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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の地域内の位置に関連するコンテンツのアドレスと前記位置との組を少なくとも１
つ以上格納したコンテンツリストを管理するコンテンツリスト管理部と、
　現在の位置情報を検出する位置検出部と、
　前記現在の位置情報に基づき前記コンテンツリストから受信すべきコンテンツを決定す
る受信コンテンツ決定部と、
　蓄積コンテンツを蓄積する蓄積部と、
　前記受信コンテンツ決定部が決定した現在の位置に関連するコンテンツを受信するコン
テンツ受信部と、
　前記蓄積コンテンツの再生状況及び前記コンテンツ受信部によるコンテンツの受信状況
の少なくとも一方に基づいて、前記蓄積コンテンツと前記コンテンツ受信部が受信したコ
ンテンツとを切り替えて再生させる再生制御部と、
　前記再生制御部の指示に基づいて、前記蓄積コンテンツまたは前記コンテンツ受信部が
受信したコンテンツを切り替えて再生する再生部と、
を具備し、
　前記位置検出部は、装置本体の移動方向若しくは移動速度を検出し、
　前記受信コンテンツ決定部は、前記装置本体の現在位置、移動方向若しくは移動速度に
基づき、前記再生部で再生中の蓄積コンテンツの再生時間から前記コンテンツ受信部が受
信するコンテンツの再生時刻と、前記予測した前記再生時刻における装置本体の移動先の



(2) JP 4245461 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

位置とを予測し、前記移動先の位置に関連するコンテンツを受信すべきコンテンツとして
決定することを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　利用者の嗜好を示す属性情報を登録し前記受信コンテンツ決定部に出力する属性出力部
をさらに具備し、前記受信コンテンツ決定部は、前記現在の位置情報及び前記属性情報に
基づき前記コンテンツリストから受信すべきコンテンツを決定することを特徴とする請求
項１記載の端末装置。
【請求項３】
　前記蓄積部の蓄積コンテンツに含まれる情報の一部を前記属性情報として前記属性出力
部に登録することを特徴とする請求項２記載の端末装置。
【請求項４】
　前記コンテンツ受信部が受信したコンテンツを蓄積する受信コンテンツ蓄積部をさらに
具備し、前記再生制御部は、前記蓄積コンテンツの再生状況、前記コンテンツ受信部のコ
ンテンツによる受信状況、前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツの蓄積状況の少なくと
も１つに基づいて前記蓄積コンテンツと、前記コンテンツ受信部が受信したコンテンツと
、前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツとを切り替えて前記再生部に再生させることを
特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の端末装置。
【請求項５】
　利用者の操作入力に応じて前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツの保存又は削除を指
示する保存指示部をさらに具備することを特徴とする請求項４記載の端末装置。
【請求項６】
　前記保存指示部から保存指示があったコンテンツに含まれる情報の一部を前記属性情報
として前記属性出力部に登録することを特徴とする請求項５記載の端末装置。
【請求項７】
　所定の地域内の位置に関連するコンテンツのアドレスと前記位置との組を少なくとも１
つ以上格納したコンテンツリストを管理するステップと、
　現在の位置情報を検出するステップと、
　前記現在の位置情報に基づき前記コンテンツリストから受信すべきコンテンツを決定す
るステップと、
　蓄積コンテンツを蓄積するステップと、
　前記受信すべきコンテンツを決定するステップで決定した現在の位置に関連するコンテ
ンツを受信するステップと、
　前記蓄積コンテンツの再生状況及び前記コンテンツを受信するステップにおけるコンテ
ンツの受信状況の少なくとも一方に基づいて、前記蓄積コンテンツと前記コンテンツを受
信するステップで受信したコンテンツとを切り替えて再生するステップと、
を具備し、
　前記位置情報を検出するステップは、装置本体の移動方向若しくは移動速度を検出する
ことを含み、
　前記受信すべきコンテンツを決定するステップは、前記装置本体の現在位置、移動方向
若しくは移動速度に基づき、前記再生するステップで再生中の蓄積コンテンツの再生時間
から前記コンテンツを受信を受信するステップで受信するコンテンツの再生時刻と、前記
予測した前記再生時刻における装置本体の移動先の位置とを予測し、前記移動先の位置に
関連するコンテンツを受信すべきコンテンツとして決定することを特徴とする情報再生方
法。
【請求項８】
　利用者の嗜好を示す属性情報を登録するステップをさらに具備し、受信すべきコンテン
ツを決定する際、前記現在の位置情報及び前記属性情報に基づき前記コンテンツリストか
ら受信すべきコンテンツを決定することを特徴とする請求項７記載の情報再生方法。
【請求項９】
　前記蓄積部の蓄積コンテンツに含まれる情報の一部を前記属性情報として登録すること
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を特徴とする請求項８記載の情報再生方法。
【請求項１０】
　前記受信したコンテンツを受信コンテンツ蓄積部に蓄積するステップをさらに具備し、
前記蓄積コンテンツの再生状況、放送または通信によるコンテンツの受信状況、前記受信
コンテンツ蓄積部のコンテンツの蓄積状況の少なくとも１つに基づいて前記受信したコン
テンツと、前記蓄積コンテンツと、前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツとを切り替え
て再生することを特徴とする請求項７から請求項９のいずれかに記載の情報再生方法。
【請求項１１】
　利用者の操作入力に応じて前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツの保存又は削除を指
示するステップをさらに具備することを特徴とする請求項１０記載の情報再生方法。
【請求項１２】
　利用者から保存指示があったコンテンツに含まれる情報の一部を前記属性情報として登
録することを特徴とする請求項１１記載の情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送または通信により受信したコンテンツを再生する端末装置及び情報再生
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、属性情報に応じて異なるコンテンツを再生する端末装置が開発されている（例え
ば、特許文献１参照）。この端末装置では、放送されるコマーシャルの内容を属性情報と
して管理し、視聴者の嗜好に合うコマーシャルを蓄積しておく。そして、テレビ番組を視
聴する際、コマーシャルの放送部分を視聴者の嗜好に合う属性を持つコマーシャルに差し
替えて再生する。
【特許文献１】特開２００１－１１１９２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述のような端末装置では、放送されるテレビ番組を受信して再生して
いる場合に、蓄積しておいた利用者の嗜好に合うコマーシャル等の情報を差し替えて再生
するものである。このため、コンパクトディスク（以下、「ＣＤ」という）やハードディ
スク、ＤＶＤ及びメモリなどの蓄積媒体に蓄積された音楽や映像などのコンテンツを再生
