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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを再生中に再生動作を停止した場合に、停止した位置から再生再開動作を行
わせるレジューム機能を備えたコンテンツ再生装置であって、
　操作入力を受け付ける入力部と、
　所定の再生時間を有する前記コンテンツを再生する再生部と、
　前記入力部による再生操作の入力によって前記コンテンツを実際に再生させた実再生時
間を測定する再生時間計測部と、
　前記所定の再生時間に対する前記実再生時間の割合と、所定の第１閾値または前記所定
の第１閾値よりも大きい所定の第２閾値とを比較するレジューム判定部と、
　前記割合が前記所定の第１閾値以下または前記所定の第２閾値以上の場合に、前記再生
再開動作を開始させる位置を前記コンテンツの最初と決定する再生制御部と
　を備え、
　前記再生時間計測部は、ユーザが通常再生した時間、ならびに前記ユーザがコンテンツ
の内容を理解できる程度の所定倍速の早見再生で再生した時間を前記実再生時間に含め、
早送りをして進めた経過時間は前記実再生時間に含めない、コンテンツ再生装置。
【請求項２】
　コンテンツを再生中に再生動作を停止した場合に、停止した位置から再生再開動作を行
わせるレジューム機能を備えたコンテンツ再生装置であって、
　操作入力を受け付ける入力部と、
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　所定の再生時間を有する前記コンテンツを再生する再生部と、
　前記入力部による再生操作の入力によって前記コンテンツを実際に再生させた実再生時
間を測定する再生時間計測部と、
　前記実再生時間と所定の閾値とを比較するレジューム判定部と、
　前記実再生時間が前記所定の閾値以下の場合に、前記再生再開動作を開始させる位置を
前記コンテンツの最初と決定する再生制御部と
　を備え、
　前記再生時間計測部は、ユーザが通常再生した時間、ならびに前記ユーザがコンテンツ
の内容を理解できる程度の所定倍速の早見再生で再生した時間を前記実再生時間に含め、
早送りをして進めた経過時間は前記実再生時間に含めない、コンテンツ再生装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のコンテンツ再生装置であって、
　前記再生操作は、再生および所定倍速の再生を含むコンテンツ再生装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のコンテンツ再生装置であって、
　前記コンテンツを前回再生させた日時の情報を記憶するレジューム情報格納部と、
　前記コンテンツを今回再生させる日時の情報を取得する再生環境情報取得部と、
　前記前回再生時から前記今回再生時までの経過時間と、所定の閾値とを比較するレジュ
ーム判定部と、
　前記経過時間が前記所定の閾値以上の場合に、前記再生再開動作を開始させる位置を前
記コンテンツの最初と決定する再生制御部と
　を備えるコンテンツ再生装置。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のコンテンツ再生装置であって、
　前記コンテンツを前回再生させた第１のユーザの情報を記憶するレジューム情報格納部
と、
　前記コンテンツを今回再生再開させる第２のユーザの情報を取得する再生環境情報取得
部と、
　前記第１のユーザの情報と前記第２のユーザの情報とを比較するレジューム判定部と、
　前記第１のユーザの情報と前記第２のユーザの情報とが一致しない場合に、前記再生再
開動作を開始させる位置を前記コンテンツの最初と決定する再生制御部と
　を備えるコンテンツ再生装置。
【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に関し、特に、コンテンツを再生中に再生動作を停止し
た場合に、停止した位置から再生再開動作を行わせるレジューム機能を備えたコンテンツ
再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンテンツ再生装置のレジューム再生機能は、前回再生した箇所を記憶しておき、次回
そのコンテンツを再生する際、その続きから再生する機能である。しかしながら、このレ
ジューム再生機能によれば、テレビの録画コンテンツなどで、本編終了で残りはＣＭしか
