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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者がデジタルコンテンツを視聴する端末と該デジタルコンテンツを管理するデータ
管理装置とを有するデジタルコンテンツ出力システムにおけるデジタルコンテンツ出力方
法であって、
前記データ管理装置は、
　第１の端末から第１のデジタルコンテンツの視聴を中断する中断要求を受信した場合に
、前記第１のデジタルコンテンツのコンテンツ識別情報と、前記第１のデジタルコンテン
ツの、文書、音声、動画、ゲーム、本、画像のうちの少なくとも１つである第１のコンテ
ンツタイプと、前記第１のデジタルコンテンツの視聴を中断した位置を示す第１の中断位
置情報とを対応付けて格納し、
　第２の端末から第２の端末識別情報を受信した場合に、前記第２の端末識別情報に対応
する、文書、音声、動画、ゲーム、本、画像のうちの少なくとも１つであり前記第１のコ
ンテンツタイプとは異なる第２のコンテンツタイプを取得し、該第２のコンテンツタイプ
の第２のデジタルコンテンツに前記第１のデジタルコンテンツを変換し、
　前記第１の中断位置情報を前記第２のコンテンツタイプに対応する第２の中断位置情報
に変換し、
　前記第２の中断位置情報と前記第２のデジタルコンテンツとを前記第２の端末に送信し
、前記第２の端末は、
　前記第２の位置情報に対応する位置から前記第２のデジタルコンテンツを出力すること
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を特徴とするデジタルコンテンツ出力方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のデジタルコンテンツ出力方法であって、
前記データ管理装置は、
　端末識別情報と端末が出力可能なコンテンツタイプとを対応付けた情報を格納しており
、
　該情報に基づいて、前記第２の端末識別情報に対応する前記第２のコンテンツタイプを
取得する
ことを特徴とするデジタルコンテンツ出力方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のデジタルコンテンツ出力方法であって、
前記データ管理装置は、
　前記デジタルコンテンツと該デジタルコンテンツが変換可能なコンテンツタイプとを対
応付けた情報を格納しており、
　該情報に基づいて、前記第２の端末識別情報に対応する前記第２のコンテンツタイプの
第２のデジタルコンテンツに前記第１のデジタルコンテンツを変換する
ことを特徴とするデジタルコンテンツ出力方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のデジタルコンテンツ出力方法であって、
前記データ管理装置は、
　前記第２の中断位置情報と前記第２のデジタルコンテンツとを前記第２の端末に送信す
る代わりに、前記第２の中断位置情報に対応する位置以降の前記第２のデジタルコンテン
ツを前記第２の端末に送信し、
前記第２の端末は、
　前記第２の中断位置情報に対応する位置以降の前記第２のデジタルコンテンツを出力す
る
ことを特徴とするデジタルコンテンツ出力方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のデジタルコンテンツ出力方法であって、
　前記第１の端末と前記第２の端末とは同一の端末であることを特徴とするデジタルコン
テンツ出力方法。
【請求項６】
　利用者がデジタルコンテンツを視聴する端末と該デジタルコンテンツを管理するデータ
管理装置とを有するデジタルコンテンツ出力システムであって、
前記データ管理装置は、
　第１の端末から第１のデジタルコンテンツの視聴を中断する中断要求を受信した場合に
、前記第１のデジタルコンテンツのコンテンツ識別情報と、前記第１のデジタルコンテン
ツの、文書、音声、動画、ゲーム、本、画像のうちの少なくとも１つである第１のコンテ
ンツタイプと、前記第１のデジタルコンテンツの視聴を中断した位置を示す第１の中断位
置情報とを対応付けて格納する記憶手段と、
　第２の端末から第２の端末識別情報を受信した場合に、前記第２の端末識別情報に対応
する、文書、音声、動画、ゲーム、本、画像のうちの少なくとも１つであり前記第１のコ
ンテンツタイプとは異なる第２のコンテンツタイプを取得し、該第２のコンテンツタイプ
の第２のデジタルコンテンツに前記デジタルコンテンツを変換するコンテンツ変換処理手
段と、
　前記第１の中断位置情報を前記第２のコンテンツタイプに対応する第２の中断位置情報
に変換する試聴開始情報生成手段と、
　前記第２の中断位置情報と前記第２のデジタルコンテンツとを前記第２の端末に送信す
る送信手段と、
を有し、



(3) JP 4383690 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

前記第２の端末は、
　前記第２の位置情報に対応する位置から前記第２のデジタルコンテンツを出力する出力
手段を有する
ことを特徴とするデジタルコンテンツ出力システム。
【請求項７】
　請求項６に記載のデジタルコンテンツ出力システムであって、
　前記記憶手段は、端末識別情報と端末が出力可能なコンテンツタイプとを対応付けた情
報を格納しており、
　前記コンテンツ変換処理手段は、該情報に基づいて、前記第２の端末識別情報に対応す
る前記第２のコンテンツタイプを取得する
ことを特徴とするデジタルコンテンツ出力システム。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のデジタルコンテンツ出力システムであって、
前記記憶手段は、前記デジタルコンテンツと該デジタルコンテンツが変換可能なコンテン
ツタイプとを対応付けた情報を格納しており、
　前記コンテンツ変換処理手段は、該情報に基づいて、前記第２の端末識別情報に対応す
る前記第２のコンテンツタイプの第２のデジタルコンテンツに前記第１のデジタルコンテ
ンツを変換する
ことを特徴とするデジタルコンテンツ出力システム。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか１項に記載のデジタルコンテンツ出力システムであって、
前記送信部は、前記第２の中断位置情報と前記第２のデジタルコンテンツとを前記第２の
