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(57)【要約】
【課題】外出先のクライアント装置であっても安全かつ
容易にサーバ装置との接続を確立し、サーバ装置に記憶
されたコンテンツデータをクライアント装置で効率的に
再生すること。
【解決手段】携帯端末装置３０が、コンテンツデータを
記憶したサーバ装置１０から該コンテンツデータを取得
するための第１の通信規格に準拠した第１の通信の確立
に用いられる第１の設定情報、および、コンテンツデー
タをクライアント装置２０に転送するための第２の通信
規格に準拠した第２の通信の確立に用いられる第２の設
定情報を記憶し、記憶された第１の設定情報および第２
の設定情報に基づいて、第１の通信および第２の通信を
確立し、確立された第１の通信によりサーバ装置１０か
らコンテンツデータを取得し、コンテンツデータを第２
の通信によりクライアント装置２０に転送する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータの転送を行う携帯端末装置であって、
　前記コンテンツデータを記憶したサーバ装置から該コンテンツデータを取得するための
第１の通信規格に準拠した第１の通信の確立に用いられる第１の設定情報、および、前記
コンテンツデータをクライアント装置に転送するための第２の通信規格に準拠した第２の
通信の確立に用いられる第２の設定情報を記憶する記憶部と、
　該記憶部に記憶された第１の設定情報および第２の設定情報に基づいて、前記第１の通
信および前記第２の通信を確立し、確立された前記第１の通信により前記サーバ装置から
前記コンテンツデータを取得し、該コンテンツデータを前記第２の通信により前記クライ
アント装置に転送する通信処理部と、
　を備えたことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　前記第１の通信により前記サーバ装置が記憶する前記コンテンツデータの情報を取得し
、取得した情報に基づいて前記コンテンツデータのリストを生成するリスト生成部をさら
に備え、前記通信処理部は、該リスト生成部により生成された前記リストを前記第２の通
信により前記クライアント装置に送信し、該リストの中から選択されたコンテンツデータ
を前記サーバ装置から取得することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記リスト生成部は、予め設定された条件に該当するか否かに基づいて、前記リストに
含めるコンテンツデータを抽出することを特徴とする請求項１または２に記載の携帯端末
装置。
【請求項４】
　前記コンテンツデータのデータ形式またはビットレートが前記クライアント装置で再生
できないデータ形式またはビットレートである場合に、該データ形式を該クライアント装
置で再生可能なデータ形式またはビットレートに変換する変換処理を制御するデータ変換
制御部をさらに備え、前記通信処理部は、該データ変換制御部による制御により前記デー
タ形式またはビットレートが変換されたコンテンツデータを前記第２の通信により前記ク
ライアント装置に送信することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の携帯端
末装置。
【請求項５】
　前記通信処理部は、前記クライアント装置に所定のデータを送信した結果、前記クライ
アント装置に設けられ、前記コンテンツデータが再生されるまで該コンテンツデータを一
時的に記憶する再生バッファに記憶されたコンテンツデータの量が所定値を超えた場合に
前記クライアント装置から送信される前記データ量超過通知を該クライアント装置から受
信したか否かに基づいて、前記クライアント装置に前記コンテンツデータを送信する速度
を設定することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　前記通信処理部は、前記第１の通信によりデータを送信し得る第１の最大速度を測定し
、前記第２の通信によりデータを送信し得る第２の最大速度を測定し、測定した前記第１
の最大速度、前記第２の最大速度、および、前記クライアント装置から前記データ量超過
通知を受信したか否かに基づいて、前記クライアント装置に前記コンテンツデータを送信
する速度を設定することを特徴とする請求項５に記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記通信処理部は、前記第２の通信の確立に用いられる第２の設定情報を、ＮＦＣ（Ne
ar Field Communication）の通信規格に準拠した通信により前記クライアント装置に送信
し、前記第２の設定情報を用いて接続要求を行った前記クライアント装置との間で前記第
２の通信を確立することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の携帯端末装置
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツデータの転送を行う携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ネットワークに接続されたサーバ装置に映像コンテンツなどのコンテンツデータ
を蓄積しておき、クライアント装置がサーバ装置から所望のコンテンツデータを取得して
、そのコンテンツデータを再生するシステムが知られている。
【０００３】
　そして、特許文献１には、このようなシステムにおいて、クライアント装置がＬＡＮ（
Local Area Network）で接続された複数のサーバ装置のリストを作成する技術が開示され
ている。この技術では、各サーバ装置についてネットワークに接続するための設定が完了
した時刻の情報を用いて、リスト中の各サーバ装置の並び順を決定することにより、どの
クライアント装置でも同じ並び順でサーバ装置のリストを作成することができる。
【０００４】
　また、クライアント装置がＬＡＮ外の外部ネットワークに接続されているサーバ装置に
アクセスする場合もあり得る。図１４は、クライアント装置１が外部ネットワーク５に接
続されているサーバ装置２にアクセスする従来技術について説明する図である。この場合
、クライアント装置１は、ルータ３を介してサーバ装置２にアクセスする。ルータ３は、
ＬＡＮ４と外部ネットワーク５を接続する通信機器である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１４６８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術では、クライアント装置がサーバ装置に接続する場合
、クライアント装置にはサーバ装置との接続を確立するための情報が設定されていなけれ
ばならない。
【０００７】
　例えば、コンテンツデータを記憶した自宅のサーバ装置に外出先のクライアント装置か