ないような箇所で再生を停止すると、次回、以降本編が再生されないにもかかわらずそこ
から再生を開始してしまう。
【０００３】
　そこで、停止したときの再生位置を取得し、その時間によって次回のレジューム再生の
ＯＮ／ＯＦＦを決定する方法が提案されている。具体的には、『再生停止位置／総再生時
間』が一定の割合を超えた場合、レジュームをＯＦＦにする。たとえば、６０分の動画の
９割以上を再生した(＝５４分以上再生した)場合はレジュームＯＦＦとする（例えば、特
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許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２０７９３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の特許文献には、再生再開位置を一義的に決めないレジューム再生方法が開示され
ているが、使い勝手が十分良いとはいえない。すなわち、再生停止位置による判定だけで
レジュームをＯＮ／ＯＦＦしてしまうと、以下のように不便な場合がある。
【０００６】
　例えば、コンテンツの内容を確認して期待したものでないため再生停止した場合に、次
回その再生停止からレジュームしてしまう。すなわち、そもそも視聴する意図でその再生
位置まで再生させたわけでないにも関わらず、次回はその位置から再生を再開してしまう
。また、例えば、半年前に途中で停止したコンテンツの場合に、久しぶりに観るので内容
も忘れているため最初から見たいが、途中からの再生となってしまう。さらに、例えば、
コンテンツを見る人が違う場合、別の人が再生したつづきを観ることになってしまう。
【０００７】
　本発明は、上記従来の事情に鑑みてなされたものであって、ユーザが希望しない不適切
な位置から再生が開始されることを防止し、レジューム機能の使い勝手を向上することが
できるコンテンツ再生装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の第１のコンテンツ再生装置は、コンテンツを再生
中に再生動作を停止した場合に、停止した位置から再生再開動作を行わせるレジューム機
能を備えたコンテンツ再生装置であって、操作入力を受け付ける入力部と、所定の再生時
間を有する前記コンテンツを再生する再生部と、前記入力部による再生操作の入力によっ
て前記コンテンツを実際に再生させた実再生時間を測定する再生時間計測部と、前記所定
の再生時間に対する前記実再生時間の割合と、所定の第１閾値または前記所定の第１閾値
よりも大きい所定の第２閾値とを比較するレジューム判定部と、前記割合が前記所定の第
１閾値以下または前記所定の第２閾値以上の場合に、前記再生再開動作を開始させる位置
を前記コンテンツの最初と決定する再生制御部とを備え、前記再生時間計測部は、ユーザ
が通常再生した時間、ならびに前記ユーザがコンテンツの内容を理解できる程度の所定倍
速の早見再生で再生した時間を前記実再生時間に含め、早送りをして進めた経過時間は前
記実再生時間に含めない構成としている。
【０００９】
　上記構成によれば、コンテンツを実際に再生させた実再生時間を測定し、コンテンツの
再生時間に対する実再生時間の割合が所定の閾値以下の場合や所定の閾値以上の場合に、
レジューム機能をＯＦＦにし、コンテンツの最初から再生を開始する。これにより、例え
ば、実再生時間／総再生時間の割合が１０％以下でユーザがそのコンテンツをよく見てい
ない場合（たとえば、前述のようにコンテンツの内容を確認して期待したものでないため
再生を停止した場合など）や、実再生時間／総再生時間の割合が９０％を超えてユーザが
そのコンテンツをほぼ見終わっている場合に、次回再生時にコンテンツの最初から再生が
開始されるので、レジューム機能の使い勝手を向上することができる。
【００１０】
　また、本発明の第２のコンテンツ再生装置は、コンテンツを再生中に再生動作を停止し
た場合に、停止した位置から再生再開動作を行わせるレジューム機能を備えたコンテンツ
再生装置であって、操作入力を受け付ける入力部と、所定の再生時間を有する前記コンテ
ンツを再生する再生部と、前記入力部による再生操作の入力によって前記コンテンツを実
際に再生させた実再生時間を測定する再生時間計測部と、前記実再生時間と所定の閾値と
を比較するレジューム判定部と、前記実再生時間が前記所定の閾値以下の場合に、前記再
