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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止画像および動画像のうち、所定の条件を満たすファイル名であり、かつ所定のファ
イル形式である、予め定められた規格に準拠する動画像ファイルの前記動画像と、前記静
止画像とを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された前記静止画像および前記動画像が所定の順番で連続して
再生されるように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御する再生制御手段と
　を備える再生制御装置。
【請求項２】
　前記再生制御手段は、前記選択手段により選択された前記動画像の再生中に、前記静止
画像および前記動画像の再生の制御を指示するときに操作される入力手段に対して、ユー
ザにより所定の操作がなされた場合、前記所定の順番において、再生中の前記動画像の前
または次の前記静止画像または前記動画像の再生が開始されるように、再生中の前記動画
像の再生を制御する
　請求項１に記載の再生制御装置。
【請求項３】
　前記再生制御手段は、前記ユーザにより指定された１つの前記動画像だけが再生されて
いるときに前記所定の操作がなされた場合、再生中の前記動画像の現時点における再生時
刻から所定の時間だけ前または後の再生時刻から、前記動画像の再生が開始されるように
、前記動画像の再生を制御する
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　請求項２に記載の再生制御装置。
【請求項４】
　前記再生制御手段は、前記選択手段により選択された前記静止画像の再生中に、前記所
定の操作がなされた場合、前記所定の順番において、再生中の前記静止画像の前または次
の前記静止画像または前記動画像の再生が開始されるように、再生中の前記静止画像の再
生を制御する
　請求項２に記載の再生制御装置。
【請求項５】
　前記再生制御手段は、前記選択手段により選択された１つの前記動画像の再生が終了し
た場合、前記選択手段により選択された次の前記静止画像または前記動画像が再生される
ように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御する
　請求項１に記載の再生制御装置。
【請求項６】
　静止画像および動画像のうち、所定の条件を満たすファイル名であり、かつ所定のファ
イル形式である、予め定められた規格に準拠する動画像ファイルの前記動画像と、前記静
止画像とを選択手段が選択し、
　前記選択手段により選択された前記静止画像および前記動画像が所定の順番で連続して
再生されるように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御する
　ステップを含む再生制御方法。
【請求項７】
　静止画像および動画像のうち、所定の条件を満たすファイル名であり、かつ所定のファ
イル形式である、予め定められた規格に準拠する動画像ファイルの前記動画像と、前記静
止画像とを選択手段が選択し、
　前記選択手段により選択された前記静止画像および前記動画像が所定の順番で連続して
再生されるように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は再生制御装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、静止画像および動
画像を連続して再生することができるようにした再生制御装置および方法、並びにプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、静止画像を撮影するデジタルスチルカメラなどの撮影装置が知られている。この
ような撮影装置には、撮影した静止画像を撮影日時順等の予め定められた順番で連続して
再生する、いわゆるスライドショー機能を有するものや、静止画像だけでなく動画像を撮
影する機能を有するものもある。
【０００３】
　また、撮影装置には、人物の顔の特徴を示す顔情報を用いて、撮影した静止画像のうち
、所定の人物の顔の画像が含まれる静止画像と、人物の画像の含まれない静止画像である
風景画像とを選択して再生する機能を有するものもある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３２３６２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特に近年では、撮影装置の撮影能力の向上により、静止画像だけでなく動画像も撮影す
ることのできる機能を有する撮影装置が普及してきており、画像をスライドショー表示す
るアプリケーションプログラムには、撮影された静止画像および動画像を連続して再生す
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る機能が要求されている。
【０００６】
　しかしながら、撮影装置における撮影は静止画像が中心であり、スライドショー表示の
対称となる画像として、静止画像と動画像とが混在している場合においても、撮影装置は
、静止画像だけを順番に再生してスライドショー表示させることしかできなかった。
【０００７】
　また、パーソナルコンピュータにおいて、静止画像および動画像を所定の順番で連続し
て再生するアプリケーションプログラムも提案されているが、必ずしもユーザが所望する
静止画像および動画像だけを再生させることはできなかった。
【０００８】
　すなわち、ユーザがパーソナルコンピュータを操作して、静止画像および動画像を連続
して再生させる場合、ユーザは、所望する静止画像および動画像が格納されているフォル
ダを指定し、そのフォルダに格納されている静止画像および動画像の再生を指示する。し
たがって、例えば、ユーザが、撮影装置を用いて自分自身が撮影した静止画像および動画
像を連続して再生させたい場合に、撮影された静止画像および動画像と、それらの静止画
像および動画像とは全く関係のない、サーバなどから取得された動画像とが格納されてい
るフォルダが指定されたときには、撮影装置により撮影した静止画像および動画像だけで
なく、全く関係のない動画像まで再生されてしまうことになる。
【０００９】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、簡単にユーザが所望すると予
測される静止画像および動画像を連続して再生することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面の再生制御装置は、静止画像および動画像のうち、所定の条件を満たす
ファイル名であり、かつ所定のファイル形式である、予め定められた規格に準拠する動画
像ファイルの前記動画像と、前記静止画像とを選択する選択手段と、前記選択手段により
選択された前記静止画像および前記動画像が所定の順番で連続して再生されるように、前
記静止画像および前記動画像の再生を制御する再生制御手段とを備える。
【００１２】
　前記再生制御手段には、前記選択手段により選択された前記動画像の再生中に、前記静
止画像および前記動画像の再生の制御を指示するときに操作される入力手段に対して、ユ
ーザにより所定の操作がなされた場合、前記所定の順番において、再生中の前記動画像の
前または次の前記静止画像または前記動画像の再生が開始されるように、再生中の前記動
画像の再生を制御させることができる。
【００１３】
　前記再生制御手段には、前記ユーザにより指定された１つの前記動画像だけが再生され
ているときに前記所定の操作がなされた場合、再生中の前記動画像の現時点における再生
時刻から所定の時間だけ前または後の再生時刻から、前記動画像の再生が開始されるよう
に、前記動画像の再生を制御させることができる。
【００１４】
　前記再生制御手段には、前記選択手段により選択された前記静止画像の再生中に、前記
所定の操作がなされた場合、前記所定の順番において、再生中の前記静止画像の前または
次の前記静止画像または前記動画像の再生が開始されるように、再生中の前記静止画像の
再生を制御させることができる。
【００１５】
　前記再生制御手段には、前記選択手段により選択された１つの前記動画像の再生が終了
した場合、前記選択手段により選択された次の前記静止画像または前記動画像が再生され
るように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御させることができる。
【００１６】
　本発明の一側面の再生制御方法またはプログラムは、静止画像および動画像のうち、所
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定の条件を満たすファイル名であり、かつ所定のファイル形式である、予め定められた規
格に準拠する動画像ファイルの前記動画像と、前記静止画像とを選択手段が選択し、前記
選択手段により選択された前記静止画像および前記動画像が所定の順番で連続して再生さ
れるように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御するステップを含む。
【００１７】
　本発明の一側面においては、静止画像および動画像のうち、所定の条件を満たすファイ
ル名であり、かつ所定のファイル形式である、予め定められた規格に準拠する動画像ファ
イルの前記動画像と、前記静止画像とが選択手段により選択され、前記選択手段により選
