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(57)【要約】
【課題】無線通信が発生するコンテンツ情報を通信状態
に応じて適切に提供し、ユーザの利便性を向上させるこ
とのできる通信端末装置を提供すること。
【解決手段】携帯電話機１は、ネットワークと無線通信
する無線通信手段３０と、コンテンツ情報の格納場所を
示すＵＲＬを記憶するコンテンツリスト記憶手段４０と
、前記ＵＲＬに基づき、前記コンテンツ情報を取得する
場合に無線通信が発生するか否かを判定する通信発生判
定手段６０と、前記無線通信手段での無線通信の状態と
、前記通信発生判定手段の判定結果とに基づいて、コン
テンツ情報の表示種別を選定するコンテンツリスト管理
手段５０と、前記コンテンツリスト管理手段にて選定さ
れた表示種別に従い、コンテンツ情報の一覧を出力する
出力手段２０とから構成し、無線通信が発生するコンテ
ンツ情報の表示種別を、無線通信の状態によって切り替
え、一覧表示から出力できるか否かを容易に判断させる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワークと無線通信する無線通信手段と、
コンテンツ情報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するコンテンツリスト記憶手段と、
前記ＵＲＬに基づき、前記コンテンツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを
判定する通信発生判定手段と、
前記無線通信手段での無線通信の状態と、前記通信発生判定手段の判定結果とに基づいて
、コンテンツ情報の表示種別を選定するコンテンツリスト管理手段と、
前記コンテンツリスト管理手段にて選定された表示種別に従い、コンテンツ情報の一覧を
出力する出力手段と、を有することを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
ネットワークと無線通信する無線通信手段と、
コンテンツ情報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するコンテンツリスト記憶手段と、
前記ＵＲＬに基づき、前記コンテンツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを
判定する通信発生判定手段と、
前記無線通信手段での無線通信の状態と、前記通信発生判定手段の判定結果とに基づいて
、コンテンツ情報の再生可否を判定するコンテンツリスト管理手段と、
前記コンテンツリスト管理手段にて再生可と判定がなされたコンテンツ情報を出力する出
力手段と、を有することを特徴とする通信端末装置。
【請求項３】
前記ネットワークを通じて提供されるコンテンツ情報の格納場所を示す第１のＵＲＬ、又
は前記コンテンツ情報記憶手段に記憶されているコンテンツ情報の格納場所を示す第２の
ＵＲＬを記憶するコンテンツ情報記憶手段をさらに有することを特徴とする請求項１又は
２記載の通信端末装置。
【請求項４】
前記通信発生判定手段は、前記コンテンツリスト記憶手段に記憶されているＵＲＬが、
前記第１のＵＲＬであるとき、無線通信が発生するとの判定を行うことを特徴とする請求
項３記載の通信端末装置。
【請求項５】
前記コンテンツ情報記憶手段に記憶されているコンテンツ情報に対応したライセンス情報
を記憶するライセンス情報記憶手段と、
前記ライセンス情報が無効であるか否かを判定するライセンス情報解析手段と、をさらに
有し、
前記通信発生判定手段は、前記ライセンス情報解析手段が、前記ライセンス情報を無効で
あるとの判定したとき、無線通信が発生するとの判定を行うことを特徴とする請求項３記
載の通信端末装置。
【請求項６】
前記コンテンツリスト管理手段は、前記再生可否を判定する複数のテーブルのうち、予め
設定されたテーブルを用いて判定を行うことを特徴とする請求項２記載の通信端末装置。
【請求項７】
ネットワークと無線通信するステップと、
コンテンツ情報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するステップと、
前記ＵＲＬに基づき、前記コンテンツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを
判定するステップと、
前記無線通信の通信状態と、前記判定の結果とに基づいて、コンテンツ情報の表示種別を
選定するステップと、
選定された表示種別に従い、コンテンツ情報の一覧を出力するステップと、を有すること
を特徴とする情報通知方法。
【請求項８】
ネットワークと無線通信するステップと、
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コンテンツ情報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するステップと、
前記ＵＲＬに基づき、前記コンテンツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを
判定するステップと、
前記無線通信の通信状態と、前記判定の結果とに基づいて、コンテンツ情報の再生可否を
判定するステップと、
前記再生可否が再生可と判定されたコンテンツ情報を出力するステップと、を有すること
を特徴とする情報通知方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末装置に関し、特に、音楽や動画等のコンテンツ情報を出力すること
ができる通信端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、音楽や動画等のコンテンツ情報を配信するサービスが普及し、パーソナルコンピ
ュータや携帯電話機等の通信端末装置で、コンテンツ情報の視聴を楽しむユーザが増えて
きている。また、通信端末装置において、インターネット等のネットワークを通じて、音
楽や動画等のコンテンツ情報を受信しながら同時に再生を行うストリーミング再生技術が
広く利用されている。
　従来の電子機器は、ネットワークを通じて提供されるコンテンツ情報のタイトルと、記
録メディアに記憶されたコンテンツ情報のタイトルとを統合したコンテンツリストを表示
することにより、ユーザが視聴したいコンテンツ情報を容易に探すことができるようにし
ている。（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－２０９１５４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、上記電子機器は、通信状態の悪化等により、ネットワークを通じて提供
されるコンテンツ情報を受信することができない場合であっても、そのコンテンツ情報の
タイトルをコンテンツリストに表示してしまうことがあった。
　そのため、ユーザは、実際に再生可能なコンテンツ情報と、通信状態の悪化等により受
信することができないコンテンツ情報と、をコンテンツリストから容易に判断することが
