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(57)【要約】
【課題】コンテンツを効果的にシームレスに再生できる
デバイスのコンテンツ再生方法を提供すること。
【解決手段】本方法は、デバイス及び他のデバイス間の
距離変化又はパワー状態変化に応じたイベントの発生有
無を確認する確認ステップ、及びイベントが発生すると
、他のデバイス及びデバイスの間でコンテンツに対する
シームレス（ｓｅａｍｌｅｓｓ）再生を行う再生ステッ
プを含む。これにより、複数のデバイスの間でコンテン
ツを効果的にシームレスに再生して、ユーザの便宜性を
増大させることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデバイスのシームレス再生方法であって、
　コンテンツ再生中である第１デバイスと、第２デバイス間のシームレス再生を行うイベ
ントが発生すると、前記第１及び第２デバイスの属性情報を確認するステップと、
　前記第１及び第２デバイスの属性情報が相互に異なると、前記第２デバイスが前記コン
テンツと同じ内容のコンテンツを前記第２デバイスに対応するバージョンでシームレスに
再生するように処理するシームレス再生ステップと、
　を含むシームレス再生方法。
【請求項２】
　前記イベントは、前記第１デバイス及び前記第２デバイス間の距離変化、前記第１デバ
イスのターン・オフ、シームレス再生命令入力のうち少なくとも一つであることを特徴と
する請求項１に記載のシームレス再生方法。
【請求項３】
　前記シームレス再生を行わせるステップは、
　前記第１デバイスにおいて前記コンテンツ再生が停止した地点以後のコンテンツ部分又
はブックマークが設定された地点以後のコンテンツ部分から前記第２デバイスで再生され
るようにすることを特徴とする請求項１に記載のシームレス再生方法。
【請求項４】
　前記シームレス再生を行わせるステップは、
　前記第２デバイスに対応するコンテンツ提供者に、前記第２デバイスに対応するバージ
ョンのコンテンツを送信することを要請するステップを含むことを特徴とする請求項１に
記載のシームレス再生方法。
【請求項５】
　前記シームレス再生を行わせるステップは、
　前記コンテンツを前記第２デバイスに対応するバージョンのコンテンツに変換するステ
ップと、
　変換されたコンテンツを前記第２デバイスに直接送信するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のシームレス再生方法。
【請求項６】
　前記第２デバイスにおいて前記第２デバイスに対応するバージョンのコンテンツを再生
する途中に、前記第１デバイスでコンテンツ再生を行わなければならないイベントが発生
すると、前記第２デバイスで再生されるコンテンツと同じコンテンツを、前記第１デバイ
スが前記第１デバイスに対応するバージョンでシームレスに再生するように処理するステ
ップをさらに含む請求項１に記載のシームレス再生方法。
【請求項７】
　前記第１デバイスは、前記第２デバイスで再生されない部分又は前記第２デバイスでブ
ックマーク設定された部分のコンテンツからシームレスに再生することを特徴とする請求
項６に記載のシームレス再生方法。
【請求項８】
　デバイスのコンテンツ再生方法であって、
　前記デバイス及び他のデバイス間の距離変化又はパワー状態変化に応じたイベントの発
生有無を確認する確認ステップと、
　前記イベントが発生すると、前記他のデバイス及び前記デバイスの間でコンテンツに対
するシームレス再生を行う再生ステップと、
　を含むコンテンツ再生方法。
【請求項９】
　前記再生ステップは、
　前記デバイスにおいて第１画質の第１コンテンツが再生される途中に前記イベントが発
生すると、前記デバイスで再生されていた前記第１コンテンツの再生部分に続いて、前記
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他のデバイスで前記第１コンテンツと同じ内容の第２画質の第２コンテンツをシームレス
に再生するステップと、
　前記他のデバイスで前記第２コンテンツが再生される途中に前記イベントが発生すると
、前記他のデバイスで再生されていた前記第２コンテンツの再生部分に続いて、前記デバ
イスで前記第２コンテンツと同じ内容の前記第１コンテンツをシームレスに再生するステ
ップと、
　を含む請求項８に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１０】
　前記イベントが、前記他のデバイスを携帯したユーザが前記デバイスから予め設定され
た距離以上に遠ざかる外出イベントである場合、
　前記再生ステップは、
　前記デバイスで第１画質で再生されていたコンテンツを前記他のデバイスで第２画質で
シームレスに再生することを特徴とする請求項８に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１１】
　前記外出イベントである場合、
　前記再生ステップは、
　前記デバイスで現在再生中であるコンテンツに対する情報を前記他のデバイスに送信す
るステップと、
　前記他のデバイスが前記コンテンツに対する情報を利用して、前記デバイスに対する第
１コンテンツ提供者と相異なる第２コンテンツ提供者から前記コンテンツを提供されるス
テップと、
前記提供されたコンテンツを前記デバイスで再生停止した部分から再生するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１０に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１２】
　前記コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、
　前記デバイスは、ＴＶで、前記他のデバイスは、携帯電話であり、
　前記第１コンテンツ提供者は、地上波放送コンテンツ提供者又はケーブル放送コンテン
ツ提供者であり、
　前記第２コンテンツ提供者は、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者であることを特徴とする請
求項１１に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１３】
　前記イベントが、前記他のデバイスを携帯したユーザが前記デバイスから予め設定され
た距離内に近づく帰宅イベントである場合、
　前記再生ステップは、
　前記他のデバイスで第２画質で再生されていたコンテンツを前記デバイスで第１画質で
シームレスに再生することを特徴とする請求項８に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１４】
　前記帰宅イベントである場合、
　前記再生ステップは、
　前記他のデバイスで現在再生中であるコンテンツに対する情報を前記デバイスに送信す
るステップと、
　前記デバイスが前記コンテンツに対する情報を利用して、前記他のデバイスに対する第
２コンテンツ提供者と相異なる第１コンテンツ提供者から前記コンテンツを提供されるス
テップと、
　前記提供されたコンテンツを前記他のデバイスで再生停止した部分から再生するステッ
プと、
　を含むことを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１５】
　前記コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、
　前記デバイスは、ＴＶで、前記他のデバイスは、携帯電話であり、
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　前記第１コンテンツ提供者は、地上波放送コンテンツ提供者又はケーブル放送コンテン
ツ提供者であり、
　前記第２コンテンツ提供者は、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者であることを特徴とする請
求項１４に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１６】
　前記再生ステップは、
　前記デバイス又は前記他のデバイスが再生されていたコンテンツの中で再生停止した地
点以後から相手側デバイスに送信して、前記相手側デバイスがシームレスに再生するよう
に処理することを特徴とする請求項９に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項１７】
　前記イベントが、前記デバイスが前記コンテンツ再生中にパワー・オフされるイベント
であると、
　前記再生ステップは、
　前記デバイスでパワー・オフされた時点以後のコンテンツが前記他のデバイスでシーム
レスに再生されるように処理することを特徴とする請求項８に記載のコンテンツ再生方法
。
【請求項１８】
　前記イベントが、前記他のデバイスが前記コンテンツ再生中にパワー・オフされるイベ
ントであると、
　前記再生ステップは、
　前記他のデバイスでパワー・オフされた時点以後のコンテンツが前記デバイスでシーム
レスに再生されるように処理することを特徴とする請求項８に記載のコンテンツ再生方法
。
【請求項１９】
　前記再生ステップは、
　ブックマーク設定部分又は未再生部分からシームレス再生がなされることを特徴とする
請求項８に記載のコンテンツ再生方法。
【請求項２０】
　ディスプレイ装置であって、
　再生されたコンテンツを表示するディスプレイと、
　前記ディスプレイにおいて前記コンテンツが表示される途中に携帯型端末装置との距離
が予め設定された距離を超えるか、又はターン・オフ命令が入力されると、前記携帯型端
末装置で前記コンテンツをシームレスに再生できるように処理する制御部とを備えるディ
スプレイ装置。
【請求項２１】
　前記ディスプレイは、第１画質の第１コンテンツを表示し、
　前記制御部は、
　前記第１コンテンツに対する情報及び前記第１コンテンツのうち少なくとも一つを前記
携帯型端末装置側に送信して、前記携帯型端末装置が前記第１コンテンツと同じ内容の第
２画質の第２コンテンツをシームレスに再生できるようにすることを特徴とする請求項２
０に記載のディスプレイ装置。
【請求項２２】
　前記制御部は、
　前記携帯型端末装置において第２画質の第２コンテンツが再生される途中に前記携帯型
端末装置が前記距離以内に接近するか、又は前記携帯型端末装置がターン・オフすると、
前記第２コンテンツに対する情報及び前記第２コンテンツのうち少なくとも一つを前記携
帯型端末装置から受信して、前記第２コンテンツと同じ内容の第１画質の第１コンテンツ
をシームレスに再生することを特徴とする請求項２０に記載のディスプレイ装置。
【請求項２３】
　携帯型端末装置であって、



(5) JP 2011-45082 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

　タッチスクリーンと、
　コンテンツをディスプレイしていたディスプレイ装置との距離が予め設定された距離を
超えるか、又は前記ディスプレイ装置がターン・オフ命令が入力されると、前記タッチス
クリーンを介して前記コンテンツをシームレスに再生する制御部と、
　を備える携帯型端末装置。
【請求項２４】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイ装置で再生されていた第１画質の第１コンテンツに対する情報及び前
記第１コンテンツのうち少なくとも一つを受信して、前記タッチスクリーンを介して前記
第１コンテンツと同じ内容の第２画質の第２コンテンツをシームレスに再生することを特
徴とする請求項２３に記載の携帯型端末装置。
【請求項２５】
　前記制御部は、
　前記タッチスクリーンで第２画質の第２コンテンツが表示される途中に前記ディスプレ
イ装置から前記予め設定された距離以内に接近するか、又はターン・オフ命令が入力され
