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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像を記録する記録手段と、
　自装置の筐体の一面に設けられた表示領域に前記複数の画像を表示する表示手段と、
　前記筐体の一面とは反対の面に設けられた検出領域に近接して位置する第１形状の操作
体を検出する検出手段と、
　前記第１形状の操作体が検出されると、前記第１形状の操作体に対応するオブジェクト
を前記表示領域に表示し、さらに前記第１形状の操作体の移動が検出されると、前記操作
体の形状毎に定められた移動パターンに従って、前記第１形状の操作体の移動に連動して
、前記表示領域上で前記複数の画像を基準点に対して回転させて表示する表示制御手段と
　を備える携帯型表示装置。
【請求項２】
　前記検出領域に近接して移動する前記第１形状の操作体の移動速度を算出する算出手段
をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記第１形状の操作体の移動速度が閾値以上である場合に、前記
表示領域上で前記複数の画像を前記基準点に対して慣性を伴って回転させて表示する、請
求項１に記載の携帯型表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記複数の画像を前記基準点に対して慣性を伴って一方向に回転
させている途中で、前記第１形状の操作体による前記一方向とは反対の方向への移動が検
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出されると、前記表示領域上で前記複数の画像の回転を中止させて表示する、請求項２に
記載の携帯型表示装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、前記検出領域に近接して位置する前記第１形状とは異なる第２形状の
操作体を検出し、
　前記表示制御手段は、前記第２形状の操作体が検出されると、前記第２形状の操作体に
対応するオブジェクトを前記表示領域に表示し、さらに前記第２形状の操作体の移動が検
出されると、前記第２形状の操作体の移動に連動して、前記表示領域上で前記複数の画像
をスクロールさせて表示する、請求項１に記載の携帯型表示装置。
【請求項５】
　前記検出領域に近接して移動する前記第２形状の操作体の移動速度を算出する算出手段
をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記第２形状の操作体の移動速度が閾値以上である場合に、前記
表示領域上で前記複数の画像を慣性を伴ってスクロールさせて表示する、請求項４に記載
の携帯型表示装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記複数の画像を一方向に慣性を伴ってスクロールさせている途
中で、前記第２形状の操作体による前記一方向とは反対の方向への移動が検出されると、
前記表示領域上で前記複数の画像のスクロールを中止させて表示する、請求項５に記載の
携帯型表示装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記複数の画像をグループ毎に相異なる方向に並べて、前記基準点に
対して放射状に前記表示領域に表示する、請求項１から６のいずれか１項に記載の携帯型
表示装置。
【請求項８】
　前記表示手段が液晶パネルを備え、前記検出手段がＣＣＤまたはＣＭＯＳイメージャを
備えている、請求項１から７のいずれか１項に記載の携帯型表示装置。
【請求項９】
　前記表示手段は、前記複数の画像とともに、前記複数の画像のグループ名を表示する、
請求項１から８のいずれか１項に記載の携帯型表示装置。
【請求項１０】
　携帯型表示装置において、
　自装置の筐体の一面に設けられた表示領域に複数の画像を表示し、
　前記筐体の一面とは反対の面に設けられた検出領域に近接して位置する第１形状の操作
体を検出し、
　前記第１形状の操作体が検出されると、前記第１形状の操作体に対応するオブジェクト
を前記表示領域に表示し、さらに前記第１形状の操作体の移動が検出されると、前記操作
体の形状毎に定められた移動パターンに従って、前記第１形状の操作体の移動に連動して
、前記表示領域上で前記複数の画像を基準点に対して回転させて表示すること
　を含む表示方法。
【請求項１１】
　携帯型表示装置において、
　自装置の筐体の一面に設けられた表示領域に複数の画像を表示し、
　前記筐体の一面とは反対の面に設けられた検出領域に近接して位置する第１形状の操作
体を検出し、
　前記第１形状の操作体が検出されると、前記第１形状の操作体に対応するオブジェクト
を前記表示領域に表示し、さらに前記第１形状の操作体の移動が検出されると、前記操作
体の形状毎に定められた移動パターンに従って、前記第１形状の操作体の移動に連動して