できないといった課題があった。
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、通信状態に応じてコンテンツ
情報を適切に提供し、ユーザの利便性を向上させることのできる通信端末装置及び情報通
知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】
【０００４】
　本発明の通信端末装置は、ネットワークと無線通信する無線通信手段と、コンテンツ情
報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するコンテンツリスト記憶手段と、前記ＵＲＬに基づき
、前記コンテンツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを判定する通信発生判
定手段と、前記無線通信手段での無線通信の状態と、前記通信発生判定手段の判定結果と
に基づいて、コンテンツ情報の表示種別を選定するコンテンツリスト管理手段と、前記コ
ンテンツリスト管理手段にて選定された表示種別に従い、コンテンツ情報の一覧を出力す
る出力手段と、を備えた構成を有する。
　この構成により、ストリーミング再生やライセンス情報の取得等で、無線通信が発生す
るコンテンツ情報の表示種別を、無線通信の状態によって切り替え、一覧表示から出力で
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きるか否かを容易に判断させることができる。
【０００５】
　また、本発明の通信端末装置は、ネットワークと無線通信する無線通信手段と、コンテ
ンツ情報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するコンテンツリスト記憶手段と、前記ＵＲＬに
基づき、前記コンテンツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを判定する通信
発生判定手段と、前記無線通信手段での無線通信の状態と、前記通信発生判定手段の判定
結果とに基づいて、コンテンツ情報の再生可否を判定するコンテンツリスト管理手段と、
前記コンテンツリスト管理手段にて再生可と判定がなされたコンテンツ情報を出力する出
力手段と、を備えた構成を有する。
　この構成により、複数のコンテンツ情報について順次、自動的に連続再生を行うときに
、再生可と判定がなされたコンテンツ情報を提供するため、円滑な連続再生を行うことが
できる。
【０００６】
　また、本発明の通信端末装置は、前記ネットワークを通じて提供されるコンテンツ情報
の格納場所を示す第１のＵＲＬ、又は前記コンテンツ情報記憶手段に記憶されているコン
テンツ情報の格納場所を示す第２のＵＲＬを記憶するコンテンツ情報記憶手段をさらに備
えた構成を有する。
　この構成により、ネットワークを通じて提供されるコンテンツ情報と、前記コンテンツ
情報記憶手段に記憶されているコンテンツ情報とをまとめて一覧に表示したときに、無線
通信が発生するコンテンツ情報の表示種別を、無線通信の状態によって切り替え、一覧表
示から出力できるか否かを容易に判断させることができる。
【０００７】
　また、本発明の通信端末装置は、前記通信発生判定手段が、前記コンテンツリスト記憶
手段に記憶されているＵＲＬが、前記第１のＵＲＬであるとき、無線通信が発生するとの
判定を行う構成を有する。
　この構成により、前記第１のＵＲＬが示すコンテンツ情報の表示種別を、無線通信の状
態によって切り替え、一覧表示から出力できるか否かを容易に判断させることができる。
【０００８】
　また、本発明の通信端末装置は、前記コンテンツ情報記憶手段に記憶されているコンテ
ンツ情報に対応したライセンス情報を記憶するライセンス情報記憶手段と、前記ライセン
ス情報が無効であるか否かを判定するライセンス情報解析手段と、をさらに有し、前記通
信発生判定手段が、前記ライセンス情報解析手段が、前記ライセンス情報を無効であると
の判定したとき、無線通信が発生するとの判定を行う構成を有する。
　この構成により、有効なライセンス情報を取得するために無線通信が発生するコンテン
ツ情報の表示種別を、無線通信の状態によって切り替え、一覧表示から出力できるか否か
を容易に判断させることができる。
【０００９】
　また、本発明の通信端末装置は、前記コンテンツリスト管理手段が、前記再生可否を判
定する複数のテーブルのうち、予め設定されたテーブルを用いて判定を行う構成を有する
。
　この構成により、ユーザに再生可否を判定するテーブルを自由に選択させることができ
、ユーザの利便性を向上させることができる。
【００１０】
　また、本発明の情報通知方法は、ネットワークと無線通信するステップと、コンテンツ
情報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するステップと、前記ＵＲＬに基づき、前記コンテン
ツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを判定するステップと、前記無線通信
の通信状態と、前記判定の結果とに基づいて、コンテンツ情報の表示種別を選定するステ
ップと、選定された表示種別に従い、コンテンツ情報の一覧を出力するステップと、を有
する。
　この方法により、ストリーミング再生やライセンス情報の取得等で、無線通信が発生す
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るコンテンツ情報の表示種別を、無線通信の状態によって切り替え、一覧表示から出力で
きるか否かを容易に判断させることができる。
【００１１】
　また、本発明の情報通知方法は、ネットワークと無線通信するステップと、コンテンツ
情報の格納場所を示すＵＲＬを記憶するステップと、前記ＵＲＬに基づき、前記コンテン
ツ情報を取得する場合に無線通信が発生するか否かを判定するステップと、前記無線通信
の通信状態と、前記判定の結果とに基づいて、コンテンツ情報の再生可否を判定するステ
ップと、前記再生可否が再生可と判定されたコンテンツ情報を出力するステップと、を有
する。
　この方法により、複数のコンテンツ情報について順次、自動的に連続再生を行うときに
、再生可と判定がなされたコンテンツ情報を提供するため、円滑な連続再生を行うことが
できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、通信状態に応じてコンテンツ情報を適切に提供し、ユーザの利便性を向上さ
せることのできる通信端末装置及び情報通知方法を提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１は、通信端末装置が携帯電話機である場合を例にして説明する。
図１は、本発明の実施の形態１における携帯電話機の構成を示すブロック図である。
携帯電話機１は、入力手段１０、出力手段２０、無線通信手段３０、コンテンツリスト記
憶手段４０、コンテンツリスト管理手段５０、通信発生判定手段６０、コンテンツ情報解
