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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の映像データ夫々の一部を仮再生し、継続的な再生が行われるべき本再生対象の一
の映像データを受け付け、一の映像データを受け付けた場合、該映像データを本再生する
映像再生装置において、
　映像データの本再生が中断された場合、本再生が中断された映像データ部分を特定する
ための情報を含む再生履歴情報を前記映像データに対応付けて記憶する記憶手段と、
　映像データに関する所定の情報に基づいて、複数の映像データを仮再生する順序を決定
する手段と、
　仮再生対象の複数の映像データを昇順又は降順で順次選択する選択手段と、
　該選択手段にて仮再生対象の映像データが選択された場合、該映像データに対応する再
生履歴情報に基づいて、前記映像データの仮再生を開始する映像データ部分を指定する仮
再生開始情報を生成する生成手段と、
　該生成手段によって生成された仮再生開始情報で指定される映像データ部分から前記映
像データを仮再生する仮再生手段と
　を備え、
　更に、
　複数の映像データを昇順で選択するための順送り操作部と、
　複数の映像データを降順で選択するための逆送り操作部と、
　前記順送り操作部又は逆送り操作部が操作され、前記選択手段にて仮再生対象の映像デ
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ータが選択された場合、該映像データに対応する再生履歴情報に基づいて、本再生が中断
された映像データであるか否かを判定する手段と
　を備え、
　前記生成手段は、
　前記順送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データであると判定された場合
、本再生が中断された時点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が中断された時
点よりも後に本再生されるべきであった映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成
する手段と、
　前記順送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データでは無いと判定された場
合、映像データを初めから仮再生するための映像データ部分を指定する仮再生開始情報を
生成する手段と、
　前記逆送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データであると判定された場合
、本再生が中断された時点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が中断された時
点よりも前に本再生された映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段と、
　前記逆送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データでは無いと判定された場
合、映像データを初めから仮再生するための映像データ部分を指定する仮再生開始情報を
生成する手段と
　を備えることを特徴とする映像再生装置。
【請求項２】
　複数の映像データ夫々の一部を仮再生し、継続的な再生が行われるべき本再生対象の一
の映像データを受け付け、一の映像データを受け付けた場合、該映像データを本再生する
映像再生装置において、
　映像データの本再生が中断された場合、本再生が中断された映像データ部分を特定する
ための情報を含む再生履歴情報を前記映像データに対応付けて記憶する記憶手段と、
　映像データに関する所定の情報に基づいて、複数の映像データを仮再生する順序を決定
する手段と、
　仮再生対象の複数の映像データを昇順又は降順で順次選択する選択手段と、
　該選択手段にて仮再生対象の映像データが選択された場合、該映像データに対応する再
生履歴情報に基づいて、前記映像データの仮再生を開始する映像データ部分を指定する仮
再生開始情報を生成する生成手段と、
　該生成手段によって生成された仮再生開始情報で指定される映像データ部分から前記映
像データを仮再生する仮再生手段と
　を備え、
　更に、
　複数の映像データを昇順で選択するための順送り操作部と、
　複数の映像データを降順で選択するための逆送り操作部と、
　前記順送り操作部が操作され、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、該映像
データに対応する再生履歴情報に基づいて、本再生が中断された映像データであるか否か
を判定する手段と、
　前記逆送り操作部が操作され、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、該映像
データに対応する再生履歴情報に基づいて、未再生の映像データであるか否かを判定する
手段と
　を備え、
　前記選択手段は、
　前記順送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データでは無いと判定された場
合、他の映像データを選択する手段と、
　前記逆送り操作部が操作され、未再生映像では無いと判定された場合、他の映像データ
を選択する手段と
　を備え、
　前記生成手段は、
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　前記順送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データであると判定された場合
、本再生が中断された時点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が中断された時
点よりも後に本再生されるべきであった映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成
する手段と、
　前記逆送り操作部が操作され、未再生の映像データであると判定された場合、映像デー
タを初めから仮再生するための映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段
と
　を備えることを特徴とする映像再生装置。
【請求項３】
　映像データの本再生が中断された時点からの経過時間を計時するための計時手段と、
　前記映像データの本再生が中断された時点からの経過時間及び所定時間を比較する手段
と
　を備え、
　前記生成手段は、
　前記経過時間が所定時間より短い場合、本再生が中断された時点に本再生されていた映
像データ部分又は本再生が中断された時点よりも後に本再生されるべきであった映像デー
タ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段と、
　前記経過時間が所定時間より長い場合、本再生が中断された時点よりも前に本再生され
た映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段と
　を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の映像再生装置。
【請求項４】
　前記再生履歴情報は、
　仮再生が中断された映像データ部分を特定するための情報を含み、
　前記選択手段にて仮再生対象の映像データが選択された場合、該映像データに対応する
再生履歴情報に基づいて、仮再生が中断された映像データであるか否かを判定する手段を
備え、
　前記生成手段は、
　仮再生が中断された映像データであると判定された場合、仮再生が中断された映像デー
タ部分を特定するための情報に基づいて、仮再生を開始する映像データ部分を指定する仮
再生開始情報を生成する手段を備える
　ことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか一つに記載の映像再生装置。
【請求項５】
　仮再生対象の一の映像データが選択された場合、一の映像データに対応する再生履歴情
報に基づいて、本再生が中断された映像データであるか否かを判定する手段を備え、
　前記選択手段は、
　本再生が中断された映像データでは無いと判定された場合、他の映像データを選択する