らアクセスし、そのコンテンツデータを再生する場合、クライアント装置に自宅のサーバ
装置のアカウントやパスワード、ＩＰアドレス、ポート番号などを入力する必要があるが
、セキュリティ上の観点からそのような操作を不要にしたいという要望がある。
【０００８】
　また、この場合、ユーザは自宅のサーバ装置のアカウントやパスワード、ＩＰアドレス
、ポート番号などの情報を知っている必要があり、たとえユーザがそれらの情報を知って
いたとしても、それらの情報を用いてサーバ装置にアクセスするための設定作業が煩雑で
あるという問題もある。さらに、外出先のクライアント装置が外部ネットワークへの接続
手段を持たない場合もあり得る。
【０００９】
　本発明は、上記実情に鑑み、外出先のクライアント装置であっても安全かつ容易にサー
バ装置との接続を確立し、サーバ装置に記憶されたコンテンツデータをクライアント装置
で効率的に再生することを可能とする携帯端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する為に、本発明の第１の技術手段は、コンテンツデータの転送を行う
携帯端末装置であって、前記コンテンツデータを記憶したサーバ装置から該コンテンツデ
ータを取得するための第１の通信規格に準拠した第１の通信の確立に用いられる第１の設
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定情報、および、前記コンテンツデータをクライアント装置に転送するための第２の通信
規格に準拠した第２の通信の確立に用いられる第２の設定情報を記憶する記憶部と、該記
憶部に記憶された第１の設定情報および第２の設定情報に基づいて、前記第１の通信およ
び前記第２の通信を確立し、確立された前記第１の通信により前記サーバ装置から前記コ
ンテンツデータを取得し、該コンテンツデータを前記第２の通信により前記クライアント
装置に転送する通信処理部と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記第１の通信により前記サー
バ装置が記憶する前記コンテンツデータの情報を取得し、取得した情報に基づいて前記コ
ンテンツデータのリストを生成するリスト生成部をさらに備え、前記通信処理部は、該リ
スト生成部により生成された前記リストを前記第２の通信により前記クライアント装置に
送信し、該リストの中から選択されたコンテンツデータを前記サーバ装置から取得するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第３の技術手段は、第１または第２の技術手段において、前記リスト生成部は
、予め設定された条件に該当するか否かに基づいて、前記リストに含めるコンテンツデー
タを抽出することを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第４の技術手段は、第１～第３のいずれかの技術手段において、前記コンテン
ツデータのデータ形式またはビットレートが前記クライアント装置で再生できないデータ
形式またはビットレートである場合に、該データ形式を該クライアント装置で再生可能な
データ形式またはビットレートに変換する変換処理を制御するデータ変換制御部をさらに
備え、前記通信処理部は、該データ変換制御部による制御により前記データ形式またはビ
ットレートが変換されたコンテンツデータを前記第２の通信により前記クライアント装置
に送信することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第５の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、前記通信処理
部は、前記クライアント装置に所定のデータを送信した結果、前記クライアント装置に設
けられ、前記コンテンツデータが再生されるまで該コンテンツデータを一時的に記憶する
再生バッファに記憶されたコンテンツデータの量が所定値を超えた場合に前記クライアン
ト装置から送信される前記データ量超過通知を該クライアント装置から受信したか否かに
基づいて、前記クライアント装置に前記コンテンツデータを送信する速度を設定すること
を特徴とする。
【００１５】
　本発明の第６の技術手段は、第５の技術手段において、前記通信処理部は、前記第１の
通信によりデータを送信し得る第１の最大速度を測定し、前記第２の通信によりデータを
送信し得る第２の最大速度を測定し、測定した前記第１の最大速度、前記第２の最大速度
、および、前記クライアント装置から前記データ量超過通知を受信したか否かに基づいて
、前記クライアント装置に前記コンテンツデータを送信する速度を設定することを特徴と
する。
【００１６】
　本発明の第７の技術手段は、第１～第６のいずれかの技術手段において、前記通信処理
部は、前記第２の通信の確立に用いられる第２の設定情報を、ＮＦＣ（Near Field Commu
nication）の通信規格に準拠した通信により前記クライアント装置に送信し、前記第２の
設定情報を用いて接続要求を行った前記クライアント装置との間で前記第２の通信を確立
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、コンテンツデータを記憶したサーバ装置からコンテンツデータを取得
するための第１の通信規格に準拠した第１の通信の確立に用いられる第１の設定情報、お
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よび、コンテンツデータをクライアント装置に転送するための第２の通信規格に準拠した
第２の通信の確立に用いられる第２の設定情報を記憶しておき、記憶された第１の設定情
報および第２の設定情報に基づいて、第１の通信および第２の通信を確立し、確立された
第１の通信によりサーバ装置からコンテンツデータを取得し、そのコンテンツデータを第
２の通信によりクライアント装置に転送することとしたので、外出先のクライアント装置
であっても安全かつ容易にサーバ装置との接続を確立し、サーバ装置に記憶されたコンテ
ンツデータをクライアント装置で効率的に再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係るコンテンツデータ提供システムの構成の一例を示す図で
ある。
【図２】携帯端末装置のルータとしての機能を説明する図である。
【図３】携帯端末装置のプロキシとしての機能を説明する図である。
【図４】本発明の実施形態に係るサーバ装置の構成の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係るクライアント装置の構成の一例を示す図である。
【図６】表示部に表示されるコンテンツリストの一例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る携帯端末装置の構成の一例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係るデータ変換装置の構成の一例を示す図である。
