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(57)【要約】
　一つのスマートデバイスにおいて、複数の動画を同時
再生でき、スマートデバイス画面内での移動、拡大・縮
小を可能とする動画再生方法、動画再生装置及び動画再
生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体を提供すること。例えば、本発明の動画再生装置
においては、動画の再生に関する操作を行う操作部と、
上記操作部からの要求を制御する制御部と、上記制御部
の制御に準じて動画を表示する表示部とを備え、上記制
御部は、上記表示部に映される動画の可動領域となる第
１の動画表示ビューを生成し、上記第１の動画表示ビュ
ー上に上記動画を可動可能とする第２の動画表示ビュー
を生成し、上記第２の動画表示ビュー上で上記動画を再
生し、上記操作部を介して選択された上記動画の移動前
の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座
標に基づいて取得し、上記操作部を介して移動された上
記動画の移動後の位置を、上記第２の動画表示ビューが
有する四隅の座標に上記動画の移動量を加味して算出し
、上記移動後の位置に上記動画を表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実行される動画再生方法であって、
　表示部に映される動画の可動領域となる第１の動画表示ビューを生成し、
　前記第１の動画表示ビュー上に前記動画を可動可能とする第２の動画表示ビューを生成
し、
　前記第２の動画表示ビュー上で前記動画を再生し、
　操作部を介して選択された前記動画の移動前の位置を、前記第２の動画表示ビューが有
する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して移動された前記動画の移動後の位置を、前記第２の動画表示ビュー
が有する四隅の座標に当該動画の移動量を加味して算出し、当該移動後の位置に前記動画
を表示する
　ことを特徴とする動画再生方法。
【請求項２】
　前記操作部がタッチ感知面であり、
　前記操作部を介して１点以上のタッチ操作で選択された前記動画の移動前の位置を、当
該第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して前記タッチ操作の位置を変化させるドラッグ操作で移動された前記
動画の移動後の位置を、前記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に当該ドラッグ操
作による移動量に基づく当該動画の移動量を加味して算出し、当該移動後の位置に前記動
画を表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の動画再生方法。
【請求項３】
　前記操作部を介して選択された前記動画の拡大又は縮小前の位置を、前記第２の動画表
示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して拡大又は縮小された前記動画の拡大又は縮小後の位置を、前記第２
の動画表示ビューが有する四隅の座標に当該動画の拡縮率を加味して算出し、当該拡大又
は縮小後の位置に前記動画を表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の動画再生方法。
【請求項４】
　前記操作部がタッチ感知面であり、
　前記操作部を介して２点以上のタッチ操作で選択された前記動画の拡大又は縮小前の位
置を、前記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して前記タッチ操作の少なくとも１点の位置を変化させるピンチ操作で
拡大又は縮小された前記動画の拡大又は縮小後の位置を、前記第２の動画表示ビューが有
する四隅の座標に当該ピンチ操作による移動量に基づく当該動画の拡縮率を加味して算出
し、当該拡大又は縮小後の位置に前記動画を表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の動画再生方法。
【請求項５】
　前記第２の動画表示ビューを二つ以上生成し、
　前記第２の動画表示ビュー各々の上で動画を再生し、
　前記操作部を介して移動された前記動画の各々が重なり合っている場合、当該操作部を
介して選択された前記動画を最上位に表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の動画再生方法。
【請求項６】
　動画再生装置であって、
　動画の再生に関する操作を行う操作部と、当該操作部からの要求を制御する制御部と、
当該制御部の制御に準じて動画を表示する表示部とを備え、
　前記制御部は、
　表示部に映される動画の可動領域となる第１の動画表示ビューを生成し、
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　前記第１の動画表示ビュー上に前記動画を可動可能とする第２の動画表示ビューを生成
し、
　前記第２の動画表示ビュー上で前記動画を再生し、
　前記操作部を介して選択された前記動画の移動前の位置を、当該第２の動画表示ビュー
が有する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して移動された前記動画の移動後の位置を、前記第２の動画表示ビュー
が有する四隅の座標に当該動画の移動量を加味して算出し、当該移動後の位置に前記動画
を表示する
　ことを特徴とする動画再生装置。
【請求項７】
　前記操作部がタッチ感知面であり、
　前記制御部が、
　前記操作部を介して１点以上のタッチ操作で選択された前記動画の移動前の位置を、当
該第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して前記タッチ操作の位置を変化させるドラッグ操作で移動された前記
動画の移動後の位置を、前記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に当該ドラッグ操
作による移動量に基づく当該動画の移動量を加味して算出し、当該移動後の位置に前記動
画を表示する
　ことを特徴とする請求項６に記載の動画再生装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記操作部を介して選択された前記動画の拡大又は縮小前の位置を、前記第２の動画表
示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して拡大又は縮小された前記動画の拡大又は縮小後の位置を、前記第２
の動画表示ビューが有する四隅の座標に当該動画の拡縮率を加味して算出し、当該拡大又
は縮小後の位置に前記動画を表示する
