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(57)【要約】
【課題】ネットワークを通じて、記録媒体に記録されて
いないコンテンツを取得する場合に、当該コンテンツを
全て取得することが出来る情報再生装置を提供する。
【解決手段】「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能が実行されて、追
加コンテンツがダウンロードされている間に、ローカル
・ストレージ１５の空き容量が、予め設定された閾値未
満となった場合は、表示部Ｄに旧コンテンツ削除画面が
表示される。使用者によって、旧コンテンツの削除が実
行され、ローカル・ストレージ１５の空き容量が閾値以
上になると、表示部Ｄに表示された旧コンテンツ削除画
面が、自動的に消去される。旧コンテンツの削除を、追
加コンテンツのダウンロードが完了するまで行うことで
、全ての追加コンテンツを最後まで取得する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録されていないコンテンツを、ネットワークを通じて取得し、取得した前
記コンテンツを、機器に設けられた格納部に格納する情報再生装置において、
　前記コンテンツの取得中に、前記格納部の空き容量が予め設定された閾値未満となった
場合に、既存のコンテンツの削除を促す画面を表示部に表示させ、
　前記画面の表示後、既存のコンテンツが削除されて、前記格納部の空き容量が前記閾値
以上となった場合にのみ、当該画面を自動的に消去し、
　前記既存のコンテンツの削除により、全てのコンテンツを最後まで取得することを特徴
とする情報再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報再生装置において、
　前記画面が表示されている間、前記コンテンツの取得を継続することを特徴とする情報
再生装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報再生装置において、
　前記画面が表示されている間、前記コンテンツの取得を中断することを特徴とする情報
再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを通じて、記録媒体に記録されていないコンテンツを取得する
情報再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ディスクなどの記録媒体に記録された情報を再生する情報再生装置において、
ネットワークを通じて、記録媒体に記録されていないコンテンツを取得した後、当該コン
テンツを再生する機能が普及し始めている。
【０００３】
　このような機能として、例えば、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」がある。「ＢＤ－ＬＩＶＥ」とは
、インターネット等のネットワークに接続された情報装置を用いて、ＢＤ（Blu-ray（登
録商標） Disc）メディアに記録されていないコンテンツを、特定のサーバーから当該ネ
ットワークを通じてダウンロードし、再生する機能である。尚、以下においては、「ＢＤ
－ＬＩＶＥ」機能の実行によって新たに取得されるコンテンツを、「追加コンテンツ」と
記載する。
【０００４】
　追加コンテンツとしては、例えば、最新の広告映像や、当該ＢＤメディアに記録されて
いる情報などに関する特典映像などがある。また、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能のその他の用
途としては、対戦型ゲームやチャット等のインタラクティブ・コンテンツの配信や、アン
ケート調査、視聴ログのデータ解析などが考えられている。
【０００５】
　このため、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能に対応した情報再生装置には、「ＢＤ－Ｊ（Blu-ra
y Disc Java）」と呼ばれるＪＡＶＡ（登録商標）プログラムに基づくアプリケーション
ソフトが搭載されており、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能に対応したＢＤメディアには、当該Ｂ
Ｄ－Ｊによって起動されるＪＡＶＡコンテンツが、映像や音声等のコンテンツと一緒に記
録されている。
【０００６】
　また、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能が実行された場合、取得された追加コンテンツは、情報
再生装置のローカル・ストレージに記憶される。尚、情報再生装置がＢＤプレーヤである
場合、上述したローカル・ストレージは、例えば、当該ＢＤプレーヤに接続されるＳＤ（
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Secure Digital）カード等である。情報再生装置がＢＤレコーダである場合、上述したロ
ーカル・ストレージは、例えば、当該ＢＤレコーダに搭載されたＨＤＤ（Hard Disc Driv
