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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオ出力端子を有し、コンテンツを再生するコンテンツ再生装置と、
　コンバージェンスパーソナルネットワークサービス（ＣＰＮＳ）に対応でき、前記オー
ディオ出力端子に取り付けられて前記コンテンツ再生装置をネットワーク接続可能な装置
として動作させ、前記コンテンツ再生装置から出力されるコンテンツを取り込んでエンコ
ードした後にネットワークを介して外部ユーザー端末に提供するドングル装置と、
　を備えるネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための
システム。
【請求項２】
　ＣＰＮＳを通して前記ドングル装置にコンテンツのダウンロードを要求して当該コンテ
ンツを受信するユーザー端末をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のネットワ
ーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のためのシステム。
【請求項３】
　前記コンテンツ再生装置は、前記ドングル装置に設けられた無線通信部によりネットワ
ーク接続可能な装置として動作することを特徴とする請求項１に記載のネットワーク接続
不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のためのシステム。
【請求項４】
　コンテンツ再生装置のオーディオ出力端子に取り付けられて、前記コンテンツ再生装置
と通信を行うためのステレオジャックインタフェース部と、
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　近距離無線通信網を介して通信を行うための無線通信部と、
　ユーザー命令を入力するための入力部と、
　前記入力部を介してコンテンツ録音命令が入力された場合、前記コンテンツ再生装置か
ら前記ステレオジャックインタフェース部を介して出力されるコンテンツを取り込むコン
テンツ取込部と、
　前記コンテンツ取込部において取り込まれたコンテンツをエンコードするエンコード部
と、
　を備えるドングル装置。
【請求項５】
　同じネットワークに存在するユーザー端末からコンテンツのダウンロードが要求された
場合、当該コンテンツを取り出して前記無線通信部を介して前記ユーザー端末に送信する
コンテンツ取出部をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載のドングル装置。
【請求項６】
　前記エンコード部は、前記ユーザー端末からのコンテンツのダウンロード要求に応じて
、前記ユーザー端末の端末情報に基づいてエンコードフォーマットを決定し、前記決定さ
れたフォーマットに応じて当該コンテンツを再エンコードした後に、前記無線通信部を介
して送信することを特徴とする請求項５に記載のドングル装置。
【請求項７】
　前記コンテンツ取込部は、コンテンツを取り込む間に前記入力部を介してコンテンツ録
音中止命令が入力される場合、コンテンツの取込を中止することを特徴とする請求項４に
記載のドングル装置。
【請求項８】
　ドングル装置がネットワーク接続不能なコンテンツ再生装置に保存されたコンテンツを
ネットワークを介して外部ユーザー端末に提供する方法において、
　（ａ）前記コンテンツ再生装置に設けられたオーディオ出力端子を介して前記コンテン
ツ再生装置に接続するステップと、
　（ｂ）コンテンツ録音命令が入力された場合、前記コンテンツ再生装置のオーディオ出
力端子を介して出力されるコンテンツを取り込むステップと、
　（ｃ）前記取り込まれたコンテンツをエンコードするステップと、
　を含むことを特徴とするネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテン
ツ提供のための方法。
【請求項９】
　前記ステップ（ｃ）後に、同じネットワークに存在するユーザー端末からコンテンツの
ダウンロードが要求された場合、当該コンテンツを取り出して近距離無線通信網を介して
送信するステップをさらに含む請求項８に記載のネットワーク接続不能な装置のネットワ
ークを介したコンテンツ提供のための方法。
【請求項１０】
　前記ユーザー端末からコンテンツのダウンロードが要求された場合、前記ユーザー端末
の端末情報に基づいてエンコードフォーマットを決定し、前記決定されたエンコードフォ
ーマットに応じて当該コンテンツを再エンコードして近距離無線通信網を介して前記ユー
ザー端末に送信することを特徴とする請求項９に記載のネットワーク接続不能な装置のネ
ットワークを介したコンテンツ提供のための方法。
【請求項１１】
　前記ステップ（ａ）において、前記ドングル装置は、前記コンテンツ再生装置のオーデ
ィオ出力端子に取り付けられて前記コンテンツ再生装置に接続し、前記コンテンツ再生装
