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明 細 書

コンテン、ソ再生システム吸 びその制御]方、法

技術分野

０００1 本発明は、コンテシソデータをネットワークを介して端末に配信してそこで再生する

システム及びその制御方法に関する。

背景技術

０００2 インターネット等のネットワークを利用して映像や音声を示すコンテシソデータを端

末に配信するシステムがある。このょぅなシステムにおいては、コンテシソデータを蓄

積したデータベースを有するサ一バ装置と、少なくとも つの端末とがネットワークを

介して接続されている ( 例えば、特許文献 参照 ) 。端末からサ一バ装置にアクセスす

ると、サ一バ装置では配信できるコンテシソを番組単位でリスト表示するためのメニュ
ーデータが端末に送信される。端末ではメニューデータに応じてリスト表示がされ、そ

のリスト表示からユーザが所望の番組を選択することにょりサ一バ装置にコンテンツ

選択指令が届き、サ一バ装置ではそのコンテシソ選 、択指令に対応したコンテンソデ

ータをデータベースから読み出してストリーミング配信することが行われる。端末では

配信されたコンテシソデータの再生が行われ、それにょりユーザは映像や音声を得

ることができる。

特許文献 1 特開2 ００3 69956号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 しかしながら、上記したょぅな従来のコンテシソ再生システムにおいては、コンテンツ

