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(57)【要約】
【課題】一方的に不意に提供された音声、映像等の情報
を確認することを可能にすること。
【解決手段】センサを介して継続的に取得されたデータ
を記録する記録部と、前記記録部により記録された記録
データの再生を制御する制御部と、を備え、前記制御部
は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準
に遡った時点からの前記記録データが再生されるように
制御する、情報処理装置が提供される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサを介して継続的に取得されたデータを記録する記録部と、
　前記記録部により記録された記録データの再生を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの
前記記録データが再生されるように制御する、
情報処理装置。
【請求項２】
　前記遡った時点は、当該ユーザ入力の時点から所定の時間だけ遡った時点である、請求
項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記記録データは、時間軸で区切られた複数の部分を含み、
　前記遡った時点は、前記複数の部分のうちのいずれかの部分の開始時点である、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記遡った時点は、前記複数の部分のうちの前記ユーザ入力の時点に直近の部分の開始
時点である、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記記録データは、所定の時間間隔で区切られた複数の部分を含む、請求項３に記載の
情報処理装置。
【請求項６】
　前記記録データは、データの内容に基づいて区切られた複数の部分を含む、請求項３に
記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記センサは、集音器を含み、
　継続的に取得された前記データは、音声データを含み、
　前記記録データは、音声データに含まれる音声の大きさまたは周波数に基づいて区切ら
れた複数の部分を含む、
請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記遡った時点は、データの内容に基づいて決定された時点である、請求項１に記載の
情報処理装置。
【請求項９】
　前記センサは、集音器を含み、
　継続的に取得された前記データは、音声データを含み、
　前記遡った時点は、音声データにおけるキーワードの音声の検出結果に基づいて決定さ
れた時点である、請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記ユーザ入力の種類に応じて、前記ユーザ入力の時点を基準に遡る時
点を決定し、決定された当該時点からの前記記録データが再生されるように制御する、請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記記録部は、前記記録データの再生中も、継続的に取得された前記データを記録し、
　前記制御部は、前記ユーザ入力の時点を基準に遡った時点から当該ユーザ入力の時点以
降のいずれかの時点までの前記記録データが再生されるように制御する、請求項１に記載
の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記記録部は、継続的に取得された前記データの一部を記録する、請求項１に記載の情
報処理装置。
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【請求項１３】
　継続的に取得された前記データは、第１の装置により取得され、
　前記記録データの前記再生は、第２の装置において実行される、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記第２の装置は、前記第１の装置から所定の距離内に位置する、請求項１３に記載の
情報処理装置。
【請求項１５】
　前記センサは、集音器および撮像素子のうちの少なくとも１つを含み、
　継続的に取得された前記データは、前記センサが集音器を含む場合に音声データを含み
、前記センサが撮像素子を含む場合に映像データを含む、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　コンピュータを、
　センサを介して継続的に取得されたデータを記録する記録部と、
　前記記録部により記録された記録データの再生を制御する制御部と、
として機能させ、
　前記制御部は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの
前記記録データが再生されるように制御する、
ためのプログラム。
【請求項１７】
　センサを介して継続的に取得されたデータを記録することと、
　記録された記録データの再生を制御することと、
を含み、
　前記制御することは、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点
からの前記記録データが再生されるように制御することを含む、
情報処理方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、プログラム、情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な状況で音声、映像等の情報が一方的に提供される。典型的には、例えば、
ラジオ放送やテレビジョン放送により音声および映像が提供される。
【０００３】
　このような音声、映像等の情報は、提供されたとしても、聞き逃されまたは見逃されて
しまうこともある。そして、聞き逃し、見逃し等に起因して当該情報の確認が必要であっ
たとしても、多くの場合に再度提供されることはなく、確認することは困難である。その
ため、とりわけ放送番組について、見逃された映像を再度確認するための技術も存在する
。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、放送番組のチャンネルを変更した後に元のチャンネルに再度
戻ってきた時には、以前の続きから放送番組を見ることを可能にする、番組記録の技術が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１０９５２９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記特許文献１の技術では、放送番組のように提供が予定され、音声、映像等
の情報のデータを直接的に取得できる場合に、当該情報を再度確認することができても、
様々な状況で一方的に不意に提供された音声、映像等の情報を再度確認することはできな
い。例えば、電車の車内放送、ショッピングセンターの館内放送、店舗からの呼び込みや
広告等によって提供される音声、映像等の情報を再度確認することはできない。
【０００７】
　そこで、本開示では、一方的に不意に提供された音声、映像等の情報を確認することを
可能にする、新規かつ改良された情報処理装置、プログラムおよび情報処理方法を提案す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、センサを介して継続的に取得されたデータを記録する記録部と、前記
