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(57)【要約】
　ディスク装置１１には動画像及び静止画像並びにそれ
らの夫々について撮影時刻を含む撮影情報が記録されて
おり、時間管理部１６は再生制御部１４による画像の再
生に応じて基準時刻の管理を行う。検索部１７は受付部
１２が受け付けたユーザから画像の切り替えに関する切
替指示に応じて、記録部に記録されている撮影情報を用
いて、ディスク装置１１に記録されている動画像の中か
ら基準時刻を含む時間幅Ｔａの少なくとも一部で撮影さ
れた動画像の検索、及びディスク装置１１に記録されて
いる静止画像の中から基準時刻を含む時間幅Ｔｂ内に撮
影された静止画像の検索を行う。そして、再生制御部１
４は検索部１７による検索結果に基づいて再生画像の切
り替えを行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録するための記録部と、
　前記記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う再生制御部と、
　前記再生制御部による画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理部と、
　ユーザから画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付部と、
　前記受付部が受け付ける切替指示に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用
いて、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満た
す動画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む
静止画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索部と、
　を備え、
　前記再生制御部は前記検索部による検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う
　画像再生装置。
【請求項２】
　前記所定条件は前記基準時刻を含む動画像検索時間幅の少なくとも一部において撮影さ
れていることである
　請求項１記載の画像再生装置。
【請求項３】
　前記再生制御部が動画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記時間管理部は前
記基準時刻を切り替え前のままにする
　請求項１又は請求項２記載の画像再生装置。
【請求項４】
　前記再生制御部が静止画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記時間管理部は
前記基準時刻を切り替え前のままにする
　請求項１から請求項３の何れか１項に記載の画像再生装置。
【請求項５】
　前記再生制御部は、静止画像から動画像へ再生画像を切り替える際、前記時間管理部が
管理している前記基準時刻を基に動画像の再生を開始する
　請求項１から請求項４の何れか１項に記載の画像再生装置。
【請求項６】
　前記時間管理部は、動画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記切替指示がユ
ーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記基準時刻を切り替え前のままにし
、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含む場合には前記基準時刻を切り替
え後の静止画像の撮影時刻に更新する
　請求項１又は請求項２記載の画像再生装置。
【請求項７】
　前記時間管理部は、静止画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記切替指示が
ユーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記基準時刻を切り替え前のままに
し、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含む場合には前記基準時刻を切り
替え後の静止画像の撮影時刻に更新する
　請求項１、請求項２及び請求項６の何れか１項に記載の画像再生装置。
【請求項８】
　前記静止画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅と前記基準時刻より後の時間幅
とが異なっている
　請求項１記載の画像再生装置。
【請求項９】
　前記動画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅と前記基準時刻より後の時間幅と
が異なっている
　請求項２記載の画像再生装置。
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【請求項１０】
　前記静止画像検索時間幅と前記動画像検索時間幅とが異なる
　請求項２記載の画像再生装置。
【請求項１１】
　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録する外部機器と接続するためのインタフェース部
　を更に備え、
　前記検索部は、前記動画像の検索を前記外部機器に記録されている撮影情報を用いて前
記外部機器に記録されている動画像を含めて行い、前記静止画像の検索を前記外部機器に
記録されている撮影情報を用いて前記外部機器に記録されている静止画像を含めて行う
　請求項１記載の画像再生装置。
【請求項１２】
　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録するための記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う
再生ステップと、
　前記再生制御ステップによる画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステッ
プと、
　ユーザから画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて受け付けられた切替指示に応じて、前記記録部に記録されて
いる撮影情報を用いて、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対し
て所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前
記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を
行う検索ステップと、
　前記検索ステップにおける検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替
ステップと、
　有する画像再生方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録するための記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う
再生ステップと、
　前記再生制御ステップによる画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステッ
プと、
　ユーザから画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて受け付けられた切替指示に応じて、前記記録部に記録されて
いる撮影情報を用いて、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対し
て所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前
記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を
行う検索ステップと、
　前記検索ステップにおける検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替
ステップと、
　を実行させるための画像再生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同一期間に撮影した動画像及び静止画像を切り替えてマルチアングル再生を
行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばイベント会場などでは、異なる撮影機器（例えばデジタルカメラとデジタルムー



(4) JP WO2009/078132 A1 2009.6.25

10

20

30

40

50

ビ）を用いて同一時刻に撮影される機会が多い。特に、運動会のようなイベントでは、父
親と母親とが同一時刻にデジタルカメラとデジタルムービとを用いて別々に撮影するだけ
ではなく、他の親も同一時刻にデジタルカメラやデジタルムービなどを用いて別個に撮影
していることが多い。このように、多くのイベントでは、同一の時刻の別アングルの静止
画像及び動画像が多数のユーザによって撮影されることが多い。なお、これらの画像は、
同じイベントを異なるアングルから撮影した、所謂マルチアングルのコンテンツとみなす
ことができる。
【０００３】
　従来、マルチアングルのコンテンツの再生技術として、動画像及び静止画像を集めて、
ユーザの操作によってアングルの切り替え可能なコンテンツを作成するためには、編集装
置などを用いてオーサリングする必要があった。例えば、特許文献１には、複数のカメラ
で撮影された映像をユーザが切り替えて映像の再生を行う映像再生装置が開示されている
。
【０００４】
　また、特許文献２には、個別に撮影された動画像中で重複期間を持つ映像を切り替えて
表示するマルチアングル再生装置が開示されている。
【０００５】
　さらに、特許文献３には、静止画像を一定期間表示することにし、動画像及び静止画像
をソートした後に時間的に重複する画像を同時に表示することによって動画像及び静止画
像を編集なしにマルチアングル再生を行う画像再生表示装置が開示されている。
【特許文献１】特開平７－１０７４３７号公報
【特許文献２】特開２００３－１０１９５７号公報
【特許文献３】特開２００４－１２０２７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された映像再生装置では、マルチアングルの切り替え
を実現することができるものの、未編集の画像で重複部分が存在したり存在しなかったり
するような画像群についての取り扱いが考慮されていない。
【０００７】
　また、特許文献２に開示されたマルチアングル再生装置では、編集なしに時間的に重複
期間を持つ動画像を切り替えて表示することができるものの、静止画像の取り扱いが考慮
されていない。
【０００８】
　さらに、特許文献３に開示された画像再生表示装置では、静止画像を一定期間表示する
ことによって動画像及び静止画像のマルチアングル再生を実現しているが、画面を切り替
えて再生することについては考慮されていない。
【０００９】
　そこで、本発明は、異なる撮影機器で個別に撮像された動画像及び静止画像を編集なし
に画像を切り替えてマルチアングル再生することが可能な画像再生装置、画像再生方法及
び画像再生プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明の画像再生装置は、動画像及び静止画像を記録すると
共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録するための記録
部と、前記記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う再生制御部と、前記
再生制御部による画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理部と、ユーザから画
像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付部と、前記受付部が受け付ける切替指示
に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用いて、前記記録部に記録されている
動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録部に
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記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影された
静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索部と、を備え、前記再生制御部は前記検索部
による検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う。
【００１１】
　また、本発明の画像再生方法は、動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静
止画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録するための記録部に記録されている
動画像及び静止画像の再生を行う再生ステップと、前記再生制御ステップによる画像の再
生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステップと、ユーザから画像の切り替えに関す
る切替指示を受け付ける受付ステップと、前記受付ステップにおいて受け付けられた切替
指示に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用いて、前記記録部に記録されて
いる動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録
部に記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影さ
れた静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索ステップと、前記検索ステップにおける
検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替ステップと、有する。
【００１２】
　さらに、本発明の画像再生プログラムは、コンピュータに、動画像及び静止画像を記録
すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録するため
の記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う再生ステップと、前記再生制
御ステップによる画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステップと、ユーザ
から画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付ステップと、前記受付ステップに
おいて受け付けられた切替指示に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用いて
、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満たす動
画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む静止
画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索ステップと、
前記検索ステップにおける検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替ス
テップと、を実行させる。
【発明の効果】
【００１３】
　上記の画像再生装置、画像再生方法及び画像再生プログラムによれば、静止画像の検索
を静止画像検索時間幅で行うことによって撮影時刻に幅を持たない静止画像の検索を効果
的に行うことができる。また、切替指示に応じて動画像の検索及び静止画像の検索の少な
くとも一方を行って再生画像の切り替えが行われるため、予め動画像及び静止画像を編集
することなく、画像の切り替えをスムーズに行うことができる。
【００１４】
　上記の画像再生装置において、前記所定条件は前記基準時刻を含む動画像検索時間幅の
少なくとも一部において撮影されていることであってもよい。
【００１５】
　これによれば、基準時刻に撮影されていない動画像を含めて再生画像の切り替えを行う
ことができる。
【００１６】
　上記の画像再生装置において、前記再生制御部が動画像から静止画像へ再生画像を切り
替える際、前記時間管理部は前記基準時刻を切り替え前のままにするようにしてもよい。
【００１７】
　これによれば、動画像から静止画像へ再生画像の切り替えが行われた後、静止画像から
動画像へ再生画像が切り替えられる際に、時間的に連続した動画像の再生が可能になる。
【００１８】
　上記の画像再生装置において、前記再生制御部が静止画像から静止画像へ再生画像を切
り替える際、前記時間管理部は前記基準時刻を切り替え前のままにするようにしてもよい
。
【００１９】
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　これによれば、静止画像から静止画像へ再生画像を切り替える度に基準時刻が変更され
ることなく、例えば動画像から静止画像へ再生画像が切り替わった際の基準時刻のままに
することができる。
【００２０】
　上記の画像再生装置において、前記再生制御部は、静止画像から動画像へ再生画像を切
り替える際、前記時間管理部が管理している前記基準時刻を基に動画像の再生を開始する
ようにしてもよい。
【００２１】
　これによれば、静止画像から動画像へ再生画像が切り替えられる際に、時間的に連続し
た動画像の再生が可能になる。
【００２２】
　上記の画像再生装置において、前記時間管理部は、動画像から静止画像へ再生画像を切
り替える際、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記基
準時刻を切り替え前のままにし、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含む
場合には前記基準時刻を切り替え後の静止画像の撮影時刻に更新するようにしてもよい。
【００２３】
　上記の画像再生装置において、前記時間管理部は、静止画像から静止画像へ再生画像を
切り替える際、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記
基準時刻を切り替え前のままにし、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含
む場合には前記基準時刻を切り替え後の静止画像の撮影時刻に更新するようにしてもよい
。
【００２４】
　これらによれば、静止画像への切り替えの際の基準時刻の更新により動画像の再生開始
位置にユーザの意図を反映することができる。
【００２５】
　上記の画像再生装置において、前記静止画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅
と前記基準時刻より後の時間幅とが異なっているようにしてもよい。
【００２６】
　上記の画像再生装置において、前記動画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅と
前記基準時刻より後の時間幅とが異なっているようにしてもよい。
【００２７】
　これらによれば、例えば基準時刻より前の時間幅を小さくすることにより、時間戻りに
よるユーザの違和感を抑制できる。
【００２８】
　上記の画像再生装置において、前記静止画像検索時間幅と前記動画像検索時間幅とが異
なるようにしてもよい。
【００２９】
　これによれば、例えば、近接した位置で切り替えたい動画像とある程度広い範囲で切り
替えたい静止画像との夫々に応じた検索が可能になり、より快適な再生画像の切り替えが
可能になる。
【００３０】
　上記の画像再生装置において、動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止
画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録する外部機器と接続するためのインタ
フェース部を更に備え、前記検索部は、前記動画像の検索を前記外部機器に記録されてい
る撮影情報を用いて前記外部機器に記録されている動画像を含めて行い、前記静止画像の
検索を前記外部機器に記録されている撮影情報を用いて前記外部機器に記録されている静
止画像を含めて行うようにしてもよい。
【００３１】
　これによれば、画像の切り替えに用いる動画像及び静止画像を簡易に拡張できる。
【図面の簡単な説明】
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【００３２】
【図１】第１の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図２】図１の画像再生装置によって行われる画像再生処理の流れを示すフローチャート
。
【図３】図１のディスプレイ装置に表示される再生可能リストの一例。
【図４】図１の画像再生装置による再生画像の切り替え遷移図である。
【図５】図１の画像再生装置によって行われる再生画像切替処理の流れを示すフローチャ
ート。
【図６】図５の検索処理の流れを示すフローチャート。
【図７】図１の検索部が行う動画像を検索する時間幅及び静止画像を検索する時間幅の設
定方法を説明するための図。
【図８】図５の選択処理の流れを示すフローチャート。
【図９】図５の選択処理の流れを示すフローチャート。
【図１０】図５の動画像から動画像への切替処理の流れを示すフローチャート。
【図１１】図５の静止画像から動画像への切替処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】図１の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図１３】図１の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図１４】図１の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図１５】第２の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図１６】第３の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図１７】第４の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図１８】図１７の画像再生装置によって行われる再生画像切替処理の流れを示すフロー
チャート。
【図１９】図１８のモード切替処理の流れを示すフローチャート。
【図２０】図１８の画像切替処理の流れを示すフローチャート。
【図２１】図１８の進む処理の流れを示すフローチャート。
【図２２】図１８の戻る処理の流れを示すフローチャート。
【図２３】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２４】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２５】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２６】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２７】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２８】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２９】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３０】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３１】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３２】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３３】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３４】図１、図１５から図１７のディスプレイ装置の一表示例を示す図。
【符号の説明】
【００３３】
　１　画像再生装置
　２　ディスプレイ装置
　３　リモコン装置
　１１　ディスク装置
　１２　受付部
　１３　読出部
　１４　再生制御部
　１５　表示制御部
　１６　時間管理部
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　１７　検索部
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００３５】
　但し、以下において、適宜、画像の切り替え前に再生されていた動画像を「切替前動画
像」、画像の切り替え後に再生される動画像を「切替後動画像」、画像の切り替え前に再
生されていた静止画像を「切替前静止画像」、画像の切り替え後に再生される静止画像を
「切替後静止画像」と称する。
【００３６】
　≪第１の実施の形態≫
　以下、本発明の第１の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００３７】
　＜画像再生装置の構成＞
　本実施の形態の画像再生装置１の構成について図１を参照しつつ説明する。図１は本実
施の形態の画像再生装置１の構成図である。
【００３８】
　図１には、画像再生装置１、例えば液晶ディスプレイなどによって構成され、画像再生
装置１と例えば有線接続されたディスプレイ装置２、及び画像再生装置１との間で例えば
赤外線通信を行うリモコン装置３が示されている。なお、画像再生装置１とディスプレイ
装置２との接続形態、及び画像再生装置１とリモコン装置３との通信形態は特に上記のも
のに限られるものではない。
【００３９】
　リモコン装置３は、ユーザが画像の再生の開始や停止、再生画像の切り替えなどの操作
を行うためのデバイスであり、リモコン装置３には、４方向のプッシュキー３ａ～３ｄ及
びセンターキー３ｅなどの各種キーが設けられている。リモコン装置３は、押下されたキ
ーの内容を含む押下信号を送信し、この押下信号は画像再生装置１によって受信される。
なお、説明の便宜上、画像再生装置１が画像を再生している間、センターキーを「画像切
替キー」と称する。
【００４０】
　画像再生装置１は、ディスク装置１１、受付部１２、読出部１３、再生制御部１４、表
示制御部１５、時間管理部１６、及び検索部１７を備える。但し、例えばＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）が画像再生及び再生画像の切り替えに係るプログラムを読み出し、
読み出したプログラムを実行することによって、ＣＰＵが受付部１２、読出部１３、再生
制御部１４、表示制御部１５、時間管理部１６、及び検索部１７として機能する。なお、
受付部１２、読出部１３、再生制御部１４、表示制御部１５、時間管理部１６、及び検索
部１７の処理内容の詳細は画像再生装置１の動作の説明において記載するものとし、ここ
ではその概略を記載するに留める。
【００４１】
　ディスク装置１１はデータを記録するための記録デバイスである。ディスク装置１１に
は、デジタルムービやデジタルカメラなどによって撮影された１又は複数の動画像及び静
止画像が記録されると共に、記録されている動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻
などを含む撮影情報が記録される。但し、撮影情報に含まれる撮影時刻は、動画像の場合
には撮影開始時刻と撮影終了時刻との対であり、静止画像の場合には静止画像が撮影され
た時刻である。なお、ディスク装置１１に記録されている動画像や静止画像はファイル名
で管理される。
【００４２】
　但し、ユーザが画像再生装置１を利用して動画像又は静止画像を再生する場合、再生す
る画像やその撮影情報などをディスク装置１１に予め記録しておく必要がある。例えば、
画像再生装置１が持つ動画像及び静止画像の記録機能を利用してディスク装置１１にそれ
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らを記録するようにしてもよい。また、他の撮影機器で撮影した画像（動画像、静止画像
）や撮影情報を、他の撮影機器と画像再生装置１とを接続して当該他の撮影機器からディ
スク装置１１へ転送し、或いは、ＳＤメモリやコンパクトフラッシュ（登録商標）などを
経由してディスク装置１１へ転送するようにしてもよい。
【００４３】
　上記のようにしてディスク装置１１に記録された画像夫々の撮影時刻を含む撮影情報は
、画像と同一ファイルで又は画像にリンクした別ファイルで保存される。なお、撮影情報
に含まれる撮影時刻などの記録方法は一般的な手法を用いることができることから、その
詳細な説明は省略する。
【００４４】
　受付部１２はリモコン装置３から送信される押下信号を受信する。読出部１３はディス
ク装置１１から選択された動画像又は静止画像を読み出し、また、ディスク装置１１から
撮影時刻などを含む撮影情報を読み出す。
【００４５】
　再生制御部１４は、読出部１３によって読み出された動画像又は静止画像を再生する。
表示制御部１５は再生制御部１４によって再生されている動画像又は静止画像をディスプ
レイ装置２に表示する。
【００４６】
　時間管理部１６は基準時刻を示す時間情報を管理する。但し、基準時刻は、例えば、動
画像の検索を行う時間幅及び静止画像の検索を行う時間幅を設定する際の基準になる時刻
であり、静止画像から動画像へ切り替えて動画像を再生する際の再生開始の基準になる時
刻である。
【００４７】
　検索部１７は、受付部１２が受信する画像切替キー３ｅの押下を内容とする押下信号に
応じて、ディスク装置１１に記録されている各撮影情報と時間管理部１６が管理している
時間情報とを用いて動画像の検索及び静止画像の検索を行う。
【００４８】
　＜画像再生装置の動作＞
　以下、図１の画像再生装置１によって行われる画像再生及び再生画像の切り替えに関す
る処理について説明する。
【００４９】
　（画像再生処理）
　図１の画像再生装置１によって行われる画像再生処理について図２を参照しつつ説明す
る。図２は図１の画像再生装置１によって行われる画像再生処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【００５０】
　ユーザがリモコン装置３を用いてこれから再生する動画像又は静止画像を選択し、画像
の再生を指示する操作を行う。画像再生装置１の受付部１２はリモコン装置３から押下信
号を受信し、読出部１３はユーザによって選択された動画像又は静止画像をディスク装置
１１から読み出すとともに、読み出した動画像又は静止画像の撮影情報を読み出す（ステ
ップＳ１）。但し、ユーザによる動画像又は静止画像の選択は、例えば、ディスプレイ装
置２に図３に一例を示す再生可能リストを表示して、再生可能リストからユーザが再生し
たい動画像又は静止画像を選択することによって実現できる。なお、図３に一例を示す再
生可能リストでは、現時点で選択されている動画像又は静止画像は他の動画像又は静止画
像と異なる表示態様で表示される。
【００５１】
　ユーザによって選択された画像が動画像である場合、時間管理部１６は、時間情報が示
す基準時刻を、読出部１３によって読み出され、再生制御部１４を経由して入力される動
画像の撮影情報に含まれる撮影開始時刻に初期化する。又は、ユーザによって選択された
画像が静止画像である場合、時間管理部１６は、時間情報が示す基準時刻を、読出部１３
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によって読み出され、再生制御部１４を経由して入力される静止画像の撮影情報に含まれ
る撮影時刻に初期化する（ステップＳ２）。
【００５２】
　再生制御部１４は、読出部１３によって読み出された動画像又は静止画像を再生し、表
示制御部１５は、再生制御部１４が再生している動画像又は静止画像をディスプレイ装置
２に表示する。また、時間管理部１６は、動画像の再生中、再生制御部１４による動画像
の再生に合わせて再生位置の撮影時刻に一致するように基準時刻を更新する（ステップＳ
３）。なお、静止画像の再生中、時間管理部１６は基準時刻の更新を行わない。
【００５３】
　これによって、本実施の形態では、基準時刻は、動画像から静止画像に切り替えられて
から、静止画像から動画像へ切り替えられるまでの期間を除いて、現在ディスプレイ装置
２に表示されている画像の撮影時刻に一致することになる。
【００５４】
　（画像の切り替えパターン）
　図１の画像再生装置１によって行われる再生する画像の切り替えパターンについて図４
を参照しつつ説明する。図４は図１の画像再生装置１による再生画像の切り替え遷移図で
ある。
【００５５】
　画像再生装置１では、（１）動画像から静止画像へ再生画像の切り替え、（２）静止画
像から動画像への再生画像の切り替え、（３）動画像から動画像への再生画像の切り替え
、（４）静止画像から静止画像への再生画像の切り替え、の４パターンがある。
【００５６】
　（再生画像切替処理）
　図１の画像再生装置１によって行われる再生する画像の切り替えの処理内容について図
５を参照しつつ説明する。図５は図１の画像再生装置１によって行われる再生画像切替処
理の流れを示すフローチャートである。
【００５７】
　受付部１２は、ユーザがリモコン装置３のキー操作を行ったか、つまり、リモコン装置
３から押下信号を受信したかを判定する（ステップＳ１１）。受付部１２は、ユーザがリ
モコン装置３のキー操作を行うまで（Ｓ１１：ＮＯ）、ステップＳ１１の処理を行う。受
付部１２は、ユーザがキー操作を行ったと判定した場合（Ｓ１１：ＹＥＳ）、受信した押
下信号に基づいてユーザが操作したキーが画像切替キー３ｅであるかを判定する（ステッ
プＳ１２）。ユーザが操作したキーが画像切替キー３ｅでなければ（Ｓ１２：ＮＯ）、画
像再生装置１はユーザが操作したキーに応じた処理を行い（ステップＳ２１）、ステップ
Ｓ１１の処理が行われる。
【００５８】
　ユーザが操作したキーが画像切替キーであれば（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、画像再生
装置１は動画像の検索及び静止画像の検索を行い（ステップＳ１３）、ステップＳ１３の
検索結果に基づいて切り替えて再生する動画像又は静止画像の選択を行う（ステップＳ１
４）。再生制御部１４は、現在再生中の画像の種類（動画像、静止画像）とステップＳ１
４で選択された画像の種類に応じて画像の切り替えパターンを判定する（ステップＳ１５
）。
【００５９】
　現在再生中の画像が動画像であり、ステップＳ１４で動画像が選択された場合（Ｓ１５
：動画→動画）、画像再生装置１は動画像から動画像への切替処理を行う（ステップＳ１
６）。現在再生中の画像が動画像であり、ステップＳ１４で静止画像が選択された場合（
Ｓ１５：動画→静止画）、画像再生装置１は動画像から静止画像への切替処理を行う（ス
テップＳ１７）。現在再生中の画像が静止画像であり、ステップＳ１４で静止画像が選択
された場合（Ｓ１５：静止画→静止画）、画像再生装置１は静止画像から静止画像への切
替処理を行う（ステップＳ１８）。現在再生中の画像が静止画像であり、ステップＳ１４
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で動画像が選択された場合（Ｓ１５：静止画→動画）、画像再生装置１は静止画像から動
画像への切替処理を行う（ステップＳ１９）。
【００６０】
　ステップＳ１４で切り替えて再生する画像が選択されなければ（Ｓ１５：なし）、画像
再生装置１は例外処理を行う（ステップＳ２０）。例外処理では、ディスプレイ装置２に
切り替える画像がない旨の表示が行われる。なお、例外処理はこれに限られるものではな
い。
【００６１】
　［検索処理］
　図５の検索処理（ステップＳ１３）について図６を参照しつつ説明する。図６は図５の
検索処理の流れを示すフローチャートである。
【００６２】
　受付部１２は検索部１７に対して動画像及び静止画像の検索指示を行い、検索部１７は
この検索指示を受けて動画像を検索する時間幅Ｔａを時間管理部１６によって管理されて
いる時間情報が示す基準時刻を用いて設定する（ステップＳ３１）。ここで、時間幅Ｔａ
の設定方法について図７を参照しつつ説明する。但し、図７における時刻ｔ１は時間管理
部１６によって管理されている時間情報が示す基準時刻である。
【００６３】
　検索部１７は、時刻ｔ１を基準として、時刻ｔ１から時間ｔ２戻った時刻（ｔ１－ｔ２
）から、時刻ｔ１から時間ｔ３進んだ時刻（ｔ１＋ｔ３）までを、動画像を検索する時間
幅Ｔａに設定する（ｔ１－ｔ２≦Ｔａ≦ｔ１＋ｔ３）。
【００６４】
　但し、動画像の検索を時間ｔ２を大きくして行う、即ち、時刻ｔ１から戻った（過去の
）広い範囲で行うと、時刻ｔ１の時点で撮影が終了している動画像が多くなってしまい、
切り替えられた動画像の再生が直ぐに終了することが増え、画面の切り替えを行ってもあ
まり意味を持たないことが多くなる。また、動画像の検索を時間ｔ３を大きくして行う、
即ち、時刻ｔ１から進んだ（未来の）広い範囲で行うと、時刻ｔ１と撮影開始時刻との差
の大きい動画像が多くなってしまい、画像を切り替えた途端に場面が飛んでユーザが意図
しない画像の切り替えになってしまうことが多くなる。このため、動画像の検索では、時
間ｔ２及び時間ｔ３を小さくする、即ち、動画像を検索する過去の時間幅及び未来の時間
幅を小さくすることが好ましい。
【００６５】
　また、時間ｔ２と時間ｔ３とを同じにし、或いは、異なるようにしてもよい。また、時
間ｔ２より時間ｔ３を大きくする、即ち、動画像を検索する過去の時間幅よりも未来の時
間幅を大きくするようにしてもよい。
【００６６】
　検索部１７は読出部１３を介してディスク装置１１から各動画像の撮影情報を取得する
。そして、検索部１７は、ディスク装置１１に記録されている動画像の中から、取得した
各撮影情報に含まれる撮影開始時刻及び撮影終了時刻を用いて、時間幅Ｔａの少なくとも
一部で撮影が行われた動画像を検索する（ステップＳ３２）。そして、検索部１７は、検
索して見つけた動画像を撮影開始時刻の順番に並び替えてリスト（以下、「動画像リスト
」と言う。）を作成する（ステップＳ３３）。なお、動画像を撮影開始時刻の順番で並び
替える代わりに、例えばファイル名の順番で並び替えてもよく、ディスク装置１１に記録
された順番で並び替えるようにしてもよい。また、動画像を並び替えなくてもよい。動画
像の検索を行う度に動画像リスト内の動画像の順番が変化しないようにすることによって
画像の切り替え時にユーザに混乱を与えないようにすることができる。
【００６７】
　検索部１７は、動画像リストの作成を完了した後、静止画像を検索する時間幅Ｔｂを時
間管理部１６によって管理されている時間情報が示す基準時刻を用いて設定する（ステッ
プＳ３４）。ここで、時間幅Ｔｂの設定方法について図７を用いて説明する。但し、図７
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における時刻ｔ１は時間管理部１６によって管理されている時間情報が示す基準時刻であ
る。
【００６８】
　検索部１７は、時刻ｔ１を基準として、時刻ｔ１から時間ｔ４戻った時刻（ｔ１－ｔ４
）から、時刻ｔ１から時間ｔ５進んだ時刻（ｔ１＋ｔ５）までを、静止画像を検索する時
間幅Ｔｂに設定する（ｔ１－ｔ４≦Ｔｂ≦ｔ１＋ｔ５）。
【００６９】
　なお、動画像を検索する時間幅Ｔａと静止画像を検索する時間幅Ｔｂとを同じにしても
よいが、異なるようにしてもよい。但し、静止画像は動画像と異なり、撮影時刻に幅を持
たないため時刻ｔ１に一致する撮影時刻を持つ静止画像だけを検索した場合、静止画像が
見つからないことが多い。このことから、静止画像では十分な時間幅を持った検索を行う
ことが好ましく、例えば動画像を検索する時間幅Ｔａよりも静止画像を検索する時間幅Ｔ
ｂを大きくする方がより好ましい画像の切り替え動作になる（Ｔａ＜Ｔｂ）。
【００７０】
　また、時間ｔ４と時間ｔ５とを同じにし、或いは、異なるようにしてもよい。また、時
間ｔ４より時間ｔ５を大きくする、即ち、静止画像を検索する過去の時間幅よりも未来の
時間幅を大きくするようにしてもよい。
【００７１】
　検索部１７は読出部１３を介してディスク装置１１から各静止画像の撮影情報を取得す
る。そして、検索部１７は、ディスク装置１１に記録されている静止画像の中から、取得
した各撮影情報に含まれる撮影時刻を用いて、時間幅Ｔｂ内に撮影された静止画像を検索
する（ステップＳ３５）。そして、検索部１７は、検索して見つけた静止画像を撮影時刻
が基準時刻に近い順番に並び替えてリスト（以下、「静止画像リスト」と言う。）を作成
する（ステップＳ３６）。但し、撮影時刻が基準時刻に近い順番に静止画像を並べて静止
画像リストを作成することによって、静止画像は撮影時刻が基準時刻に近い順番にディス
プレイ装置２に表示されることになる。なお、静止画像を撮影時刻が基準時刻に近い順番
に並び替える代わりに、例えば、撮影時刻の順番で並び替えてもよく、ファイル名の順番
で並び替えてもよく、ディスク装置１１に記録された順番で並び替えてもよい。また、静
止画像を並び替えなくてもよい。静止画像の検索を行う度に静止画像リスト内の静止画像
の順番が変化しないようにすることによって画像の切り替え時にユーザに混乱を与えない
ようにすることができる。
【００７２】
　［選択処理］
　図５の選択処理（ステップＳ１４）について図８及び図９を参照して説明する。図８及
び図９は図５の選択処理（ステップＳ１４）の流れを示すフローチャートである。
【００７３】
　検索部１７は現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ５１）。
【００７４】
　検索部１７は、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ５１：ＹＥＳ）、
現在再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像であるかを判定する（ステップＳ５２
）。検索部１７は、現在再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像でないと判定した
場合（Ｓ５２：ＮＯ）、動画像リストの現在再生中の動画像の次の動画像を切り替えて再
生する画像に選択する（ステップＳ５３）。
【００７５】
　検索部１７は、現在再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像であると判定した場
合（Ｓ５２：ＹＥＳ）、静止画像リストに静止画像が含まれているかを判定する（ステッ
プＳ５４）。検索部１７は、静止画像リストに静止画像が含まれていると判定した場合（
Ｓ５４：ＹＥＳ）、静止画像リストの最初の静止画像を切り替えて再生する画像に選択す
る（ステップＳ５５）。
【００７６】



