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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示手段と
　ユーザの操作入力を受付ける操作入力受付け手段と、
　実際のカードを模したオブジェクトとしての画像カードに画像を対応付け、複数の前記
画像カードを重ねた様子を示す確認画像を前記表示手段に表示させ、前記複数の画像カー
ドのうち特定の画像カードを確認する指示を示す確認操作が前記操作入力受付け手段によ
り受け付けられた場合、前記特定の画像カードに対応付けられた画像の少なくとも一部を
含む情報を、前記特定の画像カードの少なくとも一部の領域に表示させ、前記特定の画像
カードを選択する選択操作が前記操作入力受付け手段により受け付けられた場合、前記表
示手段の表示状態を、前記確認画像が表示されている第１状態から、前記特定の画像カー
ドに対応付けられた前記画像が表示されている前記第１状態とは異なる第２状態に遷移さ
せる表示制御を行う表示制御手段と
　を備え、
　ユーザによる前記表示手段への接触を維持させたまま所定方向に所定距離だけ動かす操
作をなぞり操作として、前記複数の画像カードの重なり部分に対する前記なぞり操作が前
記確認操作として採用され、前記なぞり操作の際に、前記複数の画像カードのうち１つの
画像カードに対する接触が一定時間維持された場合は、接触している前記画像カードを前
記特定の画像カードとして認識する
　情報処理装置。
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【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記複数の画像カードを重ねた様子を示す画像として、前記複数
の画像カードを束ねた様子を示す画像、または、前記複数の画像カードを扇形に重ねた様
子を示す画像を表示させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、
　第１のカードが最前面に表示され、前記第１のカードよりも左側かつ後ろに左側の画像
カード群が表示され、前記第１のカードよりも右側かつ後ろに右側の画像カード群が表示
されている場合に、第１の指及び第２の指による右方向の前記なぞり操作が前記操作入力
受付け手段により受け付けられたとき、前記最前面の表示を前記第１の画像カードから前
記左側の画像カード群の最も前側の画像カードに遷移させ、前記第１の指及び前記第２の
指による左方向の前記なぞり操作が前記操作入力受付け手段により受け付けられたとき、
前記最前面の表示を前記第１の画像カードから前記右側のカード群の最も前側の画像カー
ドに遷移させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、
　前記画像の少なくとも一部を含む情報の表示を、前記なぞり操作の速度に応じて変化さ
せる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、
　前記ユーザによる前記なぞり操作の停止が前記操作入力受付け手段により受け付けられ
たときに接触している画像カードを前記特定の画像カードとして認識し、前記画像の少な
くとも一部を含む情報として、前記画像の部分、前記画像のサムネイル、または前記画像
の特徴ある部分の画像である特徴画像を表示させ、
　前記ユーザによる接触が前記表示手段から離れた場合、前記選択操作がなされたとして
、前記表示手段の表示状態を前記第１状態から前記第２状態に遷移させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、さらに、前記表示手段の表示状態が前記第２状態で、前記ユーザ
が前記表示手段に接触する操作が前記操作入力受付け手段により受け付けられた場合、前
記表示制御として、前記表示手段の表示状態を前記第２状態から前記第１状態に遷移させ
る
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記選択操作として、前記特定の画像カードを始点として、前記確認操作として採用さ
れた前記なぞり操作の第１方向とは別の第２方向に行われる前記なぞり操作が採用されて
いる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、
　前記第１方向および前記第２方向とは別の第３方向に前記なぞり操作が前記操作入力受
付け手段により受け付けられた場合、前記表示手段の表示状態を前記第１状態から前記第
２状態に遷移させる
　請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　画像を表示し、ユーザの操作入力を受付ける情報処理装置が、
　実際のカードを模したオブジェクトとしての画像カードに画像を対応付け、複数の前記
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画像カードを重ねた様子を示す確認画像をタッチスクリーンに表示させ、
　前記複数の画像カードのうち特定の画像カードを確認する指示を示す確認操作が受け付
けられた場合、前記特定の画像カードに対応付けられた画像の少なくとも一部を含む情報
を、前記特定の画像カードの少なくとも一部の領域に表示させ、
　前記特定の画像カードを選択する選択操作が受け付けられた場合、前記タッチスクリー
ンの表示状態を、前記確認画像が表示されている第１状態から、前記特定の画像カードに
対応付けられた前記画像が表示されている前記第１状態とは異なる第２状態に遷移させる
　ステップを含み、
　ユーザによる前記タッチスクリーンへの接触を維持させたまま所定方向に所定距離だけ
動かす操作をなぞり操作として、前記複数の画像カードの重なり部分に対する前記なぞり
操作が前記確認操作として採用され、前記なぞり操作の際に、前記複数の画像カードのう
ち１つの画像カードに対する接触が一定時間維持された場合は、接触している前記画像カ
ードを前記特定の画像カードとして認識する
　情報処理方法。
【請求項１０】
　画像を表示し、ユーザの操作入力を受付ける情報処理装置を制御するコンピュータが、
　実際のカードを模したオブジェクトとしての画像カードに画像を対応付け、複数の前記
画像カードを重ねた様子を示す確認画像をタッチスクリーンに表示させ、
　前記複数の画像カードのうち特定の画像カードを確認する指示を示す確認操作が受け付
けられた場合、前記特定の画像カードに対応付けられた画像の少なくとも一部を含む情報
を、前記特定の画像カードの少なくとも一部の領域に表示させ、
　前記特定の画像カードを選択する選択操作が受け付けられた場合、前記タッチスクリー
ンの表示状態を、前記確認画像が表示されている第１状態から、前記特定の画像カードに
対応付けられた前記画像が表示されている前記第１状態とは異なる第２状態に遷移させる
　ステップを含み、
　ユーザによる前記タッチスクリーンへの接触を維持させたまま所定方向に所定距離だけ
動かす操作をなぞり操作として、前記複数の画像カードの重なり部分に対する前記なぞり
操作が前記確認操作として採用され、前記なぞり操作の際に、前記複数の画像カードのう
ち１つの画像カードに対する接触が一定時間維持された場合は、接触している前記画像カ
ードを前記特定の画像カードとして認識する
　制御処理を実行するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、複数の画像を効
率よく確認することができ、さらに、確認操作が簡便かつ直感的にできるようになった、
情報処理装置および方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラ（特許文献１参照）の表示画面上で複数の画像を表示する表示手
法として、サムネイルをタイル上に並べて一覧表示するといった表示手法（以下、従来の
表示手法と称する）が一般的に採用されている。
【特許文献１】特開２００７－０１９６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の表示手法では、一度に表示できるサムネイルの枚数は、デジタル
カメラの表示画面のサイズに依存してしまう。
【０００４】
　さらに、デジタルカメラ内のアルバムに含まれる画像の枚数が、一度に表示できるサム
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ネイルの枚数を超えている場合、ユーザは、全てのサムネイルを確認するためには、スク
ロール操作をしなければならない。即ち、ユーザは、ボタンの押下や、タッチパネル上を
なぞる動作といった煩雑な操作をする必要がある。
【０００５】
　特に、ユーザは、アルバムの画像の枚数が多い場合、アルバム内の所望の1枚の画像を
サムネイルとして探し出すためには、スクロール操作を繰り返し行わなければならず、長
時間を要する場合もあった。さらに、上述の如くデジタルカメラの表示画面に表示できる
サムネイルの枚数はその表示画面のサイズに依存しているため、ユーザは、アルバムに含
まれる画像の総数を把握することが困難である場合があった。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、複数の画像を効率よく確認す
ることができ、さらに、確認操作が簡便かつ直感的にできるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面の情報処理装置は、画像を表示する表示手段とユーザの操作入力を受付
ける操作入力受付け手段と、実際のカードを模したオブジェクトとしての画像カードに画
像を対応付け、複数の前記画像カードを重ねた様子を示す確認画像を前記表示手段に表示
させ、前記複数の画像カードのうち特定の画像カードを確認する指示を示す確認操作が前
記操作入力受付け手段により受け付けられた場合、前記特定の画像カードに対応付けられ
た画像の少なくとも一部を含む情報を、前記特定の画像カードの少なくとも一部の領域に
表示させ、前記特定の画像カードを選択する選択操作が前記操作入力受付け手段により受
け付けられた場合、前記表示手段の表示状態を、前記確認画像が表示されている第１状態
から、前記特定の画像カードに対応付けられた前記画像が表示されている前記第１状態と
は異なる第２状態に遷移させる表示制御を行う表示制御手段とを備え、ユーザによる前記
表示手段への接触を維持させたまま所定方向に所定距離だけ動かす操作をなぞり操作とし
て、前記複数の画像カードの重なり部分に対する前記なぞり操作が前記確認操作として採
用され、前記なぞり操作の際に、前記複数の画像カードのうち１つの画像カードに対する
接触が一定時間維持された場合は、接触している前記画像カードを前記特定の画像カード
として認識する。
【０００８】
　前記表示制御手段は、前記複数の画像カードを重ねた様子を示す画像として、前記複数
の画像カードを束ねた様子を示す画像、または、前記複数の画像カードを扇形に重ねた様
子を示す画像を表示させる。
【０００９】
　前記表示制御手段は、第１のカードが最前面に表示され、前記第１のカードよりも左側
かつ後ろに左側の画像カード群が表示され、前記第１のカードよりも右側かつ後ろに右側
の画像カード群が表示されている場合に、第１の指及び第２の指による右方向の前記なぞ
り操作が前記操作入力受付け手段により受け付けられたとき、前記最前面の表示を前記第
１の画像カードから前記左側の画像カード群の最も前側の画像カードに遷移させ、前記第
１の指及び前記第２の指による左方向の前記なぞり操作が前記操作入力受付け手段により
受け付けられたとき、前記最前面の表示を前記第１の画像カードから前記右側のカード群
の最も前側の画像カードに遷移させる。
　前記表示制御手段は、前記画像の少なくとも一部を含む情報の表示を、前記なぞり操作
の速度に応じて変化させる。
【００１０】
　前記表示制御手段は、前記ユーザによる前記なぞり操作の停止が前記操作入力受付け手
段により受け付けられたときに接触している画像カードを前記特定の画像カードとして認
識し、前記画像の少なくとも一部を含む情報として、前記画像の部分、前記画像のサムネ
イル、または前記画像の特徴ある部分の画像である特徴画像を表示させ、前記ユーザによ
る接触が前記表示手段から離れた場合、前記選択操作がなされたとして、前記表示手段の
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表示状態を前記第１状態から前記第２状態に遷移させる。
【００１１】
　前記表示制御手段は、さらに、前記表示手段の表示状態が前記第２状態で、前記ユーザ
が前記表示手段に接触する操作が前記操作入力受付け手段により受け付けられた場合、前
記表示制御として、前記表示手段の表示状態を前記第２状態から前記第１状態に遷移させ
る。
【００１２】
　前記選択操作として、前記特定の画像カードを始点として、前記確認操作として採用さ
れた前記なぞり操作の第１方向とは別の第２方向に行われる前記なぞり操作が採用されて
いる。
【００１３】
　前記表示制御手段は、前記第１方向および前記第２方向とは別の第３方向に前記なぞり
操作が前記操作入力受付け手段により受け付けられた場合、前記表示手段の表示状態を前
記第１状態から前記第２状態に遷移させる。
【００１４】
　本発明の一側面の情報処理方法およびプログラムは、上述した本発明の一側面の情報処
理装置に対応する方法およびプログラムである。
【００１５】
　本発明の一側面の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、画像を表示
し、ユーザの操作入力を受付ける情報処理装置において、実際のカードを模したオブジェ
クトとしての画像カードに画像が対応付けられ、複数の前記画像カードを重ねた様子を示
す確認画像が前記タッチスクリーンに表示され、前記複数の画像カードのうち特定の画像
カードを確認する指示を示す確認操作が受け付けられた場合、前記特定の画像カードに対
応付けられた画像の少なくとも一部を含む情報が、前記特定の画像カードの少なくとも一
部の領域に表示され、前記特定の画像カードを選択する選択操作が受け付けられた場合、
前記タッチスクリーンの表示状態が、前記確認画像が表示されている第１状態から、前記
特定の画像カードに対応付けられた前記画像が表示されている前記第１状態とは異なる第
２状態に遷移される。ユーザによる接触が維持されたまま所定方向に所定距離だけ動かす
操作がなぞり操作とされて、前記複数の画像カードの重なり部分に対する前記なぞり操作
が前記確認操作として採用され、前記なぞり操作の際に、前記複数の画像カードのうち１
つの画像カードに対する接触が一定時間維持された場合は、接触している前記画像カード
が前記特定の画像カードとして認識される。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のごとく、本発明によれば、複数の画像を効率よく確認することができ、さらに、
確認操作が簡便かつ直感的にできるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明が適用された情報処理装置の一実施形態としての撮像装置の構成例を示
すブロック図である。
【００１９】
　図１の例では、撮像装置は、レンズ部１１乃至タッチパネル２８を含むように構成され
ている。
【００２０】
　レンズ部１１は、撮像レンズ、絞り、フォーカスレンズ等から構成される。レンズ部１
１を介して入射する被写体光の光路上には、CCD(Charge Coupled Device)等の撮像素子１
２が配置されている。
【００２１】
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　撮像素子１２、アナログ信号処理部１３、A/D(Analog/Digital)変換部１４、およびデ
ジタル信号処理部１５がその順番で接続されている。
【００２２】
　デジタル信号処理部１５にはまた、液晶パネル１７、記録デバイス１９およびタッチパ
ネル２８が接続されている。
【００２３】
　レンズ部１１には、レンズ部１１を構成する絞りの調整や、フォーカスレンズの移動を
行うためのアクチュエータ２０が接続されている。アクチュエータ２０には、モータドラ
イバ２１も接続されている。モータドライバ２１は、アクチュエータ２０の駆動制御を行
う。
【００２４】
