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(57)【要約】
【課題】ユーザ行動も配慮するより実用的なコンテンツ
再生制御技術を提供する。
【解決手段】ネットワーク接続機器から動作状態を取得
するネットワーク接続機器動作状態取得部と、映像記録
装置から動作状態を取得する映像記録装置動作状態取得
部と、前記映像記録装置からこの映像記録装置で再生可
能なコンテンツ情報を取得するコンテンツ情報取得部と
、ユーザの前記映像記録装置から前記ネットワーク接続
機器への移動開始または前記ネットワーク接続機器から
前記映像記録装置への移動終了を検出するユーザ移動検
出部と、前記ネットワーク接続機器の動作状態の変更後
、前記映像記録装置の動作状態、および前記ユーザ移動
検出部の検出結果に基づいて前記映像記録装置の前記移
動開始／前記移動終了に応じた動作を制御する映像記録
装置動作制御部とを備える機器。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク接続機器から動作状態を取得するネットワーク接続機器動作状態取得部と
、
　映像記録装置から動作状態を取得する映像記録装置動作状態取得部と、
　前記映像記録装置で再生可能なコンテンツ情報を前記映像記録装置から取得するコンテ
ンツ情報取得部と、
　前記映像記録装置から前記ネットワーク接続機器へのユーザの移動開始を検出するユー
ザ移動検出部と、
　前記ネットワーク接続機器の動作状態の変更後、前記映像記録装置の動作状態、および
前記ユーザ移動検出部の検出結果に基づいて前記映像記録装置の前記移動開始に応じた動
作を制御する映像記録装置動作制御部とを
　備える機器。
【請求項２】
　コンテンツ情報を提示するコンテンツ情報提示部と、
　前記コンテンツ情報提示部で提示されたコンテンツを選択するユーザ操作入力部と、
を備え、
　前記ネットワーク接続機器動作状態の変更通知をトリガとして、前記コンテンツ情報取
得部で推薦コンテンツリストを生成して前記コンテンツ情報提示部でこのコンテンツリス
トをユーザに提示し、前記ユーザ操作入力部で選択したコンテンツを前記映像記録装置で
再生するよう制御する請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記コンテンツ情報取得部は、前記ネットワーク接続機器の動作状態が稼働中に変更さ
れたことを前記ネットワーク接続機器動作状態取得部から受け取ると、前記ネットワーク
接続機器動作状態取得部から前記ネットワーク接続機器の稼働予定時間を取得し、前記コ
ンテンツ情報取得部からコンテンツ情報を取得し、前記ネットワーク接続機器の稼働予定
時間と前記コンテンツの再生時間を比較して推薦コンテンツを決定し、ユーザが行動を停
止したことを前記ユーザ行動検出部から受け取ると、推薦コンテンツを前記映像記録機器
で再生するように制御することを特長とする請求項１に記載の機器。
【請求項４】
　ネットワーク接続機器から動作状態を取得するネットワーク接続機器動作状態取得部と
、
　映像記録装置から動作状態を取得する映像記録装置動作状態取得部と、
　前記映像記録装置で再生可能なコンテンツ情報を前記映像記録装置から取得するコンテ
ンツ情報取得部と、
　前記ネットワーク接続機器から前記映像記録装置へのユーザの移動終了を検出するユー
ザ移動検出部と、
　前記ネットワーク接続機器の動作状態の変更後、前記映像記録装置の動作状態、および
前記ユーザ移動検出部の検出結果に基づいて前記映像記録装置の前記移動終了に応じた動
作を制御する映像記録装置動作制御部とを
　備える機器。
【請求項５】
　前記コンテンツ情報取得部は、前記ネットワーク接続機器の動作状態が変更されたこと
を前記ネットワーク接続機器動作状態取得部から受け取ると、前記映像記録装置動作状態
取得部から前記映像記録装置の視聴状態を取得し、放送番組を視聴中ならば視聴番組を録
画するように前記映像記録装置を制御し、
　さらに、ユーザが行動を開始して次に停止したことを前記ユーザ行動検出部から受け取
ると、前記視聴番組を録画開始位置から再生開始するよう前記映像記録機器を制御するこ
とを特長とする請求項４に記載の機器。
【請求項６】
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　前記コンテンツ情報取得部は、前記ネットワーク接続機器の動作状態が変更されたこと
を前記ネットワーク接続機器動作状態取得部から受け取ると、前記映像記録装置動作状態
取得部から前記映像記録装置の視聴状態を取得し、録画番組を視聴中ならば録画番組の現
在の再生位置を記録するよう前記映像記録装置を制御し、
　さらに、ユーザが行動を開始して次に終了したことを前記ユーザ行動検出部から受け取
ると、前記記録した再生位置から視聴中コンテンツを再生するよう前記映像記録機器を制
御することを特長とする請求項４に記載の機器。
【請求項７】
　前記コンテンツ情報取得部は、所定の時間が経過しても前記ユーザ行動検出部からユー