択された前記静止画像および前記動画像が所定の順番で連続して再生されるように、前記
静止画像および前記動画像の再生が制御される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の一側面によれば、静止画像および動画像を連続して再生することができる。特
に、本発明の一側面によれば、簡単にユーザが所望すると予測される静止画像および動画
像を連続して再生することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのこと
は、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意
味するものでもない。
【００２０】
　本発明の一側面の再生制御装置は、静止画像および動画像のうち、所定の条件を満たす
ファイル名であり、かつ所定のファイル形式である、予め定められた規格に準拠する動画
像ファイルの前記動画像と、前記静止画像とを選択する選択手段（例えば、図４のリスト
生成部９１）と、前記選択手段により選択された前記静止画像および前記動画像が所定の
順番で連続して再生されるように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御する再生
制御手段（例えば、図４の静止画像表示制御部９２および動画像表示制御部９３）とを備
える。
【００２２】
　前記再生制御手段には、前記選択手段により選択された前記動画像の再生中に、前記静
止画像および前記動画像の再生の制御を指示するときに操作される入力手段に対して、ユ
ーザにより所定の操作がなされた場合、前記所定の順番において、再生中の前記動画像の
前または次の前記静止画像または前記動画像の再生が開始されるように、再生中の前記動
画像の再生を制御させる（例えば、図７のステップＳ８５の処理、またはステップＳ８９
の処理）ことができる。
【００２３】
　前記再生制御手段には、前記選択手段により選択された前記静止画像の再生中に、前記
所定の操作がなされた場合、前記所定の順番において、再生中の前記静止画像の前または
次の前記静止画像または前記動画像の再生が開始されるように、再生中の前記静止画像の
再生を制御させる（例えば、図５のステップＳ２２およびステップＳ１９の処理、または
ステップＳ２４の処理）ことができる。
【００２４】
　前記再生制御手段は、前記選択手段により選択された１つの前記動画像の再生が終了し
た場合、前記選択手段により選択された次の前記静止画像または前記動画像が再生される
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ように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御させる（例えば、図７のステップＳ
９６の処理およびステップＳ９７の処理）ことができる。
【００２５】
　本発明の一側面の再生制御方法またはプログラムは、静止画像および動画像のうち、所
定の条件を満たすファイル名であり、かつ所定のファイル形式である、予め定められた規
格に準拠する動画像ファイルの前記動画像と、前記静止画像とを選択手段（例えば、図４
のリスト生成部９１）が選択し（例えば、図６のステップＳ５２乃至ステップＳ５４の処
理）、前記選択手段により選択された前記静止画像および前記動画像が所定の順番で連続
して再生されるように、前記静止画像および前記動画像の再生を制御する（例えば、図５
および図７を参照して説明する処理）ステップを含む。
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明を適用した実施の形態について説明する。
【００２７】
　図１は、本発明を適用した表示装置の一実施の形態の外観の構成例を示す図である。
【００２８】
　表示装置１１は、例えばテレビジョン受像機から構成される。表示装置１１には、画像
を表示するLCD（Liquid Crystal Display）などからなる表示部２１と、リモートコマン
ダ１２から送信されてくる赤外線信号であるコマンド信号を受光する受光部２２とが設け
られている。
【００２９】
　リモートコマンダ１２は、ユーザにより操作され、表示装置１１における画像の再生の
制御の指示や、電源の入り切りなどのユーザの操作に応じた処理の実行を指示するコマン
ド信号を生成し、表示装置１１に送信する。
【００３０】
　例えば、ユーザは、リモートコマンダ１２を操作することにより、表示装置１１に記録
されている所定のフォルダを指定し、そのフォルダに格納されている静止画像および動画
像のうち、静止画像と、DCF（Design rule for Camera File system）などの予め定めら
れた規格に準拠した動画像（より詳細には規格に準拠した動画像ファイルの動画像）とを
所定の順番で連続して再生させることができる。
【００３１】
　ここで、予め定められた規格に準拠した動画像は、例えばデジタルスチルカメラなどの
撮影装置により撮影された動画像とされる。なお、以下、予め定められた規格に準拠した
動画像をフォト動画像とも称する。また、以下、静止画像と動画像とを特に区別する必要
のない場合、単に画像とも称し、画像を所定の順番で連続して再生する処理をスライドシ
ョー表示とも称する。
【００３２】
　ユーザによりリモートコマンダ１２が操作され、画像のスライドショー表示が指示され
ると、リモートコマンダ１２は、ユーザの操作に応じてスライドショー表示を指示するコ
マンド信号を生成し、表示装置１１に送信する。
【００３３】
　すると、表示装置１１の受光部２２は、リモートコマンダ１２から送信されてきたコマ
ンド信号を受光し、表示装置１１は受光されたコマンド信号に基づいて、ユーザにより指
定されたフォルダに格納されている静止画像とフォト動画像とを表示部２１にスライドシ
ョー表示する。
【００３４】
　また、ユーザにより操作されるリモートコマンダ１２には、例えば図２に示すように、
各種の処理の実行を指示するときに操作されるボタンが設けられている。
【００３５】
　すなわち、リモートコマンダ１２の図中、上側には表示装置１１の電源を入り切りする
ときに操作されるボタン５１が設けられ、ボタン５１の下側には、テレビジョン放送され
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ている番組の選局を行うときに操作される選局ボタンが設けられている。
【００３６】
　また、選局ボタンの下側には、スライドショー表示されるコンテンツとしての画像が再
生されている場合に、再生順において１つ前のコンテンツ、つまり再生されている画像の
１つ前の静止画像またはフォト動画像を再生させるときに操作される上ボタン５２、次の
コンテンツを再生させるときに操作される下ボタン５３、再生中の動画像を早戻し再生さ
せるときに操作される左ボタン５４、および再生中の動画像を早送り再生させるときに操
作される右ボタン５５が設けられている。
【００３７】
　これらの上ボタン５２、下ボタン５３、左ボタン５４、および右ボタン５５のそれぞれ
には、図中、上向きの矢印、下向きの矢印、左向きの矢印、および右向きの矢印のそれぞ
れが印字されている。
【００３８】
　また、リモートコマンダ１２の下ボタン５３の図中、下側には、スライドショー表示さ
れるコンテンツとしてのフォト動画像が再生されている場合に、再生順（表示順）におい
て１つ前のコンテンツを再生させるときに操作される前ボタン５６、および次のコンテン
ツを再生させるときに操作される次ボタン５７が設けられている。さらに、前ボタン５６
および次ボタン５７の下側には、画像の再生の開始を指示するときに操作される再生開始
ボタン、画像の再生の停止を指示するときに操作される停止ボタン、再生される音声の音
量を調節するときに操作される音量ボタンなどが設けられている。
【００３９】
　ユーザは、リモートコマンダ１２に設けられたこれらのボタンを操作することで、表示
装置１１に画像を再生させる。
【００４０】
　ところで、表示装置１１は、ユーザによりリモートコマンダ１２に対して同じ操作がな
された場合であっても、スライドショー表示される１つのコンテンツとしてのフォト動画
像の再生中にリモートコマンダ１２が操作されたときと、スライドショー表示されるコン
テンツとしてではなく、ユーザに指定された任意の動画像（以下、適宜、ビデオ動画像と
称する）の再生中にリモートコマンダ１２が操作されたときとで、異なる処理を行うこと
がある。
【００４１】
　換言すれば、表示装置１１は、リモートコマンダ１２になされた同じ操作に対して動画
像の再生の制御を行う場合に、ビデオ動画像の再生中と、スライドショー表示されるコン
テンツとしてのフォト動画像の再生中とで異なる制御を行うことがある。
【００４２】
　具体的には、フォト動画像またはビデオ動画像の再生中にリモートコマンダ１２が操作
された場合、図３に示すように、ユーザの操作に対応する処理が表示装置１１により行わ
れる。
【００４３】
　すなわち、図３において、“キー操作”の欄には、ユーザにより操作されたリモートコ
マンダ１２のボタンが示されており、“フォト動画像”の欄には、スライドショー表示時
におけるフォト動画像の再生中に“キー操作”の欄により示されるボタンが操作されたと
きになされる再生の制御が示されており、“ビデオ動画像”の欄には、ビデオ動画像の再
生中に“キー操作”の欄により示されるボタンが操作されたときになされる再生の制御が
示されている。なお、“キー操作”の欄における文字“EOF”は、動画像の再生が終了し