記録部により記録された記録データの再生を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、
ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの前記記録データが
再生されるように制御する、情報処理装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、コンピュータを、センサを介して継続的に取得されたデータを
記録する記録部と、前記記録部により記録された記録データの再生を制御する制御部と、
として機能させ、前記制御部は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡
った時点からの前記記録データが再生されるように制御する、ためのプログラム。
【００１０】
　また、本開示によれば、センサを介して継続的に取得されたデータを記録することと、
記録された記録データの再生を制御することと、を含み、前記制御することは、ユーザ入
力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの前記記録データが再生され
るように制御することを含む、情報処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示に係る情報処理装置、プログラムおよび情報処理方法によれ
ば、一方的に不意に提供された音声、映像等の情報を確認することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係るユーザ装置の外観の一例を示す外観図である。
【図２】第１の実施形態に係るユーザ装置の利用シーンの一例を説明するための説明図で
ある。
【図３】第１の実施形態に係るユーザ装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】第１の実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【図５】時間軸で区切られた複数のチャプタを含む記録音声データの例を説明するための
説明図である。
【図６】記録音声データの再生時点の例を説明するための説明図である。
【図７】第２の実施形態に係るユーザ装置の外観の一例を示す外観図である。
【図８】第２の実施形態に係るユーザ装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図９】第２の実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【図１０】第３の実施形態に係る情報処理システムの概略的な構成の一例を示す説明図で
ある。
【図１１】第３の実施形態に係るサーバ装置の構成の一例を示すブロック図である。
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【図１２】第３の実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートで
ある。
【図１３】本開示の実施形態に係るユーザ装置のハードウェア構成の一例を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する
。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１の実施形態
　　１．１．概要
　　１．２．ユーザ装置の構成
　　１．３．処理の流れ
　　１．４．変形例
　２．第２の実施形態
　　２．１．概要
　　２．２．ユーザ装置の構成
　　２．３．処理の流れ
　３．第３の実施形態
　　３．１．概要
　　３．２．サーバ装置の構成
　　３．３．処理の流れ
　４．ハードウェア構成
　５．まとめ
【００１５】
　＜１．第１の実施形態＞
　［１．１．概要］
　まず、図１および図２を参照して、本開示の第１の実施形態の概要を説明する。第１の
実施形態によれば、ユーザ装置により、ユーザは、一方的に不意に提供された音声を確認
することが可能になる。すなわち、第１の実施形態において、ユーザ装置は、情報処理装
置の一例である。
【００１６】
　図１を参照して、第１の実施形態に係るユーザ装置１００－１の外観について説明する
。図１は、第１の実施形態に係るユーザ装置１００－１の外観の一例を示す外観図である
。図１を参照すると、ユーザ装置１００－１、当該ユーザ装置１００－１のユーザ１０、
およびユーザ装置１００－１に接続されてユーザ１０に使用されるヘッドフォン２０が示
されている。
【００１７】
　ユーザ装置１００－１は、集音器１１０を備え、当該集音器１１０により周囲の音声を
集音する。また、ユーザ装置１００－１は、音声データを再生することにより、ヘッドフ
ォン２０を介してユーザ１０に音声を提供する。また、ユーザ装置１００－１は、操作部
１５０を備え、ユーザ１０による操作部１５０へのユーザ入力に応じて、当該入力に対応
する動作を実行する。
【００１８】
　当該ユーザ装置１００－１は、例えばスマートフォンである。ただし、ユーザ装置１０
０－１は、スマートフォンに限られず、スマートフォン以外の携帯電話端末、音楽プレー
ヤ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電子書籍端末、デジタルカメラ等の、ユーザ１０により携
行される別のユーザ装置であってもよい。
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【００１９】
　上記のとおり、第１の実施形態では、ユーザ装置１００－１により、ユーザ１０は、一
方的に不意に提供された音声を確認することが可能になる。以下、この点について図２を
参照してより具体的に説明する。
【００２０】
　図２は、第１の実施形態に係るユーザ装置１００－１の利用シーンの一例を説明するた
めの説明図である。図２を参照すると、まず、シーン９０ａにおいて、ユーザ１０は、電
車内において、ユーザ装置１００－１により再生される音声（例えば、音楽）をヘッドフ
ォン２０を介して聴いている。その際に、車内放送として次の駅を通知する音声が提供さ
れる。次に、シーン９０ｂにおいて、ユーザ１０は、次の駅を知らせる音声を聞き逃して
しまったことに気付く。ここで、ユーザ１０は、次の駅がどの駅であるかを確認したいも
のとする。そして、シーン９０ｃにおいて、ユーザ１０は、聞きのがしてしまった音声を
確認するために、操作部１５０へのユーザ入力を行う。その結果、シーン９０ｄにおいて
、ユーザ装置１００－１は、車内放送として提供された前記音声をユーザ１０に提供し、
ユーザ１０は、次の駅を知ることができる。
【００２１】
　以降、［１．２．ユーザ装置の構成］、［１．３．処理の流れ］、［１．４．変形例］
において、第１の実施形態の具体的な内容を説明する。
【００２２】
　［１．２．ユーザ装置の構成］
　図３を参照して、第１の実施形態に係るユーザ装置１００－１の構成の一例について説
明する。図３は、第１の実施形態に係るユーザ装置１００－１の構成の一例を示すブロッ
ク図である。図３を参照すると、ユーザ装置１００－１は、集音器１１０、取得部１２０
、記録部１３０、記憶部１４０、操作部１５０、再生制御部１６０および再生部１７０を
備える。ここで、集音器１１０はセンサの一例であり、再生制御部１６０は制御部の一例
である。
【００２３】
　（集音器１１０）
