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(57)【要約】
【課題】ＤＬＮＡ規格等に準拠する無線通信ローカルネ
ットワークシステム内において、コンテンツ再生中に、
それを視聴している視聴者が手軽に且つ即座にコンテン
ツを入手できる通信端末装置、ネットワークシステム及
びコンテンツ配信方法を提供する。
【解決手段】再生装置と、再生装置で再生中のコンテン
ツを入手可能にするソフトウェアを含むサーバと、サー
バとデータ通信可能な通信端末装置とを備えるネットワ
ークシステムを提供する。再生装置で再生中のコンテン
ツを入手可能にするソフトウェアをサーバが通信端末装
置に送信することにより、該ソフトウェアがインストー
ルされた通信端末装置は、該ソフトウェアを介して再生
中のコンテンツを手軽に入手することができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の無線通信ネットワークシステムに登録された再生装置及び他の通信端末装置に所
定のデータを無線通信により送信する送信部と、
　前記再生装置で再生されている所定のコンテンツのデータを該コンテンツの再生中に入
手可能にするソフトウェアが格納されている記憶部と、
　前記送信部で、前記コンテンツのデータを前記再生装置に送信する制御、及び、前記ソ
フトウェアを前記他の通信端末装置に送信する制御を行う制御部とを備える
　通信端末装置。
【請求項２】
　前記無線通信ネットワークシステムがＤＬＮＡ規格に準拠したネットワークシステムで
ある
　請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項３】
　前記コンテンツのデータが前記記憶部に格納されている
　請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項４】
　所定の無線通信ネットワークシステムに登録されたサーバから所定のデータを無線通信
により受信する受信部と、
　前記無線通信ネットワークシステムに登録された再生装置で再生されている所定のコン
テンツのデータを該コンテンツの再生中に入手可能にするソフトウェアを格納するための
記憶部と、
　前記受信部で、前記ソフトウェアを介して前記コンテンツのデータを前記サーバから受
信する制御を行う制御部とを備える
　通信端末装置。
【請求項５】
　前記記憶部に前記ソフトウェアが格納されている
　請求項４に記載の通信端末装置。
【請求項６】
　前記制御部が、前記受信部で前記ソフトウェアを前記サーバから受信する制御を行う
　請求項４に記載の通信端末装置。
【請求項７】
　所定のコンテンツを再生する再生装置と、
　所定のデータを無線通信により受信する受信部、前記再生装置で再生されている前記コ
ンテンツのデータを前記コンテンツの再生中に入手可能にするソフトウェアを格納するた
めの第１記憶部、及び、該受信部で前記ソフトウェアを介して前記コンテンツのデータを
受信する制御を行う第１制御部を有する第１通信端末装置と、
　前記ソフトウェアが格納されている第２記憶部、前記再生装置及び第１通信端末装置に
所定のデータを無線通信により送信する送信部、並びに、該送信部で、前記コンテンツの
データを前記再生装置に送信する制御及び前記ソフトウェアを第１通信端末装置に送信す
る制御を行う第２制御部を有する第２通信端末装置とを備える
　無線通信ネットワークシステム。
【請求項８】
　所定の無線通信ネットワークシステムに登録された再生装置で再生されている所定のコ
ンテンツのデータを該コンテンツの再生中に入手可能にするソフトウェアを、該無線通信
ネットワークシステムに登録されたサーバが該無線通信ネットワークシステムに登録され
た通信端末装置に提供するステップと、
　前記サーバが前記再生装置に前記コンテンツのデータを送信し、前記再生装置で前記コ
ンテンツを再生するステップと、
　前記コンテンツの再生中に、前記ソフトウェアを介して前記通信端末装置が前記コンテ
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ンツの入手要求を前記サーバに送信するステップと、
　前記コンテンツの再生中に、前記サーバが前記ソフトウェアを介して前記通信端末装置
からの前記コンテンツの入手要求を受信し、前記サーバが前記ソフトウェアを介して前記
コンテンツのデータを前記通信端末装置に配信するステップとを含む
　コンテンツ配信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末装置、無線通信ネットワークシステム及びコンテンツ配信方法に関
する。より詳細には、ローカルエリアネットワークで用いられる通信端末装置、無線通信
ネットワークシステム及びコンテンツ配信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、楽曲や映像などのコンテンツの配信システムとして、インターネット上に配信さ
れたコンテンツに関する情報を見たクライアントがインターネット上でそのコンテンツを
手軽に注文（購入）できるシステムが種々提案されている（例えば、特許文献１参照）。
このようなコンテンツ配信システムには、コンテンツの入手を検討しているクライアント
が、コンテンツを注文する際に、そのコンテンツを視聴することができるシステムも多い
。
【０００３】
　また、上述したようなインターネットを介したグローバルなコンテンツ配信システムだ
けでなく、家庭内ＬＡＮ（Local Area Network）などのローカルネットワークにおいても
、様々なコンテンツ配信システムが提案されている。その一つに、ＤＬＮＡ（Digital Li
ving Network Alliance）規格に準拠したネットワークシステム（以下では、ＤＬＮＡネ
ットワークシステムともいう）がある。
【０００４】
　ＤＬＮＡ規格は、家庭内などのローカルネットワークエリアにおいて、ＡＶ（Audio an
d Visual）機器やパーソナルコンピュータ等の情報家電を相互に接続し且つそれらを連携
して利用するための規格である。具体的には、ＤＬＮＡ規格は、楽曲や映像などのコンテ
ンツを記録、蓄積及び提供するサーバと、該コンテンツを再生する再生装置（プレーヤー
）との間の接続条件（メディアフォーマット、装置間での通信手順、ユーザインターフェ
ースなど）を規定したものである。
【０００５】
　ＤＬＮＡネットワークシステムでは、ローカルネットワークへのコンテンツデータの送
