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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを再生する携帯型再生装置において、
　前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段と、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、前記
他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前
記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段と、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態か
ら前記他の状態に変化した場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前
記他の状態へと変化するまでの経過時間が基準時間以内であるか否かを判定する第２判定
手段と、
　を含み、
　前記再生制御手段は、前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き
状態が前記基準状態から前記他の状態に変化した場合、前記第２判定手段によって前記経
過時間が前記基準時間以内であると判定された後の期間において、現在の前記携帯型再生
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装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前記コンテンツデータの再生位置を
変更する手段を含む、
　ことを特徴とする携帯型再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯型再生装置において、
　前記第２判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された後の前
記期間において、現在の前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾きの大きさに対
応する速度で、前記コンテンツデータの再生位置を変更することを特徴とする携帯型再生
装置。
【請求項３】
　コンテンツデータを再生する携帯型再生装置において、
　前記携帯型再生装置へのユーザの近接を検出する近接検出手段と、
　前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段と、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、前記
他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前
記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段と、
　前記再生制御手段による前記コンテンツデータの再生制御の実行を前記近接検出手段の
検出結果に基づいて制限する制限手段と、
　を含むことを特徴とする携帯型再生装置。
【請求項４】
　コンテンツデータを再生する携帯型再生装置において、
　前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段と、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、前記
他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前
記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段と、
　を含み、
　前記再生制御手段は、前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると
判定された場合において、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に
対する前記傾き方向が、第１の軸を回転軸とする傾き方向である場合に、前記コンテンツ
データの再生位置を変更し、
　前記携帯型再生装置は、前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内である
と判定された場合において、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態
に対する前記傾き方向が、前記第１の軸と直交する第２の軸を回転軸とする傾き方向であ
る場合に、前記コンテンツデータの現在の再生位置を示す情報を、記憶手段に記憶される
ブックマークデータに登録するブックマーク登録手段を含む、
　ことを特徴とする携帯型再生装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の携帯型再生装置において、
　前記携帯型再生装置は、前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内である
と判定された場合において、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態
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に対する前記傾き方向が、前記第２の軸を回転軸とする傾き方向であり、かつ、前記コン
テンツデータの現在の再生位置を示す情報が前記ブックマークデータにすでに登録されて
いる場合、前記コンテンツデータの現在の再生位置を示す情報を前記ブックマークデータ
から削除する手段を含む、
　ことを特徴とする携帯型再生装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の携帯型再生装置において、
　前記再生制御手段は、前記コンテンツデータの再生位置を変更する場合の前記コンテン
ツデータの再生位置の変更の程度を、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記
基準状態に対する傾きの大きさに基づいて設定する手段を含むことを特徴とする携帯型再
生装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の携帯型再生装置において、
　前記コンテンツデータは複数の単位コンテンツデータを含み、
　前記携帯型再生装置は、複数の単位コンテンツデータの各々を順序情報に従って順番に
再生し、
　前記再生制御手段は、再生対象の単位コンテンツデータを、現在の再生対象の単位コン
テンツデータよりも後又は前の単位コンテンツデータに変更することによって、前記コン
テンツデータの再生位置を変更する、
　ことを特徴とする携帯型再生装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載の携帯型再生装置において、
　前記他の状態は、前記基準状態との傾きの差が第１の基準値以上である状態であり、
　前記判定手段は、前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態
が、前記基準状態との傾きの差が、前記第１の基準値よりも小さい第２の基準値以内であ
る状態になった場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態に戻ったとみなす
、
　ことを特徴とする携帯型再生装置。
【請求項９】
　コンテンツデータを再生する携帯型再生装置であって、前記携帯型再生装置の傾きを検
出する傾き検出手段を含む携帯型再生装置の制御方法において、
　前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手段から取得するステップ
と、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいて前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、
前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて
、前記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御ステップと、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態か
ら前記他の状態に変化した場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前
記他の状態へと変化するまでの経過時間が基準時間以内であるか否かを判定する第２判定
ステップと、
　を含み、
　前記再生制御ステップは、前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の
傾き状態が前記基準状態から前記他の状態に変化した場合、前記第２判定ステップにおい
て前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された後の期間において、現在の前記携
帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前記コンテンツデータの再



(4) JP 5529816 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

生位置を変更するステップを含む、
　ことを特徴とする携帯型再生装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段を含むコンピュータを、コンテンツ
データを再生する携帯型再生装置として機能させるためのプログラムであって、
　前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手段から取得する手段、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定手段、
　前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、前記
他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前
記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段、及び、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態か
ら前記他の状態に変化した場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前
