最後からさらに次の画像データに進む
ような操作入力があった場合にはその画像グループの次の画像グループの先頭の画像デー
タを新たな表示対象にして、画像グループにおける画像データの並びの先頭からさらに前
の画像データに進むような操作入力があった場合にはその画像グループの前の画像グルー
プの最後の画像データを新たな表示対象にするという作用をもたらす。
【００１０】
　また、本発明の請求項４記載の画像表示制御装置は、請求項１記載の画像表示制御装置
において、上記画像グループが上記画像データの撮影情報に基づいて分類されるものであ
る。これにより、例えば撮影日時や位置情報といった画像データの属性に基づいて画像グ
ループを生成して、この画像グループを単位として画像表示を制御するという作用をもた
らす。
【００１１】
　また、本発明の請求項５記載の画像表示制御装置は、複数の画像データを保持するデー
タ保持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記画像グループにおい
て最後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして上記画像グ
ループ毎に保持する画像リジュームポインタ保持手段と、上記画像グループを所定の画像
グループ列に束ねて上記画像グループ列において最後に表示対象となった画像グループの
位置を画像グループリジュームポインタとして上記画像グループ列毎に保持する画像グル
ープリジュームポインタ保持手段と、上記画像グループ列、その画像グループ列における
上記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受け
付ける操作入力手段と、上記操作入力手段によって受け付けられた上記操作入力に従って
上記画像グループ列、その画像グループ列における上記画像グループまたはその画像グル
ープにおける画像データを表示するよう制御する表示制御手段とを具備し、上記表示制御
手段が、上記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の画像グループ列から第
２の画像グループ列に遷移するものであれば上記第１の画像グループ列において最後に表
示対象となった画像グループの位置を上記第１の画像グループ列の画像グループリジュー
ムポインタとして上記画像グループリジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上
記第２の画像グループ列の画像グループリジュームポインタを上記画像グループリジュー
ムポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とし、上記操作入力手段により受け付
けられた操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば
上記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の
画像グループの画像リジュームポインタとして上記画像リジュームポインタ保持手段に保
持させるとともに上記第２の画像グループの画像リジュームポインタを上記画像リジュー
ムポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とするものである。これにより、画像
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グループを跨る操作入力が行われた場合に各画像グループにおける画像データの位置が維
持され、画像グループ列を跨る操作入力が行われた場合に各画像グループ列における画像
グループの位置が維持されて、表示すべき画像データを選択する際の操作性を向上させる
という作用をもたらす。
【００１２】
　また、本発明の請求項６記載の画像表示制御装置は、請求項５記載の画像表示制御装置
において、上記操作入力手段が、上記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け
付ける画像データ切替操作入力手段を含み、上記表示制御手段が、上記画像データ切替操
作入力手段により受け付けられた操作入力が画像グループにおける画像データの並びの一
端を超えるものであれば当該画像グループにおける画像データの並びの他端に配置される
画像データを新たな表示対象とするものである。これにより、画像グループにおける画像
データの並びの最後からさらに次の画像データに進むような操作入力があった場合にはそ
の画像グループの先頭の画像データを新たな表示対象にして、画像グループにおける画像
データの並びの先頭からさらに前の画像データに進むような操作入力があった場合にはそ
の画像グループの最後の画像データを新たな表示対象にするという作用をもたらす。
【００１３】
　また、本発明の請求項７記載の画像表示制御装置は、請求項５記載の画像表示制御装置
において、上記操作入力手段が、上記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け
付ける画像データ切替操作入力手段を含み、上記表示制御手段が、上記画像データ切替操
作入力手段により受け付けられた操作入力が上記第１の画像グループにおける画像データ
の並びの一端を超えて上記第２の画像グループに跨るものであれば上記第１の画像グルー
プにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画像リ
ジュームポインタとして上記リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第２
の画像グループの他端に配置される画像データを新たな表示対象とするものである。これ
により、画像グループにおける画像データの並びの最後からさらに次の画像データに進む
ような操作入力があった場合にはその画像グループの次の画像グループの先頭の画像デー
タを新たな表示対象にして、画像グループにおける画像データの並びの先頭からさらに前
の画像データに進むような操作入力があった場合にはその画像グループの前の画像グルー
プの最後の画像データを新たな表示対象にするという作用をもたらす。
【００１４】
　また、本発明の請求項８記載の画像表示制御装置は、請求項５記載の画像表示制御装置
において、上記操作入力手段が、上記画像データを単位とした切替操作の操作入力を受け
付ける画像データ切替操作入力手段を含み、上記表示制御手段が、上記画像データ切替操
作入力手段により受け付けられた操作入力が上記第１の画像グループにおける画像データ
の並びの一端を超えて上記第２の画像グループに跨るものであれば上記第１の画像グルー
プにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画像リ
ジュームポインタとして上記リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第２
の画像グループを新たな表示対象とするものである。これにより、画像グループにおける
画像データの並びの最後からさらに次の画像データに進むような操作入力があった場合に
はその画像グループの次の画像グループを新たな表示対象にして、画像グループにおける
画像データの並びの先頭からさらに前の画像データに進むような操作入力があった場合に
はその画像グループの前の画像グループを新たな表示対象にするという作用をもたらす。
【００１５】
　また、本発明の請求項９記載の画像表示制御装置は、請求項５記載の画像表示制御装置
において、上記画像グループが上記画像データの撮影情報に基づいて分類され、上記画像
グループ列が上記画像グループに含まれる上記画像データの撮影情報に基づいて束ねられ
るものである。これにより、例えば撮影日時や位置情報といった画像データの属性に基づ
いて画像グループや画像グループ列を生成して、これら画像グループおよび画像グループ
列を単位として画像表示を制御するという作用をもたらす。
【００１６】
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　また、本発明の請求項１０記載の画像表示装置は、複数の画像データを保持するデータ
保持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記画像グループにおいて
最後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして上記画像グル
ープ毎に保持するリジュームポインタ保持手段と、上記画像グループおよびその画像グル
ープにおける画像データを指定する操作入力を受け付ける操作入力手段と、上記画像グル
ープおよびその画像グループにおける画像データを表示する表示手段と、上記操作入力手
段によって受け付けられた上記操作入力に従って上記画像グループまたはその画像グルー
プにおける画像データを上記表示手段に表示するよう制御する表示制御手段とを具備し、
上記表示制御手段が、上記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の画像グル
ープから第２の画像グループに遷移するものであれば上記第１の画像グループにおいて最
後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画像リジュームポイ
ンタとして上記リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第２の画像グルー
プの画像リジュームポインタを上記リジュームポインタ保持手段から読み出して新たな表
示対象とするものである。これにより、画像グループを跨る操作入力が行われた場合に各
画像グループにおける画像データの位置が維持され、表示すべき画像データを選択する際
の操作性を向上させるという作用をもたらす。
【００１７】
　また、本発明の請求項１１記載の画像表示装置は、複数の画像データを保持するデータ
保持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記画像グループにおいて
最後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして上記画像グル
ープ毎に保持する画像リジュームポインタ保持手段と、上記画像グループを所定の画像グ
ループ列に束ねて上記画像グループ列において最後に表示対象となった画像グループの位
置を画像グループリジュームポインタとして上記画像グループ列毎に保持する画像グルー
プリジュームポインタ保持手段と、上記画像グループ列、その画像グループ列における上
記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受け付
ける操作入力手段と、上記画像グループ列、その画像グループ列における上記画像グルー
プおよびその画像グループにおける画像データを表示する表示手段と、上記操作入力手段
によって受け付けられた上記操作入力に従って上記画像グループ列、その画像グループ列
における上記画像グループまたはその画像グループにおける画像データを上記表示手段に
表示するよう制御する表示制御手段とを具備し、上記表示制御手段が、上記操作入力手段
により受け付けられた操作入力が第１の画像グループ列から第２の画像グループ列に遷移
するものであれば上記第１の画像グループ列において最後に表示対象となった画像グルー
プの位置を上記第１の画像グループ列の画像グループリジュームポインタとして上記画像
グループリジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第２の画像グループ列の
画像グループリジュームポインタを上記画像グループリジュームポインタ保持手段から読
み出して新たな表示対象とし、上記操作入力手段により受け付けられた操作入力が第１の
画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば上記第１の画像グループに
おいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画像リジュ
ームポインタとして上記画像リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第２
の画像グループの画像リジュームポインタを上記画像リジュームポインタ保持手段から読
み出して新たな表示対象とするものである。これにより、画像グループを跨る操作入力が
行われた場合に各画像グループにおける画像データの位置が維持され、画像グループ列を
跨る操作入力が行われた場合に各画像グループ列における画像グループの位置が維持され
て、表示すべき画像データを選択する際の操作性を向上させるという作用をもたらす。
【００１８】
　また、本発明の請求項１２記載の画像表示制御方法は、複数の画像データを保持するデ
ータ保持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記画像グループにお
いて最後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして上記画像
グループ毎に保持するリジュームポインタ保持手段とを備える画像表示制御装置において
、上記画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受
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け付ける手順と、上記操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移する
ものであれば上記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置
を上記第１の画像グループの画像リジュームポインタとして上記リジュームポインタ保持
手段に保持させるとともに上記第２の画像グループの画像リジュームポインタを上記リジ
ュームポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順とを具備する。これに
より、画像グループを跨る操作入力が行われた場合に各画像グループにおける画像データ
の位置が維持され、表示すべき画像データを選択する際の操作性を向上させるという作用
をもたらす。
【００１９】
　また、本発明の請求項１３記載の画像表示制御方法は、複数の画像データを保持するデ
ータ保持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記画像グループにお
いて最後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして上記画像
グループ毎に保持する画像リジュームポインタ保持手段と、上記画像グループを所定の画
像グループ列に束ねて上記画像グループ列において最後に表示対象となった画像グループ
の位置を画像グループリジュームポインタとして上記画像グループ列毎に保持する画像グ
ループリジュームポインタ保持手段とを備える画像表示制御装置において、上記画像グル
ープ列、その画像グループ列における上記画像グループおよびその画像グループにおける
画像データを指定する操作入力を受け付ける手順と、上記操作入力が第１の画像グループ
列から第２の画像グループ列に遷移するものであれば上記第１の画像グループ列において
最後に表示対象となった画像グループの位置を上記第１の画像グループ列の画像グループ
リジュームポインタとして上記画像グループリジュームポインタ保持手段に保持させると
ともに上記第２の画像グループ列の画像グループリジュームポインタを上記画像グループ
リジュームポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順と、上記操作入力
が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば上記第１の画像グ
ループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画
像リジュームポインタとして上記画像リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに
上記第２の画像グループの画像リジュームポインタを上記画像リジュームポインタ保持手
段から読み出して新たな表示対象とする手順とを具備する。これにより、画像グループを
跨る操作入力が行われた場合に各画像グループにおける画像データの位置が維持され、画
像グループ列を跨る操作入力が行われた場合に各画像グループ列における画像グループの
位置が維持されて、表示すべき画像データを選択する際の操作性を向上させるという作用
をもたらす。
【００２０】
　また、本発明の請求項１４記載のプログラムは、複数の画像データを保持するデータ保
持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記画像グループにおいて最
後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして上記画像グルー
プ毎に保持するリジュームポインタ保持手段とを備える画像表示制御装置において、上記
画像グループおよびその画像グループにおける画像データを指定する操作入力を受け付け
る手順と、上記操作入力が第１の画像グループから第２の画像グループに遷移するもので
あれば上記第１の画像グループにおいて最後に表示対象となった画像データの位置を上記
第１の画像グループの画像リジュームポインタとして上記リジュームポインタ保持手段に
保持させるとともに上記第２の画像グループの画像リジュームポインタを上記リジューム
ポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順とをコンピュータに実行させ
るものである。これにより、画像グループを跨る操作入力が行われた場合に各画像グルー
プにおける画像データの位置が維持され、表示すべき画像データを選択する際の操作性を
向上させるという作用をもたらす。
【００２１】
　また、本発明の請求項１５記載のプログラムは、複数の画像データを保持するデータ保
持手段と、上記画像データを所定の画像グループに分類して上記画像グループにおいて最
後に表示対象となった画像データの位置を画像リジュームポインタとして上記画像グルー
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プ毎に保持する画像リジュームポインタ保持手段と、上記画像グループを所定の画像グル
ープ列に束ねて上記画像グループ列において最後に表示対象となった画像グループの位置
を画像グループリジュームポインタとして上記画像グループ列毎に保持する画像グループ
リジュームポインタ保持手段とを備える画像表示制御装置において、上記画像グループ列
、その画像グループ列における上記画像グループおよびその画像グループにおける画像デ
ータを指定する操作入力を受け付ける手順と、上記操作入力が第１の画像グループ列から
第２の画像グループ列に遷移するものであれば上記第１の画像グループ列において最後に
表示対象となった画像グループの位置を上記第１の画像グループ列の画像グループリジュ
ームポインタとして上記画像グループリジュームポインタ保持手段に保持させるとともに
上記第２の画像グループ列の画像グループリジュームポインタを上記画像グループリジュ
ームポインタ保持手段から読み出して新たな表示対象とする手順と、上記操作入力が第１
の画像グループから第２の画像グループに遷移するものであれば上記第１の画像グループ
において最後に表示対象となった画像データの位置を上記第１の画像グループの画像リジ
ュームポインタとして上記画像リジュームポインタ保持手段に保持させるとともに上記第
２の画像グループの画像リジュームポインタを上記画像リジュームポインタ保持手段から
読み出して新たな表示対象とする手順とをコンピュータに実行させるものである。これに
より、画像グループを跨る操作入力が行われた場合に各画像グループにおける画像データ
の位置が維持され、画像グループ列を跨る操作入力が行われた場合に各画像グループ列に
おける画像グループの位置が維持されて、表示すべき画像データを選択する際の操作性を
向上させるという作用をもたらす。

【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、表示すべき画像を選択する際の操作性を向上させるという優れた効果
を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施の形態が具現化される画像表示制御装置の一例としてのデジタル
カメラ１００の背面概観例を示す図である。このデジタルカメラ１００の背面には、上ボ
タン１４１と、下ボタン１４２と、左ボタン１４３と、右ボタン１４４と、決定ボタン１
４５と、終了ボタン１４６と、画像表示部１５０とが備えられている。ここで、上ボタン
１４１、下ボタン１４２、左ボタン１４３および右ボタン１４４は、ユーザからデジタル
カメラ１００に対する操作として、方向を指示するために用いられる。また、決定ボタン
１４５は、画像表示部１５０における表示項目の選択を確定するために用いられる。また
、終了ボタン１４６は、画像表示部１５０における画面表示を終了させて、一つ前の画面
表示に戻すために用いられる。
【００２５】
　これら上ボタン１４１、下ボタン１４２、左ボタン１４３および右ボタン１４４は、物
理的に別個のボタンとして実現してもよく、また、４方向揺動型スイッチなどによって一
体化したボタンとして実現してもよい。また、さらにプッシュ型スイッチを併用すること
により、決定ボタン１４５をも一体化したボタンとして実現することも可能である。なお
、終了ボタン１４６については、ハードウェアによるボタンを用意する代わりに、画像表
示部１５０における表示項目の一つとして「終了」または「戻る」といった項目を設けて
おいて、決定ボタン１４５によりそれを選択するようにしてもよい。
【００２６】
　画像表示部１５０は、撮影画像のモニタ表示または記録画像の再生表示などを行うもの
であり、再生表示の際には、１枚ずつ画像データを表示する「全画面表示」または、いわ
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ゆるサムネイル形式により複数の画像データを同時に表示する「一覧表示」により画像表
示が行われる。表示の態様については後述する。
【００２７】
　また、デジタルカメラ１００の側面にはシャッターボタン１４９や外部インターフェー
ス１３９などが備えられている。シャッターボタン１４９は、（図示しない）カメラレン
ズにより撮影された画像を記録するために用いられる。また、外部インターフェース１３
９は、外部装置との接続を行うためのものであり、単機能のコネクタが用意される他、例
えばクレードルに接続することにより種々の機能を提供するものが想定される。
【００２８】