e）等である。
【０００７】
　ここで、上述した「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能の実行時においては、ローカル・ストレージ
の空き容量が、取得する追加コンテンツのデータ量よりも小さい場合は、当該追加コンテ
ンツを途中までしかダウンロードすることが出来ない。つまり、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能
を実行しても、追加コンテンツを正常に再生することが出来ない。
【０００８】
　後掲の特許文献１～５には、記録媒体にデータを記録する場合において、当該記録媒体
の空き容量が不足していても、当該データを記録出来るプログラムや、記録装置などが記
載されている。
【０００９】
　詳しくは、特許文献１では、データの書き込みに必要な空領域が、ポータブル記憶デバ
イスにあるか否かを判定し、当該判定の結果、データの書き込みに必要な空領域がない場
合は、ポータブル記憶デバイスが記憶する実データを、ネットワークを介して接続された
リモートコンピュータが管理する記憶装置に保存すると共に、実データのサイズを小さく
して作成したメタデータを、当該実データと置き換えて必要な空領域を生成する記憶デバ
イス管理プログラムが開示されている。
【００１０】
　特許文献２では、メモリカードの空き容量が、所定の閾値以下になると、フラッシュメ
モリの空き容量を検証し、検証の結果、フラッシュメモリに空き容量がある場合は、当該
空き容量が、メモリカードに記録されているデータの容量よりも小さいか否かを検証し、
メモリカードに記録されているデータの容量が、フラッシュメモリの空き容量よりも小さ
い場合は、当該データの全てをフラッシュメモリに移動し、メモリカードに記録されてい
るデータの容量が、フラッシュメモリの空き容量よりも大きい場合は、フラッシュメモリ
の空き容量と同等の容量のデータ、つまり、メモリカードに記録されているデータの一部
をフラッシュメモリに移動する記録装置およびそのプログラムが開示されている。
【００１１】
　特許文献３では、既に所有しているＩＣカードに、新たなアプリケーションを追加する
場合において、当該ＩＣカードのメモリの空き容量が、追加するアプリケーションの容量
より小さい時は、ＩＣカードに既に記録されているアプリケーションを、当該ＩＣカード
にデータを書き込むＩＣカードリーダライタに読み込ませた後、当該アプリケーションを
削除して、ＩＣカードのメモリの空き容量を大きくするアプリケーション追加システムが
開示されている。
【００１２】
　特許文献４では、メモリのコンテンツ領域に書き込もうとしている配信コンテンツのサ
イズが、当該コンテンツ領域の残り容量を超える場合は、コンテンツの配信に先立って、
メモリカードに既に記録されているコンテンツを削除するコンテンツ配信システムが開示
されている。
【００１３】
　特許文献５では、ダウンロードコンテンツを受信するインターネット端末やデジタル放
送受信機において、当該端末や受信機に接続されたメモリカードにダウンロードすること
が出来るコンテンツの残数や残容量に関する情報と、受信したコンテンツ情報を比較処理
し、当該処理結果に応じてコンテンツのダウンロードが実行出来るか否かを制御するダウ
ンロードシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００７－２４９４１４号公報
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【特許文献２】特開２００７－０４８１７３号公報
【特許文献３】特開２００３－３０８４９８号公報
【特許文献４】特開２００２－０４１８１９号公報
【特許文献５】特開２００１－３４４２１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、特許文献１～３に開示されている技術では、既に記憶されているコンテ
ンツを、別の記憶装置へ移動させなければならない。特許文献４に開示されている技術で
は、削除するコンテンツを選択出来ない。特許文献５に開示されている技術では、ローカ
ル・ストレージの空き容量を超えない分だけのコンテンツしかダウンロード出来ない。
【００１６】
　本発明は、上述した問題点に鑑み、ネットワークを通じて、記録媒体に記録されていな
いコンテンツを取得する場合に、当該コンテンツを全て取得することが出来る情報再生装
置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】
【００１７】
　本発明に係る情報再生装置は、記録媒体に記録されていないコンテンツを、ネットワー
クを通じて取得し、取得したコンテンツを、機器に設けられた格納部に格納する情報再生
装置であって、コンテンツの取得中に、格納部の空き容量が予め設定された閾値未満とな
った場合に、既存のコンテンツの削除を促す画面を表示部に表示させ、当該画面の表示後
、既存のコンテンツが削除されて、格納部の空き容量が閾値以上となった場合にのみ、当