　ことを特徴とする請求項６に記載の動画再生装置。
【請求項９】
　前記操作部がタッチ感知面であり、
　前記制御部は、
　前記操作部を介して２点以上のタッチ操作で選択された前記動画の拡大又は縮小前の位
置を、前記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、
　前記操作部を介して前記タッチ操作の少なくとも１点の位置を変化させるピンチ操作で
拡大又は縮小された前記動画の拡大又は縮小後の位置を、前記第２の動画表示ビューが有
する四隅の座標に当該ピンチ操作による移動量に基づく当該動画の拡縮率を加味して算出
し、当該拡大又は縮小後の位置に前記動画を表示する
　ことを特徴とする請求項６に記載の動画再生装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記第２の動画表示ビューを二つ以上生成し、
　前記第２の動画表示ビューの各々の上で動画を再生し、
　前記操作部を介して移動された前記動画の各々が重なり合っている場合、当該操作部を
介して選択された前記動画を最上位に表示する
　ことを特徴とする請求項６に記載の動画再生装置。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　表示部に映される動画の可動領域となる第１の動画表示ビューを生成する手順、
　前記第１の動画表示ビュー上に前記動画を可動可能とする第２の動画表示ビューを生成
する手順、
　前記第２の動画表示ビュー上で前記動画を再生する手順、
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　操作部を介して選択された前記動画の移動前の位置を、前記第２の動画表示ビューが有
する四隅の座標に基づいて取得する手順、
　前記操作部を介して移動された前記動画の移動後の位置を、前記第２の動画表示ビュー
が有する四隅の座標に当該動画の移動量を加味して算出し、当該移動後の位置に前記動画
を表示する手順
　を実行させるための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒
体。
【請求項１２】
　前記操作部がタッチ感知面であり、
　前記操作部を介して１点以上のタッチ操作で選択された前記動画の移動前の位置を、当
該第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得する手順、
　前記操作部を介して前記タッチ操作の位置を変化させるドラッグ操作で移動された前記
動画の移動後の位置を、前記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に当該ドラッグ操
作による移動量に基づく当該動画の移動量を加味して算出し、当該移動後の位置に前記動
画を表示する手順
　を実行させるための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な請求項
１に記載の記憶媒体。
【請求項１３】
　前記操作部を介して選択された前記動画の拡大又は縮小前の位置を、前記第２の動画表
示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得する手順、
　前記操作部を介して拡大又は縮小された前記動画の拡大又は縮小後の位置を、前記第２
の動画表示ビューが有する四隅の座標に当該動画の拡縮率を加味して算出し、当該拡大又
は縮小後の位置に前記動画を表示する手順
　を実行させるための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な請求項
１に記載の記憶媒体。
【請求項１４】
　前記操作部がタッチ感知面であり、
　前記操作部を介して２点以上のタッチ操作で選択された前記動画の拡大又は縮小前の位
置を、前記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得する手順、
　前記操作部を介して前記タッチ操作の少なくとも１点の位置を変化させるピンチ操作で
拡大又は縮小された前記動画の拡大又は縮小後の位置を、前記第２の動画表示ビューが有
する四隅の座標に当該ピンチ操作による移動量に基づく当該動画の拡縮率を加味して算出
し、当該拡大又は縮小後の位置に前記動画を表示する手順
　を実行させるための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な請求項
１に記載の記憶媒体。
【請求項１５】
　前記第２の動画表示ビューを二つ以上生成する手順、
　前記第２の動画表示ビューの各々の上で動画を再生する手順、
　前記操作部を介して移動された前記動画の各々が重なり合っている場合、当該操作部を
介して選択された前記動画を最上位に表示する手順
　を実行させるための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な請求項
１に記載の記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画再生方法、動画再生装置及び動画再生プログラムを記憶したコンピュー
タ読み取り可能な記憶媒体に関し、さらに詳しくは、再生中の動画の表示位置やサイズを
変更する動画再生方法、動画再生装置及び動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来のスマートデバイスアプリケーションでは、単一静止画像、複数静止画像のドラッ
グ操作（一つ指で移動操作）による移動及び、ピンチ操作（二つ指の移動操作）による拡
大縮小は可能であったが、単一動画、複数動画において、同様の機能は存在しなかった。
そのため、例えばライブ動画配信されているニュース番組をリアルタイムに見比べるため
には複数台のテレビ、もしくはスマートデバイスを用意する必要があった。緊急を要する
ニュースが発生した際、放送局は複数台のテレビ、もしくはスマートデバイスを用意しな
いと、他局の放送内容を確認することができず、また、ユーザー・視聴者にも同様に複数
の放送局で何が放送されているのかリアルタイムに確認することができない。
【０００３】
　一方、スマートデバイスで再生する動画の操作に関する発想（例えば、特許文献１参照
。）が提案されている。詳細には、動画の表示エリア内における所定の位置をダブルタッ
プすると、この表示エリアの縮小に伴って再生中の動画のサイズが縮小し、さらに、縮小
した表示エリアをドラッグすると、この表示エリアの移動に伴って再生中の動画が移動す
るものである。また、動画の表示エリア内における所定の位置をダブルタップして再生中
の動画のサイズを縮小すると、二つの再生中の動画を画面中央に配置するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１５８７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来における発想は、動画の再生、停止、早送り又は巻き戻し
