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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１、第２の表示装置にコンテンツを表示するためのコンテンツ表示制御システムであ
って、
　前記コンテンツ表示制御システムは、データベースサーバと制御サーバを備え、
　前記データベースサーバは、前記第１の表示装置にコンピュータを介して接続された第
１のゲートウェイ装置と前記第２の表示装置にコンピュータを介して接続された第２のゲ
ートウェイ装置とが対応づけられていることを示す第１の対応情報を有し、
　前記制御サーバは、前記第２の表示装置に接続されるコンピュータから当該第２の表示
装置を登録するための信号が送信されたなら、前記第２の表示装置の検索を要求する信号
を前記第２のゲートウェイ装置に送信するとともに、当該第２のゲートウェイ装置が、前
記第２の表示装置を検索する信号を前記第２の表示装置に送信し、当該第２の表示装置が
、表示装置である旨の信号を当該第２のゲートウェイ装置に送信し、当該第２のゲートウ
ェイ装置が、当該第２の表示装置を登録するための信号を当該制御サーバに送信した際に
は、当該第２のゲートウェイ装置と当該第２の表示装置が対応づけられている旨の情報を
記憶し、当該第２のゲートウェイ装置と当該第２の表示装置が対応づけられていることを
示す第２の対応情報を前記データベースサーバに送信し、
　前記制御サーバは、前記第１の表示装置に表示されるコンテンツの所在を示す所在情報
を取得したなら、前記第１の対応情報において第１のゲートウェイ装置に対応づけられて
いるゲートウェイ装置と、前記第２の対応情報において当該ゲートウェイ装置に対応づけ
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られている表示装置とを問い合わせる信号を前記データベースサーバに送信し、
　前記データベースサーバは、前記問い合わせの信号が送信されたなら、前記第１の対応
情報において第１のゲートウェイ装置に対応づけられている第２のゲートウェイ装置と、
前記第２の対応情報において当該第２のゲートウェイ装置に対応づけられている第２の表
示装置を示す回答の信号を前記制御サーバに送信し、
　前記制御サーバは、前記回答の信号に示された第２のゲートウェイ装置に前記コンテン
ツの所在情報と前記回答の信号に示された第２の表示装置を示す情報を送信する
　ことを特徴とするコンテンツ表示制御システム。
【請求項２】
　前記制御サーバは、前記第１のゲートウェイ装置に接続されたコンピュータから当該第
１のゲートウェイ装置を介して前記コンテンツの所在情報を要求する信号が送信されたな
ら、前記コンテンツの所在情報を取得し、当該第１のゲートウェイ装置に送信する
　ことを特徴とする請求項１記載のコンテンツ表示制御システム。
【請求項３】
　第１、第２の表示装置にコンテンツを表示するためのコンテンツ表示制御システムが行
うコンテンツ表示制御方法であって、
　前記コンテンツ表示制御システムは、データベースサーバと制御サーバを備え、
　前記データベースサーバは、前記第１の表示装置にコンピュータを介して接続された第
１のゲートウェイ装置と前記第２の表示装置にコンピュータを介して接続された第２のゲ
ートウェイ装置とが対応づけられていることを示す第１の対応情報を有し、
　前記コンテンツ表示制御方法は、
　前記制御サーバが、前記第２の表示装置に接続されるコンピュータから当該第２の表示
装置を登録するための信号が送信されたなら、前記第２の表示装置の検索を要求する信号
を前記第２のゲートウェイ装置に送信するとともに、当該第２のゲートウェイ装置が、前
記第２の表示装置を検索する信号を前記第２の表示装置に送信し、当該第２の表示装置が
、表示装置である旨の信号を当該第２のゲートウェイ装置に送信し、当該第２のゲートウ
ェイ装置が、当該第２の表示装置を登録するための信号を当該制御サーバに送信した際に
は、当該第２のゲートウェイ装置と当該第２の表示装置が対応づけられている旨の情報を
記憶し、当該第２のゲートウェイ装置と当該第２の表示装置が対応づけられていることを
示す第２の対応情報を前記データベースサーバに送信し、
　前記制御サーバが、前記第１の表示装置に表示されるコンテンツの所在を示す所在情報
を取得したなら、前記第１の対応情報において第１のゲートウェイ装置に対応づけられて