　集音器１１０は、ユーザ装置１００－１の周囲の音声を継続的に集音する。例えば、集
音器１１０は、継続的に集音した音声を電気信号に変換し、当該電気信号を取得部１２０
に出力する。
【００２４】
　（取得部１２０）
　取得部１２０は、集音器１１０を介して継続的に音声データを取得する。例えば、取得
部１２０は、集音器１１０からの電気信号をアナログ／デジタル変換することにより、継
続的に音声データを取得する。そして、取得部１２０は、当該音声データを記録部１３０
へ出力する。
【００２５】
　（記録部１３０）
　記録部１３０は、集音器１１０を介して継続的に取得された音声データを記録する。例
えば、記録部１３０は、取得部１２０からの音声データを記憶部１４０に記憶させること
により、当該音声データを記録する。このように、ユーザ１０が携行するユーザ装置１０
０－１で継続的に取得された音声データを記録することで、一方的に不意に音声が提供さ
れたとしても、当該音声を記録しておくことができる。
【００２６】
　また、記録部１３０は、例えば所定の容量のバッファに継続して音声データを記憶させ
、所定の容量（または所定の時間）の音声データを記憶させた後には、より古いデータに
上書きして新たな音声データを記憶させる。このように、より古いデータへの上書きによ
り、限られた記憶容量で継続してデータを記録することができる。
【００２７】
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　また、記録部１３０は、例えば、継続的に取得された音声データを全て記録する。
【００２８】
　（記憶部１４０）
　記憶部１４０は、ユーザ装置１００－１において一時的にまたは恒久的に保持すべき情
報を記憶する。とりわけ、記憶部１４０は、集音器１１０を介して継続的に取得された音
声データを記憶する。例えば、記憶部１４０は、当該音声データを記憶するための所定の
容量のバッファを含み、当該バッファに音声データを記憶する。
【００２９】
　（操作部１５０）
　操作部１５０は、ユーザ１０によるユーザ入力を受け付ける。例えば、操作部１５０は
、記録部１３０により記録された記録音声データを再生するためのユーザ入力に応じて、
当該ユーザ入力があったことを再生制御部１６０に通知する。また、操作部１５０は、上
記記録音声データの再生を停止するためのユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力があった
ことを再生制御部１６０に通知する。
【００３０】
　（再生制御部１６０）
　再生制御部１６０は、記録部１３０により記録された記録音声データの再生を制御する
。ここで、再生制御部１６０は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡
った時点からの記録音声データが再生されるように制御する。例えば、再生制御部１６０
は、記録音声データを再生するためのユーザ入力があったことを操作部１５０から通知さ
れると、記憶部１４０から記録音声データを取得し、再生部１７０に出力する。そして、
再生制御部１６０は、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点を再生の開始時点として再生
部１７０に指示する。このように、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの記録音声
データが再生されることで、ユーザ１０は、一方的に不意に提供された音声を聞き逃した
としても、確認が必要であればすぐに当該音声を聞き直して確認できる。
【００３１】
　例えば、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点は、当該ユーザ入力の時点から所定の時
間だけ遡った時点である。例えば、再生制御部１６０は、ユーザ入力の時点から１０秒だ
け遡った時点からの記録音声データが再生されるように制御する。このように、音声が提
供されてから、ユーザ１０が聞き逃しに気づき、ユーザ入力が行われるまでに要する推定
時間に基づき所定の時間が定められれば、ユーザ１０は、必要十分な時間だけ遡った時点
からの音声を聞くことが可能となる。
【００３２】
　また、再生制御部１６０は、例えば、記録音声データの再生を停止するためのユーザ入
力があったことを操作部１５０から通知されると、再生部１７０に再生の停止を指示する
。
【００３３】
　（再生部１７０）
　再生部１７０は、音声データを再生する。とりわけ、再生部１７０は、再生制御部１６
０による再生の制御に応じて、記録部１３０により記録された記録音声データを再生する
。例えば、再生部１７０は、再生制御部１６０からの記録音声データを、再生制御部１６
０から通知された再生の開始時点から再生する。当該再生においてに、再生部１７０は、
例えば、音声データをデジタル／アナログ変換し、電気信号をヘッドフォン２０に出力す
る。また、再生部１７０は、再生制御部１６０による再生停止の制御に応じて、上記再生
を停止する。
【００３４】
　［１．３．処理の流れ］
　次に、図４を参照して、第１の実施形態に係る情報処理の一例について説明する。図６
は、第１の実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
【００３５】
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　まず、ステップＳ３０１で、集音器１１０は、ユーザ装置１００－１の周囲の音声を継
続的に集音する。次に、ステップＳ３０３で、取得部１２０は、集音器１１０を介して継
続的に音声データを取得する。
【００３６】
　そして、ステップＳ３０５で、記録部１３０は、所定の容量（または所定の時間）の音
声データを既に記録したか否かを判定する。所定の容量の音声データが既に記録されてい
る場合には、処理はステップＳ３０９へ進む。そうでなければ、処理はステップＳ３０７
へ進む。
【００３７】
　ステップＳ３０７で、記録部１３０は、集音器１１０を介して継続的に取得された音声
データを記録する。一方、ステップＳ３０９では、記録部１３０は、より古いデータに上
書きして新たな音声データを記録する。
【００３８】
　ステップＳ３１１で、再生制御部１６０は、記録音声データの再生のためのユーザ入力
があったか否かを判定する。ユーザ入力があった場合に、処理は、ステップＳ３１３へ進
む。そうでない場合には、処理は、ステップＳ３０１へ戻る。
【００３９】
　ステップ３１３で、再生制御部１６０は、記録部１３０により記録された記録音声デー
タの再生を制御する。ここで、再生制御部１６０は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入
力の時点を基準に遡った時点からの記録音声データが再生されるように制御する。すなわ
ち、再生部１７０は、再生制御部１６０による再生の制御に応じて、記録音声データを再
生する。
【００４０】
　ステップ３１５で、再生制御部１６０は、再生停止のためのユーザ入力があったか否か
を判定する。当該ユーザ入力があった場合に、処理は、ステップＳ３１７へ進む。そうで
ない場合には、処理は、ステップＳ３１５を繰り返す。
【００４１】
　ステップ３１７で、再生制御部１６０は、再生部１７０に再生の停止を指示する。そし
て、再生部１７０は、再生制御部１６０による再生の制御に応じて、上記再生を停止する
。
【００４２】
　［１．４．変形例］
　以上、第１の実施形態の一例について説明したが、当該第１の実施形態はこれに限られ
