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(57)【要約】
【課題】他の装置が、接続状態に応じた装置を制御可能
な状態になることを実現するコンテンツ再生装置および
制御方法を提供する。
【解決手段】コンテンツ再生装置は、コンテンツ再生装
置の接続状態の変化があるか否かを判定し、接続状態の
変化があると判定された場合、変化後の接続状態に応じ
た装置を制御するための制御情報を、携帯端末装置へ送
信する。携帯端末装置は、受信した制御情報により、接
続状態に応じた装置を制御可能な状態になる。
【選択図】図４６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置と通信するコンテンツ再生装置であって、前記携帯端末装置は、受信した
、装置を制御するための制御情報により、該装置を制御可能な状態になるものであり、
　前記コンテンツ再生装置の接続状態の変化があるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記接続状態の変化があると判定された場合、変化後の前記接続
状態に応じた装置を制御するための制御情報を、前記携帯端末装置へ送信する送信手段と
を備える、コンテンツ再生装置。
【請求項２】
　前記送信手段は、近距離の無線通信により、前記制御情報を、前記携帯端末装置へ送信
する、請求項１に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項３】
　前記変化後の接続状態は、前記コンテンツ再生装置に前記外部装置が接続された状態で
あり、
　前記送信手段は、前記接続状態の変化があると判定された場合、前記コンテンツ再生装
置に接続された前記外部装置を制御するための制御情報を、前記携帯端末装置へ送信する
、請求項１または２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項４】
　前記変化後の接続状態は、前記コンテンツ再生装置に記録媒体が接続された状態であり
、
　前記送信手段は、前記接続状態の変化があると判定された場合、前記記録媒体に対応す
る制御情報を、前記携帯端末装置へ送信する、請求項１または２に記載のコンテンツ再生
装置。
【請求項５】
　前記コンテンツ再生装置は、さらに、
　　コンテンツを表示するための表示手段を備え、
　前記記録媒体に対応する制御情報は、前記記録媒体に記録されているコンテンツを前記
表示手段に表示させるための情報である、請求項４に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項６】
　携帯端末装置と通信するコンテンツ再生装置が実行する制御方法であって、前記携帯端
末装置は、受信した、装置を制御するための制御情報により、該装置を制御可能な状態に
なるものであり、
　前記コンテンツ再生装置が、前記コンテンツ再生装置の接続状態の変化があるか否かを
判定するステップと、
　前記コンテンツ再生装置が、前記接続状態の変化があると判定された場合、変化後の前
記接続状態に応じた装置を制御するための制御情報を、前記携帯端末装置へ送信するステ
ップとを備える、制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ再生装置および制御方法に関し、特に、装置を制御するための処
理を行なうコンテンツ再生装置および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多種多様な装置、媒体等が接続可能な、テレビジョン受信機等のコンテンツ再生
装置が普及しつつある。
【０００３】
　特開平０４－２７３７９５号公報（特許文献１）には、接続されている複数の装置の状
態を検出し、検出した状態に応じて、複数の装置の制御を行なうための技術が（以下、第
１の先行技術ともいう）が開示されている。
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【特許文献１】特開平０４－２７３７９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　コンテンツ再生装置には、多種多様な装置、媒体等が接続されるため、コンテンツ再生
装置の接続状態が変化する場合が多い。コンテンツ再生装置は、ユーザが所持するリモー
トコントローラ等の他の装置により制御される場合が多い。そのため、利便性の点から、
リモートコントローラ等の他の装置が、接続状態に応じた装置を制御可能な状態になるこ
とが求められる場面も多くなる。第１の先行技術では、リモートコントローラ等の他の装
置が、接続状態に応じた装置を制御可能な状態になるための技術は開示されていない。
【０００５】
　本発明は、上述の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、他の装
置が、接続状態に応じた装置を制御可能な状態になることを実現するコンテンツ再生装置
および制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するために、この発明のある局面に従うコンテンツ再生装置は、携帯
端末装置と通信する。携帯端末装置は、受信した、装置を制御するための制御情報により
、該装置を制御可能な状態になるものである。コンテンツ再生装置は、コンテンツ再生装
置の接続状態の変化があるか否かを判定する判定手段と、判定手段により、接続状態の変
化があると判定された場合、変化後の接続状態に応じた装置を制御するための制御情報を
、携帯端末装置へ送信する送信手段とを備える。
【０００７】
　好ましくは、送信手段は、近距離の無線通信により、制御情報を、携帯端末装置へ送信
する。
【０００８】
　好ましくは、変化後の接続状態は、コンテンツ再生装置に外部装置が接続された状態で
あり、送信手段は、接続状態の変化があると判定された場合、コンテンツ再生装置に接続
された外部装置を制御するための制御情報を、携帯端末装置へ送信する。
【０００９】
　好ましくは、変化後の接続状態は、コンテンツ再生装置に記録媒体が接続された状態で
あり、送信手段は、接続状態の変化があると判定された場合、記録媒体に対応する制御情
報を、携帯端末装置へ送信する。
【００１０】
　好ましくは、コンテンツ再生装置は、さらに、コンテンツを表示するための表示手段を
備え、記録媒体に対応する制御情報は、記録媒体に記録されているコンテンツを表示手段
に表示させるための情報である。
【００１１】
　この発明の他の局面に従う制御方法は、携帯端末装置と通信するコンテンツ再生装置が
実行する。携帯端末装置は、受信した、装置を制御するための制御情報により、該装置を
制御可能な状態になるものである。制御方法は、コンテンツ再生装置が、コンテンツ再生
装置の接続状態の変化があるか否かを判定するステップと、コンテンツ再生装置が、接続
状態の変化があると判定された場合、変化後の接続状態に応じた装置を制御するための制
御情報を、携帯端末装置へ送信するステップとを備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るコンテンツ再生装置は、コンテンツ再生装置の接続状態の変化があるか否
かを判定し、接続状態の変化があると判定された場合、変化後の接続状態に応じた装置を
制御するための制御情報を、携帯端末装置へ送信する。携帯端末装置は、受信した制御情
報により、接続状態に応じた装置を制御可能な状態になる。
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【００１３】
　したがって、他の装置としての携帯端末装置が、接続状態に応じた装置を制御可能な状
態になることを実現することができるという効果を奏する。
【００１４】
　本発明に係る制御方法は、コンテンツ再生装置が、コンテンツ再生装置の接続状態の変
化があるか否かを判定し、接続状態の変化があると判定された場合、変化後の接続状態に
応じた装置を制御するための制御情報を、携帯端末装置へ送信する。携帯端末装置は、受
信した制御情報により、接続状態に応じた装置を制御可能な状態になる。
【００１５】
　したがって、他の装置としての携帯端末装置が、コンテンツ再生装置の接続状態に応じ
た装置を制御可能な状態になることを実現することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００１７】
　＜第１の実施の形態＞
　（システムの構成）
　図１は、本実施の形態におけるネットワークシステム１０００の構成を示す図である。
図１を参照して、ネットワークシステム１０００は、ホームネットワーク５０１を含む。
【００１８】
　ホームネットワーク５０１は、たとえば、宅内に設けられたネットワークである。宅内
とは、たとえば、ユーザの自宅内、会社内等である。ホームネットワーク５０１は、携帯
端末装置５００と、コンテンツ再生装置６００と、通信装置５０とを含む。
【００１９】
　携帯端末装置５００は、携帯電話である。なお、携帯端末装置５００は、携帯電話に限
定されることなく、通信機能を備え、携帯可能な装置であればどのような装置であっても
よい。携帯端末装置５００は、たとえば、ＰＤＡ（Personal Digital Assistance）、Ｐ
Ｃ（Personal Computer）等であってもよい。
【００２０】
　携帯端末装置５００は、電話網６０と、無線によりデータ通信可能である。電話網６０
は、たとえば、携帯電話のための電話網である。
【００２１】
　コンテンツ再生装置６００は、テレビジョン受信機である。なお、コンテンツ再生装置
６００は、テレビジョン受信機に限定されることなく、コンテンツを再生可能な装置であ
ればどのような装置であってもよい。
【００２２】
　通信装置５０は、ルーターである。通信装置５０は、有線技術または無線技術を利用し
て、外部装置とデータ通信を行なう機能を有する。なお、通信装置５０は、ルーターに限
定されることなく、有線技術または無線技術を利用して、外部装置とデータ通信を行なう
機能を有する装置であればどのような装置であってもよい。有線技術は、たとえば、イー
サネット（登録商標）に基づく技術である。なお、有線技術は、イーサネット（登録商標
）に基づく技術に限定されることなく、ＰＬＣ（Power line communication）に基づく技
術、その他の有線技術であってもよい。無線技術は、たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ
に基づく技術である。なお、無線技術は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇに基づく技術に限定さ
れることなく、その他の無線技術であってもよい。
【００２３】
　通信装置５０は、有線技術を利用する場合、たとえば、ＬＡＮ（Local Area Network）
ケーブルを介して、携帯端末装置５００、コンテンツ再生装置６００およびネットワーク
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７０の各々とデータ通信を行なう。ネットワーク７０は、インターネットなどの広域なネ
ットワークである。
【００２４】
　通信装置５０は、無線技術を利用する場合、無線通信により、携帯端末装置５００、コ
ンテンツ再生装置６００およびネットワーク７０の各々とデータ通信を行なう。
【００２５】
　携帯端末装置５００は、無線または有線により、コンテンツ再生装置６００とデータ通
信を行なう。また、ネットワーク７０は、無線または有線により、電話網６０とデータ通
信可能である。したがって、携帯端末装置５００は、電話網６０を介して、ネットワーク
７０とデータ通信可能である。
【００２６】
　ホームネットワーク５０１は、さらに、録画装置６００Ａと、ＰＣ６００Ｂとを含む。
　録画装置６００Ａは、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）レコーダであるとする。なお、録画
装置６００Ａは、ＨＤＤレコーダに限定されることなく、コンテンツを再生可能な装置で
あればどのような装置であってもよい。録画装置６００Ａは、ＨＤＭＩケーブルにより、
コンテンツ再生装置６００と接続される。ＨＤＭＩケーブルは、ＨＤＭＩ（High-Definit
ion Multimedia Interface）規格に準拠するケーブルである。したがって、録画装置６０
０Ａと、コンテンツ再生装置６００とは、互いにデータ通信可能である。なお、録画装置
６００Ａと、コンテンツ再生装置６００とのデータ通信は、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ（Consumer
 Electronics Control）で規格化されている機器制御信号と制御プロトコルによって行な
われる。録画装置６００Ａと、コンテンツ再生装置６００とを接続するケーブルは、ＨＤ
ＭＩケーブルに限定されることなく、データを伝送可能なケーブルであればどのようなケ
ーブルであってもよい。
【００２７】
　ＰＣ６００Ｂは、ＰＣ（Personal Computer）である。ＰＣ６００Ｂは、ＨＤＭＩケー
ブルにより、コンテンツ再生装置６００と接続される。したがって、ＰＣ６００Ｂと、コ
ンテンツ再生装置６００とは、互いにデータ通信可能である。なお、ＰＣ６００Ｂと、コ
ンテンツ再生装置６００とを接続するケーブルは、ＨＤＭＩケーブルに限定されることな
く、データを伝送可能なケーブルであればどのようなケーブルであってもよい。
【００２８】
　ホームネットワーク５０１は、さらに、コンテンツ再生装置７００Ａと、コンテンツ再
生装置７００Ｂとを含む。コンテンツ再生装置７００Ａおよびコンテンツ再生装置７００
Ｂの各々は、コンテンツを再生可能な装置であればどのような装置であってもよい。コン
テンツ再生装置７００Ａおよびコンテンツ再生装置７００Ｂの各々は、たとえば、テレビ
ジョン受信機、ＰＣ、録画機能を有するテレビジョン受信機、ＨＤＤレコーダ等である。
【００２９】
　通信装置５０は、有線技術または無線技術を利用して、コンテンツ再生装置７００Ａお
よびコンテンツ再生装置７００Ｂの各々とデータ通信を行なう。
【００３０】
　ホームネットワーク５０１は、さらに、照明装置９１０と、照明装置９１０Ａと、空気
調整装置９２０とを含む。照明装置９１０は、照明の機能と、データ通信の機能とを有す
る装置である。照明装置９１０Ａは、照明装置９１０と同様な機能を有する装置である。
空気調整装置９２０は、エア・コンディショナーである。空気調整装置９２０は、宅内の
温度、湿度等を、指定された値に調整する機能を有する。また、空気調整装置９２０は、
データ通信の機能を有する。通信装置５０は、有線技術または無線技術を利用して、照明
装置９１０、照明装置９１０Ａおよび空気調整装置９２０の各々とデータ通信を行なう。
【００３１】
　また、照明装置９１０および空気調整装置９２０の各々は、無線により、携帯端末装置
５００とデータ通信を行なう。
【００３２】
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　通信装置５０と通信を行なう複数の装置の各々は、通信装置５０を介して、通信装置５
０と通信を行なう他の装置と通信可能である。
【００３３】
　なお、携帯端末装置５００、コンテンツ再生装置６００、録画装置６００Ａ、ＰＣ６０
０Ｂ、照明装置９１０および空気調整装置９２０は、同一の部屋にあるとする。照明装置
９１０Ａは、照明装置９１０が設置されている部屋とは別の部屋にあるとする。
【００３４】
　ネットワークシステム１０００は、さらに、サービスサーバ８００を含む。サービスサ
ーバ８００は、ＰＣである。サービスサーバ８００は、コンテンツおよび、コンテンツに
関連する情報等を提供するサーバである。コンテンツは、たとえば、動画像、静止画像、
音楽データ等である。サービスサーバ８００は、複数のコンテンツと、当該複数のコンテ
ンツの各々の情報とを記憶している。サービスサーバ８００は、外部の装置からの要求に
応じて、コンテンツを、送信またはストリーミング配信する。なお、コンテンツの共有に
関しては、ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance）に基づく技術などでコンテン
ツを共有していてもよい。
【００３５】
　サービスサーバ８００は、ネットワーク７０と、無線または有線でデータ通信を行なう
。したがって、通信装置５０と通信を行なう複数の装置の各々は、サービスサーバ８００
と通信可能である。
【００３６】
　（携帯端末装置）
　次に、携帯端末装置５００について詳細に説明する。
【００３７】
　図２は、携帯端末装置５００の外観を正面から示した図である。図２を参照して、携帯
端末装置５００は、表示部５３０と、音声出力部５７０とを備える。
【００３８】
　表示部５３０は、文字や画像等を表示する機能を有する。表示部５３０には、文字や画
像等を表示する表示面が設けられる。表示部５３０は、ＬＣＤパネル（Liquid Crystal D
isplay Panel）を使用した装置である。なお、表示部５３０は、上記以外の表示方式のパ
ネルを使用した装置であってもよい。表示部５３０の表示面の解像度は、横４８０（ドッ
ト）×縦８００（ドット）である。なお、表示部５３０の表示面の解像度は、横４８０（
ドット）×縦８００（ドット）に限定されることなく、他の解像度であってもよい。
【００３９】
　また、表示部５３０は、ユーザが、表示面に直接触れることで、情報入力可能なタッチ
パネル機能を有する。表示部５３０は、ユーザが表示面にタッチした位置情報を、後述す
る制御部５１０へ送信する。制御部５１０は、受信した位置情報に基づいて、所定の処理
を行なう。
【００４０】
　音声出力部５７０は、電話の音声を出力するスピーカである。音声出力部５７０は、後
述する制御部５１０から受信した音声データに基づく音声を出力する。
【００４１】
　入力部５４０は、ボタン群５４１を含む。ボタン群５４１は、方向ボタン５４１Ａ，５
４１Ｂ，５４１Ｃ，５４１Ｄと、決定ボタン５４１Ｅとを含む。方向ボタン５４１Ａ，５
４１Ｂ，５４１Ｃ，５４１Ｄは、ユーザによる短時間（たとえば、１秒未満）の押下操作
（以下、短押操作ともいう）により、たとえば、表示部５３０に表示されている画像内の
移動対象となる物（たとえば、カーソル等）を上下左右に移動させるためのボタンである
。以下においては、ユーザによる長時間（たとえば、一秒以上）のボタンの押下操作を、
長押操作ともいう。
【００４２】
　決定ボタン５４１Ｅは、短押操作により、たとえば、方向ボタン５４１Ａ，５４１Ｂ，
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５４１Ｃ，５４１Ｄの短押操作により選択された項目等を決定するためのボタンである。
【００４３】
　入力部５４０は、さらに、機能ボタン５４２Ａ，５４２Ｂ，５４３Ａ，５４３Ｂを含む
。機能ボタン５４２Ａ，５４２Ｂ，５４３Ａ，５４３Ｂの各々は、短押操作により、割り
当てられた処理を行なうためのボタンである。
【００４４】
　入力部５４０は、さらに、文字ボタン群５４６を含む。文字ボタン群５４６は、１５個
の文字ボタンを含む。文字ボタン群５４６に含まれる複数の文字ボタンの各々は、短押操
作により、数字、文字または記号等を入力するためのボタンである。
【００４５】
　入力部５４０は、入力部５４０に含まれる複数のボタンのうち、短押操作または長押操
作されたボタンに対応するボタン信号を、後述する制御部５１０へ送信する。すなわち、
入力部５４０は、ユーザが携帯端末装置５００を操作するためのインターフェースである
。以下においては、ユーザによる、入力部５４０の操作または表示部５３０に対するタッ
チ操作を、インターフェース操作Ｍともいう。
【００４６】
　携帯端末装置５００は、さらに、音声入力部５７４と、記録媒体挿入部５５０Ａとを備
える。音声入力部５７４は、音声を取得するマイクである。記録媒体挿入部５５０Ａは、
携帯端末装置５００に後述する記録媒体を挿入する部分である。
【００４７】
　図３は、携帯端末装置５００の内部構成を示したブロック図である。なお、図３には、
説明のために、記録媒体５５５も示している。記録媒体５５５には、後述するプログラム
１８０が記録されている。すなわち、プログラム１８０は、媒体等に記録されてプログラ
ム製品として流通される。また、記録媒体５５５もプログラム製品として流通される。
【００４８】
　図３を参照して、携帯端末装置５００は、さらに、制御部５１０と、記憶部５２０とを
備える。
【００４９】
　記憶部５２０は、データを不揮発的に記憶するメモリである。記憶部５２０は、制御部
５１０によってデータアクセスされる。記憶部５２０は、たとえば、フラッシュメモリで
ある。記憶部５２０には、プログラム１８０、その他の各種データ等が記憶されている。
なお、記憶部５２０は、データを揮発的に記憶するメモリであってもよい。
【００５０】
　制御部５１０は、記憶部５２０に記憶されたプログラム１８０に従って、携帯端末装置
５００内の各部に対する各種処理や、演算処理等を行なう機能を有する。制御部５１０は
、ＣＰＵ（Central Processing Unit）である。なお、制御部５１０は、ＣＰＵに限定さ
れることなく、演算機能を有するその他の回路であってもよい。
【００５１】
　制御部５１０は、表示部５３０とデータ通信を行なう。制御部５１０は、生成した画像
を、表示部５３０に表示させる。
【００５２】
　携帯端末装置５００は、さらに、入力部５４０と、記録媒体アクセス部５５０とを備え
る。
【００５３】
　制御部５１０は、入力部５４０に含まれる、前述した複数のボタンのうち、短押操作ま
たは長押操作があったボタンに対応するボタン信号を、入力部５４０から受信する。制御
部５１０は、受信したボタン信号に応じた処理を行なう。
【００５４】
　記録媒体アクセス部５５０は、記録媒体５５５が前述の記録媒体挿入部５５０Ａから携
帯端末装置５００に挿入（装着）されると、記録媒体５５５にデータアクセス可能となる
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。これにより、記録媒体アクセス部５５０は、プログラム１８０が記録された記録媒体５
５５から、プログラム１８０を読出すことが可能となる。
【００５５】
　記録媒体５５５に記憶されているプログラム１８０は、制御部５１０のインストール処
理により、記録媒体アクセス部５５０により読み出され、制御部５１０が、プログラム１
８０を、記憶部５２０に記憶させる。記録媒体５５５には、さらに、コンテンツデータ等
も記録されている。コンテンツデータは、たとえば、音楽データ、動画像データ等である
。
【００５６】
　記録媒体５５５は、ＳＤ（Secure Digital）メモリーカードである。なお、記録媒体５
５５は、ＳＤメモリーカードに限定されることなく、データを不揮発的に記録可能なその
他の媒体であってもよい。
【００５７】
　携帯端末装置５００は、さらに、通信部５６０と、通信部５６２とを備える。
　通信部５６０は、制御部５１０とデータ通信を行なう。また、通信部５６０は、コンテ
ンツ再生装置６００と有線または無線で、データ通信を行なう機能を有する。
【００５８】
　通信部５６０は、ＵＳＢ（登録商標）（Universal Serial Bus）２．０の規格に基づく
、シリアル転送を行なう通信用インターフェースの機能を有する。なお、シリアル転送を
行なう通信用インターフェースの規格は、ＵＳＢ２．０に限定されることなく他の規格で
あってもよい。
【００５９】
　また、通信部５６０は、さらに、Bluetooth（登録商標）の規格に基づく無線通信を行
なう機能を有する。また、通信部５６０は、赤外線を使用した無線通信を行なう機能を有
する。なお、無線通信は、Bluetooth（登録商標）の規格に基づく通信、赤外線を使用し
た通信に限定されることなく、他の方式の通信であってもよい。通信部５６０は、制御部
５１０からの制御指示に応じて、コンテンツ再生装置６００と無線でデータ通信を行なう
。
【００６０】
　また、通信部５６０は、照明装置９１０および空気調整装置９２０の各々と、無線によ
りデータ通信を行なう。
【００６１】
　通信部５６２は、制御部５１０と、データ通信を行なう。通信部５６２は、通信装置５
０の有する、前述した有線技術または無線技術を利用して、通信装置５０とデータ通信を
行なう機能を有する。
【００６２】
　携帯端末装置５００は、さらに、アンテナ５６４と、通信部５６６とを備える。
　アンテナ５６４は、通信部５６６と接続されている。通信部５６６は、アンテナ５６４
を利用して、無線通信を行なう機能を有する。通信部５６６は、図示しない最寄の基地局
と無線通信を行なう。最寄の基地局は、電話網６０と通信を行なう。したがって、通信部
５６６は、アンテナ５６４を利用して、最寄の基地局を介して、電話網６０と通信を行な
う。
【００６３】
　携帯端末装置５００は、制御部５１０および通信部５６６の処理により、電話網６０を
介して、ネットワーク７０からプログラムのダウンロード処理を行ない、記憶部５２０に
格納することもできる。この場合、当該ダウンロードしたプログラムは、プログラム１８
０である。制御部５１０は、ネットワーク７０からダウンロードしたプログラム（プログ
ラム１８０）に従って、所定の処理を行なう。
【００６４】
　携帯端末装置５００は、さらに、音声出力部５７２を備える。音声出力部５７２は、携
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帯端末装置５００の外部に設けられるスピーカである。音声出力部５７２は、制御部５１
０から受信した音声データに基づく音声を出力する。
【００６５】
　制御部５１０は、前述した音声出力部５７０および音声入力部５７４の各々とデータ通
信する。制御部５１０が、音声データを音声出力部５７０へ送信すると、音声出力部５７
０は、制御部５１０から受信した音声データに基づく音声を出力する。ユーザが音声入力
部５７４に対して音声を発すると、音声入力部５７４は、取得した音声を音声データに変
換して、音声データを、制御部５１０へ送信する。
【００６６】
　携帯端末装置５００は、さらに、振動部５７９を備える。振動部５７９は、制御部５１
０からの制御指示に基づいて、振動部５７９自身が振動することにより、携帯端末装置５
００を振動させる機能を有する。振動部５７９は、たとえば、電話の着信、電子メールの
受信時に、制御部５１０からの制御指示に基づいて、携帯端末装置５００を振動させる。
【００６７】
　（コンテンツ再生装置）
　次に、コンテンツ再生装置６００について詳細に説明する。
【００６８】
　図４は、コンテンツ再生装置６００の内部構成を示したブロック図である。なお、図４
には、説明のために、記録媒体５５５Ａも示している。記録媒体５５５Ａには、後述する
プログラム１８０Ａが記録されている。すなわち、プログラム１８０Ａは、媒体等に記録
されてプログラム製品として流通される。また、記録媒体５５５Ａもプログラム製品とし
て流通される。
【００６９】
　図４を参照して、コンテンツ再生装置６００は、表示部６３０を備える。表示部６３０
には、文字や画像等を表示する表示面が設けられる。表示部６３０は、ＬＣＤパネル（Li
quid Crystal Display Panel）を使用した装置である。なお、表示部６３０は、上記以外
の表示方式のパネルを使用した装置であってもよい。
【００７０】
　表示部６３０の表示面のサイズは、表示部５３０の表示面のサイズより大きい。また、
表示部６３０の表示面の解像度は、表示部５３０の表示面の解像度より大きい。たとえば
、表示部６３０の表示面の解像度は、横１９２０（ドット）×縦１０８０（ドット）の解
像度である。なお、表示部６３０の表示面の解像度は、横１９２０（ドット）×縦１０８
０（ドット）に限定されることなく、他の解像度であってもよい。
【００７１】
　コンテンツ再生装置６００は、さらに、制御部６１０と、記憶部６２０とを備える。
　記憶部６２０は、データを不揮発的に記憶する機能を有する。記憶部６２０は、制御部
６１０によってデータアクセスされる。記憶部６２０は、ハードディスクである。なお、
記憶部６２０は、ハードディスクに限定されることなく、データを不揮発的に記憶する機
能を有するメモリであってもよい。記憶部６２０には、プログラム１８０Ａ、後述する録
画データ、その他の各種データ等が記憶されている。なお、記憶部６２０は、データを揮
発的に記憶するメモリであってもよい。尚、録画データは記憶部６２０に記憶される以外
にも、外付けのＨＤＤ、ＢＤ（Blu-ray Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、Ｈ
ＤＭＩ等で接続されたＨＤＤレコーダー等の記憶容量を持った機器に録画されてもよい。
【００７２】
　制御部６１０は、記憶部６２０に記憶されたプログラム１８０Ａに従って、コンテンツ
再生装置６００内の各部に対する各種処理や、演算処理等を行なう機能を有する。制御部
６１０は、前述の制御部５１０と同様なものであるので詳細な説明は繰り返さない。
【００７３】
　コンテンツ再生装置６００は、さらに、アンテナ６０２と、チューナ６０５と、データ
処理部６０７とを備える。
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【００７４】
　アンテナ６０２は、チューナ６０５と接続されている。チューナ６０５は、制御部６１
０により指示された周波数の放送信号を、アンテナ６０２を介して受信する。チューナ６
０５は、ディジタル放送に基づく放送信号およびアナログ放送に基づく放送信号を受信す
る機能を有する。チューナ６０５は、受信した放送信号を、データ処理部６０７へ送信す
る。
【００７５】
　データ処理部６０７は、制御部６１０から、表示部６３０に画像を表示させるための表
示指示を受信すると、受信した放送信号から画像データを取得し、当該画像データを、表
示部６３０へ送信する。表示部６３０は、画像データを受信すると、画像データに基づく
画像（動画像または静止画像）を表示する。以下においては、チューナ６０５が受信した
放送信号に基づく画像であって、かつ、表示部６３０に表示される画像を、ＴＶ画像とも
いう。
【００７６】
　データ処理部６０７が受信した放送信号が、アナログ放送に基づく信号である場合であ
って、かつ、制御部６１０から、録画処理を行なうための録画指示を受信した場合、デー
タ処理部６０７は、放送信号から取得した画像データおよび音声データを圧縮して、録画
データとして、記憶部６２０に記憶させる。また、データ処理部６０７が受信した放送信
号が、ディジタル放送に基づく信号である場合であって、かつ、制御部６１０から、録画
処理を行なうための録画指示を受信した場合、データ処理部６０７は、放送信号から取得
した画像データおよび音声データを、録画データとして、記憶部６２０に記憶させる。
【００７７】
　記憶部６２０に記憶される録画データは、ＭＰＥＧ２形式で圧縮されたデータである。
なお、録画データは、ＭＰＥＧ２形式で圧縮されたデータに限定されることなく、他の形
式で圧縮されたデータであってもよい。ここで、他の形式とは、たとえば、Ｈ．２６４等
の形式である。以下においては、記憶部６２０に記憶される録画データを、コンテンツと
もいう。
【００７８】
　制御部６１０は、表示部６３０とデータ通信を行なう。制御部６１０は、生成した画像
を、表示部６３０に表示させる。
【００７９】
　コンテンツ再生装置６００は、さらに、入力部６４０と、記録媒体アクセス部６５０と
を備える。
【００８０】
　入力部６４０は、図示されない複数のボタンを含む。複数のボタンは、コンテンツ再生
装置６００の外部に設けられている。複数のボタンのうち、いずれかのボタンがユーザに
より押下操作されると、入力部６４０は、押下操作されたボタンに対応するボタン信号を
、制御部６１０へ送信する。制御部６１０は、受信したボタン信号に基づいて、所定の処
理を行なう。以下においては、ユーザによる、入力部６４０のボタン操作を、インターフ
ェース操作Ｔともいう。
【００８１】
　記録媒体アクセス部６５０は、プログラム１８０Ａが記録された記録媒体５５５Ａから
、プログラム１８０Ａを読出す機能を有する。記録媒体５５５Ａに記憶されているプログ
ラム１８０Ａは、制御部６１０のインストール処理により、記録媒体アクセス部６５０に
より読み出され、制御部６１０が、プログラム１８０Ａを、記憶部６２０に記憶させる。
記録媒体５５５Ａには、さらに、コンテンツデータ等も記録されている。コンテンツデー
タは、たとえば、音楽データ、動画像データ等である。
【００８２】
　記録媒体５５５Ａは、ＳＤメモリーカードである。なお、記録媒体５５５は、ＳＤメモ
リーカードに限定されることなく、データを不揮発的に記録可能なその他の媒体であって
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もよい。
【００８３】
　コンテンツ再生装置６００は、さらに、通信部６６０と、通信部６６２とを備える。
　通信部６６０は、制御部６１０とデータ通信を行なう。また、通信部６６０は、携帯端
末装置５００と有線または無線で、データ通信を行なう機能を有する。なお、通信部６６
０は、前述の通信部５６０と同様な構成および機能を有するので詳細な説明は繰り返さな
い。
【００８４】
　通信部６６２は、制御部６１０と、データ通信を行なう。通信部６６２は、通信装置５
０の有する、前述した有線技術または無線技術を利用して、通信装置５０とデータ通信を
行なう機能を有する。
【００８５】
　したがって、本実施の形態におけるコンテンツ再生装置６００は、ネットワーク７０か
ら、通信装置５０および通信部６６２を介して、プログラムのダウンロード処理を行ない
、記憶部６２０に格納することもできる。この場合、当該ダウンロードしたプログラムは
、プログラム１８０Ａである。制御部６１０は、ネットワーク７０からダウンロードした
プログラム（プログラム１８０Ａ）に従って、所定の処理を行なう。
【００８６】
　コンテンツ再生装置６００は、さらに、ＲＣ信号受信部６８０を備える。ＲＣ信号受信
部６８０は、リモートコントローラー３００から出力される、コンテンツ再生装置６００
を制御するためのリモートコントロール信号（以下、ＲＣ信号ともいう）を受信する機能
を有する。ＲＣ信号受信部６８０は、受信したＲＣ信号を制御部６１０へ送信する。制御
部６１０は、受信したＲＣ信号に応じて、対応する処理を行なう。尚、携帯端末装置５０
０からＲＣ信号を送信してもよい。
【００８７】
　なお、以下においては、携帯端末装置５００の通信部５６０から送信される、コンテン
ツ再生装置６００を制御するためのリモートコントロール信号も、ＲＣ信号という。この
場合、通信部６６０が、携帯端末装置５００から送信されたＲＣ信号を受信し、受信した
ＲＣ信号を制御部６１０へ送信する。制御部６１０は、受信したＲＣ信号に応じて、対応
する処理を行なう。
【００８８】
　また、以下においては、携帯端末装置５００がコンテンツ再生装置６００へ送信するＲ
Ｃ信号により、コンテンツ再生装置６００を制御可能となる携帯端末装置５００の動作モ
ードを、リモートコントロールモード（以下、ＲＣモードともいう）という。また、ＲＣ
信号により、コンテンツ再生装置６００以外の装置（たとえば、録画装置、照明装置、空
気調整装置）を制御可能となる携帯端末装置５００の動作モードも、ＲＣモードという。
【００８９】
　コンテンツ再生装置６００は、さらに、音声出力部６７０を備える。音声出力部６７０
は、コンテンツ再生装置６００の外部に設けられるスピーカである。音声出力部６７０は
、制御部６１０から受信した音声データに基づく音声を出力する。
【００９０】
　コンテンツ再生装置６００は、さらに、通信部６６４を備える。通信部６６４は、制御
部６１０と、データ通信を行なう。通信部６６４は、有線により、外部装置とデータ通信
を行なう機能を有する。通信部６６４には、ＨＤＭＩケーブルにより、録画装置６００Ａ
と、ＰＣ６００Ｂとが接続される。したがって、制御部６１０は、通信部６６４を介して
、録画装置６００ＡおよびＰＣ６００Ｂの各々とデータ通信する。なお、通信部６６４と
、録画装置６００ＡおよびＰＣ６００Ｂの各々とを接続するケーブルは、ＨＤＭＩケーブ
ルに限定されることなく、データを伝送可能なケーブルであればどのようなケーブルであ
ってもよい。尚、ＨＤＭＩでは、ＣＥＣ（Consumer Electronics Control）という機器制
御信号、制御コマンドが用意されており、機器制御信号、制御コマンド等によりＨＤＭＩ



(12) JP 2009-171232 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

ケーブルで接続された装置を制御可能である
　ここで、コンテンツ再生装置６００は、図示しない電源から、自装置が動作するための
動作電圧の供給を受ける。コンテンツ再生装置６００は、図示しない、主電源スイッチお
よび画像表示電源スイッチを備える。主電源スイッチは、コンテンツ再生装置６００がＲ
Ｃ信号を受信するための各部と、コンテンツ再生装置６００が外部装置と通信を行なうた
めの各部とを少なくとも動作させるための動作電圧（以下、メイン電圧ともいう）の供給
の有無を切換えるためのスイッチである。画像表示電源スイッチは、表示部６３０に画像
を表示させるための各部を動作させるための動作電圧（以下、画像表示電圧ともいう）の
供給の有無を切換えるためのスイッチである。
【００９１】
　ここで、コンテンツ再生装置６００の動作モードは、通常モードと、待機モードとを有
する。主電源スイッチおよび画像表示電源スイッチがオンである場合、コンテンツ再生装
置６００の動作モードは、通常モードとなる。この場合、動作モードが通常モードである
コンテンツ再生装置６００には、メイン電圧および画像表示電圧が供給される。主電源ス
イッチがオンであり、画像表示電源スイッチがオフである場合、コンテンツ再生装置６０
０の動作モードは、待機モードとなる。動作モードが待機モードであるコンテンツ再生装
置６００には、画像表示電圧が供給されず、メイン電圧が供給される。したがって、動作
モードが待機モードであるコンテンツ再生装置６００は、表示部６３０に画像を表示でき
ない状態となる。すなわち、動作モードが待機モードであるコンテンツ再生装置６００は
、表示部６３０に画像が表示されていない状態である。主電源スイッチおよび画像表示電
源スイッチの各々のオン、オフの制御は、制御部６１０が行なう。
【００９２】
　（コンテンツの再生）
　次に、コンテンツ再生装置６００において、コンテンツを再生させるための処理（以下
、コンテンツ再生処理ともいう）について説明する。以下においては、コンテンツ再生処
理において、携帯端末装置５００で行なわれる処理を、コンテンツ再生処理Ｍともいう。
また、コンテンツ再生処理において、コンテンツ再生装置６００で行なわれる処理を、コ
ンテンツ再生処理Ｔともいう。ここで、コンテンツ再生装置６００は、待機モードである
とする。動作モードが待機モードであるコンテンツ再生装置６００は、外部装置と、無線