(13) JP WO2009/078132 A1 2009.6.25

10

20

30

40

50

　検索部１７は、静止画像リストに静止画像が含まれていないと判定した場合（Ｓ５４：
ＮＯ）、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があるか、つまり現在再生中の
動画像が動画像リストの最初の動画像でないかを判定する（ステップＳ５６）。検索部１
７は、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があると判定した場合（Ｓ５６：
ＹＥＳ）、動画像リストの最初の動画像を切り替えて再生する画像に選択する（ステップ
Ｓ５７）。一方、検索部１７は、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像がない
と判定した場合（Ｓ５６：ＮＯ）、切り替えて再生する画像を選択しない（ステップＳ５
８）。
【００７７】
　検索部１７は、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した場
合（Ｓ５１：ＮＯ）、現在再生中の静止画像が静止画像リストの最後の静止画像であるか
を判定する（ステップＳ５９）。検索部１７は、現在再生中の静止画像が静止画像リスト
の最後の静止画像でないと判定した場合（Ｓ５９：ＮＯ）、静止画像リストの現在再生中
の静止画像の次の静止画像を切り替えて再生する画像に選択する（ステップＳ６０）。
【００７８】
　検索部１７は、現在再生中の静止画像が静止画像リストの最後の静止画像であると判定
した場合（Ｓ５９：ＹＥＳ）、動画像リストに動画像が含まれているかを判定する（ステ
ップＳ６１）。検索部１７は、動画像リストに動画像が含まれていると判定した場合（Ｓ
６１：ＹＥＳ）、動画像リストの最初の動画像を切り替えて再生する画像に選択する（ス
テップＳ６２）。
【００７９】
　検索部１７は、動画像リストに動画像が含まれていないと判定した場合（Ｓ６１：ＮＯ
）、静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があるか、つまり現在再生中
の静止画像が静止画像リストの最初の静止画像でないかを判定する（ステップＳ６３）。
検索部１７は、静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があると判定した
場合（Ｓ６３：ＹＥＳ）、静止画像リストの最初の静止画像を切り替えて再生する画像に
選択する（ステップＳ６４）。一方、検索部１７は、静止画像リストに現在再生中の静止
画像以外の静止画像がないと判定した場合（Ｓ６３：ＮＯ）、切り替えて再生する画像を
選択しない（ステップＳ６５）。
【００８０】
　［動画像から動画像への切替処理］
　図５の動画像から動画像への切替処理（ステップＳ１６）について図１０を参照しつつ
説明する。図１０は図５の動画像から動画像への切替処理（ステップＳ１６）の流れを示
すフローチャートである。
【００８１】
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された動画像（切替後動画像）の撮影開始時
刻と撮影終了時刻とに基づいて、切替後動画像が時間管理部１６によって管理されている
時間情報が示す基準時刻（ここでは、基準時刻を時刻ｔ１とする。）を含んで撮影された
動画像であるかを判定する（ステップＳ７１）。
【００８２】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ７１：ＹＥＳ）
、再生制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、
基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をディ
スプレイ装置２に表示する（ステップＳ７２）。なお、時間管理部１６は再生制御部１４
による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００８３】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ７１：ＮＯ）、
再生制御部１４は、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時刻ｔ
１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ７３）。
【００８４】
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　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ７３：Ｙ
ＥＳ）、時間管理部１６は時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻（ここ
では、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ７４）。そして、再生
制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後
の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ７５）。なお、時間管理部１６は再生制御部１
４による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００８５】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ７３：ＮＯ）、時間管理部１６は時間
情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時刻ｔ３
とする。）に更新する（ステップＳ７６）。そして、再生制御部１４は、切替後動画像を
読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３の切替後動画像
を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ３の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ７７）。これは、もし、動画像の再
生を継続した場合には再生が直ぐに終了してしまうことを考慮したものである。なお、例
えば、基準時刻を、時刻（ｔ１－ｔ２）に更新してもよく、切替後動画像の撮影開始時刻
に更新するようにしてもよく、これらの場合には、動画像の再生を一時停止することなく
、そのまま再生を行うようにしてもよい。
【００８６】
　［動画像から静止画像への切替処理］
　図５の動画像から静止画像への切替処理（ステップＳ１７）について説明する。
【００８７】
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された静止画像（切替後静止画像）を読出部
１３を介してディスク装置１１から取得し、切替後静止画像の再生を行い、表示制御部１
５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する。なお、時間管理部１６は
、再生制御部１４が切替前動画像から切替後静止画像へ再生を切り替える際、時間情報が
示す基準時刻を再生画像の切り替え前のままにして切替後静止画像の撮影時刻に更新しな
い。つまり、時間管理部１６は、基準時刻を、画像の切り替え時に再生されていた切替前
動画像の再生位置の撮影時刻のまま保持する。このため、基準時刻は再生中の切替後静止
画像の撮影時刻に一致しなくなる。
【００８８】
　動画像から静止画像へ再生を切り替える際に基準時刻を更新しないのは、ユーザによっ
て画像の切り替え操作が行われ、再び動画像を再生する場合に、静止画像に切り替えられ
た位置から動画像の再生を開始するためのである。
【００８９】
　［静止画像から静止画像への切替処理］
　図５の静止画像から静止画像への切替処理（ステップＳ１８）について説明する。
【００９０】
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された静止画像（切替後静止画像）を読出部
１３を介してディスク装置１１から取得し、切替後静止画像の再生を行い、表示制御部１
５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する。なお、時間管理部１６は
、再生制御部１４が切替前静止画像から切替後静止画像へ再生を切り替える際、時間情報
が示す基準時刻を再生画像の切り替え前のままにして切替後静止画像の撮影時刻に更新し
ない。このため、切替前静止画像の再生中の基準時刻と切替後静止画像の再生中の基準時
刻とは一致する。
【００９１】
　［静止画像から動画像への切替処理］
　図５の静止画像から動画像への切替処理（ステップＳ１９）について図１１を参照しつ
つ説明する。図１１は図５の静止画像から動画像への切替処理（ステップＳ１９）の流れ
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を示すフローチャートである。
【００９２】
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された動画像（切替後動画像）の撮影開始時
刻と撮影終了時刻とに基づいて、切替後動画像が時間管理部１６によって管理されている
時間情報が示す基準時刻（ここでは、基準時刻を時刻ｔ１とする。）を含んで撮影された
動画像であるかを判定する（ステップＳ９１）。
【００９３】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ９１：ＹＥＳ）
、再生制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、
基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をディ
スプレイ装置２に表示する（ステップＳ９２）。なお、時間管理部１６は再生制御部１４
による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００９４】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ９１：ＮＯ）、
再生制御部１４は、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時刻ｔ
１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ９３）。
【００９５】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ９３：Ｙ
ＥＳ）、時間管理部１６は時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻（ここ
では、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ９４）。そして、再生
制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後
の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ９５）。なお、時間管理部１６は再生制御部１
４による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００９６】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ９３：ＮＯ）、時間管理部１６は時間
情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時刻ｔ３
とする。）に更新する（ステップＳ９６）。そして、再生制御部１４は、切替後動画像を
読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３で切替後動画像
を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ３の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ９７）。このようにする理由は、ス
テップＳ７７と実質的に同じであり、例えば同様の変形を行うこともできる。
【００９７】
　（再生画像切替処理の具体例）
　図１の画像再生装置１によって行われる再生する画像の切替処理の具体例について図１
２から図１４を参照しつつ説明する。但し、各図において、動画像Ｍ１～Ｍ３の撮影期間
はハッチ部分である。なお、動画像Ｍ１～Ｍ３は夫々異なる機器で撮影されたものであり
、静止画像Ｐ１～Ｐ３と静止画像Ｐ４～Ｐ５は夫々異なる機器で撮影されたものである。
【００９８】
　［動画像から動画像への切り替え］
　図１２を用いて、動画像Ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１1に画像切替キー３ｅが操作され
た場合の画像再生装置１の動作を説明する。
【００９９】
　ユーザが動画像Ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１1に画像切替キー３ｅを操作した。検索部
１７は、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の
並びの動画像リストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時
間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像リストを作成する。そして、検索部１７は、動画
像リストの現在再生中の動画像Ｍ１の次の動画像Ｍ２を切り替えて再生する画像に選択し
、再生制御部１４は基準時刻ｔ１1から動画像Ｍ２を再生する。
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【０１００】
　［動画像から動画像への切り替え］
　図１３を用いて、動画像Ｍ１から動画像Ｍ２に切り替えられた後、動画像Ｍ２の再生中
の基準時刻ｔ１2に画像切替キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１の動作を説明す
る。
【０１０１】
　ユーザが動画像Ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１2に画像切替キー３ｅを操作した。検索部
１７は、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の
並びの動画像リストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時
間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像リストを作成する。そして、検索部１７は、動画
像リストの現在再生中の動画像Ｍ２の次の動画像Ｍ３を切り替えて再生する画像に選択す
る。時間管理部１６は基準時刻を動画像Ｍ３の撮影開始時刻である時刻ｔ１Sに更新し、
再生制御部１４は更新後の基準時刻ｔ１Sから動画像Ｍ３を再生する。
【０１０２】
　［動画像から静止画像への切り替え］
　図１４を用いて、動画像Ｍ２から動画像Ｍ３に切り替えられた後、動画像Ｍ３の再生中
の基準時刻ｔ１3に画像切替キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１の動作を説明す
る。
【０１０３】
　ユーザが動画像Ｍ３の再生中の基準時刻ｔ１3に画像切替キー３ｅを操作した。検索部
１７は、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の
並びの動画像リストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時
間Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像Ｐ５、Ｐ３、Ｐ２、Ｐ１、Ｐ４の並びの静止画像リ
ストを作成する。検索部１７は、静止画像リストの最初の静止画像Ｐ５を切り替えて再生
する画像に選択する。時間管理部１６は基準時刻をｔ１3のままにし、再生制御部１４は
静止画像Ｐ５を再生する。
【０１０４】
　なお、ユーザが画像切替キー３ｅを操作する度に、静止画像Ｐ５から静止画像Ｐ３への
切り替え、静止画像Ｐ３から静止画像Ｐ２への切り替え、静止画像Ｐ２から静止画像Ｐ１
への切り替え、静止画像Ｐ１から静止画像Ｐ４への切り替えが行われる。但し、上記の各
画像の切り替えに際し、時間管理部１６は基準時刻を更新することはなく、基準時刻はｔ
１3のままである。
【０１０５】
　［静止画像から動画像への切り替え］
　図１４を用いて、静止画像Ｐ１から静止画像Ｐ４に切り替えられた後、静止画像Ｐ４の
再生中に画像切替キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１の動作を説明する。なお、
画像切替キー３ｅの操作時の基準時刻はｔ１3である。
【０１０６】
　ユーザが静止画像Ｐ４の再生中に画像切替キー３ｅを操作した。検索部１７は、時間幅
Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の並びの動画像リ
ストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止
画像を検索し、静止画像Ｐ５、Ｐ３、Ｐ２、Ｐ１、Ｐ４の並びの静止画像リストを作成す
る。そして、検索部１７は動画像リストの最初の動画像Ｍ１を切り替えて再生する画像に
選択し、再生制御部１４は基準時刻ｔ１3から動画像Ｍ１を再生する。なお、動画像Ｍ１
の再生が開始される位置の撮影時刻は、動画像Ｍ３の再生が行われた位置の撮影時刻にな
るので、動画像Ｍ３と動画像Ｍ１とは時間的に連続して再生されることになる。
【０１０７】
　＜効果＞
　上記の画像再生装置１によれば、再生画像の切り替えの際に、動画像及び静止画像を基
準時刻を含む時間幅Ｔａ，Ｔｂで検索するので、基準時刻付近にある画像へ表示を切り替
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えることができ、ユーザにとって使い勝手がよくなる。
【０１０８】
　また、静止画像を時間幅Ｔｂで検索することによって、撮影時刻に幅を持たない静止画
像の検索も効率よく行うことが可能になる。さらに、動画像を検索する時間幅Ｔａを未来
の時間幅より過去の時間幅を狭くすることで、再生時の時刻戻りによる違和感を小さくす
ることができる。また、動画像を検索する時間幅Ｔａより静止画像を検索する時間幅Ｔｂ
を広く設定することで、撮影時刻に幅を持たない静止画像への切り替えを行いやすくする
ことができる。
【０１０９】
　さらに、動画像から静止画像への切り替え及び静止画像から静止画像への切り替えの際
に基準時刻を更新せず、静止画像から動画像への切り替えの際に動画像を基準時刻から再
生することによって、同じ動画像又は異なる動画像の再生を時間的に連続して行うことが
できる。
【０１１０】
　≪第２の実施の形態≫
　以下、第２の実施の形態について画像再生装置１ａについて図１５を参照しつつ説明す
る。図１５は本実施の形態の画像再生装置１ａの構成図である。なお、本実施の形態にお
いて、第１の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、その説
明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略する。
【０１１１】
　画像再生装置１ａは、ディスク装置１１に加え、ディスク装置１１ａ及びフラッシュメ
モリ１１ｂを備える。なお、ディスク装置の数は２つに限られるものではなく、また、フ
ラッシュメモリの数は１つに限られるものではない。また、フラッシュメモリ以外のＣＤ
－ＲＯＭなどであってもよい。
【０１１２】
　ディスク装置１１ａには、デジタルムービやデジタルカメラなどによって撮影された１
又は複数の動画像及び静止画像が記録されると共に、記録されている動画像及び静止画像
の夫々について撮影時刻などを含む撮影情報が記録される。なお、ディスク装置１１ａへ
の動画像や静止画像などの記録はディスク装置１１の場合と同様に行うことができる。
【０１１３】
　フラッシュメモリ１１ｂは、ＳＤカードやコンパクトフラッシュ（登録商標）などの取
り外し可能なフラッシュメモリであり、フラッシュメモリ１１ｂには、デジタルムービや
デジタルカメラなどによって撮影された１又は複数の動画像及び静止画像が記録されると
共に、記録されている動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻などを含む撮影情報が
記録される。
【０１１４】
　なお、読出部１３は、ディスク装置１１とともに、ディスク装置１１ａ及びフラッシュ
メモリ１１ｂからも動画像や静止画像、撮影情報を読み出すことができるようになってい
る。また、検索部１７はディスク装置１１，１１ａ及びフラッシュメモリ１１ｂに記録さ
れている動画像及び静止画像を対象とした検索を行う。再生制御部１４は、検索部１７に
よる検索の結果に基づいて、ディスク装置１１，１１ａ及びフラッシュメモリ１１ｂに記
録されている動画像又は静止画像を再生する。
【０１１５】
　上記の画像再生装置１ａによれば、ディスク装置１１，１１ａ及びフラッシュメモリ１
１ｂに記録された動画像及び静止画像を対象にした画像の再生及び表示の切り替えが可能
である。例えば、フラッシュメモリ１１ｂをデジタルカメラなどの異なる機器にセットし
て当該機器で撮影した静止画像などの記録に用いていた場合、静止画像などをフラッシュ
メモリ１１ｂからディスク装置１１，１１ａに転送することなく、再生及び表示の切り替
えの対象とすることができる。
【０１１６】
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　≪第３の実施の形態≫
　以下、第３の実施の形態の画像再生装置１ｂについて図１６を参照しつつ説明する。図
１６は本実施の形態の画像再生装置１ｂの構成図である。なお、本実施の形態において、
第１及び第２の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、その
説明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略する。
【０１１７】
　画像再生装置１ｂは、ディスク装置１１に加え、フラッシュメモリ１１ｂを備えると共
に、ネットワーク６に接続するためのネットワークインタフェース（ネットワークＩ／Ｆ
）３１を有する。ネットワーク６には、ビデオデコーダ７ａ，７ｂが接続されている。但
し、ビデオデコーダ７ａ，７ｂには、１又は複数の静止画像及び動画像が記録されると共
に、記録されている動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻などを含む撮影情報が記
録される。なお、ビデオデコーダの数は２つに限らず、１又は３以上であってもよい。ま
た、画像再生装置１ｂとネットワーク６を介して接続される機器は、ビデオデコーダに限
らず、動画像及び静止画像などを記録し、画像再生装置１ｂがネットワーク６を介してア
クセスできる機器であればよく、例えばメディアサーバやパーソナルコンピュータなどで
あってもよい。
【０１１８】
　なお、読出部１３は、ディスク装置１１及びフラッシュメモリ１１ｂとともに、ネット
ワークＩ／Ｆ３１を経由してネットワーク６に接続されているビデオデコーダ７ａ，７ｂ
からそれらに記録された静止画像や動画像、撮影情報を読み出すことができるようになっ
ている。また、検索部１７はディスク装置１１、フラッシュメモリ１１ｂ及びビデオデコ
ーダ７ａ，７ｂに記録されている動画像及び静止画像を対象とした検索を行う。再生制御
部１４は、検索部１７による検索の結果に基づいて、ディスク装置１１、フラッシュメモ
リ１１ｂ及びビデオデコーダ７ａ，７ｂに記録されている動画像又は静止画像を再生する
。
【０１１９】
　上記の画像再生装置１ｂによれば、ディスク装置１１及びフラッシュメモリ１１ｂに記
録された動画像及び静止画像に加えて、ネットワーク６に接続されたビデオデコーダ７ａ
，７ｂに記録された動画像及び静止画像を含めて、動画像及び静止画像の再生及び表示の
切り替えが可能である。
【０１２０】
　≪第４の実施の形態≫
　以下、本発明の第４の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、本実施の
形態では、第１の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、そ
の説明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略する。
【０１２１】
　＜画像再生装置の構成＞
　本実施の形態の画像再生装置１ｃの構成について図１７を参照しつつ説明する。図１７
は本実施の形態の画像再生装置１ｃの構成図である。
【０１２２】
　リモコン装置９は、ユーザが画像の再生の開始や停止、再生画像の切り替えなどの操作
を行うためのデバイスであり、リモコン装置９には４方向のプッシュキー３ａ～３ｄ、セ
ンターキー３ｅ及びモード切替キー３ｆなどの各種キーが設けられている。リモコン装置
９は、押下されたキーの内容を含む押下信号を送信し、この押下信号は画像再生装置１ｃ
によって受信される。なお、説明の便宜上、画像再生装置１ｃが画像を再生している間、
センターキーを「切替／確認キー」、右方向のプッシュキーを「進むキー」、左方向のプ
ッシュキーを「戻るキー」と称する。
【０１２３】
　画像再生装置１ｃは、ディスク装置１１、受付部１２ｃ、読出部１３、再生制御部１４
ｃ、表示制御部１５、時間管理部１６ｃ、及び検索部１７ｃを備える。但し、例えばＣＰ
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Ｕが画像再生及び再生画像の切り替えに係るプログラムを読み出し、読み出したプログラ
ムを実行することによって、ＣＰＵが受付部１２ｃ、読出部１３、再生制御部１４ｃ、表
示制御部１５、時間管理部１６ｃ、及び検索部１７ｃとして機能し、これらの処理内容の
詳細は画像再生装置１ｃの動作の説明において記載するものとする。
【０１２４】
　＜画像再生装置の動作＞
　図１７の画像再生装置１ｃは、画像の再生中における再生画像の切替処理を除いて、第
１の実施の形態の画像再生装置１の動作と実質的に同じであるので、本実施の形態では再
生画像の切替処理について説明する。
【０１２５】
　（再生画像切替処理）
　図１７の画像再生装置１ｃによって行われる再生する画像の切り替えの処理内容につい
て図１８を参照しつつ説明する。図１８は図１７の画像再生装置１ｃによって行われる再
生画像切替処理の流れを示すフローチャートである。
【０１２６】
　受付部１２ｃは、ユーザがリモコン装置９のキー操作を行ったか、つまり、リモコン装
置９から押下信号を受信したかを判定する（ステップＳ１０１）。受付部１２ｃは、ユー
ザがリモコン装置９のキー操作を行うまで（Ｓ１０１：ＮＯ）、ステップＳ１０１の処理
を行う。受付部１２ｃは、ユーザがキー操作を行ったと判定した場合（Ｓ１０１：ＹＥＳ
）、受信した押下信号に基づいてユーザが操作したキーがモード切替キー３ｆであるかを
判定する（ステップＳ１０２）。
【０１２７】
　ユーザが操作したキーがモード切替キー３ｆであれば（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、画像再生
装置１ｃはモード切替処理を行う（ステップＳ１０３）。一方、ユーザが操作したキーが
モード切替キー３ｆでなければ（Ｓ１０２：ＮＯ）、受付部１２ｃはユーザが操作したキ
ーが切替／確認キー３ｅであるかを判定する（ステップＳ１０４）。ユーザが操作したキ
ーが切替／確認キー３ｅであれば（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、画像再生装置１ｃは画像切替処
理を行う（ステップＳ１０５）。一方、ユーザが操作したキーが切替／確認キー３ｅでな
ければ（Ｓ１０４：ＮＯ）、受付部１２ｃはユーザが操作したキーが進むキー３ｂである
かを判定する（ステップＳ１０６）。
【０１２８】
　ユーザが操作したキーが進むキー３ｂであれば（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、画像再生装置１
ｃは進む処理を行う（ステップＳ１０７）。一方、ユーザが操作したキーが進むキー３ｂ
でなければ（Ｓ１０６：ＮＯ）、受付部１２ｃはユーザが操作したキーが戻るキー３ｄで
あるかを判定する（ステップＳ１０８）。ユーザが操作したキーが戻るキー３ｄであれば
（Ｓ１０８：ＹＥＳ）、画像再生装置１ｃは戻る処理を行う（ステップＳ１０９）。一方
、ユーザが操作したキーが戻るキー３ｄでなければ（Ｓ１０８：ＮＯ）、画像再生装置１
ｃはユーザによって操作されたキーに応じた処理を行う（ステップＳ１１０）。
【０１２９】
　［モード切替処理］
　図１８のモード切替処理（ステップＳ１０３）について図１９を参照しつつ説明する。
図１９は図１８のモード切替処理（ステップＳ１０３）の流れを示すフローチャートであ
る。
【０１３０】
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対してモードの切り替え指示を行い、検索部１７ｃはこ
のモードの切り替え指示を受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステッ
プＳ１５１）。
【０１３１】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ１５１：ＹＥＳ
）、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像リストを作成する（
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ステップＳ１５２）。なお、ステップＳ１５２の処理に図６のステップＳ３４からステッ
プＳ３６と実質的に同じ処理を利用できる。
【０１３２】
　検索部１７ｃは静止画像リストに静止画像があるかを判定する（ステップＳ１５３）。
静止画像リストに静止画像があれば（Ｓ１５３：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは静止画像リス
トの最初の静止画像を切り替えて再生する画像（切替後静止画像）に選択する（ステップ
Ｓ１５４）。時間管理部１６ｃは時間情報が示す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に
