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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に格納された複数の画像にアクセスするアクセス手段と、
　前記複数の画像を順位付けし、前記順位に基づいて末尾の前記画像に先頭の前記画像が
続くように複数の前記画像をサイクリックに順序付ける画像順位管理手段と、
　ｘ方向に隣り合う全ての前記画像同士の順序差が第一の順序差になるように前記画像を
ｘ方向に無限に配列し、ｙ方向に隣り合う全ての前記画像同士の順序差が第二の順序差に
なるように前記画像をｙ方向に無限に配列した二次元領域の一部に相当する表示対象領域
を表示する表示手段と、
　前記表示対象領域を前記二次元領域内で前記ｘ方向に移動させることに相当する表示を
指示する第一指示、および前記表示対象領域を前記二次元領域内で前記ｙ方向に移動させ
ることに相当する表示を指示する第二指示を受け付ける受付手段と、
を備え、
　前記表示手段は、前記第一指示および前記第二指示に応じて表示することを特徴とする
画像表示装置。
【請求項２】
　記録媒体に格納された複数の画像にアクセスするアクセス手段と、
　前記複数の画像を順位付けし、前記順位に基づいて末尾の前記画像に先頭の前記画像が
続くように複数の前記画像をサイクリックに順序付ける画像順位管理手段と、
　ｘ方向に隣り合う全ての前記画像同士の順序差が第一の順序差になるように前記画像を
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ｘ方向に無限に配列し、ｙ方向に隣り合う全ての前記画像同士の順序差が第二の順序差に
なるように前記画像をｙ方向に無限に配列し、ｚ方向に隣り合う全ての前記画像同士の順
序差が第三の順序差になるように前記画像をｚ方向に配列した三次元領域の一部に相当す
る表示対象領域を表示する表示手段と、
　前記表示対象領域を前記三次元領域内で前記ｘ方向に移動させることに相当する表示を
指示する第一指示、および前記表示対象領域を前記三次元領域内で前記ｙ方向に移動させ
ることに相当する表示を指示する第二指示、および前記表示対象領域を前記三次元領域内
で前記ｚ方向に移動させることに相当する表示を指示する第三指示を受け付ける受付手段
と、
を備え、
　前記表示手段は、前記第一指示および前記第二指示および前記第三指示に応じて表示す
ることを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　前記三次元領域は、前記画像をｚ方向に無限に配列した三次元領域であることを特徴と
する請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記受付手段は上下左右に操作可能なレバーまたは十字キーであり、前記レバーを倒す
または前記十時キーを押し込む操作により前記第一指示または前記第二指示を受け付け、
　前記第一指示および前記第二指示は、一度の前記操作により隣り合う前記画像の全体を
含む位置まで前記表示対象領域を移動させることに相当する表示を指示することを特徴と
する請求項１から３のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記受付手段は、前記画像に対する前記表示対象領域の大きさを拡大または縮小させる
ことに相当する表示を指示する第四指示を受け付け、
　前記表示部は前記第四指示に応じて表示することを特徴とする請求項１から４のいずれ
か一項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記第四指示を受け付ける前の前記画像同士の配置の状態は、前記第四指示を受け付け
た後の前記画像同士の配置の状態と同じであることを特徴とする請求項１から５のいずれ
か一項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記第一の順序差または前記第二の順序差の少なくとも何れか一方は１であることを特
徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記アクセス手段は、３つ以上のフォルダに格納された前記画像にアクセスし、
　３つ以上の前記フォルダを順位付けし、前記順位に基づいて末尾の前記フォルダに先頭
の前記フォルダが続くように複数の前記フォルダをサイクリックに順序付けるフォルダ順
位管理手段をさらに備え、
　前記表示手段は、フォルダ選択指示に応じて順序が連続する前記フォルダに格納されて