等の操作を容易にするためのものに過ぎない。すなわち、上述の公知技術は、タッチパネ
ル上の操作ボタンに再生中の動画を重ねて上述の操作を行うために表示エリア及び動画の
サイズの縮小及びドラッグによる移動を行うものである。そのため、操作ボタンに動画を
ドロップすると（動画のドラッグを終了すると）、表示エリア及び動画は元の位置である
表示画面の中央位置に自動的に戻ってしまう。これでは、複数の動画を画面上の所望の位
置及びサイズで見比べることができない。
【０００６】
　情報化社会においては、ユーザーが動画を再生・閲覧する目的（例えば、情報の分析や
プレゼンテーション）やユーザーの事情（例えば、利き手や習慣）に応じて、画面上で再
生する動画の位置やサイズを柔軟に設定・変更できる仕組みが必要である。
【０００７】
　そこで、本発明の第一の目的は、一つのスマートデバイスにおいて、複数の動画を同時
再生でき、スマートデバイス画面内での移動や拡大縮小を可能とする動画再生方法、動画
再生装置及び動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供
することにある。また、本発明の第二の目的は、複数の動画の音声切り替えを可能とする
動画再生方法、動画再生装置及び動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明は、スマートデバイス向けアプリケーションにおいて動画再生画面を
押下した状態での再生画面移動、及び二つ以上の指で押下し移動させることでの再生画面
拡大縮小に関する。
【０００９】
　また、本発明は、スマートデバイス向けアプリケーションにおいて複数の動画同時再生
、及び特定の再生画面押下による音声切り替えに関する。
【００１０】
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　また、本発明は、スマートデバイス向けアプリケーションにおいて複数の動画を表示さ
せた状態での、特定の再生画面を押下、移動させることによる再生移動、及び二つ以上の
指で押下し移動させることによる再生画面拡大縮小に関する。
【００１１】
　より詳細には、本発明は、コンピュータによって実行される動画再生方法であって、表
示部に映される動画の可動領域となる第１の動画表示ビューを生成し、上記第１の動画表
示ビュー上に上記動画を可動可能とする第２の動画表示ビューを生成し、上記第２の動画
表示ビュー上で上記動画を再生し、操作部を介して選択された上記動画の移動前の位置を
、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、上記操作部を介して
移動された上記動画の移動後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に
上記動画の移動量を加味して算出し、上記移動後の位置に上記動画を表示することを特徴
とする。
【００１２】
　上記操作部がタッチ感知面であり、上記操作部を介して１点以上のタッチ操作で選択さ
れた上記動画の移動前の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づい
て取得し、上記操作部を介して上記タッチ操作の位置を変化させるドラッグ操作で移動さ
れた上記動画の移動後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に上記ド
ラッグ操作による移動量に基づく上記動画の移動量を加味して算出し、上記移動後の位置
に上記動画を表示することが望ましい。
【００１３】
　上記操作部を介して選択された上記動画の拡大又は縮小前の位置を、上記第２の動画表
示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、上記操作部を介して拡大又は縮小された
上記動画の拡大又は縮小後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に上
記動画の拡縮率を加味して算出し、上記拡大又は縮小後の位置に上記動画を表示すること
が望ましい。
【００１４】
　上記操作部がタッチ感知面であり、上記操作部を介して２点以上のタッチ操作で選択さ
れた上記動画の拡大又は縮小前の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標
に基づいて取得し、上記操作部を介して上記タッチ操作の少なくとも１点の位置を変化さ
せるピンチ操作で拡大又は縮小された上記動画の拡大又は縮小後の位置を、上記第２の動
画表示ビューが有する四隅の座標に上記ピンチ操作による移動量に基づく上記動画の拡縮
率を加味して算出し、上記拡大又は縮小後の位置に上記動画を表示することが望ましい。
【００１５】
　上記第２の動画表示ビューを二つ以上生成し、上記第２の動画表示ビューの各々の上で
動画を再生し、上記操作部を介して移動された上記動画の各々が重なり合っている場合、
上記操作部を介して選択された上記動画を最上位に表示することが望ましい。
【００１６】
　また、本発明は、動画再生装置であって、動画の再生に関する操作を行う操作部と、上
記操作部からの要求を制御する制御部と、上記制御部の制御に準じて動画を表示する表示
部とを備え、上記制御部は、表示部に映される動画の可動領域となる第１の動画表示ビュ
ーを生成し、上記第１の動画表示ビュー上に上記動画を可動可能とする第２の動画表示ビ
ューを生成し、上記第２の動画表示ビュー上で上記動画を再生し、上記操作部を介して選
択された上記動画の移動前の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基
づいて取得し、上記操作部を介して移動された上記動画の移動後の位置を、上記第２の動
画表示ビューが有する四隅の座標に上記動画の移動量を加味して算出し、上記移動後の位
置に上記動画を表示することを特徴とする。
【００１７】
　上記操作部がタッチ感知面であり、上記制御部が、上記操作部を介して１点以上のタッ
チ操作で選択された上記動画の移動前の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅
の座標に基づいて取得し、上記操作部を介して上記タッチ操作の位置を変化させるドラッ
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グ操作で移動された上記動画の移動後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅
の座標に上記ドラッグ操作による移動量に基づく上記動画の移動量を加味して算出し、上
記移動後の位置に上記動画を表示することが望ましい。
【００１８】
　上記制御部は、上記操作部を介して選択された上記動画の拡大又は縮小前の位置を、上