更新せず、基準時刻を画像の切り替え時の動画像の再生位置の撮影時刻のままにする。再
生制御部１４ｃは切替後静止画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得して再
生し、表示制御部１５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステ
ップＳ１５５）。
【０１３３】
　静止画像リストに静止画像がなければ（Ｓ１５３：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処
理を行う（ステップＳ１５６）。例外処理では、再生可能な静止画像が存在しないことを
ディスプレイ装置２に表示する処理が行われる。なお、例外処理はこれに限られるもので
はなく、例えば、範囲外の静止画像に切り替えることをディスプレイ装置２に表示し、ユ
ーザが切替／確認キー３ｅを操作した後に範囲外の基準時刻に最も近い静止画像へ切り替
える処理でもよい。
【０１３４】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した
場合（Ｓ１５１：ＮＯ）、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像リ
ストを作成する（ステップＳ１５７）。なお、ステップＳ１５７の処理に図６のステップ
Ｓ３１からステップＳ３３と実質的に同じ処理を利用できる。
【０１３５】
　検索部１７ｃは動画像リストに動画像があるかを判定する（ステップＳ１５８）。動画
像リストに動画像があれば（Ｓ１５８：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは動画像リストの最初の
動画像を切り替えて再生する画像（切替後動画像）に選択する（ステップＳ１５９）。そ
して、再生制御部１４ｃは、切替後動画像の撮影情報に含まれる撮影開始時刻と撮影終了
時刻とを用いて、時間管理部１６ｃによって管理されている時間情報が示す基準時刻（こ
こでは、基準時刻を時刻ｔ１とする。）を含んで撮影された動画像であるかを判定する（
ステップＳ１６０）。
【０１３６】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ１６０：ＹＥＳ
）、再生制御部１４ｃは切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し
、基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ１６１）。なお、時間管理部１６ｃは再生制御
部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【０１３７】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ１６０：ＮＯ）
、再生制御部１４ｃは、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時
刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ１６２）。
【０１３８】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ１６２：
ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻
（ここでは、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ１６３）。そし
て、再生制御部１４ｃは、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得
し、更新後の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ１６４）。なお、時間管理部１６ｃ
は再生制御部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【０１３９】
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　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ１６２：ＮＯ）、時間管理部１６ｃは
、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時
刻ｔ３とする。）に更新する（ステップＳ１６５）。そして、再生制御部１４ｃは、切替
後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３の切
替後動画像を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ
３の切替後動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ１６６）。
【０１４０】
　動画像リストに動画像がなければ（Ｓ１５８：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処理を
行う（ステップＳ１６７）。なお、例外処理に、例えばステップＳ１５６で行われる例外
処理と静止画像と動画像とが異なる点を除いて実質的に同じ処理を利用できる。
【０１４１】
　［画像切替処理］
　図１８の画像切替処理（ステップＳ１０５）について図２０を参照しつつ説明する。図
２０は図１８の画像切替処理（ステップＳ１０５）の流れを示すフローチャートである。
【０１４２】
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対して画像の切り替え指示を行い、検索部１７ｃはこの
画像の切り替え指示を受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ
２０１）。
【０１４３】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した
場合（Ｓ２０１：ＮＯ）、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画
像リストを作成する（ステップＳ２０２）。なお、ステップＳ２０２の処理に図６のステ
ップＳ３４からステップＳ３６と実質的に同じ処理を利用できる。
【０１４４】
　検索部１７ｃは静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があるかを判定
する（ステップＳ２０３）。静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があ
れば（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは静止画像リストの現在再生中の静止画像の次
の静止画像（現在再生中の静止画像が静止画像リストの最後の静止画像の場合には最初の
静止画像）を切り替えて再生する画像（切替後静止画像）に選択する（ステップＳ２０４
）。時間管理部１６ｃは時間情報が示す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新せず
、基準時刻を切り替えの前後で同じままにする。再生制御部１４ｃは切替後静止画像を読
出部１３を介してディスク装置１１から取得して再生し、表示制御部１５は再生中の切替
後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２０５）。
【０１４５】
　静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像がなければ（Ｓ２０３：ＮＯ）
、画像再生装置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ２０６）。なお、例外処理に、例えば
ステップＳ１５６の例外処理と実質的に同じ処理を利用できる。
【０１４６】
　検索部１７ｃは、再生中の画像が動画像であると判定した場合（ステップＳ２０１：Ｙ
ＥＳ）、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像リストを作成する（
ステップＳ２０７）。なお、ステップＳ２０７の処理に図６のステップＳ３１からステッ
プＳ３３と実質的に同じ処理を利用できる。
【０１４７】
　検索部１７ｃは、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があるかを判定する
（ステップＳ２０８）。動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があれば（Ｓ２
０８：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは動画像リストの現在再生中の動画像の次の動画像（現在
再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像の場合には最初の動画像）を切り替えて再
生する画像（切替後動画像）に選択する（ステップＳ２０９）。そして、再生制御部１４
ｃは、切替後動画像の撮影情報に含まれる撮影開始時刻と撮影終了時刻とを用いて、時間
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管理部１６ｃによって管理されている時間情報が示す基準時刻（ここでは、基準時刻を時
刻ｔ１とする。）を含んで撮影された動画像であるかを判定する（ステップＳ２１０）。
【０１４８】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ２１０：ＹＥＳ
）、再生制御部１４ｃは切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し
、基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２１１）。なお、時間管理部１６ｃは再生制御
部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【０１４９】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ２１０：ＮＯ）
、再生制御部１４ｃは、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時
刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ２１２）。
【０１５０】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ２１２：
ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻
（ここでは、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ２１３）。そし
て、再生制御部１４ｃは、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得
し、更新後の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２１４）。なお、時間管理部１６ｃ
は再生制御部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【０１５１】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ２１２：ＮＯ）、時間管理部１６ｃは
、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時
刻ｔ３とする。）に更新する（ステップＳ２１５）。そして、再生制御部１４ｃは、切替
後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３の切
替後動画像を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ
３の切替後動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２１６）。
【０１５２】
　動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像がないと判定された場合（Ｓ２０８：
ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ２１７）。なお、例外処理に、
例えばステップＳ１５６で行われる例外処理と静止画像と動画像とが異なる点を除いて実
質的に同じ処理を利用できる。
【０１５３】
　［進む処理］
　図１８の進む処理（ステップＳ１０７）について図２１を参照しつつ説明する。図２１
は図１８の進む処理（ステップＳ１０７）の流れを示すフローチャートである。
【０１５４】
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対して進む指示を行い、検索部１７ｃはこの進む指示を
受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ２５１）。検索部１７
ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した場合（Ｓ２５
１：ＮＯ）、ディスク装置１１に記録されている静止画像の中から、撮影時刻が現在再生
中の静止画像の撮影時刻以降で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像（切替後静止画像）
を検索する（ステップＳ２５２）。
【０１５５】
　切替後静止画像が見つかれば（Ｓ２５３：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示
す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新する（ステップＳ２５４）。再生制御部１
４ｃは切替後静止画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得して再生し、表示
制御部１５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２５
５）。切替後静止画像が見つからなければ（Ｓ２５３：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外
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処理を行う（ステップＳ２５６）。例外処理に、例えば、現在再生中の静止画像の次に再
生する静止画像が存在しないことをユーザに知らしめるために、その旨の警告画面を表示
したり、警告音を鳴らすなどの処理を利用できる。
【０１５６】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ２５１：ＹＥＳ
）、ディスク装置１１に記録されている動画像の中から、撮影開始時刻が時間管理部１６
によって管理されている時間情報が示す基準時刻以降で且つ当該基準時刻に最も近い動画
像（切替後動画像）を検索する（ステップＳ２５７）。
【０１５７】
　切替後動画像が見つかれば（Ｓ２５８：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示す
基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻に更新する（ステップＳ２５９）。再生制御部１
４ｃは切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、切替後動画像を
更新後の基準時刻から再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をディスプレイ装
置２に表示する（ステップＳ２６０）。なお、時間管理部１６ｃは、再生制御部１４ｃに
よる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。切替後動画像が見つからなけれ
ば（Ｓ２５８：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ２６１）。なお
、例外処理に、例えばステップＳ２５６で行われる例外処理と静止画像と動画像とが異な
る点を除いて実質的に同じ処理を利用できる。
【０１５８】
　［戻る処理］
　図１８の戻る処理（ステップＳ１０９）について図２２を参照しつつ説明する。図２２
は図１８の戻る処理（ステップＳ１０９）の流れを示すフローチャートである。
【０１５９】
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対して戻る指示を行い、検索部１７ｃはこの戻る指示を
受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ３０１）。検索部１７
ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した場合（Ｓ３０
１：ＮＯ）、ディスク装置１１に記録されている静止画像の中から、撮影時刻が現在再生
中の静止画像の撮影時刻以前で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像（切替後静止画像）
を検索する（ステップＳ３０２）。
【０１６０】
　切替後静止画像が見つかれば（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示
す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新する（ステップＳ３０４）。再生制御部１
４ｃは切替後静止画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得して再生し、表示
制御部１５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ３０
５）。切替後静止画像が見つからなければ（Ｓ３０３：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外
処理を行う（ステップＳ３０６）。なお、例外処理に、例えばステップＳ２５６で行われ
る例外処理と実質的に同じ処理を利用できる。
【０１６１】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ３０１：ＹＥＳ
）、ディスク装置１１に記録されている動画像の中から、撮影開始時刻が時間管理部１６
によって管理されている時間情報が示す基準時刻以前で且つ当該基準時刻に最も近い動画
像（切替後動画像）を検索する（ステップＳ３０７）。切替後動画像が見つかれば（Ｓ３
０８：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始
時刻に更新する（ステップＳ３０９）。再生制御部１４ｃは切替後動画像を読出部１３を
介してディスク装置１１から取得し、切替後動画像を更新後の基準時刻から再生し、表示
制御部１５は再生中の切替後動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ３１０
）。なお、時間管理部１６ｃは、再生制御部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて
基準時刻を更新する。切替後動画像が見つからなければ（Ｓ３０８：ＮＯ）、画像再生装
置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ３１１）。なお、例外処理に、例えばステップＳ２
５６で行われる例外処理と静止画像と動画像とが異なる点を除いて実質的に同じ処理を利
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用できる。
【０１６２】
　（再生画像切替処理の具体例）
　図１７の画像再生装置１ｃによって行われる再生する画像の切替処理の具体例について
図２３から図３３を参照しつつ説明する。但し、各図において、ｍ１～ｍ３は夫々１つの
動画像を示し、ｐ１～ｐ５は夫々１つの静止画像を示す。動画像ｍ１～ｍ３の撮影期間は
ハッチ部分である。また、各図において、時間幅Ｔａは動画像を検索する時間幅であり、
時間幅Ｔｂは静止画像を検索する時間幅である。
【０１６３】
　［画像切替処理：動画像から動画像への切り替え］
　図２３を用いて、動画像ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１1に切替／確認キー３ｅが操作さ
れた場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する。
【０１６４】
　ユーザが動画像ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１1に切替／確認キー３ｅを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２の並
びの動画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは、動画像リストの現在再生中の動
画像ｍ１の次の動画像ｍ２を選択し、再生制御部１４ｃは基準時刻ｔ１1から動画像ｍ２
を再生する。
【０１６５】
　［画像切替処理：動画像から動画像への切り替え］
　図２４を用いて、動画像ｍ１から動画像ｍ２に再生が切り替えられた後、動画像ｍ２の
再生中の基準時刻ｔ１2に切替／確認キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１ｃの動
作を説明する。
【０１６６】
　ユーザが動画像ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１2に切替／確認キー３ｅを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２の並
びの動画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像ｍ２が動画像リストで最後
の動画像なので動画像リストの最初の動画像ｍ１を選択し、再生制御部１４ｃは基準時刻
ｔ１2から動画像ｍ１を再生する。
【０１６７】
　［画像切替処理：動画像から動画像への切り替え］
　図２５を用いて、動画像ｍ１から動画像ｍ２に再生が切り替えられた後、動画像ｍ２の
再生中の基準時刻ｔ１3に切替／確認キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１ｃの動
作を説明する。
【０１６８】
　ユーザが動画像ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１3に切替／確認キー３ｅを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２、ｍ
３の並びの動画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像リストの現在再生中
の動画像ｍ２の次の動画像ｍ３を選択する。そして、時間管理部１６ｃは基準時刻を動画
像ｍ３の撮影開始時刻ｔ１Sに更新し、再生制御部１４ｃは更新後の基準時刻ｔ１Sから動
画像ｍ３を再生する。
【０１６９】
　［モード切替処理：動画像から静止画像への切り替え］
　図２６を用いて、動画像ｍ１から動画像ｍ２に再生が切り替えられた後、動画像ｍ２の
再生中の基準時刻ｔ１4にモード切替キー３ｆが操作された場合の画像再生装置１ｃの動
作を説明する。
【０１７０】
　ユーザが動画像ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１4にモード切替キー３ｆを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像ｐ２、ｐ３
、ｐ４の並びの静止画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは、静止画像リストの
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最初の静止画像ｐ２を選択し、時間管理部１６ｃは基準時刻を更新せずにｔ１4のままに
する。そして、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ２を再生する。
【０１７１】
　［モード切替処理：静止画像から動画像への切り替え］
　図２７を用いて、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替えられた後、静止画像ｐ
２の再生中にモード切替キー３ｆが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する
。なお、モード切替キー３ｆの操作時の基準時刻はｔ１4である。
【０１７２】
　ユーザが静止画像ｐ２の再生中にモード切替キー３ｆを操作した。検索部１７ｃは、時
間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２の並びの動画像リス
トを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像リストの最初の動画像ｍ１を選択し、再生
制御部１４ｃは基準時刻ｔ１4から動画像ｍ１を再生する。図２６及び図２７の説明から
、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替えられ、続いて、静止画像ｐ２から動画像
ｍ１に再生が切り替えられた場合、動画像（動画像ｍ２、動画像ｍ１）は時間的に連続し
て再生が行われている、ことが分かる。
【０１７３】
　［画像切替処理：静止画像から動画像への切り替え］
　図２８を用いて、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替えられた後、静止画像ｐ
２の再生中に切替／確認キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する
。なお、切替／確認キー３ｅの操作時の基準時刻はｔ１4である。
【０１７４】
　ユーザが静止画像ｐ２の再生中に切替／確認キー３ｅを操作した。検索部１７ｃは、時
間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像ｐ２、ｐ３、ｐ４の並びの
静止画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは静止画像リストの静止画像ｐ２の次
の静止画像ｐ３を選択する。時間管理部１６ｃは基準時刻を更新せずにｔ１4のままにし
、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ３を再生する。
【０１７５】
　なお、静止画像ｐ３の再生中にユーザが切替／確認キー３ｅを操作すると、静止画像ｐ
２、ｐ３、ｐ４の並びの静止画像リストが作成され、静止画像リストの静止画像ｐ３の次
の静止画像ｐ４が選択され、静止画像ｐ４が再生される（図２９）。このとき、時間管理
部１６ｃは基準時刻をｔ１4のままにする。また、静止画像ｐ４の再生中にユーザが切替
／確認キー３ｅを操作すると、静止画像ｐ２、ｐ３、ｐ４の並びの静止画像リストが作成
され、静止画像リストの最初の静止画像ｐ２が選択され、静止画像ｐ２が再生される（図
３０）。このとき、時間管理部１６ｃは基準時刻をｔ１4のままにする。
【０１７６】
　［戻る処理：静止画像から静止画像への切り替え］
　図３１を用いて、静止画像ｐ４から静止画像ｐ２に再生が切り替えられた後、静止画像
ｐ２の再生中に戻るキー３ｄが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する。な
お、戻るキー３ｄの操作時の基準時刻はｔ１4である。
【０１７７】
　ユーザが静止画像ｐ２の再生中に戻るキー３ｄを操作した。検索部１７ｃは、撮影時刻
が静止画像ｐ２の撮影時刻以前で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像を検索し、静止画
像ｐ１を見つける。時間管理部１６ｃは基準時刻をｔ１4から静止画像ｐ１の撮影時刻ｔ
１5に更新し、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ１を再生する。このように、戻るキー３ｄ
の操作に対しては、静止画像から静止画像への再生画像の切り替えであっても基準時刻の
更新が行われる。
【０１７８】
　［進む処理：静止画像から静止画像への切り替え］
　図３２を用いて、静止画像ｐ３から静止画像ｐ４に再生が切り替えられた後、静止画像
ｐ４の再生中に進むキー３ｂが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する。な
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お、進むキー３ｂの操作時の基準時刻はｔ１4である。
【０１７９】
　ユーザが静止画像ｐ４の再生中に進むキー３ｂを操作した。検索部１７ｃは、撮影時刻
が静止画像ｐ４の撮影時刻以降で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像を検索し、静止画
像ｐ５を見つける。時間管理部１６ｃは基準時刻をｔ１4から静止画像ｐ５の撮影時刻ｔ
１6に更新し、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ５を再生する。このように、進むキー３ｂ
の操作に対しては、静止画像から静止画像への再生画像の切り替えであっても基準時刻の
更新が行われる。
【０１８０】
　［モード切替処理：静止画像から動画像への切り替え］
　図３３を用いて、静止画像ｐ４から静止画像ｐ５に再生が切り替えられた後、静止画像
ｐ５の再生中にモード切替キー３ｆが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明す
る。なお、モード切替キー３ｆの操作時の基準時刻はｔ１6である。
【０１８１】
　ユーザが静止画像ｐ５の再生中にモード切替キー３ｆを操作した。検索部１７ｃは、時
間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２、ｍ３の並びの動画
像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像リストの最初の動画像ｍ１を選択し
、再生制御部１４ｃは基準時刻ｔ１6から動画像ｍ１を再生する。
【０１８２】
　図２６、図２８、図２９、図３２、図３３をまとめると次の通りである。基準時刻ｔ１