析手段７０、コンテンツ情報記憶手段７１、メタ情報解析手段８０、メタ情報記憶手段８
１、ライセンス情報解析手段９０、ライセンス情報記憶手段９１及び計時手段１００から
構成されている。
【００１４】
　入力手段１０は、操作ボタンやマイクロホン等であって、コンテンツ情報のタイトル一
覧（以下、コンテンツリストという）を呼び出すときや、コンテンツリストから所望のコ
ンテンツ情報を選択するときに操作される。
【００１５】
　出力手段２０は、ディスプレイやスピーカー等であり、入力手段１０の操作によって呼
び出されたコンテンツリストを表示したり、コンテンツ情報の表示又は鳴動を行う。
【００１６】
　無線通信手段３０は、ネットワークに接続してサーバ（図示せず）と無線通信を行い、
音声や動画等のコンテンツ情報を取得することができる。
また、無線通信手段３０は、通信状態として、基地局等から送信される電波の強さを示す
受信電波感度情報を有している。受信電波感度情報は、電波の強さに応じて、例えば「圏
外」、「弱」、「中」、「強」のいずれかのレベルを示すものとする。
【００１７】
　コンテンツリスト記憶手段４０は、ストリーミング方式によって提供されるコンテンツ
情報（以下、ストリーミングコンテンツ情報という）と、コンテンツ情報記憶手段７１に
記憶されているコンテンツ情報（以下、ローカルコンテンツ情報）とのタイトル及びＵＲ
Ｌ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を記憶している。ここで、コ
ンテンツリスト記憶手段４０に記憶されているＵＲＬには、ネットワーク上の格納場所を
示すＵＲＬ（例えば、ｈｔｔｐ:／／ＡＡＡ．ｃｏｍ／ＡＡＡ．ｗｍｖ）と、コンテンツ
情報記憶手段７１内の格納場所を示すＵＲＬ（例えば、／ｈｏｍｅ／ｕｓｅｒ／ＢＢＢ．
ｗｍｖ）とがある。
【００１８】



(6) JP 2009-93206 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

　コンテンツリスト管理手段５０は、コンテンツリスト記憶手段４０に記憶されているタ
イトル及びＵＲＬを呼び出すことができ、呼び出したＵＲＬが示すコンテンツ情報を取得
する場合（例えば、ネットワーク上の格納場所を示すＵＲＬからコンテンツ情報をダウン
ロードして再生または表示する場合や、コンテンツ情報記憶手段７１内の格納場所を示す
ＵＲＬからコンテンツ情報を呼び出して再生または表示する場合等）に無線通信が発生す
るか否かを判定するため、通信発生判定手段６０に対してＵＲＬを送出する。
また、コンテンツリスト管理手段５０は、無線通信手段３０の保持する受信電波感度情報
を取得し、受信電波感度情報が「圏外」、「弱」、「中」、「強」のうち、いずれのレベ
ルであるかを確認することができる。
　また、コンテンツリスト管理手段５０は、通信発生判定手段６０によって判定された通
信発生有無を示す通信量情報と、無線通信手段３０の保持する受信電波感度情報とに基づ
いて、コンテンツリストに表示する各コンテンツ情報のタイトルの表示種別及び選択可否
を選定する。
　また、コンテンツリスト管理手段５０は、出力手段２０に対して表示要求又は鳴動要求
を行い、コンテンツリストの表示や、コンテンツ情報の表示又は鳴動を行うことができる
。
【００１９】
　通信発生判定手段６０は、コンテンツリスト管理手段５０から送出されたＵＲＬを解析
し、ストリーミングコンテンツ情報であるのか、ローカルコンテンツ情報であるのかを判
定する。
　また、通信発生判定手段６０は、コンテンツリスト管理手段５０から送出されたＵＲＬ
が、ローカルコンテンツ情報である場合、ＵＲＬに含まれる拡張子に応じて、動画ファイ
ル等のコンテンツ情報（例えば、拡張子がｗｍｖの場合等）であるのか、コンテンツ情報
へのリンクが記述されているメタ情報（例えば、拡張子がａｓｘの場合等）であるのかを
判定する。
　また、通信発生判定手段６０は、ＵＲＬに含まれる拡張子が、動画ファイル等のコンテ
ンツ情報である場合、コンテンツ情報解析手段７０に対して、ＵＲＬを送出し、コンテン
ツ情報の解析を要求する。一方、ＵＲＬに含まれる拡張子が、メタ情報である場合、メタ
情報解析手段８０に対して、ＵＲＬを送出し、メタ情報の解析を要求する。
　また、通信発生判定手段６０は、コンテンツ情報解析手段７０及びメタ情報解析手段８
０からの解析結果に応じて、無線通信が発生するか否かを判定し、判定結果をコンテンツ
リスト管理手段５０に対して送出する。
【００２０】
　コンテンツ情報解析手段７０は、通信発生判定手段６０から送出されたＵＲＬに基づい
て、コンテンツ情報記憶手段７１からコンテンツ情報を読み出し、そのコンテンツ情報に
ＤＲＭ（Ｄｅｇｉｔａｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）情報が含まれているか
否かを判定する。
　また、コンテンツ情報解析手段７０は、コンテンツ情報にＤＲＭ情報が含まれている場
合、ＤＲＭ情報を解析し、そのコンテンツ情報に対応したライセンス情報の識別子を抽出
する。また、コンテンツ情報解析手段７０は、抽出した識別子をライセンス情報解析手段
８０に送出して、ライセンス情報の解析を要求する。
【００２１】
　コンテンツ情報記憶手段７１は、音楽や動画等の各種コンテンツ情報の実データが記憶
されている。コンテンツ情報記憶手段７１は、コンテンツ情報解析手段７０から指定され
たＵＲＬが示すコンテンツ情報の実データをコンテンツ情報解析手段７０に送出する。
【００２２】
　メタ情報解析手段８０は、通信発生判定手段６０から送出されたＵＲＬに基づいて、メ
タ情報記憶手段８１からメタ情報を読み出し、そのメタ情報に記述されているＵＲＬを抽
出する。また、メタ情報解析手段８０は、抽出したＵＲＬを通信発生判定手段６０に対し
て送出する。
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【００２３】
　メタ情報記憶手段８１は、コンテンツ情報へのリンク（ＵＲＬ）が記述されているメタ
情報が記憶されている。メタ情報記憶手段８１は、メタ情報解析手段８０から指定された
ＵＲＬが示すメタ情報をメタ情報解析手段８０に送出する。
【００２４】
　ライセンス情報解析手段９０は、コンテンツ情報解析手段７０から送出されたライセン
ス情報の識別子に基づいて、そのライセンス情報が有効であるか否かを判定する。
　例えば、コンテンツ情報解析手段７０から送出された識別子に対応するライセンス情報
が、ライセンス情報記憶手段９１に記憶されていない場合、ライセンス情報解析手段９０
は、そのライセンス情報が無効であると判定する。
　一方、コンテンツ情報解析手段７０から送出された識別子に対応するライセンス情報が
、ライセンス情報記憶手段９１に記憶されている場合、ライセンス情報解析手段９０は、
そのライセンス情報を読み出す。次に、ライセンス情報解析手段９０は、読み出したライ
センス情報に含まれる有効期間、有効回数等に基づいて、そのライセンス情報が有効であ
るか否かを判定する。
　具体的には、ライセンス情報が有効期間を示していた場合、ライセンス情報解析手段９