ザが行動を終了したことを通知されない場合、前記録画開始コンテンツ位置、あるいは前
記記録した再生位置を保存するよう前記映像記録機器を制御することを特長とする請求項
５乃至６に記載の機器。
【請求項８】
　ネットワーク接続機器から動作状態を取得するネットワーク接続機器動作状態取得部と
、映像記録装置から動作状態を取得する映像記録装置動作状態取得部と、前記映像記録装
置で再生可能なコンテンツ情報を前記映像記録装置から取得するコンテンツ情報取得部と
、ユーザ移動を検出するユーザ移動検出部と、映像記録装置動作制御部とを備える機器の
制御方法であって、
　前記ネットワーク接続機器の動作状態の変更後、前記映像記録装置の動作状態、および
前記ユーザ移動検出部の検出結果に基づいて前記映像記録装置の前記ユーザ移動の開始に
応じた動作を制御する制御方法。
【請求項９】
　ネットワーク接続機器から動作状態を取得するネットワーク接続機器動作状態取得部と
、映像記録装置から動作状態を取得する映像記録装置動作状態取得部と、前記映像記録装
置で再生可能なコンテンツ情報を前記映像記録装置から取得するコンテンツ情報取得部と
、ユーザ移動を検出するユーザ移動検出部と、映像記録装置動作制御部とを備える機器の
制御方法であって、
　前記ネットワーク接続機器の動作状態の変更後、前記映像記録装置の動作状態、および
前記ユーザ移動検出部の検出結果に基づいて前記映像記録装置の前記ユーザ移動の終了に
応じた動作を制御する制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、機器及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今後のトレンドとなると想定されるウェアラブル機器に関し、ウェアラブル機器とＴＶ
（Television）・家電の連携サービスへの寄与が求められる。課題としては、家事の合間
などのより効率的かつ簡便なコンテンツ視聴手段の提供、家事における待ち時間を有効活
用したコンテンツ視聴、コンテンツ視聴中における、家事による中断時の自動的なタイム
シフト視聴といったものがある。
【０００３】
　例えば、ネットワーク対応家電およびユーザ位置を測定・記録し、ユーザの家電操作を
検出し家電状態を変更する工夫がある。しかし、家電の状態およびユーザ位置を測定する
装置が必要で、また現在操作中の家電状態のみを把握し操作中断等を考慮していないとい
った問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４１２２７７９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施の形態は、ユーザ行動（移動）も配慮するより実用的なコンテンツ再生制
御技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、実施形態によれば機器は、ネットワーク接続機器から動作
状態を取得するネットワーク接続機器動作状態取得部と、映像記録装置から動作状態を取
得する映像記録装置動作状態取得部と、前記映像記録装置からこの映像記録装置で再生可
能なコンテンツ情報を取得するコンテンツ情報取得部と、ユーザの前記映像記録装置から
前記ネットワーク接続機器への移動開始または前記ネットワーク接続機器から前記映像記
録装置への移動終了を検出するユーザ移動検出部と、前記ネットワーク接続機器の動作状
態の変更後、前記映像記録装置の動作状態、および前記ユーザ移動検出部の検出結果に基
づいて前記映像記録装置の前記移動開始／前記移動終了に応じた動作を制御する映像記録
装置動作制御部とを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態にかかる歩行分析装置のハードウェア構成図。
【図２】一実施形態にかかる映像受信システムについて説明する為の図。
【図３】同実施形態のシステム・動作を示す概略図。
【図４】同実施形態のウェアラブル端末のフローチャート。
【図５】実施形態に用いられるウェアラブル端末のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施形態を説明する。
（第１の実施形態）
　第１の実施形態を図１乃至図５を参照して説明する。
【０００９】
　図１は、ウェアラブル機器（ウェアラブル端末）の実施形態にかかる歩行分析装置１の
構成を例示する構成図である。図１に示すように、歩行分析装置１は、本体部１０と、装
着部３０とを有する。
【００１０】
　本体部１０は、制御部１２、記憶部１４、入力部１６、出力部１８、検出部２０、通信
部２２を有する。制御部１２は、例えばＣＰＵ１２０を含み、本体部１０を構成する各部
を制御する。記憶部１４は、図示しないＲＯＭ（Read　Only　Memory）及びＲＡＭ（Rand
om　Access　Memory）などを含み、制御部１２が実行するプログラムや制御部１２がプロ
グラムを実行する場合に使用するデータなどを記憶する。また、本体部１０には、記憶部
１４との間でプログラム及びデータを送受可能にされたメモリカードなどの記憶媒体１４