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生再開動作を開始させる位置を前記コンテンツの最初と決定する再生制御部とを備え、前
記再生時間計測部は、ユーザが通常再生した時間、ならびに前記ユーザがコンテンツの内
容を理解できる程度の所定倍速の早見再生で再生した時間を前記実再生時間に含め、早送
りをして進めた経過時間は前記実再生時間に含めない構成としている。
【００１１】
　上記構成によれば、コンテンツを実際に再生させた実再生時間を測定し、実再生時間が
所定の閾値以下の場合に、レジューム機能をＯＦＦにし、コンテンツの最初から再生を開
始する。これにより、例えば、コンテンツの内容を確認して期待したものでないため再生
停止した場合、例えば実再生時間が１０秒以下の場合に、次回再生時にコンテンツの最初
から再生が開始されるので、レジューム機能の使い勝手を向上することができる。
【００１２】
　また、本発明の第３のコンテンツ再生装置は、前記再生操作が、再生および所定倍速の
再生を含む構成としている。
【００１３】
　上記構成によれば、ユーザがコンテンツの内容を理解できる程度の速見再生を実再生時
間に含めるので、速見再生を利用するユーザに対してレジューム機能の使い勝手を向上す
ることができる。
【００１４】
　また、本発明の第４のコンテンツ再生装置は、コンテンツを再生中に再生動作を停止し
た場合に、停止した位置から再生再開動作を行わせるレジューム機能を備えたコンテンツ
再生装置であって、前記コンテンツを再生する再生部と、前記コンテンツを前回再生させ
た日時の情報を記憶するレジューム情報格納部と、前記コンテンツを今回再生させる日時
の情報を取得する再生環境情報取得部と、前記前回再生時から前記今回再生時までの経過
時間と、所定の閾値とを比較するレジューム判定部と、前記経過時間が前記所定の閾値以
上の場合に、前記再生再開動作を開始させる位置を前記コンテンツの最初と決定する再生
制御部とを備える構成としている。
【００１５】
　上記構成によれば、コンテンツの前回再生時から今回再生再開時までの経過時間が所定
の閾値以上の場合に、レジューム機能をＯＦＦにし、コンテンツの最初から再生を開始す
る。これにより、例えば、半年前に途中で停止した場合など、長い期間があいたため前回
見た内容を忘れてしまっている場合に、ユーザが希望する最初の位置から再生が開始され
るので、レジューム機能の使い勝手を向上することができる。
【００１６】
　また、本発明の第５のコンテンツ再生装置は、コンテンツを再生中に再生動作を停止し
た場合に、停止した位置から再生再開動作を行わせるレジューム機能を備えたコンテンツ
再生装置であって、前記コンテンツを再生する再生部と、前記コンテンツを前回再生させ
た第１のユーザの情報を記憶するレジューム情報格納部と、前記コンテンツを今回再生再
開させる第２のユーザの情報を取得する再生環境情報取得部と、前記第１のユーザの情報
と前記第２のユーザの情報とを比較するレジューム判定部と、前記第１のユーザの情報と
前記第２のユーザの情報とが一致しない場合に、前記再生再開動作を開始させる位置を前
記コンテンツの最初と決定する再生制御部とを備える構成としている。
【００１７】
　上記構成によれば、コンテンツを前回再生させた第１のユーザの情報とコンテンツを今
回再生再開させる第２のユーザの情報とが一致しない場合に、レジューム機能をＯＦＦに
し、コンテンツの最初から再生を開始する。これにより、例えば、コンテンツを見るユー
ザが違う場合に最初の位置から再生が開始されるので、レジューム機能の使い勝手を向上
することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、本発明によれば、コンテンツを実際に再生させた実再生時間を測
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定し、コンテンツの再生時間に対する実再生時間の割合が所定の閾値以下／以上の場合に
、コンテンツの最初から再生を開始するので、例えば、実再生時間／総再生時間の割合が
１０％以下でユーザがそのコンテンツをよく見ていない場合、実再生時間／総再生時間の
割合が９０％を超えてユーザがそのコンテンツをほぼ見終わっている場合などに、次回再
生時にコンテンツの最初から再生が開始され、レジューム機能の使い勝手を向上すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態にかかるコンテンツ再生装置について、図面を参照しながら説
明する。