ると、前記第２コンテンツに対する情報及び前記第２コンテンツのうち少なくとも一つを
前記ディスプレイ装置に送信して、前記ディスプレイ装置が前記第２コンテンツと同じ内
容の第１画質の第１コンテンツをシームレスに再生できるようにすることを特徴とする請
求項２３に記載の携帯型端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ再生のためのデバイス及びそのコンテンツ再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多様なデジタルデバイスの登場により、ユーザが保有しているデジタルデバイスも多く
なるようになった。ユーザは、デジタルデバイスに埋もれて生きているといっても言い過
ぎではない。
　このような多様なデジタルデバイスは、ユーザの生活を便利かつ豊かにするのに寄与し
た。そして、近来に至ってさらに加速化したデジタルデバイスの高性能化と多機能化は、
その寄与度を一層向上させた。
【０００３】
　それにも拘わらず、ユーザは、より便利で豊かな生活を追求し、その解決方法をデジタ
ルデバイスがより高性能化し多機能化することから見出そうとしている。
　しかしながら、デジタルデバイスが単独に行う機能には限界がある。そのため、ユーザ
が保有しているデジタルデバイスが相互融合して機能することで、デジタルデバイスが単
独に行えない新しい機能が創出されるようにして、ユーザの生活をより便利で豊かにする
ための方案を摸索することが求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国特許出願公開第２００４－００５５３０６号明細書
【特許文献２】韓国特許出願公開第２００４－００３８４５６号明細書
【特許文献３】韓国特許出願公開第２００７－００２３８４８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、他のデバイスとの間でコンテンツを連続再生できるデバイス、これを利用するシステ
ム、及びそのコンテンツ再生方法を提供することにある。
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　本発明の他の目的は、コンテンツをデバイスの特性に合うように鑑賞できるように再生
するデバイス、これを利用するシステム、及びそのコンテンツ再生方法を提供することに
ある。
【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、本発明のある観点によれば、デバイスのコンテンツ再生方
法は、前記デバイス及び他のデバイス間の距離変化又はパワー状態変化に応じたイベント
の発生有無を確認する確認ステップと、前記イベントが発生すると、前記他のデバイス及
び前記デバイスの間でコンテンツに対するシームレス再生を行う再生ステップとを含む。
【０００７】
　ここで、前記再生ステップは、前記デバイスにおいて第１画質の第１コンテンツが再生
される途中に前記イベントが発生すると、前記デバイスで再生されていた前記第１コンテ
ンツの再生部分に続いて、前記他のデバイスで前記第１コンテンツと同じ内容の第２画質
の第２コンテンツをシームレスに再生するステップと、前記他のデバイスで前記第２コン
テンツが再生される途中に前記イベントが発生すると、前記他のデバイスで再生されてい
た前記第２コンテンツの再生部分に続いて、前記デバイスで前記第２コンテンツと同じ内
容の前記第１コンテンツをシームレスに再生するステップとを含むことができる。
　一方、前記イベントが、前記他のデバイスを携帯したユーザが前記デバイスから予め設
定された距離以上に遠ざかる外出イベントである場合、前記再生ステップは、前記デバイ
スで第１画質で再生されていたコンテンツを前記他のデバイスで第２画質でシームレスに
再生することができる。
　このように、前記外出イベントである場合、前記再生ステップは、前記デバイスで現在
再生中であるコンテンツに対する情報を前記他のデバイスに送信するステップと、前記他
のデバイスが前記コンテンツに対する情報を利用して、前記デバイスに対する第１コンテ
ンツ提供者と相異なる第２コンテンツ提供者から前記コンテンツを提供されるステップと
、前記提供されたコンテンツを前記デバイスで再生停止した部分から再生するステップと
を含むことができる。
【０００８】
　一方、前記コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、前記デバ
イスは、ＴＶで、前記他のデバイスは、携帯電話であり、前記第１コンテンツ提供者は、
地上波放送コンテンツ提供者又はケーブル放送コンテンツ提供者であり、前記第２コンテ
ンツ提供者は、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者でありうる。
　一方、前記イベントが、前記他のデバイスを携帯したユーザが前記デバイスから予め設
定された距離内に近づく帰宅イベントである場合、前記再生ステップは、前記他のデバイ
スで第２画質で再生されていたコンテンツを前記デバイスで第１画質でシームレスに再生
することができる。
　このように、前記帰宅イベントである場合、前記再生ステップは、前記他のデバイスで
現在再生中であるコンテンツに対する情報を前記デバイスに送信するステップと、前記デ
バイスが前記コンテンツに対する情報を利用して、前記他のデバイスに対する第２コンテ
ンツ提供者と相異なる第１コンテンツ提供者から前記コンテンツを提供されるステップと
、前記提供されたコンテンツを前記他のデバイスで再生停止した部分から再生するステッ
プとを含むことができる。
　ここで、前記コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、前記デ
バイスは、ＴＶで、前記他のデバイスは、携帯電話であり、前記第１コンテンツ提供者は
、地上波放送コンテンツ提供者又はケーブル放送コンテンツ提供者であり、前記第２コン
テンツ提供者は、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者でありうる。
【０００９】
　一方、前記再生ステップは、前記デバイス又は前記他のデバイスが再生されていたコン
テンツの中で再生停止した地点以後から相手側デバイスに送信して、前記相手側デバイス
がシームレスに再生するように処理することができる。
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　一方、前記イベントが、前記デバイスが前記コンテンツ再生中にパワー・オフされるイ
ベントであると、前記再生ステップは、前記デバイスでパワー・オフされた時点以後のコ
ンテンツが前記他のデバイスでシームレスに再生されるように処理することができる。
　これに対し、前記イベントが、前記他のデバイスが前記コンテンツ再生中にパワー・オ
フされるイベントであると、前記再生ステップは、前記他のデバイスでパワー・オフされ
た時点以後のコンテンツが前記デバイスでシームレスに再生されるように処理することが
できる。
　一方、前記再生ステップは、ブックマーク設定部分又は未再生部分からシームレス再生
がなされることができる。
【００１０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、ディスプレイ装置は、
再生されたコンテンツを表示するディスプレイと、前記ディスプレイにおいて前記コンテ
ンツが表示される途中に携帯型端末装置との距離が予め設定された距離を超えるか、又は
ターン・オフ命令が入力されると、前記携帯型端末装置で前記コンテンツをシームレスに
再生できるように処理する制御部とを備える。
【００１１】
　ここで、前記ディスプレイは、第１画質の第１コンテンツを表示し、前記制御部は、前
記第１コンテンツに対する情報及び前記第１コンテンツのうち少なくとも一つを前記携帯
型端末装置側に送信して、前記携帯型端末装置が前記第１コンテンツと同じ内容の第２画
質の第２コンテンツをシームレスに再生できるようにすることができる。
　また、前記制御部は、ユーザが設定したブックマーク情報又は再生されない部分に対す
る情報を前記携帯型端末装置に送信して、前記携帯型端末装置が、ブックマークされた地
点又は再生停止した地点のコンテンツ部分から前記第２コンテンツをシームレスに再生で
きるようにすることができる。
　ここで、前記コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、前記第
１コンテンツは、地上波放送コンテンツ提供者又はケーブル放送コンテンツ提供者から提
供され、前記第２コンテンツは、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者から提供されることであり
うる。
【００１２】
　一方、前記制御部は、前記携帯型端末装置において第２画質の第２コンテンツが再生さ
れる途中に前記携帯型端末装置が前記距離以内に接近するか、又は前記携帯型端末装置が
ターン・オフすると、前記第２コンテンツに対する情報及び前記第２コンテンツのうち少
なくとも一つを前記携帯型端末装置から受信して、前記第２コンテンツと同じ内容の第１
画質の第１コンテンツをシームレスに再生することができる。
　一方、前記制御部は、前記携帯型端末装置からブックマーク情報又は再生されない部分
に対する情報を受信して、ブックマークされた地点又は再生停止したコンテンツ地点から
前記第１コンテンツをシームレスに再生できることもできる。
　一方、前記第２コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、前記
第１コンテンツは、地上波放送コンテンツ提供者又はケーブル放送コンテンツ提供者から
提供され、前記第２コンテンツは、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者から提供されることであ
りうる。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、携帯型端末装置は、タ
ッチスクリーンと、コンテンツをディスプレイしていたディスプレイ装置との距離が予め
設定された距離を超えるか、又は前記ディスプレイ装置がターン・オフ命令が入力される
と、前記タッチスクリーンを介して前記コンテンツをシームレスに再生する制御部とを備
えることができる。
【００１４】
　ここで、前記制御部は、前記ディスプレイ装置で再生されていた第１画質の第１コンテ
ンツに対する情報及び前記第１コンテンツのうち少なくとも一つを受信して、前記タッチ
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スクリーンを介して前記第１コンテンツと同じ内容の第２画質の第２コンテンツをシーム
レスに再生することができる。
　また、前記制御部は、ユーザが設定したブックマーク情報又は再生されない部分に対す
る情報を前記ディスプレイ装置から受信して、ブックマークされた地点又は再生停止した
地点のコンテンツ部分から前記第２コンテンツをシームレスに再生できる。
　ここで、前記第１コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、前
記第２コンテンツは、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者から提供されることでありうる。
【００１５】
　一方、前記制御部は、前記タッチスクリーンで第２画質の第２コンテンツが表示される
途中に前記ディスプレイ装置から前記予め設定された距離以内に接近するか、又はターン
・オフ命令が入力されると、前記第２コンテンツに対する情報及び前記第２コンテンツの
うち少なくとも一つを前記ディスプレイ装置に送信して、前記ディスプレイ装置が前記第
