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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置と、前記表示装置と通信可能な情報端末と、を含む再生システムであって、
　前記情報端末は、
　　格納されたコンテンツデータの識別情報を第１の表示領域に表示する第１の表示制御
手段と、
　　前記第１の表示領域に表示された識別情報に対して、タップ操作が行われることでコ
ンテンツデータが選択されるごとに、該選択されたコンテンツデータの識別情報に対応す
る識別情報を、前記第１の表示領域と同一画面内の第２の表示領域に表示し、前記第１の
表示領域に表示された該選択されたコンテンツデータの識別情報に対して、再度のタップ
操作が行われることで該選択されたコンテンツデータの選択が解除されるごとに、該選択
が解除されたコンテンツデータの識別情報に対応する識別情報を、該第２の表示領域から
削除する第２の表示制御手段と、を有し、
　前記表示装置は、
　　前記選択されたコンテンツデータを再生することを特徴とする再生システム。
【請求項２】
　表示装置と、再生制御プログラムと、を含む再生制御システムであって、
　前記再生制御プログラムは、前記表示装置と通信可能な情報端末のコンピュータに、
　　格納されたコンテンツデータの識別情報を第１の表示領域に表示する第１の表示制御
手順と、
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　　前記第１の表示領域に表示された識別情報に対して、タップ操作が行われることでコ
ンテンツデータが選択されるごとに、該選択されたコンテンツデータの識別情報に対応す
る識別情報を、前記第１の表示領域と同一画面内の第２の表示領域に表示し、前記第１の
表示領域に表示された該選択されたコンテンツデータの識別情報に対して、再度のタップ
操作が行われることで該選択されたコンテンツデータの選択が解除されるごとに、該選択
が解除されたコンテンツデータの識別情報に対応する識別情報を、該第２の表示領域から
削除する第２の表示制御手順と、を実行させ、
　前記表示装置は、
　　前記選択されたコンテンツデータを再生することを特徴とする再生制御システム。
【請求項３】
　表示装置と通信可能な情報端末であって、
　格納されたコンテンツデータの識別情報を第１の表示領域に表示する第１の表示制御手
段と、
　前記第１の表示領域に表示された識別情報に対して、タップ操作が行われることでコン
テンツデータが選択されるごとに、該選択されたコンテンツデータの識別情報に対応する
識別情報を、前記第１の表示領域と同一画面内の第２の表示領域に表示し、前記第１の表
示領域に表示された該選択されたコンテンツデータの識別情報に対して、再度のタップ操
作が行われることで該選択されたコンテンツデータの選択が解除されるごとに、該選択が
解除されたコンテンツデータの識別情報に対応する識別情報を、該第２の表示領域から削
除する第２の表示制御手段と
　を有することを特徴とする情報端末。
【請求項４】
　表示装置と通信可能な情報端末のコンピュータに、
　格納されたコンテンツデータの識別情報を第１の表示領域に表示する第１の表示制御手
順と、
　前記第１の表示領域に表示された識別情報に対して、タップ操作が行われることでコン
テンツデータが選択されるごとに、該選択されたコンテンツデータの識別情報に対応する
識別情報を、前記第１の表示領域と同一画面内の第２の表示領域に表示し、前記第１の表
示領域に表示された該選択されたコンテンツデータの識別情報に対して、再度のタップ操
作が行われることで該選択されたコンテンツデータの選択が解除されるごとに、該選択が
解除されたコンテンツデータの識別情報に対応する識別情報を、該第２の表示領域から削
除する第２の表示制御手順と
　を実行させることを特徴とする再生制御プログラム。
【請求項５】
　前記第２の表示制御手順は、
　前記タップ操作が行われることで選択されたコンテンツデータの識別情報に対応する識
別情報を、選択順に、前記第２の表示領域に表示することを特徴とする請求項４に記載の
再生制御プログラム。
【請求項６】
　前記コンピュータに、更に、
　前記第２の表示制御手順において前記第２の表示領域に表示された前記選択されたコン
テンツデータの識別情報に対応する識別情報を記憶部に記憶させる記憶手順を実行させ、
　前記第２の表示制御手順は、前記コンピュータにより前記再生制御プログラムが起動さ
れた際に、前記記憶部に記憶されている前記選択されたコンテンツデータの識別情報に対
応する識別情報を読み出して、前記第２の表示領域に表示することを特徴とする請求項４
または５に記載の再生制御プログラム。
【請求項７】
　前記第１の表示制御手順は、
　前記格納されたコンテンツデータのうち、ユーザの表示指示に応じたグループに分類さ
れるコンテンツデータの識別情報を、前記第１の表示領域に表示することを特徴とする請



(3) JP 6277626 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

求項４乃至６のいずれか１項に記載の再生制御プログラム。
【請求項８】
　前記第１の表示制御手順は、
　前記格納されたコンテンツデータの識別情報のうち、ユーザの表示指示により、前記第
１の表示領域にて視認されるようにスライドされた識別情報を、前記第１の表示領域に表
示することを特徴とする請求項４乃至７のいずれか１項に記載の再生制御プログラム。
【請求項９】
　前記コンピュータに、更に、
　前記タップ操作が行われることで選択されたコンテンツデータを前記表示装置へ送信す
る送信手順を実行させることを特徴とする請求項４乃至８のいずれか１項に記載の再生制
御プログラム。
【請求項１０】
　前記コンピュータに、更に、
　前記格納されたコンテンツデータのうち、ユーザの表示指示に応じたグループに分類さ
れるコンテンツデータの識別情報を生成する識別情報生成手順を実行させ、
　前記第１の表示制御手順は、前記識別情報生成手順によって生成された、前記ユーザの
表示指示に応じたグループに分類されるコンテンツデータの識別情報を、前記第１の表示
領域に表示し、
　前記第２の表示制御手順は、前記第１の表示領域においてタップ操作された複数の識別
情報に対応する複数の識別情報であって、前記識別情報生成手順によって生成された、互
いに異なるグループに分類されるコンテンツデータの識別情報に対応する識別情報を、タ
ップ操作が行われることでそれぞれのコンテンツデータが選択されるごとに、前記第２の
表示領域に表示することを特徴とする請求項４に記載の再生制御プログラム。
【請求項１１】
　表示装置と、前記表示装置と通信可能な情報端末と、を含む再生システムによる再生制
御方法であって、
　前記情報端末が、
　　格納されたコンテンツデータの識別情報を第１の表示領域に表示する第１の表示制御
手順と、
　　前記第１の表示領域に表示された識別情報に対して、タップ操作が行われることでコ
ンテンツデータが選択されるごとに、該選択されたコンテンツデータの識別情報に対応す
る識別情報を、前記第１の表示領域と同一画面内の第２の表示領域に表示し、前記第１の
表示領域に表示された該選択されたコンテンツデータの識別情報に対して、再度のタップ
操作が行われることで該選択されたコンテンツデータの選択が解除されるごとに、該選択
が解除されたコンテンツデータの識別情報に対応する識別情報を、該第２の表示領域から
削除する第２の表示制御手順と、を実行し、
　前記表示装置が、
　　前記選択されたコンテンツデータを再生することを特徴とする再生制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生制御技術に関するものであり、特に、再生システム、再生制御システム
、情報端末、表示装置、再生制御プログラム及び再生制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、画像データ等のコンテンツデータを、再生順序を指定するプレイリストファ
イルを用いて再生する再生制御技術が知られている（例えば、特許文献１（特開２００５
－２７１５９号公報）参照）。当該特許文献によれば、コンテンツデータを編集しなくて
も、プレイリストファイルの内容を書き換えるだけで、任意の再生順序でコンテンツデー
タを再生することができる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来技術では、再生するコンテンツデータを選択するための選択画
面と、選択結果を表示するための表示画面（つまり、プレイリストファイルの内容を表示
する画面）とが、別画面として構成されていた。
【０００４】
　このため、例えば、コンテンツデータの選択操作を行いながらプレイリストファイルの
内容を確認するといったことが困難であり、十分なユーザビリティを有していなかった。
【０００５】
　具体的には、プレイリストファイルの内容を確認した後にコンテンツデータを選択しよ
うとすると、選択画面に戻るために、複数の操作手順を踏む必要があった。また、選択操
作の途中でプレイリストファイルの内容を確認しようとした場合も、表示画面に移行する
ために、複数の操作手順を踏む必要があった。
【０００６】
　一方で、プレイリストファイルのような、再生対象のコンテンツデータ群を特定するた
めのファイルを生成するにあたっては、再生するコンテンツデータの選択操作を、ユーザ
が選択結果を常に確認しながら行えることが望ましい。
【０００７】
　本発明は、上記事情を鑑みてこれを解決すべく為されたものであり、再生対象のコンテ
ンツデータ群を生成するための選択操作において、ユーザビリティの向上を図ることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成すべく以下の如き構成を採用した。
【０００９】
　本発明は、表示装置と、前記表示装置と通信可能な情報端末と、を含む再生システムで
あって、前記情報端末は、格納されたコンテンツデータの識別情報を第１の表示領域に表
示する第１の表示制御手段と、前記第１の表示領域に表示された識別情報に対して、タッ
プ操作が行われることでコンテンツデータが選択されるごとに、該選択されたコンテンツ
データの識別情報に対応する識別情報を、前記第１の表示領域と同一画面内の第２の表示
領域に表示し、前記第１の表示領域に表示された該選択されたコンテンツデータの識別情
報に対して、再度のタップ操作が行われることで該選択されたコンテンツデータの選択が
解除されるごとに、該選択が解除されたコンテンツデータの識別情報に対応する識別情報
を、該第２の表示領域から削除する第２の表示制御手段と、を有し、前記表示装置は、前
記選択されたコンテンツデータを再生することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、再生対象のコンテンツデータ群を生成するための選択操作において、
ユーザビリティの向上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態に係る再生システムのシステム構成の一例を示す図である。
【図２】再生システムの利用シーンの一例を説明する図である。
【図３】再生システムが有する各装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図４】再生システムが有する各装置の機能構成の一例を示す図である。
【図５】再生システムの動作を説明するシーケンス図である。