た、つまり動画像が最後まで再生されたことを示している。
【００４４】
　スライドショー表示時におけるフォト動画像の再生中に上ボタン５２、下ボタン５３、
左ボタン５４、右ボタン５５、前ボタン５６、および次ボタン５７のそれぞれが操作され
た場合、表示装置１１は、それぞれ、再生順において１つ前のコンテンツの再生、次のコ
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ンテンツの再生、早戻し再生、早送り再生、１つ前のコンテンツの再生、および次のコン
テンツの再生が行われるように、再生中のフォト動画像の再生を制御する。
【００４５】
　また、スライドショー表示時にフォト動画像が最後まで再生された場合、表示装置１１
は、再生順において、再生の終了したフォト動画像の次のコンテンツ（静止画像またはフ
ォト動画像）の再生が開始されるように制御する。
【００４６】
　これに対して、ビデオ動画像の再生中に上ボタン５２、下ボタン５３、左ボタン５４、
右ボタン５５、前ボタン５６、および次ボタン５７のそれぞれが操作された場合、表示装
置１１は、それぞれ、再生位置の３０秒後の位置への移動、再生位置の１５秒前の位置へ
の移動、早戻し再生、早送り再生、ビデオ動画像を構成するチャプタのうち、再生中のチ
ャプタの１つ前のチャプタの先頭からの再生、および再生中のチャプタの１つ後のチャプ
タの先頭からの再生が行われるように、再生中のビデオ動画像の再生を制御する。
【００４７】
　また、ビデオ動画像が最後まで再生された場合、表示装置１１は、再生の終了したビデ
オ動画像の最後のフレームの画像が表示部２１に表示された状態で、ビデオ動画像の再生
を一時停止する。
【００４８】
　なお、スライドショー表示時における静止画像の再生中に上ボタン５２、下ボタン５３
、前ボタン５６、および次ボタン５７のそれぞれが操作された場合、表示装置１１は、そ
れぞれ、再生順において１つ前のコンテンツの再生、次のコンテンツの再生、１つ前のコ
ンテンツの再生、および次のコンテンツの再生が行われるように、静止画像の再生を制御
する。
【００４９】
　また、スライドショー表示時に静止画像が表示（再生）されてから予め定められた所定
の時間が経過した場合、表示装置１１は、再生された静止画像の次のコンテンツ（静止画
像またはフォト動画像）の再生が開始されるように制御する。さらに、スライドショー表
示時における静止画像の再生中に左ボタン５４、および右ボタン５５の何れかが操作され
た場合、表示装置１１は、特に何も処理を行わず、静止画像が表示されてから予め定めら
れた所定の時間が経過すると、次のコンテンツを再生する。
【００５０】
　ビデオ動画像が再生される場合、スライドショー表示時における動画像の再生とは異な
り、コンテンツとしての動画像や静止画像を連続して再生する必要はないので、再生中の
１つのビデオ動画像に対して、早送り、早戻し等の再生の制御を行うことができればよい
。
【００５１】
　一方、スライドショー表示においては、複数のコンテンツ（静止画像およびフォト動画
像）が連続して再生されるので、コンテンツとしてのフォト動画像が再生される場合、フ
ォト動画像の再生中においても、ユーザが再生順において１つ前または次のコンテンツの
再生の開始、つまり前後のコンテンツへのジャンプ再生を指示することができると便利で
ある。
【００５２】
　そこで、表示装置１１は、スライドショー表示時におけるフォト動画像の再生中に、上
ボタン５２、下ボタン５３、前ボタン５６、および次ボタン５７のそれぞれが操作される
と、ビデオ動画像の再生中における場合とは異なる、スライドショー表示に特化した処理
、つまり、スライドショー表示されるコンテンツとしての静止画像の再生時における場合
と同じ処理が行われ、前後のコンテンツの再生が開始されるようにコンテンツの再生を制
御する。
【００５３】
　このように、コンテンツの連続再生の観点から、スライドショー表示時におけるフォト
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動画像の再生中に、上ボタン５２、下ボタン５３、前ボタン５６、および次ボタン５７が
操作された場合、スライドショー表示時における静止画像の再生中にそれらのボタンが操
作された場合と同じ処理が行われるように、フォト動画像の再生を制御することで、スラ
イドショー表示時に静止画像とフォト動画像とを同等に扱うことができる。これにより、
ユーザは、スライドショー表示の対象となるコンテンツとして静止画像とフォト動画像と
が混在している場合においても、簡単な操作で円滑にコンテンツを再生させることができ
る。
【００５４】
　図４は、図１の表示装置１１の構成例を示すブロック図である。なお、図４において、
図１における場合と対応する部分には同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する
。
【００５５】
　表示装置１１は、表示部２１、受光部２２、記録部８１、通信部８２、および表示制御
部８３から構成される。
【００５６】
　受光部２２は、リモートコマンダ１２から送信されてきたコマンド信号を受光（受信）
し、受光したコマンド信号を電気信号である制御信号に光電変換する。そして、受光部２
２は、光電変換により得られた制御信号を表示制御部８３に供給する。
【００５７】
　記録部８１は、例えば表示装置１１に内蔵されるハードディスクや、表示装置１１に着
脱可能な光ディスク、半導体メモリなどのリムーバブルメディアからなり、静止画像や動
画像などの各種のデータを記録する。また、記録部８１は、表示制御部８３から供給され
た静止画像や動画像などのデータを記録する。
【００５８】
　通信部８２は、例えばインターネットなどからなる通信網を介して表示装置１１と接続
されている他の装置と通信し、各種のデータの送受信を行う。例えば、通信部８２は、通
信網を介して他の装置から送信されてきた、ユーザにより指示されたスライドショー表示
の対象となる静止画像および動画像を受信して表示制御部８３に供給する。
【００５９】
　表示制御部８３は、受光部２２から供給された制御信号に応じて、記録部８１に記録さ
れている静止画像や動画像の再生を制御する。また、表示制御部８３は、通信部８２から
供給されたデータを記録部８１に供給して記録させる。
【００６０】
　表示制御部８３は、リスト生成部９１、静止画像表示制御部９２、および動画像表示制
御部９３を備えている。なお、リスト生成部９１乃至動画像表示制御部９３のそれぞれは
、相互にデータの授受を行うことができるようになされている。
【００６１】
　表示制御部８３のリスト生成部９１は、受光部２２からの制御信号に応じて、記録部８
１に記録されている、ユーザに指定されたフォルダを参照して、スライドショー表示する
静止画像およびフォト動画像の表示リストを生成する。すなわち、リスト生成部９１は、
ユーザにより指定されたフォルダに格納されている静止画像およびフォト動画像のそれぞ
れを、スライドショー表示するコンテンツとし、それらのコンテンツを示す情報である表
示項目が所定の順番で並べられた表示リストを生成する。
【００６２】
　静止画像表示制御部９２は、例えば表示制御部８３が、静止画像の再生を制御するアプ
リケーションプログラムを実行することにより実現される。静止画像表示制御部９２は、
必要に応じてリスト生成部９１により生成された表示リストを参照して、記録部８１に記
録されている静止画像、より具体的には静止画像ファイルを取得して表示部２１に供給し
、表示部２１に静止画像を表示させる。
【００６３】



(9) JP 4389941 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

　動画像表示制御部９３は、例えば表示制御部８３が、動画像の再生を制御するアプリケ
ーションプログラムを実行することにより実現される。動画像表示制御部９３は、必要に
応じてリスト生成部９１により生成された表示リストを参照して、記録部８１に記録され
ている動画像、より具体的には動画像ファイルを取得して表示部２１に供給し、表示部２
１に動画像を表示させる。
【００６４】
　ところで、ユーザがリモートコマンダ１２を操作して、記録部８１に記録されているフ
ォルダ、または通信網を介して表示装置１１に接続されている他の装置に記録されている
フォルダを指定して、フォルダに格納されている画像のスライドショー表示を指示すると
、表示装置１１は、画像をスライドショー表示する処理であるスライドショー表示処理を
開始する。
【００６５】
　以下、図５のフローチャートを参照して、表示装置１１によるスライドショー表示処理
について説明する。
【００６６】
　ステップＳ１１において、表示装置１１は、リスト生成処理を行う。なお、リスト生成
処理の詳細は後述するが、このリスト生成処理において、表示装置１１は、これからスラ
イドショー表示する静止画像またはフォト動画像の表示リストを生成する。
【００６７】
　例えば、ユーザがリモートコマンダ１２を操作して、記録部８１に記録されているフォ
ルダを指定した場合、表示装置１１のリスト生成部９１は、記録部８１に記録されている
、ユーザに指定されたフォルダを参照して、フォルダに格納されている静止画像およびフ
ォト動画像のそれぞれを示す表示項目のそれぞれが表示（再生）される順番に並べられた
表示リストを生成する。
【００６８】
　また、例えば、ユーザがリモートコマンダ１２を操作して、表示装置１１に接続されて
いる他の装置に記録されているフォルダを指定した場合、表示制御部８３は、受光部２２