【００２０】
　本発明の実施形態にかかるコンテンツ再生装置は、レジューム再生のＯＮ／ＯＦＦの判
定を、実際に再生をした時間によって判断するものである。すなわち、（１）実再生時間
（実際に再生した時間であり、早送りなどして再生位置を進めてもその時間はカウントさ
れない）と、コンテンツの総再生時間とを比較して、レジュームのＯＮ／ＯＦＦを決定す
る。また、（２）前回再生時の環境情報（再生日時、再生者など）を保持しておき、今回
の再生時の環境情報と比較して、レジュームのＯＮ／ＯＦＦを決定するものである。
【００２１】
　本発明の実施形態にかかるコンテンツ再生装置としては、例えば、レジューム機能を備
えたコンテンツ再生装置の一例である携帯電話端末などが考えられる。レジューム機能と
は、コンテンツを再生中に再生動作を停止した場合に、停止した位置から再生再開動作を
行わせる機能である。
【００２２】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置が利用されるシチュエーションは
、例えば、ユーザが、再生したいコンテンツがあるが果たしてこのコンテンツだろうかと
探す場合である。この場合、ユーザは、再生してコンテンツの内容を確認するために、内
容を特定できる位置まで早送りして内容を確認する。
【００２３】
　そして、例えば１０秒ほど再生後、期待しているのと違うことが判明した場合は、再生
をやめようと判断する。この場合、ユーザが次回再生するときは、その停止位置からは再
生してほしくない、すなわち、レジュームをＯＦＦにして欲しいと希望する。
【００２４】
　本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置は、実再生時間を取得し、その情
報をもとに次回のレジューム再生のＯＮ／ＯＦＦを決定することにより、例えば、コンテ
ンツの内容を確認して期待したものではないため再生停止した場合に、次回その再生停止
位置からレジューム再生を行うことを防止可能である。図１は、コンテンツの再生状況の
一例の説明図である。実再生時間とは、実際に再生した時間を指す。早送りなどして経過
時間（＝現在再生位置）を進めてもその時間はカウントされない。
【００２５】
　本実施形態のコンテンツ再生装置におけるレジュームＯＮ／ＯＦＦの判定方法では、実
再生時間が短い場合レジュームをＯＦＦとする。また、「実再生時間／総再生時間」が一
定値以下の場合、レジュームＯＦＦとしてもよい。また、２倍速再生など、ユーザがコン
テンツの内容を理解できる程度の所定倍速の再生（早見再生）で再生している時間も実再
生時間に含める。
【００２６】
　図２は、本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置の概略構成の一例を示す
図である。図２に示すコンテンツ再生装置１０は、再生制御部１１、再生時間計測部１２
、レジューム判定部１３、レジューム情報格納部１４、コンテンツ格納部１５、再生部１
６、入力部１７とを有して構成される。
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【００２７】
　再生制御部１１は、コンテンツ格納部１５からコンテンツを取得し、取得したコンテン
ツに対し、再生／停止／早送り／巻戻しなどの再生状態の制御を行う。また、再生開始時
は、レジューム情報に従って再生する（前回の続きから再生／先頭から再生）。また、再
生制御部１１は、所定の再生時間に対する実再生時間の割合が所定の第１閾値以下または
所定の第２閾値以上の場合に、再生再開動作を開始させる位置をコンテンツの最初と決定
するための機能を有する。また、実再生時間が所定の閾値以下の場合に、再生再開動作を
開始させる位置をコンテンツの最初と決定するための機能を有する。
【００２８】
　再生時間計測部１２は、レジューム判定に必要となる実再生時間を計測し、再生制御部
１１から再生状態が変更された通知を受け、その通知をトリガーとして計測の開始／終了
／一時停止を行う。また、再生終了の通知を受けると、計測した実再生時間をレジューム
判定部１３に渡す。また、再生時間計測部１２は、入力部１７による再生操作の入力によ
ってコンテンツを実際に再生させる実再生時間を測定するための機能を有する。
【００２９】
　レジューム判定部１３は、再生時間計測部１２で計測した実再生時間をもとに、次回の
レジューム再生の可否を判定する。また、レジューム判定部１３は、所定の再生時間に対