り出し、取り出し、アップロード及びダウンロード等の処理動作は、主に、サーバと再生
装置との二者間で行われる。すなわち、このようなネットワークシステムでは、コンテン
ツ再生などの処理動作中は、サーバと再生装置との二者間でコンテンツのデータが共有さ
れることになる。なお、コンテンツを記録及び蓄積している装置と、該コンテンツを再生
装置に提供する制御を行っている装置とが異なる場合には、三者間でコンテンツのデータ
が共有される。
【０００６】
　また、ＤＬＮＡネットワークシステムにおいて、サーバ及び再生装置以外に該システム
に登録された通信端末装置がある場合、その通信端末装置の持ち主（以下、視聴者ともい
う）は、サーバに蓄積されているコンテンツフォルダを閲覧することができる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１１６７６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のようなＤＬＮＡネットワークシステムは、サーバ及び再生装置以外の該システム
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に接続されている通信端末装置の持ち主（視聴者）とっては、二者間でやり取りされる最
新のコンテンツを視聴するには便利である。しかしながら、このようなネットワークシス
テムでは、視聴者が再生中のコンテンツを入手しようとする際（コンテンツデータを共有
、転送等する際）には、次のような問題があった。
【０００９】
　上述したＤＬＮＡネットワークシステムのようなシステムでは、視聴者はサーバに蓄積
されているコンテンツフォルダを閲覧することができる。それゆえ、視聴者が再生中のコ
ンテンツを入手したい場合には、サーバを閲覧して所望のコンテンツのデータを取り出す
またはダウンロードする必要がある。ただし、この際には、再生中のコンテンツがサーバ
のコンテンツフォルダ内のどのコンテンツデータであるかが分からないと、所望のコンテ
ンツを入手できないという問題があった。
【００１０】
　また、サーバが複数の視聴者にコンテンツデータを配信及びアップロードする場合には
、コンテンツデータの配信及びアップロードを必要とする視聴者を個別に選択しなければ
ならないという問題もあった。
【００１１】
　上述した問題は、例えばパーティ、結婚式、展示会、小売店等の行事において、主催者
等が参加者にコンテンツを配信する際、または、参加者が再生中のコンテンツのデータを
入手する際に顕著に表れる。ここで、パーティ、結婚式及び展示会を例に挙げ、そのよう
な行事における上記問題点をより具体的に説明する。
【００１２】
　まず、パーティで生じる問題を説明する。パーティの参加者の一人がパーティ会場の音
響装置に自身の通信携帯端末を設定して接続し、音響通信装置に自身の音楽プレイリスト
を配信する。これにより、自身が配信した楽曲を他の参加者（視聴者）に聞かせることが
できる。この場合、上述したＤＬＮＡネットワークシステムでは、再生中の楽曲（コンテ
ンツ）は音響装置と楽曲を配信した参加者の通信携帯端末との間でのみ共有されている。
【００１３】
　このような状況で、視聴者が所望の楽曲を入手するために楽曲提供者の通信携帯端末（
サーバ）のコンテンツフォルダを閲覧しようとしても、そのサーバが誰の通信携帯端末で
あるのか分かっていなければ、所望の楽曲を入手することができない。また、サーバの所
有者が分かっていても、楽曲のタイトル、アーティスト名等が分かっていなければ、所望
の楽曲を入手することができない。
【００１４】
　また、視聴者が楽曲提供者本人に直接、楽曲入手の申し出を行った場合には、楽曲再生
後、所有者本人が楽曲の入ったファイルを視聴者に対して個別に提供することとなり、楽
曲再生中に、その楽曲を視聴者にその場で配信することはできない。上述のように、視聴
者が再生されている楽曲を聞きながらその楽曲を入手したくても、ＤＬＮＡネットワーク
システムのようなシステムでそれを手軽に実現することはできない。
【００１５】
　次に、展示会で生じる問題を説明する。展示会に出展している会社は、展示会場では、
上述したＤＬＮＡネットワークシステムのようなシステムにより、出展品の宣伝資料をサ
ーバから再生装置に送って再生し、出展品を展示会の入場者に紹介する。会社は、出展品
に興味のある入場者には、その宣伝資料を配付したいと考える。しかしながら、ＤＬＮＡ
ネットワークシステムのようなシステムでは、宣伝資料の再生中にはサーバと再生装置間
でその宣伝資料を共有しているだけであるので、再生している宣伝資料をその場で手軽に
入場者に電子ファイル等で配布することはできない。それゆえ、現状では、出展品に興味
のある入場者に対しては宣伝資料の印刷物等を配布することが多い。しかしながら、この
方法は、印刷物のコスト、宣伝資料を配付する人の人件費等など会社の負担が大きく、宣
伝の費用対効果が大きい方法とは言い難い。
【００１６】
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　さらに、結婚式で生じる問題を説明する。現在、結婚式において、花嫁と花婿の過去の
写真をスライドショーで上映することは一般的である。この場合、現在ではデジタルフォ
ーマットの写真データが記憶されたパーソナルコンピュータと、プロジェクターとを無線
通信で接続して写真のスライドショーを上映することも多い。このような場合、スライド
ショーの上映中は、写真データはパーソナルコンピュータとプロジェクターとの間でのみ
共有されているので、結婚式の出席者（視聴者）がスライドショーで上映された写真のう
ち一枚を入手したいと思っても、その写真を出席者が手軽に入手することはできない。
【００１７】
　上述のように、ＤＬＮＡネットワークシステムのようなシステムは、コンテンツ再生中
に該コンテンツのデータを共有している二者間以外の視聴者がその場で入手するには不便
なシステムであった。
【００１８】
　本発明は上記問題を解決するためになされたものである。本発明の目的は、上述したＤ
ＬＮＡ規格等に準拠するローカルネットワーク内において、コンテンツの再生中に、視聴
者が手軽に且つ即座に該コンテンツを入手できる通信端末装置、無線通信ネットワークシ
ステム及びコンテンツ配信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記課題を解決するために、第１の本発明の通信端末装置は、所定の無線通信ネットワ