　CPU(Central Processing Unit)２３は、撮像装置全体を制御する。このため、CPU２３
には、アナログ信号処理部１３、A/D変換部１４、デジタル信号処理部１５、モータドラ
イブ２１、TG(Timing Generator)２２、操作部２４、EEPROM(Electrically Erasable Pro
grammable ROM)２５、プログラムROM(Read Only Memory)２６、RAM(Random Access Memor
y)２７、タッチパネル１６、およびタッチパネル２８が接続されている。
【００２５】
　タッチスクリーン１８は、タッチパネル１６と液晶パネル１７により構成されている。
タッチパネル２８は、タッチスクリーン１８と対向する撮像装置の面、即ち、撮像レンズ
４５側の面に配置されている（後述する図２参照）。
【００２６】
　記録デバイス１９は、例えばDVD(Digital Versatile Disc)等の光ディスクやメモリカ
ード等の半導体メモリその他のリムーバブルな記録媒体で構成されている。記録デバイス
１９は、撮像装置本体に対して着脱自在となっている。
【００２７】
　EEPROM２５は、設定された各種情報を記憶する。その他の情報、例えば、電源状態がオ
フにされたときにも保持すべき情報等がEEPROM２５に記憶される。
【００２８】
　プログラムROM２６は、CPU２３が実行するプログラムおよびプログラムを実行する上で
必要なデータを記憶する。
【００２９】
　RAM２７は、CPU２３が各種処理を実行する際のワークエリアとして必要なプログラムや
データを一時記憶する。
【００３０】
　以下、図１の構成の撮像装置全体の動作の概略について説明する。
【００３１】
　CPU２３は、プログラムROM２６に記録されているプログラムを実行することにより、撮
像装置を構成する各部を制御する。また、CPU２３は、タッチパネル１６またはタッチパ
ネル２８からの信号や、操作部２４からの信号に応じて、所定の処理を実行する。この処
理の具体例については、図９、図１２、図１５、図１８、図２２乃至図２４、図２７乃至
図２９、図３２、図３３、図３７、および図３９の各フローチャートを参照して後述する
。
【００３２】
　操作部２４は、ユーザによって操作され、その操作に対応する信号をCPU２３に提供す
る。
【００３３】
　すなわち、タッチスクリーン１８またはタッチパネル２８は、任意の位置に指が触れる
等して接触されると、つまりユーザにより所定の操作入力がなされると、接触された位置
の座標を検出する。検出された座標を示す電気信号（以下、座標信号と称する）がCPU２
３に送出される。CPU２３は、座標信号から接触位置の座標を認識し、座標に対応付けら
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れた所定の情報を取得し、その情報に基づいて所定の処理を実行する。
【００３４】
　なお、本明細書では、接触とは、静的な接触（所定の一領域のみの接触）だけではなく
、動的な接触（指等の接触物体が所定の軌跡を描いて動く接触）も含む。例えば、画像上
の扇子を開かせるような指のなぞりも、接触の一形態である。
【００３５】
　アクチュエータ２０の駆動により、レンズ部１１は、撮像装置の筐体から露出または収
納される。また、アクチュエータ２０の駆動により、レンズ部１１を構成する絞りの調整
や、レンズ部１１を構成するフォーカスレンズの移動が行われる。
【００３６】
　TG２２は、CPU２３の制御に基づいて、タイミング信号を撮像素子１２に提供する。タ
イミング信号により、撮像素子１２における露出時間等が制御される。
【００３７】
　撮像素子１２は、TG２２から提供される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１１を介して入射する被写体光を受光して光電変換を行う。そして、受光量に
応じたアナログの画像信号をアナログ信号処理部１３に提供する。このとき、モータドラ
イバ２１は、CPU２３の制御に基づいてアクチュエータ２０を駆動する。
【００３８】
　アナログ信号処理部１３は、CPU２３の制御に基づいて、撮像素子１２から提供された
アナログの画像信号に対して増幅等のアナログ信号処理を施す。その結果得られるアナロ
グの画像信号は、アナログ信号処理部１３からA/D変換部１４に提供される。
【００３９】
　A/D変換部１４は、CPU２３の制御に基づいて、アナログ信号処理部１３からのアナログ
の画像信号をA/D変換する。その結果得られるデジタルの画像信号は、A/D変換部１４から
デジタル信号処理部１５に提供される。
【００４０】
　デジタル信号処理部１５は、CPU２３の制御に基づいてA/D変換部１４から提供されたデ
ジタルの画像信号に対して、ノイズ除去処理等のデジタル信号処理を施す。デジタル信号
処理部１５は、そのデジタルの画像信号に対応する画像を、液晶パネル１７に表示させる
。
【００４１】
　また、デジタル信号処理部１５は、A/D変換部１４から提供されたデジタルの画像信号
を、例えばJPEG(Joint Photographic Experts Group)等の所定の圧縮符号化方式に従って
圧縮符号化する。デジタル信号処理部１５は、圧縮符号化されたデジタルの画像信号を、
記録デバイス１９に記録させる。なお、本実施の形態では、アルバム単位で画像が記録さ
れているとする。アルバムとは、実世界上の写真を貼り付けるアルバムを模した表現であ
り、ユーザが所定の関連性に従って集めた画像群を含める単位をいう。
【００４２】
　デジタル信号処理部１５はまた、記録デバイス１９から圧縮符号化されたデジタルの画
像信号を読み出し、所定の圧縮符号化方式に対応する伸張復号方式に従って伸張復号する
。デジタル信号処理部１５は、そのデジタルの画像信号に対応する画像を液晶パネル１７
表示させる。
【００４３】
　その他、デジタル信号処理部１５は、CPU２３の制御に基づいて、AF（auto focus）の
機能を発揮させるために用いる枠（以下、AF枠と称する）の画像を生成し、液晶パネル１
７に表示させる。
【００４４】
　即ち、撮像素子１２によって撮像された画像は液晶パネル１７に表示される。この場合
、液晶パネル１７に表示された画像上にAF枠が設定される。このAF枠の内部の画像に基づ
いてフォーカスが制御される。
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【００４５】
　このように、撮像装置はAF機能を有している。AF機能は、フォーカスの制御機能の他、
液晶パネル１７に表示された画像上の任意の位置にAF枠を設定する機能を含む。さらに、
AF機能は、液晶パネル１７とタッチパネル１６から構成されたタッチスクリーン１８に対
する操作だけで、その位置やサイズ等の制御を行う機能を含む。
【００４６】
　AF機能を実現させる処理は、CPU２３が、プログラムROM２６のプログラムを読み出して
実行することで実現される。また、撮像装置は、その他にも、AE（Automatic Exposure）
機能、AWB（Auto White Balance）機能を有している。これらの機能についても、CPU２３
が、プログラムROM２６のプログラムを読み出して実行することで実現される。
【００４７】
　さらにいえば、AF機能、AE機能、およびAWB機能は、撮像装置が有する機能の例示にし
か過ぎない。即ち、撮像装置は、撮影に関する各種機能を有している。以下、各種機能の
うち、撮影に関する基本的な機能を、基本機能と称し、撮影に関する応用的な機能を、応
用機能と称する。基本機能としては、AF機能、AE機能、およびAWB機能の他、例えば、「
撮影モード選択機能」や「撮影タイマの設定機能」等を採用することができる。応用機能
としては、例えば、「画素数変更機能」や「色彩調整機能」等を採用することができる。
【００４８】
　図２は、図１の例の撮像装置の外観の構成例を示す斜視図である。
【００４９】
　なお、以下、撮像装置の面のうち、ユーザが被写体を撮影する場合に被写体と対向する
面、即ち、レンズ部１１が配置される面を前面と称する。一方、撮像装置の面のうち、ユ
ーザが被写体を撮影する場合にユーザと対向する面、即ち、前面の反対側の面を後面と称
する。また、撮像装置の面のうち、ユーザが被写体を撮影する場合に、上側に配置される
面を上面と、下側に配置される面を下面と、それぞれ称する。
【００５０】
　図２のＡは、撮像装置の前面の外観の構成例を示す斜視図である。図２のＢは、撮像装
置の後面の外観の構成例を示す斜視図である。
【００５１】
　撮像装置の前面は、レンズカバー４７で覆うことができる。前面のレンズカバー４７が
図中下方に開かれると、図２のＡの状態になる。図２のＡに示されるように、レンズカバ
ー４７の覆いが除かれた前面の上部には、その右方から、レンズ部１１に含まれる撮像レ
ンズ４５とAFイルミネータ４６がその順番で配置されている。また、レンズカバー４７が
覆われている前面の下部のうち、ユーザが被写体を撮影する場合に保持する部分には、タ
ッチパネル２８が配置されている。
【００５２】
　AFイルミネータ４６は、セルフタイマランプを兼ねている。撮像装置の上面には、図２
のＡの左方から、ズームレバー（TELE/WIDE）４１、シャッタボタン４２、再生ボタン４
３およびパワーボタン４４がその順番で配置されている。ズームレバー４１、シャッタボ
タン４２、再生ボタン４３、およびパワーボタン４４は、図１の操作部２４に含まれる。
【００５３】
　図２のＢに示されるように、撮像装置の後面の全体には、タッチスクリーン１８が配置
されている。
【００５４】
　このように、撮像装置の後面にタッチスクリーン１８が設けられているので、ユーザは
、被写体を撮影する場合に、撮像装置の前面を被写体に向けたままの状態で、タッチスク
リーン１８によるGUI（Graphical User Interface）の操作を行うことができる。
【００５５】
　タッチスクリーン１８によるGUIの操作として、例えば本実施の形態では、複数の画像
の中から特定の画像を確認する操作（以下、画像確認操作と称する）を行うことができる
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。
【００５６】
　図３を参照して、画像確認操作の第１の実施例について説明する。即ち、図３は、タッ
チスクリーン１８に複数の画像を表示する表示手法の一例と、画像確認操作の第１の実施
例を説明する図である。
【００５７】
　ここで、撮像装置の動作状態のうち、ユーザが撮像装置内のアルバムに保存されている
複数の画像を確認できる状態を、再生モードと称する。即ち、再生モードに設定された場
合に、画像確認操作ができるとする。再生モードに設定する操作自体は特に限定されない
。例えば、図３のＡに示されるように、指f1と指f2との両方をタッチスクリーン１８に接
触させる操作を採用しても良い。なお、後述するように、指f2は、画像確認操作にとって
は必須ではない。
【００５８】
　再生モードに設定されると、例えば図３のＡに示されるように、タッチスクリーン１８
には、複数のカードが重ねられた状態で表示される。本実施の形態では例えば、１枚の画
像は、１枚のカードを模したオブジェクト（以下、画像カードCAと称する）として表示さ
れる。即ち、画像カードCAには、撮像装置内のアルバムに保存されている複数の画像のう
ちの所定の１枚を示す情報が表示される。なお、複数の画像カードCAが重ねられた画像が
表示されており、所定の１枚の画像カードCAを選択操作できる状態のタッチスクリーン１
８の表示面を、画像確認操作画面と称する。即ち、図３のＡは、画像確認操作画面の初期
表示状態の一例を示している。
【００５９】
　ユーザは、図３のＡの楕円状で囲まれた領域、即ち、複数の画像カードCAの重なり部分
の領域（図３においては、画像カードCAの左下の領域）に対して、指f1によるなぞり操作
をすることができる。なぞり操作とは、ユーザが指をタッチスクリーン１８の所定領域に
接触させ、その後、指の接触を維持したまま、所定領域を起点として所定方向に所定距離
だけ指を移動させる（ドラッグする）操作をいう。
【００６０】
　ユーザが指f1でなぞり操作をしているときに、指f1の接触が、特定の画像カードCA1上
で一定時間維持されると、タッチスクリーン１８の表示状態が、図３のＡの表示状態から
図４のＡの表示状態に遷移する。即ち、図４のＡに示されるように、指f1の接触が一定時
間維持された画像カードCA1よりも前までに配置された１枚以上の画像カードCAの群CAGが
、めくれたように表示される。そして、指f1の接触が一定時間維持された画像カードCA1
に対応付けられた画像Ｐを示す情報が表示される。なお、「一定時間維持」とは、所定時
間（閾値）以上の指の静止を意味しない。即ち、「一定時間維持」とは、瞬時の指の静止
の場合や、なぞり操作の速度が落ちて（指がゆっくり動いて）、その結果特定の画像カー
ド上に指が維持されている場合も含む広義な概念である。
【００６１】
　画像Ｐを示す情報は、その名の如く、画像Ｐを示すものであれば特に限定されない。例
えば、図４の例では、画像Ｐの一部分PPが、画像Ｐを示す情報として採用されている。
【００６２】
　具体的には例えば、図４のＢに示されるように、画像Ｐのうち左半分のみを、画像Ｐの
一部分PPとして、図４のＡの特定の画像カードCA1に表示させることができる。なお、画
像カードCAの右側の領域でなぞり操作をした場合には、特定の画像カードCA1よりも前に
配置された１枚以上の画像カードCAの群CAGがめくれる様子は、図４のＡの状態に対して
線対称の状態になる。よって、このような場合には、図示はしないが、画像Ｐのうちの右
半分のみを、画像Ｐの一部分PPとして、図４のＡの特定の画像カードCA1に表示させるこ
ともできる。
【００６３】
　例えばまた、図４のＣに示されるように、画像Ｐの中心部分を切り取って、それを画像
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Ｐの一部分PPとして、図４のＡの特定の画像カードCA1に表示させることができる。通常
、ユーザが確認したい被写体は、画像Ｐの中心部分に含まれていることが多いためである
。即ち、画像Ｐの中心部分を表示させることにより、ユーザの写真に対する認識率が上が
る、という効果を奏することが可能になる。
【００６４】
　なお、特定の画像カードCA1に表示させる画像Ｐを示す情報は、図４の例に特に限定さ
れない。その他例えば、画像Ｐの任意の部分を切り取って、それを画像Ｐの一部分PPとし
て、特定の画像カードCA1に表示させてもよい。
【００６５】
　また例えば、画像Ｐのサムネイルや、画像Ｐの特徴ある部分の画像（以下、特徴画像と
称する）を、画像Ｐを示す情報として採用することもできる。以下、これらの例について
、図５と図６を参照して説明する。
【００６６】
　図５は、特定の画像カードCA1に表示させる画像Ｐを示す情報の一例であって、図４の
例とは異なる例を示している。
【００６７】
　ユーザが、画像確認操作画面の画像カードCAの重なり部分の領域を、指f1でなぞり操作
をしているときに、指f1の接触が、特定の画像カードCA1上で一定時間維持されると、タ
ッチスクリーン１８の表示状態が、図３のＡの表示状態から図５の表示状態に遷移する。
【００６８】
　即ち、図５に示されるように、特定の画像カードCA1よりも前に配置された１枚以上の
画像カードCAの群CAG（図５の例では１枚のみ）の左下の領域が、めくれたように表示さ
れる。そして、特定の画像カードCA1上の、めくれたように表示される領域に、画像Ｐの
サムネイルPSが表示される。
【００６９】
　なお、サムネイルPSの表示場所は、図５の例のように、特定の画像カードCA1の左下の
領域が、めくれたように表示された領域に限定されず、その他例えば図４のＡに示される
ような特定の画像カードCA1の領域でもよい。
【００７０】
　図６は、特定の画像カードCA1に表示させる画像Ｐを示す情報の一例であって、図４や
図５の例とは異なる例を示している。
【００７１】
　図６に示されるように、特定の画像カードCA1よりも前に配置された１枚以上の画像カ
ードCAの群CAG（図６の例では１枚のみ）の左下の領域が、めくれたように表示される。
そして、特定の画像カードCA1上の、めくれたように表示される領域に、画像Ｐの特徴画
像ＰＣが表示される。即ち、画像Ｐに含まれるオブジェクト等のうち、例えば顔、建物、