０が着脱自在に設けられている。
【００１１】
　入力部１６は、例えば入力キーやスイッチなどであり、本体部１０に対するユーザの入
力を受け入れる。出力部１８は、例えば液晶パネルなどの表示部１８０、音声等を出力す
るスピーカ１８２、及び図示しないバイブレータなどを有し、本体部１０の状態及び本体
部１０の処理動作の結果などを画面表示、音及び振動の少なくともいずれかで出力する。
また、タッチパネルなどにより、入力部１６と表示部１８０とが一体化されていてもよい
。
【００１２】
　検出部２０は、例えばサンプリング周波数が１２８Ｈｚである３軸の加速度センサであ
り、加速度計測測定範囲が例えば±６Ｇ以上となっている。検出部２０は、例えば歩行分
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析装置１が歩行分析の対象者に装着された場合に、鉛直方向、対象者の進行方向及び対象
者の進行方向に対してほぼ直交する水平方向（左右方向）の加速度（３方向の加速度）を
検出する。
【００１３】
　通信部２２は、外部との通信を行う汎用のインターフェースであり、例えば有線通信、
長距離無線通信及び近接無線通信のいずれに対しても接続可能に構成されている。
【００１４】
　装着部３０は、例えば対象者の腰部に巻きつけられるベルトなどから構成されており、
本体部１０を例えば対象者の腰部付近に装着させる。
　この歩行分析装置１は、対象者の腰部付近に装着されると、鉛直方向（Ｙ方向）、対象
者の進行方向（Ｚ方向）及び対象者の進行方向に対してほぼ直交する水平方向（Ｘ方向）
の加速度を検出する。加速度は積分されると速度に、また速度は積分されると変位となり
、原理的に対象者が例えば元の位置に戻ってきたかなどを算出することができる。歩行分
析装置１の詳細機能については同一出願人による公開Ｐ２０１３－９４３１６号などを参
照のこと。
【００１５】
　図２は、一実施形態にかかる映像記録装置１００の例を示す。
　映像記録装置１００は、チューナ１１１、復調部１１２、信号処理部１１３、音声処理
部１２１、映像処理部１３１、表示処理部１３３、制御部１５０、記憶装置１６０、操作
入力部１６１、受光部１６２、ＬＡＮインターフェース１７１、及びＨＤＭＩ（登録商標
）端子１７３を備える。また、映像記録装置１００は、さらにスピーカ１２２及びディス
プレイ１３４を備える。
【００１６】
　チューナ１１１は、例えばアンテナ１０１により受信されたディジタル放送信号を受け
取ることができる。アンテナ１０１は、例えば、地上ディジタル放送信号、ＢＳ（ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔｉｎｇ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）ディジタル放送信号、及び／または、１１０
度ＣＳ（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）ディジタル放送信号を受信
することができる。
【００１７】
　チューナ１１１は、ディジタル放送信号用のチューナである。チューナ１１１は、受け
取ったディジタル放送信号のチューニング（選局）を行う。チューナ１１１は、チューニ
ングしたディジタル放送信号を復調部１１２に送信する。
【００１８】
　復調部１１２は、受信したディジタル放送信号を復調する。これにより、復調部１１２
は、ディジタル放送信号からトランスポートストリーム（ＴＳ）などのコンテンツデータ
を取得する。復調部１１２は、取得したコンテンツデータを信号処理部１１３に入力する
。即ち、アンテナ１０１、チューナ１１１、及び復調部１１２は、コンテンツデータを受
信する受信手段として機能する。
【００１９】
　信号処理部１１３は、コンテンツデータの分離などの信号処理を行う。即ち、信号処理
部１１３は、コンテンツデータをディジタル映像信号、ディジタル音声信号、及びその他
のデータ信号に分離する。信号処理部１１３は、音声処理部１２１に分離した音声信号を
供給する。また、信号処理部１１３は、映像処理部１３１に分離した映像信号を供給する
。さらに、信号処理部１１３は、制御部１５０に分離したデータ信号を供給する。
【００２０】
　また、信号処理部１１３は、制御部１５０の制御に基づいて、上記のコンテンツデータ
を録画可能な状態のデータ（録画ストリーム）に変換することができる。信号処理部１１
３は、制御部１５０の制御に基づいて、録画ストリームを記憶装置１６０または例えばＨ
ＤＭＩ（登録商標）端子１７３に接続される他のモジュールに供給することができる。
【００２１】
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　また、信号処理部１１３は、コンテンツデータのビットレートをオリジナルのビットレ
ートから他のビットレートに変換（トランスコード）することができる。即ち、信号処理
部１１３は、放送信号などに基づいて取得したオリジナルのビットレートのストリームを