ークシステムに登録された再生装置及び他の通信端末装置に所定のデータを無線通信によ
り送信する送信部を備える構成とした。また、第１の本発明の通信端末装置は、再生装置
で再生されている所定のコンテンツのデータを該コンテンツの再生中に入手可能にするソ
フトウェアが格納されている記憶部を備える構成とした。さらに、第１の本発明の通信端
末装置は、送信部で、コンテンツのデータを再生装置に送信する制御、及び、ソフトウェ
アを他の通信端末装置に送信する制御を行う制御部を備える構成とした。
【００２０】
　第１の本発明の通信端末装置は、コンテンツ提供側の通信端末装置である。第１の本発
明の通信端末装置は、上述のように、無線通信ネットワークシステムに登録された他の通
信端末装置に、コンテンツ再生中に該コンテンツのデータを入手可能にするソフトウェア
を送信する機能を有している。それゆえ、このソフトウェアをネットワークに接続された
他の通信端末装置に提供することにより、該他の通信端末装置がこのソフトウェアを介し
て、コンテンツの再生中に該コンテンツのデータを手軽に入手することができる。
【００２１】
　また、上記課題を解決するために、第２の本発明の通信端末装置は、所定の無線通信ネ
ットワークシステムに登録されたサーバから所定のデータを無線通信により受信する受信
部を備える構成とした。また、第２の本発明の通信端末装置は、無線通信ネットワークシ
ステムに登録された再生装置で再生されている所定のコンテンツのデータを該コンテンツ
の再生中に入手可能にするソフトウェアを格納するための記憶部を備える構成とした。さ
らに、第２の本発明の通信端末装置は、受信部で、前記ソフトウェアを介してコンテンツ
のデータをサーバから受信する制御を行う制御部を備える構成とした。
【００２２】
　第２の本発明の通信端末装置は、コンテンツ入手側の通信端末装置である。第２の本発
明の通信端末装置は、上述のように、コンテンツ再生中に該コンテンツのデータを入手可
能にするソフトウェアを介して、コンテンツのデータを受信することができる機能を有し
ている。それゆえ、該ソフトウェアを入手できれば、このソフトウェアを介して再生中の
コンテンツを手軽に入手することができる。なお、このソフトウェアは通信端末装置に予
めダウンロードされていてもよいし、サーバからダウンロードして入手してもよい。
【００２３】
　上記課題を解決するために、本発明の無線通信ネットワークシステムは、所定のコンテ
ンツを再生する再生装置と、再生中のコンテンツを入手可能な第１通信端末装置とを備え
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る構成とした。また、本発明の無線通信ネットワークシステムは、再生装置及び第１通信
端末装置に所定のデータを送信する第２通信端末装置を備える構成とした。また、本発明
では、第１通信端末装置が、所定のデータを無線通信により受信する受信部、再生装置で
再生されているコンテンツのデータをコンテンツ再生中に入手可能にするソフトウェアを
格納するための第１記憶部を備える構成とした。また、本発明では、第１通信端末装置が
、受信部で前記ソフトウェアを介してコンテンツのデータを受信する制御を行う第１制御
部を備える構成とした。さらに、本発明では、第２通信端末装置が、前記ソフトウェアが
格納されている第２記憶部、及び、再生装置及び第１通信端末装置に所定のデータを無線
通信により送信する送信部を備える構成とした。また、本発明では、第２通信端末装置が
、送信部で、コンテンツのデータを再生装置に送信する制御及び前記ソフトウェアを第１
通信端末装置に送信する制御を行う第２制御部を備える構成とした。
【００２４】
　本発明の無線通信ネットワークシステムでは、上述のように、第２通信端末装置が、再
生装置で再生されているコンテンツのデータをコンテンツ再生中に入手可能にするソフト
ウェアを、該システムに登録された第１通信端末装置に送信する機能を有する。また、第
１通信端末装置は、上記ソフトウェアを介してコンテンツ再生中に該コンテンツのデータ
をサーバから入手する機能を有している。それゆえ、第１通信端末装置が上記ソフトウェ
アを第２通信端末装置から入手してインストールした場合には、第１通信端末装置の持ち
主は該ソフトウェアを介して再生中のコンテンツを手軽に入手することができる。
【００２５】
　また、上記課題を解決するために、本発明のコンテンツ配信方法は、次の手順を含む方
法とした。まず、所定の無線通信ネットワークシステムに登録された再生装置で再生され
ている所定のコンテンツのデータを該コンテンツの再生中に入手可能にするソフトウェア
を、該無線通信ネットワークシステムに登録されたサーバが該無線通信ネットワークシス
テムに登録された通信端末装置に提供する。次いで、サーバが再生装置にコンテンツのデ
ータを送信し、再生装置でコンテンツを再生する。次いで、コンテンツの再生中に、前記
ソフトウェアを介して通信端末装置がコンテンツの入手要求をサーバに送信する。そして
、コンテンツの再生中に、サーバが前記ソフトウェアを介して通信端末装置からのコンテ
ンツの入手要求を受信し、サーバがソフトウェアを介してコンテンツのデータを通信端末
装置に配信する。
【００２６】
　本発明のコンテンツ配信方法では、上述のように、サーバ及び再生装置以外の通信端末
装置の持ち主（視聴者）が、コンテンツの再生中にコンテンツを入手可能にするソフトウ
ェアを介して、コンテンツの入手要求及び入手を手軽に行うことができる。
【発明の効果】
【００２７】
　上述のように、本発明では、再生装置に再生されているコンテンツのデータをコンテン
ツ再生中に該コンテンツを入手可能にするソフトウェアを介して、ネットワーク内の視聴
者が再生中のコンテンツをサーバから入手することができる。それゆえ、本発明によれば
、ＤＬＮＡ規格等に準拠するネットワークシステム内においても、コンテンツの再生中に
、視聴者が手軽に且つ即座に該コンテンツを入手することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明の通信端末装置及びそれを含む無線通信ネットワークシステムの一実施形態の例
を、図面を参照しながら以下に説明する。しかしながら、本発明は以下の実施形態に限定
されるものではない。
【００２９】
［無線通信ネットワークシステム］
　本実施形態の無線通信ネットワークシステムの概略構成を図１に示す。無線通信ネット
ワークシステム１０は、図１に示すように、コンテンツの再生装置１と、再生装置１にコ
