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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯デバイスを利用して実行することが可能なコンテンツ提供方法であって、前記携帯
デバイスは、外部リモコンに対する近距離接続を設定するように構成される第１通信部と
、外部ディスプレイ装置に対する接続を設定するように構成される第２通信部とを有し、
前記外部リモコンは前記外部ディスプレイ装置を制御するように構成され、前記コンテン
ツ提供方法は：
　前記携帯デバイスのディスプレイでコンテンツを表示する段階；
　前記第１通信部により、前記外部リモコンから、前記外部ディスプレイ装置に関連する
情報を受信する段階；
　前記外部リモコンから受信される情報に基づいて、前記第２通信部により、前記外部デ
ィスプレイ装置に対する接続を設定する段階；及び
　前記携帯デバイスのディスプレイに表示されるコンテンツを前記外部ディスプレイ装置
へ提供する段階であって、前記外部ディスプレイ装置に対して、前記第２通信部により接
続が設定されている、段階；
　を有するコンテンツ提供方法。
【請求項２】
　前記外部ディスプレイ装置に対する接続を設定することは、前記携帯デバイスの通信機
能をアクティブにすることを含む、請求項１に記載のコンテンツ提供方法。
【請求項３】
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　前記近距離接続は、少なくとも１つの近距離通信規格に基づいている、請求項１に記載
のコンテンツ提供方法。
【請求項４】
　前記外部ディスプレイ装置に対する接続は、ワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）ダイレクトに基
づいている、請求項１に記載のコンテンツ提供方法。
【請求項５】
　前記コンテンツは画像を含む、請求項１に記載のコンテンツ提供方法。
【請求項６】
　前記コンテンツは、前記携帯デバイスのディスプレイに表示されるユーザ・インタフェ
ース（ＵＩ）に対応する画像を含む、請求項１に記載のコンテンツ提供方法。
【請求項７】
　前記コンテンツは、前記携帯デバイスで再生されるコンテンツを含む、請求項１に記載
のコンテンツ提供方法。
【請求項８】
　前記外部リモコンから受信される情報は、前記携帯デバイスのディスプレイに表示され
るコンテンツを表示するための、前記コンテンツを表示する前記携帯デバイスと前記外部
ディスプレイ装置との間の認証に関連するデータを含む、請求項１に記載のコンテンツ提
供方法。
【請求項９】
　携帯デバイスであって、
　ディスプレイ；
　外部リモコンに対する近距離接続を設定するように構成される第１通信部と、
　外部ディスプレイ装置に対する接続を設定するように構成される第２通信部であって、
前記外部リモコンは前記外部ディスプレイ装置を制御するように構成されている、第２通
信部；及び
　プロセッサを有し、前記プロセッサは：
　前記ディスプレイでコンテンツを表示する段階；
　前記第１通信部により、前記外部リモコンから、前記外部ディスプレイ装置に関連する
情報を受信する段階；
　前記外部リモコンから受信される情報に基づいて、前記第２通信部により、前記外部デ
ィスプレイ装置に対する接続を設定する段階；及び
　前記ディスプレイに表示されるコンテンツを前記外部ディスプレイ装置へ提供する段階
であって、前記外部ディスプレイ装置に対して、前記第２通信部により接続が設定されて
いる、段階；
　を行うように構成されている、携帯デバイス。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、前記携帯デバイスの通信機能をアクティブにすることにより、前記
外部ディスプレイ装置に対する接続を設定するように構成される、請求項９に記載の携帯
デバイス。
【請求項１１】
　前記近距離接続は、少なくとも１つの近距離通信規格に基づいている、請求項９に記載
の携帯デバイス。
【請求項１２】
　前記外部ディスプレイ装置に対する接続は、ワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）ダイレクトに基
づいている、請求項９に記載の携帯デバイス。
【請求項１３】
　前記コンテンツは画像を含む、請求項９に記載の携帯デバイス。
【請求項１４】
　前記コンテンツは、前記ディスプレイに表示されるユーザ・インタフェース（ＵＩ）に
対応する画像を含む、請求項９に記載の携帯デバイス。
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【請求項１５】
　前記コンテンツは、前記携帯デバイスで再生されるコンテンツを含む、請求項９に記載
の携帯デバイス。
【請求項１６】
　前記外部リモコンから受信される情報は、前記携帯デバイスのディスプレイに表示され
るコンテンツを表示するための、前記コンテンツを表示する前記携帯デバイスと前記外部
ディスプレイ装置との間の認証に関連するデータを含む、請求項９に記載の携帯デバイス
。
【請求項１７】
　命令を含むプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記
命令はコンピュータにコンテンツ提供方法を実行させ、前記コンテンツ提供方法は：
　携帯デバイスのディスプレイでコンテンツを表示する段階；
　第１通信部により、外部リモコンから、外部ディスプレイ装置に関連する情報を受信す
る段階であって、前記外部リモコンは前記外部ディスプレイ装置を制御するように構成さ
れている、段階；
　前記外部リモコンから受信される情報に基づいて、第２通信部により、前記外部ディス
プレイ装置に対する接続を設定する段階；及び
　前記携帯デバイスのディスプレイに表示されるコンテンツを前記外部ディスプレイ装置
へ提供する段階であって、前記外部ディスプレイ装置に対して、前記第２通信部により接
続が設定されている、段階；
　を含む、記録媒体。
【請求項１８】
　前記外部ディスプレイ装置に対する接続を設定することは、前記携帯デバイスの通信機
能をアクティブにすることを含む、請求項１７に記載の記録媒体。
【請求項１９】
　近距離接続は、少なくとも１つの近距離通信規格に基づいている、請求項１７に記載の
記録媒体。
【請求項２０】
　前記外部ディスプレイ装置に対する接続は、ワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）ダイレクトに基
づいている、請求項１７に記載の記録媒体。
【請求項２１】
　前記コンテンツは画像を含む、請求項１７に記載の記録媒体。
【請求項２２】
　前記コンテンツは、前記携帯デバイスのディスプレイに表示されるユーザ・インタフェ
ース（ＵＩ）に対応する画像を含む、請求項１７に記載の記録媒体。
【請求項２３】
　前記コンテンツは、前記携帯デバイスで再生されるコンテンツを含む、請求項１７に記
載の記録媒体。
【請求項２４】
　前記外部リモコンから受信される情報は、前記携帯デバイスのディスプレイに表示され
るコンテンツを表示するための、前記コンテンツを表示する前記携帯デバイスと前記外部
ディスプレイ装置との間の認証に関連するデータを含む、請求項１７に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ再生に係り、特に、機器間でコンテンツをシームレス（seamless
）再生するコンテンツ再生方法及びそのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォン、ハンドヘルドＰＣ（hand-held　personal　computer）、タブレット
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（tablet）ＰＣ、スマートＴＶ（television）のような機器の機能がだんだんと多様化し
ている。それにより、同一のコンテンツを、互いに異なる機器を使用して再生することが
可能になっている。
【０００３】
　例えば、スマートＴＶで視聴中である放送コンテンツを、スマートフォンで視聴するこ
とができる。また、スマートフォンで実行しているゲームアプリケーション（game　appl
ication）をスマートＴＶで実行することができる。また、スマートフォンで再生されて
いる音源をスマートＴＶで再生することができる。これによって、機器間でシームレス再
生したり出力する機能が要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、互いに異なる機器間でコンテンツをシームレス再生
することができるコンテンツ再生方法及びそのシステム、並びに記録媒体を提供するとこ
ろにある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする他の課題は、互いに異なる機器間でコンテンツを再生するた
めに必要な情報を共有し、機器間でコンテンツをシームレス再生することができるコンテ
ンツ再生方法及びそのシステム、並びに記録媒体を提供するところにある。
【０００６】
　本発明が解決しようとするさらに他の課題は、ＮＦＣ（near　field　communication）
接触（contact）を基に、互いに異なる機器間でコンテンツをシームレス再生することが
できるコンテンツ再生方法及びそのシステム、並びに記録媒体を提供するところにある。
【０００７】
　本発明が解決しようとするさらに他の課題は、互いに異なる機器間で情報をシームレス
に出力することができる情報出力方法及びそのシステム、並びに記録媒体を提供するとこ
ろにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による、携帯端末を使用して実行するこ
とができるコンテンツ再生方法は、コンテンツを再生する段階と、電子機器を制御するよ
うに構成された遠隔制御機との近距離通信発生を感知する段階と、前記コンテンツを再生
するために、前記電子機器によって必要とされるデータを生成する段階と、前記生成され
たデータを前記遠隔制御機に伝送する段階と、を含むことが望ましい。
【０００９】
　前記近距離通信は、少なくとも１つのＮＦＣ（near　field　communication）規格基盤
とすることが望ましい。
【００１０】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による、電子機器を制御するように構成
された遠隔制御機を使用して実行することができるコンテンツ再生方法は、携帯端末との
近距離通信発生を感知する段階と、前記携帯端末によって再生されているコンテンツを再
生するために、電子機器によって必要とされるデータを、前記携帯端末から受信する段階
と、前記受信されたデータを、前記電子機器に伝送する段階と、を含むことが望ましい。
【００１１】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による携帯端末は、近距離通信を遂行す
る近距離通信部と、再生されているコンテンツの映像をディスプレイし、ユーザ入力情報
を受信するタッチスクリーンと、前記タッチスクリーンに基づいたユーザ・インターフェ
ースを提供し、前記コンテンツ再生を制御し、前記近距離通信部を介して電子機器を制御
するように構成された遠隔制御機との近距離通信発生を感知し、前記再生されているコン
テンツを再生するために、前記電子機器によって必要とされるデータを生成し、前記近距
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離通信部を介して、前記生成されたデータを、前記遠隔制御機に伝送するプロセッサと、
を含むことが望ましい。
【００１２】
　前記課題を達成するための本発明の他の実施形態による携帯端末は、近距離通信を遂行
する近距離通信部と、再生されているコンテンツの映像をディスプレイし、ユーザ入力情
報を受信するタッチスクリーンと、前記タッチスクリーンに基づいたユーザ・インターフ
ェースを提供する少なくとも１つのプロセッサと、前記プロセッサによって実行可能にな
るように構成された少なくとも１つのプログラムを保存する保存部と、を含み、前記プロ
グラムは、前記コンテンツを再生し、前記近距離通信部を介して電子機器を制御するよう
に構成された遠隔制御機との近距離通信発生を感知し、前記近距離通信発生感知に基づい
て、前記コンテンツを再生するために、前記電子機器によって必要とされるデータを生成
し、前記生成されたデータを、前記遠隔制御機に伝送する命令語を含むことが望ましい。
【００１３】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による、電子機器を制御するように構成
された遠隔制御機は、携帯端末と近距離通信を遂行する近距離通信部と、電子機器と無線
通信を遂行する無線通信部と、ユーザ情報を入力するユーザ情報入力部と、前記近距離通
信部を介して、前記携帯端末との近距離通信発生を感知し、前記近距離通信部を介して、
前記携帯端末からデータを受信し、前記データは、前記携帯端末によって再生されている
コンテンツを再生するために、前記電子機器によって必要とされるデータであり、前記受
信されたデータを、前記近距離通信部を介して、前記電子機器に伝送するプロセッサと、
を含むことが望ましい。
【００１４】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による再生システムは、コンテンツが再
生されている間に、電子機器を制御するように構成された遠隔制御機との近距離通信が発
生することにより、前記コンテンツを再生するために、前記電子機器によって必要とされ
るデータを生成し、前記生成されたデータを、前記遠隔制御機に伝送する携帯端末と、前
記携帯端末との近距離通信の発生に基づいて、携帯端末から前記データを受信し、前記受
信されたデータを、前記電子機器に伝送する遠隔制御機と、前記遠隔制御機から受信され
たデータに基づいて、コンテンツ・プロバイダから前記コンテンツを受信して再生する電
子機器と、を含むことが望ましい。
【００１５】
　前記課題を達成するための本発明の他の実施形態による、携帯端末によって実行される
コンテンツ再生方法は、電子機器を制御するように構成された遠隔制御機との近距離通信
発生を感知する段階と、前記電子機器によって再生されているコンテンツを再生するため
に、携帯端末によって必要とされるデータを、前記遠隔制御機及び電子機器のうち少なく
とも一つから受信する段階と、前記受信されたデータに基づいて、コンテンツ・プロバイ
ダから、前記コンテンツを受信する段階と、前記受信されたコンテンツを再生する段階と
、を含むことが望ましい。
【００１６】
　前記課題を達成するための本発明の他の実施形態による、電子機器を制御するように構
成された遠隔制御機によって実行されるコンテンツ再生方法は、携帯端末との近距離通信
発生を感知する段階と、前記電子機器によって再生されているコンテンツを再生するため
に、前記携帯端末によって必要とされるデータを、前記電子機器から受信する段階と、前
記受信されたデータを、前記携帯端末に伝送する段階と、を含むことが望ましい。
【００１７】
　前記課題を達成するための本発明の他の実施形態による、電子機器によって実行される
ことができるコンテンツ再生方法は、コンテンツを再生する段階と、前記電子機器を制御
するように構成された遠隔制御機と携帯端末とのうち少なくとも一つから、前記コンテン
ツを再生するために、前記携帯端末によって必要とされるデータについてのデータ伝送要
請信号を受信する段階と、前記コンテンツを再生するために、前記携帯端末によって必要
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とされるデータを生成する段階と、前記生成されたデータを、前記遠隔制御機と携帯端末
とのうち少なくとも一つに伝送する段階と、を含み、前記データ伝送要請信号は、前記遠
隔制御機と前記携帯端末との近距離通信発生に基づいて受信されることが望ましい。
【００１８】
　前記課題を達成するための本発明の実施形態による、携帯端末によって実行されるコン
テンツ再生方法を実行する命令語を含む一つ以上のプログラムが記録されたコンピュータ
で読み取り可能な記録媒体において、前記携帯端末によって実行されるコンテンツ再生方
法は、前述の携帯端末によって実行されるコンテンツ再生方法のように遂行される。
【００１９】
　前記課題を達成するための本発明の実施形態による、電子機器を制御するように構成さ
れた遠隔制御機によって実行されるコンテンツ再生方法を実行する命令語を含む一つ以上
のプログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体において、前記遠隔制
御機によって実行されるコンテンツ再生方法は、前述の遠隔制御機によって実行されるコ
ンテンツ再生方法のように遂行される。
【００２０】
　前記課題を達成するための本発明の実施形態による、電子機器によって実行されるコン
テンツ再生方法を実行する命令語を含む一つ以上のプログラムが記録されたコンピュータ
で読み取り可能な記録媒体において、前記電子機器によって実行されるコンテンツ再生方
法は、前述の電子機器によって実行されるコンテンツ再生方法のように遂行される。
【００２１】