【図６】実施形態に係る情報端末に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図７】表示画面を構成する第１の表示領域の表示内容と、記憶領域との関係を示す図で
ある。
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【図８】表示画面を構成する第１の表示領域の表示内容と、スクロール機能との関係を示
す図である。
【図９】コンテンツデータを選択するための選択操作及びコンテンツデータの選択を解除
するための選択解除操作を説明するための図である。
【図１０】第１の表示領域の表示内容と第２の表示領域の表示内容との関係を説明するた
めの図である。
【図１１】第１の表示領域の表示内容と第２の表示領域の表示内容との関係を説明するた
めの図である。
【図１２】再生制御プログラムの起動動作及び終了動作と、第２の表示領域の表示内容と
の関係を説明するための図である。
【図１３】第１表示制御部による第１の表示領域の表示制御処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１４】第２表示制御部による第２の表示領域の表示制御処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１５】音声入力による、コンテンツデータの選択及び選択解除を説明するための図で
ある。
【図１６】第２の表示領域に表示されるサムネイル画像の表示例を示す図である。
【図１７】コンテンツデータが選択されていない状態での、第２の表示領域の表示例を示
す図である。
【図１８】コンテンツデータを選択するための選択操作及びコンテンツデータの選択を解
除するための選択解除操作を説明するための図である。
【図１９】コンテンツデータの選択を解除するための選択解除操作を説明するための図で
ある。
【図２０】コンテンツデータの選択を解除するための選択解除操作を説明するための図で
ある。
【図２１】再生コンテンツデータの再生順序を変更するための変更操作を説明するための
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の各実施形態について説明する。なお、以下の各実
施形態に係る再生制御技術は、例えば、情報端末と表示装置とを有する再生システムにお
いて実現される。具体的には、情報端末が、ユーザにより設定された値に基づきコンテン
ツデータの再生に関する情報である再生制御情報を生成し、当該生成した再生制御情報を
表示装置に送信することで、表示装置に当該再生制御情報を設定する再生システムにおい
て実現される。以下、当該再生システムについて詳説したうえで、当該再生システムにお
いて実現される各実施形態に係る再生制御技術について説明する。
【００１３】
　［第１の実施形態］
　＜再生システムのシステム構成＞
　はじめに、本実施形態に係る再生制御技術が実現される再生システムのシステム構成に
ついて説明する。図１は、本実施形態に係る再生システム１００のシステム構成の一例を
示す図である。
【００１４】
　再生システム１００は、本実施形態に係る情報端末２００と表示装置３００とを有する
。再生システム１００において、情報端末２００と表示装置３００とはネットワーク等の
データ伝送路Ｎを介して通信可能に接続されている。
【００１５】
　情報端末２００は、例えば３Ｇ（3rd Generation）、ＬＴＥ（Long Term Evolution）
、４Ｇ（4th Generation）等の規格に準ずる通信方式により通信を行うよう構成されてい
る。ただし、情報端末２００は、例えばＺｉｇＢｅｅやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
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等に準ずる通信方式により通信を行うように構成されていてもよい。
【００１６】
　情報端末２００は、例えばスマートフォンや携帯電話等の無線通信端末であっても、あ
るいはタブレットＰＣ（Personal Computer）やノート型ＰＣであってもよく、表示装置
３００と通信を行うことができる機器であればよい。
【００１７】
　情報端末２００には、本実施形態に係る再生制御プログラム２１０がインストールされ
ている。情報端末２００は、再生制御プログラム２１０を実行することにより、表示装置
３００に表示させるコンテンツデータの再生に関する情報である再生制御情報を生成する
とともに、コンテンツデータと再生制御情報とを表示装置３００に送信する。
【００１８】
　本実施形態に係る表示装置３００には、再生プログラム３１０がインストールされてい
る。表示装置３００は、再生プログラム３１０を実行することにより、情報端末２００か
ら送信されたコンテンツデータを、再生制御情報に基づいて表示する。
【００１９】
　表示装置３００は、情報端末２００から送信された再生制御情報に基づきコンテンツデ
ータを表示する表示機能を有していればよく、例えばプロジェクタやディスプレイ等の機
器であればよい。
【００２０】
　以下、本実施形態の説明では、表示装置３００が再生制御情報にしたがってコンテンツ
データを表示することを、コンテンツデータを再生する、と表現する。
【００２１】
　また、本実施形態の説明におけるコンテンツデータには、例えば、画像データや動画デ
ータ等が含まれる。また、コンテンツデータとなる画像データは、例えば１枚の画像から
なる画像データであってもよいし、複数枚の画像からなる画像データであってもよい。す
なわち、本実施形態の説明におけるコンテンツデータは、表示装置３００にて再生させる
ことが可能なデータであればよい。
【００２２】
　なお、以下の本実施形態の説明では、表示装置３００にて再生されるコンテンツデータ
を再生コンテンツデータと呼び、それ以外の、例えば所定の記憶領域に格納されているコ
ンテンツデータを単にコンテンツデータと呼ぶ。
【００２３】
　＜再生システムの利用シーンの説明＞
　次に、図２を参照しながら、再生システム１００の利用シーンについて説明する。図２
は、再生システム１００の利用シーンの一例を説明する図である。
【００２４】
　図２の例では、情報端末２００としてスマートフォン又はタブレットＰＣを用い、表示
装置３００としてプロジェクタ３０１とスクリーン３０２とを用いて再生システム１００
を構成した場合を示している。なお、当該再生システム１００は、例えば電子看板（Digi
tal Signage）として利用することができる。
【００２５】
　情報端末２００では、ユーザにより、コンテンツデータが選択されると、再生コンテン
ツデータを生成する。また、再生コンテンツデータの再生の仕方が設定されると、この設
定に基づき、再生コンテンツデータについての再生制御情報を生成する。そして情報端末
２００では、再生コンテンツデータと再生制御情報とをプロジェクタ３０１に送信する。
プロジェクタ３０１は、受信した再生コンテンツデータを記憶部３２（後述）に保存し、
再生制御情報に従って再生コンテンツデータを再生する。
【００２６】
　このように、再生システム１００によれば、ユーザは、再生コンテンツデータと再生制
御情報とを、１度、情報端末２００から表示装置３００に送信すれば、当該再生コンテン
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ツデータを所望の設定通りに継続して再生させることができる。
【００２７】
　すなわち、再生システム１００を電子看板等に利用した場合、ユーザが所望する再生コ
ンテンツデータの再生が自動的に行われるため、ユーザは再生コンテンツデータの表示順
や表示の切り替え等に関する設定を、その都度行う手間を省くことができる。
【００２８】
　＜再生システムのハードウェア構成＞
　次に図３を参照して再生システム１００が有する各装置のハードウェア構成を説明する
。図３は、再生システム１００が有する各装置（情報端末２００、表示装置３００）のハ
ードウェア構成の一例を示す図である。
【００２９】
　本実施形態に係る情報端末２００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２１、記憶
部２２、入力部２３、外部インターフェース部２４、ネットワーク制御部２５、出力部２
６、ドライバ２７を有する。なお、これらの要素はバスＢ１を介して相互に接続されてい
る。
【００３０】
　ＣＰＵ２１は、情報端末２００の各種動作を制御するコンピュータである。記憶部２２
は、情報端末２００の動作や演算に係る各種情報、情報端末２００で実行される、再生制
御プログラム２１０をはじめとする各種プログラム等を格納する。入力部２３は、各種信
号や情報を入力するために用いられる。入力部２３は、例えばタッチパネル等の表示機能
を有していてもよい。なお、入力部２３は、例えばポインティングデバイスやキーボード
等であってもよい。
【００３１】
　外部インターフェース部２４は、例えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリスロッ
トやＮＦＣ（Near field communication）等である。ネットワーク制御部２５は、モデム
、ＬＡＮカード等を含み、ネットワークに接続するために用いられる。
【００３２】
　出力部２６は、情報端末２００から外部に各種情報を出力するために用いられる。出力
部２６は、例えばディスプレイ等であってもよいし、外部装置へ各種データを送信する送
信部であってもよい。
【００３３】
　本実施形態に係る再生制御プログラム２１０は、情報端末２００を制御する各種プログ
ラムの少なくとも一部であり、例えば、記録媒体２８の配布やネットワークからのダウン
ロードなどによって提供される。
【００３４】
　つまり、再生制御プログラム２１０は、表示装置３００と組み合わせ、再生制御システ
ムとしてユーザに提供されてもよいし、表示装置３００とは別個に（つまり、再生制御プ
ログラム２１０のみが単独で）ユーザに提供されてもよい。無論、情報端末２００にはじ
めからインストールされた状態で、情報端末２００として、ユーザに提供されてもよい。
【００３５】
　再生制御プログラム２１０を記録した記録媒体２８には、ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブル
ディスク、光磁気ディスク等のように情報を光学的，電気的或いは磁気的に記録する記録
媒体を用いることができる。あるいは、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等のように情報を電気
的に記録する半導体メモリ等の記録媒体を用いることができる。
【００３６】
　再生制御プログラム２１０を記録した記録媒体２８がドライバ２７にセットされると、
再生制御プログラム２１０は記録媒体２８からドライバ２７を介して記憶部２２にインス
トールされる。ネットワークからダウンロードされる場合にあっては、再生制御プログラ
ム２１０は、ネットワーク制御部２５を介して記憶部２２にインストールされる。
【００３７】
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　記憶部２２は、インストールされた再生制御プログラム２１０をはじめとする各種プロ
グラムを格納すると共に、必要なファイル、データ等を格納する。ＣＰＵ２１は記憶部２
２に格納された再生制御プログラム２１０に従って、後述するような各種処理（第１表示
制御部による表示制御処理、第２表示制御部による表示制御処理等）を実現する。