該画面を自動的に消去する。そして、上述した既存のコンテンツの削除によって、全ての
コンテンツを最後まで取得するようにしている。
【００１８】
　このように構成したことで、ネットワークを通じて、記録媒体に記録されていないコン
テンツを取得している間に、当該コンテンツを格納する格納部の空き容量が少なくなった
としても、コンテンツを全て取得することが出来る。
【００１９】
　本発明の情報再生装置において、既存のコンテンツの削除を促す画面が表示されている
間、コンテンツの取得を継続してもよい。
【００２０】
　このようにすることで、全てのコンテンツを取得するまでの時間を短縮することが出来
る。
【００２１】
　本発明の情報再生装置において、既存のコンテンツの削除を促す画面が表示されている
間、前記コンテンツの取得を中断してもよい。
【００２２】
　このようにすることで、情報再生装置にかかる負荷を軽減することが出来る。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、ネットワークを通じて、記録媒体に記録されていないコンテンツを取
得している間に、当該コンテンツを格納する格納部の空き容量が少なくなったとしても、
コンテンツを全て取得することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】ＢＤプレーヤを示したブロック図である。
【図２】ネットワークを通じて、ＢＤメディアに記録されていないコンテンツを取得する
場合の動作を示したフローチャートである。
【図３】ＢＤメディアの再生に伴って表示される画面の一例を示した図である。
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【図４】ローカル・ストレージの空き容量を増やすために表示される画面の一例を示した
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態につき、図面を参照しながら説明する。尚、以下の図では、同
一部分または対応する部分に同一符号を付してある。
【００２６】
　図１は、本発明の実施形態であるＢＤ（Blu-ray（登録商標） Disc）プレーヤ１００の
構成を示したブロック図である。
【００２７】
　図１のＢＤプレーヤ１００において、制御部１１は、例えば、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）から構成されており、ＢＤプレーヤ１００の各部を制御する。
【００２８】
　操作部１２は、例えば、ＢＤプレーヤ１００のフロントパネルに設けられたボタン部（
図示省略）や、ＢＤプレーヤ１００を遠隔操作するためのリモート・コントロール装置（
図示省略）および、当該リモート・コントロール装置から送信される赤外線信号を受信す
るためにＢＤプレーヤ１００のフロントパネルに設けられた受光部（図示省略）から構成
されている。
【００２９】
　記憶部１３は、例えば、ＲＯＭ（Read　Only Memory）から構成されており、制御部１
１で実行される制御プログラム等が記憶されている。本実施形態において、ＢＤプレーヤ
１００は、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能に対応しているため、記憶部１３には、前述したＪＡ
ＶＡプログラム「ＢＤ－Ｊ」が記憶されている。
【００３０】
　光学メディア再生部１４は、例えば、ＢＤ／ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）／ＣＤ
（Compact Disc）等の光学メディアの再生が可能な光学ドライブから構成されている。Ｂ
Ｄメディア２００は、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能に対応したＢＤメディアである。このため
、ＢＤメディア２００には、ＢＤ－Ｊによって起動されるＪＡＶＡコンテンツが、他のコ
ンテンツ（映像や音声）と共に記録されている。また、ＢＤメディア２００は、本発明に
おける記録媒体の一例である。
【００３１】
　ローカル・ストレージ１５は、例えば、ＳＤ（Secure　Digital）カードおよび当該Ｓ
Ｄカードを接続するためのカード・インターフェイスから構成されている。また、ローカ
ル・ストレージ１５は、本発明における格納部の一例である。
【００３２】
　ネットワーク・デバイス１６は、例えば、ＬＡＮ（Local　Area Network）ポートから
構成されている。ネットワーク・デバイス１６には、図中の一点鎖線で示されるＬＡＮケ
ーブルが接続される。
【００３３】
　サーバーＳは、ネットワークＮを通じて、ＢＤプレーヤ１００に様々なコンテンツを提
供する。ネットワークＮは、所謂、インターネット回線である。
【００３４】
　映像信号出力部１７は、光学メディア再生部１４等で再生された映像信号を、表示部Ｄ
に出力する。表示部Ｄは、例えば、ＢＤプレーヤ１００に接続されるＬＣＤ（Liquid Cry
stal Display）を備えたモニタである。
【００３５】