、前記表示領域上で前記複数の画像を基準点に対して回転させて表示すること
　を含む表示方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば大量の画像の中から目的の画像を検索する際の操作性を向上させた記
録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体メモリの大容量化および低価格化が進んでおり、ＰＤＡ（Personal Digit
al Assistant）やデジタルカメラなどの携帯機器でも大容量の半導体メモリが使用される
ようになってきている。これに伴い、１つの記録媒体に記録可能な画像数は増加の一途を
辿っており、記録媒体に記録された大量の画像の中から目的の画像を簡単な操作で短時間
に見つけ出すためのインタフェースが求められている。
【０００３】
　この種のインタフェースの中で最も一般的であるのが、複数のサムネイル画像を一括し
て表示させ、この画像を十字キーやジョグダイヤル等で順次送っていく手法である。しか
し、携帯機器に設置されている表示領域は筐体のサイズに比例するため狭くなり、結果的
にサムネイル表示を行った際に、一度に表示されるサムネイル画の総数が少なくなるため
、ファイルの検索がしにくいという欠点があった。また、操作のために十字キーやジョグ
ダイヤルを携帯機器に取り付ける必要があるため、その分だけ筐体が大きくなったり、表
示領域が狭くなったりするというのも問題であった。
【０００４】
　前者の問題を解決するための手段として、近年、下記特許文献１のように、サムネイル
画像を三次元的に配置することで、小型の携帯機器の狭い表示領域にあっても、ユーザが
多数のサムネイルを容易に確認できるようにし、ファイルの検索を容易にする手法が提案
されている。
【０００５】
　また、後者の問題を解決するため、下記特許文献２のように、タッチパネルを搭載する
ことで十字キーやジョグダイヤル等の入力装置の搭載を不要にし、大量の画像の中から目
的の画像を検索する際の使い勝手を向上させる手法が提案されている。
【特許文献１】特開２０００－１０５７７２号公報
【特許文献２】特開２００６－４００５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の手法では、サムネイル画像の三次元的配置により視認性は
向上するものの、インタフェースの操作性自体は、十字キー・ジョグダイヤル・タッチパ
ネル等の搭載を想定しているため、従来の携帯機器と違いが見られない。
また、特許文献２の手法においても、タッチパネルを搭載したため、十字キーやジョグダ
イヤル等の入力装置の排除による、表示領域の拡大に伴う視認性の向上効果は見られるも
のの、同発明のタッチパネルで入力可能なのは「押す」「離す」と単純な「回転」動作の
みであり、結果的に十字キーとジョグダイヤルの機能をタッチパネルで再現したに過ぎず
、操作性の面では、それらと比べて操作性に大きな向上が見られない。
【０００７】
　従来から携帯機器には、その筐体の小ささ故に小型のボタンや十字キー、タッチパネル
が搭載されているため、操作性は必ずしも良いとは言えず、それらに替わる操作性の良好
なユーザインタフェースが望まれている。また、従来のインタフェースは使用できるよう
になるまでに、説明書を読んだ上で練習が必要なものが多く、不慣れな人間には直感的に
解り難いという問題があった。
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【０００８】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、携帯機器等の小型の機器に
おいても、大量の画像の中から目的の画像を検索する際の操作性を向上させる、直感的な
インタフェース機能を備えた記録再生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための請求項１の発明は、複数の画像をグループ分けして蓄積する
記録手段と、前記記録手段に蓄積された画像を表示する表示手段と、所定形状の人体部分
又は物体を検出する検出手段と、前記検出手段により検出された人体部分又は物体の形状
に応じて、前記表示手段に表示させる画像を切り替える表示切替手段とを具備することを
特徴としている。
【００１０】
　また請求項２の発明は、請求項１において、前記表示切替手段は、前記検出手段により
検出された人体部分又は物体の形状が第１の形状であるとき、前記表示された画像を切り
替えるための第１のオブジェクトを、前記第１の形状の人体部分又は物体の動きに連動し
て表示することを特徴としている。
【００１１】
　また請求項３の発明は、請求項１において、前記表示切替手段は、前記検出手段により
検出された人体部分又は物体の形状が第２の形状であるとき、前記表示された画像を切り
替えるための第２のオブジェクトを、前記第２の形状の人体部分又は物体の動きに連動し