している場合には、そのコンテンツのみを再生することができ、そのコンテンツ以外の情
報は再生することができない。したがって、利用者は、蓄積媒体に蓄積されたコンテンツ
を視聴している場合にはこのコンテンツ以外の情報を視聴することができないという問題
が生ずる。
【０００４】
　また、上述のような端末装置を移動端末として用いた場合、テレビ番組の受信エリアや
その電波状況によってコマーシャル等の情報を受信できない場合が生じ、番組を再生でき
ない期間が発生するという問題が生ずる。
【０００５】
　本発明は、かかる実情に鑑みて為されたものであり、蓄積媒体に蓄積されたコンテンツ
及び放送または通信により受信したコンテンツの双方の再生を可能としつつ、かかる双方
のコンテンツを中断することなく再生することができる端末装置及び情報再生方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題を解決するために本発明は、端末装置が放送または通信によりコンテンツを受
信し、蓄積媒体に蓄積された蓄積コンテンツとこの受信したコンテンツとを、蓄積コンテ
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ンツの再生状況及び放送や通信によるコンテンツの受信状況の少なくとも一方に基づいて
切り替えて再生するように構成したものである。
【０００７】
　これにより、蓄積コンテンツの視聴時であっても端末装置が受信したコンテンツを参照
することが可能となるため、利用者は、蓄積コンテンツのみならず、端末装置が受信した
コンテンツ、例えば端末装置が存在する地域のコマーシャルなどのコンテンツも同時に視
聴することができる。また、端末装置がコンテンツを受信できない場合は蓄積媒体の蓄積
コンテンツを再生することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、蓄積媒体に蓄積されたコンテンツ及び放送または通信により受信した
コンテンツの双方の再生を可能としつつ、かかる双方のコンテンツを中断することなく再
生する切り替えことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の第１の態様に係る端末装置は、蓄積コンテンツを蓄積する蓄積部と、コンテン
ツを放送または通信により受信するコンテンツ受信部と、前記蓄積コンテンツまたは前記
コンテンツ受信部が受信したコンテンツを再生する再生部と、前記蓄積コンテンツの再生
状況及び前記コンテンツ受信部のコンテンツの受信状況の少なくとも一方に基づいて前記
蓄積コンテンツと前記コンテンツ受信部が受信したコンテンツとを切り替えて前記再生部
に再生させる再生制御部と、を具備する構成を採る。
【００１０】
　この構成によれば、蓄積部に蓄積された蓄積コンテンツとコンテンツ受信部が受信した
コンテンツとが切り替えて再生されるので、利用者は、蓄積コンテンツのみならず、端末
装置が受信したコンテンツも同時に視聴することができる。この結果、蓄積コンテンツを
視聴する合間に、本端末装置が受信したコンテンツをも視聴することができる。
【００１１】
　また、蓄積コンテンツの再生状況及びコンテンツ受信部のコンテンツの受信状況の少な
くとも一方に基づいて、蓄積コンテンツとコンテンツ受信部が受信したコンテンツとが切
り替えて再生されるので、コンテンツの再生が中断される事態を回避することができる。
【００１２】
　本発明の第２の態様は、第１の態様に係る端末装置において、所定の地域内の位置に関
連するコンテンツのアドレスと前記位置との組を少なくとも１つ以上格納したコンテンツ
リストを管理するコンテンツリスト管理部と、現在の位置情報を検出する位置検出部と、
前記現在の位置情報に基づき前記コンテンツリストから受信すべきコンテンツを決定する
受信コンテンツ決定部とをさらに具備し、前記コンテンツ受信部は、前記受信コンテンツ
決定部が決定した現在の位置に関連するコンテンツを受信し、前記再生制御部は、当該コ
ンテンツと前記蓄積コンテンツとを切り替えて前記再生部に再生させる構成を採る。
【００１３】
　この構成によれば、利用者は蓄積コンテンツを視聴する合間に、本端末の現在位置に関
連するコンテンツをも視聴することができる。
【００１４】
　本発明の第３の態様は、第２の態様に係る端末装置において、前記位置検出部は、装置
本体の移動方向若しくは移動速度を検出し、前記受信コンテンツ決定部は、前記再生部で
再生中のコンテンツの再生時間から前記コンテンツ受信部が受信するコンテンツの再生時
刻を予測し、前記予測した再生時刻における装置本体の移動先の位置に関連するコンテン
ツを受信すべきコンテンツとして決定する構成を採る。
【００１５】
　この構成によれば、端末装置の移動方向等及び現在再生中のコンテンツの再生時間から
受信されるコンテンツの再生時刻が予測され、この再生時刻における移動先の位置に関連
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するコンテンツが受信される。このため、本端末装置が移動中であっても、利用者は、そ
の移動先の位置に関連するコンテンツを蓄積部に蓄積された蓄積コンテンツの合間に適切
に視聴することができる。
【００１６】
　本発明の第４の態様は、第２又は第３の態様に係る端末装置において、利用者の嗜好を
示す属性情報を登録し前記受信コンテンツ決定部に出力する属性出力部をさらに具備し、
前記受信コンテンツ決定部は、前記現在の位置情報及び前記属性情報に基づき前記コンテ
ンツリストから受信すべきコンテンツを決定する構成を採る。
【００１７】
　この構成によれば、利用者の嗜好を示す属性情報及び本端末装置の現在の位置情報に基
づき受信すべきコンテンツが決定される。これにより、利用者は、蓄積部に蓄積された蓄
積コンテンツを視聴しながら、現在位置に関連するコンテンツの中から自分の嗜好に合っ
たコンテンツを視聴することができる。
【００１８】
　本発明の第５の態様は、第４の態様に係る端末装置において、前記蓄積部の蓄積コンテ
ンツに含まれる情報の一部を前記属性情報として前記属性出力部に登録する構成を採る。
【００１９】
　この構成によれば、蓄積部に蓄積された蓄積コンテンツに含まれる情報の一部が属性情
報として登録されるので、蓄積コンテンツに含まれる情報に関連するコンテンツが受信す
べきコンテンツとして決定される。このため、利用者は、蓄積コンテンツの情報に関連す
るコンテンツを受信し、この受信したコンテンツを蓄積コンテンツと切り替えて視聴する
ことができる。
【００２０】
　本発明の第６の態様は、第１から第５のいずれかの態様に係る端末装置において、前記
コンテンツ受信部が受信したコンテンツを蓄積する受信コンテンツ蓄積部をさらに具備し
、前記再生制御部は、前記蓄積コンテンツの再生状況、前記コンテンツ受信部のコンテン
ツの受信状況、前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツの蓄積状況の少なくとも１つに基
づいて前記蓄積コンテンツと、前記コンテンツ受信部が受信したコンテンツと、前記受信
コンテンツ蓄積部のコンテンツとを切り替えて前記再生部に再生させる構成を採る。
【００２１】
　この構成によれば、受信コンテンツが蓄積される。これにより、利用者はいったん蓄積
した受信コンテンツを蓄積コンテンツの再生の合間にタイミングよく視聴したり、コンテ
ンツが受信できない状況でも蓄積した受信コンテンツを視聴したりすることができる。
【００２２】
　本発明の第７の態様は、第６の態様に係る端末装置において、利用者の操作入力に応じ
て前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツの保存又は削除を指示する保存指示部をさらに
具備する構成を採る。
【００２３】
