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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用コンテンツ管理装置が短距離無線通信インターフェースを通じて、メッセージを
送信する機器のアドレスフィールド、およびあらかじめ約束された命令コードの形態で記
録される機器結合を要請する命令が記録されるフィールドが含まれる機器結合要請メッセ
ージをコンテンツ再生装置に伝送する段階と、
　携帯用コンテンツ管理装置が前記メッセージによって、前記コンテンツ再生装置から、
前記メッセージを送信する機器および前記コンテンツ再生装置のアドレスのフィールド、
並びに前記コンテンツ再生装置のＵＰｎＰ標準で定義される、前記コンテンツ再生装置の
モデル名、モデル番号、製造者の情報、ベンダーに従属的な情報の少なくとも1つを含む
“デスクリプション”が記録されるフィールドを含む機器結合応答メッセージを前記短距
離無線通信インターフェースを通じて受信する段階と、
　携帯用コンテンツ管理装置が前記機器結合応答メッセージに含まれる前記コンテンツ再
生装置の前記デスクリプションを利用してコンテンツ再生命令を生成し、それをＵＰｎＰ
ネットワークを通じてＳＯＡＰプロトコルによって前記コンテンツ再生装置に伝送する段
階と、を含む、ＵＰｎＰネットワーク上で特定機器を通じてコンテンツを再生する方法。
【請求項２】
　前記短距離無線通信インターフェースは、ＩＲＤＡまたはＲＦＩＤのうちいずれか一つ
の方式で具現される、請求項１に記載のＵＰｎＰネットワーク上で特定機器を通じてコン
テンツを再生する方法。



(2) JP 5226436 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

【請求項３】
　短距離無線通信インターフェースを通じて、メッセージを送信する機器のアドレスフィ
ールド、およびあらかじめ約束された命令コードの形態で記録される機器結合を要請する
命令が記録されるフィールドが含まれる機器結合要請メッセージをコンテンツ再生装置に
伝送し、前記コンテンツ再生装置から、前記メッセージを送信する機器および前記コンテ
ンツ再生装置のアドレスのフィールド、並びに前記コンテンツ再生装置のＵＰｎＰ標準で
定義される、前記コンテンツ再生装置のモデル名、モデル番号、製造者の情報、ベンダー
に従属的な情報の少なくとも1つを含む“デスクリプション”が記録されるフィールドを
含む機器結合応答メッセージを受信し、前記機器結合応答メッセージに含まれたデスクリ
プションを利用したコンテンツ再生命令を、ＵＰｎＰネットワークを通じてＳＯＡＰプロ
トコルによって前記コンテンツ再生装置に伝送する携帯用コンテンツ管理装置と、
　前記携帯用コンテンツ管理装置から受信された、前記メッセージによる機器結合応答メ
ッセージを前記携帯用コンテンツ管理装置に伝送し、前記コンテンツ再生命令によって前
記携帯用コンテンツ管理装置に保存されたコンテンツを再生するコンテンツ再生装置と、
を含む、特定コンテンツ再生機器を通じてコンテンツを再生するＵＰｎＰシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はホームネットワークに係り、さらに詳細には、ホームネットワーク上の複数の
再生装置のうちユーザーの所望する装置を迅速に選択し、その選択された装置を通じて携
帯用装置に含まれたコンテンツを再生する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、カメラホンやＭＰ３（ＭＰＥＧ Ｌａｙｅｒ－３）プレーヤーなどのように携帯
用コンテンツ管理装置の性能が向上し、多様なコンテンツを携帯用コンテンツ管理装置を
通じて製作したり保存できるようになった。これにより、コンテンツを携帯できる装置が
多様になり、このような装置がホームネットワーク環境で使われつつあり、ユーザーが前
記コンテンツを再生できる装置を速くかつ容易に選択可能にする方法が要求される。
【０００３】
　ＵＰｎＰ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｌｕｇ ａｎｄ Ｐｌａｙ）のようなミドルウェアに
よって構築されたホームネットワーク環境で、ユーザーが、自分の携帯用コンテンツ管理
装置が保有したコンテンツをホームネットワーク上の再生装置を通じて再生するためには
、図１のように同じ再生機能を提供する複数のコンテンツ再生装置のうち所望の特定再生
装置を判別するために、テスト再生を反復して行う。
【０００４】
　すなわち、ユーザーが所望の再生装置を明示的に選択できる状況でも、ネットワークに
連結された特定再生装置を使用するためには、ディスカバリー、及びデスクリプション過
程を通じてユーザーが再生しようとするコンテンツを再生できる再生装置のリストが生成
され、それに基づいてユーザーがリストのうち一つを選択する方式で動作する。
【０００５】
　図１は、従来のＵＰｎＰ環境でのコンテンツ再生過程を示したものである。このなかで
も特に、携帯用コンテンツ管理装置１０が、ネットワーク内に存在するコンテンツ再生装
置２０、３０、４０のうちユーザーの所望するコンテンツ再生装置３０を見つける過程を
示す。
【０００６】
　まず、携帯用コンテンツ管理装置１０は、コンテンツ再生装置２０、３０、４０でのデ
ィスカバリー過程を行った後（Ｓ１）、携帯用コンテンツ管理装置１０は、ディスカバリ
ー過程を通じて見つけられたコンテンツ再生装置２０、３０、４０から、前記コンテンツ
再生装置２０、３０、４０を制御するのに必要なデスクリプションを要請する（Ｓ２）。
そして、コンテンツ再生装置２０、３０、４０からデスクリプションを受信する（Ｓ３）
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。
【０００７】
　次いで、コンテンツ管理装置１０は、前記デスクリプションを利用してコンテンツ再生
装置２０、３０、４０のリストを生成する（Ｓ４）。
【０００８】
　次いで、ユーザーが再生を所望するコンテンツを選択し、その選択されたコンテンツを
再生するための再生装置を探すためには、テスト再生過程Ｓ５、Ｓ６、Ｓ７が必要である
。すなわち、ユーザーは、前記生成されたリストに提示された再生装置のうち、所望の再
生装置を判別し難く、したがって、ユーザーは３個のコンテンツ再生装置についてのテス
ト再生過程を行う。
【０００９】
　前記テスト過程を通じて、ユーザーは、前記リストのうちいかなるコンテンツ再生装置
が再生を所望のコンテンツ再生装置３０であるかが分かり、それにより、前記再生を所望
のコンテンツ再生装置３０を通じて、コンテンツが再生されるようにコントロール命令を
伝送する（Ｓ８）。
【００１０】
　図１で説明したように、従来のＵＰｎＰネットワークに連結されたコンテンツ再生装置
のうち特定コンテンツ再生装置を利用してコンテンツを再生しようとする場合に、ユーザ
ーは、複数のコンテンツ再生装置について反復的なテストを試みねばならない。
【００１１】
　また、ＵＰｎＰネットワークに連結されていないコンテンツ再生装置を利用してコンテ