【００３８】
　表示装置３００は、それぞれがバスＢ２を介して相互に接続されているＣＰＵ３１、記
憶部３２、入力部３３、外部インターフェース部３４、ネットワーク制御部３５、表示部
３６、ドライバ３７を有する。
【００３９】
　ＣＰＵ３１は、表示装置３００の各種動作を制御するコンピュータである。記憶部３２
は、表示装置３００の動作や演算に係る各種情報や、表示装置３００で実行される再生プ
ログラム３１０をはじめとする各種プログラム、表示装置３００で再生される再生コンテ
ンツデータ等を格納する。入力部３３は、各種信号や情報を入力するために用いられる。
入力部３３は、例えば表示装置３００を操作する操作部材等である。
【００４０】
　外部インターフェース部３４は、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリスロ
ットやＮＦＣ（Near field communication）等である。ネットワーク制御部３５は、表示
装置３００のネットワークへの接続を制御する。表示部３６は、表示装置３００が再生指
示を受けた再生コンテンツデータを再生する。
【００４１】
　再生プログラム３１０は、表示装置３００を制御する各種プログラムの少なくとも一部
である。再生プログラム３１０は、例えば、記録媒体３８の配布やネットワークからのダ
ウンロードなどによって提供される。
【００４２】
　再生プログラム３１０を記録した記録媒体３８がドライバ３７にセットされると、再生
プログラム３１０は記録媒体３８からドライバ３７を介して記憶部３２にインストールさ
れる。また、ネットワークからダウンロードされた場合にあっては、再生プログラム３１
０は、ネットワーク制御部３５を介して記憶部３２にインストールされる。
【００４３】
　記憶部３２は、インストールされた再生プログラム３１０を格納するとともに、必要な
ファイルや再生コンテンツデータ等のデータを格納する。ＣＰＵ３１は記憶部３２に格納
された再生プログラム３１０に従って、後述するような各種処理を実現する。
【００４４】
　＜再生システムの機能構成＞
　次に、図４を参照して、再生システム１００が有する各装置（情報端末２００、表示装
置３００）の機能構成について説明する。図４は、再生システム１００が有する各装置（
情報端末２００、表示装置３００）の機能構成の一例を示す図である。
【００４５】
　本実施形態に係る情報端末２００は、記憶部２２に所定の記憶領域２２０が設けられて
いる。記憶領域２２０には、例えば、コンテンツデータ２２１と、設定項目情報２２２と
が格納されている。コンテンツデータ２２１は、例えば、表示装置３００にて再生するこ
とが可能なデータであり、例えば画像データや動画データ等である。設定項目情報２２２
は、再生制御情報を生成するにあたり、ユーザにより設定される項目を示す情報である。
【００４６】
　なお、設定項目情報２２２には、例えば、"Ｏｒｄｅｒ"、"Ｔｉｍｅ"、"Ｅｆｆｅｃｔ"
等の項目が含まれる。項目"Ｏｒｄｅｒ"とは、再生コンテンツデータ３３１の再生順に関
する情報を設定する項目であり、例えば、コンテンツデータ２２１の識別情報の一覧画面
で選択された選択順序に従って再生するか、ランダムに再生するか、等を設定する項目で
ある。なお、コンテンツデータの識別情報とは、コンテンツデータを識別するための表示
情報であり、例えば、コンテンツデータのサムネイル画像や、コンテンツデータのファイ
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ル名等が含まれる。
【００４７】
　項目"Ｔｉｍｅ"とは、再生コンテンツデータ３３１の再生時間を設定する項目である。
項目"Ｅｆｆｅｃｔ"とは、再生コンテンツデータ３３１の表示の切り替え方法を設定する
項目であり、"フェードイン"や"プッシュ"、"ワイプ"等が設定される。
【００４８】
　なお、"フェードイン"とは、再生コンテンツデータの切り替え時に、次の再生コンテン
ツデータ３３１が徐々に明確になるように表示する切り替え方法である。"プッシュ"とは
、例えば、表示されている再生コンテンツデータを左右のどちらかに押し出すようにして
、次の再生コンテンツデータを表示する切り替え方法である。また、"ワイプ"とは、表示
されている再生コンテンツデータを拭き取るようにして次の再生コンテンツデータを表示
する切り替え方法である。
【００４９】
　また、情報端末２００は、表示制御部２１１、入力受付部２１２、再生制御情報生成部
２１３、送信部２１４を有する。
【００５０】
　表示制御部２１１は、情報端末２００の出力部２６であるディスプレイ等に、コンテン
ツデータ２２１の識別情報の一覧画面を表示したり、再生コンテンツデータ３３１として
選択されたコンテンツデータの識別情報の一覧画面を表示したりする。あるいは、設定項
目情報２２２に含まれる各項目の値を設定させるための設定画面を表示したりする。
【００５１】
　なお、本実施形態に係る情報端末２００は、表示制御部２１１として第１表示制御部２
１１ａと第２表示制御部２１１ｂとを有する。第１表示制御部２１１ａは、コンテンツデ
ータ２２１の識別情報の一覧画面の表示を制御する。また、第２表示制御部２１１ｂは、
再生コンテンツデータ３３１として選択されたコンテンツデータの識別情報の一覧画面の
表示を制御する。
【００５２】
　更に、表示制御部２１１は、再生コンテンツデータ３３１として選択されたコンテンツ
データの識別情報と、再生コンテンツデータ３３１として選択されたコンテンツデータの
格納場所を示すパス情報とを対応付けて記録する連結リスト２１６を保持する。
【００５３】
　入力受付部２１２は、コンテンツデータ２２１の識別情報の一覧画面においてコンテン
ツデータ２２１を選択するための選択操作を受け付ける。本実施形態では、情報端末２０
０の当該一覧画面に対する選択操作を介して選択されたコンテンツデータ２２１が、表示
装置３００で再生される再生コンテンツデータ３３１として、表示装置３００へと送信さ
れる。また、入力受付部２１２は、設定項目情報２２２に含まれる各項目の値を設定させ
るための設定画面を介して、ユーザからの設定値の入力を受け付ける。
【００５４】
　再生制御情報生成部２１３は、再生コンテンツデータに含まれる情報に基づき、再生制
御情報３３２を生成する。具体的には、再生制御情報生成部２１３では、再生制御情報３
３２に含まれる各項目と、各項目に設定された設定値とを対応付けた設定テーブル２１５
を保持しており、設定テーブル２１５を参照しながら所定のフォーマットに従って再生制
御情報３３２を生成する。
【００５５】
　設定項目情報２２２に含まれる各項目（項目"Ｏｒｄｅｒ"、"Ｔｉｍｅ"、"Ｅｆｆｅｃ
ｔ"等）は、再生制御情報３３２に含まれる各項目の一部である。すなわち、再生制御情
報３３２には、設定項目情報２２２に含まれる各項目に対して、設定画面を介してユーザ
が入力した設定値が含まれる。
【００５６】
　さらに、再生制御情報生成部２１３により生成される再生制御情報３３２には、表示装
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置３００で再生される再生コンテンツデータ３３１を特定するリスト（コンテンツリスト
）が含まれる。
【００５７】
　送信部２１４は、再生コンテンツデータ３３１と、生成された再生制御情報３３２とを
表示装置３００に送信する。
【００５８】
　なお、上記説明では、コンテンツデータ２２１は記憶部２２に格納されているものとし
たが、本発明はこれに限定されない。コンテンツデータ２２１は、例えば、情報端末２０
０が読取可能な可搬型の記録媒体に格納されていてもよいし、情報端末２００と通信が可
能な外部装置に格納されていてもよい。
【００５９】
　表示装置３００は、保存制御部３１１、検証部３１２、通知部３１３を有する。また、
表示装置３００は、表示部３６に対する表示を制御する表示制御部３２０を有する。
【００６０】
　さらに、表示装置３００は、情報端末２００から送信された再生コンテンツデータ３３
１と再生制御情報３３２とを格納する記憶領域３３０を有する。なお、記憶領域３３０は
、例えば、表示装置３００が有する記憶部３２に設けられてもよいし、表示装置３００が
読取可能な可搬型の記録媒体に設けられていてもよい。また、記憶領域３３０は、表示装
置３００と通信が可能な外部装置等に設けられていてもよい。
【００６１】
　保存制御部３１１は、情報端末２００から受信した再生コンテンツデータ３３１と再生
制御情報３３２とを記憶領域３３０に格納する。また、保存制御部３１１は、情報端末２
００から再生コンテンツデータ３３１の再生指示を受けると、再生制御情報３３２に含ま
れる各項目の設定値を表示装置３００に設定する。
【００６２】
　検証部３１２は、再生制御情報３３２に基づき、再生コンテンツデータ３３１が表示装
置３００において再生可能か否かを検証する。通知部３１３は、検証部３１２による検証
結果を情報端末２００に通知する。
【００６３】
　＜再生システムにおける再生処理の流れ＞
　次に図５を参照して、再生システム１００の動作を説明する。図５は、再生システム１
００の動作を説明するシーケンス図である。
【００６４】
　情報端末２００では、ユーザよりコンテンツデータ２２１の識別情報の一覧表示の要求
を受けると（ステップＳ５０１）、第１表示制御部２１１ａが、コンテンツデータ２２１
の識別情報の一覧画面を表示する。また、第２表示制御部２１１ｂが、再生コンテンツデ
ータとして選択されたコンテンツデータの識別情報の一覧画面を表示する（ステップＳ５
０２）。なお、コンテンツデータ２２１の識別情報の一覧画面及び再生コンテンツデータ
として選択されたコンテンツデータの識別情報の一覧画面の詳細は後述する。
【００６５】
　続いて情報端末２００では、入力受付部２１２が、コンテンツデータ２２１を選択する
ための選択操作を受け付ける（ステップＳ５０３）。なお、入力受付部２１２が受け付け
た選択操作により選択されたコンテンツデータは、第２表示制御部２１１ｂにより、その
識別情報が、一覧画面に表示される。
【００６６】
　本実施形態に係る情報端末２００では、ユーザがコンテンツデータ２２１を選択するた
めの選択操作を終了するまでステップＳ５０３の処理を繰り返す。ステップＳ５０３で選
択されたコンテンツデータ２２１は、情報端末２００において再生コンテンツデータ３３
１として認識される。
【００６７】
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　続いて情報端末２００では、表示制御部２１１が、設定項目情報２２２を参照し、設定
項目情報２２２に含まれる項目の設定画面を表示する（ステップＳ５０４）。
【００６８】
　続いて情報端末２００では、入力受付部２１２が、設定画面を介してユーザにより入力
された各項目の設定値を受け付ける（ステップＳ５０５）。入力された各項目の設定値は
、設定テーブル２１５において、該当する項目と対応付けて保持される。設定項目情報２
２２に含まれる各項目は、前述した通りである。
【００６９】
　続いて情報端末２００では、ユーザより、再生コンテンツデータ３３１の再生要求を受
け付けると（ステップＳ５０６）、再生制御情報生成部２１３が、再生制御情報３３２を
生成する（ステップＳ５０７）。具体的には、ユーザより再生要求を受け付けると、再生
制御情報生成部２１３が、設定テーブル２１５に格納された各項目の設定値を所定のフォ
ーマットに代入することで再生制御情報３３２を生成する。
【００７０】
　続いて情報端末２００では、送信部２１４が、再生制御情報３３２を表示装置３００に