　前記課題を達成するための本発明の他の実施形態による、電子機器によって実行される
情報出力方法は、外部機器と、前記電子機器を制御するように構成された遠隔制御機との
近距離通信が発生することにより、前記外部機器と前記電子機器との間に通信チャネルを
設定する段階と、前記外部機器についての情報を利用して、前記外部機器に係わるアプリ
ケーションを実行する段階と、前記アプリケーション実行によって、前記外部機器と前記
遠隔制御機とのうちいずれか一つから受信される情報を出力する段階と、を含むことが望
ましい。
【００２２】
　前記外部機器についての情報は、前記外部機器に係わるアプリケーションを実行するた
めに必要な情報を含む。例えば、外部機器についての情報は、外部機器の識別情報、及び
外部機器に係わるアプリケーションの識別情報を含んでもよい。
【００２３】
　前記受信される情報を出力する段階は、前記電子機器による情報要請信号を、前記外部
機器に伝送することによって遂行されることが望ましい。
【００２４】
　前記外部機器に係わるアプリケーションを実行する段階は、前記外部機器に係わるアプ
リケーションが複数個である場合に、前記電子機器のユーザによる選択によって決定され
たアプリケーションを実行する段階を含むことが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】本発明の望ましい実施形態によるコンテンツ再生システムの構成図である。
【図１Ｂ】図１Ａに図示されたコンテンツ再生システムの例である。
【図２】図１Ａに図示された本発明の望ましい実施形態による携帯端末の機能ブロック図
である。
【図３】図１Ａに図示された本発明の望ましい実施形態による遠隔制御機の機能ブロック
図である。
【図４】図１Ａに図示された本発明の望ましい実施形態による電子機器の機能ブロック図
である。
【図５】本発明の望ましい一実施形態による、携帯端末によって実行されるコンテンツ再
生方法のフローチャートである。



(7) JP 6218418 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

【図６】本発明の望ましい他の実施形態による、携帯端末によって実行されるコンテンツ
再生方法のフローチャートである。
【図７】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、携帯端末によって実行されるコン
テンツ再生方法のフローチャートである。
【図８】本発明の望ましい一実施形態による、遠隔制御機によって実行されるコンテンツ
再生方法のフローチャートである。
【図９】本発明の望ましい他の実施形態による、遠隔制御機によって実行されるコンテン
ツ再生方法のフローチャートである。
【図１０】本発明の望ましい一実施形態による、電子機器によって実行されるコンテンツ
再生方法のフローチャートである。
【図１１】本発明の望ましい他の実施形態による、電子機器によって実行されるコンテン
ツ再生方法のフローチャートである。
【図１２】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、電子機器によって実行されるコ
ンテンツ再生方法のフローチャートである。
【図１３】本発明の望ましい一実施形態による、携帯端末・遠隔制御機及び電子機器間の
動作フローチャートである。
【図１４】本発明の望ましい他の実施形態による、携帯端末・遠隔制御機及び電子機器間
の動作フローチャートである。
【図１５】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、携帯端末・遠隔制御機・電子機
器及びサーバ間の動作フローチャートである。
【図１６Ａ】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、携帯端末によって実行される
コンテンツ再生方法のフローチャートである。
【図１６Ｂ】図１６Ａのコンテンツ・プロバイダからコンテンツを受信する過程に係わる
詳細なフローチャートである。
【図１７】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、遠隔制御機によって実行される
コンテンツ再生方法のフローチャートである。
【図１８】図１７の電子機器からデータを受信する過程に係わる詳細なフローチャートで
ある。
【図１９】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、電子機器によって実行されるコ
ンテンツ再生方法のフローチャートである。
【図２０】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、携帯端末・遠隔制御機及び電子
機器間の動作フローチャートである。
【図２１】本発明の望ましいさらに他の実施形態による、携帯端末・遠隔制御機・電子機
器及びサーバ間の動作フローチャートである。
【図２２】本発明の望ましいさらに他の実施形態による携帯端末・遠隔制御機及び電子機
器間の動作フローチャートである。
【図２３】本発明の望ましいさらに他の実施形態によるコンテンツ再生方法のフローチャ
ートである。
【図２４】本発明の望ましいさらに他の実施形態による情報出力方法のフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、多様な変換を加えることができ、さまざまな実施形態を有することができ、
特定実施形態を図面に例示し、詳細な説明でもって詳細に説明する。しかし、それは、本
発明を特定の実施形態について限定しようとするものではなく、本発明の思想及び技術範
囲に含まれる全ての変換、均等物ないし代替物を含むと理解されなければならない。本発
明について説明するにあたって、関連公知技術に係わる具体的な説明が、本発明の要旨を
不明確にすると判断される場合、その詳細な説明を省略する。
【００２７】
　第１、第２のような用語は、多様な構成要素について説明するのに使用されるが、構成
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要素は、用語によって限定されるものではない。用語は、１つの構成要素を他の構成要素
から区別する目的にのみ使用される。
【００２８】
　本出願で使用した用語は、ただ特定の実施形態について説明するために使用されたもの
であり、本発明を限定しようとする意図ではない。本出願で使用した用語は、本発明での
機能を考慮しながら、できる限り現在広く使用される一般的な用語を選択したが、それは
当業者の意図、判例または新たな技術の出現などによって異なることがある。また、特定
の場合は、出願人が任意に選定した用語もあり、その場合、当該発明の説明部分で、詳細
にその意味を記載する。従って、本発明で使用される用語は、単純な用語の名称ではない
、その用語が有する意味と、本発明の全般にわたった内容とを基に定義されなければなら
ない。
【００２９】
　単数の表現は、文脈上明白に単数であるとしない限り、複数の表現を含む。本出願で、
「含む」または「有する」などの用語は、明細書上に記載された特徴、数字、段階、動作
、構成要素、部品、またはそれらを組み合わせたものが存在するということを指定しよう
とするものであり、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、部品
またはそれらの組み合わせなどの存在または付加の可能性をあらかじめ排除するものでは
ないと理解されなければならない。
【００３０】
　明細書全般で言及されるコンテンツ（contents）という用語は、動画、写真、音源、フ
ァイル、放送コンテンツ、テキスト及び／または任意の他の適切な形態のコンテンツを含
んでもよい。また、コンテンツは、例えば、モバイルメッセンジャ、インターネット電話
、ツイッタ、ブログなどのソーシャルネットワーク・サービス基盤のコンテンツ、オンラ
イン・ショッピングサイト基盤のコンテンツ、appcessoryのような通信可能な外部機器に
よって出力される情報、及びアプリケーション基盤のコンテンツを含むが、それらに制限
されるものではない。
【００３１】
　オンライン・ショッピングサイト基盤のコンテンツは、例えば、ショッピングアイテム
についての情報、販売者についての情報、ユーザコメント情報、及び決済情報を含んでも
よいが、それらに制限されるものではない。外部機器によって出力される情報は、外部機
器によって提供される機能によって決定される。例えば、外部機器が万歩計（登録商標）
であるとき、外部機器によって出力されることができる情報は、例えば、距離情報、速度
情報、及びユーザ別利用ヒストリー情報を含むが、それらに制限されるものではない。外
部機器によって出力される情報は、外部機器に保存された情報を含んでもよい。アプリケ
ーション基盤のコンテンツは、ゲームアプリケーション基盤のコンテンツを含んでもよい
が、それに制限されるものではない。
【００３２】
　Appcessoryは、アプリケーションを基に動作されるハードウェア及びソフトウェアを含
むデバイスであり、周辺機器またはアクセサリーデバイスと呼ばれる。明細書全般で言及
されるコンテンツに係わるシームレス再生（seamless　playback）は、まるで１つの機器
によってコンテンツが再生されるように、互いに異なる機器を利用して、連続してコンテ
ンツを再生することを意味する。前述のコンテンツに係わるシームレス再生は、互いに異
なる機器を利用して、同一であるか、あるいは類似した再生環境で、コンテンツを再生す
ることを含んでもよい。前述の同一であるか、あるいは類似した再生環境に係わるパラメ
ータ（parameters）は、例えば、字幕設定、イコライザ設定、音量設定、解像度、及び／
または任意の他の適切な再生環境に係わるパラメータを含んでもよい。
【００３３】
　例えば、第１機器によって再生されているコンテンツが１６：９の画面比（aspect　ra
tio）に３Ｄ（dimension）立体音響効果を有し、英語字幕が提供される映画コンテンツで
あるとき、第２機器によるコンテンツに係わるシームレス再生は、第１機器で再生が停止
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された時間に対応するコンテンツから、前述の映画コンテンツを再生することを意味する
。このとき、第２機器によって再生される映画コンテンツの再生環境は、１６：９の画面
比に３Ｄ立体音響効果を有さず、映画字幕が提供されないこともある。
【００３４】
　前述の第１機器で、コンテンツ再生が停止された時間は、前記コンテンツに係わるシー
ムレス再生時、第１機器によって再生されているコンテンツと、第２機器によって再生さ
れるコンテンツとの連結関係を理解するために使用されたものである。従って、本発明は
、コンテンツに係わるシームレス再生期間の間、第１機器によって再生されているコンテ
ンツ再生が停止されなければならないということに制限されるものではない。
【００３５】
　一方、第１機器で再生されているコンテンツが、１６：９の画面比に３Ｄ立体音響効果
を有し、英語字幕が提供される映画コンテンツであるとき、第２機器によるコンテンツに
係わるシームレス再生は、第１機器で、映画コンテンツ再生が停止された時間に対応する
コンテンツから、１６：９の画面比に３Ｄ立体音響効果を有し、英語字幕を有する映画コ
ンテンツを再生することを意味することができる。１６：９の画面比、３Ｄ立体音響効果
に係わる情報、及び字幕についての情報は、明細書全般で言及される各コンテンツに係わ
るメタデータに含まれる。
【００３６】
　また、例えば、第１機器によって再生されているコンテンツが、Ａとチャットしている
モバイル・メッセンジャであるとき、第２機器によるコンテンツに係わるシームレス再生
は、前記モバイル・メッセンジャに基づいて、「Ａ」とのチャットウィンドーをオープン
し、「Ａ」とメッセージを続けて取り交わすことができるのである。これによって、ユー
ザは、第１機器を使用してオープンしていたチャットウィンドーと同一のチャットウィン
ドーを、第２機器を使用してオープンし、「Ａ」とメッセージを続けて取り交わすことが
できる。
【００３７】
　また、例えば、第１機器によって再生されているコンテンツが、ゲームアプリケーショ
ンであるとき、第２機器によるコンテンツに係わるシームレス再生は、第１機器によって
実行していたゲームアプリケーションのゲームレベルから、ゲームをスタートしたり、あ
るいは実行したゲームコンテンツと同一のゲームコンテンツを再生することを意味する。
それにより、ユーザは、第１機器を利用して実行していたゲームを、第２機器を利用して
続けて実行することができる。
【００３８】
　明細書全般でのユーザの入力情報は、ユーザのジェスチャ（gesture）に依存する。ユ
ーザのジェスチャは、入力装置に基づいて定義される。特に、入力装置がタッチスクリー
ン基盤であるとき、ユーザのジェスチャは、例えば、タップ（tapまたはtouch）、タッチ
・アンド・ホールド（touch　and　hold）、タッチ・アンド・ドラッグ、ダブルタップ（
double　tap）、ドラッグ（drag）、パニング（panning）、フリック（flick）、ドラッ
グ・アンド・ドロップ（drag　and　drop）、スウィープ（sweep）、及び／または任意の
他の適切なユーザジェスチャを含んでもよいが、それらに制限されるものではない。
【００３９】
　タッチスクリーンを使用して遂行されるユーザのジェスチャは、ユーザの指またはタッ
チツール（例えば、stylus　pen）を利用して遂行される。入力装置がカメラ基盤である
とき、ユーザのジェスチャは、カメラを利用して撮影された映像基盤の空間ジェスチャ（
space　gesture）を含んでもよい。入力装置が、物理的ボタン、ダイヤル、スライダスィ
ッチ、ジョイ・スティック、クリックホイール、及び／または他の適切なユーザ入力を受
信するための手段を含むとき、ユーザ入力情報は、入力装置に係わるユーザの物理的な制
御に依存する。
【００４０】
　明細書全般でのＮＦＣ（near　field　communication）接触は、ＮＦＣタギング（tagg
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ing）を含むことを意味する。
【００４１】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して詳細に説明し、添付図面を参照
して説明するにおいて、同一であるか対応する構成要素は、同一の図面番号を付与し、こ
れに係わる重複説明は省略する。
【００４２】
　図１Ａは、本発明の望ましい実施形態によるコンテンツ再生システムの構成図である。
図１Ａは、本発明の望ましい実施形態によるコンテンツ再生方法を遂行するためのネット
ワーク構成図であるということができる。図１に図示されたコンテンツ再生システムは、
携帯端末１００、電子機器１２０を制御するために構成された遠隔制御機１１０、電子機
器１２０及びサーバ１３０を含む。
【００４３】
　本発明の望ましい実施形態によるコンテンツ再生システムは、図１Ａに図示されたとこ
ろに制限されるものではない。例えば、本発明の望ましい実施形態によるコンテンツ再生
システムは、各コンテンツを提供するためのサーバを複数個含んでもよい。本発明の望ま
しい実施形態によるコンテンツ再生システムは、携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び
電子機器１２０で構成される。携帯端末１００と電子機器１２０は、前述のコンテンツに
係わるシームレス再生に係わる例で説明した第１機器及び第２機器であるということがで
きる。
【００４４】
　図１Ａに図示されたコンテンツ再生システムで、近距離通信部１０１，１１１を、ＮＦ
Ｃ通信モジュールに基づいて構成する場合、コンテンツをシームレス再生するためのユー
ザの意図によるＮＦＣ接触が発生することにより、コンテンツをシームレス再生する機能
が遂行され、携帯端末１００と遠隔制御機１１０との間に少量のデータ伝送が可能であり
、携帯端末１００と電子機器１２０との間、または携帯端末１００と遠隔制御機１１０と
の間のユーザ認証のための情報伝達が可能である。
【００４５】
　携帯端末１００と遠隔制御機１１０との間に伝送される前述の少量のデータは、例えば
、コンテンツをシームレス再生するために、携帯端末１００と遠隔制御機１１０との間に
共有しなければならないデータを含んでもよいが、それに制限されるものではない。共有
しなければならないデータについては後述する。
【００４６】
　図１Ａに図示された携帯端末１００の一例として、スマートフォン（smart　phone）、
ノート型パソコン（notebook）、タブレット（tablet）ＰＣ（personal　computer）、移
動端末機（mobile　device）、ハンドヘルド（handheld）機器またはハンドヘルド・コン
ピュータ、メディアプレイヤ、及びＰＤＡ（personal　digital　assistant）、及び／ま
たは任意の他の適切なタイプの携帯デバイスを含んでもよい。
【００４７】
　携帯端末１００は、近距離通信を遂行するために適切な近距離通信部１０１を含む。近
距離通信部１０１は、例えば、ＮＦＣ基盤通信チップ、ＲＦＩＤ（radio　frequency　id