２コンテンツと同じ内容の第１画質の第１コンテンツをシームレスに再生できるようにす
ることができる。
　そして、前記制御部は、前記ディスプレイ装置にブックマーク情報又は再生されない部
分に対する情報を送信し、前記ディスプレイ装置がブックマークされる地点又は再生停止
したコンテンツ地点から前記第１コンテンツをシームレスに再生できるようにすることが
できる。
　そして、前記第２コンテンツに対する情報は、チャネル情報又はＥＰＧ情報であり、前
記第２コンテンツは、ＤＭＢ放送コンテンツ提供者から提供されることでありうる。
　一方、前記タッチスクリーンは、前記コンテンツに対するシームレス再生有無を問い合
わせるメッセージを表示し、前記制御部は、前記タッチスクリーンを介して前記シームレ
ス再生を受諾するユーザ命令が入力されると、前記コンテンツをシームレスに再生できる
。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように本発明によれば、複数のデバイスの間でコンテンツを効果的にシー
ムレスに再生して、ユーザの便宜性を増大させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明が適用可能なネットワークを示す図である。
【図２】ユーザが外出した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図３】ユーザが外出した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図４】ユーザが外出した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図５】ユーザが外出した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図６】ＴＶがターン・オフされる場合の連続再生の説明に提供される図である。
【図７】ユーザが帰宅した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図８】ユーザが帰宅した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図９】ユーザが帰宅した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図１０】ユーザが帰宅した場合における連続再生の説明に提供される図である。
【図１１】放送情報を放送と共に提供されるメタデータで具現した場合の説明に提供され
る図である。
【図１２】放送情報を放送と共に提供されるＥＰＧ情報で具現した場合の説明に提供され
る図である。
【図１３】放送情報を放送と共にディスプレイされる放送社ロゴで具現した場合の説明に
提供される図である。
【図１４】ＴＶにディスプレイされた放送画面の一方の隅に放送社ロゴが現れた状況を示
す図である。
【図１５】携帯電話にディスプレイされた放送画面の一方の隅に放送社ロゴが現れた状況
を示す図である。
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【図１６】連続再生を問い合わせるために提供するＧＵＩを例示した図である。
【図１７】連続再生を問い合わせるために提供するＧＵＩを例示した図である。
【図１８】ネットワークを構成するデバイスの詳細構成を示すブロック図である。
【図１９】ネットワークを構成するデバイスの詳細構成を示すブロック図である。
【図２０】ネットワークを構成するデバイスの詳細構成を示すブロック図である。
【図２１】ネットワークを構成するデバイスの詳細構成を示すブロック図である。
【図２２】モバイルコンテンツで鑑賞しない部分をプレミアムコンテンツで連続再生する
過程の説明に提供される図である。
【図２３】ユーザによりモバイルコンテンツの特定地点にブックマークが設定された結果
を表した携帯電話を示す図である。
【図２４】プレミアムコンテンツで連続再生を問い合わせるためのＧＵＩを示す図である
。
【図２５】特定区間に対してブックマークが設定された結果を示す図である。
【図２６】モバイルコンテンツで鑑賞していた再度見たい部分をプレミアムコンテンツで
再度再生する過程の説明に提供される図である。
【図２７】ＭＭＳで一部のみを受信したモバイルコンテンツをプレミアムコンテンツで再
度再生する過程の説明に提供される図である。
【図２８】広告用に一部受信したモバイルコンテンツの全てをプレミアムコンテンツで再
度再生する過程の説明に提供される図である。
【図２９】ＴＶの詳細ブロック図である。
【図３０】携帯電話の詳細ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
【００１９】
＜１．ネットワークシステム構成＞
　図１は、本発明の多様な実施の形態が適用可能なネットワークシステムを示す図である
。図１に示すように、ネットワークシステムは、ＴＶ１１０、ホームサーバ１２０、ＡＰ
（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）１３０、携帯電話１４０、インターネットＩ及び移動通信
網Ｍが相互通信できるように接続されて構築される。
【００２０】
　図１のネットワークシステムに含まれた各デバイスは、ホームサーバ１２０を中心に通
信できるように接続されている。具体的に説明すると、ホームサーバ１２０は、
　１）ＴＶ１１０及びＡＰ１３０と直接接続されて通信可能であり、
　２）ＡＰ１３０を介して携帯電話１４０と通信可能であり、
　３）インターネットＩと移動通信網Ｍとを介しても携帯電話１４０と通信可能であり、
かつ
　４）「ＴＶ１１０とＡＰ１３０相互間の通信」及び「インターネットＩと移動通信網Ｍ
とを介してＴＶ１１０と携帯電話１４０相互間の通信」を中継する。
　図１に示すネットワークシステムでは、下記のように多様な状況下で連続再生（Ｓｅａ
ｍｌｅｓｓ　Ｐｌａｙ：途切れのない再生）が可能である。以下、詳細に説明する。
【００２１】
＜２．ユーザが外出した場合の連続再生＞
＜２－１．リアルタイム放送再生＞
　図２は、ユーザがＴＶ１１０を介して放送コンテンツを視聴する途中に携帯電話１４０
を携帯した状態で外出する場合に行われる連続再生の説明に提供される図である。
　図２に示すように、放送再生が始まると（Ｓ２０５）、ＴＶ１１０は、ホームサーバ１
２０に「放送再生報知」メッセージを送信する（Ｓ２１０）。すると、ＴＶ１１０は、ス
テップＳ２１０にて受信した「放送再生報知」メッセージをＡＰ１３０に伝達する（Ｓ２
１５）。
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【００２２】
　ステップＳ２１５にて「放送再生報知」メッセージを受信したＡＰ１３０は、スキャン
を介して携帯電話１４０を探索し接続を設定する（Ｓ２２０）。そして、ＡＰ１３０は、
携帯電話１４０と自身との距離を測定する（Ｓ２２５）。
　ステップＳ２２５での距離測定は、周期的に行われるが、周期を極めて短くする場合に
は、ほとんどリアルタイムでなされることができる。
　ステップＳ２２５にて測定された距離が予め設定された距離を超過すると（Ｓ２３０－
Ｙ）、ＡＰ１３０は、「ユーザ外出」メッセージをホームサーバ１２０に送信する（Ｓ２
３５）。ステップＳ２３０での既設定された距離は、携帯電話１４０がユーザにより携帯
されて家の外に行ったと推定される距離に既設定される。
　ホームサーバ１２０は、ステップＳ２３５にて受信した「ユーザ外出」メッセージをＴ
Ｖ１１０に伝達する（Ｓ２４０）。
　ステップＳ２４０にて「ユーザ外出」メッセージを受信したＴＶ１１０は、「連続再生
問い合わせ」メッセージを生成してホームサーバ１２０に送信し（Ｓ２４５）、ホームサ
ーバ１２０は、受信した「連続再生問い合わせ」メッセージをインターネットＩと移動通
信網Ｍとを介して携帯電話１４０に伝達する（Ｓ２５０）。
【００２３】
　以後、ホームサーバ１２０がインターネットＩと移動通信網Ｍとを介して携帯電話１４
０から「連続再生要請」メッセージを受信すると（Ｓ２５５）、ホームサーバ１２０は、
受信した「連続再生要請」メッセージをＴＶ１１０に伝達する（Ｓ２６０）。
　「連続再生要請」メッセージは、「連続再生問い合わせ」メッセージに対する応答であ
って、ユーザが携帯電話１４０から提供されるＧＵＩを介して連続再生を命令した場合、
携帯電話１４０が生成するメッセージである。
【００２４】
　ステップＳ２６０にて「連続再生要請」メッセージを受信したＴＶ１１０は、現在再生
中である放送に対する情報が収録された「放送情報」メッセージを生成してホームサーバ
１２０に送信し（Ｓ２６５）、ホームサーバ１２０は、受信した「放送情報」メッセージ
をインターネットＩと移動通信網Ｍとを介して携帯電話１４０に伝達する（Ｓ２７０）。
　ＴＶ１１０で現在再生中である放送に対する情報は、１）放送チャネル、２）放送タイ
トル、３）回数（シーズン）及び４）現在再生時点のうち少なくとも一つが含まれること
ができる。
【００２５】
　携帯電話１４０は、ステップＳ２７０にて受信した「放送情報」メッセージに基づいて
、ＴＶ１１０を介して再生中である放送（すなわち、ユーザが外出前に視聴した放送）を
把握する（Ｓ２７５）。
　そして、携帯電話１４０は、ステップＳ２７５にて把握された放送と同じ内容のＤＭＢ
放送を選局して受信し、受信されたＤＭＢ放送を再生する（Ｓ２８０）。
　これにより、ユーザは、外出前に視聴していた放送を外出後にも視聴できるようになる
。
【００２６】
　一方、上述した実施の形態では、ＡＰが自分と携帯電話との距離を測定して、外出又は
復帰如何を決定したかの様に示したが、ＡＰとＴＶの位置は、ほとんど固定的に維持され
うるので、ＡＰで算出される距離は、結局ＴＶと携帯電話との間の距離と見なすこともで
きる。したがって、ＡＰ－携帯電話間の距離変化に応じて外出又は復帰如何を判断するこ
とは、結局、ＴＶ－携帯電話間の距離変化によって判断することと同じであると見なすこ
とができる。
　又は、ＡＰ及びＴＶ間の距離を予め設定しておいて、ＡＰ及び携帯電話間の実際距離に
設定された距離を加算して全体距離を計算した後、その結果に基づいて外出又は復帰如何
を判断することもできる。
【００２７】
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＜２－２．遅延された録画放送再生＞
　図３は、ユーザがＴＶ１１０を介して放送コンテンツを視聴する途中に携帯電話１４０
を携帯した状態で外出する場合に行われる、さらに他の連続再生の説明に提供される図で
ある。
　図３に示すステップＳ３０５～Ｓ３４０についての詳細な説明は、図２に示すステップ
Ｓ２０５～Ｓ２４０についての詳細な説明と同一なので、以下では、ステップＳ３４２か
ら説明する。
【００２８】
　ステップＳ３４０にて「ユーザ外出」メッセージを受信したＴＶ１１０は、現在再生中
である放送に対する録画を始める（Ｓ３４２）。以後に行われるステップＳ３４５～Ｓ３
６０についての詳細な説明は、図２に示すステップＳ２４５～Ｓ２６０についての詳細な
説明と同一なので、以下では、ステップＳ３６５から説明する。
　ステップＳ３６０にて「連続再生要請」メッセージを受信したＴＶ１１０は、ステップ
Ｓ３４２から録画している放送をホームサーバ１２０に送信し（Ｓ３６５）、ホームサー
バ１２０は、受信した録画放送をインターネットＩと移動通信網Ｍとを介して携帯電話１
４０に伝達する（Ｓ３７０）。
　すると、携帯電話１４０は、ステップＳ３７０にて受信される録画放送を再生する（Ｓ
３８０）。
【００２９】
　これにより、ユーザは、外出前に視聴していた放送を外出後にも視聴可能であることは
もちろん、「連続再生要請した時点から携帯電話１４０に放送が再生されるまで放送され
た部分」に対してももれなく視聴可能になる。