端末に送信する代わりに、前記第２の中断位置情報に対応する位置以降の前記第２のデジ
タルコンテンツを前記第２の端末に送信し、
前記出力部は、前記第２の中断位置情報に対応する位置以降の前記第２のデジタルコンテ
ンツを出力する
ことを特徴とするデジタルコンテンツ出力システム。
【請求項１０】
　請求項６～９のいずれか１項に記載のデジタルコンテンツ出力システムであって、
　前記第１の端末と前記第２の端末とは同一の端末であることを特徴とするデジタルコン
テンツ出力システム。
【請求項１１】
　デジタルコンテンツを管理するデータ管理装置であって、
　第１の端末から第１のデジタルコンテンツの視聴を中断する中断要求を受信した場合に
、前記第１のデジタルコンテンツのコンテンツ識別情報と、前記第１のデジタルコンテン
ツの、文書、音声、動画、ゲーム、本、画像のうちの少なくとも１つである第１のコンテ
ンツタイプと、前記第１のデジタルコンテンツの視聴を中断した位置を示す第１の中断位
置情報とを対応付けて格納する記憶手段と、
　第２の端末から第２の端末識別情報を受信した場合に、前記第２の端末識別情報に対応
する、文書、音声、動画、ゲーム、本、画像のうちの少なくとも１つであり前記第１のコ
ンテンツタイプとは異なる第２のコンテンツタイプを取得し、該第２のコンテンツタイプ
の第２のデジタルコンテンツに前記第１のデジタルコンテンツを変換するコンテンツ変換
処理手段と、
　前記第１の中断位置情報を前記第２のコンテンツタイプに対応する第２の中断位置情報
に変換する試聴開始情報生成手段と、
　前記第２の中断位置情報と前記第２のデジタルコンテンツとを前記第２の端末に送信す
る送信手段と、
を有するデータ管理装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のデータ管理装置であって、
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　前記記憶手段は、端末識別情報と端末が出力可能なコンテンツタイプとを対応付けた情
報を格納しており、
　前記コンテンツ変換処理手段は、該情報に基づいて、前記第２の端末識別情報に対応す
る前記第２のコンテンツタイプを取得する
ことを特徴とするデータ管理装置。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載のデータ管理装置であって、
前記記憶手段は、前記デジタルコンテンツと該デジタルコンテンツが変換可能なコンテン
ツタイプとを対応付けた情報を格納しており、
　前記コンテンツ変換処理手段は、該情報に基づいて、前記第２の端末識別情報に対応す
る前記第２のコンテンツタイプの第２のデジタルコンテンツに前記第１のデジタルコンテ
ンツを変換する
ことを特徴とするデータ管理装置。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか１項に記載のデータ管理装置であって、
前記送信部は、前記第２の中断位置情報と前記第２のデジタルコンテンツとを前記第２の
端末に送信する代わりに、前記第２の中断位置情報に対応する位置以降の前記第２のデジ
タルコンテンツを前記第２の端末に送信する
ことを特徴とするデータ管理装置。
【請求項１５】
　請求項１１～１４のいずれか１項に記載のデータ管理装置であって、
　前記第１の端末と前記第２の端末とは同一の端末であることを特徴とするデータ管理装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタルコンテンツをユーザが視聴するための技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
複数の利用者が共同で利用することが可能な視聴端末装置としては、特開平9-101971のパ
ーソナル電子書籍装置/日本電信電話株式会社がある。この技術では、複数の利用者が書
籍の各項目に対して自分用のマーキングが可能。マーキング情報は装置内に持ち、コンテ
ンツは装置内もしくはサーバから得る。
【０００３】
継続した読書を行うことができる電子書籍として、電子書籍コンソーシアムのブックオン
デマンド総合実証実験のように、コンテンツとしおり情報を同じメディアに格納し、同種
の読書端末を利用すれば異なる場所で継続的な読書が可能となる技術がある。
【０００４】
また、各社携帯電話やPCのように、形態の異なる端末から、ページ要求するときに同時に
送信されてくる端末のタイプ（PCや携帯電話等）を判定し、端末タイプに合ったコンテン
ツ（HTMLやHDML等の形式）を動的に生成し、端末に送信するという、端末毎にコンテンツ
の形式を変え配信する技術がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
近年、デジタルコンテンツの流通が盛んになってきた。漫画喫茶や図書館などが所有して
いる、本、ＣＤ、ビデオ等がデジタルコンテンツとなると、利用者はそのデジタルコンテ
ンツを漫画喫茶や図書館に設置された視聴端末を用いて視聴することが期待される。利用
者はデジタルコンテンツの視聴を途中で止め、次に来店した時に継続した視聴を行い、他
の店舗でも続きを視聴することが期待される。次に、異なる形態の視聴端末間で継続的な
視聴を行いたいというニーズが期待される。例えば、自宅でPCのWebによるマルチメディ



(5) JP 4383690 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

アでの読書の継続視聴と中断を、病院での電子書籍端末による文字として継続視聴と中断
、さらに、電車での移動中、音声端末による音声での継続視聴と中断を行いたいというニ
ーズである。
【０００６】
従来の技術の、複数の利用者が共同で利用することが可能なパーソナル電子書籍装置では
、電子書籍装置が変わるとマーキング情報は引き継ぐことができないため、継続的な視聴
が困難である。
【０００７】
継続した読書を行うことができる電子書籍では、視聴装置が記憶媒体を読み書き可能でな
ければならないため、視聴端末が前記記憶媒体を読み書きできない場合、継続した視聴が
できないという問題がある。また、記憶媒体には保持できる情報の大きさに限界があるた
め、その限界を超えるコンテンツに関し、継続した視聴が困難である。
【０００８】
