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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操
作制御部により制御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生
部及び上記操作制御部でコンテンツを表示再生するコンテンツ表示再生システムにおいて
、
　上記操作制御部は、上記コンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、上記操
作制御部を用いたユーザによるスロウ操作があると、再生していたコンテンツについて記
述したコンテンツメタ情報と、スロウ操作時の上記コンテンツの再生位置情報と、上記コ
ンテンツ供給部の特定情報とをスロウ先の表示再生部に再生要求に付加して送り、
　上記操作制御部は、上記スロウ操作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を
記憶手段に記憶するコンテンツ表示再生システム。
【請求項２】
　上記再生要求を受信した表示再生部は、上記再生位置情報に基づいて上記コンテンツの
再生位置を指定して、該再生要求に付加された上記コンテンツ供給部の特定情報で特定さ
れたコンテンツ供給部に該コンテンツの配信要求を送るとともに、上記コンテンツが配信
された位置から該コンテンツの再生を開始することを示すステータスを上記操作制御部に
送り、該コンテンツを再生し、
　上記操作制御部は、上記スロウ先の表示再生部に上記再生要求を出した後に、スロウ操
作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を上記記憶手段に記憶し、上記表示再
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生部から上記ステータスを受信すると、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像を表示す
る請求項１記載のコンテンツ表示再生システム。
【請求項３】
　上記操作制御部は、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像とともに、上記スロウ先の
表示再生部を特定するための情報を表示する請求項２記載のコンテンツ表示再生システム
。
【請求項４】
　上記操作制御部は、上記スロウ操作を行ってから上記表示再生部が再生を開始したと判
定するまでの間、該操作制御部の表示部に切り換え中の旨を表示する請求項２又は３記載
のコンテンツ表示再生システム。
【請求項５】
　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操
作制御部により制御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生
部及び上記操作制御部でコンテンツを表示再生するためのコンテンツ表示再生方法におい
て、
　上記操作制御部が、上記コンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、上記操
作制御部を用いたユーザによるスロウ操作があると、再生していたコンテンツについて記
述したコンテンツメタ情報と、上記コンテンツのスロウ操作時の再生位置情報と、上記コ
ンテンツ供給部の特定情報とを取得し、該コンテンツメタ情報と、該コンテンツの再生位
置情報と、該コンテンツ供給部の特定情報とを再生要求に付加してスロウ先の表示再生部
に送り、
　上記操作制御部が、上記スロウ操作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を
記憶手段に記憶するコンテンツ表示再生方法。
【請求項６】
　上記再生要求を受信した表示再生部が、上記スロウ操作時のコンテンツの再生位置情報
に基づいて上記コンテンツの再生位置を指定して、該再生要求に付加された上記コンテン
ツ供給部の特定情報で特定されたコンテンツ供給部に該コンテンツの配信要求を送るとと
もに、上記コンテンツが配信された位置から該コンテンツの再生を開始することを示すス
テータスを上記操作制御部に送り、該コンテンツを再生し、
　上記操作制御部が、上記スロウ先の表示再生部に上記再生要求を出した後に、スロウ操
作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を上記記憶手段に記憶し、上記表示再
生部から上記ステータスを受信すると、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像を表示す
る請求項５記載のコンテンツ表示再生方法。
【請求項７】
　上記操作制御部が、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像とともに、上記スロウ先の
表示再生部を特定するための情報を表示する請求項６記載のコンテンツ表示再生システム
。
【請求項８】
　上記操作制御部が、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像とともに、上記スロウ先の
表示再生部を特定するための情報を表示する請求項６又は７記載のコンテンツ表示再生方
法。
【請求項９】
　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操
作制御部により制御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生
部及び上記操作制御部でコンテンツを表示再生するためのコンテンツ表示再生方法に基づ
いたコンテンツ表示プログラムを記録しているコンピュータ読み取り可能な記録媒体にお
いて、
　上記操作制御部が、上記コンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、上記操
作制御部を用いたユーザによるスロウ操作があると、再生していたコンテンツについて記
述したコンテンツメタ情報と、上記コンテンツのスロウ操作時の再生位置情報と、上記コ
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ンテンツ供給部の特定情報とを再生要求に付加して、スロウ先の表示再生部に送り、
　上記操作制御部が、上記スロウ操作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を
記憶手段に記憶するコンテンツ表示再生プログラムを記録している記録媒体。
【請求項１０】
　上記再生要求を受信した表示再生部が、上記スロウ操作時のコンテンツの再生位置情報
に基づいて上記コンテンツの再生位置を指定して、該再生要求に付加された上記コンテン
ツ供給部の特定情報で特定されたコンテンツ供給部に該コンテンツの配信要求を送るとと
もに、上記コンテンツが配信された位置から該コンテンツの再生を開始することを示すス
テータスを上記操作制御部に送り、該コンテンツを再生し、
　上記操作制御部が、上記スロウ先の表示再生部に上記再生要求を出した後に、スロウ操
作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を上記記憶手段に記憶し、上記表示再
生部から上記ステータスを受信すると、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像を表示す
るコンテンツ表示再生プログラムを記録している請求項９記載の記録媒体。
【請求項１１】
　上記操作制御部が、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像とともに、上記スロウ先の
表示再生部を特定するための情報を表示するコンテンツ表示再生プログラムを記録してい
る請求項１０記載の記録媒体。
【請求項１２】
　上記操作制御部が、上記記憶手段に記憶したサムネイル画像とともに、上記スロウ先の
表示再生部を特定するための情報を表示するコンテンツ表示再生プログラムを記録してい
る請求項１０又は１１記載の記録媒体。
【請求項１３】
　ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操
作制御部により制御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生
部及び上記操作制御部でコンテンツを表示再生するコンテンツ表示再生システムにおける
操作制御部として用いられる操作制御装置において、
　上記コンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、当該操作制御装置を用いた
ユーザによるスロウ操作があると、再生していたコンテンツについて記述したコンテンツ
メタ情報と、スロウ操作時のコンテンツの再生位置情報と、上記コンテンツ供給部の特定
情報とを再生要求に付加してスロウ先の表示再生部に送り、上記スロウ操作時のコンテン
ツ映像から生成したサムネイル画像を記憶手段に記憶する操作制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有線又は無線ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操
作を操作制御装置により制御し、上記操作制御装置を含めた各部間で映像情報を伝送し、
表示再生部及び上記操作制御装置において映像を表示するコンテンツ表示再生システム及
びコンテンツ表示再生方法に関する。また、上記コンテンツ表示再生方法に準じたコンテ
ンツ表示再生プログラムを記録した記録媒体に関する。さらに、上記コンテンツ表示再生
システムにあって、上記ネットワークを介してコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を
制御する操作制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、ＴＶ放送番組をビデオテープに録画するビデオレコーダの普及により、ＴＶ放送
番組をその放送時間ではない、自分の都合のよい時間に視聴するといういわゆる「タイム
シフト」という概念に基づく視聴スタイルが定着している。この視聴スタイルにより多く
のＴＶ放送番組が録画され、時間を置いて視聴されている。さらに、近年、録画メディア
がビデオテープからハードディスクに変わったことで、より多くの映像データを容量を気
にせず手軽にハードディスク（記憶装置）に保存することができるようになった。以下で