データがストリーミング配信されて映像や音声が実際に端末で得られるまでには通常

、端末のユーザは煩雑な操作を必要とする。例えば、サ一バ装置の選択操作、パス

ワードを入力を含むユーザ認証操作、コンテシソ選択操作が必要とである。ょって、

年寄りや子供には操作が難しいためコンテシソデータの配信にょり映像や音声を容

易に楽しむことはできないれづ問題がある。

０００4 本発明が解決しょぅとする課題には、上記の欠点が一例として挙げられ、端末のユ



一ザが極めて簡単な操作でコンテシソデータの配信を受けて映像や音声を容易に

楽しむことができるコンテシソ再生システム及びその制御方法を提供することが本発

明の目的である。

課題を解決するための手段

０００5 請求項 に係る発明のコンテシソ再生システムは、コンテシソデータを番組単位で

蓄積した少なくとも つのデータベースを有するコンテシソ配信サ一バ装置と、コンテ

ンソデータの再生機能を有する少なくとも つの端末とがネットワークを介して接続さ

れたコンテシソ再生システムであって、コンテシソ配信サ一バ装置は、前記データベ

ースに蓄積されたコンテシソデータの番組毎の蓄積位置及び再生順番を示すプレイ

リストデータを作成して記憶手段に記憶して管理する管理手段と、前記プレイリストデ

ータを特定するプレイリスト特定情報を含むプレイ指示データを作成するデータ作成

手段と、前記プレイ指示データを記録媒体に記録する記録手段と、を備え、前記端

末は、前記記録媒体の前記プレイ指示データを読み取る読取手段と、前記読取手段

によって読み取られたプレイ指示データ中の少なくともプレイリスト特定情報を前記管

理手段に送信する送信手段と、を備え、前記管理手段は、前記送信手段からの前記

プレイリスト特定情報に対応した前記プレイリストデータを前記記憶手段から読み出し

、その読み出した前記プレイリストデータに示された蓄積位置及び再生順番で番組

毎に前記コンテシソデータを前記データベースから読み出してそれを前記端末に前

記ネットワークを介して転送し、前記端末は前記管理手段によって転送された前記コ

ンテシソデータを受信して再生すること特徴としている。

０００6 請求項6に係る発明のコンテシソ再生システムの制御方法は、コンテシソデータを

番組単位で蓄積した少なくとも つのデータベースを有するコンテシソ配信サ一バ装

置と、コンテシソデータの再生機能を有する少なくとも つの端末とがネットワークを介

して接続されたコンテシソ再生システムの制御方法であって、前記データベースに蓄

積されたコンテシソデータの番組毎の蓄積位置及び再生順番を示すプレイリストデ

ータを作成して記憶手段に記憶して管理する管理ステップと、前記プレイリストデータ

を特定するプレイリスト特定情報を含むプレイ指示データを作成するステップと、前記

プレイ指示データを記録媒体に記録するステップと、前記記録媒体の前記プレイ指



示データを前記端末にて読み取る読取ステップと、前記読取ステップにて読み取ら

れたプレイ指示データ中の少なくともプレイリスト特定情報を前記コンテ 、ンソ配信サ一

バ装置に送信する送信ステップと、を備え、前記管理ステップでは、前記プレイリスト

特定情報に対応した前記プレイリストデータを前記記憶手段から読み出し、その読み

出した前記プレイリストデータに示された蓄積位置及び再生順番で番組毎に前記コ

ンテンソデータを前記データベースから読み出してそれを前記端末に前記ネットワー

クを介して転送し、前記端末ではその転送された前記コンテンソデータを受信して再

生すること特徴としている。

０００7 図 本発明によるコンテシソ再生システムの構成を示すブロック図である。

図2 コンテシソリストデータを示す図である。

図 レイリスト登録動作を示すフローチヤートである。

図 レイリスト作成動作を示すフローチヤートである。

図5 クライアント端末からの再生動作を示すフローチヤートである。

図 レイリスト再編集動作を示すフローチヤートである。

符号の説明

０００8 コンテシソ配信サ一バ装置

2 クライアント端末

皿， 2 コンテシソサ一バ

4 ゲートウェイサーバ 4

5 回線

6 記録媒体

発明を実施するための最良の形態

０００9 請求項 に係る発明のコンテシソ再生システム及び請求項6に係る発明のコンテン

ソ再生システムの制御方法においては、コンテシソ配信サ一バ装置では、データベ

ースに蓄積されたコンテシソデータの番組毎の蓄積位置及び再生順番を示すプレイ

