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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操作制御部により制
御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、上記表示再生部及び上記操
作制御部においてコンテンツの映像を表示及び音声を再生するコンテンツ表示再生システ
ムにおいて、
　上記操作制御部は、
　上記コンテンツ供給部から上記ネットワークを介してストリーミング配信されたコンテ
ンツの映像を表示及び音声を再生する操作制御部内表示再生部と、
　上記ネットワークに接続された表示再生部との間で上記コンテンツ供給部からのストリ
ーミング配信に対するコンテンツの表示再生が切り替えられるときに、上記操作制御部内
表示再生部又は上記ネットワーク接続された表示再生部に表示されている画像をビデオメ
モリに保持し、保持された画像を縮小又は拡大化しかつ表示位置を変更することによって
コンテンツの移動感を示すアニメーションを作成するアニメーション作成部と
　を有するコンテンツ表示再生システム。
【請求項２】
　上記操作制御部は、ユーザによる操作入力を受け付ける入力操作受付部と、上記入力操
作受付部によって受け付けた操作入力に応じて上記コンテンツを上記各部間で送受するた
めの操作制御信号を生成するコンテンツ送受信号生成部とを備え、上記操作制御部内表示
再生部には、上記コンテンツ送受信号生成部が上記入力操作受付部によって受け付けられ
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た、所望のコンテンツの選択操作、及び当該コンテンツの表示再生操作に基づいて生成し
た、選択操作制御信号、及び表示再生操作制御信号に応じて、所望のコンテンツを表示再
生させる請求項１記載のコンテンツ表示再生システム。
【請求項３】
　上記操作制御部は、上記操作制御部内表示再生部によって表示再生された所望のコンテ
ンツを上記ネットワークに接続された表示再生部に表示再生させる第１の切り替え操作が
上記入力受付操作部によって行われたときには、上記操作制御部内表示再生部によって切
り替え操作時に表示されていた画像を上記アニメーション作成部によりビデオメモリを用
いて縮小化し、かつ表示位置を上方向に変更しながら、上記コンテンツの移動感を示すア
ニメーションを上記操作制御部内表示再生部に表示する請求項２記載のコンテンツ表示再
生システム。
【請求項４】
　上記操作制御部は、上記ネットワーク接続された表示再生部に表示再生されているコン
テンツを上記操作制御部内表示再生部に表示再生させる第２の切り替え操作が上記入力受
付操作部によって行われたときには、上記ネットワーク接続された表示再生部によって切
り替え操作時に表示されていた画像を上記アニメーション作成部によりビデオメモリを用
いて縮小状態から徐々に拡大化し、かつ表示位置を表示部の上方向から中央方向に変更し
ながら、上記コンテンツの移動感を示すアニメーションを上記操作制御部内表示再生部に
表示する請求項２記載のコンテンツ表示再生システム。
【請求項５】
　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操作制御部により制
御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、上記表示再生部及び上記操
作制御部においてコンテンツの映像を表示及び音声を再生するコンテンツ表示再生方法に
おいて、
　コンピュータが、
　上記操作制御部の操作制御部内表示再生部により上記コンテンツ供給部から上記ネット
ワークを介してストリーミング配信されたコンテンツの映像を表示及び音声を再生し、上
記ネットワークに接続された表示再生部との間で上記コンテンツ供給部からのストリーミ
ング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えるときに、上記操作制御部内表示再生
部又は上記ネットワーク接続された表示再生部に表示されている画像をビデオメモリに保
持し、保持された画像を縮小又は拡大化しかつ表示位置を変更することによってコンテン
ツの移動感を示すアニメーションを作成する
　コンテンツ表示再生方法。
【請求項６】
　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操作制御部により制
御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、上記表示再生部及び上記操
作制御部においてコンテンツの映像を表示及び音声を再生するコンテンツ表示再生プログ
ラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、
　コンピュータに、
　上記操作制御部の操作制御部内表示再生部により上記コンテンツ供給部から上記ネット
ワークを介してストリーミング配信されたコンテンツの映像を表示及び音声を再生する機
能と、
　上記ネットワークに接続された表示再生部との間で上記コンテンツ供給部からのストリ
ーミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えるときに、上記操作制御部内表示
再生部又は上記ネットワーク接続された表示再生部に表示されている画像をビデオメモリ
に保持し、保持された画像を縮小又は拡大化しかつ表示位置を変更することによってアニ
メーションを作成する機能と
　を実現させるためのコンテンツ表示再生プログラムが記録されたコンピュータ読み取り
可能な記録媒体。
【請求項７】
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　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を制御し、各部間でコ
ンテンツを送受し、表示再生部及び自身においてコンテンツを表示再生する操作制御装置
において、
　ユーザによる操作入力を受け付ける入力操作受付部と、
　上記入力操作受付部によって受け付けた操作入力に応じて上記コンテンツを上記各部間
で送受するための操作制御信号を生成するコンテンツ送受信号生成部と、
　上記コンテンツ送受信号生成部が上記入力操作受付部によって受け付けられた、所望の
コンテンツの選択操作、及び当該コンテンツの表示再生操作に基づいて生成した、選択操
作制御信号、及び表示再生操作制御信号に応じて、所望のコンテンツを表示再生する操作
制御部内表示再生部と、
　上記ネットワークに接続された表示再生部との間で上記コンテンツ供給部からのストリ
ーミング配信に対するコンテンツの表示再生が切り替えられるときに、上記操作制御部内
表示再生部又は上記ネットワーク接続された表示再生部に表示されている画像をビデオメ
モリに保持し、保持された画像を縮小又は拡大化しかつ表示位置を変更することによって
コンテンツの移動感を示すアニメーションを作成するアニメーション作成部と
　を備える操作制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有線又は無線ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操