から供給されたユーザの操作に応じた制御信号に基づいて、通信部８２にユーザにより指
定されたフォルダを取得させる。通信部８２は、表示制御部８３の指示に従って、通信網
を介して他の装置から指定されたフォルダを取得する。つまり、通信部８２は、他の装置
から送信されてきた、指定したフォルダに格納されている静止画像および動画像を受信し
て表示制御部８３に供給する。
【００６９】
　すると、表示制御部８３は、通信部８２から供給された静止画像および動画像を記録部
８１に供給し、新たなフォルダに格納させて一時的に記録させる。そして、表示制御部８
３のリスト生成部９１は、新たに記録されたフォルダに格納された静止画像およびフォト
動画像のそれぞれを示す表示項目のそれぞれが並べられた表示リストを生成する。
【００７０】
　なお、ユーザにより指定されたフォルダに格納されている静止画像およびフォト動画像
を、スライドショー表示の対象とする例について説明するが、ユーザがリモートコマンダ
１２を操作して、スライドショー表示の対象とする画像を直接指定するようにしてもよい
し、何らかの方法でグループ化された画像を指定するようにしてもよい。また、以下の説
明においては、ユーザは記録部８１に予め記録されているフォルダを指定してスライドシ
ョー表示を指示するものとして説明を続ける。
【００７１】
　スライドショー表示する静止画像およびフォト動画像の表示リストが生成されると、ス
テップＳ１２において、静止画像表示制御部９２は、リスト生成部９１により生成された
表示リストを参照して、表示リストのうち、最初の表示項目、つまり最初に表示される静
止画像またはフォト動画像を示す表示項目を選択する。
【００７２】
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　ステップＳ１３において、静止画像表示制御部９２は、選択した表示項目により示され
る画像がフォト動画像であるか否かを判定する。
【００７３】
　ステップＳ１３において、フォト動画像であると判定された場合、ステップＳ１４にお
いて、静止画像表示制御部９２は、スライドショー表示に関する情報であるスライドショ
ー情報を生成し、動画像表示制御部９３に供給する。
【００７４】
　ここで、スライドショー情報には、スライドショー情報の受け渡し元、すなわちスライ
ドショー情報を生成したブロックを示す受け渡し元情報、スライドショー表示中であるか
否かを示す情報、次に再生する表示項目を示す表示項目情報、および再生する画像として
入力される画像のファイル形式や画質など、入力される画像に関する各種の設定を示す情
報である入力切替情報が含まれている。
【００７５】
　したがって、例えば、選択された最初の表示項目がフォト動画像を示している場合、静
止画像表示制御部９２は、スライドショー情報の受け渡し元としての静止画像表示制御部
９２を示す受け渡し元情報、スライドショー表示中であることを示す情報、再生する表示
項目として、最初の表示項目を示す表示項目情報、およびMPEG2（Moving Picture Expert
s Group phase 2）形式などの画像のファイル形式等の設定を示す入力切替情報が含まれ
ているスライドショー情報を生成し、動画像表示制御部９３に供給する。
【００７６】
　また、例えば、通信部８２がDLNA（Digital Living Network Alliance）などの規格に
したがって、通信網を介して他の装置から送信されてきた静止画像および動画像を受信し
た場合には、入力切替情報の画像のファイル形式は、MPEG2形式やMPEG2-PS（Moving Pict
ure Experts Group phase 2 - Program Stream）形式などとされる。
【００７７】
　静止画像表示制御部９２から動画像表示制御部９３にスライドショー情報が供給される
と、動画像表示制御部９３は、後述するように、供給されたスライドショー情報に基づい
て、表示項目情報により示されるフォト動画像を再生する。ここで、動画像表示制御部９
３は、リスト生成部９１により生成された表示リストにおける、再生した表示項目の次の
表示項目がフォト動画像である場合、そのフォト動画像の再生も行う。
【００７８】
　そして、動画像表示制御部９３は、フォト動画像の再生が終了すると、スライドショー
情報の受け渡し元としての動画像表示制御部９３を示す受け渡し元情報、スライドショー
表示中であることを示す情報、再生する表示項目として、次に再生される表示項目を示す
表示項目情報、および入力される画像に関する設定を示す入力切替情報が含まれているス
ライドショー情報を生成し、静止画像表示制御部９２に供給する。ここで、フォト動画像
の再生中に、ユーザによりスライドショー表示の終了が指示された場合、動画像表示制御
部９３は、スライドショー表示の終了が指示された旨の情報が含まれるスライドショー情
報を生成して、静止画像表示制御部９２に供給する。
【００７９】
　動画像表示制御部９３によりフォト動画像が再生されると、ステップＳ１５において、
静止画像表示制御部９２は、動画像表示制御部９３からスライドショー情報を取得して、
処理はステップＳ１８に進む。すなわち、動画像表示制御部９３は、フォト動画像の再生
が終了するか、ユーザによりスライドショー表示の終了が指示されると、スライドショー
情報を生成して静止画像表示制御部９２に供給し、静止画像表示制御部９２は、スライド
ショー情報の供給を受ける。また、静止画像表示制御部９２は、スライドショー情報に含
まれる入力切替情報に基づいて、入力する画像に関する設定を行う。
【００８０】
　一方、ステップＳ１３において、選択した表示項目により示される画像がフォト動画像
ではない、つまり静止画像であると判定された場合、ステップＳ１６において、静止画像
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表示制御部９２は、表示部２１に、表示項目により示される静止画像を表示させる。
【００８１】
　すなわち、静止画像表示制御部９２は、表示項目により示される静止画像を記録部８１
から取得して表示部２１に供給し、表示部２１は、静止画像表示制御部９２から供給され
た静止画像を表示する。
【００８２】
　ステップＳ１７において、静止画像表示制御部９２は、ユーザによりリモートコマンダ
１２のボタンが操作されたか否かを判定する。
【００８３】
　すなわち、ユーザがリモートコマンダ１２に設けられたボタンを操作すると、リモート
コマンダ１２はユーザの操作に応じたコマンド信号を表示装置１１に送信する。表示装置
１１の受光部２２は、リモートコマンダ１２から送信されてきたコマンド信号を受光して
光電変換し、その結果得られた制御信号を表示制御部８３に供給する。静止画像表示制御
部９２は、受光部２２から制御信号が供給された場合、ボタンが操作されたと判定する。
【００８４】
　なお、より詳細には、表示部２１に静止画像が表示されている場合、静止画像が表示さ
れてから、予め定められた時間、すなわち静止画像が継続して表示される時間が経過して
も受光部２２から静止画像表示制御部９２に制御信号が供給されなかったとき、ボタンが
操作されなかったと判定される。
【００８５】
　ステップＳ１７において、ボタンが操作されていないと判定された場合、処理はステッ
プＳ１８に進む。
【００８６】
　ステップＳ１７において、ボタンが操作されていないと判定されたか、ステップＳ１５
においてスライドショー情報が取得されると、ステップＳ１８において、静止画像表示制
御部９２は、スライドショー表示を終了するか否かを判定する。例えば、表示リストの最
後の表示項目の再生が終了した場合、または動画像表示制御部９３から供給されたスライ
ドショー情報に、スライドショー表示の終了が指示された旨の情報が含まれている場合、
スライドショー表示を終了すると判定される。
【００８７】
　ステップＳ１８において、スライドショー表示を終了すると判定された場合、表示装置
１１は、各部の行っている処理を終了し、スライドショー表示処理は終了する。
【００８８】
　これに対して、ステップＳ１８において、スライドショー表示を終了しない、すなわち
継続してスライドショー表示を行うと判定された場合、ステップＳ１９において、静止画
像表示制御部９２は、リスト生成部９１により生成された表示リストの次の表示項目を選
択する。例えば、表示部２１に静止画像が表示されている場合、静止画像表示制御部９２
は、表示リストの表示項目のうち、表示部２１に表示されている静止画像を示す表示項目
の次の表示項目を、次に再生する画像を示す表示項目として選択する。
【００８９】
　また、例えば、フォト動画像が再生され、動画像表示制御部９３から静止画像表示制御
部９２にスライドショー情報が供給された場合、静止画像表示制御部９２は、表示リスト
の表示項目のうち、スライドショー情報により示される表示項目を次に再生する画像を示
す表示項目として選択する。
【００９０】
　ステップＳ１９において、次に再生する画像を示す表示項目が選択されると、処理はス
テップＳ１３に戻り、上述した処理が繰り返される。
【００９１】
　また、ステップＳ１７において、ユーザによりリモートコマンダ１２のボタンが操作さ
れたと判定された場合、ステップＳ２０において、静止画像表示制御部９２は、スライド
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ショー表示の終了が指示されたか否かを判定する。
【００９２】
　例えば、ユーザがリモートコマンダ１２を操作してスライドショー表示の終了を指示し