動物、花、その他特徴のあるオブジェクト等が、特徴画像ＰＣとして表示される。
【００７２】
　なお、特徴画像ＰＣの表示場所は、図６の例のように、特定の画像カードCA1の左下の
領域が、めくれたように表示された領域に限定されず、その他例えば図４のＡに示される
ような特定の画像カードCA1全体の領域でもよい。
【００７３】
　以上説明したように、ユーザは、画像確認操作の第１の実施例を行うことで、特定の画
像カードCA1には、それと対応付けられた画像Ｐを示す情報が表示される。よって、ユー
ザは、アルバム内の複数の画像の中身を容易に確認することができ、特定の1枚の画像Ｐ
を短時間で探すことが可能となる。
【００７４】
　なお、図３乃至図６の例では、画像カードCAの左側の領域で操作がなされているが、当
然ながら、画像カードCAの右側の領域で操作がなされてもよい。
【００７５】
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　また、図３のＡに示されるように、撮像装置内のアルバムの複数の画像に対応する各画
像カードCAを重ねて表示することにより、アルバム中に含まれる画像の総数を把握するこ
とが容易になる、という効果を奏することが可能になる。
【００７６】
　さらに、ユーザがアルバム中の画像Ｐを確認する場合、指f1のなぞり操作の操作距離は
、図３のＡの楕円状で囲まれた領域内の矢印で示される距離程度でよい。即ち、指f1の操
作距離が短くて済む、という効果を奏することが可能になる。
【００７７】
　なお、図３のＢは、図３のＡに示されるなぞり操作と、実世界の複数のカードをめくる
動作（以下、カードめくり動作と称する）とを比較するための参考図である。図３のＢに
示される左手親指f1によるカードめくり動作が、図３のＡに示される指f1によるなぞり操
作に対応する。また、実世界のカードめくり動作の最中、図３のＢに示されるように、カ
ードがめくられてもばらばらとならないように、右手親指f2よりカードが支えられる。こ
のカードを支える指f2に対応させるべく、図３のＡにも、指f2が描画されている。即ち、
図３のＡにおいて指f2が描画されている理由は、画像カードCAの、指f1がなぞり操作を実
行している領域とは反対側の領域（図３においては、画像カードCAの右側の領域）を支え
ていることを示すためである。従って、別の方法で撮像装置を支えることができるのであ
れば、必ずしも指f2が画像カードCAに接触している必要は特にない。
【００７８】
　このように、ユーザは、タッチスクリーン１８上で、実世界のカードを模した画像カー
ドCAを用いて、実世界の操作を模した操作をすることができるので、直感的に操作をする
ことができる。
【００７９】
　また、画像確認操作画面は、上述した例に特に限定されない。例えば図７に示される画
像確認操作画面を採用することもできる。換言すると、図７は、タッチスクリーン１８に
、複数の画像を表示する表示手法の一例であって、図３とは異なる例を説明する図である
。
【００８０】
　図７の例では、タッチスクリーン１８には、画像確認操作画面の初期表示状態の一例と
して、複数の画像カードCAが扇形状に重ねて配置された状態で表示される。
【００８１】
　ユーザは、図７のＡの矢印で示される範囲、即ち、複数の画像カードCAの重なり部分の
上部の領域で、指f1によるなぞり操作をする。
【００８２】
　ユーザが、画像カードCAの重なり部分の上部の領域を指f1でなぞり操作をしているとき
に、特定の画像カードCA1上で指f1の接触が一定時間維持されると、タッチスクリーン１
８の表示状態が、図７のＡの状態から図７のＢの状態に遷移する。
【００８３】
　即ち、図７のＢに示されるように、指f1の接触が一定時間維持された画像カードCA1に
対して後ろに配置された１枚以上の画像カードCAの群CAGL（ただし、CA1は含まない）と
、指f1の接触が一定時間維持された画像カードCA1に対して前に配置された１枚以上の画
像カードCAの群CAGR（ただし、CA1は含まない）との間隔の領域TCAが、他の画像カードCA
との間隔の領域よりも広く表示される。なお、実世界で３次元の奥行き方向に距離が離れ
ている場合でも、画面上では領域TCAを広く表示させるとする。特定の画像カードCA1の領
域TCAに、例えば画像Ｐの特徴画像ＰＣが表示される。
【００８４】
　なお、特定の画像カードCA1に表示される画像とは、上述の如く、特定の画像カードCA1
に対応付けられた画像Ｐを示す情報である。よって、特定の画像カードCA1の領域TCAに、
特徴画像ＰＣの他例えば、図４のＢやＣに示されるような画像PPや、図５に示されるよう
なサムネイルPSを表示させることもできる。
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【００８５】
　以上説明したように、ユーザが指f1でなぞり操作をしているときに、指f1の接触が、特
定の画像カードCA1上で一定時間維持されると、その特定の画像カードCA1に対応付けられ
た画像Ｐを示す情報が表示される。この場合、指f1の接触とは、タッチスクリーン１８上
の一点ではなく、一定の面積を有する領域の接触になる。従って、任意の時刻で指f1は、
複数の画像カードCAに接触していることになる。この場合、「指f1の接触が、特定の画像
カードCA1上で一定時間維持されると、その特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐ
を示す情報が表示される」の特定の画像カードCA1とは、指f1が接触している複数の画像
カードCAのうち何れのカードとするのかが問題となる。
【００８６】
　基本的には、指f1が接触している複数の画像カードCAの何れも、特定の画像カードCA1
とすることが可能である。即ち、設計者等が自由に決定できる事柄である。
【００８７】
　具体的には例えば、図８のＡに示されるように、指f1の接触領域EF1の一番左側と接触
している画像カードCAを、特定の画像カードCA1とすることができる。
【００８８】
　具体的には例えば、図８のＢに示されるように、指f1の接触領域EF1の一番右側と接触
している画像カードCAを、特定の画像カードCA1とすることができる。
【００８９】
　具体的には例えば、図８のＣに示されるように、指f1の接触領域EF1の一番上側と接触
している画像カードCAを、特定の画像カードCA1とすることができる。
【００９０】
　具体的には例えば、図８のＤに示されるように、指f1の接触領域EF1の一番下側と接触
している画像カードCAを、特定の画像カードCA1とすることができる。
【００９１】
　具体的には例えば、図８のＥに示されるように、指f1の接触領域EF1の重心と接触して
いる画像カードCAを、特定の画像カードCA1とすることができる。
【００９２】
　具体的には例えば、図８のＦに示されるように、指f1の接触領域EF1の全体と接触して
いる画像カードCAを、特定の画像カードCA1とすることができる。
【００９３】
　なお、図８の例に限定されないことは言うまでも無い。 
【００９４】
　次に、図３乃至図８を用いた操作例、即ち画像確認操作の第１の実施例に対して、図１
の撮像装置が実行する処理について説明する。なお、画像確認操作に対して撮像装置が実
行する処理を、以下、画像確認処理と称する。特に、本実施の形態の画像確認操作のうち
の第Ｋの実施例（Ｋは１以上の整数値）の操作に対する画像確認処理を、第Ｋ画像確認処
理と称する。
【００９５】
　図９は、第１画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【００９６】
　撮像装置の動作状態が、再生モードに遷移すると、第１画像確認処理が開始される。
【００９７】
　ステップＳ１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確認操
作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８の表示状態は
、図３のＡの表示状態になる。
【００９８】
　ステップＳ２において、CPU２３は、複数の画像カードCAの重なり部分でなぞり操作が
なされたか否かを判定する。
【００９９】
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　なお、なぞり操作が行われているか否かは、タッチスクリーン１８を構成するタッチパ
ネル１６から座標信号をCPU２３が監視することで実現できる。即ち、CPU２３は、座標信
号の時系列から、指f1の軌跡を認識することができる。そこで、CPU２３は、その認識結
果に基づいて、なぞり操作が実施されているか否かを検出する。
【０１００】
　従って、CPU２３は、指f1の軌跡の認識結果によりなぞり操作が検出されなかった場合
、ステップＳ２においてＮＯであると判定して、処理をステップＳ２に戻して、それ以降
の処理を繰り返し実行する。即ち、なぞり操作が検出されるまでの間、ステップＳ２の判
定処理が繰り返し実行される。
【０１０１】
　その後、CPU２３は、指f1の軌跡の認識結果によりなぞり操作を検出した場合、ステッ
プＳ２においてＹＥＳであると判定して、処理をステップＳ３に進める。
【０１０２】
　ステップＳ３において、CPU２３は、一定時間接触されている特定の画像カードCA1を特
定する。そして、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、特定の画像カードCA1
に対応付けられた画像Ｐを示す情報を表示させる。
【０１０３】
　即ち、ユーザによるなぞり操作が一定時間停止した場合、CPU２３は、ユーザの指f1に
よって一定時間接触されている画像カードCAを特定する。そして、CPU２３は、デジタル
信号処理部１５を制御して、タッチスクリーン１８の表示状態を、例えば図３のＡの表示
状態から図４のＡ，図５，図６等の表示状態に遷移させる。そして、CPU２３は、デジタ
ル信号処理部１５を制御して、例えば図４のＢやＣに示されるような画像Ｐの一部分PP、
図５に示されるような画像ＰのサムネイルPS、もしくは、図６に示されるような画像Ｐの
特徴画像ＰＣを、特定の画像カードCA1の所定領域に表示させる。
【０１０４】
　ステップＳ４において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０１０５】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ４においてＮＯであると判定
されて、処理はステップＳ２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、ユーザが
画像確認操作を継続している限り、ステップＳ２乃至Ｓ４のループ処理が繰り返される。
【０１０６】
　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ４においてＹＥＳであると
判定されて、第１画像確認処理は終了する。
【０１０７】
　以上、図３乃至図８を参照して、画像確認操作の第１の実施例について説明した。そし
て、図９のフローチャートを参照して、第１の実施例に対する第１画像確認処理の一例に
ついて説明した。
【０１０８】
　次に、図１０と図１１を参照して、画像確認操作の第２の実施例について説明する。そ
して、図１２のフローチャートを参照して、第２の実施例に対する第２画像確認処理の一
例について説明する。
【０１０９】
　第２の実施例では、画像確認操作画面上でユーザが複数の画像カードCAの重なり部分の
領域を指f1でなぞり操作をした場合に、なぞり速度Vfに応じて、特定の画像カードCA1の
表示形態が変化する。ここで、なぞり速度Vfとは、なぞり操作をしている指f1の移動速度
をいう。
【０１１０】
　具体的には例えば、ユーザが指f1でなぞり操作をしているときに、特定の画像カードCA
1上で一定時間指f1の接触が維持されると、タッチスクリーン１８の表示状態は、図３の
Ａの表示状態から図１０の表示状態に遷移する。即ち、図１０に示されるように、特定の
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画像カードCA1よりも前までに配置された１枚以上の画像カードCAの群CAGが、めくれたよ
うに表示される。そして、指f1の接触が一定時間維持された特定の画像カードCA1上に画
像Ｐの一部分PPが表示される。
【０１１１】
　このとき、CPU２３は、例えば、撮像装置の処理速度Vtを閾値として、なぞり速度Vfが
閾値Vtを越えているか否かで、特定の画像カードCA1の表示形態を変化させることができ
る。
【０１１２】
　例えば、なぞり速度Vfが閾値Vt以下の場合には、上述の他の実施例と同様に、特定の画
像カードCA1に、それに対応する画像Ｐを示す情報を表示させる。
【０１１３】
　これに対して、なぞり速度Vfが閾値Vtを超えている場合には、撮像装置は、処理時間を
十分に確保できない。そこで、このような場合に対処すべく、画像Ｐを示す情報のうち、
なぞり速度Vfが閾値Vt以下の場合に特定の画像カードCA1に表示させる情報と比較して、
情報量の少ない情報（以下、画像Ｐを示す劣化情報と称する）を用意するとする。そして
、なぞり速度Vfが閾値Vtを超えている場合には、特定の画像カードCA1に、それに対応す
る画像Ｐを示す劣化情報を表示させる。
【０１１４】
　なぞり速度Vfが閾値Vt以下の場合には、例えば図１１のＡの上側の図に示されるように
、オリジナルの解像度の画像Ｐのうち左半分のみを、画像Ｐを示す情報として採用できる
。そして、かかる画像Ｐを示す情報を、画像Ｐの一部分PPとして、特定の画像カードCA1
に表示させることができる。
【０１１５】
　これに対して、なぞり速度Vfが閾値Vtを超えている場合には、例えば図１１のＡの下側
の図に示されるように、オリジナルよりも低い解像度の画像Ｐ（図１１のＡの下側の図で
はサイズを縮小した画像Ｐ）のうちの左半分のみを、画像Ｐを示す劣化情報として採用で
きる。そして、かかる画像Ｐを示す劣化情報を、画像Ｐの一部分PPとして、特定の画像カ
ードCA1に表示させることができる。
【０１１６】
　また例えば、なぞり速度Vfが閾値Vt以下の場合には、例えば図１１のＢの上側の図に示
されるように、オリジナルの解像度の画像Ｐのうち左半分のみを、画像Ｐを示す情報とし
て採用できる。そして、かかる画像Ｐを示す情報を、画像Ｐの一部分PPとして、特定の画
像カードCA1に表示させることができる。
【０１１７】
　これに対して、なぞり速度Vfが閾値Vtを超えている場合には、撮像装置は、処理時間を
十分に確保できない。そこで、例えば図１１のＢの下側の図に示されるように、オリジナ
ルの画像Ｐのうちの左半分よりも狭い領域のみを、画像Ｐを示す劣化情報として採用でき
る。そして、かかる画像Ｐを示す劣化情報を、画像Ｐの一部分PPとして、特定の画像カー
ドCA1に表示させることができる。
【０１１８】
　なお、画像Ｐを示す情報や、画像Ｐを示す劣化情報は、図１１の例に限定されないこと
は言うまでも無い。例えば、画像Ｐを示す情報としては図１１の例の情報を採用し、画像
Ｐを示す劣化情報としては、サムネイルPSや特定画像ＰＣを採用することもできる。
【０１１９】
　このように、なぞり操作の処理速度に応じて、特定の画像カードCA1の表示を変化させ
ることにより、その表示処理の遅延を防止することができる、という効果を奏することが
可能になる。
【０１２０】
　次に、図１２のフローチャートを参照して、画像確認操作の第２の実施例に対する第２
画像確認処理の一例について説明する。
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【０１２１】
　撮像装置の動作状態が、再生モードに遷移すると、第２画像確認処理が開始される。
【０１２２】
　ステップＳ２１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確認
操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。
【０１２３】
　ステップＳ２２において、CPU２３は、複数の画像カードCAの重なり部分でなぞり操作
がなされたか否かを判定する。
【０１２４】
　なぞり操作がなされなかった場合、ステップＳ２２においてＮＯであると判定されて、