手段を備える
　ことを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の映像再生装置。
【請求項６】
　仮再生対象の一の映像データが選択された場合、一の映像データに対応する再生履歴情
報に基づいて、未再生の映像データであるか否かを判定する手段を備え、
　前記選択手段は、
　未再生の映像データでは無いと判定された場合、他の映像データを選択する手段を備え
る
　ことを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の映像再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の映像データ夫々を仮再生することによって、使用者所望の映像データ
の検索を支援する映像再生装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン放送番組の映像データをハードディスクに記録し、ハードディスクに記録
された映像データを再生する映像再生装置が実用化されている。また、ハードディスクに
記録された複数の映像データの中から、使用者が再生を所望する映像データの検索を支援
するザッピング再生機能を備えた映像再生装置が提案されている（例えば、特許文献１）
。ザッピング再生機能は、複数の映像データ夫々の先頭部分を順次仮再生して、映像デー
タの検索を支援するものである。使用者は、ザッピング再生機能を用いることによって、
各映像を掻い摘んで視聴することができ、使用者の嗜好、視聴時の気分にあった映像デー
タを検索することができる。
【特許文献１】特開２００４－５６４６２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、従来の映像再生装置においては、ハードディスクに記録された映像デー
タの再生履歴に拘わらず、常に映像データの先頭部分を仮再生するように構成されている
ため、映像データの検索を効果的に支援できない場合があった。
　例えば、視聴者が、途中まで視聴した映像データの続きを視聴したいと考えているよう
な場合、映像データの先頭部分よりも、本再生が中断された映像データ部分を仮再生した
方が効果的に映像データの検索を支援することができると考えられる。本再生が中断され
た時の視聴状況を使用者に想起させることが可能になるためである。
【０００４】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、映像データの再生履歴に応じた仮再
生位置から該映像データを仮再生することにより、従来の映像検索支援方法に比べて、よ
り効果的に映像データの検索を支援することができる映像再生装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る映像再生装置は、複数の映像データ夫々の一部を仮再生し、継続的な再生
が行われるべき本再生対象の一の映像データを受け付け、一の映像データを受け付けた場
合、該映像データを本再生する映像再生装置において、映像データの本再生が中断された
場合、本再生が中断された映像データ部分を特定するための情報を含む再生履歴情報を前
記映像データに対応付けて記憶する記憶手段と、映像データに関する所定の情報に基づい
て、複数の映像データを仮再生する順序を決定する手段と、仮再生対象の複数の映像デー
タを昇順又は降順で順次選択する選択手段と、該選択手段にて仮再生対象の映像データが
選択された場合、該映像データに対応する再生履歴情報に基づいて、前記映像データの仮
再生を開始する映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する生成手段と、該生成
手段によって生成された仮再生開始情報で指定される映像データ部分から前記映像データ
を仮再生する仮再生手段とを備え、更に、複数の映像データを昇順で選択するための順送
り操作部と、複数の映像データを降順で選択するための逆送り操作部と、前記順送り操作
部又は逆送り操作部が操作され、前記選択手段にて仮再生対象の映像データが選択された
場合、該映像データに対応する再生履歴情報に基づいて、本再生が中断された映像データ
であるか否かを判定する手段とを備え、前記生成手段は、前記順送り操作部が操作され、
本再生が中断された映像データであると判定された場合、本再生が中断された時点に本再
生されていた映像データ部分又は本再生が中断された時点よりも後に本再生されるべきで
あった映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段と、前記順送り操作部が
操作され、本再生が中断された映像データでは無いと判定された場合、映像データを初め
から仮再生するための映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段と、前記
逆送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データであると判定された場合、本再
生が中断された時点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が中断された時点より
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も前に本再生された映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段と、前記逆
送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データでは無いと判定された場合、映像
データを初めから仮再生するための映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する
手段とを備えることを特徴とする。
【０００６】
　本発明に係る映像再生装置は、複数の映像データ夫々の一部を仮再生し、継続的な再生
が行われるべき本再生対象の一の映像データを受け付け、一の映像データを受け付けた場
合、該映像データを本再生する映像再生装置において、映像データの本再生が中断された
場合、本再生が中断された映像データ部分を特定するための情報を含む再生履歴情報を前
記映像データに対応付けて記憶する記憶手段と、映像データに関する所定の情報に基づい
て、複数の映像データを仮再生する順序を決定する手段と、仮再生対象の複数の映像デー
タを昇順又は降順で順次選択する選択手段と、該選択手段にて仮再生対象の映像データが
選択された場合、該映像データに対応する再生履歴情報に基づいて、前記映像データの仮
再生を開始する映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する生成手段と、該生成
手段によって生成された仮再生開始情報で指定される映像データ部分から前記映像データ
を仮再生する仮再生手段とを備え、更に、複数の映像データを昇順で選択するための順送
り操作部と、複数の映像データを降順で選択するための逆送り操作部と、前記順送り操作
部が操作され、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、該映像データに対応する
再生履歴情報に基づいて、本再生が中断された映像データであるか否かを判定する手段と
、前記逆送り操作部が操作され、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、該映像
データに対応する再生履歴情報に基づいて、未再生の映像データであるか否かを判定する
手段とを備え、前記選択手段は、前記順送り操作部が操作され、本再生が中断された映像
データでは無いと判定された場合、他の映像データを選択する手段と、前記逆送り操作部
が操作され、未再生映像では無いと判定された場合、他の映像データを選択する手段とを
備え、前記生成手段は、前記順送り操作部が操作され、本再生が中断された映像データで
あると判定された場合、本再生が中断された時点に本再生されていた映像データ部分又は
本再生が中断された時点よりも後に本再生されるべきであった映像データ部分を指定する
仮再生開始情報を生成する手段と、前記逆送り操作部が操作され、未再生の映像データで
あると判定された場合、映像データを初めから仮再生するための映像データ部分を指定す