通信が可能であるとする。ここで、記憶部５２０に記憶されるプログラム１８０には、リ
モートコントロールプログラム（以下、ＲＣプログラムともいう）が含まれるとする。Ｒ
Ｃプログラムは、制御部５１０により実行されることにより、携帯端末装置５００の動作
モードを、ＲＣモードに設定するためのプログラムである。
【００９３】
　図５は、コンテンツ再生処理Ｍおよびコンテンツ再生処理Ｔのフローチャートである。
図５を参照して、コンテンツ再生処理Ｔでは、まず、ステップＳ１４１の処理が行なわれ
る。
【００９４】
　ステップＳ１４１では、無線通信可能な装置が検出されたか否かが判定される。具体的
には、制御部６１０が、無線通信により、データ通信可能な装置があるか否かを検出する
。ここで、無線通信は、たとえば、Bluetooth（登録商標）の規格に基づく、近距離の無
線通信である。ステップＳ１４１において、ＹＥＳならば、ステップＳ１４２に進む。一
方、ステップＳ１４１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１４１の処理が行なわれ
る。ここでは、コンテンツ再生装置６００と、無線通信が可能な位置に、携帯端末装置５
００があるとする。この場合、ステップＳ１４１において、ＹＥＳと判定されて、ステッ
プＳ１４２に進む。
【００９５】
　ステップＳ１４２では、制御部６１０が、無線通信により、ＲＣＰＧ実行指示Ｔを、携
帯端末装置５００へ送信する。ＲＣＰＧ実行指示Ｔは、携帯端末装置５００の制御部５１
０にＲＣプログラムを実行させるための指示である。そして、ステップＳ１４２の処理は
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終了する。
【００９６】
　コンテンツ再生処理Ｍでは、まず、ステップＳ１１１の処理が行なわれる。
　ステップＳ１１１では、制御部５１０が、ＲＣＰＧ実行指示Ｔを受信したか否かを判定
する。ステップＳ１１１において、ＹＥＳならば、ステップＳ１１２に進む。一方、ステ
ップＳ１１１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１１１の処理が行なわれる。ここ
では、ＲＣＰＧ実行指示Ｔを受信したとして、ステップＳ１１２に進む。
【００９７】
　ステップＳ１１２では、制御部５１０が、以下の確認画像ＭＧ１００を生成し、確認画
像ＭＧ１００を表示部５３０に表示させる。そして、ステップＳ１１２の処理は終了する
。
【００９８】
　図６は、一例としての確認画像ＭＧ１００を示す図である。図６を参照して、確認画像
ＭＧ１００には、ＲＣプログラムを実行するか否かを確認するためのメッセージが表示さ
れる。また、確認画像ＭＧ１００には、ＲＣプログラムの実行に伴い、コンテンツ再生装
置６００（テレビ）の動作モードが待機モードである場合、コンテンツ再生装置６００（
テレビ）の動作モードを通常モードにする（電源をオンする）旨のメッセージが表示され
る。また、確認画像ＭＧ１００には、ボタン画像ＭＢＧ１１０が配置される。ボタン画像
ＭＢＧ１１０は、押下処理されることにより、制御部５１０にＲＣプログラムを実行させ
るためのボタン画像である。
【００９９】
　再び、図５を参照して、コンテンツ再生処理Ｍでは、ステップＳ１１２の処理の後、ス
テップＳ１１３に進む。
【０１００】
　ステップＳ１１３では、制御部５１０が、実行操作Ｍがあるか否かを判定する。ここで
、実行操作Ｍは、ボタン画像ＭＢＧ１１０を押下処理するためのインターフェース操作Ｍ
である。ステップＳ１１３において、ＹＥＳならば、ステップＳ１１４に進む。一方、ス
テップＳ１１３において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１１３の処理が行なわれる。こ
こでは、実行操作Ｍがあったとして、ステップＳ１１４に進む。
【０１０１】
　ステップＳ１１４では、ＲＣモード設定処理Ｍが行なわれる。ＲＣモード設定処理Ｍで
は、制御部５１０が、ＲＣプログラムを実行する。そして、制御部５１０は、携帯端末装
置５００の動作モードを、ＲＣモードに設定する。そして、ステップＳ１１５に進む。
【０１０２】
　ステップＳ１１５では、制御部５１０が、電源オンＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６
００へ送信する。電源オンＲＣ信号は、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、通常
モードに設定するためのＲＣ信号である。そして、ステップＳ１１５の処理は終了する。
なお、電源オンＲＣ信号の送信処理は、表示部５３０に、電源オンＲＣ信号の送信を確認
するための画像が表示され、電源オンＲＣ信号を送信するためのインターフェース操作Ｍ
があった場合に行なわれてもよい。
【０１０３】
　コンテンツ再生処理Ｔでは、ステップＳ１４２の処理の後、ステップＳ１４３に進む。
　ステップＳ１４３では、制御部６１０が、電源オンＲＣ信号を受信したか否かを判定す
る。ステップＳ１４３において、ＹＥＳならば、ステップＳ１４４に進む。一方、ステッ
プＳ１４３において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１４３の処理が行なわれる。ここで
は、電源オンＲＣ信号を受信したとして、ステップＳ１４４に進む。
【０１０４】
　ステップＳ１４４では、制御部６１０が、自装置であるコンテンツ再生装置６００の動
作モードが待機モードであるか否かを判定する。ステップＳ１４４において、ＹＥＳなら
ば、ステップＳ１４５に進む。一方、ステップＳ１４４において、ＮＯならば、ステップ
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Ｓ１４６に進む。ここでは、コンテンツ再生装置６００の動作モードが待機モードである
として、ステップＳ１４５に進む。なお、ステップＳ１４４において、ＮＯと判定される
場合は、コンテンツ再生装置６００の動作モードが通常モードである場合である。
【０１０５】
　ステップＳ１４５では、制御部６１０が、前述の画像表示電源スイッチをオンにし、コ
ンテンツ再生装置６００の動作モードを通常モードに設定する。これにより、表示部６３
０に画像が表示可能となる。そして、ステップＳ１４６に進む。
【０１０６】
　ステップＳ１４６では、コンテンツ情報取得処理Ｔが行なわれる。コンテンツ情報取得
処理Ｔは、コンテンツの情報を示すデータ（以下、コンテンツ情報データともいう）を取
得し、取得した複数のコンテンツ情報データから、コンテンツ情報データテーブルを生成
するための処理である。
【０１０７】
　ここで、本実施の形態におけるコンテンツ情報データは、コンテンツ関連データを含む
。コンテンツ関連データは、対応するコンテンツに関連する情報を示すデータである。
【０１０８】
　図７は、一例としてのコンテンツ関連データＣＴＤ１００を示す図である。図７を参照
して、コンテンツ関連データＣＴＤ１００において、「コンテンツＩＤ（identification
 data）」とは、コンテンツを特定するためのＩＤである。「ファイル名」とは、コンテ
ンツのファイル名である。「タイトル」とは、コンテンツのタイトルである。「ジャンル
」は、コンテンツの属するジャンルである。「時間（分）」は、コンテンツの再生時間で
ある。「内容」は、一例として、コンテンツのあらすじである。「許可再生制御」は、コ
ンテンツに対して、許可されている再生制御を示す。「禁止再生制御」は、コンテンツに
対して、禁止されている再生制御を示す。
【０１０９】
　また、本実施の形態におけるコンテンツ情報データは、さらに、環境データを含む。環
境データは、対応するコンテンツを再生するために適した環境を生成するための環境情報
を示すデータである。すなわち、環境データに示される環境情報は、コンテンツに応じた
環境を生成するための情報である。環境情報は、温度、湿度、照度、音量、画面の明るさ
等の情報を含む。
【０１１０】
　図８は、一例としての環境データＥＶＤ２００を示す図である。図８を参照して、環境
データＥＶＤ２００において、「コンテンツＩＤ」とは、コンテンツを特定するためのＩ
Ｄである。「推奨温度」とは、対応するコンテンツを視聴するのに適した温度である。「
推奨湿度」とは、対応するコンテンツを視聴するのに適した湿度である。「推奨照度」と
は、対応するコンテンツを視聴するのに適した照度である。「推奨音量」とは、対応する
コンテンツに適した音量である。「推奨画面明るさ」とは、対応するコンテンツを再生し
て表示するのに適した画面の明るさである。
【０１１１】
　環境データに示される環境情報は、たとえば、コンテンツの製作者が意図するように設
定される。コンテンツが、たとえば、明るい部屋で視聴するのに適した映像（たとえば、
スポーツの映像）である場合、環境データが示す「推奨照度」の値は、大きい値（たとえ
ば、５００ルクス）に設定される。また、コンテンツが、たとえば、暗い部屋で視聴する
のに適した映像（たとえば、サスペンス映画）である場合、環境データが示す「推奨照度
」の値は、小さい値（たとえば、１００ルクス）に設定される。
【０１１２】
　また、本実施の形態では、放送信号により装置が受信するコンテンツ、ネットワークに
より装置が受信するコンテンツ等には、コンテンツ関連データおよび環境データを含むコ
ンテンツ情報データが付加されるとする。したがって、図１の録画装置６００Ａ、ＰＣ６
００Ｂ、コンテンツ再生装置７００Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂの各々が、コンテン
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ツを記憶する場合、各装置は、コンテンツに対応づけて、当該コンテンツに付加されるコ
ンテンツ情報データを記憶する。コンテンツ情報データは、コンテンツ関連データおよび
環境データを含む。
【０１１３】
　また、サービスサーバ８００は、複数のコンテンツの各々と、当該コンテンツに対応す
る、コンテンツ関連データおよび環境データを含むコンテンツ情報データとを対応づけて
記憶しているとする。
【０１１４】
　ステップＳ１４６のコンテンツ情報取得処理Ｔでは、制御部６１０が、ホームネットワ
ーク５０１内の複数の装置およびサービスサーバ８００と通信することにより、各装置が
記憶しているコンテンツ情報データを取得する。ここで、制御部６１０が通信する装置は
、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテンツ再生装置７００Ａ、コンテンツ再生装置
７００Ｂ、サービスサーバ８００であるとする。
【０１１５】
　そして、制御部６１０は、取得した複数のコンテンツ情報データにそれぞれに含まれる
複数のコンテンツ関連データと、コンテンツ情報データが取得された装置の情報とからコ
ンテンツ情報データテーブルを生成する。そして、制御部６１０は、取得した複数のコン
テンツ情報データと、生成したコンテンツ情報データテーブルとを、記憶部６２０に記憶
させる。
【０１１６】
　なお、取得された複数のコンテンツ情報データのうちの１つのコンテンツ情報データに
含まれるコンテンツ関連データおよび環境データは、それぞれ、図７のコンテンツ関連デ
ータＣＴＤ１００および図８の環境データＥＶＤ２００であるとする。そして、ステップ
Ｓ１４６の処理は終了する。ここで、生成されたコンテンツ情報データテーブルは、以下
のコンテンツ情報データテーブルＴＤ３００であるとする。
【０１１７】
　図９は、一例としてのコンテンツ情報データテーブルＴＤ３００を示す図である。コン
テンツ情報データテーブルＴＤ３００は、複数のコンテンツ所在情報データを含む。図７
を参照して、コンテンツ情報データテーブルＴＤ３００において、「番号」とは、コンテ
ンツ所在情報データを特定するための番号である。「コンテンツＩＤ」とは、コンテンツ
を特定するためのＩＤである。「タイトル」とは、コンテンツのタイトルである。なお、
「タイトル」が、“ネットアルバム”である場合、対応するコンテンツは、たとえば、写
真の画像であるとする。
【０１１８】
　「コンテンツ形態」とは、対応するコンテンツの形態を示す。「コンテンツ形態」の項
目が、「録画」である場合、対応するコンテンツは、録画されたコンテンツ（以下、録画
コンテンツともいう）である。「コンテンツ形態」の項目が、「インターネット（ＶＯＤ
（Video On Demand））」である場合、対応するコンテンツは、後述する「所在情報」に
より通信可能な装置（たとえば、サービスサーバ８００）から、ストリーミング配信され
るコンテンツである。「コンテンツ形態」の項目が、「インターネット（ＤＬＭＶ）」で
ある場合、対応するコンテンツは、「所在情報」により通信可能な装置から、ダウンロー
ド可能な映像コンテンツである。なお、「コンテンツ形態」の項目が、「インターネット
（ＤＬＭＶ）」である場合、対応するコンテンツは、「所在情報」により通信可能な装置
から、ダウンロードされた映像コンテンツであってもよい。「コンテンツ形態」の項目が
、「インターネット（ＤＬ）」である場合、対応するコンテンツは、「所在情報」により
通信可能な装置から、ダウンロード可能なコンテンツである。
【０１１９】
　「装置型名」とは、対応するコンテンツを記憶している装置の型名である。装置型名“
ＨＤＲＥＣ－１”は、たとえば、録画装置６００Ａの型名である。装置型名“ＰＣ－１”
は、たとえば、コンテンツ再生装置７００Ａの型名である。「所在情報」とは、対応する
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コンテンツが記憶されている場所を特定するための情報である。「所在情報」が「ＨＤＭ
Ｉ－１」である場合、対応するコンテンツは、たとえば、コンテンツ再生装置６００にＨ
ＤＭＩケーブルで接続されている録画装置６００Ａに記憶されていることを示す。「所在
情報」がＵＲＬ（Uniform Resource Locator）“http://111.222.33.02/”である場合、
対応するコンテンツは、たとえば、コンテンツ再生装置７００Ａに記憶されていることを
示す。「所在情報」がＵＲＬ“http://www.bb7.com/”である場合、対応するコンテンツ
は、たとえば、サービスサーバ８００に記憶されていることを示す。「所在情報」がＵＲ
Ｌ“http://www.pic7.com/”である場合、対応するコンテンツは、たとえば、サービスサ
ーバ８００に記憶されていることを示す。すなわち、サービスサーバ８００は、２つの異
なるＷｅｂサイトを提供するサーバであるとする。この場合、所在情報としてのＵＲＬ“
http://www.bb7.com/”または“http://www.pic7.com/”により、サービスサーバ８００
と通信することが可能となる。
【０１２０】
　再び、図５を参照して、コンテンツ再生処理Ｔでは、ステップＳ１４６の処理の後、ス
テップＳ１４７に進む。
【０１２１】
　ステップＳ１４７では、制御部６１０が、リスト選択データを、携帯端末装置５００へ
送信する。ここで、リスト選択データは、制御部６１０が、コンテンツ情報取得処理Ｔに
より生成したコンテンツ情報データテーブルに示される全ての種類のコンテンツ形態に基
づいて生成するデータである。ここで、生成されたコンテンツ情報データテーブルは、図
９のコンテンツ情報データテーブルＴＤ３００であるとする。この場合、送信されるリス
ト選択データは、以下のリスト選択データＴＤ３０５となる。そして、ステップＳ１４７
の処理は終了する。
【０１２２】
　図１０は、一例としてのリスト選択データＴＤ３０５を示す図である。図１０を参照し
て、リスト選択データＴＤ３０５において、「コンテンツ形態」は、図９で説明したので
詳細な説明は繰り返さない。
【０１２３】
　再び、図５を参照して、コンテンツ再生処理Ｍでは、ステップＳ１１５の処理の後、ス
テップＳ１１６に進む。
【０１２４】
　ステップＳ１１６では、制御部５１０が、リスト選択データを受信したか否かを判定す
る。ステップＳ１１６において、ＹＥＳならば、ステップＳ１１７に進む。一方、ステッ
プＳ１１６において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１１６の処理が行なわれる。ここで
は、図１０のリスト選択データＴＤ３０５を受信したとして、ステップＳ１１７に進む。
【０１２５】
　ステップＳ１１７では、選択画像表示処理Ｍが行なわれる。選択画像表示処理Ｍでは、
制御部５１０が、受信したリスト選択データに基づいて、選択画像を生成し、表示部５３
０に選択画像を表示させる。ここで、受信したリスト選択データは、図１０のリスト選択
データＴＤ３０５であるとする。この場合、表示部５３０には、以下の選択画像ＭＧ２０
０が表示されるとする。
【０１２６】
　図１１は、一例としての選択画像ＭＧ２００を示す図である。図１１を参照して、選択
画像ＭＧ２００には、ボタン画像ＭＢＧ２１０，ＭＢＧ２２０，ＭＢＧ２３０が配置され
る。
【０１２７】
　ボタン画像ＭＢＧ２１０は、受信したリスト選択データに「録画」が表示されている場
合に生成されるボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ２１０は、押下処理されることによ
り、録画コンテンツのタイトルのリストを取得するためのボタン画像である。ボタン画像
ＭＢＧ２２０は、受信したリスト選択データに「インターネット（ＶＯＤ）」および「イ
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ンターネット（ＤＬＭＶ）」の少なくとも一方が表示されている場合に生成されるボタン
画像である。ボタン画像ＭＢＧ２２０は、押下処理されることにより、ストリーミング再
生可能なコンテンツ（以下、ストリーミングコンテンツともいう）のタイトルのリストを
取得するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ２３０は、受信したリスト選択デー
タに「インターネット（ＤＬ）」が表示されている場合に生成されるボタン画像である。
ボタン画像ＭＢＧ２３０は、押下処理されることにより、ダウンロード可能なコンテンツ
のタイトルのリストを取得するためのボタン画像である。
【０１２８】
　なお、選択画像ＭＧ２００には、動作モードが通常モードのコンテンツ再生装置６００
の動作モードを、待機モードにするためのボタン画像が配置されていてもよい。
【０１２９】
　再び、図５を参照して、ステップＳ１１７の処理の後、ステップＳ１１８に進む。
　ステップＳ１１８では、制御部５１０が、選択操作Ｍがあるか否かを判定する。選択操
作Ｍは、ボタン画像ＭＢＧ２１０，ＭＢＧ２２０，ＭＢＧ２３０のいずれかを押下処理す
るためのインターフェース操作Ｍである。ステップＳ１１８において、ＹＥＳならば、ス
テップＳ１１９に進む。一方、ステップＳ１１８において、ＮＯならば、再度、ステップ
Ｓ１１８の処理が行なわれる。ここでは、選択操作Ｍがあったとして、ステップＳ１１９
に進む。なお、行なわれた選択操作Ｍは、ボタン画像ＭＢＧ２２０を押下処理するための
インターフェース操作Ｍであるとする。
【０１３０】
　ステップＳ１１９では、リスト要求処理Ｍが行なわれる。リスト要求処理Ｍでは、制御
部５１０が、行なわれた選択操作Ｍに対応するリスト要求指示を、コンテンツ再生装置６
００へ送信する。ここで、行なわれた選択操作Ｍが、ボタン画像ＭＢＧ２２０を押下処理
するためのインターフェース操作Ｍである場合、制御部５１０は、ストリーミングコンテ
ンツのタイトルのリスト要求指示を、コンテンツ再生装置６００へ送信する。
【０１３１】
　コンテンツ再生処理Ｔでは、ステップＳ１４７の処理の後、ステップＳ１４８に進む。
　ステップＳ１４８では、リスト要求対応処理Ｔが行なわれる。リスト要求対応処理Ｔで
は、制御部６１０が、携帯端末装置５００から受信した、リスト要求指示に対応したコン
テンツリストデータを、携帯端末装置５００へ送信する。
【０１３２】
　ここで、受信したリスト要求指示は、ストリーミングコンテンツのタイトルのリスト要
求指示であるとする。この場合、制御部６１０が送信するコンテンツリストデータは、図
９のコンテンツ情報データテーブルＴＤ３００において、「コンテンツ形態」の項目が、
「インターネット（ＶＯＤ）」および「インターネット（ＤＬＭＶ）」であるタイトルを
示すデータとなる。すなわち、送信されるコンテンツリストデータは、以下のコンテンツ
リストデータＴＤ３１０となる。そして、ステップＳ１４８の処理は終了する。
【０１３３】
　図１２は、一例としてのコンテンツリストデータＴＤ３１０を示す図である。図１２を
参照して、コンテンツリストデータＴＤ３１０における各項目は、図９で説明した項目と
同じなので詳細な説明は繰り返さない。
【０１３４】
　再び、図５を参照して、リスト要求処理Ｍでは、制御部５１０が、コンテンツリストデ
ータを受信すると、制御部５１０が、受信したコンテンツリストデータに基づいたコンテ
ンツリスト画像を生成し、生成したコンテンツリスト画像を表示部５３０に表示させる。
ここで、受信したコンテンツリストデータは、図１２のコンテンツリストデータＴＤ３１
０であるとする。この場合、表示部５３０には、以下のコンテンツリスト画像ＭＧ２００
Ａが表示される。そして、ステップＳ１１９の処理は終了する。
【０１３５】
　図１３は、一例としてのコンテンツリスト画像ＭＧ２００Ａを示す図である。図１３を
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参照して、コンテンツリスト画像ＭＧ２００Ａには、コンテンツリストデータＴＤ３１０
に示される複数のタイトルが表示される。
【０１３６】
　なお、行なわれた選択操作Ｍが、図１１のボタン画像ＭＢＧ２１０またはボタン画像Ｍ
ＢＧ２３０を押下処理するためのインターフェース操作Ｍである場合においても、前述し
たのと同様に、リスト要求処理Ｍおよびリスト要求対応処理Ｔが行なわれるので詳細な説
明は繰り返さない。
【０１３７】
　再び、図５を参照して、ステップＳ１１９の処理の後、ステップＳ１２１に進む。
　ステップＳ１２１では、制御部５１０が、選択確定操作Ｍがあるか否かを判定する。選
択確定操作Ｍは、コンテンツリスト画像ＭＧ２００Ａに表示される複数のタイトルのいず
れかを選択し、当該選択を確定するためのインターフェース操作Ｍである。選択確定操作
Ｍは、方向ボタン５４１Ａ，５４１Ｂ等の操作により、１つのタイトルを選択状態にした
後、決定ボタン５４１Ｅを押下する操作である。ステップＳ１２１において、ＹＥＳなら
ば、ステップＳ１２２に進む。一方、ステップＳ１２１において、ＮＯならば、再度、ス
テップＳ１２１の処理が行なわれる。ここでは、選択確定操作があったとして、ステップ
Ｓ１２２に進む。
【０１３８】
　ステップＳ１２２では、制御部５１０が、再生ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００
へ送信する。再生ＲＣ信号は、コンテンツを再生するためのＲＣ信号である。なお、送信
される再生ＲＣ信号には、選択確定操作Ｍにより選択されたタイトルに対応するコンテン
ツＩＤが含まれる。ここで、選択確定操作Ｍにより選択されたタイトルは、“ＡＢ物語”
であるとする。この場合、図１２のコンテンツリストデータＴＤ３１０より、送信される
再生ＲＣ信号には、コンテンツＩＤ“ＭＶ２０１”が含まれる。そして、ステップＳ１２
２の処理は終了する。
【０１３９】
　コンテンツ再生処理Ｔでは、ステップＳ１４８の処理の後、ステップＳ１５１に進む。
　ステップＳ１５１では、制御部６１０が、再生ＲＣ信号を受信したか否かを判定する。
ステップＳ１５１において、ＹＥＳならば、ステップＳ１５２に進む。一方、ステップＳ
１５１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１５１の処理が行なわれる。ここでは、
コンテンツＩＤ“ＭＶ２０１”を含む再生ＲＣ信号を受信したとして、ステップＳ１５２
に進む。
【０１４０】
　ここで、本実施の形態における照明装置９１０は、携帯端末装置５００から送信される
ＲＣ信号により制御可能であるとする。照明装置９１０は、以下の照明データテーブルＬ
Ｄ４００に示すように、照明の照度を５段階で変更可能である。なお、照明装置９１０が
変更可能な照明の照度は、５段階に限定されない。照明データテーブルＬＤ４００は、記
憶部６２０に予め記憶されている。
【０１４１】
　図１４は、一例としての照明データテーブルＬＤ４００を示す図である。図１４を参照
して、照明データテーブルＬＤ４００において、「照明レベル」とは、照明装置９１０に
おいて設定可能な照明の照度のレベルである。照明レベルは、Ｌ１～Ｌ５まであり、照明
レベルＬ５が最も明るい。
【０１４２】
　以下においては、コンテンツ再生装置６００に表示される映像を視聴するのに適した位
置を最適視聴位置ともいう。最適視聴位置は、コンテンツ再生装置６００の表示部６３０
の表示面に対向する位置であって、かつ、表示部６３０の表示面から、所定距離、離れた
位置である。ここで、所定距離は、一例として、２メートルであるとする。本実施の形態
においては、ユーザは、最適視聴位置において、コンテンツ再生装置６００の表示部６３
０の表示面に表示される映像を視聴するとする。
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【０１４３】
　照明データテーブルＬＤ４００において、「照度（ルクス）」とは、照度“０”の部屋
に照明装置９１０が設置された場合であって、かつ、対応する照明レベルに設定された照
明装置９１０が照射する照明の、最適視聴位置における照度である。たとえば、照度“０
”の部屋において、照明レベルがＬ３に設定された照明装置９１０が照射する照明の照度
は、最適視聴位置において、３００ルクスとなる。
【０１４４】
　携帯端末装置５００が、ＲＣ信号により、照明装置９１０を制御するための画像は、以
下の制御画像ＭＧ３００Ａとなる。ここで、照明装置９１０は、動作モードとして、通常
モードと、待機モードとを有する。動作モードが通常モードである照明装置９１０は、照
明を発する。動作モードが待機モードである照明装置９１０は、照明を発しない。なお、
照明装置９１０は、動作モードが、通常モードおよび待機モードのいずれであっても、Ｒ
Ｃ信号を受信可能であり、かつ、外部の装置と通信可能である。また、照明装置９１０は
、通信により、自装置の動作モード（通常モードまたは待機モード）と、照明レベルとを
、外部の装置に通知することが可能である。
【０１４５】
　図１５は、一例としての制御画像ＭＧ３００Ａを示す図である。図１５を参照して、制
御画像ＭＧ３００Ａには、スライドバーＳＧ３０５Ａが示される。スライドバーＳＧ３０
５Ａは、照明レベルを示す文字列Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５のいずれかの下部に表示
される。スライドバーＳＧ３０５Ａが、文字列Ｌ３の下部に表示されている場合、照明レ
ベルが、Ｌ３に設定されていることを示す。
【０１４６】
　制御画像ＭＧ３００Ａには、さらに、ボタン画像ＭＢＧ３１０Ａ，ＭＢＧ３２０Ａが配
置される。ボタン画像ＭＢＧ３１０Ａは、押下処理されることにより、設定されている照
明レベルを、１段階下げるためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。たとえば
、照明レベルがＬ３に設定されてる場合に、ボタン画像ＭＢＧ３１０Ａが押下処理される
と、照明レベルは、Ｌ２に設定される。ボタン画像ＭＢＧ３２０Ａは、押下処理されるこ
とにより、設定されている照明レベルを、１段階上げるためのＲＣ信号を送信するための
ボタン画像である。たとえば、照明レベルがＬ３に設定されてる場合に、ボタン画像ＭＢ
Ｇ３２０Ａが押下処理されると、照明レベルは、Ｌ４に設定される。
【０１４７】
　制御画像ＭＧ３００Ａには、さらに、ボタン画像ＭＢＧ３９０Ａ，ＭＢＧ３９５Ａが配
置される。ボタン画像ＭＢＧ３９０Ａは、押下処理されることにより、照明装置９１０の
動作モードを、待機モードまたは通常モードに切換えるためのＲＣ信号（以下、ＬＴ電源
ＲＣ信号ともいう）を送信するためのボタン画像である。動作モードが通常モードである
照明装置９１０が、ＬＴ電源ＲＣ信号を受信すると、動作モードは、待機モードに設定さ
れる。また、動作モードが待機モードである照明装置９１０が、ＬＴ電源ＲＣ信号を受信
すると、動作モードは、通常モードに設定される。
【０１４８】
　ボタン画像ＭＢＧ３９５Ａは、押下処理されることにより、照明装置９１０の制御を終
了するためのボタン画像である。
【０１４９】
　ここで、以下においては、照明装置の設定データを、照明設定データともいう。制御画
像ＭＧ３００Ａに示されるように照明レベルが設定されている場合、照明装置９１０の照
明設定データは、以下の照明設定データＬＤ５１０となる。
【０１５０】
　図１６は、一例としての照明設定データＬＤ５１０を示す図である。
　また、本実施の形態における空気調整装置９２０は、携帯端末装置５００から送信され
るＲＣ信号により制御可能であるとする。携帯端末装置５００が、ＲＣ信号により、空気
調整装置９２０を制御するための画像は、以下の制御画像ＭＧ３００Ｂとなる。ここで、
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空気調整装置９２０は、動作モードとして、通常モードと、待機モードとを有する。動作
モードが通常モードである空気調整装置９２０は、空気調節を行なうための動作を行なう
。動作モードが待機モードである空気調整装置９２０は、空気調節を行なうための動作を
行なわない。なお、空気調整装置９２０は、動作モードが、通常モードおよび待機モード
のいずれであっても、ＲＣ信号を受信可能であり、かつ、外部の装置と通信可能である。
また、空気調整装置９２０は、通信により、自装置の動作モード（通常モードまたは待機
モード）と、各種設定情報とを、外部の装置に通知することが可能である。
【０１５１】
　図１７は、一例としての制御画像ＭＧ３００Ｂを示す図である。図１７を参照して、制
御画像ＭＧ３００Ｂには、設定状態表示画像ＭＧ３１０Ｂが配置される。設定状態表示画
像ＭＧ３１０Ｂは、設定温度と、設定湿度とが表示される。
【０１５２】
　制御画像ＭＧ３００Ｂには、さらに、ボタン画像ＭＢＧ３２０Ｂ，ＭＢＧ３３２Ｂ，Ｍ
ＢＧ３３４Ｂ，ＭＢＧ３４２Ｂ，ＭＢＧ３４４Ｂ，ＭＢＧ３５０Ｂが配置される。ボタン
画像ＭＢＧ３２０Ｂは、押下処理されることにより、空気調整装置９２０の運転モードを
切換えるためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。運転モードは、一例として
、自動、冷房、ドライ、送風、暖房の５種類あるとする。制御画像ＭＧ３００Ｂでは、文
字列“自動”，“冷房”，“ドライ”，“送風”，“暖房”のうち、四角で囲まれている
文字列が、設定されている運転モードである。
【０１５３】
　ボタン画像ＭＢＧ３３２Ｂ，ＭＢＧ３３４Ｂは、押下処理されることにより、設定温度
を変更するためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３３２
Ｂは、押下処理されることにより、設定温度を、１度上げるためのＲＣ信号を送信するた
めのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３３４Ｂは、押下処理されることにより、設定
温度を、１度下げるためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。
【０１５４】
　ボタン画像ＭＢＧ３４２Ｂ，ＭＢＧ３４４Ｂは、押下処理されることにより、設定湿度
を変更するためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３４２
Ｂは、押下処理されることにより、設定湿度を、１％上げるためのＲＣ信号を送信するた
めのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３４４Ｂは、押下処理されることにより、設定
湿度を、１％下げるためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢ
Ｇ３５０Ｂは、押下処理されることにより、風量モードを切換えるためのＲＣ信号を送信
するためのボタン画像である。風量モードは、自動、強風、弱風の３種類あるとする。制
御画像ＭＧ３００Ｂでは、文字列“自動”，“強風”，“弱風” のうち、四角で囲まれ
ている文字列が、設定されている風量モードである。
【０１５５】
　制御画像ＭＧ３００Ｂには、さらに、ボタン画像ＭＢＧ３９０Ｂ，ＭＢＧ３９５Ｂが配
置される。ボタン画像ＭＢＧ３９０Ｂは、押下処理されることにより、空気調整装置９２
０の動作モードを、待機モードまたは通常モードに切換えるためのＲＣ信号（以下、ＡＲ
電源ＲＣ信号ともいう）を送信するためのボタン画像である。動作モードが通常モードで
ある空気調整装置９２０が、ＡＲ電源ＲＣ信号を受信すると、動作モードは、待機モード
に設定される。また、動作モードが待機モードである空気調整装置９２０が、ＡＲ電源Ｒ
Ｃ信号を受信すると、動作モードは、通常モードに設定される。
【０１５６】
　ボタン画像ＭＢＧ３９５Ｂは、押下処理されることにより、空気調整装置９２０の制御
を終了するためのボタン画像である。
【０１５７】
　ここで、以下においては、空気調整装置の設定データを、空気調整設定データともいう
。制御画像ＭＧ３００Ｂに示されるよう各項目が設定されている場合、空気調整装置９２
０の空気調整設定データは、以下の空気調整設定データＡＣＤ５２０となる。
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【０１５８】
　図１８は、一例としての空気調整設定データＡＣＤ５２０を示す図である。
　また、本実施の形態におけるコンテンツ再生装置６００は、以下の音量データテーブル
ＶＴＤ４１０に示すように、音声出力部６７０から出力する音声の音量を５１段階で変更
可能であるとする。なお、変更可能な音声の音量は、５１段階に限定されない。音量デー
タテーブルＶＴＤ４１０は、記憶部６２０に予め記憶されている。
【０１５９】
　図１９は、一例としての音量データテーブルＶＴＤ４１０を示す図である。図１９を参
照して、音量データテーブルＶＴＤ４１０において、「音量値」とは、制御部６１０の制
御により、音声出力部６７０から出力される音声の音量を数値化したものである。コンテ
ンツ再生装置６００において、「音量値」は０～５０の範囲で設定される。
【０１６０】
　音量データテーブルＶＴＤ４１０において、「音量（デシベル）」とは、音声出力部６
７０から出力される音声の、前述した最適視聴位置における音量である。たとえば、音量
値が“１５”に設定されたコンテンツ再生装置６００の音声出力部６７０が出力する音声
の音量は、最適視聴位置において、４０デシベルとなる。
【０１６１】
　また、本実施の形態におけるコンテンツ再生装置６００は、以下の画面明るさデータテ
ーブルＬＴＤ４２０に示すように、表示部６３０の表示面に表示される画像の明るさを５
段階で変更可能であるとする。なお、変更可能な画面の明るさは、５段階に限定されない
。画面明るさデータテーブルＬＴＤ４２０は、記憶部６２０に予め記憶されている。
【０１６２】
　図２０は、一例としての画面明るさデータテーブルＬＴＤ４２０を示す図である。図２
０を参照して、画面明るさデータテーブルＬＴＤ４２０において、「画面明るさ」とは、
コンテンツ再生装置６００において設定可能な画面の明るさを示す。画面明るさデータテ
ーブルＬＴＤ４２０において、「照度（ルクス）」とは、照度“０”の部屋にコンテンツ
再生装置６００が設置された場合であって、かつ、対応する「画面明るさ」に設定された
コンテンツ再生装置６００の表示部６３０の表示面全体に白の画像が表示された場合にお
いて、最適視聴位置における照度である。たとえば、照度“０”の部屋において、「画面
明るさ」が「標準」に設定されたコンテンツ再生装置６００の表示部６３０の表示面全体
に白の画像が表示された場合、最適視聴位置における照度は４００ルクスとなる。
【０１６３】
　携帯端末装置５００が、ＲＣ信号により、コンテンツ再生装置６００における「音量値
」および「画面明るさ」を制御するための画像は、以下の制御画像ＭＧ３００Ｃとなる。
【０１６４】
　図２１は、一例としての制御画像ＭＧ３００Ｃを示す図である。図２１を参照して、制
御画像ＭＧ３００Ｃには、設定音量値表示画像ＭＧ３１０Ｃと、ボタン画像ＭＢＧ３２２
Ｃ，ＭＢＧ３２４Ｃとが配置される。設定音量値表示画像ＭＧ３１０Ｃは、設定されてい
る音量値を示す画像である。設定音量値表示画像ＭＧ３１０Ｃは、一例として、音量値が
、“１６”に設定されていることを示す。ボタン画像ＭＢＧ３２２Ｃは、押下処理される
ことにより、設定されている音量値を“１”デクリメントさせるためのＲＣ信号を送信す
るためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３２４Ｃは、押下処理されることにより、
設定されている音量値を“１”インクリメントさせるためのＲＣ信号を送信するためのボ
タン画像である。たとえば、音量値が“１６”に設定されている場合に、ボタン画像ＭＢ
Ｇ３２４Ｃが押下処理されると、音量値は“１７”に設定される。
【０１６５】
　制御画像ＭＧ３００Ｃには、さらに、ボタン画像ＭＢＧ３３１Ｃ，ＭＢＧ３３２Ｃ，Ｍ
ＢＧ３３３Ｃ，ＭＢＧ３３４Ｃ，ＭＢＧ３３５Ｃが配置される。ボタン画像ＭＢＧ３３１
Ｃは、押下処理されることにより、「画面明るさ」を「とても暗い」に設定するためのＲ
Ｃ信号を送信するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３３２Ｃは、押下処理され



(22) JP 2009-171232 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

ることにより、「画面明るさ」を「暗い」に設定するためのＲＣ信号を送信するためのボ
タン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３３３Ｃは、押下処理されることにより、「画面明る
さ」を「標準」に設定するためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。
【０１６６】
　ボタン画像ＭＢＧ３３４Ｃは、押下処理されることにより、「画面明るさ」を「明るい
」に設定するためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３３
５Ｃは、押下処理されることにより、「画面明るさ」を「とても明るい」に設定するため
のＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。なお、設定されている「画面明るさ」は
