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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　PINが一致した場合に、デバイスレイティングの設定が可能な出力装置であって、コン
テンツを出力する前記出力装置から、ネットワークを介して、前記出力装置を用いたコン
テンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングである、前記出力装置自体に設定され
た前記デバイスレイティングを取得するデバイスレイティング取得手段と、
　　コンテンツの画像データ又は音声データを含むAVデータと、
　　コンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングであるコンテンツレイティン
グを少なくとも含む、コンテンツのメタデータと
　を有するコンテンツデータの前記メタデータのうちの、前記コンテンツレイティングを
取得するコンテンツレイティング取得手段と、
　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記出力装置
での、前記コンテンツの視聴を制限する視聴制限手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記コンテンツデータは、記録媒体に記録されており、
　前記コンテンツレイティング取得手段は、前記記録媒体に記録されている前記メタデー
タのうちの、前記コンテンツレイティングを取得し、
　前記視聴制限手段は、前記出力装置での、前記記録媒体にコンテンツデータが記録され
たコンテンツの視聴を制限する



(2) JP 5600933 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記コンテンツのメタデータは、出力装置を特定する特定情報のうちの、コンテンツの
視聴の制限を解除する出力装置の特定情報である解除特定情報をさらに含み、
　前記視聴制限手段は、コンテンツのメタデータに含まれる解除特定情報に一致する特定
情報の出力装置での、そのコンテンツの視聴の制限を解除する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、
　　前記記録媒体に記録されたコンテンツデータを提供する情報提供装置であり、
　　前記記録媒体にコンテンツデータが記録されたコンテンツのリストである再生リスト
の表示に必要なメタデータを含むコンテンツ情報を作成し、前記出力装置に提供する作成
手段をさらに備え、
　前記視聴制限手段は、
　　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記記録媒
体に前記コンテンツデータが記録されたコンテンツが、前記出力装置での視聴を制限すべ
き視聴制限コンテンツであるかどうかを判定し、
　　前記コンテンツ情報から、前記視聴制限コンテンツのメタデータを削除する
　ことにより、前記出力装置での前記視聴制限コンテンツの視聴を制限する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、
　　前記記録媒体に記録されたコンテンツデータを提供する情報提供装置であり、
　前記出力装置からの要求に応じて、前記記録媒体に記録されたコンテンツのAVデータを
提供するAVデータ提供手段をさらに備え、
　前記視聴制限手段は、
　　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記出力装
置からAVデータの要求があったコンテンツである再生対象コンテンツが、前記出力装置で
の視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるかどうかを判定し、
　　前記再生対象コンテンツが視聴制限コンテンツである場合に、前記再生対象コンテン
ツのAVデータの提供を制限する
　ことにより、前記出力装置での前記再生対象コンテンツの視聴を制限する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記情報処理装置は、
　　前記出力装置を遠隔制御する遠隔制御装置であり、
　　　前記記録媒体に記録されたコンテンツデータを提供する情報提供装置から、前記記
録媒体にコンテンツデータが記録されたコンテンツのリストである再生リストの表示に必
要なメタデータを含むコンテンツ情報を取得する取得手段と、
　　　前記コンテンツ情報に基づいて、前記再生リストを表示させる表示制御手段と
　　をさらに備え、
　前記視聴制限手段は、
　　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記記録媒
体に前記コンテンツデータが記録されたコンテンツが、前記出力装置での視聴を制限すべ
き視聴制限コンテンツであるかどうかを判定し、
　　前記コンテンツ情報から、前記視聴制限コンテンツのメタデータを削除する
　ことにより、前記出力装置での前記視聴制限コンテンツの視聴を制限する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、
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　　前記出力装置を遠隔制御する遠隔制御装置であり、
　　前記記録媒体にコンテンツデータが記録されたコンテンツの中から、ユーザの操作に
応じて選択されたコンテンツである再生対象コンテンツの再生を指示する再生指示コマン
ドを発行し、前記出力装置に送信するコマンド発行手段をさらに備え、
　前記視聴制限手段は、
　　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記再生対
象コンテンツが、前記出力装置での視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるかどうか
を判定し、
　　前記再生対象コンテンツが視聴制限コンテンツである場合に、前記再生対象コンテン
ツの再生指示コマンドの発行を制限する
　ことにより、前記出力装置での前記再生対象コンテンツの視聴を制限する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　情報処理装置が、
　PINが一致した場合に、デバイスレイティングの設定が可能な出力装置であって、コン
テンツを出力する前記出力装置から、ネットワークを介して、前記出力装置を用いたコン
テンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングである、前記出力装置自体に設定され
た前記デバイスレイティングを取得し、
　　コンテンツの画像データ又は音声データを含むAVデータと、
　　コンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングであるコンテンツレイティン
グを少なくとも含む、コンテンツのメタデータと
　を有するコンテンツデータの前記メタデータのうちの、前記コンテンツレイティングを
取得し、
　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記出力装置
での、前記コンテンツの視聴を制限する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項９】
　PINが一致した場合に、デバイスレイティングの設定が可能な出力装置であって、コン
テンツを出力する前記出力装置から、ネットワークを介して、前記出力装置を用いたコン
テンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングである、前記出力装置自体に設定され
た前記デバイスレイティングを取得するデバイスレイティング取得手段と、
　　コンテンツの画像データ又は音声データを含むAVデータと、
　　コンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングであるコンテンツレイティン
グを少なくとも含む、コンテンツのメタデータと
　を有するコンテンツデータの前記メタデータのうちの、前記コンテンツレイティングを
取得するコンテンツレイティング取得手段と、
　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記出力装置
での、前記コンテンツの視聴を制限する視聴制限手段と
　して、コンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１０】
　　コンテンツを出力する出力装置を用いたコンテンツの視聴を制限するレベルを表すレ
イティングである、前記出力装置自体に設定されたデバイスレイティングを記憶する記憶
手段と、
　　コンテンツの視聴を制限する情報処理装置からの要求に応じて、前記デバイスレイテ
ィングを提供するデバイスレイティング提供手段と
　を有し、PINが一致した場合に、前記デバイスレイティングの設定が可能な前記出力装
置と、
　　前記出力装置から、ネットワークを介して、前記デバイスレイティングを取得するデ
バイスレイティング取得手段と、
　　　コンテンツの画像データ又は音声データを含むAVデータと、
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　　　コンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングであるコンテンツレイティ
ングを少なくとも含む、コンテンツのメタデータと
　　を有するコンテンツデータの前記メタデータのうちの、前記コンテンツレイティング
を取得するコンテンツレイティング取得手段と、
　　前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記出力装
置での、前記コンテンツの視聴を制限する視聴制限手段と
　を有する前記情報処理装置と
　を備える情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び、情報処理システムに関し
、特に、例えば、記録媒体に記録されたテレビジョン放送番組等のコンテンツを表示する
TV（テレビジョン受像機）等での、コンテンツの視聴の制限を、容易に行うことができる
ようにする情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び、情報処理システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　放送局や、インターネット上のサーバ等から提供されるテレビジョン番組等のコンテン
ツの中には、例えば、暴力的なシーンや性的なシーン等を含む、子供等の未成年者にとっ
て好ましくないコンテンツが含まれることがある。
【０００３】
　そこで、コンテンツを出力する出力装置、すなわち、例えば、コンテンツの画像を表示
するとともに、コンテンツの音声を出力するTV（テレビジョン受像機）等において、コン
テンツの視聴を制限する技術が提案されている（特許文献１，２，３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2007-295287号公報
【特許文献２】特開2007-074036号公報
【特許文献３】特開2009-147721号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、例えば、ホームネットワークシステム等を構成するTV等のAV(Audio Visual)
機器や、PC(Persona Computer)において、コンテンツを共有する技術として、UPnP(Unive
rsal Plug & Play)（商標）等の既存の技術を採用したDLNA(Digital Living Network All
iance)（登録商標）が普及しつつある。
【０００６】
　ホームネットワークシステムに、TVの他、コンテンツを記録しているサーバを接続する
ことにより、各TVでは、サーバにアクセスして、そのサーバに記録されているコンテンツ
を出力する（コンテンツの画像を表示し、音声を出力する）ことができる。
【０００７】
　したがって、ユーザは、例えば、ユーザ宅（ユーザの家）の各部屋に設置してあるTVの
いずれによっても、サーバに記録されているコンテンツを視聴することができる。
【０００８】
　ところで、以上のようなホームネットワークシステムにおいて、コンテンツの視聴を制
限しない場合には、子供等の未成年者が、好ましくないコンテンツを視聴することがある
。
【０００９】
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　そこで、未成年者による視聴を制限すべきコンテンツである制限コンテンツについては
、サーバに記録されているコンテンツのリストにおいて、制限コンテンツのタイトルを表
示することや、制限コンテンツ（の画像及び音声）を出力することを、TVで一律に制限す
る視聴制限の方法がある。
【００１０】
　この場合、制限コンテンツの視聴制限は、TVに対して、PIN(Personal Identification 
Number)を入力することによって解除することができ、したがって、未成年者でない親等
の成年者は、PINを入力することによって、制限コンテンツを視聴することができる。
【００１１】
　しかしながら、この場合、成年者は、制限コンテンツを視聴しようとするたびに、PIN
を入力する操作をしなければならず、未成年者による制限コンテンツの視聴を制限するた
めに、成年者に、煩雑な操作を強いることになる。
【００１２】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、例えば、成年者等のユーザに
煩雑な操作を強いずに、容易に、コンテンツの視聴を制限することができるようにするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一側面の情報処理装置、又は、プログラムは、PINが一致した場合に、デバイ
スレイティングの設定が可能な出力装置であって、コンテンツを出力する前記出力装置か
ら、ネットワークを介して、前記出力装置を用いたコンテンツの視聴を制限するレベルを
表すレイティングである、前記出力装置自体に設定された前記デバイスレイティングを取