、受光部２２から静止画像表示制御部９２に、ユーザの操作に応じて、スライドショー表
示の終了を指示する制御信号が供給された場合、スライドショー表示の終了が指示された
と判定される。
【００９３】
　ステップＳ２０において、スライドショー表示の終了が指示されたと判定された場合、
表示装置１１は、各部の行っている処理を終了し、スライドショー表示処理は終了する。
【００９４】
　これに対して、ステップＳ２０において、スライドショー表示の終了が指示されていな
いと判定された場合、ステップＳ２１において、静止画像表示制御部９２は、次の表示項
目の再生が指示されたか否かを判定する。
【００９５】
　例えば、ユーザがリモートコマンダ１２の下ボタン５３または次ボタン５７を操作し、
ユーザの操作に応じて、受光部２２から静止画像表示制御部９２に、下ボタン５３が操作
された旨の制御信号、または次ボタン５７が操作された旨の制御信号が供給された場合、
次の表示項目の再生が指示されたと判定される。
【００９６】
　また、例えば、ユーザがリモートコマンダ１２の上ボタン５２または前ボタン５６を操
作し、ユーザの操作に応じて、受光部２２から静止画像表示制御部９２に、上ボタン５２
が操作された旨の制御信号、または前ボタン５６が操作された旨の制御信号が供給された
場合、次の表示項目の再生が指示されなかったと判定される。
【００９７】
　ステップＳ２１において、次の表示項目の再生が指示されたと判定された場合、ステッ
プＳ２２において、静止画像表示制御部９２は、表示リストに、再生順において、再生中
の表示項目の次の表示項目があるか否か、すなわち、表示部２１に表示されている静止画
像を示す表示項目の次の表示項目があるか否かを判定する。
【００９８】
　ステップＳ２２において、次の表示項目がないと判定された場合、表示部２１に表示さ
れている静止画像が、表示の開始から予め定められた時間が経過するまで継続して表示さ
れた後、表示リストの全ての表示項目について、表示項目により示される画像の再生が終
了したとされ、スライドショー表示処理は終了する。
【００９９】
　これに対して、ステップＳ２２において、次の表示項目があると判定された場合、処理
はステップＳ１９に進み、次の表示項目が選択されて、選択された表示項目により示され
る画像が再生される。
【０１００】
　また、ステップＳ２１において、次の表示項目の再生が指示されなかったと判定された
場合、すなわち、受光部２２から静止画像表示制御部９２に、上ボタン５２が操作された
旨の制御信号、または前ボタン５６が操作された旨の制御信号が供給され、表示部２１に
表示されている静止画像を示す表示項目の１つ前の表示項目の再生が指示された場合、処
理はステップＳ２３に進む。
【０１０１】
　ステップＳ２３において、静止画像表示制御部９２は、表示リストに、再生順において
、再生中の表示項目の１つ前の表示項目があるか否か、すなわち表示部２１に表示されて
いる静止画像を示す表示項目の前の表示項目があるか否かを判定する。
【０１０２】
　ステップＳ２３において、前の表示項目がないと判定された場合、すなわち表示部２１
に表示されている静止画像が、表示リストの最初の表示項目により示される静止画像であ
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る場合、表示部２１に表示されている静止画像が、表示の開始から予め定められた時間が
経過するまで継続して表示された後、処理はステップＳ１９に進み、次の表示項目が選択
されて、選択された表示項目により示される画像が再生される。
【０１０３】
　これに対して、ステップＳ２３において、前の表示項目があると判定された場合、処理
はステップＳ２４に進む。ステップＳ２４において、静止画像表示制御部９２は、リスト
生成部９１により生成された表示リストにおける、再生中の表示項目の１つ前の表示項目
を選択し、処理はステップＳ１３に戻り、選択された表示項目により示される画像が再生
される。
【０１０４】
　このようにして、表示装置１１は、表示リストを生成し、生成した表示リストにしたが
って、静止画像およびフォト動画像を連続して再生する。また、表示装置１１の静止画像
表示制御部９２は、表示リストの表示項目により示される画像が静止画像である場合、そ
の静止画像を再生して表示部２１に表示させ、表示項目により示される画像がフォト動画
像である場合、動画像表示制御部９３にスライドショー情報を供給して、そのフォト動画
像を再生させる。
【０１０５】
　このように、表示項目により示される画像が静止画像である場合、静止画像表示制御部
９２が静止画像の再生を制御し、表示項目により示される画像がフォト動画像である場合
、動画像表示制御部９３がフォト動画像の再生を制御することで、ユーザにより指定され
たフォルダに静止画像と動画像とが混在している場合においても、それらの画像を順番に
連続して再生することができる。
【０１０６】
　次に、図６のフローチャートを参照して、図５のステップＳ１１の処理に対応するリス
ト生成処理について説明する。
【０１０７】
　ステップＳ５１において、リスト生成部９１は、ユーザにより指定されたフォルダに格
納されている画像を１つ選択する。
【０１０８】
　例えば、静止画像および動画像を、それらの静止画像および動画像の撮影日時の古いも
のから順番に連続して再生させる場合、リスト生成部９１は、受光部２２から供給された
制御信号に基づいて、記録部８１のユーザにより指定されたフォルダに格納されている、
まだ選択していない静止画像および動画像のうち、最も撮影日時の古い画像を選択する。
【０１０９】
　ステップＳ５２において、リスト生成部９１は、選択した画像が静止画像であるか否か
を判定する。例えば、リスト生成部９１は、選択した画像、より詳細には、選択した画像
の画像ファイルの拡張子が、JPEG（Joint Photographic Experts Group）方式で圧縮され
た画像ファイル（JPEG形式の画像ファイル）であることを示す拡張子“jpg”である場合
、静止画像であると判定する。
【０１１０】
　ステップＳ５２において、選択した画像が静止画像であると判定された場合、処理はス
テップＳ５４に進む。
【０１１１】
　これに対して、ステップＳ５２において、選択した画像が静止画像ではないと判定され
た場合、ステップＳ５３において、リスト生成部９１は、選択した画像がフォト動画像で
あるか否か、すなわち選択した画像、より詳細には、選択した画像の画像ファイルが予め
定められた規格に準拠した画像ファイルであるか否かを判定する。
【０１１２】
　例えば、予め定められ規格がDCFである場合、つまりDCFの規格に準拠した画像ファイル
の動画像がフォト動画像とされる場合、リスト生成部９１は、画像ファイルのファイル名
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が所定の条件を満たす、DCFに準拠した画像ファイルに特有のファイル名であり、かつ画
像ファイルのファイル形式が予め定められた所定のファイル形式であるとき、選択した画
像がフォト動画像であると判定する。
【０１１３】
　すなわちリスト生成部９１は、画像ファイルのファイル名が、DCFの規格にしたがって
付されたファイル名であり、かつ画像ファイルが、DCFの規格において定められたファイ
ル形式の画像ファイルである場合、選択した画像がフォト動画像であると判定する。
【０１１４】
　より具体的には、選択した画像ファイルの拡張子が、MPEG2方式で圧縮された画像ファ
イル（MPEG2形式の画像ファイル）であることを示す拡張子“mpg”または“mpeg”であり
、ファイル名の接頭字、つまりファイル名の先頭のいくつかの文字列が文字列“MOV”ま
たは“MVI”であり、かつファイル名の接頭字の直後の文字が４桁の数字である場合、リ
スト生成部９１は、選択した画像がフォト動画像であると判定する。
【０１１５】
　したがって、例えば選択された画像ファイルの拡張子を含むファイル名が“MOV0123.mp
g”である場合、その画像ファイルはフォト動画像の画像ファイルとされる。また、例え
ば、画像ファイルの拡張子が、AVI（Audio Video Interleaving）形式のファイルである
ことを示す拡張子“avi”である場合、ＭＰ４形式のファイルであることを示す拡張子“m
p4”である場合、またはMPEG2-TS（MPEG2 - Transport Stream）形式のファイルであるこ
とを示す拡張子“m2t”である場合、その画像ファイルはフォト動画像の画像ファイルと
はされない。
【０１１６】
　なお、選択した画像ファイルの拡張子が、MPEG2方式で圧縮された画像ファイルである
ことを示す拡張子である場合、すなわちDCFの規格に準拠したMPEG2形式の画像ファイルで
ある場合、ファイル名の接頭字が予め定められた文字列である場合、またはファイル名の
接頭字の直後の文字が４桁の数字である場合の何れかの場合に、リスト生成部９１により
選択された画像がフォト動画像であると判定されるようにしてもよい。
【０１１７】
　このように、画像ファイルのファイル名および拡張子を用いて、選択された画像がフォ
ト動画像であるか否かを判定することで、ユーザが画像ファイルのファイル名または拡張
子を意図的に変更しない限り、フォルダに格納されている動画像のうち、所望する規格に
準拠した動画像だけを選択することができる。
【０１１８】
　ステップＳ５３において、フォト動画像でないと判定された場合、選択された画像は、
