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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータに関するタイムバーを示すタイムバーデータを生成する分割部と、
　前記コンテンツデータと前記タイムバーデータとを、表示装置が画面で表示可能なよう
に前記表示装置へ出力する再生部と、
　を具備し、
　前記タイムバーは、
　　前記コンテンツデータの再生時間を示し、一方の端が前記コンテンツデータの開始点
を示し、他方の端が前記コンテンツデータの終了点を示すタイムバー本体と、
　　前記タイムバー本体を予め設定された複数の分割数のうちから選択された分割数で分
割する複数の分割線と、
　　前記複数の分割線のいずれか一つの位置を指定するアイコンと
　　を含み、
　前記分割部は、外部からの操作信号に基づいて、前記アイコンを、前記複数の分割線の
各々の間で飛び飛びに移動させ、
　前記再生部は、前記操作信号に基づいて前記アイコンにより前記複数の分割線のうちの
一つが選択分割線として選択されたとき、前記選択分割線の位置に対応する前記コンテン
ツデータの対応位置から前記コンテンツデータを表示するように、前記コンテンツデータ
を前記表示装置へ出力し、
　前記分割部は、更に、変更信号を受信したとき、前記タイムバー本体が同一の範囲を示
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した状態のままで、前記タイムバーの前記分割数を、当該変更信号に基づいて、前記予め
設定された複数の分割数のうちから選択して変更する
　データ再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のデータ再生装置において、
　前記タイムバーは、前記タイムバー本体に沿って、前記分割数の異なる少なくとも２種
類の前記複数の分割線を含む
　データ再生装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のデータ再生装置において、
　前記操作信号は、予め設定された複数の種類の分割数の中から少なくとも２種類の分割
数を選択する信号を含み、
　前記分割部は、前記操作信号に基づいて、前記タイムバー本体に沿って前記分割数の異
なる少なくとも２種類の前記複数の分割線を設定する
　データ再生装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のデータ再生装置において、
　前記タイムバーは、前記アイコンの近傍において、前記アイコンの位置に対応する前記
コンテンツデータの一部を表示する小画面を更に含み、
　前記操作信号は、前記小画面を前記アイコンの近傍に表示させる信号を更に含み、
　前記再生部は、前記操作信号に基づいて、前記小画面を前記アイコンの近傍に表示する
ように、前記小画面用の前記コンテンツデータの一部を前記表示装置へ出力する
　データ再生装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のデータ再生装置において、
　前記コンテンツデータは、デジタルビデオコンテンツを示すビデオデータを含み、
　前記ビデオデータは、前記表示装置に表示される複数のフレームの各々に対応して時間
データを有し、
　前記分割部は、前記ビデオデータの再生時間の長さと、前記タイムバー本体における前
記選択分割線の位置とに基づいて、前記対応位置を決定する
　データ再生装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のデータ再生装置において、
　タイムテーブルを更に具備し、
　前記ビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータであ
り、
　前記タイムテーブルは、前記ＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファ
レンスデータと、前記システムクロックリファレンスデータに対応する画像データの前記
記憶媒体中の位置とを関連付け、
　前記分割部は、前記タイムテーブルと、前記タイムバー本体における前記選択分割線の
位置とに基づいて、前記対応位置を決定する
　データ再生装置。
【請求項７】
　請求項４に記載のデータ再生装置において、
　タイムテーブルを更に具備し、
　前記コンテンツデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータ
を含み、
　前記タイムテーブルは、前記ＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファ
レンスデータと、前記システムクロックリファレンスデータに対応する画像データと、前
記画像データの前記記憶媒体中の位置とを関連付け、
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　前記分割部は、前記タイムテーブルと前記操作信号とに基づいて、前記小画面の前記コ
ンテンツデータの一部として、前記アイコンの位置に対応する前記画像データを設定し、
　前記再生部は、前記小画面を前記アイコンの近傍に表示するように、前記画像データを
前記表示装置へ出力する
　データ再生装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載のデータ再生装置において、
　前記操作信号は、前記操作信号を指定するために用いる複数のボタン及びスティックの
少なくとも一方を備えるリモコンから出力される
　データ再生装置。
【請求項９】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のデータ再生装置において、
　前記コンテンツデータは、文書データを含み、
　前記再生部は、前記文書データと前記タイムバーデータとを前記表示装置へ出力する
　データ再生装置。
【請求項１０】
　請求項４に記載のデータ再生装置において、
　目次テーブルを更に具備し、
　前記コンテンツデータは、文書データを含み、
　前記目次テーブルは、前記文書データの目次の項目を示す目次表示データと、前記目次
表示データに対応する前記文書データの範囲を示す目次領域データとを関連付け、
　前記分割部は、前記目次テーブルと前記操作信号とに基づいて、前記アイコンの位置に
対応する前記目次表示データを設定し、
　前記再生部は、前記小画面を前記アイコンの近傍に表示するように、前記文書データと
前記タイムバーデータとを前記表示装置へ出力する
　データ再生装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のデータ再生装置において、
　前記コンテンツデータは、連続した複数の静止画データを含み、
　前記再生部は、前記複数の静止画データと前記タイムバーデータとを前記表示装置へ出
力する
　データ再生装置。
【請求項１２】
　（ａ）コンテンツデータの示すコンテンツを表示装置の画面に表示するステップと、
　（ｂ）外部からの操作信号に基づいて、前記画面に前記コンテンツデータに関するタイ
ムバーを表示するステップと、
　　ここで、前記タイムバーは、
　　前記コンテンツデータの再生時間を示し、一方の端が前記コンテンツデータの開始点
を示し、他方の端が前記コンテンツデータの終了点を示すタイムバー本体と、
　　前記タイムバー本体を予め設定された複数の分割数のうちから選択された分割数で分
割する複数の分割線と、
　　前記複数の分割線のいずれか一つの位置を指定するアイコンと
　　を含み、
　（ｃ）前記操作信号に基づいて、前記アイコンを、前記複数の分割線の各々の間で飛び
飛びに移動させ、前記複数の分割線のうちの所望の位置へ移動させるステップと、
　（ｄ）前記操作信号に基づいて前記アイコンにより前記複数の分割線のうちの一つが選
択分割線として選択されたとき、前記画面の表示が前記選択分割線の位置に対応する前記
コンテンツデータ内の対応位置へ飛び、前記対応位置から前記コンテンツデータを表示す
るステップと、
　（ｅ）変更信号を受信したとき、前記タイムバー本体が同一の範囲を示した状態のまま
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で、前記タイムバーの前記分割数を、当該変更信号に基づいて、前記予め設定された複数
の分割数のうちから選択して変更するステップと
　を具備する
　データ再生方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のデータ再生方法において、
　前記（ｂ）ステップは、
　（ｂ１）前記操作信号に含まれた予め設定された複数の種類の分割数の中から１種類の
前記分割数を選択する信号に基づいて、前記タイムバーを設定するステップと、
　（ｂ２）前記設定された前記タイムバーを表示するステップと
　を備える
　データ再生方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のデータ再生方法において、
　前記タイムバーは、前記タイムバー本体に沿って、前記分割数の異なる少なくとも２種
類の前記複数の分割線を含み、
　前記（ｂ）ステップは、
　（ｂ３）前記操作信号に含まれた予め設定された複数の種類の分割数の中から少なくと
も２種類の分割数を選択する信号に基づいて、前記タイムバー本体に沿って前記分割数の
異なる少なくとも２種類の前記複数の分割線が配置された前記タイムバーを設定するステ
ップと
　（ｂ４）前記設定された前記タイムバーを表示するステップと
　を備える
　データ再生方法。
【請求項１５】
　請求項１２乃至１４のいずれか一項に記載のデータ再生方法において、
　前記タイムバーは、前記アイコンの近傍において、前記アイコンの位置に対応する前記
コンテンツデータの一部を表示する小画面を更に含み、
　前記（ｂ）ステップは、
　（ｂ５）前記操作信号に含まれた前記小画面を前記アイコンの近傍に表示させる信号に
基づいて、前記小画面を前記アイコンの近傍に表示させるステップを含む
　データ再生方法。
【請求項１６】
　請求項１２乃至１５のいずれか一項に記載のデータ再生方法において、
　前記コンテンツデータは、デジタルビデオコンテンツを示すビデオデータを含み、
　前記ビデオデータは、前記表示装置に表示される複数のフレームの各々に時間データを
有し、
　前記（ｄ）ステップは、
　（ｄ１）前記ビデオデータの再生時間の長さと、前記タイムバー本体における前記選択
分割線の位置とに基づいて、前記複数のフレームの各々から前記対応位置を決定するステ
ップを含む