ない。
【００４３】
　（変形例１）
　第１に、記録音声データは、時間軸で区切られた複数の部分（以下、チャプタと呼ぶ）
を含んでもよい。そして、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点は、当該ユーザ入力の時
点から所定の時間だけ遡った時点の代わりに、上記複数のチャプタのうちのいずれかのチ
ャプタの開始時点であってもよい。すなわち、再生制御部１６０は、上記複数のチャプタ
のうちのいずれかのチャプタの開始時点からの記録音声データが再生されるように制御し
てもよい。この点について、図５を参照してより具体的に説明する。
【００４４】
　図５は、時間軸で区切られた複数のチャプタを含む記録音声データの例を説明するため
の説明図である。図５を参照すると、５－１に示されるように、例えば、記録音声データ
は、所定の時間間隔で区切られた複数のチャプタを含む。この例では、所定の時間間隔は
、１０秒間である。このように、所定の時間に区切ることで、複雑な処理を行うことなく
、ユーザ入力の時点から適度に遡った時間から音声を聞きなおすことが可能となる。
【００４５】
　また、図５－２に示されるように、記録データは、データの内容に基づいて区切られた
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複数のチャプタを含んでもよい。例えば、記録データは、音声データに含まれる音声の大
きさまたは周波数に基づいて区切られた複数のチャプタを含んでもよい。音声の大きさに
基づいて記録音声データを区切ることによって、例えば、提供される音声が途切れるタイ
ミングでチャプタを区切り、または無音のチャプタ（例えば、チャプタ１、３）と有音の
チャプタ（例えば、チャプタ２）とに区切ることもできる。これにより、ユーザ入力から
直近に提供された音声の直前まで遡った時点（例えば、チャプタ２の開始時点）からの記
録音声データを再生し、直近に提供された音声を確認することができる。また、例えば、
音声の周波数に基づいて記録音声データを区切ることによって、例えば、提供される音声
の話者が変わるタイミングで記録音声データを区切ることもできる。これにより、直近の
話者の音声の開始の直前まで遡った時点からの記録音声データを再生し、当該話者の音声
を確認することができる。以上のように、データの内容に基づいて記録音声データをチャ
プタに区切ることで、直近に提供された音声の直前まで遡った時点から音声を聞きなおす
ことが可能となる。
【００４６】
　ユーザ入力から遡った時点は、時間軸で区切られた上記複数のチャプタのうちのユーザ
入力の時点に直近のチャプタの開始時点であってもよい。直前の遡ることにより、直近の
音声をより素早く確認することが可能になる。
【００４７】
　なお、取得部１２０が、音声データを取得した際に、音声データをチャプタに区切って
もよく、または、記録部１３０が、音声データを記録する前に、または音声データを記録
した後に、記録音声データをチャプタに区切ってもよい。ここで、記録音声データは、例
えば、データの分割によって、またはチャプタの区切りのタイミングを示す情報の付与に
よって、チャプタに区切られる。
【００４８】
　（変形例２）
　第２に、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点は、当該ユーザ入力の時点から所定の時
間だけ遡った時点の代わりに、データの内容に基づいて決定された時点であってもよい。
この場合に、当該遡った時点は、例えば、音声データにおけるキーワードの音声の検出結
果に基づいて決定された時点である。この点について、図６を参照してより具体的に説明
する。
【００４９】
　図６は、記録音声データの再生時点の例を説明するための説明図である。図６を参照す
ると、６－１に示されるように、既に説明された第１の実施形態の例によれば、当該ユー
ザ入力の時点から所定の時間だけ遡った時点（例えば、ユーザ入力の１０秒前）からの記
録音声データが再生される。一方で、６－２に示されるように、音声データにおけるキー
ワード（例えば、駅名）の音声が検出され、当該検出結果に基づいて、例えば直近のキー
ワードの少し前からの記録音声データが再生されてもよい。このように、キーワードの音
声の検出結果を用いることにより、所望の情報が提供される前から再生することができ、
それにより所望の情報を聞きなおすことが可能となる。
【００５０】
　なお、上記遡った時点は、キーワードの検出結果に基づいて決定された時点ではなく、
音声データに含まれる音声の大きさまたは周波数に基づいて決定された時点であってもよ
い。これにより、音声の大きさまたは周波数に基づいて記録音声データが複数のチャプタ
に区切られた場合と同様の効果が得られる。
【００５１】
　（変形例３）
　第３に、記録部１３０は、例えば、継続的に取得された音声データを全て記録するので
はなく、当該音声データの一部を記録してもよい。ここで、記録される音声データは、例
えば、音声データにおける音声の大きさまたは周波数に基づいて決定される。一例として
、継続的に取得された音声データのうちの、所定の閾値を超える大きさの音声を含む部分
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が記録される。また、別の例として、取得された音声データのうちの、特定の周波数帯域
の音声を含む部分が記録される。このような選択的な記憶により、有効なデータに限って
記録することができる。その結果、限られた記憶容量の中で、より多くの有効なデータが
記録される。
【００５２】
　（変形例４）
　第４に、再生制御部１６０は、ユーザ入力の種類に応じて、当該ユーザ入力の時点を基
準に遡る時点を決定し、決定された当該時点からの記録音声データが再生されるように制
御してもよい。一例として、ユーザ入力が特定のボタンを押すことである場合に、ボタン
が連続的に押された回数に応じて上記遡る時点が決定されてもよい。例えば、図６の６－
１において、ユーザ入力の時点から（ボタンが押された回数）×（１０秒）の時間だけ遡
った時点が決定されてもよい。これにより、ユーザは、ユーザ入力の種類を必要に応じて
変えることで、所望の時点からの音声を聞きなおすことが可能になる。
【００５３】
　また、記録音声データの再生開始後のさらなるユーザ入力により、さらに遡った時点か
らの記録音声データが再生されてもよい。例えば、図６の６－１において、１回目のユー
ザ入力により、当該ユーザ入力の時点から１０秒だけ遡った時点からの記録音声データが
再生され、当該再生中の第２のユーザ入力により、第１のユーザ入力の時点から２０秒だ
け遡った時点からの記録録音データが再生されてもよい。これにより、ユーザは、さらな
るユーザ入力によって、所望の時点からの音声を聞きなおすことが可能になる。
【００５４】
　（変形例５）
　第５に、記録部１３０は、記録音声データの再生中も、継続的に取得された音声データ
を記録し、再生制御部１６０は、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点から当該ユーザ入
力の時点以降のいずれかの時点までの記録音声データが再生されるように制御してもよい
。すなわち、再生制御部１６０は、記録されたデータを順次再生していく追いかけ再生を
行うように制御してもよい。これにより、ユーザは、音声が提供され続けている途中で、
音声データをはじめから再生させて、音声を始めから最後まで聞くことも可能になる。