記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得し、上記操作部を介して拡大
又は縮小された上記動画の拡大又は縮小後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する
四隅の座標に上記動画の拡縮率を加味して算出し、上記拡大又は縮小後の位置に上記動画
を表示することが望ましい。
【００１９】
　上記操作部がタッチ感知面であり、上記制御部は、上記操作部を介して２点以上のタッ
チ操作で選択された上記動画の拡大又は縮小前の位置を、上記第２の動画表示ビューが有
する四隅の座標に基づいて取得し、上記操作部を介して上記タッチ操作の少なくとも１点
の位置を変化させるピンチ操作で拡大又は縮小された上記動画の拡大又は縮小後の位置を
、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に上記ピンチ操作による移動量に基づく
上記動画の拡縮率を加味して算出し、上記拡大又は縮小後の位置に上記動画を表示するこ
とが望ましい。
【００２０】
　上記制御部は、上記第２の動画表示ビューを二つ以上生成し、上記第２の動画表示ビュ
ーの各々の上で動画を再生し、上記操作部を介して移動された上記動画の各々が重なり合
っている場合、上記操作部を介して選択された上記動画を最上位に表示することが望まし
い。
【００２１】
　また、本発明は、コンピュータに、表示部に映される動画の可動領域となる第１の動画
表示ビューを生成する手順、上記第１の動画表示ビュー上に上記動画を可動可能とする第
２の動画表示ビューを生成する手順、上記第２の動画表示ビュー上で上記動画を再生する
手順、操作部を介して選択された上記動画の移動前の位置を、上記第２の動画表示ビュー
が有する四隅の座標に基づいて取得する手順、上記操作部を介して移動された上記動画の
移動後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に上記動画の移動量を加
味して算出し、上記移動後の位置に上記動画を表示する手順を実行させるための動画再生
プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であることを特徴とする。
【００２２】
　上記操作部がタッチ感知面であり、上記操作部を介して１点以上のタッチ操作で選択さ
れた上記動画の移動前の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に基づい
て取得する手順、上記操作部を介して上記タッチ操作の位置を変化させるドラッグ操作で
移動された上記動画の移動後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標に
上記ドラッグ操作による移動量に基づく上記動画の移動量を加味して算出し、上記移動後
の位置に上記動画を表示する手順を実行させるための動画再生プログラムを記憶したコン
ピュータ読み取り可能な記憶媒体であることが望ましい。
【００２３】
　上記操作部を介して選択された上記動画の拡大又は縮小前の位置を、上記第２の動画表
示ビューが有する四隅の座標に基づいて取得する手順、上記操作部を介して拡大又は縮小
された上記動画の拡大又は縮小後の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座
標に上記動画の拡縮率を加味して算出し、上記拡大又は縮小後の位置に上記動画を表示す
る手順を実行させるための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体であることが望ましい。
【００２４】
　上記操作部がタッチ感知面であり、上記操作部を介して２点以上のタッチ操作で選択さ
れた上記動画の拡大又は縮小前の位置を、上記第２の動画表示ビューが有する四隅の座標
に基づいて取得する手順、上記操作部を介して上記タッチ操作の少なくとも１点の位置を
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変化させるピンチ操作で拡大又は縮小された上記動画の拡大又は縮小後の位置を、上記第
２の動画表示ビューが有する四隅の座標に上記ピンチ操作による移動量に基づく上記動画
の拡縮率を加味して算出し、上記拡大又は縮小後の位置に上記動画を表示する手順を実行
させるための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体である
ことが望ましい。
【００２５】
　上記第２の動画表示ビューを二つ以上生成する手順、上記第２の動画表示ビューの各々
の上で動画を再生する手順、上記操作部を介して移動された上記動画の各々が重なり合っ
ている場合、上記操作部を介して選択された上記動画を最上位に表示する手順を実行させ
るための動画再生プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であること
が望ましい。
【００２６】
　「コンピュータ」とは、スマートデバイスを含み、例えば、所定のパーソナルコンピュ
ータ、携帯電話、スマートフォン又はタブレットＰＣが該当し、ネットワークを介して他
のコンピュータ又はサーバと所定の情報の授受を可能とする装置の全てを含んでもよい。
また、「コンピュータ」には、例えば、スマートフォン、タブレット又はスマートテレビ
に代表されるインタラクティブデバイス及びアプリケーション開発プログラムが搭載され
ていてもよい。
【００２７】
　「表示部」とは、例えば、コンピュータが演算処理した所定の情報を映し出すディスプ
レーやスクリーンが該当し、コンピュータの一部又は所定のケーブルやネットワークを介
してコンピュータと接続可能なものであってもよい。
【００２８】
　「操作部」とは、例えば、コンピュータに対して所定の演算処理の要求を入力するキー
ボードや、タッチパッド又は上記表示部と一体になったタッチパネル等のタッチ感知面が
該当し、コンピュータの一部又は所定のケーブルやネットワークを介してコンピュータと
接続可能であってもよい。
【００２９】
　「第１の動画表示ビュー」及び「第２の動画表示ビュー」とは、所定の動画再生用アプ
リケーションにおける動画再生枠に対して生成される動画表示領域であってもよい。「第
２の動画表示ビュー」は、「第１の動画表示ビュー」における動画表示領域内かつ「第１
の動画表示ビュー」の上位層に生成されてもよい。「第１の動画表示ビュー」は一つ、「
第２の動画表示ビュー」は一つでも二つ以上でもよい。二つ以上の「第２の動画表示ビュ
ー」の各々は、階層を分けて生成されてもよい。階層を分けて生成された二つ以上の「第
２の動画表示ビュー」は、それぞれ上下に重なり合ってもよい。「第２の動画表示ビュー
」の形状は、矩形状でも円形状であってよい。
【００３０】