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ンテンツを提供するサーバ２と、ネットワーク内に登録された（無線通信を介して接続さ
れた）複数の通信端末装置３とを備える。なお、本実施形態の無線通信ネットワークシス
テム１０は、ＤＬＮＡ規格に準拠したネットワークシステムである。すなわち、再生装置
１、サーバ２及び複数の通信端末装置３はＤＬＮＡ規格に基づいて相互に無線通信可能に
接続されている。
【００３０】
　また、本実施形態では、サーバ２及び通信端末装置３として、移動通信端末を用いた例
を説明する。なお、ここでいう移動通信端末は、いわゆる携帯電話端末と称されるもので
あり、無線電話用の基地局と無線通信を行う端末装置である。また、再生装置１としては
テレビを用いた例を説明する。
【００３１】
　本実施形態のサーバ２（図２中の移動通信端末Ａ）の概略ブロック図を図２に示した。
サーバ２は、図２に示すように、アンテナ１１と、制御部１２と、アンテナ１１と接続さ
れた通信回路１３と、表示部１４と、操作部１５と、記憶部１６とを備える。また、サー
バ２は、無線ＬＡＮ用通信回路２１と、無線ＬＡＮ用アンテナ２２とを備える。さらに、
サーバ２は、通話時の音声を出力するためのスピーカ１８と、通話時の音声を吸音するた
めのマイクロフォン１９と、通話時の音声データをデジタルアナログ変換する音声処理部
２０とを備える。
【００３２】
　また、サーバ２は、図２に示すように、制御ライン２５及びデータライン２６を備える
。制御ライン２５は、これに接続されている各部を制御する信号を流す信号線である。サ
ーバ２内の幾つかの各部は、図２に示すように、制御ライン２５を通じて制御部１２と接
続しており、制御部１２の制御により各部での処理が行われる。また、データライン２６
は、これに接続されている各部間でデータ転送を行うための信号線である。なお、図２に
は示していないが、サーバ２は電源部を備えており、電源部から各部に電力が供給されて
いる。
【００３３】
　制御部１２は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等の演算制御装置からなり
、サーバ２を構成する各部を制御する。制御部１２は、所定のコンテンツ（音楽、映像な
ど）をテレビ１に配信する際の送信処理の制御を行う。また、制御部１２は、コンテンツ
の再生中に該コンテンツのデータを入手可能にするソフトウェア（以下では、コンテンツ
入手ソフトウェアともいう）を複数の通信端末装置３（図１中の移動通信端末Ｂ～Ｅ）に
送信する際の送信処理の制御も行う。
【００３４】
　通信回路１３は、制御部１２の制御により、アンテナ１１を介して携帯電話基地局（不
図示）との間で送信信号の送信及び受信信号の受信を行う。また、通信回路１３は携帯電
話基地局とやり取りする電波の変調及び復調も行う。
【００３５】
　表示部１４は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）などで構成され
る。また、操作部１５は、ジョグダイアルやキーパッドなどから構成される。操作部１５
では、電話番号やメール文などの入力操作、各種モードの設定操作などの入力操作信号を
入力することができる。
【００３６】
　記憶部１６は、フラッシュメモリ（半導体メモリ）等の不揮発性メモリから構成される
。記憶部１６には、電話帳やスケジュール、メールメッセージ、動画、静止画、音楽、ア
プリケーションソフトウェア、ブックマーク、ウェブページ等の様々なデータ及びコンピ
ュータプログラムが格納される。すなわち、記憶部１６には、無線通信ネットワークシス
テム１０内の複数の通信端末装置３に配信するコンテンツ入手ソフトウェア、及びテレビ
１に提供するコンテンツのデータが格納されている。
【００３７】
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　無線ＬＡＮ用通信回路２１は、制御部１２の制御に基づいて所定の変調及び復調を行い
、無線ＬＡＮ用アンテナ２２を介して外部のアクセスポイント装置（不図示）との間で無
線信号の送信及び受信を行う。なお、本実施形態では、無線ＬＡＮ用通信回路２１及び無
線ＬＡＮ用アンテナ２２を介して、コンテンツがサーバ２からテレビ１に配信され、且つ
、コンテンツ入手ソフトウェアがサーバ２から通信端末装置３に配信される。このコンテ
ンツ及びコンテンツ入手ソフトウェアの配信処理は制御部１２で制御される。
【００３８】
　また、本実施形態の無線通信ネットワークシステム１０には、図１に示すように、４台
の通信端末装置３が登録されているものとする。４台の通信端末装置３（移動通信端末Ｂ
～Ｅ）の構成はいずれも、サーバ２（移動通信端末Ａ）と同様の構成、すなわち図２に示
した構成とする。なお、通信端末装置３では、無線ＬＡＮ用通信回路２１及び無線ＬＡＮ
用アンテナ２２を介して、サーバ２からコンテンツ入手ソフトウェア及びコンテンツを受
信する。
【００３９】
　また、通信端末装置３では、記憶部１６にコンテンツ入手ソフトウェアが格納される。
このコンテンツ入手ソフトウェアは記憶部１６に予めダウンロードされていてもよいし、
後述するように、サーバ２からダウンロードしてもよい。
【００４０】
［コンテンツの配信処理例１］
　次に、本実施形態におけるコンテンツの配信処理の第１の例を図３～９を参照しながら
具体的に説明する。なお、以下の説明では、図３及び７（配信処理の手順を示した図面）
との対応を明確にするために、サーバ２を移動通信端末Ａと記し、４台の通信端末装置３
をそれぞれ移動通信端末Ｂ～Ｅと記す。
【００４１】
　最初に、テレビ１でコンテンツを再生する前の処理を図３～６を参照しながら説明する
。図３は、コンテンツ再生前の各装置間における情報の時系列的な流れを示した図であり
、図４は、装置間の情報の空間的な流れを示した模式図である。
【００４２】
　また、図５は、コンテンツ再生前の各処理工程において、移動通信端末Ａの表示部１４
に表示される具体的なメッセージ例を示した図である。図６（ａ）～６（ｆ）は、コンテ
ンツ再生前の各処理工程において、移動通信端末Ｅの表示部１４に表示される具体的なメ
ッセージ例を示した図である。なお、後述するように、この例では、移動通信端末Ｂもコ
ンテンツ入手ソフトウェアを入手するので、移動通信端末Ｂの表示部１４にも図６（ａ）
～６（ｆ）に示すようなメッセージは表示される。また、後述するように、この例では、