０は、計時手段１００から現在日時を取得して、現在日時と有効期間とを比較し、現在日
時が有効期間内であれば、そのライセンス情報が有効であると判定する。なお、ライセン
ス情報の有効または無効を判定する上記方法は、一例であり、上記以外の方法を用いて、
判定しても構わない。
【００２５】
　ライセンス情報記憶手段９１は、再生回数や有効期間等が示されたライセンス情報が記
憶されている。ライセンス情報記憶手段９１は、ライセンス情報解析手段９０から指定さ
れた識別子が示すライセンス情報をライセンス情報解析手段９０に送出する。
【００２６】
　計時手段１００は、日時を計時しており、ライセンス情報解析手段９０から日時取得要
求を受けると、現在日時をライセンス情報解析手段９０に対して送出する。
【００２７】
　図２は、本発明の実施の形態１におけるコンテンツリスト記憶手段４０に記憶されてい
るデータベースを示す図である。
　コンテンツリスト記憶手段４０には、コンテンツ情報記憶手段７１に記憶されているコ
ンテンツ情報のタイトルと、コンテンツ情報の格納場所を示すＵＲＬとが１つのレコード
として記憶されている。
　レコードＲ２１は、タイトルが「ＡＡＡ」であり、ＵＲＬが「ｈｔｔｐ:／／ＡＡＡ．
ｃｏｍ／ＡＡＡ．ｗｍｖ」である動画形式のストリーミングコンテンツ情報を示している
。
　レコードＲ２２は、タイトルが「ＢＢＢ」であり、ＵＲＬが「／ｈｏｍｅ／ｕｓｅｒ／
ＢＢＢ．ｗｍｖ」である動画形式のローカルコンテンツ情報を示している。
　レコードＲ２３は、タイトルが「ＣＣＣ」であり、ＵＲＬが「／ｈｏｍｅ／ｕｓｅｒ／
ＣＣＣ．ｗｍｖ」である動画形式のローカルコンテンツ情報を示している。
　レコードＲ２４は、タイトルが「ＤＤＤ」であり、ＵＲＬが「／ｈｏｍｅ／ｕｓｅｒ／
ＤＤＤ．ａｓｘ」であるメタ情報を示している。
【００２８】
　図３は、図２におけるレコードＲ２４のＵＲＬが示すメタ情報の記述内容を示す図であ
る。
　メタ情報には、コンテンツ情報へのリンクがＥＮＴＲＹタグ内に記述されており、この
例では、動画形式のストリーミングコンテンツ情報であることを示す「ｈｔｔｐ:／／Ｅ
ＥＥ．ｃｏｍ／ＥＥＥ．ｗｍｖ」が記述されているものとする。
【００２９】
　図４は、本発明の実施の形態１におけるコンテンツリスト管理手段５０が、コンテンツ
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リストに表示する各コンテンツ情報のタイトルの表示種別及び選択可否を選定するときに
用いるテーブルを示す図である。
　表示種別及び選択可否は、通信発生判定手段６０によって判定された通信量情報と、無
線通信手段３０の保持する受信電波感度情報とに基づいて選定される。
通信量情報は、例えば、無線通信が発生しないことを示す「通信なし」と、ライセンス情
報のみを取得するために無線通信が発生する「通信あり、通信量小」と、コンテンツ情報
全体を取得するために無線通信が発生する「通信あり、通信量大」とに区分されているも
のとする。
【００３０】
　図４に示すレコードＲ４１は、受信電波感度情報が「強又は中」である場合に、通信量
情報の区分に応じた表示種別及び選択可否を定めている。
　コンテンツリスト管理手段５０は、通信量情報が「通信なし」である場合、表示種別に
「黒」、選択可否に「選択可」を選定し、出力手段２０に対して表示要求を行う。従って
、コンテンツリスト表示時には、コンテンツ情報のタイトルの文字が黒色で表示され、入
力手段１０によって選択することができる。また、通信量情報が「通信あり、通信量小」
及び「通信あり、通信量大」である場合も、上記と同様の表示種別及び選択可否を選定す
るため、ここでは重複した説明を省略する。
　図４に示すレコードＲ４２は、受信電波感度情報が「弱」である場合に、通信発生有無
の区分に応じた表示種別及び選択可否を定めている。
　コンテンツリスト管理手段５０は、通信量情報が「通信なし」である場合、表示種別に
「黒」、選択可否に「選択可」を選定し、出力手段２０に対して表示要求を行う。従って
、コンテンツリスト表示時には、コンテンツ情報のタイトルの文字が黒色で表示され、入
力手段１０によって選択することができる。
　また、通信量情報が「通信あり、通信量小」である場合、コンテンツリスト管理手段５
０は、表示種別に「赤」、選択可否に「選択可」を選定し、出力手段２０に対して表示要
求を行う。従って、コンテンツリスト表示時には、コンテンツ情報のタイトルの文字が赤
色で表示されて、無線通信の状態によってはライセンス情報を取得できず、コンテンツ情
報を再生することができないおそれがあることを予めユーザに認識させることができる。
　また、通信量情報が「通信あり、通信量大」である場合、コンテンツリスト管理手段５
０は、表示種別に「灰」及び「二重線」、選択可否に「選択不可」を選定し、出力手段２
０に対して表示要求を行う。従って、コンテンツリスト表示時には、コンテンツ情報のタ
イトルの文字が灰色で表示され、且つ二重線が表示されるため、コンテンツ情報を取得せ
ず、再生することができないことを予めユーザに認識させることができる。
　図４に示すレコードＲ４３は、受信電波感度情報が「圏外」である場合に、通信量情報
の区分に応じた表示種別及び選択可否を定めている。
　コンテンツリスト管理手段５０は、通信量情報が「通信なし」である場合、表示種別に
「黒」、選択可否に「選択可」を選定し、出力手段２０に対して表示要求を行う。従って
、コンテンツリスト表示時には、コンテンツ情報のタイトルの文字が黒色で表示され、入
力手段１０によって選択することができる。
　また、通信量情報が「通信あり、通信量小」及び「通信あり、通信量大」である場合、
コンテンツリスト管理手段５０は、受信電波感度情報が「圏外」であって無線通信を行う
ことができないため、表示種別に「灰」及び「二重線」、選択可否に「選択不可」を選定
し、出力手段２０に対して表示要求を行う。従って、コンテンツリスト表示時には、コン
テンツ情報のタイトルの文字が灰色で表示され、且つ二重線が表示されるため、ライセン
ス情報又はコンテンツ情報を取得せず、再生することができないことを予めユーザに認識
させることができる。
　なお、ここでは、タイトルの文字色と、二重線とによって、通信量情報及び受信電波感
度情報に応じた表示を行うよう説明したが、これに限定されるものではなく、タイトルの
文字サイズ、点滅、アイコン又はアニメーション等によって、通信量情報及び受信電波感
度情報に応じた表示を行うようにしてもよい。
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　なお、また、ここでは、選択可否が「選択不可」であってもコンテンツリストに表示す
るように説明したが、「選択不可」であるコンテンツ情報のタイトルは、コンテンツリス
トに表示しないようにしてもよい。
【００３１】
　図５は、本発明の実施の形態１において、コンテンツリストを表示するときの処理手順
を示すフローチャートである。
　コンテンツリスト管理手段５０は、ユーザが入力手段１０を操作することにより、コン