、フレームレートを下げるなどによってより低いビットレートのストリームにトランスコ
ードすることができる。これにより、信号処理部１１３は、より容量の少ない状態でコン
テンツを録画させることができる。
【００２２】
　音声処理部１２１は、信号処理部１１３から受信したディジタル音声信号を、スピーカ
１２２により再生可能なフォーマットの信号（オーディオ信号）に変換する。例えば、音
声処理部１２１は、ディジタル音声信号をディジタル／アナログ変換によりオーディオ信
号に変換する。音声処理部１２１は、オーディオ信号をスピーカ１２２に供給する。スピ
ーカ１２２は、供給されるオーディオ信号に基づいて音を再生する。
【００２３】
　映像処理部１３１は、信号処理部１１３から受信したディジタル映像信号を、ディスプ
レイ１３４で再生可能なフォーマットの映像信号に変換する。即ち、映像処理部１３１は
、信号処理部１１３から受信したディジタル映像信号を、ディスプレイ１３４で再生可能
なフォーマットの映像信号にデコード（再生）する。映像処理部１３１は、デコード（再
生）した映像信号を表示処理部１３３に供給する。
【００２４】
　表示処理部１３３は、例えば、制御部１５０からの制御に基づいて、受信した映像信号
に対して色味、明るさ、シャープネス、コントラスト、またはその他の画質調整処理を行
う。表示処理部１３３は、画質調整を施した映像信号をディスプレイ１３４に供給する。
ディスプレイ１３４は、供給される映像信号に基づいて映像を表示する。
【００２５】
　ディスプレイ１３４は、例えば、マトリクス状に配列された複数の画素を備える液晶表
示パネルと、この液晶パネルを照明するバックライトとを備える液晶表示装置などを備え
る。ディスプレイ１３４は、表示処理部１３３から供給される映像信号に基づいて映像を
表示する。
【００２６】
　なお、映像記録装置１００は、ディスプレイ１３４の代わりに、映像信号を供給する供
給端子を備える構成であってもよい。また、映像記録装置１００は、スピーカ１２２の代
わりに、オーディオ信号を供給する供給端子を備える構成であってもよい。また、映像記
録装置１００は、ディジタル映像信号とディジタル音声信号とを供給する供給端子を備え
る構成であってもよい。
【００２７】
　制御部１５０は、映像記録装置１００の各部の動作を制御する制御手段として機能する
。制御部１５０は、ＣＰＵ１５１、ＲＯＭ１５２、ＲＡＭ１５３、及びＥＥＰＲＯＭ（El
ectrically Erasable and Programmable Read Only Memory）１５４などを備えている。
制御部１５０は、操作入力部１６１から供給される操作信号に基づいて、種々の処理を行
う。
【００２８】
　ＣＰＵ１５１は、種々の演算処理を実行する演算素子などを備える。ＣＰＵ１５１は、
ＲＯＭ１５２、またはＥＥＰＲＯＭ１５４などに記憶されているプログラムを実行するこ
とにより種々の機能を実現する。
【００２９】
　ＲＯＭ１５２は、映像記録装置１００を制御する為のプログラム、及び各種の機能を実
現する為のプログラムなどを記憶する。ＣＰＵ１５１は、操作入力部１６１から供給され
る操作信号に基づいて、ＲＯＭ１５２に記憶されているプログラムを起動する。これによ
り、制御部１５０は、各部の動作を制御する。
【００３０】
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　ＲＡＭ１５３は、ＣＰＵ１５１のワークメモリとして機能する。即ち、ＲＡＭ１５３は
、ＣＰＵ１５１の演算結果、ＣＰＵ１５１により読み込まれたデータなどを記憶する。
【００３１】
　ＥＥＰＲＯＭ１５４は、各種の設定情報、及びプログラムなどを記憶する不揮発性メモ
リである。
　記憶装置１６０は、コンテンツを記憶する記憶媒体を有する。例えば、記憶装置１６０
は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、ソリッドステイトドライブ（ＳＳＤ）、または
半導体メモリなどにより構成される。記憶装置１６０は、信号処理部１１３から供給され
た録画ストリームを記憶することができる。
【００３２】
　操作入力部１６１は、例えば、ユーザによる操作入力に応じて操作信号を生成する操作
キー、またはタッチパッドなどを備える。また、操作入力部１６１は、キーボード、マウ
ス、または操作信号を生成する事ができる他の入力装置などから操作信号を受け取る構成
であってもよい。操作入力部１６１は、操作信号を制御部１５０に供給する。
【００３３】
　なお、タッチパッドは、静電容量式センサ、サーモセンサ、または他の方式に基づいて
位置情報を生成するデバイスを含む。また、映像記録装置１００がディスプレイ１３４を
備える場合、操作入力部１６１は、ディスプレイ１３４と一体に形成されるタッチパネル
などを備える構成であってもよい。
【００３４】
　受光部１６２は、例えば、リモートコントローラ１６３からの操作信号を受信するセン
サなどを備える。受光部１６２は、受信した信号を制御部１５０に供給する。制御部１５