送信する（ステップＳ５０８）。
【００７１】
　表示装置３００では、情報端末２００からの再生制御情報３３２を受信すると、保存制
御部３１１が、再生制御情報３３２を記憶領域３３０に格納する（ステップＳ５０９）。
【００７２】
　続いて情報端末２００では、送信部２１４が、再生コンテンツデータ３３１を表示装置
３００に送信する（ステップＳ５１０）。
【００７３】
　表示装置３００では、保存制御部３１１が、受信した再生コンテンツデータ３３１を記
憶領域３３０に格納する（ステップＳ５１１）。表示装置３００の場合、例えば記憶領域
３３０内に情報端末２００に対応したフォルダ等が設けられており、再生コンテンツデー
タ３３１と再生制御情報３３２はこのフォルダに格納される。
【００７４】
　続いて表示装置３００では、通知部３１３が、記憶領域３３０への再生コンテンツデー
タ３３１の格納（アップロード）を完了したことを情報端末２００へ通知する（ステップ
Ｓ５１２）。
【００７５】
　情報端末２００では、この通知を受けると、表示装置３００に対して再生コンテンツデ
ータ３３１の再生指示を送信する（ステップＳ５１３）。表示装置３００では、情報端末
２００からの再生指示を受信すると、再生制御情報３３２に従った再生コンテンツデータ
３３１の再生が実行されるよう、再生制御情報３３２に含まれる各項目の設定値を表示装
置３００内に設定する。
【００７６】
　また、表示装置３００では、再生指示を受信すると、検証部３１２が、再生制御情報３
３２に従った再生コンテンツデータ３３１の再生を実行することができるか否かを検証す
る（ステップＳ５１４）。
【００７７】
　ここで、検証部３１２による検証について説明する。検証部３１２では、再生制御情報
３３２を参照し、再生制御情報３３２が表示装置３００により読取可能なフォーマットで
あるか否かを検証する。また、検証部３１２では、再生制御情報３３２を参照し、例えば
、項目"Ｖｅｒｓｉｏｎ"の値が表示装置３００と対応しているか、また再生制御情報３３
２に各コンテンツデータ２２１のパス情報が含まれているか否か等の検証を行う。
【００７８】
　通知部３１３は、検証部３１２による検証結果を情報端末２００に通知する（ステップ
Ｓ５１５）。具体的には、再生コンテンツデータ３３１が再生可能であることが検証され
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た場合、通信が成功したことを情報端末２００に通知する。通知部３１３からの通知を受
信すると、情報端末２００では、通知結果を表示する（ステップＳ５１６）。
【００７９】
　また、通知部３１３では、再生コンテンツデータ３３１の再生が実行不可能であること
が検証された場合、通信に失敗したことを情報端末２００に通知する。再生が実行不可能
である場合とは、例えば、再生制御情報３３２が表示装置３００では読み取れないフォー
マットであった場合や、Ｖｅｒｓｉｏｎが表示装置３００と対応していない場合等が挙げ
られる。あるいは、再生制御情報３３２に、コンテンツデータ２２１のパス情報が含まれ
ていない場合等が挙げられる。
【００８０】
　表示装置３００では、例えば通信に失敗した場合に、再生コンテンツデータ３３１の再
送を促すメッセージを情報端末２００に表示させる。情報端末２００では、再生コンテン
ツデータ３３１を再送する場合、ステップＳ５０４～ステップＳ５０８までの処理を繰り
返す。
【００８１】
　なお、再生コンテンツデータ３３１を再送する場合、再生コンテンツデータ３３１と設
定項目情報２２２に含まれる項目の設定値のみを表示装置３００へ送信するようにしても
よい。この場合、表示装置３００では、再送された項目の設定値を再生制御情報３３２の
該当する項目へ格納し、再度、検証部３１２による検証が行われる。
【００８２】
　ステップＳ５１６に続いて表示装置３００では、再生コンテンツデータ３３１を再生制
御情報３３２に従って再生する（ステップＳ５１７）。
【００８３】
　なお、図５に示す情報端末２００の場合、再生制御情報３３２を表示装置３００に送信
した後に再生コンテンツデータ３３１を表示装置３００に送信する構成としたが、本発明
はこれに限定されない。例えば、再生制御情報３３２を再生コンテンツデータ３３１と対
応付けて、両者を同時に表示装置３００に送信する構成としてもよい。
【００８４】
　また、図５に示す情報端末２００の場合、コンテンツデータ２２１を選択するための選
択操作が行われ、設定項目情報２２２の項目の設定値が設定された後に、再生制御情報３
３２を生成する構成としたが、本発明はこれに限定されない。例えばコンテンツデータ２
２１を選択するための選択操作や設定項目情報２２２の項目の設定値の設定の際に、並行
して再生制御情報３３２を生成する構成としてもよい。
【００８５】
　また、設定項目情報２２２の各項目の設定値の設定は、例えば、再生制御プログラム２
１０が起動された際に行われてもよいし、コンテンツデータ２２１の識別情報の一覧表示
の要求を受けた直後に行われてもよい。設定項目情報２２２の項目の設定値の設定は、再
生制御情報３３２を生成する際に設定されていればよい。
【００８６】
　＜再生制御プログラムのユーザインターフェース＞
　次に、情報端末２００が再生制御プログラム２１０を実行することによりユーザに提供
されるユーザインターフェースについて説明する。図６は、再生制御プログラム２１０が
情報端末２００により実行されることで、ユーザに提供されるユーザインターフェースの
一例を示す図である。
【００８７】
　図６に示すように、再生制御プログラム２１０が実行されることで、情報端末２００に
は、ユーザインターフェースとして、コンテンツデータ２２１を選択し、選択結果を表示
するための表示画面６００が表示される。
【００８８】
　表示画面６００は、記憶領域２２０に格納されたコンテンツデータ２２１の全部または
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一部の識別情報（本実施形態では、サムネイル画像）を一覧表示する一覧画面である第１
の表示領域６１０を有する。更に、第１の表示領域６１０に一覧表示された識別情報（サ
ムネイル画像）に対する選択操作により選択されたコンテンツデータの識別情報（本実施
形態では、サムネイル画像）が一覧表示される一覧画面である第２の表示領域６２０を有
する。
【００８９】
　図６の例は、表示画面６００の第１の表示領域６１０に表示されたコンテンツデータ２
２１のサムネイル画像群６１１のうち、サムネイル画像６１１ａに対して選択操作が行わ
れたことを示している。選択操作が行われたサムネイル画像６１１ａは、対応するコンテ
ンツデータが再生コンテンツデータ３３１として選択されたことを明示するために、第２
の表示領域６２０にコピーされ、サムネイル画像６２１ａとして表示される。また、第１
の表示領域６１０のサムネイル画像６１１ａには、対応するコンテンツデータが選択され
たことを明示するためのチェックマークが重ねて表示される。
【００９０】
　上述したように、表示装置３００は、第２の表示領域６２０において表示されるサムネ
イル画像の並び順に基づいて、対応するコンテンツデータ２２１を再生することができる
。図６の例では、サムネイル画像６２１ａに対応するコンテンツデータを、表示装置３０
０にて最初に再生させることができる。
【００９１】
　なお、第２の表示領域６２０に表示されるサムネイル画像は、例えば、第１の表示領域
６１０においてサムネイル画像が選択された順に並べられているものとする。ただし、第
２の表示領域６２０に表示されるサムネイル画像の並び順は、ユーザが任意に変更するこ
とができるものとする。
【００９２】
　＜第１の表示領域の詳細説明その１＞
　次に、再生制御プログラム２１０が実行されることにより表示される表示画面６００の
うち、第１の表示領域６１０の表示内容について、記憶領域２２０との関係について詳説
する。
【００９３】
　図７は、再生制御プログラム２１０が実行されることにより表示される表示画面６００
のうち、第１の表示領域６１０の表示内容と、記憶領域２２０との関係を示す図である。
【００９４】
　図７（ａ）は、記憶領域２２０に格納されているコンテンツデータ２２１を模式的に示
したものである。コンテンツデータ２２１（図中の四角）は、記憶領域２２０内の画像記
憶領域７００に格納されている。画像記憶領域７００に格納されているコンテンツデータ
２２１の一部には、ユーザの指示に応じたラベルが付与されている（点線で囲まれたコン
テンツデータには同じラベルが付与されているものとする）。このため、情報端末２００
では、同じ種類のラベルごとにコンテンツデータ２２１を複数のグループに分類し、ユー
ザにより表示指示されたグループのコンテンツデータのサムネイル画像のみを第１の表示
領域６１０に表示させることができる。
【００９５】
　図７（ａ）の例は、画像記憶領域７００に格納されているコンテンツデータ２２１に対
して、"ＡＡＡＡ"から"ＦＦＦＦ"までの６種類のラベルが付与されている。
【００９６】
　なお、情報端末２００では、１つのコンテンツデータに対して、異なる種類の複数のラ
ベルを付与することも可能である。複数のラベルが付与されたコンテンツデータのサムネ
イル画像は、第１の表示領域６１０への表示指示がなされたそれぞれのグループの表示タ
イミングにおいて表示されることとなる。
【００９７】
　例えば、コンテンツデータ７０１には、"ＡＡＡＡ"のラベルと"ＢＢＢＢ"のラベルと付
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与されている。このため、コンテンツデータ７０１のサムネイル画像は、まず、"ＡＡＡ
Ａ"のラベルが付与されたコンテンツデータからなるグループを表示する旨の表示指示が
なされたタイミングで、第１の表示領域６１０に表示される。更に、"ＢＢＢＢ"のラベル
が付与されたコンテンツデータからなるグループを表示する旨の表示指示がなされたタイ
ミングで、第１の表示領域６１０に表示される。
【００９８】
　図７（ｂ）は、付与されたラベルに基づいて複数のグループに分類されたコンテンツデ
ータのサムネイル画像の第１の表示領域６１０における表示方法を示す図である。図７（
ｂ）に示すように、コンテンツデータ２２１に対して付与されたラベルは、表示画面６０
０においてアルバム名として表示される。
【００９９】
　換言すると、情報端末２００では、コンテンツデータ２２１にラベルが付与されている
場合、第１の表示領域６１０に、アルバム名一覧を表示させることができる。上述したよ
うに、図７（ａ）の例では、コンテンツデータ２２１に対して６種類のラベルが付与され
ているため、アルバム名一覧７１１には、６種類のアルバム名が表示されることとなる。
【０１００】
　各アルバム名は、ユーザによる表示指示を受け付けることができるよう構成されている
。このため、いずれかのアルバム名に対して表示指示がなされると、情報端末２００では
、画像記憶領域７００に格納されたコンテンツデータ２２１のうち、当該アルバム名のラ
ベルが付与されたコンテンツデータを抽出する。そして、抽出したコンテンツデータを、
それぞれサムネイル画像に変換したうえで、第１の表示領域６１０に表示する。なお、第
１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像には、対応するコンテンツデータの格納
場所を示すパス情報が対応付けられているものとする。
【０１０１】
　図７（ｂ）右上側の例では、第１の表示領域６１０に表示されたアルバム名一覧７１１