entification）基盤通信チップ、及びその他近距離（short　distance）通信チップのう
ち一つによって構成される。
【００４８】
　近距離通信部１０１は、ＮＦＣ規格基盤で構成される場合、近距離通信部１１１と接触
（contact）したり、あるいは既設定の距離で、近距離通信部１１１に対して物理的に近
くなれば、近距離通信部１１１と情報を送受信することができるアクティブ回路を含んで
もよい。このとき、近距離通信部１１１は、パッシブＮＦＣタグで構成されもするが、前
述のアクティブ回路を含んでもよい。前記既設定の距離は、約０～２０ｃｍ範囲内に設定
されもするが、それに制限されるものではない。
【００４９】
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　近距離通信部１０１は、ＲＦＩＤ基盤で構成される場合、ＮＦＣ基盤で構成されるとき
より相対的に遠い距離で、近距離通信部１１１とデータ及び情報を送受信することができ
るアクティブ回路を含んでもよい。このとき、近距離通信部１１１は、パッシブＲＦＩＤ
タグで構成されもするが、前述のアクティブ回路を含んでもよい。
【００５０】
　また、前記近距離通信部１０１，１１１間の接触または物理的な接近の有効性を示すユ
ーザの意図を入力することができる物理的なボタン（図示せず）が携帯端末１００に装着
されもする。これによって、近距離通信部１０１，１１１間の不要な接触、または不要な
物理的な接近が発生することによる近接通信部１０１の動作を防止することができる。
【００５１】
　近距離通信部１０１は、近距離通信部１１１に伝送されるデータを、近距離通信データ
交換フォーマット（data　exchange　format）を有するデータに変更し、変更されたデー
タを近距離通信部１１１に伝送することができる。近距離通信データ交換フォーマットは
、例えば、近距離通信部１０１，１１１がＮＦＣ規格基盤である場合、ＮＤＥＦ（ＮＦＣ
　data　exchange　format）でもあるが、それに制限されるものではない。近距離通信部
１１１にデータを伝送するとき、近距離通信部１０１は、近距離通信部１１１にデータを
書き込む方式でデータを伝送することができる。
【００５２】
　また、近距離通信部１０１は、近距離通信部１１１から受信した近距離通信データ交換
フォーマットによるデータを、携帯端末１００によって処理することができるデータに変
更することができる。携帯端末１００によって処理することができるデータは、例えば、
携帯端末１００の運用体制、携帯端末１００のメーカー、携帯端末１００のモデルのうち
少なくとも一つによって決定されもするが、それらに制限されるものではない。例えば、
携帯端末１００がアンドロイド基盤運用体制であり、携帯端末１００のメーカーが三星電
子であり、携帯端末１００のモデルがノートである場合、携帯端末１００によって処理す
ることができるデータは、前述の条件のうち少なくとも一つによって決定される。
【００５３】
　例えば、ＮＤＥＦによるデータが受信され、携帯端末１００がアンドロイド基盤運用体
制を有する端末であるならば、近距離通信部１０１は、ＮＤＥＦによるデータをアンドロ
イド基盤運用体制で処理することができるデータに変更することができる。
【００５４】
　前述のように、近距離通信部１１１からデータを受信するとき、近距離通信部１０１は
、近距離通信部１１１からデータを読み取る方式でデータを受信することができる。
【００５５】
　遠隔制御機１１０が、電子機器１２０と一方向（one-way）通信を遂行するように構成
された場合、近距離通信部１１１は、パッシブＮＦＣタグ及びパッシブＲＦＩＤタグのう
ち少なくとも一つを含んでもよい。しかし、遠隔制御機１１０と電子機器１２０とが双方
向（two-way）通信を遂行するように構成された場合、近距離通信部１１１は、読み取り
機能または書き込み機能を遂行することができるアクティブ回路を含んでもよい。
【００５６】
　特に、近距離通信部１１１がアクティブ回路を含み、近距離通信部１０１にデータを伝
送するとき、近距離通信部１１１は、近距離通信部１０１にデータを書き込む方式でデー
タを伝送することができる。また、近距離通信部１１１がアクティブ回路を含み、近距離
通信部１０１からデータを受信するとき、近距離通信部１１１は、近距離通信部１０１か
らデータを読み取る方式でデータを受信することができる。
【００５７】
　近距離通信部１０１，１１１がＮＦＣ基盤で構成された場合、それぞれの近距離通信部
１０１，１１１は、ＮＦＣインターフェースとして使用され、ＲＦＩＤ基盤で構成された
場合、ＲＦＩＤインターフェースとして使用されもする。
【００５８】
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　遠隔制御機１１０は、電子機器１２０を制御するように構成された機器である。遠隔制
御機１１０は、前述のように、電子機器１２０と一方向通信または双方向通信を遂行しな
がら、電子機器１２０を制御するように構成されもする。
【００５９】
　電子機器１２０は、遠隔制御機１１０を利用して制御されるメディア再生機器、コンテ
ンツ再生機器または情報出力機器である。電子機器１２０は、例えば、通信機能を有する
ＴＶ（television）、通信機能を有するデジタルＣＥ（consumer　electronics）機器を
含む。デジタルＣＥ機器は、例えば、冷蔵庫、オーディオシステム、及び／または任意の
他の適切なタイプのデジタルＣＥ機器を含む。デジタルＣＥ機器はまた、ＤＴＶ（digita
l　television）またはＩＰＴＶ（internet　protocol　televion）を含んでもよい。
【００６０】
　サーバ１３０は、電子機器１２０及び携帯端末１００のうち少なくとも一つによって要
請されたコンテンツを提供する。サーバ１３０は、クラウド（cloud）サーバ、ホームゲ
ートウェイ（homegateway）、ウェプページ（webpage）を介して連結されたコンテンツ提
供サーバ、放送コンテンツ提供サーバ、オンライン・ショッピングサイト基盤サーバ、ap
pcessoryのような外部機器に係わるアプリケーションについての情報を提供するサーバ、
及び／または任意の他の適切なタイプのサーバデバイスを含む。
【００６１】
　サーバ１３０は、電子機器１２０及び携帯端末１００のいずれも、あるいはいずれか一
つの要請に基づいて、コンテンツと、前記コンテンツを再生するために必要なデータとを
保存することができる。サーバ１３０に保存されるコンテンツと、前記コンテンツを再生
するために必要なデータは、電子機器１２０及び携帯端末１００のいずれも、またはいず
れか一つから提供されるが、サーバ１３０が、他のデータベースサーバ（図示せず）から
収集することができる。
【００６２】
　図１Ａに図示されたコンテンツ再生システムは、携帯端末１００がコンテンツを再生し
ているとき、近距離通信部１０１，１１１間の近距離通信が発生することによって、電子
機器１２０を使用して、前記コンテンツをシームレス再生するため、携帯端末１００と電
子機器１２０との間に共有しなければならないデータを、遠隔制御機１１０を介して伝送
することができる。
【００６３】
　共有しなければならないデータは、例えば、携帯端末１００によって再生されているコ
ンテンツの識別情報、コンテンツのプロバイダについての情報、前記近距離通信が発生す
るとき、携帯端末１００によって再生されているコンテンツの再生位置情報を含んでもよ
いが、それらに制限されるものではない。
【００６４】
　携帯端末１００によって再生されているコンテンツの再生位置情報は、例えば、コンテ
ンツの再生時間情報を含んでもよい。すなわち、コンテンツの全再生時間が６０分であり
、前述の近距離通信が発生するとき、携帯端末１００によって、３６分２０秒の再生時間
に対応するコンテンツを再生している場合、前述のコンテンツの再生位置情報は、３６分
２０秒を示す時間情報を含むか、あるいは全再生時間と、前述の３６分２０秒とを示す時
間情報を含むことができるような発明のコンセプト（concept）は、それに制限されるも
のではない。例えば、コンテンツの前記再生位置を示す情報は、フレーム識別情報を含ん
でもよい。また、図１Ａに図示されたコンテンツ再生システムは、電子機器１２０がコン
テンツを再生しているとき、近距離通信部１０１，１１１間の近距離通信が発生すること
によって、携帯端末１００を使用して、前記コンテンツをシームレス再生するため、電子
機器１２０と携帯端末１００との間に前述の共有しなければならないデータを、遠隔制御
機１１０を介して、または電子機器１２０と携帯端末１００と直接通信によって伝送する
ことができるような発明のコンセプトは、制限されるものではない。例えば、サーバ１３
０を介して、前記携帯端末１００と電子機器１２０との間に共有しなければならないデー
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タを伝送することができる。
【００６５】
　携帯端末１００によって再生されているコンテンツを、後で携帯端末１００または電子
機器１２０によってシームレス再生するため、サーバ１３０に、で前記コンテンツを再生
するために必要な情報を伝送して保存することができる。携帯端末１００または電子機器
１２０は、必要なとき、サーバ１３０に保存された前述の情報をダウンロードされ、コン
テンツをシームレス再生するために利用することができる。
【００６６】
　また、電子機器１２０によって再生されているコンテンツを、後で携帯端末１００また
は電子機器１２０によってシームレス再生するために、前述のように、サーバ１３０に前
記コンテンツを再生するために必要な情報を伝送して保存することができる。
【００６７】
　図１Ａに図示されたコンテンツ再生システムにおいて、携帯端末１００がスマートフォ
ンであり、近距離通信部１０１，１１１がＮＦＣ基盤通信モジュールであり、電子機器１
２０がＴＶである場合、図１Ａは図１Ｂのように図示されもする。
【００６８】
　図１Ｂに図示されたコンテンツ再生システムは、ＮＦＣ基盤通信モジュール１５１を含
むスマートフォン１５０、ＮＦＣ基盤通信モジュール１６１を含み、ＴＶ　１７０を制御
するように構成されたリモコン１６０、リモコン１６０を使用して制御することができる
ＴＶ　１７０、及びＴＶ　１７０とスマートフォン１５０とに連結され、ＴＶ　１７０及
びスマートフォン１５０それぞれの情報を提供することができるサーバ１８０を含む。
【００６９】
　従って、図１Ｂに図示されたコンテンツ再生システムは、スマートフォン１５０がコン
テンツを再生しているとき、スマートフォン１５０のＮＦＣ基盤通信モジュール１５１と
、リモコン１６０のＮＦＣ基盤通信モジュール１６１との近距離通信（接触）が発生する
ことによって、ＴＶ　１７０を使用して、前記コンテンツをシームレス再生するために、
ＴＶ　１７０とスマートフォン１５０との間に、前述の共有しなければならないデータを
遠隔制御機１１０を介して伝送することができる。
【００７０】
　また、図１Ｂに図示されたコンテンツ再生システムは、ＴＶ　１７０がコンテンツを再
生しているとき、スマートフォン１５０のＮＦＣ基盤通信モジュール１５１と、リモコン
１６０のＮＦＣ基盤通信モジュール１６１との距離通信（接触）が発生することによって
、スマートフォン１５０を使用して、前記コンテンツをシームレス再生するために、ＴＶ
　１７０とスマートフォン１５０との間に前述の共有しなければならないデータを、リモ
コン１６０を介して伝送したり、あるいはＴＶ　１７０とスマートフォン１５０との直接
通信によって伝送することができる。しかし、図１Ａで説明したところに類似して、図１
Ｂに図示されたコンテンツ再生システムで、前述の共有しなければならないデータの伝送
は、前述のところに制限されるものではない。
【００７１】
　図２は、図１Ａに図示された携帯端末１００の機能ブロック図である。図２を参照すれ
ば、携帯端末１００は、ユーザ入力部２０１、センサ２０２、タッチスクリーン（touch
　screen）２０３、カメラ２０４、オーディオ入力部２０５、オーディオ出力部２０６、
保存器２０７、通信部２０８、ポート２０９、プロセッサ２１０、電源部２１１及び近距
離通信部１０１を含む。しかし、携帯端末１００の構成は、図２に図示されたところに制
限されるものではない。すなわち、携帯端末１００は、図２に図示された構成要素よりさ
らに多くの構成要素を含むか、あるいはさらに少ない構成要素を含んでもよい。
【００７２】
　ユーザ入力部２０１は、携帯端末１００の動作を制御するための入力データ（または制
御データ）、または前述のユーザ入力情報を発生させる。ユーザ入力部２０１は、例えば
、キーパッド（keypad）、ドームスィッチ（dome　switch）、マウスを代替することがで
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きるタッチパッド（touch　pad）、ジョグホイール（jog　wheel）、ジョグスィッチ（jo
g　switch）、ハードウェア（Ｈ／Ｗ）ボタンのうち少なくとも一つを含んでもよい。
【００７３】
　センサ２０２は、例えば、携帯端末１００の位置、ユーザの接触有無、携帯端末１００
の方位、携帯端末１００の加速または減速、及び／または携帯端末１００の現在状態に係
わる任意の他の適切なパラメータのように、携帯端末１００の現在状態を感知し、携帯端
末１００の動作を制御するためのセンシング信号を発生させる。センサ２０２は、近接セ
ンサを含んでもよい。
【００７４】
　近接センサは、既設定の検出面に近接する物体、または近傍に存在する物体の有無を、
電子系の力または赤外線を利用して、物理的な接触なしに検出するセンサをいう。近接セ
ンサの例として、透過型光電センサ、直接反射型光電センサ、ミラー反射型光電センサ、
高周波発振型近接センサ、静電容量型近接センサ、磁気型近接センサ、赤外線近接センサ
のうち少なくとも一つ以上を含んでもよい。
【００７５】
　タッチスクリーン２０３を使用して得られたユーザ入力情報は、ユーザのジェスチャで
示すことができるユーザの要請（request）またはユーザの選択（selection）に基づいて
発生する。ユーザのジェスチャは、タッチ回数、タッチパターン、タッチ面積及びタッチ
強度の多様な組み合わせによって、前述のユーザジェスチャの例と類似して多様に定義さ
れもする。
【００７６】
　また、タッチスクリーン２０３は、タッチスクリーン２０３のタッチまたは近接タッチ
を感知するための多様なセンサを含んでもよい。タッチスクリーン２０３に含まれるセン
サは、タッチスクリーン２０３上でのユーザのジェスチャまたはパターンを感知するセン
サを含む。タッチスクリーン２０３に含まれるセンサは、タッチスクリーン２０３上での
前述のユーザのジェスチャとして認識されるドラッグ、フリック、タップ、タッチ・アン
ド・ホールド、タッチ・アンド・ドラッグ、ダブルタップ、パニング、スウィープ（swee
p）のうち少なくとも一つをセンシングした信号を発生させることができる。
【００７７】
　タッチスクリーン２０３のタッチを感知するセンサの一例として、触覚センサがある。
触覚センサは、例えば、接触面の粗度、接触物体の硬度、接触地点の温度などの多様な情
報を感知することができる。タッチスクリーン２０３のタッチ（touch）は、パネルにポ
インタ（pointer）がタッチされて発生する。タッチは、マルチタッチを含んでもよい。
【００７８】
　タッチスクリーン２０３の近接タッチ（proximity-touch）は、ポインタがタッチスク
リーン２０３に実際にタッチされず、代わりに、タッチスクリーン２０３から所定距離内
に接近した場合である。ポインタは、タッチスクリーン２０３の特定部分をタッチしたり
、あるいは近接タッチするためのツールである。その一例として、スタイラスペン、指、
及び／または他の適切なタイプのポインタを含んでもよい。ポインタは、外部入力装置と
することもできる。
【００７９】
　タッチスクリーン２０３は、携帯端末１００によって処理される情報を出力する。例え
ば、タッチスクリーン２０３は、タッチスクリーン２０３に含まれたセンサによってセン
シングされたユーザのジェスチャ、タッチパターン、ユーザ入力部２０１を介して入力さ
れた制御データ、ユーザの入力情報、またはセンサ２０２から提供されるセンシング信号
に応答する画面をディスプレイする。
【００８０】
　タッチスクリーン２０３は、入力装置及び出力装置とすることもできる。タッチスクリ
ーン２０３が入力装置及び出力装置であるとき、タッチスクリーン２０３にディスプレイ
される画面は、ＵＩ（user　interface）画面またはＧＵＩ（graphic　user　interface
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）画面を含む。ＵＩ画面またはＧＵＩ画面は、前もって保存器２０７に保存され、必要時
に保存器２０７から読み取られてタッチスクリーン２０３にディスプレイされる。ＵＩ画
面またはＧＵＩ画面は、ユーザまたは携帯端末１００のメーカーによって、保存器２０７
に前もって保存されもする。タッチスクリーン２０３は、再生されているコンテンツにつ
いての情報を含む映像をディスプレイし、ユーザ入力情報を受信することができる。
【００８１】