　一方、本実施の形態では、ＴＶ１１０が放送録画を行うと想定したが、ＴＶ１１０の代
わりにホームサーバ１２０が放送録画を行うことでも具現可能である。
【００３０】
＜２－３．ＴＶに格納されたコンテンツの再生＞
　図４は、ユーザがＴＶ１１０に格納されたコンテンツを視聴する途中に携帯電話１４０
を携帯した状態で外出する場合に行われる、さらに他の連続再生の説明に提供される図で
ある。
　図４に示すステップＳ４０５～Ｓ４４０では、「ＴＶ１１０に格納されたコンテンツを
再生」することを想定していることに対し、図２に示すステップＳ２０５～Ｓ２４０では
、「ＴＶ１１０に受信される放送を再生」することを想定している。
　この点を除いて、図４に示すステップＳ４０５～Ｓ４４０についての詳細な説明は、図
２に示すステップＳ２０５～Ｓ２４０についての詳細な説明と同一なので、以下では、ス
テップＳ４４２から説明する。
【００３１】
　ステップＳ４４０にて「ユーザ外出」メッセージを受信したＴＶ１１０は、現在の再生
地点を格納する（Ｓ４４２）。以後に行われるステップＳ４４５～Ｓ４６０についての詳
細な説明は、図２に示すステップＳ２４５～Ｓ２６０についての詳細な説明と同一なので
、以下では、ステップＳ４６５から説明する。
　Ｓ４６０にて「連続再生要請」メッセージを受信したＴＶ１１０は、格納されたコンテ
ンツをホームサーバ１２０に送信するものの、ステップＳ４４２にて格納された再生地点
から送信する（Ｓ４６５）。ホームサーバ１２０は、ステップＳ４６５にて受信されるコ
ンテンツをインターネットＩと移動通信網Ｍとを介して携帯電話１４０に伝達する（Ｓ４
７０）。
　すると、携帯電話１４０は、ステップＳ４７０にて受信されるコンテンツを再生する（
Ｓ４８０）。
　これにより、ユーザは、外出前に視聴していたコンテンツを外出後にも連続して視聴で
きるようになる。
【００３２】
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＜２－４．ホームサーバに格納されたコンテンツの再生＞
　図５は、ユーザがホームサーバ１２０に格納されたコンテンツを視聴する途中に携帯電
話１４０を携帯した状態で外出する場合に行われる、さらに他の連続再生の説明に提供さ
れる図である。
　図５に示すように、まずＴＶ１１０は、ユーザが選択したコンテンツをホームサーバ１
２０に要請するための「コンテンツ要請」メッセージを送信し（Ｓ５０１）、これに対す
る応答としてホームサーバ１２０からユーザが選択したコンテンツを受信する（Ｓ５０３
）。
　以後に行われるステップＳ５０５～Ｓ５６０についての詳細な説明は、図４に示すステ
ップＳ４０５～Ｓ４６０についての詳細な説明から類推可能なので、以下では、ステップ
Ｓ５６５から説明する。
【００３３】
　Ｓ５６０にて「連続再生要請」メッセージを受信したＴＶ１１０は、ステップＳ５４２
にて格納された再生地点に対する情報をホームサーバ１２０に送信する（Ｓ５６５）。
　すると、ホームサーバ１２０は、コンテンツをインターネットＩと移動通信網Ｍとを介
して携帯電話１４０に送信するものの、ステップＳ５６５にて受信した再生地点から送信
する（Ｓ５７０）。
　すると、携帯電話１４０は、ステップＳ５７０にて受信されるコンテンツを再生する（
Ｓ５８０）。
　これにより、ユーザは、外出前に視聴していたコンテンツを外出後にも連続して視聴で
きるようになる。
【００３４】
＜３．ＴＶがパワー・オフ状態になる場合の連続再生＞
　図６は、ユーザがＴＶ１１０を介して放送又はコンテンツを視聴する途中に外出するた
めに、ＴＶ１１０をパワー・オフ命令した場合に行われる連続再生の説明に提供される図
である。
　図６に示すように、放送又はコンテンツの再生中に（Ｓ６１０）、ＴＶ１１０に対する
パワー・オフ命令がユーザから入力されると（Ｓ６２０－Ｙ）、ステップＳ６３０が行わ
れる。
【００３５】
　具体的に説明すると、
　１）リアルタイム放送再生の場合、ステップＳ６２０では、図２のステップＳ２４５～
Ｓ２８０が行われ、
　２）遅れた録画放送再生の場合、ステップＳ６２０では、図３のステップＳ３４２～Ｓ
３８０が行われ、
　３）ＴＶに格納されたコンテンツ再生の場合、ステップＳ６２０では、図４のステップ
Ｓ４４２～Ｓ４８０が行われ、
　４）ホームサーバに格納されたコンテンツ再生の場合、ステップＳ６２０では、図５の
ステップＳ５４２～Ｓ５８０が行われる。
　ステップＳ６２０にて行われる他の図面に示されたステップは、予め説明したので省略
する。
　これにより、ユーザは、ＴＶ１１０をパワー・オフ命令した場合にも、携帯電話１４０
を介してＴＶ１１０で視聴していた放送又はコンテンツを連続して視聴できるようになる
。
【００３６】
＜４．ユーザが帰宅した場合の連続再生＞
＜４－１．リアルタイム放送再生＞
　図７は、図２に示す方法によりユーザが携帯電話１４０を介してリアルタイム放送を視
聴する途中に帰宅する場合に行われる連続再生の説明に提供される図である。
　図７に示すように、携帯電話１４０を介してリアルタイム放送が再生されるうちに（Ｓ
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７０５）、携帯電話１４０とＡＰ１３０との間に通信接続が設定されると（Ｓ７１０）、
ＡＰ１３０は、携帯電話１４０と自身との距離を測定する（Ｓ７１５）。
　携帯電話１４０とＡＰ１３０との間に通信接続が設定される時点は、携帯電話１４０を
携帯したユーザが家の近くに到着した時点である。
【００３７】
　一方、ステップＳ７１５での距離測定は、周期的に行われるが、周期を極めて短くする
場合には、ほとんどリアルタイムでなされることができる。
　ステップＳ７１５にて測定された距離が予め設定された距離以下であると（Ｓ７２０－
Ｙ）、ＡＰ１３０は、「ユーザ帰宅」メッセージをホームサーバ１２０に送信する（Ｓ７
２５）。ステップＳ７２０での予め設定された距離は、携帯電話１４０を携帯しているユ
ーザが家の中へ入ったと推定される距離に既設定される。
　ホームサーバ１２０は、ステップＳ７２５を介してＡＰ１３０から受信した「ユーザ帰
宅」メッセージをＴＶ１１０に伝達する（Ｓ７３０）。
【００３８】
　以後、ホームサーバ１２０がＴＶ１１０から「連続再生要請」メッセージを受信すると
（Ｓ７３５）、ホームサーバ１２０は、受信した「連続再生要請」メッセージをＡＰ１３
０に伝達する（Ｓ７４０）。すると、ＡＰ１３０は、ステップＳ７４０にて受信した「連
続再生要請」メッセージを携帯電話１４０に伝達する（Ｓ７４５）。
　ステップＳ７４５にて「連続再生要請」メッセージを受信した携帯電話１４０は、現在
再生中である放送に対する情報が収録された「放送情報」メッセージを生成して、ＡＰ１
３０に送信する（Ｓ７５０）。
　すると、ＡＰ１３０は、ステップＳ７５０にて受信した「放送情報」メッセージをホー
ムサーバ１２０で伝達し（Ｓ７５５）、ホームサーバ１２０は、ステップＳ７５５にて受
信した「放送情報」メッセージをＴＶ１１０に伝達する（Ｓ７６０）。
【００３９】
　携帯電話１４０で現在再生中である放送に対する情報は、１）放送チャネル、２）放送
タイトル、３）回数（シーズン）及び４）現在再生時点のうち少なくとも一つが含まれる
ことができる。
　ＴＶ１１０は、ステップＳ７６０にて受信した「放送情報」メッセージに基づいて、携
帯電話１４０を介して再生中である放送（すなわち、ユーザが帰宅前に視聴した放送）を
把握する（Ｓ７６５）。
　そして、ＴＶ１１０は、ステップＳ７６５にて把握された放送と同じ内容の地上波放送
又はケーブル放送を選局して受信し、受信された放送を再生する（Ｓ７７０）。
　これにより、ユーザは、帰宅前に携帯電話１４０を介してリアルタイムで視聴していた
放送を帰宅後にＴＶ１１０を介して大型画面で連続して視聴できるようになる。
【００４０】
＜４－２．遅延された録画放送再生＞
　図８は、図３に示す方法によりユーザが携帯電話１４０を介してＴＶ１１０に録画され
た放送を遅延視聴する途中に帰宅する場合に行われる連続再生の説明に提供される図であ
る。
　図８に示すステップＳ８０５～Ｓ８４５では、「ＴＶ１１０に録画された放送を遅延再
生」することを想定していることに対し、図７に示すステップＳ７０５～Ｓ７４５では、
「ＴＶ１１０に受信される放送をリアルタイム再生」することを想定している。
　この点を除いて、図８に示すステップＳ８０５～Ｓ８４５についての詳細な説明は、図
７に示すステップＳ７０５～Ｓ７４５についての詳細な説明と同一なので、以下では、ス
テップＳ８５０から説明する。
【００４１】
　ステップＳ８４５にて「連続再生要請」メッセージを受信した携帯電話１４０は、現在
再生中である録画放送の再生時点に対する情報が収録された「録画放送再生時点」メッセ
ージを生成してＡＰ１３０に送信する（Ｓ８５０）。
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　すると、ＡＰ１３０は、ステップＳ８５０にて受信した「録画放送再生時点」メッセー
ジをホームサーバ１２０に伝達し（Ｓ８５５）、ホームサーバ１２０は、ステップＳ８５
５にて受信した「録画放送再生時点」メッセージをＴＶ１１０に伝達する（Ｓ８６０）。
　すると、ＴＶ１１０は、自分に格納されている録画放送を再生するものの、ステップＳ
８６０にて受信した録画放送再生時点から再生する（Ｓ８７０）。
　これにより、ユーザは、帰宅前に携帯電話１４０を介して視聴していた録画放送を帰宅
後にＴＶ１１０を介して大型画面で連続して視聴できるようになる。
【００４２】
＜４－３．ＴＶに格納されたコンテンツ再生＞
　図９は、図４に示す方法によりユーザが携帯電話１４０を介してＴＶ１１０に格納され
たコンテンツを視聴する途中に帰宅する場合に行われる連続再生の説明に提供される図で
ある。
　図９に示すステップＳ９０５～Ｓ９４５では、「ＴＶ１１０に格納されたコンテンツを
再生」することを想定していることに対し、図７に示すステップＳ７０５～Ｓ７４５では
、「ＴＶ１１０に受信される放送をリアルタイム再生」することを想定している。
　この点を除いて、図９に示すステップＳ９０５～Ｓ９４５についての詳細な説明は、図
７に示すステップＳ７０５～Ｓ７４５についての詳細な説明と同一なので、以下では、ス
テップＳ９５０から説明する。
【００４３】
　ステップＳ９４５にて「連続再生要請」メッセージを受信した携帯電話１４０は、現在
再生中であるコンテンツの再生時点に対する情報が収録された「コンテンツ再生時点」メ
ッセージを生成してＡＰ１３０に送信する（Ｓ９５０）。
　すると、ＡＰ１３０は、ステップＳ９５０にて受信した「コンテンツ再生時点」メッセ
ージをホームサーバ１２０に伝達し（Ｓ９５５）、ホームサーバ１２０は、ステップＳ９
５５にて受信した「コンテンツ再生時点」メッセージをＴＶ１１０に伝達する（Ｓ９６０
）。
　すると、ＴＶ１１０は、自分に格納されているコンテンツを再生するものの、ステップ
Ｓ９６０にて受信したコンテンツ再生時点から再生する（Ｓ９７０）。
　これにより、ユーザは、帰宅前に携帯電話１４０を介して視聴していたコンテンツを帰
宅後にＴＶ１１０を介して大型画面で連続して視聴できるようになる。
【００４４】
＜４－４．ＴＶに格納されたコンテンツの再生＞
　図１０は、図５に示す方法によりユーザが携帯電話１４０を介してホームサーバ１２０
に格納されたコンテンツを視聴する途中に帰宅する場合に行われる連続再生の説明に提供
される図である。
　図１０に示すステップＳ１００５～Ｓ１０７０では、「ホームサーバ１２０に格納され
たコンテンツを再生」することを想定していることに対し、図９に示すステップＳ９０５
～Ｓ９７０では、「ＴＶ１１０に格納されたコンテンツを再生」することを想定している
。
　この点を除いて、図１０に示す連続再生方法についての詳細な説明は、図９に示す連続
再生方法についての詳細な説明と同一なので、省略する。
【００４５】
＜５．放送情報＞