得するデバイスレイティング取得手段と、コンテンツの画像データ又は音声データを含む
AVデータと、コンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングであるコンテンツレ
イティングを少なくとも含む、コンテンツのメタデータとを有するコンテンツデータの前
記メタデータのうちの、前記コンテンツレイティングを取得するコンテンツレイティング
取得手段と、前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前
記出力装置での、前記コンテンツの視聴を制限する視聴制限手段とを備える情報処理装置
、又は、情報処理装置として、コンピュータを機能させるためのプログラムである。
【００１４】
　本発明の一側面の情報処理方法は、情報処理装置が、PINが一致した場合に、デバイス
レイティングの設定が可能な出力装置であって、コンテンツを出力する前記出力装置から
、ネットワークを介して、前記出力装置を用いたコンテンツの視聴を制限するレベルを表
すレイティングである、前記出力装置自体に設定された前記デバイスレイティングを取得
し、コンテンツの画像データ又は音声データを含むAVデータと、コンテンツの視聴を制限
するレベルを表すレイティングであるコンテンツレイティングを少なくとも含む、コンテ
ンツのメタデータとを有するコンテンツデータの前記メタデータのうちの、前記コンテン
ツレイティングを取得し、前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに
基づいて、前記出力装置での、前記コンテンツの視聴を制限するステップを含む情報処理
方法である。
【００１５】
　本発明の一側面の情報処理システムは、コンテンツを出力する出力装置を用いたコンテ
ンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングである、前記出力装置自体に設定された
デバイスレイティングを記憶する記憶手段と、コンテンツの視聴を制限する情報処理装置
からの要求に応じて、前記デバイスレイティングを提供するデバイスレイティング提供手
段とを有し、PINが一致した場合に、デバイスレイティングの設定が可能な前記出力装置
と、前記出力装置から、ネットワークを介して、前記デバイスレイティングを取得するデ
バイスレイティング取得手段と、コンテンツの画像データ又は音声データを含むAVデータ
と、コンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングであるコンテンツレイティン
グを少なくとも含む、コンテンツのメタデータとを有するコンテンツデータの前記メタデ
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ータのうちの、前記コンテンツレイティングを取得するコンテンツレイティング取得手段
と、前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイティングとに基づいて、前記出力装
置での、前記コンテンツの視聴を制限する視聴制限手段とを有する前記情報処理装置とを
備える情報処理システムである。
【００１６】
　以上のような一側面では、情報処理装置において、PINが一致した場合に、デバイスレ
イティングの設定が可能な出力装置であって、コンテンツを出力する前記出力装置から、
ネットワークを介して、前記出力装置を用いたコンテンツの視聴を制限するレベルを表す
レイティングである、前記出力装置自体に設定された前記デバイスレイティングが取得さ
れるとともに、コンテンツの画像データ又は音声データを含むAVデータと、コンテンツの
視聴を制限するレベルを表すレイティングであるコンテンツレイティングを少なくとも含
む、コンテンツのメタデータとを有するコンテンツデータの前記メタデータのうちの、前
記コンテンツレイティングが取得され、前記デバイスレイティングと前記コンテンツレイ
ティングとに基づいて、前記出力装置での、前記コンテンツの視聴が制限される。
【００１７】
　なお、情報処理装置は、独立した装置であっても良いし、１つの装置を構成している内
部ブロックであっても良い。
【００１８】
　また、プログラムは、伝送媒体を介して伝送することにより、又は、記録媒体に記録し
て、提供することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の一側面によれば、コンテンツの視聴を制限することができる。特に、ユーザに
煩雑な操作を強いずに、容易に、コンテンツの視聴を制限することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明を適用したホームネットワークシステムの一実施の形態の構成例を示す図
である。
【図２】サーバ１１の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図３】TV１２の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図４】TV１３の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図５】デバイス情報としてのデバイスデスクリプションの例を示す図である。
【図６】デバイスレイティングの設定の処理を説明するフローチャートである。
【図７】第１の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、サーバ１１及びTV１２で
行われる処理を説明する図である。
【図８】視聴制限処理を説明するフローチャートである。
【図９】コンテンツディレクトリの例を示す図である。
【図１０】再生リストの例を示す図である。
【図１１】第２の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、サーバ１１及びTV１２
で行われる処理を説明する図である。
【図１２】本発明を適用したホームネットワークシステムの他の一実施の形態の構成例を
示す図である。
【図１３】サーバ７１の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図１４】携帯端末７２の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図１５】第１の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、携帯端末７２で行われ
る処理を説明するフローチャートである。
【図１６】第２の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、携帯端末７２で行われ
る処理を説明するフローチャートである。
【図１７】本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
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【発明を実施するための形態】
【００２１】
　［本発明を適用したホームネットワークシステムの一実施の形態］
【００２２】
　図１は、本発明を適用したホームネットワークシステム（システムとは、複数の装置が
論理的に集合した物をいい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは、問わない）の一
実施の形態の構成例を示す図である。
【００２３】
　図１において、ホームネットワークシステムは、サーバ１１，TV１２及び１３を有し、
サーバ１１，TV１２及び１３それぞれは、ネットワーク１０に接続されている。
【００２４】
　ネットワーク１０は、例えば、有線LAN(Local Area Network)や無線LANであり、サーバ
１１、TV１２及び１３は、ネットワーク１０を介して、相互に通信を行うことができる。
【００２５】
　サーバ１１は、コンテンツの録画、及び、再生を行う録画再生機能を有する、例えば、
HD(Hard Disk)レコーダやPC等であり、例えば、DLNA（登録商標）のDMS(Digital Media S
erver)としての機能を有する。
【００２６】
　サーバ１１は、地上波や、衛星回線、CATV(Cable Television)等を介して、あるいは、
インターネット上のサーバ等から送信されてくるテレビジョン放送番組等のコンテンツを
受信し、必要に応じて記録（録画）することができる。
【００２７】
　また、サーバ１１は、録画を行ったコンテンツを再生し、ネットワーク１０を介して、
TV１２や１３に送信することができる。すなわち、DMSとしてのサーバ１１は、録画され
たコンテンツを提供する情報提供装置として機能する。
【００２８】
　TV１２及び１３は、サーバ１１と同様に、コンテンツを受信することができ、さらに、
そのコンテンツを出力すること、すなわち、コンテンツの画像を表示し、コンテンツの音
声を出力することができる。
【００２９】
　また、TV１２及び１３は、例えば、DLNA（登録商標）のDMP(Digital Media Player)と
しての機能を有し、DMSとしてのサーバ１１から、ネットワーク１０を介して、コンテン
ツを取得して出力する出力装置として機能する。
【００３０】
　なお、図１において、TV１２は、例えば、ユーザ宅のリビングルーム等の部屋Aに設置
されており、TV１３は、部屋Aとは異なる、例えば、親の寝室等の部屋Bに設置されている
。また、サーバ１１は、部屋A若しくはB、又は、部屋A及びB以外の部屋に設置されている
。
【００３１】
　以上のように構成されるホームネットワークシステムでは、DMPとしてのTV１２は、ネ
ットワーク１０に接続されているDMSとしてのサーバ１１を検出（発見）し、サーバ１１
にアクセスして、そのサーバ１１に記録されているコンテンツの、例えば、タイトル等の
リストである再生リストを表示する。
【００３２】
　そして、ユーザが、再生リストから、所定のコンテンツを選択すると、DMPとしてのTV
１２は、ユーザが選択したコンテンツを、DMSとしてのサーバ１１に要求して取得し、出
力する（コンテンツの画像を表示し、コンテンツの音声を出力する）。
【００３３】
　TV１３でも、TV１２と同様の処理を行うことができる。
【００３４】
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　なお、図１では、１台の情報提供装置としてのサーバ１１と、２台の出力装置としての
TV１２及び１３とが、ネットワーク１０に接続されているが、ネットワーク１０に接続す
る情報提供装置と出力装置の台数は、これに限定されるものではない。
【００３５】
　ここで、DLNA（登録商標）では、DMSとしてのサーバ１１に記録されるコンテンツのデ
ータ（コンテンツデータ）は、コンテンツの画像（静止画、動画）データ及び音声データ
のうちの一方、又は、両方を含むAVデータと、コンテンツのメタデータとを有する。
【００３６】
　DLNA（登録商標）では、コンテンツのメタデータには、そのコンテンツのタイトル等の
他、そのコンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティング(rating)であるコンテン
ツレイティングを含ませることができる。
【００３７】
　すなわち、DLNA（登録商標）では、コンテンツのメタデータに、コンテンツレイティン
グが記述されるフィールド(field)があり、このフィールドには、コンテンツの視聴を制
限するユーザの年齢（例えば、18等）等を、コンテンツレイティングとして記述すること
ができる。
【００３８】
　なお、本実施の形態では、コンテンツレイティングの記述は、省略することができ（コ
ンテンツのメタデータに、コンテンツレイティングが含まれていなくても良いとすること
ができ）、この場合、コンテンツレイティングは、コンテンツレイティングとして取り得
る値の、例えば、最小値であるとして扱われることとする。
【００３９】
　また、DLNA（登録商標）（UPnP（登録商標））で扱うコンテンツのレイティング（コン
テンツレイティング）については、ContentDirectory:1, Service Template Version 1.0
1, For Universal Plug and Play Version 1.0, Status: Standardized DCP, Date: June
 25, 2002に規定されている。
【００４０】
　DLNA（登録商標）に対応したデバイス（DLNA（登録商標）ガイドラインに準拠したデバ
イス）、すなわち、例えば、DMSやDMP等として機能するデバイスでは、例えば、初期設定
時等において、ユーザに、DMPとしてのデバイスを操作することで、PINを入力してもらい
、そのPINを、DMPとしてのデバイスから、DMSとしてのデバイスに送信して記憶させるこ
とで、メタデータにコンテンツレイティングが記述されたコンテンツの視聴を制限するこ
とが可能となる。
【００４１】
　すなわち、DMPとしてのデバイスが、DMSとしてのデバイスにアクセスした場合において
、DMPとしてのデバイスがアクセスしようとするコンテンツが、メタデータにコンテンツ
レイティングが記述されたコンテンツであるときに、DMSとしてのデバイスが、PINの入力
を要求し、DMSとしてのデバイスに記憶されているPINと一致するPINの入力があれば、コ
ンテンツを、DMSとしてのデバイスから、DMPとしてのデバイスに提供する一方、DMSとし
てのデバイスに記憶されているPINと一致するPINの入力がなければ、コンテンツを、DMS
としてのデバイスから、DMPとしてのデバイスに提供しないことで、メタデータにコンテ
ンツレイティングが記述されたコンテンツの視聴を制限することができる。
【００４２】
　しかしながら、この場合、DMPとしてのデバイスの電源がオンにされ、DMPとしてのデバ
イスが、DMSとしてのデバイスにアクセスして、メタデータにコンテンツレイティングが
記述されたコンテンツを含むコンテンツの再生リストを表示しようとするたびに、視聴を
制限する必要がない親等のユーザは、PINを入力する操作を行う必要があり、ユーザに、
煩雑な操作を強いることになる。
【００４３】
　一方、DMSとしてのデバイスが、PINの入力を要求せずに、DMPとしてのデバイスに対し