処理はステップＳ２２に戻され、それ以降の処理が繰り返し実行される。即ち、なぞり操
作がなされるまでの間、ステップＳ２２の判定処理が繰り返し実行される。
【０１２５】
　その後、なぞり操作がなされた場合、ステップＳ２２においてＹＥＳであると判定され
て、処理はステップＳ２３に進む。
【０１２６】
　ステップＳ２３において、CPU２３は、一定時間接触されている特定の画像カードCA1を
認識する。
【０１２７】
　ステップＳ２４において、CPU２３は、なぞり速度Vfが閾値Vtを越えているか否かを判
定する。
【０１２８】
　なぞり速度Vfが閾値Vt以下の場合、ステップＳ２４においてＮＯであると判定されて、
処理はステップＳ２６に進む。ステップＳ２６において、CPU２３は、デジタル信号処理
部１５を制御して、特定の画像カードCA1に、それに対応する画像を示す情報を表示させ
る。
【０１２９】
　これに対して、なぞり速度Vfが閾値Vtを超えている場合、ステップＳ２４においてＹＥ
Ｓであると判定されて、処理はステップＳ２５に進む。ステップＳ２５において、CPU２
３は、デジタル信号処理部１５を制御して、特定の画像カードCA1に、それに対応する画
像を示す劣化情報を表示させる。
【０１３０】
　ステップＳ２５またはＳ２６の処理が終了すると、処理はステップＳ２７に進む。
【０１３１】
　ステップＳ２７において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０１３２】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ２７においてＮＯであると判
定されて、処理はステップＳ２２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、ユー
ザが画像確認操作を継続している限り、ステップＳ２２乃至Ｓ２７のループ処理が繰り返
される。
【０１３３】
　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ２７においてＹＥＳである
と判定されて、第２画像確認処理は終了する。
【０１３４】
　以上、図１０，図１１を参照して、画像確認操作の第２の実施例について説明した。そ
して、図１２のフローチャートを参照して、第２の実施例に対する第２画像確認処理の一
例について説明した。
【０１３５】
　次に、図１３と図１４を参照して、画像確認操作の第３の実施例について説明する。そ
して、図１５のフローチャートを参照して、第３の実施例に対する第３画像確認処理の一
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例について説明する。
【０１３６】
　図１３のＡは、画像確認操作画面の初期表示状態の一例を示している。特定の画像カー
ドCA1は、複数の画像カードCAの重なりの最前面に配置される。特定の画像カードCA1より
も左に配置された１枚以上の画像カードCAの群CAGLと、特定の画像カードCA1よりも右に
配置された１枚以上の画像カードCAの群CAGRは、特定の画像カードCA1よりも後ろに配置
されている。最前面の特定の画像カードCA1には、それに対応付けられた画像Ｐ１または
それを示す情報が表示される。例えば図１３の例では、画像Ｐ１が表示されている。なお
、以下、画像カードCAには、それに対応付けられた画像Ｐが表示されるとして話を進める
。
【０１３７】
　ユーザは、画像カードCAの群CAGLと、画像カードCAの群CAGRを、それぞれ指f1と指f2で
左方向または右方向のなぞり操作をする。この操作によって、画像カードCAが左方向また
は右方向に送られる。これにより、最前面の特定の画像カードCAが、画像カードCA1から
別の画像カードCAに遷移する。最前面の特定の画像カードCAには、それに対応付けられた
画像Ｐが表示される。これにより、ユーザは、複数の画像カードCAのうちの所望の１枚に
対応付けられた画像を確認することができる。
【０１３８】
　図１３のＢは、図１３のＡに示されるなぞり操作と、実世界の複数のカードを左右どち
らかに移動させる動作（以下、カード移動動作と称する）とを比較するための参考図であ
る。図１３のＢに示される左手親指f1によるカード移動動作が、図１３のＡに示される指
f1によるなぞり操作に対応する。また、図１３のＢに示される右手親指f2によるカード移
動動作が、図１３のＡに示される指f2によるなぞり操作に対応する。
【０１３９】
　このように、ユーザは、タッチスクリーン１８上で、実世界のカードを模した画像カー
ドCAを用いて、実世界の操作を模した操作をすることができるので、直感的に操作をする
ことができる。
【０１４０】
　図１４は、画像確認操作の第３の実施例の実施結果の具体例を示している。
【０１４１】
　タッチスクリーン１８の表示状態が図１４のＡの表示状態で、ユーザは、はじめに画像
カードCAの群CAGLを指ｆ1で右方向のなぞり操作をする。続いて、ユーザは、画像カードC
Aの群CAGRを指ｆ2で右方向のなぞり操作をする。
【０１４２】
　このような一連の操作がなされると、最前面の特定の画像カードCAとして配置されてい
た画像カードCA1は、画像カードCAの群CAGRに移動し、図１４のＢに示されるように、特
定の画像カードCA1の次に配置されていた特定の画像カードCA2が、最前面の特定の画像カ
ードCA1として配置される。そして、特定の画像カードCA2に対応付けられた画像Ｐ２が表
示される。
【０１４３】
　なお、図１３，図１４の例では、なぞり操作は右方向に行われたが、上述の如くなぞり
操作は逆方向でも構わない。
【０１４４】
　即ち、タッチスクリーン１８の表示状態が図１４のＢの表示状態で、ユーザは、はじめ
に画像カードCAの群CAGRを指ｆ2で左方向のなぞり操作をする。続いて、ユーザは、画像
カードCAの群CAGLを指ｆ1で左方向のなぞり操作をする。
【０１４５】
　このような一連の操作がなされると、最前面の特定の画像カードCAとして配置されてい
た画像カードCA2は、画像カードCAの群CAGLに移動し、図１４のＡに示されるように、画
像カードCA2の前に配置されていた画像カードCA1が、最前面の特定の画像カードCA1とし



(17) JP 4720878 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

て配置される。そして、特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐ１が表示される。
【０１４６】
　このように、右方向のなぞり操作がなされることにより、画像カードCAは右方向に順次
送られていく。これに対して、左方向のなぞり操作がなされることにより、画像カードCA
は左方向に順次送られていく。この場合の撮像装置は、左方向のなぞり操作が行われた場
合も右方向のなぞり操作が行われた場合も基本的に同様の処理を実行する。よって、以下
、説明の簡略上、断りの無い限り、画像カードCAが右方向に送られていくことを前提とし
て話を進める。このことは、他の実施形態でも同様とする。
【０１４７】
　次に、図１５のフローチャートを参照して、図１３と図１４を用いて説明した画像確認
操作の第３の実施例に対する第３画像確認処理の一例を説明する。
【０１４８】
　ステップＳ４１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確認
操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８の表示状態
は、図１３のＡの表示状態になる。即ち、最前面の特定の画像カードCAは、画像カードCA
1になる。
【０１４９】
　ステップＳ４２において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA1の左側に配置され
た複数の画像カードの重なり部分CAGLで、指f1による右方向のなぞり操作がなされたか否
かを判定する。
【０１５０】
　指f1による右方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ４２においてＮＯであ
ると判定されて、処理は再びステップＳ４２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
即ち、指f1による右方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ４２の判定処理が繰り
返される。
【０１５１】
　その後、指f1による右方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ４２においてＹＥ
Ｓであると判定されて、処理はステップＳ４３に進む。
【０１５２】
　ステップＳ４３において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA1の右側に配置され
た複数の画像カードCAの重なり部分CAGRで、指f2による右方向のなぞり操作がなされたか
否かを判定する。
【０１５３】
　指f2による右方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ４３においてＮＯであ
ると判定されて、処理はステップＳ４２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち
、指f2による右方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ４２，Ｓ４３の判定処理が
繰り返される。
【０１５４】
　その後、指f2による右方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ４３においてＹＥ
Ｓであると判定されて、処理はステップＳ４４に進む。
【０１５５】
　ステップＳ４４において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、最前面の
特定の画像カードCA1を右側の重なり部分CAGRへと移動させ、左側の重なり部分CAGLの画
像カードCA2を最前面に移動させる（そのような動画像を表示させる）。即ち、最前面の
特定の画像カードCAは、画像カードCA2になる。
【０１５６】
　ステップＳ４５において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA2に、それに対応付
けられた画像Ｐ２を表示させる。
【０１５７】
　ステップＳ４６において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
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【０１５８】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ４６においてＮＯであると判
定されて、処理はステップＳ４２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、ユー
ザが画像確認操作を継続している限り、ステップＳ４２乃至Ｓ４６のループ処理が繰り返
される。
【０１５９】
　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ４６においてＹＥＳである
と判定されて、第３画像確認処理は終了する。
【０１６０】
　以上、図１３と図１４を参照して、画像確認操作の第３の実施例について説明した。そ
して、図１５のフローチャートを参照して、第３の実施例に対する第３画像確認処理の一
例について説明した。
【０１６１】
　次に、図１６と図１７を参照して、画像確認操作の第４の実施例について説明する。そ
して、図１８のフローチャートを参照して、第４の実施例に対する第４画像確認処理の一
例について説明する。
【０１６２】
　図１６と図１７の例では、撮像装置の前面（レンズ部１１側）に配置されているタッチ
パネル２８が使用される。上述したように、タッチパネル２８はタッチスクリーン１８と
対向する面に配置されている（図２参照）。
【０１６３】
　図１６のＡは、画像確認操作画面の初期表示状態の一例を示している。１枚以上の画像
カードCAの群CAGLは、特定の画像カードCA1よりも左に配置され、１枚以上の画像カードC
Aの群CAGRは、特定の画像カードCA1よりも右に配置される。
【０１６４】
　ただし、実世界上のカードの重なりに模擬して、１枚以上の画像カードCAの群CAGLは、
特定の画像カードCA1よりも後ろに重ねられて配置され、１枚以上の画像カードCAの群CAG
Rは、特定の画像カードCA1よりも前に重ねられて配置されているとする。
【０１６５】
　中央の特定の画像カードCA1には、それに対応付けられた画像Ｐ１またはそれを示す情
報が表示される。例えば図１６の例では、画像Ｐ１が表示されている。なお、以下、画像
カードCAには、それに対応付けられた画像Ｐが表示されるとして話を進める。
【０１６６】
　ユーザは、画像カードCAの群CAGLが表示されたタッチスクリーン１８と、撮像レンズ４
５側のタッチパネル２８を、それぞれ指f1と指f2で右方向のなぞり操作をする。ここで、
右方向としたのは、１枚以上の画像カードCAの群CAGLは、特定の画像カードCA1よりも後
ろに重ねられて配置され、１枚以上の画像カードCAの群CAGRは、特定の画像カードCA1よ
りも前に重ねられて配置されているという前提があるからである。右方向とした理由を図
１６のＢを参照してさらに説明する。
【０１６７】
　図１６のＢは、図１６のＡに示されるなぞり操作と、実世界上の右方向のカード移動動
作とを比較するための参考図である。図１６のＢに示されるように、実世界では、カード
の上側を保持する左手親指f1と、カードの下側を保持する右手の人指し指等の指f2とによ
り、右方向のカード移動動作が行われる。かかる右方向のカード移動動作を模した操作が
、図１６のＡに示されるなぞり操作なのである。このため、図１６のＡに示されるように
、指f1による右方向のなぞり操作は、実世界の指f1による右方向のカード移動動作に対応
するので、画像カードCAの前面側に配置されるタッチスクリーン１８に対して行われるの
である。これに対して、指f2による右方向のなぞり操作は、実世界の指f2による右方向の
カード移動動作に対応するので、画像カードCAの後面側に配置されるタッチパネル２８に
対して行われるのである。
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【０１６８】
　換言すると、複数の画像カードCAの重なり方が逆であることを前提としている場合には
、なぞり操作も逆の操作になる。即ち、なぞり操作の方向は左方向になる。具体的には、
指f1による左方向のなぞり操作は、画像カードCAの後面側に配置されるタッチパネル２８
に対して行われる。これに対して、指f2による左方向のなぞり操作は、画像カードCAの前
面側に配置されるタッチスクリーン１８に対して行われる。
【０１６９】
　なぞり操作が左方向の場合には、画像カードCAが左方向に送られ、なぞり操作が右方向
の場合には、画像カードCAが右方向に送られる。いずれの場合も、中央の特定の画像カー
ドCAが、画像カードCA1から別の画像カードCAに遷移する。中央の特定の画像カードCAに
は、それに対応付けられた画像Ｐが表示される。これにより、ユーザは、複数の画像カー
ドCAのうちの所望の１枚に対応付けられた画像を確認することができる。
【０１７０】
　ただし、以下、上述の如く、画像カードCAが右方向に送られていくことを前提として話
を進める。
【０１７１】
　図１７を参照して、画像確認操作の第３の実施例についてさらに詳しく説明する。
【０１７２】
　タッチスクリーン１８の表示状態が図１７の表示状態で、ユーザは、はじめに画像カー
ドCAの群CAGLを指ｆ1で右方向のなぞり操作をする。続いて、ユーザは、画像カードCAの
群CAGRの反対側のタッチパネル２８に対して指ｆ2で右方向のなぞり操作をする。
【０１７３】
　このような一連の操作がなされると、図示はしないが、中央の特定の画像カードCAとし
て配置されていた画像カードCA1は、画像カードCAの群CAGRに移動し、画像カードCA1の次
に配置されていた画像カードCA2が、中央の特定の画像カードCAとして配置される。そし