ンツ再生をしようとする場合にも、携帯用コンテンツ管理装置と再生装置との間にディス
カバリー及びデスクリプション過程を経て初めて前記コンテンツ再生装置をコントロール
（ＵＰｎＰ標準のコントロール）できる。
【特許文献１】日本公開特許２００２－０４９５５６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、ＵＰｎＰネットワーク環境で携帯用
コンテンツ管理装置に保存されたコンテンツを、複数の同一機能を行う再生装置のうちユ
ーザーが指定する特定コンテンツ再生装置を通じて容易に再生する方法及び装置を提供す
ることを目的とする。
【００１３】
　また本発明は、ＵＰｎＰネットワークに連結されていないコンテンツ再生装置を利用し
て携帯用コンテンツ管理装置に保存されたコンテンツを再生する場合に、携帯用保存装置
と再生装置との間の不要なセットアップ過程なしに迅速にコンテンツを再生できる方法及
び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】
【００１４】
　前記目的を達成するために、本発明によるＵＰｎＰネットワーク上で特定機器を識別す
る方法は、複数のコンテンツ再生装置からデスクリプションを受信する段階と、前記受信
されたデスクリプションを利用して前記複数のコンテンツ再生装置についての機器リスト
をユーザーにディスプレイする段階と、前記ユーザーから前記機器リストのうち一つの項
目を選択される段階と、前記選択された項目に対応するコンテンツ再生装置に、機器報知
を要請するメッセージを伝送する段階と、前記メッセージを伝送されたコンテンツ再生装
置が機器報知を行う段階と、を含む。
【００１５】
　前記目的を達成するために、本発明によるＵＰｎＰネットワーク上で特定機器を識別す
る方法は、 複数のコンテンツ再生装置からデスクリプションを受信する段階と、前記受
信されたデスクリプションを利用して前記複数のコンテンツ再生装置についての機器リス
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トを、携帯用コンテンツ管理装置を通じてユーザーにディスプレイする段階と、ユーザー
から機器報知を要請するメッセージの伝送命令を、前記複数のコンテンツ再生装置のうち
一つのコンテンツ再生装置を通じて入力される段階と、前記伝送命令によって機器報知を
要請するメッセージを携帯用コンテンツ管理装置に伝送する段階と、前記メッセージによ
って、前記機器リストのうち前記メッセージを伝送したコンテンツ再生装置に対応する項
目に識別表示を行う段階と、を含む。
【００１６】
　前記目的を達成するために、本発明によるＵＰｎＰネットワーク上で特定機器を通じて
コンテンツを再生する方法は、短距離無線通信インターフェースを通じて、機器結合要請
メッセージをコンテンツ再生装置に伝送する段階と、前記メッセージによって、前記コン
テンツ再生装置から、機器結合応答メッセージを前記短距離無線通信インターフェースを
通じて受信する段階と、前記機器結合応答メッセージに含まれる前記コンテンツ再生装置
のデスクリプションを利用してコンテンツ再生命令を生成し、それをＵＰｎＰネットワー
クを通じて前記コンテンツ再生装置に伝送する段階と、を含む。
【００１７】
　前記目的を達成するために、本発明による特定コンテンツ再生機器を通じてコンテンツ
を再生するＵＰｎＰシステムにおいて、前記携帯用コンテンツ管理装置は、前記複数のコ
ンテンツ再生装置からデスクリプションを受信し、前記受信されたデスクリプションを利
用して前記複数のコンテンツ再生装置についての機器リストをユーザーにディスプレイし
、前記ユーザーから前記機器リストのうち一つの項目を選択され、前記選択された項目に
対応するコンテンツ再生装置に機器報知を要請するメッセージを伝送し、前記選択された
項目に対応するコンテンツ再生装置は、前記伝送されたメッセージによって機器報知を行
う。
【００１８】
　前記目的を達成するために、本発明による特定コンテンツ再生機器を通じてコンテンツ
を再生するＵＰｎＰシステムは、前記複数のコンテンツ再生装置のうちユーザーによって
選択されたコンテンツ再生装置は、前記ユーザーから機器報知を要請するメッセージの伝
送命令を入力されて、機器報知を要請するメッセージを前記携帯用コンテンツ管理装置に
伝送し、前記携帯用コンテンツ管理装置は、前記複数のコンテンツ再生装置からデスクリ
プションを受信し、前記受信されたデスクリプションを利用して、前記複数のコンテンツ
再生装置についての機器リストを携帯用コンテンツ管理装置を通じてユーザーにディスプ
レイし、前記伝送されたメッセージによって、前記機器リストのうち前記メッセージを伝
送したコンテンツ再生装置に対応する項目に識別表示を行う、特定コンテンツ再生機器を
通じてコンテンツを再生する。
【００１９】
　前記目的を達成するために、本発明による特定コンテンツ再生機器を通じてコンテンツ
を再生するＵＰｎＰシステムは、短距離無線通信インターフェースを通じて機器結合要請
メッセージをコンテンツ再生装置に伝送し、前記コンテンツ再生装置から機器結合応答メ
ッセージを受信し、前記機器結合応答メッセージに含まれたデスクリプションを利用した
コンテンツ再生命令を、ＵＰｎＰネットワークを通じて前記コンテンツ再生装置に伝送す
る携帯用コンテンツ管理装置と、前記携帯用コンテンツ管理装置から受信された、前記メ
ッセージによる機器結合応答メッセージを前記携帯用コンテンツ管理装置に伝送し、前記
コンテンツ再生命令によって前記携帯用コンテンツ管理装置に保存されたコンテンツを再
生するコンテンツ再生装置と、を含む。
　前記目的を達成するために、本発明によるＵＰｎＰネットワーク上で特定機器を通じて
コンテンツを再生する方法は、携帯用コンテンツ管理装置が短距離無線通信インターフェ
ースを通じて、メッセージを送信する機器のアドレスフィールド、およびあらかじめ約束
された命令コードの形態で記録される機器結合を要請する命令が記録されるフィールドが
含まれる機器結合要請メッセージをコンテンツ再生装置に伝送する段階と、携帯用コンテ
ンツ管理装置が前記メッセージによって、前記コンテンツ再生装置から、前記メッセージ
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を送信する機器および前記コンテンツ再生装置のアドレスのフィールド、並びに前記コン
テンツ再生装置のＵＰｎＰ標準で定義される、前記コンテンツ再生装置のモデル名、モデ
ル番号、製造者の情報、ベンダーに従属的な情報の少なくとも1つを含む“デスクリプシ
ョン”が記録されるフィールドを含む機器結合応答メッセージを前記短距離無線通信イン
ターフェースを通じて受信する段階と、携帯用コンテンツ管理装置が前記機器結合応答メ
ッセージに含まれる前記コンテンツ再生装置の前記デスクリプションを利用してコンテン
ツ再生命令を生成し、それをＵＰｎＰネットワークを通じてＳＯＡＰプロトコルによって
前記コンテンツ再生装置に伝送する段階と、を含む。
　前記目的を達成するために、本発明による特定コンテンツ再生機器を通じてコンテンツ
を再生するＵＰｎＰシステムは、短距離無線通信インターフェースを通じて、メッセージ