、ボタン画像ＭＢＧ３３１Ｃ，ＭＢＧ３３２Ｃ，ＭＢＧ３３３Ｃ，ＭＢＧ３３４Ｃ，ＭＢ
Ｇ３３５Ｃのいずれかを点線枠で囲むことにより示される。制御画像ＭＧ３００Ｃでは、
設定されている「画面明るさ」が「明るい」であることを示す。
【０１６７】
　制御画像ＭＧ３００Ｃには、さらに、ボタン画像ＭＢＧ３９５Ｃが配置される。ボタン
画像ＭＢＧ３９５Ｃは、押下処理されることにより、コンテンツ再生装置６００の制御を
終了するためのボタン画像である。
【０１６８】
　ここで、以下においては、コンテンツ再生装置６００における、音量値および画面明る
さの設定データを、再生装置設定データともいう。再生装置設定データは、記憶部６２０
に記憶されている。制御画像ＭＧ３００Ｃに示されるように、音量値および画面明るさが
設定されている場合、再生装置設定データは、以下の再生装置設定データＶＬＴＤ５３０
となる。
【０１６９】
　図２２は、一例としての再生装置設定データＶＬＴＤ５３０を示す図である。
　再び、図５を参照して、ステップＳ１５２では、環境設定データ取得処理Ｔが行なわれ
る。環境設定データ取得処理Ｔでは、制御部６１０が、ホームネットワーク５０１内の照
明装置９１０と、空気調整装置９２０と通信することにより、照明装置９１０の照明レベ
ルと、空気調整装置９２０の各種設定情報とを取得する。そして、制御部６１０は、取得
した照明レベルを示す照明設定データと、取得した、空気調整装置９２０の各種設定情報
を示す空気調整設定データを、記憶部６２０に記憶させる。
【０１７０】
　ここで、取得された照明レベルを示す照明設定データおよび取得された空気調整装置９
２０の各種設定情報を示す空気調整設定データは、それぞれ、図１６の照明設定データＬ
Ｄ５１０および図１８の空気調整設定データＡＣＤ５２０であるとする。この場合、記憶
部６２０には、照明設定データＬＤ５１０および空気調整設定データＡＣＤ５２０が記憶
される。
【０１７１】
　また、制御部６１０は、記憶部６２０に記憶されている再生装置設定データを読出し、
読み出した再生装置設定データを複製したデータを、変更前再生装置設定データとして、
記憶部６２０に記憶させる。ここで、読み出された再生装置設定データは、図２２の再生
装置設定データＶＬＴＤ５３０であるとする。この場合、記憶部６２０には、再生装置設
定データＶＬＴＤ５３０を複製したデータである変更前再生装置設定データが記憶される
。この場合は、変更前再生装置設定データが示す設定情報は、再生装置設定データＶＬＴ
Ｄ５３０が示す設定情報と同じである。そして、ステップＳ１５３に進む。
【０１７２】
　ステップＳ１５３では、制御部６１０が、再生対象コンテンツのコンテンツＩＤを示す
、後述する再生環境データが記憶部６２０に記憶されているか否かを判定する。ここで、
再生対象コンテンツは、受信した再生ＲＣ信号に含まれるコンテンツＩＤにより特定され
るコンテンツである。ステップＳ１５３において、ＹＥＳならば、後述するステップＳ１
５５に進む。一方、ステップＳ１５３において、ＮＯならば、ステップＳ１５４に進む。
ここでは、再生対象コンテンツのコンテンツＩＤを示す、再生環境データが記憶部６２０
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に記憶されていないとして、ステップＳ１５４に進む。
【０１７３】
　ステップＳ１５４では、再生環境データ生成処理Ｔが行なわれる。再生環境データ生成
処理Ｔでは、制御部６１０が、受信した再生ＲＣ信号に含まれるコンテンツＩＤを示すコ
ンテンツ関連データおよび環境データを、記憶部６２０から読み出す。そして、制御部６
１０は、読み出したコンテンツ関連データおよび環境データの各々が示す情報から、再生
環境データを生成する。そして、制御部６１０は、生成した再生環境データを、記憶部６
２０に記憶させる。そして、ステップＳ１５４の処理は終了する。
【０１７４】
　ここで、受信した再生ＲＣ信号に含まれるコンテンツＩＤは、“ＭＶ２０１”であると
する。この場合、読み出されるコンテンツ関連データおよび環境データは、それぞれ、図
７のコンテンツ関連データＣＴＤ１００および図８の環境データＥＶＤ２００であるとす
る。この場合、制御部６１０は、コンテンツ関連データＣＴＤ１００および環境データＥ
ＶＤ２００の各々が示す情報から、以下の再生環境データＴＤ６００を生成する。再生環
境データＴＤ６００の生成方法を、以下に説明する。
【０１７５】
　図２３は、一例としての再生環境データＴＤ６００を示す図である。図２３を参照して
、再生環境データＴＤ６００において、「再生制御」とは、コンテンツＩＤにより特定さ
れるコンテンツに対して、許可されている再生制御を示す。制御部６１０は、コンテンツ
関連データＣＴＤ１００に示される「許可再生制御」の項目に示される制御を、再生環境
データＴＤ６００の「再生制御」の項目に記載する。
【０１７６】
　再生環境データＴＤ６００において、「音量制御」とは、コンテンツ再生装置６００に
おいて設定する音量値である。制御部６１０は、環境データＥＶＤ２００が示す推奨音量
に対応する音量値を、記憶部６２０に記憶されている、図１９の音量データテーブルＶＴ
Ｄ４１０から選択する。そして、制御部６１０は、選択した音量値を、「音量制御」の項
目に記載する。
【０１７７】
　環境データＥＶＤ２００が示す推奨音量は、６０デシベルであるので、選択される音量
値は“２０”となる。なお、音量データテーブルＶＴＤ４１０において、推奨音量の値（
たとえば、５９デシベル）がない場合は、音量データテーブルＶＴＤ４１０において、推
奨音量の値に最も近い音量に対応する音量値が選択される。
【０１７８】
　再生環境データＴＤ６００において、「画面明るさ制御」とは、コンテンツ再生装置６
００において設定する画面の明るさである。制御部６１０は、環境データＥＶＤ２００が
示す推奨画面明るさに対応する「画面明るさ」を、記憶部６２０に記憶されている、図２
０の画面明るさデータテーブルＬＴＤ４２０から選択する。そして、制御部６１０は、選
択した「画面明るさ」を、「画面明るさ制御」の項目に記載する。
【０１７９】
　環境データＥＶＤ２００が示す推奨画面明るさは、４００ルクスであるので、選択され
る「画面明るさ」は、「標準」となる。なお、画面明るさデータテーブルＬＴＤ４２０に
おいて、推奨画面明るさの値（たとえば、３９９ルクス）がない場合は、画面明るさデー
タテーブルＬＴＤ４２０において、推奨画面明るさの値（たとえば、３９９ルクス）に最
も近い照度（たとえば、４００ルクス）に対応する「画面明るさ」（たとえば、「標準」
）が選択される。
【０１８０】
　再生環境データＴＤ６００において、「照明装置制御」とは、照明装置９１０において
設定する照明レベルである。制御部６１０は、環境データＥＶＤ２００が示す推奨照度に
対応する照明レベルを、記憶部６２０に記憶されている、図１４の照明データテーブルＬ
Ｄ４００から選択する。そして、制御部６１０は、選択した照明レベルを、「照明装置制
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御」の項目に記載する。
【０１８１】
　環境データＥＶＤ２００が示す推奨照度は、４００ルクスであるので、選択される照明
レベルは、Ｌ４となる。なお、照明データテーブルＬＤ４００において、推奨照度の値（
たとえば、３９９ルクス）がない場合は、照明データテーブルＬＤ４００において、推奨
照度の値（たとえば、３９９ルクス）に最も近い照度（たとえば、４００ルクス）に対応
する照明レベル（たとえば、Ｌ４）が選択される。
【０１８２】
　再生環境データＴＤ６００において、「空気調節装置制御」とは、空気調整装置９２０
に対して設定する情報である。「空気調節装置制御」の項目では、上から順に、設定温度
、設定湿度、運転モード、風量モードとなる。制御部６１０は、環境データＥＶＤ２００
が示す推奨温度（たとえば、２６度）を、「空気調節装置制御」の項目の設定温度に対応
する欄に記載する。また、制御部６１０は、環境データＥＶＤ２００が示す推奨湿度（た
とえば、４０％）を、「空気調節装置制御」の項目の設定湿度に対応する欄に記載する。
また、制御部６１０は、「空気調節装置制御」の項目の運転モードおよび風量モードの各
々の欄には、「自動」を記載する。以上説明したようにして、再生環境データＴＤ６００
は生成される。
【０１８３】
　再び、図５を参照して、ステップＳ１５４の処理の後、ステップＳ１５５に進む。
　ステップＳ１５５では、制御画像生成処理が行なわれる。制御画像生成処理では、制御
部６１０が、受信した再生ＲＣ信号に含まれるコンテンツＩＤにより特定される再生対象
コンテンツのタイトルと、再生対象コンテンツＩＤを示す再生環境データとを使用して、
再生対象コンテンツの再生を制御するための画像を生成する。以下においては、受信した
再生ＲＣ信号に含まれるコンテンツＩＤを、再生対象コンテンツＩＤともいう。また、制
御部６１０は、実行されることにより、生成した画像が表示されるリモートコントロール
プログラムを生成する。
【０１８４】
　ここで、再生対象コンテンツのタイトルは、“ＡＢ物語”であるとする。また、再生対
象コンテンツＩＤは、“ＭＶ２０１”であるとする。また、再生対象コンテンツＩＤを示
す再生環境データは、図２３の再生環境データＴＤ６００であるとする。この場合、以下
の制御画像ＭＧ３００Ｄが生成される。制御画像ＭＧ３００Ｄの生成方法を、以下に説明
する。生成される制御画像ＭＧ３００Ｄは、携帯端末装置５００の表示部５３０に表示す
るための画像である。
【０１８５】
　図２４は、一例としての制御画像ＭＧ３００Ｄを示す図である。図２４を参照して、制
御部６１０は、再生対象コンテンツのタイトル（“ＡＢ物語”）を、制御画像ＭＧ３００
Ｄに表示させる。
【０１８６】
　また、制御部６１０は、再生環境データＴＤ６００に示される「再生制御」の項目の制
御情報から、ボタン画像ＭＢＧ３１１Ｄ，ＭＢＧ３１２Ｄ，ＭＢＧ３１３Ｄ，ＭＢＧ３１
４Ｄを、制御画像ＭＧ３００Ｄに配置する。
【０１８７】
　ボタン画像ＭＢＧ３１１Ｄは、押下処理されることにより、再生されている再生対象コ
ンテンツを、一時停止させるためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。なお、
ボタン画像ＭＢＧ３１１Ｄに表示される文字列“一時停止”は、再生されている再生対象
コンテンツが一時停止されると、文字列“再生”に変化する。文字列“再生”が表示され
ている状態のボタン画像ＭＢＧ３１１Ｄは、一時停止されている再生対象コンテンツを、
再生させるためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像となる。
【０１８８】
　ボタン画像ＭＢＧ３１２Ｄは、押下処理されることにより、再生されている再生対象コ
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ンテンツを、早戻しするためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。ボタン画像
ＭＢＧ３１３Ｄは、押下処理されることにより、再生されている再生対象コンテンツを、
早送りするためのＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３１４
Ｄは、押下処理されることにより、再生されている再生対象コンテンツを、停止するため
のＲＣ信号を送信するためのボタン画像である。
【０１８９】
　また、制御部６１０は、再生環境データＴＤ６００に「音量制御」および「画面明るさ
制御」の少なくとも一方の項目に情報の記載がある場合、ボタン画像ＭＢＧ３２１Ｄ，Ｍ
ＢＧ３２２Ｄを、制御画像ＭＧ３００Ｄに配置する。
【０１９０】
　ボタン画像ＭＢＧ３２１Ｄは、押下処理されることにより、コンテンツ再生装置６００
における音量値を、再生環境データＴＤ６００に示される「音量制御」の項目に示される
音量値“２０”に設定するためのＲＣ信号（以下、音量制御ＲＣ信号ともいう）を送信す
るためのボタン画像である。また、ボタン画像ＭＢＧ３２１Ｄは、さらに、コンテンツ再
生装置６００において設定する画面の明るさを、再生環境データＴＤ６００に示される「
画面明るさ制御」の項目に示される「標準」に設定するためのＲＣ信号（以下、明るさ制
御ＲＣ信号ともいう）を送信するためのボタン画像である。すなわち、ボタン画像ＭＢＧ
３２１Ｄは、押下処理されることにより、音量制御ＲＣ信号および明るさ制御ＲＣ信号を
送信するためのボタン画像である。
【０１９１】
　ボタン画像ＭＢＧ３２２Ｄは、押下処理されることにより、図２１の制御画像ＭＧ３０
０Ｃを表示部５３０に表示させるためのボタン画像である。すなわち、ボタン画像ＭＢＧ
３２２Ｄは、携帯端末装置５００の操作により、音量値および画面の明るさを変更可能な
ようにするためのボタン画像である。
【０１９２】
　また、制御部６１０は、再生環境データＴＤ６００に「照明装置制御」の項目に情報の
記載がある場合、ボタン画像ＭＢＧ３３１Ｄ，ＭＢＧ３３２Ｄを、制御画像ＭＧ３００Ｄ
に配置する。ボタン画像ＭＢＧ３３１Ｄは、押下処理されることにより、照明装置９１０
の照明レベルを、再生環境データＴＤ６００に示される「照明装置制御」の項目に示され
る照明レベルＬ４に設定するためのＲＣ信号（以下、照明制御ＲＣ信号ともいう）を送信
するためのボタン画像である。ボタン画像ＭＢＧ３３２Ｄは、押下処理されることにより
、図１５の制御画像ＭＧ３００Ａを表示部５３０に表示させるためのボタン画像である。
すなわち、ボタン画像ＭＢＧ３３２Ｄは、携帯端末装置５００が、照明装置９１０に対し
詳細な制御行なうことを可能とするためのボタン画像である。
【０１９３】
　また、制御部６１０は、再生環境データＴＤ６００に「空気調節装置制御」の項目に情
報の記載がある場合、ボタン画像ＭＢＧ３４１Ｄ，ＭＢＧ３４２Ｄを、制御画像ＭＧ３０
０Ｄに配置する。ボタン画像ＭＢＧ３４１Ｄは、押下処理されることにより、空気調整装
置９２０の設定温度を、再生環境データＴＤ６００に示される「空気調節装置制御」の項
目に示される設定温度（２６℃）に設定するためのＲＣ信号（以下、温度設定ＲＣ信号と
もいう）を送信するためのボタン画像である。また、ボタン画像ＭＢＧ３４１Ｄは、押下
処理されることにより、空気調整装置９２０の設定湿度を、再生環境データＴＤ６００に
示される「空気調節装置制御」の項目に示される設定湿度（４０％）に設定するためのＲ
Ｃ信号（以下、湿度設定ＲＣ信号ともいう）を送信するためのボタン画像である。
【０１９４】
　また、ボタン画像ＭＢＧ３４１Ｄは、押下処理されることにより、空気調整装置９２０
の運転モードを、再生環境データＴＤ６００に示される「空気調節装置制御」の項目に示
される「自動」に設定するためのＲＣ信号（以下、運転モード設定ＲＣ信号ともいう）を
送信するためのボタン画像である。また、ボタン画像ＭＢＧ３４１Ｄは、押下処理される
ことにより、空気調整装置９２０の風量モードを、再生環境データＴＤ６００に示される



(26) JP 2009-171232 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

「空気調節装置制御」の項目に示される「自動」に設定するためのＲＣ信号（以下、風量
モード設定ＲＣ信号ともいう）を送信するためのボタン画像である。すなわち、ボタン画
像ＭＢＧ３４１Ｄは、押下処理されることにより、温度設定ＲＣ信号、湿度設定ＲＣ信号
、運転モード設定ＲＣ信号および風量モード設定ＲＣ信号を送信するためのボタン画像で
ある。
【０１９５】
　また、ボタン画像ＭＢＧ３４２Ｄは、押下処理されることにより、図１７の制御画像Ｍ
Ｇ３００Ｂを表示部５３０に表示させるためのボタン画像である。すなわち、ボタン画像
ＭＢＧ３４２Ｄは、携帯端末装置５００が、空気調整装置９２０に対し詳細な制御行なう
ことを可能とするためのボタン画像である。以上説明したようにして、制御画像ＭＧ３０
０Ｄは生成される。
【０１９６】
　再び、図５を参照して、ステップＳ１５５の制御画像生成処理では、制御部６１０は、
実行されることにより、制御画像ＭＧ３００Ｄが表示されるリモートコントロールプログ
ラム（以下、コンテンツ再生制御ＲＣプログラムともいう）を生成する。なお、コンテン
ツ再生制御ＲＣプログラムには、制御画像ＭＧ３００Ｄに配置される前述した複数のボタ
ン画像の各々が押下処理されることにより使用されるＲＣ信号のデータも含まれる。制御
部６１０は、生成したコンテンツ再生制御ＲＣプログラムを、記憶部６２０に記憶させる
。そして、ステップＳ１５６に進む。
【０１９７】
　ここで、記憶部６２０には、予め、照明制御リモートコントロールプログラム（以下、
照明制御ＲＣプログラムともいう）と、空気調節リモートコントロールプログラム（以下
、空気調節ＲＣプログラムともいう）と、再生装置制御リモートコントロールプログラム
（以下、再生装置制御ＲＣプログラムともいう）とが記憶されているとする。
【０１９８】
　照明制御ＲＣプログラムは、照明装置９１０を制御するためのプログラムである。照明
制御ＲＣプログラムが実行されると、図１５の制御画像ＭＧ３００Ａが表示される。照明
制御ＲＣプログラムには、制御画像ＭＧ３００Ａに配置される複数のボタン画像の各々が
押下処理されることにより使用されるＲＣ信号のデータも含まれる。
【０１９９】
　空気調節ＲＣプログラムは、空気調整装置９２０を制御するためのプログラムである。
空気調節ＲＣプログラムが実行されると、図１７の制御画像ＭＧ３００Ｂが表示される。
空気調節ＲＣプログラムには、制御画像ＭＧ３００Ｂに配置される複数のボタン画像の各
々が押下処理されることにより使用されるＲＣ信号のデータも含まれる。
【０２００】
　再生装置制御ＲＣプログラムは、コンテンツ再生装置６００における「音量値」および
「画面明るさ」を制御するためのプログラムである。再生装置制御ＲＣプログラムが実行
されると、図２１の制御画像ＭＧ３００Ｃが表示される。再生装置制御ＲＣプログラムに
は、制御画像ＭＧ３００Ｃに配置される複数のボタン画像の各々が押下処理されることに
より使用されるＲＣ信号のデータも含まれる。
【０２０１】
　ステップＳ１５６では、制御部６１０が、通信部６６０を利用した近距離の無線通信に
より、環境生成制御データＴを、携帯端末装置５００へ送信する。送信される環境生成制
御データＴには、再生対象コンテンツＩＤを示す再生環境データおよびコンテンツ再生制
御ＲＣプログラムと、照明制御ＲＣプログラムと、空気調節ＲＣプログラムと、再生装置
制御ＲＣプログラムとが含まれる。ここで、再生対象コンテンツＩＤを示す再生環境デー
タは、図２３の再生環境データＴＤ６００であるとする。
【０２０２】
　なお、照明制御ＲＣプログラム、空気調節ＲＣプログラムおよび再生装置制御ＲＣプロ
グラムは、携帯端末装置５００の記憶部５２０に予め記憶されていてもよい。この場合、
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送信される環境生成制御データＴは、再生対象コンテンツＩＤを示す再生環境データおよ
びコンテンツ再生制御ＲＣプログラムを含むデータとなる。そして、ステップＳ１５７に
進む。
【０２０３】
　ステップＳ１５７では、制御部６１０が、制御信号対応処理Ｔを実行する。制御信号対
応処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。そして、ステップＳ１５７の
処理は終了する。
【０２０４】
　制御信号対応処理Ｔでは、制御部６１０が、受信した制御信号としてのＲＣ信号に対応
する処理を行なう。
【０２０５】
　コンテンツ再生処理Ｍでは、ステップＳ１２２の処理の後、ステップＳ１２３に進む。
　ステップＳ１２３では、制御部５１０が、環境生成制御データＴを受信したか否かを判
定する。ステップＳ１２３において、ＹＥＳならば、制御部５１０が、受信した環境生成
制御データＴを記憶部５２０に記憶させて、ステップＳ１２４に進む。一方、ステップＳ
１２３において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１２３の処理が行なわれる。
【０２０６】
　ここでは、再生対象コンテンツＩＤを示す再生環境データおよびコンテンツ再生制御Ｒ
Ｃプログラムと、照明制御ＲＣプログラムと、空気調節ＲＣプログラムと、再生装置制御
ＲＣプログラムとを含む環境生成制御データＴを受信したとする。この場合、制御部５１
０が、受信した環境生成制御データＴに含まれる再生環境データおよびコンテンツ再生制
御ＲＣプログラムと、照明制御ＲＣプログラムと、空気調節ＲＣプログラムと、再生装置
制御ＲＣプログラムとを記憶部５２０に記憶させて、ステップＳ１２４に進む。なお、記
憶部５２０に再生環境データおよびコンテンツ再生制御ＲＣプログラムが既に記憶されて
いる場合、制御部５１０は、受信した最新の再生環境データおよびコンテンツ再生制御Ｒ
Ｃプログラムを記憶部５２０に上書き記憶させる。
【０２０７】
　ステップＳ１２４では、再生環境生成処理Ｍが行なわれる。再生環境生成処理Ｍでは、
制御部５１０が、コンテンツ再生制御ＲＣプログラムを実行する。コンテンツ再生制御Ｒ
Ｃプログラムの実行により、制御部５１０は、コンテンツ再生制御ＲＣプログラムに対応
する制御画像を表示部５３０に表示させる。そして、制御部５１０は、表示部５３０に表
示された制御画像に対応する再生環境データに対応するＲＣ信号を、対応する装置へ送信
する。
【０２０８】
　ここで、コンテンツ再生制御ＲＣプログラムに対応する制御画像は、図２４の制御画像
ＭＧ３００Ｄであるとする。また、制御画像ＭＧ３００Ｄに対応する再生環境データは、
図２３の再生環境データＴＤ６００であるとする。この場合、制御部５１０は、音量制御
ＲＣ信号と、明るさ制御ＲＣ信号とを、コンテンツ再生装置６００へ送信する。
【０２０９】
　送信される音量制御ＲＣ信号は、前述したように、コンテンツ再生装置６００における
音量値を、“２０”に設定するためのＲＣ信号である。また、送信される明るさ制御ＲＣ
信号は、前述したように、コンテンツ再生装置６００の画面の明るさを、「標準」に設定
するためのＲＣ信号である。
【０２１０】
　また、制御部５１０は、照明制御ＲＣ信号を、照明装置９１０へ送信する。照明制御Ｒ
Ｃ信号は、前述したように、照明装置９１０の照明レベルを、Ｌ４に設定するためのＲＣ
信号である。また、制御部５１０は、前述した温度設定ＲＣ信号、湿度設定ＲＣ信号、運
転モード設定ＲＣ信号および風量モード設定ＲＣ信号を、空気調整装置９２０へ送信する
。
【０２１１】



(28) JP 2009-171232 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

　なお、表示部５３０に表示された制御画像に対応するＲＣ信号を送信する処理は、制御
画像に配置された、ＲＣ信号に対応するボタン画像が押下処理された場合に行なわれても
よい。そして、ステップＳ１２４の処理は終了する。
【０２１２】
　コンテンツ再生装置６００では、音量制御ＲＣ信号および明るさ制御ＲＣ信号を受信す
ると、他の処理とは独立して行なわれる制御信号対応処理Ｔにおいて、制御部６１０が、
コンテンツ再生装置６００における音量値を“２０”に設定する。また、制御部６１０は
、コンテンツ再生装置６００の画面の明るさを、「標準」に設定する。
【０２１３】
　照明装置９１０は、照明制御ＲＣ信号を受信することにより、照明装置９１０の照明レ
ベルを、Ｌ４に設定する。この場合、照明装置９１０は、照明レベルＬ４に対応する照度
の照明を出力する。
【０２１４】
　空気調整装置９２０は、温度設定ＲＣ信号を受信することにより、空気調整装置９２０
の設定温度を、２６℃に設定する。また、空気調整装置９２０は、湿度設定ＲＣ信号を受
信することにより、空気調整装置９２０の設定湿度を、４０％に設定する。また、空気調
整装置９２０は、運転モード設定ＲＣ信号を受信することにより、空気調整装置９２０の
運転モードを、「自動」に設定する。また、空気調整装置９２０は、風量モード設定ＲＣ
信号を受信することにより、空気調整装置９２０の風量モードを、「自動」に設定する。
この場合、空気調整装置９２０は、空気調整装置９２０が設置されている部屋内の温度お
よび湿度をそれぞれ２６℃および４０％にする。
【０２１５】
　以上のように、コンテンツ再生装置６００、照明装置９１０および空気調整装置９２０
の各々において、受信したＲＣ信号に対応する処理が行なわれることにより、前述した最
適視聴位置において、ユーザが再生対象コンテンツを視聴する環境が、再生対象コンテン
ツを視聴するのに適した環境に設定される。
【０２１６】
　コンテンツ再生処理Ｔでは、ステップＳ１５７の処理の後、ステップＳ１６１に進む。
　ステップＳ１６１では、再生処理Ｔ実行処理が行なわれる。再生処理Ｔ実行処理では、
制御部６１０が再生処理Ｔを実行する。再生処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる
処理である。そして、ステップＳ１６１の処理は終了する。
【０２１７】
　再生処理Ｔでは、制御部６１０が、ステップＳ１４６のコンテンツ情報取得処理Ｔによ
り生成したコンテンツ情報データテーブルに示される所在情報により、再生対象コンテン
ツを、当該再生対象コンテンツを記憶している装置へ要求する。再生対象コンテンツを要
求された装置は、コンテンツ再生装置６００へ再生対象コンテンツを送信する。制御部６
１０は、再生対象コンテンツを受信しながら再生し、再生している再生対象コンテンツの
画像を、表示部６３０に表示させる。また、制御部６１０は、再生している再生対象コン
テンツの音声を、設定された音量値の音量で、音声出力部６７０から出力する。なお、再
生処理Ｔは、再生対象コンテンツの再生の終了に伴い、終了する。
【０２１８】
　ここで、コンテンツ情報データテーブルは、図９のコンテンツ情報データテーブルＴＤ
３００であるとする。また、再生対象コンテンツは、コンテンツＩＤが“ＭＶ２０１”の
コンテンツであるとする。この場合、制御部６１０は、再生対象コンテンツを、サービス
サーバ８００に要求する。サービスサーバ８００は、再生対象コンテンツの要求に応じて
、再生対象コンテンツを、コンテンツ再生装置６００へストリーミング配信する。制御部
６１０は、再生対象コンテンツを受信しながら再生し、再生している再生対象コンテンツ
の画像を、表示部６３０に表示させる。なお、表示部６３０に表示される再生対象コンテ
ンツの画像の明るさは、前述した処理により設定された「標準」である。また、制御部６
１０は、再生している再生対象コンテンツの音声を、前述した処理により設定された音量
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値“２０”の音量で、音声出力部６７０から出力する。
【０２１９】
　コンテンツ再生処理Ｍでは、ステップＳ１２４の処理の後、ステップＳ１２５に進む。
　ステップＳ１２５では、制御部５１０が、操作対応処理Ｍを実行する。操作対応処理Ｍ
は、他の処理とは独立して行なわれる処理である。そして、ステップＳ１２５の処理は終
了する。
【０２２０】
　操作対応処理Ｍでは、制御部５１０が、携帯端末装置５００において行なわれた操作に
対応する処理を行なう。具体的には、制御部５１０が、表示部５３０に表示されている制
御画像に配置されたボタン画像の押下処理が行なれたか否かを判定する。制御部５１０は
、押下処理が行なわれた場合、押下処理されたボタン画像に割り当てられた処理を行なう
。
【０２２１】
　ここで、表示部５３０に表示されている制御画像は、図２４の制御画像ＭＧ３００Ｄで
あるとする。この場合、たとえば、ボタン画像ＭＢＧ３１１Ｄを押下処理するためのイン
ターフェース操作Ｍがあった場合、制御部５１０は、コンテンツ再生装置６００において
再生されている再生対象コンテンツを、一時停止させるためのＲＣ信号（以下、一時停止
ＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再生装置６００へ送信する。コンテンツ再生装置６０
０では、一時停止ＲＣ信号を受信すると、他の処理とは独立して行なわれる制御信号対応
処理Ｔにおいて、制御部６１０が、再生されている再生対象コンテンツを、一時停止させ
る。
【０２２２】
　また、たとえば、ボタン画像ＭＢＧ３２２Ｄを押下処理するためのインターフェース操
作Ｍがあった場合、制御部５１０は、再生装置制御ＲＣプログラムを実行することにより
、図２１の制御画像ＭＧ３００Ｃを表示部５３０に表示させる。そして、たとえば、ボタ
ン画像ＭＢＧ３２２Ｃを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御
部５１０は、設定されている音量値を“１”デクリメントさせるためのＲＣ信号（以下、
音量値ダウンＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再生装置６００へ送信する。コンテンツ
再生装置６００では、音量値ダウンＲＣ信号を受信すると、他の処理とは独立して行なわ
れる制御信号対応処理Ｔにおいて、制御部６１０が、再生されている再生対象コンテンツ
の音声の音量値を“１”デクリメントさせる。なお、ボタン画像ＭＢＧ３９５Ｃを押下処
理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御部５１０は、再生装置制御ＲＣ
プログラムを終了させ、図２４の制御画像ＭＧ３００Ｄを、表示部５３０に表示させる。
【０２２３】
　また、たとえば、ボタン画像ＭＢＧ３３２Ｄを押下処理するためのインターフェース操
作Ｍがあった場合、制御部５１０は、照明制御ＲＣプログラムを実行することにより、図
１５の制御画像ＭＧ３００Ａを表示部５３０に表示させる。そして、たとえば、ボタン画
像ＭＢＧ３２０Ａを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御部５
１０は、照明レベルを、１段階上げるためのＲＣ信号（以下、照明レベルアップＲＣ信号
ともいう）を、照明装置９１０へ送信する。照明装置９１０は、照明レベルアップＲＣ信
号を受信すると、設定されている照明レベルを、１段階上げる。なお、ボタン画像ＭＢＧ
３９５Ａを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御部５１０は、
照明制御ＲＣプログラムを終了させ、図２４の制御画像ＭＧ３００Ｄを、表示部５３０に
表示させる。
【０２２４】
　また、たとえば、ボタン画像ＭＢＧ３４２Ｄを押下処理するためのインターフェース操
作Ｍがあった場合、制御部５１０は、空気調節ＲＣプログラムを実行することにより、図
１７の制御画像ＭＧ３００Ｂを表示部５３０に表示させる。そして、たとえば、ボタン画
像ＭＢＧ３３２Ｂを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御部５
１０は、設定温度を、１度上げるためのＲＣ信号（以下、設定温度アップＲＣ信号ともい
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う）を、空気調整装置９２０へ送信する。空気調整装置９２０は、設定温度アップＲＣ信
号を受信すると、設定されている設定温度を１度上げる。なお、ボタン画像ＭＢＧ３９５
Ｂを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御部５１０は、空気調
節ＲＣプログラムを終了させ、図２４の制御画像ＭＧ３００Ｄを、表示部５３０に表示さ
せる。
【０２２５】
　再び、図５を参照して、ステップＳ１２５の処理の後、ステップＳ１２６に進む。
　ステップＳ１２６では、環境変更があったか否かが判定される。具体的には、制御部５
１０が、ステップＳ１２４の再生環境生成処理Ｍにより生成された環境が変更されたか否
かを判定する。操作対応処理Ｍにおいて、ＲＣ信号が送信された場合、制御部５１０は、
再生環境生成処理Ｍにより生成された環境が変更されたと判定する。ステップＳ１２６に
おいて、ＹＥＳならば、ステップＳ１２７に進む。一方、ステップＳ１２６において、Ｎ
Ｏならば、ステップＳ１３１に進む。ここでは、環境変更がなかったとする。この場合、
後述するステップＳ１３１に進む。
【０２２６】
　コンテンツ再生処理Ｔでは、ステップＳ１６１の処理の後、ステップＳ１６２に進む。
　ステップＳ１６２では、制御部６１０が、後述する変更再生環境データを受信したか否
かを判定する。ステップＳ１６２において、ＹＥＳならば、ステップＳ１６３に進む。一
方、ステップＳ１６２において、ＮＯならば、ステップＳ１６４に進む。ここでは、変更
再生環境データを受信してないとして、ステップＳ１６４に進む。
【０２２７】
　ステップＳ１６４では、制御部６１０が、再生対象コンテンツの再生が終了したか否か
を判定する。なお、制御部６１０が、再生対象コンテンツの再生を停止させるためのＲＣ
信号を携帯端末装置５００から受信することにより、制御部６１０が再生対象コンテンツ
の再生を停止させた場合も、再生対象コンテンツの再生が終了したと判定される。ステッ
プＳ１６４において、ＹＥＳならば、ステップＳ１６８に進む。一方、ステップＳ１６４
において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１６２の処理が行なわれる。
【０２２８】
　ステップＳ１６８では、環境復元処理Ｔが行なわれる。環境復元処理Ｔは、再生対象コ
ンテンツを再生していた環境における、コンテンツ再生装置６００の設定を、再生対象コ
ンテンツの再生によりコンテンツ再生装置６００の設定が変更される前の設定に戻すため
の処理である。環境復元処理Ｔでは、制御部６１０が、記憶部６２０に記憶されている、
変更前再生装置設定データを利用して、コンテンツ再生装置６００における設定を変更す
る。ここで、変更前再生装置設定データが示す設定情報は、図２２の再生装置設定データ
ＶＬＴＤ５３０が示す設定情報と同じである。この場合、制御部６１０は、コンテンツ再
生装置６００における音量値を、“１６”に設定する。また、制御部６１０は、コンテン
ツ再生装置６００の画面の明るさを、「明るい」に設定する。当該設定により、コンテン
ツ再生装置６００における、音量値および画面の明るさの設定は、再生対象コンテンツを
再生する前の設定となる。
【０２２９】
　また、環境復元処理Ｔでは、制御部６１０が、記憶部６２０に記憶されている、照明設
定データおよび空気調整設定データを含む変更前環境データＴを、携帯端末装置５００へ
送信する。ここで、照明設定データおよび空気調整設定データは、それぞれ、図１６の照
明設定データＬＤ５１０および図１８の空気調整設定データＡＣＤ５２０であるとする。
この場合、制御部６１０は、照明設定データＬＤ５１０および空気調整設定データＡＣＤ
５２０を含む変更前環境データＴを、携帯端末装置５００へ送信する。そして、ステップ
Ｓ１６８の処理は終了し、このコンテンツ再生処理Ｔは終了する。
【０２３０】
　コンテンツ再生処理ＭのステップＳ１３１では、制御部５１０が、変更前環境データＴ
を受信したか否かを判定する。ステップＳ１３１において、ＹＥＳならば、ステップＳ１
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３２に進む。一方、ステップＳ１３１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ１２６の
処理が行なわれる。ここでは、照明設定データＬＤ５１０および空気調整設定データＡＣ
Ｄ５２０を含む変更前環境データＴを受信したとして、ステップＳ１３２に進む。
【０２３１】
　ステップＳ１３２では、環境復元処理Ｍが行なわれる。環境復元処理Ｍは、再生対象コ
ンテンツを再生していた環境における、外部装置（たとえば、照明装置９１０、空気調整
装置９２０）の設定を、再生対象コンテンツの再生により外部装置の設定が変更される前
の設定に戻すための処理である。環境復元処理Ｍでは、制御部５１０が、受信した変更前
環境データＴに含まれる照明設定データおよび空気調整設定データを利用して、外部装置
の設定を戻すための処理を行なう。
【０２３２】
　具体的には、制御部５１０は、照明設定データが示す情報から照明設定復元ＲＣ信号を
生成し、照明設定復元ＲＣ信号を照明装置９１０へ送信する。
【０２３３】
　また、制御部５１０は、空気調整設定データが示す情報から、設定温度復元ＲＣ信号、
設定湿度復元ＲＣ信号、設定運転モード復元ＲＣ信号および設定風量モード復元ＲＣ信号
を生成し、生成した設定温度復元ＲＣ信号、設定湿度復元ＲＣ信号、設定運転モード復元
ＲＣ信号および設定風量モード復元ＲＣ信号を、空気調整装置９２０へ送信する。
【０２３４】
　ここで、受信した変更前環境データＴに含まれる照明設定データは、照明設定データＬ
Ｄ５１０であるとする。この場合、照明装置９１０へ送信される照明設定復元ＲＣ信号は
、照明装置９１０の照明レベルを、Ｌ３に設定するためのＲＣ信号となる。照明装置９１
０は、照明復元ＲＣ信号を受信することにより、照明装置９１０の照明レベルを、Ｌ３に
設定する。この場合、照明装置９１０は、照明レベルＬ３に対応する照度の照明を出力す
る。
【０２３５】
　また、受信した変更前環境データＴに含まれる空気調整設定データは、空気調整設定デ
ータＡＣＤ５２０であるとする。この場合、空気調整装置９２０へ送信される設定温度復
元ＲＣ信号は、空気調整装置９２０の設定温度を２４℃に設定するためのＲＣ信号となる
。また、空気調整装置９２０へ送信される設定湿度復元ＲＣ信号は、空気調整装置９２０
の設定湿度を４０％に設定するためのＲＣ信号となる。また、空気調整装置９２０へ送信
される設定運転モード復元ＲＣ信号は、空気調整装置９２０の運転モードを、「冷房」に
設定するためのＲＣ信号となる。また、空気調整装置９２０へ送信される設定風量モード
復元ＲＣ信号は、空気調整装置９２０の風量モードを、「弱風」に設定するためのＲＣ信
号となる。
【０２３６】
　空気調整装置９２０は、設定温度復元ＲＣ信号を受信することにより、空気調整装置９
２０の設定温度を、２４℃に設定する。また、空気調整装置９２０は、設定湿度復元ＲＣ
信号を受信することにより、空気調整装置９２０の設定湿度を、４０％に設定する。また
、空気調整装置９２０は、設定運転モード復元ＲＣ信号を受信することにより、空気調整
装置９２０の運転モードを、「冷房」に設定する。また、空気調整装置９２０は、設定風
量モード復元ＲＣ信号を受信することにより、空気調整装置９２０の風量モードを、「弱
風」に設定する。そして、ステップＳ１３２の処理は終了し、このコンテンツ再生処理Ｍ
は終了する。
【０２３７】
　以上の処理により、外部装置としての、照明装置９１０、空気調整装置９２０の設定が
、再生対象コンテンツの再生により設定が変更される前の設定に戻される。すなわち、コ
ンテンツ再生装置６００で行なわれる環境復元処理Ｔおよび携帯端末装置５００で行なわ
れる環境復元処理Ｍにより、再生対象コンテンツを再生していた環境が、再生対象コンテ
ンツの再生により環境が変更される前の環境に戻される。
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【０２３８】