4にモード切替キー３ｆが操作されると、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替わ
り、その後、２回の切替／確認キー３ｅの操作により、静止画像ｐ２から静止画像ｐ３に
、静止画像ｐ３から静止画像ｐ４に再生が切り替わる。この過程において基準時刻はｔ１

4のままである。その後、進むキー３ｂが操作されると、静止画像ｐ４から静止画像ｐ５
に再生が切り替わり、基準時刻はｔ１4から静止画像ｐ５の撮影時刻であるｔ１6に更新さ
れる。そして、モード切替キー３ｆが操作されると、動画像ｍ１が基準時刻ｔ１6から再
生される。このように、進むキー３ｂを操作することによって、動画像の再生開始位置に
ユーザの意図を反映することができる。なお、同様に、戻るキー３ｄを操作することによ
って、動画像の再生開始位置にユーザの意図を反映することができる。
【０１８３】
　＜効果＞
　上記の画像再生装置１ｃによれば、動画像の再生中にモード切替キー３ｆが操作された
場合、及び静止画像の再生中に切替／確認キー３ｅが操作された場合には、時間管理部１
６ｃは時間情報が示す基準時刻を更新しない。そして、再生制御部１６ｃは静止画像から
動画像への切り替えの際に動画像を基準時刻から再生する。このため、同じ動画像又は異
なる動画像の再生を時間的に連続して行うことができる。
【０１８４】
　また、静止画像の再生中に、進むボタン３ｂまたは戻るボタン３ｄを操作した場合、時
間管理部１６ｃは、静止画像から静止画像への切り替えであっても、時間情報が示す基準
時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新する。そして、再生制御部１６ｃは静止画像から
動画像への切り替えの際に動画像を更新後の基準時刻から再生する。このため、ユーザは
直感的な画像の切り替え操作を行うことができる。
【０１８５】
　≪補足≫
　本発明は上記の実施の形態で説明した内容に限定されず、本発明の目的とそれに関連又
は付随する目的を達成するためのいかなる形態においても実施可能であり、例えば、以下
であってもよい。
【０１８６】
　（１）上記の各実施の形態では、動画像の場合の撮影時刻は、撮影開始時刻と撮影終了
時刻との対としたが、これに限られるものではなく、例えば、撮影開始時刻と撮影時間と
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の対であってもよい。
【０１８７】
　（２）上記の各実施の形態では、動画像の検索を時間幅Ｔａにおいて行うようにしてい
るが、これに限らず、動画像の検索を時間情報が示す基準時間を含んで撮影された動画像
のみを検索するようにしてもよい。また、動画像の検索を行う時間幅Ｔａを未来のみ時間
幅を持つようにしてもよく、過去のみ時間幅を持つようにしてもよい。同様に、静止画像
の検索を行う時間幅Ｔｂを未来のみ時間幅を持つようにしてもよく、過去のみ時間幅を持
つようにしてもよい。
【０１８８】
　（３）上記の各実施の形態の画像再生装置に次のような機能を付加するようにしてもよ
い。画像の切替毎に、一定時間毎に、或いは基準時刻を更新する毎に、画像再生装置は、
例えば、時間幅Ｔａでの動画像の検索及び時間幅Ｔｂでの静止画像の検索を行い、切替可
能な動画像が時間幅Ｔａにある場合には動画像への切り替え可能であることを示すアイコ
ン２ａをディスプレイ装置に表示し、切替可能な静止画像が時間幅Ｔｂにある場合には静
止画像への切り替え可能であることを示すアイコン２ｂをディスプレイ装置２に表示する
（図３４）。このようにすれば、ユーザは他の画像への切り替えが可能か否かを視覚的に
把握した上で画像の切り替え操作を行うことができるようになる。
【０１８９】
　（４）上記の第１から第３の各実施の形態に、検索範囲外の画像に切り替えるキー、静
止画像を順送りするキー、静止画像を逆送りするキーを別途設け、これらのキーが操作さ
れた場合には、図４の（１）～（４）のどの切り替えであっても、基準時刻を例えば切り
替えて再生される動画像の撮影開始時刻又は切り替えて再生される静止画像の撮影時刻に
更新するようにしてもよい。但し、上記のキーによる切替指示がユーザの基準時刻の更新
指示を含む切替指示に該当し、画像切替キーによる切替指示がユーザの基準時刻の更新指
示を含まない切替指示に該当する。
【０１９０】
　また、第４の実施の形態に、例えば、動画像から静止画像への再生画像の切り替え且つ
基準時刻を静止画像の撮影時刻に更新するキーを別途設け、このキーが操作された場合に
は、動画像から静止画像への切り替えであっても、基準時刻を切り替えて撮影される静止
画像の撮影時刻に更新するようにしてもよい。また、静止画像から動画像への再生画像の
切り替え且つ基準時刻を動画像の撮影開始時刻に更新するキーを別途設け、このキーが操
作された場合には、基準時刻を切り替えて撮影される動画像の撮影開始時刻に更新するよ
うにしてもよい。なお、上記のキー、進むキー、戻るキーによる切替指示がユーザの基準
時刻の更新指示を含む切替指示に該当し、切替／確認キー、モード切替キーによる切替指
示がユーザの基準時刻の更新指示を含まない切替指示に該当する。
【０１９１】
　なお、ユーザの基準時刻の更新指示を含む切替指示、ユーザの基準時刻の更新指示を含
まない切替指示は、上記に限定されるものではない。
【０１９２】
　（５）上記の各実施の形態で説明した検索結果を用いて切り替えて再生する画像の選択
方法は上記のものに限られるものではない。
【０１９３】
　（６）上記の各実施の形態で説明した動作を記述したプログラムを記録媒体に記録し、
頒布するようにしてもよい。
【０１９４】
　（７）上記の各実施の形態では、画像再生装置１の記録デバイスを除く各部はＣＰＵが
プログラムを実行することによってその機能を果たすとして説明したが、これに限られる
ものではなく、例えば、各部はその機能を実現するデバイスで構築しても良い。
【０１９５】
　（８）上記の各実施の形態の各構成は、典型的には集積回路であるＬＳＩ（Large Scal
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e Integration）として実現されてもよい。これらは、個別に１チップ化されてもよいし
、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように１チップ化されてもよい。
【０１９６】
　ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ（Integrated Circuit）、シス
テムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１９７】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセ
ッサで実現しても良い。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field 
Programmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコ
ンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。
【０１９８】
　さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化の
技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイ
オ技術の適応等が可能性としてあり得る。
【産業上の利用可能性】
【０１９９】
　本発明は、動画像及び静止画像のマルチアングル再生に利用できる。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月31日(2009.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同一期間に撮影した動画像及び静止画像を切り替えてマルチアングル再生を
行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばイベント会場などでは、異なる撮影機器（例えばデジタルカメラとデジタルムー
ビ）を用いて同一時刻に撮影される機会が多い。特に、運動会のようなイベントでは、父
親と母親とが同一時刻にデジタルカメラとデジタルムービとを用いて別々に撮影するだけ
ではなく、他の親も同一時刻にデジタルカメラやデジタルムービなどを用いて別個に撮影
していることが多い。このように、多くのイベントでは、同一の時刻の別アングルの静止
画像及び動画像が多数のユーザによって撮影されることが多い。なお、これらの画像は、
同じイベントを異なるアングルから撮影した、所謂マルチアングルのコンテンツとみなす
ことができる。
【０００３】
　従来、マルチアングルのコンテンツの再生技術として、動画像及び静止画像を集めて、
ユーザの操作によってアングルの切り替え可能なコンテンツを作成するためには、編集装
置などを用いてオーサリングする必要があった。例えば、特許文献１には、複数のカメラ
で撮影された映像をユーザが切り替えて映像の再生を行う映像再生装置が開示されている
。
【０００４】
　また、特許文献２には、個別に撮影された動画像中で重複期間を持つ映像を切り替えて
表示するマルチアングル再生装置が開示されている。
　さらに、特許文献３には、静止画像を一定期間表示することにし、動画像及び静止画像
をソートした後に時間的に重複する画像を同時に表示することによって動画像及び静止画
像を編集なしにマルチアングル再生を行う画像再生表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－１０７４３７号公報
【特許文献２】特開２００３－１０１９５７号公報
【特許文献３】特開２００４－１２０２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された映像再生装置では、マルチアングルの切り替え
を実現することができるものの、未編集の画像で重複部分が存在したり存在しなかったり
するような画像群についての取り扱いが考慮されていない。
　また、特許文献２に開示されたマルチアングル再生装置では、編集なしに時間的に重複
期間を持つ動画像を切り替えて表示することができるものの、静止画像の取り扱いが考慮
されていない。
【０００７】
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　さらに、特許文献３に開示された画像再生表示装置では、静止画像を一定期間表示する
ことによって動画像及び静止画像のマルチアングル再生を実現しているが、画面を切り替
えて再生することについては考慮されていない。
　そこで、本発明は、異なる撮影機器で個別に撮像された動画像及び静止画像を編集なし
に画像を切り替えてマルチアングル再生することが可能な画像再生装置、画像再生方法及
び画像再生プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明の画像再生装置は、動画像及び静止画像を記録すると
共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録するための記録
部と、前記記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う再生制御部と、前記
再生制御部による画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理部と、ユーザから画
像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付部と、前記受付部が受け付ける切替指示
に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用いて、前記記録部に記録されている
動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録部に
記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影された
静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索部と、を備え、前記再生制御部は前記検索部
による検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う。
【０００９】
　また、本発明の画像再生方法は、動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静
止画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録するための記録部に記録されている
動画像及び静止画像の再生を行う再生ステップと、前記再生制御ステップによる画像の再
生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステップと、ユーザから画像の切り替えに関す
る切替指示を受け付ける受付ステップと、前記受付ステップにおいて受け付けられた切替
指示に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用いて、前記記録部に記録されて
いる動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録
部に記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影さ
れた静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索ステップと、前記検索ステップにおける
検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替ステップと、有する。
【００１０】
　さらに、本発明の画像再生プログラムは、コンピュータに、動画像及び静止画像を記録
すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録するため
の記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う再生ステップと、前記再生制
御ステップによる画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステップと、ユーザ
から画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付ステップと、前記受付ステップに
おいて受け付けられた切替指示に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用いて
、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満たす動
画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む静止
画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索ステップと、
前記検索ステップにおける検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替ス
テップと、を実行させる。
【発明の効果】
【００１１】
　上記の画像再生装置、画像再生方法及び画像再生プログラムによれば、静止画像の検索
を静止画像検索時間幅で行うことによって撮影時刻に幅を持たない静止画像の検索を効果
的に行うことができる。また、切替指示に応じて動画像の検索及び静止画像の検索の少な
くとも一方を行って再生画像の切り替えが行われるため、予め動画像及び静止画像を編集
することなく、画像の切り替えをスムーズに行うことができる。
【００１２】
　上記の画像再生装置において、前記所定条件は前記基準時刻を含む動画像検索時間幅の
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少なくとも一部において撮影されていることであってもよい。
　これによれば、基準時刻に撮影されていない動画像を含めて再生画像の切り替えを行う
ことができる。
　上記の画像再生装置において、前記再生制御部が動画像から静止画像へ再生画像を切り
替える際、前記時間管理部は前記基準時刻を切り替え前のままにするようにしてもよい。
【００１３】
　これによれば、動画像から静止画像へ再生画像の切り替えが行われた後、静止画像から
動画像へ再生画像が切り替えられる際に、時間的に連続した動画像の再生が可能になる。
　上記の画像再生装置において、前記再生制御部が静止画像から静止画像へ再生画像を切
り替える際、前記時間管理部は前記基準時刻を切り替え前のままにするようにしてもよい
。
【００１４】
　これによれば、静止画像から静止画像へ再生画像を切り替える度に基準時刻が変更され
ることなく、例えば動画像から静止画像へ再生画像が切り替わった際の基準時刻のままに
することができる。
　上記の画像再生装置において、前記再生制御部は、静止画像から動画像へ再生画像を切
り替える際、前記時間管理部が管理している前記基準時刻を基に動画像の再生を開始する
ようにしてもよい。
【００１５】
　これによれば、静止画像から動画像へ再生画像が切り替えられる際に、時間的に連続し
た動画像の再生が可能になる。
　上記の画像再生装置において、前記時間管理部は、動画像から静止画像へ再生画像を切
り替える際、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記基
準時刻を切り替え前のままにし、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含む
場合には前記基準時刻を切り替え後の静止画像の撮影時刻に更新するようにしてもよい。
【００１６】
　上記の画像再生装置において、前記時間管理部は、静止画像から静止画像へ再生画像を
切り替える際、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記
基準時刻を切り替え前のままにし、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含
む場合には前記基準時刻を切り替え後の静止画像の撮影時刻に更新するようにしてもよい
。
【００１７】
　これらによれば、静止画像への切り替えの際の基準時刻の更新により動画像の再生開始
位置にユーザの意図を反映することができる。
　上記の画像再生装置において、前記静止画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅
と前記基準時刻より後の時間幅とが異なっているようにしてもよい。
　上記の画像再生装置において、前記動画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅と
前記基準時刻より後の時間幅とが異なっているようにしてもよい。
【００１８】
　これらによれば、例えば基準時刻より前の時間幅を小さくすることにより、時間戻りに
よるユーザの違和感を抑制できる。
　上記の画像再生装置において、前記静止画像検索時間幅と前記動画像検索時間幅とが異
なるようにしてもよい。
　これによれば、例えば、近接した位置で切り替えたい動画像とある程度広い範囲で切り
替えたい静止画像との夫々に応じた検索が可能になり、より快適な再生画像の切り替えが
可能になる。
【００１９】
　上記の画像再生装置において、動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止
画像の夫々について撮影時刻を含む撮影情報を記録する外部機器と接続するためのインタ
フェース部を更に備え、前記検索部は、前記動画像の検索を前記外部機器に記録されてい
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る撮影情報を用いて前記外部機器に記録されている動画像を含めて行い、前記静止画像の
検索を前記外部機器に記録されている撮影情報を用いて前記外部機器に記録されている静
止画像を含めて行うようにしてもよい。
【００２０】
　これによれば、画像の切り替えに用いる動画像及び静止画像を簡易に拡張できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図２】図１の画像再生装置によって行われる画像再生処理の流れを示すフローチャート
。
【図３】図１のディスプレイ装置に表示される再生可能リストの一例。
【図４】図１の画像再生装置による再生画像の切り替え遷移図である。
【図５】図１の画像再生装置によって行われる再生画像切替処理の流れを示すフローチャ
ート。
【図６】図５の検索処理の流れを示すフローチャート。
【図７】図１の検索部が行う動画像を検索する時間幅及び静止画像を検索する時間幅の設
定方法を説明するための図。
【図８】図５の選択処理の流れを示すフローチャート。
【図９】図５の選択処理の流れを示すフローチャート。
【図１０】図５の動画像から動画像への切替処理の流れを示すフローチャート。
【図１１】図５の静止画像から動画像への切替処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】図１の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図１３】図１の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図１４】図１の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図１５】第２の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図１６】第３の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図１７】第４の実施の形態の画像再生装置の構成図。
【図１８】図１７の画像再生装置によって行われる再生画像切替処理の流れを示すフロー
チャート。
【図１９】図１８のモード切替処理の流れを示すフローチャート。
【図２０】図１８の画像切替処理の流れを示すフローチャート。
【図２１】図１８の進む処理の流れを示すフローチャート。
【図２２】図１８の戻る処理の流れを示すフローチャート。
【図２３】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２４】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２５】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２６】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２７】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２８】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図２９】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３０】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３１】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３２】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３３】図１７の画像再生装置が行う再生画像切替処理の具体例を説明するための図。
【図３４】図１、図１５から図１７のディスプレイ装置の一表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
　但し、以下において、適宜、画像の切り替え前に再生されていた動画像を「切替前動画
像」、画像の切り替え後に再生される動画像を「切替後動画像」、画像の切り替え前に再
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生されていた静止画像を「切替前静止画像」、画像の切り替え後に再生される静止画像を
「切替後静止画像」と称する。
【００２３】
　≪第１の実施の形態≫
　以下、本発明の第１の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
　＜画像再生装置の構成＞
　本実施の形態の画像再生装置１の構成について図１を参照しつつ説明する。図１は本実
施の形態の画像再生装置１の構成図である。
【００２４】
　図１には、画像再生装置１、例えば液晶ディスプレイなどによって構成され、画像再生
装置１と例えば有線接続されたディスプレイ装置２、及び画像再生装置１との間で例えば
赤外線通信を行うリモコン装置３が示されている。なお、画像再生装置１とディスプレイ
装置２との接続形態、及び画像再生装置１とリモコン装置３との通信形態は特に上記のも
のに限られるものではない。
【００２５】
　リモコン装置３は、ユーザが画像の再生の開始や停止、再生画像の切り替えなどの操作
を行うためのデバイスであり、リモコン装置３には、４方向のプッシュキー３ａ～３ｄ及