テンツリストの表示指示がなされると、処理を開始する。
　コンテンツリスト管理手段５０は、処理を開始すると、コンテンツリスト記憶手段４０
からコンテンツ情報のタイトル及びＵＲＬを取得する（ステップＳ５０）。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、取得したＵＲＬを通信発生判定手段６０に送
出し、通信量情報の区分を判定結果として取得する（ステップＳ５１）。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、無線通信手段３０から受信電波感度情報を取
得する（ステップＳ５２）。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、図４に示すテーブルを用いて、通信発生判定
手段６０から取得した通信量情報と、受信電波感度情報とに基づいて、表示種別及び選択
可否を選定する（ステップＳ５３）。
　最後に、コンテンツリスト管理手段５０は、選定された表示種別に基づいて、出力手段
２０に表示要求を送出し、コンテンツリストを表示する（ステップＳ５４）。また、選定
された選択可否が「選択不可」である場合には、入力手段１０によるタイトルの選択動作
を制限するようにして、処理を終了する。
【００３２】
　図６は、本発明の実施の形態１における通信発生判定手段６０が、通信量情報の区分を
判定するときの処理手順を示すフローチャートである。
　通信発生判定手段６０は、コンテンツリスト管理手段５０から送出されたＵＲＬを受信
すると、受信したＵＲＬがローカルコンテンツ情報を示すか否かを判定する（ステップＳ
６０）。
　ＵＲＬがｈｔｔｐから始まるＨＴＴＰプロトコルを用いるとき等、ローカルコンテンツ
情報を示すものでないとき（ステップＳ６０、Ｎｏ）、コンテンツ情報全体を無線通信に
よって取得する必要があるため、通信発生判定手段６０は「通信あり、通信量大」を判定
結果として、コンテンツリスト管理手段５０に送出する（ステップＳ６１）。
　一方、ＵＲＬがローカルコンテンツ情報を示すとき（ステップＳ６０、Ｙｅｓ）、通信
発生判定手段６０は、ＵＲＬに含まれる拡張子がメタ情報を示すか否かを判定する（ステ
ップＳ６２）。
　ＵＲＬに含まれる拡張子が、ａｓｘ、ｗａｘ、ｒａｍ等のメタ情報を示す場合（ステッ
プＳ６２、Ｙｅｓ）、通信発生判定手段６０は、メタ情報解析手段８０にＵＲＬを送出す
る。メタ情報解析手段８０は、通信発生判定手段６０から送出されたＵＲＬに基づいて、
メタ情報記憶手段８１からメタ情報を読み出し、そのメタ情報に記述されているＵＲＬを
抽出する。そして、メタ情報解析手段８０は、抽出したＵＲＬを通信発生判定手段６０に
対して送出し（ステップＳ６４）、再度、通信発生判定手段６０にてＵＲＬがローカルコ
ンテンツ情報を示すか否かを判定する（ステップＳ６０）。
　一方、ＵＲＬに含まれる拡張子が、ｗｍｖやａｓｆ等のメタ情報以外を示す場合（ステ
ップＳ６２、Ｎｏ）、通信発生判定手段６０は、コンテンツ情報解析手段７０にＵＲＬを
送出する。コンテンツ情報解析手段７０は、通信発生判定手段６０から送出されたＵＲＬ
に基づいて、コンテンツ情報記憶手段７１からコンテンツ情報を読み出して解析し（ステ
ップＳ６３）、そのコンテンツ情報にＤＲＭ情報が含まれているか否かを判定する（ステ
ップＳ６５）。
　次に、コンテンツ情報解析手段７０がコンテンツ情報を解析した結果、ＤＲＭ情報が含
まれていないとき（ステップＳ６５、Ｎｏ）、コンテンツ情報を再生するにあたって、無
線通信する必要がないため、通信発生判定手段６０は「通信なし」を判定結果として、コ
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ンテンツリスト管理手段５０に送出する（ステップＳ６６）。
　一方、コンテンツ情報解析手段７０がコンテンツ情報を解析した結果、ＤＲＭ情報が含
まれているとき（ステップＳ６５、Ｙｅｓ）、ＤＲＭ情報を解析して、そのコンテンツ情
報に対応したライセンス情報の識別子を抽出する。また、コンテンツ情報解析手段７０は
、抽出した識別子をライセンス情報解析手段８０に送出して、ライセンス情報の解析を要
求する。
　ライセンス情報解析手段８０は、コンテンツ情報解析手段７０から送出された識別子に
基づいて、ライセンス情報記憶手段９１からライセンス情報を読み出す。また、ライセン
ス情報解析手段９０は、読み出したライセンス情報を解析して（ステップＳ６７）、無効
なライセンス情報であるか否かを判定する（ステップＳ６８）。
　ライセンス情報が無効でないとの判定がなされた場合（ステップＳ６８、Ｎｏ）、コン
テンツ情報を再生するにあたって、無線通信する必要がないため、通信発生判定手段６０
は「通信なし」を判定結果として、コンテンツリスト管理手段５０に送出する（ステップ
Ｓ６６）。また、通信発生判定手段６０は、ライセンス情報が示す内容も同様にコンテン
ツリスト管理手段５０に送出する。
　一方、ライセンス情報が無効であるとの判定がなされた場合（ステップＳ６８、Ｙｅｓ
）、新たにライセンス情報のみを無線通信によって取得する必要があるため、通信発生判
定手段６０は「通信あり、通信量小」を判定結果として、コンテンツリスト管理手段５０
に送出する（ステップＳ６９）。また、通信発生判定手段６０は、ライセンス情報が示す
内容も同様にコンテンツリスト管理手段５０に送出する。
【００３３】
　次に、図２に示すコンテンツ情報のタイトル及びＵＲＬが、コンテンツリスト記憶手段
４０に記憶されている場合を例にして、図５及び図６に示すフローチャートを用いて、コ
ンテンツリストを表示するまでの処理手順を説明する。
　コンテンツリスト管理手段５０は、ユーザが入力手段１０を操作することにより、コン
テンツリストの表示指示がなされると、処理を開始する。
　コンテンツリスト管理手段５０は、処理を開始すると、コンテンツリスト記憶手段４０
のレコードＲ２１～Ｒ２４に示すコンテンツ情報のタイトル及びＵＲＬを取得する（図５
、ステップＳ５０）。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、レコードＲ２１のＵＲＬを通信発生判定手段
６０に対して送出し、通信量情報の区分を判定する（ステップＳ５１）。
具体的には、通信発生判定手段６０は、まずコンテンツリスト管理手段５０から送出され
たＵＲＬを受信すると、受信したＵＲＬがローカルコンテンツ情報を示すか否かを判定す
る（図６、ステップＳ６０）。
　レコードＲ２１のＵＲＬは、ｈｔｔｐから始まるＨＴＴＰプロトコルを用いており、ロ
ーカルコンテンツ情報を示すものでないため（ステップＳ６０、Ｎｏ）、通信発生判定手
段６０は「通信あり、通信量大」を判定結果として、コンテンツリスト管理手段５０に送
出する（ステップＳ６１）。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、レコードＲ２２のＵＲＬを通信発生判定手段
６０に対して送出し、通信量情報の区分を判定する（図５、ステップＳ５１）