いる前記画像を表示し、
　前記受付手段は、前記フォルダ選択指示を受け付けることを特徴とする請求項１から７
のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮影した画像を表示する表示器を備えるディジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）、リ
ムーバブルメモリ等の外部記憶装置から読み込んだ画像を表示する表示器を備える画像再
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生装置などの画像表示装置が知られている。このような画像表示装置では、撮影した画像
や外部記憶装置から読み込んだ画像を表示器に表示することができる。しかしながら、上
述したような画像表示装置では、所定操作により一つ後又は一つ前の画像を表示器に順次
表示するため、表示可能な画像数が増えると表示対象の画像を選択するための操作が煩雑
になるという問題がある。例えば上述したような画像表示装置において１０画像後の画像
を表示対象の画像として選択するためには、ユーザはボタンを１０回押下したり１０画像
先の画像が表示されるまでボタンを押し続ける必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであって、所望の画像を素早く容易に選択
可能な画像表示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】
【０００４】
（１）上記目的を達成するための画像表示装置は、記録媒体に格納された複数の画像にア
クセスするアクセス手段と、末尾の前記画像に先頭の前記画像が続くように複数の前記画
像をサイクリックに順序付ける画像順位管理手段と、順位が連続する前記画像同士が隣り
合うように複数の前記画像がｘ方向に配列され、隣り合う前記画像同士の順位差が第一の
順位になるように前記画像がｙ方向に配列された無限の二次元領域の一部に相当する表示
対象領域を、第一指示に応じて前記二次元領域内で前記ｘ方向に移動させ、第二指示に応
じて前記二次元領域内で前記ｙ方向に移動させる表示手段と、前記第一指示及び前記第二
指示を受け付ける受付手段と、を備える。
　本発明の画像表示装置によると、画像順位管理手段は複数の画像をサイクリックに順序
付ける。そして表示手段は、上述のように画像が配列された無限の二次元領域の一部に相
当する表示対象領域を、第一指示と第二指示とに応じて無限の二次元領域内でそれぞれｘ
方向とｙ方向とに移動させる。したがってユーザは、第一指示により表示対象領域をｘ方
向に移動させるかのように順位が連続する画像を選択でき、第二指示により表示対象領域
をｙ方向に移動させるかのように順位差が第一の順位の画像を選択できる。ユーザは無限
の二次元領域に配列された画像をイメージしながら第一指示と第二指示とでそれぞれ異な
る順位差の画像を選択できるため、所望の画像を素早く容易に選択できる。
　また、無限の二次元領域には画像がサイクリックに配列されているため、ユーザは、例
えば先頭側の画像を画面表示している状態で末尾側の画像を選択する場合、表示対象領域
の移動距離を短縮するようなイメージで先頭の画像が配置されている方向に末尾側の画像
が画面表示されるまで表示対象領域を移動させれば、順位差が大きい画像を素早く容易に
選択することができる。
【０００５】
（２）前記表示手段は、一度の前記第一指示又は一度の前記第二指示に応じて、隣り合う
前記画像の全体を含む位置まで前記表示対象領域を移動させてもよい。
（３）前記表示手段は、前記表示対象領域を前記二次元領域内で連続的に移動させてもよ
い。
　本発明の画像表示装置によると、表示対象領域が二次元領域内で連続的に移動する。そ
のため、第一指示又は第二指示で選択した画像が表示されるまでの期間に、ユーザが二次
元領域を移動しているかのような画面を表示することができる。
【０００６】
（４）上記目的を達成するための画像表示装置は、記録媒体に格納された複数の画像にア
クセスするアクセス手段と、複数の前記画像を順序付ける画像順位管理手段と、順位が連
続する前記画像同士が隣り合うように複数の前記画像がｘ方向に配列され、隣り合う前記
画像同士の順位差が第一の順位になるように前記画像がｙ方向に配列され、隣り合う前記
画像同士の順位差が第二の順位になるように前記画像がｚ方向に配列された三次元空間の
一部に相当する表示対象領域を、第一指示に応じて前記三次元空間内で前記ｘ方向に移動