る仮再生開始情報を生成する手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る映像再生装置は、映像データの本再生が中断された時点からの経過時間を
計時するための計時手段と、前記映像データの本再生が中断された時点からの経過時間及
び所定時間を比較する手段とを備え、前記生成手段は、前記経過時間が所定時間より短い
場合、本再生が中断された時点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が中断され
た時点よりも後に本再生されるべきであった映像データ部分を指定する仮再生開始情報を
生成する手段と、前記経過時間が所定時間より長い場合、本再生が中断された時点よりも
前に本再生された映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段とを備えるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る映像再生装置は、前記再生履歴情報は、仮再生が中断された映像データ部
分を特定するための情報を含み、前記選択手段にて仮再生対象の映像データが選択された
場合、該映像データに対応する再生履歴情報に基づいて、仮再生が中断された映像データ
であるか否かを判定する手段を備え、前記生成手段は、仮再生が中断された映像データで
あると判定された場合、仮再生が中断された映像データ部分を特定するための情報に基づ
いて、仮再生を開始する映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する手段を備え
ることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る映像再生装置は、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、一の映
像データに対応する再生履歴情報に基づいて、本再生が中断された映像データであるか否
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かを判定する手段を備え、前記選択手段は、本再生が中断された映像データでは無いと判
定された場合、他の映像データを選択する手段を備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る映像再生装置は、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、一の映
像データに対応する再生履歴情報に基づいて、未再生の映像データであるか否かを判定す
る手段を備え、前記選択手段は、未再生の映像データでは無いと判定された場合、他の映
像データを選択する手段を備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、映像再生装置の記憶手段は再生履歴情報を記憶している。再生履歴
情報は、映像データの本再生が中断された再生位置に関する情報を含んでいる。なお、該
再生位置は、映像データ部分を時系列順に並べた場合に観念される抽象的な概念であり、
必ずしも映像データが記録された記録媒体上の物理的位置に対応していない。再生位置は
、本再生が中断された映像データ部分を特定するための情報を意味している。
　該情報によって、本再生の中断位置、映像データの再生済み部分、及び未再生部分を特
定することが可能になる。中断位置は本再生が中断された時点に本再生されていた映像デ
ータ部分を意味する。また、再生済み部分は、本再生が中断された時点よりも前に本再生
された映像データ部分に相当し、未再生部分は、本再生が中断された時点よりも後に本再
生されるべきであった映像データ部分に相当する。
　生成手段は、選択手段が仮再生対象の映像データを選択した場合、該映像データに対応
する再生履歴情報に基づいて、映像データの仮再生開始位置、即ち仮再生を開始する映像
データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する。そして、仮再生手段は生成された仮再
生開始情報が示す映像データ部分から映像データを仮再生する。
　従って、本再生が中断されている映像データに関しては、本再生が中断された再生位置
、再生済み部分、又は未再生部分から選択的に仮再生を開始することが可能になる。
　本再生中断位置又は未再生部分から映像データが仮再生された場合、使用者は、本再生
中断部分又は未再生部分を視聴して、本再生対象の映像データを選択することが可能にな
る。再生済み部分から映像データが仮再生された場合、使用者は、前回視聴した映像を確
認して、本再生対象の映像データを選択することが可能になる。
　なお、映像データの仮再生方法は特に限定されない。例えば、小画像にて映像データを
再生しても良いし、本再生と同様の解像度、画面サイズで再生するように構成しても良い
。
　また、映像データに関する所定情報に基づいて、複数の映像データを仮再生する順序を
決定する。例えば、映像データが作成された日時、映像データが記録媒体に記録された日
時、映像データのファイル名、視聴済み時間の割合等に基づいて、映像データの仮再生順
序を決定する。そして、選択手段は、複数の映像データを昇順又は降順で順次選択し、仮
再生手段は、順次選択された映像データを仮再生する。
　更に、順送り操作部が操作されて、仮再生対象の映像データが選択された場合、選択さ
れた映像データが本再生中断映像であるとき、仮再生手段は、本再生が中断された再生位
置、又は該再生位置から所定再生時間後の再生位置から映像データを仮再生する。即ち、
仮再生手段は、本再生が中断された時点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が
中断された時点よりも後に本再生されるべきであった映像データ部分から仮再生する。
　逆送り操作部が操作されて、仮再生対象の映像データが選択された場合、選択された映
像データが本再生中断映像であるとき、本再生が中断された再生位置又は該再生位置から
所定再生時間前から映像データを仮再生する。即ち、仮再生手段は、本再生が中断された
時点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が中断された時点よりも前に本再生さ
れた映像データ部分から仮再生する。
　順送り操作部又は逆送り操作部が操作され、仮再生対象の映像データが選択された場合
、選択された映像データが本再生中断映像でないとき、仮再生手段は、映像データの先頭
から仮再生する。
　従って、順送り操作部及び逆送り操作部の操作内容に応じて、仮再生を開始する再生位
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置を適宜変更することにより、映像データの検索を効果的に支援することが可能になる。
　本発明にあっては、選択手段は、順送り操作部が操作されて、仮再生対象の一の映像デ
ータが選択された場合、選択された一の映像データが本再生中断映像では無いと判定させ
た場合、他の映像データを選択する。選択された一の映像データが本再生中断映像である
と判定させた場合、仮再生手段は、映像データの本再生中断位置又は該本再生中断位置の
所定再生時間後の再生位置から仮再生する。即ち、仮再生手段は、本再生が中断された時
点に本再生されていた映像データ部分又は本再生が中断された時点よりも後に本再生され
るべきであった映像データ部分から仮再生する。
　従って、順送り操作部が操作された場合、本再生中断映像のみが選択される。また、選
択された映像データの本再生中断位置又は該本再生中断位置の所定再生時間後から仮再生
されるため、本再生が中断された映像データの検索を効果的に支援することが可能になる
。
　また、選択手段は、逆送り操作部が操作され、仮再生対象の一の映像データが選択され
た場合、選択された一の映像データが未再生映像では無いと判定されたとき、他の映像デ
ータを選択する。選択された一の映像データが未再生映像であると判定された場合、仮再
生手段は、映像データの先頭から仮再生する。
　従って、逆送り操作部が操作された場合、未再生映像のみが選択される。また、選択さ
れた映像データの先頭から仮再生されるため、未再生の映像データの検索を効果的に支援