　この構成によれば、利用者の操作入力に応じて受信コンテンツ蓄積部のコンテンツの保
存又は削除が決定されるので、利用者は、蓄積部に蓄積された蓄積コンテンツと切り替え
て再生されたコンテンツの中から必要な情報のみを保存しておくことができる。
【００２４】
　本発明の第８の態様は、第７の態様に係る端末装置において、前記保存指示部から保存
指示があったコンテンツに含まれる情報の一部を前記属性情報として前記属性出力部に登
録する構成を採る。
【００２５】
　この構成によれば、保存指示があったコンテンツに含まれる情報の一部が属性情報とし
て登録されるので、保存指示のあったコンテンツに含まれる情報に関連するコンテンツが
受信すべきコンテンツとして決定される。このため、利用者は、保存指示をしたコンテン
ツの情報に関連するコンテンツを受信し、この受信したコンテンツを蓄積部に蓄積された
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蓄積コンテンツと切り替えて視聴することができる。
【００２６】
　本発明の第９の態様に係る情報再生方法は、コンテンツを放送または通信により受信す
るステップと、前記受信したコンテンツと、コンテンツを蓄積する蓄積部の蓄積コンテン
ツとを前記蓄積コンテンツの再生状況及び前記受信したコンテンツの受信状況の少なくと
も一方に基づいて切り替えて再生するステップと、を具備するものである。
【００２７】
　本発明の第１０の態様は、第９の態様に係る情報再生方法において、現在の位置情報を
検出するステップと、前記現在の位置情報に基づき所定の地域内の位置に関連するコンテ
ンツのアドレスと前記位置との組を少なくとも１つ以上格納したコンテンツリストから受
信すべきコンテンツを決定するステップとをさらに具備し、前記決定した現在の位置に関
連するコンテンツを受信し、当該コンテンツと前記蓄積コンテンツとを切り替えて再生す
るものである。
【００２８】
　本発明の第１１の態様は、第１０の態様に係る情報再生方法において、現在の位置情報
を検出する際、装置本体の移動方向若しくは移動速度を検出し、再生中の前記蓄積部のコ
ンテンツの再生時間から受信するコンテンツの再生時刻を予測し、前記予測した再生時刻
における装置本体の移動先の位置に関連するコンテンツを受信すべきコンテンツとして決
定するものである。
【００２９】
　本発明の第１２の態様は、第１０又は第１１の態様に係る情報再生方法において、利用
者の嗜好を示す属性情報を登録するステップをさらに具備し、受信すべきコンテンツを決
定する際、前記現在の位置情報及び前記属性情報に基づき前記コンテンツリストから受信
すべきコンテンツを決定するものである。
【００３０】
　本発明の第１３の態様は、第１２の態様に係る情報再生方法において、前記蓄積部の蓄
積コンテンツに含まれる情報の一部を前記属性情報として登録するものである。
【００３１】
　本発明の第１４の態様は、第９から第１３のいずれかの態様に係る情報再生方法におい
て、前記受信したコンテンツを受信コンテンツ蓄積部に蓄積するステップをさらに具備し
、前記蓄積コンテンツの再生状況、放送または通信によるコンテンツの受信状況、前記受
信コンテンツ蓄積部のコンテンツの蓄積状況の少なくとも１つに基づいて前記受信したコ
ンテンツと、前記蓄積コンテンツと、前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツとを切り替
えて再生するものである。
【００３２】
　本発明の第１５の態様は、第１４の態様に係る情報再生方法において、利用者の操作入
力に応じて前記受信コンテンツ蓄積部のコンテンツの保存又は削除を指示するステップを
さらに具備するものである。
【００３３】
　本発明の第１６の態様は、第１５の態様に係る情報再生方法において、利用者から保存
指示があったコンテンツに含まれる情報の一部を前記属性情報として登録するものである
。
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。
【００３５】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１に係る端末装置を備えた情報再生システムについて説明する。ま
ず、実施の形態１に係る端末装置を備えた情報再生システムの構成について図１を用いて
説明する。図１は、本発明の実施の形態１に係る端末装置を備えた情報再生システムの構
成図である。
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【００３６】
　実施の形態１にかかる情報再生システム１００には、移動端末装置に対して位置に関連
するコンテンツ（以下、位置関連コンテンツという）を配信するコンテンツサーバ１０１
と、この位置関連コンテンツを受信する端末装置１０２と、を備えている。
【００３７】
　端末装置１０２には、蓄積部１０３が設けられている。蓄積部１０３は、蓄積コンテン
ツを蓄積する。蓄積コンテンツとしては、例えば、デジタル記録された音楽データ、文書
データ、画像データ及び映像データが蓄積される。これらの蓄積コンテンツは、予め蓄積
しておくだけでなく、別の蓄積媒体からの複製や、通信や放送により受信することで得る
ようにしてもよい。なお、蓄積部１０３は、端末装置１０２に備え付けられた磁気ディス
クや半導体メモリに限られず、音楽データを収録したＣＤやＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤなどの
メモリで構成するようにしてもよい。以下の説明では、蓄積部１０３をＣＤで構成した場
合について説明する。
【００３８】
　また、端末装置１０２には位置検出部１０４が設けられている。位置検出部１０４は、
端末装置１０２の現在位置を検出する。位置検出部１０４としては、例えばＧＰＳ（Glob
al Positioning System）が用いられる。また、位置検出部１０４は、端末装置１０２の
現在位置のほか、移動方向や移動速度を検出する。
【００３９】
　また、端末装置１０２には、コンテンツリスト管理部１０５が設けられている。コンテ
ンツリスト管理部１０５は、位置関連コンテンツのリストであるコンテンツリストを管理
する。コンテンツリストは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤなどのメモリに記録してもよいし、任
意の通信手段を用いて外部のサーバから受信し、磁気ディスクや半導体メモリに記憶して
もよい。
【００４０】
　ここで、コンテンツリストのデータ構造の例について図２を用いて説明する。図２に示
すように、コンテンツリストは、位置関連コンテンツのアドレス２０１と位置関連コンテ
ンツに対応する地理的な位置情報２０２との組を複数格納する。図２の例では、コンテン
ツリストは、位置関連コンテンツ１（コンテンツ１）と位置関連コンテンツ２（コンテン
ツ２）の２つのコンテンツに関するデータが記述されている。
【００４１】
　アドレス２０１は、位置関連コンテンツのＵＲＬである。また、位置情報２０２は、緯
度と経度とによって表現されている。なお、アドレス２０１及び位置情報２０２の表現形
態はこれに限定されない。
【００４２】
　図３は、図２に示されるコンテンツリストをＸＭＬ（eXtensible Markup Language）に
よって表現した例を示す図である。
【００４３】
　位置関連コンテンツに関する情報は、＜ｃｏｎｔｅｎｔ＞と＜／ｃｏｎｔｅｎｔ＞で挟
まれた部分に記述されている。具体的には、位置関連コンテンツに関する情報は、＜ｕｒ
ｌ＞と＜／ｕｒｌ＞で挟まれたアドレス２１１と、＜ｌｏｃａｔｉｏｎ＞と＜／ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ＞ではさまれた位置情報２１２と、から構成される。