【００５５】
　（その他）
　また、再生制御部１６０は、記録音声データを再生部１７０に出力せずに、再生の開始
時点を再生部１７０に指示し、再生部１７０が、記憶部１４０から記録音声データを取得
してもよい。
【００５６】
　また、再生部１７０は、再生制御部１６０による再生の制御に応じて記録音声データの
再生を停止することに加えて、いずれかの時点で自動的に記録音声データの再生を停止し
てもよい。一例として、再生部１７０は、ユーザ入力の時点までの記録音声データを再生
し、当該再生を停止してもよい。
【００５７】
　また、集音器１１０、取得部１２０、記憶部１４０、操作部１５０および再生部１７０
は、ユーザ装置１００－１に接続される別の装置に備えられてもよい。
【００５８】
　以上、第１の実施形態について説明したが、当該第１の実施形態によれば、ユーザ装置
１００－１のユーザ１０は、一方的に不意に提供された音声を確認することが可能になる
。
【００５９】
　＜２．第２の実施形態＞
　［２．１．概要］
　次に、図７を参照して、本開示の第２の実施形態の概要を説明する。第２の実施形態に
よれば、ユーザ装置により、ユーザは、一方的に不意に提供された映像を確認することが
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可能になる。換言すると、第１の実施形態では音声を確認することが可能であったが、第
２の実施形態では映像を確認することが可能である。第２の実施形態においても、ユーザ
装置は、情報処理装置の一例である。
【００６０】
　図７を参照して、第２の実施形態に係るユーザ装置１００－２の外観について説明する
。図７は、第２の実施形態に係るユーザ装置１００－２の外観の一例を示す外観図である
。図７を参照すると、ユーザ装置１００－２、当該ユーザ装置１００－２のユーザ１０、
およびユーザ装置１００－２に接続されてユーザ１０の目の付近に取付けられた撮像装置
３０が示されている。ここで、撮像装置３０の撮像素子は、センサの一例である。
【００６１】
　撮像装置３０は、周囲の映像を撮像する。また、ユーザ装置１００－２は、映像データ
を再生することにより、表示部１８０に映像を表示させる。また、ユーザ装置１００－２
は、操作部１５０を備え、ユーザ１０による操作部１５０へのユーザ入力に応じて、当該
入力に対応する動作を実行する。
【００６２】
　第１の実施形態と同様に、当該ユーザ装置１００－２は、例えばスマートフォンである
。また、ユーザ装置１００－２は、ユーザ１０により携行される別のユーザ装置であって
もよい。
【００６３】
　上記のとおり、第２の実施形態では、ユーザ装置１００－２により、ユーザ１０は、一
方的に不意に提供された映像を確認することが可能になる。以降、［２．２．ユーザ装置
の構成］、［２．３．処理の流れ］において、第２の実施形態の具体的な内容を説明する
。
【００６４】
　［２．２．ユーザ装置の構成］
　図８を参照して、第２の実施形態に係るユーザ装置１００－２の構成の一例について説
明する。図８は、第２の実施形態に係るユーザ装置１００－２の構成の一例を示すブロッ
ク図である。図８を参照すると、ユーザ装置１００－２は、取得部１２２、記録部１３２
、記憶部１４２、操作部１５０、再生制御部１６２、再生部１７２および表示部１８０を
備える。ここで、再生制御部１６０は制御部の一例である。
【００６５】
　ここで、操作部１５０は、［１．２．ユーザ装置の構成］で説明された第１の実施形態
の操作部１５０と同じである。また、記録部１３２、記憶部１４２および再生制御部１６
２は、取り扱うデータが音声データであるか映像データであるかという違いを除き、［１
．２．ユーザ装置の構成］における第１の実施形態の記録部１３０、記憶部１４０および
再生制御部１６０と同じである。よって、ここでは、取得部１２２、再生部１７２および
表示部１８０について説明する。
【００６６】
　（取得部１２２）
　取得部１２２は、撮像装置３０を介して継続的に映像データを取得する。例えば、取得
部１２２は、撮像装置３０からの映像データを取得する。そして、取得部１２０は、当該
映像データを記録部１３２へ出力する。
【００６７】
　（再生部１７２）
　再生部１７２は、映像データを再生する。とりわけ、再生部１７２は、再生制御部１６
２による再生の制御に応じて、記録部１３２により記録された記録映像データを再生する
。例えば、再生部１７２は、再生制御部１６２からの記録映像データを、再生制御部１６
２から通知された再生の開始時点から再生する。当該再生においてに、再生部１７２は、
例えば、記録映像データを映像信号に変換し、当該映像信号を表示部１８０に出力する。
また、再生部１７２は、再生制御部１６２による再生の制御に応じて、上記再生を停止す
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る。
【００６８】
　（表示部１８０）
　表示部１８０は、映像を表示する。とりわけ、表示部１８０は、再生部１７２により出
力された映像信号に応じて映像を表示する。すなわち、表示部１８０は、記録映像データ
の映像を表示する。
【００６９】
　［２．３．処理の流れ］
　次に、図９を参照して、第２の実施形態に係る情報処理の一例について説明する。図９
は、第２の実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである。
【００７０】
　ここで、ステップＳ４０３、Ｓ４０５、Ｓ４０７、Ｓ４０９、Ｓ４１１、Ｓ４１５およ
びＳ４１７は、取り扱うデータが音声データであるか映像データであるかという違いを除
き、［１．３．処理の流れ］における第１の実施形態のステップＳ３０３、Ｓ３０５、Ｓ
３０７、Ｓ３０９、Ｓ３１１、Ｓ３１５およびＳ３１７と同じである。よって、ここでは
、ステップＳ４１３およびＳ４１９について説明する。
【００７１】
　ステップＳ４１３で、再生制御部１６２は、記録部１３２により記録された記録映像デ
ータの再生を制御する。ここで、再生制御部１６２は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ
入力の時点を基準に遡った時点からの記録映像データが再生されるように制御する。すな
わち、再生部１７２は、再生制御部１６２による再生の制御に応じて、記録映像データを
再生する。
【００７２】
　次に、ステップＳ４１９で、表示部１８０は、再生部１７２により出力された映像信号
に応じて映像を表示する。
【００７３】
　以上、第２の実施形態の一例について説明したが、当該第２の実施形態はこれに限られ
ない。［１．４．変形例］において説明された各変形例は、当該第２の実施形態にも同様
に適用可能である。なお、第２の実施形態において映像データに加えて音声データも取得
し記録することによって、（変形例１）、（変形例２）および（変形例３）における、音
声データの内容を利用する例も、第２の実施形態に適用可能である。
【００７４】
　また、取得部１２２、記憶部１４２、操作部１５０、再生部１７２および表示部１８０
は、ユーザ装置１００－２に接続される別の装置に備えられてもよい。
【００７５】
　以上のように、第２の実施形態によれば、ユーザ装置１００－２のユーザ１０は、一方
的に不意に提供された映像を確認することが可能になる。
【００７６】
　＜３．第３の実施形態＞
　［３．１．概要］
　次に、図１０を参照して、本開示の第３の実施形態の概要を説明する。第３の実施形態