０は、受光部１６２から供給された信号を受信し、受信した信号を増幅させてＡ／Ｄ変換
を行うことにより、リモコン１６３から送信された元の操作信号を復号する。
【００３５】
　リモートコントローラ１６３は、ユーザの操作入力に基づいて操作信号を生成する。リ
モートコントローラ１６３は、生成した操作信号を赤外線通信により受光部１６２に送信
する。なお、受光部１６２及びリモートコントローラ１６３は、電波などの他の無線通信
により操作信号の送受信を行う構成であってもよい。
【００３６】
　ＬＡＮインターフェース１７１は、ＬＡＮ経由でインターネット、イントラネット、ま
たはホームネットワークなどのネットワーク上の他の機器と通信を行なう為のインターフ
ェースである。例えば、映像記録装置１００は、ＬＡＮインターフェース１７１によりネ
ットワーク上の機器に記録されているコンテンツを受信し、再生することができる。また
、映像記録装置１００は、コンテンツデータをＬＡＮインターフェース１７１により接続
される機器に供給することが出来る。
【００３７】
　また、ＬＡＮインターフェース１７１は、無線ＬＡＮ経由でアクセスポイントとの通信
を行なうインターフェースであってもよい。例えば、ＬＡＮインターフェース１７１は、
ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎなどにより通信を行なう機能を備える。
【００３８】
　上記したように、アクセスポイントとＬＡＮインターフェース１７１とが無線ＬＡＮに
より接続された場合、映像記録装置１００は、アクセスポイントに接続されている他の機
器と通信することができる。また、ＬＡＮインターフェース１７１は、アクセスポイント
を介さずに他の機器と直接無線ＬＡＮにより通信する構成であってもよい。
【００３９】
　ＨＤＭＩ（登録商標）端子１７３は、ＨＤＭＩ（登録商標）（High Definition Multim
edia Interface）などの規格に基づいた通信を行なう為のインターフェースである。ＨＤ
ＭＩ（登録商標）端子１７３には、ブルーレイ（登録商標）レコーダ、ＤＶＤレコーダ、
ハードディスクレコーダ、または他の機器とＨＤＭＩ（登録商標）に対応した機器が接続
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される。ＨＤＭＩ（登録商標）端子１７３は、接続された機器から供給されたコンテンツ
データを受信することができる。
【００４０】
　制御部１５０は、ＨＤＭＩ（登録商標）端子１７３により受信したコンテンツデータを
信号処理部１１３に入力させる。信号処理部１１３は、受信したコンテンツデータからデ
ィジタル映像信号、及びディジタル音声信号などを分離する。信号処理部１１３は、分離
したディジタル映像信号を映像処理部１３１に送信し、分離したディジタル音声信号を音
声処理部１２１に送信する。
【００４１】
　また、映像記録装置１００は、図示しない電源部を備える。電源部は、ＡＣアダプタな
どを介して商用電源などから電力を受け取る。電源部は、受け取った交流の電力を直流に
変換し、映像記録装置１００内の各部へ供給する。
【００４２】
　ところでディジタルＴＶのＨＤＤ録画機能の一般化によるタイムシフト視聴の普及とい
う背景があり、タイムシフト視聴による放送時間に縛られないコンテンツの効率的な視聴
が可能になった。ただし、現状ではタイムシフト視聴のためには、ユーザが自ら手動で録
画、再生を行う必要があり、日常生活における手動のタイムシフト視聴では非効率的な状
況もある。
【００４３】
　例えば洗濯・乾燥など、家事で機器が一定時間動作する場合の待ち時間によるコンテン
ツ視聴の場合で、キリのいいところでコンテンツ視聴を終了できない場合が多く、家事と
コンテンツ視聴のどちらかが中途半端になる。コンテンツ視聴途中での洗濯終了などの家
事による中断の場合、録画開始やチャプタ追加、一時停止などのタイムシフト視聴を可能
にするための操作を手動で行わなければならない。視聴再開時も同様である。
【００４４】
　これに対し家電機器の動作状況、ユーザ行動（移動）状況が取得できれば状況は改善で
きる。ＴＶ－外部機器連携によるＴＶ操作機能の一般化がありスマートフォンやタブレッ
ト端末から、リモコンよりも複雑なＴＶ制御が可能なプラットフォームが構築されている
が、ただし現状ではスマートフォン上で動くリモコン程度の活用に留まっている。例えば
ＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ規格など家電機器の情報化対応の進展と家電連携技術への期待
の高まりとモバイル端末によるユーザ行動（移動）ベースのサービス拡大として、ＴＶ－
外部機器連携に家電機器連携も加え、外部機器（ウェアラブル機器）により家電動作状況
とユーザ行動（移動）に基づいてＴＶを制御することで、タイムシフト視聴を以下のよう
なポイントにより効率的に行うことを説明する。
【００４５】
（１）タイムシフト視聴を効率的に行うための、外部連携機器（ウェアラブル機器）によ
る家電動作状態情報とユーザ行動（移動）情報の利用方法及びＴＶ制御方法