　データ再生方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のデータ再生方法において、
　前記ビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータを含
み、
　前記（ａ）ステップは、
　（ａ１）前記ＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファレンスデータと
、前記システムクロックリファレンスデータに対応する画像データの前記記憶媒体中の位
置とを関連付けてタイムテーブルとして記憶するステップを含み、
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　前記（ｄ１）ステップは、
　（ｄ１１）前記タイムテーブルと、前記タイムバー本体における前記選択分割線の位置
とに基づいて、前記ＭＰＥＧビデオデータから前記対応位置を決定するステップを含む
　データ再生方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載のデータ再生方法において、
　前記ビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータを含
み、
　前記（ａ）ステップは、
　（ａ２）前記ＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファレンスデータと
、前記システムクロックリファレンスデータに対応する画像データと、前記画像データの
前記記憶媒体中の位置とを関連付けてタイムテーブルとして記憶するステップを含み、
　前記（ｂ５）ステップは、
　（ｂ５１）前記タイムテーブルと、前記操作信号とに基づいて、前記小画面を前記アイ
コンの近傍に表示するステップを含む
　データ再生方法。
【請求項１９】
　請求項１２乃至１５のいずれか一項に記載のデータ再生方法において、
　前記コンテンツデータは、文書データを含み、
　前記（ｄ）ステップは、
　（ｄ２）前記複数の分割線のうちの一つが選択分割線として選択されたとき、前記画面
の表示が前記選択分割線の位置に対応する前記文書データの対応位置へ飛び、前記対応位
置から前記文書データを表示するステップを備える
　データ再生方法。
【請求項２０】
　請求項１５に記載のデータ再生装置において、
　前記コンテンツデータは、文書データを含み、
　前記（ａ）ステップは、
　（ａ３）前記文書データの目次の項目を示す目次表示データと、前記目次表示データに
対応する前記文書データの範囲を示す目次領域データとを関連付けて目次テーブルとして
記憶するステップを含み、
　前記（ｂ５）ステップは、
　（ｂ５２）前記目次テーブルと前記操作信号とに基づいて、前記小画面を前記アイコン
の近傍に表示するステップを含む
　データ再生装置。
【請求項２１】
　請求項１２乃至１５のいずれか一項に記載のデータ再生方法において、
　前記コンテンツデータは、連続した複数の静止画データを含み、
　前記（ｄ）ステップは、
　（ｄ３）前記複数の分割線のうちの一つが選択分割線として選択されたとき、前記画面
の表示が前記選択分割線の位置に対応する前記複数の静止画データの対応位置へ飛び、前
記対応位置から前記複数の静止画を表示するステップを備える
　データ再生方法。
【請求項２２】
　（ａ）コンテンツデータの示すコンテンツを表示装置の画面に表示するように、前記コ
ンテンツデータを前記表示装置へ出力するステップと、
　（ｂ）外部からの操作信号に基づいて、前記画面に前記コンテンツデータに関するタイ
ムバーを表示するように、前記タイムバーを示すタイムバーデータを前記表示装置へ出力
するステップと、
　　ここで、前記タイムバーは、
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　　前記コンテンツデータの再生時間を示し、一方の端が前記コンテンツデータの開始点
を示し、他方の端が前記コンテンツデータの終了点を示すタイムバー本体と、
　　前記タイムバー本体を予め設定された複数の分割数のうちから選択された分割数で分
割する複数の分割線と、
　　前記複数の分割線のいずれか一つの位置を指定するアイコンと
　　を含み、
　（ｃ）前記操作信号に基づいて、前記アイコンを、前記複数の分割線の各々の間で飛び
飛びに移動させ、前記複数の分割線のうちの所望の位置へ移動させるように、前記タイム
バーデータを前記表示装置へ出力するステップと、
　（ｄ）前記操作信号に基づいて前記アイコンにより前記複数の分割線のうちの一つが選
択分割線として選択されたとき、前記画面の表示が前記選択分割線の位置に対応する前記
コンテンツデータ内の対応位置へ飛び、前記対応位置から前記コンテンツデータを表示す
るように、前記コンテンツデータを前記表示装置へ出力するステップと、
　（ｅ）変更信号を受信したとき、前記タイムバー本体が同一の範囲を示した状態のまま
で、前記タイムバーの前記分割数を、当該変更信号に基づいて、前記予め設定された複数
の分割数のうちから選択して変更するステップと
　を具備する方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のプログラムにおいて、
　前記（ｂ）ステップは、
　（ｂ１）前記操作信号に含まれた予め設定された複数の種類の分割数の中から１種類の
前記分割数を選択するに基づいて、前記タイムバーを設定するステップと、
　（ｂ２）前記設定された前記タイムバーを表示するように、前記タイムバーデータを前
記表示装置へ出力するステップと
　を備える
　プログラム。
【請求項２４】
　請求項２２に記載のプログラムにおいて、
　前記タイムバーは、前記タイムバー本体に沿って、前記分割数の異なる少なくとも２種
類の前記複数の分割線を含み、
　前記（ｂ）ステップは、
　（ｂ３）前記操作信号に含まれた予め設定された複数の種類の分割数の中から少なくと
も２種類の分割数を選択する信号に基づいて、前記タイムバー本体に沿って前記分割数の
異なる少なくとも２種類の前記複数の分割線が配置された前記タイムバーを設定するステ
ップと
　（ｂ４）前記設定された前記タイムバーを表示するように、前記タイムバーデータを前
記表示装置へ出力するステップと
　を備える
　プログラム。
【請求項２５】
　請求項２２乃至２４のいずれか一項に記載のプログラムにおいて、
　前記タイムバーは、前記アイコンの近傍において、前記アイコンの位置に対応する前記
コンテンツデータの一部を表示する小画面を更に含み、
　前記（ｂ）ステップは、
　（ｂ５）前記操作信号に含まれた前記小画面を前記アイコンの近傍に表示させる信号に
基づいて、前記小画面を前記アイコンの近傍に表示するように、前記タイムバーデータを
前記表示装置へ出力するステップを含む
　プログラム。
【請求項２６】
　請求項２２乃至２５のいずれか一項に記載のプログラムにおいて、
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　前記コンテンツデータは、デジタルビデオコンテンツを示すビデオデータを含み、
　前記ビデオデータは、前記表示装置に表示される複数のフレームの各々に時間データを
有し、
　前記（ｄ）ステップは、
　（ｄ１）前記ビデオデータの再生時間の長さと、前記タイムバー本体における前記選択
分割線の位置とに基づいて、前記複数のフレームの各々から前記対応位置を決定するステ
ップを含む
　プログラム。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のプログラムにおいて、
　前記ビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータを含
み、
　前記（ａ）ステップは、
　（ａ１）前記ＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファレンスデータと
、前記システムクロックリファレンスデータに対応する画像データの前記記憶媒体中の位
置とを関連付けてタイムテーブルとして記憶するステップを含み、
　前記（ｄ１）ステップは、
　（ｄ１１）前記タイムテーブルと、前記タイムバー本体における前記選択分割線の位置
とに基づいて、前記ＭＰＥＧビデオデータから前記対応位置を決定するステップを含む
　プログラム。
【請求項２８】
　請求項２６に記載のプログラムにおいて、
　前記ビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータを含
み、
　前記（ａ）ステップは、
　（ａ２）前記ＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファレンスデータと
、前記システムクロックリファレンスデータに対応する画像データと、前記画像データの
前記記憶媒体中の位置とを関連付けてタイムテーブルとして記憶するステップを含み、
　前記（ｂ５）ステップは、
　（ｂ５１）前記タイムテーブルと、前記操作信号とに基づいて、前記小画面を前記アイ
コンの近傍に表示するように、前記タイムバーデータを前記表示装置へ出力するステップ
を更に含む
　プログラム。
【請求項２９】
　請求項２２乃至２５のいずれか一項に記載のプログラムにおいて、
　前記コンテンツデータは、文書データを含み、
　前記（ｄ）ステップは、
　（ｄ２）前記複数の分割線のうちの一つが選択分割線として選択されたとき、前記画面
の表示が前記選択分割線の位置に対応する前記文書データの対応位置へ飛び、前記対応位
置から表示するように、前記文書データを前記表示装置へ出力するステップを備える
　プログラム。
【請求項３０】
　請求項２５に記載のプログラムにおいて、
　前記コンテンツデータは、文書データを含み、
　前記（ａ）ステップは、
　（ａ３）前記文書データの目次の項目を示す目次表示データと、前記目次表示データに
対応する前記文書データの範囲を示す目次領域データとを関連付けて前記目次テーブルと
して記憶するステップを含み、
　前記（ｂ５）ステップは、
　（ｂ５２）前記目次テーブルと前記操作信号とに基づいて、前記小画面を前記アイコン
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の近傍に表示するように、前記文書データを前記表示装置へ出力するステップを含む
　プログラム。
【請求項３１】
　請求項２２乃至２５のいずれか一項に記載のプログラムにおいて、
　前記コンテンツデータは、連続した複数の静止画データを含み、
　前記（ｄ）ステップは、
　（ｄ３）前記複数の分割線のうちの一つが選択分割線として選択されたとき、前記画面