　図２では、連続再生のために、ＴＶ１１０で現在再生中である放送に対する放送情報が
携帯電話１４０に伝達されると想定した。そして、図７では、連続再生のために、携帯電
話１４０で現在再生中である放送に対する放送情報がＴＶ１１０に伝達されると想定した
。
　以下では、、ＴＶ１１０と携帯電話１４０との間に伝達される放送情報についての詳細
に説明する。
【００４６】
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＜５－１．メタデータ＞
　「放送情報」は、放送と共に提供される「メタデータ」で具現できるが、以下、図１１
に示すネットワークを参照して具体的に説明する。
　図１１に示すネットワークにおいて、コンテンツ提供者－１　１０は、ＴＶ１１０に放
送を提供するとき、「携帯電話１４０がコンテンツ提供者－２　２０から同じ放送を提供
されうるチャネルに対する情報」をメタデータの形態で共に提供する。
　例えば、コンテンツ提供者－１　１０は、ＴＶ１１０にＳ－放送を提供するが、このＳ
－放送は、コンテンツ提供者－２　２０から携帯電話１４０に２０番チャネルを介して提
供されると仮定すると、コンテンツ提供者－１　１０は、ＴＶ１１０に「チャネル２０」
をメタデータの形態で共に提供する。
　これにより、図２のステップＳ２６０で連続再生要請を受信したＴＶ１１０は、「携帯
電話１４０で同じ放送を提供されうるチャネル」に対する情報を携帯電話１４０に伝達す
る（Ｓ２６５及びＳ２７０）。
【００４７】
　携帯電話１４０は、ステップＳ２７０にて受信したチャネル情報を参照して、コンテン
ツ提供者－２　２０から放送を選局して受信及び再生するようになる。
　一方、図１１に示すネットワークで、コンテンツ提供者－２　２０も携帯電話１４０に
放送を提供するとき、「ＴＶ１１０がコンテンツ提供者－１　１０から同じ放送を提供さ
れうるチャネルに対する情報」をメタデータの形態で共に提供する。
　例えば、コンテンツ提供者－２　２０は、携帯電話１４０にＳ－放送を提供するが、こ
のＳ－放送は、コンテンツ提供者－１　１０からＴＶ１１０に１０番チャネルを介して提
供されると仮定すると、コンテンツ提供者－２　２０は、携帯電話１４０に「チャネル１
０」をメタデータの形態で共に提供する。
【００４８】
　これにより、図７のステップＳ７４５にて連続再生要請を受信した携帯電話１４０は、
「ＴＶ１１０で同じ放送を提供されうるチャネルに対する情報」をＴＶ１１０に伝達する
（Ｓ７５０～Ｓ７６０）。
　ＴＶ１１０は、ステップＳ７６０にて受信したチャネル情報を参照して、コンテンツ提
供者－１　１０から放送を選局して、受信及び再生するようになる。
　一方、図１１においてＴＶ１１０に放送を提供するコンテンツ提供者－１　１０と携帯
電話１４０に放送を提供するコンテンツ提供者－２　２０とを別個に具現したが、これら
を一つに統合して具現しうることはもちろんである。
【００４９】
＜５－２．ＥＰＧ情報＞
　「放送情報」は、放送と共に提供される「ＥＰＧ情報」で具現できるが、以下、図１２
に示すネットワークを参照して具体的に説明する。
　図１２に示すネットワークにおいて、コンテンツ提供者－１　１０は、ＴＶ１１０に放
送を提供し、ＥＰＧ提供者－１　１５は、ＴＶ１１０が提供されている放送に対するＥＰ
Ｇ情報を提供する。コンテンツ提供者－１　１０とＥＰＧ提供者－１　１５とは、同じ提
供者に所属されることができ、この場合、両者を統合することが可能である。
【００５０】
　「ＴＶ１１０が提供されいる放送に対するＥＰＧ情報」には、「コンテンツ提供者－２
　２０が提供する同じ放送に対する情報」が含まれている。
　これにより、図２のステップＳ２６０で連続再生要請を受信したＴＶ１１０は、ＥＰＧ
情報を携帯電話１４０に伝達する（Ｓ２６５及びＳ２７０）。
　すると、携帯電話１４０は、ステップＳ２７０にて受信したＥＰＧ情報から「コンテン
ツ提供者－２　２０が提供する同じ放送に対する情報」を抽出して、コンテンツ提供者－
２　２０から放送を選局して受信及び再生するようになる。
　一方、ＥＰＧ情報は、ユーザの要請がある時のみにＥＰＧ提供者－１　１５からＴＶ１
１０に提供されるか、又はユーザの要請がなくても自動的に提供されることと具現できる
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。
【００５１】
　また、「ＴＶ１１０が提供されいる放送に対するＥＰＧ情報」に「コンテンツ提供者－
２　２０が提供する同じ放送に対する情報」が含まれていることではなく、別途の情報提
供者（図示せず）が「コンテンツ提供者－２　２０が提供する同じ放送に対するＥＰＧ情
報」をＴＶ１１０に提供することで具現することも可能であることはもちろんである。
　そして、図２のステップＳ２６５及びＳ２７０にて、ＴＶ１１０は、ＥＰＧ情報のうち
、「コンテンツ提供者－２　２０が提供する同じ放送に対する情報」のみを携帯電話１４
０に伝達することで具現することも可能である。
　一方、図１２に示すネットワークにおいて、コンテンツ提供者－２　２０は、携帯電話
１４０に放送を提供し、ＥＰＧ提供者－２　２５は、携帯電話１４０が提供されている放
送に対するＥＰＧ情報を提供する。コンテンツ提供者－２　２０とＥＰＧ提供者－２　２
５とは、同じ提供者に所属されることができ、この場合、両者を統合することが可能であ
る。
【００５２】
　「携帯電話１４０が提供されている放送に対するＥＰＧ情報」には、「コンテンツ提供
者－１　１０が提供する同じ放送に対する情報」が含まれている。
　これにより、図７のステップＳ７４５にて連続再生要請を受信した携帯電話１４０は、
ＥＰＧ情報をＴＶ１１０に伝達する（Ｓ７５０～Ｓ７６０）。
　すると、ＴＶ１１０は、ステップＳ７６０にて受信したＥＰＧ情報から「コンテンツ提
供者－１　１０が提供する同じ放送に対する情報」を抽出して、コンテンツ提供者－１　
１０から放送を選局して受信及び再生するようになる。
　一方、ＥＰＧ情報は、ユーザの要請がある時のみにＥＰＧ提供者－２　２５から携帯電
話１４０に提供されるか、又は、ユーザの要請がなくても自動的に提供されることと具現
できる。
【００５３】
　また、「携帯電話１４０が提供されている放送に対するＥＰＧ情報」に「コンテンツ提
供者－１　１０が提供する同じ放送に対する情報」が含まれていることではなく、別途の
情報提供者（図示せず）が「コンテンツ提供者－１　１０が提供する同じ放送に対するＥ
ＰＧ情報」を携帯電話１４０に提供することで具現することも可能であることはもちろん
である。
　そして、図７のステップＳ７５０～Ｓ７６０において、携帯電話１４０は、ＥＰＧ情報
のうち、「コンテンツ提供者－１　１０が提供する同じ放送に対する情報」のみをＴＶ１
１０に伝達することで具現することも可能である。
【００５４】
＜５－３．放送社ロゴ（ｌｏｇｏ）＞
　「放送情報」は、放送と共にディスプレイされる「放送社ロゴ」で具現できるところ、
以下、図１３～図１５を参照して具体的に説明する。
　図１４に示すように、ＴＶ１１０で放送をディスプレイする場合、放送画面の一方の隅
には、放送社ロゴが現れる。ＴＶ１１０は、放送画面に現れた放送社ロゴを認識すること
ができる。そして、ＴＶ１１０は、認識した放送社ロゴを情報提供者－１　１７に送信し
て「携帯電話１４０に提供される放送のうち、認識されたロゴを使用する放送社が提供す
る放送に対する情報」を提供されることができる。
　これにより、図２のステップＳ２６０にて連続再生要請を受信したＴＶ１１０は、「認
識されたロゴを使用する放送社が携帯電話１４０に提供する放送」に対する情報を携帯電
話１４０に伝達する（Ｓ２６５及びＳ２７０）。
　すると、携帯電話１４０は、ステップＳ２７０にて受信した情報を基に、コンテンツ提
供者－２　２０から放送を選局して受信及び再生するようになる。
【００５５】
　一方、図２のステップＳ２６５及びＳ２７０にてＴＶ１１０は、認識した放送社ロゴに
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対する情報を携帯電話１４０に提供し、携帯電話１４０は、放送社ロゴに対する情報をコ
ンテンツ提供者－２　２０に伝達して、伝達したロゴを使用する放送社の放送を直に受信
するように具現することも可能である。
　それだけでなく、携帯電話１４０は、放送社ロゴに対する情報をコンテンツ提供者－２
　２０ではない情報提供者－２２７に伝達して、伝達したロゴを使用する放送社の放送に
対する情報を提供され、提供された情報を利用してコンテンツ提供者－２　２０から放送
を受信するように具現することも可能である。
【００５６】
　一方、図１５に示すように、携帯電話１４０で放送をディスプレイする場合、放送画面
の一方の隅には、放送社ロゴが現れる。携帯電話１４０は、放送画面に現れた放送社ロゴ
を認識することができる。そして、携帯電話１４０は、認識した放送社ロゴを情報提供者
－２２７に送信して、「ＴＶ１１０に提供される放送のうち、認識されたロゴを使用する
放送社が提供する放送に対する情報」を提供されることができる。
　これにより、図７のステップＳ７４５にて連続再生要請を受信した携帯電話１４０は、
「認識されたロゴを使用する放送社がＴＶ１１０に提供する放送に対する情報」をＴＶ１
１０に伝達する（Ｓ７５０～Ｓ７６０）。
　すると、ＴＶ１１０は、ステップＳ７６０にて受信した情報に基づいて、コンテンツ提
供者－１　１０から放送を選局して受信及び再生するようになる。
【００５７】
　一方、図７のステップＳ７５０～Ｓ７６０にて携帯電話１４０は、認識した放送社ロゴ
に対する情報をＴＶ１１０に提供し、ＴＶ１１０は、放送社ロゴに対する情報をコンテン
ツ提供者－１　１０に伝達して、伝達したロゴを使用する放送社の放送を直に受信するよ
うに具現することも可能である。
　それだけでなく、ＴＶ１１０が放送社ロゴに対する情報をコンテンツ提供者－１　１０
ではない情報提供者－１　１７に伝達して、伝達したロゴを使用する放送社の放送に対す
る情報を提供され、提供された情報を利用してコンテンツ提供者－１　１０から放送を受
信するように具現することも可能である。
【００５８】
＜６．ＧＵＩ＞
　図１６には、図２のステップＳ２５０、図３のステップＳ３５０、図４のステップＳ４
５０及び図５のステップＳ５５０にて「連続再生問い合わせ」メッセージを受信した携帯
電話１４０がユーザに連続再生を問い合わせるために提供するＧＵＩを例示した。
　そして、図１７には、図７のステップＳ７３０、図８のステップＳ８３０、図９のステ
ップＳ９３０及び図１０のステップＳ１０３０にて「ユーザ帰宅」メッセージを受信した
ＴＶ１１０がユーザに連続再生を問い合わせるために提供するＧＵＩを例示した。
【００５９】
＜７．ネットワークの変形＞
　図１に示すネットワークは、例示的なものに過ぎない。図示のネットワークは、他の方
式で具現可能である。
　例えば、ＴＶ１１０にホームサーバ１２０の機能を統合させ、ホームサーバ１２０を省
略することが可能である。この場合や図１に示す場合は、ＴＶ１１０と携帯電話１４０と
がＡＰ１３０を介してコンテンツ、メッセージ、その他の情報などを送受信するようにな
る。この場合は、ＴＶ１１０と携帯電話１４０とが基盤構造（Ｉｎｆｒａ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ）ネットワーク通信方式に従って通信するといえる。
　また、ＴＶ１１０と携帯電話１４０とがＡＰ１３０の中継無しで直接通信できるように
接続されて、ＴＶ１１０と携帯電話１４０との間にコンテンツ、メッセージ、その他の情
報などが直接送受信されるように具現可能である。この場合、ＴＶ１１０と携帯電話１４
０とは、アドホック（Ａｄ－ｈｏｃ）ネットワークを構成して、アドホックネットワーク
通信方式に従って通信しているといえる。
【００６０】