撮影装置により撮影された動画像ではないので、処理はステップＳ５１に戻り、次の画像
が選択される。
【０１１９】
　これに対して、ステップＳ５３において、フォト動画像であると判定された場合、選択
された画像は撮影装置により撮影されたフォト動画像であるので、処理はステップＳ５４
に進む。
【０１２０】
　ステップＳ５３において、フォト動画像であると判定されるか、ステップＳ５２におい
て、静止画像であると判定された場合、ステップＳ５４において、リスト生成部９１は、
選択した画像、より詳細には選択した画像の画像ファイルを示す情報を、表示項目として
表示リストの最後に追加する。
【０１２１】
　例えば、表示リストには、ユーザにより指定されたフォルダに格納されている静止画像
およびフォト動画像のうち、最も撮影日時の古い静止画像またはフォト動画像を示す表示
項目を先頭として、静止画像またはフォト動画像を示す表示項目が、その表示項目により
示される画像の撮影日時の古い順番、すなわち再生される順番で並べられている。リスト
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生成部９１は、新たに選択した静止画像またはフォト動画像を示す表示項目が、表示リス
トとして順番に並べられている表示項目のうちの最後の表示項目の次に並べられるように
、選択した静止画像またはフォト動画像を示す表示項目を表示リストに追加する。
【０１２２】
　ステップＳ５５において、リスト生成部９１は、ユーザにより指定されたフォルダに格
納されている全ての画像（静止画像および動画像）を選択したか否かを判定する。
【０１２３】
　ステップＳ５５において、全ての画像を選択していないと判定された場合、処理はステ
ップＳ５１に戻り、次の画像が選択されて、その画像を示す表示項目が表示リストに追加
される処理が行われる。
【０１２４】
　これに対して、ステップＳ５５において、全ての画像を選択したと判定された場合、リ
スト生成部９１は、ステップＳ５１の処理乃至ステップＳ５４の処理を行うことにより生
成された表示リストを保持し、処理は図５のステップＳ１２に進む。
【０１２５】
　このようにして、表示装置１１は、フォルダに格納された画像のうち、静止画像と、予
め定められた規格に準拠した動画像とを選択して、選択した静止画像または動画像を示す
表示項目が再生順に並べられた表示リストを生成する。
【０１２６】
　このように、フォルダに格納された画像のうち、静止画像と、予め定められた規格に準
拠した動画像とを選択して表示リストを生成することにより、簡単にユーザが所望すると
予測される静止画像および動画像だけを連続して再生することができる。
【０１２７】
　例えば、記録部８１のフォルダに、ユーザが旅行などの行事のときに撮影装置により撮
影した静止画像およびフォト動画像と、その行事とは全く関係のない、撮影装置により撮
影されたものではない動画像とが混在して記録されることがある。そのような場合、ユー
ザがフォルダに格納されている静止画像および動画像をスライドショー表示させて、表示
される画像を閲覧し、行事のときの記憶を振り返ろうとするとき、ユーザが閲覧したい画
像は、行事のときに撮影した画像だけであるにもかかわらず、フォルダに格納されている
行事とは全く関係のない動画像まで再生されてしまうと、ユーザは、行事のときに撮影し
た画像の閲覧が阻害されたと感じることになる。
【０１２８】
　そこで、フォルダに格納されている静止画像および動画像のうち、静止画像と、予め定
められた規格に準拠した動画像とを選択して表示リストを生成することで、ユーザが閲覧
したいと予測される静止画像および動画像、例えば撮影装置により撮影された静止画像お
よび動画像だけを選択的にスライドショー表示することができ、ユーザの満足度を向上さ
せることができる。
【０１２９】
　また、表示装置１１と通信網を介して接続されている他の装置、例えば通信網上のサー
バから表示装置１１に、スライドショー表示させる静止画像および動画像として、撮影装
置により撮影された、互いに関連する静止画像および動画像と、それらの静止画像および
動画像とは全く関係のない、撮影装置により撮影されたものではない動画像とが供給され
ることがある。そのような場合においても、サーバから供給された静止画像および動画像
から、静止画像と、予め定められた規格に準拠した動画像とを選択して表示リストを生成
することで、簡単にユーザが所望すると予測される静止画像および動画像を連続して再生
することができる。
【０１３０】
　なお、以上においては、予め定められた規格として、DCFを例として説明したが、その
他、デジタルビデオカメラや携帯電話機などにおいて用いられている規格など、任意の規
格に準拠した動画像をフォト動画像とすることができる。また、所定の規格に準拠した動
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画像ファイルに限らず、MPEG2形式などの予め定められたファイル形式の動画像ファイル
に基づく動画像がフォト動画像とされるようにしてもよい。
【０１３１】
　さらに、静止画像についても、リスト表示部９１が、予め定められた規格に準拠した静
止画像、所定の条件を満たすファイル名の静止画像、または所定のファイル形式の静止画
像のいずれかを、スライドショー表示する静止画像として、その静止画像を示す表示項目
を表示リストに追加するようにしてもよい。
【０１３２】
　ところで、図５のスライドショー表示処理が実行されているときに、静止画像表示制御
部９２から動画像表示制御部９３にスライドショー情報が供給されるか、ユーザがリモー
トコマンダ１２を操作して、所定のビデオ動画像の再生を指示すると、表示装置１１は、
動画像を再生する処理である動画像再生処理を開始する。
【０１３３】
　以下、図７のフローチャートを参照して、表示装置１１による動画像再生処理について
説明する。
【０１３４】
　ステップＳ８１において、動画像表示制御部９３は、動画像の再生を開始させる。例え
ば、ユーザがリモートコマンダ１２を操作して、所定の動画像（ビデオ動画像）の再生を
指示した場合、リモートコマンダ１２から表示装置１１には、ユーザの操作に応じたコマ
ンド信号が送信される。受光部２２は、リモートコマンダ１２から送信されてきたコマン
ド信号を受光して光電変換し、その結果得られた制御信号を表示制御部８３の動画像表示
制御部９３に供給する。
【０１３５】
　動画像表示制御部９３は、受光部２２から供給された制御信号に基づいて、ユーザによ
り指示された動画像を記録部８１から取得して表示部２１に供給し、表示部２１に動画像
を表示させる。
【０１３６】
　また、例えば静止画像表示制御部９２から動画像表示制御部９３にスライドショー情報
が供給された場合、動画像表示制御部９３は、供給されたスライドショー情報の入力切替
情報に基づいて、入力をMPEG2形式の画像ファイルの動画像に切り替える処理などを行い
、入力する画像、つまりこれから再生する動画像に関する設定を行う。そして、動画像表
示制御部９３は、スライドショー情報の表示項目情報により示されるフォト動画像を記録
部８１から取得し、入力切替情報に基づいて、取得したフォト動画像に対して必要に応じ
て伸張処理などの処理を施す。さらに、動画像表示制御部９３は、処理の施されたフォト
動画像を表示部２１に供給して、表示部２１に動画像を表示させる。
【０１３７】
　ステップＳ８２において、動画像表示制御部９３は、上ボタン５２または前ボタン５６
が操作されたか否かを判定する。例えば、ユーザがリモートコマンダ１２の上ボタン５２
または前ボタン５６を操作し、ユーザの操作に応じて受光部２２から動画像表示制御部９
３に、上ボタン５２が操作された旨の制御信号、または前ボタン５６が操作された旨の制
御信号が供給された場合、上ボタン５２または前ボタン５６が操作されたと判定される。
【０１３８】
　ステップＳ８２において、上ボタン５２または前ボタン５６が操作されたと判定された
場合、ステップＳ８３において、動画像表示制御部９３は、再生中の動画像は、フォト動
画像であるか否かを判定する。例えば、静止画像表示制御部９２から動画像表示制御部９
３にスライドショー情報が供給され、供給されたスライドショー情報に、スライドショー
表示中であることを示す情報が含まれている場合、フォト動画像であると判定される。
【０１３９】
　ステップＳ８３において、フォト動画像でないと判定された場合、ステップＳ８４にお
いて、動画像表示制御部９３は、ユーザの操作に応じた処理を行い、処理はステップＳ９
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４に進む。例えば、受光部２２から動画像表示制御部９３に、上ボタン５２が操作された
旨の制御信号が供給された場合、動画像表示制御部９３は、供給された制御信号に基づい
て、再生中の動画像の再生位置が、現在の再生位置の３０秒後の位置に移動されるように
、動画像の再生を制御する。
【０１４０】
　また、例えば、受光部２２から動画像表示制御部９３に、前ボタン５６が操作された旨
の制御信号が供給された場合、動画像表示制御部９３は、供給された制御信号に基づいて
、再生中の動画像の再生位置が、現在再生中の動画像のチャプタの１つ前のチャプタの先
頭の位置に移動されるように、動画像の再生を制御する。
【０１４１】
　一方、ステップＳ８３において、再生中の動画像がフォト動画像であると判定された場
合、ステップＳ８５において、動画像表示制御部９３は、受光部２２から供給された制御
信号に基づいて、リスト生成部９１により生成された表示リストの表示項目のうち、現在