の表示が前記選択分割線の位置に対応する前記複数の静止画データの対応位置へ飛び、前
記対応位置から前記複数の静止画を表示するように、前記複数の静止画データを前記表示
装置へ出力するを備える
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ再生装置およびデータ再生方法に関し、特に、映像や文書のようなコ
ンテンツを含むデータのデータ再生装置およびデータ再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像データをＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）やＨＤＤ（Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）に録画し、再生するデジタルＡＶ機器（デジタルビデオ
再生装置）が知られている。デジタルＡＶ機器としては、デジタルビデオレコーダーやデ
ジタルビデオプレーヤーが例示される。このようなデジタルＡＶ機器では、ＭＰＥＧのよ
うな手法を用いて映像データをデジタルデータとして扱っている。それにより、頭出しや
シーンジャンプのようなデジタルならではのユーザによる自由度の高い再生位置指定が可
能となっている。これらの装置を操作する手段としては、装置に接続されたテレビに表示
される指示やデータを見ながら、赤外線リモコンを使用して行うのが一般的である。
【０００３】
　一般的な再生位置指定の方法としては、画面にタイムバーのような画像を表示し、リモ
コンに備わった十字ボタンやスティックを操作して、再生開始位置を表すポインタアイコ
ンを移動させて指示する、という方法である。ポインタは、十字ボタンやスティックの左
右操作によって、タイムバーを左右に滑らかに移動させることが出来る。また、ポインタ
の移動速度は、細かい再生位置指定が行えるように比較的低速な一定速度に設定している
製品が多い。
【０００４】
　ここには以下のような問題点がある。
　ユーザは、シーンジャンプや頭出しを行う際、再生を開始したい位置へポインタがゆっ
くりと移動してくるまで、十字ボタン又はスティックを長々と押し続けて待たなければな
らない。すなわち、軽快に動作すべきデジタルＡＶ機器の操作性が著しく損なわれる。
　これを改善するために、十字ボタン又はスティックを操作する時間に応じてポインタの
移動速度を加速させるようにすると、待ち時間は短縮されるが、ユーザが希望する再生位
置にポインタを停止させずらくなる。すなわち、かえって操作性が更に損なわれることに
なる。
　パソコンで使用されているマウスやトラックボールのようなポインティングデバイスを
使用し、タイムバーの任意の位置をユーザに指示してもらう方法も可能である。しかし、
ポインティングデバイスの設置面積や設置環境の制限、操作性の問題から、これらをリモ
コンに代わってデジタルＡＶ機器で採用するのは難しい。
【０００５】
　コンテンツの再生開始位置の自由度を減らすことなく、簡単な操作で再生開始位置を指
示できるデータ再生装置が求められる。再生開始位置の自由度を減らすことなく、短時間
で再生開始位置に移動することが可能なデータ再生装置が望まれる。再生する映像データ
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の種類によらずに、前述の機能を有するデータ再生装置が望まれる。データ処理や機器の
付加のような装置の負担の増加を抑えながら、前述の機能を有するデータ再生装置が求め
られる。
【０００６】
　関連する技術として、特開２００１－２９２４０２号公報に、デジタルビデオ再生方法
、デジタルビデオ再生装置及びデジタルビデオ録画再生装置の技術が開示されている。こ
の技術の目的は、視聴者が見たい場面へ簡単且つ正確にジャンプし再生を開始できるデジ
タルビデオ再生方法、デジタルビデオ再生装置及びデジタルビデオ録画再生装置を提供す
ることである。
　この技術のデジタルビデオ再生方法は、ビデオコンテンツとメタデータとに基づいて、
少なくとも映像を再生する。ここで、ビデオコンテンツは、動画中の特徴的な場面である
イベント場面を含む。メタデータは、少なくとも該イベント場面の開始位置と該イベント
場面の内容とを含むイベント情報データを有する。そして、デジタルビデオ再生方法は、
該イベント情報データを利用して、視聴者の希望する任意の該イベント場面から映像を再
生する。そして、次のような特徴を有していても良い。すなわち、該メタデータはビデオ
コンテンツに関する再生時間情報を有している。該映像の再生中又は再生開始時に視聴者
の操作によって、該再生時間情報に基づいてビデオコンテンツの再生時間に対応した時間
軸を表示装置画面上に一つのタイムバーとして表示する。次に、該イベント情報データに
基づいて該タイムバー上の該イベント場面の開始位置に各該イベント場面に対応するアイ
コンを表示する。そして、視聴者による該アイコンの選択により視聴者の選択した該アイ
コンに対応する該イベント場面の開始位置から映像を再生する。
【０００７】
　特表２０００－５１４２６４号公報（ＰＣＴ／ＵＳ９７／１１４５３）には、ビデオ・
ストリーム中ヘインデックスするために加入者ビデオ・スクリーンにスライダ・バーを表
示するビデオ配信システムおよび方法の技術が開示されている。この技術の目的は、ユー
ザがムービー中の異なった場所または位置に容易にインデックスでき、ビデオ・ストリー
ム中の任意の位置にユーザが選択的にしかも即座にジャンプでき、メディア・サーバの処
理負担を軽減することができるインデックス処理システムおよび方法を提供することにあ
る。
　この技術のコンピュータ実装方法は、ビデオ配信システムにおいてビデオ・ストリーム
中の種々の位置へインデックス処理するためのコンピュータ実装の方法である。前記ビデ
オ配信システムが、メディア・サーバと、該メディア・サーバに結合した加入者デバイス
とを備え、該加入者デバイスがディスプレイ・スクリーンを備えている。前記方法が、（
ａ）前記加入者デバイスの前記ディスプレイ・スクリーンに、前記メディア・サーバから
受けたビデオ・ストリームを表示するステップと、（ｂ）前記加入者デバイスの前記ディ
スプレイ・スクリーンに、前記ビデオ・ストリーム中の種々の位置へインデックス処理す
るためのグラフィカル・アイコンを表示するステップと、ただし、該グラフィカル・アイ
コンは、前記受けたビデオ・ストリームの位置変更を実施するために調節可能であり、（
ｃ）ユーザから、前記ビデオ・ストリームの所望の出力位置変更を示す入力を受けるステ
ップと、（ｄ）前記加入者デバイスが、前記ユーザからの入力の前記受けたことに応答し
て前記メディア・サーバに情報を供給するステップと、（ｅ）前記メディア・サーバが、
前記加入者デバイスから前記情報を受けたことに応答して前記ビデオ・ストリームの新た
な出力位置を決定するステップと、（ｆ）前記メディア・サーバが、前記新たな出力位置
の前記決定に応答して前記新たな位置で前記ビデオ・ストリームを出力するステップと、
から成る。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２９２４０２号公報
【特許文献２】特表２０００－５１４２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　従って、本発明の目的は、コンテンツの再生開始位置の指示操作の自由度を減らすこと
なく、簡単な操作で再生開始位置を指示できるデータ再生装置およびデータ再生方法を提
供することである。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、コンテンツの再生開始位置の指示操作の自由度を減らすこ
となく、短時間で再生開始位置に移動することが可能なデータ再生装置およびデータ再生
方法を提供することである。
【００１１】
　本発明の更に他の目的は、再生するコンテンツの種類によらずに、簡単な操作で再生開
始位置を指示でき、短時間で再生開始位置に移動することができるデータ再生装置および
データ再生方法を提供することである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、データ処理や機器の付加のような装置の負担の増加を抑えながら
、簡単な操作でコンテンツの再生開始位置を指示でき、短時間で再生開始位置に移動する
ことができるデータ再生装置およびデータ再生方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　以下に、発明を実施するための最良の形態で使用される番号・符号を用いて、課題を解
決するための手段を説明する。これらの番号・符号は、特許請求の範囲の記載と発明を実
施するための最良の形態との対応関係を明らかにするために括弧付きで付加されたもので
ある。ただし、それらの番号・符号を、特許請求の範囲に記載されている発明の技術的範
囲の解釈に用いてはならない。
【００１４】
　従って、上記課題を解決するために、本発明のデータ再生装置は、分割部（２３）と、
再生部（２２）とを具備する。分割部（２３）は、コンテンツデータに関するタイムバー
（１５）を示すタイムバーデータを生成する。再生部（２２）は、そのコンテンツデータ
とそのタイムバーデータとを、表示装置（２）が画面で表示可能なように表示装置（２）
へ出力する。タイムバー（１５）は、そのコンテンツデータの再生時間を示すタイムバー
本体（１１）と、タイムバー本体（１１）を予め設定された分割数で分割する複数の分割
線（１２）と、複数の分割線（１２）のいずれか一つの位置を指定するアイコン（１３）
を含む。分割部（２３）は、外部からの操作信号に基づいて、アイコン（１３）を、複数
の分割線（１２）の各々の間で飛び飛びに移動させる。再生部（２２）は、その操作信号
に基づいてアイコン（１３）により複数の分割線（１２）のうちの一つが選択分割線とし
て選択されたとき、その選択分割線の位置に対応するそのコンテンツデータの対応位置か
らそのコンテンツデータを表示するように、そのコンテンツデータを表示装置（２）へ出
力する。
【００１５】
　上記のデータ再生装置において、タイムバー（１５）は、タイムバー本体（１１）に沿
って、その分割数の異なる少なくとも２種類の複数の分割線（１２－１、１２－２）を含
む。
【００１６】
　上記のデータ再生装置において、その操作信号は、予め設定された複数の種類の分割数
の中から少なくとも２種類の分割数を選択する信号を含む。分割部（２３）は、その操作
信号に基づいて、タイムバー本体（１１）に沿ってその分割数の異なる少なくとも２種類
の複数の分割線（１２－１、１２－２）を設定する。