びセンターキー３ｅなどの各種キーが設けられている。リモコン装置３は、押下されたキ
ーの内容を含む押下信号を送信し、この押下信号は画像再生装置１によって受信される。
なお、説明の便宜上、画像再生装置１が画像を再生している間、センターキーを「画像切
替キー」と称する。
【００２６】
　画像再生装置１は、ディスク装置１１、受付部１２、読出部１３、再生制御部１４、表
示制御部１５、時間管理部１６、及び検索部１７を備える。但し、例えばＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）が画像再生及び再生画像の切り替えに係るプログラムを読み出し、
読み出したプログラムを実行することによって、ＣＰＵが受付部１２、読出部１３、再生
制御部１４、表示制御部１５、時間管理部１６、及び検索部１７として機能する。なお、
受付部１２、読出部１３、再生制御部１４、表示制御部１５、時間管理部１６、及び検索
部１７の処理内容の詳細は画像再生装置１の動作の説明において記載するものとし、ここ
ではその概略を記載するに留める。
【００２７】
　ディスク装置１１はデータを記録するための記録デバイスである。ディスク装置１１に
は、デジタルムービやデジタルカメラなどによって撮影された１又は複数の動画像及び静
止画像が記録されると共に、記録されている動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻
などを含む撮影情報が記録される。但し、撮影情報に含まれる撮影時刻は、動画像の場合
には撮影開始時刻と撮影終了時刻との対であり、静止画像の場合には静止画像が撮影され
た時刻である。なお、ディスク装置１１に記録されている動画像や静止画像はファイル名
で管理される。
【００２８】
　但し、ユーザが画像再生装置１を利用して動画像又は静止画像を再生する場合、再生す
る画像やその撮影情報などをディスク装置１１に予め記録しておく必要がある。例えば、
画像再生装置１が持つ動画像及び静止画像の記録機能を利用してディスク装置１１にそれ
らを記録するようにしてもよい。また、他の撮影機器で撮影した画像（動画像、静止画像
）や撮影情報を、他の撮影機器と画像再生装置１とを接続して当該他の撮影機器からディ
スク装置１１へ転送し、或いは、ＳＤメモリやコンパクトフラッシュ（登録商標）などを
経由してディスク装置１１へ転送するようにしてもよい。
【００２９】
　上記のようにしてディスク装置１１に記録された画像夫々の撮影時刻を含む撮影情報は
、画像と同一ファイルで又は画像にリンクした別ファイルで保存される。なお、撮影情報
に含まれる撮影時刻などの記録方法は一般的な手法を用いることができることから、その
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詳細な説明は省略する。
　受付部１２はリモコン装置３から送信される押下信号を受信する。読出部１３はディス
ク装置１１から選択された動画像又は静止画像を読み出し、また、ディスク装置１１から
撮影時刻などを含む撮影情報を読み出す。
【００３０】
　再生制御部１４は、読出部１３によって読み出された動画像又は静止画像を再生する。
表示制御部１５は再生制御部１４によって再生されている動画像又は静止画像をディスプ
レイ装置２に表示する。
　時間管理部１６は基準時刻を示す時間情報を管理する。但し、基準時刻は、例えば、動
画像の検索を行う時間幅及び静止画像の検索を行う時間幅を設定する際の基準になる時刻
であり、静止画像から動画像へ切り替えて動画像を再生する際の再生開始の基準になる時
刻である。
【００３１】
　検索部１７は、受付部１２が受信する画像切替キー３ｅの押下を内容とする押下信号に
応じて、ディスク装置１１に記録されている各撮影情報と時間管理部１６が管理している
時間情報とを用いて動画像の検索及び静止画像の検索を行う。
　＜画像再生装置の動作＞
　以下、図１の画像再生装置１によって行われる画像再生及び再生画像の切り替えに関す
る処理について説明する。
【００３２】
　（画像再生処理）
　図１の画像再生装置１によって行われる画像再生処理について図２を参照しつつ説明す
る。図２は図１の画像再生装置１によって行われる画像再生処理の流れを示すフローチャ
ートである。
　ユーザがリモコン装置３を用いてこれから再生する動画像又は静止画像を選択し、画像
の再生を指示する操作を行う。画像再生装置１の受付部１２はリモコン装置３から押下信
号を受信し、読出部１３はユーザによって選択された動画像又は静止画像をディスク装置
１１から読み出すとともに、読み出した動画像又は静止画像の撮影情報を読み出す（ステ
ップＳ１）。但し、ユーザによる動画像又は静止画像の選択は、例えば、ディスプレイ装
置２に図３に一例を示す再生可能リストを表示して、再生可能リストからユーザが再生し
たい動画像又は静止画像を選択することによって実現できる。なお、図３に一例を示す再
生可能リストでは、現時点で選択されている動画像又は静止画像は他の動画像又は静止画
像と異なる表示態様で表示される。
【００３３】
　ユーザによって選択された画像が動画像である場合、時間管理部１６は、時間情報が示
す基準時刻を、読出部１３によって読み出され、再生制御部１４を経由して入力される動
画像の撮影情報に含まれる撮影開始時刻に初期化する。又は、ユーザによって選択された
画像が静止画像である場合、時間管理部１６は、時間情報が示す基準時刻を、読出部１３
によって読み出され、再生制御部１４を経由して入力される静止画像の撮影情報に含まれ
る撮影時刻に初期化する（ステップＳ２）。
【００３４】
　再生制御部１４は、読出部１３によって読み出された動画像又は静止画像を再生し、表
示制御部１５は、再生制御部１４が再生している動画像又は静止画像をディスプレイ装置
２に表示する。また、時間管理部１６は、動画像の再生中、再生制御部１４による動画像
の再生に合わせて再生位置の撮影時刻に一致するように基準時刻を更新する（ステップＳ
３）。なお、静止画像の再生中、時間管理部１６は基準時刻の更新を行わない。
【００３５】
　これによって、本実施の形態では、基準時刻は、動画像から静止画像に切り替えられて
から、静止画像から動画像へ切り替えられるまでの期間を除いて、現在ディスプレイ装置
２に表示されている画像の撮影時刻に一致することになる。
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　（画像の切り替えパターン）
　図１の画像再生装置１によって行われる再生する画像の切り替えパターンについて図４
を参照しつつ説明する。図４は図１の画像再生装置１による再生画像の切り替え遷移図で
ある。
【００３６】
　画像再生装置１では、（１）動画像から静止画像へ再生画像の切り替え、（２）静止画
像から動画像への再生画像の切り替え、（３）動画像から動画像への再生画像の切り替え
、（４）静止画像から静止画像への再生画像の切り替え、の４パターンがある。
　（再生画像切替処理）
　図１の画像再生装置１によって行われる再生する画像の切り替えの処理内容について図
５を参照しつつ説明する。図５は図１の画像再生装置１によって行われる再生画像切替処
理の流れを示すフローチャートである。
【００３７】
　受付部１２は、ユーザがリモコン装置３のキー操作を行ったか、つまり、リモコン装置
３から押下信号を受信したかを判定する（ステップＳ１１）。受付部１２は、ユーザがリ
モコン装置３のキー操作を行うまで（Ｓ１１：ＮＯ）、ステップＳ１１の処理を行う。受
付部１２は、ユーザがキー操作を行ったと判定した場合（Ｓ１１：ＹＥＳ）、受信した押
下信号に基づいてユーザが操作したキーが画像切替キー３ｅであるかを判定する（ステッ
プＳ１２）。ユーザが操作したキーが画像切替キー３ｅでなければ（Ｓ１２：ＮＯ）、画
像再生装置１はユーザが操作したキーに応じた処理を行い（ステップＳ２１）、ステップ
Ｓ１１の処理が行われる。
【００３８】
　ユーザが操作したキーが画像切替キーであれば（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、画像再生
装置１は動画像の検索及び静止画像の検索を行い（ステップＳ１３）、ステップＳ１３の
検索結果に基づいて切り替えて再生する動画像又は静止画像の選択を行う（ステップＳ１
４）。再生制御部１４は、現在再生中の画像の種類（動画像、静止画像）とステップＳ１
４で選択された画像の種類に応じて画像の切り替えパターンを判定する（ステップＳ１５
）。
【００３９】
　現在再生中の画像が動画像であり、ステップＳ１４で動画像が選択された場合（Ｓ１５
：動画→動画）、画像再生装置１は動画像から動画像への切替処理を行う（ステップＳ１
６）。現在再生中の画像が動画像であり、ステップＳ１４で静止画像が選択された場合（
Ｓ１５：動画→静止画）、画像再生装置１は動画像から静止画像への切替処理を行う（ス
テップＳ１７）。現在再生中の画像が静止画像であり、ステップＳ１４で静止画像が選択
された場合（Ｓ１５：静止画→静止画）、画像再生装置１は静止画像から静止画像への切
替処理を行う（ステップＳ１８）。現在再生中の画像が静止画像であり、ステップＳ１４
で動画像が選択された場合（Ｓ１５：静止画→動画）、画像再生装置１は静止画像から動
画像への切替処理を行う（ステップＳ１９）。
【００４０】
　ステップＳ１４で切り替えて再生する画像が選択されなければ（Ｓ１５：なし）、画像
再生装置１は例外処理を行う（ステップＳ２０）。例外処理では、ディスプレイ装置２に
切り替える画像がない旨の表示が行われる。なお、例外処理はこれに限られるものではな
い。
　［検索処理］
　図５の検索処理（ステップＳ１３）について図６を参照しつつ説明する。図６は図５の
検索処理の流れを示すフローチャートである。
【００４１】
　受付部１２は検索部１７に対して動画像及び静止画像の検索指示を行い、検索部１７は
この検索指示を受けて動画像を検索する時間幅Ｔａを時間管理部１６によって管理されて
いる時間情報が示す基準時刻を用いて設定する（ステップＳ３１）。ここで、時間幅Ｔａ
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の設定方法について図７を参照しつつ説明する。但し、図７における時刻ｔ１は時間管理
部１６によって管理されている時間情報が示す基準時刻である。
【００４２】
　検索部１７は、時刻ｔ１を基準として、時刻ｔ１から時間ｔ２戻った時刻（ｔ１－ｔ２
）から、時刻ｔ１から時間ｔ３進んだ時刻（ｔ１＋ｔ３）までを、動画像を検索する時間
幅Ｔａに設定する（ｔ１－ｔ２≦Ｔａ≦ｔ１＋ｔ３）。
　但し、動画像の検索を時間ｔ２を大きくして行う、即ち、時刻ｔ１から戻った（過去の
）広い範囲で行うと、時刻ｔ１の時点で撮影が終了している動画像が多くなってしまい、
切り替えられた動画像の再生が直ぐに終了することが増え、画面の切り替えを行ってもあ
まり意味を持たないことが多くなる。また、動画像の検索を時間ｔ３を大きくして行う、
即ち、時刻ｔ１から進んだ（未来の）広い範囲で行うと、時刻ｔ１と撮影開始時刻との差
の大きい動画像が多くなってしまい、画像を切り替えた途端に場面が飛んでユーザが意図
しない画像の切り替えになってしまうことが多くなる。このため、動画像の検索では、時
間ｔ２及び時間ｔ３を小さくする、即ち、動画像を検索する過去の時間幅及び未来の時間
幅を小さくすることが好ましい。
【００４３】
　また、時間ｔ２と時間ｔ３とを同じにし、或いは、異なるようにしてもよい。また、時
間ｔ２より時間ｔ３を大きくする、即ち、動画像を検索する過去の時間幅よりも未来の時
間幅を大きくするようにしてもよい。
　検索部１７は読出部１３を介してディスク装置１１から各動画像の撮影情報を取得する
。そして、検索部１７は、ディスク装置１１に記録されている動画像の中から、取得した
各撮影情報に含まれる撮影開始時刻及び撮影終了時刻を用いて、時間幅Ｔａの少なくとも
一部で撮影が行われた動画像を検索する（ステップＳ３２）。そして、検索部１７は、検
索して見つけた動画像を撮影開始時刻の順番に並び替えてリスト（以下、「動画像リスト
」と言う。）を作成する（ステップＳ３３）。なお、動画像を撮影開始時刻の順番で並び
替える代わりに、例えばファイル名の順番で並び替えてもよく、ディスク装置１１に記録
された順番で並び替えるようにしてもよい。また、動画像を並び替えなくてもよい。動画
像の検索を行う度に動画像リスト内の動画像の順番が変化しないようにすることによって
画像の切り替え時にユーザに混乱を与えないようにすることができる。
【００４４】
　検索部１７は、動画像リストの作成を完了した後、静止画像を検索する時間幅Ｔｂを時
間管理部１６によって管理されている時間情報が示す基準時刻を用いて設定する（ステッ
プＳ３４）。ここで、時間幅Ｔｂの設定方法について図７を用いて説明する。但し、図７
における時刻ｔ１は時間管理部１６によって管理されている時間情報が示す基準時刻であ
る。
【００４５】
　検索部１７は、時刻ｔ１を基準として、時刻ｔ１から時間ｔ４戻った時刻（ｔ１－ｔ４
）から、時刻ｔ１から時間ｔ５進んだ時刻（ｔ１＋ｔ５）までを、静止画像を検索する時
間幅Ｔｂに設定する（ｔ１－ｔ４≦Ｔｂ≦ｔ１＋ｔ５）。
　なお、動画像を検索する時間幅Ｔａと静止画像を検索する時間幅Ｔｂとを同じにしても
よいが、異なるようにしてもよい。但し、静止画像は動画像と異なり、撮影時刻に幅を持
たないため時刻ｔ１に一致する撮影時刻を持つ静止画像だけを検索した場合、静止画像が
見つからないことが多い。このことから、静止画像では十分な時間幅を持った検索を行う
ことが好ましく、例えば動画像を検索する時間幅Ｔａよりも静止画像を検索する時間幅Ｔ
ｂを大きくする方がより好ましい画像の切り替え動作になる（Ｔａ＜Ｔｂ）。
【００４６】
　また、時間ｔ４と時間ｔ５とを同じにし、或いは、異なるようにしてもよい。また、時
間ｔ４より時間ｔ５を大きくする、即ち、静止画像を検索する過去の時間幅よりも未来の
時間幅を大きくするようにしてもよい。
　検索部１７は読出部１３を介してディスク装置１１から各静止画像の撮影情報を取得す
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る。そして、検索部１７は、ディスク装置１１に記録されている静止画像の中から、取得
した各撮影情報に含まれる撮影時刻を用いて、時間幅Ｔｂ内に撮影された静止画像を検索
する（ステップＳ３５）。そして、検索部１７は、検索して見つけた静止画像を撮影時刻
が基準時刻に近い順番に並び替えてリスト（以下、「静止画像リスト」と言う。）を作成
する（ステップＳ３６）。但し、撮影時刻が基準時刻に近い順番に静止画像を並べて静止
画像リストを作成することによって、静止画像は撮影時刻が基準時刻に近い順番にディス
プレイ装置２に表示されることになる。なお、静止画像を撮影時刻が基準時刻に近い順番
に並び替える代わりに、例えば、撮影時刻の順番で並び替えてもよく、ファイル名の順番
で並び替えてもよく、ディスク装置１１に記録された順番で並び替えてもよい。また、静
止画像を並び替えなくてもよい。静止画像の検索を行う度に静止画像リスト内の静止画像
の順番が変化しないようにすることによって画像の切り替え時にユーザに混乱を与えない
ようにすることができる。
【００４７】
　［選択処理］
　図５の選択処理（ステップＳ１４）について図８及び図９を参照して説明する。図８及
び図９は図５の選択処理（ステップＳ１４）の流れを示すフローチャートである。
　検索部１７は現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ５１）。
　検索部１７は、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ５１：ＹＥＳ）、
現在再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像であるかを判定する（ステップＳ５２
）。検索部１７は、現在再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像でないと判定した
場合（Ｓ５２：ＮＯ）、動画像リストの現在再生中の動画像の次の動画像を切り替えて再
生する画像に選択する（ステップＳ５３）。
【００４８】
　検索部１７は、現在再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像であると判定した場
合（Ｓ５２：ＹＥＳ）、静止画像リストに静止画像が含まれているかを判定する（ステッ
プＳ５４）。検索部１７は、静止画像リストに静止画像が含まれていると判定した場合（
Ｓ５４：ＹＥＳ）、静止画像リストの最初の静止画像を切り替えて再生する画像に選択す
る（ステップＳ５５）。
【００４９】
　検索部１７は、静止画像リストに静止画像が含まれていないと判定した場合（Ｓ５４：
ＮＯ）、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があるか、つまり現在再生中の
動画像が動画像リストの最初の動画像でないかを判定する（ステップＳ５６）。検索部１
７は、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があると判定した場合（Ｓ５６：
ＹＥＳ）、動画像リストの最初の動画像を切り替えて再生する画像に選択する（ステップ
Ｓ５７）。一方、検索部１７は、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像がない
と判定した場合（Ｓ５６：ＮＯ）、切り替えて再生する画像を選択しない（ステップＳ５
８）。
【００５０】
　検索部１７は、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した場
合（Ｓ５１：ＮＯ）、現在再生中の静止画像が静止画像リストの最後の静止画像であるか
を判定する（ステップＳ５９）。検索部１７は、現在再生中の静止画像が静止画像リスト
の最後の静止画像でないと判定した場合（Ｓ５９：ＮＯ）、静止画像リストの現在再生中
の静止画像の次の静止画像を切り替えて再生する画像に選択する（ステップＳ６０）。
【００５１】
　検索部１７は、現在再生中の静止画像が静止画像リストの最後の静止画像であると判定
した場合（Ｓ５９：ＹＥＳ）、動画像リストに動画像が含まれているかを判定する（ステ
ップＳ６１）。検索部１７は、動画像リストに動画像が含まれていると判定した場合（Ｓ
６１：ＹＥＳ）、動画像リストの最初の動画像を切り替えて再生する画像に選択する（ス
テップＳ６２）。
【００５２】
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　検索部１７は、動画像リストに動画像が含まれていないと判定した場合（Ｓ６１：ＮＯ
）、静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があるか、つまり現在再生中
の静止画像が静止画像リストの最初の静止画像でないかを判定する（ステップＳ６３）。
検索部１７は、静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があると判定した
場合（Ｓ６３：ＹＥＳ）、静止画像リストの最初の静止画像を切り替えて再生する画像に
選択する（ステップＳ６４）。一方、検索部１７は、静止画像リストに現在再生中の静止
画像以外の静止画像がないと判定した場合（Ｓ６３：ＮＯ）、切り替えて再生する画像を
選択しない（ステップＳ６５）。
【００５３】
　［動画像から動画像への切替処理］
　図５の動画像から動画像への切替処理（ステップＳ１６）について図１０を参照しつつ
説明する。図１０は図５の動画像から動画像への切替処理（ステップＳ１６）の流れを示
すフローチャートである。
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された動画像（切替後動画像）の撮影開始時
刻と撮影終了時刻とに基づいて、切替後動画像が時間管理部１６によって管理されている
時間情報が示す基準時刻（ここでは、基準時刻を時刻ｔ１とする。）を含んで撮影された
動画像であるかを判定する（ステップＳ７１）。
【００５４】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ７１：ＹＥＳ）
、再生制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、
基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をディ
スプレイ装置２に表示する（ステップＳ７２）。なお、時間管理部１６は再生制御部１４
による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００５５】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ７１：ＮＯ）、
再生制御部１４は、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時刻ｔ
１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ７３）。
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ７３：Ｙ
ＥＳ）、時間管理部１６は時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻（ここ
では、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ７４）。そして、再生
制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後
の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ７５）。なお、時間管理部１６は再生制御部１
４による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００５６】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ７３：ＮＯ）、時間管理部１６は時間
情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時刻ｔ３
とする。）に更新する（ステップＳ７６）。そして、再生制御部１４は、切替後動画像を
読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３の切替後動画像
を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ３の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ７７）。これは、もし、動画像の再
生を継続した場合には再生が直ぐに終了してしまうことを考慮したものである。なお、例
えば、基準時刻を、時刻（ｔ１－ｔ２）に更新してもよく、切替後動画像の撮影開始時刻
に更新するようにしてもよく、これらの場合には、動画像の再生を一時停止することなく
、そのまま再生を行うようにしてもよい。
【００５７】
　［動画像から静止画像への切替処理］
　図５の動画像から静止画像への切替処理（ステップＳ１７）について説明する。
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された静止画像（切替後静止画像）を読出部
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１３を介してディスク装置１１から取得し、切替後静止画像の再生を行い、表示制御部１
５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する。なお、時間管理部１６は
、再生制御部１４が切替前動画像から切替後静止画像へ再生を切り替える際、時間情報が
示す基準時刻を再生画像の切り替え前のままにして切替後静止画像の撮影時刻に更新しな
い。つまり、時間管理部１６は、基準時刻を、画像の切り替え時に再生されていた切替前
動画像の再生位置の撮影時刻のまま保持する。このため、基準時刻は再生中の切替後静止
画像の撮影時刻に一致しなくなる。
【００５８】
　動画像から静止画像へ再生を切り替える際に基準時刻を更新しないのは、ユーザによっ
て画像の切り替え操作が行われ、再び動画像を再生する場合に、静止画像に切り替えられ
た位置から動画像の再生を開始するためのである。
　［静止画像から静止画像への切替処理］
　図５の静止画像から静止画像への切替処理（ステップＳ１８）について説明する。
【００５９】
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された静止画像（切替後静止画像）を読出部
１３を介してディスク装置１１から取得し、切替後静止画像の再生を行い、表示制御部１
５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する。なお、時間管理部１６は
、再生制御部１４が切替前静止画像から切替後静止画像へ再生を切り替える際、時間情報
が示す基準時刻を再生画像の切り替え前のままにして切替後静止画像の撮影時刻に更新し
ない。このため、切替前静止画像の再生中の基準時刻と切替後静止画像の再生中の基準時
刻とは一致する。
【００６０】
　［静止画像から動画像への切替処理］
　図５の静止画像から動画像への切替処理（ステップＳ１９）について図１１を参照しつ