視聴端末の形態に応じて配信するコンテンツを変える技術はあるが、これはコンテンツの
継続的な視聴を目的としたものではないため、視聴端末の形態に応じた継続的な視聴が困
難である。
【０００９】
本発明の目的は、上記の課題を改善し、利用者が異なる場所または異なる視聴端末で、コ
ンテンツ視聴の再開を可能とするデジタルコンテンツ表示方法およびシステムを提供する
ことにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明では、利用者がデジタルコンテンツを視聴する端末と該
デジタルコンテンツを管理するデータ管理装置とを有するデジタルコンテンツ視聴システ
ムにおけるデジタルコンテンツ視聴方法において、以下の処理を行う。
（１）上記端末は、利用者の利用者識別情報と該利用者が視聴したデジタルコンテンツ識
別情報とを入力し、該利用者識別情報と該コンテンツ識別情報と当該端末で視聴可能なコ
ンテンツタイプとを上記データ管理装置へ出力する。
（２）上記データ管理装置は、上記デジタルコンテンツと該デジタルコンテンツのデジタ
ルコンテンツ識別情報とを対応付けて保持し、上記利用者識別情報と該利用者が視聴を開
始する開始位置とを対応付けて保持し、該利用者識別情報と該コンテンツ識別情報と当該
端末で視聴可能なコンテンツタイプとを上記端末から入力し、上記入力したデジタルコン
テンツ識別情報と上記入力したコンテンツタイプとに対応する上記格納されたデジタルコ
ンテンツを上記入力したコンテンツタイプに変換し、該変換したデジタルコンテンツと上
記入力した利用者識別情報に対応する視聴行動履歴とを上記端末へ出力する。
（３）上記端末は、さらに、上記出力されたデジタルコンテンツと上記出力された視聴行
動履歴とを入力し、該視聴行動履歴に基づいて出力する。
また、（２）で
以上により、利用者が、異なる場所や異なる視聴端末によるコンテンツ視聴の再会が可能
となる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態としてのデジタルコンテンツ視聴方法及びシステムを説明する
。ここで述べるデジタルコンテンツとは、電子書籍、音楽、映像、ゲームなど、デジタル
化されたコンテンツを指す。 なお、デジタルコンテンツを単にコンテンツと記述するこ
ともある。
【００１２】
図2は本実施形態のデジタルコンテンツ視聴システムの概略構成を示す図である。図2に示
すように、デジタルコンテンツ視聴システム200は、視聴データ管理装置210と、一つ以上
の視聴端末装置220と、可搬記憶媒体230、通信回線240、より構成される。視聴端末装置2
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20が可搬記憶媒体を読み書きしない場合には、該可搬記憶媒体は無い。
視聴端末装置220は、利用者もしくは可搬記憶媒体230から個人識別子、コンテンツ識別子
を受付ける。また、利用者に対しコンテンツを提供し、視聴操作を受け付ける。
視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から、通信回線240を通して個人識別子、コ
ンテンツ識別子、視聴継続情報、端末タイプ（端末で表示可能なコンテンツタイプもしく
はユーザが視聴したいコンテンツタイプが端末に設定されている）を受け付け、視聴開始
情報、変換済コンテンツを視聴端末装置220に送信する。
可搬記憶媒体230は、デジタル化された情報を記憶することができる、ICカードや、スマ
ートメディア等の可搬の記憶媒体であり、個人識別子と、コンテンツ識別子が記憶される
。個人情報等が記憶されても良い。
通信回線240は、視聴データ管理装置210と複数の視聴端末装置220との間でデジタル化さ
れた情報の送受信を行うための情報伝達経路である。該通信回線240は単一の通信回線と
は限らず、デジタルコンテンツ視聴システムの規模により、回線容量や回線の種類は異な
ってもよいし、回線交換機を利用して複数の種類の回線を用いても良い。この場合、通信
回線240は、回線交換機も含む。
【００１３】
次に図２により、全体の流れを説明する。デジタルコンテンツの視聴を行いたいシステム
利用者は、視聴端末装置に個人識別子をキーボード等を用いて入力する。もしくは、個人
識別子が記録された可搬記憶媒体を視聴端末装置に挿入することによって、視聴端末装置
に個人識別子が入力される。視聴したいデジタルコンテンツのコンテンツ識別子を入力す
る。利用者が視聴可能なデジタルコンテンツは、一覧として、紙で利用者に配布されたり
、視聴データ管理装置が管理しておき、個人識別子によって利用者毎の一覧が、視聴端末
装置に表示されたりすることが考えられる。
【００１４】
次に視聴端末装置は、装置のデジタルコンテンツ再生能力を意味する端末タイプと、該個
人識別子、該コンテンツ識別子を視聴データ管理装置に送る。視聴データ管理装置は、こ
れらのデータから、デジタルコンテンツを途中もしくは最初から再生するための視聴開始
情報と、端末タイプに合わせた変換済みコンテンツを生成し、視聴端末装置に送る。視聴
端末装置は、これらのデータから、デジタルコンテンツを再生し、視聴者からの、一時停
止・再生・中断・終了などの一般的なデジタルコンテンツ視聴に関する操作を受け付ける
。
【００１５】
視聴端末装置は、視聴者から中断・終了など、コンテンツ再生を止める操作を受け付ける
と、その時のコンテンツ視聴に関する状態である、視聴継続情報を生成し、視聴データ管
理装置に送信する。視聴データ管理装置では、視聴継続情報をＤＢ等に保存する。このよ
うな流れによって、デジタルコンテンツ視聴システム200は視聴者にデジタルコンテンツ
の継続的な視聴を提供する。
【００１６】
次に、図１により、詳細な流れを説明する。図1は、本発明の一実施形態であるデジタル
コンテンツ視聴システムの一連の動作をを示すシーケンス図である。
【００１７】
ステップ101) デジタルコンテンツ視聴者(デジタルコンテンツ視聴システム利用者)は、
個人識別子とコンテンツ識別子を視聴端末装置220に入力する。可搬記憶媒体230から入力
しても良い。入力手段は視聴端末の形態により様々である。ＰＣであればキーボードが一
般的であろうし、個人情報が記録されたＩＣカードを端末のカード挿入口に挿入すること
によって、自動的に個人識別子、コンテンツ識別子を入力することも可能である。音声入
力や、タッチパネルでの入力も考えられる。また、この入力の後、個人識別子を認証する