【００１７】
　上記のデータ再生装置において、タイムバー（１５）は、アイコン（１３）の近傍にお
いて、アイコン（１３）の位置に対応するそのコンテンツデータの一部を表示する小画面
（１６）とを更に含む。その操作信号は、小画面（１６）をアイコン（１３）の近傍に表
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示させる信号を更に含む。再生部（２２）は、その操作信号に基づいて、小画面（１６）
をアイコン（１３）の近傍に表示するように、小画面（１６）のそのコンテンツデータの
一部を表示装置（２）へ出力する。
【００１８】
　上記のデータ再生装置において、そのコンテンツデータは、デジタルビデオコンテンツ
を示すビデオデータを含む。そのビデオデータは、表示装置（２）に表示される複数のフ
レームの各々に対応して時間データを有する。分割部（２３）は、そのビデオデータの再
生時間の長さと、タイムバー本体（１１）におけるその選択分割線の位置とに基づいて、
その対応位置を決定する。
【００１９】
　上記のデータ再生装置において、タイムテーブル（４０）を更に具備する。そのビデオ
データは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータを含む。タイムテ
ーブル（４０）は、そのＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファレンス
データ（４１）と、システムクロックリファレンスデータ（４１）に対応する画像データ
のその記憶媒体中の位置（４２）とを関連付けている。分割部（２３）は、タイムテーブ
ル（４０）と、タイムバー本体（１１）におけるその選択分割線の位置とに基づいて、そ
の対応位置を決定する。
【００２０】
　上記のデータ再生装置において、タイムテーブル（４０）を更に具備する。そのコンテ
ンツデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納されたＭＰＥＧビデオデータを含む。タイ
ムテーブル（４０）は、そのＭＰＥＧビデオデータに含まれるシステムクロックリファレ
ンスデータ（４１）と、システムクロックリファレンスデータ（４１）に対応する画像デ
ータ（４３）と、画像データ（４３）のその記憶媒体中の位置（４２）とを関連付けてい
る。分割部（２３）は、タイムテーブル（４０）と、その操作信号とに基づいて、小画面
（１６）のそのコンテンツデータの一部として、アイコン（１３）の位置に対応する画像
データ（４３）を設定する。再生部（２２）は、小画面（１６）をアイコン（１３）の近
傍に表示するように、画像データ（４３）を表示装置（２）へ出力する。
【００２１】
　上記のデータ再生装置において、リモコン（３）は、その操作信号を指定するために用
いる複数のボタン（３１）及びスティックの少なくとも一方を備えるリモコンから出力さ
れる。
【００２２】
　上記のデータ再生装置において、そのコンテンツデータは、文書データを含む。再生部
（２３）は、その文書データとそのタイムバーデータとを表示装置（５５、６５）へ出力
する。
【００２３】
　上記のデータ再生装置において、目次テーブル（３５）を更に具備する。そのコンテン
ツデータは、文書データを含む。目次テーブル（３５）は、その文書データの目次の項目
を示す目次表示データ（３７）と、目次表示データ（３７）に対応するその文書データの
範囲を示す目次領域データ（３６）とを関連付けている。分割部（２３）は、目次テーブ
ル（３５）とその操作信号とに基づいて、アイコン（１３）の位置に対応する目次表示デ
ータ（３７）を設定する。再生部（２２）は、小画面（１６）をアイコン（１３）の近傍
に表示するように、その文書データとそのタイムバーデータとを表示装置（２）へ出力す
る。
【００２４】
　上記のデータ再生装置において、そのコンテンツデータは、連続した複数の静止画デー
タを含む。再生部（２３）は、その複数の静止画データとそのタイムバーデータを表示装
置（７５）へ出力する。
【００２５】
　上記課題を解決するために本発明のデータ再生方法は、（ａ）コンテンツデータの示す
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コンテンツを表示装置（２）の画面に表示するステップと、（ｂ）外部からの操作信号に
基づいて、その画面にそのコンテンツデータに関するタイムバー（１５）を表示するステ
ップと、（ｃ）その操作信号に基づいて、アイコン（１３）を、複数の分割線（１２）の
各々の間で飛び飛びに移動させ、複数の分割線（１２）のうちの所望の位置へ移動させる
ステップと、（ｄ）その操作信号に基づいてアイコン（１３）により複数の分割線（１２
）のうちの一つが選択分割線として選択されたとき、その画面の表示がその選択分割線の
位置に対応するそのコンテンツデータ内の対応位置へ飛び、その対応位置からそのコンテ
ンツデータを表示するステップとを具備する。ここで、タイムバー（１５）は、そのコン
テンツデータの再生時間を示すタイムバー本体（１１）と、タイムバー本体（１１）を予
め設定された分割数で分割する複数の分割線（１２）と、複数の分割線（１２）のいずれ
か一つの位置を指定するアイコン（１３）とを含む。
【００２６】
　上記のデータ再生方法において、（ｂ）ステップは、（ｂ１）その操作信号に含まれた
予め設定された複数の種類の分割数の中から１種類の前記分割数を選択する信号に基づい
て、タイムバー（１５）を設定するステップと、（ｂ２）その設定されたタイムバー（１
５）を表示するステップとを備える。
【００２７】
　上記のデータ再生方法において、タイムバー（１５）は、タイムバー本体（１１）に沿
って、その分割数の異なる少なくとも２種類の複数の分割線（１２－１、１２－２）を含
む。（ｂ）ステップは、（ｂ３）その操作信号に含まれた予め設定された複数の種類の分
割数の中から少なくとも２種類の分割数を選択する信号に基づいて、タイムバー本体（１
１）に沿ってその分割数の異なる少なくとも２種類の複数の分割線（１２－１、１２－２
）が配置されたタイムバー（１５）を設定するステップと、（ｂ４）その設定されたタイ
ムバー（１５）を表示するステップとを備える。
【００２８】
　上記のデータ再生方法において、タイムバー（１５）は、アイコン（１３）の近傍にお
いて、アイコン（１３）の位置に対応するそのコンテンツデータの一部を表示する小画面
（１６）を更に含む。（ｂ）ステップは、（ｂ５）その操作信号に含まれた小画面（１６
）をアイコン（１３）の近傍に表示させる信号に基づいて、小画面（１６）をアイコン（
１３）の近傍に表示させるステップを含む。
【００２９】
　上記のデータ再生方法において、そのコンテンツデータは、デジタルビデオコンテンツ
を示すビデオデータを含む。そのビデオデータは、表示装置（２）に表示される複数のフ
レームの各々に時間データを有する。（ｄ）ステップは、（ｄ１）そのビデオデータの再
生時間の長さと、タイムバー本体（１１）におけるその選択分割線の位置とに基づいて、
その複数のフレームの各々からその対応位置を決定するステップを含む。
【００３０】
　上記のデータ再生方法において、そのビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納
されたＭＰＥＧビデオデータを含む。（ａ）ステップは、（ａ１）そのＭＰＥＧビデオデ
ータに含まれるシステムクロックリファレンスデータ（４１）と、システムクロックリフ
ァレンスデータ（４１）に対応する画像データのその記憶媒体中の位置（４２）とを関連
付けてタイムテーブル（４０）として記憶するステップを含む。（ｄ１）ステップは、（
ｄ１１）タイムテーブル（４０）と、タイムバー本体（１１）におけるその選択分割線の
位置とに基づいて、そのＭＰＥＧビデオデータからその対応位置を決定するステップを含
む。
【００３１】
　上記のデータ再生方法において、そのビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納
されたＭＰＥＧビデオデータを含む。（ａ）ステップは、（ａ２）そのＭＰＥＧビデオデ
ータに含まれるシステムクロックリファレンスデータ（４１）と、システムクロックリフ
ァレンスデータ（４１）に対応する画像データ（４３）と、画像データ（４３）の記憶媒
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体中の位置（４２）とを関連付けてタイムテーブル（４０）として記憶するステップを含
む。（ｂ５）ステップは、（ｂ５１）タイムテーブル（４０）と、その操作信号とに基づ
いて、小画面（１６）をアイコン（１３）の近傍に表示するステップを含む。
【００３２】
　上記のデータ再生方法において、そのコンテンツデータは、文書データを含む。（ｄ）
ステップは、（ｄ２）複数の分割線（１２ａ、１２ｂ）のうちの一つが選択分割線として
選択されたとき、画面（５５，６５）の表示がその選択分割線の位置に対応するその文書
データの対応位置へ飛び、その対応位置からその文書データを表示するステップを備える
。
【００３３】
　上記のデータ再生方法において、そのコンテンツデータは、文書データを含む。（ａ）
ステップは、（ａ３）その文書データの目次の項目を示す目次表示データ（３７）と、目
次表示データ（３７）に対応するその文書データの範囲を示す目次領域データ（３６）と
を関連付けて目次テーブル（３５）として記憶するステップを含む。（ｂ５）ステップは
、（ｂ５２）目次テーブル（３５）とその操作信号とに基づいて、小画面（１５）をアイ
コン（１３）の近傍に表示するステップを含む。
【００３４】
　上記のデータ再生方法において、そのコンテンツデータは、連続した複数の静止画デー
タを含む。（ｄ）ステップは、（ｄ３）複数の分割線（１２ｃ）のうちの一つが選択分割
線として選択されたとき、画面（７５）の表示がその選択分割線の位置に対応するその複
数の静止画データの対応位置へ飛び、その対応位置からその複数の静止画を表示するステ
ップを備える。
【００３５】
　上記課題を解決するために本発明のプログラムは、（ａ）コンテンツデータの示すコン
テンツを表示装置（２）の画面に表示するように、そのコンテンツデータを表示装置（２
）へ出力するステップと、（ｂ）外部からの操作信号に基づいて、その画面にそのコンテ
ンツデータに関するタイムバー（１５）を表示するように、タイムバー（１５）を示すタ
イムバーデータを表示装置（２）へ出力するステップと、（ｃ）その操作信号に基づいて
、アイコン（１３）を、複数の分割線（１２）の各々の間で飛び飛びに移動させ、複数の