　次に、コンテンツ再生装置６００において、一度再生されたコンテンツを再生する場合
の処理について説明する。ここで、再生対象コンテンツは、コンテンツＩＤが、“ＭＶ２
０１”のコンテンツであるとする。また、コンテンツＩＤ“ＭＶ２０１”のコンテンツは
、コンテンツ再生装置６００において、一度再生されたコンテンツであるとする。この場
合、コンテンツ再生装置６００の記憶部６２０には、ステップＳ１５４の処理により、図
２３の再生環境データＴＤ６００が記憶されているとする。
【０２３９】
　また、コンテンツ再生処理Ｍにおいて、ステップＳ１１１～ステップＳ１２２の処理が
前述したのと同様に行なわれたとする。また、コンテンツ再生処理Ｔにおいて、ステップ
Ｓ１４１～Ｓ１５２の処理が前述したのと同様に行なわれたとする。
【０２４０】
　ステップＳ１５３では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。ここでは、コンテンツ再生装置６００の記憶部６２０には、再生環境データＴＤ
６００が記憶されているとする。すなわち、再生対象コンテンツのコンテンツＩＤ“ＭＶ
２０１”を示す再生環境データＴＤ６００が記憶部６２０に記憶されている。この場合、
ステップＳ１５３において、ＹＥＳと判定され、ステップＳ１５５に進む。
【０２４１】
　ステップＳ１５５では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。そして、コンテンツ再生処理Ｔにおいて、前述したのと同様に、ステップＳ１５
５以降の処理が行なわれる。また、コンテンツ再生処理Ｍにおいて、前述したのと同様に
、ステップＳ１２３以降の処理が行なわれる。
【０２４２】
　したがって、一度再生されたコンテンツを再生する場合は、再生環境データを生成する
処理が不要となる。
【０２４３】
　なお、ステップＳ１５４の再生環境データ生成処理Ｔにより生成される再生環境データ
には、コンテンツ関連データが示す「ジャンル」の情報も示されてもよい。この場合、ス
テップＳ１５３の処理において、再生対象コンテンツの「ジャンル」を示す再生環境デー
タが記憶部６２０に記憶されているか否かを判定してもよい。この場合、再生対象コンテ
ンツのジャンルと同じジャンルを示す再生環境データが、携帯端末装置５００へ送信され
ることになる。その結果、前述した処理が行なわれることにより、同じジャンルのコンテ
ンツを再生する場合には、同じ、コンテンツの再生環境が生成されることになる。
【０２４４】
　次に、図５のステップＳ１２４の再生環境生成処理Ｍにより生成された環境が変更され
た場合の処理について説明する。
【０２４５】
　ここで、再生対象コンテンツの再生中に、携帯端末装置５００において、再生環境生成
処理Ｍにより生成された環境を変更するための操作が行なわれたとする。
【０２４６】
　この場合、図５のステップＳ１２６では、再生環境生成処理Ｍにより生成された環境が
変更されたと判定され、ステップＳ１２７に進む。
【０２４７】
　ステップＳ１２７では、再生環境データ変更処理Ｍが行なわれる。再生環境データ変更
処理Ｍでは、制御部５１０が、再生環境生成処理Ｍにより生成された環境を変更するため
に行なわれた操作に応じて、再生環境データの各情報を変更する。そして、制御部５１０
は、変更した再生環境データ（以下、変更再生環境データともいう）を、コンテンツ再生
装置６００へ送信する。
【０２４８】
　ここで、ステップＳ１２３の処理により、記憶部５２０には、図２３の再生環境データ
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ＴＤ６００が記憶されているとする。また、再生環境生成処理Ｍにより生成された環境を
変更するための操作は、以下の操作ＭＡ，ＭＢ，ＭＣであるとする。操作ＭＡは、表示部
５３０に、以下の制御画像ＭＧ３００ＣＳが表示されている状態で、ボタン画像ＭＢＧ３
２２Ｃを押下処理するためのインターフェース操作Ｍであるとする。制御画像ＭＧ３００
ＣＳは、図２１の制御画像ＭＧ３００Ｃにおいて、設定音量値表示画像ＭＧ３１０Ｃが示
す、設定されている音量値が“２０”を示す制御画像であるとする。この場合、制御部５
１０は、再生環境データＴＤ６００が示す音量値を“１”デクリメントさせ、“１９”と
する。
【０２４９】
　操作ＭＢは、表示部５３０に、以下の制御画像ＭＧ３００ＡＳが表示されている状態で
、ボタン画像ＭＢＧ３１０Ａを押下処理するためのインターフェース操作Ｍであるとする
。制御画像ＭＧ３００ＡＳは、図１５の制御画像ＭＧ３００Ａにおいて、スライドバーＳ
Ｇ３０５Ａが、文字列Ｌ４の下部に表示されている制御画像であるとする。この場合、制
御部５１０は、再生環境データＴＤ６００が示す照明レベルを、１段階下げることにより
、Ｌ３とする。
【０２５０】
　操作ＭＣは、表示部５３０に、以下の制御画像ＭＧ３００ＢＳが表示されている状態で
、ボタン画像ＭＢＧ３３２Ｂを押下処理するためのインターフェース操作Ｍであるとする
。制御画像ＭＧ３００ＢＳは、図１７の制御画像ＭＧ３００Ｂにおいて、設定状態表示画
像ＭＧ３１０Ｂが示す設定温度が２６℃を示す制御画像であるとする。この場合、制御部
５１０は、再生環境データＴＤ６００が示す設定温度を１度上げ、２７℃とする。
【０２５１】
　以上の処理により、再生環境データＴＤ６００は、以下の変更再生環境データＴＤ６０
０Ａとなる。
【０２５２】
　図２５は、一例としての変更再生環境データＴＤ６００Ａを示す図である。
　再び、図５を参照して、ステップＳ１２７の再生環境データ変更処理Ｍでは、変更再生
環境データＴＤ６００Ａが、コンテンツ再生装置６００へ送信される。そして、ステップ
Ｓ１２７の処理は終了し、前述したステップＳ１３１に進む。
【０２５３】
　コンテンツ再生処理ＴのステップＳ１６２では、前述したように、制御部６１０が、変
更再生環境データを受信したか否かを判定する。ここでは、図２５の変更再生環境データ
ＴＤ６００Ａを受信したとして、ステップＳ１６３に進む。
【０２５４】
　ステップＳ１６３では、データ記憶処理Ｔが行なわれる。データ記憶処理Ｔでは、制御
部６１０が、受信した変更再生環境データを、再生環境データとして、記憶部６２０に記
憶させる。なお、変更再生環境データが示すコンテンツＩＤと同じコンテンツＩＤを示す
再生環境データが記憶部６２０に記憶されている場合、制御部６１０は、変更再生環境デ
ータを、新たな再生環境データとして、上書き記憶させる。ここでは、データ記憶処理Ｔ
により、再生環境データとしての図２５の変更再生環境データＴＤ６００Ａが記憶部６２
０に記憶されるとする。そして、前述したのと同様に、ステップＳ１６４以降の処理が行
なわれ、コンテンツ再生処理Ｔが終了するとする。また、前述したのと同様に、ステップ
Ｓ１３１以降の処理が行なわ、コンテンツ再生処理Ｍが終了するとする。
【０２５５】
　そして、変更再生環境データが示すコンテンツＩＤと同じコンテンツＩＤにより特定さ
れるコンテンツを再生するための処理が行なわれるとする。
【０２５６】
　ここで、図５のコンテンツ再生処理Ｍにおいて、ステップＳ１１１～ステップＳ１２２
の処理が前述したのと同様に行なわれたとする。また、コンテンツ再生処理Ｔにおいて、
ステップＳ１４１～Ｓ１５２の処理が前述したのと同様に行なわれたとする。
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【０２５７】
　ここで、再生対象コンテンツは、コンテンツＩＤが、“ＭＶ２０１”のコンテンツであ
るとする。また、コンテンツ再生装置６００の記憶部６２０には、再生環境データとして
の図２５の変更再生環境データＴＤ６００Ａが記憶されているとする。この場合、ステッ
プＳ１５３において、ＹＥＳと判定され、ステップＳ１５５に進む。
【０２５８】
　そして、コンテンツ再生処理Ｔにおいて、前述したのと同様に、ステップＳ１５５以降
の処理が行なわれる。また、コンテンツ再生処理Ｍにおいて、前述したのと同様に、ステ
ップＳ１２３以降の処理が行なわれる。これらの処理により、再生対象コンテンツの再生
中に、再生環境生成処理Ｍにより生成された環境が変更された場合、再度、同じ再生対象
コンテンツを再生する場合には、変更された環境が生成される。
【０２５９】
　したがって、再生対象コンテンツの再生中に環境を変更した場合であって、かつ、再生
中に環境を変更した再生対象コンテンツを再生する場合、変更された環境で、再生対象コ
ンテンツを視聴することを可能とすることができるという効果を奏する。
【０２６０】
　以上説明したように、本実施の形態では、コンテンツ毎に、環境データが対応付けられ
る。環境データは、対行するコンテンツに適した、温度、湿度、照度、音量、画面の明る
さ等を示す。コンテンツ再生装置６００は、再生するコンテンツに対応する環境データが
示す情報から、コンテンツを生成するのに適した再生環境を生成するための照明装置９１
０、空気調整装置９２０、コンテンツ再生装置６００等を制御するためのデータ（環境生
成制御データＴ）を生成する。コンテンツ再生装置６００は、環境生成制御データＴを、
携帯端末装置５００へ送信する。
【０２６１】
　携帯端末装置５００は、受信した環境生成制御データＴに基づいて、照明装置９１０、
空気調整装置９２０、コンテンツ再生装置６００等を制御することにより、コンテンツ再
生装置６００において再生されるコンテンツに適した再生環境が生成される。
【０２６２】
　したがって、コンテンツの種類に応じた環境を生成することを可能とすることができる
という効果を奏する。
【０２６３】
　また、本実施の形態では、再生対象コンテンツの再生中には、再生対象コンテンツに適
した環境が生成され、再生対象コンテンツの再生が停止または終了した場合、再生対象コ
ンテンツの再生により環境が変更される前の環境に戻される。したがって、ユーザは、再
生対象コンテンツが再生される前の環境に戻すための操作を行なう必要がない。そのため
、再生対象コンテンツを視聴する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
奏する。
【０２６４】
　また、本実施の形態では、再生対象コンテンツの再生中に環境を変更した場合であって
、かつ、再生中に環境を変更した再生対象コンテンツを再生する場合、変更された環境で
、再生対象コンテンツを視聴することを可能とすることができるという効果を奏する。
【０２６５】
　＜第２の実施の形態＞
　次に、コンテンツの再生の停止時の情報を利用する処理について説明する。
【０２６６】
　本実施の形態におけるネットワークシステムは、図１のネットワークシステム１０００
と比較して、照明装置９１０と、照明装置９１０Ａと、空気調整装置９２０とを含まない
点が異なる。それ以外は、ネットワークシステム１０００と同様なので詳細な説明は繰り
返さない。携帯端末装置５００およびコンテンツ再生装置６００の各々の構成は、第１の
実施の形態において、説明した構成と同様なので詳細な説明は繰り返さない。
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【０２６７】
　（コンテンツの停止時の処理）
　次に、コンテンツ再生装置６００において、再生されているコンテンツを停止させるた
めの処理について説明する。ここで、コンテンツ再生装置６００では、コンテンツが再生
されているとする。以下においては、コンテンツ再生装置６００において再生されるコン
テンツを、再生コンテンツＴともいう。ここで、再生コンテンツＴは、音声を伴う映像コ
ンテンツであるとする。この場合、コンテンツ再生装置６００の表示部６３０には、再生
コンテンツＴの画像（以下、コンテンツ画像Ｔともいう）が表示されているとする。また
、音声出力部６７０からは、再生コンテンツＴの音声（以下、再生音声Ｔともい）が出力
されているとする。
【０２６８】
　また、携帯端末装置５００は、ＲＣモードに設定されているとする。また、ＲＣモード
の携帯端末装置５００の表示部５３０には、以下の制御画像ＭＧ４００が表示されている
とする。
【０２６９】
　図２６は、一例としての制御画像ＭＧ４００を示す図である。以下においては、携帯端
末装置５００の動作モードがＲＣモードであって、かつ、表示部５３０に制御画像ＭＧ４
００が表示されている状態を、状態ＭＣＴＣともいう。
【０２７０】
　図２６を参照して、制御画像ＭＧ４００には、決定ボタン５４１Ｅに対応する決定ボタ
ン画像５４１ＥＧが表示される。
【０２７１】
　状態ＭＣＴＣにおいて、決定ボタン画像５４１ＥＧに対応する決定ボタン５４１Ｅは、
コンテンツ再生装置６００でコンテンツが再生されてない場合またはコンテンツの再生が
一時停止されている場合、押下されることにより、コンテンツを再生させるためのＲＣ信
号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる。状態ＭＣＴＣにおいて
、決定ボタン画像５４１ＥＧに対応する決定ボタン５４１Ｅは、コンテンツ再生装置６０
０でコンテンツが再生されている場合、押下されることにより、再生されているコンテン
ツを一時停止するためのＲＣ信号（以下、一時停止ＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再
生装置６００へ送信するためのボタンとなる。
【０２７２】
　制御画像ＭＧ４００には、さらに、方向ボタン５４１Ａ，５４１Ｂ，５４１Ｃ，５４１
Ｄにそれぞれ対応する方向ボタン画像５４１ＡＧ，５４１ＢＧ，５４１ＣＧ，５４１ＤＧ
が表示される。
【０２７３】
　状態ＭＣＴＣにおいて、方向ボタン画像５４１ＡＧに対応する方向ボタン５４１Ａは、
押下されることにより、再生音声Ｔの音量を大きくするためのＲＣ信号を、コンテンツ再
生装置６００へ送信するためのボタンとなる。状態ＭＣＴＣにおいて、方向ボタン画像５
４１ＢＧに対応する方向ボタン５４１Ｂは、押下されることにより、再生音声Ｔの音量を
小さくするためのＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる
。
【０２７４】
　状態ＭＣＴＣにおいて、方向ボタン画像５４１ＣＧに対応する方向ボタン５４１Ｃは、
押下されることにより、再生コンテンツＴを、早戻しするためのＲＣ信号を、コンテンツ
再生装置６００へ送信するためのボタンとなる。状態ＭＣＴＣにおいて、方向ボタン画像
５４１ＤＧに対応する方向ボタン５４１Ｄは、押下されることにより、再生コンテンツＴ
を、早送りするためのＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンと
なる。
【０２７５】
　制御画像ＭＧ４００には、さらに、文字ボタン画像１ＢＧ，２ＢＧ，３ＢＧ，４ＢＧ，
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５ＢＧ，６ＢＧ，７ＢＧ，８ＢＧ，９ＢＧ，ＫＢＧ，０ＢＧ，＃ＢＧが表示される。文字
ボタン画像１ＢＧ，２ＢＧ，３ＢＧ，４ＢＧ，５ＢＧ，６ＢＧ，７ＢＧ，８ＢＧ，９ＢＧ
，ＫＢＧ，０ＢＧ，＃ＢＧの各々は、文字ボタン群５４６に含まれる複数の文字ボタンの
いずれかに対応する。たとえば、文字ボタン画像２ＢＧは、数字“２”を入力するための
文字ボタンに対応する。たとえば、文字ボタン画像５ＢＧは、数字“５”を入力するため
の文字ボタンに対応する。
【０２７６】
　状態ＭＣＴＣにおいて、文字ボタン画像２ＢＧに対応する文字ボタンは、押下されるこ
とにより、再生音声Ｔの音量値を“０”にするためのＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６
００へ送信するためのボタンとなる。文字ボタン画像５ＢＧに対応する文字ボタンは、押
下されることにより、再生コンテンツＴの再生を停止させるためのＲＣ信号（以下、停止
ＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる。
【０２７７】
　ここで、状態ＭＣＴＣにおいて、文字ボタン画像１ＢＧ，３ＢＧ，４ＢＧ，６ＢＧ，７
ＢＧ，８ＢＧ，９ＢＧ，ＫＢＧ，０ＢＧ，＃ＢＧの各々に対応する文字ボタンは、無効ボ
タンとなる。無効ボタンは、押下されても処理が行なわれないボタンである。
【０２７８】
　ここで、状態ＭＣＴＣの携帯端末装置５００において、停止操作Ｍがあったとする。停
止操作Ｍは、再生されている再生コンテンツＴを、停止させるための操作である。すなわ
ち、停止操作Ｍは、状態ＭＣＴＣの携帯端末装置５００において、文字ボタン画像５ＢＧ
に対応する文字ボタンを押下する操作である。この場合、携帯端末装置５００では、停止
制御処理Ｍが行なわれる。また、コンテンツ再生装置６００では、停止制御対応処理Ｔが
行なわれるとする。停止制御対応処理Ｔは、コンテンツ再生装置６００において再生コン
テンツＴが再生されている場合に行なわれる処理である。なお、停止制御対応処理Ｔは、
他の処理とは独立して行なわれる処理である。
【０２７９】
　なお、コンテンツ再生装置６００の記憶部６２０には、再生コンテンツＴに対応するコ
ンテンツ関連データが記憶されているとする。コンテンツ関連データは、第１の実施の形
態で説明した、図５のステップＳ１４６と同様な処理により、記憶部６２０に記憶される
とする。再生コンテンツＴに対応するコンテンツ関連データは、図７のコンテンツ関連デ
ータＣＴＤ１００が示す複数の項目の各々に対応する情報を示す情報であるとする。
【０２８０】
　また、記憶部６２０には、再生コンテンツＴを記憶している装置型名の情報（以下、型
名情報ともいう）、再生コンテンツＴの所在情報が記憶されているとする。型名情報およ
び所在情報は、それぞれ、図９において説明した「装置型名」および「所在情報」と同様
なので詳細な説明は繰り返さない。再生コンテンツＴに対応する型名情報および所在情報
は、コンテンツ再生装置６００が、再生コンテンツＴを記憶している装置から、再生コン
テンツＴを受信する際に取得され、取得された型名情報および所在情報が、記憶部６２０
に記憶されるとする。また、記憶部６２０には、再生音声Ｔの音量値を示す音量データが
記憶されているとする。音量値を変更するための処理が行なわれる毎に、制御部６１０は
、音量データが示す音量値を、変更された音量値に変更するとする。
【０２８１】
　また、コンテンツ再生装置６００の制御部６１０は、現在の日時を管理する日時管理処
理Ｔを行なうとする。日時管理処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。
また、制御部６１０は、再生位置管理処理Ｔを行なうとする。再生位置管理処理Ｔは、コ
ンテンツ再生装置６００において再生コンテンツＴが再生されている場合に行なわれる処
理である。再生位置管理処理Ｔは、再生されている再生コンテンツＴにおいて、現時点の
位置を示す時間（以下、再生位置時間ともいう）を管理するための処理である。再生位置
時間は、再生コンテンツＴの最初からの経過時間であるとする。そのため、再生コンテン
ツＴが再生されている場合、時間の経過にともなって、再生位置時間は変化する。再生位
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置管理処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。
【０２８２】
　図２７は、停止制御処理Ｍおよび停止制御対応処理Ｔのフローチャートである。停止制
御処理Ｍでは、まず、ステップＳ２３１の処理が行なわれる。
【０２８３】
　ステップＳ２３１では、制御部５１０が、停止制御指示としての停止ＲＣ信号を、コン
テンツ再生装置６００へ送信する。そして、ステップＳ２３１の処理は終了する。
【０２８４】
　停止制御対応処理Ｔでは、まず、ステップＳ２６１の処理が行なわれる。
　ステップＳ２６１では、制御部６１０が、停止制御指示としての停止ＲＣ信号を受信し
たか否かを判定する。ステップＳ２６１において、ＹＥＳならば、ステップＳ２６２に進
む。一方、ステップＳ２６１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２６１の処理が行
なわれる。ここでは、停止制御指示としての停止ＲＣ信号を受信したとして、ステップＳ
２６２に進む。
【０２８５】
　ステップＳ２６２では、制御部６１０が、再生コンテンツＴの再生の途中に、停止制御
指示としての停止ＲＣ信号を受信したか否かを判定する。ステップＳ２６２において、Ｙ
ＥＳならば、ステップＳ２６３に進む。一方、ステップＳ２６２において、ＮＯならば、
再度、ステップＳ２６１の処理が行なわれる。ここでは、再生コンテンツＴの再生の途中
に、停止制御指示としての停止ＲＣ信号を受信したとして、ステップＳ２６３に進む。
【０２８６】
　ステップＳ２６３では、レジューム情報取得処理Ｔが行なわれる。レジューム情報取得
処理Ｔでは、制御部６１０が、日時管理処理Ｔで管理されている日時を取得する。以下に
おいては、レジューム情報取得処理Ｔにおいて取得された日時を取得日時ともいう。また
、制御部６１０は、再生位置管理処理Ｔで管理されている再生位置時間を取得する。以下
においては、レジューム情報取得処理Ｔにおいて取得された再生位置時間を取得再生位置
時間ともいう。
【０２８７】
　また、制御部６１０は、再生コンテンツＴに対応する、コンテンツ関連データ、音量デ
ータ、型名情報および所在情報を記憶部６２０から読出すことにより、再生コンテンツＴ
に対応する、コンテンツ関連データ、音量データ、型名情報および所在情報を取得する。
そして、ステップＳ２６４に進む。
【０２８８】
　ステップＳ２６４では、レジュームデータ生成処理Ｔが行なわれる。レジュームデータ
生成処理Ｔでは、制御部６１０が、取得したコンテンツ関連データ、音量データ、型名情
報および所在情報と、取得日時および取得再生位置時間とから、レジュームデータを生成
する。ここで、音量データが示す音量値は、一例として、“２０”であるとする。取得日
時は、一例として、“２００８年１月１０日１９時２０分３０秒”であるとする。また、
取得再生位置時間は、一例として、“２０分１０秒”であるとする。この場合、生成され
るレジュームデータは、以下のレジュームデータＴＤ７００であるとする。そして、ステ
ップＳ２６４の処理は終了する。
【０２８９】
　図２８は、一例としてのレジュームデータＴＤ７００を示す図である。図２８を参照し
て、レジュームデータＴＤ７００において、「再生停止日時」とは、再生コンテンツＴの
再生が停止された日時である。すなわち、「再生停止日時」は、取得日時を示す。「コン
テンツＩＤ」、「タイトル」、「時間」、「コンテンツ形態」の項目については、図７お
よび図９において説明したので詳細な説明は繰り返さない。「音量値」は、再生コンテン
ツＴの再生が停止された時点の音量値である。すなわち、「音量値」は、読み出された音
量データが示す音量値を示す。「停止時間」とは、再生が停止された再生コンテンツＴに
おいて、再生が停止された位置を示す時間である。すなわち、「停止時間」は、取得再生
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位置時間を示す。
【０２９０】
　レジュームデータＴＤ７００において、「装置型名」および「所在情報」の項目につい
ては、図９において説明したので詳細な説明は繰り返さない。装置型名“ＰＣ－１”は、
たとえば、コンテンツ再生装置７００Ａの型名である。「所在情報」の項目が“http://1
11.222.33.02/mv131.mpg”である場合、対応するコンテンツは、たとえば、コンテンツ再
生装置７００Ａに記憶されていることを示す。なお、“mv131.mpg”は、対応する再生コ
ンテンツＴのファイル名である。
【０２９１】
　再び、図２７を参照して、ステップＳ２６４の処理の後、ステップＳ２６５に進む。
　ステップＳ２６５では、制御部６１０が、生成したレジュームデータを、携帯端末装置
５００へ送信する。そして、再度、ステップＳ２６１の処理が行なわれる。ここで、送信
されるレジュームデータは、図２８のレジュームデータＴＤ７００であるとする。
【０２９２】
　停止制御処理Ｍでは、ステップＳ２３１の処理の後、ステップＳ２３２に進む。
　ステップＳ２３２では、制御部５１０が、レジュームデータを受信したか否かを判定す
る。ステップＳ２３２において、ＹＥＳならば、ステップＳ２３３に進む。一方、ステッ
プＳ２３２において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２３２の処理が行なわれる。ここで
は、レジュームデータＴＤ７００を受信したとして、ステップＳ２３３に進む。
【０２９３】
　ステップＳ２３３では、レジュームデータ記憶処理Ｍが行なわれる。レジュームデータ
記憶処理Ｍでは、制御部５１０が、受信したレジュームデータ（以下、受信レジュームデ
ータともいう）を、記憶部５２０に記憶させる。以下においては、記憶部５２０に記憶さ
れたレジュームデータを、レジュームデータテーブルともいう。記憶部５２０に１つのレ
ジュームデータが記憶されている場合、レジュームデータテーブルは、１つのレジューム
データを含むデータとなる。
【０２９４】
　なお、既に、レジュームデータテーブルが記憶部５２０に記憶されている場合、制御部
５１０は、記憶されているレジュームデータテーブルに、受信レジュームデータを付加す
る。この場合、レジュームデータテーブルは、複数のレジュームデータを含むデータとな
る。
【０２９５】
　また、記憶部５２０にレジュームデータテーブルが記憶されている場合であって、かつ
、受信レジュームデータが、レジュームデータテーブルに含まれる１以上のレジュームデ
ータのいずれかが示すコンテンツＩＤと同じコンテンツＩＤを示す場合、以下の更新処理
Ｍが行なわれる。以下においては、レジュームデータテーブルに含まれる１以上のレジュ
ームデータのうち、受信レジュームデータが示すコンテンツＩＤを示すレジュームデータ
を、更新対象レジュームデータともいう。
【０２９６】
　更新処理Ｍでは、制御部５１０が、レジュームデータテーブルに含まれる１以上のレジ
ュームデータのうち、更新対象レジュームデータを消去して、レジュームデータテーブル
に、受信レジュームデータを付加する。すなわち、更新対象レジュームデータが更新され
ることになる。
【０２９７】
　また、制御部５１０は、記憶部５２０に記憶されているレジュームデータテーブルが、
複数のレジュームデータを含む場合、当該複数のレジュームデータのうち、最新の再生停
止日時を示すレジュームデータが、レジュームデータテーブルにおいて、最も上の位置に
なるように、すなわち、時間順にならぶように、複数のレジュームデータの並び替えを行
なう。そして、この停止制御処理Ｍは終了する。
【０２９８】
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　そして、異なる複数の再生コンテンツＴの各々に対して、前述した図２７の停止制御処
理Ｍおよび停止制御対応処理Ｔの処理が行なわれることにより、記憶部５２０には、以下
のレジュームデータテーブルが記憶されるとする。
【０２９９】
　図２９は、一例としてのレジュームデータテーブルＴＤ７００Ａを示す図である。レジ
ュームデータテーブルＴＤ７００Ａは、複数のレジュームデータを含む。図２９を参照し
て、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａにおいて、「番号」とは、レジュームデータ
を特定するための番号である。レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａの各項目は、図２
８で説明したので詳細な説明は繰り返さない。なお、装置型名“ＨＤＲＥＣ－Ｂ”は、た
とえば、図１のコンテンツ再生装置７００Ｂの型名である。「所在情報」がＵＲＬ“http
://111.222.33.11/mv101.mpg”である場合、ファイル名が“mv101.mpg”のコンテンツが
、たとえば、コンテンツ再生装置７００Ｂに記憶されていることを示す。すなわち、所在
情報としてのＵＲＬ“http://111.222.33.11/mv101.mpg”は、コンテンツ再生装置７００
Ｂを特定するための情報である。「所在情報」がＵＲＬ“http://www.bb7.com/vod/mv201
.mpg”である場合、ファイル名が“mv201.mpg”のコンテンツが、たとえば、サービスサ
ーバ８００に記憶されていることを示す。
【０３００】
　また、所在情報としてのＵＲＬ“http://111.222.33.11/mv101.mpg”は、ファイル名が
“mv101.mpg”のコンテンツの所在を特定する情報でもある。
【０３０１】
　（再生が停止されたコンテンツの再生）
　次に、コンテンツ再生装置６００において、途中で再生が停止されたコンテンツ（以下
、途中停止コンテンツともいう）において、途中で再生が停止された位置から、途中停止
コンテンツを再生させるための処理（以下、続き再生処理ともいう）について説明する。
続き再生処理において、携帯端末装置５００で行なわれる処理を、続き再生処理Ｍともい
う。また、続き再生処理において、コンテンツ再生装置６００で行なわれる処理を、続き
再生処理Ｔともいう。ここで、携帯端末装置５００の記憶部５２０には、図２９のレジュ
ームデータテーブルＴＤ７００Ａが記憶されているとする。なお、コンテンツ再生装置６
００の制御部６１０は、前述した日時管理処理Ｔを行なっているとする。
【０３０２】
　図３０は、続き再生処理Ｍおよび続き再生処理Ｔのフローチャートである。図３０にお
いて、図５と同じステップ番号の処理は、図５で説明した処理と同様な処理が行なわれる
ので詳細な説明は繰り返さない。以下においては、図５の処理と異なる処理を主に説明す
る。
【０３０３】
　図３０を参照して、続き再生処理Ｔでは、ステップＳ１４１，Ｓ１４２の処理が行なわ
れる。ステップＳ１４１，ステップＳ１４２の処理は、第１の実施の形態で説明した処理
と同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返さない。これらの処理により、ＲＣＰ
Ｇ実行指示Ｔが、携帯端末装置５００へ送信される。
【０３０４】
　続き再生処理Ｍでは、ステップＳ１１１，Ｓ１１２，Ｓ１１３，Ｓ１１４の処理が行な
われる。ステップＳ１１１，Ｓ１１２，Ｓ１１３，Ｓ１１４の処理第１の実施の形態で説
明した処理と同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返さない。これらの処理によ
り、携帯端末装置５００の動作モードは、ＲＣモードに設定される。そして、ステップＳ
２１１に進む。
【０３０５】
　なお、続き再生処理Ｍでは、ステップＳ１１１～Ｓ１１４の処理が行なわれなくてもよ
い。すなわち、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００の制御部５１０が、続
き再生処理Ｍにおいて、ステップＳ２１１以降の処理を行なってもよい。この場合、続き
再生処理Ｔにおいて、ステップＳ１４１，Ｓ１４２の処理は行なわれなくてもよい。



(40) JP 2009-171232 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

【０３０６】
　ステップＳ２１１では、制御部５１０が、記憶部５２０にレジュームデータテーブルが
記憶されているか否かを判定する。ステップＳ２１１において、ＹＥＳならば、ステップ
Ｓ２１２に進む。一方、ステップＳ２１１において、ＮＯならば、この続き再生処理Ｍは
終了する。ここでは、記憶部５２０に、図２９のレジュームデータテーブルＴＤ７００Ａ
が記憶されているとして、ステップＳ２１２に進む。
【０３０７】
　ステップＳ２１２では、レジュームデータテーブル送信処理Ｍが行なわれる。レジュー
ムデータテーブル送信処理Ｍでは、制御部５１０が、記憶部５２０に記憶されているレジ
ュームデータテーブルを、コンテンツ再生装置６００へ送信する。ここで、送信されたレ
ジュームデータテーブルは、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａであるとする。そし
て、ステップＳ２１２の処理は終了する。
【０３０８】
　続き再生処理Ｔでは、ステップＳ１４２の処理の後、ステップＳ２４１に進む。
　ステップＳ２４１では、制御部６１０が、レジュームデータテーブルを受信したか否か
を判定する。ステップＳ２４１において、ＹＥＳならば、制御部６１０は、受信したレジ
ュームデータテーブルを、記憶部６２０に記憶させて、ステップＳ２４２に進む。一方、
ステップＳ２４１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２４１の処理が行なわれる。
ここで、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａを受信したとして、ステップＳ２４２に
進む。なお、制御部６１０が受信したレジュームデータテーブルは、一時的に使用される
レジュームデータテーブルである。以下においては、制御部６１０が受信したレジューム
データテーブルを、一時使用レジュームデータテーブルともいう。
【０３０９】
　ステップＳ２４２では、通信判定処理Ｔが行なわれる。通信判定処理Ｔでは、制御部６
１０が、記憶部６２０に記憶されている一時使用レジュームデータテーブルに含まれる１
以上のレジュームデータの各々が示す所在情報により特定される装置と通信可能か否かを
判定する。また、制御部６１０は、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる１以上
のレジュームデータの各々が示す所在情報により所在が特定されるコンテンツにアクセス
可能か否かを判定する。
【０３１０】
　以下においては、通信不能な装置を特定する所在情報を、通信不能所在情報ともいう。
また、以下においては、アクセス不能なコンテンツの所在を特定する所在情報を、アクセ
ス不能所在情報ともいう。
【０３１１】
　なお、制御部６１０が、少なくとも１台の装置と通信可能であり、かつ、当該通信可能
な装置に記憶されているコンテンツにアクセス可能な場合、制御部６１０は、再生可能な
途中停止コンテンツ（以下、再生可能途中停止コンテンツともいう）があると判定する。
一方、通信可能な装置がなかった場合またはアクセス可能なコンテンツがなかった場合、
制御部６１０は、再生可能途中停止コンテンツはなしと判定する。
【０３１２】
　そして、制御部６１０は、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる１以上のレジ
ュームデータがそれぞれ示す１以上の所在情報のうち、通信不能所在情報がある場合、一
時使用レジュームデータテーブルに含まれる、通信不能所在情報を示すレジュームデータ
に、文字列“（通信不能）”を追記することにより、一時使用レジュームデータテーブル
を更新する。また、制御部６１０は、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる１以
上のレジュームデータがそれぞれ示す１以上の所在情報のうち、アクセス不能所在情報が
ある場合、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる、アクセス不能所在情報を示す
レジュームデータに、文字列“（コンテンツなし）”を追記することにより、一時使用レ
ジュームデータテーブルを更新する。
【０３１３】
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　なお、一時使用レジュームデータテーブルが、１つのレジュームデータを含むデータで
あり、かつ、当該１つのレジュームデータが通信不能所在情報またはアクセス不能所在情
報を示す場合、制御部６１０は、記憶部６２０に記憶されている一時使用レジュームデー
タテーブルを削除する。なお、記憶部６２０に記憶されている一時使用レジュームデータ
テーブルが削除されたとしても、携帯端末装置５００の記憶部５２０には、オリジナルの
レジュームデータテーブルが記憶されている。
【０３１４】
　ここで、一時使用レジュームデータテーブルは、レジュームデータテーブルＴＤ７００
Ａであるとする。この場合、制御部６１０は、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａに
含まれる複数のレジュームデータの各々が示す所在情報により特定される装置と通信可能
か否かを判定する。また、制御部６１０は、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａに含
まれる複数のレジュームデータの各々が示す所在情報により所在が特定されるコンテンツ
にアクセス可能か否かを判定する。
【０３１５】
　ここで、制御部６１０が、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａにおいて、番号“４
”のレジュームデータが示す、所在情報としてのＵＲＬ“http://111.222.33.02/mv131.m
pg”により特定される装置（たとえば、コンテンツ再生装置７００Ａ）のみと通信不能で
あるとする。この場合、制御部６１０が、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａに含ま
れる、番号“４”のレジュームデータの「所在情報」の項目に文字列“（通信不能）”を
追記する。
【０３１６】
　また、制御部６１０が、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａにおいて、番号“２”
のレジュームデータが示す、所在情報としてのＵＲＬ“http://111.222.33.11/mv121.mpg
”により所在が特定されるコンテンツにアクセス不能であるとする。この場合、制御部６
１０が、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａに含まれる、番号“２”のレジュームデ
ータの「所在情報」の項目に文字列“（コンテンツなし）”を追記する。以上の処理によ
り、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａは、以下のレジュームデータテーブルＴＤ７
００Ｂとなる。
【０３１７】
　なお、番号“４”のレジュームデータが示す、ＵＲＬ“http://111.222.33.02/mv131.m
pg”により特定される装置（コンテンツ再生装置７００Ａ）と通信不能である場合、携帯
端末装置５００がコンテンツ再生装置７００Ａと通信不能な状態であることが特定される
。コンテンツ再生装置７００Ａと通信不能な状態は、たとえば、コンテンツ再生装置７０
０Ａの主電源がオフである状態である。また、番号“２”のレジュームデータが示す、Ｕ
ＲＬ“http://111.222.33.11/mv121.mpg”により所在が特定されるコンテンツにアクセス
不能である場合、ファイル名が“mv121.mpg”のコンテンツが、ＵＲＬ“http://111.222.