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させ、第二指示に応じて前記三次元空間内で前記ｙ方向に移動させ、第三指示に応じて前
記三次元空間内で前記ｚ方向に移動させる表示手段と、前記第一指示、前記第二指示及び
前記第三指示を受け付ける受付手段と、を備える。
　本発明の画像表示装置によると、表示手段は、上述のように画像が配列された三次元空
間の一部に相当する表示対象領域を、第一指示と第二指示と第三指示に応じて三次元空間
内でそれぞれｘ方向とｙ方向とｚ方向に移動させる。したがってユーザは、第一指示によ
り表示対象領域をｘ方向に移動させるかのように順位が連続する画像を選択でき、第二指
示により表示対象領域をｙ方向に移動させるかのように順位差が第一の順位の画像を選択
でき、第三指示により表示対象領域をｚ方向に移動させるかのように順位差が第二の順位
の画像を選択できる。ユーザは、三次元空間に配置された画像をイメージしながら第一指
示と第二指示と第三指示とでそれぞれ異なる順位差の画像を選択できるため、所望の画像
を素早く容易に選択できる。
【０００７】
（５）前記画像順位管理手段は、末尾の前記画像に先頭の前記画像が続くように複数の前
記画像をサイクリックに順序付けてもよい。
　本発明の画像表示装置によると、画像順位管理手段は複数の画像をサイクリックに順序
付ける。つまり表示手段は、画像がｘ方向とｙ方向とｚ方向の全方向に無限に配列された
三次元空間または画像がｘ方向とｙ方向とｚ方向のいずれかの方向に無限に配列された三
次元空間の一部に相当する表示対象領域を、第一指示、第二指示または第三指示に応じて
無限の三次元空間内で移動させる。したがってユーザは、表示対象領域の移動距離を短縮
するようなイメージで表示対象領域を移動させることのより、順位差が大きい画像を素早
く容易に選択することができる。
【０００８】
（６）前記表示手段は、一度の前記第一指示、一度の前記第二指示又は一度の前記第三指
示に応じて、隣り合う前記画像の全体を含む位置まで前記表示対象領域を移動させてもよ
い。
（７）前記表示手段は、前記表示対象領域を前記三次元空間内で連続的に移動させてもよ
い。
　請求項７に記載の発明によると、表示対象領域が三次元空間内で連続的に移動する。そ
のため、第一指示、第二指示または第三指示で選択した画像が表示されるまでの期間に、
ユーザが三次元空間を移動しているかのような画面を表示することができる。
【０００９】
（８）前記アクセス手段は、複数のフォルダに格納された前記画像にアクセスし、末尾の
前記フォルダに先頭の前記フォルダが続くように複数の前記フォルダをサイクリックに順
序付けるフォルダ順位管理手段をさらに備え、前記表示手段は、フォルダ選択指示に応じ
て順位が連続する前記フォルダに格納されている前記画像を表示し、前記受付手段は、前
記フォルダ選択指示を受け付けてもよい。
　本発明による画像表示装置によると、フォルダ順位管理手段は複数のフォルダをサイク
リックに順序付ける。そして表示手段は、フォルダ選択指示に応じて順位が連続するフォ
ルダに格納されている画像を表示する。したがって、画像が複数のフォルダに格納されて
いても、ユーザは複数のフォルダ間を素早く移動して所望の画像を選択できる。
【００１０】
　尚、本発明に備わる複数の手段の各機能は、構成自体で機能が特定されるハードウェア
資源、プログラムにより機能が特定されるハードウェア資源、又はそれらの組み合わせに
より実現される。また、これら複数の手段の各機能は、各々が物理的に互いに独立したハ
ードウェア資源で実現されるものに限定されない。
　また、本発明は装置の発明として特定できるだけでなく、プログラムの発明としても、
そのプログラムを記録した記録媒体の発明としても、方法の発明としても特定することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を複数の実施例に基づいて説明する。各実施例において同一
の符号が付された構成要素は、その符号が付された他の実施例の構成要素と対応する。
　　（第一実施例）
　図２は、本発明の第一実施例に係る画像再生装置１のハードウェア構成を示すブロック
図である。画像再生装置１は、ＣＰＵ１１と、フラッシュメモリ１２と、ＲＡＭ１３と、
ハードディスク装置（ＨＤＤ）１４と、表示部１５と、操作部１６と、リムーバブルメモ
リコントローラ１８を備え、それらはバス２０で相互に接続されている。画像表示装置と
しての画像再生装置１は、リムーバブルメモリ１９に記憶されたＤＳＣ等で撮影された画
像を読み出し、ＨＤＤ１４に蓄積し、ＨＤＤ１４に蓄積された画像を表示部１５に表示す