分割線（１２）のうちの所望の位置へ移動させるように、そのタイムバーデータを表示装
置（２）へ出力するステップと、（ｄ）その操作信号に基づいてアイコン（１３）により
複数の分割線（１２）のうちの一つが選択分割線として選択されたとき、その画面の表示
がその選択分割線の位置に対応するそのコンテンツデータ内の対応位置へ飛び、その対応
位置からそのコンテンツデータを表示するように、そのタイムバーデータを表示装置（２
）へ出力するステップとを具備する。ここで、タイムバー（１５）は、そのコンテンツデ
ータの再生時間を示すタイムバー本体（１１）と、タイムバー本体（１１）を予め設定さ
れた分割数で分割する複数の分割線（１２）と、複数の分割線（１２）のいずれか一つの
位置を指定するアイコン（１３）とを含む。
【００３６】
　上記のプログラムにおいて、（ｂ）ステップは、（ｂ１）その操作信号に含まれた予め
設定された複数の種類の分割数の中から１種類の前記分割数を選択する信号に基づいて、
タイムバー（１５）を設定するステップと、（ｂ２）その設定されたタイムバー（１５）
を表示するように、そのタイムバーデータを表示装置（２）へ出力するステップとを備え
る。
【００３７】
　上記のプログラムにおいて、タイムバー（１５）は、タイムバー本体（１１）に沿って
、その分割数の異なる少なくとも２種類の複数の分割線（１２－１、１２－２）を含む。
（ｂ）ステップは、（ｂ３）その操作信号に含まれた予め設定された複数の種類の分割数
の中から少なくとも２種類の分割数を選択する信号に基づいて、タイムバー本体（１１）
に沿ってその分割数の異なる少なくとも２種類の複数の分割線（１２－１、１２－２）が
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配置されたタイムバー（１５）を設定するステップと、（ｂ４）その設定されたタイムバ
ー（１５）を表示するように、そのタイムバーデータを表示装置（２）へ出力するステッ
プとを備える。
【００３８】
　上記のプログラムにおいて、タイムバー（１５）は、アイコン（１３）の近傍において
、アイコン（１３）の位置に対応するそのコンテンツデータの一部を表示する小画面（１
６）を更に含む。（ｂ）ステップは、（ｂ５）その操作信号に含まれた小画面（１６）を
アイコン（１３）の近傍に表示させる信号に基づいて、小画面（１６）をアイコン（１３
）の近傍に表示するように、そのタイムバーデータを表示装置（２）へ出力するステップ
を含む。
【００３９】
　上記のプログラムにおいて、そのコンテンツデータは、デジタルビデオコンテンツを示
すビデオデータを含む。そのビデオデータは、表示装置（２）に表示される複数のフレー
ムの各々に時間データを有する。（ｄ）ステップは、（ｄ１）そのビデオデータの再生時
間の長さと、タイムバー本体（１１）におけるその選択分割線の位置とに基づいて、その
複数のフレームの各々からその対応位置を決定するステップを含む。
【００４０】
　上記のプログラムにおいて、そのビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納され
たＭＰＥＧビデオデータを含む。（ａ）ステップは、（ａ１）そのＭＰＥＧビデオデータ
に含まれるシステムクロックリファレンスデータ（４１）と、システムクロックリファレ
ンスデータ（４１）に対応する画像データのその記憶媒体中の位置（４２）とを関連付け
てタイムテーブル（４０）として記憶するステップを含む。（ｄ１）ステップは、（ｄ１
１）タイムテーブル（４０）と、タイムバー本体（１１）におけるその選択分割線の位置
とに基づいて、そのＭＰＥＧビデオデータからその対応位置を決定するステップを含む。
【００４１】
　上記のプログラムにおいて、そのビデオデータは、記憶媒体にＭＰＥＧ方式で格納され
たＭＰＥＧビデオデータを含む。（ａ）ステップは、（ａ２）そのＭＰＥＧビデオデータ
に含まれるシステムクロックリファレンスデータ（４１）と、システムクロックリファレ
ンスデータ（４１）に対応する画像データ（４３）と、画像データ（４３）の記憶媒体中
の位置（４２）とを関連付けてタイムテーブル（４０）として記憶するステップを含む。
（ｂ５）ステップは、（ｂ５１）タイムテーブル（４０）と、その操作信号とに基づいて
、小画面（１６）をアイコン（１３）の近傍に表示するように、そのタイムバーデータを
表示装置（２）へ出力するステップを含む。
【００４２】
　上記のプログラムにおいて、そのコンテンツデータは、文書データを含む。（ｄ）ステ
ップは、（ｄ２）複数の分割線（１２ａ、１２ｂ）のうちの一つが選択分割線として選択
されたとき、画面（５５，６５）の表示がその選択分割線の位置に対応するその文書デー
タの対応位置へ飛び、その対応位置からその文書データを表示するように、その文書デー
タを表示装置（２）へ出力するステップを備える。
【００４３】
　上記のプログラムにおいて、そのコンテンツデータは、文書データを含む。（ａ）ステ
ップは、（ａ３）その文書データの目次の項目を示す目次表示データ（３７）と、目次表
示データ（３７）に対応するその文書データの範囲を示す目次領域データ（３６）とを関
連付けて目次テーブル（３５）として記憶するステップを含む。（ｂ５）ステップは、（
ｂ５２）目次テーブル（３５）とその操作信号とに基づいて、小画面（１５）をアイコン
（１３）の近傍に表示するように、その文書データを表示装置（２）へ出力するステップ
を含む。
【００４４】
　上記のプログラムにおいて、そのコンテンツデータは、連続した複数の静止画データを
含む。（ｄ）ステップは、（ｄ３）複数の分割線（１２ｃ）のうちの一つが選択分割線と
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して選択されたとき、画面（７５）の表示がその選択分割線の位置に対応するその複数の
静止画データの対応位置へ飛び、その対応位置からその複数の静止画を表示するように、
その静止画データを表示装置（２）へ出力するステップを備える。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明により、再生開始位置の指示操作の自由度を減らすことなく、簡単な操作で再生
開始位置を指示でき、短時間で再生開始位置に移動することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　以下、本発明のデータ再生装置およびデータ再生方法の実施の形態に関して、添付図面
を参照して説明する。本実施の形態では、本発明のデータ再生装置を適用したデジタルビ
デオ再生装置及びデジタルビデオ再生方法について説明するが、他のコンテンツを画面上
で再生する再生装置に対しても適用可能である。
【００４７】
　まず、本発明のデータ再生装置を適用したデジタルビデオ再生装置の実施の形態の構成
について、添付図面を参照して説明する。
　図１は、本発明のデジタルビデオ再生装置の実施の形態の構成を示すブロック図である
。デジタルビデオ再生装置１は、ＨＤＤやＤＶＤに画像を録画し、録画された画像を再生
するデジタルＡＶ機器である。付属のリモコン３により動作を指示することが可能である
。デジタルビデオ再生装置１は、ソフトウエアとしての録画部２１、再生部２２、分割部
２３を具備する。そして、各種のディスプレイ（例示：プラズマディスプレイ、液晶ディ
スプレイ、ＣＲＴディスプレイ：テレビジョン受像機になっているものを含む）に例示さ
れる表示装置２に接続されている。デジタルビデオ再生装置１から出力される映像データ
は、表示装置２の表示画面に表示される。
【００４８】
　録画部２１は、外部入力端子から入力されるデータについて、所定の処理（例示：ＭＰ
ＥＧに関する画像処理及び音声処理）の実行後に、内蔵するＨＤＤやＤＶＤ駆動部にセッ
トされたＤＶＤに映像データとして格納する。あるいは、内蔵するＤＶＤ駆動部で操作さ
れるＤＶＤを、所定の処理の実行後に、内蔵するＨＤＤに格納する。
　再生部２２は、ＨＤＤやＤＶＤ駆動部のＤＶＤに格納された映像データを所定の処理（
例示：ＭＰＥＧに関する画像処理及び音声処理）の実行後に、表示用映像データとして表
示装置２へ出力する。
　分割部２３は、リモコンからの指示に基づいて、タイムバー（後述）に関するデータと
してのタイムバーデータを生成し、再生部２２へ出力する。再生部２２は、表示用映像デ
ータにタイムバーデータを含ませて表示装置２へ出力する。タイムバーデータは、タイム
バーとして表示装置２の表示画面に表示される。
【００４９】
　図２は、本発明のデジタルビデオ再生装置の第１の実施の形態のハード構成を示す図で
ある。
　デジタルビデオ再生装置１は、バスに接続されたリモコン３、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）４、ＲＡＭ（Ｒａｎａｄｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）５、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）６、ＨＤＤ７、データ処理回
路８、ＤＶＤ駆動部９、リモコン受信部１０を具備する。
【００５０】
　ソフトウエアとしての上記の録画部２１、再生部２２、分割部２３は、ＨＤＤ７に格納
されている。そして、デジタルビデオ再生装置１の起動時にＲＡＭ５に展開される。又は
、上記ソフトウエアは、ＲＯＭ６に格納されている。そして、ＣＰＵ４は、ＲＡＭ５又は
ＲＯＭ６内のソフトウエアを用いて、デジタルビデオ再生装置１を動作させる。その際、
データ処理回路８を用いて映像データに所定の処理（例示：ＭＰＥＧに関する画像処理及
び音声処理）を実行する。ＤＶＤにデータを記録する、又は、ＤＶＤからデータを取り出



(16) JP 4203741 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

す場合、ＣＰＵ４は、ＤＶＤ駆動部９を駆動する。ＣＰＵ４は、リモコン３からの指令を
リモコン受信部１０により受信する。そして、それに基づいて、タイムバーに関する操作
や、録画、再生に関する動作を実行する。
【００５１】
　図３は、リモコンの一例を示す構成図である。リモコン３は、十字ボタン３１、決定キ
ー３４、数字ボタン３５を備える。十字ボタンは、上方向キー３２ａ、下方向キー３２ｂ
、右方向キー３３ａ及び左方向キー３３ｂを有する。それぞれ、例えば、表示装置３に表
示されるカンソールやアイコンなどを上方向、下方向、右方向、左方向に移動させる。決
定キー３４は、例えば、カンソールやアイコンの位置を、移動後の位置に決定する。数字
ボタンは、例えば、選局やレベル（例示：コントラストや音量）などを変更する。