記他の状態へと変化するまでの経過時間が基準時間以内であるか否かを判定する第２判定
手段、
　として前記コンピュータを機能させ、
　前記再生制御手段は、前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き
状態が前記基準状態から前記他の状態に変化した場合、前記第２判定手段によって前記経
過時間が前記基準時間以内であると判定された後の期間において、現在の前記携帯型再生
装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前記コンテンツデータの再生位置を
変更する手段を含む、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　コンテンツデータを再生する携帯型再生装置であって、前記携帯型再生装置の傾きを検
出する傾き検出手段と、前記携帯型再生装置へのユーザの近接を検出する近接検出手段と
を含む携帯型再生装置の制御方法において、
　前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手段から取得するステップ
と、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいて前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、
前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて
、前記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御ステップと、
　前記再生制御ステップによる前記コンテンツデータの再生制御の実行を前記近接検出手
段の検出結果に基づいて制限する制限ステップと、
　を含むことを特徴とする携帯型再生装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段と、前記携帯型再生装置へのユーザ
の近接を検出する近接検出手段とを含むコンピュータを、コンテンツデータを再生する携
帯型再生装置として機能させるためのプログラムであって、
　前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手段から取得する手段、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
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態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定手段、
　前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、前記
他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前
記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段、及び、
　前記再生制御手段による前記コンテンツデータの再生制御の実行を前記近接検出手段の
検出結果に基づいて制限する制限手段、
　として前記コンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１３】
　コンテンツデータを再生する携帯型再生装置であって、前記携帯型再生装置の傾きを検
出する傾き検出手段を含む携帯型再生装置の制御方法において、
　前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手段から取得するステップ
と、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいて前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、
前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて
、前記コンテンツデータの再生位置を変更するステップであって、前記判定ステップにお
いて前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合において、前記他の状態に
おける前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する前記傾き方向が、第１の軸を回転軸
とする傾き方向である場合に、前記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御ステ
ップと、
　前記判定ステップにおいて前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合に
おいて、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する前記傾き方
向が、前記第１の軸と直交する第２の軸を回転軸とする傾き方向である場合に、前記コン
テンツデータの現在の再生位置を示す情報を、記憶手段に記憶されるブックマークデータ
に登録するブックマーク登録ステップと、
　を含むことを特徴とする携帯型再生装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段を含むコンピュータを、コンテンツ
データを再生する携帯型再生装置として機能させるためのプログラムであって、
　前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手段から取得する手段、
　前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から
、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記
基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状
態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否か
を判定する判定手段、
　前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、前記
他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前
記コンテンツデータの再生位置を変更する手段であって、前記判定手段によって前記経過
時間が前記基準時間以内であると判定された場合において、前記他の状態における前記携
帯型再生装置の、前記基準状態に対する前記傾き方向が、第１の軸を回転軸とする傾き方
向である場合に、前記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段、及び、
　前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合におい
て、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する前記傾き方向が
、前記第１の軸と直交する第２の軸を回転軸とする傾き方向である場合に、前記コンテン
ツデータの現在の再生位置を示す情報を、記憶手段に記憶されるブックマークデータに登



(6) JP 5529816 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

録するブックマーク登録手段、
　として前記コンピュータを機能させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯型再生装置、携帯型再生装置の制御方法、プログラム、及び情報記憶媒体
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが指示した画面内の位置を検出する検出部を備えた携帯情報端末が知られている
。例えば、タッチパネルを備えたタブレット型コンピュータ等が知られている。このよう
な携帯情報端末においてタッチパネルを用いて行われる操作としては、例えばフリック操
作やタッチ操作等が知られている（例えば特許文献１）。
【０００３】
　例えば、フリック操作等は上記の携帯情報端末において各種操作として採用されている
。例えば、コンテンツデータを再生する携帯情報端末では、コンテンツデータの再生位置
を変更する（進める又は戻す）ための操作としてフリック操作が採用されている。例えば
、電子書籍を表示する携帯情報端末では、ページをめくるための操作としてフリック操作
が採用されている。音楽を再生する携帯情報端末では、音楽をスキップするための操作と
してフリック操作が採用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０３９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような携帯情報端末を手で持って使用する場合、ユーザは携帯情
報端末を支える指とは異なる指でフリック操作等を行う必要がある。例えば、タブレット
型コンピュータのように比較的サイズが大きい携帯情報端末を手で持って使用する場合、
ユーザは一方の手で携帯情報端末を持ち、他方の手でフリック操作等を行う必要がある。
【０００６】
　このため、状況によっては、フリック操作やタッチ操作を行い難くなってしまう場合が
あり、その結果として、コンテンツデータの再生位置を変更するための操作を行い難くな
ってしまう場合がある。例えば、携帯情報端末で再生されるコンテンツデータをユーザが
電車内等で立った状態で視聴する場合、ユーザは一方の手でつり革等をつかみ、他方の手
で携帯情報端末を持つ必要がある。この場合、両手がふさがってしまうため、ユーザはフ
リック操作を行い難くなってしまい、コンテンツデータの再生位置を変更するための操作
を行い難くなってしまう。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、携帯再生装置で再生されるコンテン
ツデータの再生位置を変更するための操作をユーザが行い易くなるようにすることが可能
な携帯型再生装置、携帯型再生装置の制御方法、プログラム、及び情報記憶媒体を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯型再生装置は、コンテンツデータを再生
する携帯型再生装置において、前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段と、前
記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から、前
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記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から前記基準