ステップがあるのが実用的である。このステップ101は、個人識別子の入力ステップと、
コンテンツ識別子の入力ステップの二つに分かれる形態も有る。例えば個人識別子を入力
した後、視聴端末から、この個人識別子で認識される利用者が視聴可能なコンテンツの一
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覧をＣＲＴ等に出力され、この一覧に対し利用者がコンテンツを選択する、といった入力
の方法をとっても良い。
【００１８】
ステップ102) 視聴端末装置220は利用者から個人識別子とコンテンツ識別子を受付ける。
【００１９】
ステップ103) 視聴端末装置220は視聴開始情報を取得するために、利用者から受け付けた
該個人識別子と該コンテンツ識別子を通信回線240を利用して視聴データ管理装置210に対
して送信する。場合によっては、変換済コンテンツを得るために、端末タイプ421も、視
聴データ管理装置210に送信する。図2の構成ではサーバが一つであるが、複数のサーバの
場合にも本発明は適用できる。ステップ102は変換済コンテンツを取得するためのステッ
プと、視聴開始情報を取得するためのステップに分けても良い。
【００２０】
ステップ104) 視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から通信回線240を通して個人
識別子とコンテンツ識別子を受信する。場合によっては、視聴端末装置220から通信回線2
40を通して端末タイプ421も受信する。
【００２１】
ステップ105) 視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から通信回線240を通して受信
した個人識別子と、視聴行動履歴とから、該個人識別子に対応した個人視聴行動履歴を得
る。
【００２２】
ステップ106) 視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から通信回線240を通して受信
したコンテンツ識別子から、該コンテンツ識別子に対応するコンテンツを準備する。準備
の方法は様々であり、例えば視聴データ管理装置210内に記録しておき、それを取得する
といった方法や、遠隔地にあるデジタルコンテンツ保持サーバから通信回線を通して該コ
ンテンツを取得する方法などがある。端末タイプがない場合はこのステップは無くても良
い。
【００２３】
ステップ107) 視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から通信回線240を通して受信
したコンテンツ識別子から、該コンテンツ識別子に対応するコンテンツ情報を準備する。
準備の手段は様々であり、例えば視聴データ管理装置210内に記録しておき、それを取得
する方法や、遠隔地にあるデジタルコンテンツ情報保持サーバから通信回線を通して該コ
ンテンツ情報を取得する方法などがある。
【００２４】
ステップ108) 視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から通信回線240を通して端末
タイプを受信すると、ステップ106で準備した該コンテンツを端末タイプに合わせて変換
し、変換済みコンテンツを生成する。変換の例として、視聴端末装置220が文字情報のみ
を出力できる端末の場合、文字と絵とからなるコンテンツを、文字のみのコンテンツに変
換する、音声情報のみを出力できる端末の場合は文字情報を音声情報に変換する、などが
ある。変換済みコンテンツ生成の詳細は図８を用いて説明する。
【００２５】
ステップ109) 視聴データ管理装置210は、ステップ105で得た該利用者の個人視聴行動履
歴と、ステップ107で得たコンテンツ情報とから、視聴再開に必要な情報である、視聴開
始情報を生成する。該視聴開始情報は、個人視聴行動履歴の該コンテンツに関する個人視
聴行動履歴の最新情報などから構成される。ステップ104で端末タイプを受信した場合は
、上記コンテンツに関する個人視聴行動履歴の最新情報は、端末タイプに応じて変換され
た情報となる。また、コンテンツ視聴に関する情報を有するのが実用的である。コンテン
ツ視聴に関する情報とは、例えば、音声再生端末であれば設定された音量をデジタル化し
た情報や、映像再生装置であれば色の濃さ、コントラスト等をデジタル化した情報、など
である。視聴開始情報生成の詳細は図９を用いて説明する。
【００２６】
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ステップ110) 視聴データ管理装置210は、ステップ109で得た視聴開始情報と、ステップ1
04で端末タイプを受信した場合にはステップ108で得た変換済みコンテンツとを、視聴端
末装置220に通信回線240を利用して送信する。視聴開始情報が示す開始位置のコンテンツ
を視聴端末装置220に送ることも可能である。このような場合は、視聴端末装置220へは視
聴開始情報を送らなくても良い。このように、コンテンツの開始位置から送る場合とコン
テンツ全てを送る場合で、モード分けしておき、そのモード情報を視聴端末装置220から
入力し、視聴データ管理装置210はいずれかを選択する方法も採ることができる。
【００２７】
ステップ111) 視聴端末装置220は、視聴データ管理装置210から、通信回線240を通して視
聴開始情報と、ステップ103で端末タイプを送信した場合にはステップ108で得た変換済み
コンテンツを受信する。
【００２８】
ステップ112) 視聴端末装置220は、ステップ111で得た視聴開始情報と、ステップ103で端
末タイプを送信した場合には変換済コンテンツ、端末タイプを送らない場合はコンテンツ
、とから、視聴情報を生成する。該視聴情報とは、該コンテンツもしくは該変換済コンテ
ンツを、視聴開始情報を元に再生するための、利用者に通知する情報と、利用者から受付
けることのできる視聴に関する操作を促すデジタル化された情報から構成される。上記の
ように送られたコンテンツが、上記視聴開始情報が示す開始位置のコンテンツの場合、そ
のコンテンツの最初から視聴情報を生成する。利用者にとってそのコンテンツが最初の視
聴である時も同様に最初から視聴情報を生成する。
【００２９】
ステップ113) 視聴端末装置220はステップ112で生成した視聴情報を利用者に通知する。