【００４４】
　なお、ＸＭＬは、World Wide Web Consortiumによって規格が定められた言語であり、
詳細はウェブページｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗ３．ｏｒｇ以下に開示されている。
【００４５】
　図１を用いた端末装置１０２の説明に戻る。端末装置１０２には、受信コンテンツ決定
部１０６が設けられている。受信コンテンツ決定部１０６は、位置検出部１０４が検出し
た現在位置の情報に基づき、コンテンツリスト管理部１０５からその現在位置で受信すべ
き位置関連コンテンツを決定する。
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【００４６】
　受信すべき位置関連コンテンツは、蓄積コンテンツと同種のものであることが望ましい
。すなわち、蓄積コンテンツが音楽データの場合には受信する位置関連コンテンツは音声
データ、蓄積コンテンツが映像データの場合には受信する位置関連コンテンツは映像デー
タであることが望ましい。なお、受信すべきコンテンツは、いずれも位置に関連する情報
であり、ある位置にある施設や、ある位置で行われるイベントなどに関する広告情報が想
定される。
【００４７】
　また、端末装置１０２には、コンテンツ受信部１０７が設けられている。コンテンツ受
信部１０７は、受信コンテンツ決定部１０６が決定した位置関連コンテンツをコンテンツ
サーバ１０１から受信する。なお、コンテンツサーバ１０１から位置関連コンテンツを受
信する際には、携帯電話や無線ＬＡＮなどの無線通信を用いてもよいし、イーサネット（
Ｒ）などの有線通信を用いてもよい。
【００４８】
　また、端末装置１０２には、再生制御部１０８が設けられている。再生制御部１０８は
、再生部１０９を制御して蓄積部１０３に蓄積された蓄積コンテンツと、コンテンツ受信
部１０７が受信した位置関連コンテンツ（以下、「受信コンテンツ」という）とを切り替
えて再生する。本実施の形態では、特に蓄積コンテンツと受信コンテンツとを切り替えて
再生する具体例として、蓄積コンテンツの合間に受信コンテンツを再生する場合について
説明する。なお、受信コンテンツを再生する代わりに、位置関連コンテンツを受信した旨
を示す合図を再生部１０９で再生してもよい。
【００４９】
　再生部１０９は、再生制御部１０８の制御の下、蓄積コンテンツ及び受信コンテンツを
再生する。再生部１０９は、例えば、映像を表示するディスプレイや音声を出力するスピ
ーカーで構成される。
【００５０】
　次に、上記構成を有する端末装置１０２において、蓄積コンテンツと受信コンテンツを
再生する動作について説明する。ここで、本端末装置１０２の利用者は、蓄積部１０３と
してのＣＤに蓄積された音楽データとしての楽曲データを視聴しながら移動しているもの
とする。なお、ここでは音楽データについて説明するが、これ限定されず、映像データを
視聴している場合にも適用可能であることは言うまでもない。
【００５１】
　再生制御部１０８は、蓄積部１０３に蓄積された楽曲データを順次取り出し、再生部１
０９を通じて再生する。一方、位置検出部１０４は、本端末装置１０２の現在位置を検出
し、受信コンテンツ決定部１０６に渡す。受信コンテンツ決定部１０６は、受け取った現
在位置の情報に基づき、コンテンツリスト管理部１０５からその現在位置で受信すべき位
置関連コンテンツを決定し、その結果をコンテンツ受信部１０７に通知する。
【００５２】
　コンテンツ受信部１０７は、この通知を受けてその位置関連コンテンツをコンテンツサ
ーバ１０１から受信する。そして、この受信コンテンツを再生制御部１０８に出力する。
再生制御部１０８は、コンテンツ受信部１０７から受信コンテンツを受け取ると蓄積コン
テンツの再生の合間にその受信コンテンツを再生部１０９で再生する。
【００５３】
　本端末装置１０２における蓄積コンテンツ及び受信コンテンツの再生手順の一例につい
て図４を用いて説明する。図４は、本端末装置１０２における蓄積コンテンツ及び受信コ
ンテンツの再生手順の一例を示す図である。
【００５４】
　図４に示す例では、本端末装置１０２は、まず、再生部１０９で蓄積部１０３に蓄積さ
れた楽曲データ１（楽曲１）を再生する（ＳＴ４０１）。楽曲１が再生されている間にコ
ンテンツ受信部１０７は、位置検出部１０４が検出した現在位置に基づき受信コンテンツ
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決定部１０６が決定した位置関連コンテンツを情報１として受信する（ＳＴ４１１）。こ
の情報１は、再生部１０９で楽曲１の再生が終了した後に再生される（ＳＴ４０２）。
【００５５】
　情報１の再生が終了すると、続いて蓄積部１０３に蓄積された楽曲データ２（楽曲２）
が再生される（ＳＴ４０３）。楽曲２が再生されている間に、情報１を受信したのと同様
の要領で情報２が受信される（ＳＴ４１２）。そして、楽曲２の再生が終了すると、この
情報２が再生される（ＳＴ４０４）。この情報２の再生が終了した後に、同様に楽曲３が
再生される（ＳＴ４０５）。以下、同様にして蓄積コンテンツと受信コンテンツとが交互
に再生される。
【００５６】
　なお、ここでは、楽曲データの合間に受信コンテンツを１つのみ再生する例について説
明している。しかし、これに限定されず、受信コンテンツを複数続けて再生し、あるいは
、視聴者の指示に従って再生する等、蓄積コンテンツと受信コンテンツとの再生の切り替
えは自由に変更可能である。このように受信コンテンツの再生を任意に変更可能とするこ
とで、よりユーザに利便性の高い端末装置１０２を提供することができる。
【００５７】
　また、ここでは、蓄積コンテンツと受信コンテンツとを切り替えて再生する具体例とし
て、蓄積コンテンツの合間に受信コンテンツを再生する場合について説明している。しか
し、これとは逆に受信コンテンツを再生し、再生すべき受信コンテンツが存在しなくなっ
た場合に蓄積コンテンツの再生に切り替えて再生する方式もあり得る。この場合には電波
状況などコンテンツを受信する環境が悪い場合、あるいは表示すべき位置関連コンテンツ
が決定できない場合に蓄積コンテンツの再生に切り替えることにより、受信コンテンツが
再生できない状況を蓄積コンテンツの再生で補うことが可能となる。
【００５８】
　また、上記説明では、受信コンテンツを受信したそのままの形式で再生する場合につい
て説明している。しかし、これに限定されず、受信コンテンツの一部を再生、あるいは、
受信コンテンツの存在を示すブザー音や文字情報などを出力するようにしてもよい。この
ように受信コンテンツの内容を必要に応じて変更可能とすることで、よりユーザに利便性
の高い端末装置１０２を提供することができる。
【００５９】
　このように本実施の形態の端末装置１０２によれば、再生制御部１０８は、蓄積部１０
３に蓄積された蓄積コンテンツと、コンテンツ受信部１０７が受信したコンテンツとを、
蓄積コンテンツの再生状況及びコンテンツ受信部１０７によるコンテンツの受信状況の少
なくとも一方に基づいて切り替えて再生部１０９で再生する。これにより、利用者は、蓄
積コンテンツのみならず、コンテンツ受信部１０７が受信したコンテンツも同時に視聴す
ることができる。この結果、蓄積コンテンツを視聴する合間に、本端末装置１０２が受信
したコンテンツをも視聴することができる。
【００６０】
　特に、本実施の形態の端末装置１０２によれば、再生制御部１０８は、蓄積部１０３に
蓄積された蓄積コンテンツを再生部１０９で再生する一方、その蓄積コンテンツの合間に
、本端末装置１０２の現在位置の情報に応じてコンテンツ受信部１０７で受信された受信
コンテンツを再生する。これにより、利用者は、自分で選択した蓄積コンテンツを視聴し