て、特定の画像カードCA2に対応付けられた画像Ｐ（例えば図１４の画像Ｐ２等）が表示
される。
【０１７４】
　次に、図１８のフローチャートを参照して、図１６と図１７を用いて説明した画像確認
操作の第４の実施例に対する第４画像確認処理の一例を説明する。
【０１７５】
　ステップＳ６１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確認
操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８の表示状態
は、図１６のＡの表示状態になる。
【０１７６】
　ステップＳ６２において、CPU２３は、タッチスクリーン１８で、指f1による右方向の
なぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０１７７】
　指f1による右方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ６２においてＮＯであ
ると判定されて、処理は再びステップＳ６２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
即ち、指f1による右方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ６２の判定処理が繰り
返される。
【０１７８】
　その後、指f1による右方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ６２においてＹＥ
Ｓであると判定されて、処理はステップＳ６３に進む。
【０１７９】
　ステップＳ６３において、CPU２３は、撮像レンズ４５側のタッチパネル２８で、指f2
による右方向のなぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０１８０】
　指f2による右方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ６３においてＮＯであ
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ると判定されて、処理はステップＳ６２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち
、撮像レンズ４５側のタッチパネル２８で指f2による右方向のなぞり操作がなされるまで
、ステップＳ６２，Ｓ６３の判定処理が繰り返される。
【０１８１】
　その後、撮像レンズ４５側のタッチパネル２８で指f2による右方向のなぞり操作がなさ
れた場合、ステップＳ６３においてＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ６４に
進む。
【０１８２】
　ステップＳ６４において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、中央の特
定の画像カードCA1を右側の重なり部分CAGRへと移動させ、左側の重なり部分CAGLの画像
カードCA2を中央に移動させる（そのような動画像を表示させる）。
【０１８３】
　ステップＳ６５において、CPU２３は、中央の特定の画像カードCA2に、それに対応付け
られた画像Ｐを表示させる。
【０１８４】
　ステップＳ６６において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０１８５】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ６６においてＮＯであると判
定されて、処理はステップＳ６２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、ユー
ザが画像確認操作を継続している限り、ステップＳ６２乃至Ｓ６６のループ処理が繰り返
される。
【０１８６】
　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ６６においてＹＥＳである
と判定されて、第４画像確認処理は終了する。
【０１８７】
　以上、図１６と図１７を参照して、画像確認操作の第４の実施例について説明した。そ
して、図１８のフローチャートを参照して、第４の実施例に対する第４画像確認処理の一
例について説明した。
【０１８８】
　次に、図１９乃至図２１を参照して、画像確認操作の第５乃至第７の実施例について説
明する。そして、図２２乃至図２４のフローチャートを参照して、第５乃至第７の実施例
に対する第５乃至第７画像確認処理の一例について説明する。
【０１８９】
　図１９で示される第５の実施例でも、画像確認操作画面の初期表示状態としては図３の
Ａの状態が採用されているとする。特定の画像カードCA1は複数の画像カードCAの重なり
の最前面に配置されている。最前面の特定の画像カードCA1には、それに対応付けられた
画像Ｐ１またはそれを示す情報が表示される。例えば図１９の例では、画像Ｐ１が表示さ
れている。なお、以下、画像カードCAには、それに対応付けられた画像Ｐが表示されると
して話を進める。
【０１９０】
　ユーザは、最前面の特定の画像カードCA1の任意の領域を、指f2により矢印で示される
上方向のなぞり操作をする。すると、図１９のＢに示されるように、特定の画像カードCA
1が、複数の画像カードCAの最背面に移動される。そして、画像カードCA1の次に配置され
ていた画像カードCA2が最前面に移動する。即ち、画像カードCA2が最前面の特定の画像カ
ードCAになる。そして、特定の画像カードCA2には、それに対応付けられた画像Ｐ２が表
示されるようになる。
【０１９１】
　図２０は、画像確認操作の第６の実施例について説明する図である。即ち、図２０の第
６の実施例とは、図１９の第５の実施例に対し、重ねられた複数の画像カードCAの最背面
に配置された特定の画像カードCA1を、最前面に移動させる操作の一例である。
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【０１９２】
　このため、第６の実施例では、画像操作確認画面の初期状態としては、図１９のＢの表
示状態が採用されたとして説明する。なお、実際には図３のＡの状態としても同様である
。この場合、最前面の特定の画像カードCA2には、それに対応付けられた画像Ｐ２または
それを示す情報が表示される。例えば図２０の例では、画像Ｐ２が表示されている。なお
、以下、画像カードCAには、それに対応付けられた画像Ｐが表示されるとして話を進める
。
【０１９３】
　図２０のＡに示されるように、ユーザは、最前面に配置された特定の画像カードCA2の
任意の領域を、指f2により矢印で示される下方向のなぞり操作をする。すると、図２０の
Ｂに示されるように、最背面に配置されていた画像カードCA1が、複数の画像カードCAの
最前面に移動する。即ち、画像カードCA1が最前面の特定の画像カードCAになる。そして
、最前面の特定の画像カードCA1には、それに対応付けられた画像Ｐ１が表示されるよう
になる。
【０１９４】
　図２１は、画像確認操作の第７の実施例について説明する図である。即ち、図２１の第
７の実施例とは、図２０の第６の実施例と同様に、複数の画像カードCAの最背面に配置さ
れた特定の画像カードCA1を最前面に移動させる操作の一例である。
【０１９５】
　このため、第７の実施例では、画像操作確認画面の初期状態としては、図１９のＢの表
示状態が採用されたとして説明する。なお、実際には図３のＡの状態としても同様である
。この場合、最前面の特定の画像カードCA2には、それに対応付けられた画像Ｐ２または
それを示す情報が表示される。例えば図２１の例では、画像Ｐ２が表示されている。なお
、以下、画像カードCAには、それに対応付けられた画像Ｐが表示されるとして話を進める
。
【０１９６】
　ただし、第７の実施例では、撮像装置の前面（レンズ部１１側）に配置されているタッ
チパネル２８が使用される。上述したように、タッチパネル２８はタッチスクリーン１８
と対向する面に配置されている（図２参照）。
【０１９７】
　図２１のＡに示されるように、ユーザは、撮像レンズ４５側のタッチパネル２８の任意
の領域を、指f2により矢印で示される上方向のなぞり操作をする。すると、図２１のＢに
示されるように、最背面に配置されていた画像カードCA1が、複数の画像カードCAの最前
面に移動する。即ち、画像カードCA1が最前面の特定の画像カードCAになる。そして、特
定の画像カードCA1には、それに対応付けられた画像Ｐ１が表示されるようになる。
【０１９８】
　次に、図２２のフローチャートを参照して、図１９を用いて説明した画像確認操作の第
５の実施例に対する第５画像確認処理の一例を説明する。
【０１９９】
　ステップＳ８１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確認
操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８の表示状態
は、図３のＡの表示状態になる。
【０２００】
　ステップＳ８２において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA1の任意の領域で、
指f2による上方向のなぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０２０１】
　指f2による上方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ８２においてＮＯであ
ると判定されて、処理は再びステップＳ８２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
即ち、指f2による上方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ８２の判定処理が繰り
返される。
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【０２０２】
　その後、指f2による上方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ８２においてＹＥ
Ｓであると判定されて、処理はステップＳ８３に進む。
【０２０３】
　ステップＳ８３において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、最前面の
特定の画像カードCA1を複数の画像カードCAの最背面に移動させる。その結果、画像カー
ドCA1の次に配置されていた画像カードCA2が最前面に移動する。即ち、画像カードCA2が
最前面の特定の画像カードCAになる。そして、特定の画像カードCA2には、図１９のＢに
示されるように、それに対応付けられた画像Ｐ２が表示されるようになる。
【０２０４】
　ステップＳ８４において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０２０５】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ８４においてＮＯであると判
定されて、処理はステップＳ８２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、ユー
ザが画像確認操作を継続している限り、ステップＳ８２乃至Ｓ８４のループ処理が繰り返
される。
【０２０６】
　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ８４においてＹＥＳである
と判定されて、第５画像確認処理は終了する。
【０２０７】
　次に、図２３のフローチャートを参照して、図２０を用いて説明した画像確認操作の第
６の実施例に対する第６画像確認処理の一例を説明する。
【０２０８】
　ステップＳ１０１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確
認操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８の表示状
態は、図１９のＢの表示状態になったとする。
【０２０９】
　ステップＳ１０２において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA2の任意の領域で
、指f2による下方向のなぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０２１０】
　指f2による下方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ１０２においてＮＯで
あると判定されて、処理は再びステップＳ１０２に戻され、それ以降の処理が繰り返され
る。即ち、指f2による下方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ１０２の判定処理
が繰り返される。
【０２１１】
　その後、指f2による下方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ１０２においてＹ
ＥＳであると判定されて、処理はステップＳ１０３に進む。
【０２１２】
　ステップＳ１０３において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、最背面
の画像カードCA1を複数の画像カードCAの最前面に移動させる。即ち、画像カードCA1が最
前面の特定の画像カードCAになる。そして、図２０のＢに示されるように、最前面の特定
の画像カードCA1には、それに対応付けられた画像Ｐ１が表示されるようになる。
【０２１３】
　ステップＳ１０４において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０２１４】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ１０４においてＮＯであると
判定されて、処理はステップＳ１０２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、
ユーザが画像確認操作を継続している限り、ステップＳ１０２乃至Ｓ１０４のループ処理
が繰り返される。
【０２１５】
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　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ１０４においてＹＥＳであ
ると判定されて、第６画像確認処理は終了する。
【０２１６】
　次に、図２４のフローチャートを参照して、図２１を用いて説明した画像確認操作の第
７の実施例に対する第７画像確認処理の一例を説明する。
【０２１７】
　ステップＳ１２１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確
認操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８の表示状
態は、図１９のＢの表示状態になったとする。
【０２１８】
　ステップＳ１２２において、CPU２３は、撮像レンズ４５側のタッチパネル２８の任意
の領域で、指f2による上方向のなぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０２１９】
　指f2による上方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ１２２においてＮＯで
あると判定されて、処理は再びステップＳ１２２に戻され、それ以降の処理が繰り返され
る。即ち、指f2による上方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ１２２の判定処理
が繰り返される。
【０２２０】
　その後、撮像レンズ４５側のタッチパネル２８の任意の領域で、指f2による上方向のな
ぞり操作がなされた場合、ステップＳ１２２においてＹＥＳであると判定されて、処理は
ステップＳ１２３に進む。
【０２２１】
　ステップＳ１２３において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、最背面
の画像カードCA1を複数の画像カードCAの最前面に移動させる。即ち、画像カードCA1が最
前面の特定の画像カードCAになる。そして、図２１のＢに示されるように、最前面の特定