る電子機器である。尚、画像表示装置は、ＤＳＣ、携帯電話など表示器を備える通信機器
、ＰＤＡ（Personal Digital Assistance）、電子書籍端末などの携帯型の端末装置でも
よい。
【００１２】
　制御部１０は、ＣＰＵ１１、フラッシュメモリ１２、ＲＡＭ１３等を備える。ＣＰＵ１
１はフラッシュメモリ１２に記憶されているプログラムをＲＡＭ１３にロードして実行し
、画像再生装置１の全体を制御する。フラッシュメモリ１２は、プログラムやデータを予
め記憶しておく不揮発性のメモリである。フラッシュメモリ１２には、ＣＰＵ１１が再生
モードにおいて実行する画像再生プログラムが記憶されている。画像再生装置１の再生モ
ードでは、ユーザはＨＤＤ１４に記憶されている画像から表示対象の画像を選択してＬＣ
Ｄ２１に表示することができる。ＲＡＭ１３は各種のプログラム、データなどを一時的に
記憶する揮発性のメモリである。ＲＡＭ１３はビデオメモリとしても機能し、ＲＡＭ１３
の所定領域には画面表示用データが記憶される。
　ＨＤＤ１４はハードディスクやハードディスクコントローラ等を備え、オペレーティン
グシステム（ＯＳ）、各種プログラム、画像を格納する画像ファイル、各種のデータなど
を記憶する。
【００１３】
　表示手段としての表示部１５は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）２１（図３参照）
、ＬＣＤ２１を制御するディスプレイコントローラ等を備える。表示部１５はＣＰＵ１１
によって制御され、ＨＤＤ１４、リムーバブルメモリ１９等に記憶されている画像を表示
したりメニュー等を表示する。
　操作部１６は、表示部１５に表示される各種メニューの選択や表示対象の画像の選択を
行うための各種のボタンを備える。
【００１４】
　リムーバブルメモリコントローラ１８は、ＣＰＵ１１により制御され、カードスロット
に装着されるリムーバブルメモリ１９に記憶されている画像の読み出しや、リムーバブル
メモリ１９への各種データの書き込みを行う。リムーバブルメモリ１９は、図示しないカ
ードスロットに着脱自在の外部記憶媒体であって、具体的には例えばカード型フラッシュ
メモリである。
【００１５】
　図３は、画像再生装置１の外形を示す模式図である。画像再生装置１は、ＬＣＤ２１と
、操作部１６と、ＵＳＢ等のインタフェースコネクタ２７と、図示しないカードスロット
等、を備える。インタフェースコネクタ２７には、ＰＣ、ＣＤドライブ、プリンタ等と通
信するためのケーブルが接続される。操作部１６は、印刷ボタン２２、メニューボタン２
３、レバー２４、ＯＫボタン２５、ＣＡＮＣＥＬボタン２６等により構成される。受付手
段としてのレバー２４は、図４（Ｂ）に示すように左右、上下、右上、右下、左下、左上
に操作したり、図４（Ｃ）に示すように押し込んだり、引き出すことができる。尚、受付
手段としての操作部１６は、十字キー、トラックボール等のポインティングデバイスでも
よい。
【００１６】
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　図５は上述した画像再生プログラムの論理的な構成を示すブロック図である。
　画像順位管理モジュール３４は、制御部１０を画像順位管理手段として機能させるプロ
グラム部品である。画像順位管理モジュール３４は、ユーザインタフェースモジュール（
ＵＩモジュール）３０の要求に応じて、ＨＤＤ１４に記憶されている複数の画像（図６参
照）を末尾の画像に先頭の画像が続くようにサイクリックに順序付けながら、次に表示す
る画像を特定する。具体的には画像順位管理モジュール３４は、画像ファイルのファイル
名や画像ファイルの生成年月日などに基づいて、画像ファイルの順位を規定するテーブル
７０（図７参照）を所定のタイミングで生成または更新する。そして画像順位管理モジュ
ール３４は、テーブル７０に基づいて画像ファイルを上述のようにサイクリックに順序付
けながら、次に表示する画像を特定する。ここで所定のタイミングとは、例えばＨＤＤ１
４にリムーバブルメモリ１９等から画像を読み込んだ後、ＨＤＤ１４から画像を削除した
後、画像再生装置１の起動後などのタイミングである。
【００１７】
　アクセスモジュール３２は、制御部１０をアクセス手段として機能させるプログラム部
品である。アクセスモジュール３２は、ＵＩモジュール３０の要求に応じて、ＨＤＤ１４
に記憶された画像にアクセスする。
【００１８】
　ＵＩモジュール３０は、制御部１０を受付手段および表示手段として機能させるプログ
ラム部品である。ＵＩモジュール３０は、所望の画像を選択するための指示を受け付ける