移動通信端末Ｃ及びＤの持ち主はコンテンツ入手ソフトウェアを入手しない（図６（ｂ）
で「いいえ」を選択する）。それゆえ、移動通信端末Ｃ及びＤの表示部１４に図６（ｃ）
～６（ｆ）に示すようなメッセージは表示されない。
【００４３】
　まず、図３に示すように、移動通信端末Ａがコンテンツの配信処理を開始する（図３中
のステップＳ１）。なお、この例では、移動通信端末Ｂ～Ｅの記憶部１６には予めコンテ
ンツ入手ソフトウェアがダウンロードされていないものとする。
【００４４】
　次いで、無線通信ネットワークシステム１０内に登録されている移動通信端末をサーチ
する（図３中のステップＳ２）。この工程で、移動通信端末Ａはネットワーク内に移動通
信端末Ｂ～Ｅが登録されていることを確認できる。
【００４５】
　次いで、コンテンツ入手ソフトウェアの内容に関する情報を移動通信端末Ｂ～Ｅに送信
する（図３及び４中のステップＳ３）。この際、その情報とともに、該情報を再生するた
めのダウンロード支援ソフトウェアや再生ソフトウェア等を一緒に送信してもよい。なお
、ステップＳ３は、その都度、コマンド（例えばＤＬＮＡコマンド等）により実行されて
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もよいし、定期的に実行されてもよい。
【００４６】
　また、ステップＳ３では、移動通信端末Ａの表示部１４には、例えば図５（ａ）に示す
ように、コンテンツ入手ソフトウェアを選択する画面が表示される。ここで、コンテンツ
入手ソフトウェアを選択すると、図５（ｂ）に示すように、コンテンツ入手ソフトウェア
の内容に関する情報を移動通信端末Ｂ～Ｅに送信する否かのメッセージが表示される。
【００４７】
　一方、ステップＳ３では、移動通信端末Ｅの表示部１４の画面は、スタンバイの表示画
面（図６（ａ））からコンテンツ入手ソフトウェアをインストールするか否かのメッセー
ジの表示した画面（図６（ｂ））に切り替わる。
【００４８】
　ステップＳ３でコンテンツ入手ソフトウェアの内容に関する情報を受信した移動通信端
末Ｂ～Ｅの持ち主は、その情報の内容からコンテンツ入手ソフトウェアを入手するか否か
判断する。この例では、移動通信端末Ｂ及びＥの持ち主がコンテンツ入手ソフトウェアを
入手し、移動通信端末Ｃ及びＤの持ち主はコンテンツ入手ソフトウェアを入手しないもの
とする。
【００４９】
　ステップＳ３でコンテンツ入手ソフトウェアを入手したいと思った移動通信端末Ｂの持
ち主は、コンテンツ入手ソフトウェアの配信要求信号を移動通信端末Ａに送信する（図３
及び４中のステップＳ４）。また、同様に、ステップＳ３でコンテンツ入手ソフトウェア
を入手したいと思った移動通信端末Ｅの持ち主もまた、コンテンツ入手ソフトウェアの配
信要求信号を移動通信端末Ａに送信する（図３及び４中のステップＳ６）。
【００５０】
　次いで、移動通信端末Ａは、移動通信端末Ｂからのコンテンツ入手ソフトウェアの配信
要求信号を受信して、コンテンツ入手ソフトウェアを移動通信端末Ｂに送信する（図３及
び４中のステップＳ５）。また、移動通信端末Ａは、移動通信端末Ｅからのコンテンツ入
手ソフトウェアの配信要求に対しても同様に、コンテンツ入手ソフトウェアを移動通信端
末Ｅに送信する（図３及び４中のステップＳ７）。
【００５１】
　上述したステップＳ５及びＳ７の直前及び直後には、例えば図５（ｃ）及び５（ｄ）に
示すようなメッセージ例が移動通信端末Ａの表示部１４に表示される。図５（ｃ）は、コ
ンテンツ入手ソフトウェア送信直前のメッセージ例であり、コンテンツ入手ソフトウェア
を送信するか否かのメッセージが表示される。そして、図５（ｄ）は、コンテンツ入手ソ
フトウェア送信完了直後のメッセージ例であり、コンテンツ入手ソフトウェアの許可変更
が後で可能である旨のメッセージが表示される。
【００５２】
　また、ステップＳ５及びＳ７でコンテンツ入手ソフトウェアが移動通信端末Ｅにダウン
ロードされている間は、移動通信端末Ｅの表示部１４には、例えば図６（ｃ）に示すよう
に、コンテンツ入手ソフトウェアのダウンロード状況が表示される。そして、コンテンツ
入手ソフトウェアのダウンロードが完了すれば、移動通信端末Ｅの表示部１４には、例え
ば図６（ｄ）に示すように、コンテンツ入手ソフトウェアを起動させるか否かのメッセー
ジが表示される。
【００５３】
　そして、移動通信端末Ｂ及びＥでコンテンツ入手ソフトウェアのダウンロードが完了し
た後、該コンテンツ入手ソフトウェアを起動する（例えば図６（ｄ）の画面上で「はい」
を選択する）。すると、移動通信端末Ｅの表示部１４には、例えば図６（ｅ）に示すよう
に、コンテンツ入手ソフトウェアが起動中であることを示すメッセージが表示される。
【００５４】
　次いで、コンテンツ入手ソフトウェアが起動し有効に動作する状態になれば、移動通信
端末Ｂ及びＥは、コンテンツ入手ソフトウェアを介してテレビ１に再生されているコンテ
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ンツを入手できる状態となる。この際、移動通信端末Ｅの表示部１４には、例えば図６（
ｆ）に示すように、コンテンツをダウンロードするか否かのメッセージが表示され、待機
状態となる。
【００５５】
　なお、上述の例では、コンテンツ入手ソフトウェアのダウンロード完了後、コンテンツ
入手ソフトウェアを起動するか否かの選択を行ったが、本発明はこれに限定されない。コ
ンテンツ入手ソフトウェアのダウンロード完了後、自動的にコンテンツ入手ソフトウェア
が起動するように設定されていてもよい。
【００５６】
　上述のようにして、移動端末装置Ｂ及びＥが、テレビ１に再生されているコンテンツを
、該コンテントの再生中に入手できる状態となる。
【００５７】
　次に、移動端末装置Ｂ及びＥにおいてコンテンツ入手ソフトウェアが起動した後、この
コンテンツ入手ソフトウェアを介して移動端末装置Ｂ及びＥの持ち主が再生中のコンテン
ツの入手する際の処理を、図７～９を参照しながら説明する。なお、この例では、無線通
信ネットワークシステム１０内でテレビ１にスライドショーを上映する例について説明す
る。
【００５８】
　コンテンツ再生開始後の装置間における情報の流れを図７及び図８に示した。図７は、
装置間の情報の時系列な流れを示した図であり、図８は、装置間の情報の空間的な流れを
示した模式図である。また、図９には、コンテンツ再生開始後の各処理工程において、移
動通信端末ＢまたはＥの表示部１４に表示される具体的なメッセージ例を示した。