つ説明する。図１１は図５の静止画像から動画像への切替処理（ステップＳ１９）の流れ
を示すフローチャートである。
　再生制御部１４は、ステップＳ１４で選択された動画像（切替後動画像）の撮影開始時
刻と撮影終了時刻とに基づいて、切替後動画像が時間管理部１６によって管理されている
時間情報が示す基準時刻（ここでは、基準時刻を時刻ｔ１とする。）を含んで撮影された
動画像であるかを判定する（ステップＳ９１）。
【００６１】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ９１：ＹＥＳ）
、再生制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、
基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をディ
スプレイ装置２に表示する（ステップＳ９２）。なお、時間管理部１６は再生制御部１４
による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００６２】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ９１：ＮＯ）、
再生制御部１４は、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時刻ｔ
１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ９３）。
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ９３：Ｙ
ＥＳ）、時間管理部１６は時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻（ここ
では、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ９４）。そして、再生
制御部１４は、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後
の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ９５）。なお、時間管理部１６は再生制御部１
４による切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００６３】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ９３：ＮＯ）、時間管理部１６は時間
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情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時刻ｔ３
とする。）に更新する（ステップＳ９６）。そして、再生制御部１４は、切替後動画像を
読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３で切替後動画像
を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ３の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ９７）。このようにする理由は、ス
テップＳ７７と実質的に同じであり、例えば同様の変形を行うこともできる。
【００６４】
　（再生画像切替処理の具体例）
　図１の画像再生装置１によって行われる再生する画像の切替処理の具体例について図１
２から図１４を参照しつつ説明する。但し、各図において、動画像Ｍ１～Ｍ３の撮影期間
はハッチ部分である。なお、動画像Ｍ１～Ｍ３は夫々異なる機器で撮影されたものであり
、静止画像Ｐ１～Ｐ３と静止画像Ｐ４～Ｐ５は夫々異なる機器で撮影されたものである。
【００６５】
　［動画像から動画像への切り替え］
　図１２を用いて、動画像Ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１１に画像切替キー３ｅが操作され
た場合の画像再生装置１の動作を説明する。
　ユーザが動画像Ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１１に画像切替キー３ｅを操作した。検索部
１７は、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の
並びの動画像リストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時
間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像リストを作成する。そして、検索部１７は、動画
像リストの現在再生中の動画像Ｍ１の次の動画像Ｍ２を切り替えて再生する画像に選択し
、再生制御部１４は基準時刻ｔ１１から動画像Ｍ２を再生する。
【００６６】
　［動画像から動画像への切り替え］
　図１３を用いて、動画像Ｍ１から動画像Ｍ２に切り替えられた後、動画像Ｍ２の再生中
の基準時刻ｔ１２に画像切替キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１の動作を説明す
る。
　ユーザが動画像Ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１２に画像切替キー３ｅを操作した。検索部
１７は、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の
並びの動画像リストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時
間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像リストを作成する。そして、検索部１７は、動画
像リストの現在再生中の動画像Ｍ２の次の動画像Ｍ３を切り替えて再生する画像に選択す
る。時間管理部１６は基準時刻を動画像Ｍ３の撮影開始時刻である時刻ｔ１Ｓに更新し、
再生制御部１４は更新後の基準時刻ｔ１Ｓから動画像Ｍ３を再生する。
【００６７】
　［動画像から静止画像への切り替え］
　図１４を用いて、動画像Ｍ２から動画像Ｍ３に切り替えられた後、動画像Ｍ３の再生中
の基準時刻ｔ１３に画像切替キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１の動作を説明す
る。
　ユーザが動画像Ｍ３の再生中の基準時刻ｔ１３に画像切替キー３ｅを操作した。検索部
１７は、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の
並びの動画像リストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時
間Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像Ｐ５、Ｐ３、Ｐ２、Ｐ１、Ｐ４の並びの静止画像リ
ストを作成する。検索部１７は、静止画像リストの最初の静止画像Ｐ５を切り替えて再生
する画像に選択する。時間管理部１６は基準時刻をｔ１３のままにし、再生制御部１４は
静止画像Ｐ５を再生する。
【００６８】
　なお、ユーザが画像切替キー３ｅを操作する度に、静止画像Ｐ５から静止画像Ｐ３への
切り替え、静止画像Ｐ３から静止画像Ｐ２への切り替え、静止画像Ｐ２から静止画像Ｐ１
への切り替え、静止画像Ｐ１から静止画像Ｐ４への切り替えが行われる。但し、上記の各
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画像の切り替えに際し、時間管理部１６は基準時刻を更新することはなく、基準時刻はｔ
１３のままである。
【００６９】
　［静止画像から動画像への切り替え］
　図１４を用いて、静止画像Ｐ１から静止画像Ｐ４に切り替えられた後、静止画像Ｐ４の
再生中に画像切替キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１の動作を説明する。なお、
画像切替キー３ｅの操作時の基準時刻はｔ１３である。
　ユーザが静止画像Ｐ４の再生中に画像切替キー３ｅを操作した。検索部１７は、時間幅
Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の並びの動画像リ
ストを作成する。これとともに、検索部１７は、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止
画像を検索し、静止画像Ｐ５、Ｐ３、Ｐ２、Ｐ１、Ｐ４の並びの静止画像リストを作成す
る。そして、検索部１７は動画像リストの最初の動画像Ｍ１を切り替えて再生する画像に
選択し、再生制御部１４は基準時刻ｔ１３から動画像Ｍ１を再生する。なお、動画像Ｍ１
の再生が開始される位置の撮影時刻は、動画像Ｍ３の再生が行われた位置の撮影時刻にな
るので、動画像Ｍ３と動画像Ｍ１とは時間的に連続して再生されることになる。
【００７０】
　＜効果＞
　上記の画像再生装置１によれば、再生画像の切り替えの際に、動画像及び静止画像を基
準時刻を含む時間幅Ｔａ，Ｔｂで検索するので、基準時刻付近にある画像へ表示を切り替
えることができ、ユーザにとって使い勝手がよくなる。
　また、静止画像を時間幅Ｔｂで検索することによって、撮影時刻に幅を持たない静止画
像の検索も効率よく行うことが可能になる。さらに、動画像を検索する時間幅Ｔａを未来
の時間幅より過去の時間幅を狭くすることで、再生時の時刻戻りによる違和感を小さくす
ることができる。また、動画像を検索する時間幅Ｔａより静止画像を検索する時間幅Ｔｂ
を広く設定することで、撮影時刻に幅を持たない静止画像への切り替えを行いやすくする
ことができる。
【００７１】
　さらに、動画像から静止画像への切り替え及び静止画像から静止画像への切り替えの際
に基準時刻を更新せず、静止画像から動画像への切り替えの際に動画像を基準時刻から再
生することによって、同じ動画像又は異なる動画像の再生を時間的に連続して行うことが
できる。
　≪第２の実施の形態≫
　以下、第２の実施の形態について画像再生装置１ａについて図１５を参照しつつ説明す
る。図１５は本実施の形態の画像再生装置１ａの構成図である。なお、本実施の形態にお
いて、第１の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、その説
明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略する。
【００７２】
　画像再生装置１ａは、ディスク装置１１に加え、ディスク装置１１ａ及びフラッシュメ
モリ１１ｂを備える。なお、ディスク装置の数は２つに限られるものではなく、また、フ
ラッシュメモリの数は１つに限られるものではない。また、フラッシュメモリ以外のＣＤ
－ＲＯＭなどであってもよい。
　ディスク装置１１ａには、デジタルムービやデジタルカメラなどによって撮影された１
又は複数の動画像及び静止画像が記録されると共に、記録されている動画像及び静止画像
の夫々について撮影時刻などを含む撮影情報が記録される。なお、ディスク装置１１ａへ
の動画像や静止画像などの記録はディスク装置１１の場合と同様に行うことができる。
【００７３】
　フラッシュメモリ１１ｂは、ＳＤカードやコンパクトフラッシュ（登録商標）などの取
り外し可能なフラッシュメモリであり、フラッシュメモリ１１ｂには、デジタルムービや
デジタルカメラなどによって撮影された１又は複数の動画像及び静止画像が記録されると
共に、記録されている動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻などを含む撮影情報が
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記録される。
【００７４】
　なお、読出部１３は、ディスク装置１１とともに、ディスク装置１１ａ及びフラッシュ
メモリ１１ｂからも動画像や静止画像、撮影情報を読み出すことができるようになってい
る。また、検索部１７はディスク装置１１，１１ａ及びフラッシュメモリ１１ｂに記録さ
れている動画像及び静止画像を対象とした検索を行う。再生制御部１４は、検索部１７に
よる検索の結果に基づいて、ディスク装置１１，１１ａ及びフラッシュメモリ１１ｂに記
録されている動画像又は静止画像を再生する。
【００７５】
　上記の画像再生装置１ａによれば、ディスク装置１１，１１ａ及びフラッシュメモリ１
１ｂに記録された動画像及び静止画像を対象にした画像の再生及び表示の切り替えが可能
である。例えば、フラッシュメモリ１１ｂをデジタルカメラなどの異なる機器にセットし
て当該機器で撮影した静止画像などの記録に用いていた場合、静止画像などをフラッシュ
メモリ１１ｂからディスク装置１１，１１ａに転送することなく、再生及び表示の切り替
えの対象とすることができる。
【００７６】
　≪第３の実施の形態≫
　以下、第３の実施の形態の画像再生装置１ｂについて図１６を参照しつつ説明する。図
１６は本実施の形態の画像再生装置１ｂの構成図である。なお、本実施の形態において、
第１及び第２の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、その
説明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略する。
【００７７】
　画像再生装置１ｂは、ディスク装置１１に加え、フラッシュメモリ１１ｂを備えると共
に、ネットワーク６に接続するためのネットワークインタフェース（ネットワークＩ／Ｆ
）３１を有する。ネットワーク６には、ビデオデコーダ７ａ，７ｂが接続されている。但
し、ビデオデコーダ７ａ，７ｂには、１又は複数の静止画像及び動画像が記録されると共
に、記録されている動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻などを含む撮影情報が記
録される。なお、ビデオデコーダの数は２つに限らず、１又は３以上であってもよい。ま
た、画像再生装置１ｂとネットワーク６を介して接続される機器は、ビデオデコーダに限
らず、動画像及び静止画像などを記録し、画像再生装置１ｂがネットワーク６を介してア
クセスできる機器であればよく、例えばメディアサーバやパーソナルコンピュータなどで
あってもよい。
【００７８】
　なお、読出部１３は、ディスク装置１１及びフラッシュメモリ１１ｂとともに、ネット
ワークＩ／Ｆ３１を経由してネットワーク６に接続されているビデオデコーダ７ａ，７ｂ
からそれらに記録された静止画像や動画像、撮影情報を読み出すことができるようになっ
ている。また、検索部１７はディスク装置１１、フラッシュメモリ１１ｂ及びビデオデコ
ーダ７ａ，７ｂに記録されている動画像及び静止画像を対象とした検索を行う。再生制御
部１４は、検索部１７による検索の結果に基づいて、ディスク装置１１、フラッシュメモ
リ１１ｂ及びビデオデコーダ７ａ，７ｂに記録されている動画像又は静止画像を再生する
。
【００７９】
　上記の画像再生装置１ｂによれば、ディスク装置１１及びフラッシュメモリ１１ｂに記
録された動画像及び静止画像に加えて、ネットワーク６に接続されたビデオデコーダ７ａ
，７ｂに記録された動画像及び静止画像を含めて、動画像及び静止画像の再生及び表示の
切り替えが可能である。
　≪第４の実施の形態≫
　以下、本発明の第４の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、本実施の
形態では、第１の実施の形態の構成要素と実質的に同じ構成要素には同じ符号を付し、そ
の説明が適用できるため本実施の形態ではその説明を省略する。
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【００８０】
　＜画像再生装置の構成＞
　本実施の形態の画像再生装置１ｃの構成について図１７を参照しつつ説明する。図１７
は本実施の形態の画像再生装置１ｃの構成図である。
　リモコン装置９は、ユーザが画像の再生の開始や停止、再生画像の切り替えなどの操作
を行うためのデバイスであり、リモコン装置９には４方向のプッシュキー３ａ～３ｄ、セ
ンターキー３ｅ及びモード切替キー３ｆなどの各種キーが設けられている。リモコン装置
９は、押下されたキーの内容を含む押下信号を送信し、この押下信号は画像再生装置１ｃ
によって受信される。なお、説明の便宜上、画像再生装置１ｃが画像を再生している間、
センターキーを「切替／確認キー」、右方向のプッシュキーを「進むキー」、左方向のプ
ッシュキーを「戻るキー」と称する。
【００８１】
　画像再生装置１ｃは、ディスク装置１１、受付部１２ｃ、読出部１３、再生制御部１４
ｃ、表示制御部１５、時間管理部１６ｃ、及び検索部１７ｃを備える。但し、例えばＣＰ
Ｕが画像再生及び再生画像の切り替えに係るプログラムを読み出し、読み出したプログラ
ムを実行することによって、ＣＰＵが受付部１２ｃ、読出部１３、再生制御部１４ｃ、表
示制御部１５、時間管理部１６ｃ、及び検索部１７ｃとして機能し、これらの処理内容の
詳細は画像再生装置１ｃの動作の説明において記載するものとする。
【００８２】
　＜画像再生装置の動作＞
　図１７の画像再生装置１ｃは、画像の再生中における再生画像の切替処理を除いて、第
１の実施の形態の画像再生装置１の動作と実質的に同じであるので、本実施の形態では再
生画像の切替処理について説明する。
　（再生画像切替処理）
　図１７の画像再生装置１ｃによって行われる再生する画像の切り替えの処理内容につい
て図１８を参照しつつ説明する。図１８は図１７の画像再生装置１ｃによって行われる再
生画像切替処理の流れを示すフローチャートである。
【００８３】
　受付部１２ｃは、ユーザがリモコン装置９のキー操作を行ったか、つまり、リモコン装
置９から押下信号を受信したかを判定する（ステップＳ１０１）。受付部１２ｃは、ユー
ザがリモコン装置９のキー操作を行うまで（Ｓ１０１：ＮＯ）、ステップＳ１０１の処理
を行う。受付部１２ｃは、ユーザがキー操作を行ったと判定した場合（Ｓ１０１：ＹＥＳ
）、受信した押下信号に基づいてユーザが操作したキーがモード切替キー３ｆであるかを
判定する（ステップＳ１０２）。
【００８４】
　ユーザが操作したキーがモード切替キー３ｆであれば（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、画像再生
装置１ｃはモード切替処理を行う（ステップＳ１０３）。一方、ユーザが操作したキーが
モード切替キー３ｆでなければ（Ｓ１０２：ＮＯ）、受付部１２ｃはユーザが操作したキ
ーが切替／確認キー３ｅであるかを判定する（ステップＳ１０４）。ユーザが操作したキ
ーが切替／確認キー３ｅであれば（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、画像再生装置１ｃは画像切替処
理を行う（ステップＳ１０５）。一方、ユーザが操作したキーが切替／確認キー３ｅでな
ければ（Ｓ１０４：ＮＯ）、受付部１２ｃはユーザが操作したキーが進むキー３ｂである
かを判定する（ステップＳ１０６）。
【００８５】
　ユーザが操作したキーが進むキー３ｂであれば（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、画像再生装置１
ｃは進む処理を行う（ステップＳ１０７）。一方、ユーザが操作したキーが進むキー３ｂ
でなければ（Ｓ１０６：ＮＯ）、受付部１２ｃはユーザが操作したキーが戻るキー３ｄで
あるかを判定する（ステップＳ１０８）。ユーザが操作したキーが戻るキー３ｄであれば
（Ｓ１０８：ＹＥＳ）、画像再生装置１ｃは戻る処理を行う（ステップＳ１０９）。一方
、ユーザが操作したキーが戻るキー３ｄでなければ（Ｓ１０８：ＮＯ）、画像再生装置１
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ｃはユーザによって操作されたキーに応じた処理を行う（ステップＳ１１０）。
【００８６】
　［モード切替処理］
　図１８のモード切替処理（ステップＳ１０３）について図１９を参照しつつ説明する。
図１９は図１８のモード切替処理（ステップＳ１０３）の流れを示すフローチャートであ
る。
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対してモードの切り替え指示を行い、検索部１７ｃはこ
のモードの切り替え指示を受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステッ
プＳ１５１）。
【００８７】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ１５１：ＹＥＳ
）、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像リストを作成する（
ステップＳ１５２）。なお、ステップＳ１５２の処理に図６のステップＳ３４からステッ
プＳ３６と実質的に同じ処理を利用できる。
　検索部１７ｃは静止画像リストに静止画像があるかを判定する（ステップＳ１５３）。
静止画像リストに静止画像があれば（Ｓ１５３：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは静止画像リス
トの最初の静止画像を切り替えて再生する画像（切替後静止画像）に選択する（ステップ
Ｓ１５４）。時間管理部１６ｃは時間情報が示す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に
更新せず、基準時刻を画像の切り替え時の動画像の再生位置の撮影時刻のままにする。再
生制御部１４ｃは切替後静止画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得して再
生し、表示制御部１５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステ
ップＳ１５５）。
【００８８】
　静止画像リストに静止画像がなければ（Ｓ１５３：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処
理を行う（ステップＳ１５６）。例外処理では、再生可能な静止画像が存在しないことを
ディスプレイ装置２に表示する処理が行われる。なお、例外処理はこれに限られるもので
はなく、例えば、範囲外の静止画像に切り替えることをディスプレイ装置２に表示し、ユ
ーザが切替／確認キー３ｅを操作した後に範囲外の基準時刻に最も近い静止画像へ切り替
える処理でもよい。
【００８９】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した
場合（Ｓ１５１：ＮＯ）、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像リ
ストを作成する（ステップＳ１５７）。なお、ステップＳ１５７の処理に図６のステップ
Ｓ３１からステップＳ３３と実質的に同じ処理を利用できる。
　検索部１７ｃは動画像リストに動画像があるかを判定する（ステップＳ１５８）。動画
像リストに動画像があれば（Ｓ１５８：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは動画像リストの最初の
動画像を切り替えて再生する画像（切替後動画像）に選択する（ステップＳ１５９）。そ
して、再生制御部１４ｃは、切替後動画像の撮影情報に含まれる撮影開始時刻と撮影終了
時刻とを用いて、時間管理部１６ｃによって管理されている時間情報が示す基準時刻（こ
こでは、基準時刻を時刻ｔ１とする。）を含んで撮影された動画像であるかを判定する（
ステップＳ１６０）。
【００９０】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ１６０：ＹＥＳ
）、再生制御部１４ｃは切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し
、基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ１６１）。なお、時間管理部１６ｃは再生制御
部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００９１】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ１６０：ＮＯ）
、再生制御部１４ｃは、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時
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刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ１６２）。
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ１６２：
ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻
（ここでは、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ１６３）。そし
て、再生制御部１４ｃは、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得