を送信する機器のアドレスフィールド、およびあらかじめ約束された命令コードの形態で
記録される機器結合を要請する命令が記録されるフィールドが含まれる機器結合要請メッ
セージをコンテンツ再生装置に伝送し、前記コンテンツ再生装置から、前記メッセージを
送信する機器および前記コンテンツ再生装置のアドレスのフィールド、並びに前記コンテ
ンツ再生装置のＵＰｎＰ標準で定義される、前記コンテンツ再生装置のモデル名、モデル
番号、製造者の情報、ベンダーに従属的な情報の少なくとも1つを含む“デスクリプショ
ン”が記録されるフィールドを含む機器結合応答メッセージを受信し、前記機器結合応答
メッセージに含まれたデスクリプションを利用したコンテンツ再生命令を、ＵＰｎＰネッ
トワークを通じてＳＯＡＰプロトコルによって前記コンテンツ再生装置に伝送する携帯用
コンテンツ管理装置と、
　前記携帯用コンテンツ管理装置から受信された、前記メッセージによる機器結合応答メ
ッセージを前記携帯用コンテンツ管理装置に伝送し、前記コンテンツ再生命令によって前
記携帯用コンテンツ管理装置に保存されたコンテンツを再生するコンテンツ再生装置と、
を含む。
【発明の効果】
【００２０】
　既存のＵＰｎＰネットワークに連結された装置間の通信は、ユーザーの介入なしに特定
装置から連結しようとする装置についてのディスカバリー及びデスクリプション過程が必
要である。しかし、このような過程を通じて見つけられた装置がＵＰｎＰの実際どの装置
を示すかは、ユーザーに分かり難い。本発明によれば、前記過程を通じて見つけられた装
置が実際どの装置を示すかが容易に判断できる。
【００２１】
　また、ユーザーの知っている特定コンテンツ再生装置で直ちにコンテンツを再生させよ
うとする場合にも、ネットワークから再生装置についての別途のディスカバリー及びデス
クリプション過程を経ずとも、携帯用コンテンツ管理装置に保存されたコンテンツを前記
特定コンテンツ再生装置を通じて再生できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付された図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。本発明
の利点及び特徴、そしてこれを達成する方法は添付された図面に基づいて詳細に後述され
ている実施形態を参照すれば明確になる。しかし、本発明は以下で開示される実施形態に
限定されるものではなく、この実施形態から外れて多様な形に具現でき、本明細書で説明
する実施形態は本発明の開示を完全にし、本発明が属する技術分野で当業者に発明の範ち
ゅうを完全に報せるために提供されるものであり、本発明は請求項及び発明の詳細な説明
により定義されるだけである。一方、明細書全体に亙って同一な参照符号は同一な構成要
素を示す。
【００２３】
　本発明は、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ
）、無線ノート型パソコンなどでコンテンツ（ビデオ、オーディオ、イメージなどのマル
チメディア）を生成して保存するか、または、オンライン上でコンテンツをダウンロード
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して保存する装置（以下、“携帯用コンテンツ管理装置”という）に保存されたコンテン
ツを、ＵＰｎＰネットワーク上のコンテンツ再生装置（ＰＤＰ、ＴＶ、ＰＣモニタなどの
ビデオ再生装置またはＡＶレシーバー、ＴＶなどのオーディオ再生装置）を通じて前記携
帯用保存装置に保存されたコンテンツを再生することに関する。
【００２４】
　図２は、本発明が動作する全体システムの概略図である。ここで、携帯用コンテンツ管
理装置１００はアクセスポイント９０と無線で通信でき、アクセスポイント９０とコンテ
ンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂ及び他のＵＰｎＰ機器８０は、有線ネットワークに連結
されている。したがって、携帯用コンテンツ管理装置１００とコンテンツ再生装置２００
Ａ、２００Ｂとは、同じＵＰｎＰネットワークに連結される。ただし、これは一例に過ぎ
ず、ＵＰｎＰネットワーク全体が無線で具現されることもあり、一部は有線の一部は無線
で具現されることもある。ただし、携帯用コンテンツ管理装置１００はその携帯用特性上
、無線で具現されることが望ましい。
【００２５】
　ここで、携帯用コンテンツ管理装置１００はコントロールポイントで、コンテンツ再生
装置２００Ａ、２００Ｂは被制御機器で動作する。携帯用コンテンツ管理装置１００は、
ＵＰｎＰネットワークに無線で連結可能でありつつ携帯できる形態の装置であって、コン
テンツを保存できる保存空間を持つ。このような保存空間は着脱可能であり、追加保存空
間を確保できるようにメモリカード形態で具現されることもある。そして、携帯用コンテ
ンツ管理装置１００は、自体的なユーザーインターフェース（Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ；ＵＩ）を提供するために液晶表示装置などのディスプレイ１１０を含む。
【００２６】
　コンテンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂは、携帯用コンテンツ管理装置からコンテンツ
を提供されて再生する装置である。コンテンツ再生装置のコンテンツ再生方法には、携帯
用コンテンツ管理装置からコンテンツをダウンロードした後に再生するか、またはストリ
ーム形態に提供されてリアルタイムで再生する方法がある。リアルタイムで再生できるス
トリームの形態には、ＭＰＥＧ－２伝送ストリームまたは一般コンテンツファイルをＲＴ
Ｐ（Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）方式によってストリー
ム化した形態などがある。
【００２７】
　本発明では、コンテンツ再生装置が自ら報知を行う方法（以下、第１実施形態）と、コ
ンテンツ再生装置が携帯用コンテンツ管理装置を通じて報知を提供する方法（以下、第２
実施形態）と、特定コンテンツ再生装置が携帯用コンテンツ管理装置の要請によって自身
に関する情報を提供する結合過程を経た後、それに基づいて携帯用コンテンツ管理装置が
コンテンツ再生装置をコントロールする方法（以下、第３実施形態）とに分けられる。
【００２８】
　以下では、本発明が動作するＵＰｎＰ技術の概略について簡単に説明した後、前記各実
施形態別に本発明の動作を説明する。
　　＜ＵＰｎＰ技術＞
　ＵＰｎＰ技術は、ネットワークに連結された情報家電機器間に複雑な設定手順を経ずと
も通信を可能にする技術であって、ある機器が持っているサービスを他の機器が自動で探
しうるようにする。ＵＰｎＰを使用すれば、一般ユーザーは単に機器をネットワークに連
結するだけで、既存にネットワーク上に連結された機器が自動で新たに追加された機器を
見つけて制御できる手段を提供するので、機器を設置したり設定するのにかかる努力を減
らしうる。
【００２９】
　ＵＰｎＰは、ＩＰ、ＴＣＰ、ＵＤＰ、ＨＴＴＰ、ＸＭＬのような既存のプロトコルを使
用する。有線または無線プロトコルに基づいてデバイス間に交換するデータはＸＭＬで表