33.11/mv121.mpg”により特定される装置（コンテンツ再生装置７００Ｂ）から削除され
ている状態が特定される。そして、ステップＳ２４２の処理は終了する。
【０３１８】
　図３１は、一例としてのレジュームデータテーブルＴＤ７００Ｂを示す図である。
　再び、図３０を参照して、ステップＳ２４２の処理の後、ステップＳ２４３に進む。
【０３１９】
　ステップＳ２４３では、再生可能途中停止コンテンツがあるか否かが判定される。具体
的には、通信判定処理Ｔにおいて、少なくとも１台の装置と通信可能であり、かつ、当該
通信可能な装置に記憶されているコンテンツにアクセス可能な場合、制御部６１０は、再
生可能途中停止コンテンツがあると判定する。また、通信判定処理Ｔにおいて、通信可能
な装置がなかった場合またはアクセス可能なコンテンツがなかった場合、制御部６１０は
、再生可能途中停止コンテンツはなしと判定する。ステップＳ２４３において、ＹＥＳな
らば、ステップＳ２４４に進む。一方、ステップＳ２４３において、ＮＯならば、後述す
るステップＳ２５９に進む。ここでは、再生可能途中停止コンテンツがあったとして、ス
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テップＳ２４４に進む。
【０３２０】
　ステップＳ２４４では、一時使用レジュームデータテーブル送信処理Ｔが行なわれる。
一時使用レジュームデータテーブル送信処理Ｔでは、制御部６１０が、記憶部６２０に記
憶されている一時使用レジュームデータテーブルを、携帯端末装置５００へ送信する。こ
こで、送信される一時使用レジュームデータテーブルは、図３１のレジュームデータテー
ブルＴＤ７００Ｂであるとする。そして、ステップＳ２４４の処理は終了する。
【０３２１】
　続き再生処理Ｍでは、ステップＳ２１２の処理の後、ステップＳ２１３に進む。
　ステップＳ２１３では、制御部５１０が、一時使用レジュームデータテーブルを受信し
たか否かを判定する。ステップＳ２１３において、ＹＥＳならば、ステップＳ２１４に進
む。一方、ステップＳ２１３において、ＮＯならば、後述するステップＳ２３７に進む。
ここでは、一時使用レジュームデータテーブルとしてのレジュームデータテーブルＴＤ７
００Ｂを受信したとして、ステップＳ２１４に進む。なお、制御部５１０は、コンテンツ
再生装置６００から受信した一時使用レジュームデータテーブルとしてのレジュームデー
タテーブルＴＤ７００Ｂを記憶部５２０に記憶させる処理は行なわれない。したがって、
記憶部５２０には、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａが記憶されていることになる
。
【０３２２】
　すなわち、続き再生処理Ｍが行なわれる前に、携帯端末装置５００の記憶部５２０に記
憶されていたレジュームデータテーブル（たとえば、レジュームデータテーブルＴＤ７０
０Ａ）が、オリジナルのレジュームデータテーブルである。以下においては、続き再生処
理Ｍが行なわれる前に、記憶部５２０に記憶されていたレジュームデータテーブルを、オ
リジナルレジュームデータテーブルともいう。
【０３２３】
　ステップＳ２１４では、リスト表示処理Ｍが行なわれる。リスト表示処理Ｍでは、制御
部５１０が、受信した一時使用レジュームデータテーブルが示す情報を表示したリスト画
像を生成し、生成したリスト画像を、表示部５３０に表示させる。生成されるリスト画像
には、再生停止日付、コンテンツのタイトルおよび残り時間が表示される。なお、再生停
止日付、コンテンツのタイトルおよび残り時間の各々についての詳細は後述する。
【０３２４】
　また、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる複数のレジュームデータのうち、
「所在情報」の項目に文字列“（通信不能）”を示すレジュームデータがある場合、制御
部５１０は、生成したリスト画像において、当該レジュームデータが示すタイトルの右側
に、文字列“（通信不能）”を表示する。また、一時使用レジュームデータテーブルに含
まれる複数のレジュームデータのうち、「所在情報」の項目に文字列“（コンテンツなし
）”を示すレジュームデータがある場合、制御部５１０は、生成したリスト画像において
、当該レジュームデータが示すタイトルの右側に、文字列“（コンテンツなし）”を表示
する。以下においては、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる複数のレジューム
データのうち、「所在情報」の項目に文字列“（コンテンツなし）”を示すレジュームデ
ータを、削除通知レジュームデータともいう。
【０３２５】
　また、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる複数のレジュームデータのうち、
「所在情報」の項目に文字列“（通信不能）”または文字列“（コンテンツなし）”を示
すレジュームデータがある場合、制御部５１０は、生成したリスト画像において、当該レ
ジュームデータが示すタイトルの背景をグレーで表示する。背景がグレーで表示されるタ
イトルは、選択できないタイトルである。
【０３２６】
　また、一時使用レジュームデータテーブルに含まれる複数のレジュームデータのうち、
削除通知レジュームデータがある場合、制御部５１０は、記憶部５２０に記憶されている
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オリジナルレジュームデータテーブルに含まれる複数のレジュームデータのうち、削除通
知レジュームデータに対応するレジュームデータを削除することにより、オリジナルレジ
ュームデータテーブルを更新する。この処理により、オリジナルレジュームデータテーブ
ルは、現時点でのコンテンツの有無を反映したレジュームデータテーブルとなる。そして
、ステップＳ２１４の処理は終了する。
【０３２７】
　ここで、一時使用レジュームデータテーブルは、レジュームデータテーブルＴＤ７００
Ｂであるとする。また、オリジナルレジュームデータテーブルは、レジュームデータテー
ブルＴＤ７００Ａであるとする。この場合、リスト表示処理Ｍにおいて、生成されるリス
ト画像は、以下のリスト画像ＭＧ４５０となる。
【０３２８】
　また、一時使用レジュームデータテーブルとしてのレジュームデータテーブルＴＤ７０
０Ｂには、削除通知レジュームデータ（番号“２”のレジュームデータ）が含まれる。そ
のため、前述した処理により、オリジナルレジュームデータテーブルとしてのレジューム
データテーブルＴＤ７００Ａに含まれる番号“２”のレジュームデータが削除される。こ
の処理により、オリジナルレジュームデータテーブルとしてのレジュームデータテーブル
ＴＤ７００Ａは更新される。この処理により、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａは
、現時点でのコンテンツの有無を反映したレジュームデータテーブルとなる。
【０３２９】
　図３２は、一例としてのリスト画像ＭＧ４５０を示す図である。図３２を参照して、リ
スト画像ＭＧ４５０には、一時使用レジュームデータテーブルとしてのレジュームデータ
テーブルＴＤ７００Ｂに示される、複数のタイトルが表示される。また、各タイトルの左
側および右側には、それぞれ、再生停止日付および残り時間が表示される。
【０３３０】
　再生停止日付は、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ｂが示す再生停止日時のうちの
日付である。残り時間は、対応するコンテンツの再生が停止された位置から、当該コンテ
ンツの最後までの時間である。残り時間は、制御部５１０が、レジュームデータテーブル
ＴＤ７００Ｂが示す「時間」から、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ｂが示す「停止
時間」を減算することにより算出する。
【０３３１】
　また、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ｂに含まれる複数のレジュームデータのう
ち、「所在情報」の項目に文字列“（通信不能）”を示す番号“４”のレジュームデータ
が示すタイトルの右側には、文字列“（通信不能）”が表示され、当該タイトルの背景は
グレーで表示される。また、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ｂに含まれる複数のレ
ジュームデータのうち、「所在情報」の項目に文字列“（コンテンツなし）”を示す番号
“２”のレジュームデータが示すタイトルの右側には、文字列“（コンテンツなし）”が
表示され、当該タイトルの背景はグレーで表示される。背景がグレーで表示されるタイト
ルは、選択できないタイトルである。
【０３３２】
　タイトルの右側に文字列“（通信不能）”が表示されている場合、コンテンツ再生装置
６００が、当該タイトルのコンテンツを記憶している装置と通信不能であったことを示す
。タイトルの右側に文字列“（コンテンツなし）”が表示されている場合、当該タイトル
のコンテンツが装置において削除されていることを示す。
【０３３３】
　表示部５３０に表示されるリスト画像に、文字列“（通信不能）”が表示されることに
より、ユーザは、対応するコンテンツを記憶している装置と通信不能であったことを容易
に知ることができる。また、表示部５３０に表示されるリスト画像に、文字列“（コンテ
ンツなし）”が表示されることにより、ユーザは、対応するコンテンツが削除されている
ことを容易に知ることができる。
【０３３４】
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　再び、図３０を参照して、続き再生処理Ｍでは、ステップＳ２１４の処理の後、ステッ
プＳ２１５に進む。
【０３３５】
　ステップＳ２１５では、制御部５１０が、選択確定操作ＭＡがあるか否かを判定する。
選択確定操作ＭＡは、表示部５３０に表示されるリスト画像に表示される複数のタイトル
のいずれかを選択し、当該選択を確定するためのインターフェース操作Ｍである。なお、
リスト画像において、背景がグレーで表示されるタイトルがある場合、当該タイトルは選
択できない。ここで、表示部５３０に表示されるリスト画像は、リスト画像ＭＧ４５０で
あるとする。選択確定操作ＭＡは、方向ボタン５４１Ａ，５４１Ｂ等の操作により、１つ
のタイトルを選択状態にした後、決定ボタン５４１Ｅを押下する操作である。
【０３３６】
　ステップＳ２１５において、ＹＥＳならば、ステップＳ２１６に進む。一方、ステップ
Ｓ２１５において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２１５の処理が行なわれる。ここでは
、選択確定操作ＭＡがあったとして、ステップＳ２１６に進む。
【０３３７】
　ステップＳ２１６では、制御部５１０が、続き再生ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６
００へ送信する。続き再生ＲＣ信号は、途中で再生が停止されたコンテンツを再生するた
めのＲＣ信号である。なお、送信される続き再生ＲＣ信号には、選択確定操作ＭＡにより
選択されたタイトルに対応するコンテンツＩＤが含まれる。ここで、選択確定操作ＭＡに
より選択されたタイトルは、“ドラマＡＡ”であるとする。この場合、一時使用レジュー
ムデータテーブルとしてのレジュームデータテーブルＴＤ７００Ｂより、送信される続き
再生ＲＣ信号には、コンテンツＩＤ“ＭＶ１０１”が含まれる。そして、ステップＳ２１
６の処理は終了する。
【０３３８】
　続き再生処理Ｔでは、ステップＳ２４４の処理の後、ステップＳ２４５に進む。
　ステップＳ２４５では、制御部６１０が、続き再生ＲＣ信号を受信したか否かを判定す
る。ステップＳ２４５において、ＹＥＳならば、ステップＳ２４６に進む。一方、ステッ
プＳ２４５において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２４５の処理が行なわれる。ここで
は、コンテンツＩＤ“ＭＶ１０１”を含む続き再生ＲＣ信号を受信したとして、ステップ
Ｓ２４６に進む。以下においては、記憶部６２０に記憶される一時使用レジュームデータ
テーブルに含まれる複数のレジュームデータのうち、続き再生ＲＣ信号に含まれるコンテ
ンツＩＤを示すレジュームデータを、続き再生使用レジュームデータともいう。
【０３３９】
　ステップＳ２４６では、図５のステップＳ１５７と同様に、制御部６１０が、制御信号
対応処理Ｔを実行する。制御信号対応処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる処理で
ある。そして、ステップＳ２４７に進む。
【０３４０】
　制御信号対応処理Ｔでは、制御部６１０が、受信した制御信号としてのＲＣ信号に対応
する処理を行なう。
【０３４１】
　ステップＳ２４７では、制御部６１０が再生処理ＴＡを実行する。再生処理ＴＡは、他
の処理とは独立して行なわれる処理である。また、再生処理ＴＡの実行と同時に、制御部
６１０は、前述した再生位置管理処理Ｔを実行する。前述したように、再生位置管理処理
Ｔは、再生されている再生コンテンツＴにおいて、現時点の位置を示す再生位置時間を管
理するための処理である。前述したように、再生位置管理処理Ｔは、他の処理とは独立し
て行なわれる処理である。そして、ステップＳ２４７の処理は終了する。
【０３４２】
　再生処理ＴＡでは、制御部６１０が、続き再生使用レジュームデータが示すコンテンツ
ＩＤにより特定される再生可能途中停止コンテンツにおいて、続き再生使用レジュームデ
ータが示す停止時間の位置から最後までの再生可能途中停止コンテンツのデータを、続き
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再生使用レジュームデータが示す所在情報により特定される装置へ要求する。
【０３４３】
　ここで、続き再生使用レジュームデータは、図３１のレジュームデータテーブルＴＤ７
００Ｂに含まれる、番号“１”のレジュームデータであるとする。また、当該番号“１”
のレジュームデータに示される、所在情報としてのＵＲＬ“http://111.222.33.11/mv101
.mpg”により特定される装置は、コンテンツ再生装置７００Ｂであるとする。この場合、
制御部６１０は、コンテンツＩＤ“ＭＶ１０１”の再生可能途中停止コンテンツにおいて
、最初から１５分４５秒経過した位置から最後までの再生可能途中停止コンテンツのデー
タを、コンテンツ再生装置７００Ｂへ要求する。
【０３４４】
　コンテンツ再生装置７００Ｂは、要求されたコンテンツのデータを、コンテンツ再生装
置６００へ送信する。制御部６１０は、要求したコンテンツのデータを受信しながら再生
し、再生しているコンテンツの画像を、表示部６３０に表示させる。この処理により、コ
ンテンツ再生装置６００では、再生可能途中停止コンテンツにおいて、途中で再生が停止
された位置から、再生可能途中停止コンテンツを再生することが可能となる。
【０３４５】
　また、再生処理ＴＡでは、制御部６１０が、再生している再生可能途中停止コンテンツ
の音声を、続き再生使用レジュームデータが示す音量値（“２０”）の音量で、音声出力
部６７０から出力する。ここで、続き再生使用レジュームデータが示す音量値は、再生可
能途中停止コンテンツの再生が停止された時点の音量値である。なお、再生処理ＴＡは、
再生可能途中停止コンテンツの再生の終了に伴い、終了する。
【０３４６】
　ステップＳ２４７の処理の後、ステップＳ２４８に進む。
　ステップＳ２４８では、制御部６１０が、前述した図２７の停止制御対応処理Ｔを実行
する。前述したように、停止制御対応処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる処理で
ある。そして、ステップＳ２４８の処理は終了する。
【０３４７】
　続き再生処理Ｍでは、ステップＳ２１６の処理の後、ステップＳ２１７に進む。
　ステップＳ２１７では、制御部５１０が、図２６の制御画像ＭＧ４００を、表示部５３
０に表示させる。すなわち、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００の表示部
５３０に制御画像ＭＧ４００が表示される。そして、ステップＳ２１８に進む。
【０３４８】
　ステップＳ２１８では、制御部５１０が、操作対応処理ＭＡを実行する。操作対応処理
ＭＡは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。そして、ステップＳ２１８の処理
は終了する。
【０３４９】
　操作対応処理ＭＡでは、制御部５１０が、携帯端末装置５００において行なわれた操作
に対応する処理を行なう。具体的には、制御部５１０が、表示部５３０に表示されている
制御画像ＭＧ４００に配置されたボタン画像に対応するボタンの押下操作があった場合、
押下操作されたボタンに割り当てられた処理を行なう。
【０３５０】
　たとえば、携帯端末装置５００において、決定ボタン画像５４１ＥＧに対応する決定ボ
タン５４１Ｅが押下された場合、操作対応処理ＭＡにより、制御部５１０は、再生処理Ｔ
Ａにより再生されている再生可能途中停止コンテンツを、一時停止させるためのＲＣ信号
（以下、一時停止ＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再生装置６００へ送信する。コンテ
ンツ再生装置６００では、一時停止ＲＣ信号を受信すると、他の処理とは独立して行なわ
れる制御信号対応処理Ｔにおいて、制御部６１０が、再生されている再生対象コンテンツ
を、一時停止させる。
【０３５１】
　ステップＳ２１８の処理の後、ステップＳ２２１に進む。
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　ステップＳ２２１では、制御部５１０が、前述した停止操作Ｍがあるか否かを判定する
。停止操作Ｍは、再生されている再生可能途中停止コンテンツを、停止させるための操作
である。すなわち、停止操作Ｍは、前述した状態ＭＣＴＣの携帯端末装置５００において
、文字ボタン画像５ＢＧに対応する文字ボタンを押下する操作である。ステップＳ２２１
において、ＹＥＳならば、ステップＳ２３０に進む。一方、ステップＳ２２１において、
ＮＯならば、後述するステップＳ２３５に進む。ここでは、停止操作Ｍがあったとして、
ステップＳ２３０に進む。
【０３５２】
　ステップＳ２３０では、前述した図２７の停止制御処理Ｍが行なわれる。
　再び、図２７を参照して、ステップＳ２３１では、前述したのと同様な処理が行なわれ
るので詳細な説明は繰り返さない。この処理により、停止制御指示としての停止ＲＣ信号
が、コンテンツ再生装置６００へ送信される。
【０３５３】
　停止制御対応処理ＴのステップＳ２６１では、前述したのと同様な処理が行なわれるの
で詳細な説明は繰り返さない。ここでは、停止制御指示としての停止ＲＣ信号を受信した
として、ステップＳ２６２に進む。
【０３５４】
　ステップＳ２６２では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。ここでは、再生可能途中停止コンテンツの再生の途中に、停止制御指示としての
停止ＲＣ信号を受信したとして、ステップＳ２６３に進む。
【０３５５】
　ステップＳ２６３では、前述したレジューム情報取得処理Ｔの説明において、再生コン
テンツＴを再生可能途中停止コンテンツと置き換えた処理と同様な処理が行なわれるので
詳細な説明は繰り返さない。
【０３５６】
　ステップＳ２６４では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。この処理により、再生可能途中停止コンテンツに対応するレジュームデータが生
成される。
【０３５７】
　そして、前述したステップＳ２６４により、生成されたレジュームデータが、携帯端末
装置５００へ送信される。
【０３５８】
　停止制御処理ＭのステップＳ２３２では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳
細な説明は繰り返さない。ここでは、再生可能途中停止コンテンツに対応するレジューム
データを受信したとして、ステップＳ２３３に進む。ここで、受信されたレジュームデー
タは、コンテンツＩＤ“ＭＶ１０１”を示すとする。
【０３５９】
　ステップＳ２３３では、前述したのと同様に、レジュームデータ記憶処理Ｍが行なわれ
るので詳細な説明は繰り返さない。ここで、記憶部５２０には、オリジナルレジュームデ
ータテーブルとしてのレジュームデータテーブルＴＤ７００Ａが記憶されているとする。
この場合、前述した更新対象レジュームデータは、レジュームデータテーブルＴＤ７００
Ａに含まれる複数のレジュームデータのうち、受信レジュームデータが示すコンテンツＩ
Ｄ“ＭＶ１０１”を示す、番号“１”のレジュームデータとなる。
【０３６０】
　この場合、レジュームデータ記憶処理Ｍでは、制御部５１０が、レジュームデータテー
ブルＴＤ７００Ａに含まれる複数のレジュームデータのうち、更新対象レジュームデータ
を消去して、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａに、受信レジュームデータを付加す
る。すなわち、更新対象レジュームデータが更新されることになる。
【０３６１】
　そして、この停止制御処理Ｍは終了し、図３０の続き再生処理Ｍに戻り、後述するステ
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ップＳ２３５に進む。
【０３６２】
　再び、図３０を参照して、続き再生処理Ｔでは、ステップＳ２４８の処理の後、ステッ
プＳ２５１に進む。
【０３６３】
　ステップＳ２５１では、制御部６１０が、再生処理ＴＡにより再生されている再生可能
途中停止コンテンツの最後まで、再生可能途中停止コンテンツの再生が終了したか否かを
判定する。ステップＳ２５１において、ＹＥＳならば、ステップＳ２５２に進む。一方、
ステップＳ２５１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２５１の処理が行なわれる。
ここでは、再生可能途中停止コンテンツの再生が終了したとして、ステップＳ２５２に進
む。
【０３６４】
　ステップＳ２５２では、制御部６１０が、データ削除指示を、携帯端末装置５００へ送
信する。データ削除指示は、再生が終了した再生可能途中停止コンテンツに対応するレジ
ュームデータを削除するための指示である。送信されるデータ削除指示には、再生が終了
した再生可能途中停止コンテンツのコンテンツＩＤが含まれる。そして、この続き再生処
理Ｔは終了する。
【０３６５】
　続き再生処理Ｍでは、前述した停止制御処理Ｍが終了すると、ステップＳ２３５に進む
。
【０３６６】
　ステップＳ２３５では、制御部５１０が、データ削除指示を受信したか否かを判定する
。ステップＳ２３５において、ＹＥＳならば、ステップＳ２３６に進む。一方、ステップ
Ｓ２３５において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２２１の処理が行なわれる。ここでは
、データ削除指示を受信したとして、ステップＳ２３６に進む。
【０３６７】
　ステップＳ２３６では、データ削除処理Ｍが行なわれる。データ削除処理Ｍでは、制御
部５１０が、記憶部５２０に記憶されるオリジナルレジュームデータテーブルとしてのレ
ジュームデータテーブルに含まれる複数のレジュームデータのうち、受信したデータ削除
指示に含まれるコンテンツＩＤを示すレジュームデータを削除する。
【０３６８】
　ここで、記憶部５２０に記憶されるオリジナルレジュームデータテーブルとしてのレジ
ュームデータテーブルは、図２９のレジュームデータテーブルＴＤ７００Ａであるとする
。また、データ削除指示に含まれるコンテンツＩＤは、“ＭＶ１０１”であるとする。こ
の場合、制御部５１０は、レジュームデータテーブルＴＤ７００Ａに含まれる、番号“１
”のレジュームデータを削除する。そして、この停止制御処理Ｍは終了する。
【０３６９】
　次に、図３０のステップＳ２４２の通信判定処理Ｔにおいて、通信可能な装置がないと
判定された場合またはアクセス可能なコンテンツがないと判定された場合の処理について
説明する。この場合、ステップＳ２４３において、ＮＯと判定され、ステップＳ２５９に
進む。
【０３７０】
　ステップＳ２５９では、メッセージ送信処理Ｔが行なわれる。メッセージ送信処理Ｔで
は、制御部６１０が、通知メッセージを、携帯端末装置５００へ送信する。ここで、送信
される通知メッセージは、たとえば、「現在の状態は、再生対象のコンテンツを再生でき
ない状態です。」というメッセージである。そして、この続き再生処理Ｔは終了する。
【０３７１】
　続き再生処理Ｍでは、ステップＳ２１３において、ＮＯならば、ステップＳ２３７に進
む。
【０３７２】
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　ステップＳ２３７では、制御部５１０が、通知メッセージを受信したか否かを判定する
。ステップＳ２３７において、ＹＥＳならば、ステップＳ２３８に進む。一方、ステップ
Ｓ２３７において、ＮＯならば、再度、ステップＳ２１３の処理が行なわれる。ここでは
、通知メッセージを受信したとして、ステップＳ２３８に進む。
【０３７３】
　ステップＳ２３８では、メッセージ表示処理Ｍが行なわれる。メッセージ表示処理Ｍで
は、制御部５１０が、受信した通知メッセージを、所定時間（たとえば、５秒）、表示部
５３０に表示させる。そして、この続き再生処理Ｍは終了する。
【０３７４】
　以上説明したように、本実施の形態では、途中で再生が停止された途中停止コンテンツ
を、再生が停止された位置から再生させるためのデータであるレジュームデータを、携帯
端末装置５００の記憶部５２０に記憶させる。そして、記憶部５２０に記憶されたレジュ
ームデータを使用することにより、コンテンツ再生装置６００において、途中停止コンテ
ンツにおいて、再生が停止された位置から途中停止コンテンツを再生することができる。
【０３７５】
　また、途中停止コンテンツの再生時には、レジュームデータが示す、再生が停止された
時点の音量値の音量で、途中停止コンテンツの音声を出力する。そのため、途中停止コン
テンツの再生時に、ユーザは、音量値の調整の操作を行なう手間が不要となる。すなわち
、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０３７６】
　本実施の形態では、途中停止コンテンツに対応するレジュームデータを、携帯端末装置
５００に記憶させる。レジュームデータが特定するコンテンツは、再生対象となる途中停
止コンテンツである。そして、レジュームデータを、コンテンツ再生装置６００へ送信す
ることにより、再生対象となる途中停止コンテンツを再生する。
【０３７７】
　したがって、再生対象のコンテンツを容易に再生することを可能とすることができると
いう効果を奏する。
【０３７８】
　本実施の形態では、途中停止コンテンツに対応するレジュームデータを、携帯端末装置
５００に記憶させる。そのため、複数のユーザがそれぞれ異なる複数の携帯端末装置５０
０を所有する場合、１台のコンテンツ再生装置６００で、各携帯端末装置５００に記憶さ
れたレジュームデータに応じた、途中停止コンテンツの再生を行なうことができる。すな
わち、複数の携帯端末装置５００の装置ＩＤ等を、コンテンツ再生装置６００で管理する
ことなく、容易に、ユーザ毎のコンテンツの管理を行なうことを可能とすることができる
という効果を奏する。
【０３７９】
　また、本実施の形態では、途中停止コンテンツに対応するレジュームデータを、携帯端
末装置５００に記憶させる。そのため、ある部屋に設置されたコンテンツ再生装置６００
でコンテンツの再生を停止した場合、別の部屋に設置されたコンテンツ再生装置６００で
、再生が停止された位置から、コンテンツを再生することができる。すなわち、携帯端末
装置５００を所有するユーザのコンテンツの視聴場所の自由度を高めることができるとい
う効果を奏する。
【０３８０】
　＜第３の実施の形態＞
　次に、ネットワークに接続された装置を制御するための処理について説明する。
【０３８１】
　本実施の形態におけるネットワークシステムは、図１のネットワークシステム１０００
と同様なので詳細な説明は繰り返さない。携帯端末装置５００およびコンテンツ再生装置
６００の各々の構成は、第１の実施の形態において、説明した構成と同様なので詳細な説
明は繰り返さない。また、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、空気調整装置９２０の各
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々の機能は、第１の実施の形態において説明したので詳細な説明は繰り返さない。
【０３８２】
　照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、空気調整装置９２０の各々は、動作モードとして
、通常モードと、待機モードとを有する。なお、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、空
気調整装置９２０の各々は、動作モードが、通常モードおよび待機モードのいずれであっ
ても、ＲＣ信号を受信可能であり、かつ、外部の装置と通信可能である。また、照明装置
９１０、照明装置９１０Ａ、空気調整装置９２０の各々は、通信により、自装置の動作モ
ード（通常モードまたは待機モード）を、外部の装置に通知することが可能である。
【０３８３】
　本実施の形態において、コンテンツ再生装置７００Ａおよびコンテンツ再生装置７００
Ｂは、それぞれ、テレビジョン受信機およびＨＤＤレコーダであるとする。コンテンツ再
生装置７００Ａは、コンテンツ再生装置６００と同様に、動作モードとして、通常モード
と、待機モードとを有する。
【０３８４】
　また、録画装置６００Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂ、ＰＣ６００Ｂの各々は、動作
モードとして、通常モードと、待機モードとを有する。録画装置６００Ａ、コンテンツ再
生装置７００Ｂ、ＰＣ６００Ｂの各々は、動作モードが、通常モードおよび待機モードの
いずれであっても、ＲＣ信号を受信可能であり、かつ、外部の装置と通信可能である。ま
た、録画装置６００Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂ、ＰＣ６００Ｂの各々は、通信によ
り、自装置の動作モード（通常モードまたは待機モード）を、外部の装置に通知すること
が可能である。
【０３８５】
　また、録画装置６００Ａは、さらに、録画予約により、動作モードが通常モードである
場合、通信により、「予約録画中」という状態を、外部の装置に通知することが可能であ
る。なお、録画装置６００Ａは、録画予約により、動作モードが通常モードである場合、
録画予約による録画処理が終了すると、自動的に、録画装置６００Ａの動作モードは、待
機モードとなる。
【０３８６】
　また、コンテンツ再生装置６００は、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテンツ再
生装置７００Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂ、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、空
気調整装置９２０の各々と通信可能である。コンテンツ再生装置６００は、通信により、
録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテンツ再生装置７００Ａ、コンテンツ再生装置７
００Ｂ、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、空気調整装置９２０の各々の状態を取得す
ることができる。
【０３８７】
　また、コンテンツ再生装置６００、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、照明装置９１０
、照明装置９１０Ａは、一例として、リビングルーム内に設置されているとする。コンテ
ンツ再生装置７００Ａは、一例として、寝室内に設置されているとする。照明装置９１０
Ａは、一例として、廊下に設置されているとする。
【０３８８】
　コンテンツ再生装置６００、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテンツ再生装置７
００Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂ、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、空気調整装
置９２０の装置型名は、それぞれ、“ＴＶ－１”、“ＨＤＲＥＣ－１”、“ＰＣ－１”、
“ＴＶ－Ａ”、“ＨＤＲＥＣ－Ｂ”、“ＬＩＧＨＴ－１”、“ＬＩＧＨＴ－２”、“ＡＩ
Ｒ－ＣＮＴ－１”であるとする。
【０３８９】
　（時間帯における制御頻度の高い装置の特定）
　次に、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００において、ＲＣ信号により、
複数種類の装置を制御する場合に行なわれる、制御装置特定処理Ｍについて説明する。制
御装置特定処理Ｍは、予め設定された複数の時間帯の各々において、動作モードがＲＣモ
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ードである携帯端末装置５００により制御される頻度の最も高い装置を特定するための処
理である。制御装置特定処理Ｍは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。動作モ
ードがＲＣモードである携帯端末装置５００は、インターフェース操作Ｍにより、コンテ