【００５２】
　リモコン３は、この形状に限定されるものではなく、ユーザが容易に操作可能なように
、小型、軽量、かつ、ボタンやキーやスティックのような簡単に操作ができる入力部を有
していれば良い。
【００５３】
　図４は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーを示す図である。分割部２３で生成
されるタイムバーデータは、図に示すタイムバーを表示する。タイムバー１５は、タイム
バー本体１１、分割線１２、ポインタアイコン１３及び再生位置アイコン１４を含む。更
に、小画面１６を有していても良い。表示装置２の表示画面２０で再生される動画（映像
データ）における再生位置を表示する。タイムバー１５は、以下の特徴を有する。
（ａ）タイムバー本体１１は、一方の端（図中、左端）が現在再生されている動画の開始
点を示し、他方の端（図中、右端）が動画の終了点を示す。すなわち、タイムバー本体１
１は、その動画の全表示時間を示す。
（ｂ）再生位置アイコン１４は、現在再生中の動画の再生位置を示す。
（ｃ）タイムバー本体１１には、任意の分割数で等間隔に分割線１２が割り当てられてい
る。分割線１２の各位置は、その動画の全表示時間をその分割数で分割したときの各時間
に対応する。
（ｄ）タイムバー本体１１の分割数は、例えばリモコンの上下ボタン操作により、ユーザ
が任意に増減させることが出来る。
（ｅ）タイムバー本体１１には、シーンジャンプ先を指示するポインタアイコン１３が表
示されている。ポインタアイコン１３は、タイムバー本体１１の分割線１２上における任
意の一つの位置を指示する。
（ｆ）ポインタアイコン１３は、例えばリモコンの左右ボタン操作により、ユーザがタイ
ムバー本体１１上の分割線１２を飛び飛びに移動させることが出来る。
（ｇ）ユーザは、任意の分割線１２までポインタアイコン１３を移動させる。そして、例
えばリモコンの決定ボタン操作により、任意の分割線１２を指定する。それにより、簡単
にシーンジャンプ先を決定する（その分割線１２に対応する動画の位置へジャンプする）
ことが出来る。
（ｈ）小画面１６は、ポインタアイコン１３の位置の映像を表示し、内容を確認できるよ
うにする。
【００５４】
　タイムバーは、映像データに含まれる時間データに基づいて生成される。
　タイムバー本体１１は、一つの映像データにおける全体を再生する時間（再生時間）を
示す。例えば、１２０分の映像データであれば、タイムバー本体１１は、一方の端から他
方の端までで１２０分の映像データを示している。その場合、先頭の映像データと最後の
映像データとに含まれる時間データに基づいて１２０分であると決定する。
　再生位置アイコン１４は、タイムバー本体１１における現在再生中の位置を示す。前述
の例では、時間データを参照すると現在再生中の位置が開始から３６分目であるとすれば
、タイムバー本体１１の１２０分と現在位置３６分とに基づいて、右端から３／１０の位
置に表示される。
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　分割線１２は、予め設定された分割数に基づいて、タイムバー本体１１を分割した位置
に表示される。予め設定された分割数は、分割部２３にプログラムされているか、又は、
ＨＤＤ７に書き換え可能に格納されている。前述の例では、例えば８分割が選択された場
合、各分割線１２は、０分（左端）、１５分（１本目）、３０分（２本目）、４５分（３
本目）、６０分（４本目）、７５分（５本目）、９０分（６本目）、１０５分（７本目）
、１２０分（右端）となる。
　ポインタアイコン１３は、分割線１２のうちの再生位置アイコン１４に最も近い位置に
表示される。前述の例では、現在再生中の動画の位置が３６分で８分割が選択された場合
、２本目の位置にポインタアイコン１３が表示される。そして、４本目の分割線が選択さ
れた場合、タイムバー本体１１の時間的長さ（１２０分）と分割線１２の数（８本）と、
ポインタアイコン１３のある分割線１２の位置（４番目）に基づいて、右端から１２０分
×４／８＝６０分の時間データを有する位置の動画が選択される。
格納されている一連のファイルデータの大きさに基づいて生成される。ポインタアイコン
１３は、この形に限定されるものではなく、例えば、分割線１２の色を変えて表示するポ
インタアイコン１３’のようにしても良い。その場合、ポインタアイコン１３’が遮る画
面の領域が少なくてすむ。
　小画面１６は、ポインタアイコン１３の近傍に表示され、ポインタアイコン１３の位置
に対応する映像を表示する小さな画面である。その映像は、ポインタアイコン１３の位置
に対応する動画の一フレーム（静止画）や、フレームを間引きした短時間（例示：３秒）
の動画、通常の短時間の動画に例示される。フレームジャンプ先の映像が簡単に確認でき
る。
【００５５】
　図５は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーにおける分割数の増減操作を示す図
である。
　一番下の表示画面２０－１において、動画が再生されているが、タイムバーは、表示さ
れていない。
　そこで、ユーザが、リモコン３の上方向キー３２ａを押すとタイムバーが表示される（
図５中、下から２番目の表示画面２０－２）。この段階では、タイムバー本体１１及び再
生位置アイコン１４のみが表示され、分割線１２、及びポインタアイコン１３は表示され
ない。
　続いて、もう一度リモコン３の上方向キー３２ａを押すと、タイムバー本体１１及び再
生位置アイコン１４に加えて、分割線１２及びポインタアイコン１３が表示される（図５
中、下から２番目の表示画面２０－３）。この場合、タイムバー本体１１を４分割した分
割線１２が表示される。ポインタアイコン１３は、再生位置アイコン１４から一番近い位
置に表示される。このとき、小画面１６を表示する設定にしていれば、インタアイコン１
３の近傍に小画面１６も同時に表示される。
　更に、もう一度リモコン３の上方向キー３２ａを押すと、タイムバー本体１１を８分割
した分割線１２が表示される（図５中、下から２番目の表示画面２０－４）。このように
して、例えば、タイムバー本体１１を最大３２分割した分割線１２まで用意すれば、上方
向キー３２ａを押すことで、「表示なし→４分割→８分割→１６分割→３２分割」と分割
を変更することが出来る。
　上記とは逆に、下方向キー３２ｂを押すと、分割線１２の数を「３２分割→１６分割→
８分割→４分割→表示なし」と変更することが出来る。
　分割数の決定は、決定キー３４を押すことで行う。決定後にまた変更したい場合には、
再び、上方向キー３２ａや下方向キー３２ｂを押す。
【００５６】
　図６は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーにおけるシーンジャンプの操作を示
す図である。ここでは、表示画面２０において、分割数が８のタイムバーが表示されてい
る。
　ユーザが、リモコンの右方向キー３３ａを一度押すと、図中のａ１で示すように、ポイ
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ンタアイコン１３は、最初の位置から一つだけ右の分割線１２上へジャンプ（移動）する
。もう一度右方向キー３３ａを押すと、図中のａ２で示すように、ポインタアイコン１３
は、更に一つだけ右の分割線１２上へジャンプ（移動）する。同様に、ユーザが、リモコ
ンの左方向キー３３ｂを一度押すと、図中のｂ１で示すように、ポインタアイコン１３は
、最初の位置から一つだけ左の分割線１２上へジャンプ（移動）する。もう一度左方向キ
ー３３ｂを押すと、図中のｂ２で示すように、ポインタアイコン１３は、更に一つだけ左
の分割線１２上へジャンプ（移動）する。
　このとき、図示していないが、小画面１６も同時に移動してもよいし、表示画面２０の
一定の位置にあり、ポインタアイコン１３の位置に応じて表示内容だけ変更しても良い。
　分割線１２のない位置へ移動することは出来ない。ポインタアイコン１３による位置の
決定は、決定キー３４を押すことで行う。それにより、ポインタアイコン１３が指し示す
位置にシーンジャンプ（移動）し、その位置から動画を再生し始める。
【００５７】
　次に、本発明のデータ再生装置を適用したデジタルビデオ再生装置の実施の形態の動作
（本発明のデータ再生方法を適用したデジタルビデオ再生方法）について、添付図面を参
照して説明する。
　図７は、本発明のデジタルビデオ再生装置の実施の形態の動作を示すフロー図である。
（１）ステップＳ１：ユーザが、直接又はリモコンでデジタルビデオ再生装置１（再生部
２２）を操作し、表示装置２の表示画面２０に動画を表示する。
（２）ステップＳ２：リモコン３は、ユーザにより、タイムバーを表示する操作を受ける
。例えば、上方向キー３２ａを押す操作を受ける。
（３）ステップＳ３：リモコン３は、デジタルビデオ再生装置１へ上方向キー信号を出力
する。
（４）ステップＳ４：デジタルビデオ再生装置１の分割部２３は、先頭の映像データと最
後の映像データとに含まれる時間データに基づいてタイムバー本体１１を生成する。同時
に、現在再生中の動画の時間データを参照して、現在再生中の動画の位置としての現在位
置アイコン１４を生成する。そして、再生部２２は、タイムバー本体１１及び現在位置ア
イコン１４を含めて表示画面２０に動画を表示する。
（５）ステップＳ５：リモコン３は、ユーザにより、分割数１２を表示／変更する操作を
受ける。例えば、上方向キー３２ａ／下方向キー３２ｂを押す操作を受ける。
（６）ステップＳ６：リモコン３は、デジタルビデオ再生装置１へ上方向キー信号／下方
向キー信号を出力する。
（７）ステップＳ７：デジタルビデオ再生装置１の分割部２３は、上方向キー信号／下方
向キー信号に対応して予め設定された分割数（図５を参照）を読み出し、タイムバー本体
１１に対応させて分割線１２を生成する。同時に、現在再生中の動画の位置に最も近い分
割線１２の位置に、ポインタアイコン１３を生成する。そして、再生部２２は、分割線１
２、ポインタアイコン１３、タイムバー本体１１及び現在位置アイコン１４を含めて表示
画面２０に動画を表示する。
　ユーザの操作により、ステップＳ５～Ｓ７は繰り返される。
（８）ステップＳ８：リモコン３は、ユーザにより、分割数を決定する操作を受ける。例
えば、決定キー３４を押す操作を受ける。
（９）ステップＳ９：リモコン３は、デジタルビデオ再生装置１へ決定キー信号を出力す
る。
（１０）ステップＳ１０：分割部２３は、分割数を決定し、分割線１２を固定する。再生
部２２は、固定された分割線１２、ポインタアイコン１３、タイムバー本体１１及び現在