現され、ＨＴＴＰを通じて通信する。ＩＰネットワーキングを採択した理由は、他の物理
的メディアへの拡張が容易であり、実際複数のベンダー間の相互運用性を可能にし、イン
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ターネットと多くの家庭及び事務室のイントラネットとのシナジー効果を達成できるから
である。また、ブリッジングを通じて非ＩＰプロトコルを上げたメディアを収容する。
【００３０】
　図３は、ＵＰｎＰのプロトコル構造を示した図面である。ＵＰｎＰデバイスアーキテク
チャは、コントロールポイントと被制御機器との通信のためのプロトコルを定義する。デ
ィスカバリー、デスクリプション、コントロール、イベント、及びプレゼンテーションの
ために、ＵＰｎＰデバイスアーキテクチャは、図３のようなプロトコルスタック構造を持
つ。
【００３１】
　最上位“ＵＰｎＰ ｖｅｎｄｏｒ”階層は、各機器についてのＵＰｎＰ製造者特定情報
を含む。その次の“ＵＰｎＰ Ｆｏｒｕｍ”階層は、ＵＰｎＰフォーラムによって定義さ
れる情報を含む。その次の“ＵＰｎＰ Ｄｅｖｉｃｅ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ”階層以
下にはＳＳＤＰ、ＧＥＮＡ、ＳＯＡＰなどＵＰｎＰに特化されたプロトコルが存在する。
【００３２】
　ここで、ＳＳＤＰ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）はネットワーク上のサービスを見つけるためのプロトコルであり、ＧＥＮＡ（Ｇｅ
ｎｅｒａｌ Ｅｖｅｎｔ Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）は、あ
るデバイスの状態が変わった時にそれを他のデバイスに知らせるためのプロトコルであり
、ＳＯＡＰ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｏｂｊｅｃｔ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）は、あるデ
バイスが他のデバイスに制御命令を送るために使用するプロトコルである。このようなプ
ロトコルによるメッセージは、ＵＤＰ上で動作するマルチキャストまたはユニキャストＨ
ＴＴＰ、またはＴＣＰ上で動作する標準ＨＴＴＰを通じて伝送される。最終的にあらゆる
メッセージはＩＰを通じて伝送される。
【００３３】
　ＵＰｎＰでデバイス間に交換する情報はＸＭＬで表現され、ＨＴＴＰプロトコルを利用
して通信する。ＵＰｎＰを通じたデバイス間の通信はディスカバリー段階、デスクリプシ
ョン段階、コントロール段階、イベント段階、及びプレゼンテーション段階に分けられる
。
【００３４】
　ディスカバリー段階で、コントロールポイント（ＵＰｎＰデバイスのサービスを使用し
ようとするクライアント）はサービスを見つけ、サービスはコントロールポイントに自身
の存在を知らせる。ＵＰｎＰは、ＳＳＤＰプロトコルを使用し、それは、発見のためにマ
ルチキャストＵＤＰ上で動作するＨＴＴＰと、発見に対する応答のためのユニキャストＵ
ＤＰ上で動作するＨＴＴＰとよりなる。ＳＳＤＰプロトコルで発見メッセージは、クライ
アントがネットワーク上のどこにあるか知らないデバイスを見つけるための方法であって
、効率性のためにマルチキャストのみ考慮して設計された。
【００３５】
　一旦、コントロールポイントがサービスを見つければ、ＴＣＰ上のＨＴＴＰを通じて技
術文書を要請して受信するデスクリプション段階を行う。これは、標準ＨＴＴＰ ＧＥＴ
命令を通じて実行される。デバイスについてのＵＰｎＰ技術文書はＸＭＬで表現され、モ
デル名、モデル番号、シリアル番号、製造者名、ベンダーに従属的なウェブサイトのＵＲ
Ｌなどのようなベンダーに従属的な情報及び製造者の情報も含む。また技術文書は、制御
、イベント、プレゼンテーションだけでなく、内蔵されたデバイスまたはサービスのリス
トも含む。各サービスについての技術文書は、そのサービスが応答する命令（またはアク
ション）、各命令についての媒介変数リストを含む。またサービスについての技術文書は
変数リストを含み、変数はランタイム時のサービスの状態を示す。
【００３６】
　コントロールポイントがデバイスの技術文書を持ってきた後、コントロールポイントは
デバイスのサービスに命令を送りうるが、それがコントロール段階である。そのために、
コントロールポイントはサービスの制御ＵＲＬに適した制御メッセージを送る。制御メッ
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セージはＸＭＬで表現され、ＳＯＡＰプロトコルを使用する。関数呼び出しのように制御
メッセージに応答するために、サービスは命令に従属的な値を返還する。サービスのラン
タイム状態を示す変数値が変化することによって命令の効果が奏される。
【００３７】
　次いで、イベント段階及びプレゼンテーション段階がさらに含まれうるが、それら段階
は本発明を行うために必要な核心段階ではないので、その説明は省略する。ただし、イベ
ント段階はＧＥＮＡを利用して行われ、プレゼンテーション段階はＴＣＰ基盤の一般ＨＴ
ＴＰを利用して実行されることを特徴とする。
【００３８】
［第１実施形態］
　第１実施形態は、ユーザーが選択したコンテンツ再生装置が、自身が選択されたことを
ユーザーに知らせるために機器報知を行う場合である。図４は、このような第１実施形態
による動作を示したフローチャートである。
【００３９】
　まず、携帯用コンテンツ管理装置１００とコンテンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂ、２
００Ｃとの間にディスカバリー過程を行う（Ｓ１１）。そして、携帯用コンテンツ管理装
置１００はコンテンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃにデスクリプションを要請
し（Ｓ１２）、コンテンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃからデスクリプション
を受信する（Ｓ１３）。このようなデスクリプションはＸＭＬで表現され、コンテンツ再
生装置のモデル名、モデル番号、シリアル番号、製造者番号、製造者のＵＲＬ、製品のＵ
ＲＬなどが含まれうる。
【００４０】
　したがって、携帯用コンテンツ管理装置１００は、このようなデスクリプションを分析
してユーザーの所望するコンテンツ（ビデオ、オーディオ、イメージなど）を再生できる
コンテンツ再生装置を識別できる。本発明では、コンテンツ再生装置１ １２０、コンテ
ンツ再生装置２ １３０、及びコンテンツ再生装置３ １４０いずれも前記コンテンツを再
生できることを例として説明する。
【００４１】
　携帯用コンテンツ管理装置１００は、前記受信されたデスクリプションを通じてユーザ
ーの所望するコンテンツを再生できる“機器リスト”を生成し、それをＵＩを通じてユー
ザーにディスプレイする（Ｓ１４）。図５は、携帯用コンテンツ管理装置１００に付着さ
れたディスプレイ部１１０に表示される機器リストの例を示したものである。ディスプレ