は、特に断らない限り、このようなハードディスクを用いたビデオレコーダのことをデジ
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タルビデオレコーダ（Digital Video Recorder：ＤＶＲ）と記す。
【０００３】
　また、最近、ＡＶコンテンツサーバ（コンテンツ供給部）及び、ＣＲＴ、ＬＣＤ、プラ
ズマディスプレイ等の表示部と音声の生成部とを有する表示再生装置を、家庭内、事業所
内、地域内さらにグローバルな地域内に構成した有線又は無線ネットワークに接続した、
コンテンツ表示再生システムが知られるようになった。このコンテンツ表示再生システム
では、上記デジタルビデオレコーダをＡＶコンテンツサーバとして上記ネットワークに少
なくとも１台接続していれば、例えば録画したＴＶ放送番組を上記ネットワークを介し、
上記ＡＶコンテンツサーバから離れた場所において上記表示再生装置により視聴すること
が可能である。
【０００４】
　下記特許文献１には、動画像データを上述したようなシステムにてストリーミングで視
聴している途中でネットワークにアクセスできない状況になった場合、その間のデータ（
シーン）を見逃してしまうことになるのを防ぐために、ネットワークに不具合が生じた場
合、その再生位置を記憶しておくことにより、ネットワーク回復後、再生位置からのデー
タ配信を要求することを可能とする情報配信システムが開示されている。
【０００５】
　下記特許文献１の情報配信システムは、情報配信装置が、データを情報処理装置に配信
する配信手段と、情報処理装置からデータの配信の停止が指示された場合、データの配信
を停止する停止手段とを備え、情報処理装置からデータの配信が指示された場合、配信手
段は、指示に基づいて、データを所定位置から配信し、情報処理装置が、情報配信装置か
ら配信されてくるデータを受信する受信手段と、受信手段により受信されたデータを再生
する再生手段と、ネットワークの状況を監視する監視手段と、監視手段によりネットワー
クに不具合が生じたと判断された場合、再生手段により再生されているデータの再生位置
を記憶する記憶手段と、監視手段によりネットワークの不具合が回復したと判断された場
合、情報配信装置に対し、記憶手段に記憶されている再生位置からのデータの配信を指示
する指示手段とを備える。
【０００６】
　また、従来、ＴＶ受像機において、画質の調整やタイマの設定などは、ＴＶ受像機の遠
隔操作装置、操作制御装置、或いはリモートコマンダ（以下、リモコンと略称する。）の
ボタン操作等よって、ＴＶ受像機の表示画面に実行可能な処理を選択するためのメニュー
を表示する。そして、使用者は、ＴＶ受像機のリモコンを用いて、目的とする処理を選択
し、表示画面に表示されるガイダンス表示などにしたがって、リモコンを操作することに
より、画質の調整やタイマの設定などの目的とする処理を行うことができるようにされて
いる。
【０００７】
　また、ＳＴＢ(Set-Top box) やＩＲＤ(Integrated Receiver Decoder)などと呼ばれる
衛星放送信号を受信する受信機などにおいては、ＥＰＧと呼ばれる電子番組ガイドなどの
データ表示を、モニタ受像機の表示画面に表示することが行われている。この場合には、
使用者は、受信機のリモコンを用い、モニタ受像機の表示画面に表示されている電子番組
ガイドに基づいて、視聴しようとする番組を選択することにより、受信機の選局チャンネ
ルを変えることができるようにされている。
【０００８】
　このように、ＴＶ受像機やＴＶ放送信号を受信する受信機においては、メニューやガイ
ダンス、あるいは、電子番組ガイドなどの情報表示と、リモコン操作とを組み合わせるこ
とによって、目的とする処理をわかりやすく比較的に簡単に実行させることができるよう
に工夫されている。
【０００９】
　しかし、前述のように、ＴＶ受像機やＳＴＢやＩＲＤに対して目的とする処理を行わせ
るために、メニューやガイダンスなどの必要な情報をＴＶ受像機などの表示画面に表示し
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、この表示情報を見ながらリモコンを操作する方式では、リモコンに対する操作が繁雑に
なる場合がある。
【００１０】
　例えば、複数のメニューの中から目的とする処理を選択項目として含むメニューを表示
させるために、メニューのページ送りを複数回行わなければならなかったり、表示画面上
のカーソルを移動させるためにリモコンに対して頻繁に操作を行わなければならなかった
り、また、リモコンを通じて決定操作を行わなければならないなどの場合がある。
【００１１】
　また、ＴＶ受像機などのモニタ装置も、ＬＣＤなどを用いることによって、小型化、軽
量化が進み、持ち運びが可能で、使用者の手が届く位置で使用されるものも増えている。
このような場合には、ＴＶ受像機のリモコンは不用であるし、また、ＴＶ受像機に映像信
号や音声信号を供給する受信機などの外部入力装置のリモコンの存在が煩わしくなってし
まう。
【００１２】
　そこで、本件出願人は、表示を持つ操作制御装置を用いて、テレビ番組などの映像情報
を観視したり、音声情報を聴取したりすることができるとともに、操作制御装置の表示素
子に表示される操作用表示情報とジョイスティック操作子やタッチパネルなどの接触位置
検出手段による直感的な操作により、コンテンツ供給部や表示再生部を遠隔操作すること
ができるようにして、より使い勝手のよいホームネットワークを構築することが可能な双
方向通信システムを先に提案している。このシステムによれば、表示部を持つ操作制御装
置の表示素子に表示される操作用表示情報とジョイスティック操作子やタッチパネルなど
の接触位置検出手段を通じて、コンテンツ供給部や表示再生部を遠隔操作することができ
、所望の映像を簡単な操作で表示装置に表示することができるのである。
【００１３】
　さらに、本件出願人は、下記特許文献２にて、このような双方向通信システムを利用し
て、複数の表示装置にベース装置から映像信号を供給するに当たり、ユーザが指で画面を
なぞる操作により、映像機器間で映像の送受を行うことを可能にし、従来のリモコンのよ
うなボタン操作とは異なり、感覚的に切替えを行うことができるようにしたコンテンツ表
示再生システム及び映像表示制御装置を開示した。具体的には、可搬型表示装置のＬＣＤ
に設けたタッチパネル上でユーザが指を上方向にジェスチャ入力すると、可搬型表示装置
に表示されていた映像Ａがそれまで映像Ｂを表示していた大型表示装置に表示されるスロ
ウ機能が実行される。また、可搬型表示装置のＬＣＤに設けたタッチパネル上でユーザが
指を下方向にジェスチャ入力すると、大型表示装置に表示されていた映像Ｂがそれまで映
像Ａを表示していた可搬型表示装置に表示されるキャッチ機能が実行される。このように
、下記特許文献２によって開示されたスロウ／キャッチ機能により、複数の表示装置間で
の直感的な画面の切り換えが可能となった。
【００１４】
【特許文献１】特開２００３－３４８１２５号公報
【特許文献２】特開２００３－３３３３５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ところで、従来は、ＡＶコンテンツをストリーミング配信できるコンテンツ供給部（サ
ーバ）と、コンテンツ供給部からストリーミング配信されたコンテンツを表示再生する表
示再生部と、コンテンツ供給部及び表示再生部でのネットワークを介したデータの送受を
制御する操作制御部とからなるコンテンツ表示再生システムでは、コンテンツをユーザの
都合により表示再生を中断したときには、中断後の再開の際、コンテンツの最初から再生
をし直すのが通常であった。このため、中断後の再開の際、中断した再生位置から表示再
生できるシステムが望まれていた。
【００１６】
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　また、ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操作制御部に
より制御するシステムが現在考えられている。しかし、このようなシステムでは、操作制
御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生部及び操作制御部においてコンテン
ツ供給部からストリーミング配信されたコンテンツをストリーミング再生しているときに
、上記スロウ／キャッチ機能を動作させるには、コンテンツに関して記述されたメタ情報
や、再生位置（時間）情報に対する処理が必要とされる。
【００１７】
　また、例えば操作制御部から表示再生部にスロウ操作が行われるとき、どんなコンテン
ツを見ているときにスロウ操作を行ったのかが、操作制御部上で表示することができなか
った。また、キャッチ操作が行われたときでも、キャッチ操作を行った時点での画像はど
んなものであったのかを表示することができなかった。
【００１８】
　また、スロウ操作時に、スロウ先の表示再生部の識別情報を表示することができなかっ
た。
【００１９】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、コンテンツ供給部からストリーミン
グ配信されたコンテンツを、表示再生部又は操作制御部自体でストリーミング再生してい
るとき、ユーザの都合により再生を一時停止しても、再開時に停止位置からの再生を可能
とするコンテンツ表示再生システム、コンテンツ表示再生方法、プログラムを記録した記
録媒体及び操作制御装置の提供を目的とする。また、一時停止時にコンテンツからサムネ
イル画像を切り出し、操作制御部の操作パネル上に停止時のコンテンツの内容をひと目で
ユーザに把握させるサムネイル画像を表示しておけるコンテンツ表示再生システム、コン
テンツ表示再生方法、プログラムを記録した記録媒体及び操作制御装置の提供を目的とす
る。
【００２０】
　また、本発明は、ネットワークに接続したコンテンツ供給部及び表示再生部の操作を操
作制御部により制御するシステムにあって、表示再生部及び操作制御部においてコンテン
ツ供給部からストリーミング配信されたコンテンツをストリーミング再生しているときに
、上記スロウ／キャッチ機能を動作させるために、コンテンツメタ情報や、再生位置情報
を取得し、記憶できるコンテンツ表示再生システムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　コンテンツメタ情報は、コンテンツのタイトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体