　図２は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例を示す図である。この第
１の表示例は、所定の撮影情報に基づいて画像データを複数の画像グループに分割して管
理するものである。例えば、撮影情報の一つとして「撮影日」を利用して、各画像データ
の「撮影日」が等しいもの同士が同じ画像グループになるようにグループ分けを行うこと
ができる。
【００２９】
　図２（ａ）は、この第１の例による画像表示態様を示すものであり、画像表示部１５０
には、撮影情報としての撮影日１５１と、画像表示１５２と、撮影日時１５３とが表示さ
れている。この画面表示において、上下ボタン１４１または１４２の操作により撮影日１
５１の何れかが選択され、また、左右ボタン１４３または１４４の操作により各撮影日１
５１における画像データの何れかが選択され、画像表示１５２として表示される。また、
その撮影日時が撮影日時１５３として表示される。
【００３０】
　なお、この例では、撮影情報としての撮影日１５１と画像表示１５２とを同時に一画面
で表示しているが、それぞれ別画面により切り替えながら表示するようにしても構わない
。
【００３１】
　図２（ｂ）は、この第１の例による画像データの配置を示すものであり、撮影情報とし
ての撮影日５１０によって画像データ５５０がグループ分けされている。例えば、撮影日
５１０が「７月２８日」の第１番目の画像グループには画像データＡ１１乃至Ａ１６の６
つが属し、撮影日５１０が「９月１５日」の第２番目の画像グループには画像データＡ２

１乃至Ａ２５の５つが属している。
【００３２】
　また、各画像グループに対応して画像リジュームポインタ５４０が設けられる。この画
像リジュームポインタ５４０は、各画像グループにおいて最後に表示された画像データの
位置を保持するものである。例えば、撮影日５１０が「７月２８日」の画像グループにお
いて画像リジュームポインタ５４０が「３」を示しているときは、その画像グループにお
いて最後に表示された画像データは画像データＡ１３であることを意味する。
【００３３】
　この第１の例では、上下ボタン１４１または１４２の操作により撮影日１５１の何れか
（すなわち画像グループ）が選択され、左右ボタン１４３または１４４の操作により各撮
影日１５１における画像データの何れかが選択される。これにより、図２（ｂ）のような
画像データ５５０の配置において自由に画像データを選択、表示することができる。
【００３４】
　このとき、上下ボタン１４１または１４２が操作されると、それまで選択されていた画
像グループに対応する画像リジュームポインタ５４０が更新される。例えば、撮影日５１
０が「７月２８日」の画像グループにおいて画像リジュームポインタ５４０が「３」を示
していることによって画像データＡ１３が表示された後に、右ボタン１４４が２回押下さ
れて画像データＡ１５が表示され、その後、下ボタン１４２が１回押下された場合には、
「７月２８日」の画像グループにおける画像リジュームポインタ５４０は「５」に更新さ
れる。
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【００３５】
　このように、この第１の例では、各画像グループにおいて最後に表示された画像データ
の位置を保持する画像リジュームポインタ５４０を備えることにより、画像グループを跨
って画像データを表示させる場合に以前と同じ状態から画像表示を行うことができる。す
なわち、画像グループを切り替える度に各画像グループの先頭の画像データから画像表示
を繰り返すことなく、より自然な態様で画像データを表示させることができる。
【００３６】
　図３は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例を示す図である。この第
２の表示例は、所定の撮影情報に基づいて画像データを複数の画像グループに分割すると
ともに、これら画像グループを所定の撮影情報に基づいて画像グループ列として束ねて管
理するものである。
【００３７】
　ここでは、一例として、撮影情報の一つとして「位置情報」および「撮影日」を利用し
て、各画像データの「位置情報」および「撮影日」が等しいもの同士が同じ画像グループ
になるようにグループ分けを行い、さらに各画像データの「位置情報」が等しいもの同士
が同じ画像グループ列になるように束ねている。その結果、各画像グループを表すフォル
ダ１５４は２次元空間上に行列形式で配列され、位置情報１５３が等しいもの同士が画像
グループ列として束ねられている。
【００３８】
　フォルダ１５４は、それぞれ画像グループを表し、例えば、左上のフォルダは位置情報
「福島」で且つ撮影日「７月２１日」に該当する画像データ１００枚からなる画像グルー
プを表している。このフォルダ１５４の表面および周辺には、ユーザに役立つ情報を適宜
表示することができる。この図の例では、フォルダの表面には、撮影日、画像データ枚数
、および、代表画像のサムネイル画像が表示されている。また、この図の例では、フォル
ダの下部には、位置情報、および、代表画像の撮影日時が表示されている。代表画像とし
ては、その画像グループにおける画像リジュームポインタが示す画像データを用いること
ができる。
【００３９】
　図４は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例による画像データの配置
を示す図である。図４（ａ）は、画像グループを表すフォルダ６３０と、位置情報６１０
との対応関係を示す図であり、位置情報６１０が「福島」である４つのフォルダと、位置
情報６１０が「郡山」である２つのフォルダと、位置情報６１０が「いわき」である３つ
のフォルダとがそれぞれ画像グループ列として束ねられている。
【００４０】
　また、各画像グループ列に対応してフォルダリジュームポインタ６２０が設けられる。
このフォルダリジュームポインタ６２０は、各画像グループ列において最後に用いられた
画像グループの位置を保持するものである。例えば、位置情報６１０が「郡山」の画像グ
ループ列においてフォルダリジュームポインタ６２０が「２」を示しているときは、その
画像グループ列において最後に表示された画像グループは、画像グループ列における２番
目のフォルダＦ６であることを意味する。
【００４１】
　また、これらフォルダ６３０には便宜上連続番号（フォルダ番号）が付与されており、
この連続番号に従って図４（ｂ）のように各画像データ６５０が配置される。この図では
、一例として、位置情報「福島」で且つ撮影日「７月２１日」に該当する第１番目の画像
グループには画像データＡ１１乃至Ａ１６の６つが属し、位置情報「福島」で且つ撮影日
「１０月１８日」に該当する第２番目の画像グループには画像データＡ２１乃至Ａ２５の
５つが属しているものと仮定している。
【００４２】
　また、各画像グループに対応して画像リジュームポインタ６４０が設けられる。この画
像リジュームポインタ６４０は、各画像グループにおいて最後に表示された画像データの
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位置を保持するものである。例えば、位置情報「福島」で且つ撮影日「７月２１日」に該
当する第１番目の画像グループにおいて画像リジュームポインタ６４０が「２」を示して
いるときは、その画像グループにおいて最後に表示された画像データは画像データＡ１２

であることを意味する。
【００４３】
　この第２の例では、まず図３のフォルダ表示画面において上下ボタン１４１または１４
２の操作により位置情報１５３の何れか（すなわち画像グループ列）が選択され、左右ボ
タン１４３または１４４の操作により各位置情報１５３における画像グループの何れかが
選択される。これにより、図４（ａ）のようなフォルダ６３０の配置において自由に画像
グループを選択することができる。
【００４４】
　このフォルダ表示画面において、上下ボタン１４１または１４２が操作されると、それ
まで選択されていた画像グループ（フォルダ）に対応するフォルダリジュームポインタ６
２０が更新される。例えば、位置情報６１０が「福島」の画像グループ列においてフォル
ダリジュームポインタ６２０が「２」を示していることによってフォルダＦ２が選択され
た後に、右ボタン１４４が２回押下されてフォルダＦ４が選択され、その後、下ボタン１
４２が１回押下された場合には、「福島」の画像グループ列におけるフォルダリジューム
ポインタ６２０は「４」に更新される。
【００４５】
　画像グループが選択された後、左右ボタン１４３または１４４の操作により各画像グル
ープにおける画像データの何れかが選択される。また、上下ボタン１４１または１４２の
操作により画像グループが再度選択される。これにより、図４（ｂ）のような画像データ
６５０の配置において自由に画像データを選択、表示することができる。
【００４６】
　この画像表示画面において、上下ボタン１４１または１４２が操作されると、それまで
選択されていた画像グループに対応する画像リジュームポインタ６４０が更新される。例
えば、位置情報「福島」で且つ撮影日「７月２１日」に該当する第１番目のフォルダ（画
像グループ）において画像リジュームポインタ６４０が「２」を示していることによって
画像データＡ１２が表示された後に、右ボタン１４４が３回押下されて画像データＡ１５

が表示され、その後、下ボタン１４２が１回押下された場合には、第１番目のフォルダに
おける画像リジュームポインタ６４０は「５」に更新される。
【００４７】
　このように、この第２の例では、各画像グループにおいて最後に表示された画像データ
の位置を保持する画像リジュームポインタ６４０に加えて、各画像グループ列において最
後に選択されたフォルダ（画像グループ）の位置を保持するフォルダリジュームポインタ
６２０を備えることにより、画像グループ列を跨って画像グループを選択し、または画像
グループを跨って画像データを表示させる場合に以前と同じ状態に戻ることができ、より
自然な態様で画像データを表示させることができる。
【００４８】
　図５は、本発明の実施の形態における画像グループの他の例を示す図である。図３の例
では、画像グループを構成する基準として「位置情報」および「撮影日」を利用して、各
画像データの「位置情報」および「撮影日」が等しいもの同士が同じ画像グループになる
ようにグループ分けを行っていた。これはグループ分けの一例であり、他にも以下のよう
な分け方が考えられる。
【００４９】
　例えば、図５のように、「撮影日時」の間隔が３０分以上空いている場所を区切りとし
てグループ分けすることができる。この例では、「７月２１日午前１０時０分」から撮影
が行われ、各画像データの撮影間隔が３０分を超えない程度で断続的に「午前１０時３８
分」まで撮影され、その枚数が８０枚であったと仮定している。そして、第８１枚目の「
撮影日時」が「７月２１日午後１時０分」であることから、それ以降の画像データは異な
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る画像グループに属するようグループ分けされている。
【００５０】
　このように、グループ分けの基準を工夫することにより、互いに関連性の強い画像デー
タ同士が同じグループに属するようにグループ分けすることができる。
【００５１】
　図６は、本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第１の具体例を示す図で
ある。まず、図６（ａ）のように、フォルダ表示画面において位置情報「福島」で且つ撮