て表示し、且つ該人体部分又は物体の動きに連動して前記表示された画像を移動させて切
り替えることを特徴としている。
【００１２】
　また請求項４の発明は、請求項１において、前記表示切替手段は、前記検出手段により
検出された人体部分又は物体の形状が第３の形状であるとき、前記表示された画像を切り
替えるための第３のオブジェクトを、前記第３の形状の人体部分又は物体の動きに連動し
て表示し、且つ該人体部分又は物体の動きに連動して前記表示された画像を移動させて切
り替えることを特徴としている。
【００１３】
　また請求項５の発明は、請求項３において、前記表示切替手段は、前記検出手段により
検出された前記第２の形状の人体部分又は物体の移動速度が所定速度以上のときは、前記
移動速度が所定速度以下のときの画像移動速度よりも速く該画像を移動させることを特徴
としている。
【００１４】
　また請求項６の発明は、請求項４において、前記表示切替手段は、前記検出手段により
検出された前記第３の形状の人体部分又は物体の移動速度が所定速度以上のときは、前記
移動速度が所定速度以下のときの画像移動速度よりも速く該画像を移動させることを特徴
としている。
【００１５】
　また請求項７～１２の発明は、請求項１～６において、前記表示手段は、メイングルー
プの画像を中央水平方向に表示し、該メイングループに隣接するグループの画像を、前記
表示されたメイングループの画像の上下に表示することを特徴としている。
【００１６】
　また請求項１３の発明は、請求項９において、前記表示切替手段は、前記表示された画
像を水平方向に移動させることを特徴としている。
【００１７】
　また請求項１４の発明は、請求項１０において、前記表示切替手段は、前記表示された
画像を上下方向に移動させることを特徴としている。
【００１８】
　また請求項１５の発明は、請求項１において、前記検出手段は、ＣＣＤ又はＣＭＯＳイ
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メージャを備え、前記表示手段は液晶パネルを備えていることを特徴としている。
【００１９】
　また請求項１６の発明は、請求項１において、前記検出手段および表示手段は、光セン
サ内蔵の液晶パネルを備えていることを特徴としている。
【００２０】
　また請求項１７の発明は、請求項１において、前記表示手段は、前記メイングループの
画像のグループ名を同時に表示することを特徴としている。
【発明の効果】
【００２１】
（１）請求項１～１７に記載の発明によれば、ユーザが、記録再生装置の記録媒体に記録
された大量の画像の中から目的の画像を見つける際に、所定の形状の人体部分又は物体、
例えば手先のジェスチャにより、製品に触れることなく直感的な操作が可能となるため、
製品のサイズに影響されることなく、良好な操作性で目的の画像を迅速に見つけることが
できる。特に、操作性の良い十分な大きさのボタンやタッチパネルを搭載するのが困難な
、デジタルカメラやＰＤＡ等の小型製品において本発明は有効である。
【００２２】
　また、本発明では、人体部分又は物体の形状に応じて、すなわち例えば手先のジェスチ
ャの使い分けにより、複数の異なる操作を指示することができるため、従来のように異な
る操作ごとに対応した釦等を用意する必要がなく、製品に余分な釦をつけたり、画面上に
操作用のアイコンを表示する必要がなくなり、空いたスペース分、表示画面を拡大したり
、製品を小型化することが可能となる。また、前記指先のジェスチャは、ユーザが日常生
活で行っている動作を連想させる動きを採用しているため、特に訓練の必要も無く、ユー
ザは機器を直感的に操作することができる。
（２）また、請求項５，６に記載の発明によれば、表示画像を高速度で移動させることが
でき、目的の画像をより迅速に見つけることができる。
（３）また、請求項７～１２に記載の発明によれば、メイングループの画像のみならずそ
れに隣接するグループの画像も視認することができ、画像の検索がしやすい。
（４）また、請求項１６に記載の発明によれば、装置構成が簡単化される。
（５）また、請求項１７に記載の発明によれば、メイングループの画像のグループ名を容
易に認識することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明するが、本発明は下記の実施形態
例に限定されるものではない。
【００２４】
　図１は本発明の第１の実施形態例に係る記録再生装置１０の外観図である。この記録再
生装置１０は、携帯電話やＰＤＡ等のカメラ付の携帯情報表示端末、あるいはデジタルス
チルカメラであり、筐体正面には図１（a）に示すように被写体からの被写体光を取り込
むための撮影窓１１と、被写体に向けて補助光を照射するための照明窓１２が配設されて
いる。また、この記録再生装置１０の筐体背面には、図１（ｂ）に示すように、ＬＣＤパ
ネル等の画像表示装置１３が配設されている。
【００２５】
　図２は、記録再生装置１０の内部構成例を示したブロック図である。図２において、レ