【００５９】
　まず、移動通信端末Ａがコンテンツのデータをテレビ１に送信してスライドショーを開
始する（図７及び８中のステップＳ８）。なお、テレビ１に提供されるコンテンツのメデ
ィアタイプ及び再生は移動通信端末Ａで制御される。この段階では、コンテンツ入手ソフ
トウェアがインストールされた移動通信端末の数に関係なく、無線通信ネットワークシス
テム１０内では、移動通信端末Ａとテレビ１との二者間でコンテンツデータが共有されて
いる。
【００６０】
　次いで、移動通信端末Ａは、コンテンツ入手ソフトウェアがインストールされた移動通
信端末Ｂ及びＥに再生中のコンテンツの内容に関するメタ情報（コンテンツ名やコンテン
ツデータのファイル名など）を送信する（図７及び８中のステップＳ９）。この際、移動
通信端末Ｂ及びＥの表示部１４には、例えば図９（ａ）に示しように、現在再生中のコン
テンツをダウンロードするか否かのメッセージが表示される。
【００６１】
　そして、移動通信端末Ｂ及びＥの持ち主は、再生中のコンテンツを入手するか否か判断
し、コンテンツを入手する場合には、コンテンツ入手ソフトウェアを介して、移動通信端
末Ａにコンテンツの入手要求信号を送信する。この際、コンテンツの入手要求信号と同時
にコンテンツのメタ情報も移動通信端末Ａに送信される。
【００６２】
　なお、この段階では、図７に示すように、移動通信端末Ｅの持ち主が再生中のコンテン
ツを入手し、移動通信端末Ｂの持ち主はコンテンツを入手しないものとする。それゆえ、
ステップＳ９で再生中のコンテンツのメタ情報を受信した移動通信端末Ｅの持ち主が、コ
ンテンツ入手ソフトウェアを介して、移動通信端末Ａにコンテンツの入手要求信号を送信
する（図７及び８中のステップＳ１０）。
【００６３】
　なお、この際、ユーザの操作快適性を考慮して、例えば図９（ａ）の表示部１４に示さ
れた「入手！」ボタンをシングルクリックしてコンテンツの入手要求を行うことが好まし
い。
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【００６４】
　次いで、移動通信端末Ｅから再生中のコンテンツの入手要求信号を受信した移動通信端
末Ａは、入手要求信号と共に送信されてきたコンテンツのメタ情報を確認する。そして、
そのメタ情報に対応した再生中のコンテンツのデータをコンテンツ入手ソフトウェアを介
して移動通信端末Ｅに送信する（図７及び８中のステップＳ１１）。この際、移動通信端
末Ｅの表示部１４には、例えば図９（ｂ）に示すように、ダウンロードの経過が表示され
る。なお、図９（ｂ）の例では、現在のコンテンツのデータがダウンロードされている間
に、次のコンテンツのメタ情報が表示されている。
【００６５】
　上述した手順で、移動通信端末Ｅはコンテンツ入手ソフトウェアを介して再生中のコン
テンツを入手することができる。このコンテンツ入手段階では、移動通信端末Ａ、Ｅ及び
テレビ１の間でコンテンツのデータが共有されていることになる。
【００６６】
　次に、移動通信端末Ａからテレビ１に新たなコンテンツのデータが送信され、テレビ１
に再生されるコンテンツが切り替わる（図７及び８中のステップＳ１２）。
【００６７】
　次いで、移動通信端末Ａは、再度、コンテンツ入手ソフトウェアがインストールされた
移動通信端末Ｂ及びＥに再生中の新たなコンテンツのメタ情報を送信する（図７及び８中
のステップＳ１３）。
【００６８】
　次いで、移動通信端末Ｂ及びＥの持ち主は、再生中の新たなコンテンツを入手するか否
かを判断し、コンテンツを入手する場合には、コンテンツ入手ソフトウェアを介して、移
動通信端末Ａにコンテンツの入手要求信号を送信する。また、この際、コンテンツの入手
要求信号と同時にコンテンツのメタ情報も移動通信端末Ａに送信される。
【００６９】
　なお、この段階では、図７に示すように、移動通信端末Ｂの持ち主が再生中のコンテン
ツの入手要求を行い、移動通信端末Ｅの持ち主はコンテンツを入手要求しないものとする
。それゆえ、ステップＳ１３で再生中のコンテンツのメタ情報を受信した移動通信端末Ｂ
の持ち主が、コンテンツ入手ソフトウェアを介して、移動通信端末Ａにコンテンツの入手
要求信号を送信する（図７及び８中のステップＳ１４）。
【００７０】
　次いで、移動通信端末Ｂから再生中のコンテンツの入手要求信号を受信した移動通信端
末Ａは、入手要求信号と共に送信されてきたコンテンツのメタ情報を確認する。そして、
そのメタ情報に対応した再生中のコンテンツのデータをコンテンツ入手ソフトウェアを介
して移動通信端末Ｂに送信する（図７及び８中のステップＳ１５）。
【００７１】
　上述した手順で、移動通信端末Ｂは再生中の新たなコンテンツを入手することができる
。この入手段階では、移動通信端末Ａ、Ｂ及びテレビ１の間でコンテンツのデータが共有
されていることになる。
【００７２】
　この例のコンテンツ配信処理では、上述したステップＳ８以降の処理をスライドショー
が終了するまで繰り返す。
【００７３】
　なお、コンテンツ入手ソフトウェアが起動している間は、再生中のコンテンツをすぐに
ダウンロードできる状態で待機している（図６（ｆ）参照）。それゆえ、上記例のステッ
プＳ１３において、移動通信端末Ｅの持ち主が新たなコンテンツを入手したいと思った場
合には、例えば図９（ｂ）及び９（ｃ）に示すように表示部１４内の「入手！」ボタンを
クリックするだけで連続して新たなコンテンツを入手することができる。
【００７４】
　上述のように、本実施形態の無線通信ネットワークシステム１０では、コンテンツ入手
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ソフトを介して、サーバ２及び再生装置１以外の通信端末装置３が再生中のコンテンツを
手軽にかつ即座に入手することができる。
【００７５】
［コンテンツの配信処理例２］
　次に、本実施形態におけるコンテンツの配信処理の第２の例を説明する。この例では、
コンテンツ再生開始後の処理動作を配信処理例１とは変えた。コンテンツ再生前の処理動
作は、上述のコンテンツの配信処理例１（図３～７参照）と同様した。それゆえ、ここで
はコンテンツ再生前の処理動作の説明を省略し、コンテンツ再生開始後の処理動作のみを
説明する。
【００７６】
　この例の無線通信ネットワークシステム１０におけるコンテンツ再生開始後の処理動作
を図１０及び１１を参照しながら説明する。図１０は、コンテンツ再生開始後の装置間の
時系列的な情報の流れを示した図であり、図１１は、装置間の空間的な情報の流れを示し