の中から、アルバム名"ＡＡＡＡ"に対して表示指示を入力すべく、ユーザが矢印７２１を
押圧した様子を示している。矢印７２１が押圧されることで、情報端末２００では、アル
バム名"ＡＡＡＡ"のラベルが付与されているコンテンツデータを抽出する。更に、抽出し
た各コンテンツデータをサムネイル画像に変換したうえで、サムネイル画像群７１２とし
て、第１の表示領域６１０に表示する。
【０１０２】
　なお、領域表示部７３１には、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像群７
１２が、アルバム名"ＡＡＡＡ"のラベルが付与されたコンテンツデータ群に対応するサム
ネイル画像群であることが明示される。なお、ユーザは、アルバムボタン７３２を押圧す
ることで、第１の表示領域６１０にアルバム名一覧７１１が表示される表示画面６００に
戻ることができる。
【０１０３】
　一方、情報端末２００では、第１の表示領域６１０にアルバム名一覧７１１が表示され
た状態において、画像記憶領域全体ボタン７２２が押圧されることで表示指示が入力され
ると、図７（ｂ）右下側に示す表示画面に遷移する。
【０１０４】
　この場合、情報端末２００では、画像記憶領域７００に格納されている全てのコンテン
ツデータ２２１を、サムネイル画像に変換し、サムネイル画像群７１３として第１の表示
領域６１０にその一部を表示する。なお、この場合も、第１の表示領域６１０に表示され
たサムネイル画像群７１３には、それぞれ対応するコンテンツデータの格納場所を示すパ
ス情報が対応付けられているものとする。
【０１０５】
　画像記憶領域全体ボタン７２２が押圧された状態において、領域表示部７３１には、第
１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像群７１３が、画像記憶領域７００に含ま
れる全てのコンテンツデータ２２１のサムネイル画像群であることが明示される。なお、
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ユーザは、アルバムボタン７３２を押圧することで、再び、第１の表示領域６１０にアル
バム名一覧７１１が表示される表示画面６００に戻ることができる。
【０１０６】
　このように、本実施形態に係る情報端末２００では、異なるラベルが付与されたコンテ
ンツデータのサムネイル画像それぞれを、ユーザにより入力された表示指示に応じて（つ
まり、異なるタイミングで）第１の表示領域６１０に表示させることができる。
【０１０７】
　＜第１の表示領域の詳細説明その２＞
　次に、再生制御プログラム２１０が実行されることにより表示される表示画面６００の
うち、第１の表示領域６１０について、スクロール機能との関係について詳説する。
【０１０８】
　図８は、再生制御プログラム２１０が実行されることにより表示される表示画面６００
のうち、第１の表示領域６１０の表示内容と、スクロール機能との関係を説明するための
図である。
【０１０９】
　図８（ａ）は、記憶領域２２０の画像記憶領域７００に格納されているコンテンツデー
タ２２１のうち、特に、"ＥＥＥＥ"のラベルが付与されたコンテンツデータを模式的に示
した図である。また、図８（ｂ）は、アルバム名一覧においてアルバム名"ＥＥＥＥ"に対
する表示指示がなされ、アルバム名"ＥＥＥＥ"のラベルが付与されているコンテンツデー
タを抽出し、サムネイル画像群８１１として第１の表示領域６１０に表示した様子を示す
図である。
【０１１０】
　図８（ａ）に示すように、記憶領域２２０の画像記憶領域７００には、アルバム名"Ｅ
ＥＥＥ"のラベルが付与されたコンテンツデータが３５個格納されている。このため、ユ
ーザによりアルバム名"ＥＥＥＥ"に対する表示指示がなされると、情報端末２００では、
記憶領域２２０の画像記憶領域７００より３５個のコンテンツデータを抽出し、それぞれ
サムネイル画像に変換する。
【０１１１】
　図８（ｂ）の例は、説明の便宜上、"１"～"３５"の番号からなるサムネイル画像が生成
された場合を示している。
【０１１２】
　ここで、情報端末２００は、第１の表示領域６１０に同時に表示できるサムネイル画像
の数が４×４個となるように構成されているものとする。このため、ユーザは、アルバム
名"ＥＥＥＥ"に対して表示指示を行った場合、アルバム名"ＥＥＥＥ"のラベルが付与され
たコンテンツデータのうちの一部のコンテンツデータのサムネイル画像のみを視認するこ
ととなる。
【０１１３】
　具体的には、図８（ｂ）の左側に示すサムネイル画像群８１１の例では、"１"～"４"、
"６"～"９"、"１１"～"１４"、"１６"～"１９"のサムネイル画像群のみを視認することと
なる。
【０１１４】
　一方、残りのサムネイル画像群は、ユーザがスライダーバー８０１を上下または左右に
スライド操作することで、第１の表示領域６１０において視認することができる。図８（
ｂ）の右側に示す表示画面６００のサムネイル画像群８１１'は、スライダーバー８０１
を上下または左右にスライド操作することで、図８（ｂ）の左側に示す表示画面６００に
おいて視認できなかったサムネイル画像群を視認できることを示している。
【０１１５】
　具体的には、図８（ｂ）の右側に示す表示画面６００のサムネイル画像群８１１'の例
では、"１７"～"２０"、"２２"～"２５"、"２７"～"３０"、"３２"～"３５"のサムネイル
画像群を視認することができる。
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【０１１６】
　なお、図８（ｂ）の例では、説明の便宜上、スライダーバー８０１を表示することとし
たが、本発明はこれに限定されない。情報端末２００は、スライダーバー８０１の有無に
関わらず、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像群を、上下及び左右にスラ
イドさせることができるよう構成されているものとする。
【０１１７】
　このように、本実施形態に係る情報端末２００では、第１の表示領域６１０に表示可能
なサムネイル画像の個数を超えるサムネイル画像群を第１の表示領域６１０に表示させる
場合、サムネイル画像群に対するスライド操作が有効になるよう構成されている。
【０１１８】
　このため、ユーザは、サムネイル画像群に対してスライド操作を行うことで、所定の位
置関係に配置されたサムネイル画像群を、第１の表示領域６１０に対して異なるタイミン
グで表示させることができる。
【０１１９】
　換言すると、情報端末２００では、所定の位置関係に配置されたサムネイル画像を、第
１の表示領域６１０に、ユーザにより入力された表示指示（スライド操作）に応じたタイ
ミングで表示させることができる。
【０１２０】
　＜コンテンツデータの選択操作及び選択解除操作の説明＞
　次に、コンテンツデータの選択操作及び選択解除操作について説明する。図９は、情報
端末２００においてコンテンツデータを選択するための選択操作及びコンテンツデータの
選択を解除するための選択解除操作を説明するための図である。
【０１２１】
　図９（ａ）に示すように、ユーザの表示指示に応じて、第１の表示領域６１０にサムネ
イル画像が表示されている状態で、ユーザは、いずれかのサムネイル画像に対してタップ
操作を行うことで、対応するコンテンツデータを選択することができる。
【０１２２】
　タップ操作による選択指示がなされたサムネイル画像は、対応付けられたパス情報とと
もにコピーされ、第２の表示領域６２０に表示される。このように、第２の表示領域６２
０に、当該選択指示が行われたサムネイル画像が表示されることで、ユーザは、当該サム
ネイル画像に対応するコンテンツデータが、再生コンテンツデータとして選択されたこと
を確認することができる。なお、情報端末２００では、第１の表示領域６１０に表示され
ている当該サムネイル画像にもチェックマークを重畳して表示する。このため、ユーザは
、当該チェックマークによっても、当該サムネイル画像に対応するコンテンツデータが、
再生コンテンツデータとして選択されていることを確認することができる。
【０１２３】
　一方、図９（ｂ）に示すように、第２の表示領域６２０にサムネイル画像が表示されて
いる状態において、第１の表示領域６１０の対応するサムネイル画像に対して、再度、タ
ップ操作を行うことで、対応する再生コンテンツデータの選択を解除することができる。
【０１２４】
　選択が解除されると、第２の表示領域６２０に表示されていたサムネイル画像が削除さ
れる。また、第１の表示領域６１０に表示されていた、対応するサムネイル画像のチェッ
クマークも削除される。これにより、ユーザは、当該サムネイル画像に対応する再生コン
テンツデータの選択が解除され、再生コンテンツデータではなくなったことを確認するこ
とができる。
【０１２５】
　このように、本実施形態に係る情報端末２００では、第１の表示領域６１０に表示され
たサムネイル画像に対する１回のタップ操作により、対応するコンテンツデータを選択し
、もう一度のタップ操作により、当該選択を解除することができる。
【０１２６】
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　つまり、本実施形態に係る情報端末２００では、第１の表示領域６１０に表示されたサ
ムネイル画像に対するタップ操作を、選択指示または選択解除指示として認識する。
【０１２７】
　＜第２の表示領域の詳細説明その１＞
　次に、再生制御プログラム２１０が実行されることにより表示される表示画面６００の
うち、第２の表示領域６２０の表示内容について、第１の表示領域６１０の表示内容との
関係を詳説する。
【０１２８】
　図１０は、ユーザの表示指示に基づく、第１の表示領域６１０の表示内容と、第２の表
示領域６２０の表示内容との関係を示す図である。このうち、図１０（ａ）は、ユーザに
より、アルバム名"ＡＡＡＡ"に対する表示指示がなされ、第１の表示領域６１０に、アル
バム名"ＡＡＡＡ"のラベルが付与されたコンテンツデータのサムネイル画像が表示された
状態を示している。
【０１２９】
　図１０（ａ）に示す状態で、"１"及び"２"のサムネイル画像に対してタップ操作が行わ
れると、図１０（ｂ）に示すように、当該サムネイル画像が第２の表示領域６２０に表示
される。その後、ユーザによってアルバムボタン７３２が押圧されると、図１０（ｃ）に
示すように、第１の表示領域６１０には、アルバム名一覧７１１が表示される。
【０１３０】
　このとき、第２の表示領域６２０の表示内容は維持される。つまり、ユーザの表示指示
により、第１の表示領域６１０の表示内容が変化した場合であっても、第２の表示領域６
２０自体が維持されるとともに、第２の表示領域６２０の表示内容も変化しない。
【０１３１】
　ここで、アルバム名一覧７１１が表示された状態で、アルバム名"ＦＦＦＦ"に対する表
示指示を行うべく、ユーザが矢印７２１を押圧したとする。この場合、図１０（ｄ）に示
すように、第１の表示領域６１０には、アルバム名"ＦＦＦＦ"のラベルが付与されたコン
テンツデータのサムネイル画像群が表示される。
【０１３２】
　なお、この場合も、第２の表示領域６２０の表示内容は維持される。このため、図１０
（ｄ）に示す状態で、"１０８"のサムネイル画像に対してユーザによりタップ操作が行わ
れると、図１０（ｅ）に示すように、当該サムネイル画像が第２の表示領域６２０に追加
表示される。
【０１３３】
　このように、情報端末２００では、再生制御プログラム２１０が実行され表示画面６０
０が表示された後は、第１の表示領域６１０の表示内容の変化に関わらず、第２の表示領