し、更新後の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ１６４）。なお、時間管理部１６ｃ
は再生制御部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００９２】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ１６２：ＮＯ）、時間管理部１６ｃは
、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時
刻ｔ３とする。）に更新する（ステップＳ１６５）。そして、再生制御部１４ｃは、切替
後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３の切
替後動画像を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ
３の切替後動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ１６６）。
【００９３】
　動画像リストに動画像がなければ（Ｓ１５８：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処理を
行う（ステップＳ１６７）。なお、例外処理に、例えばステップＳ１５６で行われる例外
処理と静止画像と動画像とが異なる点を除いて実質的に同じ処理を利用できる。
　［画像切替処理］
　図１８の画像切替処理（ステップＳ１０５）について図２０を参照しつつ説明する。図
２０は図１８の画像切替処理（ステップＳ１０５）の流れを示すフローチャートである。
【００９４】
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対して画像の切り替え指示を行い、検索部１７ｃはこの
画像の切り替え指示を受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ
２０１）。
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した
場合（Ｓ２０１：ＮＯ）、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画
像リストを作成する（ステップＳ２０２）。なお、ステップＳ２０２の処理に図６のステ
ップＳ３４からステップＳ３６と実質的に同じ処理を利用できる。
【００９５】
　検索部１７ｃは静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があるかを判定
する（ステップＳ２０３）。静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像があ
れば（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは静止画像リストの現在再生中の静止画像の次
の静止画像（現在再生中の静止画像が静止画像リストの最後の静止画像の場合には最初の
静止画像）を切り替えて再生する画像（切替後静止画像）に選択する（ステップＳ２０４
）。時間管理部１６ｃは時間情報が示す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新せず
、基準時刻を切り替えの前後で同じままにする。再生制御部１４ｃは切替後静止画像を読
出部１３を介してディスク装置１１から取得して再生し、表示制御部１５は再生中の切替
後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２０５）。
【００９６】
　静止画像リストに現在再生中の静止画像以外の静止画像がなければ（Ｓ２０３：ＮＯ）
、画像再生装置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ２０６）。なお、例外処理に、例えば
ステップＳ１５６の例外処理と実質的に同じ処理を利用できる。
　検索部１７ｃは、再生中の画像が動画像であると判定した場合（ステップＳ２０１：Ｙ
ＥＳ）、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像リストを作成する（
ステップＳ２０７）。なお、ステップＳ２０７の処理に図６のステップＳ３１からステッ
プＳ３３と実質的に同じ処理を利用できる。
【００９７】
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　検索部１７ｃは、動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があるかを判定する
（ステップＳ２０８）。動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像があれば（Ｓ２
０８：ＹＥＳ）、検索部１７ｃは動画像リストの現在再生中の動画像の次の動画像（現在
再生中の動画像が動画像リストの最後の動画像の場合には最初の動画像）を切り替えて再
生する画像（切替後動画像）に選択する（ステップＳ２０９）。そして、再生制御部１４
ｃは、切替後動画像の撮影情報に含まれる撮影開始時刻と撮影終了時刻とを用いて、時間
管理部１６ｃによって管理されている時間情報が示す基準時刻（ここでは、基準時刻を時
刻ｔ１とする。）を含んで撮影された動画像であるかを判定する（ステップＳ２１０）。
【００９８】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像である場合（Ｓ２１０：ＹＥＳ
）、再生制御部１４ｃは切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し
、基準時刻ｔ１から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をデ
ィスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２１１）。なお、時間管理部１６ｃは再生制御
部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【００９９】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１を含んで撮影された動画像でない場合（Ｓ２１０：ＮＯ）
、再生制御部１４ｃは、切替後動画像の撮影開始時刻に基づいて、切替後動画像が基準時
刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像であるかを判定する（ステップＳ２１２）。
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像である場合（Ｓ２１２：
ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻
（ここでは、撮影開始時刻を時刻ｔ２とする。）に更新する（ステップＳ２１３）。そし
て、再生制御部１４ｃは、切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得
し、更新後の基準時刻ｔ２から切替後動画像を再生し、表示制御部１５は再生中の切替後
動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２１４）。なお、時間管理部１６ｃ
は再生制御部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。
【０１００】
　切替後動画像が基準時刻ｔ１より後に撮影が開始された動画像でない、つまり基準時刻
ｔ１より前に撮影が終了した動画像である場合（Ｓ２１２：ＮＯ）、時間管理部１６ｃは
、時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影終了時刻（ここでは、撮影終了時刻を時
刻ｔ３とする。）に更新する（ステップＳ２１５）。そして、再生制御部１４ｃは、切替
後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、更新後の基準時刻ｔ３の切
替後動画像を再生し、基準時刻ｔ３で再生を一時停止する。表示制御部１５は基準時刻ｔ
３の切替後動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２１６）。
【０１０１】
　動画像リストに現在再生中の動画像以外の動画像がないと判定された場合（Ｓ２０８：
ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ２１７）。なお、例外処理に、
例えばステップＳ１５６で行われる例外処理と静止画像と動画像とが異なる点を除いて実
質的に同じ処理を利用できる。
　［進む処理］
　図１８の進む処理（ステップＳ１０７）について図２１を参照しつつ説明する。図２１
は図１８の進む処理（ステップＳ１０７）の流れを示すフローチャートである。
【０１０２】
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対して進む指示を行い、検索部１７ｃはこの進む指示を
受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ２５１）。検索部１７
ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した場合（Ｓ２５
１：ＮＯ）、ディスク装置１１に記録されている静止画像の中から、撮影時刻が現在再生
中の静止画像の撮影時刻以降で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像（切替後静止画像）
を検索する（ステップＳ２５２）。
【０１０３】
　切替後静止画像が見つかれば（Ｓ２５３：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示
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す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新する（ステップＳ２５４）。再生制御部１
４ｃは切替後静止画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得して再生し、表示
制御部１５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ２５
５）。切替後静止画像が見つからなければ（Ｓ２５３：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外
処理を行う（ステップＳ２５６）。例外処理に、例えば、現在再生中の静止画像の次に再
生する静止画像が存在しないことをユーザに知らしめるために、その旨の警告画面を表示
したり、警告音を鳴らすなどの処理を利用できる。
【０１０４】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ２５１：ＹＥＳ
）、ディスク装置１１に記録されている動画像の中から、撮影開始時刻が時間管理部１６
によって管理されている時間情報が示す基準時刻以降で且つ当該基準時刻に最も近い動画
像（切替後動画像）を検索する（ステップＳ２５７）。
　切替後動画像が見つかれば（Ｓ２５８：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示す
基準時刻を切替後動画像の撮影開始時刻に更新する（ステップＳ２５９）。再生制御部１
４ｃは切替後動画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得し、切替後動画像を
更新後の基準時刻から再生し、表示制御部１５は再生中の切替後動画像をディスプレイ装
置２に表示する（ステップＳ２６０）。なお、時間管理部１６ｃは、再生制御部１４ｃに
よる切替後動画像の再生に合わせて基準時刻を更新する。切替後動画像が見つからなけれ
ば（Ｓ２５８：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ２６１）。なお
、例外処理に、例えばステップＳ２５６で行われる例外処理と静止画像と動画像とが異な
る点を除いて実質的に同じ処理を利用できる。
【０１０５】
　［戻る処理］
　図１８の戻る処理（ステップＳ１０９）について図２２を参照しつつ説明する。図２２
は図１８の戻る処理（ステップＳ１０９）の流れを示すフローチャートである。
　受付部１２ｃは検索部１７ｃに対して戻る指示を行い、検索部１７ｃはこの戻る指示を
受けて現在再生中の画像が動画像であるかを判定する（ステップＳ３０１）。検索部１７
ｃは、現在再生中の画像が動画像でない、つまり静止画像であると判定した場合（Ｓ３０
１：ＮＯ）、ディスク装置１１に記録されている静止画像の中から、撮影時刻が現在再生
中の静止画像の撮影時刻以前で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像（切替後静止画像）
を検索する（ステップＳ３０２）。
【０１０６】
　切替後静止画像が見つかれば（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示
す基準時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新する（ステップＳ３０４）。再生制御部１
４ｃは切替後静止画像を読出部１３を介してディスク装置１１から取得して再生し、表示
制御部１５は再生中の切替後静止画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ３０
５）。切替後静止画像が見つからなければ（Ｓ３０３：ＮＯ）、画像再生装置１ｃは例外
処理を行う（ステップＳ３０６）。なお、例外処理に、例えばステップＳ２５６で行われ
る例外処理と実質的に同じ処理を利用できる。
【０１０７】
　検索部１７ｃは、現在再生中の画像が動画像であると判定した場合（Ｓ３０１：ＹＥＳ
）、ディスク装置１１に記録されている動画像の中から、撮影開始時刻が時間管理部１６
によって管理されている時間情報が示す基準時刻以前で且つ当該基準時刻に最も近い動画
像（切替後動画像）を検索する（ステップＳ３０７）。切替後動画像が見つかれば（Ｓ３
０８：ＹＥＳ）、時間管理部１６ｃは時間情報が示す基準時刻を切替後動画像の撮影開始
時刻に更新する（ステップＳ３０９）。再生制御部１４ｃは切替後動画像を読出部１３を
介してディスク装置１１から取得し、切替後動画像を更新後の基準時刻から再生し、表示
制御部１５は再生中の切替後動画像をディスプレイ装置２に表示する（ステップＳ３１０
）。なお、時間管理部１６ｃは、再生制御部１４ｃによる切替後動画像の再生に合わせて
基準時刻を更新する。切替後動画像が見つからなければ（Ｓ３０８：ＮＯ）、画像再生装
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置１ｃは例外処理を行う（ステップＳ３１１）。なお、例外処理に、例えばステップＳ２
５６で行われる例外処理と静止画像と動画像とが異なる点を除いて実質的に同じ処理を利
用できる。
【０１０８】
　（再生画像切替処理の具体例）
　図１７の画像再生装置１ｃによって行われる再生する画像の切替処理の具体例について
図２３から図３３を参照しつつ説明する。但し、各図において、ｍ１～ｍ３は夫々１つの
動画像を示し、ｐ１～ｐ５は夫々１つの静止画像を示す。動画像ｍ１～ｍ３の撮影期間は
ハッチ部分である。また、各図において、時間幅Ｔａは動画像を検索する時間幅であり、
時間幅Ｔｂは静止画像を検索する時間幅である。
【０１０９】
　［画像切替処理：動画像から動画像への切り替え］
　図２３を用いて、動画像ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１１に切替／確認キー３ｅが操作さ
れた場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する。
　ユーザが動画像ｍ１の再生中の基準時刻ｔ１１に切替／確認キー３ｅを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２の並
びの動画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは、動画像リストの現在再生中の動
画像ｍ１の次の動画像ｍ２を選択し、再生制御部１４ｃは基準時刻ｔ１１から動画像ｍ２
を再生する。
【０１１０】
　［画像切替処理：動画像から動画像への切り替え］
　図２４を用いて、動画像ｍ１から動画像ｍ２に再生が切り替えられた後、動画像ｍ２の
再生中の基準時刻ｔ１２に切替／確認キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１ｃの動
作を説明する。
　ユーザが動画像ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１２に切替／確認キー３ｅを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２の並
びの動画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像ｍ２が動画像リストで最後
の動画像なので動画像リストの最初の動画像ｍ１を選択し、再生制御部１４ｃは基準時刻
ｔ１２から動画像ｍ１を再生する。
【０１１１】
　［画像切替処理：動画像から動画像への切り替え］
　図２５を用いて、動画像ｍ１から動画像ｍ２に再生が切り替えられた後、動画像ｍ２の
再生中の基準時刻ｔ１３に切替／確認キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１ｃの動
作を説明する。
　ユーザが動画像ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１３に切替／確認キー３ｅを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２、ｍ
３の並びの動画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像リストの現在再生中
の動画像ｍ２の次の動画像ｍ３を選択する。そして、時間管理部１６ｃは基準時刻を動画
像ｍ３の撮影開始時刻ｔ１Ｓに更新し、再生制御部１４ｃは更新後の基準時刻ｔ１Ｓから
動画像ｍ３を再生する。
【０１１２】
　［モード切替処理：動画像から静止画像への切り替え］
　図２６を用いて、動画像ｍ１から動画像ｍ２に再生が切り替えられた後、動画像ｍ２の
再生中の基準時刻ｔ１４にモード切替キー３ｆが操作された場合の画像再生装置１ｃの動
作を説明する。
　ユーザが動画像ｍ２の再生中の基準時刻ｔ１４にモード切替キー３ｆを操作した。検索
部１７ｃは、時間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像ｐ２、ｐ３
、ｐ４の並びの静止画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは、静止画像リストの
最初の静止画像ｐ２を選択し、時間管理部１６ｃは基準時刻を更新せずにｔ１４のままに
する。そして、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ２を再生する。
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【０１１３】
　［モード切替処理：静止画像から動画像への切り替え］
　図２７を用いて、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替えられた後、静止画像ｐ
２の再生中にモード切替キー３ｆが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する
。なお、モード切替キー３ｆの操作時の基準時刻はｔ１４である。
　ユーザが静止画像ｐ２の再生中にモード切替キー３ｆを操作した。検索部１７ｃは、時
間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２の並びの動画像リス
トを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像リストの最初の動画像ｍ１を選択し、再生
制御部１４ｃは基準時刻ｔ１４から動画像ｍ１を再生する。図２６及び図２７の説明から
、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替えられ、続いて、静止画像ｐ２から動画像
ｍ１に再生が切り替えられた場合、動画像（動画像ｍ２、動画像ｍ１）は時間的に連続し
て再生が行われている、ことが分かる。
【０１１４】
　［画像切替処理：静止画像から動画像への切り替え］
　図２８を用いて、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替えられた後、静止画像ｐ
２の再生中に切替／確認キー３ｅが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する
。なお、切替／確認キー３ｅの操作時の基準時刻はｔ１４である。
　ユーザが静止画像ｐ２の再生中に切替／確認キー３ｅを操作した。検索部１７ｃは、時
間幅Ｔｂを設定し、時間幅Ｔｂで静止画像を検索し、静止画像ｐ２、ｐ３、ｐ４の並びの
静止画像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは静止画像リストの静止画像ｐ２の次
の静止画像ｐ３を選択する。時間管理部１６ｃは基準時刻を更新せずにｔ１４のままにし
、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ３を再生する。
【０１１５】
　なお、静止画像ｐ３の再生中にユーザが切替／確認キー３ｅを操作すると、静止画像ｐ
２、ｐ３、ｐ４の並びの静止画像リストが作成され、静止画像リストの静止画像ｐ３の次
の静止画像ｐ４が選択され、静止画像ｐ４が再生される（図２９）。このとき、時間管理
部１６ｃは基準時刻をｔ１４のままにする。また、静止画像ｐ４の再生中にユーザが切替
／確認キー３ｅを操作すると、静止画像ｐ２、ｐ３、ｐ４の並びの静止画像リストが作成
され、静止画像リストの最初の静止画像ｐ２が選択され、静止画像ｐ２が再生される（図
３０）。このとき、時間管理部１６ｃは基準時刻をｔ１４のままにする。
【０１１６】
　［戻る処理：静止画像から静止画像への切り替え］
　図３１を用いて、静止画像ｐ４から静止画像ｐ２に再生が切り替えられた後、静止画像
ｐ２の再生中に戻るキー３ｄが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する。な
お、戻るキー３ｄの操作時の基準時刻はｔ１４である。
　ユーザが静止画像ｐ２の再生中に戻るキー３ｄを操作した。検索部１７ｃは、撮影時刻
が静止画像ｐ２の撮影時刻以前で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像を検索し、静止画
像ｐ１を見つける。時間管理部１６ｃは基準時刻をｔ１４から静止画像ｐ１の撮影時刻ｔ
１５に更新し、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ１を再生する。このように、戻るキー３ｄ
の操作に対しては、静止画像から静止画像への再生画像の切り替えであっても基準時刻の
更新が行われる。
【０１１７】
　［進む処理：静止画像から静止画像への切り替え］
　図３２を用いて、静止画像ｐ３から静止画像ｐ４に再生が切り替えられた後、静止画像
ｐ４の再生中に進むキー３ｂが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明する。な
お、進むキー３ｂの操作時の基準時刻はｔ１４である。
　ユーザが静止画像ｐ４の再生中に進むキー３ｂを操作した。検索部１７ｃは、撮影時刻
が静止画像ｐ４の撮影時刻以降で且つ当該撮影時刻に最も近い静止画像を検索し、静止画
像ｐ５を見つける。時間管理部１６ｃは基準時刻をｔ１４から静止画像ｐ５の撮影時刻ｔ
１６に更新し、再生制御部１４ｃは静止画像ｐ５を再生する。このように、進むキー３ｂ
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の操作に対しては、静止画像から静止画像への再生画像の切り替えであっても基準時刻の
更新が行われる。
【０１１８】
　［モード切替処理：静止画像から動画像への切り替え］
　図３３を用いて、静止画像ｐ４から静止画像ｐ５に再生が切り替えられた後、静止画像
ｐ５の再生中にモード切替キー３ｆが操作された場合の画像再生装置１ｃの動作を説明す
る。なお、モード切替キー３ｆの操作時の基準時刻はｔ１６である。
　ユーザが静止画像ｐ５の再生中にモード切替キー３ｆを操作した。検索部１７ｃは、時
間幅Ｔａを設定し、時間幅Ｔａで動画像を検索し、動画像ｍ１、ｍ２、ｍ３の並びの動画
像リストを作成する。そして、検索部１７ｃは動画像リストの最初の動画像ｍ１を選択し
、再生制御部１４ｃは基準時刻ｔ１６から動画像ｍ１を再生する。
【０１１９】
　図２６、図２８、図２９、図３２、図３３をまとめると次の通りである。基準時刻ｔ１