具体的には、レコードＲ２２のＵＲＬは、ローカルコンテンツ情報を示すものであるため
（図６、ステップＳ６０、Ｙｅｓ）、通信発生判定手段６０は、ＵＲＬに含まれる拡張子
がメタ情報を示すか否かを判定する（ステップＳ６２）。
　レコードＲ２２のＵＲＬに含まれる拡張子はｗｍｖであり、メタ情報以外を示している
ため（ステップＳ６２、Ｎｏ）、通信発生判定手段６０は、コンテンツ情報解析手段７０
に対してＵＲＬを送出する。コンテンツ情報解析手段７０は、通信発生判定手段６０から
送出されたＵＲＬに基づいて、コンテンツ情報記憶手段７１からコンテンツ情報を読み出
して解析し（ステップＳ６３）、そのコンテンツ情報にＤＲＭ情報が含まれているか否か
を判定する（ステップＳ６５）。
　ここでは、コンテンツ情報にＤＲＭ情報が含まれていないものとして（ステップＳ６５
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、Ｎｏ）、通信発生判定手段６０は、通信発生判定手段６０は「通信なし」を判定結果と
して、コンテンツリスト管理手段５０に送出する（ステップＳ６６）。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、レコードＲ２３のＵＲＬを通信発生判定手段
６０に対して送出し、通信量情報の区分を判定する（図５、ステップＳ５１）。
　レコードＲ２３のＵＲＬは、上記レコードＲ２２のＵＲＬと同様にローカルコンテンツ
情報を示すものであるため、コンテンツ情報にＤＲＭ情報が含まれているか否かを判定す
るまでの重複した説明は省略する。なお、ここでは、レコードＲ２３のＵＲＬが示すコン
テンツ情報にＤＲＭ情報が含まれているものとして（ステップＳ６５、Ｙｅｓ）、説明す
る。
　コンテンツ情報解析手段７０は、ＤＲＭ情報を解析して、そのコンテンツ情報に対応し
たライセンス情報の識別子を抽出する。また、コンテンツ情報解析手段７０は、抽出した
識別子をライセンス情報解析手段８０に送出して、ライセンス情報の解析を要求する。
　ライセンス情報解析手段８０は、コンテンツ情報解析手段７０から送出された識別子に
基づいて、ライセンス情報記憶手段９１からライセンス情報を読み出す。また、ライセン
ス情報解析手段９０は、読み出したライセンス情報を解析して（ステップＳ６７）、無効
なライセンス情報であるか否かを判定する（ステップＳ６８）。
　ここでは、ライセンス情報に有効期間（開始２００５／１１／０１、終了２００５／１
１／３０）が設定されているものとして、ライセンス情報解析手段９０は、計時手段１０
０に対して日時取得要求を送出し、現在日時（例えば、２００５／１２／０１）を取得す
る。次に、ライセンス情報解析手段９０は、現在日時が有効期間内でないため、ライセン
ス情報が無効である旨を通信発生判定手段６０に対して通知する。そして、通信発生判定
手段６０は「通信あり、通信量小」を判定結果として、コンテンツリスト管理手段５０に
送出する（ステップＳ６９）。また、通信発生判定手段６０は、ライセンス情報が示す内
容も同様にコンテンツリスト管理手段５０に送出する。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、レコードＲ２４のＵＲＬを通信発生判定手段
６０に対して送出し、通信量情報の区分を判定する（図５、ステップＳ５１）。
具体的には、レコードＲ２４のＵＲＬは、ローカルコンテンツ情報を示すものであるため
（図６、ステップＳ６０、Ｙｅｓ）、通信発生判定手段６０は、ＵＲＬに含まれる拡張子
がメタ情報を示すか否かを判定する（ステップＳ６２）。
　レコードＲ２４のＵＲＬに含まれる拡張子はａｓｘであり、メタ情報を示しているため
（ステップＳ６２、Ｙｅｓ）、通信発生判定手段６０は、メタ情報解析手段８０に対して
ＵＲＬを送出する。メタ情報解析手段８０は、通信発生判定手段６０から送出されたＵＲ
Ｌに基づいて、メタ情報記憶手段８１から図３に示すメタ情報を読み出し、そのメタ情報
に記述されているＵＲＬを抽出する。そして、メタ情報解析手段８０は、抽出したＵＲＬ
を通信発生判定手段６０に対して送出し（ステップＳ６４）、再度、通信発生判定手段６
０にてＵＲＬがローカルコンテンツ情報を示すか否かを判定する（ステップＳ６０）。
　メタ情報に記述されているＵＲＬは、ｈｔｔｐから始まるＨＴＴＰプロトコルを用いて
おり、ローカルコンテンツ情報を示すものでないため（ステップＳ６０、Ｎｏ）、通信発
生判定手段６０は「通信あり、通信量大」を判定結果として、コンテンツリスト管理手段
５０に送出する（ステップＳ６１）。
　ここで、コンテンツリスト管理手段５０は、コンテンツリスト記憶手段から取得したコ
ンテンツ情報のタイトル及びＵＲＬに加えて、通信発生判定手段６０から受信した通信量
情報の区分と、ライセンス情報の内容とを１つのレコードとして記憶するデータベースを
保持している。
【００３４】
　図７は、本発明の実施の形態１におけるコンテンツリスト管理手段５０が保持するデー
タベースを示す図である。
　レコードＲ７１には、レコードＲ２１が示す内容に加えて、通信量情報として受信した
「通信あり、通信量大」と、ライセンス情報の内容「なし」とが記憶されている。
　レコードＲ７２には、レコードＲ２２が示す内容に加えて、通信量情報として受信した
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「通信なし」と、ライセンス情報の内容「なし」とが記憶されている。
　レコードＲ７３には、レコードＲ２３が示す内容に加えて、通信量情報として受信した
「通信あり、通信量小」と、ライセンス情報の内容「無効、有効期間、開始２００５／１
１／０１、終了２００５／１１／３０」とが記憶されている。
　レコードＲ７４には、レコードＲ２４が示す内容に加えて、通信量情報として受信した
「通信あり、通信量大」と、ライセンス情報の内容「なし」とが記憶されている。
【００３５】
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、無線通信手段３０から受信電波感度情報を取
得する（図５、ステップＳ５２）。ここでは、例えば、受信電波感度情報が「弱」である
ものとして説明する。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、図４に示すテーブルを用いて、通信発生判定
手段６０から取得した通信量情報と、受信電波感度情報とから表示種別及び選択可否を選
定する（ステップＳ５３）。
　例えば、レコードＲ２１のタイトル「ＡＡＡ」をコンテンツリストに表示するときには
、通信量情報が「通信あり、通信量大」であり、受信電波感度情報が「弱」であることに
基づいて、表示種別に「灰」及び「二重線」、選択可否に「選択不可」を選定する。
　また、レコードＲ２２のタイトル「ＢＢＢ」をコンテンツリストに表示するときには、
通信量情報が「通信なし」であり、受信電波感度情報が「弱」であることに基づいて、表
示種別に「黒」、選択可否に「選択可」を選定する。
　また、レコードＲ２３のタイトル「ＣＣＣ」をコンテンツリストに表示するときには、