（２）家電操作時に家電の動作予想時間を取得し、ユーザが行動（移動）を停止した時に
、家電動作終了までに視聴可能なコンテンツの視聴を推薦し、ユーザの選択に従いＴＶを
操作
【００４６】
　以下家電動作開始時に、ユーザが待機状態になってから家電動作終了時までに視聴可能
なコンテンツを算出し、推薦するウェアラブル端末について、図３、図４を用いて説明す
る。図３は、ウェアラブル端末１０ａと映像記録装置１００を含む構成の機能ブロック図
である。ウェアラブル端末１０ａの実施形態としては上述の歩行分析装置１の本体部１０
などの他に、手袋やリストバンド、ヘッドセット等様々な形態を用いても良い。
【００４７】
　さてウェアラブル端末１０ａは図３のように、家電コマンド送受信部１０１、家電動作
状態取得部１０２、ＴＶ動作制御部１０３、ユーザ行動（移動）検出部１０４、コンテン
ツ情報取得部１０５、ＴＶコマンド送受信部１０６、推薦コンテンツ判定部１０７、推薦
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コンテンツ提示部１０８、ユーザ操作入力部１０９の各機能部を含んでいる。これらは制
御部１２を中心とする機能として実現されるが、家電コマンド送受信部１０１、ＴＶコマ
ンド送受信部１０６は通信部２２を主体としユーザ行動（移動）検出部１０４は検出部２
０を含む。また推薦コンテンツ提示部１０８は供給部１８を主体とし、ユーザ操作入力部
１０９は入力部１６を主体とする。
【００４８】
　また映像記録装置１００の一例であるＤＴＶ（Digital Television Set）は図３のよう
に、ＴＶコマンド送受信部２０１、動作状態管理部２０２、コンテンツ情報管理部２０３
、コンテンツ保存部２０４、再生処理部２０５、録画処理部２０６の各機能部を含んでい
る。これらはＣＰＵ１５１で実行されるプログラムにより実現されるが、ＴＶコマンド送
受信部２０１はＬＡＮインターフェース１７１を介しコンテンツ保存部２０４は記憶装置
１６０を用いている。また更に再生処理部２０５と録画処理部２０６には図２の上部の各
構成要素が用いられている。
【００４９】
　なおここでは、家電機器Ａとして洗濯機を操作する例を述べる。洗濯機３１０はネット
ワーク接続されており、自身の動作状態をネットワーク接続されている他の機器に通知及
び提供できる機能を持つ。具体的にはＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ規格などによる実現方法
がある。またＤＴＶもまた、ネットワーク接続し自身の動作状態の通知及び提供、さらに
録画再生処理や設定変更等のＴＶ動作変更をネットワーク内の別の端末から指示して実施
することのできる機能を持つ。これらの機器が接続されているホームネットワークがあり
、ユーザが洗濯機３１０に対して洗濯コースを設定し洗濯を開始すると、家電コマンド送
受信部３１２は動作状態管理部３１１から洗濯に要する時間を含む洗濯開始通知を受け、
同じネットワークに接続されたウェアラブル端末１０ａに対して動作開始情報を通知する
。
【００５０】
　図４を用いて説明すると家電コマンド送受信部１０１を通して、通知を受けたウェアラ
ブル端末１０ａは、家電動作状態取得部１０２により洗濯機３１０の動作開始及びその動
作時間を取得するとともに、推薦コンテンツ判定部１０７により家電動作開始時間を記憶
部１４に記録する（ステップＳ１０１）。次にウェアラブル端末１０ａは、ユーザ行動（
移動）検出部１０４によりユーザの行動（移動）停止の検出を行う（ステップＳ１０２、
Ｓ１０３）。この行動（移動）とは体の移動という意味であり、つまりユーザの体の移動
が一定の時間、所定の範囲（上下左右）内に留まっていたら、移動していないとして、ユ
ーザーが行動（移動）を停止したと判定する。
【００５１】
　このユーザの行動（移動）停止が検出されたら、推薦コンテンツ判定部１０７は、ユー
ザの行動（移動）停止時間と記録していた機器動作開始時間、家電動作時間から、視聴推
薦すべきコンテンツの長さを算出する。具体的には機器動作開始からユーザが行動（移動
）を停止するまでにかかった時間を、家電動作時間から減算することにより求める（ステ
ップＳ１０４）。次に、ウェアラブル端末１０ａは、コンテンツ情報取得部１０５により
、ＴＶコマンド送受信部１０６を通してＤＴＶから視聴可能なコンテンツリストを取得し
、推薦コンテンツ判定部１０７により推薦すべきコンテンツの長さに合ったコンテンツを
算出する（ステップＳ１０５）。例えば推薦すべきコンテンツの長さ以内でなるべく長い
コンテンツから次にユーザに提示する候補に挙げるようなリストを作成するなどすればよ
い。ユーザに選ばせずに自動的に最も好適なコンテンツ（例えば指定されたコンテンツ長
以内で最も長いコンテンツやユーザ嗜好情報に基づいた推薦度が最も高いコンテンツ）を
再生するように制御しても良い。
【００５２】
　次に、算出した推薦コンテンツの視聴について、推薦コンテンツ提示部１０８によりユ
ーザに提示する（ステップＳ１０６）。ユーザのコンテンツの視聴可否をユーザ操作入力