　音声信号出力部１８は、光学メディア再生部１４等で再生された音声信号を、図示しな
いスピーカに出力する。
【００３６】
　以上のような構成からなるＢＤプレーヤ１００においては、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能を
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実行した場合、図２のフローチャートで示される所定の動作が実行される。
【００３７】
　詳しくは、図２のステップＳ１では、使用者によって操作部１２（図１）が操作され、
光学メディア再生部１４（図１）において、ＢＤメディア２００（図１）の再生が開始さ
れる。
【００３８】
　ステップＳ２では、ステップＳ１におけるＢＤメディア２００の再生に伴って、例えば
、図３の２０に示すようなメニュー画面が、表示部Ｄに表示される。図３のメニュー画面
２０において、２１に示す「本編再生」は、ＢＤメディア２００に記録されている映像（
例えば、映画）を再生するための項目である。２２に示す「設定」は、当該動画の視聴に
関する各種設定（例えば、言語設定や字幕設定）を行うための項目である。２３に示す「
ＢＤ－ＬＩＶＥ」は、上述した「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能、つまり、ＢＤメディア２００に
記録されていないコンテンツのダウンロードを実行するための項目である。以下において
は、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能の実行によって新たに取得されるコンテンツを、「追加コン
テンツ」と記載する。
【００３９】
　図２に戻って、ステップＳ３では、使用者によって操作部１２が操作されて、メニュー
画面２０（図３）上の項目２３が選択され、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能が実行される。これ
により、追加コンテンツのダウンロードが開始される。ダウンロードされた追加コンテン
ツは、ローカル・ストレージ１５（図１）へ格納される。
【００４０】
　ステップＳ４では、制御部１１（図１）によって、ローカル・ストレージ１５の空き容
量が、予め設定された閾値（例えば、「１０ＭＢ（メガバイト）」）未満であるか否かが
検証され、当該検証の結果、ローカル・ストレージ１５の空き容量が、閾値未満である場
合（ステップＳ４：ＹＥＳ）は、ステップＳ５へ進み、閾値未満でない場合（ステップＳ
４：ＮＯ）は、ステップＳ９へ進む。尚、当該ステップＳ４以降ステップＳ８までは、ス
テップＳ３で開始された追加コンテンツのダウンロードが継続される。
【００４１】
　ステップＳ５では、ステップＳ４での検証結果に基づき、例えば、図４の３０に示すよ
うな旧コンテンツ削除画面が、表示部Ｄに表示される。図４の旧コンテンツ削除画面３０
において、３１に示す項目は、ローカル・ストレージ１５（図１）の空き容量を示してい
る。３２に示す日付は、ローカル・ストレージ１５に記憶されている旧コンテンツの取得
日を示している。ここで、旧コンテンツは、本発明における既存のコンテンツと同義であ
る。３３に示すボックスは、ローカル・ストレージ１５から削除する旧コンテンツを選択
する際に用いられる。３４に示すボタンは、旧コンテンツの削除を実行する際に用いられ
る。つまり、旧コンテンツ削除画面３０は、既存のコンテンツの削除を促し、ローカル・
ストレージ１５の空き容量を増やすために表示される画面である。
【００４２】
　ステップＳ６では、使用者によって操作部１２が操作され、旧コンテンツの削除が実行
される。この場合、使用者は、操作部１２を操作して、図４の旧コンテンツ削除画面３０
上で、削除する旧コンテンツに対応するボックス３３を選択する。そして、操作部１２を
操作してボタン３４を押し、選択したボックス３３に対応する日付３２の旧コンテンツを
削除する。これによって、ローカル・ストレージ１５の空き容量が増加する。
【００４３】
　ステップＳ７では、再度、制御部１１によって、ローカル・ストレージ１５の空き容量
が、予め設定された閾値（例えば、１０ＭＢ）以上であるか否かが検証され、当該検証の
結果、ローカル・ストレージ１５の空き容量が、閾値以上である場合（ステップＳ７：Ｙ
ＥＳ）は、ステップＳ８へ進み、閾値以上でない場合（ステップＳ７：ＮＯ）は、ステッ
プＳ６の直前に戻る。
【００４４】
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　ステップＳ８では、ステップＳ７での検証結果に基づき、ステップＳ５において表示部
Ｄに表示された旧コンテンツ削除画面３０が、自動的に消去される。旧コンテンツ削除画
面３０が消去された後は、ステップＳ９へ進む。
【００４５】
　ステップＳ９では、制御部１１の制御の下、追加コンテンツのダウンロードが終了した
か否かが検証され、当該検証の結果、ダウンロードが終了している場合（ステップＳ９：
ＹＥＳ）は、本フローチャートを終了し、ダウンロードが終了していない場合（ステップ