状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状態へ
と変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否かを判
定する判定手段と、前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定
された場合、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方
向に基づいて、前記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段と、を含むこと
を特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る携帯型再生装置の制御方法は、コンテンツデータを再生する携帯型
再生装置であって、前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段を含む携帯型再生
装置の制御方法において、前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手
段から取得するステップと、前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の
傾き状態が、基準状態から、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変
化し、該他の状態から、前記基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が
前記基準状態から前記他の状態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間
が基準時間以内であるか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて前記
経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合、前記他の状態における前記携帯型
再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前記コンテンツデータの再生位
置を変更する再生制御ステップと、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係るプログラムは、前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手段
を含むコンピュータを、コンテンツデータを再生する携帯型再生装置として機能させるた
めのプログラムであって、前記携帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手
段から取得する手段、前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状
態が、基準状態から、前記基準状態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、
該他の状態から前記基準状態に戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準
状態から前記他の状態へと変化し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時
間以内であるか否かを判定する判定手段、及び、前記判定手段によって前記経過時間が前
記基準時間以内であると判定された場合、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、
前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前記コンテンツデータの再生位置を変更する
再生制御手段、として前記コンピュータを機能させるためのプログラムである。
【００１１】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、前記携帯型再生装置の傾きを検出する傾き検出手
段を含むコンピュータを、コンテンツデータを再生する携帯型再生装置として機能させる
ためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体であって、前記携
帯型再生装置の傾きに関する傾き情報を前記傾き検出手段から取得する手段、前記傾き検
出手段によって検出される前記携帯型再生装置の傾き状態が、基準状態から、前記基準状
態との傾きの差が基準値以上である他の状態に変化し、該他の状態から、前記基準状態に
戻った場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基準状態から前記他の状態へと変化
し始めてから前記基準状態に戻るまでの経過時間が基準時間以内であるか否かを判定する
判定手段、及び、前記判定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定さ
れた場合、前記他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向
に基づいて、前記コンテンツデータの再生位置を変更する再生制御手段、として前記コン
ピュータを機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な情報記憶
媒体である。
【００１２】
　また、本発明の一態様では、前記再生制御手段は、前記コンテンツデータの再生位置を
変更する場合の前記コンテンツデータの再生位置の変更の程度を、前記他の状態における
前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾きの大きさに基づいて設定する手段を含
むようにしてもよい。
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【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記傾き検出手段によって検出される前記携帯型再生装置
の傾き状態が前記基準状態から前記他の状態に変化した場合に、前記携帯型再生装置の傾
き状態が前記基準状態から前記他の状態へと変化するまでの経過時間が基準時間以内であ
るか否かを判定する第２判定手段を含み、前記再生制御手段は、前記第２判定手段によっ
て前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された後の期間において、現在の前記携
帯型再生装置の、前記基準状態に対する傾き方向に基づいて、前記コンテンツデータの再
生位置を変更する手段を含むようにしてもよい。
【００１４】
　また、本発明の一態様では、前記第２判定手段によって前記時間が前記基準時間以内で
あると判定された後の前記期間において、現在の前記携帯型再生装置の、前記基準状態に
対する傾きの大きさに対応する速度で、前記コンテンツデータの再生位置を変更するよう
にしてもよい。
【００１５】
　また、本発明の一態様では、前記携帯型再生装置へのユーザの近接を検出する近接検出
手段と、前記再生制御手段による前記コンテンツデータの再生制御の実行を前記近接検出
手段の検出結果に基づいて制限する制限手段と、を含むようにしてもよい。
【００１６】
　また、本発明の一態様では、前記再生制御手段は、前記判定手段によって前記経過時間
が前記基準時間以内であると判定された場合において、前記他の状態における前記携帯型
再生装置の、前記基準状態に対する前記傾き方向が、第１の軸を回転軸とする傾き方向で
ある場合に、前記コンテンツデータの再生位置を変更し、前記携帯型再生装置は、前記判
定手段によって前記経過時間が前記基準時間以内であると判定された場合において、前記
他の状態における前記携帯型再生装置の、前記基準状態に対する前記傾き方向が、前記第
１の軸と直交する第２の軸を回転軸とする傾き方向である場合に、前記コンテンツデータ
の現在の再生位置を示す情報を、記憶手段に記憶されるブックマークデータに登録するブ
ックマーク登録手段を含むようにしてもよい。
【００１７】
　また、本発明の一態様では、前記携帯型再生装置は、前記判定手段によって前記経過時
間が前記基準時間以内であると判定された場合において、前記他の状態における前記携帯
型再生装置の、前記基準状態に対する前記傾き方向が、前記第２の軸を回転軸とする傾き
方向であり、かつ、前記コンテンツデータの現在の再生位置を示す情報が前記ブックマー
クデータにすでに登録されている場合、前記コンテンツデータの現在の再生位置を示す情
報を前記ブックマークデータから削除する手段を含むようにしてもよい。
【００１８】
　また、本発明の一態様では、前記コンテンツデータは複数の単位コンテンツデータを含
み、前記携帯型再生装置は、複数の単位コンテンツデータの各々を順序情報に従って順番
に再生し、前記再生制御手段は、再生対象の単位コンテンツデータを、現在の再生対象の
単位コンテンツデータよりも後又は前の単位コンテンツデータに変更することによって、
前記コンテンツデータの再生位置を変更するようにしてもよい。
【００１９】
　また、本発明の一態様では、前記他の状態は、前記基準状態との傾きの差が第１の基準
値以上である状態であり、前記判定手段は、前記傾き検出手段によって検出される前記携
帯型再生装置の傾き状態が、前記基準状態との傾きの差が、前記第１の基準値よりも小さ
い第２の基準値以内である状態になった場合に、前記携帯型再生装置の傾き状態が前記基
準状態に戻ったとみなすようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、携帯再生装置で再生されるコンテンツデータの再生位置を変更するた
めの操作をユーザが行い易くなるようにすることが可能になる。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯型再生装置のハードウェア構成の一例を示す図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯型再生装置の外観の一例を示す図である。
【図３】表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図４】ページめくり操作の一例について説明するための図である。
【図５】ブックマーク登録操作の一例について説明するための図である。
【図６】本発明の実施形態に係る携帯型再生装置の機能ブロック図である。
【図７】把持状態データの一例を示す図である。
【図８】ブックマークデータの一例を示す図である。
【図９】対応関係データの一例を示す図である。