いるゲートウェイ装置と、前記第２の対応情報において当該ゲートウェイ装置に対応づけ
られている表示装置とを問い合わせる信号を前記データベースサーバに送信し、
　前記データベースサーバが、前記問い合わせの信号が送信されたなら、前記第１の対応
情報において第１のゲートウェイ装置に対応づけられている第２のゲートウェイ装置と、
前記第２の対応情報において当該第２のゲートウェイ装置に対応づけられている第２の表
示装置を示す回答の信号を前記制御サーバに送信し、
　前記制御サーバが、前記回答の信号に示された第２のゲートウェイ装置に前記コンテン
ツの所在情報と前記回答の信号に示された第２の表示装置を示す情報を送信する
　ことを特徴とするコンテンツ表示制御方法。
【請求項４】
　前記制御サーバは、前記第１のゲートウェイ装置に接続されたコンピュータから当該第
１のゲートウェイ装置を介して前記コンテンツの所在情報を要求する信号が送信されたな
ら、前記コンテンツの所在情報を取得し、当該第１のゲートウェイ装置に送信する
　ことを特徴とする請求項３記載のコンテンツ表示制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ表示制御システムおよびコンテンツ表示制御方法に関するもので
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ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来において、複数のコンピュータでコンテンツを表示するには、例えば、図８に示す
ように、コンピュータ１００、２００が、ルータとインターネットを介して、互いに接続
されているネットワーク構成を利用する。各コンピュータには、プロジェクタが接続され
ている。コンピュータ間で所定の手続きを行うと、コンピュータ１００に表示されたコン
テンツがコンピュータ２００に送信され表示される。各コンピュータの画面は、プロジェ
クタを介してスクリーンに投影されるので、コンテンツは両方のスクリーンに投影される
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】「Windows(登録商標) Network Projector の概要」、［ｏｎｌｉｎｅ］
、［平成２１年８月２０日検索］インターネット＜ＵＲＬ：http://www.microsoft.com/w
indowsembedded/ja-jp/developercenter/whitepaper/ce/networkprojector.mspx＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このシステムでは、プロジェクタが予め定められた規格に基づいたものでなけ
ればならない。また、コンピュータにも特別なソフトウェアを導入しなければならない。
そのため、そのようなプロジェクタやソフトウェアがない場合には、複数のコンピュータ
によってコンテンツを同時に表示させることができなかった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、特別なプロジェ
クタやソフトウェアがなくてもコンテンツを複数の表示装置に表示することが可能なコン
テンツ表示制御システムおよびコンテンツ表示制御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】
　第１の本発明は、第１、第２の表示装置にコンテンツを表示するためのコンテンツ表示
制御システムであって、前記コンテンツ表示制御システムは、データベースサーバと制御
サーバを備え、前記データベースサーバは、前記第１の表示装置にコンピュータを介して
接続された第１のゲートウェイ装置と前記第２の表示装置にコンピュータを介して接続さ
れた第２のゲートウェイ装置とが対応づけられていることを示す第１の対応情報を有し、
前記制御サーバは、前記第２の表示装置に接続されるコンピュータから当該第２の表示装
置を登録するための信号が送信されたなら、前記第２の表示装置の検索を要求する信号を
前記第２のゲートウェイ装置に送信するとともに、当該第２のゲートウェイ装置が、前記
第２の表示装置を検索する信号を前記第２の表示装置に送信し、当該第２の表示装置が、
表示装置である旨の信号を当該第２のゲートウェイ装置に送信し、当該第２のゲートウェ
イ装置が、当該第２の表示装置を登録するための信号を当該制御サーバに送信した際には