部１０９により取得し、もしユーザが視聴を望まない場合はそのまま終了する（ステップ
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Ｓ１０７のＮｏ）。ユーザが視聴を望む場合は、次のステップＳ１０８へと進む（ステッ
プＳ１０７のＹｅｓ）。
【００５３】
　ウェアラブル端末１０ａはユーザの行動（移動）停止状態の検出を開始する（ステップ
Ｓ１０８、ステップＳ１０９）。視聴を望んだ後にユーザが行動（移動）停止した場所は
、ＤＴＶの視聴位置と推定できるため、ユーザ行動（移動）検出部１０４によりユーザの
行動（移動）停止を検出したら、ＴＶ動作制御部１０３は、推薦コンテンツ判定部１０７
により算出されたコンテンツの再生指示を、ＤＴＶ対して送信する。ＤＴＶは受けた指示
によってコンテンツの視聴処理を開始する。（ステップＳ１１０）。ここでステップＳ１
０８、ステップＳ１０９を抜けるまでの所要時間を配慮するのは好適である。上記のユー
ザに提示する候補に挙げるようなリストから長くて未視聴部分が残るようなコンテンツを
順次抜くようにするとよい。
【００５４】
　これらの処理により、洗濯機を稼働させ、ユーザが洗濯機の動作終了を待っている時間
を推定し、その待ち時間に合ったコンテンツ視聴を半自動的に行うことができるようにな
る。
【００５５】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態を図３及び図５を参照して説明する。実施形態１と共通する部分は説明
を省略する。
　更にタイムシフト視聴を以下のようなポイントにより効率的に行うことを説明する。
（１）家電動作終了通知を受けた際に、ＴＶが視聴動作中の場合に、録画・再生位置保存
を実施
（２）家電動作終了通知を受け自動的に録画・再生位置保存を行った後に、ユーザが行動
（移動）を開始したときに、自動的に再生位置保存を実施
（３）家電動作終了通知を受け自動的に録画・再生位置保存を行い、ユーザが行動（移動
）を終了し戻ってきた場合に、保存した再生位置のいずれから再生再開をすることを推薦
【００５６】
（４）家電動作終了通知を受け自動的に録画・再生位置保存を行い、ユーザが行動（移動
）を開始してから一定時間が経った場合に録画コンテンツを視聴途中コンテンツとして登
録し、ユーザが次回ＴＶ視聴を開始した場合に視聴推薦
【００５７】
　ユーザがコンテンツ視聴中に家電動作が変更し、ユーザが対処を行わなければならない
場合に、自動的なコンテンツ視聴の中断と、対処完了後のコンテンツ視聴再開を行うウェ
アラブル端末について、説明する。
【００５８】
　ここでは、家電機器Ｂとしてインターホンによる来客通知を例として説明する。実際に
は洗濯機の動作完了通知など、他の家電機器によるイベントでも構わない。インターホン
３２０はネットワーク接続し自身の動作状態を通知及び提供できる機能を持つ。具体的に
はＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅなどによる実現方法がある。またＤＴＶもまた、ネットワー
ク接続し自身の動作状態の通知及び提供、さらに録画再生処理や設定変更等のＴＶ動作変
更をネットワーク内の別の端末から指示して実施することのできる機能を持つ。
【００５９】
　これらの機器が接続されているホームネットワークがあり、来客によりインターホン３
２０の稼働通知が、動作状態管理部３２１から家電コマンド送受信部３２２を通して、同
じネットワークに接続されたウェアラブル端末１０ａに対して動作開始情報を通知する。
【００６０】
　図５を用いて説明すると家電コマンド送受信部１０１を通して、通知を受けたウェアラ
ブル端末１０ａは、インターホンの稼働をユーザに通知すると共に、その時の時刻を記憶
部１４に記録し、家電動作状態取得部１０２によりインターホン３２０の動作開始を取得
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する（ステップＳ２０１）。次にＴＶ動作制御部１０３により、ＤＴＶから現在の動作状
態を取得し、視聴中なのかを判定する。
【００６１】
　仮に視聴状態で無ければ終了し、視聴状態であれば次のステップへ進む（ステップＳ２
０２、Ｓ２０３）。視聴状態であった場合、さらに放送中番組の視聴なのか、録画コンテ
ンツの視聴なのかを判定する（ステップＳ２０４）。放送中番組の視聴であった場合、Ｔ
Ｖ動作制御部１０３は視聴中番組の録画開始をＤＴＶに対して指示を行う（ステップＳ２
０５）。
【００６２】
　録画コンテンツの視聴であった場合、コンテンツの現在の視聴位置（コンテンツ先頭か
らの時間）を記録する（ステップＳ２０６）。次に、ウェアラブル端末１０ａは、ユーザ
行動（移動）検出部１０４によってユーザの行動（移動）開始の検出を開始する（ステッ
プＳ２０７、Ｓ２０８）。ユーザの行動（移動）開始を検出したら、その時の時刻と共に
、ＴＶ動作制御部１０３により、ＤＴＶで視聴しているコンテンツの視聴位置を取得し、
記録する（ステップＳ２０９）。