【図１０】対応関係データの他の一例を示す図である。
【図１１】速度データの一例を示す図である。
【図１２】情報処理装置で実行される処理の一例を示すフロー図である。
【図１３】情報処理装置で実行される処理の一例を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態の例について図面に基づき詳細に説明する。
【００２３】
　本実施形態に係る携帯型再生装置は、例えば携帯情報端末、携帯電話機、又は携帯ゲー
ム機等によって実現される。図１は、本実施形態に係る携帯型再生装置１０のハードウェ
ア構成の一例を示しており、図２は、本実施形態に係る携帯型再生装置１０の外観の一例
を示している。
【００２４】
　図１に示すように、携帯型再生装置１０は、制御部１１、主記憶部１２、補助記憶部１
３、姿勢検出センサ１４、操作部１５、表示部１６、音声出力部１７、及び通信部１８を
備えている。制御部１１は例えば１又は複数のＣＰＵを含み、補助記憶部１３に記憶され
たオペレーションシステム又はプログラムに従って情報処理を実行する。主記憶部１２は
例えばＲＡＭであり、補助記憶部１３は例えばハードディスク又はソリッドステートドラ
イブである。
【００２５】
　例えば、プログラムやデータはインターネット等の通信ネットワークを介して補助記憶
部１３に供給される。すなわち、サーバコンピュータから通信ネットワークを介して送信
されたプログラムやデータが携帯型再生装置１０において受信され、補助記憶部１３に記
憶される。なお、携帯型再生装置１０は、光ディスク（情報記憶媒体）に記憶されたプロ
グラムやデータを読み取るための光ディスクドライブを含むようにしてもよい。そして、
プログラムやデータが光ディスクを介して補助記憶部１３に供給されるようにしてもよい
。すなわち、プログラムやデータが記憶された光ディスクが光ディスクドライブに装着さ
れ、光ディスクに記憶されたプログラムやデータが光ディスクドライブによって読み出さ
れ、補助記憶部１３に記憶されるようにしてもよい。または、光ディスク以外の情報記憶
媒体（例えばメモリカード）に記憶されたプログラム又はデータを読み取るための構成要
素が光ディスクドライブの代わりに含まれるようにしてもよい。そして、光ディスク以外
の情報記憶媒体を介してプログラムやデータが補助記憶部１３に供給されるようにしても
よい。
【００２６】
　姿勢検出センサ１４は、携帯型再生装置１０の姿勢（傾き）を検出するための一又は複
数のセンサを含む。例えば、姿勢検出センサ１４は加速度センサ及びジャイロセンサの少
なくとも一方を含む。以下では、加速度センサ及びジャイロセンサの両方が携帯型再生装
置１０に内蔵されていることとして説明する。
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【００２７】
　例えば、加速度センサは互いに直交する三つの軸方向（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、及びＺ軸
方向）の加速度を検出する。図２に示すように、携帯型再生装置１０は矩形形状を有して
おり、Ｘ軸は携帯型再生装置１０の短手方向に対応し、Ｚ軸は携帯型再生装置１０の長手
方向に対応している。また、Ｙ軸は携帯型再生装置１０の奥行き方向に対応している。
【００２８】
　また例えば、ジャイロセンサは互いに直交する三つの軸（Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸）の角
速度を検出する。すなわち、ジャイロセンサは、携帯型再生装置１０がＸ軸を回転軸とし
て回転した場合の単位時間当たりの回転量を検出する。つまり、ジャイロセンサは図２に
示すα方向の角速度を検出する。同様に、ジャイロセンサは、携帯型再生装置１０がＹ軸
を回転軸として回転した場合の単位時間当たりの回転量を検出する。つまり、ジャイロセ
ンサは図２に示すβ方向の角速度を検出する。さらに、ジャイロセンサは、携帯型再生装
置１０がＺ軸を回転軸として回転した場合の単位時間当たりの回転量を検出する。つまり
、ジャイロセンサは図２に示すγ方向の角速度を検出する。
【００２９】
　姿勢検出センサ１４の検出結果を示す情報は所定時間（例えば１／６０秒）ごとに制御
部１１に供給される。制御部１１は姿勢検出センサ１４の検出結果に基づいて携帯型再生
装置１０の姿勢（傾き）を判断する。
【００３０】
　例えば、制御部１１は加速度センサの検出結果に基づいて携帯型再生装置１０の姿勢（
傾き）を判断する。例えば、制御部１１は、重力加速度がＸ軸方向、Ｙ軸方向、及びＺ軸
方向の加速度としてどのように検出されているかに基づいて、携帯型再生装置１０の姿勢
（傾き）を判断する。
【００３１】
　また例えば、制御部１１はジャイロセンサの検出結果に基づいて携帯型再生装置１０の
姿勢（傾き）を判断する。例えば、制御部１１は、ジャイロセンサによって検出された各
軸の角速度を積分することによって、各軸を回転軸として携帯型再生装置１０がどの程度
回転したかを判断する。
【００３２】
　操作部１５はユーザが操作を行うためのものである。本実施形態の場合、表示部１６に
表示される画面内の位置をユーザが指示するための指示部が操作部１５として備えられる
。例えば、タッチパネル等のポインティングデバイスが操作部１５として備えられる。な
お、以下では、表示部１６の上に重ねて設けられるタッチパネルが携帯型再生装置１０に
備えられていることとして説明する。
【００３３】
　携帯型再生装置１０に備えられるタッチパネルは一般的なタッチパネルであり、ユーザ
によって接触された位置を検出する。タッチパネルとしては、例えば静電容量方式のタッ
チパネルが用いられる。静電容量方式のタッチパネルでは、タッチパネルの表面がユーザ
によって接触された場合に生じる電荷の変化に基づいて、ユーザによって接触されている
１又は複数の位置が検出される。なお、タッチパネルとしては、例えば抵抗膜方式等の他
の方式のタッチパネルが用いられるようにしてもよい。
【００３４】
　ユーザによって接触されている位置を示す情報が所定時間（例えば１／６０秒）ごとに
制御部１１に供給される。ユーザによって接触されている位置は例えばスクリーン座標系
の座標値として表される。「スクリーン座標系」とは、画面の左上頂点を原点Ｏとし、右
方向をＸｓ軸正方向とし、下方向をＹｓ軸正方向とする座標系である（図２参照）。制御
部１１は、タッチパネルから供給される情報に基づいて、ユーザによって接触されている
位置を取得する。
【００３５】
　表示部１６は例えば液晶表示ディスプレイ等であり、音声出力部１７は例えばスピーカ
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又はヘッドホン端子等である。
【００３６】
　通信部１８は携帯型再生装置１０が他の装置とデータ通信を行うためのものである。通
信部１８は制御部１１からの指示に従って他の装置にデータを送信したり、他の装置から
受信したデータを制御部１１に供給したりする。なお、携帯型再生装置１０が電話機能を
有する場合、通信部１８は他の装置への発呼や他の装置からの着呼も行う。
【００３７】
　携帯型再生装置１０では、各種コンテンツデータを再生するためのアプリケーションプ
ログラムが実行される。例えば、下記のようなアプリケーションプログラムが実行される
。
・電子書籍を表示（再生）するためのアプリケーションプログラム
・音楽データを再生するためのアプリケーションプログラム
・映像データを再生するためのアプリケーションプログラム
・画像データを表示（再生）するためのアプリケーションプログラム
【００３８】
　上記の携帯型再生装置１０では、コンテンツデータの再生位置をユーザが変更し易くな
るようなユーザインタフェースが実現されている。以下、このユーザインタフェースにつ
いて説明する。なお、以下では、主に、電子書籍を表示するためのアプリケーションプロ
グラム（以下「電子書籍ビューア」と呼ぶ。）が実行される場合を例として説明する。
【００３９】
　図３は、電子書籍ビューアが実行されている場合に表示部１６に表示される画面の一例
を示している。図３に示す例では電子書籍のうちの１ページが画面に表示されている。な
お、見開き２ページが画面に表示されるようにしてもよい。
【００４０】
　この電子書籍ビューアにおけるページめくり操作について説明する。図４はページめく
り操作について説明するための図である。なお、図４は携帯型再生装置１０を上面１０Ｕ
側から見た場合を示している。
【００４１】
　ユーザは携帯型再生装置１０の傾きを変えることによってページをめくることができる
。具体的には、ユーザは、Ｚ軸を回転軸として回転するようにして携帯型再生装置１０を
傾けることによってページをめくることができる。
【００４２】
　例えば、次のページを画面に表示させたい場合、ユーザは、例えば図４の矢印Ｌのよう
に携帯型再生装置１０の左側面１０Ｌを手前に出し、右側面１０Ｒを奥に引くようにして
携帯型再生装置１０を比較的短い時間（例えば０．５秒以内の時間）だけ傾ける。すなわ
ち、ユーザは、携帯型再生装置１０を図４の矢印Ｌのように傾けて直ちに元の状態に戻す
という操作を比較的短い時間内に行う。このような操作が行われた場合、次のページが画
面に表示される。
【００４３】
　一方、前のページを画面に表示させたい場合、ユーザは、例えば図４の矢印Ｒのように
携帯型再生装置１０の右側面１０Ｒを手前に出し、左側面１０Ｌを奥に引くようにして携
帯型再生装置１０を比較的短い時間（例えば０．５秒以内の時間）だけ傾ける。すなわち
、ユーザは、携帯型再生装置１０を図４の矢印Ｒのように傾けて直ちに元の状態に戻すと
いう操作を比較的短い時間内に行う。このような操作が行われた場合、前のページが画面
に表示される。
【００４４】
　次に、ページをめくり続けたい場合にユーザが行う操作について説明する。例えば、最
後のページに向かってページをめくり続けたい場合、ユーザは図４の矢印Ｌのように携帯
型再生装置１０を素早く傾ける。そして、ユーザは携帯型再生装置１０が傾けられた状態
を維持する。携帯型再生装置１０が傾けられた状態が維持されている間、最後のページに
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向かってページがめくり続けられる。
【００４５】
　この場合、ページめくりの速度は、携帯型再生装置１０の傾きの大きさに基づいて設定
される。傾きの大きさが大きいほど、速度が速くなるようになっている。このため、ユー
ザは携帯型再生装置１０の傾きの大きさを調整することによって、ページめくりの速度を
指定できるようになっている。
【００４６】
　一方、最初のページに向かってページをめくり続けたい場合、ユーザは図４の矢印Ｒの
ように携帯型再生装置１０を素早く傾ける。そして、ユーザは携帯型再生装置１０が傾け
られた状態を維持する。携帯型再生装置１０が傾けられた状態が維持されている間、最初