通知の方法は視聴端末装置220の出力装置の形態により、様々な形態になり得る。例えば
視聴端末装置220がＰＣの場合は、CRTに表示する画像、文字情報であり、視聴端末装置22
0が音声再生装置の場合には、音声情報など、である。
【００３０】
ステップ114) 利用者は視聴端末装置220から得た視聴情報を元に、視聴をする。視聴に関
する操作はコンテンツにより様々である。一般的に、再生、進む、戻る、一時停止、停止
、終了、再生位置検索、などの操作が行える。
【００３１】
ステップ115) 利用者が視聴端末に対し継続要求の操作を行う。例えば中断操作などであ
る。システムによって、利用者は継続要求を意識しないようにしても良い。例えば終了操
作をすることによって、継続要求の操作となるようにしても良い。
【００３２】
ステップ116) 視聴端末装置220は、利用者からの継続要求を受け付ける。視聴操作の受け
付け方法は、視聴端末装置220の形態により、ステップ101のように様々である。利用者は
継続要求を意識しないようにしても良い。例えば終了操作をされることによって、継続要
求の操作となるようにしても良い。
【００３３】
ステップ117) 視聴端末装置220は、視聴継続情報を生成する。視聴継続情報とは、コンテ
ンツのどの位置まで視聴したかの情報をデジタル化したものである。少なくともステップ
109で記述した、コンテンツに関する利用者視聴行動履歴の最新情報と同様の情報を持っ
ている。コンテンツ視聴に関する情報が加えられても良いも考えられる。例えば音声再生
端末であれば、設定された音量をデジタル化した情報や、映像再生装置であれば、色の濃
さ、コントラスト等の設定情報が加えられる場合もある。
【００３４】
ステップ118) 視聴端末装置220は、個人視聴行動履歴を更新するために、個人識別子とコ
ンテンツ識別子と視聴継続情報を、通信回線240を利用して視聴データ管理装置210に送信
する。
【００３５】
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ステップ120) 視聴データ管理装置210は、通信回線240を通して視聴端末装置220から、個
人識別子とコンテンツ識別子と視聴継続情報を受信する。
【００３６】
ステップ120) 視聴データ管理装置210は、通信回線240を通して視聴端末装置220から受信
した、個人識別子とコンテンツ識別子と視聴継続情報とから、視聴行動履歴の該個人識別
子で識別される個人視聴行動履歴を更新する。104で端末タイプが受信されている場合、
視聴継続情報は端末タイプに合わせて変換しても良い。更新とは情報の挿入や、情報の書
き換えを意味する。
【００３７】
図8は、本実施形態の、視聴データ管理装置210のコンテンツ変換処理部314の処理手順を
示すフローチャートである。ステップ801で端末タイプから、この端末で視聴可能なコン
テンツタイプの一覧を得る。コンテンツタイプとは、コンテンツの種類や特徴を表すデジ
タル化された情報である。ステップ802でコンテンツ情報から、このコンテンツが変換可
能なコンテンツタイプの一覧を得る。ステップ803で、ステップ802で得られたコンテンツ
タイプ一覧と、ステップ803で得られたコンテンツタイプ一覧とから、端末で視聴可能な
コンテンツタイプがあるかどうか判断する。視聴可能なコンテンツタイプが無かった場合
、ステップ807で制御部にその旨を通知する。視聴可能なコンテンツタイプが有った場合
、ステップ804でコンテンツタイプを決定する。ステップ805で、ステップ804で得られた
コンテンツタイプに応じて、コンテンツを変換し、ステップ806で、変換したことを制御
処理部に通知する。
図9は、本実施形態の、視聴データ管理装置210の視聴開始情報生成処理部316の処理手順
を示すフローチャートである。ステップ901で個人視聴行動履歴510とコンテンツ識別子か
ら、コンテンツに関する視聴行動履歴の最新情報511を読み出す。ステップ902で上記コン
テンツに関する視聴行動履歴の最新情報511から視聴開始位置を取得する。視聴開始位置
はコンテンツの位置情報を示すデジタル化された符号列である。ステップ903は変換済コ
ンテンツの視聴開始情報を生成するかの判断であり、変換済コンテンツの場合は、変換元
コンテンツのコンテンツタイプと、変換済コンテンツのコンテンツタイプに応じて、視聴
開始位置を変換する。例えば電子書籍を音声コンテンツに変換した場合では、９ページ１
段落目という視聴開始位置を、何分何秒の位置という視聴開始位置に変換したりする。ス
テップ905で、上記ステップで得られた、視聴開始位置と、コンテンツタイプなどとを視
聴開始情報として生成する。
【００３８】
図3は本実施形態の視聴データ管理装置210の概略構成図である。図3に示すように、視聴
データ管理装置2１０は、CPU301、通信アダプタ302、メモリ310、記憶装置320より構成さ
れる。
CPU301は、視聴データ管理装置210全体の動作を制御する制御装置である。通信アダプタ3
02は、他の装置とデジタル化された情報の送受信を行うための装置であり、視聴端末装置
220と情報の送受信を行う。メモリ310は、視聴データ管理装置210の動作を制御するため
の各種処理プログラムやデータを保持する記憶装置である。記憶装置320は、前記各種処
理プログラムや視聴行動履歴や、場合によってはデジタルコンテンツを格納する磁気ディ
スク等の記憶装置である。
視聴データ管理装置210は、受信送信処理部311と、コンテンツ情報管理処理部312と、コ
ンテンツ管理処理部313と、コンテンツ変換処理部314と、視聴行動履歴管理処理部315と
、視聴開始情報生成処理部316と、視聴継続情報変換処理部317と、制御処理部318を有し
ている。
受信送信処理部311は、通信アダプタ302を利用し、通信回線240を通して視聴端末装置220
との情報の送受信を行う。
コンテンツ情報管理処理部312は、コンテンツ情報をメモリ310にロードする。コンテンツ
情報は記憶装置320内のコンテンツ管理ＤＢから読み出す。この手段以外にも、通信回線
を通して他の装置から準備する手段などでも良い。
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コンテンツ管理処理部313は、コンテンツをメモリ310にロードする。コンテンツは記憶装