置は、前記ドングル装置に設けられた無線通信部によりネットワーク接続可能な装置とし
て動作することを特徴とする請求項８に記載のネットワーク接続不能な装置のネットワー
クを介したコンテンツ提供のための方法。
【請求項１２】
　前記ステップ（ｂ）において、前記コンテンツを取り込む間にコンテンツ録音中止命令
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が入力される場合、コンテンツの取込を中止することを特徴とする請求項８に記載のネッ
トワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための
システム及び方法に係り、さらに詳しくは、ドングル装置をネットワーク接続不能なコン
テンツ再生装置に取り付けて、前記コンテンツ再生装置をネットワーク接続可能な装置と
して動作させ、前記コンテンツ再生装置のオーディオ出力端子を介してリアルタイムにて
出力されるコンテンツを録音し、同じネットワークに存在するユーザー端末からコンテン
ツのダウンロードが要求された場合、当該コンテンツを近距離無線通信網を介して提供す
るネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のためのシステム
及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の情報通信技術の発展には目を見張るものがあり、これに伴い、文書、イメージ、
オーディオ及び動画などを再生可能な携帯電話、ＭＰ３（ＭＰＥＧオーディオレイヤー）
プレーヤー、パーソナルマルチメディアプレーヤー（ＰＭＰ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ）、ウルトラモバイルパソコン（ＵＭＰＣ：Ｕｌｔｒａ Ｍ
ｏｂｉｌｅ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などの様々なコンテンツ再生装置が用
いられている。
【０００３】
　上述したコンテンツ再生装置には、パソコン（ＰＣ）を介してインターネットに接続し
てインターネットウェブサイトから無料または有料にて提供されるＭＰ３オーディオファ
イルをダウンロード可能なインタフェース機能が設けられている。
【０００４】
　かようなコンテンツ再生装置は、ユーザーが所望するコンテンツをパソコン（ＰＣ）か
らダウンロードして再生するが、ユーザーが移動中であるか、あるいは、ＰＣと接続不能
な状況では所望のコンテンツをダウンロードすることができないという不都合がある。
【０００５】
　上述した不都合を解消するために、コンテンツ再生装置にブルートゥース、ウルトラワ
イドバンド（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）などの近距離無線通信網に接続可
能な通信手段を付加する技術が提案されている。
【０００６】
　同技術によれば、近距離無線通信網を介して外部装置からコンテンツをダウンロードす
ることができる。
【０００７】
　しかしながら、上述した従来のコンテンツ再生装置は、イーサネット（登録商標）やＷ
ｉＦｉなどネットワーク接続機能が提供されなければコンテンツを共有することができず
、既存の通常のコンテンツ再生装置の場合、ＣＰＮＳを用いたサービス提供は不可能であ
る。
【０００８】
　また、オーディオデータを出力するラジオなどのコンテンツ再生装置は、リアルタイム
にて出力されるコンテンツを録音することができないといった欠点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上述した不都合を解消するためになされたものであり、その目的は、ネットワ
ーク接続不能なコンテンツ再生装置からリアルタイムにて出力されるコンテンツを録音す
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ることのできるネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のた
めのシステム及び方法を提供するところにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、ネットワーク接続不能なコンテンツ再生装置をネットワーク接続
可能な装置として動作させ、前記コンテンツ再生装置から出力されるコンテンツ（例えば
、音源データ）をリアルタイムにてエンコードした後にＣＰＮＳプロトコルを介して外部
ユーザー端末に受け渡してコンテンツ共有が可能になるネットワーク接続不能な装置のネ
ットワークを介したコンテンツ提供のためのシステム及び方法を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明の一局面によれば、オーディオ出力端子を有し、コ
ンテンツを再生するコンテンツ再生装置と、コンバージェンスパーソナルネットワークサ