の時間、コンテンツのコーデック種類、コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルか
らなる。コンテンツのタイトルに対して、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、
コンテンツのコーデック種類、コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルを一つのセ
ットにして複数存在させることもある。これは、同じ内容のコンテンツであっても、異な
るコーデックや解像度のものが複数存在していることがあるからである。
【００２７】
　本発明に係るコンテンツ表示再生システムは、上記課題を解決するために、ネットワー
クに接続したコンテンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操作制御部によ
り制御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生部及び上記操
作制御部でコンテンツを表示再生するコンテンツ表示再生システムにおいて、上記操作制
御部は、上記コンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、上記操作制御部を用
いたユーザによるスロウ操作があると、再生していたコンテンツについて記述したコンテ
ンツメタ情報と、スロウ操作時の上記コンテンツの再生位置情報と、上記コンテンツ供給
部の特定情報とをスロウ先の表示再生部に再生要求に付加して送り、上記操作制御部は、
上記スロウ操作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を記憶手段に記憶する。
【００２８】
　この本発明に係るコンテンツ表示再生システムは、操作制御部がコンテンツを再生中に
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、操作制御部を用いたユーザによるスロウ操作があっても、操作制御部がコンテンツメタ
情報とスロウ操作時のコンテンツの再生位置情報を表示再生部に再生要求に付加して送る
。このため、スロウ先の表示再生部は操作制御部がコンテンツ配信を受けていたコンテン
ツ供給部から、再生位置情報に基づいた再生位置のコンテンツのストリーミング配信を受
け、ストリーミング再生をすることができる。
【００２９】
　本発明に係るコンテンツ表示再生方法は、上記課題を解決するために、ネットワークに
接続したコンテンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操作制御部により制
御し、上記操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生部及び上記操作制
御部でコンテンツを表示再生するためのコンテンツ表示再生方法において、上記操作制御
部が、上記コンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、上記操作制御部を用い
たユーザによるスロウ操作があると、再生していたコンテンツについて記述したコンテン
ツメタ情報と、上記コンテンツのスロウ操作時の再生位置情報と、上記コンテンツ供給部
の特定情報とを取得し、該コンテンツメタ情報と、該コンテンツの再生位置情報と、該コ
ンテンツ供給部の特定情報とを再生要求に付加してスロウ先の表示再生部に送り、上記操
作制御部が、上記スロウ操作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を記憶手段
に記憶する。
【００３０】
　本発明に係る記録媒体は、上記課題を解決するために、ネットワークに接続したコンテ
ンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操作制御部により制御し、上記操作
制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生部及び上記操作制御部でコンテン
ツを表示再生するためのコンテンツ表示再生方法に基づいたコンテンツ表示プログラムを
記録しているコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、上記操作制御部が、上記コ
ンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、上記操作制御部を用いたユーザによ
るスロウ操作があると、再生していたコンテンツについて記述したコンテンツメタ情報と
、上記コンテンツのスロウ操作時の再生位置情報と、上記コンテンツ供給部の特定情報と
を再生要求に付加して、スロウ先の表示再生部に送り、上記操作制御部が、上記スロウ操
作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を記憶手段に記憶する。
【００３１】
　本発明に係る操作制御装置は、上記課題を解決するために、ネットワークに接続したコ
ンテンツ供給部及び少なくとも１つの表示再生部の操作を操作制御部により制御し、上記
操作制御部を含めた各部間でコンテンツを送受し、表示再生部及び上記操作制御部でコン
テンツを表示再生するコンテンツ表示再生システムにおける操作制御部として用いられる
操作制御装置において、上記コンテンツ供給部から受信したコンテンツを再生中に、当該
操作制御装置を用いたユーザによるスロウ操作があると、再生していたコンテンツについ
て記述したコンテンツメタ情報と、スロウ操作時のコンテンツの再生位置情報と、上記コ
ンテンツ供給部の特定情報とを再生要求に付加してスロウ先の表示再生部に送り、上記ス
ロウ操作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像を記憶手段に記憶する。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明に係るコンテンツ表示再生システム、コンテンツ表示再生方法及びコンテンツ表
示再生プログラムを記録した記録媒体によれば、コンテンツ供給部からストリーミング配
信されたコンテンツを、表示再生部又は操作制御部自体でストリーミング再生していると
き、ユーザの都合により再生を一時停止しても、再開時に停止位置からの再生を可能とす
る。また一時停止時にコンテンツからサムネイル画像を切り出し、操作制御部の操作パネ
ル上に表示するので、停止時のコンテンツの内容をひと目でユーザに把握させるサムネイ
ル画像を表示しておける。
【００３３】
　また、本発明に係る操作制御装置によれば、コンテンツ供給部からストリーミング配信
されたコンテンツを、表示再生部又は操作制御部自体でストリーミング再生しているとき
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、ユーザの都合により再生を一時停止しても、再開時に停止位置からの再生を可能とする
。
【００３４】
　また、本発明に係るコンテンツ表示再生システム、コンテンツ表示再生方法及びコンテ
ンツ表示再生プログラムを記録した記録媒体によれば、スロウ機能を動作させるために、
コンテンツメタ情報や、再生位置情報を取得し、再生要求に付加してスロウ先の表示再生
部に送るので、スロウ先の表示再生部はコンテンツ供給先によるコンテンツのストリーミ
ング配信を再生位置から受けストリーミング再生できる。また、再生開始位置のサムネイ
ルを操作制御部の表示部に、スロウ操作を行ったときの画像として表示しておくことがで
きる。
【００３５】
　また、本発明に係る操作制御装置によれば、スロウ機能を動作させるために、コンテン
ツメタ情報や、再生位置情報を取得し、再生要求に付加してスロウ先の表示再生部に送る
ので、スロウ先の表示再生部はコンテンツ供給先によるコンテンツのストリーミング配信
を再生位置から受けてストリーミング再生できる。また、再生開始位置のサムネイルを操
作制御部の表示部に、スロウ操作を行ったときの画像として表示しておくことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しながら説明する。
【００３７】
　図１は本発明を適用したコンテンツ表示再生システムの構成図である。このコンテンツ
表示再生システム１は、無線ネットワークと有線ネットワークとを組み合わせたホームネ
ットワーク１１に、デジタルビデオレコーダ等のＡＶコンテンツサーバを具体例とする１
台のコンテンツ供給部１２を接続している。また、ホームネットワーク１１に、コンテン
ツ供給部１２の操作を制御する操作制御部１７を接続している。
【００３８】
　ホームネットワーク１１は、家庭内デジタルネットワークであり、ハブ１１ａを介し、
例えばTIA/EIA-568A規格であるCAT5（カテゴリー５）準拠のネットワークケーブル１１ｂ
により、コンテンツ供給部１２を接続している。また、無線ＬＡＮのアクセスポイント１
１ｃをハブ１１ａに接続し、操作制御部１７を、例えばＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロ
トコル、あるいは、その発展プロトコルなどの所定のプロトコルを用いて無線接続してい
る。このため、操作制御部１７は、ホームネットワーク１１上のコンテンツ供給部１２と
接続されており、その操作を制御することができる。
【００３９】
　また、図２はハブ１１ａに１台の表示再生部１４を接続した構成のコンテンツ表示再生
システム２の構成図である。操作制御部１７は、ホームネットワーク１１上のコンテンツ
供給部１２と表示再生部１４と接続されており、それらの操作を制御することができる。
表示再生部１４は、映像を表示すると共に音声を再生するものであり、対象メディアを限
定しない表示と再生の機能を有してなるので、レンダラ（renderer）と呼称されることも
ある。
【００４０】
　また、図３はハブ１１ａに２台のコンテンツ供給部１２及び１３と、３台の表示再生部
１４、１５及び１６とを接続し、それらの操作を操作制御部１７によって制御するコンテ
ンツ表示再生システム１０の構成図である。
【００４１】
　以下では、図２のコンテンツ表示再生システム２を用いて本発明の詳細について説明す
るが、図１のコンテンツ表示システム１及び図３のコンテンツ表示システム１０に適用可
能であることはもちろんである。例えば、コンテンツ表示システム１は、オーディオビジ
ュアルコンテンツをストリーミング配信するサーバ（コンテンツ供給部１２）と、上記サ
ーバからストリーミング配信された上記コンテンツをストリーミング再生するクライアン