作を操作制御装置により制御し、上記操作制御装置を含めた各部間で映像情報を伝送し、
表示再生部及び上記操作制御装置において映像を表示するコンテンツ表示再生システム及
びコンテンツ表示再生方法に関する。また、上記コンテンツ表示再生方法に準じたコンテ
ンツ表示再生プログラムを記録した記録媒体に関する。さらに、上記コンテンツ表示再生
システムにあって、上記ネットワークを介してコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を
制御する操作制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、ＴＶ放送番組をビデオテープに録画するビデオレコーダの普及により、ＴＶ放送
番組をその放送時間ではない、自分の都合のよい時間に視聴するといういわゆる「タイム
シフト」という概念に基づく視聴スタイルが定着している。この視聴スタイルにより多く
のＴＶ放送番組が録画され、時間を置いて視聴されている。さらに、近年、録画メディア
がビデオテープからハードディスクに変わったことで、より多くの映像データを容量を気
にせず手軽にハードディスク（記憶装置）に保存することができるようになった。以下で
は、特に断らない限り、このようなハードディスクを用いたビデオレコーダのことをデジ
タルビデオレコーダ（Digital Video Recorder：ＤＶＲ）と記す。
【０００３】
　また、最近、ＡＶコンテンツサーバ（コンテンツ供給部）及び、ＣＲＴ、ＬＣＤ、プラ
ズマディスプレイ等の表示再生装置を、家庭内、事業所内、地域内さらにグローバルな地
域内に構成した有線又は無線ネットワークに接続した、コンテンツ表示再生システムが知
られるようになった。このコンテンツ表示再生システムでは、上記デジタルビデオレコー
ダをＡＶコンテンツサーバとして上記ネットワークに少なくとも１台接続していれば、例
えば録画したＴＶ放送番組を上記ネットワークを介し、上記ＡＶコンテンツサーバから離
れた場所において視聴することが可能である。
【０００４】
　ところで、従来、ＴＶ受像機において、画質の調整やタイマの設定などは、ＴＶ受像機
の遠隔操作装置、操作制御装置、或いはリモートコマンダ（以下、リモコンと略称する。
）のボタン操作等よって、ＴＶ受像機の表示画面に実行可能な処理を選択するためのメニ
ューを表示する。そして、使用者は、ＴＶ受像機のリモコンを用いて、目的とする処理を
選択し、表示画面に表示されるガイダンス表示などにしたがって、リモコンを操作するこ
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とにより、画質の調整やタイマの設定などの目的とする処理を行うことができるようにさ
れている。
【０００５】
　また、ＳＴＢ(Set-Top box) やＩＲＤ(Integrated Receiver Decoder)などと呼ばれる
衛星放送信号を受信する受信機などにおいては、ＥＰＧなどと呼ばれる電子番組ガイドな
どのデータ表示を、モニタ受像機の表示画面に表示するようにすることが行われている。
この場合には、使用者は、受信機のリモコンを用い、モニタ受像機の表示画面に表示され
ている電子番組ガイドに基づいて、視聴しようとする番組を選択することにより、受信機
の選局チャンネルを変えることができるようにされている。
【０００６】
　このように、ＴＶ受像機やＴＶ放送信号を受信する受信機においては、メニューやガイ
ダンス、あるいは、電子番組ガイドなどの情報表示と、リモコン操作とを組み合わせるこ
とによって、目的とする処理をわかりやすく比較的に簡単に実行させることができるよう
に工夫されている。
【０００７】
　しかし、前述のように、ＴＶ受像機やＳＴＢやＩＲＤに対して目的とする処理を行わせ
るために、メニューやガイダンスなどの必要な情報をＴＶ受像機などの表示画面に表示し
、この表示情報を見ながらリモコンを操作する方式では、リモコンに対する操作が繁雑に
なる場合がある。
【０００８】
　例えば、複数のメニューの中から目的とする処理を選択項目として含むメニューを表示
させるために、メニューのページ送りを複数回行わなければならなかったり、表示画面上
のカーソルを移動させるためにリモコンに対して頻繁に操作を行わなければならなかった
り、また、リモコンを通じて決定操作を行わなければならないなどの場合がある。
【０００９】
　また、ＴＶ受像機などのモニタ装置も、ＬＣＤなどを用いることによって、小型化、軽
量化が進み、持ち運びが可能で、使用者の手が届く位置で使用されるものも増えている。
このような場合には、ＴＶ受像機のリモコンは不用であるし、また、ＴＶ受像機に映像信
号や音声信号を供給する受信機などの外部入力装置のリモコンの存在が煩わしくなってし
まう。
【００１０】
　そこで、本件出願人は、表示装置を用いて、テレビ番組などの映像情報を観視したり、
音声情報を聴取したりすることができるとともに、表示装置の表示素子に表示される操作
用表示情報とタッチパネルなどの接触位置検出手段を通じて、表示装置に映像信号を供給
するベース装置やベース装置に接続される外部入力装置を遠隔操作することができるよう
にして、煩わしい操作を行うことなく、遠隔操作を行うことを可能にし、より使い勝手の
よいホームネットワークを構築することが可能な双方向通信システムを先に提案している
。このシステムによれば、表示装置の表示素子に表示される操作用表示情報とタッチパネ
ルなどの接触位置検出手段を通じて、ベース装置やベース装置に接続される外部入力装置
を遠隔操作することができ、所望の映像を簡単な選択して表示装置に表示することができ
るのである。
【００１１】
　さらに、本件出願人は、下記特許文献１にて、このような双方向通信システムを利用し
て、複数の表示装置にベース装置から映像信号を供給するに当たり、ユーザが指で画面を
なぞる操作により、映像機器間で映像の送受を行うことを可能にし、従来のリモコンのよ
うなボタン操作とは異なり、感覚的に切替えを行うことができるようにしたコンテンツ表
示再生システム及び映像表示制御装置を開示した。また、切り替え時には、切り替えを行
う画像を表示している。具体的には、可搬型表示装置のＬＣＤに設けたタッチパネル上で
ユーザが指を上方向にジェスチャ入力すると、可搬型表示装置に表示されていた映像Ａが
それまで映像Ｂを表示していた大型表示装置に表示されるスロウ機能が実行される。また
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、可搬型表示装置のＬＣＤに設けたタッチパネル上でユーザが指を下方向にジェスチャ入
力すると、大型表示装置に表示されていた映像Ｂがそれまで映像Ａを表示していた可搬型
表示装置に表示されるキャッチ機能が実行される。この映像の切り替わり時に、可搬型表
示装置において切り替えを示す画像を表示する。このように、下記特許文献１によって開
示されたスロウ／キャッチ機能により、複数の表示装置間での直感的な画面の切り替えが
可能となった。
【００１２】
【特許文献１】特開２００３－３３３３５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、上述したような、上記デジタルビデオレコーダをＡＶコンテンツサーバとし
て上記ネットワークに少なくとも１台接続したコンテンツ表示再生システムにおいて、上
記特許文献１で開示された、切り替え画像を伴ったスロウ／キャッチ機能を用いれば、上