ービス（ＣＰＮＳ）に対応でき、前記オーディオ出力端子に取り付けられて前記コンテン
ツ再生装置をネットワーク接続可能な装置として動作させ、前記コンテンツ再生装置から
出力されるコンテンツを取り込んでエンコードした後にネットワークを介して外部ユーザ
ー端末に提供するドングル装置と、を備えるネットワーク接続不能な装置のネットワーク
を介したコンテンツ提供のためのシステムが提供される。
【００１２】
　前記ネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のためのシス
テムは、ＣＰＮＳを通して前記ドングル装置にコンテンツのダウンロードを要求して当該
コンテンツを受信するユーザー端末をさらに備えていてもよい。
【００１３】
　前記ネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のためのシス
テムにおいて、前記コンテンツ再生装置は、前記ドングル装置に設けられた無線通信部に
よりネットワーク接続可能な装置として動作することができる。
【００１４】
　本発明の他の局面によれば、コンテンツ再生装置のオーディオ出力端子に取り付けられ
て、前記コンテンツ再生装置と通信を行うためのステレオジャックインタフェース部と、
近距離無線通信網を介して通信を行うための無線通信部と、ユーザー命令を入力するため
の入力部と、前記入力部を介してコンテンツ録音命令が入力された場合、前記コンテンツ
再生装置から前記ステレオジャックインタフェース部を介して出力されるコンテンツを取
り込むコンテンツ取込部と、前記コンテンツ取込部において取り込まれたコンテンツをエ
ンコードするエンコード部と、を備えるネットワーク接続不能な装置のネットワークを介
したコンテンツ提供のためのシステムにおけるドングル装置が提供される。
【００１５】
　前記ドングル装置は、近距離無線通信網を介して通信を行うための無線通信部と、同じ
ネットワークに存在するユーザー端末からコンテンツのダウンロードが要求された場合、
当該コンテンツを取り出して前記無線通信部を介して前記ユーザー端末に送信するコンテ
ンツ取出部と、をさらに備えていてもよい。
【００１６】
　前記ドングル装置において、前記エンコード部は、前記ユーザー端末からのコンテンツ
のダウンロード要求に応じて、前記ユーザー端末の端末情報に基づいてエンコードフォー
マットを決定し、前記決定されたフォーマットに応じて当該コンテンツを再エンコードし
た後に、前記無線通信部を介して送信する。
【００１７】
　前記ドングル装置において、前記コンテンツ取込部は、コンテンツを取り込む間に前記
入力部を介してコンテンツ録音中止命令が入力される場合、コンテンツの取込を中止する
。
【００１８】
　本発明のさらに他の局面によれば、近距離無線通信網を介して通信を行うための無線通
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信部と、コンテンツが保存された保存部と、ＣＰＮＳに対応できる装置を検索し、前記検
索された装置から装置情報を受信して管理する装置検索部と、前記装置検索部において検
索された装置にコンテンツ一覧を要求して受信し、前記受信されたコンテンツ一覧のうち
ユーザーによって選択されたコンテンツ一覧に相当するコンテンツのダウンロードを要求
して受信するコンテンツ共有処理部と、前記コンテンツ共有処理部によって共有されたコ
ンテンツを再生する再生部と、を備えるネットワーク接続不能な装置のネットワークを介
したコンテンツ提供のためのシステムにおけるユーザー端末が提供される。
【００１９】
　本発明のさらに他の局面によれば、ドングル装置がネットワーク接続不能なコンテンツ
再生装置に保存されたコンテンツをネットワークを介して外部ユーザー端末に提供する方
法において、（ａ）前記コンテンツ再生装置に設けられたオーディオ出力端子を介して前
記コンテンツ再生装置に接続するステップと、（ｂ）コンテンツ録音命令が入力された場
合、前記コンテンツ再生装置のオーディオ出力端子を介して出力されるコンテンツを取り
込むステップと、（ｃ）前記取り込まれたコンテンツをエンコードするステップと、を含
むネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための方法が提
供される。
【００２０】
　前記ネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための方法
は、前記ステップ（ｃ）後に、同じネットワークに存在するユーザー端末からコンテンツ
のダウンロードが要求された場合、当該コンテンツを取り出して近距離無線通信網を介し
て送信するステップをさらに含んでいてもよい。
【００２１】
　前記ネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための方法
において、前記ユーザー端末からコンテンツのダウンロードが要求された場合、前記ユー