ンズ、絞り、フィルタ等を備えた光学部２０（検出手段）から入力された撮像光は、イメ
ージャ２１（検出手段）等の撮像素子により光電変換されて、アナログデータをデジタル
データに変換するＡ／Ｄ変換部２２に供給される。デジタルデータに変換された画像デー
タは、静止画像データを圧縮処理する信号処理回路２３により処理されて記録部２８（記
録手段）に記録される。
【００２６】
　記録部２８は、取り外し可能な記録メディアであっても、内蔵のハードディスクやフラ
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ッシュメモリであっても良い。撮影者は、電源スイッチ、シャッタ等を備える操作部２６
より、電源のＯＮ／ＯＦＦや撮像操作を行うことが可能である。
【００２７】
　記録再生装置１０は撮影モードと閲覧（再生）モードを持ち、画像再生時には、画像表
示装置１３を備えた表示部２７（表示手段）により、記録部２８に保存してある画像デー
タを随時読み出して表示可能である。
【００２８】
　２４は、後述する、光学部２０およびイメージャ２１により検出された人体部分又は物
体、例えば手の、画像認識用の輪郭範囲の設定値、比較用のテンプレート画像や所定のパ
ラメータ、プログラム等が記録された、書き換え可能なフラッシュメモリである。
【００２９】
　２５は、記録再生装置１０内の処理を制御するＣＰＵ（表示切替手段）であり、前記フ
ラッシュメモリ２４より、随時必要なデータを読み出し、演算し、記録部２８への書き込
み処理等を行う。尚、図２において補助光を照射する光源等は図示省略している。
【００３０】
　前記記録部２８内のデータ構造は例えば図３のようになっており、画像データは撮影日
時や撮影場所（ＧＰＳ）ごとにグループ分けされた後、グループごとに記録される。たと
えば、ＧＰＳ搭載であれば、全ての画像データは撮影時のＧＰＳ情報をもとに、撮影場所
ごとにグループ分けされているものとする。
【００３１】
　次に、記録再生装置１０の閲覧モード時の表示画面及び操作方法を図４～図１６ととも
に説明する。尚図６はＣＰＵ２５が実行する処理のフローチャートを示している。
【００３２】
　図４は記録再生装置１０の閲覧モードにおける画像表示装置１３の表示画面４０を示し
ている。表示画面４０には、現在閲覧しているグループ４１の画像データがサムネイル形
式で画面中央に２列になって表示されている。グループ４１のうち、点線で示されている
部分は画面４０の表示範囲外の部分であり、ユーザは、後述する、例えば仮想の手による
直感的操作によって、グループ４１を水平方向にスクロールさせることによって見ること
ができる。
【００３３】
　また、グループ４１のグループ名４８は、その作成日時・枚数と共に表示画面４０上に
表示されている。また、グループ４１の一つ前のグループであるグループ４２と、一つ後
のグループであるグループ４３が、グループ４１の上下に放射状に表示されており、さら
に、それらに続くグループ４４～グループ４７も表示画面４０の表示領域の外に放射状に
配置されている。ユーザは後述する操作により、前記グループ全体を風車の羽根ように回
転させることで、現在閲覧しているグループを順次変えることができる。
【００３４】
　ここで、図６のステップＳ１において、図５（ｂ）のように、記録再生装置１０に対し
て表示装置１３の反対面（撮影窓１１、照明窓１２側の面）に、ユーザが手５０をかざす
と、記録再生装置１０に設けられた撮影窓１１内の光学部２０がその様子を画像として取
り込む。
【００３５】
　この際、光学部２０内のレンズはワイド端に固定されている。また、周囲が暗くユーザ
の手を撮影できない場合は、照明窓１２から補助光を照射し、その光に照らされたユーザ
の手を撮影する。ＣＰＵ２５は、撮影窓１１から撮像した画像信号を入力し、現在撮像中
の範囲についての画像認識を利用した手位置検出を行う。適用可能な画像認識の手法とし
ては、例えば、画像信号の色情報を基に肌色分布を検出して手の輪郭を含む範囲を特定し
、あらかじめフラッシュメモリ２４に記憶していた複数の手形態のテンプレートと比較し
て、手の存在の有無を判定する手法などが挙げられる。
【００３６】
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　ここで、図５（b）のように、ユーザがジェスチャとしてパー状態（第１の形状）で手
５０をかざすと、記録再生装置１０に設けられた撮影窓１１がその様子を画像として取り
込み（ステップＳ１）、ＣＰＵ２５によってパー状態か否かが判定される（ステップＳ２
）。そして、パー状態であると判定されると、チャートＡを示す図７のステップＳ２－１
において、図５（a）のように表示画面４０にパー形状のアイコン５１（第１のオブジェ
クト）を影がついた状態で表示する。この影は、アイコン５１が表示画面４０上のサムネ
イル画像に接触しておらず、この状態ではサムネイル画像を操作できないことを、ユーザ