(9) JP 5600933 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

て、コンテンツを提供することとすれば、ユーザは、PINを入力する煩雑な操作を行う必
要がないが、子供等の未成年者が、メタデータにコンテンツレイティングが記述されたコ
ンテンツを視聴することを制限することができない。
【００４４】
　そこで、図１のホームネットワークシステムでは、DMPとしてのTVであるTV１２及び１
３のそれぞれ自体に、そのTVを用いたコンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティ
ングであるデバイスレイティングが設定される。
【００４５】
　そして、DMSとしてのサーバ１１は、DMPとしてのTVから、そのTVに設定されたデバイス
レイティングを、ネットワーク１０を介して取得し、TVのデバイスレイティングより大き
いコンテンツレイティングのコンテンツについては、そのTVへの提供を制限し、これによ
り、コンテンツの視聴を制限する。
【００４６】
　したがって、例えば、子供がコンテンツを視聴するのに用いる可能性が高い、リビング
ルームである部屋Aに設置されたTV１２には、例えば、0等の小さな値（TV１２を使用する
可能性がある子供の年齢に相当する値）のデバイスレイティングを設定するとともに、親
のみがコンテンツを視聴するのに用いる可能性が高い、親の寝室である部屋Bに設置され
たTV１３には、例えば、20等の大きな値（TV１３を使用する可能性が高い親の年齢に相当
する値）のデバイスレイティングを設定することにより、親等のユーザに煩雑な操作を強
いずに、容易に、コンテンツの視聴を制限することができる。
【００４７】
　すなわち、この場合、小さな値のデバイスレイティングが設定されたTV１２において、
子供が、コンテンツレイティングが大きい、成年者向けのコンテンツを視聴することを制
限することができる。
【００４８】
　一方、大きな値のデバイスレイティングが設定されたTV１３では、親は、特に、PINを
入力する操作を行わずに、コンテンツレイティングが大きい、成年者向けのコンテンツを
含む任意のコンテンツを視聴することができる。
【００４９】
　［サーバ１１の構成例］
【００５０】
　図２は、図１のサーバ１１の機能的な構成例を示すブロック図である。
【００５１】
　図２において、サーバ１１は、記録再生機能部２０、デバイスレイティング取得部２３
、コンテンツレイティング取得部２４、コンテンツディレクトリ作成部２５、AVデータ提
供部２６、通信部２７、視聴制限部２８、及び、制御部２９を有し、コンテンツを提供す
る情報提供装置として機能する。
【００５２】
　記録再生機能部２０は、コンテンツの記録（録画）と再生を行う。
【００５３】
　すなわち、記録再生機能部２０は、記録媒体２１と、記録再生制御部２２とを有する。
【００５４】
　記録媒体２１は、磁気ディスクや、光ディスク、半導体メモリ等の記録媒体であり、記
録媒体２１には、記録再生制御部２２の制御に従って、コンテンツデータが記録される。
【００５５】
　ここで、記録媒体２１に記録されるコンテンツデータには、図１で説明したように、AV
データとメタデータとが含まれる。
【００５６】
　記録再生制御部２２は、記録媒体２１に対するコンテンツデータの記録（録画）と再生
とを制御する。なお、記録再生制御部２２は、記録媒体２１から再生したコンテンツデー
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タを、コンテンツレイティング取得部２４や、コンテンツディレクトリ作成部２５、AVデ
ータ提供部２６に供給する。
【００５７】
　デバイスレイティング取得部２３は、通信部２７及びネットワーク１０を介して、ネッ
トワーク１０上のDMPとしてのTV１２及び１３から、デバイスレイティングを取得し、視
聴制限部２８に供給する。
【００５８】
　コンテンツレイティング取得部２４は、記録再生制御部２２を介して、記録媒体２１か
ら、コンテンツのメタデータに含まれるコンテンツレイティングを取得し、視聴制限部２
８に供給する。
【００５９】
　コンテンツディレクトリ作成部２５は、記録再生制御部２２を介して、記録媒体２１か
ら、コンテンツのメタデータを取得し、そのメタデータから、記録媒体２１にコンテンツ
データが記録されたコンテンツのリストである再生リストの表示に必要なメタデータを含
むコンテンツ情報としてのコンテンツディレクトリ(Content Directory)を作成して、ネ
ットワーク１０上のDMPとしてのTV１２やTV１３に提供する。
【００６０】
　すなわち、コンテンツディレクトリ２５が作成したコンテンツディレクトリは、視聴制
限部２８に供給され、さらに、通信部２７及びネットワーク１０を介して、ネットワーク
１０上のDMPとしてのTV１２やTV１３に提供される。
【００６１】
　ここで、コンテンツディレクトリ作成部２５が作成するコンテンツディレクトリには、
コンテンツレイティングが含まれる。したがって、コンテンツレイティング取得部２４は
、コンテンツレイティングを、記録再生制御部２２を介して、記録媒体２１から取得する
他、コンテンツディレクトリ作成部２５が作成するコンテンツディレクトリから取得する
ことが可能である。
【００６２】
　AVデータ提供部２６は、ネットワーク１０上のDMPとしてのTV１２やTV１３からのAVデ
ータの要求に応じて、記録再生制御部２２を介して、記録媒体２１から、コンテンツのAV
データを取得し、AVデータを要求してきたTV１２やTV１３に提供する。
【００６３】
　すなわち、AVデータ提供部２６が取得したAVデータは、視聴制限部２８に供給され、さ
らに、通信部２７及びネットワーク１０を介して、ネットワーク１０上のDMPとしてのTV
１２やTV１３に提供される。
【００６４】
　通信部２７は、ネットワーク１０を介しての通信を制御する通信I/F(interface)として
機能し、例えば、コンテンツディレクトリ作成部２５から、視聴制限部２８を介して供給
されるコンテンツディレクトリや、AVデータ提供部２６から、視聴制限部２８を介して供
給されるAVデータを、ネットワーク１０上のDMPとしてのTV１２やTV１３に送信する。
【００６５】
　また、通信部２７は、例えば、ネットワーク１０上のDMPとしてのTV１２やTV１３から
送信されてくるデバイスレイティングを受信し、デバイスレイティング取得部２３に供給
する。
【００６６】
　視聴制限部２８は、デバイスレイティング取得部２３からのデバイスレイティングと、
コンテンツレイティング取得部２４からのコンテンツレイティングとに基づいて、ネット
ワーク１０上のDMPとしてのTV１２やTV１３での、記録媒体２１にコンテンツデータが記
録されたコンテンツの視聴を制限する。
【００６７】
　制御部２９は、サーバ１１を構成する各ブロックを制御する。
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【００６８】
　ここで、視聴制限部２８がコンテンツの視聴を制限する方法としては、第１の視聴制限
方法と、第２の視聴制限方法との２つの方法がある。
【００６９】
　第１の視聴制限方法では、視聴制限部２８は、デバイスレイティング取得部２３からの
TV１２（又はTV１３）のデバイスレイティングと、コンテンツレイティング取得部２４か
らのコンテンツレイティングとに基づいて、記録媒体２１にコンテンツデータが記録され
た各コンテンツが、TV１２（又は、TV１３）での視聴を制限すべき視聴制限コンテンツで
あるかどうかを判定する。
【００７０】
　そして、視聴制限部２８は、視聴制限コンテンツについては、コンテンツ情報としての
コンテンツディレクトリから、その視聴制限コンテンツのメタデータを削除し、これによ
り、TV１２での視聴制限コンテンツの視聴を制限する。
【００７１】
　すなわち、視聴制限部２８は、コンテンツディレクトリ作成部２５からのコンテンツデ
ィレクトリから、視聴制限コンテンツのメタデータを削除する。そして、その視聴制限コ
ンテンツのメタデータの削除後のコンテンツディレクトリが、通信部２７から、ネットワ
ーク１０を介して、TV１２に送信される。
【００７２】
　TV１２では、以上のようにして送信されてくるコンテンツディレクトリから、コンテン
ツのタイトル等のリストである再生リストが生成されて表示される。
【００７３】
　したがって、コンテンツディレクトリから、視聴制限コンテンツのメタデータが削除さ
れている場合には、TV１２で表示される再生リストには、視聴制限コンテンツ（のタイト
ル）が含まれないため、TV１２でコンテンツを視聴しようとしているユーザは、視聴制限
コンテンツの存在を認識することができない。
【００７４】
　その結果、TV１２での視聴制限コンテンツの視聴を制限することができる。
【００７５】
　第２の視聴制限方法では、視聴制限部２８は、デバイスレイティング取得部２３からの
TV１２（又はTV１３）のデバイスレイティングと、コンテンツレイティング取得部２４か
らのコンテンツレイティングとに基づいて、AVデータ提供部２６がTV１２（又はTV１３）
にAVデータを提供しようとするコンテンツである再生対象コンテンツが、TV１２（又は、
TV１３）での視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるかどうかを判定する。
【００７６】
　そして、視聴制限部２８は、再生対象コンテンツが、視聴制限コンテンツである場合、
AVデータ提供部２６からの、再生対象コンテンツのAVデータの、TV１２への提供を制限し
、これにより、TV１２での、視聴制限コンテンツである再生対象コンテンツの視聴を制限
する。
【００７７】
　すなわち、この場合、再生対象コンテンツのAVデータは、サーバ１１からTV１２に送信
されないので、TV１２での再生対象コンテンツの視聴を制限することができる。
【００７８】
　［TV１２及び１３の構成例］
【００７９】
　図３は、図１のTV１２の機能的な構成例を示すブロック図である。
【００８０】
　図３において、TV１２は、TV機能部３０、デバイス情報設定部３４、デバイス情報記憶
部３５、デバイスレイティング提供部３６、データ取得部３７、通信部３８、制御部３９
、及び、操作部４０を有し、コンテンツを出力する（コンテンツの画像を表示し、コンテ
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ンツの音声を出力する）出力装置として機能する。
【００８１】
　TV機能部３０は、TV１２を、TVとして機能させるためのブロックで、チューナ３１、表
示制御部３２、及び、表示部３３を有する。
【００８２】
　チューナ３１は、ユーザが操作部４０を操作することにより選択したチャンネルで放送
されてくるテレビジョン信号を、AVデータに復調し、表示制御部３２に供給する。
【００８３】
　表示制御部３２には、チューナ３１からAVデータが供給される他、データ取得部３７か
ら、AVデータ等が供給される。
【００８４】
　表示制御部３２は、そこに供給されるAVデータのうちの画像データを、表示部３３に供
給して、対応する画像を表示させる制御を行うとともに、そのAVデータのうちの音声デー
タを、図示せぬスピーカに供給して、対応する音声を出力させる制御を行う。
【００８５】
　ここで、以下、音声の出力については、説明を省略する。
【００８６】
　表示部３３は、例えば、液晶や、有機EL(Electro Luminescence)等で構成され、表示制
御部３２の制御に従って、画像を表示する。
【００８７】
　デバイス情報設定部３４は、操作部４０の操作に従って、TV１２に関する情報であるデ
バイス情報を、デバイス情報記憶部３５に記憶させる制御を行う（デバイス情報を設定す
る）。
【００８８】
　デバイス情報記憶部３５は、デバイス情報設定部３４の制御に従って、デバイス情報を
記憶する。
【００８９】
　デバイスレイティング提供部３６は、ネットワーク１０上のDMSとしてのサーバ１１か
らの要求に応じて、デバイス情報記憶部３５に記憶されたデバイス情報のうちの、デバイ
スレイティングを、通信部３８及びネットワーク１０を介して、DMSとしてのサーバ１１
に提供する。
【００９０】
　すなわち、デバイス情報記憶部３５に記憶されるデバイス情報には、デバイスレイティ
ングが含まれ、デバイスレイティング提供部３６は、そのデバイスレイティングを、サー
バ１１に提供する。
【００９１】
　データ取得部３７は、ネットワーク１０上のDMSとしてのサーバ１１から、ネットワー
ク１０及び通信部３８を介して、コンテンツのAVデータ等を取得し、表示制御部３２に供
給する。
【００９２】
　通信部３８は、ネットワーク１０を介しての通信を制御する通信I/Fとして機能し、例
えば、デバイスレイティング提供部３６から供給されるデバイスレイティングを、ネット
ワーク１０上のDMSとしてのサーバ１１に送信する。
【００９３】
　また、通信部３８は、例えば、ネットワーク１０上のDMSとしてのサーバ１１から送信
されてくるAVデータ等を受信し、データ取得部３７に供給する。
【００９４】
　制御部３９は、TV１２を構成する各ブロックを制御する。
【００９５】
　操作部４０は、ユーザの操作に従った操作信号を、必要なブロックに供給する。
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【００９６】
　なお、操作部４０には、TV１２の筐体に設けられたボタン等他、TV１２を遠隔制御する
リモートコマンダが含まれる。
【００９７】
　図４は、図１のTV１３の機能的な構成例を示すブロック図である。
【００９８】
　図４において、TV１３は、チューナ５１、表示制御部５２、及び、表示部５３を有する
TV機能部５０、デバイス情報設定部５４、デバイス情報記憶部５５、デバイスレイティン
グ提供部５６、データ取得部５７、通信部５８、制御部５９、並びに、操作部６０を有す
る。
【００９９】
　チューナ５１ないし操作部６０は、図３のチューナ３１ないし操作部４０とそれぞれ同
様に構成されるため、その説明は、省略する。
【０１００】
　［デバイス情報の例］
【０１０１】
　図５は、図３のデバイス情報記憶部３５、及び、図４のデバイス情報記憶部５５に記憶
されるデバイス情報の例を示す図である。
【０１０２】
　すなわち、図５は、Basic:1.0 Device Definition Version 1.0, For UPnP Version 1.