記ＡＶコンテンツサーバに存在する映像データを上記可搬型表示装置や上記大型表示装置
の間で送受することは想到できる。しかし、上記切り替えを示す画像はあくまでも静止画
であり、表示装置間で動画が切り替わることを示すのを直感的に知らせるようなアニメー
ションによる画面の切り替わり動作が望まれている。
【００１４】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、スロウ／キャッチ操作に応じ、二つ
の画像表示装置において動画が切り替わるのを直感的にユーザに見せることのできるコン
テンツ表示再生システム、コンテンツ表示再生方法、コンテンツ表示再生プログラムを記
録した記録媒体、及び操作制御装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係るコンテンツ表示再生システムは、上記課題を解決するために、ネットワー
クに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操作制御部により制御し、上記操
作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、上記表示再生部及び上記操作制御部にお
いてコンテンツの映像を表示及び音声を再生するコンテンツ表示再生システムにおいて、
上記操作制御部は、上記コンテンツ供給部から上記ネットワークを介してストリーミング
配信されたコンテンツの映像を表示及び音声を再生する操作制御部内表示再生部と、上記
ネットワークに接続された表示再生部との間で上記コンテンツ供給部からのストリーミン
グ配信に対するコンテンツの表示再生が切り替えられるときに、上記操作制御部内表示再
生部又は上記ネットワーク接続された表示再生部に表示されている画像をビデオメモリに
保持し、保持された画像を縮小又は拡大化しかつ表示位置を変更することによってコンテ
ンツの移動感を示すアニメーションを作成するアニメーション作成部とを有する。
【００１６】
　このコンテンツ表示再生システムによれば、操作制御部とネットワークに接続された表
示再生部との間でコンテンツ供給部からのストリーミング配信に対するコンテンツの表示
再生を切り替えるときには、上記操作制御部内表示再生部にてコンテンツの移動感を示す
アニメーションを表示する。
【００１７】
　このコンテンツ表示再生システムにあって、上記操作制御部は、上記コンテンツの表示
再生が切り替えられるときに上記操作制御部内表示再生部又は上記ネットワーク接続され
た表示再生部に表示されている画像をビデオメモリに保持してアニメーションを作成する
アニメーション作成部をさらに備える。
【００１８】
　また、上記操作制御部は、ユーザによる操作入力を受け付ける入力操作受付部と、上記
入力操作受付部によって受け付けた操作入力に応じて上記コンテンツを上記各部間で送受
するための操作制御信号を生成するコンテンツ送受信号生成部とを備え、上記操作制御部
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内表示再生部には、上記コンテンツ送受信号生成部が上記入力操作受付部によって受け付
けられた、所望のコンテンツの選択操作、及び当該コンテンツの表示再生操作に基づいて
生成した、選択操作制御信号、及び表示再生操作制御信号に応じて、所望のコンテンツを
表示再生させる。
【００１９】
　また、上記操作制御部は、上記操作制御部内表示再生部によって表示再生された所望の
コンテンツを上記ネットワークに接続された表示再生部に表示再生させる第１の切り替え
操作が上記入力受付操作部によって行われたときには、上記操作制御部内表示再生部によ
って切り替え操作時に表示されていた画像を上記アニメーション作成部によりビデオメモ
リを用いて縮小化し、かつ表示位置を上方向に変更しながら、上記コンテンツの移動感を
示すアニメーションを上記操作制御部内表示再生部に表示する。
【００２０】
　また、上記操作制御部は、上記ネットワーク接続された表示再生部に表示再生されてい
るコンテンツを上記操作制御部内表示再生部に表示再生させる第２の切り替え操作が上記
入力受付操作部によって行われたときには、上記ネットワーク接続された表示再生部によ
って切り替え操作時に表示されていた画像を上記アニメーション作成部によりビデオメモ
リを用いて縮小状態から徐々に拡大化し、かつ表示位置を表示部の上方向から中央方向に
変更しながら、上記コンテンツの移動感を示すアニメーションを上記操作制御部内表示再
生部に表示する。
【００２１】
　本発明に係るコンテンツ表示再生方法は、上記課題を解決するために、ネットワークに
接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操作制御部により制御し、上記操作制
御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、上記表示再生部及び上記操作制御部において
コンテンツの映像を表示及び音声を再生するコンテンツ表示再生方法において、コンピュ
ータが、上記操作制御部の操作制御部内表示再生部により上記コンテンツ供給部から上記
ネットワークを介してストリーミング配信されたコンテンツの映像を表示及び音声を再生
し、上記ネットワークに接続された表示再生部との間で上記コンテンツ供給部からのスト
リーミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えるときに、上記操作制御部内表
示再生部又は上記ネットワーク接続された表示再生部に表示されている画像をビデオメモ
リに保持し、保持された画像を縮小又は拡大化しかつ表示位置を変更することによってコ
ンテンツの移動感を示すアニメーションを作成する。
【００２２】
　本発明に係るコンテンツ表示再生プログラムを記録した記録媒体は、上記課題を解決す
るために、ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操作制御部
により制御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、上記表示再生部及
び上記操作制御部においてコンテンツの映像を表示及び音声を再生するコンテンツ表示再
生プログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、コンピュータ
に、上記操作制御部の操作制御部内表示再生部により上記コンテンツ供給部から上記ネッ
トワークを介してストリーミング配信されたコンテンツの映像を表示及び音声を再生する
機能と、上記ネットワークに接続された表示再生部との間で上記コンテンツ供給部からの
ストリーミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えるときに、上記操作制御部
内表示再生部又は上記ネットワーク接続された表示再生部に表示されている画像をビデオ
メモリに保持し、保持された画像を縮小又は拡大化しかつ表示位置を変更することによっ
てアニメーションを作成する機能とを実現させる。
【００２３】
　本発明に係る操作制御装置は、上記課題を解決するために、ネットワークに接続したコ
ンテンツ供給部及び表示再生部の操作を制御し、各部間でコンテンツを送受し、表示再生
部及び自身においてコンテンツを表示再生する操作制御装置において、ユーザによる操作