することが可能になる。
【００１５】
　本発明にあっては、映像データの本再生が中断された時点からの経過時間を計時手段に
て計時する。
　そして、生成手段は、本再生が中断された時点からの経過時間が短い場合、前記映像デ
ータの本再生中断位置以後の再生位置即ち、本再生が中断された時点に本再生されていた
映像データ部分又は本再生が中断された時点よりも後に本再生されるべきであった映像デ
ータ部分を指定する仮再生開始情報を生成する。映像データの本再生が中断されてからの
経過時間が短い場合、該映像データに対する使用者の記憶も鮮明であると予想され、使用
者の記憶にある再生済み部分に比べ、本再生中断位置以後の未再生部分の方が、所望の映
像データの検索に資すると考えられる。このため、映像データの本再生中断位置以後の再
生位置、即ち未再生の再生位置を指定する仮再生開始情報を生成する。
　また、生成手段は、本再生が中断された時点からの経過時間が長い場合、映像データの
本再生中断位置より手前の再生位置、即ち本再生が中断された時点よりも前に本再生され
た映像データ部分を指定する仮再生開始情報を生成する。映像データの本再生が中断され
てから長時間が経過している場合、該映像データに対する使用者の記憶が薄れている虞が
あり、未再生部分に比べ、再生済み部分の方が、所望の映像データの検索に資すると考え
られる。このため、映像データの内容を想起させるべく、再生済みの再生位置を指定する
仮再生開始情報を生成する。
　従って、映像データの検索を効果的に支援することが可能になる。
【００１６】
　本発明にあっては、再生履歴情報は、映像データの仮再生が中断された再生位置に関す
る情報を含む。なお、仮再生が中断された再生位置には、使用者の操作によって仮再生が
強制的に終了したときの再生位置のみならず、映像データの一部を仮再生し、自動的に仮
再生が終了したときの再生位置も含まれる。また、中断位置と同様、仮再生が中断された
再生位置は、映像データ部分を時系列順に並べた場合に観念される抽象的な概念であり、
必ずしも映像データが記録された記録媒体上の物理的位置に対応していない。仮再生が中
断された再生位置は、仮再生が中断された映像データ部分を特定するための情報を意味し
ている。
　選択手段が仮再生対象の映像データを選択した場合、該映像データに対応する再生履歴
情報に基づいて、仮再生が中断された映像データであるか否かが判定される。仮再生が中
断された映像データであると判定された場合、生成手段は、仮再生が中断された映像デー
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タ部分を特定するための情報に基づいて、仮再生を開始する映像データ部分を指定する仮
再生開始情報を生成する。
　従って、仮再生が中断された映像データに関しては、必要に応じて、仮再生の中断位置
、再生済み部分、又は未再生部分から選択的に仮再生を行うことが可能になる。
【００１９】
　本発明にあっては、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、本再生が中断され
た映像データで無いと判定されたとき、選択手段は、他の映像データを選択する。
　従って、本再生が中断された映像データの検索を効果的に支援することが可能になる。
【００２０】
　本発明にあっては、仮再生対象の一の映像データが選択された場合、未再生の映像デー
タで無いと判定されたとき、選択手段は、他の映像データを選択する。
　従って、未再生の映像データの検索を効果的に支援することが可能になる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、複数の映像データ夫々の一部を仮再生し、継続的な再生が行われるべ
き本再生対象の検索を支援する際、映像データの再生履歴に応じた仮再生位置から該映像
データを仮再生することによって、従来の映像検索支援方法に比べて、より効果的に映像
データの検索を支援することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る映像再生装置１の構成を模式的に示すブロック図で
ある。本発明の実施の形態に係る映像再生装置１は、例えばハードディスクレコーダであ
り、複数の映像データ夫々の一部を、該映像データの再生履歴に応じた再生位置から仮再
生することによって、映像データの検索を効果的に支援することを可能にするものである
。
　本発明の実施の形態に係る映像再生装置１は、映像再生装置１の各構成部の動作を制御
する制御部１０、及びアンテナＡで受信した放送信号、映像信号等が入力する入力部１１
を備える。
【００２４】
　制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えたマイクロコンピュータからなり、各
構成部に制御信号を与えることによって、該構成部の動作を制御する。
【００２５】
　入力部１１は、ＴＶチューナ部１１ａ、ＩＰ放送チューナ部１１ｂ、外部入力部１１ｃ
を備える。
　ＴＶチューナ部１１ａは、例えば、ＢＳ／ＣＳデジタルチューナ、地上波デジタルチュ
ーナ等であり、アンテナＡで受信した地上波デジタル、ＢＳ／ＣＳ等の放送信号を増幅し
、制御部１０から与えられた選局信号に基づいて特定周波数チャンネルの放送信号を選局
する。また、ＴＶチューナ部１１ａは、選局された放送信号を復調し、復調して得た映像
データをコーデック部１３に与える。例えば、地上波デジタルの放送信号は、ＯＦＤＭ（
Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式で変調されており、復調部は、該放
送信号を、ＭＰＥＧ２ＴＳ（Transport Stream）形式の映像データに復調し、復調した映
像データをコーデック部１３に与える。
【００２６】
　ＩＰ放送チューナ部１１ｂは、例えば図示しないインターネット等の通信網を介してＩ
Ｐ放送サーバ２から配信された映像信号を受信し、受信した映像信号に復調等の各種処理
を実行し、該処理によって得られた映像データをコーデック部１３に与える。
【００２７】
　外部入力部１１ｃは、外部接続されたハードディスクレコーダ、ＤＶＤプレーヤ、ビデ
オカメラ等の外部映像出力装置３から出力された映像信号を入力するためのインタフェー
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スであり、入力した映像信号に必要に応じて復調等の各種処理を実行し、該処理によって
得られた映像データをコーデック部１３に与える。
【００２８】
　コーデック部１３は、制御部１０から出力された再生制御信号に基づいて、入力部１１
又は映像データ蓄積部１２から与えられた映像データを復号化し、復号化された映像デー
タを出力制御部１４に与える。また、コーデック部１３は、制御部１０から出力された記
録制御信号に基づいて、映像データを符号化し、符号化された映像データを映像データ蓄
積部１２に与える。
【００２９】
　映像データ蓄積部１２は、映像データを蓄積する不揮発性の記憶媒体、例えばハードデ
ィスクドライブ、ＳＳＤ（Solid State Drive）等であり、コーデック部１３で符号化さ
れた映像データを蓄積する。
【００３０】
　出力制御部１４は、コーデック部１３から与えられた映像データ及び音声データをＤ／
Ａ変換し、Ｄ／Ａ変換された信号を出力部１５に与える。例えば、出力制御部１４は、右
音のアナログ音声信号及び左音のアナログ音声信号、並びにコンポジット映像信号を生成
し、出力部１５に与える。
【００３１】
　出力部１５は、映像出力部１５ａ及び音声出力部１５ｂを備える。映像出力部１５ａは
、コンポジット映像信号を液晶表示装置等の外部映像表示装置へ出力する。また、音声出
力部１５ｂは、音声信号を外部のスピーカへ出力する。
【００３２】
　また、映像再生装置１は、映像再生装置１の動作を操作するための遠隔操作装置１６、
及び遠隔操作信号受信部１７を備える。
【００３３】
　遠隔操作装置１６は、少なくとも順送り操作部１６ａ、逆送り操作部１６ｂを備えてお
り、各種操作部の操作状態に応じた赤外線の遠隔操作信号を送信する。順送り操作部１６
ａ、及び逆送り操作部１６ｂは、使用者が仮再生対象及び本再生対象の映像データを選択