通信量情報が「通信あり、通信量小」であり、受信電波感度情報が「弱」であることに基
づいて、表示種別に「赤」、選択可否に「選択可」を選定する。
　また、レコードＲ２４のタイトル「ＤＤＤ」をコンテンツリストに表示するときには、
通信量情報が「通信あり、通信量大」であり、受信電波感度情報が「弱」であることに基
づいて、表示種別に「灰」及び「二重線」、選択可否に「選択不可」を選定する。
　そして、コンテンツリスト管理手段５０は、選定された表示種別に基づいて、出力手段
２０に表示要求を送出し、コンテンツリストを表示する（ステップＳ５４）。また、選定
された選択可否が「選択不可」である場合には、入力手段１０によるタイトルの選択動作
を制限するようにして、処理を終了する。
【００３６】
　図８は、図７に示すデータベースをコンテンツリスト管理手段５０が保持している場合
に、出力手段２０に表示されるコンテンツリストを示す図である。
　図８（ａ）は、図７に示すデータベースをコンテンツリスト管理手段５０が保持してお
り、無線通信手段３０から取得した受信電波感度情報が「強又は中」であった場合に、出
力手段２０に表示されるコンテンツリストを示す図である。
　図７に示すデータベースにおいて、タイトル「ＡＡＡ」、「ＢＢＢ」、「ＣＣＣ」及び
「ＤＤＤ」に対応付けられている通信量情報は、それぞれ異なるが、受信電波感度情報が
「強又は中」であることから、全て黒色で表示されている。
　図８（ｂ）は、図７に示すデータベースをコンテンツリスト管理手段５０が保持してお
り、無線通信手段３０から取得した受信電波感度情報が「弱」であった場合に、出力手段
２０に表示されるコンテンツリストを示す図である。
　タイトル「ＡＡＡ」及び「ＤＤＤ」に対応付けられている通信量情報は、「通信あり、
通信量大」であるため、タイトル「ＡＡＡ」及び「ＤＤＤ」の文字は灰色で表示され、且
つ二重線がタイトル上に表示されている。
　タイトル「ＢＢＢ」に対応付けられている通信量情報は、「通信なし」であるため、タ
イトル「ＢＢＢ」の文字は黒色で表示されている。
　タイトル「ＣＣＣ」に対応付けられている通信量情報は、「通信あり、通信量小」であ
るため、タイトル「ＣＣＣ」の文字は赤色で表示されている。
　図８（ｃ）は、図７に示すデータベースをコンテンツリスト管理手段５０が保持してお
り、無線通信手段３０から取得した受信電波感度情報が「圏外」であった場合に、出力手
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段２０に表示されるコンテンツリストを示す図である。
　タイトル「ＡＡＡ」、「ＣＣＣ」及び「ＤＤＤ」に対応付けられている通信量情報は、
「通信あり、通信量大」又は「通信あり、通信量小」であるため、タイトル「ＡＡＡ」、
「ＣＣＣ」及び「ＤＤＤ」の文字は灰色で表示され、且つ二重線がタイトル上に表示され
ている。
　タイトル「ＢＢＢ」に対応付けられている通信量情報は、「通信なし」であるため、タ
イトル「ＢＢＢ」の文字は黒色で表示されている。
　なお、上記図８（ａ）～図８（ｃ）では、タイトルの文字色と、二重線とによって、通
信量情報及び受信電波感度情報に応じた表示を行うよう説明したが、これに限定されるも
のではなく、図８（ｄ）～図８（ｆ）に示すようにアイコンによって、通信量情報及び受
信電波感度情報に応じた表示を行うようにしてもよい。
【００３７】
　以上のように本発明の実施の形態１の携帯電話機１によれば、コンテンツ情報を再生す
るにあたって、無線通信が発生するか否かを示す通信量情報と、受信電波感度情報とに基
づいて、コンテンツリストにコンテンツ情報のタイトルを適切な表示種別及び選択可否に
よって表示し、ユーザの利便性を向上させることができる。
　なお、上記実施の形態１における携帯電話機１は、コンテンツリストを表示していると
きに、受信電波感度情報に変化があった場合、無線通信手段３０から通知を受けたコンテ
ンツリスト管理手段５０が、再度、コンテンツ情報のタイトルの表示種別及び選択可否を
選定し直して、出力手段２０へ表示更新を要求するようにしてもよい。これにより、コン
テンツリストを表示中に受信電波感度情報に変化があった場合にも、即時に正確な表示種
別及び選択可否に更新することができ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【００３８】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２は、通信端末装置が携帯電話機であって、複数のコンテンツ情報
を順次、自動的に連続再生を行う場合を例として説明する。
　本発明の実施の形態２における携帯電話機１の構成は、上記実施の形態１の構成と同様
であるため、同一符号を用い、重複した説明は省略する。
　また、ここでは、コンテンツリストの表示指示がユーザ操作によってなされ、コンテン
ツリスト管理手段５０が保持するデータベースには、図７に示す内容が既に記憶されてい
るものとする。
【００３９】
　図９は、コンテンツリスト管理手段５０が通信量情報と、受信電波感度情報とに基づい
て、コンテンツ情報の再生可否を判定するテーブルを示す図である。ここでは、３つの判
定テーブルを設けており、ユーザ設定により、いずれのテーブルを用いて判定するかを選
択することができるものとする。
　図９（ａ）は、無線通信が発生するコンテンツ情報について、受信電波感度情報が「圏
外」でなければ再生する再生モード（以下、「できるだけ再生モード」という）をユーザ
が設定していた場合に用いられるテーブルである。
　図９に示すレコードＲ９１（ａ）は、受信電波感度情報が「強又は中」である場合に、
通信量情報の区分に応じた再生可否を示しており、通信量情報の区分に関係なく、再生す
るよう定めている。
　レコードＲ９２は、受信電波感度情報が「弱」である場合に、通信量情報の区分に応じ
た再生可否を示しており、通信量情報の区分に関係なく、再生するよう定めている。
　レコードＲ９３は、受信電波感度情報が「圏外」である場合に、通信量情報の区分に応
じた再生可否を示している。通信量情報が「通信なし」の場合は、再生するよう定めてお
り、通信量情報が「通信あり、通信量小」及び「通信あり、通信量大」の場合は、再生せ
ず、次のコンテンツ情報の再生可否を判定するよう定めている。
　図９（ｂ）は、無線通信が発生するコンテンツ情報について、受信電波感度情報が「弱
」であるときに一部再生しない場合がある再生モード（以下、「さくさく再生モード」と
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いう）をユーザが設定していた場合に用いられるテーブルである。
　図９に示すレコードＲ９４は、受信電波感度情報が「強又は中」である場合に、通信量
情報の区分に応じた再生可否を示しており、通信量情報の区分に関係なく、再生するよう
定めている。
　レコードＲ９５は、受信電波感度情報が「弱」である場合に、通信量情報の区分に応じ
た再生可否を示している。通信量情報が「通信なし」及び「通信あり、通信量小」の場合