４にモード切替キー３ｆが操作されると、動画像ｍ２から静止画像ｐ２に再生が切り替わ
り、その後、２回の切替／確認キー３ｅの操作により、静止画像ｐ２から静止画像ｐ３に
、静止画像ｐ３から静止画像ｐ４に再生が切り替わる。この過程において基準時刻はｔ１

４のままである。その後、進むキー３ｂが操作されると、静止画像ｐ４から静止画像ｐ５
に再生が切り替わり、基準時刻はｔ１４から静止画像ｐ５の撮影時刻であるｔ１６に更新
される。そして、モード切替キー３ｆが操作されると、動画像ｍ１が基準時刻ｔ１６から
再生される。このように、進むキー３ｂを操作することによって、動画像の再生開始位置
にユーザの意図を反映することができる。なお、同様に、戻るキー３ｄを操作することに
よって、動画像の再生開始位置にユーザの意図を反映することができる。
【０１２０】
　＜効果＞
　上記の画像再生装置１ｃによれば、動画像の再生中にモード切替キー３ｆが操作された
場合、及び静止画像の再生中に切替／確認キー３ｅが操作された場合には、時間管理部１
６ｃは時間情報が示す基準時刻を更新しない。そして、再生制御部１６ｃは静止画像から
動画像への切り替えの際に動画像を基準時刻から再生する。このため、同じ動画像又は異
なる動画像の再生を時間的に連続して行うことができる。
【０１２１】
　また、静止画像の再生中に、進むボタン３ｂまたは戻るボタン３ｄを操作した場合、時
間管理部１６ｃは、静止画像から静止画像への切り替えであっても、時間情報が示す基準
時刻を切替後静止画像の撮影時刻に更新する。そして、再生制御部１６ｃは静止画像から
動画像への切り替えの際に動画像を更新後の基準時刻から再生する。このため、ユーザは
直感的な画像の切り替え操作を行うことができる。
【０１２２】
　≪補足≫
　本発明は上記の実施の形態で説明した内容に限定されず、本発明の目的とそれに関連又
は付随する目的を達成するためのいかなる形態においても実施可能であり、例えば、以下
であってもよい。
　（１）上記の各実施の形態では、動画像の場合の撮影時刻は、撮影開始時刻と撮影終了
時刻との対としたが、これに限られるものではなく、例えば、撮影開始時刻と撮影時間と
の対であってもよい。
【０１２３】
　（２）上記の各実施の形態では、動画像の検索を時間幅Ｔａにおいて行うようにしてい
るが、これに限らず、動画像の検索を時間情報が示す基準時間を含んで撮影された動画像
のみを検索するようにしてもよい。また、動画像の検索を行う時間幅Ｔａを未来のみ時間
幅を持つようにしてもよく、過去のみ時間幅を持つようにしてもよい。同様に、静止画像
の検索を行う時間幅Ｔｂを未来のみ時間幅を持つようにしてもよく、過去のみ時間幅を持
つようにしてもよい。
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【０１２４】
　（３）上記の各実施の形態の画像再生装置に次のような機能を付加するようにしてもよ
い。画像の切替毎に、一定時間毎に、或いは基準時刻を更新する毎に、画像再生装置は、
例えば、時間幅Ｔａでの動画像の検索及び時間幅Ｔｂでの静止画像の検索を行い、切替可
能な動画像が時間幅Ｔａにある場合には動画像への切り替え可能であることを示すアイコ
ン２ａをディスプレイ装置に表示し、切替可能な静止画像が時間幅Ｔｂにある場合には静
止画像への切り替え可能であることを示すアイコン２ｂをディスプレイ装置２に表示する
（図３４）。このようにすれば、ユーザは他の画像への切り替えが可能か否かを視覚的に
把握した上で画像の切り替え操作を行うことができるようになる。
【０１２５】
　（４）上記の第１から第３の各実施の形態に、検索範囲外の画像に切り替えるキー、静
止画像を順送りするキー、静止画像を逆送りするキーを別途設け、これらのキーが操作さ
れた場合には、図４の（１）～（４）のどの切り替えであっても、基準時刻を例えば切り
替えて再生される動画像の撮影開始時刻又は切り替えて再生される静止画像の撮影時刻に
更新するようにしてもよい。但し、上記のキーによる切替指示がユーザの基準時刻の更新
指示を含む切替指示に該当し、画像切替キーによる切替指示がユーザの基準時刻の更新指
示を含まない切替指示に該当する。
【０１２６】
　また、第４の実施の形態に、例えば、動画像から静止画像への再生画像の切り替え且つ
基準時刻を静止画像の撮影時刻に更新するキーを別途設け、このキーが操作された場合に
は、動画像から静止画像への切り替えであっても、基準時刻を切り替えて撮影される静止
画像の撮影時刻に更新するようにしてもよい。また、静止画像から動画像への再生画像の
切り替え且つ基準時刻を動画像の撮影開始時刻に更新するキーを別途設け、このキーが操
作された場合には、基準時刻を切り替えて撮影される動画像の撮影開始時刻に更新するよ
うにしてもよい。なお、上記のキー、進むキー、戻るキーによる切替指示がユーザの基準
時刻の更新指示を含む切替指示に該当し、切替／確認キー、モード切替キーによる切替指
示がユーザの基準時刻の更新指示を含まない切替指示に該当する。
【０１２７】
　なお、ユーザの基準時刻の更新指示を含む切替指示、ユーザの基準時刻の更新指示を含
まない切替指示は、上記に限定されるものではない。
　（５）上記の各実施の形態で説明した検索結果を用いて切り替えて再生する画像の選択
方法は上記のものに限られるものではない。
　（６）上記の各実施の形態で説明した動作を記述したプログラムを記録媒体に記録し、
頒布するようにしてもよい。
【０１２８】
　（７）上記の各実施の形態では、画像再生装置１の記録デバイスを除く各部はＣＰＵが
プログラムを実行することによってその機能を果たすとして説明したが、これに限られる
ものではなく、例えば、各部はその機能を実現するデバイスで構築しても良い。
　（８）上記の各実施の形態の各構成は、典型的には集積回路であるＬＳＩ（LargeScale
 Integration）として実現されてもよい。これらは、個別に１チップ化されてもよいし、
各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように１チップ化されてもよい。
【０１２９】
　ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ（IntegratedCircuit）、シス
テムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセ
ッサで実現しても良い。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field 
Programmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコ
ンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。
【０１３０】
　さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化の
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技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイ
オ技術の適応等が可能性としてあり得る。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明は、動画像及び静止画像のマルチアングル再生に利用できる。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　画像再生装置
　２　ディスプレイ装置
　３　リモコン装置
　１１　ディスク装置
　１２　受付部
　１３　読出部
　１４　再生制御部
　１５　表示制御部
　１６　時間管理部
　１７　検索部
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録するための記録部と、
　前記記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う再生制御部と、
　前記再生制御部による画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理部と、
　ユーザから画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付部と、
　前記受付部が受け付ける切替指示に応じて、前記記録部に記録されている撮影情報を用
いて、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対して所定条件を満た
す動画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前記基準時刻を含む
静止画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を行う検索部と、
　を備え、
　前記再生制御部は前記検索部による検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う
　画像再生装置。
【請求項２】
　前記所定条件は前記基準時刻を含む動画像検索時間幅の少なくとも一部において撮影さ
れていることである
　請求項１記載の画像再生装置。
【請求項３】
　前記再生制御部が動画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記時間管理部は前
記基準時刻を切り替え前のままにする
　請求項１又は請求項２記載の画像再生装置。
【請求項４】
　前記再生制御部が静止画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記時間管理部は
前記基準時刻を切り替え前のままにする
　請求項１から請求項３の何れか１項に記載の画像再生装置。
【請求項５】
　前記再生制御部は、静止画像から動画像へ再生画像を切り替える際、前記時間管理部が
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管理している前記基準時刻を基に動画像の再生を開始する
　請求項１から請求項４の何れか１項に記載の画像再生装置。
【請求項６】
　前記時間管理部は、動画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記切替指示がユ
ーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記基準時刻を切り替え前のままにし
、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含む場合には前記基準時刻を切り替
え後の静止画像の撮影時刻に更新する
　請求項１又は請求項２記載の画像再生装置。
【請求項７】
　前記時間管理部は、静止画像から静止画像へ再生画像を切り替える際、前記切替指示が
ユーザの前記基準時刻の更新指示を含まない場合には前記基準時刻を切り替え前のままに
し、前記切替指示がユーザの前記基準時刻の更新指示を含む場合には前記基準時刻を切り
替え後の静止画像の撮影時刻に更新する
　請求項１、請求項２及び請求項６の何れか１項に記載の画像再生装置。
【請求項８】
　前記静止画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅と前記基準時刻より後の時間幅
とが異なっている
　請求項１記載の画像再生装置。
【請求項９】
　前記動画像検索時間幅は前記基準時刻より前の時間幅と前記基準時刻より後の時間幅と
が異なっている
　請求項２記載の画像再生装置。
【請求項１０】
　前記静止画像検索時間幅と前記動画像検索時間幅とが異なる
　請求項２記載の画像再生装置。
【請求項１１】
　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録する外部機器と接続するためのインタフェース部
　を更に備え、
　前記検索部は、前記動画像の検索を前記外部機器に記録されている撮影情報を用いて前
記外部機器に記録されている動画像を含めて行い、前記静止画像の検索を前記外部機器に
記録されている撮影情報を用いて前記外部機器に記録されている静止画像を含めて行う
　請求項１記載の画像再生装置。
【請求項１２】
　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録するための記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う
再生ステップと、
　前記再生制御ステップによる画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステッ
プと、
　ユーザから画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて受け付けられた切替指示に応じて、前記記録部に記録されて
いる撮影情報を用いて、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対し
て所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前
記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を
行う検索ステップと、
　前記検索ステップにおける検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替
ステップと、
　有する画像再生方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
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　動画像及び静止画像を記録すると共に、動画像及び静止画像の夫々について撮影時刻を
含む撮影情報を記録するための記録部に記録されている動画像及び静止画像の再生を行う
再生ステップと、
　前記再生制御ステップによる画像の再生に応じて基準時刻の管理を行う時間管理ステッ
プと、
　ユーザから画像の切り替えに関する切替指示を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて受け付けられた切替指示に応じて、前記記録部に記録されて
いる撮影情報を用いて、前記記録部に記録されている動画像の中から前記基準時刻に対し
て所定条件を満たす動画像の検索、及び前記記録部に記録されている静止画像の中から前
記基準時刻を含む静止画像検索時間幅内に撮影された静止画像の検索の少なくとも一方を
行う検索ステップと、
　前記検索ステップにおける検索結果に基づいて再生画像の切り替えを行う再生画像切替
ステップと、
　を実行させるための画像再生プログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】

【図３４】
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