イ部１１０にはコンテンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃについてのリストが表
示されるが、各項目はコンテンツ再生装置のモデル名、シリアル番号、製造者名またはそ
れらの組合わせで表示できる。しかし、一つの項目が、ユーザーの所望するコンテンツを
再生できるＵＰｎＰネットワーク上に存在する一つのコンテンツ再生装置に対応するが、
ユーザーはいかなる項目がいかなるコンテンツ再生装置と対応するかが分かり難い。もち
ろん、家庭のように簡単なＵＰｎＰネットワークでは、製品名、製造者名などデスクリプ
ションに表示される識別名称によって区分できるが、多様な機器が結合されたり分離され
る一般的な“ユビキタス（Ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ）環境”にあるＵＰｎＰネットワークで
は、その識別がさらに難しくなる。
【００４２】
　ユーザーは、前記ディスプレイされた機器リストで一つの項目を選択して機器報知要請
メッセージを前記選択された項目に対応するコンテンツ再生装置に伝送する（Ｓ１５）。
項目を選択する方法は、携帯用コンテンツ管理装置１００が持っているボタン（図示せず
）、またはペン入力装置（図示せず）などを通じて行われる。
【００４３】
　機器報知要請メッセージを受信したコンテンツ再生装置１ １２０は機器報知を行う（
Ｓ１６）。ここで、“機器報知”とは、前記機器リストの特定項目に対応するコンテンツ
再生装置が、ユーザーに自身を知らせるために行う識別動作を意味する。このような機器
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報知は、コンテンツ再生装置の仕様によって異なって動作するが、オーディオ再生装置の
場合、特定音響効果を通じて動作し、ビデオ再生装置の場合、画面にユーザーが見られる
特定メッセージボックス、イメージ、または画面点滅などの視覚効果を通じて動作する。
ユーザーは、コンテンツ再生装置が行う機器報知を通じて機器リストのうち現在選択した
項目に対応する再生装置を認知できる。
【００４４】
　もし、前記認知されたコンテンツ再生装置が、ユーザーが再生を所望する装置ではない
場合には、ユーザーは機器リストの他の項目を選択し、携帯用コンテンツ管理装置１００
が機器報知要請メッセージを他のコンテンツ再生装置に伝送する（Ｓ１７）。それにより
、機器報知要請メッセージを伝送されたコンテンツ再生装置は機器報知を行う（Ｓ１８）
。
【００４５】
　このような過程を通じて、ユーザーは結局自分が再生を所望するコンテンツ再生装置に
該当する項目を見つけ、前記見つけられた項目を選択してコンテンツ再生命令を伝送する
（Ｓ１９）。前記コンテンツ再生命令はＳＯＡＰプロトコルを通じて伝えられる。
【００４６】
　それにより、前記選択された項目に対応するコンテンツ再生装置、すなわち、ユーザー
が再生を所望するコンテンツ再生装置は前記コンテンツを再生する。このようなコンテン
ツ再生方式は前述したように、ダウンロード後に再生する方式とリアルタイムストリーム
を受信して再生する方式とがある。
【００４７】
　前記機器報知要請メッセージの構造は図６に例示する通りである。機器報知要請メッセ
ージ５０は、メッセージを伝送する機器のアドレスが記録されるＳｏｕｒｃｅ Ｄｅｖｉ
ｃｅ Ａｄｄｒｅｓｓフィールド５１と、機器報知要請メッセージを受信する機器のアド
レスが記録されるＤｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｄｅｖｉｃｅ Ａｄｄｒｅｓｓフィールド５２
と、機器報知を要請する命令が記録されるＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｍ
ｅｓｓａｇｅフィールド５４とを少なくとも含み、前記フィールド５４の大きさを示すＬ
ｅｎｇｔｈフィールド５３をさらに含みうる。ＵＰｎＰネットワークで機器のアドレスは
ＩＰアドレスを使用する。そして、機器報知を要請する命令は、機器間にあらかじめ約束
された命令コードの形態で記録できる。
【００４８】
　本発明の第１実施形態による携帯用コンテンツ管理装置１００の構成は図７に図示され
る。携帯用コンテンツ管理装置１００は、ユーザー入出力モジュール１２０と、コンテン
ツ保存モジュール１３０と、ＵＰｎＰモジュール１４０と、制御モジュール１５０と、機
器報知要請メッセージ生成モジュール１６０と、送受信モジュール１７０とを含んで構成
される。
【００４９】
　ユーザー入出力モジュール１２０は、所定のコンテンツを再生できるコンテンツ再生装
置のリスト（機器リスト）をユーザーに表示し、ユーザーから前記リストのうち一つの項
目を選択される。
【００５０】
　コンテンツ保存モジュール１３０はコンテンツを保存し、ユーザーが選択したコンテン
ツ再生装置に前記保存されたコンテンツを提供する。
【００５１】
　ＵＰｎＰモジュール１４０は、ＵＰｎＰ標準によってコンテンツ再生装置２００とディ
スカバリー、デスクリプション、またはコントロール過程を行う。
【００５２】
　制御モジュール１５０は、携帯用コンテンツ管理装置１００内の他のモジュールの動作
を制御する。
【００５３】
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　機器報知要請メッセージ生成モジュール１６０は、ユーザーが選択したコンテンツ再生
装置に伝送する機器報知要請メッセージを生成する。
【００５４】
　送受信モジュール１７０は、有無線ネットワークを通じてデータを送受信する。送受信
モジュールは、イーサネット（登録商標）、無線ＬＡＮ標準（ＩＥＥＥ ８０２．１１系
列）、ブルートゥース、無線ＰＡＮ標準（ＩＥＥＥ ８０２．１５．３）など多様なデー
タ伝送方式を利用して具現できる。
【００５５】
　一方、本発明の第１実施形態によるコンテンツ再生装置２００の構成は図８に図示され
る。コンテンツ再生装置２００は、コンテンツ表示モジュール２２０と、コンテンツ再生
モジュール２３０と、ＵＰｎＰモジュール２４０と、制御モジュール２５０と、機器報知
実行モジュール２６０と、送受信モジュール２７０と、を含んで構成できる。
【００５６】
　コンテンツ再生モジュール２３０は、携帯用コンテンツ管理装置１００から提供される
コンテンツをデコーディングして再生する。コンテンツデコーディング方式はコンテンツ
のフォーマットによるが、ＭＰＥＧ－２、ＭＰ３、ＪＰＥＧなど多様なエンコーディング
フォーマットに合うデコーディング方式を選択する。
【００５７】
　コンテンツ表示モジュール２２０は、前記再生されるコンテンツをユーザーに表示する
。ビデオまたはイメージの場合にはＬＣＤ、ＣＲＴ、ＰＤＰなどのディスプレイ装置で、
オーディオの場合にはＡ／Ｖレシーバーなどの音響装置で具現される。
【００５８】
　ＵＰｎＰモジュール２４０は、ＵＰｎＰ標準によって携帯用コンテンツ管理装置１００
とディスカバリー、デスクリプション、またはコントロール過程を行う。
【００５９】
　制御モジュール２５０は、コンテンツ再生装置２００内の他のモジュールの動作を制御
する。
【００６０】