するための操作手段である。使用者は、順送り操作部１６ａ又は逆送り操作部１６ｂを操
作することによって、仮再生対象である映像データの切り替えを指示することができる。
【００３４】
　遠隔操作信号受信部１７は、遠隔操作装置１６から送信された遠隔操作信号を受信し、
遠隔操作装置１６の操作状態を検出する。検出された操作状態は、制御部１０に出力され
る。
【００３５】
　更に、映像再生装置１は、記憶部１８及び計時部１９を備えている。
　計時部１９は、現在の日時を計時し、制御部１０からの要求に応じて、現在の日時を制
御部１０に通知する機能を有する。
　記憶部１８は、不揮発性のメモリであり、映像リスト１８ａを記憶している。映像リス
ト１８ａは、映像データ蓄積部１２に蓄積された映像データの再生履歴に関する情報を含
んでいる。
【００３６】
　図２は、映像リスト１８ａの一例を概念的に示す説明図である。映像リスト１８ａは、
映像データ蓄積部１２に蓄積された映像データ、ＩＰ放送サーバ２又は外部映像出力装置
３に蓄積された映像データの再生履歴に関する情報を格納するテーブルである。以下、説
明を簡単にするために、映像データ蓄積部１２に蓄積されている映像データについて説明
する。映像リスト１８ａのテーブルは、複数の列（フィールド）、例えば「映像データ識
別ＩＤ」列、「取得日時」列、「本再生中断日時」列、及び「本再生中断位置」列から構
成されており、各行（レコード）は、各列に格納された情報を有する。「映像データ識別
ＩＤ」列は、映像データに固有の数値又は文字列を格納し、「取得日時」列は、該当する
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映像データを取得した日時を格納し、「本再生中断日時」列は、該映像データの本再生が
中断された日時を格納し、「本再生中断位置」列は、該当する映像データの本再生を中断
した再生位置を格納している。なお、本再生を中断した再生位置とは、本再生が中断され
た時点において本再生されていた映像データ部分を特定するための情報を意味する。
　例えば、映像データ識別ＩＤが００１７の映像データは、２００８年１月１日の０時０
分に取得され、映像データ蓄積部１２に蓄積されている。該映像データは、２００８年１
月１日の１３時１５分２０秒の時点で本再生が中断されている。前記映像データの総再生
時間は６０分であり、先頭から２５分２５秒再生した時点で本再生が中断されている。
　一方、映像データ識別ＩＤが００２０の映像データは、２００８年１月１日の１３時に
取得され、映像データ蓄積部１２に蓄積されている。該映像データに対応する本再生中断
日時、本再生中断位置の情報は格納されておらず、過去に本再生が中断されたことが無い
ことを意味している。
【００３７】
　次に、制御部１０の処理手順を説明する。まず初めに、映像データの取得及び蓄積に係
る処理手順と、蓄積された映像データの本再生、及び本再生の中断に係る処理手順とを説
明し、最後に映像データの仮再生に係る処理手順を説明する。
【００３８】
　図３は、映像データの取得及び蓄積に係る制御部１０の処理手順を示すフローチャート
である。使用者は、遠隔操作装置１６を操作することによって、映像データの取得を指示
することができ、制御部１０は、遠隔操作信号受信部１７を介して前記指示を受け付ける
。映像データの取得指示を受け付けた場合、制御部１０は、特定の映像データを取得し（
ステップＳ１１）、取得した映像データを映像データ蓄積部１２に蓄積させる（ステップ
Ｓ１２）。
【００３９】
　次いで、制御部１０は、計時部１９から映像データを取得した日時、即ち現在の日時を
取得する（ステップＳ１３）。そして、取得日時順の映像データ識別ＩＤを映像リスト１
８ａに記録する（ステップＳ１４）。そして、制御部１０は、取得した日時を映像リスト
１８ａに記録し（ステップＳ１５）、映像データの取得及び蓄積に係る処理を終える。
【００４０】
　図４は、蓄積された映像データの本再生、及び本再生の中断に係る制御部１０の処理手
順を示すフローチャートである。使用者は、遠隔操作装置１６を操作することによって、
映像データの本再生及び本再生の中断を指示することができ、制御部１０は、遠隔操作信
号受信部１７を介して前記指示を受け付ける。例えば、後述の映像検索支援モードにおい
て、所定時間以上、順送り操作部１６ａ及び逆送り操作部１６ｂが操作されなかった場合
、制御部１０は、現在仮再生中の映像データの本再生が指示されたと認識する。本再生の
指示を受け付けた場合、制御部１０は、映像データ蓄積部１２から、使用者によって選択
された映像データを順次読み出し、該映像データを本再生する（ステップＳ３１）。次い
で、制御部１０は、遠隔操作信号受信部１７を介して、本再生の中断を受け付けたか否か
を判定する（ステップＳ３２）。本再生の中断を受け付けていないと判定した場合（ステ
ップＳ３２：ＮＯ）、制御部１０は処理をステップＳ３１に戻し、映像データの本再生を
続ける。
【００４１】
　本再生の中断を受け付けたと判定した場合（ステップＳ３２：ＹＥＳ）、制御部１０は
、計時部１９から本再生が中断された日時、即ち現在の日時を取得し（ステップＳ３３）
、本再生が中断された映像データに対応付けて、ステップＳ３３で取得した日時を本再生
中断日時として映像リスト１８ａに記録する（ステップＳ３４）。次いで、制御部１０は
、本再生が中断された映像データに対応付けて、本再生が中断された本再生中断位置を映
像リスト１８ａに記録し（ステップＳ３５）、映像データの本再生、及び本再生の中断に
係る処理を終える。
　なお、一の映像データの本再生が複数回中断された場合、映像リスト１８ａに本再生中
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断日時及び本再生中断位置が記録済みであるとき、制御部１０は、再生中断位置を更新す
るように構成されている。
【００４２】
　また、本再生が中断された際、映像リスト１８ａに本再生中断日時及び本再生中断位置
が記録済みである場合、記録済みの再生中断位置と、未記録の再生中断位置とを比較し、
未記録の再生中断位置が記録済みの再生中断位置よりも後ろであったとき、本再生中断日
時及び本再生中断位置を更新するように構成しても良い。
【００４３】
　図５は、本発明の実施の形態における映像選択に係る制御部１０の処理手順を示すフロ
ーチャート、図６及び図７は、本発明の実施の形態に係る映像検索支援方法を概念的に示
す説明図である。
【００４４】
　制御部１０は、遠隔操作信号受信部１７の受信状態を監視しており、順送り操作部１６
ａ又は逆送り操作部１６ｂが所定時間以上押圧、つまり長押しされた場合、映像検索支援
モードに移行させる。映像検索支援モードにおいて、制御部１０は、遠隔操作信号受信部
１７の受信状態を監視することによって、遠隔操作装置１６の順送り操作部１６ａが操作
されたか否かを判定する（ステップＳ５１）。順送り操作部１６ａが操作されたと判定し
た場合（ステップＳ５１：ＹＥＳ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像
データの仮再生順序を決定し、仮再生対象の一の映像データを昇順で選択する（ステップ
Ｓ５２）。
【００４５】
　次いで、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、ステップＳ５２で選択された映
像データが本再生中断映像であるか否か、つまり過去に本再生が中断されたことがある映
像であるか否かを判定する（ステップＳ５３）。
【００４６】
　本再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ５３：ＹＥＳ）、制御部１０は、図
６（ａ）に示すように、本再生中断位置を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ
５４）。なお、仮再生開始位置とは、映像データの仮再生を開始する映像データ部分を指
定する仮再生開始情報を意味する。本再生中断映像では無いと判定した場合（ステップＳ
５３：ＮＯ）、制御部１０は、図６（ｂ）に示すように映像データの先頭を、仮再生開始
位置として決定する（ステップＳ５５）。
【００４７】
　ステップＳ５１で逆送り操作部１６ｂが操作されたと判定した場合（ステップＳ５１：