0,  Status: Template Design Complete, Date: 2002-12-12（以下、単に、BasicDevice-
1.0ともいう）の3. XML Device Descriptionに規定されているデバイスデスクリプション
(Device Description)を利用したデバイス情報を示している。
【０１０３】
　例えば、図５のデバイス情報が、リビングルームであるTV１２に設定されているデバイ
ス情報であるとすると、図５のデバイス情報において、例えば、<friendlyName>及び</fr
iendlyName>タグで囲まれるフィールドL1には、ユーザがTV１２に付ける名前が記述され
る。
【０１０４】
　また、図５のデバイス情報において、例えば、<manufacturer>及び</manufacturer>タ
グで囲まれるフィールドL2には、TV１２の製造メーカの名称が記述される。
【０１０５】
　さらに、図５のデバイス情報において、例えば、<UDN>及び</UDN>タグで囲まれるフィ
ールドL3には、TV１２を特定する特定情報としての、例えば、uuid(Universally Unique 
IDentifier)が記述される。
【０１０６】
　また、図５のデバイス情報において、<UDN>及び</UDN>タグで囲まれるフィールドL3の
直後の、<rating>及び</rating>タグで囲まれるフィールドL4は、BasicDevice-1.0に規定
されていない新たなフィールドであり、このフィールドL4には、TV１２のデバイスレイテ
ィングが記述される。
【０１０７】
　すなわち、図５の実施の形態では、デバイスレイティングを記述するための新たなタグ
である<rating>及び</rating>タグが定義され、その<rating>及び</rating>タグで囲むよ
うに、デバイスレイティングが記述されている。
【０１０８】
　上述したように、子供がコンテンツを視聴するのに用いる可能性が高い、リビングルー
ムである部屋Aに設置されたTV１２には、例えば、<rating>0</rating>のように、0等の小
さな値のデバイスレイティングが設定され、親のみがコンテンツを視聴するのに用いる可
能性が高い、親の寝室である部屋Bに設置されたTV１３には、例えば、<rating>20</ratin
g>のように、20等の大きな値のデバイスレイティングが設定される。
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【０１０９】
　なお、デバイス情報としてのデバイスデスクリプションにおいて、<rating>及び</rati
ng>タグの記述は、省略することができる。この場合、デバイスレイティングは、デバイ
スレイティングとして取り得る値の最小値や最大値等の、あらかじめ決められた値である
として扱われる。
【０１１０】
　また、図５において、斜体で記述されている部分は、TV１２等のデバイスごとに書き換
えられる。
【０１１１】
　［デバイスレイティングの設定の処理］
【０１１２】
　図６は、図３のTV１２で行われるデバイスレイティングの設定の処理を説明するフロー
チャートである。
【０１１３】
　なお、図４のTV１３でも、TV１２と同様にして、デバイスレイティングが設定される。
【０１１４】
　TV１２（図３）では、例えば、ユーザが、デバイスレイティングを設定するように、操
作部４０を操作すると、ステップＳ１１において、表示制御部３２は、PINの入力を要求
するPIN入力画面を、表示部３３に表示させる。
【０１１５】
　なお、PIN入力画面において入力すべきPINは、既に、制御部３９の内蔵するメモリ（図
示せず）に記憶されていることとする。
【０１１６】
　制御部３９は、ユーザが操作部４０を操作することにより、PIN入力画面に対して、PIN
を入力するのを待って、処理は、ステップＳ１１からステップＳ１２に進み、制御部３９
は、ユーザが操作部４０を操作することにより入力したPIN（以下、入力PINともいう）と
、内蔵するメモリに記憶されたPIN（以下、記憶PINともいう）とが一致するかどうかを判
定する。
【０１１７】
　ステップＳ１２において、入力PINと記憶PINとが一致しないと判定された場合、処理は
、ステップＳ１３に進み、表示制御部３２は、PINが一致しない旨のエラーメッセージを
、表示部３３に表示させ、処理は終了する。
【０１１８】
　また、ステップＳ１２において、入力PINと記憶PINとが一致すると判定された場合、処
理は、ステップＳ１４に進み、表示制御部３２は、TV１２のデバイスレイティングの入力
を要求するデバイスレイティング入力画面を、表示部３３に表示させる。
【０１１９】
　デバイス情報設定部３４は、ユーザが操作部４０を操作することにより、デバイスレイ
ティング入力画面に対して、デバイスレイティングを入力するのを待って、処理は、ステ
ップＳ１４からステップＳ１５に進み、デバイス情報設定部３４は、ユーザが操作部４０
を操作することにより入力したデバイスレイティングを、デバイス情報記憶部３５に記憶
させる（上書きする）ことによって、デバイス情報記憶部３５に記憶されたデバイス情報
を更新して、処理は、終了する。
【０１２０】
　したがって、例えば、親が、子供に知られないように、記憶PINを設定しておくことで
、親だけが、デバイスレイティングの設定を行うことができる。
【０１２１】
　［第１の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、サーバ１１及びTV１２の処理
］
【０１２２】
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　図７は、第１の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、サーバ１１及びTV１２
で行われる処理を説明する図である。
【０１２３】
　なお、TV１３でも、TV１２と同様の処理が行われる。
【０１２４】
　サーバ１１（図２）では、ステップＳ２１において、デバイスレイティング取得部２３
が、デバイス情報としてのデバイスデスクリプション（図５）を、通信部２７及びネット
ワーク１０を介して、TV１２に要求する。
【０１２５】
　TV１２（図３）では、デバイスレイティング提供部３６が、通信部３８を介して、サー
バ１１（のデバイスレイティング取得部２３）からのデバイスデスクリプションの要求を
受信する。
【０１２６】
　そして、TV１２では、ステップＳ３１において、デバイスレイティング提供部３６は、
デバイスデスクリプションの要求に応じて、デバイス情報記憶部３５に記憶されたデバイ
ス情報としてのデバイスデスクリプションを読み出し、通信部３８及びネットワーク１０
を介して、サーバ１１に送信する。
【０１２７】
　サーバ１１（図２）では、デバイスレイティング取得部２３が、通信部２７を介して、
TV１２（のデバイスレイティング提供部３６）からのデバイス情報としてのデバイスデス
クリプションを受信する。
【０１２８】
　そして、サーバ１１では、ステップＳ２２において、デバイスレイティング取得部２３
が、TV１２からのデバイス情報としてのデバイスデスクリプションから、TV１２のデバイ
スレイティングを取得（抽出）する。
【０１２９】
　さらに、サーバ１１では、ステップＳ２３において、コンテンツディレクトリ作成部２
５が、記録媒体２１に記録されたコンテンツのメタデータから、記録媒体２１にコンテン
ツデータが記録されたコンテンツのリストである再生リストの表示に必要なメタデータを
含むコンテンツ情報としてのコンテンツディレクトリを作成し、視聴制限部２８に供給す
る。
【０１３０】
　その後、TV１２（図３）では、例えば、ユーザが、記録媒体２１（図２）にコンテンツ
データが記録されたコンテンツを検索するために、再生リストを表示するように、操作部
４０を操作すると、ステップＳ３２において、データ取得部３７は、コンテンツディレク
トリのブラウズ(browse)の要求を、通信部３８及びネットワーク１０を介して、サーバ１
１に送信する。
【０１３１】
　サーバ１１（図２）では、視聴制限部２８が、TV１２からのコンテンツディレクトリの
ブラウズの要求を、通信部２７を介して受信し、ステップＳ２４において、そのブラウズ
の要求に対して、第１の視聴制限方法による視聴制限処理を行う。
【０１３２】
　すなわち、視聴制限部２８は、ステップＳ２２でデバイスレイティング取得部２３が取
得したTV１２のデバイスレイティングと、記録媒体２１にコンテンツデータが記録された
各コンテンツのコンテンツレイティングとに基づいて、記録媒体２１にコンテンツデータ
が記録された各コンテンツが、TV１２での視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるか
どうかを判定する。
【０１３３】
　そして、視聴制限部２８は、視聴制限コンテンツについては、ステップＳ２３でコンテ
ンツディレクトリ作成部２５から供給されたコンテンツディレクトリから、メタデータを
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削除し、その削除後のコンテンツディレクトリを、通信部２７に供給する。
【０１３４】
　通信部２７は、ステップＳ２５において、視聴制限部２８からのコンテンツディレクト
リを、ネットワーク１０を介して、TV１２に送信する。
【０１３５】
　TV１２（図３）では、コンテンツディレクトリのブラウズを要求したデータ取得部３７
が、サーバ１１からのコンテンツディレクトリを、通信部３８を介して受信する。
【０１３６】
　そして、TV１２では、ステップＳ３３において、データ取得部３７が、サーバ１１から
のコンテンツディレクトリから、再生リストを生成し、表示制御部３２を介して、表示部
３３に供給することで、再生リストを、表示部３３に表示させる。
【０１３７】
　図８は、図７のステップＳ２４において、サーバ１１の視聴制限部２８が行う、第１の
視聴制限方法による視聴制限処理を説明するフローチャートである。
【０１３８】
　サーバ１１（図２）では、ステップＳ４１において、視聴制限部２８は、デバイスレイ
ティング取得部２３から、コンテンツディレクトリのブラウズを要求してきたTV１２（又
はTV１３）のデバイスレイティングRdを取得し、処理は、ステップＳ４２に進む。
【０１３９】
　ステップＳ４２では、視聴制限部２８は、記録媒体２１にコンテンツデータが記録され
たコンテンツをカウントする変数nに、初期値としての1をセットして、処理は、ステップ
Ｓ４３に進む。
【０１４０】
　ステップＳ４３では、視聴制限部２８は、コンテンツレイティング取得部２４から、記
録媒体２１にコンテンツデータが記録されているコンテンツのうちの、n番目のコンテン
ツのコンテンツレイティングRnを取得して、処理は、ステップＳ４４に進む。
【０１４１】
　ステップＳ４４では、視聴制限部２８は、デバイスレイティング取得部２３からのTV１
２のデバイスレイティングRdと、コンテンツレイティング取得部２４からのn番目のコン
テンツのコンテンツレイティングRnとに基づいて、n番目のコンテンツのコンテンツレイ
ティングRnが、TV１２のデバイスレイティングRdより大きいかどうかによって、n番目の
コンテンツが、TV１２での視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるかどうかを判定す
る。
【０１４２】
　ステップＳ４４において、n番目のコンテンツが、TV１２での視聴を制限すべき視聴制
限コンテンツであると判定された場合、すなわち、n番目のコンテンツのコンテンツレイ
ティングRnが、TV１２のデバイスレイティングRdより大きい場合、処理は、ステップＳ４
５に進み、視聴制限部２８は、コンテンツディレクトリ作成部２５からのコンテンツディ
レクトリから、n番目のコンテンツのメタデータを削除し、これにより、TV１２でのn番目
のコンテンツの視聴を制限して、処理は、ステップＳ４６に進む。
【０１４３】