ンツ再生装置６００、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテンツ再生装置７００Ａ、
コンテンツ再生装置７００Ｂ、照明装置９１０、照明装置９１０Ａおよび空気調整装置９
２０のいずれかを制御可能な状態になる。
【０３９０】
　なお、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００の制御部５１０は、現在の日
時を管理する日時管理処理Ｍを行なうとする。日時管理処理Ｍは、他の処理とは独立して
行なわれる処理である。
【０３９１】
　制御装置特定処理Ｍでは、時間帯別制御装置カウントテーブルが使用される。時間帯別
制御装置カウントテーブルは、予め設定された複数の時間帯の各々において、動作モード
がＲＣモードである携帯端末装置５００により制御された装置をカウントするためのテー
ブルである。時間帯別制御装置カウントテーブルは、予め記憶部５２０に記憶されている
。なお、制御装置特定処理Ｍが一度も行なわれてない場合の時間帯別制御装置カウントテ
ーブルは、以下の時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００である。
【０３９２】
　図３３は、一例としての時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００を示す図である
。図３３を参照して、「時間帯」とは、予め設定された時間帯である。たとえば、時間帯
“7:00-11:59”は、午前７時０分から午前１１時５９分までの時間帯を示す。なお、“Ｔ
Ｖ－１”、“ＨＤＲＥＣ－１”、“ＴＶ－Ａ”・・・は、装置型名を示す。時間帯別制御
装置カウントテーブルＭＴ８００において、装置型名と、時間帯とにより特定される全て
のセルには、カウント値が示される。
【０３９３】
　時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００において、たとえば、装置型名“ＴＶ－
１”と、時間帯“7:00-11:59”とにより特定されるセルに表示されるカウント値“０”は
、装置型名“ＴＶ－１”のコンテンツ再生装置６００が、ＲＣ信号により制御された回数
が０回であることを示す。なお、制御装置特定処理Ｍが一度も行なわれてない場合は、時
間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００において、装置型名と、時間帯とにより特定
される全てのセルには、カウント値“０”が表示される。
【０３９４】
　図３４は、制御装置特定処理Ｍのフローチャートを示す図である。図３４を参照して、
制御装置特定処理Ｍでは、まず、ステップＳ３１１の処理が行なわれる。
【０３９５】
　ステップＳ３１１では、制御部５１０が、ＲＣ信号を送信したか否かを判定する。ステ
ップＳ３１１において、ＹＥＳならば、ステップＳ３１２に進む。一方、ステップＳ３１
１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ３１１の処理が行なわれる。
【０３９６】
　ここでは、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００が、一例として、コンテ
ンツ再生装置６００を制御可能な状態となっているとする。そして、携帯端末装置５００
において、インターフェース操作Ｍが行なわれることにより、制御部５１０が、コンテン
ツ再生装置６００の動作モードを通常モードに設定するためのＲＣ信号を、コンテンツ再
生装置６００へ送信したとする。この場合、ステップＳ３１１において、ＹＥＳと判定さ
れ、ステップＳ３１２に進む。
【０３９７】
　ステップＳ３１２では、カウント処理Ｍが行なわれる。カウント処理Ｍでは、制御部５
１０が、時間帯別制御装置カウントテーブルが示す複数の時間帯のうち、日時管理処理Ｍ
により管理されている現在の日時のうちの時間が含まれる時間帯を特定する。そして、制
御部５１０は、記憶部５２０に記憶されている時間帯別制御装置カウントテーブルにおい
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て、特定した時間帯と、送信されたＲＣ信号の送信先の装置の装置型名とにより特定され
る、セルのカウント値を１インクリメントする。
【０３９８】
　ここで、時間帯別制御装置カウントテーブルは、図３３の時間帯別制御装置カウントテ
ーブルＭＴ８００であるとする。また、現在の日時は、一例として、２００８年１月１４
日１９時２０分であるとする。また、コンテンツ再生装置６００の動作モードを通常モー
ドに設定するためのＲＣ信号が、コンテンツ再生装置６００へ送信されたとする。
【０３９９】
　この場合、制御部５１０が特定する時間帯は、時間帯“19:00-19:59”である。この場
合、制御部５１０は、時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００において、時間帯“
19:00-19:59”と、コンテンツ再生装置６００の装置型名“ＴＶ－１”とにより特定され
るセルのカウント値を、１インクリメントする。そして、ステップＳ３１２の処理は終了
する。
【０４００】
　ここで、ステップＳ３１１，Ｓ３１２の処理が複数回行なわれたとする。この場合、記
憶部５２０に記憶される時間帯別制御装置カウントテーブルは、以下の時間帯別制御装置
カウントテーブルＭＴ８００Ａであるとする。
【０４０１】
　図３５は、一例としての時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００Ａを示す図であ
る。図３５を参照して、時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００Ａの各項目は、図
３３の時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００の各項目と同様なので詳細な説明は
繰り返さない。時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００Ａにおいて、たとえば、装
置型名“ＴＶ－１”と、時間帯“7:00-11:59”とにより特定されるセルに表示されるカウ
ント値“６４”は、装置型名“ＴＶ－１”のコンテンツ再生装置６００が、ＲＣ信号によ
り制御された回数が６４回であることを示す。
【０４０２】
　再び、図３４を参照して、ステップＳ３１２の処理の後、ステップＳ３１３に進む。こ
こで、記憶部５２０には、予め時間帯別制御装置データテーブルが記憶されているとする
。時間帯別制御装置データテーブルは、予め設定された複数の時間帯の各々において、制
御された回数が最も多い装置を示すデータテーブルである。
【０４０３】
　ステップＳ３１３では、制御装置データテーブル更新処理Ｍが行なわれる。制御装置デ
ータテーブル更新処理Ｍでは、制御部５１０が、時間帯別制御装置カウントテーブルに基
づいて、時間帯別制御装置データテーブルを更新する。時間帯別制御装置データテーブル
の更新方法は後述する。ここで、時間帯別制御装置カウントテーブルは、時間帯別制御装
置カウントテーブルＭＴ８００Ａであるとする。この場合、制御装置データテーブル更新
処理Ｍにより更新された後の時間帯別制御装置データテーブルは、以下の時間帯別制御装
置データテーブルＭＤ８１０となる。そして、再度、ステップＳ３１１の処理が行なわれ
る。
【０４０４】
　図３６は、一例としての時間帯別制御装置データテーブルＭＤ８１０を示す図である。
図３６を参照して、時間帯別制御装置データテーブルＭＤ８１０において、「時間帯」は
、図３３において説明したので詳細な説明は繰り返さない。「装置型名」とは、対応する
「時間帯」において、最も制御された回数が多い装置の装置型名である。「場所名」とは
、対応する「装置型名」の装置が設置されている場所の名称である。なお、記憶部５２０
には、予め、コンテンツ再生装置６００、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテンツ
再生装置７００Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂ、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、
空気調整装置９２０の各々の装置型名に対応づけて場所名が記憶されているとする。たと
えば、装置型名“ＴＶ－１”のコンテンツ再生装置６００は、リビングルーム内に設置さ
れているとする。この場合、記憶部５２０には、装置型名“ＴＶ－１”に対応づけて、場
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所名“リビングルーム”が記憶されている。
【０４０５】
　なお、一度も制御装置データテーブル更新処理Ｍが行なわれていない場合の時間帯別制
御装置データテーブルは、時間帯別制御装置データテーブルＭＤ８１０において、「装置
型名」および「場所名」の情報が記載されてないデータテーブルである。
【０４０６】
　次に、制御部５１０が、時間帯別制御装置カウントテーブルＭＴ８００Ａに基づいて、
時間帯別制御装置データテーブルを更新する処理について説明する。
【０４０７】
　制御装置データテーブル更新処理Ｍでは、制御部５１０が、時間帯別制御装置カウント
テーブルＭＴ８００Ａに示される時間帯“6:00-6:59”において、最もカウント値の大き
い装置型名“ＴＶ－Ａ”を、時間帯別制御装置データテーブルに示される時間帯“6:00-6
:59”に対応づけて記載する。また、制御部５１０は、記憶部５２０に記憶されている、
装置型名“ＴＶ－Ａ”に対応する場所名“寝室”を、時間帯別制御装置データテーブルに
示される時間帯“6:00-6:59”に対応づけて記載する。
【０４０８】
　なお、時間帯別制御装置カウントテーブルにおいて、最もカウント値の大きい装置型名
が複数ある場合、制御部５１０は、時間帯別制御装置カウントテーブルにおいて、たとえ
ば、最も左に記載されている装置型名を、時間帯別制御装置データテーブルへ記載する。
なお、時間帯別制御装置カウントテーブルにおいて、左に記載されている装置型名の装置
ほど、たとえば、携帯端末装置５００で行なわれる検索処理により、先に検出された装置
である。
【０４０９】
　以上の処理が、他の時間帯についても同様に行なわれることで、時間帯別制御装置デー
タテーブルが更新される。
【０４１０】
　時間帯別制御装置データテーブルＭＤ８１０は、たとえば、時間帯“6:00-6:59”にお
いて、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００により最も制御された回数が多
い装置は、寝室に設定された、装置型名“ＴＶ－Ａ”のコンテンツ再生装置７００Ａであ
ることを示す。
【０４１１】
　制御装置特定処理Ｍでは、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００が、装置
を制御するためのＲＣ信号を送信する毎に、前述したように、時間帯別制御装置カウント
テーブル、時間帯別制御装置データテーブルが更新される。
【０４１２】
　（待機モード移行時の処理）
　次に、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、通常モードから待機モードに移行さ
せる際に行なわれる処理について説明する。ここで、コンテンツ再生装置６００の表示部
６３０には、放送信号に基づくＴＶ画像が表示されているとする。また、音声出力部６７
０からは、ＴＶ画像の音声（以下、ＴＶ音声Ｔともい）が出力されているとする。
【０４１３】
　ここで、携帯端末装置５００の動作モードは、ＲＣモードに設定されているとする。ま
た、動作モードがＲＣモードである携帯端末装置５００の表示部５３０には、以下の制御
画像ＭＧ４００Ａが表示されているとする。
【０４１４】
　図３７は、一例としての制御画像ＭＧ４００Ａを示す図である。以下においては、携帯
端末装置５００の動作モードがＲＣモードであって、かつ、表示部５３０に制御画像ＭＧ
４００Ａが表示されている状態を、状態ＭＣＴＡともいう。
【０４１５】
　図３７を参照して、制御画像ＭＧ４００Ａには、機能ボタン５４２Ａに対応するボタン
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画像５４２ＡＧＡが表示される。
【０４１６】
　状態ＭＣＴＡにおいて、ボタン画像５４２ＡＧＡに対応する機能ボタン５４２Ａは、押
下されることにより、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、待機モードに設定する
ためのＲＣ信号（以下、ＴＶ電源オフＲＣ信号ともいう）を送信するためのボタンとなる
。
【０４１７】
　制御画像ＭＧ４００Ａには、さらに、方向ボタン５４１Ａ，５４１Ｂ，５４１Ｃ，５４
１Ｄ，決定ボタン５４１Ｅにそれぞれ対応する方向ボタン画像５４１ＡＧ，５４１ＢＧ，
５４１ＣＧＡ，５４１ＤＧＡ，決定ボタン画像５４１ＥＧＮが表示される。
【０４１８】
　状態ＭＣＴＡにおいて、方向ボタン画像５４１ＡＧに対応する方向ボタン５４１Ａは、
押下されることにより、ＴＶ音声Ｔの音量を大きくするためのＲＣ信号を、コンテンツ再
生装置６００へ送信するためのボタンとなる。状態ＭＣＴＡにおいて、方向ボタン画像５
４１ＢＧに対応する方向ボタン５４１Ｂは、押下されることにより、再生音声Ｔの音量を
小さくするためのＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる
。
【０４１９】
　状態ＭＣＴＡにおいて、方向ボタン画像５４１ＣＧＡに対応する方向ボタン５４１Ｃは
、押下されることにより、コンテンツ再生装置６００の表示部６３０で表示されるＴＶ画
像のチャンネル番号を“１”デクリメントするためのＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６
００へ送信するためのボタンとなる。状態ＭＣＴＡにおいて、方向ボタン画像５４１ＤＧ
Ａに対応する方向ボタン５４１Ｄは、押下されることにより、コンテンツ再生装置６００
の表示部６３０で表示されるＴＶ画像のチャンネル番号を“１”インクリメントするため
のＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる。
【０４２０】
　状態ＭＣＴＡにおいて、決定ボタン画像５４１ＥＧＮに対応する決定ボタン５４１Ｅは
、無効ボタンとなる。無効ボタンは、押下されても処理が行なわれないボタンである。
【０４２１】
　制御画像ＭＧ４００Ａには、さらに、文字ボタン画像１ＢＧＡ，２ＢＧＡ，３ＢＧＡ，
４ＢＧＡ，５ＢＧＡ，６ＢＧＡ，７ＢＧＡ，８ＢＧＡ，９ＢＧＡ，ＫＢＧＡ，０ＢＧＡ，
＃ＢＧＡが表示される。文字ボタン画像１ＢＧＡ，２ＢＧＡ，３ＢＧＡ，４ＢＧＡ，５Ｂ
ＧＡ，６ＢＧＡ，７ＢＧＡ，８ＢＧＡ，９ＢＧＡ，ＫＢＧＡ，０ＢＧＡ，＃ＢＧＡの各々
は、文字ボタン群５４６に含まれる複数の文字ボタンのいずれかに対応する。たとえば、
文字ボタン画像２ＢＧＡは、数字“２”を入力するための文字ボタンに対応する。たとえ
ば、文字ボタン画像＃ＢＧＡは、文字“＃”を入力するための文字ボタンに対応する。
【０４２２】
　文字ボタン画像１ＢＧＡ，２ＢＧＡ，３ＢＧＡ，４ＢＧＡ，５ＢＧＡ，６ＢＧＡ，７Ｂ
ＧＡ，８ＢＧＡ，９ＢＧＡ，ＫＢＧＡ，０ＢＧＡ，＃ＢＧＡの各々に対応する文字ボタン
は、押下されることにより、ＴＶ画像のチャンネル番号を、対応するチャンネル番号に設
定するためのＲＣ信号（以下、チャンネルＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再生装置６
００へ送信するためのボタンとなる。たとえば、文字ボタン画像０ＢＧＡに対応する文字
ボタンは、押下されることにより、ＴＶ画像のチャンネル番号を、“１１”に設定するた
めのチャンネルＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる。
【０４２３】
　ここで、コンテンツ再生装置６００の動作モードは、通常モードであるとする。動作モ
ードが通常モードであるコンテンツ再生装置６００は、動作モードが待機モードである場
合にできない処理を行なうことが可能な動作状態である。なお、動作モードが待機モード
であるコンテンツ再生装置６００の消費電力は、動作モードが通常モードであるコンテン
ツ再生装置６００の消費電力より低い。
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【０４２４】
　また、状態ＭＣＴＡの携帯端末装置５００において、電源オフ操作Ｍがあったとする。
電源オフ操作Ｍは、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、待機モードに設定するた
めの操作である。すなわち、電源オフ操作Ｍは、状態ＭＣＴＣＡの携帯端末装置５００に
おいて、ボタン画像５４２ＡＧＡに対応する機能ボタン５４２Ａを押下する操作である。
この場合、状態ＭＣＴＣＡの携帯端末装置５００では、電源オフ制御処理Ｍの実行が開始
される。また、コンテンツ再生装置６００では、電源オフ制御対応処理Ｔが行なわれると
する。電源オフ制御対応処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。なお、
携帯端末装置５００の制御部５１０は、現在の日時を管理する日時管理処理Ｍを行なうと
する。日時管理処理Ｍは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。
【０４２５】
　また、携帯端末装置５００の制御部５１０は、図３４の制御装置特定処理Ｍを行なって
いるとする。制御装置特定処理Ｍは、他の処理とは、独立して行なわれる。制御装置特定
処理Ｍにより、記憶部５２０に記憶されている時間帯別制御装置データテーブルは、ＲＣ
信号が送信される毎に更新される。
【０４２６】
　図３８は、電源オフ制御処理Ｍおよび電源オフ制御対応処理Ｔのフローチャートである
。図３８を参照して、電源オフ制御処理Ｍでは、まず、ステップＳ４１１の処理が行なわ
れる。
【０４２７】
　ステップＳ４１１では、制御部５１０が、電源オフ指示としてのＴＶ電源オフＲＣ信号
を、コンテンツ再生装置６００へ送信する。そして、ステップＳ４１１の処理は終了する
。
【０４２８】
　電源オフ制御対応処理Ｔでは、まず、ステップＳ４４１の処理が行なわれる。
　ステップＳ４４１では、制御部６１０が、電源オフ指示としてのＴＶ電源オフＲＣ信号
を受信したか否かを判定する。ステップＳ４４１において、ＹＥＳならば、ステップＳ４
４２に進む。一方、ステップＳ４４１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ４４１の
処理が行なわれる。ここでは、電源オフ指示としてのＴＶ電源オフＲＣ信号を受信したと
して、ステップＳ４４２に進む。
【０４２９】
　ステップＳ４４２では、他の装置による制御があるか否かが判定される。具体的には、
制御部６１０が、ＴＶ電源オフＲＣ信号を送信した携帯端末装置５００以外の他の装置が
コンテンツ再生装置６００と通信することによりコンテンツ再生装置６００を制御してい
るか否かを判定する。他の装置によるコンテンツ再生装置６００の制御は、たとえば、コ
ンテンツ再生装置６００が記憶している映像コンテンツを、当該他の装置が受信するため
の制御である。ステップＳ４４２において、ＹＥＳならば、後述するステップＳ４４３に
進む。一方、ステップＳ４４３において、ＮＯならば、ステップＳ４４４に進む。ここで
は、他の装置による制御がないとして、ステップＳ４４４に進む。
【０４３０】
　ステップＳ４４４では、制御部６１０が、前述の画像表示電源スイッチをオフにし、コ
ンテンツ再生装置６００の動作モードを待機モードに設定する。これにより、表示部６３
０に表示されていた画像が消去される。そして、ステップＳ４４５に進む。
【０４３１】
　ステップＳ４４５では、状態データ取得処理Ｔが行なわれる。状態データ取得処理Ｔで
は、制御部６１０が、通信により、ホームネットワーク５０１内の複数の装置の各々へ、
装置の状態を示す状態データを要求するための状態要求指示を送信する。以下においては
、制御部６１０により、状態要求指示が送信された装置を、状態データ取得対象装置とも
いう。ここで、状態データ取得対象装置は、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテン
ツ再生装置７００Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂ、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ
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、空気調整装置９２０であるとする。
【０４３２】
　状態データ取得対象装置は、状態要求指示を受信すると、自装置の動作モードに基づく
電源状態と、コンテンツ再生装置６００との通信状態とを示す状態データを、コンテンツ
再生装置６００へ送信する。なお、たとえば、主電源がオフであるため、コンテンツ再生
装置６００と通信できない状態データ取得対象装置（以下、状態提供不可装置ともいう）
は、状態データを、コンテンツ再生装置６００へ送信できない。
【０４３３】
　制御部６１０は、状態要求指示を、複数の状態データ取得対象装置へ送信することによ
り、状態提供不可装置を除いた複数の状態データ取得対象装置から、それぞれ、複数の状
態データを受信する。そして、制御部６１０は、受信した複数の状態データを、記憶部６
２０に記憶させる。そして、ステップＳ４４５の処理は終了する。
【０４３４】
　ここで、状態データ取得対象装置が、たとえば、コンテンツ再生装置７００Ｂである場
合、状態データ取得対象装置としてのコンテンツ再生装置７００Ｂがコンテンツ再生装置
６００へ送信する状態データは、以下の状態データＤ８５０となる。
【０４３５】
　図３９は、一例としての状態データＤ８５０を示す図である。図３９を参照して、状態
データＤ８５０において、「装置型名」とは、状態データ取得対象装置の装置型名である
。「電源状態」とは、状態データ取得対象装置の電源状態である。状態データ取得対象装
置の動作モードが通常モードである場合、「電源状態」の項目には、「オン」と記載され
る。一方、状態データ取得対象装置の動作モードが待機モードである場合、「電源状態」
の項目には、「オフ」と記載される。なお、状態データ取得対象装置が、録画予約により
、動作モードが通常モードである場合、「電源状態」の項目は、さらに、「（予約録画中
）」と記載される。
【０４３６】
　状態データＤ８５０において、「通信状態」とは、状態データ取得対象装置とコンテン
ツ再生装置６００との通信状態を示す。状態データ取得対象装置とコンテンツ再生装置６
００とが通信可能である場合、「通信状態」の項目には、「オンライン」と記載される。
【０４３７】
　また、状態データ取得対象装置が、たとえば、照明装置９１０である場合、状態データ
取得対象装置としての照明装置９１０がコンテンツ再生装置６００へ送信する状態データ
は、以下の状態データＤ８５０Ａとなる。
【０４３８】
　図４０は、一例としての状態データＤ８５０Ａを示す図である。図４０を参照して、状
態データＤ８５０Ａの各項目は、図３９の状態データＤ８５０の各項目と同様なので詳細
な説明は繰り返さない。
【０４３９】
　また、状態データ取得対象装置が、たとえば、照明装置９１０Ａである場合、状態デー
タ取得対象装置としての照明装置９１０Ａがコンテンツ再生装置６００へ送信する状態デ
ータは、以下の状態データＤ８５０Ｂとなる。
【０４４０】
　図４１は、一例としての状態データＤ８５０Ｂを示す図である。図４１を参照して、状
態データＤ８５０Ｂの各項目は、図３９の状態データＤ８５０の各項目と同様なので詳細
な説明は繰り返さない。
【０４４１】
　また、状態データ取得対象装置が、たとえば、空気調整装置９２０である場合、状態デ
ータ取得対象装置としての空気調整装置９２０がコンテンツ再生装置６００へ送信する状
態データは、以下の状態データＤ８５０Ｃとなる。
【０４４２】
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　図４２は、一例としての状態データＤ８５０Ｃを示す図である。図４２を参照して、状
態データＤ８５０Ｃの各項目は、図３９の状態データＤ８５０の各項目と同様なので詳細
な説明は繰り返さない。
【０４４３】
　再び、図３８を参照して、ステップＳ４４５の処理の後、ステップＳ４４６に進む。
　ステップＳ４４６では、電源オンの装置があるか否かが判定される。具体的には、制御
部６１０が、記憶部６２０に記憶されている複数の状態データのうち、「電源状態」が「
オン」を示す状態データが１以上あるか否かを判定する。ステップＳ４４６において、Ｙ
ＥＳならば、ステップＳ４４７に進む。一方、ステップＳ４４６において、ＮＯならば、
後述するステップＳ４４６Ｂに進む。ここでは、「電源状態」が「オン」を示す状態デー
タが１以上あるとして、ステップＳ４４７に進む。
【０４４４】
　ステップＳ４４７では、状態通知データ生成処理Ｔが行なわれる。状態通知データ生成
処理Ｔでは、制御部６１０が、記憶部６２０に記憶されている、「電源状態」が「オン」
を示す１以上の状態データから、状態通知データを生成する。制御部６１０は、生成した
状態通知データを記憶部６２０に記憶させる。なお、状態通知データの生成方法は後述す
る。そして、ステップＳ４４７の処理は終了する。
【０４４５】
　ここで、記憶部６２０に記憶されている、「電源状態」が「オン」を示す状態データは
、一例として、図３９の状態データＤ８５０、図４０の状態データＤ８５０Ａ、図４１の
状態データＤ８５０Ｂであるとする。この場合、状態通知データ生成処理Ｔにより生成さ
れる状態通知データは、以下の状態通知データＴＤ８６０であるとする。
【０４４６】
　図４３は、一例としての状態通知データＴＤ８６０を示す図である。図４３を参照して
、状態通知データＴＤ８６０において、「装置型名」とは、「電源状態」が「オン」を示
す状態データが示す装置型名である。「装置名」とは、対応する「装置型名」の装置の名
称である。なお、記憶部６２０には、予め、複数の装置型名の各々に対応づけて装置名が
記憶されているとする。たとえば、装置型名“ＨＤＲＥＣ－１”の装置名は、“ＨＤＤレ
コーダ”であるとする。この場合、記憶部６２０には、装置型名“ＨＤＲＥＣ－１”に対
応づけて、装置名“ＨＤＤレコーダ”が記憶されている。
【０４４７】
　状態通知データＴＤ８６０において、「電源状態」および「通信状態」の項目は、図３
９の状態データＤ８５０の「電源状態」および「通信状態」の項目と同様なので詳細な説
明は繰り返さない。「場所名」の項目は、対応する「装置型名」の装置が設置されている
場所の名称である。なお、前述した記憶部５２０と同様に、記憶部６２０には、予め、コ
ンテンツ再生装置６００、録画装置６００Ａ、ＰＣ６００Ｂ、コンテンツ再生装置７００
Ａ、コンテンツ再生装置７００Ｂ、照明装置９１０、照明装置９１０Ａ、空気調整装置９
２０の各々の装置型名に対応づけて場所名が記憶されているとする。
【０４４８】
　次に、制御部６１０が、一例として、状態データＤ８５０、状態データＤ８５０Ａおよ
び状態データＤ８５０Ｂを使用して、状態通知データを生成する方法について説明する。
【０４４９】
　状態通知データ生成処理Ｔでは、制御部６１０が、状態データＤ８５０の「装置型名」
、「電源状態」、「通信状態」の項目がそれぞれ示す複数の情報を対応づけて、状態通知
データに記載する。また、制御部６１０は、記憶部６２０に記憶されている、装置型名“
ＨＤＲＥＣ－１”に対応する装置名“ＨＤＤレコーダ”を、装置型名“ＨＤＲＥＣ－１”
に対応づけて、状態通知データに記載する。また、制御部６１０は、記憶部６２０に記憶
されている、装置型名“ＨＤＲＥＣ－１”に対応する場所名“リビングルーム”を、装置
型名“ＨＤＲＥＣ－１”に対応づけて、状態通知データに記載する。
【０４５０】



(57) JP 2009-171232 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

　以上の処理が、状態データＤ８５０Ａおよび状態データＤ８５０Ｂについても行なわれ
ることで、状態通知データＴＤ８６０が生成される。
【０４５１】
　再び、図３８を参照して、ステップＳ４４７の処理の後、ステップＳ４４８に進む。
　ステップＳ４４８では、制御部６１０が、通信部６６０を利用した近距離の無線通信に
より、生成した状態通知データを、携帯端末装置５００へ送信する。ここでは、送信され
た状態通知データは、図４３の状態通知データＴＤ８６０であるとする。そして、ステッ
プＳ４４８の処理は終了する。
【０４５２】
　電源オフ制御処理Ｍでは、ステップＳ４１１の処理の後、ステップＳ４１２に進む。
　ステップＳ４１２では、制御部５１０が、後述する通知メッセージＢを受信したか否か
を判定する。ステップＳ４１２において、ＹＥＳならば、ステップＳ４１３に進む。一方
、ステップＳ４１２において、ＮＯならば、ステップＳ４１４に進む。ここでは、通知メ
ッセージＢを受信してないとして、ステップＳ４１４に進む。
【０４５３】
　ステップＳ４１４では、制御部５１０が、後述する装置オフ通知Ｔを受信したか否かを
判定する。ステップＳ４１４において、ＹＥＳならば、ステップＳ４１５に進む。一方、
ステップＳ４１４において、ＮＯならば、ステップＳ４２１に進む。ここでは、装置オフ
通知Ｔを受信してないとして、ステップＳ４２１に進む。
【０４５４】
　ステップＳ４２１では、制御部５１０が、状態通知データを受信したか否かを判定する
。ステップＳ４２１において、ＹＥＳならば、ステップＳ４２２に進む。一方、ステップ
Ｓ４２１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ４１２の処理が行なわれる。ここでは
、図４３の状態通知データＴＤ８６０を受信したとして、ステップＳ４２２に進む。
【０４５５】
　ステップＳ４２２では、制御部５１０が、受信した状態通知データを、記憶部５２０に
記憶させる。そして、ステップＳ４２３に進む。
【０４５６】
　ステップＳ４２３では、確認画像表示処理Ｍが行なわれる。確認画像表示処理Ｍでは、
制御部５１０が、受信した状態通知データに基づいて、確認画像を生成し、生成した確認
画像を表示部５３０に表示させる。確認画像には、確認メッセージＡが表示される。確認
メッセージＡは、電源オンの装置の台数を示すメッセージである。ここで、受信した状態
通知データは、状態通知データＴＤ８６０であるとする。この場合、状態通知データＴＤ
８６０には、電源状態が「オン」を示す装置型名が３つあるので、確認メッセージＡは、
たとえば、「電源オンの装置が３台あります。確認しますか？」というメッセージとなる
。この場合、生成される確認画像は、確認メッセージＡを表示した、以下の確認画像ＭＧ
５００である。確認画像が表示されると、ステップＳ４２３の処理は終了する。
【０４５７】
　図４４は、一例としての確認画像ＭＧ５００を示す図である。図４４を参照して、確認
画像ＭＧ５００には、前述した確認メッセージＡが表示される。また、確認画像ＭＧ５０
０には、ボタン画像ＭＢＧ５１０，ＭＢＧ５５０が配置される。
【０４５８】
　ボタン画像ＭＢＧ５１０は、押下処理されることにより、電源オンの装置の一覧を表示
するためのボタン画像である。
【０４５９】
　ボタン画像ＭＢＧ５５０は、押下処理されることにより、携帯端末装置５００を、現在
の時間帯において使用頻度の高い装置を制御可能な状態にするためのボタン画像である。
【０４６０】
　再び、図３８を参照して、電源オフ制御処理Ｍでは、ステップＳ４２３の処理の後、ス
テップＳ４２４に進む。
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【０４６１】
　ステップＳ４２４では、制御部５１０が、確認操作Ｍがあるか否かを判定する。ここで
、確認操作Ｍは、ボタン画像ＭＢＧ５１０を押下処理するためのインターフェース操作Ｍ
である。ステップＳ４２４において、ＹＥＳならば、ステップＳ４２５に進む。一方、ス
テップＳ４２４において、ＮＯならば、後述するステップＳ４２４Ｂに進む。ここでは、
確認操作Ｍがあったとして、ステップＳ４２５に進む。
【０４６２】
　ステップＳ４２５では、一覧画像表示処理Ｍが行なわれる。一覧画像表示処理Ｍでは、
制御部５１０が、受信した状態通知データに基づいて、一覧画像を生成し、生成した一覧
画像を、表示部５３０に表示させる。生成される一覧画像は、状態通知データに示される
装置名を示す。なお、状態通知データに示される電源状態の項目に「（予約録画中）」と
表示されている場合、生成される一覧画像には、対応する装置名に対応づけて、文字列“
（予約録画中）”が表示される。
【０４６３】
　ここで、受信した状態通知データは、状態通知データＴＤ８６０であるとする。この場
合、生成される一覧画像は、以下の一覧画像ＭＧ５００Ａである。一覧画像が表示される
と、ステップＳ４２５の処理は終了する。
【０４６４】
　図４５は、一例としての一覧画像ＭＧ５００Ａを示す図である。図４５を参照して、一
覧画像ＭＧ５００Ａには、状態通知データＴＤ８６０に示される、複数の装置名が表示さ
れる。一覧画像ＭＧ５００Ａに表示される装置名の文字列は、インターフェース操作Ｍに
より選択可能な文字列である。
【０４６５】
　なお、状態通知データＴＤ８６０に示される電源状態の項目には、「（予約録画中）」
と表示されているので、対応する装置名“ＨＤＤレコーダ”の横には、文字列“（予約録
画中）”が表示される。なお、“（予約録画中）”に対応する装置名“ＨＤＤレコーダ”
の装置は、所定時間になると、自動的に、動作モードが通常モードから待機モードになる
装置である。すなわち、装置名“ＨＤＤレコーダ”の装置は、所定時間になると、自動的
に、電源がオフとなる装置である。以下においては、所定時間になると、自動的に、動作
モードが通常モードから待機モードになる装置を、自動電源オフ装置ともいう。