　「動画」とは、所定のサーバからストリーミング配信にて閲覧可能なもの（例えば、ニ
ュースやスポーツに関する番組や一般ユーザーが投稿した動画など）又は動画専用の拡張
子（avi、mov、3GP、MP4等）を有する電子データをダウンロードして閲覧可能なもの若し
くはコンピュータのカメラ機能で撮影したものであってよい。「第２の動画表示ビュー」
に表示される動画は、「第１の動画表示ビュー」の動画表示領域を可動可能であってもよ
い。「動画」の位置は、矩形状の「第２の動画表示ビュー」が有する四隅のうち一つの座
標を基準に、「第２の動画表示ビュー」の縦横の寸法を加味して算出してもよい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の動画再生方法によれば、第１の動画表示ビュー上に第２の動画表示ビューを生
成することにより、表示部内の縦横方向に上記動画をスライドさせることができる。すな
わち、一般的な動画再生方法で用いられる動画表示枠に該当する第１の動画表示ビューは
、本発明において擬似的なものであり、実際には第２の動画表示ビュー上で動画が再生さ
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れる。これにより、第２の動画表示ビューは第１の動画表示ビューの範囲内を移動可能で
あり、この移動に伴って上記第２の動画表示ビュー上で再生中の動画の表示位置を変更す
ることができる。このとき、移動前後の上記第２の動画表示ビューの四隅における座標を
容易に取得できるため、移動後の表示位置に即座に動画を再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】動画再生装置のハードウェア構成のブロック図である。
【図２】動画再生装置の機能ブロック図である。
【図３】動画再生用アプリケーションの機能概念図である。
【図４】動画の再生処理のフロー図である。
【図５】動画の再生処理の機能概念図である。
【図６】動画のスライド処理のフロー図である。
【図７】動画のスライド処理の機能概念図である。
【図８】動画の拡縮処理のフロー図である。
【図９】動画の拡縮処理の機能概念図である。
【図１０】動画の表示順位変更処理のフロー図である。
【図１１】動画の表示順位変更処理の機能概念図である。
【図１２】別の動画再生用アプリケーションの機能概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図１～図１２を参照しつつ、本発明による動画再生装置の特徴を説明する。
【００３４】
　まず、図１を用いて、動画再生装置１が有するハードウェア構成について説明する。
【００３５】
　図１に示す動画再生装置１は、一般的なスマートデバイスでよく、例えば、このスマー
トデバイスに関する所定の動作（例えば、ＯＳ（Operating System）やアプリケーション
の実行）を演算処理するＣＰＵ（Central Processing Unit）、所定の動作に関連する各
種プログラムや各種データ（例えば、動画）を格納するＲＯＭ（Read Only Memory）、各
種プログラムや各種データをロードするＲＡＭ（Random Access Memory）が搭載されても
よい。ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭは、バスを介して相互に接続されていてもよい。バスに
は、入出力インターフェースが接続されていてもよい。入出力インターフェースには、入
力機器（例えば、キーボード、マウス、タッチパネル、音声認識アプリケーション若しく
はこのアプリケーションを搭載した機器）、出力機器（例えば、画面、音声出力スピーカ
ー）、記憶機器（例えば、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ）、通信機器が接
続されていてもよい。入出力インターフェースには、ドライブが接続されていてもよく、
リムーバブルメディア（例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メ
モリ）が適宜装着され、所定の情報の書き込みや読み出しが行われてもよい。
【００３６】
　動画再生装置１と他のコンピュータは、所定の通信ネットワークを介してシステム的に
構成されてもよい。通信ネットワークは、例えば、インターネット、イントラネット、エ
キストラネット、ＬＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、ＶＰＮ、電話回線、移動体通信網、衛星通信
網でもよい。通信ネットワークの全部又は一部を構成する伝送媒体は、有線（例えば、Ｉ
ＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、電話線）や無線（例えば、ＩｒＤＡ、ブルートゥ
ース（登録商標）、８０２．１１無線、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網）でも
利用可能である。各コンピュータ間では、通信機器を介してデータやプログラムのアップ
ロードやダウンロードが行われたり、リムーバブルメディアを介してデータやプログラム
の受け渡しが行われたりしてもよい。
【００３７】
　動画再生装置１は、所定のＯＳで起動し、ブラウザを介してインターネットページを閲
覧できてもよい。動画再生装置１には、例えば、電源をオン・オフする電源ボタン、音声
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の大きさを調節する音量調節ボタン及びタッチパネル上に待機画面を表示するホームボタ
ンが設けてあってもよく、各ボタンをタッチパネル上に電気的に表示してもよい。動画再
生装置１では、通信ネットワークを介して所定のアプリケーションプログラムをダウンロ
ード及びインストールして実行可能であってもよく、実行時には、タッチパネルに表示し
、このタッチパネルを介して操作可能であってもよい。
【００３８】
　次に、図２を用いて、動画再生装置１が有する各機能とハードウェアとの関係を説明す
る。
【００３９】
　図２に示すとおり、動画再生装置１は、動画の再生に関する操作を行う操作部１０と、
この操作部からの操作に関する要求を制御（演算処理を含む）する制御部２０と、この制
御部の制御に準じて動画を表示する表示部３０と、動画再生用アプリケーションに関する
プログラムや動画の情報を記憶する記憶部４０と、他のコンピュータと通信ネットワーク
を介して動画に関する情報を授受する通信部５０と、動画の音声を出力する音声出力部６
０とを備えてもよい。
　なお、操作部１０は、動画再生装置１に関連する全ての操作を行ってもよい。制御部２
０は、記憶部４０又は通信部５０を含む他の部位からの要求を制御してもよい。表示部３
０は、動画再生装置１に関連する文字や静止画を含む他の情報を表示してもよい。記憶部