た模式図である。
【００７７】
　なお、この例においても、無線通信ネットワークシステム１０内でテレビ１にスライド
ショーを上映する例について説明する。さらに、この例では、配信処理例１と同様に、コ
ンテンツの再生前の処理動作でコンテンツ入手ソフトウェアを移動通信端末Ａからインス
トールした端末は移動通信端末Ｂ及びＥとする。また、以下の説明では、図１０との対応
を明確にするために、サーバ２を移動通信端末Ａと記し、４台の通信端末装置３をそれぞ
れ移動通信端末Ｂ～Ｅと記す。
【００７８】
　まず、移動通信端末Ａがコンテンツのデータをテレビ１に送信してスライドショーを開
始する（図１０及び１１中のステップＳ８）。この段階では、コンテンツ入手ソフトウェ
アがインストールされた移動通信端末の数に関係なく、無線通信ネットワークシステム１
０内では移動通信端末Ａとテレビ１との二者間でコンテンツデータが共有されている。
【００７９】
　次いで、再生中のコンテンツを視聴していた移動通信端末Ｅの持ち主が、再生中のコン
テンツを入手することを決め、コンテンツ入手ソフトウェアを介して、移動通信端末Ａに
コンテンツの入手要求信号を送信する（図１０及び１１中のステップＳ１０）。
【００８０】
　次いで、移動通信端末Ｅから再生中のコンテンツの入手要求信号を受信した移動通信端
末Ａは、コンテンツ入手ソフトウェアを介して移動通信端末Ｅに再生中のコンテンツを送
信する（図１０及び１１中のステップＳ１１）。
【００８１】
　なお、コンテンツ再生中には、コンテンツの提供元である移動通信端末Ａには、再生中
のコンテンツに関する何らかの情報が認識されている。それゆえ、この例のように、コン
テンツ再生中に直接移動通信端末Ａにコンテンツ入手要求があった場合にも、移動通信端
末Ａに認識されている再生中のコンテンツに関する情報を介して再生中のコンテンツを要
求先の移動通信端末に送信することができる。
【００８２】
　この例では、上述した手順で、移動通信端末Ｅはコンテンツ入手ソフトウェアを介して
再生中のコンテンツを入手することができる。
【００８３】
　次に、移動通信端末Ａからテレビ１に新たなコンテンツのデータが送信され、テレビ１
に再生されるコンテンツが切り替わる（図１０及び１１中のステップＳ１２）。
【００８４】
　次いで、再生中のコンテンツを視聴していた移動通信端末Ｂの持ち主が、再生中のコン
テンツを入手することを決め、コンテンツ入手ソフトウェアを介して、移動通信端末Ａに
コンテンツの入手要求信号を送信する（図１０及び１１中のステップＳ１４）。
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【００８５】
　次いで、移動通信端末Ｂから再生中の新たなコンテンツの入手要求信号を受信した移動
通信端末Ａは、コンテンツ入手ソフトウェアを介して移動通信端末Ｂに再生中の新たなコ
ンテンツのデータを送信する（図１０及び１１中のステップＳ１５）。この例では、上述
した手順で、移動通信端末Ｂは再生中の新たなコンテンツを入手することができる。
【００８６】
　この例のコンテンツ配信処理では、上述したステップＳ８以降の処理をスライドショー
が終了するまで繰り返す。
【００８７】
　コンテンツの配信処理例１では、移動通信端末ＢまたはＥが移動通信端末Ａにコンテン
ツ入手要求を行う際には、移動通信端末Ａから配信されたコンテンツのメタ情報を、入手
したいコンテンツデータの照会情報として用いた。それに対して、この例のコンテンツ配
信処理は、上述のように、移動通信端末ＢまたはＥが、移動通信端末Ａから配信されるコ
ンテンツの照会情報を用いずに、直接移動通信端末Ａにコンテンツ入手要求する。すなわ
ち、この例のコンテンツ配信処理では、配信処理例１のステップＳ９及びＳ１３を省略し
ている。それゆえ、この例のコンテンツ配信処理では、さらに手軽にかつ即座に、視聴者
がコンテンツを入手することができる。
【００８８】
［コンテンツの配信処理例３］
　次に、本実施形態におけるコンテンツ配信処理の第３の例を説明する。この例では、コ
ンテンツ再生開始後の処理動作をコンテンツ配信処理例１及び２とは変えた。具体的には
、この例では、通信端末装置３がサーバ２にコンテンツ入手要求する際に、入手したいコ
ンテンツの照会情報としてコンテンツデータの所在場所を示すＵＲＩ（Uniform Resource
 Identifier）を用いる処理について説明する。
【００８９】
　なお、この例では、コンテンツ再生前の処理動作は、上述のコンテンツの配信処理例１
（図３～７参照）と同様にした。それゆえ、ここではコンテンツ再生前の処理動作の説明
を省略し、コンテンツ再生開始後の処理動作のみを説明する。
【００９０】
　この例の無線通信ネットワークシステム１０におけるコンテンツ再生開始後の処理動作
を図１２及び１３を参照しながら説明する。図１２は、コンテンツ再生開始後の装置間の
時系列的な情報の流れを示した図であり、図１３は、装置間の空間的な情報の流れを示し
た模式図である。
【００９１】
　なお、この例においても、無線通信ネットワークシステム１０内のテレビ１にスライド
ショーを上映する例について説明する。また、この例では、コンテンツ配信処理例１及び
２と同様に、コンテンツの再生前の処理動作でコンテンツ入手ソフトウェアを移動通信端
末Ａからインストールした端末は移動通信端末Ｂ及びＥとする。また、以下の説明では、
図１２との対応を明確にするために、サーバ２を移動通信端末Ａと記し、４台の通信端末
装置３をそれぞれ移動通信端末Ｂ～Ｅと記す。
【００９２】
　まず、移動通信端末Ａがコンテンツのデータをテレビ１に送信してスライドショーを開
始する（図１２及び１３中のステップＳ８）。この段階では、コンテンツ入手ソフトウェ
アがインストールされた移動通信端末の数に関係なく、無線通信ネットワークシステム１
０内では、移動通信端末Ａとテレビ１との二者間でコンテンツが共有されている。
【００９３】
　次いで、再生中のコンテンツを視聴していた移動通信端末Ｅの持ち主が、再生中のコン
テンツを入手することを決め、移動通信端末ＡにコンテンツのＵＲＩの入手要求信号を送
信する（図１２及び１３中のステップＳ９Ａ）。なお、この要求動作は、コンテンツ入手
ソフトウェアを介してＤＬＮＡコマンドにより行ってもよい。
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【００９４】
　次いで、移動通信端末Ｅから再生中のコンテンツのＵＲＩの入手要求信号を受信した移