に直感的に伝える効果を持つ。
【００３７】
　この状態で、図７のステップＳ２－２において、手５０が動いたか否かが判定される。
そして図８（ｂ）のように、矢印６０の方向にユーザが手５０を動かしたことが判定され
ると、図７のステップＳ２－３において、図８（a）の表示画面４０上のアイコン５１も
、同様に矢印６１の方向に動かす。矢印６０の方向以外でも、ユーザが撮像範囲内で手５
０を動かせば、それに対応してアイコン５１も表示画面４０上で動く。また、手５０が撮
像範囲外に移動し、手が検出されなくなると、表示画面４０上のアイコン５１の表示を消
し（図６のステップＳ５）、再度撮像範囲内に手５０が入り、手が検出されると、表示画
面４０上にアイコン５１を表示する（図７のステップＳ２－１）。
【００３８】
　また、図９（ｂ）のように、ユーザが人差し指のみ垂直に立てた状態（第２の形状）で
手７０をかざすと、記録再生装置１０に設けられた撮影窓１１がその様子を画像として取
り込み（ステップＳ１）、ＣＰＵ２５によって指差し状態（縦）か否かが判定される（ス
テップＳ３）。縦の指差し状態であると判定されると、チャートＢを示す図１０のステッ
プＳ３－１において、図９（a）のように表示画面４０に指差し形状（縦）のアイコン７
１（第２のオブジェクト）を影無しで表示する。ここで影がないことにより、アイコン７
１は表示画面４０上のサムネイル画像に接触しており、サムネイル画像を操作可能である
ことをユーザに直感的に伝える効果を持つ。
【００３９】
　この状態で、図１０のステップＳ３－２において手７０が動いたか否かが判定される。
そして図１１（ｂ）のように、矢印８０の方向にユーザが手７０を動かしたことが判定さ
れると、図１０のステップＳ３－３において、図１１（a）の表示画面４０上のアイコン
７１も、同様に矢印８１の方向に動かす。
【００４０】
　さらに図１０のステップＳ３－４において、手７０が水平方向に動いたか否かが判定さ
れ、水平方向に動いた場合はステップＳ３－５において、表示画面４０上のグループ４１
も水平にスクロールし、ユーザはグループ４１の内容を容易に閲覧することができる。例
えば、図９（a）において、表示画面４０の表示範囲外にある画像７２を見たい場合、ユ
ーザは図１１（ｂ）のように水平方向８０に手７０を動かすことで、図１１（a）のよう
に表示画面４０上のアイコン７１が水平方向８１に動き、画像７２を表示画面４０の表示
範囲内へスクロールさせることができる。
【００４１】
　また、図１１（b）において、ユーザが矢印８０と逆の方向に手７０を動かした場合は
、グループ４１も水平方向８１とは逆の向きにスクロールし、前記と逆向きに同様のスク
ロール操作が可能である。また、手７０が撮像範囲外に移動し、手が検出されなくなると
、表示画面４０上のアイコン７１の表示を消し（図６のステップＳ５）、再度撮像範囲内
に手７０が入り、手が検出されると、表示画面４０上にアイコン７１を表示する（図１０
のステップＳ３－１）。
【００４２】
　また前記スクロールの際の特徴として、ユーザの手７０を動かす速度がある閾値以上の
場合、グループ４１は慣性を持ってスクロールし続け、手７０をスクロールと逆方向に動
かすと、スクロールを止めることが出来る。ユーザの手７０を動かす速度がある閾値以下
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の場合は、グループ４１は手７０の移動量に応じて一定量スクロールする。この閾値は予
め設定されているが、ユーザが自身で設定できるようにしても良い。
【００４３】
　このようにユーザの手７０の移動速度に応じてスクロール速度を変更する処理は、例え
ば図６のチャートＢ´を示す図１２のフローチャートに沿って実行される。
【００４４】
　図１２において、ステップＳ３－１～Ｓ３－４は図１０のステップＳ３－１～Ｓ３－４
と同一の処理を行う。次にステップＳ３０－１において、ユーザの手７０の移動速度が所
定の閾値以上か否かを判定し、閾値以上である場合はステップＳ３０－２において手７０
の移動方向を判定する。
【００４５】
　手７０の移動方向が右である場合は、ステップ３０－３において表示画面４０上のグル
ープ４１（サムネイル画像）を慣性をもって右方向へスクロールし続け、その後手７０が
左に動いたことがステップＳ３０－４において判定されると前記スクロールを停止させる
（ステップＳ３０－５）。
【００４６】
　また手の移動方向が左である場合は、ステップ３０－６において表示画面４０上のグル
ープ４１（サムネイル画像）を慣性をもって左方向へスクロールし続け、その後手７０が
右に動いたことがステップＳ３０－７において判定されると前記スクロールを停止させる
（ステップＳ３０－５）。
【００４７】
　また前記ステップＳ３０－１において、ユーザの手７０の移動速度が閾値以上ではない
場合は、ステップＳ３０－８において手の移動方向が右であるか否かが判定される。
【００４８】
　そして、手７０の移動方向が右である場合は、ステップＳ３０－９において表示画面４