置320内のコンテンツＤＢから読み出す。この手段以外にも、通信回線を通して他の装置
から準備する手段などでも良い。コンテンツがメモリ310に収まらない場合は、コンテン
ツを分割して記憶装置320に格納しておき、必要に応じた部分をメモリ310にロードしても
良い。
【００３９】
コンテンツ変換処理部314は、上記コンテンツ管理処理部313でメモリ310にロードされた
コンテンツを、端末タイプと該コンテンツ情報とから変換して、変換済コンテンツを生成
し、メモリ310にロードする。コンテンツがメモリ310に収まらない場合は、コンテンツを
分割して記憶装置320に格納しておき、必要に応じた部分をメモリ310にロードし、変換し
、記憶装置320に格納しても良い。
【００４０】
視聴行動履歴管理処理部315は、視聴情報管理ＤＢから個人識別子から利用者の個人視聴
行動履歴をメモリ310にロードする。また、視聴情報管理ＤＢをメモリ上の個人視聴行動
履歴に関する情報で更新する。
【００４１】
視聴開始情報生成処理部316は、上記視聴行動履歴管理処理部315によってメモリ310にロ
ードされた利用者の個人視聴行動履歴と、コンテンツ情報管理処理部312によってメモリ3
10内にロードされたコンテンツ情報とから、視聴開始情報を生成し、メモリ310にロード
する。
【００４２】
視聴継続情報変換処理部317は、視聴継続情報から、個人視聴行動履歴に関する情報を取
り出し、メモリにロードする。視聴していたコンテンツが変換済コンテンツの場合は、履
歴情報を、変換前コンテンツに合う形式に変換する。
【００４３】
制御処理部317は、メモリ410内の各処理部および記憶装置420といった視聴端末装置220全
体を制御する。
視聴行動履歴管理DB321は、利用者に対応する個人識別子と共に個人視聴行動履歴を管理
している。
コンテンツ管理ＤＢ322は、コンテンツ識別子と共に、該コンテンツ識別子によって識別
されるデジタルコンテンツの、コンテンツ本体を管理している。
コンテンツ情報管理ＤＢ323は、コンテンツ識別子と共に、該コンテンツ識別子によって
識別されるデジタルコンテンツの、コンテンツ本体に関する周辺情報であるコンテンツ情
報を管理している。
【００４４】
視聴データ管理装置210を、受信送信処理部311、コンテンツ情報管理処理部312、コンテ
ンツ管理処理部313、コンテンツ変換処理部314、視聴行動履歴管理処理部315、視聴開始
情報生成処理部316、視聴継続情報変換処理部317、制御処理部318として機能させるため
のプログラムは、CD-ROM等の記憶媒体から記憶装置320に格納された後、メモリ310にロー
ドされて実行されるものとする。なお、前記プログラムを記憶する媒体は、CD-ROM以外の
他の媒体、例えばＤＶＤやＤＡＴでも良い。また、通信アダプタ302を介して他の装置か
ら記憶媒体320に格納しても良い。
【００４５】
図4は本実施形態の視聴端末装置220の概略構成図である。図4に示すように、視聴端末装
置220は、CPU401、入力装置402、出力装置403、通信アダプタ404、可搬記憶媒体I/O装置4
05、メモリ410、記憶装置420より構成される。
【００４６】
CPU401は、視聴データ管理装置220全体の動作を制御する制御装置である。入力装置402は
、ユーザからの情報を入力し、デジタル化するための装置であり、個人識別子、コンテン
ツ識別子、視聴操作を入力し、デジタル化する。キーボードや音声入力装置や、タッチパ
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ネル等、様々な形態がある。出力装置403は、デジタル化された情報を、利用者が認識で
きるものに変換し、ユーザに情報を伝達するための装置であり、利用者にコンテンツを視
聴させたり、視聴操作を促したりする。ＣＲＴやスピーカや、振動装置など、様々な形態
がある。通信アダプタ404は、他の装置とデジタル化された情報の送受信を行うための装
置であり、視聴視聴データ管理装置210と情報の送受信を行う。可搬記憶媒体I/O装置405
は、可搬記憶媒体230へ情報の読み書きを行う装置であり、ICカードリーダライタや、ス
マートカードリーダライタがある。メモリ410は、視聴端末装置220の動作を制御するため
の各種処理プログラムやデータを保持する記憶装置である。記憶装置420は、前記各種処
理プログラムや視聴行動履歴や、場合によってはデジタルコンテンツを格納する磁気ディ
スク等の記憶装置である。
【００４７】
視聴端末装置220は、利用者入出力処理部411と、受信送信処理部412と、視聴情報生成処
理部413と、視聴継続情報生成処理部414と、制御処理部415を有している。
【００４８】
利用者入出力処理部411は、利用者が入力装置402に入力した情報をメモリ410にロードす
る。場合によっては可搬記憶媒体I/O装置405を用いて、可搬記憶媒体230から入力する。
また、視聴情報生成処理部413によって生成された視聴情報を、必要ならば出力装置に出
力できる形式に変換し、出力装置に出力することによって、利用者に視聴させ、視聴操作
を促す。
【００４９】
受信送信処理部412は、通信アダプタ404を利用し、通信回線240を通して視聴データ管理
装置210との情報の送受信を行う。受信した情報は、メモリ410にロード、もしくは記憶装
置420に格納される。
【００５０】
視聴情報生成処理部413は、受信送信処理部412で得た視聴開始情報と変換済コンテンツ、
もしくは自ら準備したコンテンツから、利用者が視聴するべきデジタル化された情報を生
成し、これと視聴操作を促す情報を合わせて視聴情報として、メモリ410にロードする。
コンテンツの準備の方法は様々であり、例えばコンテンツ保管DBから準備しても良いし、
視聴データ端末装置から受信しても良い。視聴情報生成処理部413は、利用者入出力処理
部によって利用者から入力された操作情報から、視聴情報を更新する。
【００５１】
視聴継続情報生成処理部414は、利用者入出力処理部によってメモリ410にロードされた情
報と、視聴情報生成処理部413によって生成及び更新された視聴情報から、視聴継続情報
を生成し、メモリ410にロードする。視聴継続情報は、コンテンツのどこまでを視聴した
かなどの視聴の中断に関するデジタル化された情報である。
制御処理部415は、メモリ410内の各処理部および記憶装置420といった視聴端末装置220全