　タッチスクリーン２０３は、液晶ディスプレイ（liquid　crystal　display）、薄膜ト
ランジスタ液晶ディスプレイ（thin　film　transistor-liquid　crystal　display）、
有機発光ダイオード（organic　light-emitting　diode）、フレキシブル・ディスプレイ
（flexible　display）、三次元ディスプレイ（３Ｄ　display）、ＡＭＯＬＥＤ（active
-matrix　organic　light-emitting　diode）、及び／または任意の他の適切なタイプの
ディスプレイを含んでもよいが、それらに制限されるものではない。タッチスクリーン２
０３は、ディスプレイともいわれる。携帯端末１００の具現形態によって、携帯端末１０
０は、２個以上のタッチスクリーンを含んでもよい。例えば、携帯端末１００が両面（前
面及び背面）タッチスクリーンで構成された場合、携帯端末１００は、２個のタッチスク
リーンを含む。
【００８２】
　カメラ２０４は、画像通話モードまたは撮影モードで、イメージセンサによって得られ
る静止画像または動画などの画像フレームを処理する。そして、処理された画像フレーム
は、タッチスクリーン２０３に表示される。カメラ２０４によって処理された画像フレー
ムは、保存器２０７に保存されたり、あるいは通信部２０８またはポート２０９を介して
外部に伝送されもする。携帯端末１００の具現形態によって、携帯端末１００は、２個以
上のカメラを含んでもよい。例えば、携帯端末１００は、前面用カメラと背面用カメラと
を含む。カメラ２０４は、ユーザの空間ジェスチャを認識する入力装置として使用される
。
【００８３】
　オーディオ入力部２０５は、通話モード、録画モード及び音声認識モードのうち少なく
とも一つで、外部の音響信号を入力され、電気的な音声データに変換してプロセッサ２１
０に伝送する。オーディオ入力部２０５は、例えば、マイクロホンで構成される。オーデ
ィオ入力部２０５は、外部の音響信号を入力される過程で発生するノイズ（noise）を除
去するための多様なノイズ除去アルゴリズムを含むように構成されもする。
【００８４】
　オーディオ入力部２０５を利用して受信される前記音響信号は、望ましい実施形態によ
るコンテンツ再生方法を遂行するための自然語基盤のユーザ入力情報である。音響信号が
自然語基盤のユーザ入力情報であるというのは、音声認識基盤のユーザ入力情報を意味す
る。オーディオ入力部２０５を介して入力された外部の音響信号は、保存器２０７に保存
されたり、あるいは通信部２０８とポート２０９とのうち少なくとも一つを介して、外部
に伝送される。
【００８５】
　携帯端末１００とユーザとのインターフェース機能によって、ユーザ入力部２０１、セ
ンサ２０２、タッチスクリーン２０３、カメラ２０４及びオーディオ入力部２０５は、入
力装置または入出力装置とすることもできる。例えば、携帯端末１００とユーザとのユー
ザインターフェース機能が、タッチ認識機能、音声認識機能及び空間ジェスチャ認識機能
を含む場合、ユーザ入力部２０１、センサ２０２、カメラ２０４及びオーディオ入力部２
０５は、入力装置とされ、タッチスクリーン２０３は、入出力装置とすることもできる。
【００８６】
　オーディオ出力部２０６は、通話モード、オーディオ再生モード、及び／またはオーデ
ィオ信号を受信するのに適切な任意の他のモードで、外部から受信された音響信号及びオ
ーディオ信号のうち少なくとも一つを出力する。オーディオ信号出力部２０６は、スピー
カで構成されもする。オーディオ出力部２０６は、本発明によって、コンテンツが再生さ
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れるとき、再生されるコンテンツにオーディオ信号が含まれていれば、再生されるコンテ
ンツに含まれているオーディオ信号を出力する。オーディオ入力部２０５と、オーディオ
出力部２０６は、例えば、ヘッドセットのように一体型で構成されもする。
【００８７】
　保存器２０７は、後述するプロセッサ２１０で実行可能になるように構成された少なく
とも１つのプログラムと資源（resource）とを保存する。少なくとも１つのプログラムは
、望ましい実施形態によるコンテンツ再生方法を実行するプログラム、携帯端末１００の
運用体制（operating　system）プログラム、携帯端末１００に設定されたアプリケーシ
ョン、及び携帯端末１００の各種機能（例えば、通信機能及びディスプレイ機能）を遂行
するのにそれぞれ必要な一つ以上のプログラムを含んでもよいが、それらに制限されるも
のではない。保存器２０７に保存されたプログラムは、プロセッサ２１０にロードされて
実行される。
【００８８】
　保存器２０７に保存された資源は、本発明の望ましい実施形態で言及されるコンテンツ
のメタデータ、携帯端末１００についての情報、携帯端末１００に係わるユーザ情報、携
帯端末１００に常在するアプリケーションを運営するのに必要な情報、及び前述の各種機
能を遂行するために必要なプログラムを実行するのに必要な情報のうち少なくとも一つを
含む。
【００８９】
　望ましい実施形態によるコンテンツ再生方法を実行するプログラムが、携帯端末１００
に常在する１つのアプリケーションであるとき、前記アプリケーションを運用するのに必
要な情報は、例えば、コンテンツ再生方法を実行するとき、タッチスクリーン２０３を介
して提供されるＵＩ画面情報、ＧＵＩ画面情報、案内情報、ユーザ入力情報、プログラム
の識別情報、プログラムのバージョン情報、プログラムを提供するサーバの位置情報（例
えば、ＵＲＬ（uniform　resource　locator））、プログラムアップデート時、サーバと
接触することができる情報（例えば、ログイン情報）、及びプログラム実行に必要な任意
の情報のうち少なくとも一つを含んでもよいが、かような情報は、それらに制限されるも
のではない。
【００９０】
　携帯端末１００の各種機能を遂行するためのプログラムを実行するのに必要な情報は、
例えば、タッチスクリーン２０３を介して提供されるＵＩ画面情報、ＧＵＩ画面情報、案
内情報、ユーザ入力情報、及びプログラム実行に必要な任意の情報のうち少なくとも一つ
を含んでもよいが、かような情報は、それらに制限されるものではない。
【００９１】
　また、保存器２０７は、携帯端末１００によって再生されているコンテンツをシームレ
ス再生するために、電子機器１２０によって必要とされるデータを生成することができる
情報を含む。
【００９２】
　前述のコンテンツをシームレス再生するために、電子機器１２０によって必要とされる
データを生成することができる情報は、例えば、電子機器１２０に係わる識別情報（例え
ば、電子機器１２０のモデル、電子機器１２０のメーカー情報など）、電子機器１２０の
コンテンツ再生環境情報（例えば、解像度情報、二次元コンテンツ及び三次元コンテンツ
のいかんを示す情報など）、電子機器１２０の制御命令セット（例えば、電子機器１２０
に定義された再生（play）命令語または中止（stop）命令語の二進コードについての情報
）、及び電子機器１２０の動作条件情報（例えば、電子機器１２０が時間情報を利用して
再生位置をサーチするか、あるいはフレーム情報を利用して再生位置をサーチするかを示
す二進情報）、電子機器１２０の通信プロトコル情報、または遠隔制御機１１０の通信プ
ロトコル情報のうち少なくとも一つを含んでもよいが、かような情報は、それらに制限さ
れるものではない。
【００９３】
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　電子機器１２０によって必要とされるデータは、コンテンツ・プロバイダについての情
報、携帯端末１００に係わるデバイス詳細情報、携帯端末１００に係わるユーザ情報、再
生されているコンテンツに係わるメタデータ、及び近距離通信発生を感知した時間に対応
するコンテンツの再生時間についての情報のうち少なくとも一つを含んでもよいが、かか
るデータは、それらに制限されるものではない。コンテンツに係わるメタデータは、コン
テンツに係わるタイトル情報、前述のコンテンツ再生環境情報を含んでもよい。前記コン
テンツ・プロバイダについての情報は、例えば、コンテンツ受信チャネル情報、コンテン
ツ提供サーバのＵＲＬ情報を含んでもよいが、メタデータは、それらに制限されるもので
はない。
【００９４】
　保存器２０７は、前記運用体制を始めとした携帯端末１００の各種機能を遂行するのに
必要な少なくとも１つのプログラムを保存する保存器と、本発明の望ましい実施形態によ
るコンテンツ再生方法を実行する一つ以上のプログラム、資源及び前記アプリケーション
を保存する保存器とを独立して構成することができる。
【００９５】
　保存器２０７は、高速ランダムアクセスメモリ、磁気のディスク保存装置、フラッシュ
メモリのような揮発性メモリ、及び／または他の揮発性半導体メモリのうち少なくとも一
つを含んでもよい。保存器２０７は、メモリともいわれる。
【００９６】
　保存器２０７に保存されるプログラムは、その機能によって、複数個のモジュールに分
類されもする。特に、保存器２０７に保存されるプログラムは、オペレーティング・モジ
ュール、通信モジュール、グラフィック・モジュール、入力モジュール、及び／または任
意の他の適切なタイプのプログラム・モジュールに分けることができるが、それらに制限
されるものではない。
【００９７】
　通信モジュールは、後述する通信部２０８で言及されるように、放送受信モジュール、
移動通信モジュール、無線インターネット・モジュール、有線インターネット・モジュー
ル、近距離通信モジュール及び位置情報モジュールのうち少なくとも一つを含んでもよい
が、それらに制限されるものではない。近距離通信モジュールは、ＮＦＣモジュール、ブ
ルートゥース・モジュール、ＷｉＦｉ　directモジュール、ＲＦＩＤモジュール、及び任
意の他の適切なタイプのモジュールのうち少なくとも一つを含んでもよい。
【００９８】
　入力モジュールは、タッチスクリーン２０３基盤のタッチモジュール、ユーザ入力部２
０１基盤のハードウェア・キー入力モジュール、センサ２０２基盤のモーション認識モジ
ュール、携帯端末１００の位置認識モジュール、ユーザの接触有無認識モジュール、携帯
端末１００の加速または減速の認識モジュール、カメラ２０４基盤のモーション認識モジ
ュール、オーディオ入力部２０５基盤の音声認識モジュール、及び／または任意の他の適
切なタイプのモジュールのうち少なくとも一つを含んでもよいが、それらに制限されるも
のではない。
【００９９】
　位置情報モジュールは、ＧＰＳ（global　positioning　system）基盤の携帯端末１０
０の位置追跡モジュールを含んでもよいが、それに制限されるものではない。
【０１００】
　グラフィック・モジュールは、機器間のコンテンツのシームレス再生時、タッチスクリ
ーン２０３上の画質を調節することができるが、それらに制限されるものではない。
【０１０１】
　本発明の望ましい実施形態によって、保存器２０７に保存されるアプリケーション・モ
ジュールは、機器間のコンテンツをシームレス再生するモジュールを含む。機器間のコン
テンツのシームレス再生するモジュールは、図１Ｂのリモコン１６０のＮＦＣモジュール
１６１と、スマートフォン１５０のＮＦＣモジュール１５１とのＮＦＣ接触１６２が発生
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することによる機器間のコンテンツ・シームレス再生するモジュールで具現されもするが
、機器間のＮＦＣモジュール接触以外の近距離通信基盤の一つ以上の多様なモジュールを
含んでもよい。すなわち、前記機器間のコンテンツ・シームレス再生するモジュールは、
例えば、ブルートゥース基盤のモジュールを含んでもよい。ブルートゥース（登録商標）
基盤のモジュールは、ＢＬＥ（bluetooth（登録商標）low　energy）を利用して、機器間
の近距離通信発生を感知し、機器間でコンテンツをシームレス再生することができる。
【０１０２】
　また、前記機器間コンテンツ・シームレス再生するモジュールは、携帯端末１００側に
おいて、電子機器１２０でのみコンテンツ・シームレス再生するモジュール、外部機器（
図示せず）において、携帯端末１００でのみコンテンツ・シームレス再生するモジュール
、前記２つのモジュールを結合したモジュールなど、多様なモジュールに分けられるが、
それらに制限されるものではない。
【０１０３】
　通信部２０８は、無線インターネット、無線イントラネット、無線電話ネットワーク、
無線ラン（ＬＡＮ）、ワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）ネットワーク、ワイファイ・ダイレクト
（ＷＦＤ：Ｗｉ－Ｆｉ　direct）ネットワーク、３Ｇ（generation）ネットワーク、４Ｇ
（４　generation）ＬＴＥ（long　term　evolution）ネットワーク、ブルートゥース（B
luetooth）ネットワーク、赤外線通信（ＩｒＤＡ：infrared　data　association）ネッ
トワーク、ＲＦＩＤ（radio　frequency　identification）ネットワーク、ＵＷＢ（ultr
a　wideband）ネットワーク、ジグビー（登録商標）（Zigbee）ネットワーク、ＮＦＣ（n
ear　field　communication）ネットワークのような無線ネットワーク、または有線イン
ターネットのような有線ネットワークを利用して、電子機器１２０及びサーバ１３０とデ
ータを送受信することができるように構成される。
【０１０４】
　近距離通信部１０１と通信部２０８とが、いずれもＲＦＩＤ基盤で構成される場合、通
信部２０８は、近距離通信部１０１に含まれるＲＦＩＤ基盤通信部より、さらに遠い通信
距離を有するＲＦＩＤ基盤通信部で構成されもする。
【０１０５】
　通信部２０８は、放送受信モジュール、移動通信モジュール、無線インターネット・モ
ジュール、有線インターネット・モジュール、近距離通信モジュール及び位置情報モジュ
ールのうち少なくとも一つを含んでもよいが、それらに制限されるものではない。
【０１０６】
　放送受信モジュールは、放送チャネルを介して、外部の放送管理サーバから、放送信号
及び／または放送関連情報を受信する。放送チャネルは、衛星チャネル、地上派チャネル
を含んでもよい。移動通信モジュールは、移動通信網上で、基地局、外部の端末（例えば
、電子機器１２０）、サーバ１３０のうち少なくとも一つと無線信号を送受信する。無線
信号は、音声号信号、画像通話号、及び／または文字／マルチメディア・メッセージ送受
信による多様な形態のデータのうち少なくとも一つを含んでもよい。無線インターネット
・モジュールは、無線インターネット接続のためのモジュールを意味する。有線インター
ネット・モジュールは、有線インターネット接続のためのモジュールを意味する。
【０１０７】
　近距離通信モジュールは、近距離通信のためのモジュールをいう。近距離通信技術とし
て、ブルートゥース・ネットワーク、ＲＦＩＤネットワーク、赤外線通信、ＵＷＢ　ネッ
トワーク、Zigbeeネットワーク、ＷＦＤネットワーク、ＮＦＣ及び／または他の適切な通
信技術のうち少なくとも一つが利用される。位置情報モジュールは、携帯端末１００の位
置を確認したり、あるいは得るためのモジュールが含まれる。一例として、ＧＰＳ（glob
al　position　system）モジュールがある。ＧＰＳモジュールは、複数個の人工衛星から
位置情報を受信する。位置情報は、緯度及び経度で表示される座標情報を含んでもよい。
【０１０８】
　ポート２０９は、ＵＳＢ（universal　serial　bus）ポート（図示せず）のようなプラ
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グ・アンド・プレイ（plug　and　play）・インターフェースを利用して、外部機器（図
示せず）とデータを送受信することができる。プラグ・アンド・プレイ・インターフェー
スは、携帯端末１００のプラグに、外部機器が差し込まれ、自動的に外部機器を認識する
モジュールを意味する。
【０１０９】
　電源部２１１は、携帯端末１００の多様な構成要素に電力を供給する。電源部２１１は
、例えば、バッテリ及び交流電源のような一つ以上の電源を含む。携帯端末１００は、電
源部２１１を含まず、外部電源提供部（図示せず）と連結される連結部（connection　un
it）（図示せず）を含んでもよい。
【０１１０】
　プロセッサ２１０は、携帯端末１００の全般的な動作を制御するものであるが、一つ以
上のプロセッサともいわれる。プロセッサ２１０が一つ以上のプロセッサともいわれるの
は、図２の場合、プロセッサ２１０を単一チップ形態で図示したが、携帯端末１００の機
能によって、プロセッサ２１０を、複数個のプロセッサに分割して運用することができる
からである。
【０１１１】
　プロセッサ２１０は、ユーザ入力部２０１、センサ２０２、タッチスクリーン２０３、
カメラ２０４、オーディオ入力部２０５、オーディオ出力部２０６、保存器２０７、通信
部２０８、ポート２０９及び近距離通信部１０１を全般的に制御することができる。従っ
て、プロセッサ２１０は、制御器やマイクロプロセッサ、デジタル信号処理器（digital
　signal　processor）などともいわれる。またプロセッサ２１０は、ユーザ入力部２０