０上のグループ４１のサムネイル画像を手７０の移動速度に比例した枚数分、右方向へス
クロールし、手７０の移動方向が左である場合は、ステップＳ３０－１０において表示画
面４０上のグループ４１のサムネイル画像を手７０の移動速度に比例した枚数分、左方向
へスクロールする。
【００４９】
　また、図１３（ｂ）のように、ユーザが人差し指のみを水平に伸ばした状態（第３の形
状）で手９０をかざすと、記録再生装置１０に設けられた撮影窓１１がその様子を画像と
して取り込み（図６のステップＳ１）、ＣＰＵ２５によって指差し状態（横）か否かが判
定される（ステップＳ４）。
【００５０】
　そして横の指差し状態であると判定されると、図６のチャートＣを示す図１４のステッ
プＳ４－１において、図１３（a）のように表示画面４０に指差し形状のアイコン９１（
第３のオブジェクト）を影無しで表示する。ここで影がないことにより、アイコン９１は
表示画面４０上のサムネイル画像に接触しており、サムネイル画像を操作可能であること
をユーザに直感的に伝える効果を持つ。
【００５１】
　この状態で図１４のステップＳ４－２において手９０が動いたか否かが判定される。そ
して図１５（ｂ）のように、矢印１００の方向にユーザが手９０を動かしたことが判定さ
れると、図１４のステップＳ４－３において、図１５（ａ）の表示画面４０上のアイコン
９１も、同様に矢印１０１方向に動かす。
【００５２】
　さらに図１４のステップＳ４－４において手９０が垂直方向に動いたか否かが判定され
、垂直方向に動いた場合はステップＳ４－５において、表示画面４０上のグループ４１を
図１５の回転方向１０３に沿って回転させ、図１３のグループ４３のあった場所に移動さ
せる。また同時に、図１３のグループ４２は図１５の回転方向１０２に沿って回転し、図
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１３のグループ４１のあった場所に移動し、図１３のグループ４２のあった場所には、そ
の次のグループであるグループ４４が表示画面４０外から回転してきて表示される。そし
て最後に、グループ４２のグループ名１０４が表示画面４０上に表示される。
【００５３】
　上記の操作により、ユーザは閲覧中のグループを図１３に示すグループ４１から図１５
に示すグループ４２に変更することができる。例えば、図１３（a）において、グループ
４２にある画像９２を見たい場合、ユーザが図１５（ｂ）のように垂直方向１００に手９
０を動かすことで、図１５（a）のように表示画面４０上のアイコン９１が垂直方向１０
１に動き、それに伴いグループ４２が矢印１０２の方向に回転し、中央の閲覧中のグルー
プとなることで、画像９２を見ることができる。
【００５４】
　また、図１５（ｂ）において、手９０を垂直方向１００の向きと逆に動かした場合、表
示画面４０上のアイコン９１も垂直方向１０１と逆に動き、それに伴いグループ４１は回
転方向１０２と逆向きに回転した後、グループ４２のあった場所に移動する。即ち、前記
と逆向きに同様の操作で、グループを切り替えることが可能である。また、手９０が撮像
範囲外に移動し、手が検出されなくなると、表示画面４０上のアイコン９１の表示を消し
（図６のステップＳ５）、再度撮像範囲内に手９０が入り、手が検出されると、表示画面
４０上にアイコン９１を表示する（図１４のステップＳ４－１）。
【００５５】
　また前記グループを切り替える際の操作の特徴として、図１５（b）において、ユーザ
の手９０を動かす速度がある閾値以上の場合、各グループは慣性を持って回転し続け、手
９０を回転と逆方向に動かすと、回転を止めることが出来る。ユーザの手９０を動かす速
度がある閾値以下の場合は、各グループは手９０の移動量に応じて一定回数（回転角度）
回転する。上記の閾値は予め設定されているが、ユーザが自身で設定できるようにしても
良い。
【００５６】
　このようにユーザの手９０の移動速度に応じて各グループの回転速度を変更する処理は
、例えば図６のチャートＣ´を示す図１６のフローチャートに沿って実行される。
【００５７】
　図１６において、ステップＳ４－１～Ｓ４－４は図１４のステップＳ４－１～Ｓ４－４
と同一の処理を行う。次にステップＳ４０－１において、ユーザの手９０の移動速度が所
定の閾値以上か否かを判定し、閾値以上である場合はステップＳ４０－２において手９０
の移動方向を判定する。
【００５８】
　手９０の移動方向が下向きである場合は、ステップ４０－３において表示画面４０上の
グループ全体を慣性をもって下方向へ回転させ、その後手９０が上に動いたことがステッ
プＳ４０－４において判定されると前記回転を停止させる（ステップＳ４０－５）。
【００５９】
　また手の移動方向が上である場合は、ステップ４０－６において表示画面４０上のグル
ープ全体を慣性をもって上方向へ回転させ続け、その後手９０が下に動いたことがステッ
プＳ４０－７において判定されると前記回転を停止させる（ステップＳ４０－５）。