。具体的には例えば、ＵＩモジュール３０は、レバー２４の左右操作、上下操作、右上操
作、右下操作、左下操作、左上操作を、それぞれ表示されている画像の１順位前後、１０
順位前後、９順位前、１１順位後、９順位後、１１順位前の画像を選択する指示を受け付
ける（図８参照）。そしてＵＩモジュール３０は、受け付けた指示に対応する画像を画像
順位管理モジュール３４に問い合せ、画像順位管理モジュール３４が特定した画像をアク
セスモジュール３２に読み込ませて、ＬＣＤ２１にその画像を表示する。表示されている
画像の１順位前後の画像を選択する指示が請求項に記載の「第一指示」に相当する。また
表示されている画像の１０順位前後の画像を選択する指示が請求項に記載の「第二指示」
に相当し、この指示により選択される１０順位前後の画像とそのときに表示されている画
像との順位差が請求項に記載の「第一の順位」に相当する。
【００１９】
　このようにＵＩモジュール３０が、画像をサイクリックに関連づけながら次の画像を画
面表示することにより、図１に示すように順位が連続する画像が隣り合うように画像同士
がｘ方向（矢印４２参照）にサイクリックに配列され、順位差が１０順位の画像同士が隣
り合うように画像がｙ方向（矢印４４参照）にサイクリックに配列された無限の二次元領
域５０上をＬＣＤ２１の表示対象領域（領域４６参照）がレバー２４の操作方向に移動し
ているかのようなユーザインタフェースを実現することができる。このユーザインタフェ
ースによれば、ユーザは、無限の二次元領域５０に配列された画像をイメージしながら、
レバー２４の操作で画像を選択表示することができる。
【００２０】
　尚、互いに直交するｘ方向とｙ方向とを図示したが、ｘ方向とｙ方向とは直交していな
くてもよい。
　また、ＵＩモジュール３０が受け付ける指示は、上述したように表示対象領域が無限の
二次元領域５０上を移動するようなユーザインタフェースが実現可能であればよく、上述
の具体例に限定されるものではない。具体的にはレバー２４の左右操作、上下操作をそれ
ぞれ「－Ｌ」順位後、「Ｒ」順位後、「－Ｕ」順位後、「Ｄ」順位後の画像を表示する指
示であるとすると、ＵＩモジュール３０は、レバー２４の左右操作、上下操作を「Ｌ＝Ｒ
」及び「Ｕ＝Ｄ」の関係が成立する指示として受け付け、右上操作を「Ｒ－Ｕ」順位後、
右下操作を「Ｒ＋Ｄ」順位後、左下操作を「－Ｌ＋Ｄ」順位後、左上操作を「－Ｌ－Ｕ」
順位後の画像を表示する指示として受け付ければよい。ここで、例えば「－Ｌ」順位後と
は「Ｌ」順位前のことを意味する。但し、操作性の観点から、「Ｌ」又は「Ｕ」のいずれ
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か一方は「１」であることが望ましい。
【００２１】
　図９は、再生モードにおける画像の表示方法のフローチャートである。以下の説明では
、ＨＤＤ１４にはＮ個の画像が記憶されているものとし、それらの画像は１からＮまでの
順位が付けられているものとする。
　先ず、制御部１０は、ＬＣＤ２１に表示する画像の順位を示すポインタ（ｐ）を１にセ
ットする（ステップＳ１００参照）。
　次に、制御部１０はレバー２４の操作を受け付ける（ステップＳ１０２参照）。そして
制御部１０は、受け付けた操作が右操作、下操作、右下操作または左下操作の場合、ステ
ップＳ１０４からＳ１１０の処理を実行し、受け付けた操作が左操作、上操作、右上操作
または左上操作の場合、ステップＳ１１２からＳ１１８の処理を実行する。
【００２２】
　ステップＳ１０４からＳ１１０の処理において、制御部１０はレバー２４の操作に応じ
て、末尾の画像に先頭の画像が続くようにサイクリックに順序付けながら、所定順位後の
画像を次に表示する画像として特定する。具体的には、先ず制御部１０は、受け付けたレ
バー２４の操作に応じたジャンプ数（ｊ）を設定する（ステップＳ１０４参照）。より具
体的には制御部１０は、例えば右操作、下操作、右下操作、左下操作に応じて、ジャンプ
数をそれぞれ「ｊ＝１」、「ｊ＝１０」、「ｊ＝１１」、「ｊ＝９」を設定する（図８参
照）。次に制御部１０は、ポインタ示す順位の画像があるか否かを判断する（ステップＳ
１０６参照）。そして制御部１０は、その画像があると判断した場合「ｐ＝ｐ＋ｊ」とし
、その画像がないと判断した場合「ｐ＝ｐ＋ｊ－Ｎ」とする。
【００２３】
　ステップＳ１１２からＳ１１８の処理において、制御部１０はレバー２４の操作に応じ
て、末尾の画像に先頭の画像が続くようにサイクリックに順序付けながら、所定順位前の
画像を次に表示する画像として特定する。具体的には、先ず制御部１０は、受け付けたレ