【図９】本発明に係るコンテンツデータ提供処理の処理手順の一例を示すシーケンス図で
ある。
【図１０】本発明に係るコンテンツデータ提供処理の処理手順の一例を示すシーケンス図
である。
【図１１】本発明に係るコンテンツデータ提供処理の処理手順の一例を示すシーケンス図
である。
【図１２】本発明に係るコンテンツデータ提供処理の処理手順の一例を示すシーケンス図
である。
【図１３】本発明に係るコンテンツデータ提供処理の処理手順の一例を示すシーケンス図
である。
【図１４】クライアント装置が外部ネットワークに接続されているサーバ装置にアクセス
する従来技術について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明の実
施形態に係るコンテンツデータ提供システムの構成の一例を示す図である。このコンテン
ツデータ提供システムでは、サーバ装置１０、クライアント装置２０、携帯端末装置３０
、データ変換装置４０がネットワークを介して接続される。なお、図１では、サーバ装置
１０が２台、クライアント装置２０が１台、データ変換装置４０が１台の場合について示
しているが、サーバ装置１０、クライアント装置２０、データ変換装置４０の台数は１台
以上であれば何台でもよい。
【００２０】
　例えば、サーバ装置１０は、自宅や自宅外に設置されたブルーレイレコーダやコンピュ
ータなど、ネットワークを介して接続された機器にコンテンツデータを提供できるデジタ
ルメディアサーバ装置である。また、クライアント装置２０は、例えば、外出先に設置さ
れたテレビ受像機など、ネットワークを介してコンテンツデータを受信し、受信したコン
テンツデータを再生できるデジタルメディアプレーヤである。また、携帯端末装置３０は
、例えば、コンテンツデータを送受信できるスマートフォンなどの携帯可能な装置である
。
【００２１】
　例えば、外出先で、自宅に設置されたサーバ装置１０に記憶されたコンテンツデータを
クライアント装置２０に再生させる場合を考える。携帯端末装置３０は、サーバ装置１０
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と遠距離通信を確立してコンテンツデータをサーバ装置１０から取得できるようにするた
めの第１の設定情報を記憶している。また、携帯端末装置３０は、クライアント装置２０
と中距離通信を確立してコンテンツデータをクライアント装置２０に転送できるようにす
るための第２の設定情報を記憶している。
【００２２】
　ここで、第１の設定情報とは、例えば、携帯端末装置３０がサーバ装置１０に接続する
際に用いられるアカウントやパスワード、ＩＰ（Internet Protocol）アドレス、ポート
番号などの情報である。この第１の設定情報は、携帯端末装置３０が接続するサーバ装置
１０ごとに異なるため、携帯端末装置３０は、各サーバ装置１０用に第１の設定情報を記
憶する。
【００２３】
　また、第２の設定情報とは、例えば、クライアント装置２０が携帯端末装置３０に接続
する際に用いるプロトコル、暗号化方式、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）、ＩＰア
ドレス、パスワードなどの情報である。
【００２４】
　そして、携帯端末装置３０は、アカウントやパスワード、ＩＰアドレス、ポート番号な
どの情報を用いてサーバ装置１０に接続要求を行う。その後、携帯端末装置３０は、サー
バ装置１０に接続することにより確立された遠距離通信経路を介して、サーバ装置１０か
らコンテンツデータを取得する。ここで、遠距離通信経路とは、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ（
Wideband Code Division Multiple Access）などの通信規格を用いて確立された通信経路
であり、比較的遠く離れた位置にある装置間での通信を可能とする通信経路である。
【００２５】
　その一方で、携帯端末装置３０は、クライアント装置２０と近距離通信経路を介して接
続する。ここで、近距離通信経路とは、例えば、ＮＦＣ（Near Field Communication）な
どの通信規格を用いて確立された通信経路であり、比較的近距離（１０ｃｍ程度）にある
装置間での通信を可能とする通信経路である。そして、携帯端末装置３０は、中距離通信
を確立するための第２の設定情報であるプロトコル、暗号化方式、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレ
ス、パスワードの情報をクライアント装置２０に送信する。
【００２６】
　続いて、クライアント装置２０は、携帯端末装置３０から受信したプロトコル、暗号化
方式、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、パスワードの情報を用いて、携帯端末装置３０に接続要
求を行う。その後、クライアント装置２０は、サーバ装置１０に接続することにより確立
された中距離通信経路を介して、携帯端末装置３０からコンテンツデータを取得する。こ
こで、中距離通信経路とは、例えば、ＷｉＦｉ（Wireless Fidelity）（登録商標）通信
の通信規格を用いて確立された通信経路であり、数十ｍ程度の距離にある装置間での通信
を可能とする通信経路である。
【００２７】
　なお、上記処理において、携帯端末装置３０は、サーバ装置１０とクライアント装置２
０との間の通信において、ルータおよびプロキシとして動作する。
【００２８】
　図２は、携帯端末装置３０のルータとしての機能を説明する図であり、図３は、携帯端
末装置３０のプロキシとしての機能を説明する図である。図２に示すように、携帯端末装
置３０は、Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格などにより通信が行われる遠距離通信経路と、ＷｉＦ
ｉ通信の通信規格などにより通信が行われる中距離通信経路を介して、ＩＰパケットの送
受信をＯＳＩ参照モデルにおけるネットワーク層（第３層）で行うために、データリンク
層（第２層）および物理層（第１層）におけるネットワークの機能を提供する。
【００２９】
　また、図３に示すように、携帯端末装置３０は、サーバ装置１０と直接通信を行わない
クライアント装置２０に代わって、クライアント装置２０としてサーバ装置１０と通信を
行い、クライアント装置２０と直接通信を行わないサーバ装置１０に代わって、サーバ装



(7) JP 2013-125489 A 2013.6.24

10

20

30

40

50

置１０としてクライアント装置２０と通信を行う。
【００３０】
　これにより、携帯端末装置３０は、サーバ装置１０とクライアント装置２０との間の通