影日「１０月１８日」に該当するフォルダが選択されたものとする。なお、この表示例で
は、選択されたフォルダを強調するために、選択されたフォルダが大きく表示され、それ
以外のフォルダは小さく示されているが、携帯機器のように小さい画面においては有効な
表示方法である。もっとも、このような表示方法によらずに図３のような均一な表示方法
を採用してもよい。以下、図７乃至図１０においても同様である。
【００５２】
　決定ボタン１４５が押下されることにより上記フォルダ選択が決定されると、図６（ｂ
）のように画像リジュームポインタの示す第４番目の画像データが表示される。この画像
データ表示画面において、右ボタン１４４が押下されると、図６（ｃ）のように次の第５
番目の画像データが表示される。そして、さらに右ボタン１４４が押下されると、図６（
ｄ）のように次の第６番目の画像データが表示される。
【００５３】
　ここで、終了ボタン１４６が押下されると、図６（ｅ）のようにフォルダ表示が行われ
るが、このとき、位置情報「福島」で且つ撮影日「１０月１８日」に該当するフォルダの
画像リジュームポインタは第６番目の画像データに更新される。
【００５４】
　図７は、本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第２の具体例を示す図で
ある。まず、図７（ａ）のように、フォルダ表示画面において位置情報「福島」で且つ撮
影日「１０月１８日」に該当するフォルダが選択されたものとする。
【００５５】
　決定ボタン１４５が押下されることにより上記フォルダ選択が決定されると、図７（ｂ
）のように画像リジュームポインタの示す第４８番目の画像データが表示される。この画
像データ表示画面において、右ボタン１４４が押下されると、図７（ｃ）のように次の第
４９番目の画像データが表示される。そして、さらに右ボタン１４４が押下されると、図
７（ｄ）のように次の第５０番目の画像データが表示される。
【００５６】
　ここで、さらに右ボタン１４４が押下された場合、一例として図７（ｅ）のようにフォ
ルダ表示が行われ、次のフォルダとして位置情報「福島」で且つ撮影日「１２月２４日」
に該当するフォルダが選択されるものとする。このとき、位置情報「福島」で且つ撮影日
「１０月１８日」に該当するフォルダの画像リジュームポインタは最終（第５０番目）の
画像データに更新される。なお、この図７（ｅ）では選択されたフォルダが画像表示部１
５０の中心になるようにスクロールしているが、携帯機器のように小さい画面においては
有効な表示方法である。もっとも、このような表示方法によらずに全体を表示するように
してもよい。
【００５７】
　図８は、本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第３の具体例を示す図で
ある。まず、図８（ａ）のように、フォルダ表示画面において位置情報「福島」で且つ撮
影日「１０月１８日」に該当するフォルダが選択されたものとする。
【００５８】
　決定ボタン１４５が押下されることにより上記フォルダ選択が決定されると、図８（ｂ
）のように画像リジュームポインタの示す第５０番目の画像データが表示される。この画
像データ表示画面において、右ボタン１４４が押下された場合、第２の具体例とは異なり
図８（ｃ）のように次のフォルダとして位置情報「福島」で且つ撮影日「１２月２４日」
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に該当するフォルダの先頭の画像データが表示される。
【００５９】
　そして、さらに右ボタン１４４が押下されると、図８（ｄ）のように次の第２番目の画
像データが表示される。ここで、終了ボタン１４６が押下されると、図８（ｅ）のように
フォルダ表示が行われるが、このとき、位置情報「福島」で且つ撮影日「１０月１８日」
に該当するフォルダの画像リジュームポインタは最終（第５０番目）の画像データに更新
される。
【００６０】
　図９は、本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第４の具体例を示す図で
ある。まず、図９（ａ）のように、フォルダ表示画面において位置情報「福島」で且つ撮
影日「１２月２４日」に該当するフォルダが選択されたものとする。
【００６１】
　決定ボタン１４５が押下されることにより上記フォルダ選択が決定されると、図９（ｂ
）のように画像リジュームポインタの示す第３番目の画像データが表示される。この画像
データ表示画面において、右ボタン１４４が押下されると、図９（ｃ）のように次の第４
番目の画像データが表示される。そして、さらに右ボタン１４４が押下されると、図９（
ｄ）のように次の第５番目の画像データが表示される。
【００６２】
　ここで、下ボタン１４２が押下された場合、一例として図９（ｅ）のようにフォルダ表
示が行われ、下の画像グループ列におけるフォルダリジュームポインタの示す位置情報「
郡山」で且つ撮影日「１１月１７日」に該当するフォルダが選択されるものとする。この
とき、位置情報「福島」で且つ撮影日「１２月２４日」に該当するフォルダの画像リジュ
ームポインタは第５番目の画像データに更新される。
【００６３】
　図１０は、本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第５の具体例を示す図
である。まず、図１０（ａ）のように、フォルダ表示画面において位置情報「福島」で且
つ撮影日「１２月２４日」に該当するフォルダが選択されたものとする。
【００６４】
　決定ボタン１４５が押下されることにより上記フォルダ選択が決定されると、図１０（
ｂ）のように画像リジュームポインタの示す第３番目の画像データが表示される。この画
像データ表示画面において、下ボタン１４２が押下された場合、第４の具体例とは異なり
図１０（ｃ）のように下の画像グループ列におけるフォルダリジュームポインタの示す位
置情報「郡山」で且つ撮影日「１１月１７日」に該当するフォルダにおいて、画像リジュ
ームポインタの示す第７番目の画像データが表示される。
【００６５】
　そして、右ボタン１４４が押下されると、図１０（ｄ）のように次の第８番目の画像デ
ータが表示される。ここで、終了ボタン１４６が押下されると、図１０（ｅ）のようにフ
ォルダ表示が行われるが、このとき、位置情報「郡山」で且つ撮影日「１１月１７日」に
該当するフォルダの画像リジュームポインタは第８番目の画像データに更新される。
【００６６】
　図１１は、本発明の実施の形態における画像表示制御装置の一構成例を示す図である。
画像表示制御装置は、データ保持部３１０と、リジュームポインタ保持部３２０と、状態
保持部３３０と、操作入力部３４０と、表示部３５０と、表示制御部３９０とを備えてい
る。
【００６７】
　データ保持部３１０は、表示すべき画像データを保持するものである。この画像データ
は、例えば、図２（ａ）における画像データ５５０や、図４（ｂ）における画像データ６
５０に相当するものである。
【００６８】
　リジュームポインタ保持部３２０は、表示の際に必要となるリジュームポインタを保持
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するものである。このリジュームポインタは、例えば、図２（ａ）における画像リジュー
ムポインタ５４０や、図４（ａ）におけるフォルダリジュームポインタ６２０や、図４（
ｂ）における画像リジュームポインタ６４０に相当するものである。
【００６９】
　状態保持部３３０は、現在の表示状態を保持するものである。ここにいう現在の表示状
態は、例えば、図６（ａ）のようなフォルダ表示においては、選択されているフォルダに
関する情報に相当し、図６（ｂ）のような画像表示においては、表示されている画像に関
する情報に相当する。
【００７０】
　操作入力部３４０は、ユーザからの操作入力を受けて表示制御部３９０に供給するもの
であり、例えば、図１における上下左右ボタン１４１乃至１４４、決定ボタン１４５、お
よび、終了ボタン１４６に相当する。表示部３５０は、ユーザに対する表示を行うもので
あり、例えば、図１における画像表示部１５０に相当する。
【００７１】
　表示制御部３９０は、操作入力部３４０から供給された操作入力に応答して、データ保
持部３１０に保持された画像データを表示部３５０に表示するよう制御する。この表示制
御において、表示制御部３９０は、状態保持部３３０を参照して現在の表示状態を把握し
、また、表示状態の遷移に従って状態保持部３３０を更新する。
【００７２】
　さらに、表示制御部３９０は、画像グループを跨って画像データの表示が行われた際に
は、元の画像グループにおける画像リジュームポインタを更新するとともに、新たな画像
グループにおける画像リジュームポインタを参照する。また、画像グループ列を跨って画
像グループの選択が行われた際には、元の画像グループ列におけるフォルダリジュームポ
インタを更新するとともに、新たな画像グループ列におけるフォルダリジュームポインタ
を参照する。
【００７３】
　図１２は、本発明の実施の形態における画像データの一構成例を示す図である。データ
保持部３１０に保持される画像データは、例えば、実際の画像データ５９０と、その画像
データ５９０に関する記録情報５８０とから構成される。ここで、記録情報５８０は、フ
ァイル名５８１と、撮影情報５８２と、キーワード５８３と、ファイルポインタ５８４と
、サムネイルデータ５８５とを含む。
【００７４】
　ファイル名５８１は、対応する画像データ５９０のファイル名を保持する。撮影情報５
８２は、対応する画像データ５９０が撮像された際の情報を保持する。キーワード５８３
は、対応する画像データ５９０に関する任意のキーワードを保持する。ファイルポインタ
５８４は、対応する画像データ５９０の記録媒体上の位置を保持する。サムネイルデータ
５８５は、対応する画像データ５９０のいわゆるサムネイル画像データを保持する。
【００７５】
　上述の撮影情報５８２としては、例えば、位置情報、撮影日時、カメラ情報、撮影者な
どを想定することができる。ここで、位置情報は、ＧＰＳ（Global Positioning System
）に基づいた緯度経度情報から所定のデータベースを検索することにより求めることがで
きる。また、撮影日時はデジタルカメラなどに内蔵された時計回路から取得することがで
きる。また、カメラ情報は、撮影時の設定条件などの情報としてデジタルカメラ内部から
得られる、Ｆナンバー、露出時間、露出プログラム、露光補正値、ＡＧＣゲイン値、レン
ズ最小Ｆ値、フラッシュ、レンズ焦点距離、ホワイトバランス、撮影シーンタイプ、フォ
ーカスモード、被写体距離、手ぶれ補正、手ぶれ補正限界、デジタルズーム倍率、エフェ
クト撮影、ベンダー名などの情報を含む。撮影者は、デジタルカメラが複数のユーザによ
り共有して使用される場合に撮影者を登録したり、電子メール経由で受信したものについ
ては電子メールアドレスを記録することにより特定することができる。
【００７６】
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　これら撮影情報５８２は、画像グループへのグループ分けのための基礎データとして利
用される。例えば、ホワイトバランスがオートでない場合は、特にある風景に対してユー
ザーの思い入れのある画像である可能性が高いと判断できる。また、手ぶれ補正限界か否
かの情報については、その限界値を超えている場合、その画像は崩れている可能性が高く