Ｓ９：ＮＯ）は、ステップＳ４の直前に戻る。尚、ステップＳ９においても、追加コンテ
ンツのダウンロードが終了していない場合、つまり、ステップＳ９が「ＮＯ」である場合
、ステップＳ３で開始された追加コンテンツのダウンロードは継続されている。
【００４６】
　このように、上述した実施形態においては、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能が実行されて、追
加コンテンツがダウンロードされている間に、ローカル・ストレージ１５の空き容量が、
予め設定された閾値未満となった場合は、表示部Ｄに旧コンテンツ削除画面３０が表示さ
れる。この場合、使用者によって操作部１２が操作され、旧コンテンツ削除画面３０から
、削除する旧コンテンツに対応するボックス３３が選択された後、ボタン３４が押されて
、選択したボックス３３に対応する日付３２の旧コンテンツが削除される。尚、旧コンテ
ンツの削除後、ローカル・ストレージ１５の空き容量が、未だ閾値未満である場合は、再
度、旧コンテンツの削除が実行される。そして、ローカル・ストレージ１５の空き容量が
、閾値以上になると、表示部Ｄに表示された旧コンテンツ削除画面３０が、自動的に消去
される。以上のような旧コンテンツの削除を、追加コンテンツのダウンロードが完了する
まで行うことによって、全ての追加コンテンツが最後まで取得されるので、当該追加コン
テンツを正常に再生することが出来る。
【００４７】
　本発明では、以上述べた以外にも種々の実施形態を採用することができる。例えば、上
記実施形態では、記憶部１３に、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能を実行するためのＪＡＶＡプロ
グラム「ＢＤ－Ｊ」を記憶し、ＢＤメディア２００に、ＢＤ－Ｊによって起動されるＪＡ
ＶＡコンテンツを記録して、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能を実行し、サーバーＳからＢＤメデ
ィア２００に記録されていない追加コンテンツをダウンロードしたが、これに限定されな
い。つまり、「ＢＤ－ＬＩＶＥ」機能のように、記録媒体に記録されていないコンテンツ
を、ネットワークを通じて取得する技術であれば、当該技術を実行するための記録媒体／
情報再生装置／プログラムの種類は問わない。
【００４８】
　また、上記実施形態においては、情報再生装置をＢＤプレーヤ１００としたが、これに
限られず、ＢＤレコーダなど、その他の情報再生装置であってもよい。
【００４９】
　また、上記実施形態においては、ローカル・ストレージ１５を、ＳＤ（Secure Digital
）カードおよび当該ＳＤカードを接続するためのカード・インターフェイスから構成した
が、これに限られず、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）など、その他の記憶装置を設けて、追
加コンテンツを保存しても良い。
【００５０】
　また、上記実施形態においては、図２のステップＳ４において検証されるローカル・ス
トレージ１５の空き容量の閾値を１０ＭＢとしたが、これに限られず、任意の容量を設定
しても良い。
【００５１】
　また、上記実施形態においては、図２のステップＳ５において表示される旧コンテンツ
削除画面３０において、旧コンテンツの取得日（日付３２）を表示したが、これに限られ
ず、当該コンテンツ取得時において再生されたＢＤメディア２００のタイトル名などを表
示しても良い。
【００５２】
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　また、上記実施形態においては、旧コンテンツ削除画面３０の表示中においても、追加
コンテンツのダウンロードを継続したが、これに限られず、旧コンテンツ削除画面３０が
表示されている間は、ダウンロードを中断し、旧コンテンツ削除画面３０が自動消去され
たことに伴って、ダウンロードを再開しても良い。この場合は、ステップＳ４とステップ
Ｓ５の間に、「ダウンロードを中断する」ステップが追加され、また、ステップＳ８とス
テップＳ９の間に、「ダウンロードを再開する」ステップが追加される。
【００５３】
　さらに、上記実施形態においては、表示部Ｄを、ＢＤプレーヤ１００に接続されるＬＣ
Ｄ（Liquid Crystal Display）を備えたモニタとしたが、これに限られず、ＢＤプレーヤ
１００自体に有機ＥＬ（Electroluminescence）等から構成されるディスプレイを設けて
も良い。
【符号の説明】
【００５４】
      １１　　制御部
      １２　　操作部
      １３　　記憶部
　　　１４　　光学メディア再生部
　　　１５　　ローカル・ストレージ
　　　１６　　ネットワーク・デバイス
　　　１７　　映像信号出力部
　　　３０　　旧コンテンツ削除画面
　　　１００　ＢＤプレーヤ
　　　２００　ＢＤメディア
　　　Ｎ　　　ネットワーク
　　　Ｓ　　　サーバー
　　　Ｄ　　　表示部
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