域６２０の表示内容が維持される。
【０１３４】
　つまり、第１の表示領域６１０に表示された表示対象が、ユーザの表示指示に基づいて
切り替えられた場合であっても、既に選択されたコンテンツデータの選択状態は維持され
る。また、第２の表示領域６２０における、該選択されたコンテンツデータのサムネイル
画像の表示も維持される。
【０１３５】
　このため、ユーザは、常に、いずれのコンテンツデータが選択されているかを確認しな
がら、選択操作を行うことができる。
【０１３６】
　＜第２の表示領域の詳細説明その２＞
　次に、再生制御プログラム２１０が実行されることにより表示される表示画面６００の
うち、第２の表示領域６２０について、第１の表示領域６１０の表示内容との関係につい
て詳説する。
【０１３７】
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　図１１は、ユーザのスライド操作に基づく、第１の表示領域６１０の表示内容と、第２
の表示領域６２０の表示内容との関係を示す図である。このうち、図１１（ａ）は、ユー
ザにより、アルバム名"ＥＥＥＥ"に対する表示指示がなされ、第１の表示領域６１０に、
アルバム名"ＥＥＥＥ"のラベルが付与されたコンテンツデータのサムネイル画像群が表示
された状態を示している。
【０１３８】
　図１１（ａ）に示す状態で、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像群のう
ち、"１"のサムネイル画像に対してタップ操作が行われると、図１１（ｂ）に示すように
、当該サムネイル画像が第２の表示領域６２０に表示される。その後、ユーザによってス
ライド操作が行われると、図１１（ｃ）に示すように、"１"のサムネイル画像が、第１の
表示領域６１０において視認できなくなる。一方、図１１（ａ）に示す状態では第１の表
示領域６１０において視認できていなかったサムネイル画像が第１の表示領域６１０にお
いて視認できるようになる。
【０１３９】
　このような場合であっても、第２の表示領域６２０の表示内容は維持される。つまり、
ユーザによるスライド操作により、第１の表示領域６１０の表示内容が変化し、第２の表
示領域に表示されているサムネイル画像に対応するサムネイル画像が第１の表示領域６１
０において視認できなくなったとしても、第２の表示領域は変化しない。
【０１４０】
　更に、図１１（ｃ）に示す状態で、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像
群のうち、"３５"のサムネイル画像に対してタップ操作が行われると、図１１（ｄ）に示
すように、当該サムネイル画像が第２の表示領域６２０に追加表示される。
【０１４１】
　つまり、情報端末２００では、第１の表示領域６１０に表示された表示対象が、ユーザ
の表示指示（スライド操作）により変化した場合であっても、既に選択されたコンテンツ
データの選択状態が維持される。また、第２の表示領域６２０における、該選択されたコ
ンテンツデータのサムネイル画像の表示も維持される。
【０１４２】
　このため、ユーザは、常に、いずれのコンテンツデータが選択されているかを確認しな
がら、選択操作を行うことができる。かかる構成は、特に、第１の表示領域６１０に表示
されるサムネイル画像の数が多い場合や、第１の表示領域６１０に表示されている順序と
は異なる順序で、選択操作を行いたい場合等に、ユーザにとって便利である。
【０１４３】
　＜第２の表示領域の詳細説明その３＞
　次に、再生制御プログラム２１０が実行されることにより表示される表示画面６００の
うち、第２の表示領域６２０について、再生制御プログラム２１０の起動動作及び終了動
作との関係について詳説する。
【０１４４】
　図１２は、再生制御プログラム２１０の起動動作及び終了動作と、第２の表示領域６２
０の表示内容との関係について説明するための図である。
【０１４５】
　このうち、図１２（ａ）は、第１の表示領域６１０に、アルバム名"ＢＢＢＢ"のラベル
が付与されたコンテンツデータのサムネイル画像群が表示されている状態で、"１"及び"
２"のサムネイル画像に対応するコンテンツデータが選択された状態を示している。
【０１４６】
　ここで、図１２（ａ）に示す状態で、ユーザにより、再生制御プログラム２１０の終了
指示が入力され、再生制御プログラム２１０が終了したとする。図１２（ｂ）は、再生制
御プログラム２１０が終了した状態を示している。
【０１４７】
　更に、図１２（ｂ）に示す状態で、ユーザにより、再び、再生制御プログラム２１０の
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起動指示が入力され、再生制御プログラム２１０が起動されたとする。図１２（ｃ）は、
再び、再生制御プログラム２１０が起動された直後の状態を示している。
【０１４８】
　図１２（ｃ）に示すように、再生制御プログラム２１０が起動されると、第１の表示領
域６１０には、記憶領域２２０の画像記憶領域７００に格納されたコンテンツデータ２２
１のサムネイル画像群が表示される。一方、第２の表示領域６２０には、再生制御プログ
ラム２１０が終了された際に、第２の表示領域６２０に表示していたサムネイル画像が、
再び表示される。
【０１４９】
　このように、本実施形態に係る情報端末２００では、再生制御プログラム２１０を終了
した場合であっても、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像は維持される。
このため、再度、起動した際に、終了直前の第２の表示領域６２０の状態と同じ状態が再
現されることとなる。
【０１５０】
　＜第１表示制御部による表示制御処理＞
　次に、再生制御プログラム２１０の第１表示制御部２１１ａによる、第１の表示領域６
１０の表示制御処理について説明する。図１３は、再生制御プログラム２１０の第１表示
制御部２１１ａによる第１の表示領域６１０の表示制御処理の流れを示すフローチャート
である。
【０１５１】
　再生制御プログラム２１０が起動されることで、図１３に示すフローチャートが実行さ
れる。ステップＳ１３０１では、デフォルトの表示対象を識別する。本実施形態では、デ
フォルトの表示対象として、画像記憶領域７００が設定されているものとする。このため
、ステップＳ１３０１では、デフォルトの表示対象として、画像記憶領域７００を識別す
る。
【０１５２】
　ステップＳ１３０２では、ステップＳ１３０１において識別された表示対象について、
コンテンツデータを読み出す。本実施形態では、画像記憶領域７００に格納されているコ
ンテンツデータ２２１を読み出す。
【０１５３】
　ステップＳ１３０３では、ステップＳ１３０２において読み出したコンテンツデータ２
２１をサムネイル画像に変換するとともに、コンテンツデータ２２１のパス情報を、当該
サムネイル画像に対応付ける。
【０１５４】
　ステップＳ１３０４では、第１の表示領域６１０に、ステップＳ１３０３において生成
されたサムネイル画像を表示する。ステップＳ１３０５では、ユーザにより、他の表示対
象を表示すべき旨の表示指示が入力されたか否かを判定する。具体的には、特定のアルバ
ム名に対する表示指示が入力されたか否か、画像記憶領域全体ボタン７２２が押圧された
か否か、あるいは、スライド操作が行われたか否かを判定する。
【０１５５】
　ステップＳ１３０５において、他の表示対象を表示すべき旨の表示指示が入力されたと
判定された場合には、ステップＳ１３０９に進み、表示指示に応じた表示対象を識別する
。その後、ステップＳ１３０２に戻り、識別した表示対象のコンテンツデータを読み出す
。例えば、特定のアルバム名のラベルが付与されたコンテンツデータを読み出す。
【０１５６】
　一方、ステップＳ１３０５において、他の表示対象を表示すべき旨の表示指示が入力さ
れていないと判定された場合には、ステップＳ１３０６に進む。ステップＳ１３０６では
、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像に対して、選択操作としてのタップ
操作が行われたか否かを判定する。
【０１５７】
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　ステップＳ１３０６において、選択操作としてのタップ操作が行われていないと判定さ
れた場合には、ステップＳ１３０５に戻る。一方、ステップＳ１３０６において、選択操
作としてのタップ操作が行われたと判定された場合には、ステップＳ１３０７に進み、当
該タップ操作により選択された選択対象を識別する。
【０１５８】
　ステップＳ１３０８では、ステップＳ１３０７において識別された選択対象のサムネイ
ル画像をコピーし、パス情報とともに、第２の表示領域６２０を制御する第２の表示制御
部２１１ｂに送信する。以降、表示対象を変更する表示指示が入力されるごとに、対応す
るコンテンツデータのサムネイル画像を第１の表示領域６１０に表示する。また、選択操
作としてのタップ操作によりコンテンツデータが選択されるごとに、対応するサムネイル
画像をコピーし、パス情報とともに、第２の表示制御部２１１ｂに送信する。
【０１５９】
　＜第２表示制御部による表示制御処理＞
　次に、再生制御プログラム２１０の第２表示制御部２１１ｂによる第２の表示領域６２
０の表示制御処理について説明する。図１４は、再生制御プログラム２１０の第２表示制
御部２１１ｂによる第２の表示領域６２０の表示制御処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【０１６０】
　再生制御プログラム２１０が起動されることで、図１４に示すフローチャートが実行さ
れる。ステップＳ１４０１では、連結リスト２１６を読み出す。上述したように、連結リ
スト２１６には、再生コンテンツデータとして選択されたコンテンツデータのサムネイル
画像とパス情報とが記録されている。また、連結リスト２１６に記録されたサムネイル画
像及びパス情報は、再生制御プログラム２１０の終了または起動によらず、また、情報端
末２００の電源のＯＮ／ＯＦＦによらず維持される。
【０１６１】
　このため、ステップＳ１４０１において、再生制御プログラム２１０が起動された際に
、連結リスト２１６を読み出すことで、再生制御プログラム２１０の前回の終了直前に選
択されていた再生コンテンツデータのサムネイル画像を読み出すことができる。
【０１６２】
　ステップＳ１４０２では、第２の表示領域６２０に、ステップＳ１４０１において読み
出したサムネイル画像を表示する。
【０１６３】
　ステップＳ１４０３では、第１表示制御部２１１ａより、サムネイル画像及びパス情報
が送信されたか否かを判定する。ステップＳ１４０３において、サムネイル画像及びパス
情報が送信されていないと判定された場合には、送信されるまで待機する。
【０１６４】
　一方、ステップＳ１４０３において、第１表示制御部２１１ａより、サムネイル画像及
びパス情報が送信されたと判定された場合には、ステップＳ１４０４に進み、受信したサ
ムネイル画像を第２の表示領域６２０に表示する。なお、新たに受信したサムネイル画像
は、第２の表示領域６２０において、既に表示されているサムネイル画像の右側に追加表
示されるものとする。
【０１６５】
　ステップＳ１４０５では、ステップＳ１４０３において受信したサムネイル画像及びパ
ス情報を連結リスト２１６に追加することにより、当該連結リスト２１６を更新する。
【０１６６】
　ステップＳ１４０６では、ユーザにより選択解除指示が入力されたか否かを判定する。