信を中継することができる。また、クライアント装置２０は、サーバ装置１０に接続する
ために必要なアカウントなどの情報を記憶する必要はないため、アカウントなどの情報が
流出することを防止することができる。さらに、クライアント装置２０が外部ネットワー
クに接続されていなくとも、煩雑な操作を行うことなく、サーバ装置１０に記憶されてい
るコンテンツデータをクライアント装置２０で再生することができる。
【００３１】
　つぎに、本発明の実施形態に係るサーバ装置１０の構成について説明する。図４は、本
発明の実施形態に係るサーバ装置１０の構成の一例を示す図である。サーバ装置１０は、
入力部１１、表示部１２、通信処理部１３、記憶部１４、制御部１５を備える。
【００３２】
　入力部１１は、入力ボタンやキーボードなどの入力装置である。なお、入力部１１は、
サーバ装置１０を遠隔操作するリモコンであってもよい。表示部１２は、さまざまな情報
を表示する表示ウィンドウや液晶ディスプレイなどの表示装置である。通信処理部１３は
、ネットワークを介して他の装置と通信を行う処理部である。
【００３３】
　例えば、通信処理部１３は、Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格に準拠した通信を行うため、携帯
端末装置３０から接続要求があった場合に、携帯端末装置３０の認証を行い、携帯端末装
置３０が正当な接続権を有すると判定した場合に、携帯端末装置３０との間で通信を行う
。
【００３４】
　記憶部１４は、メモリやハードディスク装置などの記憶装置である。記憶部１４は、遠
距離通信確立用データ１４ａ、コンテンツデータ１４ｂ、コンテンツ属性データ１４ｃを
記憶する。
【００３５】
　遠距離通信確立用データ１４ａは、Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格に準拠した通信を確立する
ために用いられる設定データである。例えば、遠距離通信確立用データ１４ａは、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡの通信規格に準拠した通信を行うサーバ装置１０に接続する装置の認証に用いるア
カウントやパスワードのデータである。
【００３６】
　コンテンツデータ１４ｂは、クライアント装置２０により再生されるコンテンツのデー
タである。コンテンツ属性データ１４ｃは、各コンテンツの属性のデータである。例えば
、コンテンツ属性データ１４ｃは、各コンテンツのタイトル、再生時間、動画サービス名
、そのコンテンツを入手するために接続するサーバ装置１０のＩＰアドレスやポート番号
、そのコンテンツデータのコーデック、ビットレート、パレンタルレベル、認証情報、Ｐ
ＰＶ（Pay-Per-View）価格などの情報である。
【００３７】
　制御部１５は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などの、サーバ装置１０
を全体的に制御する制御装置である。制御部１５は、コンテンツ管理部１５ａを備える。
コンテンツ管理部１５ａは、コンテンツデータ１４ｂとコンテンツ属性データ１４ｃの登
録、削除を管理する処理部である。この登録、削除は、サーバ装置を操作するユーザの指
示により行われる。
【００３８】
　つぎに、本発明の実施形態に係るクライアント装置２０の構成について説明する。図５
は、本発明の実施形態に係るクライアント装置２０の構成の一例を示す図である。クライ
アント装置２０は、入力部２１、表示部２２、通信処理部２３、記憶部２４、再生バッフ
ァ２５、制御部２６を備える。
【００３９】
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　入力部２１は、操作ボタンなどの入力装置である。なお、入力部２１は、クライアント
装置２０を遠隔操作するリモコンであってもよい。表示部２２は、液晶ディスプレイなど
の表示装置である。通信処理部２３は、ネットワークを介して他の装置と通信を行う処理
部である。
【００４０】
　例えば、通信処理部２３は、携帯端末装置３０が近くにある場合に、携帯端末装置３０
からの電波を受信し、ＮＦＣの通信規格に準拠した通信を行う。具体的には、通信処理部
２３はＮＦＣチップ（図示せず）を備え、携帯端末装置３０が備えるＮＦＣリーダ／ライ
タから、クライアント装置１０と携帯端末装置３０との間でＷｉＦｉ通信を行うために必
要なプロトコル、暗号化方式、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、パスワードの情報を受信する。
そして、通信処理部２３は、そのプロトコル、暗号化方式、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、パ
スワードの情報を用いて、携帯端末装置３０との間でＷｉＦｉ通信を確立する。
【００４１】
　記憶部２４は、メモリやハードディスク装置などの記憶装置である。記憶部２４は、中
距離通信確立用データ２４ａ、コンテンツリスト２４ｂを記憶する。中距離通信確立用デ
ータ２４ａは、ＮＦＣの通信規格に準拠した通信により携帯端末装置３０から受信したデ
ータであり、ＷｉＦｉ通信を行うために必要なプロトコル、暗号化方式、ＳＳＩＤ、ＩＰ
アドレス、パスワードの情報である。コンテンツリスト２４ｂは、携帯端末装置３０から
受信したコンテンツリストの情報である。ユーザは、コンテンツリストの中から再生した
いコンテンツを選択する。
【００４２】
　図６は、表示部２２に表示されるコンテンツリストの一例を示す図である。このコンテ
ンツリストには、コンテンツのタイトル、再生時間、動画サービス名、パレンタル情報、
ＰＰＶ価格の情報が含まれる。また、この表示においてユーザによりコンテンツが選択さ
れると、そのコンテンツのプレビュー画像が表示される。
【００４３】
　図５の説明に戻ると、再生バッファ２５は、他の装置によりストリーム送信されたコン
テンツデータをそのコンテンツデータが再生されるまで一時的に記憶するバッファである
。制御部２６は、例えば、ＣＰＵなどの、クライアント装置２０を全体的に制御する制御
装置である。
【００４４】
　制御部２６は、コンテンツ再生部２６ａとニアリオーバーフロー検出部２６ｂを備える
。コンテンツ再生部２６ａは、図６に一例を示したコンテンツリストにおいて選択され、
サーバ装置１０により送信され、その後、再生バッファ２５に記憶されたコンテンツデー
タを再生する処理部である。
【００４５】
　ニアリオーバーフロー検出部２６ｂは、再生バッファ２５に記憶されたコンテンツデー
タの量が所定値を超えた場合にニアリオーバーフローの状態にあると判定し、ニアリオー
バーフローが発生したことを示す通知を携帯端末装置３０に送信する処理部である。この
所定値は、オーバーフローが発生しないという条件の下、できるだけ大きな値に設定する
ことが望ましい。
【００４６】