位置アイコン１４を含めて表示画面２０に動画を表示している。
（１１）ステップＳ１１：リモコン３は、ユーザにより、ポインタアイコンで、移動（シ
ーンジャンプ）する位置を指定す操作を受ける。例えば、右方向キー３３ａ／左方向キー
３３ｂを押す操作を受ける。
（１２）ステップＳ１２：リモコン３は、デジタルビデオ再生装置１へ右方向キー信号／
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左方向キー信号を出力する。
（１３）ステップＳ１３：分割部２３は、ポインタアイコン２３の位置を変更する。再生
部２２は、変更されたポインタアイコン１３、分割線１２、タイムバー本体１１及び現在
位置アイコン１４を含めて表示画面２０に動画を表示する。
　ユーザの操作により、ステップＳ１１～Ｓ１３は繰り返される。
（１４）ステップＳ１４：リモコン３は、ユーザにより、ポインタアイコン２３の位置を
決定する操作を受ける。例えば、決定キー３４を押す操作を受ける。
（１５）ステップＳ１５：リモコン３は、デジタルビデオ再生装置１へ決定キー信号を出
力する。
（１６）ステップＳ１６：分割部２３は、ポインタアイコン２３の位置の決定により、移
動（シーンジャンプ）する位置を決定する。すなわち、ポインタアイコン２３のある分割
線１２の位置と、分割線１２の数と、タイムバー本体１１の時間的な長さとに基づいて、
移動（シーンジャンプ）する位置としての時間データを決定する。
（１７）ステップＳ１７：再生部２３は、移動（シーンジャンプ）する位置としての時間
データを有する位置を確定する。そして、表示画面２０に、その位置の動画から再生する
。
【００５８】
　再生する動画がＭＰＥＧデータの場合、再生位置がシステム（プログラム）クロックリ
ファレンスの位置に対応していない場合には、若干の時間（０．５秒以内）だけ表示され
る動画が乱れる場合がある。それに対処するためには、動画を再生する前に以下のような
タイムテーブルを生成しておく。
【００５９】
　図８は、タイムテーブルの一例を示す表である。タイムテーブル４０は、基準時間４１
とアドレス４２と画像データ４３とを関連付けている。ここで、基準時間４１は、上述の
時間データに対応し、ＭＰＥＧデータにおけるシステム（プログラム）クロックリファレ
ンスである。全ての動画のフレームに存在するのではなく、概ね０.５秒以下ごとのフレ
ームに割り当てられている。ここでは、時間：分：秒：百分の１秒、で示している。アド
レス４２は、基準時間４２に対応する各動画のデータが格納されているＨＤＤやＤＶＤ上
の位置を示す。画像データ４３は、再生する動画のうちの基準時間４１の位置の一フレー
ムの画像データである。数秒程度の動画を示す画像データ（フレームを間引きしているも
のを含む）でも良い。
【００６０】
　上記の動作におけるステップＳ１の際、動画を再生する直前に、動画の映像データを走
査し、図８のようなテーブルを作成し、例えばＲＡＭ５に格納しておく。
　そして、ステップＳ１３において、まず、ポインタアイコン１３の操作に応じて、ポイ
ンタアイコン１３の位置に対応する基準時間４１を計算する。次に、タイムテーブル４０
から基準時間４１に対応する画像データ４３を取り出す。そして、タイムバーデータにそ
の画像データ４３を載せて出力する。そうすることで、タイムバー１５に小画面１６を表
示することができる。
　加えて、ステップＳ１７において、移動（シーンジャンプ）する位置を決定するために
使用する時間データとして、図８の基準時間４１を用いる。時間データの位置を基準時間
４１の中から確定した後、対応するアドレス４２の位置の動画から表示画面２０で再生す
る。例えば、図８の場合、シーンジャンプする位置が３／８の位置とすると、基準時間４
１として、００：４５：００：００（＝（０２：００：００：００－００：００：００：
００）×３／８）に最も近いものを選択する。そして、移動（シーンジャンプ）する位置
は、対応するアドレス４２となる。
【００６１】
　図９は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーの他の応用例を示す図である。分割
部２３で生成されるタイムバーデータは、図に示すタイムバーを表示する。タイムバーは
、タイムバー本体１１、分割線１２－１及び分割線１２－２、ポインタアイコン１３－１
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（又は１３－２）及び再生位置アイコン１４を含む。この場合は、タイムバー本体１１の
上側及び下側に異なる種類の分割線１２が表示される点で図４の場合と異なる。
【００６２】
　すなわち、上方向キー３２ａを押すことで、タイムバー本体１１、分割線１２－１（例
示：４本）及び分割線１２－２（例示：８本）、ポインタアイコン１３－１及び再生位置
アイコン１４（操作に応じて小画面１６）が表示される。ここで、左右方向キーを押すと
、分割線１２－１（４本）上でポインタアイコン１３－１が動いて、シーンジャンプ位置
を指定することができる。更に、上方向キー３２ａを押せば、ポインタアイコン１３－１
は無くなり、ポインタアイコン１３－２が表示される。そして、分割線１２－２（８本）
上でポインタアイコン１３－２が動いて、シーンジャンプ位置を指定することができる。
更に上方向キー３２ａを押せば、分割線１２－１（８本）及び分割線１２－２（１６本）
と増やすことができる。
【００６３】
　このように、複数の種類の分割線をタイムバー上に一度に表示することも可能である。
また、タイムバーは、表示画面２０の下側に限定されるものではなく、表示画面２０上の
任意の位置に表示することが可能である。
【００６４】
　本発明により、シーンジャンプを行うときの、ジャンプ先を指定する速度を向上するこ
とが可能となる。従来のシーンジャンプ先指定方法では、ジャンプ先ポインタアイコンが
滑らかに移動するため、ジャンプした居場所にアイコンが移動していくまでの長い間、リ
モコンのボタンを押し続けねばならなかった。本発明の方式では、分割線ごとにポインタ
アイコンが移動するため、すばやいジャンプ位置の指定が可能となる。
【００６５】
　本発明により、ジャンプ先を指定する速度を可変にすることができる。従来の方式では
、ポインタアイコンを一定速度で移動させる（又は押している時間に応じて徐々に加速、
ただしユーザはその速度を指定できない）ことしかできなかった。本発明の方式では、ユ
ーザが任意に分割数を変更できるため、ポインタアイコンを大きく移動させたい場合や、
細かく移動させたい場合、などというようにユーザのニーズの違いに柔軟に対応すること
ができる。
【００６６】
　本発明により、ジャンプ先位置の指定精度を可変にすることができる。本発明では、ジ
ャンプ先として分割線のみを指定する。それにより、大きく分割して、再生位置を大雑把
に指定することや、小さく分割して再生位置を細かく指定することを容易に実行すること
が可能である。
【００６７】
　本発明により、ジャンプ先再生位置の計算処理が軽減される。従来のシーンジャンプ先
指定方法では、ジャンプ先ポインタアイコンの位置がユーザによって決定された後に、時
間情報や再生中の番組ファイル位置を算出する処理が必要であった。本発明の方法では、
ポインタアイコンの指示できる位置が分割線によって決まるため、事前にジャンプ先位置
の計算を行っておくことができる。あるいは、計算が非常に単純で容易である。すなわち
、ジャンプ先位置が決定された時点での処理を軽減させることができる。
【００６８】
　本発明により、ポインタアイコン移動時の画面表示を書き換える処理を軽減することが
できる。従来のジャンプ先指定方法では、タイムバー上をジャンプ先ポインタアイコンが
滑らかに移動するため、必然的にポインタアイコンの再描画が多発する。そのため、画面
表示を書き換える回数が非常に多くなる。本発明の方法では、ポインタアイコンを分割線
の指定に用いるため、タイムバー上を滑らかに移動する必要が無い。結果として画面表示
を書き換える回数が減り、処理が軽減される。
【００６９】
　本発明により、タイムバー１５に小画面１６を表示することができる。それにより、シ
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ーンジャンプ先の画像を事前に確認でき、より確実にユーザが所望のシーンジャンプ先を
見つけることができる。加えて、小画面１６の画像は予め格納した画像データを用いてい
るので、小画面１６の表示を非常に高速に行うことが可能となる。
【００７０】
　上記のタイムバーは、動画を再生する場合だけでなく、その他の場合にも応用できる。
　図１０Ａは、タイムバーを備える文書リーダ（横スクロール型）を示す図である。文書
リーダ５０は、電子データの文書を表示画面に読み取り可能に表示する。ＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）や専用の電子リーダのような携帯情
報端末に例示される。
【００７１】
　文書リーダ５０は、表示画面５５に、タイムバー本体１１ａ、分割線１２ａ、ポインタ
アイコン１３ａ、再生位置アイコン１４ａ、小画面１６ａが表示される。操作は、文書リ
ーダ５０上の十字ボタン５１（上方向キー５２ａ、下方向キー５２ｂ、右方向キー５３ａ
、左方向キー５３ｂ、決定キー５４）で行う。ポインタアイコン１３ａは、十字ボタン５
１の操作により、分割線１２ａ上を飛び飛びに移動する。小画面１６ａには、ジャンプ先
の文（文の先頭から）、又は、該当する箇所の目次の項目が表示される。ジャンプ先の認
識及び表示するデータは、例えば、図１３のような位置テーブル４５を参照して行う。
【００７２】
　図１３は、位置テーブルの一例を示す表である。位置テーブル４５は、基準位置４６と
アドレス４７とテキストデータ４８とを関連付けている。ここで、基準位置４６は、電子
データの文書のページに対応する。ここでは、１ページごとに設けている（例示：ページ
番号）。アドレス４７は、基準位置４６に対応する電子データが格納されているＨＤＤや
メモリの位置を示す。テキストデータ４８は、再生する電子データの文書のうちの基準位
置４６の最初の一文、又は、該当する箇所の目次の項目である。小画面１６ａは小さいの
で、一文又は目次の項目は、例えば、最初の１０文字のみの表示、平仮名・カタカナのフ
ォント数のみ縮小、などのようにする。
【００７３】
　上記の動作におけるステップＳ１の際、電子データの文書を再生する直前に、電子デー
タの文書を走査し、図１３のようなテーブルを作成し、例えばＲＡＭ５に格納しておく。
　そして、ステップＳ１３において、まず、ポインタアイコン１３の操作に応じて、ポイ