する実再生時間の割合と、所定の第１閾値または所定の第１閾値よりも大きい所定の第２
閾値とを比較するための機能、実再生時間と所定の閾値とを比較するための機能を有する
。
【００３０】
　レジューム情報格納部１４は、各コンテンツに紐づくレジューム情報を格納する。レジ
ューム情報には、再生停止位置などを記録する。
【００３１】
　コンテンツ格納部１５は、各種コンテンツを格納する。
【００３２】
　再生部１６は、再生制御部１１からの指示に基づいて、各種コンテンツを再生する。
【００３３】
　入力部１７は、各種の操作入力を受け付ける。
【００３４】
　次に、コンテンツ再生装置１０がコンテンツの再生を開始する際の処理の流れの一例に
ついて説明する。
【００３５】
　図３は、本実施形態のコンテンツ再生装置１０がコンテンツの再生を開始する際の処理
の流れの一例を示す図である。図４は、そのフローチャートである。図３、図４の処理は
、例えば、入力部１７が、ユーザからのリモコン操作等の再生指示（再生操作）を入力し
、再生制御部１１へコンテンツＡの再生を指示した場合に開始される。
【００３６】
　まず、図４のステップＳ１１では、再生制御部１１が、コンテンツ格納部１５からコン
テンツＡを取得する。
【００３７】
　続いて、ステップＳ１２では、再生制御部１１が、レジューム情報格納部１４からコン
テンツＡに紐づくレジューム情報を取得する。
【００３８】
　続いて、ステップＳ１３では、再生制御部１１が、レジューム情報に従い、前回の続き
から再生または先頭から再生を行う。
【００３９】
　続いて、ステップＳ１４では、再生制御部１１が、再生開始を再生時間計測部１２に通
知する。
【００４０】



(7) JP 4990754 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

　続いて、ステップＳ１５では、再生時間計測部１２が、実再生時間の計測を開始する。
ポイントは、再生しているときにのみ実再生時間を計測することである。
【００４１】
　次に、コンテンツ再生装置１０がコンテンツ再生中に操作（一時停止／早送り／早戻し
）する場合の処理の流れの一例について説明する。
【００４２】
　図５はコンテンツ再生装置１０がコンテンツ再生中に操作（一時停止／早送り／早戻し
）する場合の処理の流れの一例を示す図である。図６は、そのフローチャートである。図
５、図６の処理は、例えば、入力部１７が、コンテンツＡを再生している際に、ユーザか
らのリモコン操作（一時停止／早送り／巻き戻し）を入力した場合に開始される。なお、
図６では一時停止の操作の場合のみ示している。
【００４３】
　まず、図６のステップＳ２１では、再生制御部１１が、コンテンツＡの一時停止／早送
り／巻戻しを実行する。
【００４４】
　続いて、ステップＳ２２では、再生制御部１１が、一時停止／早送り／巻戻しを再生時
間計測部１２に通知する。
【００４５】
　続いて、ステップＳ２３では、再生時間計測部１２が、実再生時間の計測を一時停止す
る。この場合、時間のカウントを止めたままとする。計測した時間のリセットはしない。
【００４６】
　続いて、ステップＳ２４では、入力部１７がユーザの指示により再生再開の指示を入力
すると、再生制御部１１がコンテンツＡの再生再開を実行する。
【００４７】
　続いて、ステップＳ２５では、再生制御部１１が、再生開始を再生時間計測部１２に通
知する。
【００４８】
　続いて、ステップＳ２６では、再生時間計測部１２が、実再生時間の計測を再開する。
すなわち、ステップＳ２３で止めた時間の計測を再開する。ポイントは、再生していると
き以外では、時間の計測は一時停止させることである。
【００４９】
　次に、コンテンツ再生装置１０がコンテンツの再生停止を行う場合の処理の流れの一例
について説明する。
【００５０】
　図７はコンテンツ再生装置１０がコンテンツの再生停止を行う場合の処理の流れの一例
を示す図である。図８は、そのフローチャートである。図７、図８の処理は、例えば、入
力部１７が、コンテンツＡを再生／一時停止／早送り／早戻ししている際に、ユーザのリ
モコン操作による停止の指示を入力した場合に開始される。
【００５１】
　まず、図８のステップＳ３１では、再生制御部１１が、コンテンツＡの停止処理を実行
する。
【００５２】
　続いて、ステップＳ３２では、再生制御部１１が、停止を再生時間計測部１３に通知す
る。
【００５３】
　続いて、ステップＳ３３では、再生時間計測部１３が、実再生時間の計測を停止する。
【００５４】