入力を受け付ける入力操作受付部と、上記入力操作受付部によって受け付けた操作入力に
応じて上記コンテンツを上記各部間で送受するための操作制御信号を生成するコンテンツ
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送受信号生成部と、上記コンテンツ送受信号生成部が上記入力操作受付部によって受け付
けられた、所望のコンテンツの選択操作、及び当該コンテンツの表示再生操作に基づいて
生成した、選択操作制御信号、及び表示再生操作制御信号に応じて、所望のコンテンツを
表示再生する操作制御部内表示再生部と、上記ネットワークに接続された表示再生部との
間で上記コンテンツ供給部からのストリーミング配信に対するコンテンツの表示再生が切
り替えられるときに、上記操作制御部内表示再生部又は上記ネットワーク接続された表示
再生部に表示されている画像をビデオメモリに保持し、保持された画像を縮小又は拡大化
しかつ表示位置を変更することによってコンテンツの移動感を示すアニメーションを作成
するアニメーション作成部とを備える。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係るコンテンツ表示再生システム及びコンテンツ表示再生方法によれば、操作
制御部とネットワークに接続された表示再生部との間でコンテンツ供給部からのストリー
ミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えるときには、動画が切り替わるのを
直感的にユーザに見せることができる。
【００２５】
　本発明に係る記録媒体によれば、操作制御部とネットワークに接続された表示再生部と
の間でコンテンツ供給部からのストリーミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り
替えるときには、動画が切り替わるのを直感的にユーザに見せることができるコンテンツ
表示再生プログラムを、広く提供することができる。
【００２６】
　本発明に係る操作制御装置によれば、ネットワークに接続された表示再生部との間でコ
ンテンツ供給部からのストリーミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えると
きには、動画が切り替わるのを直感的にユーザに見せることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２８】
　図１は本発明を適用したコンテンツ表示再生システムの構成図である。このコンテンツ
表示再生システム１０は、無線ネットワークと有線ネットワークとを組み合わせたホーム
ネットワーク１１に、デジタルビデオレコーダ等のＡＶコンテンツサーバを具体例とする
２台のコンテンツ供給部１２及び１３と、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ等の表示素子を有して
映像を表示すると共に映像に関連した音声を再生する３台の表示再生部１４、１５及び１
６を接続している。また、ホームネットワーク１１に、各コンテンツ供給部及び各表示再
生部の操作を制御する操作制御部１７を接続している。
【００２９】
　このコンテンツ表示再生システム１０にあって、操作制御部１７は、コンテンツ供給部
１２又は１３からホームネットワーク１１を介してストリーミング配信されたコンテンツ
の映像を表示及び音声を再生する操作制御部内表示再生部６３（図６）を有し、ホームネ
ットワーク１１に接続された表示再生部１４、１５又は１６との間でコンテンツ供給部１
２からのストリーミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えるときには、操作
制御部内表示再生部６３にてコンテンツの移動感を示すアニメーションを表示する。
【００３０】
　このため、操作制御部１７は、コンテンツの表示再生が切り替えられるときに上記操作
制御部内表示再生部６３又は上記ネットワーク接続された表示再生部１４に表示されてい
る画像をビデオメモリ７９（図７）に保持してアニメーションを作成するアニメーション
作成部（ＣＰＵ７１、ＧＤＰ７８、ＶＲＡＭ７９）を有する。
【００３１】
　また、操作制御部１７は、ユーザによる操作入力を受け付ける入力操作受付部６０と、
上記入力操作受付部６０によって受け付けた操作入力に応じて上記コンテンツを上記各部
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間で送受するための操作制御信号を生成するコンテンツ送受信号生成部（コントロール信
号生成部６２）とを備え、操作制御部内表示再生部６３には、コンテンツ送受信号生成部
（コントロール信号生成部６２）が入力操作受付部６０によって受け付けられた、所望の
コンテンツの選択操作、及び当該コンテンツの表示再生操作に基づいて生成した、選択操
作制御信号、及び表示再生操作制御信号に応じて、所望のコンテンツを表示再生させる。
【００３２】
　また、操作制御部１７は、操作制御部内表示再生部６３によって表示再生された所望の
コンテンツをホームネットワーク１１に接続された表示再生部１４、１５又は１６に表示
再生させる第１の切り替え操作（スロウ操作）が入力受付操作部６０によって行われたと
きには、操作制御部内表示再生部６３によって切り替え操作時に表示されていた画像を上
記アニメーション作成部によりビデオメモリ（ＶＲＡＭ７９）を用いて縮小化し、かつ表
示位置を上方向に変更しながら、コンテンツの移動感を示すアニメーションを上記操作制
御部内表示再生部６３に表示する。
【００３３】
　また、操作制御部１７は、ホームネットワーク１１に接続された表示再生部１４、１５
又は１６に表示再生されているコンテンツを操作制御部内表示再生部６３に表示再生させ
る第２の切り替え操作（キャッチ操作）が入力受付操作部６０によって行われたときには
、ホームネットワーク１１に接続された表示再生部１４、１５又は１６によって切り替え
操作時に表示されていた画像を上記アニメーション作成部によりビデオメモリ７９を用い
て縮小状態から徐々に拡大化し、かつ表示位置を表示部（ＬＣＤ）６３の上方向から中央
方向に変更しながら、上記コンテンツの移動感を示すアニメーションを上記操作制御部内
表示再生部６３に表示する。
【００３４】
　ホームネットワーク１１は、家庭内デジタルネットワークであり、ハブ１１ａを介し、
例えばＩＥＥＥ１３９４に基づいた有線ケーブル１１ｂにより、上述したように２台のコ
ンテンツ供給部１２及び１３と、３台の表示再生部１４、１５及び１６とを接続している
。また、無線ＬＡＮのアクセスポイント１１ｃをハブ１１ｂに接続し、操作制御部１７を
、例えばＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロトコル、あるいは、その発展プロトコルなどの
所定のプロトコルを用いて無線接続している。このため、操作制御部１７は、ホームネッ
トワーク１１上の上記各コンテンツ供給部１２及び１３及び各表示再生部１４、１５及び
１６と接続されており、それらの操作を制御することができる。
【００３５】
　図２は、コンテンツ供給部１２の機能ブロック図である。コンテンツ供給部１３につい
ても同様である。コンテンツ供給部１２は、上記デジタルビデオレコーダなどのＡＶコン