４０は、動画再生装置１に関連する他のプログラム及び文字や静止画を含む他の情報を記
憶してもよい。通信部５０は、動画再生装置１に関連する他のプログラム及び文字や静止
画を含む他の情報を授受してもよい。音声出力部６０は、動画再生装置１に関連する他の
音を出力してもよい。
【００４０】
　操作部１０は、表示部１０上にキーパッドやボタンが表示されるタッチパネルでもよい
。操作部１０として機能するキーパッドやボタンは、動画再生用アプリケーションの起動
に応じて表示部１０に表示されてもよい。操作部１０に対して行う操作には、この操作部
に接する位置が１点以上のタッチ操作、このタッチ操作の全ての位置をスライドして変化
させるドラッグ操作、２点以上のタッチ操作の少なくとも１点の位置をスライドして変化
させるピンチ操作、所定の箇所をタップするタップ操作、所定の箇所をタッチし続ける長
押し操作が含まれてよい。
　なお、操作部１０による「動画の再生に関する操作」には、例えば、動画再生用アプリ
ケーションを起動するための操作、再生する動画を選択するための操作、動画を再生、停
止又は切り替えするための操作、動画の表示位置を変更するための操作、動画の表示サイ
ズを変更するための操作、動画の音声切り替え又は音量調整をするための操作が含まれて
よい。
【００４１】
　制御部２０は、動画再生装置１に関する所定の動作を演算処理するＣＰＵ又はこのＣＰ
Ｕに搭載されたプログラムでもよい。制御部２０は、操作部１０の要求に応じて動画を再
生又は停止する再生処理部２０１、この操作部からの操作内容を判断する操作判断部２０
２、この操作部の操作による動画の移動又は拡縮の前後における座標位置を検出する位置
検出部２０３、この操作部の操作に応じて表示部３０に動画を表示する制御を行う表示制
御部２０４を備えてもよい。
　なお、制御部２０は、操作部１０の要求に応じて動画再生用アプリケーションを起動さ
せてもよい。
【００４２】
　再生処理部２０１は、動画再生用アプリケーションが操作部１０により起動されたとき
、動画再生枠に対して第１の動画表示ビューを生成してもよく、再生する動画がこの操作
部により選択されたとき、この第１の動画表示ビューにおける動画表示領域内かつこの第
１の動画表示ビューの上位層に第２の動画表示ビューを生成してもよい。また、再生処理
部２０１は、再生するための動画が操作部１０により二つ以上選択された場合、第２の動
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画表示ビューの各々を階層毎に生成してもよい。
【００４３】
　操作判断部２０２は、操作部１０によるタッチ操作、ドラッグ操作、ピンチ操作、タッ
プ操作又は長押し操作の違いやこれらの操作が行われる対象（例えば、表示部１０上に表
示されたキーパッド、ボタン又は動画）の違いを判断してもよい。表示部３０に動画が二
つ以上表示されている場合、操作判断部２０２はタップ操作が行われた動画を、その後の
操作が行われる対象と判断してもよい。
【００４４】
　位置検出部２０３は、操作部１０による動画に対する移動操作若しくは拡縮操作又はド
ラッグ操作若しくはピンチ操作の前後におけるこの動画に付随する第２の動画表示ビュー
の位置を定義又は検出してもよい。「移動操作」とは、例えば、所定のボタンを押下して
移動対象物をスライドさせる操作を含んでもよい。「拡縮操作」とは、例えば、所定のボ
タンを押下して拡縮対象物を拡大・縮小させる操作を含んでもよい。
【００４５】
　「第２の動画表示ビューの位置」は、矩形状の第２の動画表示ビューが有する四隅のう
ち一つの座標を基準に算出してもよい。
　例えば、第２の動画表示ビューにおける一つの隅の座標が（ｘ、ｙ）、この第２の動画
表示ビューの横寸法がａ、縦寸法がｂの場合、移動操作若しくは拡縮操作又はドラッグ操
作若しくはピンチ操作以前のこの第２の動画表示ビューの座標位置を、（ｘ、ｙ）、（ｘ
＋ａ、ｙ）、（ｘ、ｙ＋ｂ）、（ｘ＋ａ、ｙ＋ｂ）と定義してもよい。
　そして、上記座標位置を基準に、横方向へｃ、縦方向へｄだけ移動操作又はドラッグ操
作により動画がスライドした場合、移動操作又はドラッグ操作後の第２の動画表示ビュー
の座標位置を、（ｘ＋ｃ、ｙ＋ｄ）、（ｘ＋ａ＋ｃ、ｙ＋ｄ）、（ｘ＋ａ、ｙ＋ｂ＋ｄ）
、（ｘ＋ａ＋ｃ、ｙ＋ｂ＋ｄ）と検出してもよい。
【００４６】
　また、上記で定義した座標位置に、横方向及び縦方向に同一の拡縮率だけ拡縮操作又は
ピンチ操作により動画が拡大又は縮小した場合、拡縮操作又はピンチ操作後の第２の動画
表示ビューの座標位置を、この拡縮率に基づいて検出してもよい。ピンチ操作により動画
が拡大又は縮小した場合、このピンチ操作におけるタッチ部分の移動量（移動距離）から
拡縮率を算出してもよい。
【００４７】
　表示制御部２０４は、操作判断部２０２が判断した操作部１０からの操作に応じて、位
置、サイズ、表示順位又は音声が変化した動画を表示部３０に表示する制御を行ってもよ
い。すなわち、位置検出部２０３が定義又は検出した第２の動画表示ビューの位置又はサ
イズに紐づいて変化する動画を制御して表示してもよい。「表示順位」とは、二つ以上の
動画表示ビューの各々で再生している動画を表示部３０に表示する優先度を意味してもよ
い。例えば、操作部１０からの移動操作若しくは拡縮操作又はドラッグ操作若しくはピン
チ操作により動画の各々が重なり合っている場合、表示部３０に表示された操作部１０と
して機能する動画切り替え用のボタン又は再生中の動画に対するタップ操作により選択さ
れた動画を最上位に表示してもよい。
【００４８】
　表示部３０は、動画再生装置１に対して要求を入力する操作部１０及びこの要求に対し
て動作結果を出力する画面が一体となったタッチパネルでもよい。記憶部４０は、制御部
２０により動作を制御される動画再生用アプリケーションや動画を記憶するＲＯＭやＲＡ
Ｍでもよい。通信部５０は、通信ネットワークを介して所定のサーバに記憶されている動
画を、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）からストリーミング配信にて閲覧可能にした
り、ダウンロードして記憶可能にしたりするデータ通信機器でもよい。音声出力部６０は
、制御部２０の制御により再生された動画の音声を出力するスピーカーでもよい。
【００４９】
　次に、図１～図１１を参照しつつ、動画再生装置が動画再生用アプリケーションを起動
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して動画を再生する状態や流れを説明する。
　なお、図５、図７、図９及び図１１は、所定のプログラムで実行される動画再生用アプ
リケーションと第１の動画表示ビューと第２の動画表示ビューと動画との階層関係を概念
的に説明するためのものであり、描画した各部の寸法や形状又はこれらの距離間等の限定
はない。
【００５０】
　まず、図３を用いて、動画再生用アプリケーションにて複数の動画を同時に再生してい