リストデータが作成されて記憶手段に保存され、そのプレイリストデータを特定するた

めのプレイ指示データが記録媒体に記録される。端末では、記録媒体のプレイ指示



データを読み取ってそのプレイ指示データ中の少なくともプレイリスト特定情報をコン

テシソ配信サ一バ装置に送信することが行われる。コンテシソ配信サ一バ装置では、

端末から受信したプレイリスト特定情報に対応したプレイリストデータが記憶手段から

読み出され、そのプレイリストデータに示された蓄積位置及び再生順番で番組毎にコ

ンテシソデータがデータベースから読み出されて端末に転送される。端末は転送さ

れたコンテシソデータを受信して再生する。

０００ よって、端末のユーザは記録媒体をセットするだけでコンテシソデータの配信を受

けることができるので、映像や音声を容易に楽しむことができる。

実施例

００11 以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。

００12 図 は本発明によるコンテンソ再生システムを示している。このコンテシソ再生シス

テムは、コンテシソ配信サ一バ装置 とクライアント端末2とを備えている。コンテンツ

配信サ一バ装置 とクライアント端末2とはインターネット等のネットワーク2０によって

接続されている。

００13 コンテシソ配信サ一バ装置 は第 及び第2コンテシソサ一バ皿， 2、ネットワーク

機能付き再生装置 3及びゲートウェイサーバ 4からなる。コンテンソサ一バ皿， 2

、再生装置 3及びゲートウェイサーバ 4は 回線 5で互いに接続されている。

コンテンソ配信サ一バ装置 は一般家庭のホームサーバ装置或いは、オフィスの業

務装置であっても良い。

００14 第 及び第2コンテシソサ一バ皿， 2各々は、 回線 5に接続可能なPC (パ

ーソナルコンピュータ)やハードディスクレコーダからなり、コンテシソデータのデータ

ベース a 2aを備え、コンテシソ配信サ一バ装置 内の再生装置 3及びゲートウ

ェイサーバ 4にコンテンツデータを直接配信する機能を有している。また、クライアン

ト端末2等の外部の端末からのデータ要求に応答してコンテシソデータをゲートウェ
イサーバ 4を介して配信する機能を有している。コンテシソデータとはテレビの放送

番組等の番組単位の映像データ及び音声データを含むデータであり、例えば、 P

G2形式で構成されている。データベースにおいてはコンテシソデータは番組毎の

ファイルとして存在する。



００15 また、第 及び第2コンテンツサ一バ皿， 2各々は配信可能なコンテンツデータに

ついて番組名等の番組情報を示すコンテンツリストデータを有している。コンテンツリ

ストデータは図2(a)及び(b) に示すよぅに、少なくともコンテンソ d、番組名T e、記録

日時Da e、記録時間長D a on等のを示すデータである。コンテンソ dはコンテンツ

データの格納アドレス及びファイル名からなる。また、リストデータは新たなコンテンツ

データがデータベースに加えられる毎にゲートウェイサーバ 4 に供給されるか、ゲー

トウェイサーバ 4 が定期的に第 及び第2コンテンツサ一バ 2各々にリストデー

タが更新されたかどぅか問い合わせ、更新されている場合にリストデータの供給を受

ける。

００16 ゲートウェイサーバ 4 はコンテンソデータを送信先に転送する。コンテンソサ一バ

皿又は 2からクライアント端末2 に向けて送信された 、コンテンソデータは 回線

5、ゲートウェイサーバ 4、ネットワーク2０を介してクライアント端末2 に伝送される。

００17 また、ゲートウェイサーバ 4 においては、ディスプレイ 4 aの他にキーボードやマウ

ス等の操作部 4bが備えられ、そのディスプレイ 4 aに表示されるメニュー映像に従

ってユーザが操作部 4bを直接操作してプレイリストを作成することができる。プレイリ

ストは第 及び第2コンテン、ソサ一バ 2 が備えている上記のコンテン、ソリストデー

タに応じて作成され、サ一バの固有識別子、プレイリスト番号、コンテンソの格納位置

(アドレス及びファイル名を含む) 、番組名、記録 日時、記録時間長、デジタル証明書

を示す。作成されたプレイリストはゲートウェイサーバ 4 内のハードディスク装置等の

記憶装置 4 cにプレイリストデータとして保存される。

００18 ゲートウェイサーバ 4 はプレイリストデータの一部のデータを記録媒体 6 に記録す
るための記録装置 4 dを備えている。プレイリストデータの一部のデータとは少なくと