ステップＳ１４０６において、選択解除指示が入力されていないと判定された場合には、
ステップＳ１４０３に戻る。一方、ステップＳ１４０６において、選択解除指示が入力さ
れたと判定された場合には、ステップＳ１４０７に進み、選択解除指示の対象となるコン
テンツデータを識別する。
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【０１６７】
　ステップＳ１４０８では、ステップＳ１４０７において識別したコンテンツデータに対
応するサムネイル画像を、第２の表示領域６２０より削除する。更に、ステップＳ１４０
９では、当該サムネイル画像及び対応するパス情報を、連結リスト２１６から削除するこ
とにより、当該連結リスト２１６を更新する。
【０１６８】
　以降、再生制御プログラム２１０が終了されるまで、ステップＳ１４０３からステップ
Ｓ１４０９までの処理を繰り返す。
【０１６９】
　＜まとめ＞
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る再生システム１００では、
・再生対象の再生コンテンツデータ群の生成に際して、ユーザがコンテンツデータを選択
する表示画面として、第１の表示領域６１０と第２の表示領域６２０とを同一画面内に配
した表示画面を提供することとした。
・第１の表示領域６１０には、コンテンツデータが格納された記憶領域の全部または一部
のコンテンツデータの識別情報を表示するよう構成した。
・コンテンツデータに付与されたラベルを用いることにより、同一ラベルが付与されたグ
ループごとにコンテンツデータを分類する構成とした。また、所定のグループに対する表
示指示がなされた場合に、当該グループに属するコンテンツデータを抽出し、その識別情
報を表示する構成とした。
・第２の表示領域６２０には、第１の表示領域に表示された識別情報のうち、ユーザによ
り選択指示がなされた識別情報を表示するよう構成した。
・第２の表示領域６２０に表示された識別情報は、他の表示対象を第１の表示領域に表示
すべき旨の表示指示が行われた場合であっても、維持されるように構成した。
・更に、第２の表示領域６２０に表示される識別情報は、再生制御プログラムが終了した
後も維持され、再度、再生制御プログラムが起動した場合には、終了直前に選択されてい
たコンテンツデータの識別情報が表示される構成とした。
【０１７０】
　このように、本実施形態によれば、表示対象を表示する第１の表示領域６１０の表示内
容の変化に関わらず、選択結果を表示する第２の表示領域６２０の表示内容が維持される
。このため、ユーザは、表示対象を切り替えた場合でも、常に、選択結果を確認しながら
選択操作を行うことができる。
【０１７１】
　この結果、再生対象のコンテンツデータ群を生成するための選択操作において、ユーザ
ビリティの向上を図ることが可能となる。
【０１７２】
　［第２の実施形態］
　上記第１の実施形態では、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像に対して
タップ操作を行うことで、当該サムネイル画像に対応するコンテンツデータを再生コンテ
ンツデータとして選択したり、その選択を解除したりすることとした。
【０１７３】
　しかしながら、本発明はこれに限定されず、例えば、第１の表示領域６１０に表示され
るサムネイル画像を音声入力により特定することで、該特定したサムネイル画像に対応す
るコンテンツデータを再生コンテンツデータとして選択するよう構成してもよい。あるい
は、該特定したサムネイル画像に対応する再生コンテンツデータの選択を解除するように
構成してもよい。
【０１７４】
　図１５は、音声入力による、コンテンツデータの選択操作及び選択解除操作を説明する
ための図である。
【０１７５】
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　図１５（ａ）に示すように、ユーザにより表示指示された表示対象のコンテンツデータ
のサムネイル画像が第１の表示領域６１０に表示されている状態で、ユーザは、いずれか
のサムネイル画像を音声により特定することで、選択指示を行うことができる。図１５（
ａ）の例は、"画像○○を選択"と音声入力することで、選択指示された様子を示している
。
【０１７６】
　なお、選択指示されたサムネイル画像は、対応付けられたパス情報とともにコピーされ
、第２の表示領域６２０に表示される。
【０１７７】
　また、図１５（ｂ）に示すように、既に再生コンテンツデータとして選択され、第２の
表示領域６２０に対応するサムネイル画像が表示されている状態で、ユーザは、音声によ
り当該サムネイル画像を指定することで、選択解除指示を行うことができる。図１５（ｂ
）の例は、"画像○○の選択を解除"と音声入力することで、選択解除が指示された様子を
示している。
【０１７８】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る再生システム１００では、上記第１
の実施形態の構成に加え、更に、
・再生コンテンツデータの選択指示を音声入力により行うことができるよう構成した。
・再生コンテンツデータの選択解除指示を音声入力により行うことができるよう構成した
。
【０１７９】
　この結果、上記第１の実施形態と同様の効果に加え、更に、再生対象のコンテンツデー
タ群を生成するための選択操作において、ユーザの操作負荷を低減させることが可能とな
る。
【０１８０】
　［第３の実施形態］
　上記第１及び第２の実施形態では、第１の表示領域６１０におけるサムネイル画像に対
する選択操作により第１表示制御部２１１ａより送信されたサムネイル画像を、第２の表
示領域６２０の左端から、順次、配置していく構成とした。しかしながら、本発明はこれ
に限定されない。
【０１８１】
　例えば、第２の表示領域６２０の右端近傍まで、サムネイル画像が表示されていた場合
にあっては、第２の表示領域６２０に表示されているサムネイル画像群を、自動的に、左
方向にスライドさせる構成としてもよい。これにより、新たに、選択されたコンテンツデ
ータのサムネイル画像が、常に、第２の表示領域６２０の右端近傍に表示されることとな
り、ユーザにとっては、直近の選択操作による選択結果を容易に確認することが可能とな
る。
【０１８２】
　図１６は、本実施形態に係る情報端末２００において、サムネイル画像に対して選択操
作が行われた場合の、第２の表示領域６２０のサムネイル画像の表示例を示す図である。
【０１８３】
　図１６（ａ）に示すように、はじめに選択されたコンテンツデータのサムネイル画像は
、第２の表示領域６２０の左端に配置される。更に、図１６（ｂ）に示すように、時間的
に後に選択されたコンテンツデータのサムネイル画像は、順次、先に選択されているコン
テンツデータのサムネイル画像の右側に配置されていく。
【０１８４】
　更に、図１６（ｃ）に示すように、先に選択されているコンテンツデータのサムネイル
画像の右側に配置するスペースがない場合には、先に選択されているコンテンツデータの
サムネイル画像群を、新たに配置されるサムネイル画像分、紙面左方向にスライドさせる
。
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【０１８５】
　これにより、図１６（ｃ）に示すように、後に選択されたコンテンツデータのサムネイ
ル画像を、先に選択されているコンテンツデータのサムネイル画像の右側に配置すること
ができる。
【０１８６】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る再生システム１００では、上記第１
及び／または第２の実施形態の構成に加え、更に、
・第２の表示領域６２０において、新たに選択されたコンテンツデータのサムネイル画像
が、先に選択されたコンテンツデータのサムネイル画像の右側に配置されるように制御す
る構成とした。
・先に選択されたコンテンツデータのサムネイル画像の右側にスペースがない場合には、
新たに選択されたコンテンツデータのサムネイル画像分だけ、先に選択されたコンテンツ
データのサムネイル画像群を左方向にスライドさせる構成とした。
【０１８７】
　これにより、新たに選択されたコンテンツデータのサムネイル画像を、常に、第２の表
示領域６２０の右端近傍に表示させることが可能となり、選択数が増えた場合であっても
、ユーザは、選択操作を行いながら容易に選択結果を確認することができる。
【０１８８】
　［第４の実施形態］
　上記第１乃至第３の実施形態では、サムネイル画像に対する選択操作が行われておらず
、第２の表示領域６２０にサムネイル画像が表示されていない場合の表示について特に言
及しなかったが、本発明では、例えば、選択操作を促す表示を行うように構成してもよい
。
【０１８９】
　図１７は、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像に対して選択操作が行わ
れていない状態における、第２の表示領域６２０の表示例を示す図である。
【０１９０】
　図１７に示すように、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像に対して選択
操作が行われていない状態では、第２の表示領域６２０に、コンテンツデータの選択操作
を促すメッセージ「コンテンツデータを選択してください」が表示される。なお、当該メ
ッセージは、第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像に対して選択操作が行わ
れることで、消去される。ただし、サムネイル画像に対する選択操作が行われた後であっ
ても、コンテンツデータの選択を解除するための操作が行われ、再び、第２の表示領域６
２０に表示されているサムネイル画像の数がゼロになった場合には、上記メッセージが表
示される。
【０１９１】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る再生システム１００では、上記第１
乃至第３の実施形態の構成に加え、更に、
・第２の表示領域６２０に表示されるサムネイル画像の数がゼロの場合、所定のメッセー
ジを表示する構成とした。
【０１９２】
　この結果、上記第１乃至第３の実施形態と同様の効果に加え、更に、コンテンツデータ
の選択をユーザに促すことが可能となる。
【０１９３】
　なお、上記説明では、コンテンツデータの選択を促すメッセージを第２の表示領域６２
０に表示する構成としたが、メッセージの表示場所は、これに限定されるものではなく、
表示画面６００内の任意の位置であってもよい。
【０１９４】
　［第５の実施形態］
　上記第１の実施形態では、第１の表示領域６１０に表示されているサムネイル画像に対
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してタップ操作を１回行うことで、当該サムネイル画像に対応するコンテンツデータを選
択し、再度タップ操作を行うことで、当該選択を解除する構成とした。しかしながら、本
発明はこれに限定されない。
【０１９５】
　例えば、第１の表示領域６１０に表示されているサムネイル画像に対するタップ操作を
選択操作とし、第２の表示領域６２０に表示されているサムネイル画像に対するタップ操
作を選択解除操作として認識するように構成してもよい。
【０１９６】
　図１８は、本実施形態に係る情報端末２００における、コンテンツデータを選択するた
めの操作及びコンテンツデータの選択を解除するための操作を説明するための図である。
図１８（ａ）は、ユーザによる表示指示に応じて、第１の表示領域６１０にサムネイル画