によれば、サーバ装置により、ユーザ装置のユーザは、一方的に不意に提供された音声を
確認することが可能になる。換言すると、第１の実施形態ではユーザ装置により音声を確
認することが可能となったが、第３の実施形態ではサーバ装置により音声を確認すること
が可能となる。すなわち、第３の実施形態では、サーバ装置は、情報処理装置の一例であ
る。
【００７７】
　図１０を参照して、第３の実施形態に係る情報処理システム３の概略的な構成について
説明する。図１０は、第３の実施形態に係る情報処理システム３の概略的な構成の一例を
示す説明図である。図１０を参照すると、情報処理システム３は、ユーザ装置１００－３
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およびサーバ装置２００を含む。また、図１０には、第１の実施形態と同様に、ユーザ１
０およびヘッドフォン２０も示されている。
【００７８】
　ユーザ装置１００－３は、集音器１１０を備え、当該集音器１１０により周囲の音声を
集音する。また、ユーザ装置１００－１は、音声データを再生することにより、ヘッドフ
ォン２０を介してユーザ１０に音声を提供する。また、ユーザ装置１００－１は、操作部
１５０を備え、ユーザ１０による操作部１５０へのユーザ入力に応じて、当該入力に対応
する動作を実行する。
【００７９】
　とりわけ、第３の実施形態では、ユーザ装置１００－３は、集音器１１０を介して継続
的に取得した音声データをサーバ装置２００に送信する。
 
また、ユーザ装置１００－３は、記録音声データの再生のためのユーザ入力に応じて、当
該ユーザ入力があったことを通知するための通知情報（以下、「再生通知情報」）をサー
バ装置２００に送信する。同様に、ユーザ装置１００－３は、記録音声データの再生停止
のためのユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力があったことを通知するための通知情報（
以下、「停止通知情報」）をサーバ装置２００に送信する。
【００８０】
　第１の実施形態と同様に、当該ユーザ装置１００－３は、例えばスマートフォンである
。また、ユーザ装置１００－３は、ユーザ１０により携行される別のユーザ装置であって
もよい。
【００８１】
　サーバ装置２００は、ユーザ装置１００－３から受信した音声データを記録する。また
、サーバ装置２００は、ユーザ装置１００－３から再生通知情報または停止通知情報を受
信すると、ユーザ装置１００－３における記録音声データの再生を制御し、または再生の
制御を停止する。
【００８２】
　上記のとおり、第３の実施形態では、サーバ装置２００により、ユーザ１０は、一方的
に不意に提供された音声を確認することが可能になる。以降、［３．２．サーバ装置の構
成］、［３．３．処理の流れ］において、第３の実施形態の具体的な内容を説明する。
【００８３】
　［３．２．サーバ装置の構成］
　図１１を参照して、第３の実施形態に係るサーバ装置２００の構成の一例について説明
する。図１１は、第３の実施形態に係るサーバ装置２００の構成の一例を示すブロック図
である。図１１を参照すると、サーバ装置２００は、受信部２１０、記録部２３０、記憶
部２４０、再生制御部２６０および送信部２７０を備える。ここで、再生制御部２６０は
制御部の一例である。
【００８４】
　ここで、記録部２３０および記憶部２４０は、複数のユーザ装置１００－３で取得され
た音声データを記録し、記憶することを除き、［１．２．ユーザ装置の構成］で説明され
た第１の実施形態の記録部１３０および記憶部１４０と同じである。よって、ここでは、
受信部２１０、再生制御部２６０および送信部２７０について説明する。
【００８５】
　（受信部２１０）
　受信部２１０は、サーバ装置２００に送信されるデータを受信する。とりわけ、受信部
２１０は、ユーザ装置１００－３において集音器１１０を介して継続的に取得された音声
データを、ユーザ装置１００－３から受信する。そして、当該音声データを記録部２３０
へ出力する。
【００８６】
　また、受信部２１０は、再生通知情報または停止通知情報を、ユーザ装置１００－３か
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ら受信する。そして、受信部２１０は、当該通知情報を再生制御部２６０へ出力する。
【００８７】
　（再生制御部２６０）
　再生制御部２６０は、記録部２３０により記録された記録音声データの、ユーザ装置１
００－３での再生を制御する。ここで、再生制御部２６０は、ユーザ装置１００－３にお
けるユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの記録音声デー
タが再生されるように制御する。例えば、再生制御部２６０は、再生通知情報を受信部２
１０から受け取ると、記憶部２４０から記録音声データを取得し、送信部２７０を介して
ユーザ装置１００－３に送信する。そして、再生制御部２６０は、ユーザ入力の時点を基
準に遡った時点を再生の開始時点としてユーザ装置１００－３に通知する。
【００８８】
　例えば、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点は、当該ユーザ入力の時点から所定の時
間だけ遡った時点である。例えば、再生制御部２６０は、ユーザ入力の時点から１０秒だ
け遡った時点からの記録音声データが再生されるように制御する。
【００８９】
　また、再生制御部２６０は、例えば、停止通知情報を受信部２１０から受け取ると、再
生の制御を停止する。
【００９０】
　また、例えば、再生制御部２６０は、ユーザ装置１００－３において取得されてその後
記録された記録音声データの、当該ユーザ装置１００－３における再生を制御する。すな
わち、再生制御部２６０は、ユーザ装置１００－３ａでは当該ユーザ装置１００－３ａに
より取得された記録音声データが再生され、また、ユーザ装置１００－３ｂでは当該ユー
ザ装置１００－３ｂにより取得された記録音声データが再生されるように制御する。
【００９１】
　（送信部２７０）
　送信部２７０は、サーバ装置２００から別の装置へデータを送信する。とりわけ、送信
部２７０は、再生制御部２６０からの記録音声データをユーザ装置１００－３に送信する
。
【００９２】
　［３．３．処理の流れ］
　次に、図１２を参照して、第３の実施形態に係る情報処理の一例について説明する。図
１２は、第３の実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【００９３】
　ここで、ステップＳ５０５、Ｓ５０７およびＳ５０９は、複数のユーザ装置１００－３
で取得された音声データを記録することを除き、［１．３．処理の流れ］における第１の
実施形態のステップＳ３０５、Ｓ３０７およびＳ３０９と同じである。よって、ここでは
、ステップＳ５０３、Ｓ５１１、Ｓ５１３、Ｓ５１５およびＳ５１７について説明する。
【００９４】
　ステップＳ５０３で、受信部２１０は、ユーザ装置１００－３において集音器１１０を
介して継続的に取得された音声データを、ユーザ装置１００－３から受信する。
【００９５】
　ステップＳ５１１で、再生制御部２６０は、記録音声データの再生のためのユーザ入力
があったか否かを判定する。上記ユーザ入力があった場合には、処理はステップＳ５１３
へ進む。そうでなければ、処理はステップＳ５０３へ戻る。
【００９６】
　ステップＳ５１３で、再生制御部２６０は、記録部２３０により記録された記録音声デ