る状態の一例を説明する。
【００５１】
　図３に示すとおり、動画再生用アプリケーションを起動し、再生する動画を４つ選択す
ると、これらの動画の全てが画面上に表示されてもよい。表示された４つの動画の各々は
、ドラッグ操作により縦横方向にスライドし、ピンチ操作により表示サイズを拡大・縮小
してもよい。スライドや拡大・縮小した動画の各々は前後に重なって表示されてもよく、
所望の動画に対するタップ操作により最前面に表示されてもよい。
　なお、選択された動画が最初に表示される位置やサイズに限定はなく、動画の数に応じ
て表示される位置やサイズを変更してもよい。例えば、１番目に選択された動画は画面中
央に大きく表示し、２番目の動画の選択と同時に１番目の動画は横に自動的にずれてサイ
ズも小さくなり、この１番目の動画と横並びに２番目の動画を同サイズで表示してもよい
。
【００５２】
　次に、図２、図４及び図５を用いて、動画再生用アプリケーションで動画を表示する流
れ及び機能の概要を説明する。
【００５３】
　図２、図４及び図５に示すとおり、操作部１０の要求に基づき、制御部２０は動画再生
用アプリケーションプログラムを記憶部４０から呼び出し、動画再生用アプリケーション
ＡＰＰを起動してもよい（ステップＳ１１０）。このとき、動画再生用アプリケーション
ＡＰＰの起動に応じて、動画を再生するための第１の動画表示ビューＶ１が生成されても
よい（ステップＳ１２０）。次に、操作部１０の要求に基づき、通信部５０を介してスト
リーミング配信用の動画Ｍ１を選択する（Ｓ１３０）。このとき、動画Ｍ１の選択に応じ
て、この動画を再生するための第２の動画表示ビューＶ２１が、第１の動画表示ビューＶ
１の上位層に生成されてもよい（Ｓ１４０）。さらに、他の動画を表示するか否かの判断
（Ｓ１５０）に応じて、前述したステップ（Ｓ１３０、Ｓ１４０）を繰り返してもよい。
このとき、他の動画Ｍ２を再生するための別の第２の動画表示ビューＶ２２は、第２の動
画表示ビューＶ２１の上位層に生成されてもよい。
　なお、第１の動画表示ビューＶ１のサイズは、動画再生用アプリケーションＡＰＰにお
ける動画再生枠のサイズと同じ又は小さくてもよい。第２の動画表示ビューＶ２１，Ｖ２
２のサイズは、第１の動画表示ビューＶ１のサイズと同じ又は小さくてもよい。
【００５４】
　ここで、第１の動画表示ビューＶ１と第２の動画表示ビューＶ２１，Ｖ２２との関係を
示す動画再生用アプリケーションプログラムの一例を以下に示す。
　　public void run( ) {
　　　final ViewGroup dammyView = mViewGroupmap.get(tag);
　　　final SurfaceView playerView = mCustomVideoViewmap.get(tag);
　　　mHandler.post(new Runnable( ) {
　　　　public void run( ) {
　　　　　dammyView.addView(playerView);
　　　　}
　　　});
　　}
　このとき、２行目に記載のdammyViewが第１の動画表示ビューＶ１、３行目に記載の「p
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layerView」が動画再生用アプリケーションＡＰＰにおける動画再生枠、６行目に記載の
「dammyView」が第２の動画表示ビューＶ２１，Ｖ２２であってもよい。さらに、６行目
に記載の「addView(playerView)」が、第２の動画表示ビューＶ２１，Ｖ２２を動画再生
枠として機能させるものでもよい。このように、第１の動画表示ビューＶ１の生成プログ
ラム内に第２の動画表示ビューＶ２１，Ｖ２２の生成プログラムが含まれることで、この
第１の動画表示ビューの上位層にこれらの第２の動画表示ビューが生成されてもよい。二
つ以上生成された第２の動画表示ビューの各々は、生成された順に下から上へ積層され、
所定の操作（例えば、タップ操作）に応じて順番（動画の表示位置）が入れ替わってもよ
い。
　なお、スマートデバイス向けＯＳの一例として、このＯＳ上で動画再生機能を実装する
クラス（MediaPlayer）が用意されていてもよい。MediaPlayerクラスを用いた動画再生用
アプリケーションでは、動画再生に関する機能（メソッド）が実行されるボタンやシーク
バー等の操作オブジェクト毎の表示オブジェクト情報が記述されてよい。また、上述した
動画再生用アプリケーションプログラムの一例のうち、３行目に記載の「SurfaceView」
は「TextureView」でもよく、これにより開発者におけるプログラミング効率及び動画再
生におけるパフォーマンスの向上が実現できてもよい。
【００５５】
　次に、図２、図６及び図７を用いて、動画再生用アプリケーションで表示した動画のス
ライド処理の流れ及び機能の概要を説明する。
【００５６】
　図２、図６及び図７に示すとおり、再生中の動画Ｍ１を押下する操作部１０によるタッ
チ操作を操作判断部２０２が判断してもよい（Ｓ２１０）。このとき、位置検出部２０３
は、動画Ｍ１を表示している第２の動画表示ビューＶ２１の位置を取得してもよい（Ｓ２
２０）。第２の動画表示ビューの座標位置の取得方法としては、例えば、第２の動画表示
ビューＶ２１の四隅のうち一つの座標が（ｘ、ｙ）、この第２の動画表示ビューの横寸法
がａ、縦寸法がｂの場合、スライド処理前のこの第２の動画表示ビューの座標位置を（ｘ
、ｙ）、（ｘ＋ａ、ｙ）、（ｘ、ｙ＋ｂ）、（ｘ＋ａ、ｙ＋ｂ）と定義してもよい。その
後、押下位置の変更として、操作部１０によるドラッグ操作を操作判断部２０２が判断し
てもよい（Ｓ２３０）。このとき、位置検出部２０３は、スライド後の動画Ｍ１の位置と
して、第２の動画表示ビューＶ２１の位置を取得してもよい（Ｓ２４０）。例えば、横方
向へｃ、縦方向へｄだけ動画Ｍ１がスライドした場合、スライド後の第２の動画表示ビュ
ーＶ２１の座標位置を、（ｘ＋ｃ、ｙ＋ｄ）、（ｘ＋ａ＋ｃ、ｙ＋ｄ）、（ｘ＋ａ、ｙ＋
ｂ＋ｄ）、（ｘ＋ａ＋ｃ、ｙ＋ｂ＋ｄ）と検出してもよい。その後、表示制御部２０４は
、スライド後の第２の動画表示ビューＶ２１の座標位置に動画Ｍ１を表示してもよい（Ｓ
２５０）。
【００５７】
　次に、図２、図８及び図９を用いて、動画再生用アプリケーションで表示した動画の拡
縮処理の流れ及び機能の概要を説明する。
【００５８】
　図２、図８及び図９に示すとおり、再生中の動画Ｍ１を押下する操作部１０による２点
以上のタッチ操作を操作判断部２０２が判断してもよい（Ｓ３１０）。このとき、位置検
出部２０３は、動画Ｍ１を表示している第２の動画表示ビューＶ２１の位置を取得しても
よい（第２の動画表示ビューの座標位置の取得方法としては、前述した取得方法と同等で
もよい。）（Ｓ３２０）。その後、押下位置の変更として、操作部１０によるピンチ操作