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ト（操作制御部１７）をそれぞれ少なくとも１台接続してなるコンテンツ表示再生システ
ムであり、上記クライアント（操作制御部１７）は、上記サーバ（コンテンツ供給部１２
）に対してストリーミング配信要求を出し、ストリーミング再生を行うときのクライアン
ト動作の設定を可能とする。
【００４２】
　図２のコンテンツ表示再生システム２にあって、操作制御部１７は詳細な構成について
は後述するが、ＬＣＤのような表示デバイスを持ち、ＡＶ（オーディオビジュアル）コン
テンツのストリーミング配信を受けて、ストリーミング再生することが可能である。なお
かつ他の機器の制御機能(CP:Control Point)を併せ持つ。この操作制御部１７は、ホーム
ネットワーク１１の無線ＬＡＮ部を使って、無線ＬＡＮ用アクセスポイント１１ｃを経由
して、ホームネットワーク１１上の機器にアクセスすることが可能となっている。図２に
あってコンテンツ供給部１２は、ストリーミングコンテンツを配信可能なＡＶサーバであ
る。ここにＡＶコンテンツが保管されている。表示再生部１４は、操作制御部１７からの
制御を受け、かつ上記コンテンツのストリーミング再生機能を持つ。
【００４３】
　つまり、このコンテンツ表示再生システムは、ＡＶコンテンツをストリーミング配信で
きるサーバ（コンテンツ供給部１２）と配信を受ける操作制御部１７と表示再生部１４が
それぞれ少なくとも１基存在するコンテンツ表示再生システムである。このコンテンツ表
示再生システムにあって、操作制御部１７は、表示再生部１４又は操作制御部１７で上記
コンテンツ供給部１２から受信したコンテンツを再生中に、操作制御部１７を用いたユー
ザによる再生停止操作があると、再生していたコンテンツについて記述したコンテンツメ
タ情報と、上記コンテンツの再生停止時の再生位置情報を記憶する記憶部を備える。
【００４４】
　コンテンツメタ情報は、コンテンツのタイトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体
の時間、コンテンツのコーデック種類、コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルか
らなる。コンテンツのタイトルに対して、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、
コンテンツのコーデック種類、コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルを一つのセ
ットにして複数存在させることもある。これは、同じ内容のコンテンツであっても、異な
るコーデックや解像度のものが複数存在していることがあるからである。
【００４５】
　このためコンテンツ表示再生システム２は、表示再生部１４又は操作制御部１７でコン
テンツ供給部１２から受信したコンテンツを再生中に、操作制御部１７を用いたユーザに
よる再生停止操作があっても、コンテンツメタ情報とコンテンツの再生停止時の再生位置
情報を記憶部に記録することができる。再生再開時には記憶部からコンテンツメタ情報と
再生位置情報を読み出す。このため、操作制御部１７は、再開時に、コンテンツメタ情報
により、コンテンツのタイトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コンテン
ツのコーデック種類、コンテンツの解像度等を知ることができ、さらに、再生停止時の再
生位置も知ることができるので、停止位置からの再生を可能とする。具体的には、コンテ
ンツ供給部１２にコンテンツメタ情報に記述されたコンテンツを停止位置から送信しても
らい、それをストリーミング再生する。
【００４６】
　また、操作制御部１７は、上記コンテンツメタ情報、上記停止位置に加え、再生停止操
作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像をさらに上記記憶部に記憶してもよい
。この場合、操作制御部１７は、再開時に、コンテンツメタ情報により、コンテンツのタ
イトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コンテンツのコーデック種類、コ
ンテンツの解像度、再生停止時の再生位置を読み出すことができ、さらに停止操作時のサ
ムネイルも読み出すことができる。
【００４７】
　このため、コンテンツ表示再生システム２は、再生時には停止操作時の停止時のコンテ
ンツの内容をひと目でユーザに把握させることができ、また速やかに停止位置からの再生
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を可能とする。具体的には、コンテンツ供給部１２にコンテンツメタ情報に記述されたコ
ンテンツを停止位置から送信してもらい、それをストリーミング再生する。
【００４８】
　また、操作制御部１７は、表示再生部１４又は上記操作制御部１７で上記コンテンツ供
給部１２から受信したコンテンツを再生中に、操作制御部１７を用いたユーザによる再生
停止操作があったとき、コンテンツ供給部１２が生成したサムネイル画像を、コンテンツ
メタ情報及び上記再生位置情報と共に上記記憶部に記憶してもよい。
【００４９】
　操作制御部１７は、上記ネットワークから切り離されたときに、上記記憶部に保持され
た上記コンテンツメタ情報、上記再生停止時の再生位置情報に基づいて操作制御部内部の
コンテンツ記憶部に記憶されたコンテンツを、ユーザにより操作された再生停止位置から
生成する。
【００５０】
　以下、コンテンツ表示再生システム２又はコンテンツ表示再生システム１０について詳
細に説明する。図４はコンテンツ供給部１２の機能ブロック図である。図３に示したコン
テンツ表示再生システム１０を構成するコンテンツ供給部１３についても同様である。コ
ンテンツ供給部１２は、上記デジタルビデオレコーダなどのＡＶコンテンツサーバである
。コンテンツ供給部１２は、ネットワークＩ／Ｆ部２０と、コンテンツ配信処理部２１と
、コンテンツ蓄積部２２からなる。
【００５１】
　このコンテンツ表示再生システム２及び１０にあって、コンテンツ供給部１２は、ＢＳ
デジタル、ＣＳデジタル、地上波アナログ、インターネットを通じて家庭内にて受信した
映像及び音声コンテンツ（以下、コンテンツという）を、ハードディスク等の大容量蓄積
媒体からなるコンテンツ蓄積部２２にストリーミングデータとして蓄積する。また、コン
テンツ供給部１２は、コンテンツ蓄積部２２に蓄積した上記ストリーミングデータを、ネ
ットワークＩ／Ｆ部２０を介して、操作制御部１７から送信された配信要求に応じてコン
テンツ配信処理部２１により読み出して再生し、要求先の表示再生部又は操作制御部へネ
ットワークＩ／Ｆ部２０を通してストリーミング配信することができる。
【００５２】
　図５は、コンテンツ供給部１２のハードウェアの構成例を示す図である。ＣＰＵ２３は
、ＲＯＭ（Read Only Memory）２４に記憶されているサーバプログラム、またはハードデ
ィスクドライブ２２からＲＡＭ（Random Access Memory）２５にロードされたサーバプロ
グラムに従って、各種の処理を実行する。ＲＡＭ２５にはまた、ＣＰＵ２３が各種の処理
を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【００５３】
　ＣＰＵ２３、ＲＯＭ２４、およびＲＡＭ２５は、バス２６を介して相互に接続されてい
る。このバス２６にはまた、入出力インターフェース２７も接続されている。
【００５４】
　入出力インターフェース２７には、ボタン、スイッチ、キーボードあるいはマウスなど
で構成される入力部２８、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）などのディスプレイ、並びにスピーカなどで構成される出力部２９、上記ネットワー
クＩ／Ｆ部２０として機能する、モデムやターミナルアダプタなどで構成される通信部２
０、および上記コンテンツ蓄積部２２として機能するハードディスクドライブ２２が接続
されている。
【００５５】
　通信部２０は、ホームネットワーク１１を介して通信処理を行う。このコンテンツ表示
再生システム１０にあって、コンテンツ供給部１２及び１３の通信部２０は、有線により
ハブ１１ａを介して無線ＬＡＮ用アクセスポイント１１ｃに接続している。また、ハブ１
１ａを介して有線１１ｂにより３台の表示再生部１４、１５及び１６に接続している。よ
って、コンテンツ供給部１２及び１３は、通信部２０を通してホームネットワーク１１内
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の無線通信路にて操作制御部１７と接続し、有線通信路１１ｂにて複数の表示再生部１４
、１５及び１６に接続している。無線ＬＡＮ用アクセスポイント１１ｃと後述の操作制御
部１７は、ＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロトコル、あるいはその発展プロトコルなどの
所定のプロトコルにしたがった無線通信が行なわれる。
【００５６】
　ハードディスクドライブ２２には、サーバプログラムの他、ストリーミング配信するた
めのメディアデータなどが格納されている。
【００５７】
　入出力インターフェース２７にはまた、必要に応じてドライブ３０が接続され、磁気デ
ィスク３１、光ディスク３２、光磁気ディスク３３、あるいは半導体メモリ３４などが適
宜装着され、そこから読み出されたコンピュータプログラム（サーバプログラムなど）が
、必要に応じてハードディスクドライブ２２にインストールされる。
【００５８】
　上記図４の機能ブロック図との関係でいえば、図５の各部は以下のようになる。通信部
２０はネットワークＩ／Ｆ部２０として機能し、ＨＤＤ２２はコンテンツ蓄積部２２とし
て機能する。また、ＣＰＵ２３、ＲＯＭ２４、ＲＡＭ２５、及びドライブ３０に接続され
た各メディア３１乃至３４等はコンテンツ配信処理部２１として機能する。
【００５９】
　よって、このコンテンツ供給部１２の動作をハードウェアの構成に基づいて説明すると
以下のようになる。コンテンツ供給部１２は、コンピュータであって、そのＣＰＵ２３が
サーバプログラムに基づいて、ストリーミングデータの配信処理を実行する。例えば、コ
ンテンツ供給部１２は、ＨＤＤ２２に様々なメディアデータを記憶させ、操作制御部１７
からホームネットワーク１１を介して所定のメディアデータのストリーミング配信が要求
された場合、対応するコンテンツデータを読み出し、ストリーミング配信を行うために所