ータの、ユーザ装置１００－３での再生を制御する。ここで、再生制御部２６０は、ユー
ザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの記録音声データが再生
されるように制御する。すなわち、ユーザ装置１００－３は、再生制御部２６０による再
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生の制御に応じて、記録音声データを受信し、再生する。
【００９７】
　ステップＳ５１５で、記録音声データの再生停止のためのユーザ入力があったか否かを
判定する。上記ユーザ入力があった場合には、処理はステップＳ５１７へ進む。そうでな
ければ、処理はステップＳ５１５を繰り返す。
【００９８】
　ステップＳ５１７で、再生制御部２６０は、停止通知情報を受信部２１０から受け取る
と、再生の制御を停止する。
【００９９】
　以上、第３の実施形態の一例について説明したが、当該第３の実施形態はこれに限られ
ない。［１．４．変形例］において説明された各変形例は、当該第３の実施形態にも同様
に適用可能である。また、第３の実施形態は、第２の実施形態のように、音声データの代
わりにまたは音声データと共に、映像データが取得され、記録され、そして再生されても
よい。
【０１００】
　また、継続的に取得された音声データは、第１のユーザ装置１００－３ａにより取得さ
れ、記録音声データの再生は、第２のユーザ装置１００－３ｂにおいて実行されてもよい
。この場合に、第２のユーザ装置１００－３ｂは、第１の装置１００－３ａから所定の距
離内に位置してもよい。このように、あるユーザ装置１００－３ａで取得された音声デー
タが、別のユーザ装置１００－３ｂで再生されることで、音声データを取得していないユ
ーザ装置１００－３ｂ、または音声データを取得できないユーザ装置１００－３ｂであっ
ても、ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの音声データを再生することが可能とな
る。そして、これらのユーザ装置１００－３が互いに近傍に位置すれば、音声データを取
得していないユーザ装置１００－ｂ、または音声データを取得できないユーザ装置１００
－ｂも、自装置で音声データを取得した場合と同等の記録音声データを再生することが可
能となる。なお、ユーザ装置１００－３ａの代わりに、例えば、所定の場所に設置された
装置（例えば、車両や施設に設置された装置）が、音声データを取得してもよい。
【０１０１】
　以上のように、第３の実施形態によれば、ユーザ装置１００－３のユーザ１０は、一方
的に不意に提供された音声を確認することが可能になる。
【０１０２】
　＜４．ハードウェア構成＞
　次に、図１３を参照して、本実施形態に係るユーザ装置１００のハードウェア構成の一
例について説明する。図１３は、本実施形態に係るユーザ装置１００のハードウェア構成
の一例を示すブロック図である。図１３を参照すると、ユーザ装置１００は、ＣＰＵ６０
１、ＲＯＭ６０３、ＲＡＭ６０５、バス６０７、記憶装置６０９、通信装置６１１、入出
力インターフェース６１３、表示装置６１５およびマイクロフォン６１７を備える。
【０１０３】
　ＣＰＵは、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ６０３、ＲＡＭ６０５、
または記憶装置６０９に記録された各種プログラムに従って、ユーザ装置１００内の動作
全般またはその一部を制御する。また、ＲＯＭ６０３は、ＣＰＵ６０１が使用するプログ
ラムや演算パラメータ等を記憶する。また、ＲＡＭ６０５は、ＣＰＵ６０１がプログラム
実行時にプログラムを展開するためのワークメモリとして使用され、またデータを一時的
に記録するためのバッファメモリとして使用される。
【０１０４】
　バス６０７は、ＣＰＵ６０１、ＲＯＭ６０３及びＲＡＭ６０５を相互に接続する。バス
６０７には、さらに、記憶装置６０９、通信装置６１１、入出力インターフェース６１３
、表示装置６１５およびマイクロフォン６１７が接続される。
【０１０５】
　記憶装置６０９は、例えば、ＯＳ等の基本ソフトウェアや、アプリケーション等様々な
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データを記憶する。ここで、記録媒体としては、例えば、ハードディスク（Hard　Disk）
のような磁気記録媒体や、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　and　Programmable
　Read　Only　Memory）、フラッシュメモリ（flash　memory）等の不揮発性メモリ（non
volatile　memory）が挙げられるが、上記に限られない。
【０１０６】
　通信装置６１１は、ユーザ装置１００が備える通信手段であり、ネットワークを介して
（あるいは、直接的に）外部装置と無線／有線で通信を行う。ここで、通信装置６１１と
しては、例えば、通信アンテナおよびＲＦ回路（無線通信）や、ＩＥＥＥ８０２．１５．
１ポートおよび送受信回路（無線通信）、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂポートおよび送受信回
路（無線通信）、あるいはＬＡＮ端子および送受信回路（有線通信）等が挙げられるが、
上記に限られない。
【０１０７】
　入出力インタフェース６１３は、例えば、ヘッドフォン２０、撮像装置３０等を接続す
る。ここで、入出力インタフェース６１３としては、例えば、ＵＳＢ（Universal　Seria
l　Bus）端子や、ＨＤＭＩ（High-Definition　Multimedia　Interface）端子等が挙げら
れるが、上記に限られない。
【０１０８】
　表示装置６１５は、映像を表示する。表示装置６１５として、例えば、ＬＣＤや有機Ｅ
Ｌディスプレイ（organic　ElectroLuminescence　display）等が挙げられるが、上記に
限られない。
【０１０９】
　マイクロフォン６１７は、ユーザ装置１００の周囲の音声を集音する。
【０１１０】
　以上、ユーザ装置１００のハードウェア構成について説明したが、当該ハードウェア構
成は、サーバ装置２００の構成としても適用可能である。
【０１１１】
　＜５．まとめ＞
　ここまで、図１～１３を用いて、本開示の実施形態に係るユーザ装置１００およびサー
バ装置２００について説明した。本実施形態によれば、センサを介した継続的なデータの
取得、記録および再生により、一方的に不意に提供された音声、映像等の情報を確認する
ことが可能となる。
【０１１２】
　また、例えば、ユーザ入力の時点から所定の時間だけ遡った時点からの記録データが再
生される。これにより、音声、映像等の情報が提供され、聞き逃し、見逃し等に気づき、
ユーザ入力が行われるまでの時間に適合する所定の時間が定められれば、ユーザ１０は、
必要十分な時間だけ遡った時点からの音声、映像等の情報を聞くことが可能となる。
【０１１３】
　または、例えば、記録データは、時間軸で区切られた複数のチャプタを含み、当該複数
のチャプタのうちのいずれかのチャプタの開始時点からの記録データが再生される。例え
ば、チャプタが所定の時間間隔で区切られれば、複雑な処理を行うことなく、ユーザ入力
の時点から適度に遡った時間から音声を聞きなおすことが可能となる。または、例えば、
チャプタがデータの内容に基づいて区切られれば、直近に提供された音声の直前まで遡っ
た時点から音声を聞きなおすことが可能となる。