、あえてユーザーは別途キーワードを入力する可能性が低いと判断できる。また、ベンダ
ー名は、そのデジタルカメラで撮影された画像データであるか、外部から取得された画像
データであるかの判断に利用できる。
【００７７】
　なお、図１２のように、実際の画像データ５９０と、その画像データ５９０に関する記
録情報５８０とを独立させることにより、記録情報５８０にアクセスするだけで本発明の
実施の形態を実現することを可能とし、実際の画像データ５９０に対するシーク時間を省
くことができる。もっとも、既存のＥｘｉｆ（EXchangeable Image File format）のよう
に管理ファイルと実データとを一つのファイルとして実現しても本発明の実施の形態を実
現することができる。
【００７８】
　また、図１２のように、記録情報５８０にサムネイル５８５を別途保持しておくことに
より、原画像からその都度サムネイルを作成するよりもサムネイル表示に要する時間を短
縮することができる
【００７９】
　図１３は、本発明の実施の形態が具現化される画像表示制御装置の一例としてのデジタ
ルカメラ１００の構成例を示す図である。このデジタルカメラ１００は、カメラ部１１０
と、制御部１２０と、操作入力部１４０と、画像表示部１５０と、ＧＰＳモジュール１３
６と、通信装置１３７と、記録媒体１３８と、外部インターフェース１３９とを備えてい
る。カメラ部１１０は、画像を撮像して画像データを生成する。制御部１２０は、カメラ
部１１０を制御して、カメラ部１１０において生成された画像データを記録媒体１３８に
記録させる。記録媒体１３８は、画像データをファイルとして記録する。
【００８０】
　カメラ部１１０は、光学ブロック１１１と、カメラ制御部１１２と、光電変換器１１３
と、画像信号処理部１１４とを備える。光学ブロック１１１は、内部に、被写体を撮像す
るためのレンズ群、絞り調整機構、フォーカス調整機構、ズーム機構、シャッター機構、
フラッシュ機構、および、手ぶれ補正機構などを備える。カメラ制御部１１２は、制御部
１２０から制御信号を受けて、光学ブロック１１１に供給する制御信号を生成する。そし
て、生成した制御信号を光学ブロック１１１に供給して、ズーム制御、シャッター制御、
および、露出制御などの制御を行なう。
【００８１】
　光電変換器１１３は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの撮像素子により
構成され、その結像面に、光学ブロック１１１を通じた像が結像される。この光電変換器
１１３は、シャッター操作に応じて制御部１２０から供給される画像取り込みタイミング
信号を受けて、結像面に結像されている被写体像を画像信号に変換し、画像信号処理部１
１４に供給する。
【００８２】
　画像信号処理部１１４は、制御部１２０からの制御信号に基づいて、画像信号について
のガンマ補正やＡＧＣ（Auto Gain Control）などの処理を行なうとともに、画像信号を
デジタル信号としての画像信号に変換する処理も行なう。
【００８３】
　制御部１２０は、処理装置１２１と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２２と、ＲＡＭ（
Random Access Memory）１２３と、操作入力インターフェース１２４と、表示制御部１２
５と、ＧＰＳインターフェース１２６と、通信インターフェース１２７と、媒体インター
フェース１２８と、時計回路１２９とがシステムバス１３０を介して接続されることによ
り構成される。
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【００８４】
　処理装置１２１は制御部１２０全体の処理を司るものであり、作業領域としてＲＡＭ１
２３を使用する。ＲＯＭ１２２には、カメラ部１１０を制御するためのプログラムや、画
像信号の記録制御および再生制御などを実行するためのプログラムが書き込まれている。
これにより、図１１の表示制御部３９０は制御部１２０として具現化される。また、図１
１のリジュームポインタ保持部３２０や状態保持部３３０はＲＡＭ１２３として具現化さ
れる。
【００８５】
　操作入力インターフェース１２４には、操作入力部１４０が接続される。この操作入力
部１４０には、例えば、図１における上下左右ボタン１４１乃至１４４、決定ボタン１４
５、および、終了ボタン１４６の他、撮影モードと再生モードなどの他のモードとを切り
換えるモード切り換えキー、ズーム調整キー、露出調整のためのキー、シャッターキーな
どの複数のキーが設けることができる。処理装置１２１は、操作入力部１４０においてい
ずれのキーが操作されたかを判別し、その判別結果に応じた制御処理を行なう。
【００８６】
　表示制御部１２５には、画像表示部１５０が接続される。この画像表示部１５０は画像
表示やメニュー表示を行うものであり、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などに
より実現される。
【００８７】
　ＧＰＳインターフェース１２６には、ＧＰＳモジュール１３６が接続される。このＧＰ
Ｓモジュール１３６は、人工衛星を利用して現在位置を調べるシステムであり、上述の撮
影情報としての位置情報を取得するために用いられる。
【００８８】
　通信インターフェース１２７には、通信装置１３７が接続される。この通信装置１３７
は、他の装置と通信を行い、動画データを含むデータの送受信を行う。この通信装置１３
７は、（図示しない）高周波（ＲＦ：Radio Frequency）部、中間周波数（ＩＦ：Interme
diate Frequency）部、および、Ａ／Ｄ（Analog-Digital）変換部などを含んで構成され
る。
【００８９】
　媒体インターフェース１２８には、上述の記録媒体１３８が装着される。また、時計回
路１２９は、日時を計時する回路であり、上述の撮影情報としての撮影日時を生成するた
めに用いられる。
【００９０】
　なお、ここでは、画像表示制御装置の一例としてデジタルカメラ１００の構成例につい
て説明したが、このデジタルカメラ１００以外にも携帯機器等の種々の画像表示制御装置
に適用可能であることはいうまでもない。
【００９１】
　図１４は、本発明の実施の形態におけるデジタルカメラ１００をクレードル２００にセ
ットした状態を示す図である。クレードル（cradle）２００は、デジタルカメラ１００の
機能を拡張するためのスタンド型機器であり、デジタルカメラ１００を載せることにより
その機能を発揮する。近年、デジタルカメラ１００自身は小型化が要求されていることか
ら、入出力端子はクレードル２００側に設けられることが多くなっている。
【００９２】
　クレードル２００における機能は、クレードル２００に設置されたスイッチ２１０によ
り選択される。このスイッチ２１０が「充電」を指している状態では、デジタルカメラ１
００の充電が行われる。また、スイッチ２１０が「デジタル」を指している状態では、例
えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）等のデジタル入出力バスの接続が可能になる。これ
により、選択された画像をデジタル入出力バスを通じてプリンタやコンピュータに送信す
ることができる。また、スイッチ２１０が「アナログ」を指している状態では、アナログ
入出力ラインの接続が可能になる。これにより、例えば、外部からのアナログビデオ信号
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をデジタルカメラ１００に取り込むことができる。
【００９３】
　デジタルカメラ１００がクレードル２００に載せられると、デジタルカメラ１００の外
部インターフェース１３９がクレードル２００の（図示しない）コネクタと接続する。ク
レードル２００の設置面積をなるべく小さくするため、外部インターフェース１３９はデ
ジタルカメラ１００の四方側面のうち狭い面に設けられる。すなわち、図１のように横置
きで使用されるデジタルカメラ１００をクレードル２００に搭載すると、図１４のように
縦置きに収納されることになる。このようにクレードル２００に搭載された状態でユーザ
が操作しようとした場合、画像表示部１５０の表示方向がそのままでは見難いため、９０
度回転させることができれば便利である。このとき、上下左右ボタン１４１乃至１４４の
配置も併せて変更する必要がある。
【００９４】
　そこで、デジタルカメラ１００は、クレードル２００との接続を確認すると、画像表示
部１５０の表示方向を反時計回りに９０度回転させて、画像表示や撮影日時表示をユーザ
の視点に合致させる。また、上下左右ボタン１４１乃至１４４の意味付けとして、ボタン
１４３を上ボタンとし、ボタン１４４を下ボタンとし、ボタン１４２を左ボタンとし、ま
た、ボタン１４１を右ボタンとして、それぞれ機能させるよう切り替えを行う。
【００９５】
　これにより、デジタルカメラ１００を縦に搭載してクレードル２００の設置面積を小さ
くしながら、デジタルカメラ１００の上下左右ボタン１４１乃至１４４を活かすことがで
き、クレードル２００上のボタンを最小限に留めることができる。
【００９６】
　次に本発明の実施の形態における画像表示制御装置の動作について図面を参照して説明
する。
【００９７】
　図１５は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例で用いられるデータ構
造を示す図である。ここでは、撮影情報の一例として撮影日５１０を利用するものとして
、撮影日５１０が同じ画像データ同士が同じ画像グループとしてグループ分けされている
。
【００９８】
　ここで、撮影日５１０がＤ１からＤＮまでのＮ個存在すると仮定して、インデックス変
数ｉを用いる。すなわち、第ｉ番目の撮影日５１０はＤｉとして表される。また、第ｉ番
目の画像グループに属する画像データ５５０は、Ｊｉ個存在すると仮定して、インデック
ス変数ｊを用いる。これにより、第ｉ番目の画像グループに属する第ｊ番目の画像データ
５５０はＡｉｊとして表される。
【００９９】
　また、各画像グループには画像リジュームポインタ５４０が設けられる。この画像リジ
ュームポインタ５４０は、第ｉ番目の画像グループにおいて最後に表示された画像データ
５５０の位置を表すものであり、ＲＡｉとして表される。
【０１００】
　図１６は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例による画像表示動作の
一例を示す図である。まず、インデックス変数ｉおよびｊがともに「１」に初期化される
（ステップＳ７１１）。これにより、画像データＡｉｊとして、最初の画像データＡ１１

が表示される（ステップＳ７１２）。ここで、終了ボタン１４６が押下されると、画像デ
ータの表示は終了する（ステップＳ７１４）。
【０１０１】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において、右ボタン１４４が押下されると（ス
テップＳ７２１）、画像グループ内のインデックス変数ｊが１増加する（ステップＳ７２
５）。このとき、もしインデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画像デー
タの最大数Ｊｉを超えているときには（ステップＳ７２６）、インデックス変数ｊは最小
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値である「１」に設定される（ステップＳ７２９）。すなわち、右ボタン１４４が押下さ