は、再生するよう定めており、通信量情報が「通信あり、通信量大」の場合は、再生せず
、次のコンテンツ情報の再生可否を判定するよう定めている。
　レコードＲ９６は、受信電波感度情報が「圏外」である場合に、通信量情報の区分に応
じた再生可否を示している。通信量情報が「通信なし」の場合は、再生するよう定めてお
り、通信量情報が「通信あり、通信量小」及び「通信あり、通信量大」の場合は、再生せ
ず、次のコンテンツ情報の再生可否を判定するよう定めている。
　図９（ｃ）は、無線通信が発生するコンテンツ情報について、受信電波感度情報に関係
なく、常に再生しない再生モード（以下、「ローカル再生モード」という）をユーザが設
定していた場合に用いられるテーブルである。
　図９に示すレコードＲ９７は、受信電波感度情報が「強又は中」である場合に、通信量
情報の区分に応じた再生可否を示している。通信量情報が「通信なし」の場合は、再生す
るよう定めており、通信量情報が「通信あり、通信量小」及び「通信あり、通信量大」の
場合は、再生せず、次のコンテンツ情報の再生可否を判定するよう定めている。
　レコードＲ９８は、受信電波感度情報が「弱」である場合に、通信量情報の区分に応じ
た再生可否を示しており、上記レコードＲ９７と同様に定められている。
　レコードＲ９９は、受信電波感度情報が「圏外」である場合に、通信量情報の区分に応
じた再生可否を示しており、上記レコードＲ９７及びレコードＲ９８と同様に定められて
いる。
【００４０】
　図１０は、複数のコンテンツ情報について順次、自動的に連続再生を行うときの処理手
順を示すフローチャートである。
　ここでは、図７に示すレコードＲ７１のＵＲＬが示すコンテンツ情報を再生後に、レコ
ードＲ７２のＵＲＬが示すコンテンツ情報を自動的に連続して再生する場合を例にして説
明する。
　また、コンテンツ情報の再生可否を判定するテーブルとして、「できるだけ再生モード
」が設定されているものとする。
　まず、コンテンツリスト管理手段５０は、レコードＲ７１のＵＲＬが示すコンテンツ情
報の再生が終了したことを示す通知を出力手段２０から受信すると処理を開始する。
コンテンツリスト管理手段５０は、処理を開始すると、無線通信手段３０から受信電波感
度情報を取得する（ステップＳ１００）。ここでは、例として、受信電波感度情報が「強
」であるものとする。
　次に、コンテンツリスト管理手段５０は、レコードＲ７１の次に記憶されているレコー
ドＲ７２のＵＲＬが示すコンテンツ情報を再生対象とする。そして、レコードＲ７２の通
信量情報が「通信なし」であり、無線通信手段３０から取得した受信電波感度情報が「強
」であることに基づき、図９（ａ）が示す判定テーブルを用いて、再生可否を判定する（
ステップＳ１０１）。
　図９（ａ）において、通信量情報が「通信なし」であり、受信電波感度情報が「強」で
ある場合は、判定結果が「再生可」であるため（ステップＳ１０２、Ｙｅｓ）、コンテン
ツリスト管理手段５０は、レコードＲ７２のＵＲＬが示す格納場所からコンテンツ情報を
取得して出力手段２０に出力し（ステップＳ１０２）、処理を終了する。
　なお、通信量情報が「通信あり、通信量小」及び「通信あり、通信量大」であるコンテ
ンツ情報が再生対象となっているときには、受信電波感度情報によって判定結果が「スキ
ップ」となる場合がある（ステップＳ１０２、Ｎｏ）。この場合、コンテンツリスト管理
手段５０は、次に記憶されているレコードのＵＲＬが示すコンテンツ情報を再生対象とし
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（ステップＳ１０４）、新たに再生可否を判定する（ステップＳ１０１）。
　これにより、例えば、通信量情報が「通信あり、通信量小」及び「通信あり、通信量大
」のコンテンツ情報が再生対象であり、受信電波感度情報が「圏外」である場合に、不要
な通信処理が発生することを防止することができ、再生までの待ち時間を短縮することが
できる。
【００４１】
　以上のように、本実施の形態２における携帯電話機１によれば、複数のコンテンツ情報
について順次、自動的に連続再生を行うときに、無線通信が発生するか否かを示す通信量
情報と、受信電波感度情報とに基づいて、コンテンツ情報の再生可否を判定し、適切なコ
ンテンツ情報を提供することにより、円滑な連続再生を行うことができ、ユーザの利便性
を向上させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　以上のように、本発明にかかる通信端末装置及び情報通知方法は、無線通信の状態に応
じてコンテンツ情報を適切に提供し、ユーザの利便性を向上させることができるという効
果を有し、逐一変化する通信状態下において、コンテンツ情報を提供するときに無線通信
が発生することのある携帯電話機等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態１における携帯電話機の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１におけるコンテンツリスト記憶手段に記憶されているデー
タベースを示す図
【図３】本発明の実施の形態１におけるメタ情報記憶手段に記憶されているメタ情報の記
述内容を示す図
【図４】本発明の実施の形態１におけるコンテンツリスト管理手段が表示種別及び選択可
否を選定するときに用いるテーブルを示す図
【図５】本発明の実施の形態１においてコンテンツリストを表示するときの処理手順を示
すフローチャート
【図６】本発明の実施の形態１において通信量情報の区分を判定するときの処理手順を示
すフローチャート
【図７】本発明の実施の形態１におけるコンテンツリスト管理手段に記憶されているデー
タベースを示す図
【図８】本発明の実施の形態１における出力手段に表示されるコンテンツリストを示す図
【図９】本発明の実施の形態２におけるコンテンツリスト管理手段が再生可否を判定する
テーブルを示す図
【図１０】本発明の実施の形態２において連続再生を行うときの処理手順を示すフローチ
ャート
【符号の説明】
【００４４】
１　携帯電話機
１０　入力手段
２０　出力手段
３０　無線通信手段
４０　コンテンツリスト記憶手段
５０　コンテンツリスト管理手段
６０　通信発生判定手段
７０　コンテンツ情報解析手段
７１　コンテンツ情報記憶手段
８０　メタ情報解析手段
８１　メタ情報記憶手段
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９０　ライセンス情報解析手段
９１　ライセンス情報記憶手段
１００　計時手段
Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３、Ｒ２４　レコード
Ｒ４１、Ｒ４２、Ｒ４３　レコード
Ｒ７１、Ｒ７２、Ｒ７３、Ｒ７４　レコード
Ｒ９１、Ｒ９２、Ｒ９３　レコード
Ｒ９４、Ｒ９５、Ｒ９６　レコード
Ｒ９７、Ｒ９８、Ｒ９９　レコード
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