体を制御する。
端末タイプ421は、該視聴端末装置220の特徴をデジタル化した情報であり、記憶装置420
に格納されている。読み出しメモリ等に格納されていても良い。端末タイプ421により、
その視聴端末装置220で視聴できるコンテンツの種類が制限される。例えば端末タイプ421
が音声出力のみ可能であるという情報を持つ場合、視聴端末装置220は音声出力のみを備
えた装置であるということを意味し、視覚に訴えるコンテンツの再生はできないというこ
とになる。
コンテンツ保管DB422は、視聴データ管理装置210から受信した変換済コンテンツを保管す
る。主に視聴データ管理装置210との転送をキャッシュする目的や、メモリ420に変換済コ
ンテンツが入りきらない場合の保管の目的で存在する。視聴データ管理装置210を、利用
者入出力処理部411と、受信送信処理部412と、視聴情報生成処理部413と、視聴継続情報
生成処理部414と、制御処理部415として機能させるためのプログラムは、CD-ROM等の記憶
媒体から記憶装置420に格納された後、メモリ410にロードされて実行されるものとする。
なお、前記プログラムを記憶する媒体は、CD-ROM以外の他の媒体、例えばＤＶＤやＤＡＴ



(12) JP 4383690 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

でも良い。また、通信アダプタ404を介して他の装置から記憶媒体に格納しても良い。
【００５２】
図5は、視聴行動履歴管理DB321内に格納される視聴行動履歴500の例である。視聴行動履
歴500は、デジタル化された情報であり、文字列等で表される複数の個人識別子と、コン
テンツ識別子、該コンテンツ識別子で識別されるコンテンツに関する視聴行動に関する履
歴から構成され、複数の個人視聴行動履歴510からなる。個人視聴行動履歴510は、１つの
個人識別子に対して０個以上のコンテンツ識別子と、コンテンツ識別子に対して1つ以上
の履歴情報から構成される。その他個人の嗜好などの個人情報や利用開始日等のシステム
運用用の付帯情報などがあると実用的である。履歴情報はデジタルコンテンツの視聴開始
位置が特定できるようなマーキング位置を有しており、同時に日付や視聴した端末などの
情報があるのが実用的である。コンテンツに対しての履歴情報のうち、最も新しいものを
、コンテンツに関する個人視聴行動履歴の最新情報511とする。
【００５３】
図6は、端末タイプ421の例である。端末タイプ421は視聴端末装置が視聴に対応している
、デジタルコンテンツの種類特定できる情報を有している。コンテンツの種類は１つ以上
でも良い。例えば視聴端末装置がＰＣであれば、映像コンテンツの再生や、音楽コンテン
ツの再生や、その他のコンテンツが視聴可能であるため、複数のコンテンツの種類を持つ
。視聴端末装置がスピーカ等の音声再生機能しか有していない装置の場合には、音声コン
テンツの再生のみに対応するだろう。端末タイプ421はその他視聴再生装置に依存する情
報を持っても良い。
【００５４】
図7は、コンテンツ情報管理ＤＢ323内に格納されるコンテンツ情報423の例である。コン
テンツ情報423は、各種のコンテンツに付随したデジタル化された情報である。コンテン
ツ情報423はコンテンツ識別子を有しており、その他コンテンツの種類を示す文字列等の
情報や、コンテンツの大きさ、コンテンツが保管されているアドレス、変換可能なコンテ
ンツの種類、などから構成される。コンテンツ変換のルール等の情報があっても良い。
【００５５】
次に、図１のステップに従って、図５、６，７から具体的な処理の流れを説明する。
前準備として、個人識別子の視聴データ管理装置への登録が行われる。例えばデジタル漫
画喫茶の窓口において、会員費を徴収する時に、M95AA1　のような会員ＩＤを生成し、個
人識別子として、視聴データ管理装置に登録することを行う。この会員ＩＤは、メンバカ
ード等に刻印されるか、ＩＣカードであれば内部に記録される。
利用者はこの会員ＩＤ　M95AA1 を、視聴端末装置に入力する。視聴端末装置にはデジタ
ルコンテンツ一覧が表示されており、利用者は視聴したいコンテンツを選ぶ。視聴端末装
置では、選ばれたコンテンツを、内部で　BOOK00A23 のようなコンテンツ識別子に変換し
、個人識別子、コンテンツ識別子、そして装置内部のＲＯＭやＤＢに書かれる BOOKVIEWE
R03022A といった端末識別子を持つ端末タイプを、視聴データ管理装置に送信する。視聴
端末装置では、利用者がデジタルコンテンツ一覧から選ぶのではなく、コンテンツ識別子
を直接入力できるような手段があっても良い。例えば、デジタル漫画喫茶の窓口で、デジ
タルコンテンツとコンテンツ識別子の表があり、それを利用者が見て、視聴端末装置に直
接入力することなども考えられる。
【００５６】
視聴データ管理サーバでは、個人識別子　M95AA1　と、コンテンツ識別子　BOOK00A23　
を視聴行動履歴から検索し、利用者のコンテンツに関する視聴行動を取得する。BOOK00A2
3　の検索に失敗した場合、初めて見るコンテンツとして扱う。また、コンテンツ識別子
　BOOK00A23　から、コンテンツ情報と、コンテンツを準備する。
【００５７】
視聴データ管理装置では、端末タイプにあわせて、コンテンツを変換する。端末タイプか
ら、受付可能なコンテンツタイプが、book　hypertext text だと分かる。コンテンツ情
報から、このコンテンツタイプは multi であり、変換できるコンテンツのコンテンツタ
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イプは、book audio hypertext text だと分かる。この視聴端末装置では、コンテンツタ
イプ　multi　が受け付け可能でないため、book か hypertext か　text のいずれかに変
換すればよく、ここではbookに変換するとする。
視聴データ管理装置では、視聴開始情報を生成する。視聴行動のうち、特に中断位置　PA
GE001 を取得し、 変換したコンテンツタイプにあわせて、中断位置を変換し、視聴開始
情報とする。ここでは中断位置のコンテンツタイプがbookであり、変換したコンテンツタ
イプも book であるので、変換は不要となる。視聴データ管理装置は、視聴開始情報 PAG