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＜８．ネットワークを構成するデバイスの詳細構成＞
＜８－１．ＴＶ＞
　図１８は、図１に示すＴＶ１１０の詳細ブロック図である。図１８に示すように、ＴＶ
１１０は、放送受信部１１１、ディスプレイ１１２、制御部１１３、格納部１１４及びネ
ットワークインターフェース１１５を備える。
　放送受信部１１１は、ＴＶ１１０本然の機能を担当するブロックであって、空中（Ａｉ
ｒ）、ケーブル、衛星などを介して放送を受信する。
　ディスプレイ１１２は、放送受信部１１１に受信された放送と前述したＧＵＩとがディ
スプレイされる。
【００６１】
　格納部１１４は、ＴＶ１１０の駆動に必要なプログラムとデータ及びコンテンツと録画
放送が格納される格納空間を提供する。
　ネットワークインターフェース１１５は、周辺のホームサーバ１２０と通信できるよう
に接続される。
　制御部１１３は、図２～図１０に示すステップのうち、ＴＶ１１０で行われるステップ
が行われるように、放送受信部１１１、ディスプレイ１１２、格納部１１４及びネットワ
ークインターフェース１１５を制御する。
【００６２】
＜８－２．ホームサーバ＞
　図１９は、図１に示すホームサーバ１２０の詳細ブロック図である。図１９に示すよう
に、ホームサーバ１２０は、ディスプレイ１２１、制御部１２２、格納部１２３及びネッ
トワークインターフェース１２４を備える。
　ディスプレイ１２１は、ホームサーバ１２０の動作状態、制御画面などをディスプレイ
する。
【００６３】
　格納部１２３は、ホームサーバ１２０の駆動に必要なプログラムとデータ及びコンテン
ツが格納される格納空間を提供する。
　ネットワークインターフェース１２４は、周辺のＴＶ１１０及びＡＰ１３０と通信でき
るように接続され、インターネットＩにアクセスする。
　制御部１２２は、図２～図１０に示すステップのうち、ホームサーバ１２０で行われる
ステップが行われるように、ディスプレイ１２１、格納部１２３及びネットワークインタ
ーフェース１２４を制御する。
【００６４】
＜８－３．ＡＰ＞
　図２０は、図１に示すＡＰ１３０の詳細ブロック図である。図２０に示すように、ＡＰ
１３０は、制御部１３１、格納部１３２及びネットワークインターフェース１３３を備え
る。
　格納部１３２は、ＡＰ１３０の駆動に必要なプログラムとデータとが格納される格納空
間を提供する。
　ネットワークインターフェース１３３は、周辺のホームサーバ１２０及び携帯電話１４
０と通信できるように接続される。
　制御部１３１は、図２～図１０に示すステップのうち、ＡＰ１３０で行われるステップ
が行われるように、格納部１３２及びネットワークインターフェース１３３を制御する。
【００６５】
＜８－４．携帯電話＞
　図２１は、図１に示す携帯電話１４０の詳細ブロック図である。図２１に示すように、
携帯電話１４０は、移動通信部１４１、タッチスクリーン１４２、制御部１４３、格納部
１４４及びネットワークインターフェース１４５を備える。
　移動通信部１４１は、携帯電話１４０本然の機能と付随的機能を担当するブロックであ
って、移動電話通話、ＳＭＳ、ＤＭＢ放送受信、撮影などを行う。
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　タッチスクリーン１４２は、移動通信部１４１の移動電話通話、ＳＭＳ提供に必要な画
面、ＤＭＢ放送、コンテンツ及び前述したＧＵＩがディスプレイされるディスプレイ手段
の機能と、タッチを介したユーザ命令を入力される手段の機能とを共に行う。
【００６６】
　格納部１１４は、携帯電話１４０の駆動に必要なプログラムとデータ及びコンテンツが
格納される格納空間を提供する。
　ネットワークインターフェース１４５は、周辺のＡＰ１３０と通信できるように接続さ
れる。
　制御部１４３は、図２～図１０に示すステップのうち、携帯電話１４０で行われるステ
ップが行われるように、移動通信部１４１、タッチスクリーン１４２、制御部１４３、格
納部１４４及びネットワークインターフェース１４５を制御する。
【００６７】
＜８－５．他のデバイス＞
　図１に示すネットワークは、例示的なものにすぎない。図１に示すものと異なる種類の
デバイスから構成されるネットワークの場合も、本発明が適用されうる。
【００６８】
＜９．コンテンツの変換＞
　上述した本発明の多様な実施の形態によれば、複数のデバイスの間でコンテンツの連続
再生がなされることができる。一方、各デバイスは、各々異なる特性を有することができ
る。すなわち、携帯電話やＰＤＡなどのような携帯型デバイスは、そのサイズの制約によ
り、ディスプレイ画面が小型で、信号変換チップもやはり多様に集積され難いという特性
がある。これに比べて、ＴＶやモニターのようなデバイスは、サイズに対する制約が相対
的に小さいから、大型ディスプレイ画面を具備することができ、信号変換チップもやはり
多様な種類及び個数で用意して置くことができるという特性がある。
　したがって、同じコンテンツであっても、他のデバイスで再生する場合、そのデバイス
の特性に合うコンテンツを再生することが合理的でありえる。
　以下、複数のデバイスの間でコンテンツが連続的に再生される場合だけでなく、コンテ
ンツが全て再度再生される場合などに対して、適応的にコンテンツを再生する方法と関連
した多様な実施の形態を開示する。
【００６９】
＜９－１．モバイルコンテンツで鑑賞しない部分をプレミアムコンテンツで連続再生＞
＜９－１－１．携帯電話でモバイルコンテンツを再生＞
　図２２は、モバイルコンテンツで鑑賞しない部分をプレミアムコンテンツで連続再生す
る過程の説明に提供される図である。
　図２２に示すように、携帯電話１１２０がＣＰ（Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ
）１１３０にモバイルコンテンツの購買を要請すると（Ｓ２２０５）、ＣＰ１１３０は、
購買要請されたモバイルコンテンツを携帯電話１１２０に送信する（Ｓ２２１０）。
　携帯電話１１２０は、モバイルコンテンツをダウンロードして再生する（Ｓ２２１５）
。これにより、ユーザは、携帯電話１１２０を介してモバイルコンテンツを鑑賞できるよ
うになる。モバイルコンテンツは、解像度と画質との低いコンテンツでディスプレイが小
さな携帯電話１１２０で鑑賞するのに適した低価のコンテンツになりうる。
【００７０】
　一方、携帯電話１１２０を介してモバイルコンテンツを鑑賞するのに適しない状況が発
生すると（例えば、バスや地下鉄から降りる場合、携帯電話１１２０のバッテリーの残量
が多くない場合等）、ユーザは、現在再生地点にブックマークを設定することができる。
　ユーザによりブックマークが設定されると（Ｓ２２２０－Ｙ）、携帯電話１１２０は、
ブックマーク地点に対する情報を格納する（Ｓ２２２５）。図２３には、ユーザによりモ
バイルコンテンツの特定地点にブックマークが設定された結果を表した携帯電話１１２０
を示した。
【００７１】
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＜９－１－２．モバイルコンテンツにおいてプレミアムコンテンツで連続再生するための
準備手順＞
　一方、ユーザが帰宅して携帯電話１１２０とＴＶ１１１０とが近距離に隣接すると（Ｓ
２２３０）、携帯電話１１２０とＴＶ１１１０とは、相互通信できるように接続を設定す
る（Ｓ２２３５）。
　ステップＳ２２３５の接続設定が完了すると、携帯電話１１２０は、コンテンツ＆ブッ
クマーク情報をＴＶ１１１０に送信する（Ｓ２２４０）。ステップＳ２２４０を介して携
帯電話１１２０からＴＶ１１１０に送信されるコンテンツ＆ブックマーク情報は、１）ブ
ックマークが設定されたモバイルコンテンツに対する情報［例えば、このモバイルコンテ
ンツのタイトル、回数（シーズン）］及び２ブックマーク地点に対する情報を含む。
【００７２】
　以後、ＴＶ１１１０は、「プレミアムコンテンツで連続再生を問い合わせるためのＧＵ
Ｉ」を生成して表示する（Ｓ２２４５）。プレミアムコンテンツは、モバイルコンテンツ
より解像度が高く、かつ画質が良いコンテンツであって、ディスプレイの大きなＴＶ１１
１０で鑑賞するのに適した高価のコンテンツになりうる。
　また、「プレミアムコンテンツで連続再生を問い合わせるためのＧＵＩ」は、ブックマ
ーク地点以後のモバイルコンテンツに対して、プレミアムコンテンツを購買して連続再生
するか否かを問い合わせるためのＧＵＩである。
【００７３】
　図２４には、このＧＵＩが表示されたＴＶ１１１０が示されている。図２４に示された
ことによると、ＴＶ１１１０には、ブックマークされた地点のシーンが表示されており、
このシーン上にＧＵＩが表示されていることが確認できる。
　図２４に示すＴＶ１１１０に表示されたシーンは、携帯電話１１２０から送信されたモ
バイルコンテンツの該当シーンを拡大して生成したものであるので、画質はよくない。
　ユーザは、現在ＴＶ１１１０の画面に表示されたブックマークされたシーンの画質を基
に、ブックマーク地点以後のモバイルコンテンツに対しては、プレミアムコンテンツに変
えて鑑賞するか否かを決定するようになる。
【００７４】
＜９－１－３．ＴＶでプレミアムコンテンツで連続再生＞
　ステップＳ２２４５を介して提供されたＧＵＩを介してユーザが「プレミアムコンテン
ツで連続再生」を命令すると（Ｓ２２５０－Ｙ）、ＴＶ１１１０は、ステップＳ２２４０
にて受信された情報から把握したモバイルコンテンツと同じ内容のプレミアムコンテンツ
購買をＣＰ１１３０に要請するものの、ステップＳ２２４０にて受信された情報から把握
されたブックマーク地点以後に対してのみ一部購買を要請する（Ｓ２２５５）。
　ステップＳ２２５５にてブックマーク地点以後に対してのみ一部購買を要請する理由は
、比較的価格の高いプレミアムコンテンツの購買料金を減らすためである。
【００７５】
　ＣＰ１１３０は、購買要請されたプレミアムコンテンツの一部（ブックマーク地点以後
のプレミアムコンテンツ）をＴＶ１１１０に送信する（Ｓ２２６０）。ＴＶ１１１０は、
ステップＳ２２６０を介して受信されるプレミアムコンテンツの一部をダウンロードして
再生する（Ｓ２２６５）。
　これにより、ユーザは、携帯電話１１２０を介して鑑賞していたモバイルコンテンツを
帰宅後にＴＶ１１１０を介してプレミアムコンテンツで鑑賞できるようになる。そして、
プレミアムコンテンツ全体ではない鑑賞しない部分に対してのみ料金を支払えば良いので
、合理的な価格でプレミアムコンテンツを鑑賞できるようになる。
【００７６】
＜９－２．モバイルコンテンツで鑑賞していた、再度見たい部分をプレミアムコンテンツ
で再度再生＞
　前述した実施の形態では、ユーザが鑑賞完了した地点をマーキングするためにブックマ
ークを利用した。しかしながら、ブックマークは、後に再度見たい部分をマーキングする
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ためにも利用される。
　このとき、ブックマークは、停止したシーンである「特定地点」に対して設定されるこ
とが可能であることはもちろん、「特定区間」に対して設定されることも可能である。す
なわち、図２５に示すように、「Ｂｏｏｋｍａｒｋ１」と「Ｂｏｏｋｍａｒｋ２」との間
の区間に対してブックマーク設定することが可能である。
　ユーザが携帯電話１１２０を介してモバイルコンテンツで鑑賞しつつ後に再度見るため
にブックマークした地点及び／又は区間に対しても、プレミアムコンテンツで再度再生す
ることが可能であり、以下、図２６を参照して詳細に説明する。
【００７７】
＜９－２－１．携帯電話でモバイルコンテンツを再生＞
　携帯電話でモバイルコンテンツを再生する過程である図２６のステップＳ２５０５～Ｓ
２５２５についての詳細な説明は、図２２に示すステップＳ２２０５～Ｓ２２２５につい
ての詳細な説明から類推可能なので、これについての詳細な説明は省略する。