バー２４の操作に応じたジャンプ数（ｊ）を設定する（ステップＳ１１２参照）。例えば
制御部１０は、左操作、上操作、左上操作、右上操作に応じて、ジャンプ数をそれぞれ「
ｊ＝１」、「ｊ＝１０」、「ｊ＝１１」、「ｊ＝９」を設定する（図８参照）。次に制御
部１０は、ポインタ示す順位の画像があるか否かを判断する（ステップＳ１１４参照）。
そして制御部１０は、その画像があると判断した場合「ｐ＝ｐ－ｊ」とし、その画像がな
いと判断した場合「ｐ＝ｐ－ｊ＋Ｎ」とする。
【００２４】
　ステップＳ１２０において、制御部１０はポインタが示す順位の画像をＬＣＤ２１に表
示し、ステップＳ１０２の処理に戻る。
【００２５】
　尚、ＵＩモジュール３０は、図１０に示すようにレバー２４の操作により選択表示可能
な画像を少なくとも含む無限の二次元領域５０の一部領域を示す画像５２をＬＣＤ２１に
表示してもよい。このようにすれば、ユーザは無限の二次元領域５０におけるＬＣＤ２１
に表示対象領域の位置を把握でき、次にＬＣＤ２１に表示する画像を容易に選択できる。
　また、ＵＩモジュール３０は、レバー２４の上下操作などを複数ステップ数前後の画像
を表示する指示として受け付けると説明したが、レバー２４を所定方向に所定期間（通常
の操作より短い期間、または通常の操作より長い期間）倒す操作を複数ステップ数前後の
画像を表示する指示として受け付けてもよい。
　また、ＵＩモジュール３０は、レバー２４を所定方向に所定期間（通常の操作より短い
期間、または通常の操作より長い期間）倒す操作を、先頭の画像または末尾の画像が付さ
れた画像を表示する指示として受け付けてもよい。
【００２６】
　　（第二実施例）
　第二実施例による画像再生装置２では、ＵＩモジュール３０は、第一実施例に係る指示
に加えて、さらにレバー２４の押し込み操作と引き上げ操作とをそれぞれ１００順位後、
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１００順位前の画像を選択する指示として受け付ける。これらの指示が請求項に記載の「
第三指示」に相当し、この指示により選択される１００順位前後の画像とそのときに表示
されている画像との順位差１００が請求項に記載の「第二の順位」に相当する。
【００２７】
　これにより画像再生装置２では、図１１に示すように、無限の二次元領域５０がそれと
垂直な上下方向に隣り合う無限の二次元領域５０の一方の無限の二次元領域５０に配置さ
れている画像とその画像直上または直下の画像であって他方の無限領域５０に配置されて
いる画像との順位差が１００になるように無限に配置された三次元空間において、無限の
二次元領域５０間を表示対象領域がレバー２４の押し込み操作と引き上げ操作とにより移
動するかのようなユーザインタフェースを実現することができる（図１１に示す矢印４６
、４８参照）。したがって画像再生装置２によると、ＨＤＤ１４に記憶されている画像数
が増大しても、ユーザは所望の画像を容易に選択表示することができる。
【００２８】
　尚、ＵＩモジュール３０は、画像の順位をサイクリックに関連づけることなく、レバー
２４の押し込み操作と引き上げ操作により指示されるステップ数後の画像を画面表示して
もよい。そのときは、複数の無限の二次元領域５０が有限に配置された三次元空間を表示
対象領域が移動するかのようなユーザインタフェースを実現することができる。
　また、ＵＩモジュール３０は、画像の順位をサイクリックに関連づけることなく、レバ
ー２４の左右操作、上下操作、右上操作、右下操作、左下操作、左上操作の全部またはい
ずれかの操作により指示されるステップ数後の画像を画面表示してもよい。そのときは、
有限の二次元領域または所定方向に有限な無限の二次元領域が無限に配置された三次元空
間を表示対象領域が移動するかのようなユーザインタフェースを実現することができる。
【００２９】
　また、ＵＩモジュール３０は、画像の順位をサイクリックに関連づけることなく、レバ
ー２４の全操作により指示されるステップ数後の画像を画面表示してもよい。そのときは
、二次元の複数の有限領域が有限に配置された三次元空間を表示対象領域が移動するかの
ようなユーザインタフェースを実現することができる。
　また、ＵＩモジュール３０がレバー２４の押し込み操作と引き上げ操作とにより受け付
ける指示は、１００順位後、１００順位前の画像を表示する指示に限定されず、順位差が
いくつの画像を表示する指示でもよい。また、１００順位後、１００前の画像をＬＣＤ２
１に表示する指示として受け付ける操作は、それぞれレバー２４の押し込み操作と引き上