ながら、その蓄積コンテンツの合間に現在位置の周辺地域に関する位置関連コンテンツを
視聴することができる。
【００６１】
　なお、本実施の形態の端末装置１０２は、ＣＤを始めとする蓄積コンテンツだけでなく
、放送されるコンテンツ（以下、「放送コンテンツ」という）にも適用することができる
。図５は、放送コンテンツに適用する場合に必要な構成である放送受信部１１０を備えた
構成例を示している。
【００６２】
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　放送受信部１１０は、テレビ放送やラジオ放送を受信し、受信した放送コンテンツを蓄
積部１０３に渡す。蓄積部１０３は、これらの放送コンテンツを蓄積コンテンツと同様に
蓄積する。再生制御部１０８は、蓄積部１０３に蓄積された蓄積コンテンツと同様の要領
で蓄積部１０３からこの放送コンテンツを取り出し、再生部１０９に再生させる。このた
め、再生制御部１０８は、蓄積部１０３に蓄積された蓄積コンテンツと同様の要領で放送
コンテンツを再生部１０９で再生すると共に、その合間に受信コンテンツを再生すること
ができる。
【００６３】
　本端末装置１０２における放送コンテンツ及び受信コンテンツの再生手順の一例につい
て図６を用いて説明する。図６は、本端末装置１０２における放送コンテンツ及び受信コ
ンテンツの再生手順の一例を示す図である。
【００６４】
　なお、図６においては、上段に放送受信部１１０が受信したコンテンツ、中段に蓄積部
１０３が蓄積するコンテンツ及び下段に再生部１０９が再生するコンテンツを示している
。また、現在、再生部１０９で再生中のコンテンツはないものとする。さらに、番組ａ、
番組ｂ及び番組ｃは３つに区切られた一つの番組であるとし、ＣＭ１、ＣＭ２はそれぞれ
番組ａと番組ｂとの間、番組ｂと番組ｃとの間に放送されるＣＭであるとする。
【００６５】
　図６に示すように、放送受信部１１０で番組ａを受信すると（ＳＴ６０１）、蓄積部１
０３にこの番組ａが蓄積される（ＳＴ６０２）。再生制御部１０８は、再生部１０９で再
生中のコンテンツがないため、再生部１０９にこの番組ａを再生するように指示する。こ
の指示に応じて、再生部１０９では、番組ａを再生する（ＳＴ６０３）。
【００６６】
　番組ａに続いて放送受信部１１０でＣＭ１を受信すると（ＳＴ６０４）、蓄積部１０３
にこのＣＭ１が蓄積される（ＳＴ６０５）。再生制御部１０８は、蓄積部１０３に蓄積さ
れているコンテンツがＣＭであることを検出すると、ＣＭ１の代わりにコンテンツ受信部
１０７で予め受信した受信したコンテンツ（受信コンテンツ１）を再生するように指示す
る。この指示を受けて、再生部１０９は、受信コンテンツ１を再生する（ＳＴ６０６）。
【００６７】
　ＣＭ１に続いて放送受信部１１０で番組ｂを受信すると（ＳＴ６０７）、番組ａと同様
に番組ｂも蓄積部１０３に蓄積される（ＳＴ６０８）。しかし、番組ｂの蓄積を開始した
時点では、再生部１０９は、同図に示すように、受信コンテンツ１を再生中である。この
ため、再生制御部１０８は、受信コンテンツ１の再生が終わり次第、蓄積部１０３に蓄積
された番組ｂの再生を指示する。この指示に応じて再生部１０９は、受信コンテンツ１の
再生終了後に番組ｂの再生を行う（ＳＴ６０９）。
【００６８】
　番組ｂに続いて放送受信部１１０でＣＭ２を受信すると（ＳＴ６１０）、ＣＭ１と同様
にＣＭ２も蓄積部１０３に蓄積される（ＳＴ６１１）。再生制御部１０８は、蓄積部１０
３に蓄積されているコンテンツがＣＭであることを検出すると、ＣＭ１の場合と同様に、
ＣＭ２の代わりにコンテンツ受信部１０７で予め受信した受信コンテンツ（受信コンテン
ツ２）を再生するように指示する。
【００６９】
　しかし、ＣＭ２の蓄積を開始した時点では、再生部１０９は、同図に示すように、番組
ｂを再生中である。このため、再生制御部１０８は、番組ｂの再生が終わり次第、受信コ
ンテンツ２を再生するように指示する。この指示に応じて再生部１０９は、番組ｂの再生
終了後に受信コンテンツ２の再生を行う（ＳＴ６１２）。
【００７０】
　ＣＭ２に続いて放送受信部１１０で番組ｃを受信すると（ＳＴ６１３）、番組ａ、ｂと
同様に番組ｃも蓄積部１０３に蓄積される（ＳＴ６１４）。しかし、番組ｃの蓄積を開始
した時点では、再生部１０９は、同図に示すように、受信コンテンツ２を再生中である。
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このため、再生制御部１０８は、受信コンテンツ２の再生が終わり次第、蓄積部１０３に
蓄積された番組ｃの再生を指示する。この指示に応じて再生部１０９は、受信コンテンツ
２の再生終了後に番組ｃの再生を行う（ＳＴ６１５）。
【００７１】
　このように本端末装置１０２を放送コンテンツの再生に適用すれば、放送コンテンツ（
番組）の合間のＣＭよりも受信コンテンツ１の再生時間が長い場合であっても、ＣＭの後
に放送された放送コンテンツ（番組）を蓄積部１０３に蓄積しておき、再生部１０９は、
この蓄積された放送コンテンツ（番組）を取り出して再生する。これにより、放送コンテ
ンツの合間に端末装置１０２の現在位置の情報に基づくコンテンツを再生した場合でも、
放送コンテンツを視聴し損なうことはない。したがって、利用者は、自分で選択した放送
コンテンツを視聴しながら、現在位置の周辺地域に関する位置関連コンテンツを視聴する
ことができる。
【００７２】
　また、本実施の形態の端末装置１０２においては、受信コンテンツ決定部１０６は、位
置検出部１０４が検出した本端末装置１０２の現在位置の情報に基づいて受信コンテンツ
を決定する場合について示している。しかし、受信コンテンツ決定部１０６が受信コンテ
ンツを決定する際、その受信コンテンツが再生されるであろう時刻（以下、「再生時刻」
という）を予測することは実施の形態として望ましい。
【００７３】
　具体的には、本端末装置１０２の移動方向や移動速度及び現在再生している蓄積コンテ
ンツの再生に要する時間（以下、「再生時間」という）を考慮することで、その受信コン
テンツの再生時刻を予測することができる。以下、このように受信コンテンツの再生時刻
を予測する場合における受信コンテンツ決定部１０６の動作について説明する。図７は、
この場合における受信コンテンツ決定部１０６の動作を説明するためのフロー図である。
【００７４】
　受信コンテンツの再生時刻を予測する場合、再生制御部１０８から再生中の蓄積コンテ
ンツの再生時間がコンテンツ受信部１０７に通知される。受信コンテンツ決定部１０６は
、この蓄積コンテンツの再生時間をコンテンツ受信部１０７から取得する（ＳＴ７０１）
。
【００７５】
　蓄積コンテンツの再生時間を取得すると、受信コンテンツ決定部１０６は、この再生時
間に応じて受信コンテンツの再生時刻を予測する（ＳＴ７０２）。
【００７６】
　一方、受信コンテンツ決定部１０６は、位置検出部１０４が検出した本端末装置１０２
の現在位置、移動方向及び移動速度に関する情報を取得する（ＳＴ７０３）。
【００７７】
　これらの情報を取得すると、受信コンテンツ決定部１０６は、これらの情報からＳＴ７
０２で予測した受信コンテンツの再生時刻に本端末装置１０２が移動する先の位置を予測
する（ＳＴ７０４）。
【００７８】
　移動先の位置を予測した後、受信コンテンツ決定部１０６は、その移動先の位置におけ
る位置関連コンテンツを、コンテンツリスト管理部１０５のコンテンツリストから選択す
る（ＳＴ７０５）。
【００７９】
　そして、この選択した位置関連コンテンツに関する情報をコンテンツ受信部１０７に出
力する（ＳＴ７０６）。出力された情報を受けて、コンテンツ受信部１０７は、選択され
た位置関連コンテンツをコンテンツサーバ１０１から受信し、再生制御部１０８に出力す
る。
【００８０】
　このように受信コンテンツ決定部１０６が受信コンテンツを決定する際、その受信コン