の画像カードCA1には、それに対応付けられた画像Ｐ１が表示されるようになる。
【０２２２】
　ステップＳ１２４において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０２２３】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ１２４においてＮＯであると
判定されて、処理はステップＳ１２２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、
ユーザが画像確認操作を継続している限り、ステップＳ１２２乃至Ｓ１２４のループ処理
が繰り返される。
【０２２４】
　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ１２４においてＹＥＳであ
ると判定されて、第７画像確認処理は終了する。
【０２２５】
　以上、図１９乃至図２１を参照して、画像確認操作の第５乃至第７の実施例について説
明した。そして、図２２乃至図２４のフローチャートを参照して、第５乃至第７の実施例
に対する第５乃至第７画像確認処理の一例について説明した。
【０２２６】
　もっとも、本実施の形態の画像確認操作は、上述した例に限定されない。例えば、図２
５は、本実施の形態の画像確認操作の実施例を説明する図であって、図３乃至図２３とは
異なる例について説明する図である。
【０２２７】
　図２５は、画像確認操作画面の初期表示状態の一例を示している。本実施の形態では、
複数の画像カードCAが特定の画像カードCA1の左右に折り曲げて重ねられたように（アコ
ーディオンのように）表示される。
【０２２８】
　ユーザは、複数の画像カードCAの折り曲げて重ねられた部分の領域を指f1または指f2で
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なぞり操作をする。これにより、中央に配置されている特定の画像カードCA1が左右どち
らかの複数の画像カードCAの折り曲げて重ねられた部分に移動していく（図２５の実施例
では左方向）。その後、図示はしないが、次に配置されていた画像カードCA2が中央に移
動される。即ち、画像カードCA2が、中央の特定の画像カードCAになる。これにより、特
定の画像カードCA2に対応付けられた画像Ｐ（図１４のＢの画像Ｐ２等）が表示される。
このように、なぞり操作をすることにより、複数の画像カードCAが折り曲げて重ねられた
部分から、各画像カードCAが中央に順次移動されていく。
【０２２９】
　以上、画像確認操作の各種例と、それらに対応する画像確認処理の各種例について説明
した。
【０２３０】
　次に、タッチスクリーン１８によるGUIの操作として、複数の画像の中から特定の画像
を選択する操作（以下、画像選択操作と称する）の各種例について説明する。
【０２３１】
　はじめに、図２６を参照して画像選択操作の第１の実施例について説明する。
【０２３２】
　画像選択操作でも、画像確認操作と同様の画像確認画面が利用される。例えば図２６の
Ａは、図３のＡと同様の画像確認操作画面を示している。図２６のＢは、図１３のＡと同
様の画像確認操作画面を示している。
【０２３３】
　従って、特定の画像カードCA1を選択するまでの操作は、画像確認操作と基本的に同様
の操作となる。
【０２３４】
　即ち、例えば画像確認操作画面の初期表示状態が図２６のＡの状態である場合、ユーザ
は、複数の画像カードCAの重なり部分の領域を指f1でなぞり操作をする。特定の画像カー
ドCA1上で一定時間指f1の接触が維持されると、特定の画像カードCA1に対応付けられた画
像Ｐを示す情報が表示される（図４乃至図６参照）。即ち、ここまでは、画像確認操作の
第１の実施例と同様の操作である。一方、画像選択操作としては、ユーザは、特定の画像
カードCA1上で一定時間指f1の接触を維持した後、指f1をリリースすればよい。これによ
り、タッチスクリーン１８の表示状態が、図２６のＡの画像確認操作画面の状態から図２
６のＣの表示状態に遷移する。即ち、図２６のＣに示されるように、タッチスクリーン１
８には、画像Ｐが全画面表示される。
【０２３５】
　また例えば、画像確認操作画面の初期表示状態が図２６のＢの状態である場合、ユーザ
は、複数の画像カードCAの重なり部分の左右の領域を指f1と指f2とでそれぞれなぞり操作
をする。この間、指f1と指f2の接触が維持されると、最前面の特定の画像カードCA1に対
応付けられた画像Ｐ（なお、図１５の例では、最前面の特定の画像カードCA2に対応付け
られた画像Ｐ２であるが、ここでは、図２６のＡの記載にあわせる）が表示される。即ち
、ここまでは、画像確認操作の第３の実施例と同様の操作である。一方、画像選択操作と
しては、ユーザは、指f1と指f2のうち少なくとも一方をリリースすればよい。これにより
、タッチスクリーン１８の表示状態が、図２６のＢの画像確認操作画面の状態から図２６
のＣの表示状態に遷移する。即ち、図２６のＣに示されるように、タッチスクリーン１８
には、リリースされる直前に最前面であった特定の画像カードCA1に対応付けられた画像
Ｐが全画面表示される。
【０２３６】
　このように、画像確認操作と画像選択操作とは一連の操作として実行できる。以下、か
かる一連の操作を、画像確認／選択操作と称する。即ち、図２６のＡと図２６のＣとを用
いて、画像確認／選択操作の実施例を説明したことになる。また、図２６のＢと図２６の
Ｃとを用いて、画像確認／選択操作の別の実施例を説明したことになる。以下、前者の実
施例を第１Ａの実施例と称し、後者の実施例を第１Ｂの実施例と称する。
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【０２３７】
　次に、画像確認／選択操作の第１Ａ，第２Ａの各実施例に対して、図１の撮像装置が実
行する処理について説明する。なお、画像確認／選択操作に対して撮像装置が実行する処
理を、以下、画像確認／選択処理と称する。特に、本実施の形態の画像確認/選択操作の
うちの第Ｋの実施例（Ｋは、１Ａ,１Ｂ，または２以上の整数値）の操作に対する画像確
認／選択処理を、第Ｋ画像確認／選択処理と称する。
【０２３８】
　図２７は、第１Ａ画像確認／選択処理の一例を説明するフローチャートである。
【０２３９】
　撮像装置の動作状態が、再生モードに遷移すると、第１Ａ画像確認／選択処理が開始さ
れる。
【０２４０】
　ステップＳ１４１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確
認操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８の表示状
態は、図２６のＡの表示状態になる。
【０２４１】
　ステップＳ１４２において、CPU２３は、複数の画像カードCAの重なり部分でなぞり操
作がなされたか否かを判定する。
【０２４２】
　なぞり操作がなされていない場合、ステップＳ１４２においてＮＯであると判定されて
、処理はステップＳ１４２に戻され、それ以降の処理が繰り返し実行される。即ち、なぞ
り操作がなされるまでの間、ステップＳ１４２の判定処理が繰り返し実行される。
【０２４３】
　その後、なぞり操作がなされた場合、ステップＳ１４２においてＹＥＳであると判定さ
れて、処理はステップＳ１４３に進む。
【０２４４】
　ステップＳ１４３において、CPU２３は、一定時間特定の画像カードCA1が指f1により接
触されているか否かを判定する。
【０２４５】
　一定時間特定の画像カードCA1に指f1が接触していない場合、即ち、指f1が移動してい
る場合、ステップＳ１４３においてＮＯであると判定されて、処理はステップＳ１４３に
戻され、それ以降の処理が繰り返し実行される。即ち、指f1が移動している間、ステップ
Ｓ１４３の判定処理が繰り返し実行される。
【０２４６】
　その後、指f1が停止し、一定時間特定の画像カードCA1に指f1が接触し続けた場合、ス
テップＳ１４３においてＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ１４４に進む。
【０２４７】
　ステップＳ１４４において、CPU２３は、指f1がリリースされたか否かを判定する。即
ち、CPU２３は、タッチスクリーン１８を構成するタッチパネル１６から座標信号が入力
されなくなった場合、指f1がリリースされたと判定することができる。
【０２４８】
　そこで、CPU２３は、座標信号が入力され続けている限り、ステップＳ１４４において
ＮＯであると判定して、処理をステップＳ１４５に進める。
【０２４９】
　ステップＳ１４５において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、特定の
画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐを示す情報を表示させる。
【０２５０】
　即ち、ユーザによるなぞり操作が一定時間停止した場合、CPU２３は、ユーザの指f1に
よって一定時間接触されている特定の画像カードCA1を認識する。そして、CPU２３は、デ
ジタル信号処理部１５を制御して、タッチスクリーン１８の表示状態を、例えば図３のＡ
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の表示状態から図４のＡ，図５，図６等の表示状態に遷移させる。そして、CPU２３は、
デジタル信号処理部１５を制御して、例えば図４のＢやＣに示されるような画像Ｐの一部
分PP、図５に示されるような画像ＰのサムネイルPS、もしくは、図６に示されるような画
像Ｐの特徴画像PCを、特定の画像カードCA1の所定領域に表示させる。
【０２５１】
　ステップＳ１４６において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０２５２】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ１４６においてＮＯであると
判定されて、処理はステップＳ１４１に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、
ユーザが画像確認操作を終了せず、かつ後述する画像選択操作も終了しない限り、ステッ
プＳ１４１乃至Ｓ１４６または後述するステップＳ１４１乃至Ｓ１４８のループ処理が繰
り返される。
【０２５３】
　その後、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ１４６においてＹＥＳであ
ると判定されて、第１A画像確認／選択処理は終了する。
【０２５４】
　これに対して、ステップＳ１４３において一定時間特定の画像カードCA1が接触されて
いると判定されて、ステップＳ１４４において指f1がリリースされたと判定された場合、
即ち、指f1の座標信号の入力が途切れた場合、処理はステップＳ１４７に進む。
【０２５５】
　ステップＳ１４７において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、特定の
画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐをタッチスクリーン１８に全画面表示させる。即
ち、図２６の例では、タッチスクリーン１８の表示状態が、図２６のＡの画像確認操作画
面の状態から図２６のＣの表示状態に遷移する。
【０２５６】
　ステップＳ１４８において、CPU２３は、画像選択操作を終了したか否かを判定する。
【０２５７】
　ユーザが画像選択操作を終了していない場合、ステップＳ１４８においてＮＯであると
判定されて、処理はステップＳ１４１に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、
ユーザが画像選択操作を終了せず、かつ画像確認操作も終了しない限り、ステップＳ１４
１乃至Ｓ１４６またはステップＳ１４１乃至Ｓ１４８のループ処理が繰り返される。
【０２５８】
　その後、ユーザが画像選択操作を終了した場合、ステップＳ１４８においてＹＥＳであ
ると判定されて、第１A画像確認／選択処理は終了する。
【０２５９】
　図２８と図２９は、第１B画像確認／選択処理の一例を説明するフローチャートである
。
【０２６０】
　撮像装置の動作状態が、再生モードに遷移すると、第１Ｂ画像確認／選択処理が開始さ
れる。
【０２６１】
　図２８のステップＳ１６１において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して
、画像確認操作画面の表示状態を、初期表示状態にする。例えば、タッチスクリーン１８
の表示状態は、図２６のＢの表示状態になる。
【０２６２】
　ステップＳ１６２において、CPU２３は、最前面の画像カードCA1の左側に配置された複
数の画像カードCAの重なり部分CAGLで、指f1による右方向のなぞり操作がなされたか否か
を判定する（図１３参照）。
【０２６３】
　指f1による右方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ１６２においてＮＯで
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あると判定されて、処理は再びステップＳ１６２に戻され、それ以降の処理が繰り返され
る。即ち、指f1による右方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ１６２の判定処理
が繰り返される。
【０２６４】
　その後、指f1による右方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ１６２においてＹ
ＥＳであると判定されて、処理はステップＳ１６３に進む。
【０２６５】
　ステップＳ１６３において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA1の右側に配置さ
れた複数の画像カードCAの重なり部分CAGRで、指f2による右方向のなぞり操作がなされた
か否かを判定する（図１３参照）。
【０２６６】
　指f2による右方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ１６３においてＮＯで
あると判定されて、処理はステップＳ１６２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
即ち、指f2による右方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ１６２，Ｓ１６３の判
定処理が繰り返される。
【０２６７】
　その後、指f2による右方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ１６３においてＹ
ＥＳであると判定されて、処理はステップＳ１６４に進む。
【０２６８】
　ステップＳ１６４において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、最前面
の特定の画像カードCA1を右側の重なり部分CAGRへと移動させ、左側の重なり部分CAGLの
画像カードCA2を最前面に移動させる（図１４参照）。
【０２６９】
　ステップＳ１６５において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA2に、それに対応
付けられた画像Ｐ（図１４の画像Ｐ２等）を表示させる（図１４参照）。
【０２７０】
　図２９のステップＳ１６７において、CPU２３は、指がリリースされたか否かを判定す
る。
【０２７１】
　指f1と指f2とのうちの少なくとも一方がリリースされた場合、ステップＳ１６７におい
て、ＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ１６８に進む。
【０２７２】
　ステップＳ１６８において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、特定の
画像カードCA2に対応付けられた画像Ｐをタッチスクリーン１８に全画面表示させる。即
ち、図２６の例では、タッチスクリーン１８の表示状態が、図２６のＢの画像確認操作画
面の状態から図２６のＣの表示状態に遷移する。
【０２７３】