　ただし、ステップＳ２５２０にてユーザにより設定され、ステップＳ２５２５にて携帯
電話１１２０に格納されるブックマークは、特定地点及び／又は特定区間でありえ、これ
は、ユーザが後に再度見たがる地点及び／又は区間に該当することに留意しなければなら
ない。
【００７８】
＜９－２－２．モバイルコンテンツからプレミアムコンテンツで再度再生するための準備
手順＞
　モバイルコンテンツからプレミアムコンテンツで再度再生するための準備手順である図
２６のステップＳ２５３０～Ｓ２５４０についての詳細な説明は、図２２に示すステップ
Ｓ２２３０～Ｓ２２４０についての詳細な説明から類推可能なので、これについての詳細
な説明は省略する。
　ただし、ステップＳ２５４５から提供されるＧＵＩは、「プレミアムコンテンツで再度
再生を問い合わせるためのＧＵＩ」であって、具体的には、ブックマーク地点及び／又は
区間のモバイルコンテンツに対して、モバイルコンテンツの代わりにプレミアムコンテン
ツで再度再生するか否かを問い合わせるためのＧＵＩであることに留意しなければならな
い。
【００７９】
＜９－２－３．ＴＶでプレミアムコンテンツで再度再生＞
　ＴＶでプレミアムコンテンツで再度再生する過程である図２６のステップＳ２５５０～
Ｓ２５６５についての詳細な説明は、図２２に示すステップＳ２２５０～Ｓ２２６５につ
いての詳細な説明から類推可能なので、これについての詳細な説明は省略する。
　ただし、ステップＳ２５５５とＳ２５６０とを介して購買されるプレミアムコンテンツ
は、ステップＳ２５４０にて受信された情報から把握されたブックマークされた地点及び
／又は区間だけであり、ブックマークされた地点及び／又は区間に対してのみ課金される
。
【００８０】
＜９．３　ＭＭＳで一部のみを受信したモバイルコンテンツをプレミアムコンテンツで再
度再生＞
　前述した実施の形態では、ユーザが携帯電話１１２０を介して購買したモバイルコンテ
ンツを再度再生する場合を想定したが、購買したモバイルコンテンツの他に、他人からＭ
ＭＳで受信したモバイルコンテンツの一部をプレミアムコンテンツで再度再生することも
可能である。
　ただし、この場合は、ＭＭＳで受信したモバイルコンテンツと同じ内容のプレミアムコ
ンテンツをＣＰ１１３０が販売することが前提される。
　以下、ＭＭＳで一部のみを受信したモバイルコンテンツをプレミアムコンテンツで再度
再生する過程について、図２７を参照して詳細に説明する。
【００８１】
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＜９－３－１．携帯電話でＭＭＳで受信されたモバイルコンテンツ再生＞
　図２７に示すように、ＭＭＳでモバイルコンテンツの一部が受信されると（Ｓ２６０５
）、携帯電話１１２０は、これをダウンロードして再生する（Ｓ２６１０）。これにより
、ユーザは、携帯電話１１２０を介してモバイルコンテンツの一部を鑑賞できるようにな
る。
　一方、ステップＳ２６０５にて受信されたＭＭＳには、モバイルコンテンツの一部が全
体モバイルコンテンツのうちのどの区間に該当するかを案内するための情報も収録されて
いる。例えば、モバイルコンテンツの一部が全体モバイルコンテンツ「０：００：００～
２：１０：００」のうち、「１：３０：００～１：４０：００」に該当する区間であるこ
とを案内するための情報がＭＭＳに収録されている。
【００８２】
＜９－３－２．モバイルコンテンツからプレミアムコンテンツで再度再生するための準備
手順＞
　一方、ユーザが帰宅して携帯電話１１２０とＴＶ１１１０とが近距離に隣接すると（Ｓ
２６１５）、携帯電話１１２０とＴＶ１１１０とは、相互通信できるように接続を設定す
る（Ｓ２６２０）。
　ステップＳ２６２０の接続設定が完了すると、携帯電話１１２０は、コンテンツ＆区間
情報をＴＶ１１１０に送信する（Ｓ２６２５）。ステップＳ２６２５を介して携帯電話１
１２０からＴＶ１１１０に送信されるコンテンツ＆区間情報には、１）モバイルコンテン
ツに対する情報［例えば、このモバイルコンテンツのタイトル、回数（シーズン）］及び
２）前述した区間に対する情報が含まれる。
　以後、ＴＶ１１１０は、「プレミアムコンテンツで再度再生を問い合わせるためのＧＵ
Ｉ」を生成して表示する（Ｓ２６３０）。
【００８３】
＜９－３－３．ＴＶでプレミアムコンテンツで再度再生＞
　ステップＳ２６３０を介して提供されたＧＵＩを介してユーザが「プレミアムコンテン
ツで再度再生」を命令すると（Ｓ２６３５－Ｙ）、ＴＶ１１１０は、ステップＳ２６２５
にて受信されたコンテンツ情報から把握したモバイルコンテンツと同じ内容のプレミアム
コンテンツ購買をＣＰ１１３０に要請するものの、ステップＳ２６２５にて受信された区
間情報から把握された区間に対してのみ一部購買を要請する（Ｓ２６４０）。
　ＣＰ１１３０は、購買要請されたプレミアムコンテンツの一部区間のみをＴＶ１１１０
に送信する（Ｓ２６４５）。ＴＶ１１１０は、ステップＳ２６４５を介して受信されるプ
レミアムコンテンツの一部区間をダウンロードして再生する（Ｓ２６５０）。
　これにより、ユーザは、携帯電話１１２０を介して鑑賞していたモバイルコンテンツの
一部を帰宅後にＴＶ１１１０を介してプレミアムコンテンツで鑑賞できるようになる。
【００８４】
＜９－４．広告用に一部受信したモバイルコンテンツの全てをプレミアムコンテンツで再
度再生＞
＜９－４－１．携帯電話で広告用に受信されたモバイルコンテンツの再生＞
　図２８に示すように、ＣＰ１１３０から広告用に製作されたモバイルコンテンツの一部
が受信されると（Ｓ２７０５）、携帯電話１１２０は、これをダウンロードして再生する
（Ｓ２７１０）。これにより、ユーザは、携帯電話１１２０を介してモバイルコンテンツ
の一部を鑑賞できるようになる。
【００８５】
＜９－４－２．一部受信されたモバイルコンテンツの全てをプレミアムコンテンツで再生
するための準備手順＞
　一方、ユーザが帰宅して携帯電話１１２０とＴＶ１１１０とが近距離に隣接すると（Ｓ
２７１５）、携帯電話１１２０とＴＶ１１１０とは、相互通信できるように接続を設定す
る（Ｓ２７２０）。
　ステップＳ２７２０の接続設定が完了すると、携帯電話１１２０は、コンテンツ情報を
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ＴＶ１１１０に送信する（Ｓ２７２５）。ステップＳ２７２５を介して携帯電話１１２０
からＴＶ１１１０に送信されるコンテンツ情報には、モバイルコンテンツに対する情報［
例えば、このモバイルコンテンツのタイトル、回数（シーズン）］が含まれる。
　以後、ＴＶ１１１０は、「プレミアムコンテンツで全て再生を問い合わせるためのＧＵ
Ｉ」を生成して表示する（Ｓ２７３０）。
【００８６】
＜９－４－３．ＴＶでプレミアムコンテンツで全て再生＞
　ステップＳ２７３０を介して提供されたＧＵＩを介してユーザが「プレミアムコンテン
ツで全て再生」を命令すると（Ｓ２７３５－Ｙ）、ＴＶ１１１０は、ステップＳ２７２５
にて受信されたコンテンツ情報から把握したモバイルコンテンツと同じ内容のプレミアム
コンテンツの全てに対する購買をＣＰ１１３０に要請する（Ｓ２７４０）。
　ＣＰ１１３０は、購買要請されたプレミアムコンテンツの全てをＴＶ１１１０に送信す
る（Ｓ２７４５）。ＴＶ１１１０は、ステップＳ２７４５を介して受信されるプレミアム
コンテンツの全てをダウンロードして再生する（Ｓ２７５０）。
　これにより、ユーザは、携帯電話１１２０を介して一部のみ鑑賞できたモバイルコンテ
ンツの全てを帰宅後にＴＶ１１１０を介してプレミアムコンテンツで鑑賞できるようにな
る。
【００８７】
＜９－５．高画質なコンテンツから低画質なコンテンツへの転換＞
　上述した通り、ディスプレイ装置別にそのサイズ及び性能が相互に異なる。したがって
、同じ内容のコンテンツであっても相異なる出力特性に応じて出力できる。例えば、ＴＶ
１１１０のような固定型端末は、特定容量以上の高画質なコンテンツを再生できることに
対し、携帯電話１１２０のように格納装置及びディスプレイパネルのサイズ及び性能が制
約的な携帯型端末の場合には、相対的に容量の少ない低画質なコンテンツを再生すること
ができる。
　したがって、ＴＶ１１１０から携帯電話１１２０の順にシームレス再生がなされる場合
には、高画質なコンテンツ再生から低画質なコンテンツ再生に転換できる。
【００８８】
　具体的に説明すると、ユーザは、ＴＶ１１１０を介して高画質なコンテンツを再生して
見る途中に、ＴＶ１１１０のない他の部屋へ移動するか、又は外出するケースが生じうる
。この場合、ユーザがＴＶ１１１０や自身の携帯電話１１２０を利用してシームレス再生
命令を入力すると、携帯電話１１２０は、現在ＴＶ１１１０で再生中であるコンテンツと
同じ内容の低画質なコンテンツをコンテンツ提供者から提供されうる。さらに詳細に説明
すれば、ユーザは、現在放送中であるコンテンツに対する情報を携帯電話１１２０に直接
入力するか、又は携帯電話１１２０がＴＶ１１１０にコンテンツ情報を要請して受信する
ことができる。これにより、獲得された情報を利用して、携帯電話１１２０は、コンテン
ツ提供者からＴＶ１１１０と相異なるバージョンのコンテンツ、例えば、低画質なコンテ
ンツをダウンロードすることができる。この場合、全体コンテンツをダウンロードするこ
ともできるが、シームレス再生命令が入力された時点以後のコンテンツのみをダウンロー
ドすることもできる。
【００８９】
　又はユーザがＴＶ１１１０や自身の携帯電話１１２０を利用してシームレス再生命令を
入力すると、ＴＶ１１１０が再生中であるコンテンツを携帯電話１１２０に対応するバー
ジョンのコンテンツに変換して送信することもできる。この場合、ＴＶ１１１０が該当コ
ンテンツを予め格納しておいた状態であると、全体コンテンツ又は部分コンテンツを一度
に低画質バージョンのコンテンツに変換した後提供できるが、リアルタイムで再生されて
いたコンテンツであると、ＴＶ１１１０は、そのコンテンツが外部から受信される通りに
、低画質バージョンのコンテンツに変換して、携帯電話１１２０に送信することができる
。
　低画質バージョンのコンテンツへの変換には、ダウンスケーリングなどのような多様な
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技術を利用することができる。
【００９０】
＜９－６．外部機器の介入＞
　上述した通り、シームレス再生は、窮極的には、ディスプレイ装置の間に行われる作業
に該当する。しかしながら、このようなシームレス再生が正常に行われるためには、ホー
ムサーバやＡＰ、ＣＰなどのような少なくとも一つの外部機器が介入されうる。
　本発明のさらに他の実施の形態によれば、これらの外部機器のうちの一つが、そのディ
スプレイ装置の各々の属性情報を参考して、属性情報が相互に異なる場合、同じ内容の異
なる属性のコンテンツを再生するように処理できる。
【００９１】
　具体的に、ＴＶ、ホームサーバ、携帯電話からなるネットワークを例に挙げると、ＴＶ
でコンテンツ再生がなされるうちにシームレス再生を行うイベント、すなわち、携帯電話
との距離が一定の距離を超過する場合、ＴＶがターン・オフされる場合、ユーザからシー
ムレス再生命令が入力される場合などのイベントが発生できる。
　この場合、ホームサーバは、シームレス再生を行う携帯電話を選定し、その携帯電話の
属性に対応するコンテンツバージョンを選択することができる。これにより、ホームサー
バは、コンテンツ提供者に選択されたバージョンのコンテンツを携帯電話に送信すること
を要請できる。又は、ホームサーバがコンテンツを直接格納している場合であると、ホー
ムサーバがコンテンツを低画質バージョンに変換した後、携帯電話に送信することもでき
る。
　このような作業のために、ホームサーバは、各装置の属性情報、例えば、解像度、ディ
スプレイサイズなどを予め格納しておくことができる。
【００９２】