ザー端末の端末情報に基づいてエンコードフォーマットを決定し、前記決定されたエンコ
ードフォーマットに応じて当該コンテンツを再エンコードして近距離無線通信網を介して
前記ユーザー端末に送信する。
【００２２】
　前記ネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための方法
における前記ステップ（ａ）において、前記ドングル装置は、前記コンテンツ再生装置の
オーディオ出力端子に取り付けられて前記コンテンツ再生装置に接続し、前記コンテンツ
再生装置は、前記ドングル装置に設けられた無線通信部によりネットワーク接続可能な装
置として動作する。
【００２３】
　前記ネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提供のための方法
における前記ステップ（ｂ）において、前記コンテンツを取り込む間にコンテンツ録音中
止命令が入力される場合、コンテンツの取込を中止する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、ラジオなどのコンテンツ再生装置からリアルタイムにて出力されるコ
ンテンツを録音することができる。
【００２５】
　また、ネットワーク接続不能なコンテンツ再生装置をドングル装置の取付だけでネット
ワーク接続可能な装置として動作させ、ドングル装置がコンテンツ再生装置から出力され
るコンテンツ（例えば、音源データ）をリアルタイムにてエンコードした後にＣＰＮＳプ
ロトコルを介して外部ユーザー端末に受け渡すことから、コンテンツ再生装置と外部ユー
ザー端末との間のコンテンツ共有が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係るネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコ
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ンテンツ提供のためのシステムを示す図。
【図２】本発明の実施形態に係るドングル装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図３】本発明の実施形態に係るユーザー端末の構成を概略的に示すブロック図。
【図４】本発明の実施形態に係るネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコ
ンテンツ提供のための方法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の上述した目的と技術的な構成及びこれにより得られる作用効果の詳細は、本発
明の明細書に添付された図面に基づく詳細な説明によって一層明らかに理解できるであろ
う。
【００２８】
　本発明におけるコンバージェンスパーソナルネットワークサービス（ＣＰＮＳ：Ｃｏｎ
ｖｅｒｇｅｄ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｓｅｒｖｉｃｅ）環境とは、近距離無
線通信は行えるものの、移動通信網とのセルラー通信は行えない携帯用端末がパーソナル
ネットワーク（ＰＮ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ゲートウェイの役割を果たす
移動通信端末と近距離無線通信を行うことで、セルラー通信を通して提供可能なデータサ
ービスを利用できるようにするものである。
【００２９】
　図１は、本発明の実施形態に係るネットワーク接続不能な装置のネットワークを介した
コンテンツ提供のためのシステムを示す図である。
【００３０】
　図１を参照すると、ネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ提
供のためのシステムは、コンテンツを再生するコンテンツ再生装置１００と、前記コンテ
ンツ再生装置から出力されるコンテンツを録音するドングル装置２００と、ＣＰＮＳに対
応できるユーザー端末３００と、を備える。
【００３１】
　前記コンテンツ再生装置１００は、文書、イメージ、オーディオ、動画などを再生可能
なＭＰ３（ＭＰＥＧオーディオレイヤー）プレーヤー、パーソナルマルチメディアプレー
ヤー（ＰＭＰ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ）、ウルトラモバ
イルパソコン（ＵＭＰＣ：Ｕｌｔｒａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ）、ラジオなどをいう。
【００３２】
　前記コンテンツ再生装置１００はＣＰＮＳに対応できるものではなく、オーディオ出力
端子（例えば、Ａｕｘ Ｉｎ／ｏｕｔ）を有し、前記オーディオ出力端子にドングル装置
２００が取り付けられる。ここでは、オーディオ出力端子として表現しているが、ステレ
オ出力端子として表現することも可能である。
【００３３】