　続いて、ステップＳ３４では、再生時間計測部１３が、計測した実再生時間の情報をレ
ジューム判定部１３に渡す。
【００５５】
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　続いて、ステップＳ３５では、レジューム判定部１３が、レジューム判定のため、再生
制御部１１からコンテンツＡの総再生時間の情報および再生停止位置の情報を取得する。
【００５６】
　続いて、ステップＳ３６では、レジューム判定部１３が、総再生時間および実再生時間
をもとに、次回のレジューム再生の可否を判定する。
【００５７】
　ここで、判定方法の一例として、以下のような方法がある。
・実再生時間が３分以内の場合に次回はレジューム再生しない。
・実再生時間／総再生時間の割合が９０％を超える場合はレジューム再生をしない。
・実再生時間／総再生時間の割合が１０％以下の場合はレジューム再生をしない。
【００５８】
　続いて、ステップＳ３７では、レジューム判定部１３が、判定結果に基づき、レジュー
ム再生すると判定された場合、レジューム情報（再生停止位置を含む）をレジューム情報
格納部１４に記録する。レジューム再生しないと判定された場合、停止位置の情報は００
：００：００を示す情報とする。なお、レジューム再生しないと判定された場合レジュー
ム情報自体をレジューム情報格納部１４から抹消するという方法も可能である。ポイント
は、総再生時間、実再生時間をもとに次回のレジューム再生の可否を判定すること、およ
び次回のコンテンツ再生再開時ではなく、今回の再生停止時に次回のレジューム再生可否
を判定することである。
【００５９】
　このように本実施形態のコンテンツ再生装置１０によれば、コンテンツを実際に再生さ
せた実再生時間を測定し、実再生時間が所定の閾値以下の場合に、コンテンツの最初から
再生を開始する。これにより、コンテンツの内容を確認して期待したものでないため再生
停止した場合、例えば実再生時間が１０秒以下の場合に、次回再生時にコンテンツの最初
から再生が開始され、レジューム機能の使い勝手を向上することができる。
【００６０】
　また、コンテンツを実際に再生させた実再生時間を測定し、コンテンツの再生時間に対
する実再生時間の割合が所定の閾値以下または以上の場合に、コンテンツの最初から再生
を開始する。これにより、例えば、実再生時間／総再生時間の割合が１０%以下でユーザ
がそのコンテンツをよく見ていない場合や、実再生時間／総再生時間の割合が９０％を超
えてユーザがそのコンテンツをほぼ見終わっている場合に、次回再生時にコンテンツの最
初から再生が開始され、レジューム機能の使い勝手を向上することができる。
【００６１】
（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態にかかるコンテンツ再生装置が利用されるシチュエーションは
、例えば、前回は姉が再生して途中で止めたが、今回は弟が再生するような場合である。
この場合、弟は姉の続きから見たいわけでなく、先頭から再生してほしいと希望する。同
様に、例えば、半年前に途中まで見た番組を久しぶりに観る場合は、内容も忘れてしまっ
たので、続きからではなく先頭から再生してほしいと希望する。
【００６２】
　本発明の第２の実施形態にかかるコンテンツ再生装置は、再生環境情報を蓄積し、前回
の再生環境情報からレジュームのＯＮ／ＯＦＦを判定することにより、例えば、あるコン
テンツを久しぶりに場合に最初から再生したり、見る人が異なる場合には最初から再生し
たりすることが可能である。ここで、再生環境情報とは、前回の再生時の状況を記憶した
ものであり、例えば、誰が再生したか、再生した日時等の情報を含むものである。
【００６３】
　本実施形態のコンテンツ再生装置におけるレジュームＯＮ／ＯＦＦの判定方法は、（１
）再生するユーザが異なる場合、レジュームをＯＦＦとするものである。再生するユーザ
の判断は、例えば、ＳＩＭカード(例えば携帯電話で動画を観る場合)、指紋認証（例えば
リモコンに指紋を登録する場合）などを利用する。また、（２）前回の再生日時と現在日



(9) JP 4990754 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

時を比較し、時間が前回再生時から所定期間以上経過している場合はレジュームをＯＦＦ
とする。ＯＦＦ判定する期間の長さは変更可能である。
【００６４】
　図９は、本実施形態にかかるコンテンツ再生装置の概略構成の一例を示す図である。図