　機器報知実行モジュール２６０は、携帯用コンテンツ管理装置１００から機器報知要請
メッセージ５０を受信して機器報知動作を行う。このような機器報知動作は、コンテンツ
再生装置の仕様によって異なって行われるが、オーディオ再生装置の場合には特定音響を
通じて行われ、ビデオ再生装置の場合には、画面にユーザーが見られる特定メッセージボ
ックス、イメージ、または画面点滅などを通じて行われる。
【００６１】
　送受信モジュール２７０は、有無線ネットワークを通じてデータを送受信する。送受信
モジュール２７０は、携帯用コンテンツ管理装置１００の送受信モジュール１７０と互換
される。
【００６２】
［第２実施形態］
　第２実施形態は、ユーザーがコンテンツ再生装置の特定機能を動作させて、携帯用コン
テンツ管理装置がコンテンツ再生装置から伝送された機器報知要請メッセージを送るよう
にする方法である。
【００６３】
　図９は、このような第２実施形態による動作を示したフローチャートである。
　まず、携帯用コンテンツ管理装置３００とコンテンツ再生装置４００Ａ、４００Ｂ、４
００Ｃとの間にディスカバリー過程を行う（Ｓ２１）。そして、携帯用コンテンツ管理装
置３００は、コンテンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃにデスクリプションを要
請し（Ｓ２２）、コンテンツ再生装置２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃからデスクリプショ
ンを受信する（Ｓ２３）。
【００６４】
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　携帯用コンテンツ管理装置３００は、前記受信されたデスクリプションを通じてユーザ
ーが所望するコンテンツを再生できる“機器リスト”を生成し、それを図５のようにＵＩ
を通じてユーザーにディスプレイする（Ｓ２４）。
【００６５】
　それにより、ユーザーは自分が再生を所望する、すなわち自分が選択したコンテンツ再
生装置が、生成された機器リストのうちいかなる項目に対応するかを分かるために、前記
選択されたコンテンツ再生装置４００Ｂが機器報知要請メッセージを携帯用コンテンツ管
理装置３００に伝送するようにするユーザー命令、すなわち機器報知要請メッセージの伝
送命令を入力する（Ｓ２５）。このようにユーザー命令を入力される方法には、コンテン
ツ再生装置４００Ｂに備えられた特定ボタンを利用する方法または、携帯用コンテンツ管
理装置３００から遠隔命令を受信する方法など多様な方法がある。
【００６６】
　それにより、コンテンツ再生装置４００Ｂは、ユーザー命令によって機器報知要請メッ
セージを生成し、それを携帯用コンテンツ管理装置３００に伝送する（Ｓ２６）。このよ
うな機器報知要請メッセージは、図６のように携帯用コンテンツ管理装置１００がメッセ
ージを伝送する場合のフォーマットと同じフォーマットを持つことができるが、それとは
区別される別途のフォーマットを持つこともある。
【００６７】
　携帯用コンテンツ管理装置３００は、前記機器報知要請メッセージによって機器報知を
行う（Ｓ２７）。携帯用コンテンツ管理装置３００が行う機器報知過程は、携帯用コンテ
ンツ管理装置３００のディスプレイ３１０に羅列されている機器リスト３１１、３１２、
３１３のうち、ユーザーにより選択されたコンテンツ再生装置４００Ｂに対応する項目３
１３が認知されるように識別表示を行う方法で行われる。例えば、図１０のように、かか
る機器リストの項目３１３に視覚的表示３１４を表するか、音響を通じていかなる項目が
選択されたかを知らせる方法（音響的表示）などを使用できる。
【００６８】
　このような過程を通じて、ユーザーは、結局自分が再生を所望するコンテンツ再生装置
に該当する項目を見つけ、前記見つけられた項目を選択してコンテンツ再生命令を伝送で
きる（Ｓ２８）。それにより、前記選択された項目に対応するコンテンツ再生装置、すな
わちユーザーが再生を所望するコンテンツ再生装置は前記コンテンツを再生する。このよ
うなコンテンツ再生方式には、前述したように、ダウンロード後に再生する方式とリアル
タイムストリームを受信して再生する方式とがある。
【００６９】
　図９の説明で、機器リストを生成してユーザーにディスプレイする過程（Ｓ２４）は省
略されることもある。なぜなら、機器リストを通じた機器報知過程（Ｓ２７）を行って初
めて機器リストをユーザーに見せると同時に、選択された項目を表示できるからである。
【００７０】
　本発明の第２実施形態による携帯用コンテンツ管理装置３００の構成は、図１１に図示
される。携帯用コンテンツ管理装置３００は、ユーザー入出力モジュール３２０と、コン
テンツ保存モジュール３３０と、ＵＰｎＰモジュール３４０と、制御モジュール３５０と
、機器報知実行モジュール３６０と、送受信モジュール３７０とを含んで構成される。
【００７１】
　ユーザー入出力モジュール３２０は、所定のコンテンツを再生できるコンテンツ再生装
置のリスト（機器リスト）をユーザーに表示し、ユーザーは前記リストのうち一つの項目
を選択する。
【００７２】
　コンテンツ保存モジュール３３０はコンテンツを保存し、ユーザーが選択したコンテン
ツ再生装置に前記保存されたコンテンツを提供する。
【００７３】
　ＵＰｎＰモジュール３４０は、ＵＰｎＰ標準によってコンテンツ再生装置４００とディ
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スカバリー、デスクリプション、またはコントロール過程を行う。
【００７４】
　制御モジュール３５０は、携帯用コンテンツ管理装置３００内の他のモジュールの動作
を制御する。
【００７５】
　機器報知実行モジュール３６０は、コンテンツ再生装置４００から伝えられる機器報知
要請メッセージによって機器報知を行う（Ｓ２７）。前記機器報知過程は、携帯用コンテ
ンツ管理装置３００のディスプレイ３１０に羅列されている機器リスト３１１、３１２、
３１３のうち、ユーザーにより選択されたコンテンツ再生装置４００Ｂに対応する項目３
１３が認知されるようにする方法で行われる。
【００７６】
　送受信モジュール３７０は、有無線ネットワークを通じてデータを送受信する。送受信
モジュールはイーサネット（登録商標）、無線ＬＡＮ標準（ＩＥＥＥ ８０２．１１系列
）、ブルートゥース、無線ＰＡＮ標準（ＩＥＥＥ ８０２．１５．３）など多様なデータ
伝送方式を利用して具現されうる。
【００７７】
　一方、本発明の第２実施形態によるコンテンツ再生装置４００の構成は、図１２に図示
される。コンテンツ再生装置４００は、コンテンツ表示モジュール４２０と、コンテンツ
再生モジュール４３０と、ＵＰｎＰモジュール４４０と、制御モジュール４５０と、機器
報知実行モジュール４６０と、送受信モジュール４７０、及びユーザー命令入力モジュー
ル４８０とを含んで構成される。
【００７８】
　コンテンツ再生モジュール４３０は、携帯用コンテンツ管理装置３００から提供される
コンテンツをデコーディングして再生し、コンテンツ表示モジュール４２０は、前記再生
されるコンテンツをユーザーに表示する。
【００７９】
　ＵＰｎＰモジュール４４０は、ＵＰｎＰ標準によって携帯用コンテンツ管理装置３００