、当該第２のゲートウェイ装置と当該第２の表示装置が対応づけられている旨の情報を記
憶し、当該第２のゲートウェイ装置と当該第２の表示装置が対応づけられていることを示
す第２の対応情報を前記データベースサーバに送信し、前記制御サーバは、前記第１の表
示装置に表示されるコンテンツの所在を示す所在情報を取得したなら、前記第１の対応情
報において第１のゲートウェイ装置に対応づけられているゲートウェイ装置と、前記第２
の対応情報において当該ゲートウェイ装置に対応づけられている表示装置とを問い合わせ
る信号を前記データベースサーバに送信し、前記データベースサーバは、前記問い合わせ
の信号が送信されたなら、前記第１の対応情報において第１のゲートウェイ装置に対応づ
けられている第２のゲートウェイ装置と、前記第２の対応情報において当該第２のゲート
ウェイ装置に対応づけられている第２の表示装置を示す回答の信号を前記制御サーバに送
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信し、前記制御サーバは、前記回答の信号に示された第２のゲートウェイ装置に前記コン
テンツの所在情報と前記回答の信号に示された第２の表示装置を示す情報を送信すること
を特徴とする。
【０００７】
　例えば、前記制御サーバは、前記第１のゲートウェイ装置に接続されたコンピュータか
ら当該第１のゲートウェイ装置を介して前記コンテンツの所在情報を要求する信号が送信
されたなら、前記コンテンツの所在情報を取得し、当該第１のゲートウェイ装置に送信す
ることを特徴とする。
【０００９】
　第２の本発明は、第１、第２の表示装置にコンテンツを表示するためのコンテンツ表示
制御システムが行うコンテンツ表示制御方法であって、前記コンテンツ表示制御システム
は、データベースサーバと制御サーバを備え、前記データベースサーバは、前記第１の表
示装置にコンピュータを介して接続された第１のゲートウェイ装置と前記第２の表示装置
にコンピュータを介して接続された第２のゲートウェイ装置とが対応づけられていること
を示す第１の対応情報を有し、前記コンテンツ表示制御方法は、前記制御サーバが、前記
第２の表示装置に接続されるコンピュータから当該第２の表示装置を登録するための信号
が送信されたなら、前記第２の表示装置の検索を要求する信号を前記第２のゲートウェイ
装置に送信するとともに、当該第２のゲートウェイ装置が、前記第２の表示装置を検索す
る信号を前記第２の表示装置に送信し、当該第２の表示装置が、表示装置である旨の信号
を当該第２のゲートウェイ装置に送信し、当該第２のゲートウェイ装置が、当該第２の表
示装置を登録するための信号を当該制御サーバに送信した際には、当該第２のゲートウェ
イ装置と当該第２の表示装置が対応づけられている旨の情報を記憶し、当該第２のゲート
ウェイ装置と当該第２の表示装置が対応づけられていることを示す第２の対応情報を前記
データベースサーバに送信し、前記制御サーバが、前記第１の表示装置に表示されるコン
テンツの所在を示す所在情報を取得したなら、前記第１の対応情報において第１のゲート
ウェイ装置に対応づけられているゲートウェイ装置と、前記第２の対応情報において当該
ゲートウェイ装置に対応づけられている表示装置とを問い合わせる信号を前記データベー
スサーバに送信し、前記データベースサーバが、前記問い合わせの信号が送信されたなら
、前記第１の対応情報において第１のゲートウェイ装置に対応づけられている第２のゲー
トウェイ装置と、前記第２の対応情報において当該第２のゲートウェイ装置に対応づけら
れている第２の表示装置を示す回答の信号を前記制御サーバに送信し、前記制御サーバが
、前記回答の信号に示された第２のゲートウェイ装置に前記コンテンツの所在情報と前記
回答の信号に示された第２の表示装置を示す情報を送信することを特徴とする。
【００１０】
　例えば、前記制御サーバは、前記第１のゲートウェイ装置に接続されたコンピュータか
ら当該第１のゲートウェイ装置を介して前記コンテンツの所在情報を要求する信号が送信
されたなら、前記コンテンツの所在情報を取得し、当該第１のゲートウェイ装置に送信す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、特別なプロジェクタやソフトウェアがなくてもコンテンツを複数の表
示装置に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施の形態に係るコンテンツ表示制御システムを含むネットワークの構成