１、センサ２０２、タッチスクリーン２０３、カメラ２０４及びオーディオ入力部２０５
のうち少なくとも一つを利用して、ユーザ・インターフェースを提供することができる。
【０１１２】
　プロセッサ２１０は、望ましい実施形態によるコンテンツ再生方法に係わる少なくとも
１つのプログラムを実行させることができる。プロセッサ２１０は、前記プログラムを保
存器２０７から読み取って実行させたり、あるいは通信部２０８を介して連結されたアプ
リケーション提供サーバ（図示せず）またはマーケットサーバ（図示せず）のような外部
装置からダウンロードされて実行させることができる。プロセッサ２１０は、携帯端末１
００内の各種機能モジュールと、プロセッサ２１０とのインターフェース機能部を含んで
もよい。本発明の望ましい実施形態によるコンテンツ再生方法に係わるプロセッサ２１０
の動作は、後述する図５、図６、図７、図１６Ａ及び図１６Ｂに図示されたフローチャー
トのように遂行されもする。
【０１１３】
　図３は、図１Ａに図示された遠隔制御機１１０の機能ブロック図である。図３を参照す
れば、遠隔制御機１１０は、近距離通信部１１１、ユーザ入力部３０１、無線通信部３０
２、プロセッサ３０３及び保存器３０４を含む。
ユーザ入力部３０１は、キーボタンまたはタッチ基盤で、ユーザの命令または／及びユー
ザ入力情報を入力する。
【０１１４】
　無線通信部３０２は、プロセッサ３０３から伝送されたデータを、電子機器１２０に伝
送するために、無線通信を遂行する。無線通信部３０２は、図４の無線通信部４０１と、
データを送信または／及び受信することができるように構成される。無線通信部３０２は
、プロセッサ３０３から伝送されたデータを、無線通信部４０１との通信プロトコルによ
るデータフォーマットに変更し、無線通信部４０１に伝送することができる。
【０１１５】
　例えば、遠隔制御機１１０が、電子機器１２０と一方向通信を行う赤外線通信基盤の遠
隔制御機であるならば、無線通信部３０２は、ＩＲ（infrared）送信機から構成されもす
る。無線通信部３０２がＩＲ送信機で構成される場合、無線通信部３０２は、赤外線通信
（infrared-ray　commnucation）方式で、電子機器１２０にデータを伝送する。
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【０１１６】
　このために、無線通信部３０２は、プロセッサ３０３から受信されたデータを赤外線信
号に変換した後、赤外線信号を電子機器１２０に伝送する。プロセッサ３０３から受信さ
れたデータは、ユーザ入力部３０１によって入力されたユーザの命令、または／及びユー
ザの入力情報、または／及び近距離通信部１１１を介して受信されたデータに依存する。
【０１１７】
　特に、近距離通信部１１１と近距離通信部１０１との接触、または前述の物理的な近接
距離アクセスによる近接通信発生が感知されることによって、携帯端末１００から受信さ
れるコンテンツを再生するために、電子機器１２０によって必要とされるデータが、近距
離通信部１１１からプロセッサ３０３に伝送される。プロセッサ３０３は、近距離通信部
１１１から受信されたデータを、無線通信部３０２に伝送する。
【０１１８】
　プロセッサ３０３は、ユーザ入力部３０１を介してデータ伝送要請信号が受信されれば
、近距離通信部１１１を介して受信されたデータを、無線通信部３０２を介して電子機器
１２０に伝送するように構成されもする。このために、プロセッサ３０３は、受信された
データを保存部３０４に保存することができる。
【０１１９】
　また、プロセッサ３０３は、前記近接通信発生が感知されるとき、無線通信部３０２を
介して、電子機器１２０に電源オン要請信号を伝送するように構成されもする。このとき
、プロセッサ３０３は、電子機器１２０によって、前述の電源オン要請信号を、ユーザ入
力部３０１に含まれた電源オン／オフボタン（図示せず）を制御することによる電源オン
要請信号と異なって認識するように発生させることができる。
【０１２０】
　例えば、近接通信発生が感知されることによる電源オン要請信号を伝送するとき、電源
オン要請信号のプリアンブル（preamble）に「０」情報を付加して伝送し、ユーザ入力部
３０１に含まれた電源オン／オフボタンを制御することによる電源オン要請信号は、電源
オン要請信号のプリアンブルに「１」情報を付加して伝送することができる。電子機器１
２０は、受信された電源オン要請信号のプリアンブルに含まれた情報を分析し、近接通信
発生感知による電源オン要請信号であるか、あるいはユーザ入力部３０１に含まれた電源
オン／オフボタンを制御することによる電源オン要請信号であるかを判断するように構成
される。
【０１２１】
　近接通信発生が感知されることによって、携帯端末１００からデータが受信されるとき
、プロセッサ３０３は、携帯端末１００から受信されたデータと、電子機器１２０に係わ
る電源オン要請信号とを共に電子機器１２０に伝送することができる。
【０１２２】
　電子機器１２０は、電子機器１２０の電源オン／オフ状態によって、電源がオンになる
ように動作することができる。特に、電子機器１２０の電源がオン状態であるとき、電子
機器１２０は、受信された電源オン要請信号を無視する。電子機器１２０の電源がオフ状
態であるとき、電子機器１２０は、受信された電源オン要請信号に応答して、電源がオン
になるように動作することができる。
【０１２３】
　一方、遠隔制御機１１０と電子機器１２０との通信プロトコルが双方向通信を行うＲＦ
通信基盤であるならば、無線通信部３０２は、ＲＦモジュールで構成される。
【０１２４】
　無線通信部３０２がＲＦモジュールで構成される場合、プロセッサ３０３は、近距離通
信部１１１から受信されたデータを、無線通信部３０２に伝送する。無線通信部３０２は
、プロセッサ３０３から受信されたデータをＲＦ信号に変換し、変換されたＲＦ信号を、
電子機器１２０に伝送する。また、無線通信部３０２がＲＦモジュールで構成され、電子
機器１２０によって再生されているコンテンツを、携帯端末１００によってシームレス再
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生する場合、プロセッサ３０３は、無線通信部３０２を介して、電子機器１２０でコンテ
ンツを再生するために、携帯端末１００によって必要とされるデータ要請信号を伝送し、
電子機器１２０から前記必要なデータを受信することができる。
【０１２５】
　また、無線通信部３０２を介した電子機器１２０との双方向通信を利用して、プロセッ
サ３０３は、電子機器１２０の電源オン／オフ状態をモニタリングし、その結果を保存器
３０４に保存することができる。前述の近距離通信発生が感知されれば、プロセッサ３０
３は、保存器３０４に保存された電子機器１２０の電源オン／オフ状態についての情報に
基づいて、電子機器１２０に係わる電源オン要請信号発生いかんを判断することができる
。判断結果によって、プロセッサ３０３は、無線通信部３０２を介して、電子機器１２０
に電源オン要請信号を伝送することができる。
【０１２６】
　無線通信部３０２は、ブルートゥース標準規格（例えば、ブルートゥース４．０）のよ
うな近距離通信基盤で構成されもする。かような場合、無線通信部３０２は、プロセッサ
３０３から受信されたデータをブルートゥース標準規格によって伝送されるデータフォー
マットに変更し、変更されたデータを、電子機器１２０に伝送する。もし無線通信部３０
２がブルートゥース標準に基づいて構成された場合、無線通信部３０２は、近距離通信部
１１１とワンチップ（ｏne-chip）化されもする。
【０１２７】
　図４は、図１Ａに図示された電子機器１２０の機能ブロック図である。図４は、電子機
器１２０が通信機能を有するＴＶである場合の機能ブロック図である。図４を参照すれば
、電子機器１２０は、無線通信部４０１、通信部４０２、放送信号受信部４０３、保存器
４０４、プロセッサ４０５、映像処理部４０６、ディスプレイ部４０７、オーディオ処理
部４０８、オーディオ出力部４０９及びオーディオ入力部４１０を含む。
【０１２８】
　無線通信部４０１は、遠隔制御機１１０に含まれた無線通信部３０２と通信することが
できるように構成される。特に、無線通信部３０２がＩＲ送信機で構成されれば、無線通
信部４０１は、ＩＲ受信機で構成され、無線通信部３０２から伝送される赤外線信号を受
信し、復調してプロセッサ４０５に伝送する。
【０１２９】
　無線通信部４０１がＲＦモジュールで構成されれば、無線通信部４０１は、ＲＦモジュ
ールで構成され、無線通信部３０２から伝送されるＲＦ信号を受信し、復調してプロセッ
サ４０５に伝送する。
【０１３０】
　無線通信部４０１は、前述のＩＲモジュール及びＲＦモジュールに制限されるものでは
ない。特に、前述の無線通信部３０２と類似し、ブルートゥース標準規格による近距離通
信基盤で構成されもする。無線通信部３０２がブルートゥース標準規格によってデータを
送受信するように構成された場合、無線通信部４０１は、ブルートゥース標準規格による
フォーマットを有するデータを受信し、受信されたデータを復調してプロセッサ４０５に
伝送する。
【０１３１】
　通信部４０２は、無線通信モジュールを介して接続された携帯端末１００またはサーバ
１３０と、無線データ通信を遂行する。電子機器１２０は、ブルートゥース（Bluetooth
）ネットワーク、ＲＦＩＤ（radio　frequency　identification）ネットワーク、ＷｉＦ
ｉネットワーク、赤外線通信（ＩｒＤＡ）ネットワーク、ＵＷＢ（ultra　wideband）ネ
ットワーク、ジグビー（Zigbee）ネットワーク、及びＮＦＣネットワークなどの無線通信
基盤ネットワーク；ホームＰＮＡ（phoneline　networking　alliance）、ＰＬＣ（power
　line　communication）、ＩＥＥＥ　１３９４、有線インターネットなどの有線通信基
盤ネットワーク；及び／または各種ホームネットワーク；のうち少なくとも一つを使用し
て、携帯端末１００またはサーバ１３０とデータ通信が可能である。
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【０１３２】
　プロセッサ４０５は、通信部４０２を介して連結された携帯端末１００及びサーバ１３
０のうち少なくとも一つからコンテンツを再生するために必要なデータまたはコンテンツ
を受信することができる。プロセッサ４０５は、図２のプロセッサ２１０のように、少な
くても一つ以上のプロセッサで構成されもする。
【０１３３】
　放送信号受信部４０３は、チューナ（図示せず）を介して受信される放送信号を、映像
信号及びオーディオ信号に分離して出力する。特に、チューナは、アンテナを介して受信
されるＲＦ（radio　frequency）放送信号のうち、ユーザによって選択されたチャネルま
たは既保存の全てのチャネルに該当するＲＦ放送信号を選択する。また、選択されたＲＦ
放送信号を、中間周波数信号、ベースバンド映像及びオーディオ信号のうち少なくとも一
つに変換する。中間周波数信号、ベースバンド映像及びオーディオ信号のうち少なくとも
一つは、プロセッサ４０５に入力される。
【０１３４】
　保存器４０４は、プロセッサ４０５での各種信号処理及び制御のための少なくとも１つ
のプログラムを保存し、携帯端末１００の認証についての情報、電子機器１２０について
の情報、及び電子機器１２０に係わるユーザ情報などを保存することができる。
【０１３５】
　プロセッサ４０５は、電子機器１２０の全機能を制御する。プロセッサ４０５は、通信
部４０２を介して、携帯端末１００とデータを送受信するように、電子機器１２０を制御
することができる。保存器４０４に保存されたプログラムをローディングし、望ましい実
施形態によるＵＩ（user　interface）画面を構成し、映像処理部４０６を介してディス
プレイ部４０７にディスプレイすることができる。
【０１３６】
　望ましい実施形態によるＵＩ画面は、再生するコンテンツのユーザ選択を可能にするＵ
Ｉ画面を含んでもよい。再生するコンテンツのユーザ選択を可能にするＵＩ画面は、電子
機器１２０によってコンテンツを再生しているとき、携帯端末１００と遠隔制御機１１０
との間に近距離通信が発生することにより、無線通信部４０１及び通信部４０２のうち少
なくとも一つを介してコンテンツを再生するために、電子機器１２０によって必要とされ
るデータが受信されるとき、プロセッサ４０５によって発生する。
【０１３７】
　また、ＵＩ画面は、電子機器１２０の電源がオンになった後、最初メニュー画面を含ん
でもよい。電子機器１２０の電源オンが、遠隔制御機１１０と携帯端末１００との近接通
信発生によるものであるならば、最初メニュー画面は、携帯端末１００によって再生され
ているコンテンツをシームレス再生するか、全体コンテンツを再生するか、付加情報を見
るか、あるいは後でシームレス再生するために保存するかに係わるユーザ選択を可能にす
る項目を含んでもよい。
【０１３８】
　前記近接通信発生による電子機器１２０の電源オン時、遠隔制御機１１０または携帯端
末１００から受信されたデータは、携帯端末１００によって再生されているコンテンツに
係わるデータではない、携帯端末１００に保存されたコンテンツリストである。かような
場合、電子機器１２０の最初メニュー画面は、前記コンテンツリストを含んでもよい。こ
れによってユーザは、最初メニュー画面を介して提供されるコンテンツリストに基づいて
、再生を所望するコンテンツを選択することができる。
【０１３９】
　しかし、電子機器１２０の電源オンが、前述の近接通信発生によるものではないが、後
でシームレス再生するために保存された情報のためである場合、電子機器１２０の最初メ
ニュー画面は、コンテンツをシームレス再生するかいかんに係わるユーザ選択を可能にす
る項目を含んでもよい。後でシームレス再生するために保存された情報によって、電子機
器１２０の電源がオンになるのは、予約機能によって遂行されるが、それに制限されるも
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のではない。
【０１４０】
　映像処理部４０６は、映像デコーダ（図示せず）及びスケーラ（図示せず）を含む。映
像処理部４０６は、放送信号受信部４０３から出力される映像信号が画面に表示されるよ
うに処理する。映像デコーダは、逆多重化された映像信号を復号化し、スケーラは、復号
化された映像信号の解像度をディスプレイ部４０７に出力するようにスケーリングを行う
。映像デコーダは、多様な規格のデコーダを具備することが可能である。例えば、逆多重
化された映像信号がＭＰＥＧ－２規格で符号化された映像信号である場合、ＭＰＥＧ－２
デコーダによって復号化されもする。例えば、逆多重化された映像信号が、ＤＭＢ（digi
tal　multimedia　broadcasting）方式またはＤＶＢ（digital　video　broadcasting）
－ＨによるＨ．２６４規格で符号化された映像信号である場合、Ｈ．２６４デコーダによ
って復号化されもする。
【０１４１】
　ディスプレイ部４０７は、映像処理部４０６で処理された映像を出力することができる
。出力される映像は、放送信号受信部４０３から受信された映像、ＵＩ画面、及び通信部
４０２を介して、携帯端末１００またはサーバ１３０から受信されるコンテンツの映像を
含んでもよい。しかしディスプレイ部４０７は、タッチスクリーンで構成され、入力装置
として使用されもする。
【０１４２】
　オーディオ処理部４０８は、放送信号受信部４０３から出力されるオーディオ信号と、
通信部４０２を介して受信されるコンテンツに含まれるオーディオ信号とのうち少なくと
も一つを処理して、オーディオ出力部４０９に出力する。オーディオ出力部４０９は、例
えば、ステレオ信号、３．１チャネル信号及び５．１チャネル信号のうち少なくとも一つ
を出力するなど多様な形態で具現されもする。
【０１４３】
　また、オーディオ処理部４０８は、オーディオ入力部４１０から受信される信号を処理
し、プロセッサ４０５に伝送することができる。オーディオ入力部４１０は、マイクロ構
成されもする。
【０１４４】
　図５は、本発明の望ましい一実施形態による、携帯端末１００によって実行されるコン
テンツ再生方法のフローチャートの一例である。図５は、図２のプロセッサ２１０で遂行
されもする。
【０１４５】
　携帯端末１００がタッチスクリーン２０３上にコンテンツを再生しているとき（Ｓ５０
１）、近距離通信部１０１を介して、遠隔制御機１１０との近距離通信発生が感知されれ
ば（Ｓ５０２）、プロセッサ２１０は、タッチスクリーン２０３上に再生されているコン
テンツを再生するために、前記電子機器１２０によって必要とされるデータを生成する（
Ｓ５０３）。生成されたデータは、図２で説明したように、コンテンツ・プロバイダ情報
、前記携帯端末１００に係わるデバイス詳細情報（device-specific　information）、前
記携帯端末１００に係わるユーザ情報、前記コンテンツに係わるメタデータ、及び前記近
距離通信発生を感知した時間に対応する前記コンテンツの再生時間についての情報のうち
少なくとも一つを含む。
【０１４６】
　プロセッサ２１０は、生成されたデータを、近距離通信部１０１を介して、前記遠隔制
御機１１０に伝送する（Ｓ５０４）。近距離通信部１０１は、生成されたデータを、近距