を操作判断部２０２が判断してもよい（Ｓ３３０）。このとき、位置検出部２０３は、ピ
ンチ操作前後の押下位置の移動量を取得し、この移動量から動画Ｍ１及び第２の動画表示
ビューＶ２１の拡縮率を算出してもよい（Ｓ３４０）。そして、ピンチ操作後の第２の動
画表示ビューの座標位置は、算出した拡縮率に基づいて検出してもよい（Ｓ３５０）。そ
の後、表示制御部２０４は、スライド後の第２の動画表示ビューＶ２１の座標位置に動画
Ｍ１を表示してもよい（Ｓ３６０）。
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【００５９】
　次に、図２、図１０及び図１１を用いて、動画再生用アプリケーションで表示した動画
の表示順位変更処理の流れ及び機能の概要を説明する。
【００６０】
　図２、図１０及び図１１に示すとおり、二つ以上の動画が再生されている場合、再生中
の下位の動画を押下する操作部１０によるタップ操作を操作判断部２０２が判断してもよ
い（Ｓ４１０）。このとき、表示制御部２０４は、タップ操作された動画の表示順位を変
更してもよい（Ｓ４２０）。例えば、図１０（Ａ）に示すとおり、最初に動画Ｍ１、その
次に動画Ｍ２が選択された場合、第２の動画表示ビューＶ２１及び動画Ｍ１が下、第２の
動画表示ビューＶ２２及び動画Ｍ２が上に表示されるように設定されていてもよい。そし
て、動画Ｍ１に対するタップ操作を判断した操作判断部２０２に基づいて、第２の動画表
示ビューＶ２１及び動画Ｍ１が上位層に表示されるよう設定を変更してもよい。その後、
図１０（Ｂ）に示すとおり、表示制御部２０４は、第２の動画表示ビューＶ２１及び動画
Ｍ１を最上位に表示してもよい（Ｓ４３０）。
【００６１】
　次に、図２及び図１２を用いて、動画再生用アプリケーションで表示した動画の別のス
ライド処理、拡縮処理及び表示順位変更処理の機能の概要を説明する。
【００６２】
　動画再生用アプリケーションは、操作部１０として機能する動画表示切り替え用ボタン
７０及び動画操作用ボタン８０を表示部３０に表示する機能を有していてもよい。動画表
示切り替え用ボタン７０は、再生中の動画１～４の表示順位を変更するものであってもよ
い。例えば、動画表示切り替え用ボタン７０に表示された「動画１」に対するタップ操作
を認識して、再生中の動画１を最上位に表示してもよい。さらに、動画１に伴う音声を音
声出力部６０から発してもよい。動画操作用ボタン８０は、再生中の動画１～４の位置、
サイズ又は音声を変更するものであってよい。例えば、動画操作用ボタン８０に表示され
た「ＵＰ」、「ＤＯＷＮ」、「ＬＥＦＴ」、「ＲＩＧＨＴ」に対するタップ操作を認識し
て、動画１～４のいずれか又は全てを上下左右にスライド処理してもよい。動画操作用ボ
タン８０に表示された「＋（プラス）」、「－（マイナス）」に対するタップ操作を認識
して動画１～４のいずれか又は全てを拡縮処理してもよく、「音声」に対するタップ操作
を認識して再生中の動画が発する音声への切り替え処理をしてもよく、「前画面」に対す
るタップ操作を認識して動画１～４を所定の順番で最上位に表示変更する処理をしてもよ
い。動画表示切り替え用ボタン７０は、動画操作用ボタン８０の「音声」又は「前画面」
に対するタップ操作を認識して表示されてもよい。
【００６３】
　このように、本発明の一実施形態における動画再生装置１は、第１の動画表示ビューＶ
１上に第２の動画表示ビューＶ２１を生成することにより、表示部３０内の縦横方向に動
画Ｍ１をスライドさせることができる。すなわち、一般的な動画再生方法で用いられる動
画表示枠に該当する第１の動画表示ビューＶ１は、本発明の一実施形態において擬似的な
ものであり、実際には第２の動画表示ビューＶ２１上で動画が再生される。これにより、
第２の動画表示ビューＶ２１は第１の動画表示ビューＶ１の範囲内を移動可能であり、こ
の移動に伴ってこの第２の動画表示ビュー上で再生中の動画の表示位置を変更することが
できる。このとき、移動前後の第２の動画表示ビューＶ２１の四隅における座標を容易に
取得できるため、移動後の表示位置に即座に動画Ｍ１を再生することができる。
【００６４】
　すなわち、一つのスマートデバイスアプリケーションで複数の動画再生、音声切り替え
、及び各コンテンツの移動、拡大縮小を可能にすることにより、例えば、放送局は他局の
放送内容を容易に確認することができ、番組の編成を考慮する上で有効となる。例えば、
臨時ニュースが発生した際、他局の放送内容がリアルタイムに把握できれば、異なる視点
での放送が可能となり、視聴率の向上、及び収益の向上に繋げることが可能となる。さら
に、同時再生する動画数に応じて通信容量が増えるため、通信事業者は通信料収入の向上



(15) JP WO2016/114249 A1 2016.7.21

10

20

30

にも繋がる。
　また、ユーザー・視聴者にとっては、例えば地震発生時など、緊急でニュースを確認し
たい時、複数の放送局の内容がリアルタイムに視聴でき、且つ特定の番組の音声、画面の
位置、大きさを調整することができれば、自身に関わる地震の影響範囲を早期に把握する
ことが可能となる。
　時間帯の重なるスポーツやアーティストのライブ中継において、例えば、複数箇所で行
われている催しを一つのスマートデバイスで同時に見比べることや外部ディスプレーを用
いて複数人で視聴することも可能となる。
　特定のスポーツ選手を複数台のカメラで異なる角度から撮影し、保存した画面を一つの
デバイスで同時に再生することで、選手のフォーム解析やスカウティングにも有効な手段
となる。
　複数の監視カメラ映像を一つのデバイスで確認することが可能なため、警察や軍隊、セ
キュリティー事業者は複数の監視対象を一つのデバイスで同時に監視することができ、活
動をする際に有効な手段となる。
【００６５】
　また、動画再生装置１を外部ディスプレー等に有線又は無線で接続することで、表示部
３０に映される画面を投影することができ、さらに、この動画再生装置に対する所定の操
作（複数動画の同時再生、音声切り替え、動画の前面移動、動画の水平移動、動画の拡縮
）に応じて投影することができる。これにより、スマートデバイスをリモートコントロー
ラーとして利用することで、大画面かつ大人数で利用することも可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、放送や通信に限らず、スポーツ、軍需、教育、セキュリティーなどに関する
産業に広く利用可能である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　　動画再生装置
　１０　　操作部
　２０　　制御部
　３０　　表示部
　ＡＰＰ　動画再生用アプリケーション
　Ｖ１　　第１の動画表示ビュー
　Ｖ２１　第２の動画表示ビュー
　Ｍ１　　動画
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