もサ一バの固有識別子、プレイリスト番号及びデジタル証明書からなるプレイ指示デ

ータである。プレイ指示データのプレイリスト番号がプレイリスト特定情報である。記録

媒体としてはこの実施例ではC 等の書込可能なディ

スクが用いられるが、持ち運ぶことができる S メモり等の半導体メモりでも良い。更

に、B oo hや赤外線通信等により外部とデータ通信が可能な携帯電話機を用いて

携帯電話機内のメモりにプレイ指示データを書き込んでも良い。



００19 再生装置 3は第 及び第2コンテンソサ一バ皿， 2各々に記録されたコンテンツ

データを選択的に再生することができ、また記録媒体 6に書き込まれたプレイリスト

データを読み取ることができる。

００2０ クライアント端末2はネットワーク2０を介してゲートウェイサーバ 4等の他の通信機

器と通信する機能と、受信したコンテンソデータを再生して映像表示しかつ音声出力

する機能とを有する Cで良い。また、クライアント端末2は再生装置 3と同様の、通

信機能を有する再生装置でも良い。クライアント端末2は記録媒 6に書き込まれた

プレイ指示データを読み取るためにドライブ装置2 を備えている。ドライブ装置2 に

記録媒体 6が挿入されると、それによって自動的に記録媒体 6に書き込まれたプレ

イ指示データを読み取って後述する通信再生動作を〒ぅことができる。なお、 C以

外のクライアント端末2としては、専用端末、携帯電話機、力一ナビゲーション装置、

携帯ゲーム端末が利用可能である。

００2 1 次に、かかる構成のコンテンソ再生システムのゲートウェイサーバ 4において行わ

れるプレイリスト登録動作について具体的に説明する。プレイリスト登録動作は上記し

たよぅに、プレイリストを作成してそれを記憶装置 4cに保存する動作である。

００22 プレイリスト登録動作は、ユーザが新規のプレイリスト登録を上記のメニュー映像か

ら選択操作することにより開始される。ゲートウェイサーバ 4のプロセッサ 4eは、プ

レイリスト登録動作では図3に示すよぅに、先ず、新規プレイリスト番号 を作成し(ス

テップ ) 、第 パスワード及び第2パスワードを設定する (ステップS 2 S3) 。新規プ

レイリスト番号 は予め定められた順番の番号であり、プレイリストの登録のために付

けられる。第 パスワードはプレイリストを新規登録後に再編集する際に必要なパスワ

ードである。第2パスワードは遠隔アクセスの際、例えば、クライアント端末2からゲート

ウェイサーバ 4にアクセスする際に必要となるパスワードである。第 パスワード及び

第2パスワードとしてはユーザによる操作部 4bの操作によって任意の英数字を指定

しても良い。或いは、プロセッサ 4eによりランダムにそれらパスワードを生成してそれ

をユーザに対して表示しても良い。ただし、第 パスワード及び第2パスワード各々の

設定は必須ではなく、いずれか一方或いは両方を省略しても良い。

００23 次に、ゲートウェイサーバ 4のプロセッサ 4eは、プレイリスト名を設定する (ステッ



プS4)。プレイリスト名としては初期名としてプレイリスト番号 に基づいて例えば、「P

a s 作成 日時」がユーザに対して示されるが、ユーザが操作部 4bを操作して

任意の文字を入力することにより指定することが可能である。

００24 そして、サ一バの固有識別子、プレイリスト番号 、第 パスワード、第2パスワード

及び作成 日時に基づいてデジタル証明書を作成する (ステップ 5)。サ一バの固有

識別子はゲートウエイサーバ 4のネットワーク2０上のアドレス位置を示し、例えば、1

Pアドレスである。プレイリスト番号 、第 及び第2パスワードはステップ ～S3で決

定されたものである。デジタル証明書は、クライアント端末2等の遠隔地の端末でプレ

イリストを用いる際に正規の登録プレイリストであることを証明するために用いられる。

００25 デジタル証明書の作成後、ゲートウエイサーバ 4のプロセッサ 4eは、プレイリスト

作成を行う (ステップS6)