定のパケットを生成し、ホームネットワーク１１を介して配信する。
【００６０】
　図６は、コンテンツ表示再生システム２及び１０の表示再生部１４、１５及び１６の機
能ブロック図である。例えば表示再生部１４は、コンテンツ供給部１２又は１３からスト
リーミング配信されたストリーミングデータを受信し、再生してＬＣＤやＣＲＴに表示す
ることのできるストリーミング再生機能を有すると共に、映像に関連した音声データを再
生し、スピーカから出力する表示再生装置である。このため、表示再生部１４は、ホーム
ネットワーク１１に接続するインターフェース機能部であるネットワークＩ／Ｆ部４０と
、ネットワークＩ／Ｆ部４０を介してストリーミングデータ（コンテンツデータ）を受信
するコンテンツ受信処理部４１と、コンテンツデータをデコードするコンテンツデコード
部４２と、コンテンツデコード部４２でデコードされたコンテンツデータを再生するコン
テンツ再生部４３と、再生されたコンテンツの映像を表示するコンテンツ表示部４４と、
再生されたコンテンツの音声を出力するコンテンツ音声出力部４５からなる。
【００６１】
　これらの機能部を以下のように用いて表示再生部１４は、ストリーミング再生機能部と
して動作する。ネットワークＩ／Ｆ部４０によりホームネットワーク１１に接続し、コン
テンツ受信部４１によりネットワークＩ／Ｆ部４０を介してストリーミングデータ（コン
テンツデータ）を受信し、コンテンツデコード部４２によりコンテンツデータをデコード
し、コンテンツ再生部４３によりコンテンツデコード部４２でデコードされたコンテンツ
データを再生し、コンテンツ表示部４４により再生されたコンテンツ映像を表示し、コン
テンツ音声出力部４５により映像に関連した音声を出力する。
【００６２】
　図７は、表示再生部１４、１５及び１６のハードウェアの構成例を示す図である。例え
ば、表示再生部１４は、通信部（Ｉ／Ｆ）４０と、受信処理部４１と、デコード部４２と
、映像信号処理部４３－Ｖと、ＬＣＤ４４、音声信号増幅部４３－Ａと、スピーカ４５と
を備えている。この表示再生部１４の各部は、ＣＰＵ４６を中心とする制御部によって制
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御するようにされている。制御部は、ＣＰＵ４６、ＲＯＭ４８、ＲＡＭ４９、ＥＥＰＲＯ
Ｍ５０がＣＰＵバス４７を通じて接続されて構成されたマイクロコンピュータである。ま
た、ＣＰＵ４６は入力Ｉ／Ｆ５１を介してキー入力部５２と接続されており、ユーザによ
る例えば音量調整、画質調整、あるいは電源投入切断などの操作信号を受け付ける。
【００６３】
　ＲＯＭ４８は表示再生部１４等において実行される各種の処理プログラムや処理に必要
なデータなどを記録している。ＲＡＭ４９は、各種の処理において得られたデータを一時
的に記憶保持するなどのように、主に各種の処理の作業領域として用いられるものである
。
【００６４】
　ＥＥＰＲＯＭ５０は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保
持した情報が失われることがなく、例えば、各種の設定パラメータなどを記憶保持するこ
とができるものである。
【００６５】
　通信部（Ｉ／Ｆ）４０は、ホームネットワーク１１を介して通信処理を行う。コンテン
ツ表示再生システム２及び１０にあって表示再生部１４の通信部４０は、有線１１ｂにて
ハブ１１ａを介して無線ＬＡＮ用アクセスポイント１１ｃに接続している。また、ハブ１
１ａを介して有線１１ｂにてコンテンツ供給部１２及び１３に接続している。よって、表
示再生部１４、１５及び１６は、通信部４０を通してホームネットワーク１１内の無線通
信路にて操作制御部１７と接続し、有線通信路１１ｂにて複数のコンテンツ供給部１２及
び１３に接続している。
【００６６】
　受信処理部４１は、これに供給された信号を復調するなどの処理を行って、復調後の信
号をデコード部（伸長処理部）４２に供給する。コンテンツ供給部１２及び１３は、地上
波放送番組のテキストデータや映像データなどの表示用データや音声データ、あるいは、
衛星放送番組の映像信号や音声信号などの情報信号をデータ圧縮して送信してくる。
【００６７】
　このため、表示再生部１４のデコード部４２は、受信処理部４１からの復調されたデー
タ圧縮されている信号の供給を受けて、映像信号と音声信号とを分離し、分離した信号を
伸長（圧縮解凍）することにより、データ圧縮前の元の信号を復元する。
【００６８】
　そして、デコード部４２は、復元した映像信号と音声信号とをＤ／Ａ変換（デジタル／
アナログ変換）し、アナログ映像信号と、アナログ音声信号とを形成する。そして、デコ
ード部４２は、アナログ映像信号を映像信号処理部４３－Ｖに供給し、アナログ音声信号
を、音声信号増幅部４３－Ａに供給する。
【００６９】
　映像信号処理部４３－Ｖは、デコード部４２から供給される映像信号から、表示用信号
を形成し、これをＬＣＤ４４に供給する。これにより、ＬＣＤ４４の表示画面には、コン
テンツ供給部１２又は１３から送信されてきた映像信号に応じた映像が表示される。
【００７０】
　一方、音声信号増幅部４３－Ａは、これに供給された音声信号を所定のレベルにまで増
幅し、これをスピーカ４５に供給する。これにより、スピーカ４５からは、コンテンツ供
給部１２又は１３から送信されてきた映像信号に関連する音声信号に応じた音声が放音さ
れる。
【００７１】
　このように、表示再生部１４乃至１６は、コンテンツ供給部１２又は１３からホームネ
ットワーク１１を介して送信されてくるテレビ放送番組などの映像信号や音声信号を受信
して、その受信した映像信号や音声信号を再生して出力することにより、使用者に提供す
ることができる。
【００７２】
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　図８は、操作制御部１７の機能ブロック図である。例えば図３のコンテンツ表示再生シ
ステム１０にあって、操作制御部１７は、ホームネットワーク１１に接続したコンテンツ
供給部１２及び１３、表示再生部１４、１５及び１６の操作を制御するための遠隔操作装
置（リモートコントローラ）である。また、この操作制御部１７は、ＬＣＤのような表示
デバイスを持ち、コンテンツ供給部１２及び１３からのＡＶコンテンツのストリーミング
配信を受けて再生することが可能である。つまり、ＡＶコンテンツのストリーミング再生
機能と、なおかつホームネットワーク１１に接続されている複数のコンテンツ供給部１２
及び１３、複数の表示再生部１４、１５及び１６の制御機能を併せ持つ。
【００７３】
　具体的に、操作制御部１７は、操作制御部１７自体を含めた各部間で映像情報の送受（
送受信又は伝送）を制御し、表示再生部１４乃至１６及び操作制御部１７自体における映
像の表示と音声の再生を制御する。このため操作制御部１７は、ユーザによる操作入力を
受け付ける入力操作受付部６０と、操作入力に応じて映像情報を各部間で送受するための
操作信号を生成する映像情報送受信号生成機能を一機能とするコントロール信号生成部（
コンテンツ送受信のためのコントロール信号ということで、図８ではコンテンツ送受信号
生成部に相当する）６２と、コントロール信号生成部６２によって生成された操作信号に
応じてストリーミング再生した映像情報を表示する表示部６３とを備える。
【００７４】
　また、操作制御部１７は、ホームネットワーク１１の無線ＬＡＮアクセスポイント１１
ｃとの間でＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロトコル、あるいはその発展プロトコルなどの
所定のプロトコルにしたがった無線通信を行うためのネットワークＩ／Ｆ部６４を有する
。また、コンテンツ供給部１２及び１３が格納しているコンテンツに関する情報やコンテ
ンツデータそのものを受信し、復調するなどの処理を行うコンテンツ受信処理部６５を有
する。
【００７５】
　また、コンテンツ受信処理部６５により受信されて復調されたコンテンツに関する情報
からコンテンツのリストを生成するリスト生成部６６と、リスト生成部６６によって生成
されたリストを表示するリスト表示部６７とを有する。また、コンテンツ受信処理部６５
により受信され復調されたコンテンツデータをデコードして再生するコンテンツ再生部６
８と、コンテンツ再生部６８によって再生されるコンテンツデータを記憶する記憶部６９
とを備える。この記憶部６９は、操作制御部１７を用いたユーザによる再生停止操作があ
ると、コンテンツメタ情報とコンテンツの再生停止時の再生位置情報を記憶する。なお、
コンテンツ再生部６８によって再生されたコンテンツデータは上記表示部６３により映像
表示される。
【００７６】
　また、操作制御部１７は、入力操作受付部６０にて受け付けたユーザによる入力操作が
どのような入力操作であるのかを判定する入力操作判定部６１をコントロール信号生成部
６２との間に有する。
【００７７】
　また、操作制御部１７は、コントロール信号生成部６２で生成された表示再生部の選択
信号に基づいた選択を行うために表示再生部リスト表示部７０を有する。
【００７８】
　コントロール信号生成部６２は、ユーザが入力操作受付部６０の操作子などを押圧、回
転或いは押し上げ、押し下げなどして行なったキー入力に対する入力操作判定部６１によ
る判定結果に基づいて各種コントロール信号を生成する。
【００７９】
　コントロール信号生成部６２は、操作制御部１７自体の表示部６３にコンテンツを再生
したり、停止したり、ポーズするための再生操作信号の他、表示を選択した表示再生部１
４、１５及び１６におけるコンテンツの再生を開始、停止、ポーズするなどの操作信号も
生成する。
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【００８０】
　もちろん、表示再生部又は操作制御部でコンテンツ供給部から受信したコンテンツを再
生中に、操作制御部１７の入力操作受付部６０を用いたユーザによる再生停止操作がある
と、再生停止信号を生成する。そして、再生停止信号に基づいてコンテンツ再生部６８で
はコンテンツの再生を停止する。
【００８１】
　ただし、この操作制御部１７は、操作制御部１７を用いたユーザによる再生停止操作が
あると、図９に示す処理手順にしたがってコンテンツメタ情報とコンテンツの再生停止時
の再生位置情報を記憶装置６９に記録することができる。
【００８２】
　図９において、コンテンツ表示再生システム２又は１０は、表示再生部１４にてコンテ
ンツを再生中であるとする（ステップＳ２０１）。操作制御部１７は、ユーザによる再生
停止操作があると（ステップＳ２０２にてYES）、現在、表示再生部１４にて再生中のコ