９に示すコンテンツ再生装置２０は、再生制御部１１、レジューム判定部１３、レジュー
ム情報格納部１４、コンテンツ格納部１５、再生部１６、入力部１７、再生環境情報取得
部２１を有して構成される。
【００６５】
　再生制御部１１は、コンテンツ格納部１５からコンテンツを取得し、取得したコンテン
ツに対し、再生／停止／早送り／巻戻しなどの再生状態の制御を行う。また、再生開始時
は、レジューム情報に従って再生する（前回の続きから再生／先頭から再生）。また、再
生制御部１１は、前回再生時から今回再生再開時までの経過時間が所定の閾値以上の場合
に、再生再開動作を開始させる位置をコンテンツの最初と決定するための機能を有する。
また、第１のユーザの情報と第２のユーザの情報とが一致しない場合に、再生再開動作を
開始させる位置をコンテンツの最初と決定するための機能を有する。
【００６６】
　再生環境情報取得部２１は、再生環境情報（再生時の状況についての情報）を取得する
。再生環境情報として取得する情報の例は、再生しているユーザ名やユーザの識別情報、
現在日時などの情報である。また、再生環境情報取得部２１は、コンテンツを今回再生再
会させる時間の情報および第２のユーザの情報を取得するための機能を有する。
【００６７】
　レジューム判定部１３は、レジューム情報中の再生環境情報と、現在の再生環境情報と
を比較し、レジューム再生可否を判定する。また、レジューム判定部１３は、前回再生時
から今回再生再開時までの経過時間と、所定の閾値とを比較するための機能、第１のユー
ザの情報と第２のユーザの情報とを比較するための機能を有する。
【００６８】
　レジューム情報格納部１４は、各コンテンツに紐づくレジューム情報を格納する。レジ
ューム情報には、再生位置のほか、再生環境情報で取得した情報が格納される。また、レ
ジューム情報格納部１４は、コンテンツを前回させた時間の情報および第１のユーザの情
報を記憶する。
【００６９】
　コンテンツ格納部１５は、各種コンテンツを格納する。
【００７０】
　再生部１６は、再生制御部１１からの指示に基づいて、各種コンテンツを再生する。
【００７１】
　入力部１７は、各種の操作入力を受け付ける。
【００７２】
　次に、コンテンツ再生装置２０がコンテンツの再生を開始する際の処理の流れの一例に
ついて説明する。
【００７３】
　図１０は、本実施形態のコンテンツ再生装置２０がコンテンツの再生を開始する際の処
理の流れの一例を示す図である。図１１は、そのフローチャートを示す。図１０、図１１
の処理は、例えば、入力部１７が、ユーザからのリモコン操作等の再生指示を入力し、再
生制御部１１へコンテンツＡの再生を指示した場合に開始される。
【００７４】
　まず、図１１のステップＳ４１では、再生制御部１１が、コンテンツ格納部１５からコ
ンテンツＡを取得する。
【００７５】
　続いて、ステップＳ４２では、再生制御部１１が、レジューム判定部１３に対し、レジ
ューム判定を要求する。
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【００７６】
　続いて、ステップＳ４３では、レジューム判定部１３が、再生環境情報取得部２１から
現在の再生環境情報を取得する。
【００７７】
　ステップＳ４４では、レジューム判定部１３が、レジューム情報格納部１４から、コン
テンツＡに紐づくレジューム情報を取得する。レジューム情報には、前回再生時の再生環
境情報が記録されている。
【００７８】
　ステップＳ４５では、レジューム判定部１３が、現在の再生環境情報と前回の再生環境
情報を比較し、レジューム再生の可否を判定する。
【００７９】
　ステップＳ４６では、レジューム判定部１３が、判定結果を再生制御部１１に渡し、再
生を開始する。レジューム再生する場合は、再開位置を通知する。ポイントは、前回の再
生環境情報と今回の再生環境情報を比較して、レジューム判定を行うことである。また、
再生開始時にレジューム判定することである。
【００８０】
　次に、コンテンツ再生装置２０がコンテンツの再生停止を行う場合の処理の流れの一例
について説明する。
【００８１】
　図１２は、本実施形態のコンテンツ再生装置２０がコンテンツの再生停止を行う場合の
処理の流れの一例を示す図である。図１３は、そのフローチャートである。図１２、図１
３の処理は、、例えば、入力部１７が、コンテンツＡを再生／一時停止／早送り／早戻し
している際に、ユーザのリモコン操作による停止の指示を入力した場合に開始される。