れた場合には同じ画像グループ内において循環表示が行われる。
【０１０２】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において、左ボタン１４３が押下されると（ス
テップＳ７２１）、画像グループ内のインデックス変数ｊが１減少する（ステップＳ７３
５）。このとき、もしインデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画像デー
タの最小値である「１」より小さくなっているときには（ステップＳ７３６）、インデッ
クス変数ｊは最大数Ｊｉに設定される（ステップＳ７３９）。すなわち、左ボタン１４３
が押下された場合にも同じ画像グループ内において循環表示が行われる。
【０１０３】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において、上ボタン１４１または下ボタン１４
２が押下されると（ステップＳ７１４）、これまで表示されていた画像データのインデッ
クス変数ｊが第ｉ番目の画像グループの画像リジュームポインタとして保持される（ステ
ップＳ７４２）。そして、上ボタン１４１が押下されたのであれば（ステップＳ７５１）
、画像グループを示すインデックス変数ｉが１減少する（ステップＳ７６５）。このとき
、もしインデックス変数ｉの値が、画像グループ数の最小値である「１」より小さくなっ
ているときには（ステップＳ７６６）、インデックス変数ｉは最大数Ｎに設定される（ス
テップＳ７６７）。すなわち、上ボタン１４１が押下された場合には画像グループの循環
表示が行われる。
【０１０４】
　また、下ボタン１４２が押下されたのであれば（ステップＳ７５１）、画像グループを
示すインデックス変数ｉが１増加する（ステップＳ７５５）。このとき、もしインデック
ス変数ｉの値が、画像グループ数の最大数Ｎを超えているときには（ステップＳ７５６）
、インデックス変数ｉは最小値である「１」に設定される（ステップＳ７５７）。すなわ
ち、下ボタン１４２が押下された場合にも画像グループの循環表示が行われる。
【０１０５】
　そして、上ボタン１４１または下ボタン１４２の何れが押下された場合でも、新たな画
像グループにおける画像リジュームポインタの値が新たな画像データのインデックス変数
ｊとして設定される（ステップＳ７５８）。
【０１０６】
　そして、これら上下左右ボタン１４１乃至１４４の何れが押下された場合でも、次の画
像データＡｉｊの表示が行われる（ステップＳ７１２）。
【０１０７】
　この図１６の例では、左右ボタン１４３または１４４が押下された際には、同じ画像グ
ループ内において循環表示が行われることを想定したが、次の例のように画像グループを
跨った表示を想定することもできる。
【０１０８】
　図１７は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例による画像表示動作の
他の例を示す図である。この図１７の例は、図１６の例とほぼ同様の手順を示しているが
、左右ボタン１４３または１４４が押下された際のインデックス変数ｊの更新の態様が以
下のように異なっている。
【０１０９】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において、右ボタン１４４が押下されると（ス
テップＳ７２１）、画像グループ内のインデックス変数ｊが１増加する（ステップＳ７２
５）。このとき、もしインデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画像デー
タの最大数Ｊｉを超えていれば（ステップＳ７２６）、その最大数Ｊｉが第ｉ番目の画像
グループの画像リジュームポインタとして保持される（ステップＳ７２７）。そして、画
像グループを示すインデックス変数ｉが１増加するとともに（ステップＳ７２８）、新た
な画像データのインデックス変数ｊとして「１」が設定される（ステップＳ７２９）。す
なわち、右ボタン１４４が押下されてその画像グループ内の最終画像データより先に進も
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うとした場合には、次の画像グループ内の最初の画像データが表示される。
【０１１０】
　また、画像データＡｉｊが表示されている状態において、左ボタン１４３が押下される
と（ステップＳ７２１）、画像グループ内のインデックス変数ｊが１減少する（ステップ
Ｓ７３５）。このとき、もしインデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画
像データの最小値である「１」より小さくなっていれば（ステップＳ７３６）、その最小
値「１」が第ｉ番目の画像グループの画像リジュームポインタとして保持される（ステッ
プＳ７３７）。そして、画像グループを示すインデックス変数ｉが１減少するとともに（
ステップＳ７３８）、新たな画像データのインデックス変数ｊとして第ｉ番目の画像グル
ープ内の画像データの最大数Ｊｉが設定される（ステップＳ７３９）。すなわち、左ボタ
ン１４３が押下されてその画像グループ内の最初の画像データより前に進もうとした場合
には、前の画像グループ内の最終画像データが表示される。
【０１１１】
　図１８は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例で用いられるデータ構
造を示す図である。ここでは、撮影情報の一例として位置情報６１０および撮影日を利用
するものとして、位置情報６１０および撮影日が同じ画像データ同士が同じ画像グループ
としてグループ分けされている。また、位置情報６１０が同じ画像データ同士が同じ画像
グループ列となるよう束ねられている。
【０１１２】
　すなわち、図１８（ａ）のように、位置情報６１０のそれぞれに対応して画像グループ
列を構成するフォルダ６３０が束ねられている。ここで、位置情報６１０がＰ１からＰＬ

までのＬ個存在すると仮定して、インデックス変数ｋを用いる。すなわち、第ｋ番目の位
置情報６１０はＰｋとして表される。また、フォルダ６３０にはフォルダ番号として連続
番号が付与され、第ｋ番目の画像グループ列に属するフォルダ番号の最小値はＳｋとして
、最大値はＴｋとしてそれぞれ表される。この例では、第２番目の画像グループ列に属す
るフォルダ番号の最小値Ｓ２は「７」で、最大値Ｔ２は「１０」である。
【０１１３】
　また、各画像グループ列にはフォルダリジュームポインタ６２０が設けられる。このフ
ォルダリジュームポインタ６２０は、第ｋ番目の画像グループ列において最後に選択され
たフォルダ６３０の画像グループ列内の位置を表すものであり、ＲＦｋとして表される。
【０１１４】
　また、図１８（ｂ）において、フォルダ６３０がＦ１からＦＮまでのＮ個存在すると仮
定して、インデックス変数ｉを用いる。すなわち、第ｉ番目のフォルダ６３０はＦｉとし
て表される。また、第ｉ番目の画像グループに属する画像データ６５０は、Ｊｉ個存在す
ると仮定して、インデックス変数ｊを用いる。これにより、第ｉ番目の画像グループに属
する第ｊ番目の画像データ６５０はＡｉｊとして表される。
【０１１５】
　また、各画像グループには画像リジュームポインタ６４０が設けられる。この画像リジ
ュームポインタ５４０は、第ｉ番目の画像グループにおいて最後に表示された画像データ
６５０の位置を表すものであり、ＲＡｉとして表される。
【０１１６】
　図１９は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例によるフォルダ表示動
作の一例を示す図である。まず、インデックス変数ｉ、ｊおよびｋがともに「１」に初期
化される（ステップＳ８１１）。そして、例えば図６（ａ）のように、フォルダＦｉが選
択された画面表示が行われ、そのフォルダのサムネイル画像Ａｉｊが代表画像として併せ
て表示される（ステップＳ８１２）。ここで、決定ボタン１４５が押下されると、画像表
示画面に移行する（ステップＳ８１３）。また、終了ボタン１４６が押下されると、画像
データの表示は終了する（ステップＳ８１４）。
【０１１７】
　フォルダＦｉが選択されている状態において、右ボタン１４４が押下されると（ステッ
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プＳ８２１）、画像グループのインデックス変数ｉが１増加する（ステップＳ８２５）。
このとき、もしインデックス変数ｉの値が、第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最大
値Ｔｋを超えているときには（ステップＳ８２６）、インデックス変数ｉに最小値Ｓｋが
設定される（ステップＳ８２９）。すなわち、フォルダ表示画面において右ボタン１４４
が押下された場合には同じ画像グループ列において循環表示が行われる。
【０１１８】
　フォルダＦｉが選択されている状態において、左ボタン１４３が押下されると（ステッ
プＳ８２１）、画像グループのインデックス変数ｉが１減少する（ステップＳ８３５）。
このとき、もしインデックス変数ｉの値が、第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最小
値Ｓｋより小さくなっているときには（ステップＳ８３６）、インデックス変数ｉに最大
値Ｔｋが設定される（ステップＳ８３９）。すなわち、フォルダ表示画面において左ボタ
ン１４３が押下された場合にも同じ画像グループ列において循環表示が行われる。
【０１１９】
　フォルダＦｉが選択されている状態において、上ボタン１４１または下ボタン１４２が
押下されると（ステップＳ８１４）、これまで選択されていたフォルダのインデックス変
数ｉが第ｋ番目の画像グループ列のフォルダリジュームポインタとして保持される（ステ
ップＳ８４２）。そして、上ボタン１４１が押下されたのであれば（ステップＳ８５１）
、画像グループ列を示すインデックス変数ｋが１減少する（ステップＳ８６５）。このと
き、もしインデックス変数ｋの値が、画像グループ列数の最小値である「１」より小さく
なっているときには（ステップＳ８６６）、インデックス変数ｋは最大数Ｌに設定される
（ステップＳ８６７）。すなわち、上ボタン１４１が押下された場合には画像グループ列
の循環選択が行われる。
【０１２０】
　また、下ボタン１４２が押下されたのであれば（ステップＳ８５１）、画像グループ列
を示すインデックス変数ｋが１増加する（ステップＳ８５５）。このとき、もしインデッ
クス変数ｋの値が、画像グループ数の最大数Ｌを超えているときには（ステップＳ８５６
）、インデックス変数ｋは最小値である「１」に設定される（ステップＳ８５７）。すな
わち、下ボタン１４２が押下された場合にも画像グループ列の循環選択が行われる。
【０１２１】
　そして、上ボタン１４１または下ボタン１４２の何れが押下された場合でも、新たな画
像グループ列におけるフォルダリジュームポインタの値が新たなフォルダのインデックス
変数ｉとして設定される（ステップＳ８５８）。
【０１２２】
　そして、これら上下左右ボタン１４１乃至１４４の何れが押下された場合でも、次のフ
ォルダＦｉの選択表示が行われる（ステップＳ８１２）。
【０１２３】
　この図１９の例では、左右ボタン１４３または１４４が押下された際には、同じ画像グ
ループ列において循環選択が行われることを想定したが、次の例のように画像グループ列
を跨った表示を想定することもできる。
【０１２４】
　図２０は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例によるフォルダ表示動