【００６０】
　また前記ステップＳ４０－１において、ユーザの手９０の移動速度が閾値以上ではない
場合は、ステップＳ４０－８において手の移動方向が下向きであるか否かが判定される。
【００６１】
　そして、手９０の移動方向が下向きである場合は、ステップＳ４０－９において表示画
面４０上のグループ全体を手９０の移動速度に比例した分、下方向へ回転し、手９０の移
動方向が上方向である場合は、ステップＳ４０－１０において表示画面４０上のグループ
全体を手９０の移動速度に比例した分、上方向へ回転させる。
【００６２】
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　また、ユーザが上記のパー状態、指差し状態（縦）及び指差し状態（横）以外の形で、
手をかざした場合、記録再生装置１０に設けられた撮影窓１１がその様子を画像として取
り込み（図６のステップＳ１）、ＣＰＵ２５によって上記の３状態以外であると認識され
（図６のステップＳ２～Ｓ４）、表示画面４０上の手のアイコンを消去する（図６のステ
ップＳ５）。この状態では、ユーザは表示画面４０上のグループ及び画像に対してスクロ
ール及び回転操作ができず、画面４０上の画像をゆっくり閲覧することができる。
【００６３】
　また、上記の実施例では、ＧＰＳによる位置情報を用いたグループ分けをおこなったが
、グループ分けの手法はこれに限らず、例えば、日時やWi-Fi(無線LAN)による位置情報、
画像の顔認識による特徴分析等を基にグループ分けを行っても良い。
【００６４】
　次に、図１７乃至図１９を参照して、本発明の第２の実施形態例を説明する。
【００６５】
　図１７（b）のように、記録再生装置１１０は画像表示装置１１１を具備する携帯電話
やＰＤＡ等のカメラ付の携帯情報表示端末、あるいはデジタルスチルカメラである。画像
表示装置１１１はバックライト付の液晶表示兼撮像装置であり、同装置は液晶のTFTトラ
ンジスタ内に微少な光センサを形成しており、画像表示装置１１１上に物体がかざされる
と、液晶部の光センサが物体の形状を画像として取り込むことが可能である。また、暗所
においてもバックライトの照射光によって物体を照らし、その反射光により画像を得るこ
とが可能である。
【００６６】
　本実施形態例の記録再生装置１１０の内部構成は図２と略同様に構成されるが、Ａ／Ｄ
変換部２２の入力側には図２の光学部２０およびイメージャ２１の出力の代わりに、前記
液晶部の光センサの検出信号を取り込む構成となっている。
【００６７】
　図１７（a）に、記録再生装置１１０の閲覧モードにおける画像表示装置１１１の表示
画面４０を示す。この表示画面４０は、第１の実施形態例とまったく同一である。
【００６８】
　ここで、図１７（ｂ）のように、記録再生装置１１０に対して画像表示装置１１１上に
、ユーザがパーの状態で手５０をかざすと、画像表示装置１１１がその様子を画像として
取り込む。ＣＰＵ２５は、画像表示装置１１１が取り込んだ画像信号を入力し、現在撮像
中の範囲についての画像認識を利用した手位置検出を行う。適用可能な画像認識の手法と
しては、前記同様に例えば、画像信号の色情報を基に肌色分布を検出して手の輪郭を含む
範囲を特定し、あらかじめ記憶していた複数の手形態のテンプレートと比較して、手の存
在の有無を判定する手法などが挙げられる。こうしてユーザのパー状態の手５０が検出さ
れた場合、図１７（a）のように表示画面４０にパー形状のアイコン５１を影がついた状
態で表示する。パー状態での表示画面４０上の操作方法に関しては前記図６～図８の動作
と同じであるので、ここでは説明を省く。
【００６９】
　また、図１８（ｂ）のように、ユーザが人差し指のみを垂直に立てた状態で手７０をか
ざすと、記録再生装置１１０に設けられた画像表示装置１１１がその様子を画像として取
り込み、ＣＰＵ２５によって指差し状態（縦）として検出される。そして、図１８（a）
のように表示画面４０に指差し状態（縦）のアイコン７１を影無しで表示する。指差し状
態（縦）での表示画面４０上の操作方法に関しては前記図９～図１２の動作と同じである
ので、ここでは説明を省く。
【００７０】
　また図１９（ｂ）のように、ユーザが人差し指のみを水平に伸ばした状態で手９０をか
ざすと、記録再生装置１１０に設けられた画像表示装置１１１がその様子を画像として取
り込み、ＣＰＵ２５によって指差し状態（横）として検出される。そして、図１９（a）
のように表示画面４０に指差し状態（横）のアイコン９１を影無しで表示する。指差し状
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態（横）の操作に関しては前記図１３～図１６の動作と同じであるので、ここでは説明を
省く。
【００７１】
　また、ユーザが上記のパー状態、指差し状態（縦）及び指差し状態（横）以外の形で、
手をかざした場合、記録再生装置１１０に設けられた画像表示装置１１１がその様子を画