　つぎに、本発明の実施形態に係る携帯端末装置３０の構成について説明する。図７は、
本発明の実施形態に係る携帯端末装置３０の構成の一例を示す図である。携帯端末装置３
０は、入力部３１、表示部３２、通信処理部３３、記憶部３４、制御部３５を備える。
【００４７】
　入力部３１は、タッチパネルなどの入力装置である。表示部３２は、液晶ディスプレイ
などの表示装置である。通信処理部３３は、ネットワークを介して他の装置と通信を行う
処理部である。
【００４８】



(9) JP 2013-125489 A 2013.6.24

10

20

30

40

50

　例えば、通信処理部３３は、Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格に準拠した通信を行うため、アカ
ウントやパスワード、ＩＰアドレス、ポート番号などの情報を用いてサーバ装置１０に接
続要求を行う。そして、通信処理部３３は、この接続要求がサーバ装置１０により正当な
ものと認証され、Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格に準拠した通信接続が確立された場合に、サー
バ装置１０との間で通信を行う。
【００４９】
　また、通信処理部３３は、クライアント装置２０をＮＦＣ通信規格に準拠した方法で検
出できた場合に、当該通信規格に準拠した通信によりクライアント装置２０に特定の設定
情報を送信する。具体的には、通信処理部３３はＮＦＣリーダ／ライタ（図示せず）を備
えており、ＮＦＣリーダ／ライタがＮＦＣチップを備えるクライアント装置２０に、クラ
イアント装置１０と携帯端末装置３０との間でＷｉＦｉ通信を行うために必要なプロトコ
ル、暗号化方式、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、パスワードの情報を送信する。
【００５０】
　その後、通信処理部３３は、プロトコル、暗号化方式、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、パス
ワードの情報を用いて、クライアント装置２０からＷｉＦｉ通信を確立するための接続要
求があった場合に、その接続要求が正当なものであるか否かを認証する。そして、通信処
理部３３は、その接続要求が正当なものである場合に、クライアント装置２０との間でＷ
ｉＦｉ通信を確立し、クライアント装置２０との間で通信を行う。
【００５１】
　このように、ＮＦＣの通信規格に準拠した通信によりＷｉＦｉ通信を行うために必要な
プロトコル等の情報をクライアント装置２０に送信し、クライアント装置２０がそのプロ
トコル等を用いて携帯端末装置３０に接続することにより、クライアント装置２０で予め
プロトコル等の情報を記憶しておかなくても、クライアント装置２０に携帯端末装置３０
を近づけるだけでＷｉＦｉ通信の確立が可能になる。
【００５２】
　また、通信処理部３３は、クライアント装置２０にテストストリームを送信し、ニアリ
オーバーフローの発生を検出する。そして、ニアリオーバーフローが発生した場合、通信
処理部３３は、テストストリームを送信する際のビットレートをニアリオーバーフローが
発生しなくなるまで徐々に小さくしていくことにより、ニアリオーバーフローが発生する
ことなく高品質で再生が可能となる理想ビットレートを検出する。
【００５３】
　さらに、通信処理部３３は、上流側の長距離通信経路の最大転送レート、および、下流
側の中距離通信経路の最大転送レートをそれぞれ検出する。通信処理部３３は、この検出
処理を、例えば一般に用いられているネットワーク転送レート測定ツールを用いて行う。
そして、通信処理部３３は、理想ビットレート、上流側の長距離通信経路の最大転送レー
ト、下流側の中距離通信経路の最大転送レートのうち、最小のものをコンテンツデータの
転送ビットレートとして設定する。
【００５４】
　本コンテンツ提供システムでは、通信品質が異なる長距離通信経路と中距離通信経路を
介してコンテンツデータが送信されるため、コンテンツデータの転送中に携帯端末装置３
０やクライアント装置２０において、アンダーフローやオーバーフローが発生する可能性
がある。また、クライアント装置２０がコンテンツデータの受信中に高負荷になり、クラ
イアント装置２０の再生能力で対応可能なコンテンツデータの転送ビットレートでも、再
生時に再生品質が低下する（例えば、オーバーフローが発生してブロックノイズが視認さ
れる）可能性がある。このようなことから、上述したようにしてコンテンツデータの転送
ビットレートを設定して、アンダーフローやオーバーフローの発生を抑制し、再生品質の
低下を防止する。
【００５５】
　なお、低画質再生用ビットレート、および、高画質再生用ビットレートを選択可能なコ
ンテンツデータの場合、ユーザにより選択された低画質再生用ビットレート、または、高
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画質再生用ビットレートについて、上記処理を行うこととすればよい。
【００５６】
　記憶部３４は、メモリやハードディスク装置などの記憶装置である。記憶部３４は、中
距離通信確立用データ３４ａ、遠距離通信確立用データ３４ｂ、再生能力データ３４ｃ、
コンテンツ属性データ３４ｄ、フィルタリング条件データ３４ｅ、ユーザデータ３４ｆ、
コンテンツリスト３４ｇを記憶する。
【００５７】
　中距離通信確立用データ３４ａは、クライアント装置２０と携帯端末装置３０との間で
ＷｉＦｉ通信を確立するために用いられる設定データであり、図５で説明した中距離通信
確立用データ２４ａと同様のものである。
【００５８】
　遠距離通信確立用データ３４ｂは、サーバ装置２０と携帯端末装置３０との間でＷ－Ｃ
ＤＭＡの通信規格に準拠した通信を確立するために用いられる設定データであり、例えば
、携帯端末装置３０がサーバ装置１０に接続する際に用いられるアカウントやパスワード
、ＩＰアドレス、ポート番号などの情報である。
【００５９】
　再生能力データ３４ｃは、クライアント装置２０のコンテンツデータの再生能力を示す
データである。例えば、再生能力データ３４ｃは、クライアント装置２０が再生可能なコ
ンテンツデータのコーデックやビットレートなどのデータを含む。
【００６０】
　コンテンツ属性データ３４ｄは、各コンテンツの属性のデータであり、図４で示したコ
ンテンツ属性データ１４ｃと同様のデータを含むものである。フィルタリング条件データ
３４ｅは、図６に一例を示したコンテンツリストに含めるコンテンツを選別する際の条件
を記憶したデータである。
【００６１】
　フィルタリング条件データ３４ｅは、動画サービス名、パレンタル情報、ＰＰＶ価格、
ユーザ制限情報等の条件を含む。例えば、ユーザにより動画サービス名が条件として選択
され、さらに動画サービス名が指定された場合、コンテンツリストにはその動画サービス
名に対応するコンテンツのみが表示される。