００26 プレイリスト作成では、図4に示すように、先ず、利用可能なコンテンソサ一バの名

称がデイスプレイ 4aに選択メニューとして表示される (ステップS6 )。ユーザはその

選択メニューに従って操作部 4bの操作によってコンテンソサ一バを選択する。この

実施例では第 及び第2コンテンソサ一バ 2の名称、例えば、コンテンソ 、コン

テ 、ンソ2の如くが選択メニューとして表示される。ユーザがこの選択メニューから選択

操作を行うことにより、コンテンソサ一バが選択される。実際にはコンテンソ 、コンテ

ンツ2のような表示ではなく、レコーダの機種名、 Cのネットワーク配ィ言ソフトのアプリ

ケーション名などが表示されても良い。また、ユーザはどのサ一バにどのコンテン、ソが

あるのかか、把握していない状況もありえるので、全てのコンテンソサ一バのコンテン
、ソを一覧にして、コンテンツの付属情報として、どのコンテンソサ一バ内のコンテンツ

であるのかを表示するなどして、ステップS6 と次のステップS62を ステップで実現

する方法でも良い。更に、コンテンソ選択の補助として、ソ一ト機能を有しても良い。

００27 そして、その選択されたコンテ 、ンソサ一バのコンテ 、ンソがデイスプレイ 4aにリスト表

示される (ステップS62) 。リスト表示は第 及び第2コンテンソサ一バ 2各々のコ

、ンテンソリストデータに応じて行わ 、れる。コンテンソリストデータにはコンテ 、ンソサ一バ

が配信可能なコンテンソの番組名が示されているので、それが読み出されて番組リス

トとして表示される。ユーザは操作部 4bの操作によって番組リストから つの番組を



任意に選択することができる。 つの番組が選択されると、その選択番組についての

リストデータ内の番組情報が読み出されて、それがプレイリストデータにプレイ情報と

して加えられ(ステップ 63)、そのプレイリストデータの現在の内容がディスプレイ 4

aに表示される (ステップ 64)。プレイリストデータにおいては、第 プレイ情報、第2

プレイ情報、 のよぅに選択順にブロックが形成される。プレイリストデータの現在

の内容表示ではュ一ザによって選択された番組がその番組名で選択順に示される。

なお、選択順が再生順でもある。再生動作については後述するが、第 プレイ情報に

対応した番組のコンテンソデータが最初に再生されることになる。

００28 ステップ 64の実行後、ュ一ザが更なるコンテンツのプレイリストへの追加を指示し

たか否かを判別する (ステップS65) 。操作部 4bの操作によって更なるコンテンソの

プレイリストへの追加が指示された場合には、ステップS6 が再度実行される。一方、

更なるコンテ 、ンソのプレイリストへの追加が指示されていない場合には、ュ一ザがプ

レイリスト作成の終了を指示したか否かを判別する (ステップS66) 。操作部 4bの操

作によって終了が指示された場合にはプレイリスト作成が終了したと判断される。

００29 プレイリスト作成の作成後、ゲートウェイサーバ 4のプロセッサ 4eは、その時点に

おけるプレイリストデータを記憶装置 4cに保存して管理する (ステップ )。その保

存されるプレイリストデータには上記のサ一バの固有識別子、プレイリスト番号 、第

パスワード、第2パスワード、作成 日時及びデジタル証明書が付加される。第 パス

ワード及び第2パスワードについてはステップS 2，3で一方又は双方が省略された場

合には省略されたパスワードはプレイリストデータに付加されない。そして、記録媒体

6にプレイリストデータのぅちの少なくともサ一バの固有識別子、プレイリスト番号 及

びデジタル証明書からなるプレイ指示データの書き込みを記録装置 4dに対して指

令する (ステップS8) 。その書き込み指令に応じて記録装置 4dは記録媒体 6にプ

レイ指示データを書き込む。このよぅなプレイ指示データが書き込まれた記録媒体 6

をュ一ザは記録装置 4dから取り出して持ち運ぶことができる。

００3０ なお、プレイリストデータには再生履歴が含まれる。再生履歴は前回の再生コンテ

ンツ(コンテンソ d) の再生中断位置情報である。また、クライアント端末2からゲートウ

ェイサーバ 4にアクセスする際に第2パスワードの入力を要求する場合には、プレイ



指示データには第2パスワードが含まれる。ただし、第2パスワードについては、プレ

イ指示データを記録した記録媒体が盗まれたり、紛失した場合に第2パスワードが無

意味なものになってしまぅ可能性があるので、実際には記録媒体には第2パスワード

をプレイ指示データと共に記録せず、アクセスの際にはデジタル証明書と入力された

パスワードからなる別の証明書を作り、それによってゲートウェイにアクセス認証をす

る形の方が良い。

００3 1 次に、この記録媒体 6を用いてクライアント端末2でコンテンソ再生する場合の動

作について説明する。なお、クライアント端末2を操作するュ一ザはゲートウェイサー

バ 4においてプレイリスト登録を操作したュ一ザと同一でも良いし、別のュ一ザでも

良い。

００32 クライアント端末2のドライブ装置2 に記録媒体 6がセットされると、コンテンソ再生

動作が開始される。図5に示すよぅに、コンテンソ再生動作ではクライアント端末2の

プロセッサは記録媒体 6に記録されたプレイ指示データをドライブ装置2 を介して

読み取り(ステップ ) 、サ一バへのアクセスを行って認証を要求する (ステップ

2)。ステップ ではプレイ指示データに含まれているサ一バの固有識別子、プレイ

リスト番号 及びデジタル証明書が得られる。ステップS 2ではその得られた固有識

別子で示されるアドレス位置にアクセスが行われる。この実施例ではクライアント端末

2からゲートウェイサーバ 4へのアクセスが行われて通信が可能になるとする。認証

要求ではプレイリスト番号 及びデジタル証明書が送信される。

００33 ゲートウェイサーバ 4は認証要求を受信すると、ゲートウェイサーバ 4のプロセッ
サ 4eは認証要求に含まれるプレイリスト番号 及びデジタル証明書に応じて認証動

作を〒ぅ(ステップS 3)。認証動作ではデジタル証明書が正規のものであるかが判

別され、その判別ではプレイリスト番号に対応して記憶装置 4cに保存されているデ

ジタル証明書が参照される。認証動作の結果が判別され(ステップS 4)、認証不可

ならば、認証不可通知がクライアント端末2に送信される (ステップS 5)