テンツサーバである。コンテンツ供給部１２は、ネットワークＩ／Ｆ部２０と、コンテン
ツ配信処理部２１と、コンテンツ蓄積部２２からなる。
【００３６】
　このコンテンツ表示再生システム１０にあって、コンテンツ供給部１２は、ＢＳデジタ
ル、ＣＳデジタル、地上波アナログ、インターネットを通じて家庭内にて受信した映像及
び音声コンテンツ（以下、コンテンツという）を、図２に示す、ハードディスク等の大容
量蓄積媒体からなるコンテンツ蓄積部２２にストリーミングデータとして蓄積する。また
、コンテンツ供給部１２は、コンテンツ蓄積部２２に蓄積した上記ストリーミングデータ
を、ネットワークＩ／Ｆ部２０を介して、操作制御部１７から送信された配信要求に応じ
てコンテンツ配信処理部２１により読み出して再生し、要求先の表示再生部又は操作制御
部へネットワークＩ／Ｆ部２０を通してストリーミング配信することができる。
【００３７】
　図３は、コンテンツ供給部１２のハードウェアの構成例を示す図である。ＣＰＵ２３は
、ＲＯＭ（Read Only Memory）２４に記憶されているサーバプログラム、またはハードデ
ィスクドライブ２２からＲＡＭ（Random Access Memory）２５にロードされたサーバプロ
グラムに従って、各種の処理を実行する。ＲＡＭ２５にはまた、ＣＰＵ２３が各種の処理
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を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【００３８】
　ＣＰＵ２３、ＲＯＭ２４、およびＲＡＭ２５は、バス２６を介して相互に接続されてい
る。このバス２６にはまた、入出力インターフェース２７も接続されている。
【００３９】
　入出力インターフェース２７には、ボタン、スイッチ、キーボードあるいはマウスなど
で構成される入力部２８、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）などのディスプレイ、並びにスピーカなどで構成される出力部２９、上記ネットワー
クＩ／Ｆ部２０として機能する、モデムやターミナルアダプタなどで構成される通信部２
０、および上記コンテンツ蓄積部２２として機能するハードディスクドライブ２２が接続
されている。
【００４０】
　通信部２０は、ホームネットワーク１１を介して通信処理を行う。このコンテンツ表示
再生システム１０にあって、コンテンツ供給部１２及び１３の通信部２０は、有線により
ハブ１１ａを介して無線ＬＡＮ用アクセスポイント１１ｃに接続している。また、ハブ１
１ａを介して有線１１ｂにより３台の表示再生部１４、１５及び１６に接続している。よ
って、コンテンツ供給部１２及び１３は、通信部２０を通してホームネットワーク１１内
の無線通信路にて操作制御部１７と接続し、有線通信路１１ｂにて複数の表示再生部１４
、１５及び１６に接続している。無線ＬＡＮ用アクセスポイント１１ｃと後述の操作制御
部１７は、ＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロトコル、あるいはその発展プロトコルなどの
所定のプロトコルにしたがった無線通信が行なわれる。
【００４１】
　ハードディスクドライブ２２には、サーバプログラムの他、ストリーミング配信するた
めのメディアデータなどが格納されている。
【００４２】
　入出力インターフェース２７にはまた、必要に応じてドライブ３０が接続され、磁気デ
ィスク３１、光ディスク３２、光磁気ディスク３３、あるいは半導体メモリ３４などが適
宜装着され、そこから読み出されたコンピュータプログラム（サーバプログラムなど）が
、必要に応じてハードディスクドライブ２２にインストールされる。
【００４３】
　上記図２の機能ブロック図との関係でいえば、図３の各部は以下のようになる。通信部
２０はネットワークＩ／Ｆ部２０として機能し、ＨＤＤ２２はコンテンツ蓄積部２２とし
て機能する。また、ＣＰＵ２３、ＲＯＭ２４、ＲＡＭ２５、及びドライブ３０に接続され
た各メディア３１乃至３４等はコンテンツ配信処理部２１として機能する。
【００４４】
　よって、このコンテンツ供給部１２の動作をハードウェアの構成に基づいて説明すると
以下のようになる。コンテンツ供給部１２は、コンピュータであって、そのＣＰＵ２３が
サーバプログラムに基づいて、ストリーミングデータの配信処理を実行する。例えば、コ
ンテンツ供給部１２は、ＨＤＤ２２に様々なメディアデータを記憶させ、操作制御部１７
からホームネットワーク１１を介して所定のメディアデータのストリーミング配信が要求
された場合、対応するコンテンツデータを読み出し、ストリーミング配信を行うために所
定のパケットを生成し、ホームネットワーク１１を介して配信する。
【００４５】
　図４は、表示再生部１４、１５及び１６の機能ブロック図である。例えば表示再生部１
４は、コンテンツ供給部１２又は１３からストリーミング配信されたストリーミングデー
タを受信し、再生してＬＣＤやＣＲＴに表示することのできるストリーミング再生機能を
有すると共に、映像に関連した音声データを再生し、スピーカから出力する表示再生装置
である。このため、表示再生部１４は、ホームネットワーク１１に接続するインターフェ
ース機能部であるネットワークＩ／Ｆ部４０と、ネットワークＩ／Ｆ部４０を介してスト
リーミングデータ（コンテンツデータ）を受信するコンテンツ受信処理部４１と、コンテ
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ンツデータをデコードするコンテンツデコード部４２と、コンテンツデコード部４２でデ
コードされたコンテンツデータを再生するコンテンツ再生部４３と、再生されたコンテン
ツの映像を表示するコンテンツ表示部４４と、再生されたコンテンツの音声を出力するコ
ンテンツ音声出力部４５からなる。
【００４６】
　これらの機能部を以下のように用いて表示再生部１４は、ストリーミング再生機能部と
して動作する。ネットワークＩ／Ｆ部４０によりホームネットワーク１１に接続し、コン
テンツ受信部４１によりネットワークＩ／Ｆ部４０を介してストリーミングデータ（コン
テンツデータ）を受信し、コンテンツデコード部４２によりコンテンツデータをデコード
し、コンテンツ再生部４３によりコンテンツデコード部４２でデコードされたコンテンツ
データを再生し、コンテンツ表示部４４により再生されたコンテンツ映像を表示し、コン
テンツ音声出力部４５により映像に関連した音声を出力する。
【００４７】
　図５は、表示再生部１４、１５及び１６のハードウェアの構成例を示す図である。例え
ば、表示再生部１４は、通信部（Ｉ／Ｆ）４０と、受信処理部４１と、デコード部４２と
、映像信号処理部４３－Ｖと、ＬＣＤ４４、音声信号増幅部４３－Ａと、スピーカ４５と
を備えている。この表示再生部１４の各部は、ＣＰＵ４６を中心とする制御部によって制
御するようにされている。制御部は、ＣＰＵ４６、ＲＯＭ４８、ＲＡＭ４９、ＥＥＰＲＯ
Ｍ５０がＣＰＵバス４７を通じて接続されて構成されたマイクロコンピュータである。ま
た、ＣＰＵ４６は入力Ｉ／Ｆ５１を介してキー入力部５２と接続されており、ユーザによ
る例えば音量調整、画質調整、あるいは電源投入切断などの操作信号を受け付ける。
【００４８】
　ＲＯＭ４８は表示再生部１４等において実行される各種の処理プログラムや処理に必要