　また、ステップＳ４４において、n番目のコンテンツが、TV１２での視聴を制限すべき
視聴制限コンテンツでないと判定された場合、すなわち、n番目のコンテンツのコンテン
ツレイティングRnが、TV１２のデバイスレイティングRd以下である場合、処理は、ステッ
プＳ４５をスキップして、処理は、ステップＳ４６に進む。
【０１４４】
　したがって、この場合、コンテンツディレクトリから、n番目のコンテンツのメタデー
タは削除されないので、TV１２でのn番目のコンテンツの視聴は制限されない。
【０１４５】
　ステップＳ４６では、視聴制限部２８は、変数nを1だけインクリメントして、処理は、
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ステップＳ４７に進む。
【０１４６】
　ステップＳ４７では、視聴制限部２８は、変数nが、記録媒体２１にコンテンツデータ
が記録されたコンテンツの総数N以下であるかどうかを判定する。
【０１４７】
　ステップＳ４７において、変数nが、コンテンツの総数N以下であると判定された場合、
処理は、ステップＳ４３に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０１４８】
　また、ステップＳ４７において、変数nが、コンテンツの総数N以下でないと判定された
場合、すなわち、記録媒体２１にコンテンツデータが記録されたN個のコンテンツすべて
について、TV１２での視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるかどうかの判定を行っ
た場合、処理は、リターンする。
【０１４９】
　図９は、コンテンツディレクトリの例を示す図である。
【０１５０】
　すなわち、図９Ａは、コンテンツディレクトリ作成部２５で作成された、視聴制限部２
８での視聴制限処理が行われる前のコンテンツディレクトリ（以下、元のコンテンツディ
レクトリともいう）を示している。
【０１５１】
　図９Ａのコンテンツディレクトリでは、rootディレクトリに、４つのコンテンツとして
のビデオアイテム(video item)#1,#2,#3,#4が存在する。
【０１５２】
　さらに、図９Ａでは、コンテンツとしてのビデオアイテム#1ないし#4のうちの、ビデオ
アイテム#1,#3、及び、#4のコンテンツレイティングが（コンテンツレイティングとして
取り得る値の）最小値（例えば、0）に設定されており、ビデオアイテム#2のコンテンツ
レイティングが20に設定されている。
【０１５３】
　図９Ｂは、TV１２のデバイスレイティングが、例えば、（デバイスレイティングとして
取り得る値の）最小値（例えば、0）に設定されている場合に、図９Ａの元のコンテンツ
ディレクトリを対象として、視聴制限部２８で視聴制限処理が行われることにより得られ
る、TV１２に提供される視聴制限処理後のコンテンツディレクトリを示している。
【０１５４】
　上述したように、ビデオアイテム#1,#3、及び、#4のコンテンツレイティングは、最小
値に設定されており、ビデオアイテム#2のコンテンツレイティングは、20に設定されてい
る。
【０１５５】
　したがって、視聴制限部２８による視聴制限処理では、TV１２に提供されるコンテンツ
ディレクトリについては、元のコンテンツディレクトリから、コンテンツレイティングが
、TV１２のデバイスレイティングである値0より大きい値20になっているビデオアイテム#
2のメタデータが削除される。
【０１５６】
　その結果、TV１２に提供される視聴制限処理後のコンテンツディレクトリは、rootディ
レクトリに、コンテンツレイティングが、TV１２のデバイスレイティングである値0以下
の値0になっている３つのコンテンツとしてのビデオアイテム#1,#3,#4が存在するコンテ
ンツディレクトリとなり、これにより、TV１２でのビデオアイテム#2の視聴が制限される
。
【０１５７】
　図１０は、TV１２（図３）において、サーバ１１から、図９Ｂの視聴制限処理後のコン
テンツディレクトリが提供される場合に、そのコンテンツディレクトリから生成されて表
示部３３に表示される再生リストの例を示す図である。
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【０１５８】
　TV１２において、図９Ｂの視聴制限処理後のコンテンツディレクトリから生成される再
生リストには、ビデオアイテム#1のタイトル「××に行こう」、ビデオアイテム#3のタイ
トル「プロ野球△△－□□」、及び、ビデオアイテム#4のタイトル「ニュース○○」の３
つのコンテンツのタイトルが表示され、ビデオアイテム#2のタイトルは、表示されない。
【０１５９】
　DMPとしてのTV１２（及びTV１３）では、ユーザが、再生リストに表示されたタイトル
を選択すると、データ取得部３７（図３）が、そのタイトルのコンテンツ（ビデオアイテ
ム）のAVデータを、通信部３８及びネットワーク１０を介して、サーバ１１に要求する。
【０１６０】
　さらに、データ取得部３７は、AVデータの要求に応じて、サーバ１１がネットワーク１
０を介して送信してくるAVデータを、通信部３８を介して取得（受信）し、表示制御部３
２を介して、表示部３３に供給する。
【０１６１】
　これにより、表示部３３では、ユーザが、再生リストからタイトルを選択したコンテン
ツの画像が表示される。
【０１６２】
　したがって、ユーザは、ビデオアイテム#2のタイトルが表示されない再生リストからは
、ビデオアイテム#2のタイトルを選択することができないため、結果的に、リビングルー
ムである部屋Aに設置されたTV１２でのビデオアイテム#2の視聴は、制限される。
【０１６３】
　なお、例えば、TV１３のデバイスレイティングが、値20になっている場合、サーバ１１
から、TV１３には、図９Ａの元のコンテンツディレクトリが提供される。
【０１６４】
　この場合、TV１３では、再生リストにおいて、４つのビデオアイテム#1ないし#4それぞ
れのタイトルが表示され、ユーザは、TV１２では視聴が制限されるビデオアイテム#2のタ
イトルを選択することができる。
【０１６５】
　したがって、親の寝室である部屋Bに設置されているTV１３では、ビデオアイテム#2を
視聴することができる。
【０１６６】
　［第２の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、サーバ１１及びTV１２の処理
］
【０１６７】
　図１１は、第２の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、サーバ１１及びTV１
２で行われる処理を説明する図である。
【０１６８】
　なお、TV１３でも、TV１２と同様の処理が行われる。
【０１６９】
　ここで、上述したように、TV１２（及びTV１３）では、ユーザが、再生リストに表示さ
れたタイトルを選択すると、データ取得部３７（図３）が、そのタイトルのコンテンツ（
ビデオアイテム）のAVデータを、サーバ１１に要求し、その要求に応じて、サーバ１１が
提供する（送信してくる）AVデータを取得することで、そのAVデータに対応する画像が、
表示部３３に表示される。
【０１７０】
　そして、第１の視聴制限方法では、サーバ１１（図２）は、視聴制限部２８において、
コンテンツディレクトリ作成部２５で作成された元のコンテンツディレクトリから、視聴
制限コンテンツのメタデータを削除し、再生リストにおいて、視聴制限コンテンツのタイ
トルが表示されないようにすることで、TV１２での視聴制限コンテンツの視聴を制限する
。
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【０１７１】
　一方、第２の視聴制限方法では、コンテンツディレクトリ作成部２５で作成された元の
コンテンツディレクトリから、視聴制限コンテンツのメタデータは削除されない。このた
め、再生リストにおいて、視聴制限コンテンツのタイトルが表示される。
【０１７２】
　したがって、ユーザは、再生リストから、視聴制限コンテンツのタイトルを選択するこ
とが可能であり、この場合、TV１２において、データ取得部３７（図３）は、視聴制限コ
ンテンツのAVデータを、サーバ１１に要求するが、第２の視聴制限方法では、サーバ１１
は、視聴制限部２８において、視聴制限コンテンツのAVデータの要求があった場合、その
AVデータの提供を制限し、これにより、TV１２での視聴制限コンテンツの視聴を制限する
。
【０１７３】
　すなわち、いま、TV１２（図３）において、表示部３３に再生リストが表示され、ユー
ザが、再生リストに表示されたあるコンテンツのタイトルを選択するように、操作部４０
を操作したとすると、ステップＳ６１において、データ取得部３７は、ユーザが、再生リ
ストからタイトルを選択したコンテンツのAVデータを、通信部３８及びネットワーク１０
を介して、サーバ１１に要求する。
【０１７４】
　サーバ１１（図２）では、AVデータ提供部２６が、TV１２からのAVデータの要求を、通
信部２７及び視聴制限部２８を介して受信し、その要求があったAVデータを、記録媒体２
１から、記録再生制御部２２を介して取得し（読み出し）、視聴制限部２８に供給する。
【０１７５】
　さらに、サーバ１１では、AVデータの要求があると、ステップＳ５１において、デバイ
スレイティング取得部２３が、AVデータを要求してきたTV１２のデバイスレイティングを
、例えば、図７で説明した場合と同様にして取得し、視聴制限部２８に供給する。
【０１７６】
　そして、サーバ１１では、ステップＳ５２において、コンテンツレイティング取得部２
４が、AVデータの要求があったコンテンツ（以下、再生対象コンテンツともいう）のコン
テンツレイティングを、記録媒体２１から、記録再生制御部２２を介して取得し（又は、
コンテンツディレクトリ作成部２５が作成したコンテンツディレクトリから取得し）、視
聴制限部２８に供給する。
【０１７７】
　その後、サーバ１１では、ステップＳ５３において、視聴制限部２８が、デバイスレイ
ティング取得部２３からのTV１２のデバイスレイティングと、コンテンツレイティング取
得部２４からの再生対象コンテンツのコンテンツレイティングとに基づいて、再生対象コ
ンテンツのコンテンツレイティングが、その再生対象コンテンツのAVデータを要求してき
たTV１２のデバイスレイティングより大きいかどうかによって、再生対象コンテンツが、
TV１２での視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるかどうかを判定する。
【０１７８】
　そして、サーバ１１では、ステップＳ５４において、視聴制限部２８が、ステップＳ５
３の判定結果に基づいて、データ取得部３７からの再生対象コンテンツのAVデータを、通
信部３８及びネットワーク１０を介して、TV１２に送信（提供）し、又は、その送信を制
限する。
【０１７９】
　すなわち、再生対象コンテンツが、視聴制限コンテンツであると判定された場合、つま
り、再生対象コンテンツのコンテンツレイティングが、TV１２のデバイスレイティングよ
り大きい場合、視聴制限部２８は、データ取得部３７からの再生対象コンテンツのAVデー
タの、TV１２への送信を制限する。
【０１８０】
　したがって、この場合、TV１２での再生対象コンテンツの視聴は、制限される。
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【０１８１】
　一方、再生対象コンテンツが、視聴制限コンテンツでないと判定された場合、つまり、
再生対象コンテンツのコンテンツレイティングが、TV１２のデバイスレイティング以下で
ある場合、視聴制限部２８は、データ取得部３７からの再生対象コンテンツのAVデータを
、TV１２に送信する。
【０１８２】
　したがって、この場合、TV１２での再生対象コンテンツの視聴は制限されない。
【０１８３】
　すなわち、TV１２（図４）では、データ取得部３７が、サーバ１１から送信されてくる
再生対象コンテンツのAVデータを、通信部３８を介して受信し、ステップＳ６２において
、そのAVデータを、表示制御部３２を介して、表示部３３に供給する。