００34 ゲートウェイサーバ 4が認証動作するのではなく、専用の認証サ一バが認証動作

を〒ぅ形態でも勿論良い。その場合は、クライアント端末2はまず、その認証サ一バに

アクセスし、認証サ一バによってデジタル証明書が認証されると、ゲートウェイサーバ



4のアドレスがクライアント端末2に通知され、それから、クライアント端末2がゲートウ

エイサーバ 4にアクセスすることになる。

００35 クライアント端末2のプロセッサは認証不可通知を受信すると(ステップS 6の es)

、そのユーザにコンテンソ再生ができないことをデイスプレイに表示する (ステップ

7)。ステップS 7ではサ一バが認証しなかったことを表示しても良い。

００36 ゲートウエイサーバ 4のプロセッサ 4eは、認、下動作の結果が認、正可ならば、プレ

イリスト番号 に対応したプレイリストデータを記，漬装置 4 から読み出す(ステップS

8)。プレイリストデータに再生履歴があるか否かを判別する (ステップS g)。再生履

歴がある場合には、その再生履歴、すなわちコンテンソ d及び再生中断位置情報に

応じてコンテンソデータの配信を指令する (ステップ ０)。再生履歴がない場合に

は、プレイリストデータの第 プレイ情報によって指定され 、るコンテンソデータの目巳ィ言

を指令する (ステップS 2

００37 ステップS 2０又はS 2 の指令に応じて第 コンテンツサ一バ 又は第2コンテンツ

サ一バ 2は指定のコンテンソデータを読み出してゲートウエイサーバ 4に供給する

。ゲートウエイサーバ 4は第 コンテンソサ一バ ェ又は第2コンテンソサ一バ 2から

のコンテンソデータをクライアント端末2に向けて転送する (ステップ 22)。コンテンツ

データはいわゆるストリーミングデータとしてクライアント端末2に送信される。

００38 ゲートウエイサーバ 4のプロセッサ 4eは、 番組についてのコンテ 、ンソデータの

読み出しが終了すると(ステップS23 の es)、プレイリストデータの次のプレイ情報に

よって指定されるコンテ 、ンソデータの読み出しを指令する (ステップ 4)。ステップS

24の指令に応じて第 コンテンソサ一バ 又は第2コンテンソサ一バ 2は指定のコ

ンテンソデータを読み出してゲートウエイサーバ 4に供給する。そして、ステ、ソプS 2

2によってゲートウエイサーバ 4は第 コンテンソサ一バ 又は第2コンテンソサ一

バ 2からのコンテンソデータをクライアント端末2に向けて転送する。

００39 クライアント端末2のプロセッサは、コンテン、ソデータを受信すると、コンテンソデータ

を再生して映像信号及び音声信号を生成する (ステップ 25)。その映像信号に応じ

てクライアント端末2のデイスプレイに映像が表示され、その音声信号に応じてクライ

アント端末2のスピーヵから音響出力が得られる。



００4０ クライアント端末2においては、コンテンソ再生動作中にユーザによって再生停止操

作が行われたか否かが判別される (ステップ 26)。再生停止操作が行われた場合に

は、再生停止指令がゲートウェイサーバ 4に送信される (ステップS 27)