を示す図である。
【図２】図１に示すネットワークの動作を示すシーケンス図である。
【図３】第２の実施の形態においてゲートウェイ装置と表示装置を登録する処理ならびに
表示装置を使用許可する処理を示すシーケンス図である。
【図４】第２の実施の形態において表示装置を検索する処理ならびにコンテンツを記憶さ
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せる処理を示すシーケンス図である。
【図５】第２の実施の形態においてコンテンツを表示する処理の前半部を示すシーケンス
図である。
【図６】第２の実施の形態においてコンテンツを表示する処理の後半部を示すシーケンス
図である。
【図７】第２の実施の形態において表示装置を使用禁止する処理を示すシーケンス図であ
る。
【図８】従来において複数のコンピュータでコンテンツを表示するシステムの一例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１５】
［第１の実施の形態］
　図１は、第１の実施の形態に係るコンテンツ表示制御システムを含むネットワークの構
成を示す図である。ネットワークは、コンテンツサーバ１、データベースサーバ２、制御
サーバ３、ゲートウェイ装置４、コンピュータ５、表示装置６、ゲートウェイ装置７、コ
ンピュータ８および表示装置９を含んで構成されている。
【００１６】
　コンテンツサーバ１は、ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance）では、ＤＭＳ
（デジタルメディアサーバ）に相当するものである。各コンピュータは、ＤＬＮＡでは、
ＤＭＰ（デジタルメディアプレーヤ）に相当するものである。各表示装置は、ＤＬＮＡで
は、ＤＭＲ（デジタルメディアレンダラー）に相当するものである。各ゲートウェイ装置
は、ＤＬＮＡでは、ＤＭＣ（デジタルメディアコントローラ）に相当するものである。
【００１７】
　コンテンツサーバ１は、インターネットを介して、ゲートウェイ装置４および７に接続
されている。ゲートウェイ装置４および７は、制御サーバ３を介して、データベースサー
バ２に接続されている。なお、インターネットに代えて、ローカルエリアネットワークな
どの他の通信網を使用してもよい。
【００１８】
　コンピュータ５は、ゲートウェイ装置４と表示装置６に接続されている。コンピュータ
８は、ゲートウェイ装置７と表示装置９に接続されている。
【００１９】
　各表示装置は、例えば、コンピュータと別体の液晶表示装置（フォトフレームでもよい
）やプロジェクタ（投影機）である。なお、表示装置はコンピュータと一体化され、テレ
ビジョン受像機のように使用されるものであってもよい。
【００２０】
　便宜上、コンピュータ５および表示装置６の利用者を利用者Ａ、コンピュータ８および
表示装置９の利用者を利用者Ｂという。
【００２１】
　次に、図２を参照して、ネットワークの動作を説明する。図２は、第１の実施の形態に
係るネットワークの動作を示すシーケンス図である。ここでは、コンピュータ５にある、
利用者Ａが利用者Ｂに見せたいコンテンツ（例えば、画像。以下、コンテンツＣという）
が表示装置６および９に表示され、利用者Ａ、Ｂにより見られるようになるまでの動作を
説明する。
【００２２】
　また、データベースサーバ２は、「ゲートウェイ装置４とゲートウェイ装置７とが対応
づけられている」ことを示す対応情報を有していることとする。
【００２３】
　また、データベースサーバ２は、コンテンツサーバ１に記憶されているコンテンツＣの
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所在を示す所在情報（以下、コンテンツＵＲＬ（Uniform Resource Locator)という）を
有していることとする。コンテンツＵＲＬは、例えば、コンテンツサーバ１のＵＲＬとコ
ンテンツＣのファイル名を含んでいる。
【００２４】
　図２において、利用者Ａが利用開始操作を行うと、コンピュータ５は、コンテンツＵＲ
Ｌを要求する信号をゲートウェイ装置４に送信する（Ｓ１）。ゲートウェイ装置４は、同
様の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ３）。制御サーバ３は、同様の信号をデータベー
スサーバ２に送信する（Ｓ５）。
【００２５】
　データベースサーバ２は、これにより、コンテンツＵＲＬを読み出し（Ｓ７）、コンテ