とディスカバリー、デスクリプション、またはコントロール過程を行う。そして、制御モ
ジュール４５０は、コンテンツ再生装置４００内の他のモジュールの動作を制御する。
【００８０】
　ユーザー命令入力モジュール４８０は、コンテンツ再生装置４００Ｂが機器報知要請メ
ッセージを携帯用コンテンツ管理装置３００に伝送するようにするユーザー命令を入力さ
れる。ユーザー命令を入力される方法には、コンテンツ再生装置４００Ｂに備えられた特
定ボタンを利用する方法または、携帯用コンテンツ管理装置３００から遠隔命令を受信す
る方法など多様な方法がある。
【００８１】
　機器報知要請メッセージ生成モジュール４６０は、前記ユーザー命令によって機器報知
要請メッセージ５０を生成し、それを携帯用コンテンツ管理装置３００に伝送する。この
ような機器報知要請メッセージ５０は、図６のように携帯用コンテンツ管理装置１００が
メッセージを伝送する場合のフォーマットと同じフォーマットを持つことができるが、そ
れとは区別される別途のフォーマットを持つこともある。
【００８２】
　送受信モジュール４７０は、有無線ネットワークを通じてデータを送受信する。送受信
モジュール４７０は、携帯用コンテンツ管理装置３００の送受信モジュール３７０と互換
される。
【００８３】
［第３実施形態］
　本発明による第３実施形態は、ユーザーが選択したコンテンツ再生装置６００が、所定
の通信インターフェースを通じて自身の機器情報を携帯用コンテンツ管理装置５００に伝
達し、それに基づいて追加的なディスカバリーまたはデスクリプション過程なしに、携帯
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用コンテンツ管理装置５００がコンテンツ再生装置５００を直ちにコントロール可能にす
る方法である。
【００８４】
　図１３は、このような第３実施形態による動作を示したフローチャートである。第３実
施形態は、第１実施形態及び第２実施形態とは違ってディスカバリー及びデスクリプショ
ン過程を前提としない。したがって、携帯用コンテンツ管理装置５００とコンテンツ再生
装置６００との間にディスカバリー及びデスクリプション過程を経ない状況でも動作でき
る。
【００８５】
　まず、携帯用コンテンツ管理装置５００は、所定の通信インターフェースを通じて機器
結合要請メッセージをコンテンツ再生装置６００に伝送する（Ｓ３１）。前記所定の通信
インターフェースは、ＩＲＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）
、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）など多様
な短距離無線通信技術によって具現されうる。
【００８６】
　機器結合要請メッセージ６０の構成は図１４に図示される。機器結合要請メッセージ６
０は、メッセージを伝送する機器、すなわち、携帯用コンテンツ管理装置５００のアドレ
ス（例えば、ＩＰアドレス）が記録されるＳｏｕｒｃｅ Ｄｅｖｉｃｅ Ａｄｄｒｅｓｓフ
ィールド６１と、機器結合を要請する命令が記録されるＤｅｖｉｃｅ Ａｓｓｏｃｉａｔ
ｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｍｅｓｓａｇｅフィールド６３とを少なくとも含み、前記フィー
ルド６３の大きさを示すＬｅｎｇｔｈフィールド６２をさらに含みうる。機器結合を要請
する命令は、機器間にあらかじめ約束された命令コードの形態で記録されうる。
【００８７】
　コンテンツ再生装置６００は、伝送された機器結合要請メッセージによって機器結合応
答メッセージを生成する（Ｓ３２）。
【００８８】
　機器結合応答メッセージ７０の構成は図１５に図示される。機器結合応答メッセージ７
０は、メッセージを伝送する機器、コンテンツ再生装置６００のアドレスが記録されるＳ
ｏｕｒｃｅ Ｄｅｖｉｃｅ Ａｄｄｒｅｓｓフィールド７１と、機器結合に応答してコンテ
ンツ再生装置６００の“デスクリプション”が記録されるＤｅｖｉｃｅ Ａｓｓｏｃｉａ
ｔｉｏｎ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールド７３を少なくとも含み、前記フィールド７
３の大きさを示すＬｅｎｇｔｈフィールド７２をさらに含みうる。携帯用コンテンツ管理
装置５００及びコンテンツ再生装置６００は既にＵＰｎＰ標準を守る機器であるため、前
記コンテンツ再生装置６００のデスクリプションはＵＰｎＰ標準で定義する形で記録され
ることが望ましい。
【００８９】
　コンテンツ再生装置６００は、生成された機器結合応答メッセージ７０を前記所定の通
信インターフェースを通じて携帯用コンテンツ管理装置５００に伝送する。それにより、
携帯用コンテンツ管理装置５００は、機器結合応答メッセージ７０に含まれたデスクリプ
ションを解釈する（Ｓ３４）。携帯用コンテンツ管理装置５００はコントロールポイント
の役割を担当するので、デスクリプションを受信した以後にはコンテンツ再生装置６００
についての各種ＵＰｎＰコントロールを行える。
【００９０】
　携帯用コンテンツ管理装置５００は、前記解釈されたデスクリプションを利用してコン
テンツ再生命令をコンテンツ管理装置６００に伝送する（Ｓ３５）。前記コンテンツ再生
命令はＳＯＡＰプロトコルを通じて伝えられる。
【００９１】
　次いで、前記選択された項目に対応するコンテンツ再生装置、すなわち、ユーザーが再
生を所望するコンテンツ再生装置は前記コンテンツを再生する。このようなコンテンツ再
生方式は、前述したように、ダウンロード後に再生する方式とリアルタイムストリームを
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受信して再生する方式とがある。
【００９２】
　本発明の第３実施形態による携帯用コンテンツ管理装置５００の構成は、図１６に図示
される。携帯用コンテンツ管理装置５００は、短距離通信モジュール５２０と、コンテン
ツ保存モジュール５３０と、ＵＰｎＰモジュール５４０と、制御モジュール５５０と、機
器結合要請メッセージ生成モジュール５６０と、送受信モジュール５７０とを含んで構成
できる。
【００９３】
　コンテンツ保存モジュール５３０はコンテンツを保存し、ユーザーが選択したコンテン
ツ再生装置に前記保存されたコンテンツを提供する。そして、ＵＰｎＰモジュール５４０
は、ＵＰｎＰ標準によってコンテンツ再生装置６００とディスカバリー、デスクリプショ
ン、またはコントロール過程を行う。制御モジュール５５０は、携帯用コンテンツ管理装
置５００内の他のモジュールの動作を制御する。
【００９４】
　機器報知要請メッセージ生成モジュール５６０は、ユーザーが選択したコンテンツ再生
装置に伝送する機器報知要請メッセージを生成する。そして、短距離通信モジュール５２
０は前記生成された機器報知要請メッセージを伝送する。短距離通信モジュール５２０は
ＩＲＤＡ、ＲＦＩＤなど多様な短距離無線通信技術で具現できる。
【００９５】
　送受信モジュール５７０は、有無線ネットワークを通じて前記機器報知要請メッセージ
を除外したデータを送受信する。送受信モジュールは、イーサネット（登録商標）、無線