離通信データ交換フォーマットを有するデータに変換し、前記変換されたデータを、前記
遠隔制御機１１０に伝送する。
【０１４７】
　図６は、本発明の望ましい一実施形態による、携帯端末１００によって実行されるコン
テンツ再生方法のフローチャートの他例である。図６は、図２のプロセッサ２１０で遂行



(24) JP 6218418 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

されもする。図６の段階Ｓ６０１ないしＳ６０４は、図５の段階Ｓ５０１ないしＳ５０４
と同一であるので、以下、説明を省略する。
【０１４８】
　段階Ｓ６０４で、プロセッサ２１０は、前記生成されたデータを、近距離通信部１０１
を介して遠隔制御機１１０に伝送する。段階Ｓ６０５で、プロセッサ２１０は、通信部２
０８を介して、電子機器１２０からコンテンツ伝送要請信号と、電子機器１２０について
の情報とを受信する（Ｓ６０５）。前記コンテンツ伝送要請信号と、電子機器１２０につ
いての情報は、近距離通信部１０１を介して、遠隔制御機１１０から受信されもする。こ
れによって、プロセッサ２１０は、電子機器１２０に係わる受信された情報を利用して、
通信部２０８を介して、コンテンツを電子機器１２０に直接伝送する（Ｓ６０６）。
【０１４９】
　このとき、プロセッサ２１０は、タッチスクリーン２０３に、例えば、「コンテンツ送
信中」のように、コンテンツの伝送状態を示すメッセージを出力したり、例えば、「コン
テンツ伝送手開始、コンテンツ伝送中、コンテンツ伝送終了」などのように、多くの段階
でコンテンツの伝送状態を示すメッセージを出力することができる。コンテンツの伝送状
態を示すメッセージを、多くの段階に分けてタッチスクリーン２０３にディスプレイする
とき、プロセッサ２１０は、伝送するコンテンツのデータ量と、通信部２０８の通信速度
とをモニタリングし、コンテンツの伝送状態を示すメッセージの出力時点を制御すること
ができる。
【０１５０】
　図７は、本発明の望ましい一実施形態による、携帯端末１００によって実行されるコン
テンツ再生方法のフローチャートのさらに他の例である。図７は、図２のプロセッサ２１
０で遂行されもする。図７の段階Ｓ７０１ないしＳ７０６は、図６の段階Ｓ６０１ないし
Ｓ６０６と同一であるので、以下、説明を省略する。
【０１５１】
　プロセッサ２１０は、段階Ｓ７０７で、通信部２０８を介して電子機器１２０から再生
完了案内メッセージが受信されれば、タッチスクリーン２０３を介して、前記受信された
再生完了案内メッセージをディスプレイする（Ｓ７０８）。
【０１５２】
　図８は、本発明の望ましい一実施形態による、電子機器１２０を制御するように構成さ
れた遠隔制御機１１０を使用して実行することができるコンテンツ再生方法のフローチャ
ートの一例である。図８は、図３のプロセッサ３０３によって遂行されもする。
【０１５３】
　図８を参照すれば、プロセッサ３０３が、近距離通信部１１１を介して、携帯端末１０
０と遠隔制御機１１０との近距離通信発生を感知する（Ｓ８０１）。これによって、プロ
セッサ３０３は、近距離通信部１１１を介して、携帯端末１００によって再生されている
コンテンツを再生するために、電子機器１２０によって必要とされるデータを、携帯端末
１００から受信する（Ｓ８０２）。前記近距離通信発生を感知することによって、プロセ
ッサ３０３は、電子機器１２０の電源オン要請信号を、電子機器１２０に伝送することが
できる。これによって、電子機器１２０は、前記受信された電源オン要請信号を、近接通
信発生によって受信されたと認識し、電子機器１２０の電源オン状態を制御することがで
きる。
【０１５４】
　プロセッサ３０３は、受信されたデータを、無線通信部３０２を介して電子機器１２０
に伝送する（Ｓ８０３）。受信されたデータを電子機器１２０に伝送することは、遠隔制
御機１１０のユーザ入力部３０１を介して受信されるデータ伝送要請信号に応答して遂行
されもする。また、受信されたデータは、図３で説明したように、無線通信部３０２で、
電子機器１２０と遠隔制御機１１０との通信プロトコルによるデータフォーマットを有す
るデータに変換し、変換されたデータは、電子機器１２０に伝送される。
【０１５５】



(25) JP 6218418 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

　プロセッサ３０３は、図３で説明したように、受信されたデータを電子機器１２０に伝
送する前または伝送時に、電子機器１２０に係わる電源オン要請信号を、電子機器１２０
に伝送することができる。
【０１５６】
　図９は、本発明の望ましい一実施形態による、電子機器１２０を制御するように構成さ
れた遠隔制御機１１０を使用して実行されるコンテンツ再生方法のフローチャートの他例
である。図９は、図３のプロセッサ３０３によって遂行されもする。図９の段階Ｓ９０１
ないし段階Ｓ９０３は、図８の段階Ｓ８０１ないし段階Ｓ８０３と同一であるので、以下
、説明を省略する。
【０１５７】
　プロセッサ３０３は、無線通信部３０２を介して、電子機器１２０からコンテンツ伝送
要請信号と、電子機器１２０についての情報とを受信し（Ｓ９０４）、近距離通信部１１
１を介して、コンテンツ伝送要請信号と、電子機器１２０についての情報とを携帯端末１
００に伝送する（Ｓ９０５）。
【０１５８】
　図１０は、本発明の望ましい一実施形態による、電子機器１２０によって実行されるコ
ンテンツ再生方法のフローチャートの一例である。図１０は、図４のプロセッサ４０５に
よって遂行されもする。
【０１５９】
　プロセッサ４０５は、通信部４０２を介して、遠隔制御機１１０から情報を受信する（
Ｓ１００１）。プロセッサ４０５は、受信されたデータを分析する（Ｓ１００２）。プロ
セッサ４０５は、データを分析した結果に基づいて、コンテンツ・プロバイダにコンテン
ツ伝送要請信号を伝送する（Ｓ１００３）。分析の結果、コンテンツ・プロバイダがサー
バ１３０であるということを示す場合、プロセッサ４０５は、通信部４０２を介して、コ
ンテンツ伝送要請信号をサーバ１３０に伝送する。分析の結果、コンテンツ・プロバイダ
が携帯端末１００であるということを示す場合、プロセッサ４０５は、通信部４０２を介
して、コンテンツ伝送要請信号を携帯端末１００に伝送する。分析の結果、コンテンツ・
プロバイダがサーバ１３０と携帯端末１００とのいずれも含む場合、ユーザがコンテンツ
・プロバイダを選択するようにプロセッサ４０５は、ＵＩ画面をディスプレイ部４０７に
出力する。
【０１６０】
　プロセッサ４０５は、通信部４０２を介して、前述のコンテンツ・プロバイダからコン
テンツを受信する（Ｓ１００４）。受信されたコンテンツが、映像信号とオーディオ信号
とが結合された場合、プロセッサ４０５は、映像処理部４０６及びディスプレイ部４０７
を使用して映像信号を再生し、オーディオ処理部４０８とオーディオ出力部４０９とを使
用して、オーディオ信号を再生する（Ｓ１００５）。
【０１６１】
　このとき、受信されるコンテンツの解像度が複数個である場合、プロセッサ４０５は、
通信部４０２を介して、複数個の解像度についての情報を受信する。プロセッサ４０５は
、受信された複数個の解像度についての情報を、ユーザが見ることができるＵＩ画面（ま
たはＵＩメニュースクリーン）をディスプレイ部４０７にディスプレイすることができる
。これによって、ユーザが１つの解像度を選択すれば、選択された解像度についての情報
をコンテンツ・プロバイダに伝送し、ユーザが選択した解像度を有するコンテンツを受信
することができる。
【０１６２】
　しかし、受信されるコンテンツの解像度が複数個であり、コンテンツ・プロバイダが電
子機器１２０の解像度についての情報を有している場合、プロセッサ４０５は、通信部４
０２を介して、電子機器１２０の解像度に該当するコンテンツを受信し、映像処理部４０
６とディスプレイ部４０７とを使用して、即座に再生することができる。
【０１６３】
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　図１１は、本発明の望ましい一実施形態による、電子機器１２０を使用して実行される
コンテンツ再生方法のフローチャートの他例である。図１１の方法は、プロセッサ４０５
によって遂行されもする。
【０１６４】
　プロセッサ４０５は、前述の段階Ｓ１００１と類似して、無線通信部４０１を介して遠
隔制御機１１０から情報を受信し（Ｓ１１０１）、受信されたデータを分析する（Ｓ１１
０２）。
【０１６５】
　プロセッサ４０５は、分析されたデータのうち、認証処理に係わるデータを利用して、
帯端末１００に係わる認証処理を行う（Ｓ１１０３）。特に、プロセッサ４０５は、保存
器４０４に前もって保存された認証についての情報と、分析されたデータから検出された
認証処理に係わるデータとを比較する。もし前もって保存された認証についての情報と、
分析されたデータから検出された認証処理に係わるデータとが一致しなければ、プロセッ
サ４０５は、コンテンツをシームレス再生しない（Ｓ１１０４）。認証処理に係わるデー
タは、例えば、携帯端末１００に係わるデバイス詳細情報、及び携帯端末１００に係わる
ユーザ情報のうち少なくとも一つを含む。認証処理は、コンテンツのシームレス再生を許
容するか否かに係わる認証処理を意味する。
【０１６６】
　しかし、前述の認証処理結果、分析されたデータに含まれた携帯端末１００に係わるデ
バイス詳細情報（例えば、携帯端末１００に係わる固有識別情報）または携帯端末１００
に係わるユーザ情報（例えば、ユーザ識別情報）と、前記認証に係わる前もって保存され
た情報（例えば、好むコンテンツタイプ情報）とが一致すれば、プロセッサ４０５は、分
析された結果によって、通信部２０８を介して、コンテンツ・プロバイダにコンテンツ伝
送要請信号を伝送する（Ｓ１１０６）。
【０１６７】
　これによって、プロセッサ４０５は、通信部２０８を介して、コンテンツ・プロバイダ
からコンテンツを受信すれば（Ｓ１１０６）、受信されたコンテンツを、前述のところの
ように、映像処理部４０６、ディスプレイ部４０７、オーディオ処理部４０８及びオーデ
ィオ出力部４０９を利用して再生する（Ｓ１１０７）。
【０１６８】
　図１２は、本発明の望ましい一実施形態による、電子機器１２０によって実行されるコ
ンテンツ再生方法のフローチャートの一例である。図１２は、電子機器１２０によってコ
ンテンツを再生しているとき、遠隔制御機１１０と携帯端末１００との間に近接通信発生
が感知された場合である。
【０１６９】
　プロセッサ４０５は、前述の近接通信発生によって、無線通信部４０１を介して、遠隔
制御機１１０から情報が受信されるとき（Ｓ１２０１）、前述のように、映像処理部４０
６、ディスプレイ部４０７、オーディオ処理部４０８及びオーディオ出力部４０９を利用
して、コンテンツを再生していれば、現在再生しているコンテンツを再生するか、あるい
は携帯端末１００によって再生されているコンテンツをシームレス再生するかを選択する
ためのＵＩ画面を、ディスプレイ部４０７に出力する（Ｓ１２０２，Ｓ１２０３）。
【０１７０】
　無線通信部４０１を介して、遠隔制御機１１０から受信されたユーザ入力情報が、シー
ムレス再生に係わる選択を示すのではなければ、プロセッサ４０５は、現在再生中のコン
テンツを続けて再生する（Ｓ１２０５）。一方、前記無線通信部４０１を介して、遠隔制
御機１１０から受信されたユーザ入力情報が、コンテンツのシームレス再生に係わる選択
を示せば、プロセッサ４０５は、通信部４０２を介して受信されたデータを分析し（Ｓ１
２０６）、図１１で説明した段階Ｓ１１０５ないしＳ１１０７でのように、段階Ｓ１２０
８ないしＳ１２０９を遂行する。
【０１７１】
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　図１２の段階Ｓ１２０１で、近接通信発生によって、無線通信部４０１を介して遠隔制
御機１１０から情報が受信されるとき（Ｓ１２０１）、受信される情報に、電子機器１２
０に係わる電源オン要請信号が含まれていることがある。かような場合、前述のように、
プロセッサ４０５は、一般電源オン要請信号ではない、近接通信発生による電源オン要請
信号であると認識することができる。これによって、プロセッサ４０５は、自体のパワー
がオン状態であるならば、無線通信部４０１を介して受信された電源オン要請信号を無視
する。しかし、自体のパワーがオフ状態であるならば、プロセッサ４０５は、パワーをオ
ンにする。また、もしシームレス再生されるコンテンツが一般放送信号である場合、プロ
セッサ４０５は、段階Ｓ１２０６で得られた分析結果に基づいて放送チャネルを設定し、
段階Ｓ１２０８で、放送信号受信部４０３を介して放送信号を受信することができる。
【０１７２】
　図１３は、携帯端末１００によって再生されているコンテンツを、電子機器１２０によ
ってシームレス再生するとき、電子機器１２０が、携帯端末１００からコンテンツを要請
する場合の、携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０の間の動作フローチ
ャートである。以下、フローチャートは、説明の便宜のために、各動作の主体を携帯端末
１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０として説明するが、図２、図３及び図４に
図示された携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０に含まれた各構成要素
が利用されると理解されなければならないのである。
【０１７３】
　携帯端末１００がコンテンツを再生しているとき（Ｓ１３０１）、携帯端末１００と遠
隔制御機１１０との間にＮＦＣ接触が発生すれば（Ｓ１３０２）、携帯端末１００は、コ
ンテンツを再生するために、電子機器１２０によって必要とされるデータを生成する（Ｓ
１３０３）。生成されるデータは、前述の図５で生成されるデータと同じである。
【０１７４】
　携帯端末１００は、データを遠隔制御機１１０に伝送する（Ｓ１３０４）。遠隔制御機
１１０は、受信されたデータを電子機器１２０に伝送する（Ｓ１３０５）。このとき、電
源オン要請信号は、図３で説明したように、電子機器１２０に伝送される。また、段階Ｓ
１３０５で、遠隔制御機１１０から電子機器１２０にデータを伝送するとき、遠隔制御機
１１０と電子機器１２０との通信プロトコルによるフォーマットにデータを変換し、変換
されたデータを電子機器１２０に伝送することができる。
【０１７５】
　これによって、電子機器１２０は、受信されたデータを、電子機器１２０に適するフォ
ーマットを有するデータに変換し、変換されたデータを分析する（Ｓ１３０６）。電子機
器１２０に適するフォーマットを有するデータは、電子機器１２０によって認識されるフ
ォーマットを有するデータを意味する。従って、電子機器１２０に適するフォーマットは
、電子機器１２０の運用体制、電子機器１２０のモデル、電子機器１２０のメーカー、電
子機器１２０の制御命令に係わる二進コード情報などのうち、少なくとも一つによって決
定されもするが、フォーマットは、それらに制限されるものではない。
【０１７６】
　段階Ｓ１３０６の分析結果によって、電子機器１２０が携帯端末１００からコンテンツ
受信を決めることによって、携帯端末１００と通信をチャネルを設定する（Ｓ１３０７）
。このとき、電子機器１２０に、携帯端末１００と通信可能な機能が前もって設定されて
いない場合、電子機器１２０は、分析された受信データに含まれている携帯端末１００に
係わる通信機能情報に基づいて、通信機能を活性化し、携帯端末と通信チャネルを設定す
ることができる。
【０１７７】
　例えば、前記通信可能な機能がワイファイ・ダイレクト・ネットワーク基盤である場合
、携帯端末１００から受信された情報に含まれているワイファイ・ダイレクト通信情報に
基づいて、電子機器１２０は、ワイファイ・ダイレクト通信機能を活性化し、携帯端末１
００と通信チャネルを設定することができる。
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【０１７８】
　通信チャネルが設定された後、電子機器１２０は、設定された通信チャネルを利用して
、携帯端末１００に、コンテンツ伝送要請信号と、電子機器についての情報とを伝送する
（Ｓ１３０８）。これによって、携帯端末１００によってコンテンツが伝送されれば（Ｓ
１３０９）、電子機器１２０は、携帯端末１００から前記送信されたコンテンツを受信し
、受信されたコンテンツを再生する（Ｓ１３１０）。通信チャネル設定は、前述のワイフ
ァイ・ダイレクト以外の近距離通信プロトコルを利用して設定されもする。例えば、ブル
ートゥースのような近距離通信プロトコルによって、前述の通信チャネルが設定されもす
る。
【０１７９】
　図１４は、携帯端末１００によって再生されているコンテンツを、電子機器１２０によ
ってシームレス再生するとき、電子機器１２０が、携帯端末１００にコンテンツを要請す
る場合の、携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０の間の動作フローチャ
ートである。以下、フローチャートは、説明の便宜のために、各動作の主体を、携帯端末
１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０として説明するたが、図２、図３及び図４