【００６３】
　次に、記録した機器動作変更通知時刻と、ユーザの行動（移動）開始時刻を用いて、ユ
ーザが視聴を再開する際の再生開始位置として用いる視聴中断位置を算出する（ステップ
２１０）。例えば、機器動作変更通知時刻とユーザの行動（移動）開始時刻の差分が既定
の閾値よりも短かった場合は、機器動作変更通知時の再生位置を視聴中断位置とし、既定
の閾値よりも長かった場合はユーザの行動（移動）開始時刻を中断位置としても良い。あ
るいは再開時にユーザに選択させるよう、その双方を中断位置候補としても良い。
【００６４】
　次に、ユーザ行動（移動）検出部１０４により、ユーザの行動（移動）中に、行動（移
動）開始位置からの相対移動パスの記録を行う（ステップＳ２１１）。相対移動パスは、
例えばウェアラブル端末に搭載される加速度センサによって検出される各方向の加速度と
時間変位によって求めることができる。相対移動パスの終点が開始点と同様の位置になっ
て停止することを検出したら（ステップＳ２１２）、ユーザがインターホンでの来客対応
を終えて戻ってきたと推定できるため、ステップＳ２１０で算出した視聴中断位置から再
生を開始する。
【００６５】
　この時、再生位置候補をユーザに提示し選択させても構わない。（ステップＳ２１３）
。また、ステップＳ２１２で、相対移動パスの終点と開始点が同様の位置にならないか、
行動（移動）停止状態になっていない場合、ユーザの行動（移動）開始からの経過時間が
既定の閾値以上経過しているかを判定し、経過していなければそのまま検出処理を続け、
経過していた場合は視聴の終了処理に進む（ステップＳ２１４）。ユーザが行動（移動）
開始から一定以上の期間が経過しても戻らない場合は、来客対応等の発生した作業が長期
間かかると想定されるため、ＴＶ動作制御部１０３は、視聴中断情報を記録した上でＤＴ
Ｖの視聴処理を停止する（ステップＳ２１５）。記録した視聴中断情報は、別の機会にユ
ーザがコンテンツ視聴を行おうとした際に、推薦コンテンツのひとつとして扱うことで、
ユーザが視聴途中で見逃してしまうことも回避できる。
【００６６】
　これらの処理により、コンテンツ視聴中にインターホン等により、視聴を中断しなけれ
ばならない場合でも、ユーザの行動（移動）を推定し、ユーザがインターホン対応等の作
業完了時に、自動的に視聴再開を行えるようＴＶを制御することができる。
【００６７】
　以上特にモバイル（ウェアラブル）端末の家電動作状態取得部１０２、ユーザ行動（移
動）検出部１０４およびＴＶ動作制御部１０３により、家電動作状況とユーザ行動（移動
）の両方を配慮でき、より実用的なコンテンツ再生制御が可能となり、またユーザ位置で
はなく、ユーザ行動（移動）を用いることができ、位置計測のための装置が不要になり、
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【００６８】
　以上ＤＴＶとウェアラブル端末１０ａとの構成について説明した。他の際の構成として
は、ＤＴＶとウェアラブル機器の間をスマートフォンあるいはＰＣが繋ぐ形になるのもよ
い。これは、ウェアラブル端末のバッテリ容量持続時間や処理能力の問題で、ウェアラブ
ル端末はセンシングした情報をスマートフォン等に送ることと、このスマートフォン等か
ら通知を受けてユーザに提示することに処理を限定するためのものである。
【００６９】
　なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではなく、この外その要旨を逸脱しな
い範囲で種々変形して実施することができる。
　また、上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせること
により、種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素
から幾つかの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係わる
構成要素を適宜組み合わせても良いものである。
【符号の説明】
【００７０】
　１…歩行分析装置、１０…本体部、１２…制御部、１２０…ＣＰＵ、１４…記憶部、１
４０…記憶媒体、１６…入力部、１８…供給部、１８０…表示部、１８２…スピーカ、２
０…検出部、２２…通信部、３０…装着部、１００…映像記録装置、１０２…記憶領域、
１０３…記憶領域、１０４…コンテンツ格納部、１０５…ログイン処理部、１０６…設定
変更部、１０７…コンテンツ配信部、１１１…チューナ、１１２…復調部、１１３…信号
処理部、１２１…音声処理部、１２２…スピーカ、１３１…映像処理部、１３３…表示処
理部、１３４…ディスプレイ、１５０…制御部、１５１…ＣＰＵ、１５２…ＲＯＭ、１５
３…ＲＡＭ、１５４…ＥＥＰＲＯＭ、１６０…記憶装置、１６１…操作入力部、１６２…
受光部、１６３…リモートコントローラ、１７１…ＬＡＮインターフェース、１７３…Ｈ
ＤＭＩ（登録商標）端子。
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