ンテンツのメタ情報を表示再生部１４から取得する（ステップＳ２０３）。そして、記憶
装置６９にコンテンツメタ情報を記憶する（ステップＳ２０４）。
【００８３】
　次に、操作制御部１７は、ユーザによる再生停止操作があったときの再生位置情報を表
示再生部１４から取得する（ステップＳ２０５）。そして、記憶装置６９に再生位置情報
を記憶する（ステップＳ２０６）。
【００８４】
　コンテンツメタ情報は、上述したように、コンテンツのタイトル、コンテンツの在処、
コンテンツの全体の時間、コンテンツのコーデック種類、コンテンツの解像度、コンテン
ツのサムネイルからなる。
【００８５】
　図１０にはユーザが再生再開操作を行ったときの操作制御部１７の処理手順を示す。ス
テップＳ２１１に示すように再生は停止中である。ステップＳ２１２にて入力操作受付部
６０により再生再開操作があると（ステップＳ２１２のＹＥＳ）、操作制御部１７は記憶
装置６９からコンテンツメタ情報と再生位置情報を読み出す。
【００８６】
　このため、操作制御部１７は、再開時に、コンテンツメタ情報により、コンテンツのタ
イトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コンテンツのコーデック種類、コ
ンテンツの解像度等を知ることができ、さらに、再生停止時の再生位置も知ることができ
る。このため、操作制御部１７は、停止位置からの再生を可能とする（ステップＳ２１４
）。具体的には、停止前に、表示再生部１４がストリーミング配信を行っていたコンテン
ツ供給部１２にコンテンツメタ情報に記述されたコンテンツを停止位置から送信してもら
い、それをストリーミング再生する。
【００８７】
　また、操作制御部１７は、上記コンテンツメタ情報、上記停止位置に加え、再生停止操
作時のコンテンツ映像から生成したサムネイル画像をさらに記憶装置６９に記憶してもよ
い。この場合、操作制御部１７は、再開時に、コンテンツメタ情報により、コンテンツの
タイトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コンテンツのコーデック種類、
コンテンツの解像度、再生停止時の再生位置を読み出すことができ、さらに停止操作時の
サムネイルも読み出すことができる。
【００８８】
　このため、コンテンツ表示再生システム２又は１０は、再生時には停止操作時の停止時
のコンテンツの内容をひと目でユーザに把握させることができ、また速やかに停止位置か
らの再生を可能とする。具体的には、コンテンツ供給部１２にコンテンツメタ情報に記述
されたコンテンツを停止位置から送信してもらい、それをストリーミング再生する。
【００８９】
　このほか、コントロール信号生成部６２で生成されるコントロール信号の具体例として
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は、所望のコンテンツ供給部から操作制御部１７にストリーミング配信されてコンテンツ
表示部６３に表示しているコンテンツデータを、所望の表示再生部にストリーミング再生
させるスロウ操作信号がある。また、ある表示再生部にて表示されているコンテンツデー
タを操作制御部１７の表示部６３に表示するキャッチ操作信号がある。さらに、キャッチ
操作時に、コンテンツデータを記憶装置６９に複製する複製操作信号がある。
【００９０】
　このほか、コントロール信号生成部６２は、ユーザの入力操作に基づいて所望のコンテ
ンツ供給部１２又は１３を選択するコンテンツ供給選択信号を生成する。また、所望のコ
ンテンツを選択するためのコンテンツ選択信号を生成する。コンテンツ選択信号は、コン
テンツ受信処理部６５で受信されたコンテンツに関する情報からリスト生成部６６が生成
し、リスト表示部６７が表示したコンテンツリストを視認したユーザの操作に応じて生成
される。また、コントロール信号生成部６２は、表示再生部１４、１５及び１６を選択す
るための表示再生部選択信号を生成する。この表示再生部選択信号は、表示再生部リスト
表示部７０に表示された表示再生部リストを視認したユーザの操作に応じて生成される。
【００９１】
　もちろん、コントロール信号生成部６２は、操作制御部１７自体の表示部６３にコンテ
ンツを再生したり、停止したり、ポーズするための再生操作信号の他、表示を選択した表
示再生部１４、１５及び１６におけるコンテンツの再生を開始、停止、ポーズするなどの
操作信号も生成する。
【００９２】
　図１１は、操作制御部１７のハードウェアの構成例である。操作制御部１７は、ＣＰＵ
７１をバス７２を介してネットワーク通信部６４、コーデック処理部７４、ＧＤＰ（Grap
hics Display Processor）７８、ＬＣＤ６３に接続している。また、ＣＰＵ７１をＲＯＭ
／ＲＡＭ７３、記憶装置６９に接続している。また、ＣＰＵ７１には入力操作部６０であ
る入力スイッチマトリックス部６０が接続されている。
【００９３】
　ネットワーク通信部６４は、アンテナ８０を介し、無線ＬＡＮ用のアクセスポイント１
１ｃと上述したように、ＩＥＥＥ８０２．１１方式のプロトコル、あるいはその発展プロ
トコルなどの所定のプロトコルにしたがった無線通信を行なう。
【００９４】
　ネットワーク通信部６４による無線通信により、操作制御部１７は入力操作部（入力ス
イッチマトリックス部）６０によるユーザ入力操作に応じてＣＰＵ７１がコントロール信
号生成部６２として機能し、生成した上記各コントロール信号をホームネットワーク１１
に接続されている複数のコンテンツ供給部１２、１３、或いは複数の表示再生部１４、１
５及び１６にアクセスポイント１１ｃを通じて送信することができる。また、上記各部か
らの応答信号を受信することができる。
【００９５】
　ＲＯＭ７３は、操作制御部１７において実行する、本発明のコンテンツ表示再生プログ
ラムや、各種の処理プログラム、また処理に必要なデータを記録している。ＲＡＭ７３は
、各種の処理において得られたデータを一時的に記憶保持するなどのように、主に各種の
処理の作業領域として用いられる。
【００９６】
　もちろん、操作制御部１７は、不揮発性のメモリであるＥＥＰＲＯＭを備えていてもよ
い。このＥＥＰＲＯＭを備えることにより、電源が落とされても、記憶保持した情報が失
われることがなく、例えば、各種の設定パラメータ等を記憶保持することができる。
【００９７】
　記憶装置６９は、データ入出力インターフェース６９ａと記憶装置６９ｂからなり、例
えばキャッチ機能時に、コンテンツ供給部１２又は１３から取得したコンテンツメタ情報
や再生位置（時間）情報を記憶するメモリ装置である。半導体メモリでも、ＨＤＤでもよ
い。
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【００９８】
　コンテンツ供給部からのコンテンツデータや、表示再生部からのコンテンツメタ情報、
再生位置情報はアンテナ８０及びネットワーク通信部６４を介して受信される。コーデッ
ク処理部７４は、ネットワーク通信部６４を介してストリーミング配信され、ＣＰＵ７１
の制御によって分離された音声データをデコードする。デコードされた音声データは、増
幅器７５にて増幅された後、ステレオ２ｃｈ用スピーカ７６Ｌ、７６Ｒに送られ各スピー
カ７６Ｌ、７６Ｒから放音される。また、ネットワーク通信部６４を介してストリーミン
グ配信され、ＣＰＵ７１の制御によって分離された映像データはＧＤＰ７８にてＶＲＡＭ
７９を用いての映像信号処理が施され、ＬＣＤ６３に表示される。
【００９９】
　図１２は、上記ハードウェア構成の操作制御部１７のＣＰＵ７１によって実行されるソ
フトウェアのブロック図である。遠隔操作信号を生成し、各コンテンツ供給部１２、１３
や、表示再生部１４、１５及び１６を制御するためのリモートコマンドアプリケーション
８１がある。また、映像、音楽、画像デコーダ部８２、リモート機器制御部８３、グラフ
ィックスライブラリ８４、映像ストリーム処理部８５が、オペレーティングシステムＯＳ
８６に基づいて実行される。さらに、ネットワークプロトコル処理部８７は、上記８０２
．１１ｂの無線プロトコル８８を実行する。また、グラフィックプロセッサ８９は、ＧＤ
Ｐ７８により動作する。
【０１００】
　次に、本コンテンツ表示再生システム２又は１０における、操作制御部１７での表示、
スロウ操作による表示再生部での表示、キャッチ操作による操作制御部での表示を図１３
、図１４、図１５に示す。
【０１０１】
　まず、図１３に示す操作制御部１７に搭載されている表示パネル上のコンテンツ表示部
（ＬＣＤ）６３には、コンテンツ供給部１２に保管されているコンテンツの情報からコン
テンツがリスト表示される（１７－１）。ユーザは入力操作受付部６０のカーソル移動ボ
タン９０を使って、リスト上に斜線で示すように示されるカーソル９１を希望するコンテ
ンツ名に合せることでコンテンツを選択し、決定ボタン９２を押すことで、選択したコン
テンツＡを操作制御部１７のＬＣＤ６３上に表示する（１７－２）。このとき、過去に途
中まで再生したという履歴情報があれば、途中から再生を始めることができる。
【０１０２】
　次に、図１４に示すように、この選択したコンテンツＡを表示再生部１４で再生させる
ように制御したい場合を考える。この操作制御部１７には、操作パネル上にジョイスティ
ック操作子９３が具備されており、その操作がコンテンツの切り換え動作に割り付けられ
ているものとする。操作制御部１７で選択したコンテンツを、表示再生部１４に切り換え
て表示する際には、ジョイスティック操作子９３を上方向（上方向に向いた黒矢印のよう
に）に移動させてスロウ操作を行なう（１７－３）。このスロウ操作によってコンテンツ
Ａは表示再生部１４によりストリーミング再生される。このとき操作制御部１７のＬＣＤ
６３の表示は消える。もちろん、ＬＣＤ６３の表示を消さずにそのまま残しておいてもよ
い。なお、ここでは、コンテンツＡを操作制御部１７のＬＣＤ６３に表示している状態か
らスロウ操作を行ったが、コンテンツＡのアイコンを操作制御部１７に選択してすぐにス
ロウ再生を行うこともできる。
【０１０３】
　次に、図１５に示すように、この選択したコンテンツＡを再度操作制御部１７で再生さ
せるように制御したい場合を考える。この操作制御部１７では、上述したようにジョイス
ティック操作子９３の操作はコンテンツの切り換え動作に割り付けられているものとする
。操作制御部１７で選択したコンテンツＡを、表示再生部１４から操作制御部１７に切り
換えて表示する際には、ジョイスティック操作子９３を下方向（下方向に向いた黒矢印の
ように）に移動させてキャッチ操作を行なう（１７－５）。このキャッチ操作によってコ