ンツＵＲＬを制御サーバ３に送信する（Ｓ９）。制御サーバ３は、コンテンツＵＲＬをゲ
ートウェイ装置４に転送する（Ｓ１１）。ゲートウェイ装置４は、コンテンツＵＲＬをコ
ンピュータ５に転送する（Ｓ１３）。
【００２６】
　コンピュータ５は、コンテンツＣを要求する信号（コンテンツＵＲＬを含む）をゲート
ウェイ装置４に送信する（Ｓ１５）。ゲートウェイ装置４は、信号の宛先をコンテンツサ
ーバ１のＵＲＬに書き換え、コンテンツサーバ１に送信する（Ｓ１７）。
【００２７】
　コンテンツサーバ１は、コンテンツＵＲＬに対応するコンテンツＣをゲートウェイ装置
４に送信する（Ｓ１９）。ゲートウェイ装置４は、コンテンツＣをコンピュータ５に送信
する（Ｓ２１）。コンピュータ５は、コンテンツＣを表示装置６に表示する（Ｓ２３）。
表示装置６がプロジェクタの場合は、コンテンツＣがスクリーンに投影される。
【００２８】
　一方、制御サーバ３は、対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけられているゲ
ートウェイ装置を問い合わせる信号をデータベースサーバ２に送信する（Ｓ３１）。
【００２９】
　データベースサーバ２は、対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけられている
ゲートウェイ装置７を示す回答の情報を制御サーバ３に送信する（Ｓ３３）。
【００３０】
　制御サーバ３は、回答の情報に示されたゲートウェイ装置７にコンテンツＵＲＬを送信
する（Ｓ３５）。ゲートウェイ装置７は、コンテンツＵＲＬをコンピュータ８に転送する
（Ｓ３７）。
【００３１】
　コンピュータ８は、コンテンツＣを要求する信号（コンテンツＵＲＬを含む）をゲート
ウェイ装置７に送信する（Ｓ３９）。ゲートウェイ装置７は、信号の宛先をコンテンツサ
ーバ１のＵＲＬに書き換え、コンテンツサーバ１に送信する（Ｓ４１）。
【００３２】
　コンテンツサーバ１は、コンテンツＵＲＬに対応するコンテンツＣをゲートウェイ装置
７に送信する（Ｓ４３）。ゲートウェイ装置７は、コンテンツＣをコンピュータ８に送信
する（Ｓ４４）。コンピュータ８は、コンテンツＣを表示装置９に表示する（Ｓ４７）。
表示装置９がプロジェクタの場合は、コンテンツＣがスクリーンに投影される。
【００３３】
　こうして、コンテンツＣは、表示装置６および９に表示され、利用者Ａ、Ｂにより見ら
れるようになる。
【００３４】
　したがって、第１の実施の形態によれば、データベースサーバ２は、表示装置６にコン
ピュータ５を介して接続されたゲートウェイ装置４と表示装置９にコンピュータ８を介し
て接続されたゲートウェイ装置７とが対応づけられていることを示す対応情報を有し、制
御サーバ３は、表示装置６に表示されるコンテンツのコンテンツＵＲＬを取得したなら（
Ｓ９）、対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけられているゲートウェイ装置を
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問い合わせる信号をデータベースサーバ２に送信し（Ｓ３１）、データベースサーバ２は
、問い合わせの信号が送信されたなら、対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけ
られているゲートウェイ装置７を示す回答の信号を制御サーバ３に送信し（Ｓ３３）、制
御サーバ３は、回答の信号に示されたゲートウェイ装置７にコンテンツＵＲＬを送信する
（Ｓ３５）ので、コンピュータ５、８によってコンテンツを同時に表示させることができ
る。
【００３５】
　また、制御サーバ３は、コンピュータ５からゲートウェイ装置４を介してコンテンツＵ
ＲＬを要求する信号が送信されたなら（Ｓ３）、コンテンツＵＲＬを取得し（Ｓ９）、ゲ
ートウェイ装置４に送信することで、コンピュータ５からの要求によりコンテンツを表示
させることができる。
【００３６】
　また、各ゲートウェイ装置４、７は、コンテンツＵＲＬが送信されたなら、コンテンツ
ＵＲＬによりコンテンツを取得することで、この取得したコンテンツを同時に表示させる
ことができる。
【００３７】
［第２の実施の形態］
　次に、第２の実施の形態について説明する。
【００３８】
　第２の実施の形態におけるネットワークの構成は、図１と同様であり、ここでは重複説
明を省略する。第２の実施の形態では、コンテンツを表示する処理だけでなく、ゲートウ