【００６２】
　また、パレンタル情報が条件として選択された場合、コンテンツリストにはユーザの年
齢に適合するコンテンツのみが表示される。また、ＰＰＶ価格が条件として選択された場
合、別途管理されているユーザの残高で視聴可能なコンテンツのみがコンテンツリストに
表示される。さらに、ユーザが視聴を禁止されているコンテンツが予め指定されており、
ユーザ制限情報が条件として選択された場合、そのコンテンツ以外のコンテンツがコンテ
ンツリストに表示される。
【００６３】
　ユーザデータ３４ｆは、ユーザの年齢や残高情報などを記憶したデータである。このユ
ーザデータ３４ｆは、上述したように、コンテンツリストに表示されるコンテンツを選択
する場合に参照されるデータである。
【００６４】
　コンテンツリスト３４ｇは、クライアント装置２０が再生可能なコンテンツのリストで
ある。このコンテンツリスト３４ｇには、フィルタリング条件データ３４ｅに記憶されて
いる条件により除外されたコンテンツは含まれない。
【００６５】
　制御部３５は、例えば、ＣＰＵなどの、携帯端末装置３０を全体的に制御する制御装置
である。制御部３５は、データ変換制御部３５ａ、リスト生成部３５ｂを備える。データ
変換制御部３５ａは、サーバ装置１０が提供するコンテンツデータがクライアント装置２
０で再生できない場合に、クライアント装置２０で再生できるようにコンテンツデータを
変換するよう制御する処理部である。
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【００６６】
　具体的には、データ変換制御部３５ａは、コンテンツデータを変換するデータ変換装置
４０に対して、クライアント装置２０で再生できるようにコンテンツデータを変換するよ
う指示をする。
【００６７】
　例えば、データ変換制御部３５ａは、クライアント装置２０が再生可能なコンテンツデ
ータのコーデックと、サーバ装置１０が提供するコンテンツデータのコーデックが一致し
ない場合、そのコンテンツデータのコーデックをクライアント装置２０が再生できるコー
デックに変換するよう指示をする。コーデックによっては、専用のハードウェアを必要と
する場合があるが、コーデックを変換することにより、クライアント装置２０でのコンテ
ンツデータの再生が可能となる。
【００６８】
　また、データ変換制御部３５ａは、クライアント装置２０が再生可能なコンテンツデー
タのビットレートと、サーバ装置１０が提供するコンテンツデータのビットレートが一致
しない場合、そのコンテンツデータのビットレートをクライアント装置２０が再生できる
ビットレートに変換するよう指示をする。
【００６９】
　リスト生成部３５ｂは、クライアント装置２０に送信するコンテンツリストを生成する
処理部である。リスト生成部３５ｂは、各サーバ装置１０が記憶しているコンテンツの情
報を各サーバ装置１０から収集し、また、クライアント装置２０が再生可能なコンテンツ
データの情報をクライアント装置２０から取得し、それらの情報を用いてリストを生成す
る。
【００７０】
　例えば、各サーバ装置１０が記憶しているコンテンツの情報を各サーバ装置１０から収
集する処理は、ＵＰｎＰ－ＡＶ（Universal Plug and Play Audio Visual）規格のＢｒｏ
ｗｓｅ／Ｓｅａｒｃｈアクションを利用して実行することができる。また、クライアント
装置２０が再生可能なコンテンツデータの情報をクライアント装置２０から取得する処理
は、ＵＰｎＰ－ＡＶ規格のＧｅｔＰｒｏｔｏｃｏｌＩｎｆｏアクションを利用して実行す
ることができる。
【００７１】
　ただし、リスト生成部３５ｂは、フィルタリング条件データ３４ｅに記憶されている条
件により除外されたコンテンツをそのリストに含めない。一方、リスト生成部３５ｂは、
データ変換制御部３５ａによる制御により、クライアント装置２０で再生可能となるよう
変換されたコンテンツデータをそのリストに追加する。
【００７２】
　このようにして生成されたコンテンツのリストは、クライアント装置２０に送信され、
そのリストの中からユーザは再生を希望するコンテンツを選択する。このように、各サー
バ装置１０が記憶しているコンテンツの情報を各サーバ装置１０から収集してコンテンツ
リストを生成することにより、各サーバ装置１０が提供するサービスやコンテナにより再
生用インターフェース（例えば、ブラウザや各種プレーヤアプリケーション）が異なった
り、認証方法が異なったりした場合（例えば、ＶＯＤサービスではｓｓｈ等の汎用通信手
段とは異なる認証方法が用いられる。）でも、各サーバ装置１０に記憶されたコンテンツ
を一覧することが可能なコンテンツリストをユーザに提供することができる。
【００７３】
　つぎに、本発明の実施形態に係るデータ変換装置４０の構成について説明する。図８は
、本発明の実施形態に係るデータ変換装置４０の構成の一例を示す図である。データ変換
装置４０は、入力部４１、表示部４２、通信処理部４３、記憶部４４、制御部４５を備え
る。
【００７４】
　入力部４１は、キーボードやマウスなどの入力装置である。表示部４２は、さまざまな
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情報を表示する液晶ディスプレイなどの表示装置である。通信処理部４３は、ネットワー
クを介して他の装置と通信を行う処理部である。
【００７５】
　例えば、通信処理部４３は、Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格に準拠した通信を行うため、携帯
端末装置３０から接続要求があった場合に、携帯端末装置３０の認証を行い、携帯端末装
置３０が正当な接続権を有すると判定した場合に、携帯端末装置３０との間で通信を行う
。
【００７６】
　記憶部４４は、メモリやハードディスク装置などの記憶装置である。記憶部４４は、遠
距離通信確立用データ４４ａ、変換リスト４４ｂを記憶する。遠距離通信確立用データ４
４ａは、Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格に準拠した通信を確立するために用いられる設定データ
である。例えば、遠距離通信確立用データ４４ａは、データ変換装置４０に接続する装置
の認証に用いるアカウントやパスワードのデータである。
【００７７】
　変換リスト４４ｂは、変換可能なコーデックやビットレートのリストである。例えば、
変換リスト４４ｂは、変換前のコーデックと変換後のコーデック、変換前のビットレート
と変換後のビットレートを対応付けて記憶している。
【００７８】
　制御部４５は、例えば、ＣＰＵなどの、データ変換装置４０を全体的に制御する制御装
置である。制御部４５は、データ変換部４５ａを備える。データ変換部４５ａは、コンテ
ンツデータをクライアント装置２０が再生可能なコンテンツデータに変換する処理部であ
る。
【００７９】