ンタアイコン１３の位置に対応する基準位置４６を計算する。次に、位置テーブル４５か
ら基準位置４６に対応するテキストデータ４８を取り出す。そして、タイムバーデータに
そのテキストデータ４８を載せて出力する。そうすることで、タイムバーに小画面１６ａ
を表示することができる。その際、再生部２２は、本文の文字が小画面１６ａの後ろに隠
れる場合、その文字が隠れないようにずらして表示するようにする。
　そして、ステップＳ１６において、移動先の決定後に、小画面及びタイムバー１５ａを
画面から消すようにする。
　動作は、位置テーブル４５を用いるほかは、上述の通りなのでその説明を省略する。
【００７４】
　なお、タイムバー１５ａや小画面１６ａの消去については、ユーザの設定に応じて、小
画面１６ａ及びタイムバー１５ａのうちの一方だけ消す、あるいは、別にタイムバー１５
ａや小画面１６ａを消去する信号を入力されたとき画面から消去する、ようにすることも
可能である。設定は、メモリに格納される。
【００７５】
　本発明により、タイムバーに小画面１６ａを表示することができる。それにより、シー
ンジャンプ先の文書を事前に確認でき、より確実にユーザが所望のシーンジャンプ先を見
つけることができる。加えて、小画面１６ａの文書は予め格納した位置テーブル４５を用
いているので、小画面１６ａの表示を非常に高速に行うことが可能となる。
【００７６】
　文書リーダに関しては、次のようにする事も可能である。



(22) JP 4203741 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

　図１０Ｂは、図１０Ａの文書リーダ（横スクロール型）と同じ型の表示画面５５と、他
のデータとの関係を示す図である。表示画面５５は、図１０Ａと同じである。ただし、こ
の場合、小画面１６ａには、ジャンプ先の目次の項目（例示：第一章　序論）が表示され
る。
　図１０Ｂに示されるように、目次領域３６の全体は、タイムバー１５ａの全体と同様に
、文書全体に対応する。目次領域３６は、目次の項目に応じて複数の目次領域３６－１～
３６－４に分けられている。ここでは、例として４つに分けられている。目次領域３６は
、例えば、第１ページ～第１５ページ、第１６ページ～第３０ページ、などに例示される
。分割線１２ａは、目次領域３６のうちのいずれか（３６－１～３６－４）に含まれる。
　各目次領域３６（３６－１～３６－４）のそれぞれに、目次の項目としての目次表示デ
ータ３７（３７－１～３７－４）が対応している。目次表示データ３７は、例えば、第一
章　序論、第二章　本論（一）、などのテキストデータに例示される。文書の目次の項目
は、図１４に示す目次表示データ３７と目次領域３６とを関連付けた目次テーブル３５（
ＨＤＤやメモリに格納）から取得する。
　なお、目次領域３６及び目次表示データ３７の数は、上記の例に制限されることはない
。
【００７７】
　上記の動作におけるステップＳ１の際、電子データの文書を再生する直前に、電子デー
タの文書を走査し、図１４のような目次テーブル３５を作成し、あるいは文書データ中に
設定された目次テーブル３５を検索し、例えばＲＡＭ５に格納しておく。
　そして、ステップＳ１３において、まず、ポインタアイコン１３の操作に応じて、ポイ
ンタアイコン１３の位置に対応するページ数を計算する。例えば、総ページ数と選択され
た分割線１２に基づいて計算される。次に、計算されたページ数の含まれる目次領域３６
を目次テーブル３５から検索する。そして、その目次領域３６（例示：３６－１）に対応
する目次表示データ３７（例示：３７－１）を取り出す。そして、タイムバーデータにそ
の目次表示データ３７（例示：３７－１）をのせて出力する。そうすることで、タイムバ
ーに小画面１６ａを表示することができる。その際、再生部２２は、本文の文字が小画面
１６ａの後ろに隠れる場合、その文字が隠れないようにずらして表示するようにする。
　そして、ステップＳ１６において、移動先の決定後に、小画面及びタイムバー１５ａを
画面から消すようにする。タイムバー１５ａや小画面１６ａの消去については、ユーザの
設定に応じて変更可能であることは既述の通りである。
　動作は、目次テーブル３５を用いるほかは、上述の通りなのでその説明を省略する。
【００７８】
　本発明により、タイムバーに小画面１６ａを表示することができる。それにより、シー
ンジャンプ先の文書を事前に確認でき、より確実にユーザが所望のシーンジャンプ先を見
つけることができる。加えて、小画面１６ａの文書は予め格納した目次テーブル３５を用
いているので、小画面１６ａの表示を非常に高速に行うことが可能となる。
【００７９】
　図１１は、タイムバーを備える文書リーダ（縦スクロール型）を示す図である。文書リ
ーダ６０は、基本的に文書リーダ５０と同じである。ただし、スクロール方向が異なるこ
と、及び、入力キーの上下方向の役割と左右方向の役割が逆になる点で文書リーダ５０と
異なる。
【００８０】
　文書リーダ６０は、表示画面６５に、タイムバー本体１１ｂ、分割線１２ｂ、ポインタ
アイコン１３ｂ、再生位置アイコン１４ｂ、小画面１６ｂが表示される。操作は、文書リ
ーダ６０上の十字ボタン６１（上方向キー６２ａ、下方向キー６２ｂ、右方向キー６３ａ
、左方向キー６３ｂ、決定キー６４）で行う。小画面１６ｂには、ジャンプ先の文等が表
示される。動作は上方向キー６２ａ及び下方向キー６２ｂと、右方向キー６３ａ及び左方
向キー６３ｂとがその機能を逆にしているほかは上述の通りなのでその説明を省略する。
【００８１】
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　この場合も、上記各実施の形態と同様の効果を得ることができる。加えて、このような
携帯情報端末は入力系の操作キーの数が少なく、できるだけ簡単な操作が望まれる。本発
明のタイムバーを用いることで、簡単な操作で文書中の位置を変更することができる。例
えば、片手の指一本で操作可能となる。
【００８２】
　図１２は、タイムバーを備える静止画表示装置である。静止画表示装置７０は、電子デ
ータの複数の静止画を連続して表示する、いわゆるスライドショーを行う。ＰＤＡ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）や静止画表示機能のついたＡＶ機
器に例示される。
【００８３】
　静止画表示装置７０は、表示画面７５に、タイムバー本体１１ｃ、分割線１２ｃ、ポイ
ンタアイコン１３ｃ、再生位置アイコン１４ｃ、小画面１６ｃが表示される。操作は、静
止画表示装置７０上の十字ボタン７１（上方向キー７２ａ、下方向キー７２ｂ、右方向キ
ー７３ａ、左方向キー７３ｂ、決定キー７４）で行う。小画面１６ｂには、ジャンプ先の
静止画が表示される。動画の場合のような時間データではなく、例えば静止画の枚数を示
すデータを用いるほかは、動作は上述の通りなのでその説明を省略する。
【００８４】
　この場合も、上記各実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】図１は、本発明のデジタルビデオ再生装置の実施の形態の構成を示すブロック図
である。
【図２】図２は、本発明のデジタルビデオ再生装置の第１の実施の形態のハード構成を示
す図である。
【図３】図３は、リモコンの一例を示す構成図である。
【図４】図４は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーを示す図である。
【図５】図５は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーにおける分割数の増減操作を
示す図である。
【図６】図６は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーにおけるシーンジャンプの操
作を示す図である。
【図７】図７は、本発明のデジタルビデオ再生装置の実施の形態の動作を示すフロー図で
ある。
【図８】図８は、タイムテーブルの一例を示す表である。
【図９】図９は、表示装置の画面上に表示されるタイムバーの他の応用例を示す図である
。
【図１０Ａ】図１０Ａは、タイムバーを備える文書リーダ（横スクロール型）を示す図で
ある。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、図１０Ａの文書リーダ（横スクロール型）と同じ型の表示画面
と他のデータとの関係を示す図である。
【図１１】図１１は、タイムバーを備える文書リーダ（縦スクロール型）を示す図である
。
【図１２】図１２は、タイムバーを備える静止画表示装置である。
【図１３】図１３は、位置テーブルの一例を示す表である。
【図１４】図１４は、目次テーブルの一例を示す表である。
【符号の説明】
【００８６】
　　　１　　デジタルビデオ再生装置
　　　２　　表示装置
　　　３　　リモコン
　　　４　　ＣＰＵ
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　　　５　　ＲＡＭ
　　　６　　ＲＯＭ
　　　７　　ＨＤＤ
　　　８　　データ処理回路
　　　９　　ＤＶＤ駆動部
　　１０　　リモコン受信部
　　１１、１１ａ、１１ｂ、１１ｃ　　タイムバー本体
　　１２、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　　分割線
　　１３、１３ａ、１３ｂ、１３ｃ　　ポインタアイコン
　　１４、１４ａ、１４ｂ、１４ｃ　　再生位置アイコン
　　１５　　タイムバー
　　１６、１６ａ、１６ｂ、１６ｃ　　小画面
　　２０、５５、６５、７５　　表示画面
　　２１　　録画部
　　２２　　再生部
　　２３　　分割部
　　３１、５１、６１、７１　　十字ボタン
　　３２ａ、５２ａ、６２ａ、７２ａ　　上方向キー
　　３２ｂ、５２ｂ、６２ｂ、７２ｂ　　下方向キー
　　３３ａ、５３ａ、６３ａ、７３ａ　　右方向キー
　　３３ｂ、５３ｂ、６３ｂ、７３ｂ　　左方向キー
　　３４、５４、６４、７４　　決定キー
　　３５　　目次テーブル
　　３６（３６－１～３６－４）　　目次領域
　　３７（３７－１～３７－４）　　目次表示データ
　　４０　　タイムテーブル
　　４１　　基準時間
　　４２　　アドレス
　　４３　　画像データ
　　４５　　位置テーブル
　　４６　　基準位置
　　４７　　アドレス
　　４８　　テキストデータ
　　５０、６０　　文書リーダ
　　７０　　静止画表示装置
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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