【０４６６】
　一覧画像ＭＧ５００Ａには、ボタン画像ＭＢＧ５５０Ａが配置される。ボタン画像ＭＢ
Ｇ５５０Ａは、押下処理されることにより、一覧画像ＭＧ５００Ａに表示されている複数
の装置名の装置のうち、自動電源オフ装置以外の装置の動作モードを、待機モードに設定
するためのボタン画像である。
【０４６７】
　ステップＳ４２５の処理の後、ステップＳ４２６に進む。
　ステップＳ４２６では、制御部５１０が、装置選択確定操作Ｍがあるか否かを判定する
。装置選択確定操作Ｍは、一覧画像ＭＧ５００Ａに表示される複数の装置名のいずれかを
選択し、当該選択を確定するためのインターフェース操作Ｍである。ステップＳ４２６に
おいて、ＹＥＳならば、後述するステップＳ４２７に進む。一方、ステップＳ４２６にお
いて、ＮＯならば、ステップＳ４２８に進む。ここでは、装置選択確定操作Ｍがないとし
て、ステップＳ４２８に進む。
【０４６８】
　ステップＳ４２８では、制御部５１０が、電源オフ操作ＭＢがあるか否かを判定する。
電源オフ操作ＭＢは、ボタン画像ＭＢＧ５５０Ａを押下処理するためのインターフェース
操作Ｍである。ステップＳ４２８において、ＹＥＳならば、ステップＳ４２９に進む。一
方、ステップＳ４２８において、ＮＯならば、再度、ステップＳ４２６の処理が行なわれ
る。ここでは、電源オフ操作ＭＢがあったとして、ステップＳ４２９に進む。
【０４６９】
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　ステップＳ４２９では、コンテンツ再生装置６００の近傍に携帯端末装置５００がある
か否かを判定する。具体的には、制御部５１０が、コンテンツ再生装置６００と直接、無
線通信可能であるか否かを判定する。ステップＳ４２９において、ＹＥＳならば、ステッ
プＳ４３０に進む。一方、ステップＳ４２９において、ＮＯならば、後述するステップＳ
４３５に進む。ここでは、コンテンツ再生装置６００と直接、無線通信可能であるとして
、ステップＳ４３０に進む。
【０４７０】
　ステップＳ４３０では、制御部５１０が、通信部５６０を使用して、直接、電源オフ指
示Ｂを、コンテンツ再生装置６００へ送信する。電源オフ指示Ｂは、一覧画像に表示され
ている複数の装置名の装置のうち、自動電源オフ装置以外の装置の動作モードを、待機モ
ードに設定するための指示である。ここで、一覧画像は、図４５の一覧画像ＭＧ５００Ａ
であるとする。この場合、電源オフ指示Ｂは、装置名が“リビング照明”および“廊下照
明”の装置の動作モードを、待機モードに設定するための指示となる。そして、ステップ
Ｓ４３０の処理は終了する。
【０４７１】
　電源オフ制御対応処理Ｔでは、ステップＳ４４８の処理の後、ステップＳ４５１に進む
。
【０４７２】
　ステップＳ４５１では、制御部６１０が、電源オフ指示Ｂを受信したか否かを判定する
。ステップＳ４５１において、ＹＥＳならば、ステップＳ４５２に進む。一方、ステップ
Ｓ４５１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ４５１の処理が行なわれる。ここでは
、電源オフ指示Ｂを受信したとして、ステップＳ４５２に進む。
【０４７３】
　ステップＳ４５２では、制御部６１０が、電源オフ指示Ｂに基づいた処理を実行する。
　ここで、受信した電源オフ指示Ｂは、装置名が“リビング照明”および“廊下照明”の
装置の動作モードを、待機モードに設定するための指示であるとする。この場合、制御部
６１０は、装置名が“リビング照明”の照明装置９１０の動作モードを、待機モードに設
定するための指示（以下、待機モード設定指示Ａともいう）を、照明装置９１０へ送信す
る。また、制御部６１０は、装置名が“廊下照明”の照明装置９１０Ａの動作モードを、
待機モードに設定するための指示以下、待機モード設定指示Ｂともいう）を、照明装置９
１０Ａへ送信する。そして、ステップＳ４５２の処理は終了する。
【０４７４】
　照明装置９１０は、待機モード設定指示Ａを受信すると、自装置の動作モードを、待機
モードに設定する。また、照明装置９１０Ａは、待機モード設定指示Ｂを受信すると、自
装置の動作モードを、待機モードに設定する。
【０４７５】
　以上の処理により、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、待機モードに設定させ
るのに伴い、ホームネットワーク５０１に含まれる、自動電源オフ装置を除いた、動作モ
ードが通常モードである複数の装置を、待機モードに設定することができる。そのため、
待機モードに設定するのを忘れていた装置があっても、容易に、当該装置の動作モードを
待機モードに設定することができる。すなわち、ユーザが電源をオフにするのを忘れてい
た装置があっても、容易に、当該装置の電源をオフにすることができる。
【０４７６】
　ステップＳ４５２の処理の後、ステップＳ４５３に進む。
　ステップＳ４５３では、電源オンの装置がないか否かが判定される。具体的には、制御
部６１０が、記憶部６２０に記憶されている状態通知データが示す装置名の装置全てに、
動作モードを、待機モードに設定するための待機モード設定指示を送信したか否かを判定
する。ステップＳ４５３において、ＹＥＳならば、この電源オフ制御対応処理Ｔは終了す
る。一方、ステップＳ４５３において、ＮＯならば、再度、ステップＳ４５１の処理が行
なわれる。
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【０４７７】
　ここで、記憶部６２０に記憶されている状態通知データは、図４３の状態通知データＴ
Ｄ８６０であるとする。また、状態通知データＴＤ８６０に示される装置名の装置全てに
、待機モード設定指示を送信したとする。この場合、ステップＳ４５３において、ＹＥＳ
と判定され、この電源オフ制御対応処理Ｔは終了する。
【０４７８】
　電源オフ制御処理Ｍでは、ステップＳ４３０の処理の後、ステップＳ４３１に進む。
　ステップＳ４３１では、後述する時間帯別制御画像表示処理Ｍが行なわれる。時間帯別
制御画像表示処理Ｍが終了すると、この電源オフ制御処理Ｍは終了する。
【０４７９】
　次に、ステップＳ４２２の処理が行なわれた後、携帯端末装置５００を所有するユーザ
が移動して、携帯端末装置５００がコンテンツ再生装置６００と直接、無線通信できなく
なった場合の処理について説明する。
【０４８０】
　ここで、制御装置特定処理Ｍでは、前述したステップＳ４２３，Ｓ４２４，Ｓ４２５，
Ｓ４２６，Ｓ４２８，Ｓ４２９の処理が行なわるとする。この場合、ステップＳ４２９に
おいて、ＮＯと判定され、ステップＳ４３５に進む。
【０４８１】
　ステップＳ４３５では、電源オフ指示送信処理ＭＢが行なわれる。電源オフ指示送信処
理ＭＢでは、制御部５１０が、遠隔制御メッセージを、所定時間（たとえば、２秒）、表
示部５３０に表示させる。遠隔制御メッセージは、たとえば、「遠隔制御により、装置の
電源をオフします。」というメッセージである。
【０４８２】
　そして、制御部５１０が、通信部５６６を使用して、電話網６０、ネットワーク７０、
通信装置５０を介して、前述した電源オフ指示Ｂを、コンテンツ再生装置６００へ送信す
る。送信する電源オフ指示Ｂは、装置名が“リビング照明”および“廊下照明”の装置の
動作モードを、待機モードに設定するための指示であるとする。そして、ステップＳ４３
１に進む。
【０４８３】
　そして、電源オフ制御対応処理Ｔでは、前述したステップＳ４５１，Ｓ４５２，Ｓ４５
３の処理が行なわれる。
【０４８４】
　以上の処理により、携帯端末装置５００が状態通知データを受信し記憶した後、携帯端
末装置５００を所有するユーザが移動して、携帯端末装置５００がコンテンツ再生装置６
００と直接、無線通信できなくなった場合においても、コンテンツ再生装置６００の動作
モードを、待機モードに設定させるのに伴い、ホームネットワーク５０１に含まれる、自
動電源オフ装置を除いた、動作モードが通常モードである複数の装置を、待機モードに設
定することができる。
【０４８５】
　そのため、携帯端末装置５００を所有するユーザが移動して、携帯端末装置５００がコ
ンテンツ再生装置６００と直接、無線通信できなくなった場合において、待機モードに設
定するのを忘れていた装置があっても、容易に、当該装置の動作モードを待機モードに設
定することができる。すなわち、携帯端末装置５００がコンテンツ再生装置６００と直接
、無線通信できなくなった場合において、ユーザが電源をオフにするのを忘れていた装置
があっても、容易に、当該装置の電源をオフにすることができる。
【０４８６】
　次に、表示部５３０に、図４５の一覧画像ＭＧ５００Ａが表示されている場合に、装置
選択確定操作Ｍがあった場合の処理について説明する。この場合、ステップＳ４２６にお
いて、ＹＥＳと判定され、ステップＳ４２７に進む。
【０４８７】
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　ステップＳ４２７では、電源制御画像表示処理Ｍが行なわれる。電源制御画像表示処理
Ｍでは、制御部５１０が、電源制御画像を生成し、電源制御画像を表示部５３０に表示さ
せる。電源制御画像は、装置選択確定操作Ｍにより選択された装置名の装置の動作モード
を、待機モードに設定するための画像である。すなわち、電源制御画像は、装置毎に、動
作モードを、待機モードに設定する画像である。
【０４８８】
　そして、制御部５１０は、電源制御画像に表示されたボタン画像を押下処理するための
インターフェース操作Ｍがあった場合、後述するオフ指示送信処理ＭＢを行なう。オフ指
示送信処理ＭＢが行なわれると、再度、ステップＳ４２６の処理が行なわれる。
【０４８９】
　ここで、装置選択確定操作Ｍにより選択された装置名は、一例として、“リビング照明
”であるとする。この場合、表示部５３０には、装置名が“リビング照明”である照明装
置９１０の動作モードを待機モードに設定するための電源制御画像が表示される。当該電
源制御画像には、たとえば、「照明装置の電源をオフにしますか？」というメッセージと
、ボタン画像とが表示された画像となる。当該ボタン画像は、押下処理されることにより
、電源オフ指示Ｂを、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタン画像である。こ
の場合の電源オフ指示Ｂは、装置名が“リビング照明”の装置の動作モードを、待機モー
ドに設定するための指示であるとする。
【０４９０】
　ここで、電源制御画像に表示されたボタン画像を押下処理するためのインターフェース
操作Ｍがあったとする。この場合、オフ指示送信処理ＭＢが行なわれる。
【０４９１】
　オフ指示送信処理ＭＢでは、制御部５１０が、電源オフ指示Ｂを、コンテンツ再生装置
６００へ送信する。送信される電源オフ指示Ｂは、前述したように、装置名が“リビング
照明”の装置の動作モードを、待機モードに設定するための指示であるとする。
【０４９２】
　そして、制御部５１０は、一覧画像ＭＧ５００Ａに表示されている複数の装置名のうち
、装置名“リビング照明”を消去した一覧画像を、表示部５３０に表示させる。そして、
再度、ステップＳ４２６の処理が行なわれる。
【０４９３】
　コンテンツ再生装置６００では、前述したステップＳ４５１，Ｓ４５２，Ｓ４５３の処
理が行なわれる。これらの処理により、装置名が“リビング照明”の照明装置９１０の動
作モードを、待機モードに設定することができる。
【０４９４】
　したがって、ステップＳ４２７の処理が行なわれることにより、装置毎に電源をオフす
ることができる。
【０４９５】
　次に、ステップＳ４２４において、ＮＯと判定され、ステップＳ４２４Ｂに進む場合に
ついて説明する。ここで、表示部５３０には、図４４の確認画像ＭＧ５００が表示されて
いるとする。
【０４９６】
　ステップＳ４２４Ｂでは、制御部５１０が、時間帯別操作Ｍがあるか否かを判定する。
ここで、時間帯別操作Ｍは、ボタン画像ＭＢＧ５５０を押下処理するためのインターフェ
ース操作Ｍである。ステップＳ４２４Ｂにおいて、ＹＥＳならば、ステップＳ４３１に進
む。一方、ステップＳ４２４Ｂにおいて、ＮＯならば、再度、ステップＳ４２４の処理が
行なわれる。ここでは、時間帯別操作Ｍがあったとして、ステップＳ４３１に進む。
【０４９７】
　ステップＳ４３１では、時間帯別制御画像表示処理Ｍが行なわれる。時間帯別制御画像
表示処理Ｍでは、制御部５１０が、記憶部５２０に記憶されている時間帯別制御装置デー
タテーブルが示す複数の時間帯のうち、日時管理処理Ｍにより管理されている現在の日時
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のうちの時間が含まれる時間帯を特定する。そして、制御部５１０は、時間帯別制御装置
データテーブルにおいて、特定した時間帯に対応する装置型名の装置を、携帯端末装置５
００が制御可能な状態にする。
【０４９８】
　ここで、時間帯別制御画像表示処理Ｍで使用される時間帯別制御装置データテーブルは
、図３６の時間帯別制御装置データテーブルＭＤ８１０であるとする。また、現在の日時
は、一例として、２００８年１月１４日２３時２０分であるとする。この場合、制御部５
１０が特定する時間帯は、時間帯“22:00-23:59”である。そのため、制御部５１０は、
時間帯“22:00-23:59” に対応する装置型名が“ＴＶ－Ａ”のコンテンツ再生装置７００
Ａを携帯端末装置５００が制御可能な状態にする。
【０４９９】
　たとえば、制御部５１０は、コンテンツ再生装置７００Ａを制御するための制御画像を
、表示部５３０に表示させる。この場合、表示部５３０に表示される制御画像は、たとえ
ば、図３７の制御画像ＭＧ４００Ａにおいて、ボタン画像５４２ＡＧＡの上部に、文字列
“ＰＯＷＥＲ　ＯＮ／ＰＯＷＥＲ　ＯＦＦ”が表示された制御画像である。この場合、ボ
タン画像５４２ＡＧＡに対応する機能ボタン５４２Ａは、押下されることにより、コンテ
ンツ再生装置７００Ａの動作モードを、待機モードまたは通常モードに設定するためのＲ
Ｃ信号（以下、電源ＲＣ信号ともいう）を送信するためのボタンとなる。この処理により
、携帯端末装置５００は、コンテンツ再生装置７００Ａを制御可能な状態になる。そして
、この電源オフ制御処理Ｍは終了する。
【０５００】
　この時間帯別制御画像表示処理Ｍにより、携帯端末装置５００は、現在の時間帯におい
て使用頻度の高い装置を制御可能な状態になる。たとえば、ユーザが寝るために、リビン
グルームから寝室へ移動する場合、時間帯別制御画像表示処理Ｍにより、ユーザが所有す
る携帯端末装置５００が、寝室に設置されているテレビを制御可能な状態になる。そのた
め、ユーザは、寝室に設定されているリモコンを持つ必要がなくなる。その結果、ユーザ
の利便性を向上させることができる。
【０５０１】
　次に、電源オフ制御対応処理ＴのステップＳ４４２において、ＹＥＳと判定され、ステ
ップＳ４４３に進む場合について説明する。
【０５０２】
　ステップＳ４４３では、メッセージ送信処理ＴＢが行なわれる。メッセージ送信処理Ｔ
Ｂでは、制御部６１０が、通知メッセージＢを、携帯端末装置５００へ送信する。ここで
、送信される通知メッセージＢは、たとえば、「他の装置が利用中です。電源オフできま
せん。」というメッセージである。そして、再度、ステップＳ４４１の処理が行なわれる
。
【０５０３】
　電源オフ制御処理Ｍでは、ステップＳ４１１の処理の後、ステップＳ４１２に進む。
　ステップＳ４１２では、制御部５１０が、通知メッセージＢを受信したか否かを判定す
る。ステップＳ４１２において、ＹＥＳならば、ステップＳ４１３に進む。一方、ステッ
プＳ４１２において、ＮＯならば、ステップＳ４１４に進む。ここでは、通知メッセージ
Ｂを受信したとして、ステップＳ４１３に進む。
【０５０４】
　ステップＳ４１３では、メッセージ表示処理Ｍが行なわれる。メッセージ表示処理Ｍで
は、制御部５１０が、受信した通知メッセージＢを表示した通知画像を、表示部５３０に
表示させる。通知画像には、たとえば、前述した「他の装置が利用中です。電源オフでき
ません。」というメッセージが表示される。そして、この電源オフ制御処理Ｍは終了する
。
【０５０５】
　次に、電源オフ制御対応処理ＴのステップＳ４４６において、ＮＯと判定され、ステッ
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プＳ４４６Ｂに進む場合について説明する。
【０５０６】
　ステップＳ４４６Ｂでは、制御部６１０が、装置オフ通知Ｔを、携帯端末装置５００へ
送信する。装置オフ通知Ｔは、自動電源オフ装置以外の装置において、電源オンの装置が
ないことを示す通知である。すなわち、装置オフ通知Ｔは、自動電源オフ装置以外の装置
において、動作モードが通常モードである装置がないことを示す通知である。そして、こ
の電源オフ制御対応処理Ｔは終了する。
【０５０７】
　電源オフ制御処理Ｍでは、ステップＳ４１４において、前述したように、制御部５１０
が、装置オフ通知Ｔを受信したか否かを判定する。ここでは、装置オフ通知Ｔを受信した
として、ステップＳ４１５に進む。なお、表示部５３０には、制御画像ＭＧ４００Ａが表
示されているとする。
【０５０８】
　ステップＳ４１５では、ＲＣ信号設定変更処理Ｍが行なわれる。ＲＣ信号設定変更処理
Ｍでは、制御部５１０が、表示部５３０に表示される制御画像ＭＧ４００Ａに表示される
ボタン画像５４２ＡＧＡの上部の文字“ＰＯＷＥＲ　ＯＦＦ”を、“ＰＯＷＥＲ　ＯＮ”
に変更する。また、制御部５１０が、ボタン画像５４２ＡＧＡに対応する機能ボタン５４
２Ａを、押下されることにより、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、通常モード
に設定するためのＲＣ信号（以下、ＴＶ電源オンＲＣ信号ともいう）を送信するためのボ
タンに設定する。そして、この電源オフ制御処理Ｍは終了する。
【０５０９】
　以上説明したように、本実施の形態では、コンテンツ再生装置６００が、携帯端末装置
５００から送信された電源オフ指示としてのＴＶ電源オフＲＣ信号を受信すると、ネット
ワーク内の複数の装置から、それぞれ、複数の状態データを受信する。コンテンツ再生装
置６００は、「電源状態」が「オン」を示す１以上の状態データから、状態通知データを
生成し、生成した状態通知データを、携帯端末装置５００へ送信する。
【０５１０】
　携帯端末装置５００は、状態通知データを受信することにより、電源状態が「オン」を
示す装置型名を表示する。携帯端末装置５００において、確認操作Ｍおよび電源オフ操作
Ｍがあると、電源オフ指示Ｂを、コンテンツ再生装置６００へ送信する。電源オフ指示Ｂ
は、表示されている複数の装置名の装置のうち、自動電源オフ装置以外の装置の動作モー
ドを、待機モードに設定するための指示である。コンテンツ再生装置６００は、電源オフ
指示Ｂを受信すると、電源オフ指示Ｂに基づく処理を実行する。
【０５１１】
　したがって、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、待機モードに設定させるのに
伴い、ホームネットワーク５０１に含まれる、自動電源オフ装置を除いた、動作モードが
通常モードである複数の装置を、待機モードに設定することができる。そのため、待機モ
ードに設定するのを忘れていた装置があっても、容易に、当該装置の動作モードを待機モ
ードに設定することができる。すなわち、ユーザが電源をオフにするのを忘れていた装置
があっても、容易に、当該装置の電源をオフにすることができる。
【０５１２】
　また、待機モードに設定する装置は、状態データが取得された装置、すなわち、状態デ
ータを提供した装置である。すなわち、状態を示す状態情報を提供した装置を制御するこ
とを可能とすることができるという効果を奏する。
【０５１３】
　また、本実施の形態では、携帯端末装置５００が状態通知データを受信し記憶した後、
携帯端末装置５００を所有するユーザが移動して、携帯端末装置５００がコンテンツ再生
装置６００と直接、無線通信できなくなった場合においても、コンテンツ再生装置６００
の動作モードを、待機モードに設定させるのに伴い、ホームネットワーク５０１に含まれ
る、自動電源オフ装置を除いた、動作モードが通常モードである複数の装置を、待機モー
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ドに設定することができる。
【０５１４】
　そのため、携帯端末装置５００を所有するユーザが移動して、携帯端末装置５００がコ
ンテンツ再生装置６００と直接、無線通信できなくなった場合において、待機モードに設
定するのを忘れていた装置があっても、容易に、当該装置の動作モードを待機モードに設
定することができる。すなわち、携帯端末装置５００がコンテンツ再生装置６００と直接
、無線通信できなくなった場合において、ユーザが電源をオフにするのを忘れていた装置
があっても、容易に、当該装置の電源をオフにすることができる。
【０５１５】
　また、本実施の形態では、ステップＳ４３１の時間帯別制御画像表示処理Ｍにより、携
帯端末装置５００は、現在の時間帯において使用頻度の高い装置を制御可能な状態になる
。たとえば、ユーザが寝るために、リビングルームから寝室へ移動する場合、時間帯別制
御画像表示処理Ｍにより、ユーザが所有する携帯端末装置５００が、寝室に設置されてい
るテレビを制御可能な状態になる。そのため、ユーザは、寝室に設定されているリモコン
を持つ必要がなくなる。その結果、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０５１６】
　なお、本実施の形態では、コンテンツ再生装置６００の動作モードを、待機モードに設
定させるのに伴い、動作モードが通常モードである他の装置の動作モードを待機モードに
設定していたが、これに限定されることはない。たとえば、コンテンツ再生装置６００の
動作モードを、待機モードに設定させるのに伴い、動作モードが待機モードである他の装
置の動作モードを通常モードに設定してもよい。また、たとえば、動作モードが待機モー
ドであるコンテンツ再生装置６００の動作モードを、通常モードに設定させるのに伴い、
動作モードが待機モードである他の装置の動作モードを通常モードに設定してもよい。
【０５１７】
　＜第４の実施の形態＞
　次に、装置の接続状態に応じた処理につてい説明する。
【０５１８】
　本実施の形態におけるネットワークシステムは、図１のネットワークシステム１０００
と比較して、照明装置９１０と、照明装置９１０Ａと、空気調整装置９２０とを含まない
点が異なる。それ以外は、ネットワークシステム１０００と同様なので詳細な説明は繰り
返さない。携帯端末装置５００およびコンテンツ再生装置６００の各々の構成は、第１の
実施の形態において、説明した構成と同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【０５１９】
　（接続状態の変化時の処理）
　次に、コンテンツ再生装置６００に、装置、媒体等が接続された場合、すなわち、コン
テンツ再生装置６００の接続状態が変化した場合の処理（以下、接続状態変化対応処理Ｔ
ともいう）について説明する。また、携帯端末装置５００では、受信データ対応処理Ｍが
行なわれるとする。受信データ対応処理Ｍは、他の処理とは独立して行なわれる処理であ
る。ここで、携帯端末装置５００の動作モードは、ＲＣモードに設定されているとする。
【０５２０】
　図４６は、受信データ対応処理Ｍおよび接続状態変化対応処理Ｔのフローチャートであ
る。図４６を参照して、接続状態変化対応処理Ｔでは、まず、ステップＳ５４１の処理が
行なわれる。
【０５２１】
　ステップＳ５４１では、制御部６１０が、コンテンツ再生装置６００の接続状態の変化
があるか否かを判定する。コンテンツ再生装置６００に接続されるものは、装置、媒体等
である。たとえば、記録媒体が接続されていないコンテンツ再生装置６００に記録媒体が
接続されると、制御部６１０は、コンテンツ再生装置６００の接続状態が変化したと判定
する。ステップＳ５４１において、ＹＥＳならば、ステップＳ５４２に進む。一方、ステ
ップＳ５４１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ５４１の処理が行なわれる。
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【０５２２】
　なお、コンテンツ再生装置６００の接続状態は、物理的な接続状態だけではなく、無線
通信または有線通信による、他の装置と通信状態も含まれる。コンテンツ再生装置６００
には、図示しない記録媒体挿入部Ｔが設けられる。記録媒体挿入部Ｔは、コンテンツ再生
装置６００に記録媒体を挿入（接続）する部分である。
【０５２３】
　ここで、記録媒体が接続されていないコンテンツ再生装置６００に、図示しない記録媒
体挿入部Ｔを利用して、記録媒体が接続されたとする。この場合、記録媒体アクセス部６
５０は、接続された記録媒体にデータアクセス可能となる。これにより、制御部６１０は
、記録媒体が接続されたことを検知する。すなわち、制御部６１０は、コンテンツ再生装
置６００の接続状態の変化があると判定する。この場合、ステップＳ５４２に進む。
【０５２４】
　なお、接続された記録媒体は、データを記録可能な媒体であればどのような媒体であっ
てもよい。接続された記録媒体は、たとえば、ＵＳＢ（登録商標）メモリ、メモリーカー
ド、ＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disk Read Only Memory）等である。
【０５２５】
　ステップＳ５４２では、制御部６１０が、自装置であるコンテンツ再生装置６００の動
作モードが待機モードであるか否かを判定する。ステップＳ５４２において、ＹＥＳなら
ば、ステップＳ５４３に進む。一方、ステップＳ５４２において、ＮＯならば、ステップ
Ｓ５４４に進む。ここでは、コンテンツ再生装置６００の動作モードが待機モードである
として、ステップＳ５４３に進む。なお、ステップＳ５４２において、ＮＯと判定される
場合は、コンテンツ再生装置６００の動作モードが通常モードである場合である。
【０５２６】
　ステップＳ５４３では、制御部６１０が、前述の画像表示電源スイッチをオンにし、コ
ンテンツ再生装置６００の動作モードを通常モードに設定する。これにより、表示部６３
０に画像が表示可能となる。そして、ステップＳ５４４に進む。
【０５２７】
　ステップＳ５４４では、制御部６１０が、無線通信により、携帯端末装置５００と通信
可能であるか否かを判定する。ステップＳ５４４において、ＹＥＳならば、ステップＳ５
４５に進む。一方、ステップＳ５４４において、ＮＯならば、再度、ステップＳ５４１の
処理が行なわれる。ステップＳ５４４において、ＮＯと判定される場合は、コンテンツ再
生装置６００と、無線通信が可能な位置に、携帯端末装置５００がない場合である。ここ
では、携帯端末装置５００と通信可能であるとして、ステップＳ５４５に進む。
【０５２８】
　ステップＳ５４５では、接続状態解析処理Ｔが行なわれる。接続状態解析処理Ｔは、制
御部６１０が、変化後のコンテンツ再生装置６００の接続状態（以下、単に、変化後の接
続状態ともいう）を解析する処理である。なお、接続状態解析処理Ｔにおいて、制御部６
１０が行なう処理は、当該変化後の接続状態に応じて変化する。
【０５２９】
　ここで、変化後の接続状態は、コンテンツ再生装置６００に記録媒体が接続された状態
であるとする。以下においては、コンテンツ再生装置６００に接続された記録媒体を、接
続記録媒体ともいう。ここで、接続された接続記録媒体には、暗号化されたコンテンツ（
以下、暗号化コンテンツともいう）が記憶されているとする。暗号化コンテンツは、一例
として、４桁の数字を入力することにより、復号できるコンテンツであるとする。
【０５３０】
　この場合、接続状態解析処理Ｔでは、制御部６１０は、接続記録媒体にデータアクセス
し、接続記録媒体に暗号化コンテンツが記録されていることを認識する。また、制御部６
１０は、暗号化コンテンツを復号するために、４桁の数字の入力が必要であると認識する
。この場合、制御部６１０は、以下の数字入力画像ＴＧ６００および端末用報知画像ＭＧ
７００を生成し、生成した数字入力画像ＴＧ６００のみを表示部６３０に表示させる。
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【０５３１】
　図４７は、一例としての数字入力画像ＴＧ６００を示す図である。図４７を参照して、
数字入力画像ＴＧ６００には、入力枠ＩＷ６１０が配置される。入力枠ＩＷ６１０は、数
字を入力するための枠である。
【０５３２】
　図４８は、一例としての端末用報知画像ＭＧ７００を示す図である。端末用報知画像Ｍ
Ｇ７００は、携帯端末装置５００の表示部５３０に表示させるための画像である。
【０５３３】
　図４８を参照して、端末用報知画像ＭＧ７００には、ボタン画像ＭＢＧ７５０が配置さ
れる。ボタン画像ＭＢＧ７５０は、押下処理されることにより、後述する制御画像ＭＧ４
００Ｃを表示部５３０に表示させるためのボタン画像である。
【０５３４】
　再び、図４６を参照して、接続状態解析処理Ｔでは、制御部６１０が、変化後の接続状
態に応じた制御データＴＣを生成する。変化後の接続状態が、コンテンツ再生装置６００
に記録媒体が接続された状態であり、かつ、数字を入力する必要がある場合、生成される
制御データＴＣは、図４８の端末用報知画像ＭＧ７００と、以下の制御画像ＭＧ４００Ｃ
とを携帯端末装置５００の表示部５３０に順に表示させるためのデータであるとする。ま
た、この場合、制御データＴＣは、表示部５３０に端末用報知画像ＭＧ７００が表示され
ている状態で、ボタン画像ＭＢＧ７５０を押下処理するためのインターフェース操作Ｍが
あった場合に、以下の制御画像ＭＧ４００Ｃを表示部５３０に表示させるデータであると
する。そして、コンテンツ再生装置６００に記録媒体が接続された状態における接続状態
解析処理Ｔは終了する。
【０５３５】
　図４９は、一例としての制御画像ＭＧ４００Ｃを示す図である。以下においては、携帯
端末装置５００の動作モードがＲＣモードであって、かつ、表示部５３０に制御画像ＭＧ
４００Ｃが表示されている状態を、状態ＭＣＴＣＣともいう。
【０５３６】
　図４９を参照して、制御画像ＭＧ４００Ｃには、方向ボタン５４１Ａ，５４１Ｂ，５４
１Ｃ，５４１Ｄ，決定ボタン５４１Ｅにそれぞれ対応する方向ボタン画像５４１ＡＧＣ，
５４１ＢＧＣ，５４１ＣＧＣ，５４１ＤＧＣ，決定ボタン画像５４１ＥＧＣが表示される
。
【０５３７】
　状態ＭＣＴＣＣにおいて、方向ボタン画像５４１ＡＧＣに対応する方向ボタン５４１Ａ
は、押下されることにより、ＵＰ－ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するた
めのボタンである。ＵＰ－ＲＣ信号は、たとえば、表示部６３０に表示されているカーソ
ル等を、上に移動させるためのＲＣ信号である。
【０５３８】
　状態ＭＣＴＣＣにおいて、方向ボタン画像５４１ＢＧＣに対応する方向ボタン５４１Ｂ
は、押下されることにより、ＤＯＷＮ－ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信す
るためのボタンである。ＤＯＷＮ－ＲＣ信号は、たとえば、表示部６３０に表示されてい
るカーソル等を、下に移動させるためのＲＣ信号である。
【０５３９】
　状態ＭＣＴＣＣにおいて、方向ボタン画像５４１ＣＧＣに対応する方向ボタン５４１Ｃ
は、押下されることにより、ＬＥＦＴ－ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信す
るためのボタンである。ＬＥＦＴ－ＲＣ信号は、たとえば、表示部６３０に表示されてい
るカーソル等を、左に移動させるためのＲＣ信号である。
【０５４０】
　状態ＭＣＴＣＣにおいて、方向ボタン画像５４１ＤＧＣに対応する方向ボタン５４１Ｄ
は、押下されることにより、ＲＩＧＨＴ－ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信
するためのボタンである。ＲＩＧＨＴ－ＲＣ信号は、たとえば、表示部６３０に表示され
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ているカーソル等を、右に移動させるためのＲＣ信号である。
【０５４１】
　状態ＭＣＴＣＣにおいて、決定ボタン画像５４１ＥＧＣに対応する決定ボタン５４１Ｅ
は、押下されることにより、ＥＮＴＥＲ－ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信
するためのボタンである。ＥＮＴＥＲ－ＲＣ信号は、たとえば、表示部６３０の入力枠に
入力された情報を決定状態にするためのＲＣ信号である。
【０５４２】
　制御画像ＭＧ４００Ｃには、さらに、文字ボタン画像１ＢＧＣ，２ＢＧＣ，３ＢＧＣ，
４ＢＧＣ，５ＢＧＣ，６ＢＧＣ，７ＢＧＣ，８ＢＧＣ，９ＢＧＣ，ＫＢＧ，０ＢＧＣ，＃
ＢＧが表示される。文字ボタン画像１ＢＧＣ，２ＢＧＣ，３ＢＧＣ，４ＢＧＣ，５ＢＧＣ
，６ＢＧＣ，７ＢＧＣ，８ＢＧＣ，９ＢＧＣ，ＫＢＧ，０ＢＧＣ，＃ＢＧの各々は、文字
ボタン群５４６に含まれる複数の文字ボタンのいずれかに対応する。たとえば、文字ボタ
ン画像２ＢＧＣは、数字“２”を入力するための文字ボタンに対応する。たとえば、文字
ボタン画像＃ＢＧは、文字“＃”を入力するための文字ボタンに対応する。
【０５４３】
　状態ＭＣＴＣＣにおいて、文字ボタン画像ＫＢＧ，＃ＢＧは、無効ボタンとなる。無効
ボタンは、押下されても処理が行なわれないボタンである。
【０５４４】
　状態ＭＣＴＣＣにおいて、文字ボタン画像１ＢＧＣ，２ＢＧＣ，３ＢＧＣ，４ＢＧＣ，
５ＢＧＣ，６ＢＧＣ，７ＢＧＣ，８ＢＧＣ，９ＢＧＣ，０ＢＧＣの各々に対応する文字ボ
タンは、押下されることにより、数字を入力するためのＲＣ信号（以下、数字ＲＣ信号と
もいう）を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる。たとえば、文字
ボタン画像５ＢＧＣに対応する文字ボタンは、押下されることにより、数字“５”を入力
するための数字ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信するためのボタンとなる。