　また、前記コンテンツ再生装置１００はネットワーク接続不能な装置であるが、前記オ
ーディオ出力端子にドングル装置２００が取り付けられると、前記ドングル装置２００に
設けられた無線通信部によりネットワーク接続可能な装置として動作する。
【００３４】
　前記ドングル装置２００は、前記コンテンツ再生装置１００のオーディオ出力端子への
接続により前記コンテンツ再生装置１００をネットワーク接続可能な装置として動作させ
、前記コンテンツ再生装置１００から出力されるコンテンツ（例えば、オーディオデータ
）を取り込んでエンコードした後に、ネットワークを介して外部ユーザー端末３００に提
供する。
【００３５】
　さらに、前記ドングル装置２００は、同じネットワークに存在するユーザー端末の要求
に応じて、エンコードされたコンテンツを近距離無線通信網を介して前記ユーザー端末に
提供する。前記ドングル装置２００はＣＰＮＳに対応できる装置であるため、近距離無線
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通信を可能にする無線通信部を有している。
【００３６】
　さらに、ドングル装置２００は、３．５ステレオジャックコントローラー及び無線通信
部を備えて、コンテンツの保存、保存されたコンテンツの提供、コンテンツ送信などの機
能を行う装置であり、コンテンツ再生装置１００に取り付けられてコンテンツ再生装置１
００から出力されるコンテンツデータを保存し、コンテンツ再生装置１００から出力され
る再生データを周辺ＣＰＮＳに対応できるユーザー端末３００に送信する機能を行う。
【００３７】
　前記ドングル装置２００は前記コンテンツ再生装置１００に取付可能であり、携帯用の
ものであってもよい。
【００３８】
　前記ユーザー端末３００はＣＰＮＳに対応できる端末であり、近距離無線通信を行う装
置を検索し、前記検索されたドングル装置２００からコンテンツを要求して受信する。
【００３９】
　前記ユーザー端末３００は、前記ドングル装置と近距離無線通信を行う近距離無線通信
モジュールを有している。
【００４０】
　図面には一つのユーザー端末３００のみが示してあるが、ＣＰＮＳに対応できる複数の
ユーザー端末が設けられていてもよい。
【００４１】
　前記ドングル装置２００及びＣＰＮＳに対応できる複数のユーザー端末は、一つのグル
ープとして結ばれて近距離無線通信網を介して互いに情報を送受信し、移動通信網との通
信も行うことができる。ここで、近距離無線通信網は、ＷｉＦｉ、Ｗｉｂｒｏ、無線ＬＡ
Ｎ、ブルートゥース、ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）
などをはじめとして近距離無線通信が行えるあらゆる通信網を含む。
【００４２】
　以下、図２に基づき、上述した役割を果たすドングル装置２００について詳述する。
【００４３】
　上述した構成を有するネットワーク接続不能な装置のネットワークを介したコンテンツ
提供のためのシステムは、ネットワーク接続不能なコンテンツ再生装置１００をドングル
装置２００の取付だけでネットワーク接続可能な装置として動作させる。
【００４４】
　また、ドングル装置２００がコンテンツ再生装置１００から出力されるコンテンツ（例
えば、音源データ）をリアルタイムにてエンコードした後にＣＰＮＳプロトコルを介して
外部ユーザー端末３００に受け渡すことから、コンテンツ再生装置１００と外部ユーザー
端末３００との間のコンテンツ共有が可能になる。
【００４５】
　図２は、本発明の実施形態に係るドングル装置の構成を概略的に示すブロック図である
。
【００４６】
　図２を参照すると、ドングル装置２００は、ステレオジャックインタフェース部２０２
と、入力部２０４と、コンテンツ取込部２０６と、エンコード部２０８と、保存部２１０
と、無線通信部２１２と、コンテンツ取出部２１４と、を備える。
【００４７】
　前記ステレオジャックインタフェース部２０２は、ステレオジャックを介してコンテン
ツ再生装置に取り付けられて、前記コンテンツ再生装置との通信を行うことができる。前
記ステレオジャックとは、３．５ステレオジャックなどのことをいう。
【００４８】
　また、図示はしないが、ドングル装置２００は、ＵＳＢモジュールを備えていてもよい
。
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【００４９】
　前記入力部２０４は、前記コンテンツ再生装置から出力されるコンテンツの録音または
録音を中止するための命令の入力を受ける。
【００５０】
　すなわち、前記入力部２０４には録音、録音中止などのボタンが設けられており、ユー
ザーは録音ボタンを押下して前記コンテンツ再生装置から出力されるコンテンツを録音し
たり、録音中止ボタンを押下してコンテンツの録音を中止する。
【００５１】
　前記コンテンツ取込部２０６は、前記入力部２０４を介して録音命令が入力されると、
前記コンテンツ再生装置から出力されて前記ステレオジャックインタフェース部２０２を