再生しているフォト動画像を示す表示項目の１つ前の表示項目により示されるフォト動画
像の再生を開始する。
【０１４２】
　すなわち、動画像表示制御部９３は、再生しているフォト動画像を示す表示項目の１つ
前の表示項目により示されるフォト動画像を、記録部８１から取得して表示部２１に供給
し、表示部２１にフォト動画像を表示させて、処理はステップＳ９４に進む。
【０１４３】
　なお、より詳細には、表示リストに１つ前の表示項目がない場合、つまり表示リストの
最初の表示項目により示されるフォト動画像が再生されている場合、現在再生されている
フォト動画像の再生が継続して行われる。
【０１４４】
　また、表示リストの１つ前の表示項目が、フォト動画像ではなく静止画像を示す表示項
目である場合、静止画像の再生は静止画像表示制御部９２により行われるので、動画像表
示制御部９３は、新たなフォト動画像の再生を行わず、処理はステップＳ９４に進み、再
生中のフォト動画像の再生が停止され、静止画像表示制御部９２により静止画像の再生が
行われる。
【０１４５】
　さらに、ステップＳ８２において、上ボタン５２または前ボタン５６が操作されていな
いと判定された場合、ステップＳ８６において、動画像表示制御部９３は、下ボタン５３
または次ボタン５７が操作されたか否かを判定する。例えば、ユーザがリモートコマンダ
１２の下ボタン５３または次ボタン５７を操作し、ユーザの操作に応じて受光部２２から
動画像表示制御部９３に、下ボタン５３が操作された旨の制御信号、または次ボタン５７
が操作された旨の制御信号が供給された場合、下ボタン５３または次ボタン５７が操作さ
れたと判定される。
【０１４６】
　ステップＳ８６において、下ボタン５３または次ボタン５７が操作されたと判定された
場合、ステップＳ８７において、動画像表示制御部９３は、再生中の動画像は、フォト動
画像であるか否かを判定する。
【０１４７】
　ステップＳ８７において、フォト動画像でないと判定された場合、ステップＳ８８にお
いて、動画像表示制御部９３は、ユーザの操作に応じた処理を行い、処理はステップＳ９
４に進む。例えば、受光部２２から動画像表示制御部９３に、下ボタン５３が操作された
旨の制御信号が供給された場合、動画像表示制御部９３は、供給された制御信号に基づい
て、再生中の動画像の再生位置が、現在の再生位置の１５秒前の位置に移動されるように
、動画像の再生を制御する。
【０１４８】
　また、例えば、受光部２２から動画像表示制御部９３に、次ボタン５７が操作された旨
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の制御信号が供給された場合、動画像表示制御部９３は、供給された制御信号に基づいて
、再生中の動画像の再生位置が、現在再生中の動画像のチャプタの１つ後のチャプタの先
頭の位置に移動されるように、動画像の再生を制御する。
【０１４９】
　一方、ステップＳ８７において、再生中の動画像がフォト動画像であると判定された場
合、ステップＳ８９において、動画像表示制御部９３は、受光部２２から供給された制御
信号に基づいて、リスト生成部９１により生成された表示リストの表示項目のうち、現在
再生しているフォト動画像を示す表示項目の次の表示項目により示されるフォト動画像の
再生を開始する。
【０１５０】
　すなわち、動画像表示制御部９３は、再生しているフォト動画像を示す表示項目の次の
表示項目により示されるフォト動画像を、記録部８１から取得して表示部２１に供給し、
表示部２１にフォト動画像を表示させて、処理はステップＳ９４に進む。
【０１５１】
　なお、より詳細には、表示リストに次の表示項目がない場合、つまり表示リストの最後
の表示項目により示されるフォト動画像が再生されている場合、現在再生されているフォ
ト動画像の再生が継続して行われる。
【０１５２】
　また、表示リストの次の表示項目が、フォト動画像ではなく静止画像を示す表示項目で
ある場合、静止画像の再生は静止画像表示制御部９２により行われるので、動画像表示制
御部９３は、新たなフォト動画像の再生を行わず、処理はステップＳ９４に進み、再生中
のフォト動画像の再生が停止され、静止画像表示制御部９２により静止画像の再生が行わ
れる。
【０１５３】
　さらに、ステップＳ８６において、下ボタン５３または次ボタン５７が操作されなかっ
たと判定された場合、ステップＳ９０において、動画像表示制御部９３は、右ボタン５５
が操作されたか否かを判定する。例えば、ユーザがリモートコマンダ１２の右ボタン５５
を操作し、ユーザの操作に応じて受光部２２から動画像表示制御部９３に、右ボタン５５
が操作された旨の制御信号が供給された場合、右ボタン５５が操作されたと判定される。
【０１５４】
　ステップＳ９０において、右ボタン５５が操作されたと判定された場合、ステップＳ９
１において、動画像表示制御部９３は、表示部２１を制御して、再生中の動画像を早送り
再生させる。すなわち、動画像表示制御部９３は、再生中の動画像（ビデオ動画像または
フォト動画像）が早送り再生されるように、動画像の再生を制御し、処理はステップＳ９
４に進む。
【０１５５】
　一方、ステップＳ９０において、右ボタン５５が操作されなかったと判定された場合、
ステップＳ９２において、動画像表示制御部９３は、左ボタン５４が操作されたか否かを
判定する。例えば、ユーザがリモートコマンダ１２の左ボタン５４を操作し、ユーザの操
作に応じて受光部２２から動画像表示制御部９３に、左ボタン５４が操作された旨の制御
信号が供給された場合、左ボタン５４が操作されたと判定される。
【０１５６】
　ステップＳ９２において、左ボタン５４が操作されたと判定された場合、ステップＳ９
３において、動画像表示制御部９３は、表示部２１を制御して、再生中の動画像を早戻し
再生させる。すなわち、動画像表示制御部９３は、再生中の動画像が早戻し再生されるよ
うに、動画像の再生を制御し、処理はステップＳ９４に進む。
【０１５７】
　また、ステップＳ９２において、左ボタン５４が操作されなかったと判定された場合、
処理はステップＳ９４に進む。
【０１５８】
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　ステップＳ８４、ステップＳ８５、ステップＳ８８、ステップＳ８９、ステップＳ９１
、若しくはステップＳ９３において動画像の再生の制御が行われるか、またはステップＳ
９２において、左ボタン５４が操作されなかったと判定されると、ステップＳ９４におい
て、動画像表示制御部９３は、動画像の再生を終了するか否かを判定する。
【０１５９】
　例えば、再生していた動画像を最後まで再生した場合、つまり動画像の再生が終了した
場合、ユーザによりリモートコマンダ１２が操作され、動画像の再生の終了が指示された
場合、フォト動画像の再生中にユーザにより上ボタン５２または前ボタン５６が操作され
、表示リストにおける、再生中のフォト動画像を示す表示項目の１つ前の表示項目が静止
画像を示している場合、またはフォト動画像の再生中にユーザにより下ボタン５３または
次ボタン５７が操作され、表示リストにおける、再生中のフォト動画像を示す表示項目の
次の表示項目が静止画像を示している場合、動画像の再生を終了すると判定される。
【０１６０】
　ステップＳ９４において、動画像の再生を終了しないと判定された場合、動画像の再生
が継続して行われ、処理はステップＳ８２に戻り、上述した処理が繰り返される。
【０１６１】
　これに対して、ステップＳ９４において、動画像の再生を終了すると判定された場合、
ステップＳ９５において、動画像表示制御部９３は、再生を終了する動画像が、フォト動
画像であるか否かを判定する。例えば、静止画像表示制御部９２から動画像表示制御部９
３に供給されたスライドショー情報に、スライドショー表示中であることを示す情報が含
まれている場合、フォト動画像であると判定される。
【０１６２】
　ステップＳ９５において、フォト動画像でないと判定された場合、動画像表示制御部９
３は、動画像の再生を終了し、動画像再生処理は終了する。なお、より詳細には、動画像
表示制御部９３は、再生の終了した動画像（ビデオ動画像）の最後のフレームの画像が表
示部２１に表示された状態で、ビデオ動画像の再生を一時停止する。
【０１６３】
　これに対して、ステップＳ９５において、フォト動画像であると判定された場合、ステ
ップＳ９６において、動画像表示制御部９３は、表示リストの次の表示項目のフォト動画
像を再生するか否かを判定する。
【０１６４】
　例えば、ユーザによりフォト動画像の再生の終了が指示されておらず、表示リストにお
ける、再生を終了するフォト動画像を示す表示項目の次の表示項目が、フォト動画像を示
す表示項目である場合、次の表示項目のフォト動画像を再生すると判定される。
【０１６５】
　また、例えば、フォト動画像が最後まで再生され、表示リストにおける、再生を終了す
るフォト動画像を示す表示項目の次の表示項目が、静止画像を示す表示項目である場合、
ユーザによりリモートコマンダ１２が操作され、フォト動画像の再生の終了が指示された
場合、ユーザにより上ボタン５２または前ボタン５６が操作され、表示リストにおける、
再生を終了するフォト動画像を示す表示項目の１つ前の表示項目が静止画像を示している
場合、またはユーザにより下ボタン５３または次ボタン５７が操作され、表示リストにお
ける、再生を終了するフォト動画像を示す表示項目の次の表示項目が静止画像を示してい
る場合、次の表示項目のフォト動画像を再生しないと判定される。
【０１６６】
　ステップＳ９６において、次の表示項目のフォト動画像を再生すると判定された場合、