ンテンツＡは表示再生部１４から操作制御部１７に切り換わり、操作制御部１７によりス
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トリーミング再生される（１７－６）。このとき表示再生部１４のＬＣＤ上の表示は消え
る（１４－２）。もちろん、表示再生部１４のＬＣＤ上の表示を消さずにそのまま残して
おいてもよい。
【０１０４】
　次に、図１６を比較例とし、図１７及び図１８を参照して、本実施例のコンテンツ表示
再生システムが、上記操作制御部１７を用いたユーザによる再生停止操作があったとき、
少なくとも上記コンテンツの再生停止時の再生位置情報を含むコンテンツメタ情報を記憶
部に記憶し、停止位置から再生を行う動作について説明する。
【０１０５】
　図１６は、通常のキャッチ動作を説明するための状態遷移図である。キャッチ動作は表
示再生部１４でのコンテンツ再生中に、操作制御部１７でジョイスティック操作子９３が
下方向に移動されたときに、表示再生部１４から操作制御部１７に表示再生を切り換える
動作である。操作制御部１７において、ステップＳ１００により、コンテンツのメタ情報
取得要求を表示再生部１４に出す。表示再生部１４は現在再生中のコンテンツのメタ情報
をステップＳ１０１にて操作制御部１７に送付する。操作制御部１７は、ステップＳ１０
２にて、表示再生部１４にて現在再生中のコンテンツの再生位置取得要求を表示再生部１
４に出す。表示再生部１４は、ステップＳ１０３にて現在再生中のコンテンツの再生位置
を操作制御部１７に送付する。
【０１０６】
　すると、操作制御部１７は、メタ情報に記載されているコンテンツの中から、自分が再
生できるコンテンツをステップＳ１０４にて探す。ステップＳ１０５にて再生可能なコン
テンツがあると判定すると、ステップＳ１０６に進み、コンテンツ供給部１２に対して開
始位置を指定して、コンテンツを要求する。この要求に対してコンテンツ供給部１２がコ
ンテンツをステップＳ１０７にて送付すると、操作制御部１７はステップＳ１０８にてコ
ンテンツを再生する。一方、ステップＳ１０５にて、操作制御部１７が再生可能なコンテ
ンツなかったと判定すると、キャッチ動作は中断となる。
【０１０７】
　次に、図１７は、再生を停止したときのコンテンツの画像から、操作制御部１７がキャ
ッチ動作により、サムネイルを生成し、再生位置情報等のメタ情報と共に記憶部６９に記
憶し、これらメタ情報を再生位置保存のために用いて、再生を再開する動作を示す状態遷
移図である。
【０１０８】
　例えば、再生表示部１４でストリーミング再生がユーザの都合により、操作制御部１７
の操作により停止されると、キャッチ動作を行い、操作制御部１７は、ステップＳ１１０
にてコンテンツのメタ情報取得要求を表示再生部１４に出す。この場合のメタ情報は、コ
ンテンツのタイトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コンテンツのコーデ
ック種類、コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルである。コンテンツのタイトル
に対して、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コンテンツのコーデック種類、
コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルを一つのセットにして複数存在させること
もある。これは、同じ内容のコンテンツであっても、異なるコーデックや解像度のものが
複数存在していることがあるからである。
【０１０９】
　ステップＳ１１１にて表示再生部１４から上記メタ情報が送付されてくると、操作制御
部１７は、現在再生中のコンテンツの再生位置取得要求をステップＳ１１２にて表示再生
部１４に出す。ステップＳ１１３にて表示再生部１４が現在再生中のコンテンツの再生位
置を送付する。
【０１１０】
　ステップＳ１１４にて操作制御部１７は、メタ情報に記載されているコンテンツの中か
ら、自分が再生できるコンテンツを探す。ステップＳ１１５にて再生可能なコンテンツが
あると判定すると、ステップＳ１１６に進んで、コンテンツ供給部１２に対し再生開始位
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置を指定してコンテンツを要求する。コンテンツ供給部１２がステップＳ１１７にてコン
テンツを操作制御部１７に送付してくると、操作制御部１７はステップＳ１１８にてサム
ネイルを生成し、生成したサムネイルをローカルストレージ（記憶部）にステップＳ１１
９で保存し、さらにステップＳ１２０にてコンテンツのメタ情報及び再生位置を保存する
。したがって、操作制御部１７は、上記ステップＳ１１０で取得したメタ情報に加えて、
再生開始位置と、再生開始位置のサムネイルを保持する。
【０１１１】
　再生開始位置のサムネイルは、操作制御部１７の表示パネルに、ユーザに再生中断時の
画像を視認させるために表示しておく。この後、操作制御装置１７により再生停止が解除
されると、操作制御部１７は、記憶部に記憶したコンテンツのメタ情報及び再生位置を、
コンテンツ供給部１２に送り、再生停止時の画像からストリーミング送信を受け、コンテ
ンツをストリーミング再生する。もちろん、再生再開時にスロウ操作により、ストリーミ
ング再生を表示再生部１４に行わせるようにしてもよい。このストリーミング再生を再開
するクライアント（表示再生部１４又は操作制御部１７）の設定は、手動での設定にした
がってもよいし、停止時に再生していたクライアントを自動的に設定しても、あるいは履
歴情報に基づいて自動的に設定してもよい。
【０１１２】
　したがって、この図１７に示した処理手順を実行することにより、操作制御部１７は、
コンテンツ供給部１２からストリーミング配信されたコンテンツを、表示再生部１４でス
トリーミング再生しているとき、ユーザの都合により再生を一時停止しても、再開時に停
止位置からの再生を可能とする。
【０１１３】
　次に、図１８は、再生を停止したときのコンテンツの画像から、コンテンツ供給部１２
がサムネイルを生成し、そのサムネイルを操作制御部１７に送付し、操作制御部１７にて
再生位置情報等のメタ情報と共に記憶部６９に記憶し、これらメタ情報を再生位置保存の
ために用いて、再生を再開する動作を示す状態遷移図である。
【０１１４】
　例えば、再生表示部１４でストリーミング再生がユーザの都合により、操作制御部１７
の操作により停止されると、キャッチ動作を行い、操作制御部１７は、ステップＳ１２１
にてコンテンツのメタ情報取得要求を表示再生部１４に出す。この場合のメタ情報は、上
述したように、コンテンツのタイトル、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コ
ンテンツのコーデック種類、コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルである。もち
ろん、コンテンツのタイトルに対して、コンテンツの在処、コンテンツの全体の時間、コ
ンテンツのコーデック種類、コンテンツの解像度、コンテンツのサムネイルを一つのセッ
トにして複数存在させることもある。
【０１１５】
　ステップＳ１２２にて表示再生部１４から上記メタ情報が送付されてくると、操作制御
部１７は、現在再生中のコンテンツの再生位置取得要求をステップＳ１２３にて表示再生
部１４に出す。ステップＳ１２４にて表示再生部１４が現在再生中のコンテンツの再生位
置を送付する。
【０１１６】
　ステップＳ１２５にて操作制御部１７は、メタ情報に記載されているコンテンツの中か
ら、自分が再生できるコンテンツを探す。そして、ステップＳ１２６により作成位置（時
間）を指定して、サムネイルをコンテンツ供給部１２に要求する。
【０１１７】
　ステップＳ１２７にてコンテンツ供給部１２は指定された位置のサムネイルを作成し、
ステップＳ１２８にて生成したサムネイルを操作制御部１７に送付する。
【０１１８】
　操作制御部１７は、ステップＳ１２９にてコンテンツ供給部１２から送付されてきたサ
ムネイルをローカルストレージ（記憶部）に保存し、さらにステップＳ１３０にてコンテ
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ンツのメタ情報及び再生位置を保存する。したがって、操作制御部１７は、上記ステップ
Ｓ１２１で取得したメタ情報に加えて、再生開始位置と、再生開始位置のサムネイルを保
持する。
【０１１９】
　再生開始位置のサムネイルは、操作制御部１７の表示パネルに、ユーザに再生中断時の
画像を視認させるために表示しておく。この後、操作制御装置１７により再生停止が解除
されると、操作制御部１７は、記憶部に記憶したコンテンツのメタ情報及び再生位置を、
コンテンツ供給部１２に送り、再生停止時の画像からストリーミング送信を受け、コンテ
ンツをストリーミング再生する。もちろん、再生再開時にスロウ操作により、ストリーミ
ング再生を表示再生部１４に行わせるようにしてもよい。このストリーミング再生を再開
するクライアント（表示再生部１４又は操作制御部１７）の設定は、手動での設定にした
がってもよいし、停止時に再生していたクライアントを自動的に設定しても、あるいは履
歴情報に基づいて自動的に設定してもよい。
【０１２０】
　したがって、この図１８に示した処理手順を実行することにより、操作制御部１７は、
コンテンツ供給部１２からストリーミング配信されたコンテンツを、表示再生部１４でス
トリーミング再生しているとき、ユーザの都合により再生を一時停止しても、再開時に停
止位置からの再生を可能とする。
【０１２１】
　次に、上記図１１、以下の図１９～図２１を参照し、本実施例のコンテンツ表示再生シ
ステム２又は１０が、上記操作制御部１７を用いたスロウ動作を行うときに、コンテンツ
のメタ情報、コンテンツの再生位置（時間）情報を取得して記憶装置６９に記憶し、さら
にサムネイルをローカルストレージに保存する動作について説明する。
【０１２２】
　まず、図１１のハードウェア構成を参照し、操作制御部１７が例えばコンテンツ供給部
１２から、動画コンテンツのストリーミング受信・再生中に、ユーザのスロウ操作により
コンテンツ再生を表示再生部（レンダラ：ＤＭＲ）１４へ切換える処理を説明する。特に
、スロウ操作時のキャプチャサムネイルを操作制御部１７が作成する第１処理例を説明す
る。
【０１２３】
　ＣＰＵ７１は、入力スイッチマトリックス部６０を監視してスロウ操作を検出する。す
ると、ＣＰＵ７１は、ＧＤＰ７８による表示更新処理を停止し、ＶＲＡＭ７９の内容を縮