げ操作に限定されず、それぞれ異なるボタンを押下する操作などでもよい。
【００３０】
　　（第三実施例）
　図１２は、第三実施例による画像再生装置３の再生モードを説明するための模式図であ
る。
　（Ａ１）に示すように、画像再生装置３のＲＡＭ１３の所定領域には、上述の複数の実
施例に係る無限の二次元領域５０の一部領域の画像の画面表示用データが記憶されている
。ここで一部領域とは、ＬＣＤ２１に表示している画像とその状態におけるレバー２４の
操作により選択表示可能な画像とを少なくとも含む領域のことである。第三実施例に係る
ＵＩモジュール３０は、この画面表示用データに対して所望の表示対象領域（（Ａ１）に
示す表示対象領域６０ａ参照）を指定して、その表示対象領域の画面をＬＣＤ２１に表示
する（（Ｂ１）参照）。
【００３１】
　ＵＩモジュール３０は、ＬＣＤ２１に表示している画像（例えば、（Ｂ１）に示す海．
ｊｐｇの画像）から次の画像（例えば、（Ｂ４）に示す山．ｊｐｇの画像）を表示するま
での期間に、ＬＣＤ２１に表示している画像の表示対象領域（（Ａ１）に示す表示対象領
域６０ａ参照）から次の画像の表示対象領域（（Ａ４）に示す表示対象領域６０ｄ参照）
まで表示対象領域を連続的に移動させる（（Ａ２）、（Ａ３）に示す表示対象領域６０ｂ
、６０ｃ参照）。これにより、無限の二次元領域５０上を表示対象領域がレバー２４の操
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作方向に移動しているかのように、その移動経過を表す画面表示をすることができる（（
Ｂ１）から（Ｂ４）参照）。
　尚、レバー２４の右下操作に対応する画面遷移のみを図１２に例示したが、レバー２４
の全操作方向に上述の処理を適用してもよいし、所定の操作方向のみに適用してもよい。
【００３２】
　　（第四実施例）
　図１３は、第四実施例による画像再生装置４の再生モードを説明するための画面遷移図
である。
　第四実施例による画像再生装置４のＲＡＭ１３の所定領域には、第三実施例に係るＲＡ
Ｍ１３の所定領域と同様の画像表示用データが記憶されている。但し、第四実施例による
画像再生装置４ではＬＣＤ２１に複数画像を表示可能なため、その状態において表示可能
な画像を少なくとも含む画像表示用データをＲＡＭ１３に記憶することが望ましい。具体
的には、図１３に例示したようにレバー２４の引き上げ操作により１画像、４画像、９画
像とＬＣＤ２１に表示される画像の数が変化し、レバー２４の押し込み操作により９画像
、４画像、１画像とＬＣＤ２１に表示される画像の数が変化する画像再生装置４では、９
画像が含む画像表示用データをＲＡＭ１３に記憶することが望ましい。
【００３３】
　第四実施例に係るＵＩモジュール３０は、第一実施例に係る指示に加えて、レバー２４
の押し込み操作を表示対象領域を縮小する指示として受け付け、レバー２４の引き上げ操
作を表示対象領域を拡大する操作として受け付ける。ＵＩモジュール３０は、受け付けた
指示に応じて表示対象領域を拡大または縮小し、拡大または縮小後の表示対象領域の画像
がＬＣＤ２１に表示可能なサイズになるようにその画像を表示部１５のグラフィックコン
トローラに縮小または拡大させる。そしてＵＩモジュール３０は、ＬＣＤ２１に拡大また
は縮小後の画像をグラフィックコントローラに表示させる。これによりユーザは、ＬＣＤ
２１に複数画像を表示させてＨＤＤ１４に記憶されている画像を確認できるため、表示対
象の画像を容易に選択することができる。
【００３４】
　尚、ＵＩモジュール３０は、予めＲＡＭ１３に記憶した画像表示用データに対する表示
対象領域を受け付けた指示に応じて拡大または縮小することにより、複数画像をＬＣＤ２
１に表示するとして説明した。しかしＵＩモジュール３０は、指示を受け付ける度にその
指示に応じた画像表示用データを生成することにより、複数画像をＬＣＤ２１に表示して
もよい。
　また、ＵＩモジュール３０は、レバー２４の押し込み操作またはレバー２４の引き上げ
操作と異なる操作を、表示対象領域の縮小または拡大指示として受け付けてもよい。
【００３５】
　　（第五実施例）
　第五実施例による画像再生装置５のＨＤＤ１４には、複数のフォルダが同一階層に形成
されており（例えば、図１４に示す登山フォルダ、夏休みフォルダ、家族フォルダ）、そ
れらのフォルダには画像が格納されている。そして複数のフォルダは図１５に示すテーブ
ル７２により順序付けられている。
【００３６】
　図１６は、第五実施例による画像再生装置５の再生プログラムの論理的な構成を示すブ
ロック図である。
　ＵＩモジュール３０は、第一実施例に係る指示に加えてさらに、レバー２４の押し込み