ＮＯ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像データの仮再生順序を決定し
、仮再生対象の映像データを降順で選択する（ステップＳ５６）。
【００４８】
　次いで、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、ステップＳ５６で選択された映
像データが本再生中断映像であるか否か、つまり過去に本再生が中断されたことがある映
像であるか否かを判定する（ステップＳ５７）。
【００４９】
　本再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ５７：ＹＥＳ）、制御部１０は、現
在の日時を計時部１９から取得し（ステップＳ５８）、取得した日時及び映像リスト１８
ａに基づいて、映像データの本再生中断時点からの経過時間を算出し、算出された経過時
間と、所定時間、例えば３時間、２４時間、７日間及び３０日間とを比較する（ステップ
Ｓ５９）。次いで、制御部１０は、比較結果に基づいて、経過時間に応じた特定位置、即
ち図７（ａ）に示すように本再生中断位置の所定時間前を、仮再生開始位置として決定す
る（ステップＳ６０）。
【００５０】
　図８は、本再生中断日時からの経過時間と、仮再生開始位置との関係を示す図表である
。図表の左欄は、映像データの本再生中断日時からの経過時間を示し、図表の右欄は、映
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像データの仮再生開始位置を示している。図表に示すように、制御部１０は、本再生中断
日時からの経過時間が３時間以下である場合、本再生中断位置を仮再生開始位置として決
定する。また、前記経過時間が３時間超、２４時間以下である場合、本再生中断位置の５
秒手前、前記経過時間が２４時間超、７日間以下である場合、本再生中断位置の１０秒手
前、前記経過時間が７日間超、３０日間以下である場合、本再生中断位置の５分手前、前
記経過時間が３０日間超である場合、映像データの先頭を、夫々仮再生開始位置として決
定する。
【００５１】
　ステップＳ５７で本再生中断映像では無いと判定した場合（ステップＳ５７：ＮＯ）、
制御部１０は、図７（ｂ）に示すように、映像データの先頭を、仮再生開始位置として決
定する（ステップＳ６１）。
【００５２】
　ステップＳ５４，５５、６０，６１の処理を終えた場合、制御部１０は、決定した仮再
生開始位置から映像データの一部を仮再生し（ステップＳ６２）、処理を終える。
　そして、仮再生中に、順送り操作部１６ａ又は逆送り操作部１６ｂが操作された場合、
同様の処理を実行する。映像検索支援モードにおいて、所定時間以上、順送り操作部１６
ａ及び逆送り操作部１６ｂが操作されなかった場合、制御部１０は、映像検索支援モード
から、本再生モードへ移行し、現在仮再生中の映像データの本再生を実行する。
【００５３】
　次に、本発明に係る映像記録再生装置１の作用及び効果を説明する。
　使用者は、順送り操作部１６ａ又は逆送り操作部１６ｂを長押しすることによって、映
像再生装置１の動作状態を映像検索支援モードに移行させることができる。そして、使用
者は、映像検索支援モードで順送り操作部１６ａを操作することによって、映像データ蓄
積部１２に蓄積された複数の映像データを、該映像データの取得日時の昇順で順次仮再生
させることができ、逆送り操作部１６ｂを操作することによって、映像データを取得日時
の降順で順次仮再生させることができる。順送り操作部１６ａが操作されて、本再生中断
映像が選択された場合、図６（ａ）に示すように仮再生対象の映像データは本再生中断位
置から仮再生される。逆送り操作部１６ｂが操作されて、本再生中断映像が選択された場
合、図６（ｂ）に示すように仮再生対象の映像データは本再生中断位置の手前から仮再生
される。
【００５４】
　従って、本実施の形態にあっては、制御部１０は、映像データの再生履歴に応じた仮再
生位置から該映像データの一部を仮再生することが可能であり、使用者は、順送り操作部
１６ａ又は逆送り操作部１６ｂを操作することによって、仮再生開始位置を変更すること
ができる。よって、従来の映像検索支援方法に比べて、より効果的に映像データの検索を
支援することができる。
　また、使用者は、仮再生開始位置を直感的に選択することができ、所望の映像データを
効率的に選択することができる。理由は以下の通りである。順送り操作部１６ａは、仮再
生対象の映像データを取得日時の昇順で選択し、本再生中断位置近傍、特に未再生部分を
仮再生するためのものであり、いずれも未来方向の意味合いを有する。一方、逆送り操作
部１６ｂは、仮再生対象の映像データを取得日時の降順で選択し、映像データの先頭から
仮再生するためのものであり、いずれも過去方向の意味合いを有する。従って、使用者の
直感的な操作が可能になる。
【００５５】
　更に、実施の形態に係る映像再生装置１は、本再生が中断されてからの経過時間が長い
程、再生中断位置から大きく遡って仮再生するように構成されている。従って、本再生が
中断されてからの経過時間が長い程、使用者が過去に視聴した映像の内容を思い出すため
の情報を多く与えることができ、使用者が所望する映像データの検索をより効果的に支援
することができる。
【００５６】
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　なお、本実施の形態においては、映像データの順送り、逆送りを行うための操作部の構
成として、順送り操作部及び逆送り操作部を有する遠隔操作装置及び遠隔操作信号受信部
を説明したが、前記構成は、言うまでもなくこれに限定されるものでは無い。映像データ
の順送り、逆送りを操作することができる構成であれば、他の構成、例えばポインティン
グデバイスで操作部を構成しても良い。
【００５７】
　また、再生対象として、映像データ蓄積部に蓄積された映像データを説明したが、ＩＰ
放送サーバ又は外部映像出力装置に蓄積された映像データを受信し、直接的に再生する場
合に本発明を適用しても良い。
【００５８】
　更に、複数の映像データの取得日時に基づいて、映像データの仮再生順序を決定し、各
映像データを昇順又は降順で順次仮再生する例を説明したが、映像データの仮再生順序は
これに限定されない。例えば、映像データのファイル名に基づいて映像データの仮再生順
序を決定し、英数字及び仮名文字の配列方向を順方向として、各映像データを昇順又は降
順で順次再生するように構成しても良い。また、未再生の映像データのみ、又は再生済み
の映像データのみを選択的に昇順又は降順で順次仮再生するように構成しても良い。更に
、映像データの再生済み時間割合、即ち該映像データの全再生時間に対する再生済みの再
生時間の割合の順で複数の映像データの仮再生順序を決定し、各映像データを昇順又は降
順で順次仮再生するように構成しても良い。更にまた、仮再生対象の映像データをランダ
ムに選択し、仮再生するように構成しても良い。更にまた、これらの配列方法を適宜組み
合わせて、複数の映像データを配列するように構成しても良い。
【００５９】
　更に、一例として、順送り操作部１６ａが操作され、本再生が中断された映像データで
あると判定された場合、映像データの本再生中断位置から再生する場合を説明したが、仮
再生開始位置は特にこれに限定されるものでは無い。
　更にまた、映像再生装置の一例として、ハードディスクレコーダを説明したが、内部又
は外部の映像データ蓄積部に記録された映像データを再生することが可能な機器であれば
、他の機器、例えばＴＶパソコン、映像再生機能付き表示装置、ＤＶＤレコーダ、ＢＤレ
コーダ等に本発明を適用しても良い。
【００６０】
（変形例１）
　図９は、変形例１における映像選択に係る制御部１０の処理手順を示すフローチャート
、図１０は、変形例１における映像検索支援方法を概念的に示す説明図である。制御部１
０は、上述の実施の形態と同様、遠隔操作信号受信部１７の受信状態を監視することによ
って、遠隔操作装置１６の順送り操作部１６ａが操作されたか否かを判定する（ステップ
Ｓ１１１）。順送り操作部１６ａが操作されたと判定した場合（ステップＳ１１１：ＹＥ
Ｓ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像データの仮再生順序を決定し、