【０１８４】
　これにより、表示部３３では、ユーザが、再生リストからタイトルを選択した再生対象
コンテンツの画像が表示される。
【０１８５】
　以上のように、サーバ１１（図２）では、デバイスレイティング取得部２３が、コンテ
ンツを出力するTV１２やTV１３から、ネットワーク１０を介して、TV１２やTV１３を用い
たコンテンツの視聴を制限するレベルを表すレイティングである、TV１２やTV１３自体に
設定されたデバイスレイティングを取得するとともに、コンテンツレイティング取得部２
４が、記録媒体２１にコンテンツデータが記録されたコンテンツのコンテンツレイティン
グを取得し、視聴制限部２８が、デバイスレイティングとコンテンツレイティングとに基
づいて、TV１２やTV１３での、記録媒体２１にコンテンツデータが記録されたコンテンツ
の視聴を制限するので、親等の成年者のユーザは、TV１２及び１３に、そのTV１２及び１
３それぞれを使用する者（の年齢）を考慮して、デバイスレイティングを設定するだけで
、TV１２やTV１３等の出力装置に、その出力装置で視聴することができるコンテンツの年
齢制限を与えることができ、容易に、つまり、PINを入力する操作等の煩雑な操作を行わ
ずに、TV１２やTV１３が設置してある部屋Aや部屋B等の部屋単位で、コンテンツの視聴を
制限することができる。
【０１８６】
　すなわち、例えば、子供がコンテンツを視聴するのに用いる可能性が高い、リビングル
ームである部屋Aに設置されたTV１２には、子供の年齢を考慮した小さな値のデバイスレ
イティングを設定することで、TV１２において、子供が、コンテンツレイティングが大き
い、成年者向けのコンテンツを視聴することを制限することができる。
【０１８７】
　一方、例えば、親のみがコンテンツを視聴するのに用いる可能性が高い、親の寝室であ
る部屋Bに設置されたTV１３には、親の年齢を考慮した大きな値のデバイスレイティング
を設定することにより、親は、煩雑な操作をすることなく、コンテンツレイティングが大
きい、成年者向けのコンテンツを含む任意のコンテンツを視聴することができる。
【０１８８】
　なお、サーバ１１（図２）において、視聴制限部２８では、TV１２（又はTV１３）のデ
バイスレイティングより大きいコンテンツレイティングのコンテンツの、TV１２での視聴
を、一律に制限するようにしたが、TV１２（又はTV１３）のデバイスレイティングより大
きいコンテンツレイティングのコンテンツの、TV１２での視聴の制限は、一定の場合に解
除することができる。
【０１８９】
　すなわち、コンテンツのメタデータには、TV１２やTV１３等の、コンテンツを出力する
出力装置を特定する特定情報としての、例えば、uuid（図５）のうちの、コンテンツの視
聴の制限を解除する出力装置のuuidを、解除特定情報として含めておき、視聴制限部２８
では、ある出力装置Xのデバイスレイティングより大きいコンテンツレイティングのコン
テンツCであっても、そのコンテンツCのメタデータに、出力装置Xのuuidが、解除特定情
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報として含まれている場合には、出力装置Xでの、その出力装置Xのデバイスレイティング
より大きいコンテンツレイティングのコンテンツCの視聴の制限を解除すること（出力装
置XでのコンテンツCの視聴を制限しないこと）ができる。
【０１９０】
　この場合、例えば、親が、子供に視聴させたいと考える成年者向けのコンテンツを、子
供に視聴させることができる。
【０１９１】
　すなわち、デバイスレイティングより大きいコンテンツレイティングのコンテンツの視
聴を、一律に制限する場合には、上述したように、親の寝室である部屋Bに設置された、
大きな値のデバイスレイティングが設定されたTV１３では、親は、コンテンツレイティン
グが大きい、成年者向けのコンテンツを視聴することができるが、リビングルームである
部屋Aに設置された、小さな値のデバイスレイティングが設定されたTV１２では、子供は
、成年者向けのコンテンツを視聴することができない。
【０１９２】
　しかしながら、親が、成年者向けのコンテンツを視聴して、そのコンテンツを、子供に
も視聴させたいと考えることがあり得る。
【０１９３】
　この場合、親は、TV１２やTV１３を操作して、サーバ１１にアクセスし、例えば、デバ
イスレイティングを設定する場合と同様に、PINを入力することにより、子供に視聴させ
たいと考える成年者向けのコンテンツのメタデータに、リビングルームである部屋Aに設
置されたTV１２のuuidを、解除特定情報として設定することができる。
【０１９４】
　このように、親が、解除特定情報を設定することによって、TV１２のデバイスレイティ
ングより大きいコンテンツレイティングのコンテンツであっても、親が子供に視聴させた
いと考えるコンテンツを、TV１２において、子供に視聴させることができる。
【０１９５】
　［本発明を適用したホームネットワークシステムの他の一実施の形態］
【０１９６】
　図１２は、本発明を適用したホームネットワークシステムの他の一実施の形態の構成例
を示す図である。
【０１９７】
　なお、図中、図１の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下で
は、その説明は、適宜省略する。
【０１９８】
　すなわち、図１２のホームネットワークシステムは、TV１２及び１３が設けられている
点で、図１の場合と共通する。
【０１９９】
　但し、図１２のホームネットワークシステムは、サーバ１１に代えて、サーバ７１が設
けられているとともに、携帯端末７２が、新たに設けられている点で、図１の場合と異な
る。
【０２００】
　図１のホームネットワークシステムは、DLNA（登録商標）の2boxと呼ばれるシステムで
あるのに対して、図１２のホームネットワークシステムは、DLNA（登録商標）の3boxと呼
ばれるシステムになっている。
【０２０１】
　サーバ７１は、図１のサーバ１１と同様に、DLNA（登録商標）のDMSとしての機能を有
し、コンテンツを提供する情報提供装置として機能する。
【０２０２】
　但し、サーバ７１は、サーバ１１と異なり、コンテンツの視聴を制限する機能を有して
いない（コンテンツの視聴制限の処理を行わない）。
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【０２０３】
　携帯端末７２は、DLNA（登録商標）のコントローラ(Digital Media Controller)として
の機能を有し、例えば、ユーザの操作等に応じて、DMSであるサーバ７１、及び、後述す
るように、DLNA（登録商標）のレンダラ(Digital Media Renderer)としてのTV１２やTV１
３等の出力装置を、ネットワーク１０を介した通信により遠隔制御する遠隔制御装置とし
て機能する。
【０２０４】
　なお、図１２のホームネットワークシステムでは、上述したように、サーバ７１が、コ
ンテンツの視聴を制限する機能を有していない代わりに、コントローラとしての携帯端末
７２が、図１１のサーバ１１のように、コンテンツの視聴を制限する機能を有している。
【０２０５】
　また、3boxでは、TV１２及び１３は、DLNA（登録商標）のレンダラとしての機能を有す
る。
【０２０６】
　以上のように構成されるホームネットワークシステムでは、コントローラとしての携帯
端末７２が、ネットワーク１０に接続されているレンダラとしてのTV１２やTV１３、及び
、DMSとしてのサーバ７１等のDLNA（登録商標）ガイドラインに準拠したデバイス（DLNA
デバイス）を検出（発見）し、ネットワーク１０を介して、コンテンツが記録されている
サーバ７１にアクセスして、そのサーバ７１に記録されているコンテンツの再生リストを
表示する。
【０２０７】
　そして、ユーザが、携帯端末７２を操作して、レンダラとしてのTV１２及びTV１３から
、遠隔制御の対象とする制御対象TVを選択するとともに、再生リストから、所定のコンテ
ンツを選択すると、携帯端末７２は、ユーザが選択したコンテンツの再生を指示する再生
指示コマンドを、ネットワーク１０を介して、レンダラとしてのTV１２及びTV１３のうち
の、制御対象TVに送信する。
【０２０８】
　制御対象TVは、携帯端末７２からの再生指示コマンドに従い、ユーザが選択したコンテ
ンツを、サーバ７１に要求して取得する。そして、制御対象TVでは、サーバ７１から取得
されたコンテンツが表示される。
【０２０９】
　［サーバ７１の構成例］
【０２１０】
　図１３は、図１２のサーバ７１の機能的な構成例を示すブロック図である。
【０２１１】
　なお、図中、図２のサーバ１１と対応する部分については、同一の符号を付してあり、
以下では、その説明は、適宜省略する。
【０２１２】
　すなわち、図１３のサーバ７１は、記録媒体２１及び記録再生制御部２２を有する記録
再生機能部２０、コンテンツディレクトリ作成部２５、AVデータ提供部２６、通信部２７
、並びに、制御部２９が設けられている点で、図２のサーバ１１と共通し、デバイスレイ
ティング取得部２３、コンテンツレイティング取得部２４、及び、視聴制限部２８が設け
られていない点で、図２のサーバ１１と異なる。
【０２１３】
　以上のように、サーバ７１は、コンテンツの視聴制限の処理に関係するデバイスレイテ
ィング取得部２３、コンテンツレイティング取得部２４、及び、視聴制限部２８が設けら
れていないため、コンテンツの視聴を制限する機能を有していない。
【０２１４】
　［携帯端末７２の構成例］
【０２１５】
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　図１４は、図１２の携帯端末７２の機能的な構成例を示すブロック図である。
【０２１６】
　図１４において、携帯端末７２は、通信部８１、デバイスレイティング取得部８２、コ
ンテンツレイティング取得部８３、コンテンツディレクトリ取得部８４、コマンド発行部
８５、視聴制限部８６、表示制御部８７、表示部８８、制御部８９、及び、操作部９０を
有し、サーバ７１、並びに、TV１２及び１３を遠隔制御する遠隔制御装置として機能する
。
【０２１７】
　通信部８１は、ネットワーク１０を介しての通信を制御する通信I/Fとして機能し、例
えば、ネットワーク１０上のTV１２やTV１３から送信されてくるデバイスレイティングを
受信し、デバイスレイティング取得部８２に供給する。
【０２１８】
　また、通信部８１は、例えば、ネットワーク１０上のサーバ７１から送信されてくるコ
ンテンツレイティング、及び、コンテンツディレクトリを受信し、コンテンツレイティン
グ取得部８３、及び、コンテンツディレクトリ取得部８４に、それぞれ供給する。
【０２１９】
　さらに、通信部８１は、例えば、コマンド発行部８５が発行するコマンドを、ネットワ
ーク１０上のサーバ７１や、TV１２，TV１３に送信する。
【０２２０】
　デバイスレイティング取得部８２は、通信部８１及びネットワーク１０を介して、ネッ
トワーク１０上のTV１２及び１３から、デバイスレイティングを取得し、視聴制限部８６
に供給する。
【０２２１】
　コンテンツレイティング取得部８３は、通信部８１及びネットワーク１０を介して、サ
ーバ７１の記録媒体２１（図１３）から、コンテンツのメタデータに含まれるコンテンツ
レイティングを取得し、視聴制限部８６を介して、に供給する。
【０２２２】
　コンテンツディレクトリ取得部８４は、通信部８１及びネットワーク１０を介して、サ
ーバ７１のコンテンツディレクトリ作成部２５から、コンテンツ情報としてのコンテンツ
ディレクトリを取得する。コンテンツディレクトリ取得部８４が取得したコンテンツディ
レクトリは、視聴制御部８６を介して、表示制御部８７に供給される。
【０２２３】
　なお、図２で説明したように、コンテンツディレクトリには、コンテンツレイティング
が含まれるので、コンテンツレイティング取得部８３は、コンテンツレイティングを、サ
ーバ７１の記録媒体２１から取得する他、コンテンツディレクトリ取得部８４が取得した
コンテンツディレクトリから取得することが可能である。