のページに向かってページがめくり続けられる。
【００４７】
　この場合も、ページめくりの速度は、携帯型再生装置１０の傾きの大きさに基づいて設
定される。傾きの大きさが大きいほど、速度が速くなるようになっている。このため、ユ
ーザは携帯型再生装置１０の傾きの大きさを調整することによって、ページめくりの速度
を指定できるようになっている。
【００４８】
　なお、電子書籍ビューアでは、ユーザが現在のページ（画面に表示されているページ）
をブックマークとして登録できるようになっている。ここで、ブックマーク登録操作につ
いて説明する。図５はブックマーク登録操作について説明するための図である。なお、図
５は、携帯型再生装置１０を左側面１０Ｌ側から見た場合を示している。
【００４９】
　先述したように、ページめくり操作は、Ｚ軸を回転軸として回転するようにして携帯型
再生装置１０を傾けるような操作になっていた。これに対し、ブックマーク登録操作は、
Ｚ軸と直交するＸ軸を回転軸として回転するように携帯型再生装置１０を傾けるような操
作になっている。
【００５０】
　現在のページをブックマークとして登録したい場合、ユーザは、例えば図５の矢印Ｆの
ように携帯型再生装置１０を手前に比較的短い時間（例えば０．５秒以内の時間）だけ傾
ける。すなわち、ユーザは、携帯型再生装置１０を図５の矢印Ｆのように傾けて直ちに元
の状態に戻すという操作を比較的短い時間内に行う。このような操作が行われた場合、現
在のページがブックマークデータ（ブックマークリスト）に登録される。なお、現在のペ
ージがすでにブックマークデータに登録されている状態において上記のような操作が行わ
れた場合には、現在のページがブックマークデータから削除される。
【００５１】
　なお、ブックマーク登録操作は、例えば図５の矢印Ｂのように携帯型再生装置１０を奥
に比較的短い時間（例えば０．５秒以内の時間）だけ傾ける操作であってもよい。すなわ
ち、ユーザが、携帯型再生装置１０を図５の矢印Ｂのように傾けて直ちに元の状態に戻す
という操作を比較的短い時間内に行った場合に、現在のページがブックマークとして登録
されるようにしてもよい。
【００５２】
　以上のように、携帯型再生装置１０では、ユーザは携帯型再生装置１０を傾けることに
よってページめくりやブックマーク登録を指示できるようになっている。携帯型再生装置
１０を傾けることは携帯型再生装置１０を持っている方の手で行うことができる。このた
め、例えば、電車内等で立った状態で一方の手でつり革等をつかみ、他方の手で携帯型再
生装置１０を持ちながら、携帯型再生装置１０で表示される電子書籍を読む場合であって
も、ユーザはページめくりやブックマーク登録を容易に指示できるようになる。
【００５３】
　なお、図３～図５では、携帯型再生装置１０の長手方向が縦方向となるような状態（以
下「縦長状態」と呼ぶ。）でユーザが携帯型再生装置１０を持っている場合について説明



(13) JP 5529816 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

したが、ユーザは、携帯型再生装置１０の長手方向が横方向となるような状態（以下「横
長状態」と呼ぶ。）で携帯型再生装置１０を持つことも可能である。なお、ユーザが携帯
型再生装置１０の持ち方を変えた場合、それに応じて画面の向きも変更される。
【００５４】
　以下、上記のようなユーザインタフェースを実現するための構成について説明する。図
６は、本実施形態に係る携帯型再生装置１０において実現される機能ブロックのうち、本
発明に関連する機能ブロックを示す機能ブロック図である。図６に示すように、携帯型再
生装置１０は、記憶部３０、傾き検出部３２、傾き情報取得部３４、判定部３６、再生制
御部３８、及びブックマーク登録部４０を含んでいる。なお、ブックマーク登録部４０は
必須の構成ではなく、省略するようにしてもよい。
【００５５】
　例えば、記憶部３０は主記憶部１２及び補助記憶部１３である。また例えば、傾き検出
部３２は姿勢検出センサ１４である。その他の機能ブロックは制御部１１によって実現さ
れる。すなわち、制御部１１がプログラムに従って処理を実行することによって、制御部
１１が該他の機能ブロックとして機能するようになる。
【００５６】
　まず、記憶部３０について説明する。記憶部３０には各種データが記憶される。例えば
、各種コンテンツデータが記憶部３０に記憶される。また例えば、コンテンツデータが再
生されている場合には、コンテンツデータの再生位置を示すデータが記憶部３０に記憶さ
れる。
【００５７】
　また、例えば図７に示すような把持状態データが記憶部３０に記憶される。図７に示す
把持状態データは、ユーザが携帯型再生装置１０を縦長状態又は横長状態のいずれの状態
で持っているのかを示すデータである。例えば、把持状態データは「０」又は「１」の値
をとる。値「０」は、ユーザが携帯型再生装置１０を縦長状態で持っていることを示す。
値「１」は、ユーザが携帯型再生装置１０を横長状態で持っていることを示す。なお例え
ば、把持状態データはオペレーティングシステムによって姿勢検出センサ１４の検出結果
に基づいて更新される。
【００５８】
　また、例えば図８に示すようなブックマークデータが記憶部３０に記憶される。図８に
示すブックマークデータは「ＩＤ」及び「ブックマーク」フィールドを含んでいる。「Ｉ
Ｄ」フィールドには、コンテンツデータを一意に識別する識別情報（ＩＤ）が登録される
。また、「ブックマーク」フィールドには、ブックマークとして設定された位置（言い換
えれば、ブックマーク登録操作が行われた時点の再生位置）を示す情報が登録される。例
えば、コンテンツデータが電子書籍である場合にはページ番号が「ブックマーク」フィー
ルドに登録される。
【００５９】
　傾き検出部３２及び傾き情報取得部３４について説明する。傾き検出部３２は携帯型再
生装置１０の傾きを検出する。上述したように、本実施形態の場合、姿勢検出センサ１４
が傾き検出部３２に相当している。傾き情報取得部３４は、携帯型再生装置１０の傾きに
関する傾き情報を傾き検出部３２から取得する。
【００６０】
　判定部３６、再生制御部３８、及びブックマーク登録部４０について説明する。
【００６１】
　判定部３６は、傾き検出部３２によって検出される携帯型再生装置１０の傾き状態が「
基準状態」から「基準状態との傾きの差が基準値（第１の基準値）以上である他の状態」
に変化し、「該他の状態」から「基準状態」に戻った場合に、携帯型再生装置１０の傾き
状態が基準状態から他の状態へと変化し始めてから基準状態に戻るまでの経過時間（ｔ１
）が基準時間（Ｔ１）以内であるか否かを判定する。
【００６２】
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　なお、ここで、「基準状態」とは、例えば、ある時点（基準時点）における携帯型再生
装置１０の傾き状態のことを意味している。「基準時点」とは、例えば、携帯型再生装置
１０の電源が投入された時点、コンテンツデータを再生するためのアプリケーションプロ
グラム（例えば電子書籍ビューア）が起動された時点、又はタッチパネルがユーザによっ
て接触された時点である。あるいは、携帯型再生装置１０の傾き（姿勢）が所定期間にわ
たって維持された場合には、その時点における状態が「基準状態」として設定されるよう
にしてもよい。なお、この場合、携帯型再生装置１０の傾きの変化が所定範囲内である状
態が所定期間にわたって継続されたら、携帯型再生装置１０の傾きが所定期間にわたって
維持されたとみなすようにすればよい。
【００６３】
　「他の状態」とは、基準状態との差が比較的大きい状態である。「他の状態」とは、基
準状態に対する携帯型再生装置１０の傾きの大きさが第１の基準値以上であるような状態
である。
【００６４】
　また、「基準時間（Ｔ１）」とは、上記の経過時間（ｔ１）が短いか否かを判定するた
めに設定される時間である。このため、「基準時間（Ｔ１）」は比較的短い時間（例えば
０．５秒）に設定される。
【００６５】
　なお、判定部３６は、携帯型再生装置１０の傾き状態が、基準状態との傾きの差が第２
の基準値（第１の基準値よりも小さい基準値）以内である状態に戻ったら、携帯型再生装
置１０の傾き状態が基準状態に戻ったとみなすようになっている。携帯型再生装置１０の
傾き状態を基準状態から他の状態に変化させた後に、携帯型再生装置１０の傾き状態を基
準状態と全く同じ状態に戻すことはユーザにとって困難である。このため、携帯型再生装
置１０では上記のようにみなすようになっている。
【００６６】
　判定部３６によって上記の経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内であると判定され
た場合、再生制御部３８は、上記他の状態の携帯型再生装置１０の「基準状態に対する傾
き方向」に基づいて、コンテンツデータの再生位置を変更する（進める又は戻す）。
【００６７】
　ここで、「コンテンツデータの再生位置を変更する（進める又は戻す）」の意味につい
て説明しておく。
【００６８】
　例えば、コンテンツデータが電子書籍である場合、画面に表示されているページ（表示
対象になっているページ）が「再生位置」に相当する。また、表示対象のページを現在の
表示対象のページの次のページに変更することが「再生位置を進める」ことに相当する。
つまり、画面に表示するページを、現在画面に表示されているページの次のページに変更
することが「再生位置を進める」ことに相当する。また、表示対象のページを現在の表示
対象のページの前のページに変更することが「再生位置を戻す」ことに相当する。つまり
、画面に表示するページを、現在画面に表示されているページの前のページに変更するこ
とが「再生位置を戻す」ことに相当する。なお、最後のページに向かってページをめくり
続けることも「再生位置を進める」ことに相当し、最初のページに向かってページをめく
り続けることも「再生位置を戻す」ことに相当する。
【００６９】
　また例えば、コンテンツデータが音楽データである場合、早送りが「再生位置を進める
」ことに相当し、巻き戻しが「再生位置を戻す」ことに相当する。なお、複数の楽曲デー
タ（複数の単位コンテンツデータ）が順序情報に従って再生され、これら複数の楽曲デー
タを一つのコンテンツデータとみなすことができるような場合には、現在再生されている
楽曲データの次の楽曲データにスキップすることが「再生位置を進める」ことに相当する
。すなわち、再生対象の楽曲データを現在の再生対象の楽曲データの次の楽曲データに変
更することが「再生位置を進める」ことに相当する。また、現在再生されている楽曲デー
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タの前の楽曲データにスキップすることが「再生位置を戻す」ことに相当する。すなわち
、再生対象の楽曲データを現在の再生対象の楽曲データの前の楽曲データに変更すること
が「再生位置を戻す」ことに相当する。