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テンツの再生時刻を予測することにより、本端末装置１０２が移動している場合であって
も、利用者は、その移動先の位置に関する位置関連コンテンツを蓄積コンテンツの合間に
適切に視聴することができる。
【００８１】
　（実施の形態２）
　実施の形態１に係る端末装置１０２においては、位置検出部１０４が検出した本端末装
置１０２の位置に関する情報に応じて受信コンテンツを決定するのに対し、実施の形態２
に係る端末装置８０１は、装置本体の位置に関する情報のみならず、利用者の嗜好を示す
キーワード等を属性情報とし、その属性情報に応じて受信コンテンツを決定する点で相違
する。
【００８２】
　図８は、実施の形態２に係る端末装置８０１を備えた情報再生システムの構成図である
。図８に示すように、実施の形態２に係る端末装置８０１は、属性出力部８０２を備える
点において実施の形態１に係る端末装置１０２と相違する。なお、図８において、図１と
同一の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００８３】
　属性出力部８０２は、「レストラン」や「スポーツ」など利用者の嗜好を示すキーワー
ドや利用者が必要とするキーワードなどから構成される属性情報を受信コンテンツ決定部
１０６に出力する。これらのキーワードは、予め利用者において登録しておくことが考え
られる。なお、本端末装置８０１が備える機能（例えば、スケジュール管理機能）から抽
出して属性情報を登録するようにしてもよい。
【００８４】
　実施の形態２に係る端末装置８０１のコンテンツリスト管理部１０５が管理するコンテ
ンツリストには、図２に示すアドレス情報及び位置情報に対応してそのコンテンツの内容
を示唆するキーワードが登録されている。
【００８５】
　図９は、実施の形態２に係る端末装置８０１のコンテンツリスト管理部１０５が管理す
るコンテンツリストのデータ構造の一例を示している。なお、図９において、図２と同一
の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。同図に示すように、コンテ
ンツ１には、そのアドレス情報及び位置情報に対応して、「イタリアン・レストラン」と
いうキーワード９０１が登録されている。同様に、コンテンツ２には、「スポーツ用品」
というキーワードが登録されている。
【００８６】
　受信コンテンツ決定部１０６は、位置検出部１０４からの位置情報及び属性出力部８０
２からの属性情報に基づいて、コンテンツリスト管理部１０５が管理するコンテンツリス
トから受信すべき位置関連コンテンツを決定する。例えば、位置情報が適切に選択されて
いることを前提とし、属性情報が利用者の嗜好を示すキーワードである場合であって、そ
のキーワードが「レストラン」であった場合には、図９に示したコンテンツ１が受信すべ
き位置関連コンテンツに決定される。
【００８７】
　なお、属性情報としては、蓄積コンテンツが有するキーワード等を属性情報として受信
コンテンツ決定部１０６に出力するようにしてもよい。蓄積コンテンツが有する属性情報
としては、ＣＤに記録されている楽曲の歌詞などのテキスト情報や、ＤＶＤに記録されて
いる映像のチャプター情報が考えられる。例えば、再生中の楽曲が「花」に関する楽曲で
あった場合、テキスト情報の歌詞から「花」というキーワードを切り出し、花屋などの花
に関する位置関連コンテンツを受信することが考えられる。
【００８８】
　このように実施の形態２の端末装置８０１によれば、位置検出部１０４が検出した位置
情報のみならず、利用者の嗜好を示すキーワード等の属性情報をも考慮して受信すべき位
置関連コンテンツが決定される。これにより、利用者は、自分で選択した蓄積コンテンツ
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を視聴しながら、その蓄積コンテンツの間に現在位置の位置関連コンテンツの中から自分
の嗜好に合った位置関連コンテンツを視聴することができる。
【００８９】
　なお、受信コンテンツ決定部１０６は属性出力部８０２からの属性情報のみに基づいて
受信すべきコンテンツを決定してもよい。この場合、位置に関連しない、利用者の嗜好の
みに基づくコンテンツの視聴が可能となる。
【００９０】
　（実施の形態３）
　実施の形態２に係る端末装置８０１においては、端末装置８０１の位置情報と共に、利
用者の嗜好を示すキーワード等の属性情報に基づいて受信すべき位置関連コンテンツを決
定して再生する。実施の形態３に係る端末装置１００１においては、さらに再生された位
置関連コンテンツが必要か否かを利用者が選択できるようにしたものである。
【００９１】
　図１０は、実施の形態３に係る端末装置１００１を備えた情報再生システムの構成図で
ある。図１０に示すように、実施の形態３に係る端末装置１００１は、受信コンテンツ蓄
積部１００２、保存指示部１００３及び操作入力部１００４を備える点において実施の形
態２に係る端末装置８０１と相違する。なお、図１０において、図８と同一の構成につい
ては、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００９２】
　受信コンテンツ蓄積部１００２は、コンテンツ受信部１０７が受信し、再生部１０９で
再生された受信コンテンツが蓄積される。再生された受信コンテンツは、一旦受信コンテ
ンツ蓄積部１００２に蓄積され、後述する保存指示部１００３からの指示に応じて保存又
は削除される。
【００９３】
　受信コンテンツ蓄積部１００２への受信コンテンツの蓄積は、保存指示部１００３から
の指示に応じて決定される。保存指示部１００３から保存指示が入力された場合には再生
された受信コンテンツは、受信コンテンツ蓄積部１００２に蓄積される。一方、保存指示
が入力されない場合には、再生された受信コンテンツは、受信コンテンツ蓄積部１００２
に蓄積されず、削除される。
【００９４】
　図１１は、受信コンテンツ蓄積部１００２に蓄積された受信コンテンツの一例を示して
いる。同図に示すように、受信コンテンツ蓄積部１００２には、受信コンテンツ毎に、そ
の受信した日時１１０１、その種類１１０２、その内容を示唆するキーワード１１０３及
びその実体データ１１０４が管理されている。
【００９５】
　受信コンテンツ蓄積部１００２に蓄積された受信コンテンツは、再生制御部１０８の制
御の下、再生部１０９で再度、再生される。再生制御部１０８は、例えば、利用者の指示
を受けて蓄積された受信コンテンツを再生する。なお、利用者が受信コンテンツ蓄積部１
００２内の受信コンテンツを選択する際、再生部１０９で受信コンテンツ蓄積部１００２
内の受信コンテンツの一覧を表示することは実施の形態として望ましい。利用者は、後述
する操作入力部１００４で受信コンテンツ蓄積部１００２内の受信コンテンツを選択する
。
【００９６】
　保存指示部１００３から受信コンテンツ蓄積部１００２に保存指示が入力された場合に
は、再生された受信コンテンツに利用者が興味を持ったと判断することができる。このた
め、実施の形態３に係る端末装置１００１においては、再生された受信コンテンツに含ま
れるキーワード等が属性出力部８０２に渡される。このとき、保存指示部１００３は、受
信コンテンツ蓄積部１００２に蓄積された受信コンテンツに対応するキーワード（図１１
に示すキーワード１１０３）を属性出力部８０２に渡す。このキーワード等は、受信コン
テンツを決定する際に属性情報として利用される。
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【００９７】
　保存指示部１００３から受信コンテンツ蓄積部１００２に出力される指示は、操作入力