　ステップＳ１６９において、CPU２３は、画像選択操作を終了したか否かを判定する。
【０２７４】
　ユーザが画像選択操作を終了していない場合、ステップＳ１６９においてＮＯであると
判定されて、処理は図２８のステップＳ１６１に戻され、それ以降の処理が繰り返される
。
【０２７５】
　これに対して、ユーザが画像選択操作を終了した場合、ステップＳ１６９においてＹＥ
Ｓであると判定されて、第１Ｂ画像確認／選択処理は終了する。
【０２７６】
　また、ステップＳ１６７の処理時点で、指f1と指f2との何れもがタッチスクリーン１８
に接触され続けている場合、ステップＳ１６７において、ＮＯであると判定されて、処理
は図２８のステップＳ１６６に進む。
【０２７７】
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　ステップＳ１６６において、CPU２３は、画像確認操作を終了したか否かを判定する。
【０２７８】
　ユーザが画像確認操作を終了していない場合、ステップＳ１６６においてＮＯであると
判定されて、処理はステップＳ１６２に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
【０２７９】
　これに対して、ユーザが画像確認操作を終了した場合、ステップＳ１６６においてＹＥ
Ｓであると判定されて、第１Ｂ画像確認／選択処理は終了する。
【０２８０】
　以上、図２６を参照して、画像確認／選択操作の第１Ａ，第１Ｂの実施例について説明
した。そして、図２７および図２８，図２９の各フローチャートを参照して、第１の実施
例に対する第１Ａ，第１Ｂ画像確認／選択処理の各例について説明した。
【０２８１】
　次に、図３０と図３１を参照して、画像確認／選択操作の第２の実施例について説明す
る。そして、図３２と図３３のフローチャートを参照して、第２の実施例に対する第２画
像確認／選択処理の一例について説明する。
【０２８２】
　第２の実施例でも、画像確認操作画面の初期表示状態としては図２６のＢの状態が採用
されているとする。よって、図２６のＢの状態で、ユーザは、複数の画像カードCAの重な
り部分の左右の領域を指f1と指f2とでそれぞれなぞり操作をする。この間、指f1と指f2の
接触が維持されると、最前面の特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐを示す情報
が表示される（図１６参照）。即ち、ここまでは、画像確認操作の第３の実施例と同様の
操作である。
【０２８３】
　一方、画像選択操作としては、ユーザは、最前面の特定の画像カードCA1の任意の領域
を始点にして、指f2により矢印で示される上方向のなぞり操作をすればよい。これにより
、タッチスクリーン１８の表示状態が、図３０Ａの画像確認操作画面の状態から図３０の
Ｂの表示状態に遷移する。即ち、図３０のＢに示されるように、タッチスクリーン１８に
は、最前面の特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐが全画面表示される。
【０２８４】
　なお、タッチスクリーン１８の表示状態が画像確認操作画面の状態から画像Ｐの全画面
表示の状態に遷移するとき、アニメーションにより、画像Ｐがタッチスクリーン１８の下
方からタッチスクリーン１８の全画面にスライドインして表示させるようにしてもよい。
【０２８５】
　なお、図３０のＣは、図３０のＡに示される上下方向のなぞり操作と、実世界の複数の
カードの中から特定の１枚を上方向に抜き出す動作（以下、カード抜き出し動作と称する
）とを比較するための参考図である。図３０のＣに示される左手親指f1によるカード抜き
出し動作が、図３０のＡに示される指f2による上下方向のなぞり操作に対応する。
【０２８６】
　なお、図３０の例では、カード抜き出し動作となぞり操作とで用いる指は異なっている
が、いずれも指f1,指f2のいずれを用いてもよいことはいうまでもない。より一般的に言
えば、なぞり操作等操作で使う指は、特に限定されない。このことは、本明細書中の全て
の操作について同様にあてはまることである。即ち、本明細書中の指f1,指f2による操作
は、対応する図面の記載に併せた例示に過ぎない。
【０２８７】
　このように、ユーザは、タッチスクリーン１８上で、実世界のカードを模した画像カー
ドCAを用いて、実世界の操作を模した操作をすることができるので、直感的に操作をする
ことができる。
【０２８８】
　さらに、タッチスクリーン１８の表示状態が図３１のＡに示される状態の場合、即ち、
画像Ｐの全画面表示の状態の場合、ユーザは、画像Ｐの任意の領域を始点にして、指f2に
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より矢印で示される下方向のなぞり操作をすればよい。これにより、タッチスクリーン１
８の表示状態が、図３１のＢの画像確認操作画面の状態に再遷移する。
【０２８９】
　なお、タッチスクリーン１８の表示状態が画像Ｐの全画面表示の状態から画像確認操作
画面の状態に再遷移するとき、アニメーションにより、画像Ｐがタッチスクリーン１８の
上方から最前面の特定の画像カードCA1にスライドインして表示されるようにしてもよい
。
【０２９０】
　次に、図３２，図３３のフローチャートを参照して、図３０と図３１を用いて説明した
画像確認／選択操作の第２の実施例に対する処理、即ち、第２画像確認／選択処理の一例
について説明する。
【０２９１】
　図３２のステップＳ１８１乃至Ｓ１８６の各処理は、図２８のステップＳ１６１乃至Ｓ
１６６の各処理と基本的に同様の処理である。よって、これらの各処理の説明は省略する
。
【０２９２】
　そこで、以下、ステップＳ１８５の処理で、最前面の特定の画像カードCA1（図３０と
図３１の記載にあわせる）に、それに対応付けられた画像Ｐが表示された（図１４参照）
後の処理について説明していく。かかるステップＳ１８５の処理が終了すると、処理は図
３３のステップＳ１８７に進む。
【０２９３】
　ステップＳ１８７において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA1の任意の領域を
始点とする上方向のなぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０２９４】
　上方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ１８７においてＮＯであると判定
されて、処理は再びステップＳ１８７に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、
上方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ１８７の判定処理が繰り返される。
【０２９５】
　その後、上方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ１８７においてＹＥＳである
と判定されて、処理はステップＳ１８８に進む。
【０２９６】
　ステップＳ１８８において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像Ｐ
をタッチスクリーン１８に全画面表示する。即ち、タッチスクリーン１８の表示状態が、
図３０のＡの画像確認操作画面の状態から図３０のＢの表示状態に遷移する
【０２９７】
　ステップＳ１８９において、CPU２３は、画像Ｐの任意の領域を始点とする下方向のな
ぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０２９８】
　下方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ１８９においてＮＯであると判定
されて、処理は再びステップＳ１８９に戻され、それ以降の処理が繰り返される。即ち、
下方向のなぞり操作がなされるまで、ステップＳ１８９の判定処理が繰り返される。
【０２９９】
　その後、下方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ１８９においてＹＥＳである
と判定されて、処理はステップＳ１９０に進む。
【０３００】
　ステップＳ１９０において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確
認操作画面表示に切り替える。即ち、タッチスクリーン１８の表示状態が、図３１のＡの
画像Ｐの全画面表示の状態から、図３１のＢの画像確認操作画面の状態に再遷移する。
【０３０１】
　ステップＳ１９１において、CPU２３は、画像選択操作を終了したか否かを判定する。
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【０３０２】
　ユーザが画像選択操作を終了していない場合、ステップＳ１９１においてＮＯであると
判定されて、処理は図３２のステップＳ１８６に戻され、それ以降の処理が繰り返される
。
【０３０３】
　これに対して、ユーザが画像選択操作を終了した場合、ステップＳ１９１においてＹＥ
Ｓであると判定されて、第２画像確認／選択処理は終了する。
【０３０４】
　なお、画像確認／選択操作の第２の実施例を説明するために図３０と図３１を用いたた
め、上述の説明では、画像確認操作画面の初期表示状態の一例として図２６のＢの状態が
採用されていた。しかしながら、画像確認／選択操作の第２の実施例を実現するための画
像確認操作画面の初期表示状態は、図２６のＢの状態に特に限定されない。
【０３０５】
　例えば、画像確認操作画面の初期表示状態の一例として、図２６のＡの状態、即ち、図
３のＡの状態を採用することができる。
【０３０６】
　この場合、ユーザは、複数の画像カードCAの重なり部分の領域を指f1でなぞり操作をす
る。特定の画像カードCA1上で一定時間指f1の接触が維持されると、特定の画像カードCA1
に対応付けられた画像Ｐを示す情報が表示される（図４乃至図６参照）。即ち、ここまで
は、画像確認操作の第１の実施例と同様の操作である。
【０３０７】
　一方、画像選択操作としては、ユーザは、特定の画像カードCA1の任意の領域を始点に
して、指f2により矢印で示される上方向のなぞり操作をすればよい。これにより、タッチ
スクリーン１８の表示状態が、図３４の画像確認操作画面の状態から図３０のＢの表示状
態に遷移する。即ち、図３０のＢに示されるように、タッチスクリーン１８には、最前面
の特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐが全画面表示される。
【０３０８】
　また例えば、画像確認操作画面の初期表示状態の一例として、図７のＡの状態を採用す
ることができる。
【０３０９】
　この場合、ユーザは、図７のＡの矢印で示される範囲、即ち、複数の画像カードCAの重
なり部分の上部の領域で、指f1によるなぞり操作をする。
【０３１０】
　ユーザが、画像カードCAの重なり部分の上部の領域を、指f1でなぞり操作をしていると
きに、指f1の接触が、特定の画像カードCA上で一定時間維持されると、タッチスクリーン
１８の表示状態が、図７のＡの状態から図７のＢの状態に遷移する。即ち、特定の画像カ
ードCA1に対応付けられた画像Ｐを示す情報が表示される。ここまでは、画像確認操作の
第１の実施例と同様の操作である。
【０３１１】
　一方、画像選択操作としては、ユーザは、特定の画像カードCA1の任意の領域を始点に
して、指f2により矢印で示される上方向のなぞり操作をすればよい。これにより、タッチ
スクリーン１８の表示状態が、図３５の画像確認操作画面の状態から図３０のＢの表示状
態に遷移する。即ち、図３０のＢに示されるように、タッチスクリーン１８には、最前面
の特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐが全画面表示される。
【０３１２】
　以上、画像確認／選択操作の各種例と、それらに対応する画像確認／選択処理の各種例
について説明した。
【０３１３】
　なお、上述した例では、画像選択操作に対して割り当てられた機能は、選択された画像
Ｐの全画面表示の機能であった。しかしながら、画像選択操作に対して割り当てることが
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可能な機能は、上述した例に特に限定されない。
【０３１４】
　例えば、画像選択操作に対して、画像Ｐの削除機能を割り当てることができる。なお、
以下、画像選択操作に対して、画像Ｐの削除機能が割り当てられている場合、その画像選
択操作を、画像削除操作と称する。
【０３１５】
　具体的には例えば、画像確認操作画面の初期表示状態の一例としては図２６のＢの状態
が採用されているとする。よって、図２６のＢの状態で、ユーザは、複数の画像カードCA
の重なり部分の左右の領域を指f1と指f2とでそれぞれなぞり操作をする。この間、指f1と
指f2の接触が維持されると、最前面の特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐを示
す情報が表示される（図１６参照）。即ち、ここまでは、画像確認操作の第３の実施例と
同様の操作である。
【０３１６】
　一方、画像削除操作としては、図３６のＡに示されるように、ユーザは、最前面の特定
の画像カードCA1の任意の領域を始点にして、指f2により矢印で示される下方向のなぞり
操作をすればよい。これにより、図３６のＢに示されるように、最前面の特定の画像カー
ドCA1に対応付けられた画像Ｐが削除される。
【０３１７】
　図３７は、画像削除操作に対する撮像装置の処理（以下、画像削除処理と称する）の一
例について説明するフローチャートである。
【０３１８】
　画像確認操作画面の初期表示状態の一例としては図２６のＢの状態が採用されている場
合には、画像確認処理として、例えば図３２のステップＳ１８１乃至Ｓ１８６の各処理が
適宜実行される。そして、ステップＳ１８５の処理で、最前面の特定の画像カードCA1（
図３６の記載にあわせる）に、それに対応付けられた画像Ｐが表示されると（図１４参照
）、図３７の画像削除処理が開始される。
【０３１９】
　ステップＳ２０１において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA1の任意の領域を
始点とする下方向のなぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０３２０】
　下方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ２０１においてＮＯであると判定
されて、処理はステップＳ２０４に進む。ステップＳ２０４において、CPU２３は、画像
確認操作の状態を続ける。これにより、画像削除処理は終了する。これにより、ユーザは
、画像確認操作を行うことができ、それに伴い、CPU２３は、図３２のステップＳ１８１
乃至Ｓ１８６の各処理を実行する。
【０３２１】
　これに対して、下方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ２０１においてＹＥＳ
であると判定されて、処理はステップＳ２０２に進む。
【０３２２】
　ステップＳ２０２において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、下方に
スライドさせた最前面の特定の画像カードCA1に対応する画像Ｐに対して削除処理を実行
する。
【０３２３】
　ステップＳ２０３において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確
認操作画面表示に切り替える。これにより、画像削除処理は終了する。これにより、ユー
ザは、画像確認操作を行うことができ、それに伴い、CPU２３は、図３２のステップＳ１
８１乃至Ｓ１８６の各処理を実行する。
【０３２４】
　以上、画像選択操作に対して、画像Ｐの削除機能を割り当てる例について説明した。
【０３２５】
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　その他例えば、画像選択操作に対して、画像Ｐをお気に入り画像に登録したりシェア画
像に登録するといった登録機能を割り当てることができる。なお、以下、画像選択操作に
対して、画像Ｐの登録機能が割り当てられている場合、その画像選択操作を、画像登録操