動通信端末Ａは、コンテンツ入手ソフトウェアを介して移動通信端末ＥにコンテンツのＵ
ＲＩを送信する（図１２及び１３中のステップＳ９Ｂ）。
【００９５】
　次いで、コンテンツのＵＲＩを受信した移動通信端末Ｅの持ち主は、コンテンツ入手ソ
フトウェアを介して移動通信端末Ａにコンテンツの入手要求信号を送信する（図１２及び
１３中のステップＳ１０）。この際、コンテンツの入手要求信号と同時にコンテンツのＵ
ＲＩも移動通信端末Ａに送信される。
【００９６】
　次いで、移動通信端末Ｅから再生中のコンテンツの入手要求信号を受信した移動通信端
末Ａは、入手要求信号と共に送信されてきたコンテンツのＵＲＩを確認する。そして、そ
のＵＲＩに対応した再生中のコンテンツのデータをコンテンツ入手ソフトウェアを介して
移動通信端末Ｅに送信する（図１２及び１３中のステップＳ１１）。この例では、上述し
た手順で、移動通信端末Ｅはコンテンツ入手ソフトウェアを介して再生中のコンテンツを
入手することができる。
【００９７】
　次に、移動通信端末Ａからテレビ１に新たなコンテンツが送信され、テレビ１に再生さ
れるコンテンツが切り替わる（図１２及び１３中のステップＳ１２）。
【００９８】
　次いで、新たに再生されたコンテンツを視聴していた移動通信端末Ｂの持ち主が、再生
中のコンテンツを入手することに決め、移動通信端末ＡにコンテンツのＵＲＩの入手要求
信号を送信する（図１２及び１３中のステップＳ１３Ａ）。
【００９９】
　次いで、移動通信端末Ｂから再生中のコンテンツのＵＲＩの入手要求信号を受信した移
動通信端末Ａは、コンテンツ入手ソフトウェアを介して移動通信端末ＢにコンテンツのＵ
ＲＩを送信する（図１２及び１３中のステップＳ１３Ｂ）。
【０１００】
　次いで、コンテンツのＵＲＩを受信した移動通信端末Ｂの持ち主は、コンテンツ入手ソ
フトウェアを介して移動通信端末Ａにコンテンツの入手要求信号を送信する（図１２及び
１３中のステップＳ１４）。この際、コンテンツの入手要求信号と同時にコンテンツのＵ
ＲＩも移動通信端末Ａに送信される。
【０１０１】
　次いで、移動通信端末Ｂから再生中のコンテンツの入手要求信号を受信した移動通信端
末Ａは、入手要求信号と共に送信されてきたコンテンツのＵＲＩを確認する。そして、そ
のＵＲＩに対応した再生中のコンテンツのデータをコンテンツ入手ソフトウェアを介して
移動通信端末Ｂに送信する（図１２及び１３中のステップＳ１５）。この例では、上述し
た手順で、移動通信端末Ｂはコンテンツ入手ソフトウェアを介して新たに再生されたコン
テンツを入手することができる。
【０１０２】
　この例のコンテンツ配信処理では、上述したステップＳ８以降の処理をスライドショー
が終了するまで繰り返す。
【０１０３】
　上述のように、この例のコンテンツ配信処理においても、コンテンツ入手ソフトを介し
て、サーバ２及び再生装置１以外の通信端末装置３が再生中のコンテンツを手軽にかつ即
座に入手することができる。
【０１０４】
　上記実施形態では、ＤＬＮＡ規格に準拠したローカルネットワークシステムを例にとり
説明したが、本発明はこれに限定されない。ＤＬＮＡ規格と同様の規格に準拠した無線通
信ＬＡＮのシステムに本発明は適用可能である。
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　上記実施形態では、ネットワークシステムを構成する無線通信装置として、再生装置と
してテレビを用い、サーバ及びその他の通信端末装置として移動通信端末を用いた例を説
明したが、本発明はこれに限定されない。再生装置としてはコンテンツ再生機能を有する
任意の装置を用いることができる。また、再生装置がサーバ機能を持つ装置（例えば、パ
ーソナルコンピュータ）等でもよい。また、サーバや他の通信端末装置は、無線通信可能
な装置であれば任意の装置が用い得る。
【０１０６】
　また、上記実施形態では、サーバがコンテンツデータを記録、蓄積及び送信制御する場
合を説明したが、コンテンツデータを記録及び蓄積している装置と、該コンテンツデータ
を送信制御する装置とが異なる場合であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線通信ネットワークシステムの概略構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る移動通信端末の概略ブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るコンテンツの配信処理のコンテンツ再生前の処理動作
の時系列的な流れを示した図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るコンテンツの配信処理のコンテンツ再生前の処理動作
におけるデータの空間的な流れを示した模式的である。
【図５】図５（ａ）～（ｄ）は、コンテンツ再生前の各処理工程において、サーバの表示
部に表示されるメッセージ例を示した図である。
【図６】図６（ａ）～（ｆ）は、コンテンツ再生前の各処理工程において、コンテンツ入
手側の移動通信端末の表示部に表示されるメッセージ例を示した図である。
【図７】コンテンツ配信処理例１のコンテンツ再生後の処理動作の時系列的な流れを示し
た図である。
【図８】コンテンツ配信処理例１のコンテンツ再生後の処理動作におけるデータの空間的
な流れを示した模式図である。
【図９】図６（ａ）～（ｃ）は、コンテンツ配信処理例１のコンテンツ再生後の各処理工
程において、コンテンツ入手側の移動通信端末の表示部に表示されるメッセージ例を示し
た図である。
【図１０】コンテンツ配信処理例２のコンテンツ再生後の処理動作の時系列的な流れを示
した図である。
【図１１】コンテンツ配信処理例２のコンテンツ再生後の処理動作におけるデータの空間
的な流れを示した模式図である。
【図１２】コンテンツ配信処理例３のコンテンツ再生後の処理動作の時系列的な流れを示
した図である。
【図１３】コンテンツ配信処理例３のコンテンツ再生後の処理動作におけるデータの空間
的な流れを示した模式図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１…再生装置、２…サーバ、３…通信端末装置、１０…無線通信ネットワークシステム
、１２…制御部、１４…表示部、１６…記憶部、２１…無線ＬＡＮ用通信回路、２２…無
線ＬＡＮ用アンテナ
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