＜９－７．その他＞
　以上の実施の形態においてブックマーク情報は、携帯電話１１２０からＴＶ１１１０へ
送信されると想定したが、これは、説明の便宜のための一例にすぎない。
　ブックマーク情報は、携帯電話１１２０からＣＰ１１３０へ送信されるよう具現するこ
とも可能である。ただし、この場合には、ブックマーク情報を受信したＣＰ１１３０が「
プレミアムコンテンツ購買問い合わせメッセージ」を生成してＴＶ１１１０に送信すると
、ＴＶ１１１０が「プレミアムコンテンツで連続／再度再生を問い合わせるためのＧＵＩ
」を生成して表示するように具現することが好ましい。
　一方、ＣＰ１１３０は、ユーザがＴＶ１１１０を視聴できる状況になった時、「プレミ
アムコンテンツ購買問い合わせ」メッセージをＴＶ１１１０に送信することがさらに好ま
しい。ＣＰ１１３０は、１）ＴＶ１１１０に携帯電話１１２０が隣接したことをＴＶ１１
１０から通報される場合や、２）ＴＶ１１１０がパワー－オンになったことをＴＶ１１１
０から通報される場合に、ユーザがＴＶ１１１０を視聴できる状況になったと認知できる
。
【００９３】
＜９－８．デバイスの詳細構成＞
＜９－８－１．ＴＶ＞
　図２９は、ＴＶ１１１０の詳細ブロック図である。図２２に示すように、ＴＶ１１１０
は、放送受信部１１１１、ディスプレイ１１１２、制御部１１１３、格納部１１１４及び
ネットワークインターフェース１１１５を備える。
　放送受信部１１１１は、ＴＶ１１１０本然の機能を担当するブロックであって、空中（
Ａｉｒ）、ケーブル、衛星などを介して放送を受信する。
　ネットワークインターフェース１１１５は、周辺の携帯電話１１２０及びＣＰ１１３０
と通信できるように接続される。ネットワークインターフェース１１１５は、ＣＰ１１３
０から購買要請したコンテンツを送信される。
【００９４】
　ディスプレイ１１１２は、放送受信部１１１１に受信された放送、ネットワークインタ
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ーフェース１１１５を介して受信されるコンテンツ及び前述したＧＵＩがディスプレイさ
れる。
　格納部１１１４は、ＴＶ１１１０の駆動に必要なプログラムとデータ及びコンテンツが
格納される格納空間を提供する。
　制御部１１１３は、図２２～図２８に示すステップのうち、ＴＶ１１１０で行われるス
テップが行われるように、放送受信部１１１１、ディスプレイ１１１２、格納部１１１４
及びネットワークインターフェース１１１５を制御する。
【００９５】
＜９－８－２．携帯電話＞
　図３０は、携帯電話１１２０の詳細ブロック図である。図３０に示すように、携帯電話
１１２０は、移動通信部１１２１、タッチスクリーン１１２２、制御部１１２３、格納部
１１２４及びネットワークインターフェース１１２５を備える。
　移動通信部１１２１は、携帯電話１１２０本然の機能と付随的機能を担当するブロック
であって、移動電話通話、ＳＭＳ、コンテンツダウンロード＆再生、撮影などを行う。
　タッチスクリーン１１２２は、移動通信部１１２１の移動電話通話、ＳＭＳ提供に必要
な画面、再生されるコンテンツ及び前述したＧＵＩがディスプレイされるディスプレイ手
段の機能と、タッチを介したユーザ命令を入力される手段の機能を行う。
【００９６】
　格納部１１１４は、携帯電話１１２０の駆動に必要なプログラムとデータ及びコンテン
ツが格納される格納空間を提供する。
　ネットワークインターフェース１１２５は、周辺のＴＶ１１１０と通信できるように接
続される。
　制御部１１２３は、図２２～図２８に示すステップのうち、携帯電話１１２０で行われ
るステップが行われるように、移動通信部１１２１、タッチスクリーン１１２２、制御部
１１２３、格納部１１２４及びネットワークインターフェース１１２５を制御する。
【００９７】
＜９－８－３．他のデバイス＞
　本実施の形態で言及したＴＶ１１１０と携帯電話１１２０とは、例示的なものにすぎな
い。これらは、他の種類のデバイスに代替可能である。
【００９８】
　また、上述した様々な実施の形態は、低解像度のコンテンツ及び高解像度のコンテンツ
間の変換に対してのみ記載しているが、コンテンツの変換は、単純に解像度の変換のみに
限定されるものではない。すなわち、再生されるデバイスの特性に合うようにサイズ変更
、カラー設定状態、輝度なども変更されうる。
【００９９】
　また、上述した図２２～図３０の記載によれば、高解像度のコンテンツは、ＣＰにより
別途に具備されて提供されるかの様に説明したが、必ずこれに限定されるものではない。
すなわち、予め確保されたコンテンツで、そのコンテンツの解像度やサイズなどの特性を
変換できる信号変換プロセシングが可能な場合であると、ＴＶ１１１０や携帯電話１１２
０から自体的にコンテンツを変換して再生することもできる。
【０１００】
　すなわち、携帯電話１１２０を介してモバイルコンテンツを視聴中であるユーザが家に
入った場合、家にあるＴＶ１１１０が携帯電話１１２０から残りのコンテンツ又は全体コ
ンテンツやブックマーク情報などを受信した後、受信されたコンテンツ部分をＴＶ１１１
０自体の出力特性に合うように変換して再生することもできる。このとき、携帯電話１１
２０でも信号変換プロセッサが備えられている場合であると、携帯電話１１２０がコンテ
ンツを変換した後、ＴＶ１１１０に提供することもできる。
【０１０１】
　又は、反対の場合、すなわち、ＴＶ１１１０を介して高解像度のコンテンツを視聴中で
あるユーザが、携帯電話１１２０を携帯したまま外出するようになる場合、ＴＶ１１１０
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は、視聴しないコンテンツ部分や全体コンテンツ部分を携帯電話１１２０に直に送信する
か、又は携帯電話１１２０の出力機能に対応するよう解像度の調整、スケーリングなどの
信号処理を行った後送信することがことができる。ＴＶ１１１０から変換無しで送信され
た場合であると、携帯電話１１２０が自身の出力機能に合せて信号処理を行った後、再生
することもできる。
【０１０２】
　一方、上述した様々な実施の形態では、ＴＶ、携帯電話のような特定装置を利用して説
明したが、本発明の思想は、必ずこれらの装置に限定されるものではない。すなわち、Ｔ
Ｖだけでなく、ＰＣやノート型パソコンＰＣ、モニターなどの各種ディスプレイ装置、一
般携帯電話だけでなく、ノート型ＰＣ、ＰＤＡ、ＭＰ３プレーヤー、スマートフォンなど
のような多様な携帯型端末装置などで具現されることもできる。
【０１０３】
　また、上述した様々な実施の形態では、ＴＶ、すなわち、ディスプレイ装置と携帯電話
、すなわち、携帯型端末装置の間にホームサーバ、ＡＰ、ＣＰなどが介入すると説明した
が、必ずこれに限定されるものではない。すなわち、ディスプレイ装置と携帯型端末装置
との間に直接的な通信がなされることもできる。すなわち、コンテンツと関連した各種情
報やコンテンツ自体などがディスプレイ装置及び携帯型端末装置の間で直接送受信される
こともできる。また、上述したホームサーバ、ＡＰ、ＣＰなどが介入される場合は、ディ
スプレイ装置及び携帯型端末装置の間で間接的に通信がなされると見なされる。したがっ
て、本明細書では、上述した様々な機器が介入するシステムの場合にも、ディスプレイ装
置及び携帯型端末装置の間でコンテンツに対するシームレス再生がなされると説明できる
。
【０１０４】
　また、上述した様々な実施の形態では、ディスプレイ装置及び携帯型端末装置間の距離
変化、パワー・オフ有無などのような各種イベントが発生した場合に、コンテンツのシー
ムレスな再生がなされたかの様に説明したが、これと相異なるイベントでもコンテンツの
シームレスな再生がなされうることはもちろんである。すなわち、コンテンツのシームレ
スな再生のためのメニューが別途に選択されて、そのメニューが選択されるイベント、予
め設定された時間が渡来するイベント、機器異常が発生するイベントなどの場合にも、他
のデバイスでのシームレス再生がなされるように具現できる。
【０１０５】
　一方、上述した様々な実施の形態では、ディスプレイ装置から携帯電話に、又は携帯電
話からディスプレイ装置方向にシームレスにコンテンツが再生される。この場合、ユーザ
の選択によって、全体コンテンツが再度再生されうるが、以前装置で再生停止した地点や
、ユーザがマーキングしておいた地点からのコンテンツが再生されうる。
　このように、次の装置で一部コンテンツ部分のみが再生されることは、多様な方式でな
されることができる。
【０１０６】
　一例として、次の装置は、以前装置や、ホップサーバ、ＡＰ、ＣＰなどの外部装置のう
ちの何れか一つから全体コンテンツではない一部コンテンツのみを提供されることができ
る。コンテンツを再生していた装置（すなわち、ディスプレイ装置又は携帯型端末装置）
は、シームレス再生を行わなければならない予め設定されたイベントが発生すると、コン
テンツ再生を停止するようになる。この場合、該当装置は、全体コンテンツのうち、停止
した時点以後のコンテンツ部分を他の装置、すなわち、シームレス再生を行う次の装置に
送信することができる。
【０１０７】
　又は、コンテンツが別途に設けられたＣＰなどの外部装置から次の装置に送信される場
合には、以前装置は、その停止したコンテンツ部分に対する情報をホップサーバ、ＡＰ、
ＣＰなどの外部装置などに提供することができる。これにより、該当外部装置が停止した
部分の次のコンテンツから次の装置に送信することができる。ここで、停止したコンテン
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に対する情報、フィールド番号などの多様な情報になりうる。
【０１０８】
　他の例として、コンテンツ再生中であった装置は、停止したコンテンツ部分に対する情
報のみを直間接的に次の装置に送信することもできる。この場合、次の装置は、全体コン
テンツをコンテンツ提供者から送信されても、停止したコンテンツ部分の次の部分から再
生することができる。この場合、上述した通りに、次の装置は、全体コンテンツではない
停止したコンテンツの次の部分からのコンテンツのみをコンテンツ提供者に要請して、受
信した後再生できることはもちろんである。
　さらに他の例として、停止した部分ではなくユーザがブックマークを設定しておいた部
分からコンテンツ再生がなされうる。
【０１０９】
　ディスプレイ装置で再生されるコンテンツと携帯型端末装置で再生されるコンテンツと
が相互にフォーマットが異なっても、コンテンツの内容自体は同一なので、上述した方式
のように具現するようになれば、停止時点やフレーム番号、ブックマークを利用してコン
テンツの停止時点及びシームレス再生時点間の同期を合せるようになる。
　一方、この他にも、ディスプレイ装置と携帯型端末装置との間で同期信号を利用してシ
ームレス再生を行うこともできる。すなわち、再生されるデータ部分のみをシームレスに
することではなく、再生されるタイミング自体を同期させることができる。このような同
期信号は、ディスプレイ装置や携帯型端末装置で直接生成して送受信しうるが、ホームサ
ーバやＡＰ、ＣＰのような外部装置で生成されて各装置に提供されることもできる。
【０１１０】
　また、以上では、本発明の好ましい実施の形態について図示し説明したが、本発明は、
上述した特定の実施の形態に限定されず、請求の範囲で請求する本発明の要旨から逸脱せ
ずに当該発明が属する技術分野における通常の知識を有した者により多様な変形実施が可
能なことはもちろんであり、このような変形実施は、本発明の技術的思想や展望から個別
的に理解されてはならない。
【符号の説明】
【０１１１】
　１１０　　ＴＶ
　１２０　　ホームサーバ
　１３０　　ＡＰ
　１４０　　携帯電話
　Ｉ　インターネット
　Ｍ　移動通信網
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