【０２２４】
　コマンド発行部８５は、各種の指示を行うコマンドを発行し、通信部８１を介して、ネ
ットワーク１０上のサーバ７１や、TV１２，TV１３に送信する。
【０２２５】
　例えば、コマンド発行部８５は、サーバ７１（図１３）の記録媒体２１にコンテンツデ
ータが記録されたコンテンツ、すなわち、例えば、再生リストにタイトルが表示されたコ
ンテンツの中から、ユーザによる操作部９０の操作に応じて選択されたコンテンツである
再生対象コンテンツの再生を指示する再生指示コマンドを発行し、通信部８１を介して、
ネットワーク１０上のTV１２及び１３のうちの、制御対象TVに送信する。
【０２２６】
　視聴制限部８６は、デバイスレイティング取得部８２からのデバイスレイティングと、
コンテンツレイティング取得部８３からのコンテンツレイティングとに基づいて、ネット
ワーク１０上のTV１２やTV１３での、サーバ７１（図１３）の記録媒体２１にコンテンツ
データが記録されたコンテンツの視聴を制限する。
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【０２２７】
　表示制御部８７は、表示部８８に画像を表示させる表示制御を行う。
【０２２８】
　すなわち、表示制御部８７は、例えば、コンテンツディレクトリ取得部８４から視聴制
限部８６を介して供給されるコンテンツディレクトリから、再生リストを生成し、表示部
８８に供給することで、再生リストを、表示部８８に表示させる。
【０２２９】
　表示部８８は、例えば、液晶や、有機EL等で構成され、表示制御部８７の制御に従って
、画像を表示する。
【０２３０】
　制御部８９は、携帯端末７２を構成する各ブロックを制御する。
【０２３１】
　操作部９０は、ユーザの操作に従った操作信号を、必要なブロックに供給する。
【０２３２】
　ここで、視聴制限部８６は、サーバ１１の視聴制限部２８と同様に、第１及び第２の視
聴制限方法のいずれによっても、コンテンツの視聴を制限することができる。
【０２３３】
　視聴制限部８６が、第１の視聴制限方法によって、コンテンツの視聴を制限する場合に
は、視聴制限部８６は、デバイスレイティング取得部８２からの制御対象TVのデバイスレ
イティングと、コンテンツレイティング取得部８３からのコンテンツレイティングとに基
づいて、記録媒体２１にコンテンツデータが記録された各コンテンツが、制御対象TVでの
視聴を制限すべき視聴制限コンテンツであるかどうかを判定する。
【０２３４】
　そして、視聴制限部８６は、視聴制限コンテンツについては、コンテンツディレクトリ
取得部８４が取得したコンテンツ情報としてのコンテンツディレクトリから、その視聴制
限コンテンツのメタデータを削除し、これにより、制御対象TVでの視聴制限コンテンツの
視聴を制限する。
【０２３５】
　すなわち、視聴制限部８６は、コンテンツディレクトリ取得部８４からのコンテンツデ
ィレクトリから、視聴制限コンテンツのメタデータを削除する。そして、視聴制限部８６
は、その視聴制限コンテンツのメタデータの削除後のコンテンツディレクトリを、表示制
御部８７に供給する。
【０２３６】
　表示制御部８７では、以上のようにして視聴制限部８６から供給されるコンテンツディ
レクトリから、再生リストが生成され、表示部８８に表示される。
【０２３７】
　したがって、コンテンツディレクトリから、視聴制限コンテンツのメタデータが削除さ
れている場合には、表示部８８で表示される再生リストには、視聴制限コンテンツ（のタ
イトル）が含まれないため、制御対象TVでコンテンツを視聴しようとしているユーザは、
視聴制限コンテンツの存在を認識することができない。
【０２３８】
　その結果、制限対象TVでの視聴制限コンテンツの視聴を制限することができる。
【０２３９】
　また、視聴制限部８６が、第２の視聴制限方法によって、コンテンツの視聴を制限する
場合には、視聴制限部８６は、デバイスレイティング取得部８２から供給される制御対象
TVのデバイスレイティングと、コンテンツレイティング取得部８３からのコンテンツレイ
ティングとに基づいて、表示部８８に表示された再生リストから、ユーザが選択したコン
テンツである再生対象コンテンツが、制御対象TVでの視聴を制限すべき視聴制限コンテン
ツであるかどうかを判定する。
【０２４０】
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　そして、視聴制限部８６は、再生対象コンテンツが、視聴制限コンテンツである場合、
コマンド発行部８５による、再生対象コンテンツの再生を指示する再生指示コマンドの発
行（再生指示コマンドの送信を含む）を制限し、これにより、制御対象TVでの、視聴制限
コンテンツである再生対象コンテンツの視聴を制限する。
【０２４１】
　すなわち、この場合、再生対象コンテンツの再生を指示する再生指示コマンドは、制御
対象TVに送信されないので、制御対象TVでの再生対象コンテンツの視聴を制限することが
できる。
【０２４２】
　［第１の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、携帯端末７２の処理］
【０２４３】
　図１５は、第１の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、図１４の携帯端末７
２で行われる処理を説明するフローチャートである。
【０２４４】
　携帯端末７２（図１４）では、ステップＳ１０１において、制御部８９が、通信部８１
を介してネットワーク１０に接続されたデバイスと通信を行うことにより、ネットワーク
１０に接続されているレンダラとしてのTV１２及び１３、並びに、DMSとしてのサーバ７
２を検出（発見）し、処理は、ステップＳ１０２に進む。
【０２４５】
　ステップＳ１０２では、デバイスレイティング取得部８２は、例えば、ユーザが操作部
９０を操作することにより、レンダラとしてのTV１２及び１３の中から、制御対象TVを選
択するのを待って、制御対象TVから、その制御対象TVのデバイスレイティングを取得する
。
【０２４６】
　すなわち、デバイスレイティング取得部８２は、通信部８１及びネットワーク１０を介
して、制御対象TVに、デバイス情報としてのデバイスデスクリプション（図５）を要求し
、その要求に応じて、制御対象TVからネットワーク１０を介して送信されてくるデバイス
デスクリプションを、通信部８１を介して受信する。
【０２４７】
　さらに、デバイスレイティング取得部８２は、制御対象TVのデバイスデスクリプション
から、その制御対象TVのデバイスレイティングを取得（抽出）する。
【０２４８】
　その後、例えば、ユーザが、再生リストを表示するように、操作部９０を操作するのを
待って、処理は、ステップＳ１０２からステップＳ１０３に進み、コンテンツディレクト
リ取得部８４は、通信部８１及びネットワーク１０を介して、サーバ７１から、コンテン
ツ情報としてのコンテンツディレクトリを取得する。
【０２４９】
　すなわち、コンテンツディレクトリ取得部８４は、通信部８１及びネットワーク１０を
介して、サーバ７１に、コンテンツディレクトリを要求し、その要求に応じて、サーバ７
１からネットワーク１０を介して送信されてくるコンテンツディレクトリを、通信部８１
を介して受信する。
【０２５０】
　コンテンツディレクトリ取得部８４は、サーバ７１から取得したコンテンツディレクト
リを、視聴制限部８６に供給して、処理は、ステップＳ１０３からステップＳ１０４に進
む。
【０２５１】
　ステップＳ１０４では、視聴制限部８６は、図８で説明したのと同様の、第１の視聴制
限方法による視聴制限処理を行う。
【０２５２】
　すなわち、視聴制限部８６は、デバイスレイティング取得部８２が取得した制御対象TV
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のデバイスレイティングを取得するとともに、コンテンツレイティング取得部８３に、サ
ーバ７１（図１３）の記録媒体２１にコンテンツデータが記録された各コンテンツのコン
テンツレイティングを取得させる。
【０２５３】
　さらに、視聴制限部８６は、制御対象TVのデバイスレイティングと、コンテンツレイテ
ィング取得部８３に取得させた、記録媒体２１にコンテンツデータが記録された各コンテ
ンツのコンテンツレイティングとに基づいて、視聴制限部２８（図２）と同様に、記録媒
体２１にコンテンツデータが記録された各コンテンツが、制御対象TVでの視聴を制限すべ
き視聴制限コンテンツであるかどうかを判定する。
【０２５４】
　そして、視聴制限部８６は、視聴制限コンテンツについては、コンテンツディレクトリ
取得部８４からのコンテンツディレクトリから、メタデータを削除し、その削除後のコン
テンツディレクトリを、表示制御部８７に供給する。
【０２５５】
　その後、処理は、ステップＳ１０４からステップＳ１０５に進み、表示制御部８７は、
視聴制限部８６からのコンテンツディレクトリから、再生リストを生成し、表示部８８に
供給することで、再生リストを、表示部８８に表示させて、処理は、ステップＳ１０６に
進む。
【０２５６】
　ステップＳ１０６では、制御部８９は、ユーザが、操作部９０を操作することにより、
再生リストにタイトルが表示されたコンテンツのいずれかが選択されたかどうかを判定し
、再生リストからコンテンツが選択されていないと判定された場合、処理は、ステップＳ
１０６に戻る。
【０２５７】
　また、ステップＳ１０６において、再生リストからコンテンツが選択されたと判定され
た場合、処理は、ステップＳ１０７に進み、コマンド発行部８５は、再生リストからユー
ザが選択したコンテンツである再生対象コンテンツ（のAVデータ）のネットワーク上の位
置を特定する、例えば、URL(Uniform Resource Locator)を含む、その再生対象コンテン
ツの再生を指示する再生指示コマンドを発行し、通信部８１及びネットワーク１０を介し
て、制御対象TVに送信して、処理は、終了する。
【０２５８】
　制御対象TVである、例えば、TV１２（又はTV１３）では、データ取得部３７（図３）が
、携帯端末７２からの再生指示コマンドに従い、その再生指示コマンドに含まれるURLで
特定されるAVデータを（、サーバ７１から）、ネットワーク１０を介して取得し、表示制
御部３２（図３）を介して、表示部３３に供給する。
【０２５９】
　これにより、制御対象TVであるTV１２の表示部３３では、ユーザが、再生リストからタ
イトルを選択した再生対象コンテンツの画像が表示される。
【０２６０】
　以上のように、携帯端末７２（図１４）において、視聴制限部８６から表示制御部８７
に供給されるコンテンツディレクトリからは、視聴制限コンテンツのメタデータが削除さ
れるので、再生リストには、視聴制限コンテンツ（のタイトル）は、表示されない。した
がって、制御対象TVでの視聴制限コンテンツの視聴を制限することができる。
【０２６１】
　［第２の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、携帯端末７２の処理］
【０２６２】
　図１６は、第２の視聴制限方法による視聴制限が行われる場合の、図１４の携帯端末７
２で行われる処理を説明するフローチャートである。
【０２６３】
　携帯端末７２（図１４）では、ステップＳ１１１ないしＳ１１３において、図１５のス
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テップＳ１０１ないしＳ１０３とそれぞれ同様の処理が行われ、これにより、デバイスレ
イティング取得部８２が、制御対象TVのデバイスレイティングを取得するとともに、コン
テンツディレクトリ取得部８４が、コンテンツディレクトリを取得する。
【０２６４】
　そして、コンテンツディレクトリ取得部８４が、コンテンツディレクトリを、視聴制限
部８６をバイパスして、表示制御部８７に供給して、処理は、ステップＳ１１３からステ
ップＳ１１４に進む。
【０２６５】
　したがって、表示制御部８７には、サーバ７１（図１３）のコンテンツディレクトリ作