介して受信されるコンテンツを取り込む。
【００５２】
　また、前記コンテンツ取込部２０６は、前記入力部２０４を介して録音中止命令が入力
されると、現在取込中のコンテンツの録音を中止する。
【００５３】
　前記エンコード部２０８は、前記コンテンツ取込部２０６において取り込まれたコンテ
ンツをエンコードする。すなわち、前記コンテンツ再生装置は、コンテンツをデコードし
て出力するため、前記コンテンツ取込部２０６が前記デコードされたコンテンツを取り込
むと、前記エンコード部２０８は前記取り込まれたコンテンツを再エンコードする。
【００５４】
　さらに、前記エンコード部２０８は、同じネットワーク内に存在するユーザー端末から
コンテンツ要求が受信されると、前記ユーザー端末の端末情報に基づいてエンコードフォ
ーマットを決定し、前記決定されたフォーマットに応じて当該コンテンツを再エンコード
することもできる。
【００５５】
　前記保存部２１０は、前記エンコード部２０８においてエンコードされたコンテンツを
保存する。
【００５６】
　前記コンテンツ取出部２１４は、同じネットワークに存在するユーザー端末からコンテ
ンツのダウンロードが要求された場合、前記保存部２１０から当該コンテンツを取り出し
て前記無線通信部２１２を介して前記ユーザー端末に送信する。ここで、前記ユーザー端
末はＣＰＮＳに対応できる端末であり、前記ユーザー端末とドングル装置２００とは近距
離無線通信網を介して通信を行う。
【００５７】
　前記無線通信部２１２は、ＷｉＦｉ、Ｗｉｂｒｏ、無線ＬＡＮ、ブルートゥース、ウル
トラワイドバンド（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）などをはじめとする近距離
無線通信が行なえる近距離無線通信モジュールを有している。
【００５８】
　図３は、本発明の実施形態に係るユーザー端末の構成を概略的に示すブロック図である
。
【００５９】
　図３を参照すると、ユーザー端末３００は、近距離無線通信網を介して通信を行うため
の無線通信部３０２と、コンテンツが保存された保存部３０４と、表示部３０６と、装置
検索部３０８と、コンテンツ共有処理部３１０と、再生部３１２と、を備える。
【００６０】
　前記無線通信部３０２は、ＷｉＦｉ、Ｗｉｂｒｏ、無線ＬＡＮ、ブルートゥース、ウル
トラワイドバンド（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）などをはじめとする近距離
無線通信が行なえる近距離無線通信モジュールを有している。
【００６１】
　前記装置検索部３０８は、ＣＰＮＳに対応できる装置を検索し、前記検索された装置か
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ら装置情報を受信して管理する。ここで、前記装置情報とは、ＩＤ、提供されたサービス
、コーデック情報などのことをいう。
【００６２】
　すなわち、前記装置検索部３０８は、ＣＰＮＳサービスを利用するために、パーソナル
ネットワーク（ＰＮ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ）ゲートウェイデバイスの役割
を果たす装置を検索する。
【００６３】
　前記表示部３０６には、前記保存部３０４に保存されたコンテンツ一覧、前記コンテン
ツ共有処理部３１０によって共有処理されたコンテンツ一覧が表示される。ユーザーは、
前記表示部３０６に表示されたコンテンツ一覧を確認し、所望のコンテンツを選択して再
生を要求することができる。
【００６４】
　前記コンテンツ共有処理部３１０は、前記装置検索部３０８において検索されたドング
ル装置にコンテンツ一覧を要求し、前記無線通信部３０２を介して当該コンテンツ一覧を
受信する。
【００６５】
　また、前記コンテンツ共有処理部３１０は、前記ドングル装置から受信したコンテンツ
一覧のうちユーザーによって選択されたコンテンツ一覧に相当するコンテンツを前記ドン
グル装置に要求して受信する。
【００６６】
　前記再生部３１２は、前記コンテンツ共有処理部３１０によって共有されたコンテンツ
を再生する役割を果たす。
【００６７】
　図４は、本発明の実施形態に係るネットワーク接続不能な装置のネットワークを介した
コンテンツ提供のための方法を示すフローチャートである。
【００６８】
　図４を参照すると、ドングル装置は、ステレオジャックを介してコンテンツ再生装置に
取り付けられた後（Ｓ４００）、ユーザーによってコンテンツ録音命令が入力されると（
Ｓ４０２）、前記コンテンツ再生装置のオーディオ出力端子を介して出力されるコンテン
ツを取り込む（Ｓ４０４）。
【００６９】
　例えば、前記コンテンツ再生装置がラジオであり、現在ラジオから出力される音楽を録
音したい場合、前記ユーザーは、ドングル装置を前記ラジオのオーディオ出力端子を介し
て接続する。しかる後、前記ユーザーが前記ドングル装置の外部に存在する入力部を介し