【００８２】
　まず、図１３のステップＳ５１では、再生制御部１１が、コンテンツＡの停止処理を実
行する。
【００８３】
　続いて、ステップＳ５２では、再生制御部１１が、レジューム情報格納部１４に停止位
置を通知する。
【００８４】
　ステップＳ５３では、レジューム情報格納部１４が、再生環境情報取得部２１から現在
の再生環境情報を取得する。
【００８５】
　ステップＳ５４では、再生環境情報取得部２１が、再生位置の情報と再生環境情報を含
めてレジューム情報としてレジューム情報格納部１４に格納する。ポイントは、停止時に
再生環境情報と停止位置の情報を格納することである。
【００８６】
　このように本実施形態のコンテンツ再生装置２０によれば、コンテンツの前回再生日時
から今回再生再開日時までの経過時間が所定の閾値以上の場合に、コンテンツの最初から
再生を開始する。これにより、例えば半年前に途中で停止したコンテンツの場合に、ユー
ザが希望する最初の位置から再生が開始され、レジューム機能の使い勝手を向上すること
ができる。
【００８７】
　また、コンテンツを前回再生させた第１のユーザの情報とコンテンツを今回再生再開さ
せる第２のユーザの情報とが一致しない場合に、コンテンツの最初から再生を開始する。
これにより、例えば見るユーザが違う場合に最初の位置から再生が開始され、レジューム
機能の使い勝手を向上することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、ユーザが希望しない不適切な位置から再生が開始されることを防止し、レジ
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【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置のコンテンツ再生状況の一
例の説明図
【図２】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置の概略構成の一例を示す図
【図３】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生を開始
する際の処理の流れの一例を示す図
【図４】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生を開始
する際の処理の流れの一例を示すフローチャート
【図５】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツ再生中に操作
（一時停止／早送り／早戻し）する場合の処理の流れの一例を示す図
【図６】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツ再生中に操作
（一時停止／早送り／早戻し）する場合の処理の流れの一例を示すフローチャート
【図７】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生停止を
行う場合の処理の流れの一例を示す図
【図８】本発明の第１の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生停止を
行う場合の処理の流れの一例を示すフローチャート
【図９】本発明の第２の実施形態にかかるコンテンツ再生装置の概略構成の一例を示す図
【図１０】本発明の第２の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生を開
始する際の処理の流れの一例を示す図
【図１１】本発明の第２の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生を開
始する際の処理の流れの一例を示すフローチャート
【図１２】本発明の第２の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生停止
を行う場合の処理の流れの一例を示す図
【図１３】本発明の第２の実施形態にかかるコンテンツ再生装置がコンテンツの再生停止
を行う場合の処理の流れの一例を示すフローチャート
【符号の説明】
【００９０】
１０、２０　コンテンツ再生装置
１１　再生制御部
１２　再生時間計測部
１３　レジューム判定部
１４　レジューム情報格納部
１５　コンテンツ格納部
１６　再生部
１７　入力部
２１　再生環境情報取得部
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