作の他の例を示す図である。この図２０の例は、図１９の例とほぼ同様の手順を示してい
るが、左右ボタン１４３または１４４が押下された際のインデックス変数ｉの更新の態様
が以下のように異なっている。
【０１２５】
　フォルダＦｉが選択されている状態において、右ボタン１４４が押下されると（ステッ
プＳ８２１）、画像グループのインデックス変数ｉが１増加する（ステップＳ８２５）。
このとき、もしインデックス変数ｉの値が、第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最大
値Ｔｋを超えていれば（ステップＳ８２６）、その最大数Ｔｋが第ｋ番目の画像グループ
列のフォルダリジュームポインタとして保持される（ステップＳ８７１）。そして、画像
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グループ列を示すインデックス変数ｋが１増加する（ステップＳ８７２）。このとき、も
しインデックス変数ｋの値が、画像グループ数の最大数Ｌを超えているときには（ステッ
プＳ８７３）、インデックス変数ｋは最小値である「１」に設定される（ステップＳ８７
４）。すなわち、右ボタン１４４が押下されてその画像グループ列の最終フォルダより先
に進もうとした場合には、次の画像グループ列の最初のフォルダが表示される。
【０１２６】
　また、フォルダＦｉが選択されている状態において、左ボタン１４３が押下されると（
ステップＳ８２１）、画像グループのインデックス変数ｉが１減少する（ステップＳ８３
５）。このとき、もしインデックス変数ｉの値が、第ｋ番目の画像グループ列のフォルダ
の最小値Ｓｋより小さければ（ステップＳ８３６）、その最小値Ｓｋが第ｋ番目の画像グ
ループ列のフォルダリジュームポインタとして保持される（ステップＳ８８１）。そして
、画像グループ列を示すインデックス変数ｋが１減少する（ステップＳ８８２）。このと
き、もしインデックス変数ｋの値が、画像グループ数の最小値である「１」より小さいと
きには（ステップＳ８８３）、インデックス変数ｋは最大数Ｌに設定される（ステップＳ
８８４）。すなわち、左ボタン１４３が押下されてその画像グループ列の最初のフォルダ
より前に進もうとした場合には、前の画像グループ列の最後のフォルダが表示される。
【０１２７】
　図２１は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例による画像表示動作の
一例を示す図である。図１９または図２０において決定ボタン１４５が押下されると（ス
テップＳ８１３）、画像Ａｉｊが表示される（ステップＳ９１２）。また、終了ボタン１
４６が押下されると、画像データの表示は終了してフォルダ表示画面（図１９または図２
０のステップＳ８１２）に戻る（ステップＳ９１４）。
【０１２８】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において、右ボタン１４４が押下されると（ス
テップＳ９２１）、画像グループ内のインデックス変数ｊが１増加する（ステップＳ９２
２）。このとき、もしインデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画像デー
タの最大数Ｊｉを超えていなければ（ステップＳ９２３）、次の画像Ａｉｊが表示される
（ステップＳ９１２）。
【０１２９】
　一方、インデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画像データの最大数Ｊ

ｉを超えていれば（ステップＳ９２３）、その最大数Ｊｉが第ｉ番目の画像グループの画
像リジュームポインタとして保持される（ステップＳ９２４）。そして、画像グループを
示すインデックス変数ｉが１増加する（ステップＳ９２５）。このとき、もしインデック
ス変数ｉの値が、第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最大値Ｔｋを超えていれば（ス
テップＳ９２６）、インデックス変数ｉに第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最小値
Ｓｋが設定される（ステップＳ９２９）。そして、新たな画像グループにおける画像リジ
ュームポインタの値が新たな画像データのインデックス変数ｊとして設定されて（ステッ
プＳ９５９）、フォルダ表示画面（図１９または図２０のステップＳ８１２）に戻る。す
なわち、右ボタン１４４が押下された際にフォルダ（画像グループ）を跨る場合には、フ
ォルダ表示画面に戻るように動作する。
【０１３０】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において、左ボタン１４３が押下されると（ス
テップＳ９２１）、画像グループ内のインデックス変数ｊが１減少する（ステップＳ９３
２）。このとき、もしインデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画像デー
タの最小数である「１」より小さくなければ（ステップＳ９３３）、次の画像Ａｉｊが表
示される（ステップＳ９１２）。
【０１３１】
　一方、インデックス変数ｊの値が、第ｉ番目の画像グループ内の画像データの最小数で
ある「１」より小さければ（ステップＳ３３３）、その最小数である「１」が第ｉ番目の
画像グループの画像リジュームポインタとして保持される（ステップＳ９３４）。そして
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、画像グループを示すインデックス変数ｉが１減少する（ステップＳ９３５）。このとき
、もしインデックス変数ｉの値が、第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最小値Ｓｋよ
り小さければ（ステップＳ９３６）、インデックス変数ｉに第ｋ番目の画像グループ列の
フォルダの最大値Ｔｋが設定される（ステップＳ９３９）。そして、新たな画像グループ
における画像リジュームポインタの値が新たな画像データのインデックス変数ｊとして設
定されて（ステップＳ９５９）、フォルダ表示画面（図１９または図２０のステップＳ８
１２）に戻る。すなわち、左ボタン１４３が押下された際にフォルダ（画像グループ）を
跨る場合には、フォルダ表示画面に戻るように動作する。
【０１３２】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において、上下ボタン１４１または１４２が押
下されると（ステップＳ９１４）、第ｉ番目の画像グループにおける画像リジュームポイ
ンタにインデックス変数ｊが設定され（ステップＳ９４１）、第ｋ番目の画像グループ列
におけるフォルダリジュームポインタにインデックス変数ｉが設定される（ステップＳ９
４２）。そして、上ボタン１４１が押下されたのであれば（ステップＳ９５１）、画像グ
ループ列を示すインデックス変数ｋが１減少する（ステップＳ９６５）。このとき、もし
インデックス変数ｋの値が、画像グループ列数の最小値である「１」より小さくなってい
るときには（ステップＳ９６６）、インデックス変数ｋは最大数Ｌに設定される（ステッ
プＳ９６７）。そして、新たな画像グループ列におけるフォルダリジュームポインタの値
が新たなフォルダのインデックス変数ｉとして設定され（ステップＳ９５８）、新たな画
像グループにおける画像リジュームポインタの値が新たな画像データのインデックス変数
ｊとして設定されて（ステップＳ９５９）、フォルダ表示画面（図１９または図２０のス
テップＳ８１２）に戻る。すなわち、上ボタン１４１が押下された場合には画像グループ
列の循環選択が行われる。
【０１３３】
　また、下ボタン１４２が押下されたのであれば（ステップＳ９５１）、画像グループ列
を示すインデックス変数ｋが１増加する（ステップＳ９５５）。このとき、もしインデッ
クス変数ｋの値が、画像グループ数の最大数Ｌを超えているときには（ステップＳ９５６
）、インデックス変数ｋは最小値である「１」に設定される（ステップＳ９５７）。そし
て、新たな画像グループ列におけるフォルダリジュームポインタの値が新たなフォルダの
インデックス変数ｉとして設定され（ステップＳ９５８）、新たな画像グループにおける
画像リジュームポインタの値が新たな画像データのインデックス変数ｊとして設定されて
（ステップＳ９５９）、フォルダ表示画面（図１９または図２０のステップＳ８１２）に
戻る。すなわち、下ボタン１４２が押下された場合にも画像グループ列の循環選択が行わ
れる。
【０１３４】
　この図２１の例では、上下左右ボタン１４１乃至１４４が押下された際にフォルダ（画
像グループ）を跨る場合には、フォルダ表示画面に戻ることを想定したが、次の例のよう
に画像グループを跨った画像表示を想定することもできる。
【０１３５】
　図２２は、本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例による画像表示動作の
他の例を示す図である。この図２２の例は、図２１の例とほぼ同様の手順を示しているが
、上下左右ボタン１４１乃至１４４が押下された際の画面遷移の態様が以下のように異な
っている。
【０１３６】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において右ボタン１４４が押下された結果（ス
テップＳ９２１）、フォルダを跨った場合には（ステップＳ９２３）、インデックス変数
ｉが１つ増加するが（ステップＳ９２５）、このとき、もしインデックス変数ｉの値が第
ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最大値Ｔｋを超えていなければ（ステップＳ９２６
）、次の画像Ａｉｊが表示される（ステップＳ９１２）。
【０１３７】
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　一方、インデックス変数ｉの値が第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最大値Ｔｋを
超えていれば（ステップＳ９２６）、その最大数Ｔｋが第ｋ番目の画像グループ列のフォ
ルダリジュームポインタとして保持される（ステップＳ９７１）。そして、画像グループ
列を示すインデックス変数ｋが１増加する（ステップＳ９７２）。このとき、もしインデ
ックス変数ｋの値が、画像グループ数の最大数Ｌを超えているときには（ステップＳ９７
３）、インデックス変数ｋは最小値である「１」に設定される（ステップＳ９７４）。
そして、新たな画像グループにおける画像リジュームポインタの値が新たな画像データの
インデックス変数ｊとして設定されて（ステップＳ９５９）、次の画像Ａｉｊが表示され
る（ステップＳ９１２）。すなわち、右ボタン１４４が押下された際にフォルダ（画像グ
ループ）を跨る場合には、次のフォルダの画像表示を行うように動作する。
【０１３８】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において左ボタン１４３が押下された結果（ス
テップＳ９２１）、フォルダを跨った場合には（ステップＳ９３３）、インデックス変数
ｉが１つ減少するが（ステップＳ９３５）、このとき、もしインデックス変数ｉの値が第
ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最小値Ｓｋより小さくなければ（ステップＳ９３６