操作とレバー２４の引き上げ操作とを、同一階層に形成されている複数のフォルダ間を移
動する指示として受け付ける。具体的にはＵＩモジュール３０は、レバー２４の押し込み
操作を、ＬＣＤ２１に表示している画像が格納されているフォルダの１つ後のフォルダを
表示対象のフォルダとして、そのフォルダ内の画像をＬＣＤ２１に表示する指示として受
け付ける。一方、レバー２４の引き上げ操作を、制御部１０はＬＣＤ２１に表示している
画像が格納されているフォルダの１つ前のフォルダを表示対象のフォルダとし、そのフォ
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ルダ内の画像をＬＣＤ２１に表示する指示として受け付ける。この指示が請求項に記載の
「フォルダ選択指示」に相当する。
【００３７】
　フォルダ順位管理モジュール３６は、画像順位管理モジュール３４と同様にフォルダを
サイクリックに関連づけながら、表示対象のフォルダを特定する。フォルダ順位管理モジ
ュール３６は、図１７に示すように例えばもみじ．ｊｐｇの画像１５１がＬＣＤ２１に表
示されている状態でＵＩモジュール３０がレバー２４の押し込み操作を受け付けた場合、
もみじ．ｊｐｇの画像が格納されている登山フォルダの１つ後の夏休みフォルダを表示対
象のフォルダとして特定する。一方、例えば海．ｊｐｇの画像１５２がＬＣＤ２１に表示
されている状態でＵＩモジュール３０がレバー２４の引き上げ操作を受け付けると、フォ
ルダ順位管理モジュール３６は海．ｊｐｇの画像が格納されている夏休みフォルダの１つ
前の登山フォルダを表示対象のフォルダとして特定する。つまりユーザは、簡素な操作で
同一階層にある複数のフォルダ間移動することができる
【００３８】
　ここでフォルダ順位管理モジュール３６は、順位が３の家族フォルダに格納されている
笑顔．ｊｐｇの画像１５３がＬＣＤ２１に表示されている状態でＵＩモジュール３０がレ
バー２４の押し込み操作を受け付けたとしても、サイクリックに関連づけながら上述の処
理を実行しているため、順位が１の登山フォルダを表示対象フォルダとして特定すること
ができる。つまりユーザは、同一階層にある複数のフォルダ間を少ない操作回数で移動す
ることができる。
　尚、ＵＩモジュール３０は、レバー２４の押し込み操作またはレバー２４の引き上げ操
作と異なる操作、例えばレバー２４を所定期間（通常操作より短い期間、または通常操作
より長い期間）左または右に倒す操作を、先頭のフォルダまたは末尾のフォルダに移動す
る指示として受け付けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】第一実施例による画像再生装置を説明するための模式図。
【図２】本発明による画像再生装置のブロック図。
【図３】本発明による画像再生装置の外形を示す模式図。
【図４】本発明に係るレバー操作を説明するための模式図。
【図５】画像再生プログラムの論理的な構成を示すブロック図。
【図６】第一実施例に係るＨＤＤのファイル構成を示す模式図。
【図７】画像を順序付けるテーブルを示す模式図。
【図８】レバー操作により受け付けられる指示を説明するための模式図。
【図９】再生モードにおける画像表示方法のフローチャート。
【図１０】第一実施例による画像再生装置の変形例を説明するための模式図。
【図１１】第二実施例による画像再生装置を説明するための模式図。
【図１２】第三実施例による画像再生装置を説明するための模式図。
【図１３】第四実施例による画像再生装置を説明するための画面遷移図。
【図１４】第五実施例に係るＨＤＤのファイル構成を示す模式図。
【図１５】フォルダを順序づけるテーブルを示す模式図。
【図１６】第五実施例による再生プログラムの論理的な構成を示すブロック図。
【図１７】第五実施例による画像再生装置を説明するための画面遷移図。
【符号の説明】
【００４０】
１、２、３、４、５　画像再生装置（画像表示装置）、１０　制御部（アクセス手段、画
像順位管理手段、受付手段、表示手段、フォルダ順位管理手段）、１５　表示部（表示手
段）、１６　操作部（受付手段）２４　レバー（受付手段）、３０　ＵＩモジュール（受
付手段、表示手段）、３２　アクセスモジュール（アクセス手段）、３４　画像順位管理
モジュール（画像順位管理手段）、３６　ファイル順位管理モジュール（フォルダ順位管



(11) JP 4862267 B2 2012.1.25

理手段）

【図１】 【図２】
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