【０１１４】
　または、例えば、データの内容に基づいて決定された時点からの記録データが再生され
る。これにより、所望の情報が提供される前から再生することができ、それにより所望の
情報を聞きなおすことが可能となる。
【０１１５】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について説明したが、本開示は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
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れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１１６】
　例えば、本明細書の情報処理における各ステップは、必ずしもフローチャートに記載さ
れた順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、情報処理における各ステップは
、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されて
もよい。
【０１１７】
　また、ユーザ装置またはサーバ装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等のハー
ドウェアを、上記ユーザ装置またはサーバ装置の各構成と同等の機能を発揮させるための
コンピュータプログラムも作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記憶さ
せた記憶媒体も提供される。
【０１１８】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　センサを介して継続的に取得されたデータを記録する記録部と、
　前記記録部により記録された記録データの再生を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの
前記記録データが再生されるように制御する、
情報処理装置。
（２）
　前記遡った時点は、当該ユーザ入力の時点から所定の時間だけ遡った時点である、前記
（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記記録データは、時間軸で区切られた複数の部分を含み、
　前記遡った時点は、前記複数の部分のうちのいずれかの部分の開始時点である、
前記（１）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記遡った時点は、前記複数の部分のうちの前記ユーザ入力の時点に直近の部分の開始
時点である、前記（３）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記記録データは、所定の時間間隔で区切られた複数の部分を含む、前記（３）または
（４）に記載の情報処理装置。
（６）
　前記記録データは、データの内容に基づいて区切られた複数の部分を含む、前記（３）
または（４）に記載の情報処理装置。
（７）
　前記センサは、集音器を含み、
　継続的に取得された前記データは、音声データを含み、
　前記記録データは、音声データに含まれる音声の大きさまたは周波数に基づいて区切ら
れた複数の部分を含む、
前記（６）に記載の情報処理装置。
（８）
　前記遡った時点は、データの内容に基づいて決定された時点である、前記（１）に記載
の情報処理装置。
（９）
　前記センサは、集音器を含み、
　継続的に取得された前記データは、音声データを含み、
　前記遡った時点は、音声データにおけるキーワードの音声の検出結果に基づいて決定さ
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れた時点である、前記（８）に記載の情報処理装置。
（１０）
　前記制御部は、前記ユーザ入力の種類に応じて、前記ユーザ入力の時点を基準に遡る時
点を決定し、決定された当該時点からの前記記録データが再生されるように制御する、前
記（１）から（９）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１１）
　前記記録部は、前記記録データの再生中も、継続的に取得された前記データを記録し、
　前記制御部は、前記ユーザ入力の時点を基準に遡った時点から当該ユーザ入力の時点以
降のいずれかの時点までの前記記録データが再生されるように制御する、前記（１）から
（１０）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１２）
　前記記録部は、継続的に取得された前記データの一部を記録する、前記（１）から（１
１）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１３）
　継続的に取得された前記データは、第１の装置により取得され、
　前記記録データの前記再生は、第２の装置において実行される、
前記（１）から（１２）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１４）
　前記第２の装置は、前記第１の装置から所定の距離内に位置する、前記（１３）に記載
の情報処理装置。
（１５）
　前記センサは、集音器および撮像素子のうちの少なくとも１つを含み、
　継続的に取得された前記データは、前記センサが集音器を含む場合に音声データを含み
、前記センサが撮像素子を含む場合に映像データを含む、
前記（１）から（１４）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１６）
　コンピュータを、
　センサを介して継続的に取得されたデータを記録する記録部と、
　前記記録部により記録された記録データの再生を制御する制御部と、
として機能させ、
　前記制御部は、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点からの
前記記録データが再生されるように制御する、
ためのプログラム。
（１７）
　センサを介して継続的に取得されたデータを記録することと、
　記録された記録データの再生を制御することと、
を含み、
　前記制御することは、ユーザ入力に応じて、当該ユーザ入力の時点を基準に遡った時点
からの前記記録データが再生されるように制御することを含む、
情報処理方法。
【符号の説明】
【０１１９】
　３　　　　　　　　　　　　情報処理システム
　１０　　　　　　　　　　　ユーザ
　２０　　　　　　　　　　　ヘッドフォン
　３０　　　　　　　　　　　撮像装置
　１００　　　　　　　　　　ユーザ装置
　１１０　　　　　　　　　　集音器
　１２０、１２２　　　　　　取得部
　１３０、１３２、２３０　　記録部
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　１４０、１４２、２４０　　記憶部
　１５０　　　　　　　　　　操作部
　１６０、１６２、２６０　　再生制御部
　１７０、１７２　　　　　　再生部
　１８０　　　　　　　　　　表示部
　２００　　　　　　　　　　サーバ装置
　２１０　　　　　　　　　　受信部
　２７０　　　　　　　　　　送信部
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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