作と称する。
【０３２６】
　具体的には例えば、画像確認操作画面の初期表示状態の一例としては図２６のＢの状態
が採用されているとする。よって、図２６のＢの状態で、ユーザは、複数の画像カードCA
の重なり部分の左右の領域を指f1と指f2とでそれぞれなぞり操作をする。この間、指f1と
指f2の接触が維持されると、最前面の特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐを示
す情報が表示される（図１６参照）。即ち、ここまでは、画像確認操作の第３の実施例と
同様の操作である。
【０３２７】
　一方、画像登録操作としては、図３８のＡに示されるように、ユーザは、最前面の特定
の画像カードCA1の任意の領域を始点にして、指f2により矢印で示される上方向のなぞり
操作をすればよい。これにより、図３８のＢに示されるように、最前面の特定の画像カー
ドCA1に対応付けられた画像Ｐが、お気に入り画像やシェア画像に登録される。
【０３２８】
　図３７は、画像登録操作に対する撮像装置の処理（以下、画像登録処理と称する）の一
例について説明するフローチャートである。
【０３２９】
　画像確認操作画面の初期表示状態の一例としては図２６のＢの状態が採用されている場
合には、画像確認処理として、例えば図３２のステップＳ１８１乃至Ｓ１８６の各処理が
適宜実行される。そして、ステップＳ１８５の処理で、最前面の特定の画像カードCA1（
図３６の記載にあわせる）に、それに対応付けられた画像Ｐが表示されると（図１４参照
）、図３９の画像登録処理が開始される。
【０３３０】
　ステップＳ２２１において、CPU２３は、最前面の特定の画像カードCA1の任意の領域を
始点とする上方向のなぞり操作がなされたか否かを判定する。
【０３３１】
　上方向のなぞり操作がなされない場合は、ステップＳ２２１においてＮＯであると判定
されて、処理はステップＳ２２４に進む。ステップＳ２２４において、CPU２３は、画像
確認操作の状態を続ける。これにより、画像登録処理は終了する。これにより、ユーザは
、画像確認操作を行うことができ、それに伴い、CPU２３は、図３２のステップＳ１８１
乃至Ｓ１８６の各処理を実行する。
【０３３２】
　これに対して、上方向のなぞり操作がなされた場合、ステップＳ２２１においてＹＥＳ
であると判定されて、処理はステップＳ２２２に進む。
【０３３３】
　ステップＳ２２２において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、上方に
スライドさせた最前面の特定の画像カードCA1に対応する画像Ｐに対して登録処理を実行
する。これにより、画像Ｐが、お気に入り画像やシェア画像に登録される。
【０３３４】
　ステップＳ１２３において、CPU２３は、デジタル信号処理部１５を制御して、画像確
認操作画面表示に切り替える。これにより、画像削除処理は終了する。これにより、ユー
ザは、画像確認操作を行うことができ、それに伴い、CPU２３は、図３２のステップＳ１
８１乃至Ｓ１８６の各処理を実行する。
【０３３５】
　以上の画像削除操作や画像登録操作等の操作を、画像カードCAのスライド方向の視点で
まとめると、次のようになる。即ち、特定の画像カードCA1が右方向にスライドする場合
（右方向のなぞり操作がなされた場合）、画像確認処理が行われ、特定の画像カードCA1
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は右方向に送られ、次の画像カードCA2が前面に表示される。また、特定の画像カードCA1
が下方向にスライドする場合（下方向のなぞり操作がなされた場合）、画像削除処理が行
われ、特定の画像カードCA1に対応する画像Ｐが削除される。また、特定の画像カードCA1
が上方向にスライドする場合（上方向のなぞり操作がなされた場合）、画像登録処理が行
われ、特定の画像カードCA1に対応する画像Ｐが、お気に入り画像やシェア画像に登録さ
れる。
【０３３６】
　このように、画像カードCAのスライド方向には、特定の意味を持たせることができる。
これにより、ユーザは、より直感的に各種操作を行い、対応する機能を撮像装置に発揮さ
せることができるようになる。
【０３３７】
　なお、画像カードCAのスライド方向は、特に限定されない。
【０３３８】
　例えば、図４０のＡに示されるように、画像Ｐを登録するためのアイコンＩ１（以下、
登録アイコンＩ１）が、タッチスクリーン１８の左上の領域に表示され、画像Ｐを削除す
るためのアイコンＩ２（以下、削除アイコンＩ２）が、タッチスクリーン１８の右上の領
域に表示されているとする。
【０３３９】
　この場合、ユーザは、例えば図４０のＢに示されるように、最前面の特定の画像カード
CA1の任意の領域を始点にして、指f2により矢印で示される右斜め上方向のなぞり操作を
して、削除アイコンＩ２の近辺で指f2をリリースする。すると、最前面の特定の画像カー
ドCA1に対応付けられた画像Ｐが削除される。
【０３４０】
　また例えば、図示はしないが、ユーザは、最前面の特定の画像カードCA1の任意の領域
を始点にして、指f2により左斜め上方向のなぞり操作をして、登録アイコンＩ１の近辺で
指f2をリリースする。すると、最前面の特定の画像カードCA1に対応付けられた画像Ｐは
、お気に入り画像やシェア画像に登録される。
【０３４１】
　上述の例では、画像カードCAのスライド方向に対して、削除機能と登録機能とが割り当
てられた。しかしながら、上述の如く、画像カードCAのスライド方向に対して割り当てる
機能は特に限定されない。
【０３４２】
　例えば図４１に示されるように、それぞれ異なる第１機能乃至第３機能を用意し、画像
カードCAの左斜め上のスライド方向に対して第１機能を、画像カードCAの垂直上のスライ
ド方向に対して第２機能を、画像カードCAの右斜め上のスライド方向に対して第３機能を
、それぞれ割り当てることも容易に可能である。
【０３４３】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるが、ソ
フトウエアにより実行させることができる。
【０３４４】
　この場合、図１の撮像装置が実行してもよいことは勿論のこと、その他例えば、図４２
に示されるパーソナルコンピュータが実行してもよい。
【０３４５】
　図４２において、CPU１０１は、ROM（Read Only Memory）１０２に記録されているプロ
グラム、または記憶部１０８からRAM（Random Access Memory）１０３にロードされたプ
ログラムに従って各種の処理を実行する。RAM１０３にはまた、CPU１０１が各種の処理を
実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【０３４６】
　CPU１０１、ROM１０２、およびRAM１０３は、バス１０４を介して相互に接続されてい
る。このバス１０４にはまた、入出力インタフェース１０５も接続されている。
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【０３４７】
　入出力インタフェース１０５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部１０６、出
力部１０７、ハードディスクなどより構成される記憶部１０８、モデムおよびターミナル
アダプタなどより構成される通信部１０９が接続されている。通信部１０９は、インター
ネットを含むネットワークを介して他の装置（図示せず）との間で行う通信を制御する。
【０３４８】
　入出力インタフェース１０５にはまた、必要に応じてドライブ１１０が接続され、磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどよりなるリムーバブル
メディア１１１が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必
要に応じて記憶部１０８にインストールされる。
【０３４９】
　一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエアを構成するプ
ログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプロ
グラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパ
ーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０３５０】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、図１または図４２に示されるように、装置本
体とは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されて
いる磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disk-Read
 Only Memory),DVD(Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク（MD（Mini-Disk
）を含む）、もしくは半導体メモリなどよりなるリムーバブルメディア（パッケージメデ
ィア）１１１（図１４）により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態
でユーザに提供される、プログラムが記録されている図１のプログラムROM２６、図４２
のROM１０２、記憶部１０８に含まれるハードディスクなどで構成される。
【０３５１】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０３５２】
　また、以上、本発明が適用された情報処理装置により表示が制御される表示装置として
、液晶表示パネル１７といった液晶表示装置について説明してきた。ただし、本発明は、
液晶表示パネルのみならず、次のような表示装置にも適用可能である。即ち、動画像を構
成するフレームやフィールドといった単位（以下、かかる単位をコマと称する）毎に表示
が指示される表示装置であって、所定時間の間、１コマを構成する複数の画素が表示素子
により構成されており、それら表示素子のうちの少なくとも一部の表示を保持させること
ができる表示装置に適用できる。なお、以下、かかる表示素子をホールド型表示素子と称
し、かかるホールド型表示素子により画面が構成される表示装置を、ホールド型表示装置
と称する。即ち、液晶表示装置はホールド型表示装置の例示にしか過ぎず、本発明は、ホ
ールド型表示装置全体に適用可能である。
【０３５３】
　さらに、本発明は、ホールド型表示装置のみならず、例えば、発光素子として有機ＥＬ
(Electro Luminescent)デバイスを用いた平面自発光型の表示装置等にも適用可能である
。即ち、本発明は、画像が複数の画素から構成され、その画素を表示する表示素子を含む
表示装置全体に適用可能である。なお、かかる表示装置を、画素型表示装置と称する。こ
こで、画素型表示装置において、１つの画素に１つの表示素子が必ずしも対応付けられて
いる必要は特に無い。
【０３５４】
　換言すると、本発明適用された情報処理装置により表示が制御される表示装置は、上述
した一連の処理を実行可能とする表示装置であれば足りる。
【図面の簡単な説明】
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【０３５５】
【図１】本発明が適用された情報処理装置の一実施形態としての撮像装置の構成例を示す
ブロック図である。
【図２】図１の例の撮像装置の外観の構成例を示す斜視図である。
【図３】画像確認操作の第１の実施例を説明する図である。
【図４】画像確認操作の第１の実施例を説明する図である。
【図５】画像確認操作の第１の実施例を説明する図である。
【図６】画像確認操作の第１の実施例を説明する図である。
【図７】画像確認操作の第１の実施例を説明する図である。
【図８】画像確認操作の第１の実施例を説明する図である。
【図９】第１画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１０】画像確認操作の第２の実施例を説明する図である。
【図１１】画像確認操作の第２の実施例を説明する図である。
【図１２】第２画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１３】画像確認操作の第３の実施例を説明する図である。
【図１４】画像確認操作の第３の実施例を説明する図である。
【図１５】第３画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１６】画像確認操作の第４の実施例を説明する図である。
【図１７】画像確認操作の第４の実施例を説明する図である。
【図１８】第４画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【図１９】画像確認操作の第５の実施例を説明する図である。
【図２０】画像確認操作の第６の実施例を説明する図である。
【図２１】画像確認操作の第７の実施例を説明する図である。
【図２２】第５画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【図２３】第６画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【図２４】第７画像確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【図２５】画像確認操作の実施例を説明する図である。
【図２６】画像確認／選択操作の第１の実施例を説明する図である。
【図２７】第１A画像確認／選択処理の一例を説明するフローチャートである。
【図２８】第１B画像確認／選択処理の一例を説明するフローチャートである。
【図２９】第１B画像確認／選択処理の一例を説明するフローチャートである。
【図３０】画像確認／選択操作の第２の実施例を説明する図である。
【図３１】画像確認／選択操作の第２の実施例を説明する図である。
【図３２】第２B画像確認／選択処理の一例を説明するフローチャートである。
【図３３】第２B画像確認／選択処理の一例を説明するフローチャートである。
【図３４】画像確認／選択操作の第２の実施例を実現するための画像確認操作画面の初期
表示状態の例を説明する図である。
【図３５】画像確認／選択操作の第２の実施例を実現するための画像確認操作画面の初期
表示状態の例を説明する図である。
【図３６】画像削除操作の実施例を説明する図である。
【図３７】画像削除処理の一例を説明するフローチャートである。
【図３８】画像登録操作の実施例を説明する図である。
【図３９】画像登録処理の一例を説明するフローチャートである。
【図４０】スライド方向による各種操作を説明する図である。
【図４１】スライド方向による各種操作を説明する図である。
【図４２】本発明が適用される情報処理装置の構成例であって、図１とは異なる構成例を
示すブロック図である。
【符号の説明】
【０３５６】
　１１　レンズ部，　１２　撮像素子,　１３　アナログ信号処理部，　１４　A/D変換部
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，　１５　デジタル信号処理部，　１６　タッチパネル，　１７　液晶パネル，　１８　
タッチスクリーン，　１９　記録デバイス，　２０　アクチュエータ，　２１　モータド
ライブ，　２２　TG，　２３　CPU，　２４　操作部，　２５　EEPROM，　２６　プログ
ラムROM，　２７　RAM，　２８　タッチパネル，　４１　ズームレバー，　４２　シャッ
タボタン，　４３　再生ボタン，　４４　パワーボタン，　４５　撮像レンズ，　４６　
AFイルミネータ，　４７　レンズカバー，１０１　CPU，　１０２　ROM，　１０３　RAM
，　１０８　記憶部，　１１１　リムーバブルメディア

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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【図４１】 【図４２】
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