　具体的には、データ変換部４５ａは、コンテンツデータのコーデックやビットレートを
別のコーデックやビットレートに変換可能か否かの問い合わせが携帯端末装置３０からあ
った場合、変換リスト４４ｂを参照し、変換可能か否かを判定する。そして、データ変換
部４５ａは、コーデックやビットレートを変換可能と判定した場合、コーデックやビット
レートの変換を行う。
【００８０】
　つぎに、本発明に係るコンテンツデータ提供処理の処理手順について説明する。図９～
図１３は、本発明に係るコンテンツデータ提供処理の処理手順の一例を示すシーケンス図
である。
【００８１】
　まず、携帯端末装置３０の通信処理部３３は、クライアント装置２０を検出し、クライ
アント装置２０の通信処理部２３との間で近距離通信を確立する（ステップＳ１０１）。
例えば、近距離通信とは、ＮＦＣの通信規格に準拠した通信である。
【００８２】
　そして、クライアント装置２０の通信処理部２３は、携帯端末装置３０から中距離通信
確立用のデータを取得し（ステップＳ１０２）、そのデータを用いて携帯端末装置３０と
の間で中距離通信を確立する（ステップＳ１０３）。例えば、中距離通信とは、ＷｉＦｉ
通信である。この場合、中距離通信確立用のデータとは、携帯端末装置３０に接続するた
めのプロトコル、暗号化方式、ＳＳＩＤ、ＩＰアドレス、パスワードの情報である。
【００８３】
　その後、携帯端末装置３０の通信処理部３３は、２台のサーバ装置１０、データ変換装
置４０との間で長距離通信を確立する（ステップＳ１０４）。例えば、長距離通信とは、
Ｗ－ＣＤＭＡの通信規格に準拠した通信である。ここで、通信処理部３３は、２台のサー
バ装置１０、データ変換装置４０に接続するためのアカウントやパスワード、ＩＰアドレ
ス、ポート番号などの情報を予め記憶しており、それらの情報を用いて長距離通信を確立
する。
【００８４】
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　長距離通信が確立された後、通信処理部３３は、クライアント装置２０に対して、長距
離通信の確立が完了したことを通知する（ステップＳ１０５）。これ以降、サーバ装置１
０とクライアント装置２０との間でデータ通信が可能となる。
【００８５】
　そして、携帯端末装置３０のリスト生成部３５ｂは、コンテンツリストに含めるコンテ
ンツを選別するためのフィルタリング条件の設定を受け付ける（ステップＳ１０６）。そ
の後、携帯端末装置３０のリスト生成部３５ｂは、各サーバ装置１０が記憶しているコン
テンツ属性データ１４ｃを取得する（ステップＳ１０７）。
【００８６】
　このコンテンツ属性データ１４ｃには、各サーバ装置１０が記憶しているコンテンツの
リストと、各コンテンツのタイトル、再生時間、動画サービス名、そのコンテンツを入手
するために接続するサーバ装置１０のＩＰアドレスやポート番号、そのコンテンツデータ
のコーデック、ビットレート、パレンタルレベル、認証情報、ＰＰＶ（Pay-Per-View）価
格などの情報が含まれる。
【００８７】
　そして、携帯端末装置３０のリスト生成部３５ｂは、図１０に示すように、取得したコ
ンテンツ属性データ１４ｃを記憶部３４にコンテンツ属性データ３４ｄとして記憶する（
ステップＳ１０８）。コンテンツ属性データ３４ｄは、クライアント装置２０で再生可能
なコンテンツのリストを生成するために用いられる。このように、コンテンツ属性データ
１４ｃを予め収集しておくことにより、クライアント装置２０からコンテンツリストの送
信要求があった場合に、その要求に迅速に応答することができる。
【００８８】
　その後、携帯端末装置３０のデータ変換制御部３５ａは、クライアント装置２０に対し
て、再生能力情報の送信要求を行う（ステップＳ１０９）。再生能力情報とは、例えば、
クライアント装置２０が再生可能なコンテンツデータのコーデックやビットレートなどの
情報である。
【００８９】
　クライアント装置２０のコンテンツ再生部２６ａは、その要求に応じて、データ変換制
御部３５ａに再生能力情報を送信する（ステップＳ１１０）。そして、データ変換制御部
３５ａは、その再生能力情報を記憶部３４に再生能力データ３４ｃとして記憶する（ステ
ップＳ１１１）。
【００９０】
　その後、データ変換制御部３５ａは、コンテンツ属性データ３４ｄに含まれるコンテン
ツのコーデックやビットレートのうち、クライアント装置２０で再生できないコーデック
やビットレートのコンテンツがあるか否かを判定する（ステップＳ１１２）。
【００９１】
　そして、クライアント装置２０で再生できないコーデックやビットレートのコンテンツ
がある場合（ステップＳ１１２においてＹＥＳの場合）、データ変換制御部３５ａは、デ
ータ変換装置４０に対して、そのコンテンツデータをクライアント装置２０で再生できる
コーデックやビットレートのコンテンツデータに変換できるか否かを問い合わせる（ステ
ップＳ１１３）。
【００９２】
　データ変換装置４０のデータ変換部４５ａは、変換可能なコーデックやビットレートを
記憶した変換リスト４４ｂを参照し、クライアント装置２０で再生できないコーデックや
ビットレートのコンテンツデータを、クライアント装置２０で再生できるコーデックやビ
ットレートのコンテンツデータに変換できるか否かを判定する（ステップＳ１１４）。そ
して、データ変換部４５ａは、その判定結果を携帯端末装置３０のデータ変換制御部３５
ａに送信する（ステップＳ１１５）。そして、データ変換制御部３５ａは、その判定結果
をコンテンツ属性データ３４ｄに記憶する（ステップＳ１１６）。
【００９３】
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　一方、クライアント装置２０のコンテンツ再生部２６ａは、図１１に示すように、ユー
ザによりなされたコンテンツリストの取得要求を受け付ける（ステップＳ１１７）。コン
テンツリストとは、図６に一例を示したようなものである。そして、コンテンツ再生部２
６ａは、携帯端末装置３０のリスト生成部３５ｂに対して、コンテンツリストの送信要求
を行う（ステップＳ１１８）。
【００９４】
　続いて、リスト生成部３５ｂは、コンテンツ属性データ３４ｄに記憶されているコンテ
ンツの中から、クライアント装置２０で再生可能なコンテンツを抽出する。具体的には、
リスト生成部３５ｂは、コンテンツ属性データ３４ｄおよび再生能力データ３４ｃを参照
し、クライアント装置２０が再生可能なコーデックおよびビットレートのコンテンツを抽
出する（ステップＳ１１９）。ここで抽出されるコンテンツには、データ変換によりクラ
イアント装置２０で再生可能となったコンテンツが含まれる。
【００９５】
　さらに、リスト生成部３５ｂは、図９のステップＳ１０６で設定を受け付けたフィルタ
リング条件の情報を取得する（ステップＳ１２０）。例えば、フィルタリング条件データ
は、前述したように、動画サービス名、パレンタル情報、ＰＰＶ価格、ユーザ制限情報等