部１００４に対する利用者の操作入力に応じて出力される。すなわち、利用者は、操作入
力部１００４を通じて再生された受信コンテンツが必要か否かを指示することができる。
【００９８】
　本端末装置１００１において、蓄積コンテンツの合間に再生された受信コンテンツを保
存又は削除する処理手順の一例について図１２を用いて説明する。図１２は、本端末装置
１００１において、蓄積コンテンツの合間に再生された受信コンテンツを保存又は削除す
る処理手順の一例を示す図である。
【００９９】
　図１２に示す例では、本端末装置１００１は、まず、再生部１０９で蓄積部１０３に蓄
積された楽曲データ１（楽曲１）を再生する（ＳＴ１２０１）。楽曲１が再生されている
間にコンテンツ受信部１０７は、位置検出部１０４が検出した現在位置及び利用者の嗜好
を示すキーワード等の属性情報に基づき受信コンテンツ決定部１０６が決定した位置関連
コンテンツを情報１として受信している。そして、この情報１が、再生部１０９で楽曲１
の再生が終了した後に再生される（ＳＴ１２０２）。
【０１００】
　利用者がこの情報１に関心を示した場合には、情報１が再生されている間、あるいは、
再生の直後に、利用者は、操作入力部１００４を通じて保存指示部１００３から保存指示
を受信コンテンツ蓄積部１００２に出力することができる。これにより、情報１は、受信
コンテンツ蓄積部１００２に保存される。しかし、図１２に示す例では、利用者からの操
作入力がない場合について示している。すなわち、利用者は、この情報１に関心を示さな
かった場合である。この場合、情報１は、利用者にとって不要な情報と判断され、任意の
時間が経過した後に削除される（ＳＴ１２０３）。
【０１０１】
　一方、情報１の再生が終了した後、続いて蓄積部１０３に蓄積された楽曲データ２（楽
曲２）が再生される（ＳＴ１２０４）。楽曲２が再生されている間に、情報１を受信した
のと同様の要領で情報２が受信される。そして、楽曲２の再生が終了した後、この情報２
が再生される（ＳＴ１２０５）。
【０１０２】
　図１２に示す例では、情報２は、利用者にとって関心のある情報であるものとしている
。このため、利用者は、情報２が再生されている間、あるいは、再生の直後に操作入力部
１００４を通じて保存指示を受信コンテンツ蓄積部１００２に出力している（ＳＴ１２０
６）。この場合、情報２は、利用者にとって必要な情報と判断され、受信コンテンツ蓄積
部１００２に保存される（ＳＴ１２０７）。
【０１０３】
　なお、操作入力部１００４に対する利用者の操作は、簡単な操作であることが望ましい
。例えば、専用のボタンを設け、そのボタンを押すだけで保存指示がされることが望まし
い。
【０１０４】
　ここで、保存した位置関連コンテンツの利用形態について説明する。ここでは、位置関
連コンテンツが文書情報と音声情報とが組み合わされた情報であるものとする。文書情報
は、例えば、ＨＴＭＬで記述された文書のほか、ＪＰＥＧフォーマットやＰＮＧフォーマ
ットでの静止画像である。文書情報の例としては、商店の商品情報などの広告が考えられ
る。その広告には、商店に提示することにより割引などの特典を受けることのできるクー
ポン情報、点数に応じて割引額が決まるポイント情報又は点数に応じて物品やサービスの
購入ができる電子マネーを含ませることも考えられる。一方、音声情報の例としては、商
店の音声による広告が考えられる。
【０１０５】
　図１２に示す例では、蓄積コンテンツとしての楽曲データが再生されているので、情報
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１や情報２としては、文書情報及び音声情報のうち音声情報のみが再生されているものと
する。利用者は、蓄積コンテンツ（楽曲データ）を再生している間に再生された情報２の
音声情報に関心を示し、保存指示を入力している。
【０１０６】
　このとき、受信コンテンツ蓄積部１００２には音声情報と共に文書情報も蓄積される。
これにより、利用者は、保存しておいた情報２の音声情報を参照することで、その音声情
報と共に文書情報をも再生することができる。この結果、利用者は、関心のある商店につ
いての詳細な広告情報や特典が受けられるクーポン情報などを再生部１０９で再生するこ
とができる。
【０１０７】
　ここで、特典が受けられるクーポン情報の利用形態について説明する。この場合、利用
者は、再生部１０９でこのクーポン情報を表示した状態で商店の管理者に提示することが
考えられる。これにより、利用者は、クーポン情報が示す割引き等の特典を受けることが
できる。しかし、これに限定されず、クーポン情報を提示する手法であれば、どのような
手法を用いてもよい。例えば、本端末装置１００１から無線通信等により外部のプリンタ
等にクーポン情報を出力し、出力したクーポン情報を提示することも考えられる。
【０１０８】
　このように本実施の形態の端末装置１００１によれば、蓄積コンテンツの間に再生され
た受信コンテンツの中から必要な情報のみを保存しておくことができる。そして、保存し
ておいた受信コンテンツについては、例えば、蓄積コンテンツの再生を終えた後に参照す
ることで、蓄積コンテンツを視聴しながらも、利用者の嗜好に適合した情報であって本端
末装置１００１の現在位置に関する有用な情報を入手することができ、その情報の詳細や
特典などを受けることができる。
【０１０９】
　（実施の形態４）
　実施の形態１～３に係る端末装置においては、コンテンツ受信部１０７がコンテンツサ
ーバ１０１から装置本体の位置に関連するコンテンツを受信するのに対し、実施の形態４
に係る端末装置１３０１は、コンテンツ放送サーバ１３０２から放送される放送コンテン
ツを受信する点で相違する。
【０１１０】
　図１３は、実施の形態４に係る端末装置１３０１を備えた情報再生システムの構成図で
ある。図１３に示すように、実施の形態４に係る端末装置１３０１は、蓄積部１０３、再
生部１０９に加え、コンテンツ受信部１３０３及び再生制御部１３０４を備える点におい
て実施の形態１～３に係る端末装置と相違する。なお、図１３において、図１と同一の構
成については、同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１１１】
　コンテンツ受信部１３０３は、コンテンツ放送サーバ１３０２から放送コンテンツを受
信する。なお、放送媒体は電波のほか、赤外線などの無線伝送媒体、または有線伝送媒体
である。また、放送手段としては、ＴＶ放送やラジオ放送などの放送波を用いてもよいし
、インターネットプロトコルを用いたブロードキャストやマルチキャストを用いてもよい
。
【０１１２】
　再生制御部１３０４は、コンテンツ受信部１３０３が受信した放送コンテンツと、蓄積
部１０３に蓄積された蓄積コンテンツとを切り替えて再生する。より具体的には、コンテ
ンツ受信部１３０３が放送コンテンツを受信できる場合には当該放送コンテンツを再生す
る一方、受信できない場合には蓄積部１０３が蓄積する蓄積コンテンツを再生する。
【０１１３】
　コンテンツ受信部１３０３が放送コンテンツを受信できるかどうかの判断としては、例
えば、放送コンテンツを受信中に第１の設定時間以上、電波強度、ビットエラー率などの
回線品質が第１の設定値を下回った場合を「受信できなくなった」と判断し、放送コンテ
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ンツが受信できない状態のときに第２の設定時間以上回線品質が第２の設定値を上回った
場合を「受信できるようになった」と判断する、などが考えられる。第１及び第２の設定
時間、第１及び第２の設定値はそれぞれ、等しくても異なっていてもよい。第１及び第２
の設定時間を例えば数秒程度以上に設定することにより、一瞬電波が途切れたなどの状況