ェイ装置を登録する処理、表示装置を登録する処理、表示装置を使用許可する処理、使用
許可された表示装置を検索する処理、コンテンツを記憶させる処理、表示装置を使用禁止
する処理を説明する。
【００３９】
　図３～図７は、第２の実施の形態に係るネットワークの動作を示すシーケンス図である
。
【００４０】
　まず、ゲートウェイ装置７を登録する処理について説明する。なお、ゲートウェイ装置
４を登録する処理についても同様に行われる。
【００４１】
　図３において、利用者Ｂの操作によりコンピュータ８は、ゲートウェイ装置７を登録す
るための信号をゲートウェイ装置７に送信する（Ｓ１０１）。ゲートウェイ装置７は、同
様の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ１０３）。制御サーバ３は、ゲートウェイ装置７
の識別情報などを記憶し（Ｓ１０５）、登録の旨の信号をゲートウェイ装置７に送信する
（Ｓ１０７）。ゲートウェイ装置７は、同様の信号をコンピュータ８に送信する（Ｓ１０
９）。
【００４２】
　次に、表示装置９を登録する処理について説明する。なお、表示装置６を登録する処理
についても同様に行われる。
【００４３】
　利用者Ｂの操作によりコンピュータ８は、表示装置を登録するための信号を制御サーバ
３に送信する（Ｓ１１１）。制御サーバ３は、表示装置の検索を要求する信号をゲートウ
ェイ装置７に送信する（Ｓ１１３）。ゲートウェイ装置７は、表示装置を検索する信号を
表示装置９などに送信する（Ｓ１１５）。表示装置９は、表示装置である旨の信号をゲー
トウェイ装置７に送信する（Ｓ１１７）。ゲートウェイ装置７は、表示装置９を登録する
ための信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ１１９）。制御サーバ３は、ゲートウェイ装置
７と表示装置９が対応づけられている旨の情報を記憶（登録）し（Ｓ１２１）、登録の旨
の信号をコンピュータ８に送信する（Ｓ１２３）。
【００４４】
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　次に、表示装置を使用許可する処理、詳しくは、コンテンツを利用者Ａにより表示装置
９に表示可能にする処理について説明する。なお、コンテンツを利用者Ｂにより表示装置
６に表示可能にする処理についても同様に行われる。
【００４５】
　利用者Ｂの操作によりコンピュータ８は、表示装置９の使用を許可する信号を制御サー
バ３に送信する（Ｓ１３１）。信号には、相手のゲートウェイ装置４を示す情報が含まれ
る。制御サーバ３は、ゲートウェイ装置４とゲートウェイ装置７が対応づけられているこ
とを示す対応情報（第１の実施の形態の対応情報と同様の情報。以下、第１の対応情報と
いう）と、ゲートウェイ装置７と表示装置９が対応づけられていることを示す対応情報（
以下、第２の対応情報という）と、をデータベースサーバ２に送信する（Ｓ１３３）。
【００４６】
　データベースサーバ２は、各対応情報を記憶（登録）し（Ｓ１３５）、登録の旨の信号
を制御サーバ３に送信する（Ｓ１３７）。制御サーバ３は、同様の信号をコンピュータ８
に送信する（Ｓ１３９）。
【００４７】
　次に、使用許可された表示装置を検索する処理について説明する。
【００４８】
　図４において、利用者Ａの操作によりコンピュータ５は、使用許可された表示装置を検
索する信号をゲートウェイ装置４に送信する（Ｓ１５１）。ゲートウェイ装置４は、同様
の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ１５３）。制御サーバ３は、同様の信号をデータベ
ースサーバ２に送信する（Ｓ１５５）。
【００４９】
　データベースサーバ２は、第１の対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけられ
ているゲートウェイ装置７と、第２の対応情報においてゲートウェイ装置７に対応づけら
れている表示装置９とを示す信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ１５７）。制御サーバ３
は、同様の信号をゲートウェイ装置４に送信する（Ｓ１５９）。ゲートウェイ装置４は、
同様の信号をコンピュータ５に送信する（Ｓ１６１）。コンピュータ５は、表示装置９が
使用可能である旨を表示装置６に表示する（Ｓ１６３）。
【００５０】