００41 ゲートウェイサーバ 4のプロセッサ 4eは、ステップS22 にてコンテンツデータの転

送開始後、クライアント端末2からの再生停止指令を受信したか否かを判別する (ステ

、ソプ 28)。再生停止指令を受信した場合には、コンテンソデータのクライアント端末

2に向けての転送を停止し(ステ、ソプS29) 、コンテンソデータを配信中の第 コンテン

ツサ一バ皿又は第2コンテンツサ一バ 2に配信停止を指令し(ステップS 3０) 、記憶

装置 4c内のプレイリスト番号 に対応したプレイリストデータの再生履歴を更新する

(ステップS 3 )。すなわち、プレイリストデータの再生履歴更新ではコンテンソデータ

の転送停止した時点における当該コンテンソデータに応じてコンテンソ d及び再生

中断位置情報を書き換えることが行われる。

００42 なお、クライアント端末2のドライブ装置2 に記録媒体 6がセットされると、直ちにユ

ーザに対して上記した第2パスワードの入力を要求しても良い。ユーザによる入力操

作によって人力されたパスワードがステップS 3で設定された第2パスワードに等 、

場合にのみコンテンソ再生動作が開始される。

００43 ゲートウェイサーバ 4において、ユーザがプレイリスト再編集を上記のメニュー映像

から選択操作すると、プレイリスト再編集動作が開始される。

００44 プレイリスト再編集動作においては、プロセッサ 4eはユーザに対してプレイリスト番

号 の入力を要求する (ステップS4 )。これはディスプレイ 4aにプレイリスト番号

の入力要求又は選択が表示される。プレイリスト番号 が入力されると、プレイリスト番

号 に対応したプレイリストデータを記憶装置 4cから読み出す(ステップS42) 。読

み出したプレイリストデータに第 パスワードが含まれているか否かを判別する (ステッ
プ 43)。プレイリストデータに第 パスワードが含まれている場合には、第 パスワー

ドの入力をユーザに対して要求する (ステップS44) 。ユーザの操作部 4bの入力操

作によってパスワードが入力されると、その入力パスワードが第 パスワードと一致す
るか否かを半肪リする (ステ、ソプ 45 。ステ、ソプ 45にてパスワードが一致すると判別

すると、プレイリスト番号 のプレイリストデータの現在の内容をディスプレイ 4aに表



示する (ステップ 46)。プレイリストデータの現在の内容表示ではュ一ザによって選

択された番組がその番組名で選択順に示される。

００45 ステップ 43の判別においてプレイリストデータに第 パスワードが含まれていない
場合には、ゲートウェイサーバ 4のプロセッサ 4eは直ちにステップS46を実行する

００46 ステップ 46の実行後、例えば、編集開始をュ一ザが指令する操作を〒ぅと上記の

ステップS6のプレイリスト作成動作 (ステップS6 ～S66 が行われる。なお、プレイリ

スト再編集動作では番組を追加するだけでなく、既に設定した番組を変更したり、再

生順を変更しても良い。

００47 プレイリスト再編集は、プレイリスト指示データを記録した記録媒体を用いて、クライ

アント端末2で再生動作を行った後でも可能であり、その場合は、記録媒体のデータ

を更新することなく、再生するコンテンソの追加や、削除が可能となる。また、記録媒

体の紛失や盗難により、正規でないュ一ザがゲートウェイサーバ 4にアクセスする

恐れが生じた場合には、当議プレイリストを削除することにより、無効化することができ

る。

００48 このよぅに、本発明によるコンテンソ再生システムにおいては、番組単位のコンテン
、ソデータの再生順を示すプレイリストデータが作成された後、そのプレイリストデータ

を指定するプレイ指示データが記録媒体 6に記録されると、その記録媒体 6をクラ

イアント端末2のドライブ装置2 にセットするだけでプレイリストデータに従ってコンテ
、ンソデータの再生動作が行われる。クライアント端末2のュ一ザの操作としては記録

媒体 6をドライブ装置2 に挿入或いは直接セットするだけで良いので、難しい操作

をしなくてもコンテ 、ンソサ一バに保存されたコンテン、ソデータのストリーミング再生が可

能となり、そのュ一ザは番組のデータ再生映像及び音声を楽しむことができる。よっ
て、本発明による再生システムは年寄りや子供のよぅに難しい操作ができない端末ュ
一ザには特に好適である。