）、次の画像Ａｉｊが表示される（ステップＳ９１２）。
【０１３９】
　一方、インデックス変数ｉの値が第ｋ番目の画像グループ列のフォルダの最小値Ｓｋよ
り小さければ（ステップＳ９３６）、その最小値Ｓｋが第ｋ番目の画像グループ列のフォ
ルダリジュームポインタとして保持される（ステップＳ９８１）。そして、画像グループ
列を示すインデックス変数ｋが１減少する（ステップＳ９８２）。このとき、もしインデ
ックス変数ｋの値が、画像グループ数の最小値である「１」より小さいときには（ステッ
プＳ９８３）、インデックス変数ｋは最大数Ｌに設定される（ステップＳ９８４）。そし
て、新たな画像グループにおける画像リジュームポインタの値が新たな画像データのイン
デックス変数ｊとして設定されて（ステップＳ９５９）、次の画像Ａｉｊが表示される（
ステップＳ９１２）。すなわち、左ボタン１４３が押下された際にフォルダ（画像グルー
プ）を跨る場合には、前のフォルダの画像表示を行うように動作する。
【０１４０】
　画像データＡｉｊが表示されている状態において上下ボタン１４１または１４２が押下
された結果（ステップＳ９５１）、新たな画像グループ列におけるフォルダリジュームポ
インタの値が新たなフォルダのインデックス変数ｉとして設定され（ステップＳ９５８）
、新たな画像グループにおける画像リジュームポインタの値が新たな画像データのインデ
ックス変数ｊとして設定された後（ステップＳ９５９）、次の画像Ａｉｊが表示される（
ステップＳ９１２）。すなわち、上下ボタン１４１または１４２が押下されて画像グルー
プ列を跨る際、その画像グループ列におけるフォルダリジュームポインタの示すフォルダ
（画像グループ）において、そのフォルダにおける画像リジュームポインタの示す画像表
示を行うように動作する。
【０１４１】
　このように、本発明の実施の形態によれば、データ保持部３１０に保持された画像デー
タ（５５０、６５０）を所定の画像グループ（５１０、６３０）に分けるとともに、各画
像グループにおいて最後に表示された画像データの位置（５４０、６４０）をリジューム
ポインタ保持部３２０に記憶しておくことにより、表示部３５０に表示すべき画像データ
を選択する際の操作性を向上させることができる。
【０１４２】
　また、上記画像グループを所定の撮影情報５８２に基づいて画像グループ列として束ね
て、各画像グループ列において最後に選択された画像グループの位置（６２０）をリジュ
ームポインタ保持部３２０に記憶しておくことにより、選択すべき画像グループを特定す
る際の操作性を向上させることができる。
【０１４３】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、以下
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に示すように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これ
に限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すこと
ができる。
【０１４４】
　すなわち、請求項１において、データ保持手段は例えばデータ保持部３１０に対応する
。また、リジュームポインタ保持手段は例えばリジュームポインタ保持部３２０に対応す
る。また、画像リジュームポインタは、画像リジュームポインタ５４０または６４０に対
応する。また、操作入力手段は例えば操作入力部３４０に対応する。また、表示制御手段
は例えば表示制御部３９０に対応する。
【０１４５】
　また、請求項２、３、６、７または８において、画像データ切替操作入力手段は例えば
左右ボタン１４３および１４４に対応する。
【０１４６】
　また、請求項４または９において、撮影情報は例えば撮影情報５８２に対応する。
【０１４７】
　また、請求項５において、データ保持手段は例えばデータ保持部３１０に対応する。ま
た、画像リジュームポインタ保持手段および画像グループリジュームポインタ保持手段は
例えばリジュームポインタ保持部３２０に対応する。また、画像リジュームポインタは、
画像リジュームポインタ５４０または６４０に対応する。また、画像グループリジューム
ポインタは、フォルダリジュームポインタ６２０に対応する。また、操作入力手段は例え
ば操作入力部３４０に対応する。また、表示制御手段は例えば表示制御部３９０に対応す
る。
【０１４８】
　また、請求項１０において、データ保持手段は例えばデータ保持部３１０に対応する。
また、リジュームポインタ保持手段は例えばリジュームポインタ保持部３２０に対応する
。また、画像リジュームポインタは、画像リジュームポインタ５４０または６４０に対応
する。また、操作入力手段は例えば操作入力部３４０に対応する。また、表示手段は例え
ば表示部３５０に対応する。また、表示制御手段は例えば表示制御部３９０に対応する。
【０１４９】
　また、請求項１１において、データ保持手段は例えばデータ保持部３１０に対応する。
また、画像リジュームポインタ保持手段および画像グループリジュームポインタ保持手段
は例えばリジュームポインタ保持部３２０に対応する。また、画像リジュームポインタは
、画像リジュームポインタ５４０または６４０に対応する。また、画像グループリジュー
ムポインタは、フォルダリジュームポインタ６２０に対応する。また、操作入力手段は例
えば操作入力部３４０に対応する。また、表示手段は例えば表示部３５０に対応する。ま
た、表示制御手段は例えば表示制御部３９０に対応する。
【０１５０】
　また、請求項１２または１４において、データ保持手段は例えばデータ保持部３１０に
対応する。また、リジュームポインタ保持手段は例えばリジュームポインタ保持部３２０
に対応する。また、画像リジュームポインタは、画像リジュームポインタ５４０または６
４０に対応する。
【０１５１】
　また、請求項１３または１５において、データ保持手段は例えばデータ保持部３１０に
対応する。また、画像リジュームポインタ保持手段および画像グループリジュームポイン
タ保持手段は例えばリジュームポインタ保持部３２０に対応する。また、画像リジューム
ポインタは、画像リジュームポインタ５４０または６４０に対応する。また、画像グルー
プリジュームポインタは、フォルダリジュームポインタ６２０に対応する。
【０１５２】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
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グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５３】
　本発明の活用例として、例えばデジタルカメラなどの表示面積の小さい画像表示装置に
おいて画像の選択表示を行う際に本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明の実施の形態が具現化される画像表示制御装置の一例としてのデジタルカ
メラ１００の背面概観例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例による画像データの配置を
示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における画像グループの他の例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第１の具体例を示す図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第２の具体例を示す図であ
る。
【図８】本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第３の具体例を示す図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第４の具体例を示す図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態における上記第２の表示例による第５の具体例を示す図で
ある。
【図１１】本発明の実施の形態における画像表示制御装置の一構成例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態における画像データの一構成例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態が具現化される画像表示制御装置の一例としてのデジタル
カメラ１００の構成例を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態におけるデジタルカメラ１００をクレードル２００にセッ
トした状態を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例で用いられるデータ構造
を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例による画像表示動作の一
例を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態における画像表示態様の第１の例による画像表示動作の他
の例を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例で用いられるデータ構造
を示す図である。
【図１９】本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例によるフォルダ表示動作
の一例を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例によるフォルダ表示動作
の他の例を示す図である。
【図２１】本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例による画像表示動作の一
例を示す図である。
【図２２】本発明の実施の形態における画像表示態様の第２の例による画像表示動作の他
の例を示す図である。
【符号の説明】
【０１５５】
　１００　デジタルカメラ
　１００　画像データ
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　１１０　カメラ部
　１１１　光学ブロック
　１１２　カメラ制御部
　１１３　光電変換器
　１１４　画像信号処理部
　１２０　制御部
　１２１　処理装置
　１２２　ＲＯＭ
　１２３　ＲＡＭ
　１２４　操作入力インターフェース
　１２５　表示制御部
　１２６　ＧＰＳインターフェース
　１２７　通信インターフェース
　１２８　媒体インターフェース
　１２９　時計回路
　１３０　システムバス
　１３６　ＧＰＳモジュール
　１３７　通信装置
　１３８　記録媒体
　１３９　外部インターフェース
　１４０　操作入力部
　１４１　上ボタン
　１４２　下ボタン
　１４３　左ボタン
　１４４　右ボタン
　１４５　決定ボタン
　１４６　終了ボタン
　１４９　シャッターボタン
　１５０　画像表示部
　１５１　撮影日
　１５２　画像表示
　１５３　位置情報
　１５３　撮影日時
　１５４　フォルダ
　２００　クレードル
　２１０　スイッチ
　３１０　データ保持部
　３２０　リジュームポインタ保持部
　３３０　状態保持部
　３４０　操作入力部
　３５０　表示部
　３９０　表示制御部
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