小してキャプチャサムネイルを記憶装置６９の記憶装置６９ｂに保存する。
【０１２４】
　ＣＰＵ７１は、コーデック処理部７４を停止する。そして、ＣＰＵ７１は、表示再生部
１４へ再生に必要な情報である、前述のコンテンツメタ情報、再生開始位置（時間）情報
及びコンテンツ供給部１２の特定情報を送信する。
【０１２５】
　その後、操作制御部１７は、切り換え中の表示をＬＣＤ６３に出し、表示再生部１４か
らの再生開始のステータスの変化を待っている。操作制御部１７が表示再生部１４から再
生開始のステータスを受信すると、表示再生部１４で継続再生しているコンテンツの名称
などのコンテンツメタ情報と共に記憶装置６９に保存していたキャプチャサムネイルをＬ
ＣＤ６３に外部再生中画面として表示する。外部再生中画面には、表示再生部１４で再生
中のコンテンツを制御するのに適した操作パネルを表示してもよいし、表示再生部１４等
のフレンドリーネーム（Friendly Name）を表示したり、カスタム名称を表示してもよい
。
【０１２６】
　この第１処理例の状態遷移図を図１９に示す。また、動作イメージを図２０に示す。図
１９のステップＳ３０１でコンテンツ供給部１２からコンテンツが操作制御部１７に配信
され、図２０に示すように操作制御部１７でコンテンツをストリーミング再生している（
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ステップＳ３０２）ところから始まる。
【０１２７】
　操作制御部１７によりユーザがスロウ操作を行うと（ステップＳ３０３）、後述するス
テップＳ３１２にて表示再生部１２が再生を開始したと判定するまで、操作制御部１７は
ステップＳ３０４にてＬＣＤ６３に切り換え中の旨を表示する（図２０）。その後、操作
制御部１７は、再生していたコンテンツのメタ情報と再生位置（時間）情報とコンテンツ
供給部の特定情報とを付けた再生要求を表示再生部１４に出す（ステップＳ３０５）。
【０１２８】
　表示再生部１４は、その再生要求と付属のコンテンツメタ情報、再生位置情報及びコン
テンツ供給部の特定情報とを解読、解釈し、上記コンテンツ供給部の特定情報で特定され
たコンテンツ供給部１２に、再生位置を指定して該当するコンテンツの要求を出す（ステ
ップＳ３０６）。
【０１２９】
　コンテンツ供給部１２は、上記表示再生部１４からコンテンツの要求を受け、指定され
た再生位置から表示再生部１４に対して指定されたコンテンツの配信を開始する（ステッ
プＳ３０７）。そのコンテンツの配信を受けた表示再生部１４は、配信を受けた位置から
再生を開始するという、コンテンツの再生開始のステータスを操作制御部１７に送り（ス
テップＳ３１０）、コンテンツのストリーミング再生を行う（ステップＳ３１１）。
【０１３０】
　操作制御部１７では、上記ステップＳ３０５にて上記再生要求を表示再生部１４に出し
た後、自分で今まで再生していたコンテンツのキャプチャサムネイルを生成し（ステップ
Ｓ３０８）、記録デバイス（記憶装置６９）に保存する（ステップＳ３０９）。
【０１３１】
　また、操作制御部１７は、表示再生部１４から再生開始のステータスを受け取ると（ス
テップＳ３１２にてＹＥＳ）、ビデオコンテンツの操作画面表示とともに記憶装置６９に
保存しているキャプチャしたサムネイル画像を図２０のように表示する（ステップＳ３１
３）。
【０１３２】
　この第１処理例により、コンテンツ表示再生システム２又は１０では、操作制御部１７
により、スロウ操作した時点でのキャプチャサムネイル画像を保存しておき、手元で切換
え時のキャプチャを表示部（ＬＣＤ）６３の片隅に表示でき、コンテンツの続きを分かり
やすくユーザに把握させることができる。
【０１３３】
　また、操作制御部１７では、スロウ操作により表示を切換えた先の表示再生部１４を特
定できるようなフレンドリーネームをＬＣＤ６３に表示してもよい。これにより、ユーザ
はスロウ先の表示再生部１４を認識しやすくなる。
【０１３４】
　また、操作制御部１７は、ＵＤＮをキーとしたネットワーク接続機器のデータベースを
内部に持ち、そこにユーザが設定したカスタム名称も登録しておいて、それをフレンドリ
ーネームの変わりに表示してもよい。また、操作制御部１７は、サムネイルの保存を、記
憶装置６９にではなく、ＲＡＭ７３に行ってもよい。
【０１３５】
　次に、スロウ操作時のキャプチャサムネイルをコンテンツ供給部１２側で行う第２処理
例について図２１及び図２０を参照して説明する。図２１は第２処理例の状態遷移図であ
る。
【０１３６】
　図２１のステップＳ３２１でコンテンツ供給部１２からコンテンツが操作制御部１７に
配信され、図２０に示すように操作制御部１７でコンテンツをストリーミング再生してい
る（ステップＳ３２２）ところから始まる。
【０１３７】
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　操作制御部１７によりユーザがスロウ操作を行うと（ステップＳ３２３）、後述するス
テップＳ３３４にて表示再生部１２が再生を開始したと判定するまで、操作制御部１７は
ステップＳ３２４にてＬＣＤ６３に切り換え中の旨を表示する（図２０）。その後、操作
制御部１７は、再生していたコンテンツのメタ情報と再生位置（時間）情報とコンテンツ
供給部の特定情報とを付けた再生要求を表示再生部１４に出す（ステップＳ３２５）。
【０１３８】
　さらに、操作制御部１７は、再生を切換える時間情報を指定して、コンテンツ供給部１
２に対して、その時間のサムネイルを生成してくれという要求を出す（ステップＳ３２６
）。その要求を受けたコンテンツ供給部１２は、指定位置のサムネイルを生成して（ステ
ップＳ３２７）、その生成したサムネイルを操作制御部１７に送付する（ステップＳ３２
８）。操作制御部１７は、コンテンツ供給部１２から送付されてきたサムネイルを記憶装
置（記録デバイス）６９に保存する。
【０１３９】
　ステップＳ３２５にて操作制御部１７から再生中コンテンツのメタ情報、再生位置など
を付加された再生要求を受け取っていた表示再生部１４は、ステップＳ３３０にて、コン
テンツ供給部１２に向けて、再生位置を指定し、コンテンツを要求する（ステップＳ３３
０）。コンテンツ供給部１２は、そのコンテンツ要求にこたえて、表示再生部１２に対し
て指定再生位置からコンテンツを配信する（ステップＳ３３１）。そのコンテンツの配信
を受けた表示再生部１４は、配信を受けた位置から再生を開始するという、コンテンツの
再生開始のステータスを操作制御部１７に送り（ステップＳ３３２）、コンテンツのスト
リーミング再生を行う（ステップＳ３３３）。
【０１４０】
　操作制御部１７は、表示再生部１４から再生開始のステータスを受け取ると（ステップ
Ｓ３３４にてＹＥＳ）、ビデオコンテンツの操作画面表示とともに記憶装置６９に保存し
ているキャプチャしたサムネイル画像を図２０のように表示する（ステップＳ３３５）。
【０１４１】
　この第２処理例により、コンテンツ表示再生システム２又は１０では、スロウ操作した
時点でコンテンツ供給部１２に作成してもらったキャプチャサムネイル画像を操作制御部
１７で記憶装置６９に保存しておくので、手元で切換え時のキャプチャを表示部（ＬＣＤ
）６３の片隅に表示でき、コンテンツの続きを分かりやすくユーザに把握させることがで
きる。
【０１４２】
　また、操作制御部１７では、スロウ操作により表示を切換えた先の表示再生部１４を特
定できるようなフレンドリーネームをＬＣＤ６３に表示してもよい。これにより、ユーザ
はスロウ先の表示再生部１４を認識しやすくなる。
【０１４３】
　また、操作制御部１７は、ＵＤＮをキーとしたネットワーク接続機器のデータベースを
内部に持ち、そこにユーザが設定したカスタム名称も登録しておいて、それをフレンドリ
ーネームの変わりに表示してもよい。また、操作制御部１７は、サムネイルの保存を、記
憶装置６９にではなく、ＲＡＭ７３に行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】コンテンツ表示再生システムの構成図である。
【図２】コンテンツ表示再生システムの構成図である。
【図３】コンテンツ表示再生システムの構成図である。
【図４】コンテンツ供給部の機能ブロック図である。
【図５】コンテンツ供給部のハードウェア図である。
【図６】表示再生部の機能ブロック図である。
【図７】表示再生部のハードウェア図である。
【図８】操作制御部の機能ブロック図である。
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【図９】再生停止操作があったときの処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】再生再開操作があったときの処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】操作制御部のハードウェア図である。
【図１２】操作制御部のソフトウェア図である。
【図１３】操作制御部における表示再生処理を説明する図である。
【図１４】操作制御部によるスロウ操作を説明する図である。
【図１５】操作制御部によるキャッチ操作を説明する図である。
【図１６】通常のキャッチ動作を説明するための状態遷移図である。
【図１７】キャッチ操作が行われたときのコンテンツ表示再生システムの第１処理例を示
す状態遷移図である。
【図１８】キャッチ操作が行われたときのコンテンツ表示再生システムの第２処理例を示
す状態遷移図である。
【図１９】スロウ操作が行われたときのコンテンツ表示再生システムの第１処理例を示す
状態遷移図である。
【図２０】スロウ操作が行われたときのコンテンツ表示再生システムの動作イメージを示
す図である。
【図２１】スロウ操作が行われたときのコンテンツ表示再生システムの第２処理例を示す
状態遷移図である。
【符号の説明】
【０１４５】
１，２，１０　コンテンツ表示再生システム、１１　ホームネットワーク、１２，１３　
コンテンツ供給部、１４，１５，１６　表示再生部、１７　操作制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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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】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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