像が表示され、かつ、いくつかのコンテンツデータが選択されることで、第２の表示領域
６２０にサムネイル画像が表示されている状態を示している。
【０１９７】
　本実施形態に係る情報端末２００によれば、図１８（ａ）に示す状態で、例えば、第２
の表示領域６２０の"２"のサムネイル画像に対してタップ操作を行うことで、当該サムネ
イル画像に対応するコンテンツデータの選択が解除されることとなる。
【０１９８】
　これにより、第２の表示領域６２０に表示されていた"２"のサムネイル画像が削除され
、第１の表示領域６２０に表示されていた"２"のサムネイル画像に重畳して表示されてい
るチェックマークが消去される。この結果、ユーザは、"２"のサムネイル画像に対応する
コンテンツデータの選択が解除されたことを確認することができる。
【０１９９】
　なお、上記説明では、第２の表示領域６２０に表示されているサムネイル画像そのもの
をタップ操作することで、当該サムネイル画像に対応するコンテンツデータの選択が解除
されることとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、各サムネイル画像の左上に
重畳して表示されている削除マークに対してタップ操作を行うことで、対応するコンテン
ツデータの選択が解除されるように構成してもよい。
【０２００】
　［第６の実施形態］
　上記第１の実施形態では、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像のうち、
右端に配置されたサムネイル画像に対応するコンテンツデータについて、選択を解除する
ための操作を行う場合について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されない。
【０２０１】
　例えば、図１９に示すように、第２の表示領域６２０に表示された複数のサムネイル画
像のうち、右端以外に表示されたサムネイル画像に対応するコンテンツデータについて、
選択を解除するための操作を行うことも可能である。
【０２０２】
　図１９の例では、第２の表示領域６２０に３つのサムネイル画像が表示されており（（
ａ））、このうち、中央のサムネイル画像（"２"のサムネイル画像）に対応するコンテン
ツデータの選択を解除するための操作が行われた場合を示している。
【０２０３】
　この場合、中央のサムネイル画像（"２"のサムネイル画像）が削除された後（（ｂ））
、削除されたサムネイル画像の右側に位置するサムネイル画像（"３"のサムネイル画像）
が自動的に左側へとスライドする（（ｃ））。つまり、第２の表示領域６２０には、左詰
めの状態で、かつ、等間隔でサムネイル画像が表示されることとなる。
【０２０４】
　なお、上記説明は、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像の個数が、第２
の表示領域６２０に表示可能なサムネイル画像の個数以下の状態において、コンテンツデ
ータの選択を解除するための操作が行われた場合を対象としていた。しかしながら、本発



(25) JP 6277626 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

明はこれに限定されない。
【０２０５】
　例えば、情報端末２００では、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像の個
数が第２の表示領域６２０において表示可能なサムネイル画像の個数より多い場合におい
て、任意のサムネイル画像に対して、選択解除操作を行うことが可能である（図２０）。
【０２０６】
　図２０（ａ）の例は、"１"～"５"の５個のサムネイル画像に対して選択操作が行われ、
第２の表示領域６２０に、"２"～"５"のサムネイル画像が表示された様子を示している。
【０２０７】
　このような状態で、"３"のサムネイル画像に対応するコンテンツデータの選択を解除す
るための操作が行われると、第２の表示領域６２０において、"３"のサムネイル画像が削
除される（（ｂ））。そして、削除されたサムネイル画像の右側に位置するサムネイル画
像（"４"、"５"のサムネイル画像）が、自動的に左側にスライドされる（（ｃ））。
【０２０８】
　なお、左側にスライドすることで、第２の表示領域６２０には、一時的に、３つのサム
ネイル画像だけが表示されることとなる。一方、第２の表示領域６２０には、最大で４つ
のサムネイル画像が表示可能であり、表示されている３つのサムネイル画像の更に左側に
は、第２の表示領域６２０において非表示の"１"のサムネイル画像が存在する。このため
、情報端末２００では、非表示のサムネイル画像が存在することを認識すると、第２の表
示領域６２０において表示可能なサムネイル画像の個数に到達するまで、非表示のサムネ
イル画像が表示される方向に、サムネイル画像群をスライドさせる。
【０２０９】
　図２０（ｄ）の例では、第２の表示領域６２０のサムネイル画像群を右方向にスライド
させ、"５"のサムネイル画像が、第２の表示領域６２０の右端に到達した場合に、スライ
ドを停止させる。
【０２１０】
　このように、本実施形態に係る情報端末２００によれば、コンテンツデータの選択を削
除するための操作が行われ、サムネイル画像が削除された場合であっても、第２の表示領
域６２０に表示されるサムネイル画像は、左詰めされ等間隔で表示されることとなる。ま
た、選択されたコンテンツデータの個数が、第２の表示領域６２０において表示可能なサ
ムネイル画像の個数よりも多い場合には、表示可能な個数のサムネイル画像が表示される
ように、サムネイル画像群がスライドされる。
【０２１１】
　この結果、ユーザは、コンテンツデータの選択を解除するための操作を行った場合でも
、どのコンテンツデータが選択されているかを容易に確認することができる。
【０２１２】
　［第７の実施形態］
　上記各実施形態では、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像の並び順は、
第１の表示領域６１０に表示されたサムネイル画像に対する選択操作の順序に基づくもの
として説明したが、本発明はこれに限定されない。
【０２１３】
　例えば、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像の並び順を任意に変更でき
るように構成してもよい。
【０２１４】
　図２１は、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像の並び順を変更すること
で、対応するコンテンツデータの再生順序を変更する変更操作を説明するための図である
。図２１（ａ）は、複数のコンテンツデータが再生コンテンツデータとして選択され、第
２の表示領域６２０に複数のサムネイル画像が表示された状態を示している。
【０２１５】
　図２１（ａ）に示す状態で、ユーザが、第２の表示領域６２０に表示されているサムネ
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イル画像のうちの１つに対してロングタップ操作を行ったとする。この場合、図２０（ｂ
）に示すように、ロングタップ操作が行われたサムネイル画像（"３"のサムネイル画像）
は、ユーザにより指示されたサムネイル画像であることを明示するために、他のサムネイ
ル画像の大きさよりも大きいサムネイル画像に変換される。これにより、ユーザは、当該
サムネイル画像（"３"のサムネイル画像）を指示したことが、情報端末２００によって認
識されたことを確認することができる。
【０２１６】
　図２１（ｂ）に示す状態で、指示したサムネイル画像に対してフリック操作を行うこと
で、ユーザは、当該指示したサムネイル画像を、第２の表示領域６２０内において左方向
または右方向に移動させることができる（（ｃ））。更に、指示したサムネイル画像を、
所定の位置まで移動させた後（（ｄ））、表示画面６００から手を離すことで、当該位置
にサムネイル画像を表示させることができる（（ｅ））。つまり、第２の表示領域６２０
において、サムネイル画像の並び順を変更することができる。なお、これにより、対応す
る再生コンテンツデータの再生順序も変更されうる。
【０２１７】
　このように、本実施形態に係る情報端末２００によれば、第２の表示領域６２０に表示
されたサムネイル画像の並び順を任意に変更することができる。
【０２１８】
　なお、上記説明では、ロングタップ操作を行った場合、サムネイル画像の大きさを大き
くすることで、当該サムネイル画像が指示されたことを情報端末２００が認識しているこ
とを明示する構成としたが、本発明はこれに限定されない。例えば、ロングタップ操作を
行ったサムネイル画像の大きさを小さくしたり、色を変えて表示したりするなど、他の方
法により表示態様を変更することで、当該サムネイル画像が指示されたことを情報端末２
００が認識していることを明示するように構成してもよい。
【０２１９】
　［その他の実施形態］
　上記第１の実施形態では、第１の表示領域６１０に対するスライド操作についてのみ言
及したが、本発明はこれに限定されず、第２の表示領域６２０に対しても、ユーザがスラ
イド操作できるよう、構成されているものとする。
【０２２０】
　なお、第２の表示領域６２０の場合、サムネイル画像が一列に配列されている場合にあ
っては、横方向にのみスライド操作ができるよう構成されているものとする。ただし、複
数列に配列されている場合にあっては、横方向と縦方向とにスライド操作ができるよう構
成されているものとする。
【０２２１】
　また、第１の表示領域６１０に対するスライド操作と、第２の表示領域６２０に対する
スライド操作とは、別々に行うことができるように構成されているものとする。すなわち
、第１の表示領域６１０に対してスライド操作した場合には、第１の表示領域６１０に表
示されたサムネイル画像のみがスライドする。また、第２の表示領域６２０に対してスラ
イド操作した場合には、第２の表示領域６２０に表示されたサムネイル画像のみがスライ
ドする。更に、第１の表示領域６１０と第２の表示領域６２０の両方に対してスライド操
作を行った場合には、両方のサムネイル画像が操作方向にスライドする。
【０２２２】
　以上、各実施形態に基づき本発明の説明を行ってきたが、上記実施形態に示した要件に
本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の主旨をそこなわない
範囲で変更することができ、その応用形態に応じて適切に定めることができる。
【符号の説明】
【０２２３】
　１００　　再生システム
　２００　　情報端末
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　２１０　　再生制御プログラム
　２２０　　記憶領域
　２１１　　表示制御部
　２１１ａ　第１表示制御部
　２１１ｂ　第２表示制御部
　２１２　　入力受付部
　２１３　　再生制御情報生成部
　２１４　　送信部
　２１５　　設定テーブル
　２１６　　連結リスト
　２２１　　コンテンツデータ
　２２２　　設定項目情報
　３００　　表示装置
　３１０　　再生プログラム
　３２０　　表示制御部
　３３１　　再生コンテンツデータ
　３３２　　再生制御情報
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２２４】
【特許文献１】特開２００５－２７１５９号公報

【図１】

【図２】

【図３】
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