仮再生対象の一の映像データを昇順で選択する（ステップＳ１１２）。
【００６１】
　次いで、制御部１０は、ステップＳ１１２で選択された映像データが本再生中断映像で
あるか否か、つまり過去に本再生が中断されたことがある映像であるか否かを判定する（
ステップＳ１１３）。
【００６２】
　本再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ１１３：ＹＥＳ）、制御部１０は、
図１０（ａ）に示すように、本再生中断位置の所定時間後の位置を、仮再生開始位置とし
て決定する（ステップＳ１１４）。本再生中断映像では無いと判定した場合（ステップＳ
１１３：ＮＯ）、制御部１０は、映像データの先頭を、仮再生開始位置として決定する（
ステップＳ１１５）。
【００６３】
　ステップＳ１１１で逆送り操作部１６ｂが操作されたと判定した場合（ステップＳ１１
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１：ＮＯ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像データの仮再生順序を決
定し、仮再生対象の一の映像データを降順で選択する（ステップＳ１１６）。
【００６４】
　次いで、制御部１０は、ステップＳ１１６で選択された映像データが本再生中断映像で
あるか否か、つまり過去に本再生が中断されたことがある映像であるか否かを判定する（
ステップＳ１１７）。
【００６５】
　本再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ１１７：ＹＥＳ）、制御部１０は、
図１０（ｂ）に示すように、本再生中断位置の所定時間前の位置を、仮再生開始位置とし
て決定する（ステップＳ１１８）。本再生中断映像では無いと判定した場合（ステップＳ
１１７：ＮＯ）、制御部１０は、映像データの先頭を、仮再生開始位置として決定する（
ステップＳ１１９）。
【００６６】
　ステップＳ１１４，１１５、１１８，１１９の処理を終えた場合、制御部１０は、決定
した仮再生開始位置から映像データの一部を仮再生し（ステップＳ１２０）、処理を終え
る。
【００６７】
　変形例１に係る映像再生装置１は、逆送り操作部１６ｂが操作されて、本再生中断映像
が選択された場合、本再生中断位置の所定再生時間後から仮再生を行うように構成されて
いる。
　使用者は、本再生中断位置まで映像を視聴しているため、本再生中断位置から映像デー
タが仮再生されたとしても、その内容は視聴済み映像の内容から推測される範囲内のもの
であり、所望の映像データを効率的に検索することはできない虞がある。
　しかしながら、変形例１によれば、本再生中断位置の所定再生時間後から映像データを
仮再生することができるため、映像データの検索に有効な情報を使用者に与えることがで
き、映像データの検索をより効果的に支援することができる。
【００６８】
　なお、変形例１に示した仮再生開始位置は一例である。順送り操作部１６ａが操作され
、本再生中断映像が選択された場合、本再生中断位置以後の再生位置から仮再生を開始し
、逆送り操作部１６ｂが操作され、本再生中断位置が選択された場合、本再生中断位置よ
り手前から仮再生を開始するように構成されていれば、他の仮再生開始位置を採用しても
良い。
【００６９】
　例えば、順送り操作部１６ａが操作され、本再生中断映像が選択された場合、本再生中
断位置から仮再生を開始し、逆送り操作部１６ｂが操作され、本再生中断位置が選択され
た場合、映像データの先頭から仮再生を開始するように構成しても良い。
【００７０】
　このように構成した場合、使用者は、順送り操作部１６ａ又は逆送り操作部１６ｂを操
作することによって、本再生中断位置からの仮再生と、映像データの先頭からの仮再生と
を使い分けることができる。使用者は、映像データの検索方法に応じて、仮再生開始位置
を選択すれば良い。例えば、映像データの先頭部分を視聴して所望の映像データを検索し
たい場合、逆送り操作部１６ｂを操作し、本再生が中断された映像データを検索したい場
合、順送り操作部１６ａを操作すると良い。
　なお、使用者が順送り操作部１６ａを操作している際に、先頭から仮再生したい映像デ
ータが表れた場合、一度順送り操作を行った後、逆送り操作部１６ｂを操作することによ
って、前記映像データを先頭から仮再生することができる。
　また、使用者が逆送り操作部１６ｂを操作している際に、本再生中断位置から仮再生し
たい映像データが表れた場合、一度逆送り操作を行った後、順送り操作部１６ａを操作す
ることによって、前記映像データを本再生中断位置から仮再生することができる。
【００７１】
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　このように、仮再生対象の映像データを選択するための順送り操作部１６ａ及び逆送り
操作部１６ｂを利用して、仮再生位置を選択することができる。
　従って、他の操作ボタン、メニュー画面等から再生開始位置を指定するという煩雑な操
作は不要になる。
【００７２】
（変形例２）
　図１１は、変形例２における映像リスト２１８ａの一例を概念的に示す説明図である。
変形例２に係る映像リスト２１８ａは、再整リストは、上述の実施の形態と同様の複数の
列、「映像データ識別ＩＤ」列、「取得日時」列、「本再生中断日時」列、及び「本再生
中断位置」列に加え、「仮再生中断位置」列から構成されており、各行は、各列に格納さ
れた情報を有する。「仮再生中断位置」は、映像データの仮再生において再生が中断され
た位置を格納している。なお、仮再生において再生が中断された位置は、仮再生が中断さ
れた映像データ部分を特定するための情報を意味する。
【００７３】
　図１２及び図１３は、変形例２における映像選択に係る制御部１０の処理手順を示すフ
ローチャートである。制御部１０は、上述の実施の形態と同様、遠隔操作信号受信部１７
の受信状態を監視することによって、遠隔操作装置１６の順送り操作部１６ａが操作され
たか否かを判定する（ステップＳ２１１）。順送り操作部１６ａが操作されたと判定した
場合（ステップＳ２１１：ＹＥＳ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像
データの仮再生順序を決定し、仮再生対象の一の映像データを昇順で選択する（ステップ
Ｓ２１２）。
【００７４】
　次いで、制御部１０は、ステップＳ２１２で選択された映像データが仮再生中断映像で
あるか否か、つまり過去に仮再生が行われたことがある映像であるか否かを判定する（ス
テップＳ２１３）。
【００７５】
　仮再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ２１３：ＹＥＳ）、仮再生中断位置
を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ２１４）。仮再生中断映像では無いと判
定した場合（ステップＳ２１３：ＮＯ）、制御部１０は、ステップＳ２１２で選択された
映像データが本再生中断映像であるか否かを判定する（ステップＳ２１５）。
【００７６】
　本再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ２１５：ＹＥＳ）、制御部１０は、
本再生中断位置を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ２１６）。本再生中断映
像では無いと判定した場合（ステップＳ２１５：ＮＯ）、制御部１０は、映像データの先
頭を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ２１７）。
【００７７】
　ステップＳ２１１で逆送り操作部１６ｂが操作されたと判定した場合（ステップＳ２１
１：ＮＯ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像データの仮再生順序を決
定し、仮再生対象の映像データを降順で選択する（ステップＳ２１８）。
【００７８】
　次いで、制御部１０は、制御部１０は、ステップＳ２１８で選択された映像データが仮
再生中断映像であるか否かを判定する（ステップＳ２１９）。
【００７９】
　仮再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ２１９：ＹＥＳ）、仮再生中断位置