【００７０】
　また例えば、コンテンツデータが映像データである場合、早送りが「再生位置を進める
」ことに相当し、巻き戻しが「再生位置を戻す」ことに相当する。また、映像データが複
数のチャプターデータ（複数の単位コンテンツデータ）を含んでおり、それら複数のチャ
プターデータが順序情報に従って再生されるような場合には、現在再生されているチャプ
ターデータの次のチャプターデータにスキップすることが「再生位置を進める」ことに相
当する。すなわち、再生対象のチャプターデータを現在の再生対象のチャプターデータの
次のチャプターデータに変更することが「再生位置を進める」ことに相当する。また、現
在再生中のチャプターデータの前のチャプターデータにスキップすることが「再生位置を
戻す」ことに相当する。すなわち、再生対象のチャプターデータを現在の再生対象のチャ
プターデータの前のチャプターデータに変更することが「再生位置を戻す」ことに相当す
る。
【００７１】
　また例えば、複数の画像データ（複数の単位コンテンツデータ）が順序情報に従って表
示され、これら複数の画像データを一つのコンテンツデータとみなすことができるような
場合には、画面に表示されている画像データが「再生位置」に相当する。また、表示対象
の画像データを現在の表示対象の画像データの次の画像データに変更することが「再生位
置を進める」ことに相当する。つまり、画面に表示する画像データを、現在画面に表示さ
れている画像データの次の画像データに変更することが「再生位置を進める」ことに相当
する。また、表示対象の画像データを現在の表示対象の画像データの前の画像データに変
更することが「再生位置を戻す」ことに相当する。つまり、画面に表示する画像データを
、現在画面に表示されている画像データの前の画像データに変更することが「再生位置を
戻す」ことに相当する。
【００７２】
　判定部３６によって上記の経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内であると判定され
た場合、ブックマーク登録部４０は、上記他の状態の携帯型再生装置１０の「基準状態に
対する傾き方向」に基づいて、コンテンツデータの現在の再生位置を示す情報をブックマ
ークデータに登録する。
【００７３】
　図９は、携帯型再生装置１０の傾き方向と、再生制御部３８又はブックマーク登録部４
０の制御内容と、の対応関係を示すデータ（以下「対応関係データ」と呼ぶ。）の一例を
示している。図９に示す対応関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態（縦長状態
又は横長状態）の各々について、携帯型再生装置１０の傾き方向と、再生制御部３８又は
ブックマーク登録部４０の制御内容と、の対応関係が定義されている。
【００７４】
　図９に示す対応関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態である場合
において、γ方向の正方向への傾きと、制御内容「前のページに戻る」と、が対応づけら
れている。なお、「γ方向の正方向への傾き」とは、Ｚ軸を回転軸とした時計回り方向（
例えば図４における矢印Ｒ）への傾きのことを示している。また、図９に示す対応関係デ
ータでは、γ方向の負方向への傾きと、制御内容「次のページに進む」と、が対応づけら
れている。なお、「γ方向の負方向への傾き」とは、Ｚ軸を回転軸とした反時計回り方向
（例えば図４における矢印Ｌ）への傾きのことを示している。
【００７５】
　また、図９に示す対応関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態が横長状態であ
る場合において、α方向の正方向への傾きと、制御内容「前のページに戻る」と、が対応
づけられている。なお、「α方向の正方向への傾き」とは、Ｘ軸を回転軸とした時計回り
方向への傾きのことを示している。また、図９に示す対応関係データでは、α方向の負方
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向への傾きと、制御内容「次のページに進む」と、が対応づけられている。なお、「α方
向の負方向への傾き」とは、Ｘ軸を回転軸とした反時計回り方向への傾きのことを示して
いる。
【００７６】
　また、図９に示す対応関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態であ
る場合において、α方向の正方向への傾きと、制御内容「現在のページをブックマークデ
ータに登録する（現在のページをブックマークデータから削除する）」と、が対応づけら
れている。なお、上述したように、「α方向の正方向への傾き」とは、Ｘ軸を回転軸とし
た時計回り方向（例えば図５における矢印Ｆ）への傾きのことを示している。また、図９
に示す対応関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態が横長状態である場合におい
て、γ方向の正方向への傾きと、制御内容「現在のページをブックマークデータに登録す
る（現在のページをブックマークデータから削除する）」と、が対応づけられている。な
お、上述したように、「γ方向の正方向への傾き」とは、Ｚ軸を回転軸とした時計回り方
向への傾きのことを示している。
【００７７】
　なお、携帯型再生装置１０の傾き方向と、再生制御部３８又はブックマーク登録部４０
の制御内容と、の対応関係は図９に示した例に限られない。例えば、β方向の傾きがペー
ジめくり処理に関連づけられるようにしてもよい。
【００７８】
　判定部３６によって上記の経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内であると判定され
た場合、再生制御部３８及びブックマーク登録部４０は図９に示す制御内容データに従っ
て制御を行う。詳細については後述する（図１２のステップＳ１１２参照）。
【００７９】
　また、判定部３６（第２判定手段）は、傾き検出部３２によって検出される携帯型再生
装置１０の傾き状態が基準状態から上記他の状態（基準状態との傾きの差が第１の基準値
以上である状態）に変化した場合に、携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態から上記
他の状態へと変化するまでの経過時間（ｔ２）が基準時間（Ｔ２）以内であるか否かを判
定する。
【００８０】
　ここで、「基準時間（Ｔ２）」とは、上記の経過時間（ｔ２）が短いか否かを判定する
ために設定される時間である。このため、「基準時間（Ｔ２）」は比較的短い時間（例え
ば０．３秒）に設定される。
【００８１】
　判定部３６によって上記の経過時間（ｔ２）が基準時間（Ｔ２）以内であると判定され
た後の期間において、再生制御部３８は、現在の携帯型再生装置１０の「基準状態に対す
る傾き方向」に基づいて、コンテンツデータの再生位置を変更する。
【００８２】
　また、判定部３６によって上記の経過時間（ｔ２）が基準時間（Ｔ２）以内であると判
定された後の期間において、再生制御部３８は、現在の携帯型再生装置１０の「基準状態
に対する傾きの大きさ」に対応する速度で、コンテンツデータの再生位置を変更する。
【００８３】
　図１０は、この場合における携帯型再生装置１０の傾き方向と再生制御部３８の制御内
容との対応関係を示すデータ（対応関係データ）の一例を示している。図１０に示す対応
関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態（縦長状態又は横長状態）の各々につい
て、携帯型再生装置１０の傾き方向と、再生制御部３８の制御内容と、の対応関係が定義
されている。
【００８４】
　図１０に示す対応関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態である場
合において、γ方向の正方向への傾きと、制御内容「最初のページに向かってページをめ
くる」と、が対応づけられている。または、γ方向の負方向への傾きと、制御内容「最後
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のページに向かってページをめくる」と、が対応づけられている。
【００８５】
　また、図１０に示す対応関係データでは、携帯型再生装置１０の把持状態が横長状態で
ある場合において、α方向の正方向への傾きと、制御内容「最初のページに向かってペー
ジをめくる」と、が対応づけられている。または、α方向の負方向への傾きと、制御内容
「最後のページに向かってページをめくる」と、が対応づけられている。
【００８６】
　なお、携帯型再生装置１０の傾き方向と、再生制御部３８の制御内容と、の対応関係は
図１０に示した例に限られない。例えば、β方向の傾きがページめくり処理に関連づけら
れるようにしてもよい。
【００８７】
　図１１は、コンテンツデータの再生位置を変更する場合の速度を制御するためのデータ
（以下「速度データ」と呼ぶ。）の一例を示している。図１１に示す速度データでは、携
帯型再生装置１０の傾きの大きさと、コンテンツデータの再生位置を変更する場合の速度
に関する速度情報と、が対応づけられている。速度データは、携帯型再生装置１０の傾き
の大きさが大きいほど、コンテンツデータの再生位置を進める又は戻す場合の速度が速く
なるように設定される。
【００８８】
　なお、図１１における「θ」は、基準状態に対する現在の携帯型再生装置１０の傾きの
大きさを示している。
【００８９】
　また、図１１における「速度情報」は下記に説明するように設定される。例えば、所定
の時間間隔ごとに所与のページ数分のページめくりが行われるようになっている場合、上
記の「ページ数」を示す情報が「速度情報」として設定される。この場合、携帯型再生装
置１０の傾きの大きさが大きいほど、上記の「ページ数」が多くなるように設定される。
また例えば、所与の時間間隔ごとに所定のページ数分のページめくりが行われるようにな
っている場合、上記の「時間間隔」を示す情報が「速度情報」として設定される。この場
合、携帯型再生装置１０の傾きの大きさが大きいほど、上記の「時間間隔」が短くなるよ
うに設定される。
【００９０】
　判定部３６によって上記時間（ｔ２）が基準時間（Ｔ２）以内であると判定された後の
期間において、再生制御部３８は、図１０に示す制御内容データ及び図１１に示す速度デ
ータに基づいて、ページめくり処理を実行する。この場合、ページめくり処理は、携帯型
再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻るまで継続される。詳細については後述する（図
１２のステップＳ１０９，Ｓ１１０参照）。
【００９１】
　次に、上記に説明した機能ブロックを実現するために携帯型再生装置１０で実行される
処理について説明する。
【００９２】
　図１２はページめくり処理の一例を示すフロー図である。図１２に示すページめくり処