動画像表示制御部９３は、再生していたフォト動画像の再生を終了させ、処理はステップ
Ｓ８１に戻り、次の表示項目により示されるフォト動画像の再生が開始される。
【０１６７】
　これに対して、ステップＳ９６において、次の表示項目のフォト動画像を再生しないと
判定された場合、動画像表示制御部９３は、再生していたフォト動画像の再生を終了させ
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、処理はステップＳ９７に進む。
【０１６８】
　ステップＳ９７において、動画像表示制御部９３は、スライドショー情報を生成する。
そして、動画像表示制御部９３は、生成したスライドショー情報を静止画像表示制御部９
２に供給し、動画像再生処理は終了する。
【０１６９】
　例えば、動画像表示制御部９３は、スライドショー情報の受け渡し元としての動画像表
示制御部９３を示す受け渡し元情報、スライドショー表示中であることを示す情報、再生
する表示項目として、次に再生される表示項目、つまり表示リストにおける、再生を終了
したフォト動画像を示す表示項目の次の表示項目を示す表示項目情報、および入力する画
像に関する設定を示す入力切替情報が含まれているスライドショー情報を生成する。
【０１７０】
　また、ユーザによりフォト動画像の再生の終了が指示された場合、すなわちスライドシ
ョー表示の終了が指示された場合、動画像表示制御部９３は、スライドショー表示の終了
が指示された旨の情報が含まれるスライドショー情報を生成する。
【０１７１】
　このようにして、表示装置１１は動画像を再生し、動画像の再生中にユーザによりリモ
ートコマンダ１２が操作された場合には、必要に応じて、再生中の動画像がフォト動画像
であるか否かによって、異なる再生の制御を行う。
【０１７２】
　例えば、フォト動画像の再生中、すなわちスライドショー表示中に、ユーザによりリモ
ートコマンダ１２の上ボタン５２、下ボタン５３、前ボタン５６、または次ボタン５７が
操作された場合、静止画像の再生時と同様の再生の制御がなされるようにすることで、静
止画像とフォト動画像とを同じ操作体系で扱うことができ、スライドショー表示に適した
再生の制御を行うことができる。
【０１７３】
　これにより、ユーザは、スライドショー表示の対象となる画像として静止画像とフォト
動画像とが混在している場合においても、簡単に再生の制御を指示することができる。例
えば、ユーザは、フォト動画像の再生中においても、再生しているフォト動画像の次、ま
たは前の画像の再生を簡単に指示することができる。
【０１７４】
　なお、以上においては、スライドショー表示する静止画像および動画像の表示リストを
生成し、その表示リストに基づいて画像のスライドショー表示が行われると説明したが、
表示リストを生成せずにスライドショー表示が行われるようにしてもよい。
【０１７５】
　そのような場合、リスト生成部９１は、ユーザにより指定されたフォルダに格納されて
いる、まだ選択されていない静止画像および動画像のうち、例えば、撮影日時の最も古い
画像を選択し、選択した画像が静止画像であれば、静止画像表示制御部９２に、その静止
画像の再生を指示して、静止画像表示制御部９２は、リスト生成部９１の指示に従い静止
画像を再生する。また、リスト生成部９１は、選択した画像が予め定められた規格に準拠
した動画像でない場合、その動画像を再生させずに次の画像を選択し、選択した画像が予
め定められた規格に準拠した動画像である場合、動画像表示制御部９３にその動画像の再
生を指示する。動画像表示制御部９３は、リスト生成部９１の指示に従い、動画像を再生
させる。
【０１７６】
　そして、静止画像またはフォト動画像の再生が終了すると、リスト生成部９１は、次の
画像を選択して、静止画像表示制御部９２または動画像表示制御部９３に、静止画像また
は動画像の再生を指示し、フォルダに格納されている全ての画像が選択されるまで、画像
を再生する処理が繰り返される。
【０１７７】
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　また、表示装置１１は、テレビジョン受像機に限らず、デジタルスチルカメラやデジタ
ルビデオカメラなどの撮影装置、携帯電話機、パーソナルコンピュータなどの他の装置と
することができる。
【０１７８】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からイ
ンストールされる。
【０１７９】
　図８は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するパーソナルコンピュータの構
成の例を示すブロック図である。CPU（Central Processing Unit）３０１は、ROM（Read 
Only Memory）３０２、または記録部３０８に記録されているプログラムに従って各種の
処理を実行する。RAM（Random Access Memory）３０３には、CPU３０１が実行するプログ
ラムやデータなどが適宜記憶される。これらのCPU３０１、ROM３０２、およびRAM３０３
は、バス３０４により相互に接続されている。
【０１８０】
　CPU３０１にはまた、バス３０４を介して入出力インターフェース３０５が接続されて
いる。入出力インターフェース３０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどより
なる入力部３０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部３０７が接続されている
。CPU３０１は、入力部３０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そ
して、CPU３０１は、処理の結果を出力部３０７に出力する。
【０１８１】
　入出力インターフェース３０５に接続されている記録部３０８は、例えばハードディス
クからなり、CPU３０１が実行するプログラムや各種のデータを記録する。通信部３０９
は、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して外部の装
置と通信する。
【０１８２】
　また、通信部３０９を介してプログラムを取得し、記録部３０８に記録してもよい。
【０１８３】
　入出力インターフェース３０５に接続されているドライブ３１０は、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア３３１が装
着されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得す
る。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記録部３０８に転送され、記録され
る。
【０１８４】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図８に示すように、磁気ディスク（フレキシブ
ルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Digita
l Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア３３１、または、プログラムが一時的もしく
は永続的に格納されるROM３０２や、記録部３０８を構成するハードディスクなどにより
構成される。プログラム記録媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、モデム
などのインターフェースである通信部３０９を介して、ローカルエリアネットワーク、イ
ンターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行われ
る。
【０１８５】
　なお、本明細書において、プログラム記録媒体に格納されるプログラムを記述するステ
ップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的
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に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１８６】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】本発明を適用した表示装置の一実施の形態の外観の構成例を示す図である。
【図２】リモートコマンダに設けられたボタンを説明する図である。
【図３】動画像の再生中になされた操作に対して行われる処理を説明する図である。
【図４】表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図５】スライドショー表示処理を説明するフローチャートである。
【図６】リスト生成処理を説明するフローチャートである。
【図７】動画像再生処理を説明するフローチャートである。
【図８】パーソナルコンピュータの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１８８】
　１１　表示装置，　１２　リモートコマンダ，　２１　表示部２１，　２２　受光部，
　８３　表示制御部，　９１　リスト生成部，　９２　静止画像表示制御部，　９３　動
画像表示制御部

【図１】 【図２】
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