ＬＡＮ標準（ＩＥＥＥ ８０２．１１系列）、ブルートゥース、無線ＰＡＮ標準（ＩＥＥ
Ｅ ８０２．１５．３）など多様なデータ伝送方式を利用して具現できる。
【００９６】
　一方、本発明の第３実施形態によるコンテンツ再生装置６００の構成は、図１７に図示
される。コンテンツ再生装置６００は、コンテンツ表示モジュール６２０と、コンテンツ
再生モジュール６３０と、ＵＰｎＰモジュール６４０と、制御モジュール６５０と、機器
結合応答メッセージ生成モジュール６６０と、送受信モジュール６７０とを含んで構成で
きる。
【００９７】
　コンテンツ再生モジュール６３０は、携帯用コンテンツ管理装置５００から提供される
コンテンツをデコーディングして再生し、コンテンツ表示モジュール６２０は、前記再生
されるコンテンツをユーザーに表示する。
【００９８】
　ＵＰｎＰモジュール６４０は、ＵＰｎＰ標準によって携帯用コンテンツ管理装置５００
とディスカバリー、デスクリプション、またはコントロール過程を行う。そして、制御モ
ジュール６５０は、コンテンツ再生装置６００内の他のモジュールの動作を制御する。
【００９９】
　機器結合応答メッセージ生成モジュール６６０は、携帯用コンテンツ管理装置５００か
ら受信された機器結合要請メッセージ６０に応答して機器結合応答メッセージ７０を生成
する。機器結合応答メッセージは、コンテンツ再生装置６００の“デスクリプション”を
含む。このようなデスクリプションを利用して携帯用コンテンツ管理装置５００で、コン
テンツをコンテンツ管理装置６００で再生するための命令を生成できる。
【０１００】
　デスクリプションは、例えば、コンテンツ再生装置６００のモデル名、モデル番号、シ
リアル番号、製造者名、ベンダー従属的なウェブサイトのＵＲＬのようなベンダーに従属
的な情報及び製造者の情報を含みうる。携帯用コンテンツ管理装置５００及びコンテンツ
再生装置６００は既にＵＰｎＰ標準を守る機器であるため、前記コンテンツ再生装置６０
０のデスクリプションはＵＰｎＰ標準で定義する形で記録されることが望ましい。
【０１０１】
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　短距離通信モジュール６８０は、携帯用コンテンツ管理装置５００の短距離通信モジュ
ール５２０と互換される。したがって、ＩＲＤＡ、ＲＦＩＤなど多様な短距離無線通信技
術で具現できる。
【０１０２】
　送受信モジュール６７０は、有無線ネットワークを通じて前記機器報知応答メッセージ
７０を除外したデータを送受信する。送受信モジュール６７０は、携帯用コンテンツ管理
装置５００の送受信モジュール５７０と互換される。
【０１０３】
　これまでの説明で、前記‘モジュール’は、ソフトウェアまたはＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ
　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）または注文型半導体（Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ；ＡＳＩＣ）
のようなハードウェア構成要素を意味し、モジュールは所定の役割を行う。しかし、モジ
ュールはソフトウェアまたはハードウェアに限定されるものではない。モジュールは、ア
ドレッシング可能な保存媒体に存在すべく構成されても良く、１つまたはそれ以上のプロ
セッサーを実行させるように構成されても良い。したがって、一例としてモジュールは、
ソフトウェア構成要素、客体指向ソフトウェア構成要素、クラス構成要素及びタスク構成
要素のような構成要素と、プロセス、関数、属性、プロシージャ、サブルーチン、プログ
ラムコードのセグメント、ドライバー、ファームウェア、マイクロコード、回路、データ
、データベース、データ構造、テーブル、アレイ、及び変数を含む。構成要素とモジュー
ルから提供される機能は、より少数の構成要素及びモジュールで結合されるか、追加的な
構成要素とモジュールにさらに分離されうる。のみならず、構成要素及びモジュールは 
通信システム内の１つまたはそれ以上のコンピュータを再生させるように具現されること
もある。
【０１０４】
　以上、添付図を参照して本発明の実施形態を説明したが、 本発明が属する技術分野で
当業者ならば本発明がその技術的思想や必須特徴を変更せずとも他の具体的な形に実施さ
れうるということが理解できるであろう。したがって、前述した実施形態は全ての面で例
示的なものであって、限定的なものではないと理解せねばならない。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、ホームネットワーク上で携帯用コンテンツ管理装置のコンテンツを再生する
技術分野に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】従来のＵＰｎＰ環境でのコンテンツ再生過程を示す図面である。
【図２】本発明が動作する全体システムの概略図である。
【図３】ＵＰｎＰのプロトコル構造を示す図面である。
【図４】本発明の第１実施形態による動作を示すフローチャートである。
【図５】携帯用コンテンツ管理装置に付着されたディスプレイ部に表示される機器リスト
の例を示す図面である。
【図６】前記機器報知要請メッセージの構造を示す例示図である。
【図７】本発明の第１実施形態による携帯用コンテンツ管理装置の構成を示すブロック図
である。
【図８】本発明の第１実施形態によるコンテンツ再生装置の構成を示すブロック図である
。
【図９】本発明の第２実施形態による動作を示すフローチャートである。
【図１０】機器リストの項目に視覚的表示を示す例示図である。
【図１１】本発明の第２実施形態による携帯用コンテンツ管理装置の構成を示すブロック
図である。
【図１２】本発明の第２実施形態によるコンテンツ再生装置の構成を示すブロック図であ
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【図１３】本発明の第３実施形態による動作を示すフローチャートである。
【図１４】機器結合要請メッセージの構成を示す例示図である。
【図１５】機器結合応答メッセージの構成を示す例示図である。
【図１６】本発明の第３実施形態による携帯用コンテンツ管理装置の構成を示すブロック
図である。
【図１７】本発明の第３実施形態によるコンテンツ再生装置の構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０１０７】
５０　機器報知要請メッセージ
６０　機器結合要請メッセージ
７０　機器結合応答メッセージ
１００、３００、５００　携帯用コンテンツ管理装置
２００、４００、６００　コンテンツ再生装置
１１０、３１０　ディスプレイ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】



(18) JP 5226436 B2 2013.7.3

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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