理は携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態である場合に開始される。制御部１１が図
１２に示すページめくり処理をプログラムに従って実行することによって、制御部１１が
、傾き情報取得部３４、判定部３６、及び再生制御部３８として機能するようになる。
【００９３】
　なお、携帯型再生装置１０では、ジャイロセンサの検出結果の履歴データが主記憶部１
２（又は補助記憶部１３）に保存されるようになっている。そして、制御部１１は、軸ご
とに角速度を積分することによって、現在の携帯型再生装置１０が基準状態に対して各方
向（α方向、β方向、及びγ方向）にどれだけ傾いているのかを判断するようになってい
る。なお、携帯型再生装置１０の傾き状態をジャイロセンサの検出結果に基づいて判断す
るための方法としては公知の方法を用いることができる。
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【００９４】
　図１２に示すように、制御部１１は携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態であるか
否かを判定する（Ｓ１０１）。すなわち、制御部１１は、基準状態に対する現在の携帯型
再生装置１０の傾きの大きさ（θ）が基準値（θａ：第２の基準値）以内であるか否かを
判定する。なお例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態である場合、ページめ
くり処理はγ方向への傾きに関連しているため（図９，１０参照）、この場合、傾きの大
きさ（θ）としてγ方向への傾きの大きさが用いられる。また例えば、携帯型再生装置１
０の把持状態が横長状態である場合、ページめくり処理はα方向への傾きに関連している
ため（図９，１０参照）、この場合、傾きの大きさ（θ）としてα方向への傾きの大きさ
が用いられる。これは以降のステップにおいても同様である。ステップＳ１０１において
、傾きの大きさ（θ）が基準値（θａ）以内である場合、制御部１１は、携帯型再生装置
１０の傾き状態が基準状態であるとみなすようになっている。
【００９５】
　携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態であると判定された場合、制御部１１は、携
帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態であるか否かの監視を続行する。一方、携帯型再
生装置１０の傾き状態が基準状態でなくなったと判定された場合（すなわち、携帯型再生
装置１０の傾き状態が基準状態から変化した場合）、制御部１１は、基準状態に対する現
在の携帯型再生装置１０の傾きの大きさ（θ）が基準値（θｂ：第１の基準値）よりも大
きくなったか否かの監視を開始する（Ｓ１０２）。なお、この基準値（θｂ）は上記の基
準値（θａ）よりも大きい値である。
【００９６】
　傾きの大きさ（θ）が基準値（θｂ）よりも大きくなったと判定された場合、制御部１
１は、ステップＳ１０１において携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態でなくなった
と判定されてから、ステップＳ１０２において傾きの大きさ（θ）が基準値（θｂ）より
も大きくなったと判定されるまでの経過時間（ｔ２）を取得する（Ｓ１０３）。
【００９７】
　また、制御部１１は、基準状態に対する現在の携帯型再生装置１０の傾き方向を取得す
る（Ｓ１０４）。例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態である場合、ページ
めくり処理はγ方向の傾きに関連しているため（図９参照）、この場合、傾き方向がγ方
向の正方向又は負方向のいずれであるのかを制御部１１は判断する。一方、携帯型再生装
置１０の把持状態が横長状態である場合、ページめくり処理はα方向の傾きに関連してい
るため（図９参照）、この場合、傾き方向がα方向の正方向又は負方向のいずれであるの
かを制御部１１は判断する。
【００９８】
　その後、制御部１１は、携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻ったか否かの監
視を開始する（Ｓ１０５）。すなわち、制御部１１は、基準状態に対する現在の携帯型再
生装置１０の傾きの大きさ（θ）が基準値（θａ）以内に戻ったか否かを監視する。
【００９９】
　携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻っていないと判定された場合、制御部１
１は、ステップＳ１０１において携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態でなくなった
と判定されてからの経過時間（ｔ１）を取得する（Ｓ１０６）。そして、制御部１１（判
定部３６）は経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１：例えば０．５秒）以内であるか否かを
判定する（Ｓ１０７）。経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内であると判定された場
合、制御部１１は、携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻ったか否かの監視を続
行する。
【０１００】
　ステップＳ１０４において携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻ったと判定さ
れた場合、制御部１１（再生制御部３８）はページめくり処理を実行する（Ｓ１１２）。
例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態であり、かつ、ステップＳ１０４で取
得された傾き方向がγ方向の正方向である場合、制御部１１は、画面に表示されるページ
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を前のページに更新する（図９参照）。また例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が縦
長状態であり、かつ、ステップＳ１０４で取得された傾き方向がγ方向の負方向である場
合、制御部１１は、画面に表示されるページを次のページに更新する（図９参照）。
【０１０１】
　なお、ステップＳ１０７において経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内でないと判
定された場合、制御部１１（判定部３６）は、ステップＳ１０３で取得された経過時間（
ｔ２）が基準時間（Ｔ２：例えば０．３秒）以内であったか否かを判定する（Ｓ１０８）
。
【０１０２】
　経過時間（ｔ２）が基準時間（Ｔ２）以内であったと判定された場合、制御部１１（再
生制御部３８）はページめくり処理を実行する（Ｓ１０９）。
【０１０３】
　この場合、制御部１１は、基準状態に対する現在の携帯型再生装置１０の傾き方向及び
傾きの大きさを取得する。上述したように、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態で
ある場合、ページめくり処理はγ方向への傾きに関連しているため（図１０参照）、この
場合、制御部１１は、傾き方向がγ方向の正方向又は負方向のいずれであるのかを判断し
、かつ、γ方向への傾きの大きさを取得する。一方、携帯型再生装置１０の把持状態が横
長状態である場合、ページめくり処理はα方向への傾きに関連しているため（図１０参照
）、この場合、制御部１１は、傾き方向がα方向の正方向又は負方向のいずれであるのか
を判断し、かつ、α方向への傾きの大きさを取得する。
【０１０４】
　そして、制御部１１はページめくり方向を携帯型再生装置１０の傾き方向と対応関係デ
ータ（図１０）とに基づいて取得する。例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状
態であり、かつ、携帯型再生装置１０の傾き方向がγ方向の正方向である場合、制御部１
１は、最初のページに向かう方向をページめくり方向として取得する。また例えば、携帯
型再生装置１０の把持状態が縦長状態であり、かつ、携帯型再生装置１０の傾き方向がγ
方向の負方向である場合、制御部１１は、最後のページに向かう方向をページめくり方向
として取得する。
【０１０５】
　また、制御部１１はページをめくる場合の速度を携帯型再生装置１０の傾きの大きさと
速度データ（図１１）とに基づいて判断する。例えば、制御部１１は、携帯型再生装置１
０の傾きの大きさに対応する速度情報を取得する。例えば、携帯型再生装置１０の把持状
態が縦長状態である場合、制御部１１は、γ方向への傾きの大きさに対応する速度情報を
取得する。また例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が横長状態である場合、制御部１
１は、α方向への傾きの大きさに対応する速度情報を取得する。
【０１０６】
　そして、制御部１１は、上記のようにして取得されたページめくり方向に、上記のよう
にして取得された速度情報が示す速度で、画面に表示されるページを更新していく。
【０１０７】
　制御部１１は、携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻るまでの間、ステップＳ
１０９の処理を繰り返し実行する。すなわち、ステップＳ１０９の処理が実行された後、
制御部１１は携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻ったか否かを判定する（Ｓ１
１０）。ステップＳ１１０の処理はステップＳ１０５と同様である。
【０１０８】
　携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻っていないと判定された場合、制御部１
１はステップＳ１０９の処理を再実行する。一方、携帯型再生装置１０の姿勢が基準姿勢
に戻ったと判定された場合、本処理は終了する。この場合、ステップＳ１０１の処理が再
び実行されることになる。
【０１０９】
　なお、ステップＳ１０８において上記の経過時間（ｔ２）が基準時間（Ｔ２）以内であ
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ると判定されなかった場合とは、ユーザが携帯型再生装置１０を素早く傾けなかった場合
である。
【０１１０】
　この場合、例えば、制御部１１は、携帯型再生装置１０の傾き状態を基準状態に戻すよ
うにユーザに要求するためのメッセージを画面に表示させる（Ｓ１１１）。なお、この場
合、ユーザが基準状態を把握できるようにするべく、基準状態を示す画像をメッセージと
ともに画面に表示するとよい。
【０１１１】