を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ２２０）。仮再生中断映像では無いと判
定した場合（ステップＳ２１９：ＮＯ）、ステップＳ２１８で選択された映像データが本
再生中断映像であるか否かを判定する（ステップＳ２２１）。
【００８０】
　本再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ２２１：ＹＥＳ）、制御部１０は、
現在の日時を計時部１９から取得し（ステップＳ２２２）、取得した日時及び映像リスト
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２１８ａに基づいて、映像データの本再生中断時点からの経過時間を算出し、算出された
経過時間と、所定時間とを比較する（ステップＳ２２３）。次いで、制御部１０は、比較
結果に基づいて、経過時間に応じた特定位置、即ち本再生中断位置の所定時間前を、仮再
生開始位置として決定する（ステップＳ２２４）。
【００８１】
　ステップＳ２２１で本再生中断映像では無いと判定した場合（ステップＳ２２１：ＮＯ
）、制御部１０は、映像データの先頭を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ２
２５）。
【００８２】
　ステップＳ２１４，２１６、２１７、２２０、２２４、２２５の処理を終えた場合、制
御部１０は、決定した仮再生開始位置から映像データの一部を仮再生し（ステップＳ２２
６）、処理を終える。
【００８３】
　変形例２に係る映像再生装置１にあっては、映像検索支援モードにおいて、過去に仮再
生が中断された映像が選択された場合、仮再生中断位置から仮再生されるため、同一映像
データが複数回仮再生されたとしても、本再生中断位置又は仮再生中断位置から重複して
仮再生されることは無い。従って、映像データの検索をより効果的に支援することができ
る。
【００８４】
（変形例３）
　図１４は、変形例３における映像選択に係る制御部１０の処理手順を示すフローチャー
トである。制御部１０は、上述の実施の形態と同様、遠隔操作信号受信部１７の受信状態
を監視することによって、遠隔操作装置１６の順送り操作部１６ａが操作されたか否かを
判定する（ステップＳ３１１）。順送り操作部１６ａが操作されたと判定した場合（ステ
ップＳ３１１：ＹＥＳ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像データの仮
再生順序を決定し、仮再生対象の一の映像データを昇順で選択する（ステップＳ３１２）
。
【００８５】
　次いで、制御部１０は、ステップＳ３１２で選択された映像データが本再生中断映像で
あるか否かを判定する（ステップＳ３１３）。本再生中断映像では無いと判定した場合（
ステップＳ３１３：ＮＯ）、制御部１０は、昇順で他の映像データを選択し（ステップＳ
３１４）、処理をステップＳ３１３に戻す。
【００８６】
　本再生中断映像であると判定した場合（ステップＳ３１３：ＹＥＳ）、制御部１０は、
本再生中断位置を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ３１５）。
【００８７】
　ステップＳ３１１で逆送り操作部１６ｂが操作されたと判定した場合（ステップＳ３１
１：ＮＯ）、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、映像データの仮再生順序を決
定し、仮再生対象の一の映像データを降順で選択する（ステップＳ３１６）。
【００８８】
　次いで、制御部１０は、映像リスト１８ａに基づいて、ステップＳ３１６で選択された
映像データが未再生の映像データであるか否かを判定する（ステップＳ３１７）。未再生
の映像データでは無いと判定した場合（ステップＳ３１７：ＮＯ）、制御部１０は、降順
で他の映像データを選択し（ステップＳ３１８）、処理をステップＳ３１７に戻す。
【００８９】
　未再生の映像データであると判定した場合（ステップＳ３１７：ＹＥＳ）、制御部１０
は、映像データの先頭を、仮再生開始位置として決定する（ステップＳ３１９）。
【００９０】
　ステップＳ３１５、３１９の処理を終えた場合、制御部１０は、決定した仮再生開始位
置から映像データの一部を再生し（ステップＳ３２０）、処理を終える。
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【００９１】
　変形例３に係る映像記録再生装置１にあっては、順送り操作部１６ａを操作することに
よって、本再生が中断された映像データの検索を効果的に支援することができる。
　また、逆送り操作部１６ｂを操作することによって、未再生の映像データを効果的に支
援することができる。
【００９２】
　なお、変形例３にあっては、一例として、順送り操作部が操作され、本再生が中断され
た映像データであると判定された場合、映像データの本再生中断位置から再生する場合を
説明したが、本再生中断位置の所定再生時間後の再生位置から仮再生を開始するように構
成しても良い。
【００９３】
　また、順送り操作部が操作された場合、映像データを昇順で順次選択し、逆送り操作部
が操作された場合、映像データを降順で順次選択するように構成してあるが、選択順序は
これに限定されない。例えば、順送り操作部又は逆送り操作部が操作された場合、いずれ
も映像データを昇順で順次選択するように構成しても良い。また、順送り操作部又は逆送
り操作部が操作された場合、いずれも映像データを降順で順次選択するように構成しても
良い。更に、映像データをランダム、その他の方法で順次選択するように構成しても良い
。
【００９４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の実施の形態に係る映像再生装置の構成を模式的に示すブロック図である
。
【図２】映像リストの一例を概念的に示す説明図である。
【図３】映像データの取得及び蓄積に係る制御部の処理手順を示すフローチャートである
。
【図４】蓄積された映像データの本再生、及び本再生の中断に係る制御部の処理手順を示
すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態における映像選択に係る制御部の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図６】本発明の実施の形態に係る映像検索支援方法を概念的に示す説明図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る映像検索支援方法を概念的に示す説明図である。
【図８】本再生中断日時からの経過時間と、仮再生開始位置との関係を示す図表である。
【図９】変形例１における映像選択に係る制御部の処理手順を示すフローチャートである
。
【図１０】変形例１における映像検索支援方法を概念的に示す説明図である。
【図１１】変形例２における映像リストの一例を概念的に示す説明図である。
【図１２】変形例２における映像選択に係る制御部の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図１３】変形例２における映像選択に係る制御部の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図１４】変形例３における映像選択に係る制御部の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００９６】
　１　映像再生装置
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　２　ＩＰ放送サーバ
　３　外部映像出力装置
　１０　制御部
　１１　入力部
　１２　映像データ蓄積部
　１３　コーデック部
　１４　出力制御部
　１５　出力部
　１６　遠隔操作装置
　１６ａ　順送り操作部
　１６ｂ　逆送り操作部
　１７　遠隔操作信号受信部
　１８　記憶部
　１８ａ　映像リスト
　１９　計時部
　Ａ　アンテナ

【図１】 【図２】
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