E001 と、book 形式の変換済コンテンツを、視聴端末装置に送信する。
視聴端末装置は、受信したコンテンツを、PAGE001という視聴開始情報に基づいて再生し
、利用者からの視聴操作を受け付ける。利用者が５ページ目まで読み、そこで中断した場
合、視聴中断情報として、PAGE005　が生成される。個人識別子　M95AA1　と、コンテン
ツ識別子　BOOK00A23　と、この視聴中断情報　PAGE005 が視聴データ管理装置に送られ
、視聴データ管理装置では、視聴行動履歴が更新される。
本実施例によれば、異なる場所や異なる視聴端末においても、視聴端末に応じたコンテン
ツの形態での視聴の継続が実現できる。
例えば、自宅でPCのWebによるマルチメディアでの読書の中断と継続視聴を、病院での電
子書籍端末による文字として中断と継続視聴、さらに、電車での移動中、音声端末による
音声での中断と継続視聴が可能である。
また、視聴行動履歴を統計データとして利用できるという効果がある。例えば恋愛小説を
良く視聴する個人が特定できるため、その個人へ恋愛小説の新刊発売を告知したり、一定
の数だけコンテンツを視聴した利用者に対し、新規コンテンツの視聴権限を与える、など
のサービスも考えられる。
以下、第２の実施形態の説明を行う。
図１１は本実施形態のデジタルコンテンツ視聴システムの概略構成を示す図である。実施
の形態１で説明した図2に対し、個人視聴行動履歴が視聴端末装置に接続される可搬媒体
に保存される点が異なる。
視聴端末装置220は、利用者もしくは可搬記憶媒体230から個人識別子、コンテンツ識別子
を受付け、可搬記録媒体230から、個人視聴行動履歴を入力する。また、利用者に対しコ
ンテンツを提供し、視聴操作を受け付ける。
視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から、通信回線240を通して個人識別子、コ
ンテンツ識別子、個人視聴行動履歴、端末タイプを受け付け、視聴開始情報、変換済コン
テンツを視聴端末装置220に送信する。
可搬記憶媒体230は、デジタル化された情報を記憶することができる、ICカードや、スマ
ートメディア等の可搬の記憶媒体であり、個人識別子と、コンテンツ識別子、そして個人
視聴行動履歴が記憶される。個人情報等が記憶されても良い。
【００５８】
次に、図１０により、詳細な流れを説明する。図1０は、本発明の一実施形態であるデジ
タルコンテンツ視聴システムの一連の動作を示すシーケンス図である。図１とほとんど同
じであるが、個人視聴行動履歴の流れが異なるため、そのステップを説明する。
【００５９】
ステップ1001) 視聴端末装置220は、視聴開始情報を取得するために、利用者から受け付
けた該個人識別子と該コンテンツ識別子と、可搬媒体に記録されている個人視聴情報履歴
を、通信回線240を利用して視聴データ管理装置210に対して送信する。場合によっては、
変換済コンテンツを得るために、端末タイプ421も、視聴データ管理装置210に送信する。
図１１の構成ではサーバが一つであるが、複数のサーバが存在する形態も考えられる。上
記のコンテンツが開始位置から送られる場合は、個人視聴情報履歴を視聴データ管理装置
210に送らなくても良い。
【００６０】
ステップ1002) 視聴データ管理装置210は、視聴端末装置220から通信回線240を通して個
人識別子とコンテンツ識別子と、個人視聴行動履歴を受信する。場合によっては、視聴端
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対応するコンテンツを視聴端末装置220に送る。送るコンテンツは、個人視聴行動履歴に
基づいて、視聴を継続する位置からコンテンツを送付しても良い。
【００６１】
ステップ1003) 視聴端末装置220は、利用者が視聴を終了したとき、その視聴コンテンツ
におけるコンテンツ識別子と視聴継続情報とから、個人視聴行動履歴を更新し、可搬媒体
に保存する。
【００６２】
本実施例では、第１の実施形態と同様に異なる場所や異なる視聴端末においても、視聴端
末に応じたコンテンツの形態での視聴の継続が実現できる。
【００６３】
また、視聴データ管理装置が前回の視聴と異なる場合でも、同じコンテンツが格納されて
いれば、コンテンツ識別子により格納されているコンテンツを読み出し、前回視聴してい
たコンテンツを前回の続きから視聴することができる。
【００６４】
【発明の効果】
利用者が異なる場所でのコンテンツ視聴の再開や、形態の異なる視聴端末でのコンテンツ
視聴の再開を可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】 本発明の一実施形態である、デジタルコンテンツ視聴システムの一連のステッ
プを示すシーケンス図である。
【図２】 本発明の一実施形態である、デジタルコンテンツ視聴システム200の概略構成を
示す図である。
【図３】 本発明の一実施形態の、視聴データ管理装置210の概略構成を示す図である。
【図４】 本発明の一実施形態の、視聴端末装置220の概略構成を示す図である。
【図５】 本発明の一実施形態の、視聴行動履歴500の例を示す図である。
【図６】 本発明の一実施形態の、端末タイプ421の例を示す図である。
【図７】 本発明の一実施形態の、コンテンツ情報423の例を示す図である。
【図８】 本発明の一実施形態の、視聴データ管理装置210のコンテンツ変換処理部314の
処理手順を示すフローチャートである。
【図９】 本発明の一実施形態の、視聴データ管理装置210の視聴開始情報生成処理部の処
理手順を示すフローチャートである。
【図１０】 本発明の一実施形態である、デジタルコンテンツ視聴システムの一連のステ
ップを示すシーケンス図である。
【図１１】 本発明の一実施形態である、デジタルコンテンツ視聴システム200の概略構成
を示す図である。
【符号の説明】
200…デジタルコンテンツ視聴システム, 210…視聴データ管理装置, 220…視聴端末装置,
 230…可搬記憶媒体, 240…通信回線,
301…CPU, 302…通信アダプタ, 310…メモリ, 320…記憶装置,
401…CPU, 402…入力装置, 403…出力装置, 404…通信アダプタ, 405…可搬記憶媒体I/O
装置, 410…メモリ, 420…記憶装置
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