　あるいは、上記のようなメッセージを表示する代わりに、携帯型再生装置１０の基準状
態の再設定を実行するようにしてもよい。例えば、携帯型再生装置１０の傾き状態が変化
しない状態が所定期間にわたって継続した場合、制御部１１はその時点の携帯型再生装置
１０の傾き状態を新たな基準状態として設定するようにしてもよい。以上で図１２に示す
処理の説明は終了する。
【０１１２】
　図１３はブックマーク登録処理の一例を示すフロー図である。図１２に示す処理と同様
、図１３に示すブックマーク登録処理も携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態である
場合に開始される。制御部１１が図１３に示すブックマーク登録処理をプログラムに従っ
て実行することによって、制御部１１が、傾き情報取得部３４、判定部３６、及びブック
マーク登録部４０として機能するようになる。
【０１１３】
　図１３に示すように、制御部１１は携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態であるか
否かを判定する（Ｓ２０１）。この処理は図１２のステップＳ１０１と同様である。ただ
し、ブックマーク登録処理は、ユーザが携帯型再生装置１０を縦長状態で持っている場合
にはα方向（正方向）への傾きに関連し、ユーザが携帯型再生装置１０を横長状態で持っ
ている場合にはγ方向（正方向）への傾きに関連する。このため、ユーザが携帯型再生装
置１０を縦長状態で持っている場合には、α方向（正方向）への傾きの大きさが傾きの大
きさ（θ）として用いられる。一方、ユーザが携帯型再生装置１０を横長状態で持ってい
る場合には、γ方向（正方向）への傾きの大きさが傾きの大きさ（θ）として用いられる
。これは以降のステップにおいても同様である。
【０１１４】
　携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態であると判定された場合、制御部１１は、携
帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態であるか否かの監視を続行する。一方、携帯型再
生装置１０の傾き状態が基準状態でなくなったと判定された場合（すなわち、携帯型再生
装置１０の傾き状態が基準状態から変化した場合）、制御部１１は、基準状態に対する現
在の携帯型再生装置１０の傾きの大きさ（θ）が基準値（θｂ）よりも大きくなったか否
かの監視を開始する（Ｓ２０２）。この処理は図１２のステップＳ１０２と同様である。
【０１１５】
　傾きの大きさ（θ）が基準値（θｂ）よりも大きくなったと判定された後、制御部１１
は、携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻ったか否かの監視を開始する（Ｓ２０
３）。この処理は図１２のステップＳ１０５と同様である。
【０１１６】
　携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻っていないと判定された場合、制御部１
１は、ステップＳ２０１において携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態でなくなった
と判定されてからの経過時間（ｔ１）を取得する（Ｓ２０４）。そして、制御部１１（判
定部３６）は経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１：例えば０．５秒）以内であるか否かを
判定する（Ｓ２０５）。これらの処理は図１２のステップＳ１０６，Ｓ１０７と同様であ
る。経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内であると判定された場合、制御部１１は、
携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻ったか否かの監視を続行する。
【０１１７】
　ステップＳ２０３において携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態に戻ったと判定さ
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れた場合、制御部１１（ブックマーク登録部４０）はブックマーク登録処理を実行する（
Ｓ２０６）。例えば、制御部１１は、現在のページ（画面に表示されているページ）がブ
ックマークデータに登録されているか否かを判定する。すなわち、制御部１１は、表示中
の電子書籍のＩＤと、現在のページと、の組合せがブックマークデータに登録されている
か否かを判定する。現在のページがブックマークデータに登録されていない場合、制御部
１１は、表示中の電子書籍のＩＤと、現在のページと、の組合せをブックマークデータに
登録する。一方、現在のページがブックマークデータに登録されている場合、制御部１１
は、表示中の電子書籍のＩＤと、現在のページと、の組合せをブックマークデータから削
除する。
【０１１８】
　なお、ステップＳ２０５において経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内でないと判
定された場合、本処理は終了する。以上で図１３に示す処理の説明は終了する。
【０１１９】
　以上説明した携帯型再生装置１０では、ユーザは携帯型再生装置１０を比較的短い時間
（例えば０．５秒以内の時間）だけ傾けることによってページめくりやブックマーク登録
を指示できるようになっている。携帯型再生装置１０を傾けることは携帯型再生装置１０
を持っている方の手で行うことが可能である。このため、例えば、電車内等で立った状態
で一方の手がつり革等をつかみ、他方の手で携帯型再生装置１０を持ちながら、携帯型再
生装置１０で表示される電子書籍を読むような場合であっても、ユーザはページめくりや
ブックマーク登録を容易に指示できるようになる。
【０１２０】
　また、携帯型再生装置１０では、ユーザは携帯型再生装置１０の傾きの大きさ（程度）
を調整することによってページめくりの速度を調整できるようになっている。
【０１２１】
　なお、本発明は以上に説明した実施形態に限定されるものではない。
【０１２２】
　［１］例えば、携帯型再生装置１０の傾き状態が基準状態から上記他の状態へと変化し
始めてから基準状態に戻るまでの経過時間（ｔ１）が基準時間（Ｔ１）以内であると判定
部３６によって判定された場合、再生制御部３８は、コンテンツデータの再生位置を変更
する場合のコンテンツデータの再生位置の変更の程度を、上記他の状態における携帯型再
生装置１０の、基準状態に対する傾きの大きさに基づいて設定するようにしてもよい。
【０１２３】
　例えば図１２のステップＳ１１２において、制御部１１はページめくりの量を変えるよ
うにしてもよい。
【０１２４】
　この場合、制御部１１は、基準状態からの傾きの大きさが最も大きくなった時点におけ
る傾きの大きさを取得する。例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が縦長状態である場
合には、ページめくり処理がγ方向への傾きに関連しているため（図９参照）、制御部１
１は、γ方向の傾きの大きさが最も大きくなった時点における傾きの大きさ（γ方向の傾
きの大きさ）を取得する。また例えば、携帯型再生装置１０の把持状態が横長状態である
場合には、ページめくり処理がα方向への傾きに関連しているため（図９参照）、制御部
１１は、α方向の傾きの大きさが最も大きくなった時点における傾きの大きさ（α方向の
傾きの大きさ）を取得する。そして、制御部１１は、以上のようにして取得された傾きの
大きさに対応する速度情報を速度データ（図１１）に基づいて取得する。この場合、速度
データにおける「速度情報」はページめくりの量を示す情報となる。すなわち、「速度情
報」はページ数を示す情報となる。
【０１２５】
　そして、ステップＳ１１２において、制御部１１は、ステップＳ１１２で取得されるペ
ージめくり方向に、ステップＳ１１２で取得される上記速度情報が示すページめくり量（
ページ数分）だけページを移動させる。
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【０１２６】
　［２］また例えば、携帯型再生装置１０は、携帯型再生装置１０へのユーザの近接を検
出する近接検出部（例えば近接センサ）を備えるようにしてもよい。そして、携帯型再生
装置１０（制限手段）は、再生制御部３８によるコンテンツデータの再生制御の実行を近
接検出部の検出結果に基づいて制限するようにしてもよい。
【０１２７】
　例えば、携帯型再生装置１０へのユーザの近接が検出されていない場合、携帯型再生装
置１０は、再生制御部３８によるコンテンツデータの再生制御の実行を許可する。一方、
携帯型再生装置１０へのユーザの近接が検出された場合、携帯型再生装置１０は、再生制
御部３８によるコンテンツデータの再生制御の実行を抑止する。このようにすれば、例え
ば、電車等が揺れた際にユーザが携帯型再生装置１０を抱えたような場合に、ユーザが意
図しないページめくり処理やブックマーク登録処理が実行されないように図ることが可能
になる。
【０１２８】
　［３］また例えば、以上の説明では、携帯型再生装置１０の傾き状態（姿勢）を主にジ
ャイロセンサの検出結果に基づいて判断する場合について説明したが、携帯型再生装置１
０の傾き状態を加速度センサの検出結果に基づいて判断するようにしてもよい。この場合
、携帯型再生装置１０の傾き状態を加速度センサの検出結果に基づいて判断する方法とし
ては公知の方法を用いるようにすればよい。なお、ユーザが電車等に乗っている場合、加
速度センサは電車等の加速又は減速による影響を受けてしまい、携帯型再生装置１０の傾
き状態の判断結果の精度が低下してしまう場合がある。この点、ジャイロセンサを用いる
ようにすれば、そのような影響を受けなくてすむようになる。
【０１２９】
　［４］また例えば、以上では、電子書籍が再生される場合の例について主に説明したが
、他のコンテンツデータが再生される場合にも本発明は適用することが可能である。本発
明を適用することにより、例えば、電車内等で立った状態で一方の手でつり革等をつかみ
、他方の手で携帯型再生装置１０を持ちながら、携帯型再生装置１０で再生されるコンテ
ンツデータを視聴するような場合であっても、ユーザは早送り、巻き戻し、又はスキップ
等を容易に指示できるようになる。
【符号の説明】
【０１３０】
　１０　携帯型再生装置、１１　制御部、１２　主記憶部、１３　補助記憶部、１４　姿
勢検出センサ、１５　操作部、１６　表示部、１７　音声出力部、１８　通信部、２０　
選択範囲、２２　メニュー、３０　記憶部、３２　傾き検出部、３４　傾き情報取得部、
３６　判定部、３８　再生制御部、４０　ブックマーク登録部。
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