の条件である。そして、リスト生成部３５ｂは、フィルタリング条件を満足するコンテン
ツを、ステップＳ１１９で抽出したコンテンツの中からさらに抽出する（ステップＳ１２
１）。
【００９６】
　その後、リスト生成部３５ｂは、ステップＳ１２１で抽出したコンテンツのみを含むコ
ンテンツリストをクライアント装置２０に送信する（ステップＳ１２２）。そして、クラ
イアント装置２０のコンテンツ再生部２６ａは、そのコンテンツリストに含まれるコンテ
ンツの中からユーザにより選択されたコンテンツの再生要求を受け付ける（ステップＳ１
２３）。
【００９７】
　そして、コンテンツ再生部２６ａは、図１２に示すように、携帯端末装置３０に対して
、再生要求を受け付けたコンテンツのデータを送信するよう要求する（ステップＳ１２４
）。その後、携帯端末装置３０のデータ変換制御部３５ａは、そのコンテンツのデータに
ついて、クライアント装置２０で再生するために、コーデックやビットレートを変換する
データ変換が必要か否かを判定する（ステップＳ１２５）。
【００９８】
　そして、データ変換が必要と判定された場合（ステップＳ１２５においてＹＥＳの場合
）、データ変換制御部３５ａは、データ変換装置４０に対して、データ変換処理の実行要
求と、変換後のコンテンツデータの送信要求を行う（ステップＳ１２６）。このデータ変
換処理の実行要求には、変換後のコーデックやビットレートの情報などが含まれる。
【００９９】
　また、データ変換制御部３５ａは、そのコンテンツデータを記憶しているサーバ装置１
０に、そのコンテンツデータをデータ変換装置４０に送信するよう要求する（ステップＳ
１２７）。そして、その要求を受けたサーバ装置１０は、そのコンテンツをデータ変換装
置４０に送信する（ステップＳ１２８）。
【０１００】
　その後、データ変換装置４０のデータ変換部４５ａは、サーバ装置１０から受信したコ
ンテンツデータのコーデックやビットレートを、携帯端末装置３０から通知されたコーデ
ックやビットレートに変換するデータ変換処理を行う（ステップＳ１２９）。そして、デ
ータ変換部４５ａは、データ変換処理後のコンテンツデータを携帯端末装置３０に送信す
る（ステップＳ１３０）。
【０１０１】
　ステップＳ１２５において、コンテンツデータのデータ変換が不要と判定された場合（
ステップＳ１２５においてＮＯの場合）、携帯端末装置３０のデータ変換制御部３５ａは
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、そのコンテンツデータを記憶しているサーバ装置１０に、そのコンテンツデータを携帯
端末装置３０に送信するよう要求する（ステップＳ１３１）。そして、その要求を受けた
サーバ装置１０は、そのコンテンツを携帯端末装置３０に送信する（ステップＳ１３２）
。
【０１０２】
　その後、携帯端末装置３０の通信処理部３３は、図１３に示すように、クライアント装
置２０に対して、コンテンツデータの送信用に予め設定されているビットレートと同じビ
ットレートでテストストリームを送信する（ステップＳ１３３）。
【０１０３】
　そして、クライアント装置２０のニアリオーバーフロー検出部２６ｂは、ニアリオーバ
ーフローの発生を検出するニアリオーバーフロー検出処理を実行する（ステップＳ１３４
）。そして、ニアリオーバーフロー検出部２６ｂは、携帯端末装置３０にその検出結果を
通知する（ステップＳ１３５）。
【０１０４】
　その後、携帯端末装置３０の通信処理部３３は、その検出結果からニアリオーバーフロ
ーが発生したか否かを判定する（ステップＳ１３６）。ニアリオーバーフローが発生した
場合（ステップＳ１３６においてＹＥＳの場合）、テストストリームを送信する際のビッ
トレートを所定の値だけ小さくする（ステップＳ１３７）。そして、通信処理部３３は、
再度テストストリームを送信し（ステップＳ１３３）、それ以後の処理を継続する。
【０１０５】
　ニアリオーバーフローが発生しなかった場合（ステップＳ１３６においてＮＯの場合）
、通信処理部３３は、その時点でのビットレートを理想ビットレートとして設定する（ス
テップＳ１３８）。
【０１０６】
　また、通信処理部３３は、上流側の長距離通信経路の最大転送レート、および、下流側
の中距離通信経路の最大転送レートをそれぞれ検出する（ステップＳ１３９）。そして、
通信処理部３３は、理想ビットレート、上流側の長距離通信経路の最大転送レート、下流
側の中距離通信経路の最大転送レートのうち、最小のものをコンテンツデータの転送レー
トとして設定する（ステップＳ１４０）。続いて、通信処理部３３は、設定した転送レー
トでコンテンツデータをクライアント装置２０に送信する（ステップＳ１４１）。
【０１０７】
　その後、クライアント装置２０のコンテンツ再生部２６ａは、携帯端末装置３０から受
信したコンテンツデータを再生する（ステップＳ１４２）。そして、このコンテンツデー
タ提供処理は終了する。
【０１０８】
　また、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で各
種の変形、修正が可能である。例えば、上記実施形態では、再生するコンテンツをユーザ
がクライアント装置２０を操作してコンテンツリストの中から指定することとしたが、携
帯端末装置３０を操作してコンテンツリストの中から指定することとしてもよい。
【０１０９】
　また、上記実施形態では、データ変換装置４０が携帯端末装置３０とは独立に設けられ
ていたが、携帯端末装置３０内にデータ変換装置４０の機能を実現するハードウェアを実
装し、または、データ変換装置４０の機能をソフトウェアで実現し、データ変換を実行す
ることとしてもよい。
【符号の説明】
【０１１０】
１，２０…クライアント装置、２，１０…サーバ装置、３…ルータ、４…ＬＡＮ、５…外
部ネットワーク、１１，２１，３１，４１…入力部、１２，２２，３２，４２…表示部、
１３，２３，３３，４３…通信処理部、１４，２４，３４，４４…記憶部、１４ａ，３４
ｂ，４４ａ…遠距離通信確立用データ、１４ｂ…コンテンツデータ、１４ｃ，３４ｄ…コ
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ンテンツ属性データ、１５，２６，３５，４５…制御部、１５ａ…コンテンツ管理部、２
４ａ，３４ａ…中距離通信確立用データ、２４ｂ…コンテンツリスト、２５…再生バッフ
ァ、２６ａ…コンテンツ再生部、２６ｂ…ニアリオーバーフロー検出部、３０…携帯端末
装置、３４ｃ…再生能力データ、３４ｅ…フィルタリング条件データ、３４ｆ…ユーザデ
ータ、３４ｇ…コンテンツリスト、３５ａ…データ変換制御部、３５ｂ…リスト生成部、
４０…データ変換装置、４４ｂ…変換リスト、４５ａ…データ変換部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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