てコンテンツ録音命令を入力すると、前記ドングル装置は、前記コンテンツ再生装置から
出力されるコンテンツを取り込む。
【００７０】
　前記Ｓ４０４を行った後、前記ドングル装置は、前記取り込まれたコンテンツをエンコ
ードする（Ｓ４０６）。前記ドングル装置は、前記エンコードされたコンテンツを既設の
保存部に保存する。
【００７１】
　前記Ｓ４０６を行った後、前記ユーザーによってコンテンツ録音中止命令が入力される
と（Ｓ４０８）、前記ドングル装置は、コンテンツの取込及びエンコードを中止する（Ｓ
４１０）。
【００７２】
　しかる後、前記ドングル装置は、同じネットワークに存在するユーザー端末からコンテ
ンツのダウンロードが要求されるか否かを判断する（Ｓ４１２）。
【００７３】
　すなわち、前記ユーザー端末はＣＰＮＳに対応できる端末であり、同じネットワーク内
において近距離無線通信を行う装置を検索する。
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【００７４】
　すると、前記ドングル装置は、近距離無線通信が行える無線通信部が存在するため、自
分の装置情報を前記ユーザー端末に送信し、前記ユーザー端末は、前記ドングル装置を近
距離無線通信を行う装置として検索する。
【００７５】
　しかる後、前記ユーザー端末は、前記ドングル装置にコンテンツ一覧を要求して受信し
、前記受信されたコンテンツ一覧から所望のコンテンツ一覧を選択して前記ドングル装置
に前記選択された一覧に相当するコンテンツのダウンロードを要求する。
【００７６】
　前記Ｓ４１２における判断の結果、前記ユーザー端末からコンテンツのダウンロードが
要求されると、前記ドングル装置は、当該コンテンツを保存部から取り出して近距離無線
通信網を介して前記ユーザー端末に送信する（Ｓ４１４）。
【００７７】
　また、前記ユーザー端末および前記ドングル装置は端末情報を共有しているため、前記
ドングル装置は、前記ユーザー端末からコンテンツのダウンロードが要求されると、前記
ユーザー端末の端末情報中のコーデック情報を用いてエンコードフォーマットを決定する
。しかる後、前記ユーザー端末は、当該コンテンツを前記決定されたエンコードフォーマ
ットに応じて再エンコードした後に、近距離無線通信網を介して前記ユーザー端末に送信
する。
【００７８】
　上述した過程を経てネットワーク接続不能なコンテンツ再生装置をドングル装置の取付
だけでネットワーク接続可能な装置として動作させ、ドングル装置がコンテンツ再生装置
から出力されるコンテンツをリアルタイムにてエンコードした後にＣＰＮＳプロトコルを
介して外部ユーザー端末に受け渡すことから、コンテンツ再生装置と外部ユーザー端末と
の間のコンテンツ共有が可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　以上述べたように、本発明が属する技術分野における当業者は、本発明がその技術的思
想や必須的特徴を変更することなく互いに異なる具体的な形態として実施可能であるとい
うことが理解できるであろう。よって、上述した実施形態はあらゆる面において例示的な
ものであり、限定的なものではないと理解すべきである。本発明の範囲は、上述した説明
よりは後述する特許請求の範囲によって開示され、特許請求の範囲の意味及び範囲、並び
にその等価概念から導き出されるあらゆる変更または変形された形態が本発明の範囲に含
まれるものと解釈さるべきである。
【００８０】
　以上述べたように、本発明に係るネットワーク接続不能な装置のネットワークを介した
コンテンツ提供のためのシステム及び方法は、ネットワーク接続不能なコンテンツ再生装
置をドングル装置の取付だけでネットワーク接続可能な装置として動作させ、ドングル装
置がコンテンツ再生装置から出力されるコンテンツ（例えば、音源データ）をリアルタイ
ムにてエンコードした後にＣＰＮＳプロトコルを介して外部ユーザー端末に受け渡すこと
から、コンテンツ再生装置と外部ユーザー端末との間のコンテンツ共有を可能にする必要
性が高いものに適用して好適である。
【符号の説明】
【００８１】
　１００　コンテンツ再生装置
　２００　ドングル装置
　２０２　ステレオジャックインタフェース部
　２０４　入力部
　２０６　コンテンツ取込部
　２０８　エンコード部
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　２１０、３０４　保存部
　２１２、３０２　無線通信部
　２１４　コンテンツ取出部
　３００　ユーザー端末
　３０６　表示部
　３０８　装置検索部
　３１０　コンテンツ共有処理部
　３１２　再生部
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【図２】

【図３】
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【図４】
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