請求の範囲
コンテシソデータを番組単位で蓄積した少なくとも つのデータベースを有するコン

テシソ配信サ一バ装置と、コンテシソデータの再生機能を有する少なくとも つの端

末とがネットワークを介して接続されたコンテシソ再生システムであって、

コンテシソ配信サ一バ装置は、前記データベースに蓄積されたコンテシソデータの

番組毎の蓄積位置及び再生順番を示すプレイリストデータを作成して記憶手段に記

憶して管理する管理手段と、

前記プレイリストデータを特定するプレイリスト特定情報を含むプレイ指示データを

作成するデータ作成手段と、

前記プレイ指示データを記録媒体に記録する記録手段と、を備え、

前記端末は、前記記録媒体の前記プレイ指示データを読み取る読取手段と、

前記読取手段によって読み取られたプレイ指示データ中の少なくともプレイリスト特

定情報を前記管理手段に送信する送信手段と、を備え、

前記管理手段は、前記送信手段からの前記プレイリスト特定情報に対応した前記

プレイリストデータを前記記憶手段から読み出し、その読み出した前記プレイリストデ

ータに示された蓄積位置及び再生順番で番組毎に前記コンテシソデータを前記デ

ータベースから読み出してそれを前記端末に前記ネットワークを介して転送し、前記

端末は前記管理手段によって転送された前記コンテシソデータを受信して再生する

こと特徴とするコンテシソ再生システム。

2 前記端末は、前記コンテシソデータの再生中に操作に応じて再生停止指令を発生

してその再生停止指令を前記管理手段に送信する手段を有し、

前記管理手段は、前記再生停止指令に応答して前記端末への前記コンテシソデ

ータの転送を停止し、その転送停止のコンテシソデータについてのコンテンツ中断位

置情報を示す再生履歴を前記プレイリストデータに加えて前記記憶手段に記憶する

手段と、

前記プレイリストデータを前記記憶手段から読み出したときには前記プレイリストデ

ータ中に前記再生履歴があるか否かを判別する手段と、を有し、

前記再生履歴がある場合には前記再生履歴に示される前記コンテシソ中断位置情



報に応じて前記コンテンソデータを前記データベースから読み出してそれを前記端

末に前記ネットワークを介して転送することを特徴とする請求項 記載のコンテンソ再

生システム。

3 前記コンテンソ配信サ一バ装置は前記 つのデータベースを含む複数のデータベ

ースを有し、

前記プレイリストデータは前記複数のデータベース各々に蓄積されたコンテンソデ

ータの番組毎の蓄積位置及び再生順番を示すこと特徴とする請求項 記載のコンテ

ンソ再生システム。

4 前記プレイ指示データは前記プレイリスト特定情報の他に、前記管理手段の固有

識別子と、前記管理手段が認証用のデジタル証明書とを含み、

前記送信手段は、前記読取手段によって読み取られたプレイ指示データ中の前記

プレイリスト特定情報及び前記デジタル証明書を、前記管理手段の固有識別子によ

って示される前記管理手段のアドレスに向けて送信し、

前記管理手段は、前記送信手段からの前記デジタル証明書に応じて認証動作を

行って前記プレイリスト特定情報が正規のものであることを確認した後、前記プレイリ

スト特定情報に対応した前記プレイリストデータを前記記憶手段から読み出すこと特

徴とする請求項 記載のコンテンソ再生システム。

5 前記管理手段、前記データ作成手段及び前記記録手段はゲートウェイサーバ内

に構成され、

前記ゲートウェイサーバと前記データベースを有するコンテンソサ一バとローカル

ネットワークを介して接続されていることを特徴とする請求項 記載のコンテンソ再生

システム。

6 コンテンソデータを番組単位で蓄積した少なくとも つのデータベースを有するコン

テンソ配信サ一バ装置と、コンテンソデータの再生機能を有する少なくとも つの端

末とがネットワークを介して接続されたコンテンソ再生システムの制御方法であって、

前記データベースに蓄積されたコンテンソデータの番組毎の蓄積位置及び再生順

番を示すプレイリストデータを作成して記憶手段に記憶して管理する管理ステップと、

前記プレイリストデータを特定するプレイリスト特定情報を含むプレイ指示データを



作成するステップと、

前記プレイ指示データを記録媒体に記録するステ、ソプと、

前記記録媒体の前記プレイ指示データを前記端末にて読み取る読取ステップと、

前記読取ステップにて読み取られたプレイ指示データ中の少なくともプレイリスト特

定情報を前記コンテシソ配信サ一バ装置に送信する送信ステップと、を備え、

前記管理ステップでは、前記プレイリスト特定情報に対応した前記プレイリストデー

タを前記記憶手段から読み出し、その読み出した前記プレイリストデータに示された

蓄積位置及び再生順番で番組毎に前記コンテシソデータを前記データベースから

読み出してそれを前記端末に前記ネットワークを介して転送し、前記端末ではその転

送された前記コンテシソデータを受信して再生すること特徴とする制御方法。
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