に図示された携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０に含まれた各構成要
素が利用されると理解されなければならないのである。
【０１８０】
　図１４は、電子機器１２０によって発生するコンテンツ伝送要請信号と、電子機器１２
０についての情報とを、遠隔制御機１１０を介して携帯端末１００に伝送する。従って、
図１４の段階Ｓ１４０１ないし段階Ｓ１４０６は、図１３の段階Ｓ１３０１ないし段階Ｓ
１３０６に対応するので、以下、説明を省略する。
【０１８１】
　段階Ｓ１４０７で、電子機器１２０が携帯端末１００からコンテンツ受信を決定すると
き、電子機器１２０は、遠隔制御機１１０に、コンテンツ伝送要請信号と、電子機器１２
０についての情報とを伝送する。遠隔制御機１１０が、コンテンツ伝送要請信号と、電子
機器１２０についての情報とを、携帯端末１００に伝送する（Ｓ１４０８）。携帯端末１
００によって受信された要請に基づいて、携帯端末１００と電子機器１２０との間に、通
信チャネルが設定される（Ｓ１４０９）。このとき、携帯端末１００に、電子機器１２０
と通信可能な機能が前もって設定されていない場合、携帯端末１００は、受信された電子
機器１２０についての情報に基づいて、通信機能を活性化し、通信チャネルを設定するこ
とができる。特に、前述の図１３の例と類似して、電子機器１２０についての情報に含ま
れた通信機能情報がワイファイ・ダイレクトである場合、携帯端末１００は、遠隔制御機
１１０から受信された電子機器１２０についての情報に基づいて、ワイファイ・ダイレク
ト機能を活性化し、通信チャネルを設定することができる。
通信チャネルを設定した後、段階Ｓ１４１０で、携帯端末１００は、コンテンツを電子機
器１２０に伝送し、電子機器１２０は、コンテンツを再生する（Ｓ１４１１）。通信チャ
ネル設定は、前述のワイファイ・ダイレクト以外の、例えば、ブルートゥースのような近
距離通信プロトコルによって設定されもする。
【０１８２】
　図１５は、電子機器１２０が、サーバ１３０にコンテンツを要請する例の、携帯端末１
００、遠隔制御機１１０、電子機器１２０及びサーバ１３０の間の動作フローチャートで
ある。以下、フローチャートは、説明の便宜のために、各動作の主体を、携帯端末１００
、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０として説明するが、図２、図３及び図４に図示さ
れた携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０に含まれた各構成要素が利用
されると理解されなければならない。
【０１８３】
　図１５の段階Ｓ１５０１ないし段階Ｓ１５０６は、図１３の段階Ｓ１３０１ないし段階
Ｓ１３０７に対応するので、以下、説明を省略する。
【０１８４】
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　電子機器１２０は、サーバ１３０からコンテンツを受信することを決定することによっ
て、サーバ１３０と通信チャネルを設定する（Ｓ１５０７）。電子機器１２０とサーバ１
３０との通信チャネルを設定するために、電子機器１２０とサーバ１３０との間にデータ
を送受信する。電子機器１２０とサーバ１３０との通信チャネルは、図４の通信部４０２
で説明した無線または有線の通信プロトコルのうち少なくとも一つを基に設定される。電
子機器１２０とサーバ１３０との通信チャネルは、携帯端末１００から受信されたデータ
に含まれたサーバ１３０についての情報、及び／または携帯端末１００のユーザについて
の情報を利用して、自動的に設定される。電子機器１２０とサーバ１３０との通信チャネ
ルを設定するために利用される情報は、前述のところに制限されるものではない。
【０１８５】
　通信チャネルを設定した後、電子機器１２０は、受信されたデータに含まれたコンテン
ツについての情報を利用して、サーバ１３０にコンテンツ伝送要請信号を伝送する（Ｓ１
５０８）。サーバ１３０は、受信されたコンテンツ伝送要請信号に含まれているコンテン
ツに係わるメタデータを利用してコンテンツを検索し、検索されたコンテンツを電子機器
１２０に伝送する（Ｓ１５０９）。電子機器１２０は、受信されたコンテンツを再生する
（Ｓ１５１０）。
【０１８６】
　前述の図５ないし図１５は、携帯端末１００がコンテンツを再生しているとき、携帯端
末１００と遠隔制御機１１０との間に、ＮＦＣ接触のような近距離通信が発生することに
よって、携帯端末１００によって再生されていたコンテンツを、電子機器１２０がシーム
レス再生する場合の実施形態である。
【０１８７】
　携帯端末１００で一時停止された状態でディスプレイされているコンテンツについても
、前述の実施形態を適用することができる。その場合、携帯端末１００によって生成され
る電子機器１２０によって必要とされるデータは、一時停止されたコンテンツの再生位置
情報を含んでもよい。
【０１８８】
　図１６Ａ、図１６Ｂないし図２１は、電子機器１２０がコンテンツを再生しているとき
、遠隔制御機１１０と携帯端末１００との間にＮＦＣ接触のような近距離通信が発生する
ことにより、携帯端末１００がシームレス再生する場合のフローチャートである。
【０１８９】
　図１６Ａは、本発明の望ましい他の実施形態による、携帯端末１００のフローチャート
である。図１６Ａは、プロセッサ２１０によって遂行される。
【０１９０】
　電子機器１２０がコンテンツを再生し、近距離通信部２０８が、遠隔制御機１１０と携
帯端末１００との近距離通信発生を感知すれば（Ｓ１６０１）、プロセッサ２１０は、電
子機器１２０によって再生されているコンテンツを再生するために、携帯端末１００によ
って必要とされるデータを、近距離通信部２０８を介して遠隔制御機１１０から受信した
り、あるいは通信部２０８を介して、電子機器１２０から直接受信する（Ｓ１６０２）。
受信されたデータは、コンテンツ・プロバイダ情報、電子機器１２０に係わるデバイス情
報、電子機器１２０に係わるユーザ情報、コンテンツに係わるメタデータ、及び近距離通
信発生を感知した時間に対応するコンテンツの再生位置を示す再生時間についての情報の
うち少なくとも一つを含んでもよい。
【０１９１】
　プロセッサ２１０は、受信されたデータに含まれている電子機器１２０についての情報
と、電子機器１２０に係わるユーザ情報とのうち少なくとも一つを利用して、電子機器１
２０に係わる認証処理を行う。認証処理は、保存部２０７に前もって保存された電子機器
１２０に係わるユーザ情報、または電子機器１２０についての情報と、受信された情報と
を比較して行う。認証処理は、コンテンツに係わるシームレス再生を許容するか否かに係
わる認証処理を意味する。認証処理結果がＯＫであるならば、プロセッサ２１０は、通信
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部２０８を介して受信されたデータに基づいて、コンテンツ・プロバイダから、前記コン
テンツを受信する（Ｓ１６０３）。しかし、認証処理結果がＮＯＫであるならば、プロセ
ッサ２１０は、コンテンツのシームレス再生を行わない。
【０１９２】
　段階Ｓ１６０３でのコンテンツ受信は、図１６Ｂに図示されたフローチャートのように
行われる。図１６Ｂは、コンテンツ・プロバイダからコンテンツを受信する過程に係わる
詳細なフローチャートである。
【０１９３】
　図１６Ｂを参照すれば、プロセッサ２１０は、近距離通信部１０１を介して受信された
データに基づいて、コンテンツ・プロバイダを選択することができるＵＩ画面を、タッチ
スクリーン２０３にディスプレイする（Ｓ１６０３＿１）。ディスプレイされているＵＩ
画面に基づいて、タッチスクリーン２０３を介して、コンテンツ・プロバイダ選択が感知
されれば、プロセッサ２１０は、通信部２０８を介して、選択されたコンテンツ・プロバ
イダに、コンテンツ伝送要請信号を伝送する（Ｓ１６０３＿２）。これによって、プロセ
ッサ２１０は、通信部２０８を介して、選択されたコンテンツ・プロバイダからコンテン
ツを受信する（Ｓ１６０３＿３）。
【０１９４】
　プロセッサ２１０は、受信されたコンテンツが、映像信号とオーディオ信号が結合され
た場合、受信されたコンテンツに基づいて、タッチスクリーン２０３及びオーディオ出力
部２０６を介して、コンテンツに係わるシームレス再生を行う（Ｓ１６０４）。受信され
たコンテンツが映像信号で構成される場合、プロセッサ２１０は、受信されたコンテンツ
をタッチスクリーン２０３を介して再生する。受信されたコンテンツは、段階Ｓ１６０２
で受信されたデータを利用して、シームレス再生される。
【０１９５】
　前述の段階Ｓ１６０２以後の動作は、携帯端末１００のユーザ入力部２０１、タッチス
クリーン２０３、センサ２０２またはオーディオ入力部２０５を介して入力されるコンテ
ンツ再生要請に従って行われる。
【０１９６】
　図１７は、本発明の望ましい他の実施形態による、遠隔制御機１１０を使用して実行さ
れる動作について説明するフローチャートである。図１７は、プロセッサ３０３によって
遂行される。
【０１９７】
　プロセッサ３０３は、近距離通信部１１１を介して、携帯端末１００と遠隔制御機１１
０との近距離通信発生を感知する（Ｓ１７０１）。プロセッサ３０３は、無線通信部３０
２を介して、電子機器１２０によって再生されているコンテンツを再生するために、携帯
端末１００によって必要とされるデータを、電子機器１２０から受信する（Ｓ１７０２）
。
【０１９８】
　電子機器１２０からの必要なデータ受信は、図１８に図示された動作によって行われる
。図１８は、図１７の電子機器１２０からデータを受信する動作について説明する詳細な
フローチャートである。
【０１９９】
　図１８を参照すれば、プロセッサ３０３は、近距離通信部１１１を介して、前述の携帯
端末１００と遠隔制御機１２０との近距離通信発生が感知されれば、無線通信部３０２を
介して、電子機器１２０にデータ要請信号を伝送する（Ｓ１８０１）。これによって、プ
ロセッサ３０３は、無線通信部３０２を介して、電子機器１２０からデータを受信する（
Ｓ１８０２）。受信されたデータは、前記データ要請信号に係わる応答信号である。
【０２００】
　図１７で、プロセッサ３０３は、無線通信部３０２を介して、電子機器１２０からコン
テンツ再生に必要なデータを受信した後、近距離通信部１１１を介して、前記受信された
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データを携帯端末１００に伝送する（Ｓ１７０３）。
【０２０１】
　図１９は、本発明の望ましい他の実施形態による電子機器１２０のフローチャートであ
る。図１９は、プロセッサ４０５によって動作する。
【０２０２】
　電子機器１２０は、コンテンツを再生する（Ｓ１９０１）。段階Ｓ１９０２で、プロセ
ッサ４０５は、電子機器１２０によって再生されているコンテンツのシームレス再生を、
携帯端末１００によって行うために、携帯端末１００から、必要なデータ伝送要請信号を
受信する。データ伝送要請信号は、無線通信部４０１を介した遠隔制御機１１０と、通信
部４０２を介した携帯端末１００とのうち少なくとも一つから受信される。これによって
、プロセッサ４０５は、コンテンツを再生するために、携帯端末１００によって必要とさ
れるデータを生成する（Ｓ１９０３）。
【０２０３】
　プロセッサ４０５は、生成されたデータを、無線通信部４０１を介して遠隔制御機１１
０に伝送したり、通信部４０２を介して携帯端末１００に直接伝送する（Ｓ１９０４）。
【０２０４】
　図２０は、本発明の望ましい他の実施形態によるコンテンツ再生方法で、携帯端末１０
０、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０の間の動作フローチャートの一例である。図２
０は、携帯端末１００と遠隔制御機１１０とのＮＦＣ接触が発生することに基づいて、電
子機器１２０によって再生されているコンテンツを、携帯端末１００によってシームレス
再生するとき、遠隔制御機１１０が、電子機器１２０にデータ要請を伝送する場合である
。以下、フローチャートは、説明の便宜のために、各動作の主体を、携帯端末１００、遠
隔制御機１１０及び電子機器１２０として説明するが、図２、図３及び図４に図示された
携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０に含まれた各構成要素が利用され
ると理解されなければならないのである。
【０２０５】
　図２０を参照すれば、電子機器１２０によって、コンテンツを再生しているとき（２０
０１）、携帯端末１００と遠隔制御機１１０との間にＮＦＣ接触発生が感知されれば（Ｓ
２００２）、遠隔制御機１１０は、電子機器１２０に、携帯端末１００についての情報を
伝送する（Ｓ２００３）。電子機器１２０に伝送される携帯端末１００についての情報は
、ＮＦＣ接触に基づいて、携帯端末１００から遠隔制御機１１０に伝送された情報である
。携帯端末１００についての情報は、電子機器１２０が、携帯端末１００に情報を伝送す
るために必要な情報である。携帯端末１００についての情報は、例えば、携帯端末１００
によって支援される通信プロトコルに係わる情報（例えば、ワイファイ・ダイレクト、ブ
ルートゥースなど）、及び携帯端末１００と通信チャネルを設定するために使用される携
帯端末１００の識別情報を含んでもよい。
【０２０６】
　電子機器１２０は、受信された携帯端末１００についての情報を利用して、再生されて
いるコンテンツを、携帯端末１００に伝送する（Ｓ２００４）。これによって、携帯端末
１００は、コンテンツのシームレス再生を行う（Ｓ２００５）。段階Ｓ２００４で、電子
機器１２０から携帯端末１００にコンテンツを伝送するために、電子機器１２０は、携帯
端末１００についての情報を利用して、携帯端末１００と電子機器１２０との通信チャネ
ルを設定することができる。
【０２０７】
　図２１は、本発明の望ましい他の実施形態によるコンテンツ再生方法で、携帯端末１０
０、遠隔制御機１１０、電子機器１２０及びサーバ１３０の間の動作フローチャートの一
例である。図２１は、電子機器１２０によって再生されているコンテンツのシームレス再
生を行うために、携帯端末１００によって必要とされるデータを、電子機器１２０から携
帯端末１００に伝送する場合である。以下、フローチャートは、説明の便宜のために、各
動作の主体を、携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０として説明するが
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、図２、図３及び図４に図示された携帯端末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２
０に含まれた各構成要素が利用されると理解されなければならないのである。
【０２０８】
　図２１で、段階２１０１ないし段階２１０３は、図２０の段階２００１ないし段階２０
０３と同一であるので、以下、説明を省略する。
【０２０９】
　段階２１０４で、電子機器１２０は、再生されているコンテンツをシームレス再生する
ために、携帯端末１００によって必要とされるデータを生成する。次に、電子機器１２０
は、生成されたデータを、段階２１０３で受信した携帯端末１００についての情報に基づ
いて、携帯端末１００に伝送する（Ｓ２１０５）。電子機器１２０は、生成されたデータ
を携帯端末１００に伝送するために、前述の段階Ｓ２００３で説明したように、携帯端末
１００と通信チャネルを設定する。
【０２１０】
　携帯端末１００は、受信されたデータを分析し（Ｓ２１０６）、サーバ１３０からコン
テンツを受信すると決定すれば、携帯端末１００は、サーバ１３０にコンテンツ要請信号
を伝送する（Ｓ２１０７）。このために、携帯端末１００は、サーバ１３０と通信チャネ
ルを設定することができる。サーバ１３０と通信チャネルを設定するために、携帯端末１
００は、電子機器１２０から受信されたデータに含まれたコンテンツ・プロバイダ情報を
利用することができる。携帯端末１００は、コンテンツ・プロバイダ情報を利用して、サ
ーバ１３０と自動的に通信チャネルを設定することができる。しかし、携帯端末１００の
ユーザに、サーバ１３０との通信チャネル設定に係わる確認（confirm）をした後、通信
チャネルを設定したり、あるいはコンテンツ・プロバイダ情報に基づいた携帯端末１００
のユーザの入力情報を利用して、通信チャネルを設定することができる。
【０２１１】
　携帯端末１００とサーバ１３０との間に設定された通信チャネルを介して、サーバ１３
０からコンテンツが受信されれば（Ｓ２１０８）、携帯端末１００は、受信されたコンテ
ンツを再生する（Ｓ２１０９）。
【０２１２】
　図２２は、本発明の望ましい他の実施形態によるコンテンツ再生方法で、携帯端末１０
０、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０の間の動作フローチャートの一例である。以下
、フローチャートは、説明の便宜のために、各動作の主体を、携帯端末１００、遠隔制御
機１１０及び電子機器１２０として説明するが、図２、図３及び図４に図示された携帯端
末１００、遠隔制御機１１０及び電子機器１２０に含まれた各構成要素が利用されると理