なデータなどを記録している。ＲＡＭ４９は、各種の処理において得られたデータを一時
的に記憶保持するなどのように、主に各種の処理の作業領域として用いられるものである
。
【００４９】
　ＥＥＰＲＯＭ５０は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保
持した情報が失われることがなく、例えば、各種の設定パラメータなどを記憶保持するこ
とができるものである。
【００５０】
　通信部（Ｉ／Ｆ）４０は、ホームネットワーク１１を介して通信処理を行う。このコン
テンツ表示再生システム１０にあって表示再生部１４の通信部４０は、有線１１ｂにてハ
ブ１１ａを介して無線ＬＡＮ用アクセスポイント１１ｃに接続している。また、ハブ１１
ａを介して有線１１ｂにてコンテンツ供給部１２及び１３に接続している。よって、表示
再生部１４、１５及び１６は、通信部４０を通してホームネットワーク１１内の無線通信
路にて操作制御部１７と接続し、有線通信路１１ｂにて複数のコンテンツ供給部１２及び
１３に接続している。
【００５１】
　受信処理部４１は、これに供給された信号を復調するなどの処理を行って、復調後の信
号をデコード部（伸長処理部）４２に供給する。コンテンツ供給部１２及び１３は、地上
波放送番組のテキストデータや映像データなどの表示用データや音声データ、あるいは、
衛星放送番組の映像信号や音声信号などの情報信号をデータ圧縮して送信してくる。
【００５２】
　このため、表示再生部１４のデコード部４２は、受信処理部４１からの復調されたデー
タ圧縮されている信号の供給を受けて、映像信号と音声信号とを分離し、分離した信号を
伸長（圧縮解凍）することにより、データ圧縮前の元の信号を復元する。
【００５３】
　そして、デコード部４２は、復元した映像信号と音声信号とをＤ／Ａ変換（デジタル／
アナログ変換）し、アナログ映像信号と、アナログ音声信号とを形成する。そして、デコ
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ード部４２は、アナログ映像信号を映像信号処理部４３－Ｖに供給し、アナログ音声信号
を、音声信号増幅部４３－Ａに供給する。
【００５４】
　映像信号処理部４３－Ｖは、デコード部４２から供給される映像信号から、表示用信号
を形成し、これをＬＣＤ４４に供給する。これにより、ＬＣＤ４４の表示画面には、コン
テンツ供給部１２又は１３から送信されてきた映像信号に応じた映像が表示される。
【００５５】
　一方、音声信号増幅部４３－Ａは、これに供給された音声信号を所定のレベルにまで増
幅し、これをスピーカ４５に供給する。これにより、スピーカ４５からは、コンテンツ供
給部１２又は１３から送信されてきた映像信号に関連する音声信号に応じた音声が放音さ
れる。
【００５６】
　このように、表示再生部１４乃至１６は、コンテンツ供給部１２又は１３からホームネ
ットワーク１１を介して送信されてくるテレビ放送番組などの映像信号や音声信号を受信
して、その受信した映像信号や音声信号を再生して出力することにより、使用者に提供す
ることができる。
【００５７】
　図６は、操作制御部１７の機能ブロック図である。操作制御部１７は、ホームネットワ
ーク１１に接続したコンテンツ供給部１２及び１３、表示再生部１４、１５及び１６の操
作を制御するための遠隔操作装置（リモートコントローラ）である。また、この操作制御
部は、ＬＣＤのような表示デバイスを持ち、コンテンツ供給部１２及び１３からのＡＶコ
ンテンツのストリーミング配信を受けて再生することが可能である。つまり、ＡＶコンテ
ンツのストリーミング再生機能と、なおかつホームネットワーク１１に接続されている複
数のコンテンツ供給部１２及び１３、複数の表示再生部１４、１５及び１６の制御機能を
併せ持つ。
【００５８】
　具体的に、操作制御部１７は、操作制御部１７自体を含めた各部間で映像情報の送受（
送受信又は伝送）を制御し、表示再生部１４乃至１６及び操作制御部１７自体における映
像の表示と音声の再生を制御する。このため操作制御部１７は、ユーザによる操作入力を
受け付ける入力操作受付部６０と、操作入力に応じて映像情報を各部間で送受するための
操作信号を生成する映像情報送受信号生成機能を一機能とするコントロール信号生成部６
２と、コントロール信号生成部６２によって生成された操作信号に応じてストリーミング
再生した映像情報を表示する表示部６３とを備える。また、オーディオ情報を再生するオ
ーディオ再生機能を備え、内蔵スピーカやヘッドホン端子を介してヘッドホンやイヤホン
により音を聴取できるものであり、この実施の形態の操作制御部１７は、コンテンツを表
示・再生する表示再生部としても兼用できるものである。
【００５９】
　また、操作制御部１７は、ホームネットワーク１１の無線ＬＡＮアクセスポイント１１
ｃとの間でＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロトコル、あるいはその発展プロトコルなどの
所定のプロトコルにしたがった無線通信を行なうためのネットワークＩ／Ｆ部６４を有す
る。また、コンテンツ供給部１２及び１３が格納しているコンテンツに関する情報やコン
テンツデータそのものを受信し、復調するなどの処理を行うコンテンツ受信処理部６５を
有する。
【００６０】
　また、コンテンツ受信処理部６５により受信されて復調されたコンテンツに関する情報
からコンテンツのリストを生成するリスト生成部６６と、リスト生成部６６によって生成
されたリストを表示するリスト表示部６７とを有する。また、コンテンツ受信処理部６５
により受信され復調されたコンテンツデータをデコードして再生するコンテンツ再生部６
８と、コンテンツ再生部６８によって再生されるコンテンツデータを記憶する記憶部６９
とを備える。コンテンツ再生部６８によって再生されたコンテンツデータは上記表示部６
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３により映像表示される。
【００６１】
　また、操作制御部１７は、入力操作受付部６０にて受け付けたユーザによる入力操作が
どのような入力操作であるのかを判定する入力操作判定部６１をコントロール信号生成部
６２との間に有する。
【００６２】
　コントロール信号生成部６２は、ユーザが入力操作受付部６０の操作子などを押圧、回
転或いは押し上げ、押し下げなどして行なったキー入力に対する入力操作判定部６１によ
る判定結果に基づいて各種コントロール信号を生成する。生成されるコントロール信号の
具体例としては、所望のコンテンツ供給部に格納されているコンテンツデータを、所望の
表示再生部にストリーミング再生させるスロウ操作信号がある。また、ある表示再生部に
て表示されているコンテンツデータを操作制御部１７の表示部６３に表示するキャッチ操
作信号がある。さらに、キャッチ操作時に、コンテンツデータを記憶部６９に複製する複
製操作信号がある。
【００６３】
　このほか、コントロール信号生成部６２は、ユーザの入力操作に基づいて所望のコンテ
ンツ供給部１２又は１３を選択するコンテンツ供給選択信号を生成する。また、所望のコ
ンテンツを選択するためのコンテンツ選択信号を生成する。コンテンツ選択信号は、コン
テンツ受信処理部６５で受信されたコンテンツに関する情報からリスト生成部６６が生成
し、リスト表示部６７が表示したコンテンツリストを視認したユーザの操作に応じて生成