で短時間のうちに再生の切り替えが頻繁に発生することを防ぐことができる。
【０１１４】
　このように本実施の形態の端末装置１３０１によれば、再生制御部１３０４は、コンテ
ンツ受信部１３０３が放送コンテンツを受信できる場合には当該放送コンテンツを再生部
１０９で再生する一方、受信できない場合には蓄積部１０３が蓄積する蓄積コンテンツを
再生する。このため、コンテンツ放送サーバ１３０２から受信した放送コンテンツを再生
している場合において、放送コンテンツを受信できない事態を発生した場合においても、
蓄積コンテンツをその代替コンテンツとして再生することができる。この結果、コンテン
ツの再生が中断される事態を確実に回避することができる。
【０１１５】
　（実施の形態５）
　実施の形態４に係る端末装置１３０１においては、コンテンツ放送サーバ１３０２から
放送された放送コンテンツを無差別に受信するのに対し、実施の形態５に係る端末装置１
４０１は、コンテンツ放送サーバ１３０２から放送される放送コンテンツを選択すること
ができる点で相違する。
【０１１６】
　図１４は、実施の形態５に係る端末装置１４０１を備えた情報再生システムの構成図で
ある。図１４に示すように、実施の形態５に係る端末装置１４０１は、位置検出部１０４
、属性出力部８０２、受信コンテンツ決定部１４０２、コンテンツリスト管理部１４０３
及び受信コンテンツ蓄積部１４０４を備える点で実施の形態４に係る端末装置１３０１と
相違する。なお、図１４において、図１、図８及び図１３と同一の構成については、同一
の符号を付してその説明を省略する。
【０１１７】
　受信コンテンツ決定部１４０２は、位置検出部１０４及び属性出力部８０２の少なくと
も一方から、装置本体の現在の位置情報及び利用者の属性情報の少なくとも一方を取得す
る。そして、コンテンツリスト管理部１４０３で管理されるコンテンツリストに基づきコ
ンテンツ受信部１３０３で受信する放送コンテンツを選択する。
【０１１８】
　なお、コンテンツリスト管理部１４０３が管理するコンテンツリストにおいては、例え
ば、放送コンテンツが放送されるチャンネル情報及び時刻情報など受信する放送コンテン
ツが特定できる情報が登録されている。
【０１１９】
　受信コンテンツ蓄積部１４０４には、コンテンツ受信部１３０３が受信した放送コンテ
ンツが必要に応じて蓄積される。受信コンテンツ蓄積部１４０４への放送コンテンツの蓄
積は、再生制御部１３０４により制御される。再生制御部１３０４は、コンテンツ受信部
１３０３が受信した放送コンテンツをそのまま再生部１０９で再生する一方、受信コンテ
ンツ蓄積部１４０４に一旦蓄積した後、その放送コンテンツを再生部１０９で再生する。
【０１２０】
　以下、本実施の形態に係る端末装置１４０１において、再生制御部１３０４が再生部１
０９に再生させる各種コンテンツの具体例について説明する。例えば、再生制御部１３０
４は、コンテンツ受信部１３０３で放送コンテンツを受信している場合には受信した放送
コンテンツを再生させ、コンテンツ受信部１３０３で放送コンテンツを受信できない場合
には受信コンテンツ蓄積部１４０４に蓄積された放送コンテンツを再生させ、いずれも再
生できない場合には蓄積部１０３に蓄積された蓄積コンテンツを再生させることが考えら
れる。このようにコンテンツの再生を制御した場合には、放送コンテンツを受信できない
場合においても、受信コンテンツ蓄積部１４０４に蓄積された放送コンテンツ又は蓄積部
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１０３に蓄積された蓄積コンテンツを再生することによってコンテンツの再生の中断を回
避することができる。
【０１２１】
　また、再生制御部１３０４は、蓄積部１０３に蓄積された蓄積コンテンツを再生させ、
その合間に受信コンテンツ蓄積部１４０４に蓄積された放送コンテンツを再生させること
が考えられる。このようにコンテンツの再生を制御した場合には、音楽コンテンツの曲の
終わりや映像コンテンツのチャプターの終わりなどを検出してその合間に蓄積済みの放送
コンテンツを再生することができる。これにより、利用者は蓄積コンテンツを視聴しなが
ら位置や属性に応じた最新の放送コンテンツを視聴することができる。
【０１２２】
　このように本実施の形態の端末装置１４０１によれば、再生制御部１３０４が、コンテ
ンツ受信部１３０３で受信している放送コンテンツ、受信コンテンツ蓄積部１４０４に蓄
積された放送コンテンツ、あるいは蓄積部１０３に蓄積された蓄積コンテンツを任意に選
択して再生部１０９に再生させることができる。このため、現在、再生しているコンテン
ツの受信状況や蓄積状況に応じて再生するコンテンツを切り替えることができる。この結
果、コンテンツの再生が中断される事態を確実に回避することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明にかかる端末装置及び情報再生方法は、放送や通信で受信するコンテンツと蓄積
媒体に蓄積された蓄積コンテンツとを、放送や通信の受信状況に応じて切り替えて再生す
ることができ、たとえば移動端末や情報再生装置等に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る端末装置を備えた情報再生システムの構成図
【図２】コンテンツリストのデータ構造の例を示す図
【図３】図２に示されるコンテンツリストをＸＭＬによって表現した例を示す図
【図４】実施の形態１に係る端末装置における蓄積コンテンツ及び受信したコンテンツの
再生手順の一例を示す図
【図５】実施の形態１に係る端末装置の変形例を備えた情報再生システムの構成図
【図６】実施の形態１に係る端末装置における放送コンテンツ及び受信したコンテンツの
再生手順の一例を示す図
【図７】実施の形態１に係る端末装置において、受信コンテンツが再生されるであろう時
刻を予測する場合の受信コンテンツ決定部の動作を説明するためのフロー図
【図８】本発明の実施の形態２に係る端末装置を備えた情報再生システムの構成図
【図９】実施の形態２に係る端末装置のコンテンツリスト管理部が管理するコンテンツリ
ストのデータ構造の一例を示す図
【図１０】本発明の実施の形態３に係る端末装置を備えた情報再生システムの構成図
【図１１】実施の形態３に係る端末装置の受信コンテンツ蓄積部に蓄積された受信コンテ
ンツの一例を示す図
【図１２】実施の形態３に係る端末装置において、蓄積コンテンツの合間に再生された位
置関連コンテンツを保存又は削除する処理手順の一例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態４に係る端末装置を備えた情報再生システムの構成図
【図１４】本発明の実施の形態５に係る端末装置を備えた情報再生システムの構成図
【符号の説明】
【０１２５】
　１０１　コンテンツサーバ
　１０２，８０１，１００１、１３０１，１４０１　端末装置
　１０３　蓄積部
　１０４　位置検出部
　１０５　コンテンツリスト管理部
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　１０６　受信コンテンツ決定部
　１０７　コンテンツ受信部
　１０８　再生制御部
　１０９　再生部
　１１０　放送受信部
　８０２　属性出力部
　１００２　受信コンテンツ蓄積部
　１００３　保存指示部
　１００４　操作入力部
　１３０２　コンテンツ放送サーバ
　１３０３　コンテンツ受信部
　１３０４　再生制御部
　１４０２　受信コンテンツ決定部
　１４０３　コンテンツリスト管理部
　１４０４　受信コンテンツ蓄積部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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