像として取り込み、ＣＰＵ２５によって上記の３状態以外であると認識され、表示画面４
０上の手のアイコンを消去する（図６のフローチャート）。この状態では、前記第１の実
施形態例の場合と同様に、ユーザは表示画面４０上のグループ及び画像に対してスクロー
ル及び回転操作ができず、表示画面４０上の画像をゆっくり閲覧することができる。
【００７２】
　尚、表示画面４０上での画像の切り替え（グループのスクロール、グループ全体の回転
）はユーザの手５０，７０，９０の３つの形状によるものに限らず、他の形状、例えば、
グー、チョキ状態を用いてもよく、また形状の異なる複数の物体を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の第１の実施形態例の記録再生装置を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は背
面図。
【図２】本発明の第１の実施形態例の記録再生装置のブロック図。
【図３】本発明の記録手段に記録されるデータ構造の一例を示す説明図。
【図４】本発明の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の画像データの配置を
表す説明図。
【図５】本発明の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を表し、（
ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図６】本発明の実施形態例の記録再生装置の動作を示す全体のフローチャート。
【図７】本発明の実施形態例の記録再生装置の動作を示す一部のフローチャート。
【図８】本発明の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を表し、（
ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図９】本発明の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を表し、（
ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図１０】本発明の実施形態例の記録再生装置の動作を示す一部のフローチャート。
【図１１】本発明の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を表し、
（ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図１２】本発明の実施形態例の記録再生装置の動作を示す一部のフローチャート。
【図１３】本発明の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を表し、
（ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図１４】本発明の実施形態例の記録再生装置の動作を示す一部のフローチャート。
【図１５】本発明の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を表し、
（ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図１６】本発明の実施形態例の記録再生装置の動作を示す一部のフローチャート。
【図１７】本発明の第２の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を
表し、（ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図１８】本発明の第２の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を
表し、（ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【図１９】本発明の第２の実施形態例の記録再生装置における閲覧モード時の操作方法を
表し、（ａ）は表示画面の説明図、（ｂ）は外観の説明図。
【符号の説明】
【００７４】
　１０，１１０…記録再生装置、１１…撮影窓、１２…照明窓、１３，１１１…画像表示
装置、２０…光学部、２１…イメージャ、２２…Ａ／Ｄ変換部、２３…信号処理回路、２
４…フラッシュメモリ、２５…ＣＰＵ、２６…操作部、２７…表示部、２８…記録部、４
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０…表示画面、４１～４７…グループ、４８…グループ名、５０，７０，９０…手、５１
…影つきのアイコン、７１，９１…影無しのアイコン。
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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