される。また、コントロール信号生成部６２は、表示再生部１４、１５及び１６を選択す
るための表示再生部選択信号を生成する。この表示再生部選択信号は、表示再生部リスト
表示部７０に表示された表示再生部リストを視認したユーザの操作に応じて生成される。
【００６４】
　もちろん、コントロール信号生成部６２は、操作制御部１７自体の表示部６３にコンテ
ンツを再生したり、停止したり、ポーズするための再生操作信号の他、表示を選択した表
示再生部１４、１５及び１６におけるコンテンツの再生を開始、停止、ポーズするなどの
操作信号も生成する。
【００６５】
　図７は、操作制御部１７のハードウェアの構成例である。操作制御部１７は、ＣＰＵ７
１をバス７２を介してネットワーク通信部６４、コーデック処理部７４、ＧＤＰ（Graphi
cs Display Processor）７８に接続している。また、ＣＰＵ７１をＲＯＭ／ＲＡＭ７３、
ＬＣＤ６３、記憶装置６９に接続している。また、ＣＰＵ７１には入力操作部６０である
入力スイッチマトリックス部６０が接続されている。また、ＧＤＰ７８にはアニメーショ
ン作成のためのＶＲＡＭ７９を接続している。
【００６６】
　ネットワーク通信部６４は、アンテナ８０を介し、無線ＬＡＮ用のアクセスポイント１
１ｃと　上述したように、ＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロトコル、あるいはその発展プ
ロトコルなどの所定のプロトコルにしたがった無線通信を行なう。
【００６７】
　ネットワーク通信部６４による無線通信により、操作制御部１７は入力操作部（入力ス
イッチマトリックス部）６０によるユーザ入力操作に応じてＣＰＵ７１がコントロール信
号生成部６２として機能し、生成した上記各コントロール信号をホームネットワーク１１
に接続されている複数のコンテンツ供給部１２、１３、或いは複数の表示再生部１４、１
５及び１６にアクセスポイント１１ｃを通じて送信することができる。また、上記各部か
らの応答信号を受信することができる。
【００６８】
　ＲＯＭ７３は、操作制御部１７において実行する、本発明のコンテンツ表示再生プログ
ラムや、各種の処理プログラム、また処理に必要なデータを記録している。ＲＡＭ７３は
、各種の処理において得られたデータを一時的に記憶保持するなどのように、主に各種の
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処理の作業領域として用いられる。
【００６９】
　もちろん、操作制御部１７は、不揮発性のメモリであるＥＥＰＲＯＭを備えていてもよ
い。このＥＥＰＲＯＭを備えることにより、電源が落とされても、記憶保持した情報が失
われることがなく、例えば、各種の設定パラメータ等を記憶保持することができる。
【００７０】
　記憶部６９は、例えばキャッチ機能時に、コンテンツ供給部１２又は１３からストリー
ミング配信されたコンテンツデータを記憶するメモリである。半導体メモリでも、ＨＤＤ
でもよい。
【００７１】
　コーデック処理部７４は、ネットワーク通信部６４を介してストリーミング配信され、
ＣＰＵ７１の制御によって分離された映像データ、音声データをデコードする。デコード
された映像情報はＧＤＰ７８により映像信号処理が施され、ＬＣＤ６３に表示される。ま
た、音声情報は、増幅器７５にて増幅された後、ステレオ２ｃｈ用スピーカ７６Ｌ、７６
Ｒに送られ各スピーカ７６Ｌ、７６Ｒから放音される。
【００７２】
　図８は、上記ハードウェア構成の操作制御部１７のＣＰＵ７１によって実行されるソフ
トウェアのブロック図である。遠隔操作信号を生成し、各コンテンツ供給部１２、１３や
、表示再生部１４、１５及び１６を制御するためのリモートコマンドアプリケーション８
１がある。また、映像、音楽、画像デコーダ部８２、リモート機器制御部８３、グラフィ
ックスライブラリ８４、映像ストリーム処理部８５が、オペレーティングシステムＯＳ８
６に基づいて実行される。さらに、ネットワークプロトコル処理部８７は、上記８０２．
１１ｂの無線プロトコル８８を実行する。また、グラフィックプロセッサ８９は、ＧＤＰ
７８により動作する。
【００７３】
　本コンテンツ表示再生システム１１における、操作制御部１７での表示、スロウ操作に
よる表示再生部での表示、キャッチ操作による操作制御部での表示を図９、図１０、図１
１に示す。
【００７４】
　まず、図９に示す操作制御部１７に搭載されている表示パネル上のＬＣＤ６３には、コ
ンテンツ供給部１２に保管されているコンテンツの情報からコンテンツがリスト表示され
る（１７－１）。ユーザはカーソル移動ボタン９０を使って、リスト上に斜線で示すよう
に示されるカーソル９１を希望するコンテンツ名に合せることでコンテンツを選択し、決
定ボタン９２を押すことで、選択したコンテンツＡを操作制御部１７のＬＣＤ６３上に表
示する（１７－２）。このとき、過去に途中まで再生したという履歴情報があれば、途中
から再生を始めることができる。
【００７５】
　次に、図１０に示すように、この選択したコンテンツＡを表示再生部１４で再生させる
ように制御したい場合を考える。この操作制御部１７には、操作パネル上にジョイスティ
ック操作子９３が具備されており、その操作がコンテンツの切り換え動作に割り付けられ
ているものとする。操作制御部１７で選択したコンテンツを、表示再生部１４に切り換え
て表示する際には、ジョイスティック操作子９３を上方向（上方向に向いた黒矢印のよう
に）に移動させてスロウ操作を行なう（１７－３）。このスロウ操作によってコンテンツ
Ａは表示再生部１４によりストリーミング再生される。このとき操作制御部１７のＬＣＤ
６３の表示は消える。もちろん、ＬＣＤ６３の表示を消さずにそのまま残しておいてもよ
い。なお、ここでは、コンテンツＡを操作制御部１７のＬＣＤ６３に表示している状態か
らスロウ操作を行ったが、コンテンツＡのアイコンを操作制御部１７にて選択してすぐに
スロウ操作を行うこともできる。
【００７６】
　次に、図１１に示すように、この選択したコンテンツＡを再度操作制御部１７で再生さ
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せるように制御したい場合を考える。この操作制御部１７では、上述したようにジョイス
ティック操作子９３の操作はコンテンツの切り換え動作に割り付けられているものとする
。操作制御部１７で選択したコンテンツＡを、表示再生部１４（１４－１）から操作制御
部１７に切り換えて表示する際には、ジョイスティック操作子９３を下方向（下方向に向
いた黒矢印のように）に移動させてキャッチ操作を行なう（１７－５）。このキャッチ操
作によってコンテンツＡは表示再生部１４から操作制御部１７に切り換わり、操作制御部
１７によりストリーミング再生される（１７－６）。このとき表示再生部１４のＬＣＤ上
の表示は消える（１４－２）。もちろん、表示再生部１４のＬＣＤ上の表示を消さずにそ
のまま残しておいてもよい。
【００７７】
　このコンテンツ表示再生システム１０は、操作制御部１７を用いたスロウ操作、キャッ
チ操作によりコンテンツ供給部に存在する映像データを表示再生部１４～１６、あるいは
操作制御部１７間でホームネットワーク１１を介して送受（例えば、スロウ、キャッチ）
しながら表示し、さらに記憶装置６９に複製する操作を直感的に行なう。従来は、スロウ