【０５４５】
　なお、変化後の接続状態が、コンテンツ再生装置６００に記録媒体が接続された状態で
あり、かつ、数字を入力する必要がある場合、制御データＴＣには、制御画像ＭＧ４００
Ｃに表示される複数のボタン画像と、携帯端末装置５００に設けられるボタンとの対応関
係を示すデータと、状態ＭＣＴＣＣにおいて、携帯端末装置５００に設けられるボタンが
押下されることにより使用されるＲＣ信号のデータも含まれる。
【０５４６】
　再び、図４６を参照して、ステップＳ５４５の処理の後、ステップＳ５４６に進む。
　ステップＳ５４６では、制御部６１０が、通信部６６０を使用した近距離の無線通信に
より、生成した制御データＴＣを、携帯端末装置５００へ送信する。そして、この接続状
態解析処理Ｔは終了する。
【０５４７】
　ステップＳ５４７では、制御部６１０が、制御信号対応処理Ｔを実行する。制御信号対
応処理Ｔは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。
【０５４８】
　制御信号対応処理Ｔでは、制御部６１０が、受信した制御信号としてのＲＣ信号に対応
する処理を行なう。
【０５４９】
　受信データ対応処理Ｍでは、まず、ステップＳ５１１の処理が行なわれる。
　ステップＳ５１１では、制御部５１０が、制御データＴＣを受信したか否かを判定する
。ステップＳ５１１において、ＹＥＳならば、ステップＳ５１２に進む。一方、ステップ
Ｓ５１１において、ＮＯならば、再度、ステップＳ５１１の処理が行なわれる。ここでは
、制御データＴＣを受信したとして、ステップＳ５１２に進む。
【０５５０】
　ステップＳ５１２では、報知処理Ｍが行なわれる。報知処理Ｍは、コンテンツ再生装置
６００の接続状態の変化を報知するための処理である。報知処理Ｍでは、振動発生処理が
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行なわれる。振動発生処理では、制御部５１０が、振動部５７９へ、振動部５７９を振動
させるための制御指示（以下、振動制御指示ともいう）を送信する。振動部５７９は、振
動制御指示を受信すると、振動部５７９自身が所定時間（たとえば、２秒）振動すること
により、携帯端末装置５００を振動させる。
【０５５１】
　なお、報知処理Ｍでは、振動発生処理の代わりに音発生処理が行なわれてもよい。音発
生処理では、制御部５１０が、コンテンツ再生装置６００の接続状態の変化を報知するた
めの音声データを、音声出力部５７２へ送信する。音声出力部５７２は、受信した音声デ
ータに基づく音声（たとえば、ビープ音）を、スピーカから出力する。そして、ステップ
Ｓ５１２の処理は終了する。
【０５５２】
　以上の報知処理Ｍにより、ユーザは、コンテンツ再生装置６００の接続状態が変化した
ことを容易に気づくことができる。
【０５５３】
　ステップＳ５１２の処理の後、ステップＳ５１３に進む。
　ステップＳ５１３では、データ対応処理Ｍが行なわれる。データ対応処理Ｍでは、制御
部５１０が、受信した制御データＴＣに基づく処理を行なう。
【０５５４】
　ここで、制御データＴＣは、変化後の接続状態が、コンテンツ再生装置６００に記録媒
体が接続された状態であり、かつ、数字を入力する必要がある場合に、接続状態解析処理
Ｔにより生成されたデータであるとする。この場合、制御部５１０は、制御データＴＣを
使用して、図４８の端末用報知画像ＭＧ７００を表示部５３０に表示させる。
【０５５５】
　そして、制御部５１０は、ボタン画像ＭＢＧ７５０を押下処理するためのインターフェ
ース操作Ｍがあった場合、制御データＴＣを使用して、図４９の制御画像ＭＧ４００Ｃを
表示部５３０に表示させる。この場合、携帯端末装置５００の状態は、状態ＭＣＴＣＣと
なる。すなわち、携帯端末装置５００は、コンテンツ再生装置６００を制御可能な状態に
なる。すわなち、携帯端末装置５００は、コンテンツ再生装置６００を制御することによ
り数字を入力できる状態となる。そして、ステップＳ５１４に進む。
【０５５６】
　ステップＳ５１４では、制御部５１０が、操作対応処理ＭＣを実行する。操作対応処理
ＭＣは、他の処理とは独立して行なわれる処理である。そして、この受信データ対応処理
Ｍは終了する。
【０５５７】
　操作対応処理ＭＣでは、制御部５１０が、携帯端末装置５００において行なわれた操作
に対応する処理を行なう。具体的には、制御部５１０が、表示部５３０に表示されている
制御画像に配置されたボタン画像に対応するボタンの押下操作があったか否かを判定する
。制御部５１０は、ボタンが押下された場合、当該ボタンに割り当てられた処理を行なう
。
【０５５８】
　ここで、表示部５３０に表示されている制御画像は、図４９の制御画像ＭＧ４００Ｃで
あるとする。また、表示部６３０には、数字入力画像ＴＧ６００が表示されているとする
。この場合、たとえば、文字ボタン画像５ＢＧＣに対応する文字ボタンが押下された場合
、制御部５１０は、数字“５”を入力するための数字ＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６
００へ送信する。
【０５５９】
　コンテンツ再生装置６００では、数字“５”を入力するための数字ＲＣ信号を受信する
と、他の処理とは独立して行なわれる制御信号対応処理Ｔにおいて、制御部６１０が、入
力枠ＩＷ６１０に数字“５”を表示する。なお、暗号化コンテンツを復号するための４桁
の数字が入力枠ＩＷ６１０に入力されると、制御部６１０は、暗号化コンテンツを復号し
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、復号したコンテンツを、表示部６３０に表示させる。復号されたコンテンツは、たとえ
ば、動画像、静止画像等である。
【０５６０】
　以上の処理により、携帯端末装置５００は、変化後の接続状態に応じたコンテンツ再生
装置６００を制御可能な状態になることができる。すなわち、他の装置としての携帯端末
装置５００が、コンテンツ再生装置６００の接続状態に応じた装置を制御可能な状態にな
ることを実現することができるという効果を奏する。
【０５６１】
　次に、コンテンツ再生装置６００の接続状態が変化した場合の他の例について説明する
。ここで、記録媒体が接続されていないコンテンツ再生装置６００に、図示しない記録媒
体挿入部Ｔを利用して、記録媒体が接続されたとする。
【０５６２】
　この場合、ステップＳ５４１において、ＹＥＳと判定され、ステップＳ５４２に進む。
　そして、ステップＳ５４２の処理が行なわれ、必要ならば、ステップＳ５４３の処理が
行なわれ、ステップＳ５４４に進む。
【０５６３】
　また、ステップＳ５４４で、ＹＥＳと判定され、ステップＳ５４５に進む。
　ステップＳ５４５では、前述したように接続状態解析処理Ｔが行なわれる。ここで、コ
ンテンツ再生装置６００に接続された接続記録媒体には、動画コンテンツが記録されてい
るとする。
【０５６４】
　この場合、接続状態解析処理Ｔでは、制御部６１０は、接続記録媒体にデータアクセス
し、接続記録媒体に動画コンテンツが記録されていることを認識する。この場合、制御部
６１０は、報知画像ＴＡおよび端末用報知画像ＭＡを生成し、生成した報知画像ＴＡのみ
を表示部６３０に表示させる。報知画像ＴＡには、メッセージＴＡが表示される。メッセ
ージＴＡは、たとえば、「記録媒体が接続されました。記録媒体には、動画コンテンツが
記録されています。」というメッセージである。
【０５６５】
　端末用報知画像ＭＡは、携帯端末装置５００の表示部５３０に表示させるための画像で
ある。端末用報知画像ＭＡには、メッセージＭＡが表示される。メッセージＭＡは、たと
えば、「記録媒体が接続されました。記録媒体には、動画コンテンツが記録されています
。動画コンテンツを再生しますか？」というメッセージである。また、端末用報知画像Ｍ
Ａには、ボタン画像ＭＡが配置される。ボタン画像ＭＡは、押下処理されることにより、
図２６の制御画像ＭＧ４００を表示部５３０に表示させるためのボタン画像である。
【０５６６】
　また、接続状態解析処理Ｔでは、制御部６１０が、変化後の接続状態に応じた制御デー
タＴＣを生成する。変化後の接続状態が、コンテンツ再生装置６００に記録媒体が接続さ
れた状態であり、かつ、当該記録媒体に動画コンテンツが記録されている場合、生成され
る制御データＴＣは、前述した端末用報知画像ＭＡと、図２６の制御画像ＭＧ４００とを
携帯端末装置５００の表示部５３０に順に表示させるためのデータであるとする。また、
この場合、制御データＴＣは、表示部５３０に端末用報知画像ＭＡが表示されている状態
で、ボタン画像ＭＡを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合に、制御
画像ＭＧ４００を表示部５３０に表示させるデータであるとする。また、この場合、制御
データＴＣは、ボタン画像ＭＡを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場
合に、動画コンテンツを再生させるためのＲＣ信号（以下、再生ＲＣ信号ともいう）を、
コンテンツ再生装置６００へ送信するためのデータであるとする。
【０５６７】
　また、この場合、生成される制御データＴＣには、制御画像ＭＧ４００に表示される複
数のボタン画像と、携帯端末装置５００に設けられるボタンとの対応関係を示すデータと
、前述の状態ＭＣＴＣにおいて、携帯端末装置５００に設けられるボタンが押下されるこ
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とにより使用されるＲＣ信号のデータも含まれる。
【０５６８】
　ステップＳ５４６では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。この処理により、生成された制御データＴＣが、携帯端末装置５００へ送信され
る。
【０５６９】
　ステップＳ５４７では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。
【０５７０】
　受信データ対応処理Ｍでは、前述したのと同様に、ステップＳ５１１，Ｓ５１２の処理
が行なわれる。そして、ステップＳ５１３では、前述したのと同様にデータ対応処理Ｍが
行なわれる。
【０５７１】
　受信データ対応処理Ｍでは、制御部５１０は、制御データＴＣを使用して、端末用報知
画像ＭＡを表示部５３０に表示させる。そして、制御部５１０は、ボタン画像ＭＡを押下
処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御データＴＣを使用して、図２
６の制御画像ＭＧ４００を表示部５３０に表示させる。この場合、携帯端末装置５００の
状態は、状態ＭＣＴＣとなる。すなわち、携帯端末装置５００は、コンテンツ再生装置６
００を制御可能な状態になる。すわなち、携帯端末装置５００は、コンテンツ再生装置６
００を制御することにより、記録媒体に記録されている動画コンテンツの再生制御ができ
るようになる。
【０５７２】
　また、制御部５１０は、動画コンテンツを再生させるための再生ＲＣ信号を、コンテン
ツ再生装置６００へ送信する。コンテンツ再生装置６００では、再生ＲＣ信号を受信する
と、他の処理とは独立して行なわれる制御信号対応処理Ｔにおいて、制御部６１０が、動
画コンテンツを再生し、動画コンテンツの再生画像を、表示部６３０に表示させる。
【０５７３】
　ステップＳ５１４では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。この処理により、操作対応処理ＭＣが実行される。
【０５７４】
　操作対応処理ＭＣでは、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。
【０５７５】
　ここで、表示部５３０に表示されている制御画像は、図２６の制御画像ＭＧ４００であ
るとする。また、コンテンツ再生装置６００では、動画コンテンツが再生されており、表
示部６３０には、動画コンテンツの再生画像が表示されているとする。
【０５７６】
　この場合、たとえば、決定ボタン画像５４１ＥＧに対応する決定ボタン５４１Ｅが押下
された場合、制御部５１０は、再生されているコンテンツを一時停止するためのＲＣ信号
（以下、一時停止ＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再生装置６００へ送信する。コンテ
ンツ再生装置６００では、一時停止ＲＣ信号を受信すると、他の処理とは独立して行なわ
れる制御信号対応処理Ｔにおいて、制御部６１０が、再生されている動画コンテンツを、
一時停止させる。
【０５７７】
　以上の処理により、携帯端末装置５００は、変化後の接続状態に応じたコンテンツ再生
装置６００を制御可能な状態になることができる。すなわち、他の装置としての携帯端末
装置５００が、コンテンツ再生装置６００の接続状態に応じた装置を制御可能な状態にな
ることを実現することができるという効果を奏する。
【０５７８】
　次に、コンテンツ再生装置６００の接続状態が変化した場合の他の例について説明する
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。ここで、録画装置６００Ａの主電源がオフであるとする。この場合、録画装置６００Ａ
は、コンテンツ再生装置６００と通信できない状態であるとする。この状態において、録
画装置６００Ａの主電源がオンにされ、録画装置６００Ａの動作モードが通常モードとな
り、コンテンツ再生装置６００が、録画装置６００Ａと通信可能となったとする。すなわ
ち、コンテンツ再生装置６００における、他の装置との通信状態が変化したとする。
【０５７９】
　この場合、ステップＳ５４１において、制御部６１０は、コンテンツ再生装置６００の
通信の接続状態が変化したと判定し、ステップＳ５４２に進む。
【０５８０】
　そして、ステップＳ５４２の処理が行なわれ、必要ならば、ステップＳ５４３の処理が
行なわれ、ステップＳ５４４に進む。
【０５８１】
　また、ステップＳ５４４で、ＹＥＳと判定され、ステップＳ５４５に進む。
　ステップＳ５４５では、前述したように接続状態解析処理Ｔが行なわれる。ここで、録
画装置６００Ａには、動画コンテンツが記録されているとする。
【０５８２】
　この場合、接続状態解析処理Ｔでは、制御部６１０は、報知画像ＴＢおよび端末用報知
画像ＭＢを生成し、生成した報知画像ＴＢのみを表示部６３０に表示させる。報知画像Ｔ
Ｂには、メッセージＴＢが表示される。メッセージＴＢは、たとえば、「録画装置が接続
されました。録画装置には、動画コンテンツが記録されています。」というメッセージで
ある。なお、接続状態解析処理Ｔでは、表示部６３０に報知画像ＴＢが表示される代わり
に、以下の処理ＴＣが行なわれてもよい。
【０５８３】
　処理ＴＣは、たとえば、コンテンツ再生装置６００が、外部装置である録画装置６００
Ａの画面を表示するための入力切換えを行なうという処理である。また、処理ＴＣは、た
とえば、表示部６３０に表示されている画像（たとえば、ＴＶ画像）内の一部に、報知画
像ＴＢが表示される処理である。また、処理ＴＣは、たとえば、表示部６３０に、テロッ
プとしてメッセージＴＢを表示させる処理である。また、処理ＴＣは、たとえば、表示部
６３０に、録画装置が接続された旨を示すアイコンを表示する処理である。
【０５８４】
　端末用報知画像ＭＢは、携帯端末装置５００の表示部５３０に表示させるための画像で
ある。端末用報知画像ＭＢには、メッセージＭＢが表示される。メッセージＭＢは、たと
えば、「録画装置が接続されました。録画装置には、動画コンテンツが記録されています
。記録媒体には、動画コンテンツが記録されています。動画コンテンツを再生しますか？
」というメッセージである。また、端末用報知画像ＭＢには、ボタン画像ＭＢが配置され
る。ボタン画像ＭＢは、押下処理されることにより、図２６の制御画像ＭＧ４００を表示
部５３０に表示させるためのボタン画像である。
【０５８５】
　接続状態解析処理Ｔでは、制御部６１０が、変化後の接続状態に応じた制御データＴＣ
を生成する。変化後の接続状態が、コンテンツ再生装置６００に録画装置６００Ａが接続
された状態である場合、生成される制御データＴＣは、前述した端末用報知画像ＭＢと、
図２６の制御画像ＭＧ４００とを携帯端末装置５００の表示部５３０に順に表示させるた
めのデータであるとする。ここで、制御画像ＭＧ４００は、録画装置６００Ａを制御する
ための制御画像であるとする。
【０５８６】
　また、この場合、制御データＴＣは、表示部５３０に端末用報知画像ＭＢが表示されて
いる状態で、ボタン画像ＭＢを押下処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合
に、制御画像ＭＧ４００を表示部５３０に表示させるデータであるとする。また、この場
合、制御データＴＣは、ボタン画像ＭＢを押下処理するためのインターフェース操作Ｍが
あった場合に、録画装置６００Ａの画面を表示するための入力切換えを行なうためのＲＣ
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信号（以下、入力切換えＲＣ信号ともいう）を、コンテンツ再生装置６００へ送信し、か
つ、動画コンテンツを再生させるための再生ＲＣ信号を、録画装置６００Ａへ送信するた
めのデータであるとする。
【０５８７】
　また、この場合、生成される制御データＴＣには、制御画像ＭＧ４００に表示される複
数のボタン画像と、携帯端末装置５００に設けられるボタンとの対応関係を示すデータと
、状態ＭＣＴＣにおいて、携帯端末装置５００に設けられるボタンが押下されることによ
り使用されるＲＣ信号のデータも含まれる。なお、状態ＭＣＴＣの携帯端末装置５００に
設けられるボタンが押下されることにより使用されるＲＣ信号は、録画装置６００Ａにお
ける動画コンテンツの再生制御を行なうためのＲＣ信号であるとする。すなわち、生成さ
れる制御データＴＣは、録画装置６００Ａを制御するためのデータでもある。
【０５８８】
　ステップＳ５４６では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。この処理により、生成された制御データＴＣが、携帯端末装置５００へ送信され
る。
【０５８９】
　ステップＳ５４７では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。
【０５９０】
　受信データ対応処理Ｍでは、前述したのと同様に、ステップＳ５１１，Ｓ５１２の処理
が行なわれる。そして、ステップＳ５１３では、前述したのと同様にデータ対応処理Ｍが
行なわれる。
【０５９１】
　受信データ対応処理Ｍでは、制御部５１０は、制御データＴＣを使用して、端末用報知
画像ＭＢを表示部５３０に表示させる。そして、制御部５１０は、ボタン画像ＭＢを押下
処理するためのインターフェース操作Ｍがあった場合、制御データＴＣを使用して、図２
６の制御画像ＭＧ４００を表示部５３０に表示させる。この場合、携帯端末装置５００の
状態は、状態ＭＣＴＣとなる。すなわち、携帯端末装置５００は、録画装置６００Ａを制
御可能な状態になる。すなわち、携帯端末装置５００は、録画装置６００Ａに記録されて
いる動画コンテンツの再生制御ができるようになる。
【０５９２】
　また、制御部５１０は、入力切換えＲＣ信号を、コンテンツ再生装置６００へ送信する
。また、制御部５１０は、再生ＲＣ信号を、録画装置６００Ａへ送信する。
【０５９３】
　コンテンツ再生装置６００では、他の処理とは独立して行なわれる制御信号対応処理Ｔ
において、入力切換えＲＣ信号を受信すると、外部装置である録画装置６００Ａの画面を
表示するための入力切換えを行なう。
【０５９４】
　録画装置６００Ａは、再生ＲＣ信号を受信すると、動画コンテンツを再生し、動画コン
テンツの再生画像のデータ（以下、再生データともいう）を、コンテンツ再生装置６００
へ送信する。コンテンツ再生装置６００の制御部６１０は、受信した再生データに基づく
画像を表示部６３０に表示させる。
【０５９５】
　ステップＳ５１４では、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。この処理により、操作対応処理ＭＣが実行される。
【０５９６】
　操作対応処理ＭＣでは、前述したのと同様な処理が行なわれるので詳細な説明は繰り返
さない。
【０５９７】
　ここで、表示部５３０に表示されている制御画像は、図２６の制御画像ＭＧ４００であ
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るとする。前述したように、制御画像ＭＧ４００は、録画装置６００Ａを制御するための
制御画像であるとする。また、コンテンツ再生装置６００の表示部６３０には、録画装置
６００Ａにおいて再生されている動画コンテンツの再生画像が表示されているとする。
【０５９８】
　この場合、操作対応処理ＭＣでは、たとえば、決定ボタン画像５４１ＥＧに対応する決
定ボタン５４１Ｅが押下された場合、制御部５１０は、再生されているコンテンツを一時
停止するための一時停止ＲＣ信号を、録画装置６００Ａへ送信する。録画装置６００Ａで
は、一時停止ＲＣ信号を受信すると、再生している動画コンテンツを、一時停止させる。
【０５９９】
　以上の処理により、携帯端末装置５００は、変化後の接続状態に応じた録画装置６００
Ａを制御可能な状態になることができる。すなわち、他の装置としての携帯端末装置５０
０が、コンテンツ再生装置６００の接続状態に応じた装置を制御可能な状態になることを
実現することができるという効果を奏する。
【０６００】
　なお、本実施の形態では、撮像装置（たとえば、デジタルビデオカメラ）が、コンテン
ツ再生装置６００に設けられた図示しない映像端子と、映像ケーブルとを利用して、コン
テンツ再生装置６００に接続されてもよい。この場合、前述したのと同様に、受信データ
対応処理Ｍおよび接続状態変化対応処理Ｔが行なわれる。これらの処理により、携帯端末
装置５００の表示部５３０には、撮像装置を制御するための制御画像が表示されるとする
。したがって、携帯端末装置５００は、たとえば、撮像装置に記録されている動画コンテ
ンツの再生制御が可能になる。また、たとえば、コンテンツ再生装置６００に接続されて
いるＨＤＤレコーダーの電源がオンされた場合に、携帯端末装置５００にその操作メニュ
ーが表示されてもよい。
【０６０１】
　なお、本実施の形態では、コンテンツを記録した携帯可能な端末装置（以下、携帯端末
装置ＭＣともいう）が、コンテンツ再生装置６００に設けられた図示しない通信端子と、
通信ケーブルとを利用して、コンテンツ再生装置６００に接続されてもよい。携帯端末装
置ＭＣは、たとえば、音楽プレーヤー、携帯電話等である。携帯端末装置ＭＣに記録され
ているコンテンツは、たとえば、音楽コンテンツ、動画コンテンツ、静止画像である。
【０６０２】
　この場合、前述したのと同様に、受信データ対応処理Ｍおよび接続状態変化対応処理Ｔ
が行なわれる。これらの処理により、携帯端末装置５００の表示部５３０には、携帯端末
装置ＭＣを制御するための制御画像が表示されるとする。したがって、携帯端末装置５０
０は、たとえば、携帯端末装置ＭＣに記録されているコンテンツの再生制御が可能になる
。
【０６０３】
　以上説明したように、本実施の形態では、コンテンツ再生装置６００が、コンテンツ再
生装置６００の接続状態の変化があるか否かを判定する。接続状態の変化があった場合、
コンテンツ再生装置６００は、接続状態に応じた装置を制御するための制御データＴＣを
生成し、制御データＴＣを、携帯端末装置５００へ送信する。携帯端末装置５００は、受
信した制御データＴＣに基づく処理を行なう。この処理により、他の装置としての携帯端
末装置５００が、コンテンツ再生装置６００の接続状態に応じた装置を制御可能な状態に
なることを実現することができるという効果を奏する。
【０６０４】
　（機能ブロック図）
　図５０は、第１の実施の形態における、制御部６１０の機能ブロック図である。図５０
を参照して、制御部６１０は、再生部６１１と、送信部６１２とを含む。
【０６０５】
　ここで、記憶部６３０は、コンテンツと、コンテンツに応じた環境情報とを記憶する。
再生部６１１は、コンテンツを再生する。送信部６１２は、再生部６１１によりコンテン
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ツが再生される場合に、コンテンツに応じた環境情報に基づく再生環境を生成するための
環境生成制御情報を、携帯端末装置５００へ送信する。
【０６０６】
　制御部６１０は、さらに、取得部６１３を含む。取得部６１３は、コンテンツと、コン
テンツに応じた環境情報とを取得する。
【０６０７】
　制御部６１０は、さらに、情報取得部６１４を含む。情報取得部６１４は、携帯端末装
置５００により外部装置の制御が行なわれてない状態における、コンテンツ再生装置６０
０の再生環境を生成するための環境生成制御情報を取得する。
【０６０８】
　なお、制御部６１０に含まれる、再生部６１１、送信部６１２、取得部６１３および情
報取得部６１４の全てまたは一部は、ハードウエアで構成されてもよい。また、再生部６
１１、送信部６１２、取得部６１３および情報取得部６１４の全てまたは一部は、制御部
６１０により実行されるプログラムのモジュールであってもよい。
【０６０９】
　図５１は、第２の実施の形態における、制御部５１０および制御部６１０の機能ブロッ
ク図である。図５１を参照して、制御部５１０は、第１受信部５１１Ａと、第２送信部５
１２Ａとを含む。制御部６１０は、再生制御部６１１Ａと、取得部６１２Ａと、第１送信
部６１３Ａと、第２受信部６１４Ａとを含む。
【０６１０】
　再生制御部６１１Ａは、コンテンツの再生を制御する。取得部６１２Ａは、再生制御部
６１１Ａにより再生が停止されたコンテンツである再生停止コンテンツを再生するための
情報である再生情報を取得する。第１送信部６１３Ａは、再生情報を、携帯端末装置５０
０へ送信する。
【０６１１】
　第１受信部５１１Ａは、コンテンツ再生装置６００から送信される再生情報を受信する
。記憶部５２０は、受信した再生情報を記憶する。第２送信部５１２Ａは、記憶部５２０
に記憶されている再生情報を、コンテンツ再生装置６００へ送信する。
【０６１２】
　第２受信部６１４Ａは、携帯端末装置５００から送信される再生情報を受信する。再生
制御部６１１Ａは、受信した再生情報を使用して、再生停止コンテンツを再生する。
【０６１３】
　制御部６１０は、さらに、コンテンツ取得部６１５Ａを含む。再生情報は、コンテンツ
の所在を示す情報である所在情報を含む。コンテンツ取得部６１５Ａは、所在情報により
コンテンツを取得する。
【０６１４】
　なお、制御部５１０に含まれる、第１受信部５１１Ａおよび第２送信部５１２Ａの全て
または一部は、ハードウエアで構成されてもよい。また、第１受信部５１１Ａおよび第２
送信部５１２Ａの全てまたは一部は、制御部５１０により実行されるプログラムのモジュ
ールであってもよい。
【０６１５】
　また、制御部６１０に含まれる、再生制御部６１１Ａ、取得部６１２Ａ、第１送信部６
１３Ａ、第２受信部６１４Ａおよびコンテンツ取得部６１５Ａの全てまたは一部は、ハー
ドウエアで構成されてもよい。また、再生制御部６１１Ａ、取得部６１２Ａ、第１送信部
６１３Ａ、第２受信部６１４Ａおよびコンテンツ取得部６１５Ａの全てまたは一部は、制
御部６１０により実行されるプログラムのモジュールであってもよい。
【０６１６】
　図５２は、第３の実施の形態における、制御部６１０の機能ブロック図である。図５２
を参照して、制御部６１０は、設定部６１１Ｂと、取得部６１２Ｂと、送信部６１３Ｂと
、受信部６１４Ｂと、実行部６１５Ｂとを含む。
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【０６１７】
　設定部６１１Ｂは、コンテンツ再生装置６００の状態を、動作状態または、動作状態よ
り消費電力の低い待機状態に設定する。取得部６１２Ｂは、コンテンツ再生装置の近傍の
装置の状態を示す状態情報を取得する。送信部６１３Ｂは、設定部６１１Ｂによる、コン
テンツ再生装置６００の状態の設定に応じて、取得された状態情報を、携帯端末装置５０
０へ送信する。
【０６１８】
　携帯端末装置５００は、受信した状態情報に基づいて、該状態情報を提供した装置を制
御するための制御指示をコンテンツ再生装置６００へ送信する。
【０６１９】
　受信部６１４Ｂは、状態情報を受信した携帯端末装置５００から送信される制御指示を
受信する。実行部６１５Ｂは、受信した制御指示に応じた処理を行なう。
【０６２０】
　なお、制御部６１０に含まれる、設定部６１１Ｂ、取得部６１２Ｂ、送信部６１３Ｂ、
受信部６１４Ｂおよび実行部６１５Ｂの全てまたは一部は、ハードウエアで構成されても
よい。また、設定部６１１Ｂ、取得部６１２Ｂ、送信部６１３Ｂ、受信部６１４Ｂおよび
実行部６１５Ｂの全てまたは一部は、制御部６１０により実行されるプログラムのモジュ
ールであってもよい。
【０６２１】
　図５３は、第４の実施の形態における、制御部６１０の機能ブロック図である。図５３
を参照して、制御部６１０は、判定部６１１Ｃと、送信部６１２Ｃとを含む。
【０６２２】
　判定部６１１Ｃは、コンテンツ再生装置６００の接続状態の変化があるか否かを判定す
る。送信部６１２Ｃは、判定部６１１Ｃにより、接続状態の変化があると判定された場合
、変化後の接続状態に応じた装置を制御するための制御情報を、携帯端末装置５００へ送
信する。
【０６２３】
　なお、制御部６１０に含まれる、判定部６１１Ｃおよび送信部６１２Ｃの全てまたは一
部は、ハードウエアで構成されてもよい。また、判定部６１１Ｃおよび送信部６１２Ｃの
全てまたは一部は、制御部６１０により実行されるプログラムのモジュールであってもよ
い。
【０６２４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０６２５】
【図１】本実施の形態におけるネットワークシステムの構成を示す図である。
【図２】携帯端末装置の外観を正面から示した図である。
【図３】携帯端末装置の内部構成を示したブロック図である。
【図４】コンテンツ再生装置の内部構成を示したブロック図である。
【図５】コンテンツ再生処理Ｍおよびコンテンツ再生処理Ｔのフローチャートである。
【図６】一例としての確認画像を示す図である。
【図７】一例としてのコンテンツ関連データを示す図である。
【図８】一例としての環境データを示す図である。
【図９】一例としてのコンテンツ情報データテーブルを示す図である。
【図１０】一例としてのリスト選択データを示す図である。
【図１１】一例としての選択画像を示す図である。
【図１２】一例としてのコンテンツリストデータを示す図である。
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【図１３】一例としてのコンテンツリスト画像を示す図である。
【図１４】一例としての照明データテーブルを示す図である。
【図１５】一例としての制御画像を示す図である。
【図１６】一例としての照明設定データを示す図である。
【図１７】一例としての制御画像を示す図である。
【図１８】一例としての空気調整設定データを示す図である。
【図１９】一例としての音量データテーブルを示す図である。
【図２０】一例としての画面明るさデータテーブルを示す図である。
【図２１】一例としての制御画像を示す図である。
【図２２】一例としての再生装置設定データを示す図である。
【図２３】一例としての再生環境データを示す図である。
【図２４】一例としての制御画像を示す図である。
【図２５】一例としての変更再生環境データを示す図である。
【図２６】一例としての制御画像を示す図である。
【図２７】停止制御処理Ｍおよび停止制御対応処理Ｔのフローチャートである。
【図２８】一例としてのレジュームデータを示す図である。
【図２９】一例としてのレジュームデータテーブルを示す図である。
【図３０】続き再生処理Ｍおよび続き再生処理Ｔのフローチャートである。
【図３１】一例としてのレジュームデータテーブルを示す図である。
【図３２】一例としてのリスト画像を示す図である。
【図３３】一例としての時間帯別制御装置カウントテーブルを示す図である。
【図３４】制御装置特定処理Ｍのフローチャートを示す図である。
【図３５】一例としての時間帯別制御装置カウントテーブルを示す図である。
【図３６】一例としての時間帯別制御装置データテーブルを示す図である。
【図３７】一例としての制御画像を示す図である。
【図３８】電源オフ制御処理Ｍおよび電源オフ制御対応処理Ｔのフローチャートである。
【図３９】一例としての状態データを示す図である。
【図４０】一例としての状態データを示す図である。
【図４１】一例としての状態データを示す図である。
【図４２】一例としての状態データを示す図である。
【図４３】一例としての状態通知データを示す図である。
【図４４】一例としての確認画像を示す図である。
【図４５】一例としての一覧画像を示す図である。
【図４６】受信データ対応処理Ｍおよび接続状態変化対応処理Ｔのフローチャートである
。
【図４７】一例としての数字入力画像を示す図である。
【図４８】一例としての端末用報知画像を示す図である。
【図４９】一例としての制御画像を示す図である。
【図５０】第１の実施の形態における、制御部の機能ブロック図である。
【図５１】第２の実施の形態における、異なる２つの制御部の機能ブロック図である。
【図５２】第３の実施の形態における、制御部の機能ブロック図である。
【図５３】第４の実施の形態における、制御部の機能ブロック図である。
【符号の説明】
【０６２６】
　５０　通信装置、７０　ネットワーク、１８０，１８０Ａ　プログラム、５００　携帯
端末装置、５１０，６１０　制御部、５２０，６２０　記憶部、５３０、６３０　表示部
、５４０　入力部、５５５，５５５Ａ　記録媒体、６００，７００Ａ，７００Ｂ　コンテ
ンツ再生装置、６００Ａ　録画装置、９１０，９１０Ａ　照明装置、９２０　空気調整装
置、１０００　ネットワークシステム。
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