成部２５で作成されるコンテンツディレクトリ（図９Ａの元のコンテンツディレクトリ）
が、そのまま供給される。
【０２６６】
　ステップＳ１１４では、表示制御部８７は、コンテンツディレクトリ取得部８４から、
視聴制限部８６をバイパスして供給されるコンテンツディレクトリから、再生リストを生
成し、表示部８８に供給することで、再生リストを、表示部８８に表示させて、処理は、
ステップＳ１１５に進む。
【０２６７】
　ステップＳ１１５では、制御部８９は、ユーザが、操作部９０を操作することにより、
再生リストにタイトルが表示されたコンテンツのいずれかが選択されたかどうかを判定し
、再生リストからコンテンツが選択されていないと判定された場合、処理は、ステップＳ
１１５に戻る。
【０２６８】
　また、ステップＳ１１５において、再生リストからコンテンツが選択されたと判定され
た場合、処理は、ステップＳ１１６に進み、視聴制限部８６は、コンテンツレイティング
取得部８３に、再生リストからユーザが選択したコンテンツである再生対象コンテンツの
コンテンツレイティングを取得させ、処理は、ステップＳ１１７に進む。
【０２６９】
　ステップＳ１１７では、視聴制限部８６は、デバイスレイティング取得部８２が取得し
た制御対象TVのデバイスレイティングと、コンテンツレイティング取得部８３が取得した
再生対象コンテンツのコンテンツレイティングとに基づいて、図１１のステップＳ５３の
場合と同様にして、再生対象コンテンツが、制御対象TVでの視聴を制限すべき視聴制限コ
ンテンツであるかどうかを判定する。
【０２７０】
　ステップＳ１１７において、再生対象コンテンツが、視聴制限コンテンツであると判定
された場合、処理は、ステップＳ１１８に進み、視聴制限部８６は、コマンド発行部８５
による再生指示コマンドの発行を制限するとともに、再生対象コンテンツが、視聴制限コ
ンテンツである旨の視聴制限メッセージを、表示制御部８７を制御することにより、表示
部８８に表示させ、処理は、終了する。
【０２７１】
　したがって、この場合、制御対象TVには、再生指示コマンドが送信されないので、制御
対象TVでの再生対象コンテンツの視聴は、制限される。
【０２７２】
　一方、ステップＳ１１７において、再生対象コンテンツが、視聴制限コンテンツでない
と判定された場合、視聴制限部８６は、コマンド発行部８５による再生指示コマンドの発
行を制限せずに、処理は、ステップＳ１１９に進む。
【０２７３】
　ステップＳ１１９では、コマンド発行部８５は、ユーザが、再生リストから再生対象コ
ンテンツを選択したことに応じて、その再生対象コンテンツのネットワーク上の位置を特
定するURLを含む、その再生対象コンテンツの再生を指示する再生指示コマンドを発行し
、通信部８１及びネットワーク１０を介して、制御対象TVに送信して、処理は、終了する
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。
【０２７４】
　制御対象TVでは、携帯端末７２からの再生指示コマンドに従い、その再生指示コマンド
に含まれるURLで特定される再生対象コンテンツのAVデータが、サーバ７１から、ネット
ワーク１０を介して取得されて表示される。
【０２７５】
　以上のように、携帯端末７２（図１４）でも、図１のサーバ１１と同様に、デバイスレ
イティング取得部８２が、コンテンツを出力する制御対象TVとしてのTV１２やTV１３から
、ネットワーク１０を介して、TV１２やTV１３を用いたコンテンツの視聴を制限するレベ
ルを表すレイティングである、TV１２やTV１３自体に設定されたデバイスレイティングを
取得するとともに、コンテンツレイティング取得部８３が、記録媒体２１にコンテンツデ
ータが記録されたコンテンツのコンテンツレイティングを取得し、視聴制限部８６が、デ
バイスレイティングとコンテンツレイティングとに基づいて、TV１２やTV１３での、記録
媒体２１にコンテンツデータが記録されたコンテンツの視聴を制限するので、親等の成年
者のユーザは、TV１２及び１３に、そのTV１２及び１３それぞれを使用する者（の年齢）
を考慮して、デバイスレイティングを設定するだけで、TV１２やTV１３等の出力装置に、
その出力装置で視聴することができるコンテンツの年齢制限を与えることができ、その後
は、容易に、つまり、PINを入力する操作等の煩雑な操作を行わずに、TV１２やTV１３が
設置してある部屋Aや部屋B等の部屋単位で、コンテンツの視聴を制限することができる。
【０２７６】
　なお、携帯端末７２でも、サーバ１１（図１）の場合と同様に、視聴制限部８６におい
て、ある出力装置Xのデバイスレイティングより大きいコンテンツレイティングのコンテ
ンツCであっても、そのコンテンツCのメタデータに、出力装置Xのuuidが、解除特定情報
として含まれている場合には、出力装置Xでの、その出力装置Xのデバイスレイティングよ
り大きいコンテンツレイティングのコンテンツCの視聴の制限を解除すること（出力装置X
でのコンテンツCの視聴を制限しないこと）ができる。
【０２７７】
　［本発明を適用したコンピュータの説明］
【０２７８】
　次に、上述した一連の処理は、ハードウェアにより行うこともできるし、ソフトウェア
により行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによって行う場合には、そのソフト
ウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等にインストールされる。
【０２７９】
　そこで、図１７は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコ
ンピュータの一実施の形態の構成例を示している。
【０２８０】
　プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのハードディスク１０５
やROM１０３に予め記録しておくことができる。
【０２８１】
　あるいはまた、プログラムは、リムーバブル記録媒体１１１に格納（記録）しておくこ
とができる。このようなリムーバブル記録媒体１１１は、いわゆるパッケージソフトウエ
アとして提供することができる。ここで、リムーバブル記録媒体１１１としては、例えば
、フレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)，MO(Magneto Optica
l)ディスク，DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリ等がある。
【０２８２】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体１１１からコンピュータに
インストールする他、通信網や放送網を介して、コンピュータにダウンロードし、内蔵す
るハードディスク１０５にインストールすることができる。すなわち、プログラムは、例
えば、ダウンロードサイトから、ディジタル衛星放送用の人工衛星を介して、コンピュー
タに無線で転送したり、LAN(Local Area Network)、インターネットといったネットワー



(29) JP 5600933 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

クを介して、コンピュータに有線で転送することができる。
【０２８３】
　コンピュータは、CPU(Central Processing Unit)１０２を内蔵しており、CPU１０２に
は、バス１０１を介して、入出力インタフェース１１０が接続されている。
【０２８４】
　CPU１０２は、入出力インタフェース１１０を介して、ユーザによって、入力部１０７
が操作等されることにより指令が入力されると、それに従って、ROM(Read Only Memory)
１０３に格納されているプログラムを実行する。あるいは、CPU１０２は、ハードディス
ク１０５に格納されたプログラムを、RAM(Random Access Memory)１０４にロードして実
行する。
【０２８５】
　これにより、CPU１０２は、上述したフローチャートにしたがった処理、あるいは上述
したブロック図の構成により行われる処理を行う。そして、CPU１０２は、その処理結果
を、必要に応じて、例えば、入出力インタフェース１１０を介して、出力部１０６から出
力、あるいは、通信部１０８から送信、さらには、ハードディスク１０５に記録等させる
。
【０２８６】
　なお、入力部１０７は、キーボードや、マウス、マイク等で構成される。また、出力部
１０６は、LCD(Liquid Crystal Display)やスピーカ等で構成される。
【０２８７】
　ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしも
フローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、
コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理（
例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含む。
【０２８８】
　また、プログラムは、１のコンピュータ（プロセッサ）により処理されるものであって
も良いし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであっても良い。さらに、プ
ログラムは、遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。
【０２８９】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０２９０】
　すなわち、コンテンツを出力する出力装置としてのTV１１やTV１２は、ホームネットワ
ークシステムを構成するサーバ１１（図１）や、サーバ７１（図１２）の他、インターネ
ット上のサーバから、コンテンツを取得（ダウンロード、又は、ストリーミング）するこ
とができる。
【０２９１】
　また、本実施の形態では、サーバ１１、TV１２及び１３、サーバ７１、並びに、携帯端
末７２が、DLNAデバイスであるとしたが、本発明は、DLNAデバイスでないデバイスにも適
用可能である。
【符号の説明】
【０２９２】
　１０　ネットワーク，　１１　サーバ，　１２，１３　TV，　２０　記録再生機能部，
　２１　記録媒体，　２２　記録再生制御部，　２３　デバイスレイティング取得部，　
２４　コンテンツレイティング取得部，　２５　コンテンツディレクトリ作成部，　２６
　AVデータ提供部，　２７　通信部，　２８　視聴制限部，　２９　制御部，　３０　TV
機能部，　３１　チューナ，　３２　表示制御部，　３３　表示部，　３４　デバイス情
報設定部，　３５　デバイス情報記憶部，　３６　デバイスレイティング提供部，　３７
　データ取得部，　３８　通信部，　３９　制御部，　４０　操作部，　５０　TV機能部
，　５１　チューナ，　５２　表示制御部，　５３　表示部，　５４　デバイス情報設定
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部，　５５　デバイス情報記憶部，　５６　デバイスレイティング提供部，　５７　デー
タ取得部，　５８　通信部，　５９　制御部，　６０　操作部，　７１　サーバ，　７２
　携帯端末，　８１　通信部，　８２　デバイスレイティング取得部，　８３　コンテン
ツレイティング取得部，　８４　コンテンツディレクトリ取得部，　８５　コマンド発行
部，　８６　視聴制限部，　８７　表示制御部，　８８　表示部，　１０１　バス，　１
０２　CPU，　１０３　ROM，　１０４　RAM，　１０５　ハードディスク，　１０６　出
力部，　１０７　入力部，　１０８　通信部，　１０９　ドライブ，　１１０　入出力イ
ンタフェース，　１１１　リムーバブル記録媒体

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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