／キャッチ機能を用いれば、上記ＡＶコンテンツサーバに存在する映像データを上記可搬
型表示装置や上記大型表示装置の間で送受することは想到できるが、上記ＡＶコンテンツ
サーバに存在する映像データを他の記憶装置や記憶メディアに複製する操作を伴った映像
データの表示は別々の動作であり、直感的な操作が不可能であった。
【００７８】
　ここで、コンテンツ供給部１２から、動画コンテンツのストリーミング受信中に、スロ
ウ動作を行う動作について説明する。スロウ動作を直感的にユーザに知らせるため、コン
テンツの移動感を示すアニメーションを伴っている。操作制御部１７のＣＰＵ７１にて行
われる処理手順を示す。
【００７９】
　この処理手順は、本発明のコンテンツ表示再生方法にしたがったコンテンツ表示再生プ
ログラムに基づいている。このコンテンツ表示再生方法は、ホームネットワーク１１に接
続したコンテンツ供給部１２、１３及び表示再生部１４、１５及び１６の操作を操作制御
部１７により制御し、操作制御部１７を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生部
１４、１５、１６及び操作制御部１７においてコンテンツの映像を表示及び音声を再生す
るコンテンツ表示再生方法において、操作制御部１７はコンテンツ供給部１２、１３から
ホームネットワーク１１を介してストリーミング配信されたコンテンツの映像を表示及び
音声を再生する操作制御部内表示再生部６３を有し、上記ネットワーク１１に接続された
表示再生部１４、１５、１６との間で上記コンテンツ供給部１２、１３からのストリーミ
ング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替えるときには、上記コンテンツの表示再
生が切り替えられるときに上記操作制御部内表示再生部６３又は上記ネットワーク接続さ
れた表示再生部１４、１５、１６に表示されている画像をビデオメモリ７９に保持してア
ニメーションを作成するアニメーション作成工程を有する。
【００８０】
　図１２は上記図７に示したハードウェア構成の操作制御部１７が上記コンテンツ表示再
生方法に応じたプログラムにしたがって行う処理手順を示すフローチャートである。先ず
、ステップＳ１３１にて入力スイッチマトリックス部６０において、ジョイスティック操
作子９３が上方向に移動され、スロウ操作が行われたかをチェックする。ステップＳ１３
１にてスロウ操作が行われたとＣＰＵ７１が判定すると、ステップＳ１３２に進み、ＣＰ
Ｕ７１はＧＤＰ７８による表示更新処理を停止し、ＶＲＡＭ７９の内容を保持する。
【００８１】
　ステップＳ１３３にてＣＰＵ７１はコーデック処理を停止する。また、ステップＳ１３
４にてＣＰＵ７１はＧＤＰ７８を制御してＶＲＡＭ７９に保持した画像情報を、アニメー
ションに適した形状、例えば図１３に示すように台形に変形し、ＶＲＡＭ７９に保持する
。
【００８２】
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　ステップＳ１３５にてＣＰＵ７１は、ＶＲＡＭ７９の内容を、ＬＣＤ６３を経て表示さ
せるように制御する。続いてＣＰＵ７１は、ステップＳ１３６にてＧＤＰ７８を制御して
ＶＲＡＭ７９に保持した画像情報を図１３の（ａ）から（ｈ）に至るまで縮小化し、表示
位置をＬＣＤ上方向に（表示位置のＹ座標を増加する）変更してＶＲＡＭ７９に保持する
。そして、ステップＳ１３６の処理を次のステップＳ１３７にて画像情報が終了するまで
繰り返す。以上の処理手順により、ＬＣＤ６３では、図１３の（ａ）から（ｈ）に至る画
像が連続して表示され、台形状の建物が上方向に小さくなって消えていくアニメーション
が写し出される。
【００８３】
　もちろん、操作制御部１７は、ホームネットワーク１１に接続された表示再生部１４、
１５又は１６に表示再生されているコンテンツを操作制御部内表示再生部６３に表示再生
させる第２の切り替え操作（キャッチ操作）が入力受付操作部６０によって行われたとき
には、ホームネットワーク１１に接続された表示再生部１４、１５又は１６によって切り
替え操作時に表示されていた画像をアニメーション作成部によりビデオメモリ７９を用い
て縮小状態から徐々に拡大化し、かつ表示位置を表示部（ＬＣＤ）６３の上方向から中央
方向に変更しながら、コンテンツの移動感を示すアニメーションを操作制御部内表示再生
部６３に表示することができる。
【００８４】
　以上に説明したように、コンテンツ表示再生システム１０にあって、操作制御部１７は
、コンテンツ供給部１２又は１３からホームネットワーク１１を介してストリーミング配
信されたコンテンツの映像を表示及び音声を再生する操作制御部内表示再生部６３（図６
）を有し、ホームネットワーク１１に接続された表示再生部１４、１５又は１６との間で
コンテンツ供給部１２からのストリーミング配信に対するコンテンツの表示再生を切り替
えるときには、操作制御部内表示再生部６３にてコンテンツの移動感を示すアニメーショ
ンを表示する。
【００８５】
　したがって、このコンテンツ表示再生システムによれば、スロウ／キャッチ操作に応じ
、二つの画像表示装置において動画が切り替わるのを直感的にユーザに見せることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】コンテンツ表示再生システムの構成図である。
【図２】コンテンツ供給部の機能ブロック図である。
【図３】コンテンツ供給部のハードウェア図である。
【図４】表示再生部の機能ブロック図である。
【図５】表示再生部のハードウェア図である。
【図６】操作制御部の機能ブロック図である。
【図７】操作制御部のハードウェア図である。
【図８】操作制御部のソフトウェア図である。
【図９】操作制御部における表示再生処理を説明する図である。
【図１０】操作制御部によるスロウ操作を説明する図である。
【図１１】操作制御部によるキャッチ操作を説明する図である。
【図１２】操作制御部が、コンテンツ供給部から、動画コンテンツのストリーミング受信
中に、スロウ動作を行う処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】スロウ動作時の操作制御部のＬＣＤ上での切り替わりアニメーションの表示例
を示す図である。
【符号の説明】
【００８７】
１０　コンテンツ表示再生システム、１１　ホームネットワーク、１２，１３　コンテン
ツ供給部、１４，１５，１６　表示再生部、１７　操作制御部
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】



(19) JP 4385995 B2 2009.12.16

【図１３】



(20) JP 4385995 B2 2009.12.16

10

フロントページの続き

    審査官  川崎　優

(56)参考文献  特開２００３－３３３３５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３３５７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１６－１７３　　　
              Ｈ０４Ｌ　　１２／２８－５６，２９／０６－０８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