解されなければならないのである。
【０２１３】
　図２２を参照すれば、電子機器１２０によってコンテンツを再生しているとき（Ｓ２２
０１）、携帯端末１００と遠隔制御機１１０とのＮＦＣ接触が発生すれば（Ｓ２２０２）
、遠隔制御機１１０が、電子機器１２０についての情報を携帯端末１００に伝送する（Ｓ
２２０３）。携帯端末１００が、電子機器１２０にコンテンツに係わる要請信号を伝送す
れば、携帯端末１００は、電子機器１２０からコンテンツを受信し、受信されたコンテン
ツを再生する（Ｓ２２０４～Ｓ２２０６）。段階Ｓ２２０４で、携帯端末１００は、電子
機器１２０についての情報を利用して、電子機器１２０と通信チャネルを設定した後、前
述のコンテンツに係わる要請信号を、電子機器１２０に伝送することができる。
【０２１４】
　図２３は、本発明の望ましいさらに他の実施形態によるコンテンツ再生方法のフローチ
ャートである。図２３は、オンライン・ショッピングサイト基盤のコンテンツをシームレ
ス再生する場合である。図２３は、電子機器１２０によって、商品に係わるオンライン・
ショッピングに係わるウェブ・ブラウジング（web　browsing）を実行した場合である。
【０２１５】
　図２３を参照すれば、遠隔制御機１１０による制御信号によって、電子機器１２０によ
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って、オンライン・ショッピングに係わるブラウジング（browsing）を実行され（Ｓ２３
０１）、選択されたアイテムに係わる購買を決定した後（Ｓ２３０２）、段階Ｓ２３０３
で、携帯端末１００と遠隔制御機１１０との間にＮＦＣ接触が発生すれば（Ｓ２３０４）
、携帯端末１００と電子機器１２０との間に通信チャネルが設定される（Ｓ２３０５）。
【０２１６】
　電子機器１２０は、現在ディスプレイされている購買決定画面からディスプレイするた
めに、携帯端末１００によって必要とされる情報を生成する（Ｓ２３０６）。電子機器１
２０によって生成された情報は、オンライン・ショッピングサイト位置情報（例えば、Ｕ
ＲＬ（uniform　resource　locator）情報）、前述の購買決定画面情報（例えば、電子機
器１２０によってディスプレイされたウェブページに係わる識別情報など）、及びオンラ
イン・ショッピングサイト接続情報（例えば、ユーザのログイン情報及びパスワード情報
）のうち少なくとも一つを含んでもよいが、前述の情報は、それらに制限されるものでは
ない。
【０２１７】
　電子機器１２０は、生成された情報を携帯端末１００に伝送する（Ｓ２３０７）。携帯
端末１００は、受信された情報を利用して、サーバ１３０に情報に係わる要請を伝送する
（Ｓ２３０８）。段階Ｓ２３０８で、携帯端末１００は、受信された情報を利用して、サ
ーバ１３０と通信チャネルを設定する。このとき、利用される受信された情報は、オンラ
イン・ショッピングサイト位置情報と、オンライン・ショッピングサイト接続情報とを含
んでもよいが、該情報は、それらに制限されるものではない。サーバ１３０は、オンライ
ン・ショッピングサイトを運用するサーバであって仮想のサーバである。
【０２１８】
　通信チャネルが設定された後、携帯端末１００からサーバ１３０に伝送される要請信号
は、少なくとも前述の購買決定画面情報を含んでもよい。
【０２１９】
　サーバ１３０は、受信された情報要請信号に応答して、携帯端末１００に情報を伝送す
る（Ｓ２３０９）。これによって、携帯端末１００は、購買決定画面からディスプレイす
る。
【０２２０】
　携帯端末１００のユーザから決済情報が入力されれば（Ｓ２３１０）、携帯端末１００
は、入力された決済情報をサーバ１３０に伝送する（Ｓ２３１１）。送信された情報によ
って購買が完了すれば、サーバ１３０は、購買完了メッセージを携帯端末１００に伝送す
る（Ｓ２３１２）。
【０２２１】
　図２３は、携帯端末１００とサーバ１３０とが直接接続して決済情報を伝送する場合で
ある。従って、電子機器１２０に保存された決済関連ユーザ情報がなく、携帯端末１００
にだけ決済関連ユーザ情報が保存されているとき、ユーザは、携帯端末１００を利用して
決済関連情報を容易に入力することができる。
【０２２２】
　また、図２３は、決済情報を、電子機器１２０を介してサーバ１３０に伝送させるよう
に変形されもする。かような場合、電子機器１２０は、段階Ｓ２３０６で、前述の購買決
定画面情報のみを生成し、段階Ｓ２３０７で、購買決定画面情報を携帯端末１００に伝送
することができる。かような場合、購買完了メッセージは、電子機器１２０を介して携帯
端末１００に伝送されもする。このとき、電子機器１２０は、携帯端末１００にディスプ
レイされている画面と同期化された画面をディスプレイすることができるが、ディスプレ
イせずに、購買完了メッセージのみ伝送することができる。
【０２２３】
　また、図２３は、携帯端末１００と遠隔制御機１１０とのＮＦＣ接触が発生した後、携
帯端末１００と電子機器１２０との間に直接通信チャネルが設定される例である。しかし
、遠隔制御機１１０を介して、携帯端末１００と電子機器１２０との通信チャネルが設定
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されるように変形されもする。かような場合に、前述の電子機器１２０によって生成され
た情報は、遠隔制御機１１０を介して、電子機器１２０から携帯端末１００に伝送される
。
【０２２４】
　また、図２３は、購買が決定された後、携帯端末１００と遠隔制御機１１０との間にＮ
ＦＣ接触が発生した場合や、オンラインショッピングのための任意のブラウジング過程で
、ＮＦＣ接続が発生した場合にも、図２３のフローチャートを適用することができる。例
えば、購買商品選択中に、前述のＮＦＣ接触が発生すれば、購買商品選択画面が、携帯端
末１００によってディスプレイされるように、電子機器１２０は、携帯端末１００で必要
な情報を伝送することができる。
【０２２５】
　また、図２３は、携帯端末１００によって、商品購買のためのブラウジングを行ってい
るとき、携帯端末１００と遠隔制御機１１０とのＮＦＣ接触が発生することにより、電子
機器１２０によって、商品購買のためのブラウジングを続けて実行するように変形されも
する。
【０２２６】
　図２４は、本発明の望ましいさらに他の実施形態による情報出力方法のフローチャート
である。出力される情報によって、図２４は、コンテンツ再生方法のフローチャートと見
なされもする。例えば、外部機器２４１０がカメラであり、静止画または動画を出力して
いるとき、図２４は、コンテンツ再生方法のフローチャートと見なされもする。図２４は
、外部機器２４１０によって出力されている情報を、電子機器１２０にシームレス出力す
る場合である。
【０２２７】
　図２４に図示された外部機器２４１０は、詳細な説明の初めで言及した電子機器１２０
の周辺機器であり、通信可能な周辺機器及び／または通信可能なappcessoryを含んでもよ
い。外部機器２４１０は、電子機器１２０によって実行可能なアプリケーションを基に動
作が制御される機器を含んでもよいが、外部機器２４１０は、それらに制限されるもので
はない。
【０２２８】
　段階Ｓ２４１１で、外部機器２４１０によって情報が出力される。このとき、出力され
る情報は、外部機器２４１０の機能に基づいて決定されもする。例えば、外部機器２４１
０が、野外及び室内の運動測定機であるとき、出力される情報は、例えば、位置情報、速
度情報、カロリー消耗量情報及びユーザについての情報のうち、少なくとも１つの情報を
含んでもよいが、出力される情報は、それらに制限されるものではない。
【０２２９】
　前述のような情報が出力されているとき、外部機器２４１０と遠隔制御機１１０との間
にＮＦＣ接触が発生すれば（Ｓ２４１２）、外部機器２４１０と電子機器１２０との間に
通信チャネルが設定される（Ｓ２４１３）。通信チャネルは、ＮＦＣ接触が発生するとき
、遠隔制御機１１０から外部機器２４１０に伝送された電子機器１２０についての情報を
利用して設定されもする。電子機器１２０についての情報は、電子機器１２０の通信プロ
トコルについての情報、及び電子機器１２０の識別情報を含んでもよい。
【０２３０】
　遠隔制御機１１０は、保存していた電子機器１２０についての情報を、外部機器２４１
０に伝送したり、あるいはＮＦＣ接触が発生された後、電子機器１２０に情報を要請し、
電子機器１２０から受信された情報を外部機器２４１０に伝送することができる。
【０２３１】
　しかし、ＮＦＣ接触が発生するとき、遠隔制御機１１０は、外部機器２４１０について
の情報を外部機器２４１０から受信し、この外部機器２４１０についての情報を、電子機
器１２０に伝送し、電子機器１２０によって外部機器２４１０と電子機器１２０との通信
チャネルが設定される。このとき、電子機器１２０に伝送される外部機器２４１０につい
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ての情報は、通信チャネルを設定するために必要な情報であり、例えば、通信プロトコル
情報、及び外部機器２４１０に係わる識別情報を含んでもよいが、前述の情報は、それら
に制限されるものではない。
【０２３２】
　電子機器１２０は、外部機器２４１０と通信チャネルが設定されることによって、外部
機器２４１０から受信される外部機器２４１０についての情報を利用して、電子機器１２
０に、外部機器２４１０に係わるアプリケーション（ＡＰＰ）が保存されているか否かを
判断する（Ｓ２４１４）。外部機器２４１０についての情報は、外部機器２４１０に係わ
るアプリケーションを実行するために必要な情報を含んでもよい。例えば、外部機器２４
１０に係わる識別情報や、外部機器２４１０に係わるアプリケーションの識別情報などを
含んでもよいが、それらに制限されるものではない。外部機器２４１０に係わるアプリケ
ーションは、外部機器２４１０との連結を基に、外部機器２４１０の動作を制御すること
ができるアプリケーションである。
【０２３３】
　外部機器２４１０に係わる識別情報は、外部機器２４１０のモデル名、外部機器２４１
０のメーカー情報、外部機器２４１０のバージョン情報のうち少なくとも一つを含んでも
よいが、前述の識別情報は、それらに制限されるものではない。例えば、外部機器２４１
０に係わる識別情報は、外部機器２４１０の製造日時情報、及び外部機器２４１０の運用
体制についての情報のうち少なくとも１つの情報が含まれる。
【０２３４】
　段階Ｓ２４１４で、電子機器１２０の判断結果、外部機器２４１０に係わるアプリケー
ションが、電子機器１２０に保存されていれば、電子機器１２０は、自動的に関連アプリ
ケーションを実行する（Ｓ２４１５）。
【０２３５】
　これによって、電子機器１２０は、外部機器２４１０に、該情報に係わる要請を伝送し
（Ｓ２４１６）、外部機器２４１０は、現在出力されている情報を、電子機器１２０に伝
送する（Ｓ２４１７）。電子機器１２０は、受信される情報を出力する（Ｓ２４１８）。
従って、電子機器１２０は、外部機器２４１０によって出力されている情報をシームレス
出力することができる。
【０２３６】
　段階Ｓ２４１４で、電子機器１２０の判断結果、電子機器１２０に、外部機器２４１０
に係わるアプリケーションが保存されていなければ、電子機器１２０は、前述の外部機器
２４１０に係わる識別情報を利用して、サーバ１３０から、外部機器２４１０に係わるア
プリケーションをダウンロードし、前述の段階Ｓ２４１５ないし段階Ｓ２４１８を遂行す
ることができる。
【０２３７】
　このとき、サーバ１３０は、外部機器２４１０に係わるアプリケーションが複数個であ
る場合、複数個のアプリケーションについての情報を、電子機器１２０に提供する。電子
機器１２０は、複数個のアプリケーションについての情報をディスプレイする。ユーザは
、遠隔制御機１１０を利用して、複数個のアプリケーションについての情報のうち、所望
するアプリケーション情報を選択する制御信号を、電子機器１２０に伝送することができ
る。
【０２３８】
　これに応答して、電子機器１２０は、選択されたアプリケーションについての情報を、
サーバ１３０に伝送し、サーバ１３０から選択されたアプリケーションをダウンロードし
て実行させることができる。これによって、電子機器１２０は、前述の段階Ｓ２４１５な
いし段階Ｓ２４１８を遂行することができる。
【０２３９】
　前述の段階Ｓ２４１８で、電子機器１２０は、外部機器２４１０から受信された情報で
もって、電子機器１２０に保存された外部機器２４１０についての情報をアップデートす
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ることができる。このとき、外部機器２４１０についての情報は、アプリケーション実行
後、外部機器２４１０によって発生したり、出力された情報である。
【０２４０】
　もし外部機器２４１０が、カメラのように、獲得された情報を保存する機能を有する機
器である場合、段階Ｓ２４１１は、外部機器２４１０によって情報を獲得して保存する段
階に変更されもする。このように、外部機器２４１０によって情報を獲得して保存してい
るとき、遠隔制御機１１０との前述のＮＦＣ接触が発生すれば、外部機器２４１０によっ
て獲得されて保存された情報が、電子機器１２０に伝送される。これによって、電子機器
１２０は、外部機器２４１０によって獲得されて保存された情報でもって、電子機器１２
０に保存された外部機器２４１０についての情報をアップデートすることができる。
【０２４１】
　段階Ｓ２４１７で、外部機器２４１０から電子機器１２０に伝送される情報は、外部機
器２４１０によって遂行される機能によって決定されるので、外部機器２４１０の機能モ
ニタリングについての情報であったり、外部機器２４１０に保存された情報であるが、本
発明のコンセプトは、それらに制限されるものではない。もし段階Ｓ２４１７で、外部機
器２４１０から電子機器１２０に伝送される情報が、外部機器２４１０に保存された情報
である場合、段階Ｓ２４１１は省略されもする。
【０２４２】
　本発明の実施形態によるコンテンツ再生方法を、コンピュータで具現する方法を遂行さ
せる命令語を含む一つ以上のプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に、
コンピュータで読み取り可能なコードとして記録されることが可能である。コンピュータ
で読み取り可能な記録媒体は、コンピュータ・システムによって読み取り可能なデータが
保存される全ての種類の保存装置を含む。コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例と
しては、ＲＯＭ（read-only　memory）、ＲＡＭ（random-access　memory）、ＣＤ（comp
act　disc）－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装
置などがある。またコンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークに連結され
たコンピュータ・システムに分散され、分散方式で、コンピュータで読み取り可能なコー
ドとして保存されて実行される。
【０２４３】
　以上、本発明についてその望ましい実施形態を中心に説明した。本発明が属する技術分
野で当業者であるならば、本発明が本発明の本質的な特性から外れない範囲で変形された
形態に具現されるということを理解することができるであろう。従って、開示された実施
形態は、限定的な観点ではなく、説明的な観点から考慮されなければならない。本発明の
範囲は、前述の説明ではなく、特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内にい
る全ての差異は、本発明に含まれたものであると解釈されなければならないのである。
【産業上の利用可能性】
【０２４４】
　本発明のコンテンツ再生方法及びそのシステム、並びに記録媒体は、例えば、移動通信
関連の技術分野に効果的に適用可能である。
【符号の説明】
【０２４５】
　１００　　携帯端末
　１０１，１１１　近距離通信部
　１１０　　遠隔制御部
　１２０　　電子機器
　１３０　　サーバ
　１５０　　スマートフォン
　１５１，１６１　ＮＦＣ基盤通信モジュール
　１６０　　リモコン
　１６２　　ＮＦＣ接触
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　１７０　　ＴＶ
　１８０　　サーバ
　２０１，３０１　ユーザ入力部
　２０２　　センシング部
　２０３　　タッチスクリーン
　２０４　　カメラ
　２０５　　オーディオ入力部
　２０６　　オーディオ出力部
　２０７，３０４，４０４　保存器
　２０８，４０２　通信部
　２０９　　ポート
　２１０，３０３，４０５　プロセッサ
　２１１　　電源部
　３０２，４０１　無線通信部
　４０３　　放送信号受信部
　４０６　　映像処理部
　４０７　　ディスプレイ部
　４０８　　音声処理部
　４０９　　音声出力部
　４１０　　音声入力部
　２４１０　外部機器

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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