　利用者Ａは、表示装置９を選択する操作をコンピュータ５に行う（Ｓ１６５）。これに
より、コンピュータ５は、表示装置９を選択した旨の信号をゲートウェイ装置４に送信す
る（Ｓ１７１）。ゲートウェイ装置４は、同様の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ１７
３）。制御サーバ３は、同様の信号をデータベースサーバ２に送信する（Ｓ１７５）。
【００５１】
　データベースサーバ２は、表示装置９が選択されたことを記憶し（Ｓ１７７）、その旨
の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ１７９）。制御サーバ３は、同様の信号をゲートウ
ェイ装置４に送信する（Ｓ１８１）。ゲートウェイ装置７は、同様の信号をコンピュータ
５に送信する（Ｓ１８３）。
【００５２】
　次に、コンテンツを記憶させる処理、詳しくは、コンピュータ５に記憶されたコンテン
ツＣをコンテンツサーバ１に記憶させる処理について説明する。
【００５３】
　利用者Ａは、コンテンツＣを選択する操作をコンピュータ５に行う（Ｓ１９１）。これ
によりコンピュータ５は、コンテンツＣをゲートウェイ装置４に送信する（Ｓ１９３）。
ゲートウェイ装置４は、コンテンツＣを制御サーバ３に送信する（Ｓ１９５）。制御サー
バ３は、コンテンツＣをコンテンツサーバ１に送信する（Ｓ１９７）。コンテンツサーバ
１は、コンテンツＣを記憶し、その旨の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ１９９）。制
御サーバ３は、同様の信号をゲートウェイ装置４に送信する（Ｓ２０１）。ゲートウェイ
装置４は、同様の信号をコンピュータ５に送信する（Ｓ２０３）。
【００５４】
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　次に、コンテンツを表示する処理について説明する。
【００５５】
　図５において、利用者Ａの利用開始操作（Ｓ２１１）によりコンピュータ５は、ゲート
ウェイ装置４にコンテンツサーバ１のＵＲＬを要求する（Ｓ２１３）。ゲートウェイ装置
４は、予め記憶しておいたコンテンツサーバ１のＵＲＬ（以下、コンテンツサーバＵＲＬ
という）をコンピュータ５に送信する（Ｓ２１５）。
【００５６】
　コンピュータ５は、コンテンツサーバＵＲＬを含む信号をゲートウェイ装置４に送信す
る（Ｓ２２１）。ゲートウェイ装置４は、同様の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ２２
３）。制御サーバ３は、信号の宛先をコンテンツサーバＵＲＬに書き換え、コンテンツサ
ーバ１に送信する（Ｓ２２５）。
【００５７】
　コンテンツサーバ１は、コンテンツサーバ１の名前などの情報を制御サーバ３に送信す
る（Ｓ２２７）。制御サーバ３は、情報をゲートウェイ装置４に転送する（Ｓ２２９）。
ゲートウェイ装置４は、情報をコンピュータ５に転送する（Ｓ２３１）。
【００５８】
　例えば、送信されたコンテンツサーバ１の名前などとともに表示装置６にアイコンが表
示され、そのアイコンをクリックする操作がなされると、コンピュータ５は、コンテンツ
サーバ１のトップのディレクトリの内容を要求する信号をゲートウェイ装置４に送信する
（Ｓ２４１）。ゲートウェイ装置４は、同様の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ２４３
）。制御サーバ３は、同様の信号をコンテンツサーバ１に送信する（Ｓ２４５）。
【００５９】
　コンテンツサーバ１は、トップのディレクトリの内容を制御サーバ３に送信する（Ｓ２
４７）。制御サーバ３は、内容をゲートウェイ装置４に転送する（Ｓ２４９）。ゲートウ
ェイ装置４は、内容をコンピュータ５に転送する（Ｓ２５１）。コンピュータ５は、内容
を表示装置６に表示する（Ｓ２５３）。
【００６０】
　トップのディレクトリに含まれるディレクトリを利用者Ａが選択する（Ｓ２５５）と、
コンピュータ５は、選択されたディレクトリの下のディレクトリを要求する信号をゲート
ウェイ装置４に送信する（Ｓ２６１）。ゲートウェイ装置４は、同様の信号を制御サーバ
３に送信する（Ｓ２６３）。制御サーバ３は、同様の信号をコンテンツサーバ１に送信す
る（Ｓ２６５）。
【００６１】
　コンテンツサーバ１は、選択されたディレクトリの下のディレクトリの内容を制御サー
バ３に送信する（Ｓ２６７）。制御サーバ３は、内容をゲートウェイ装置４に転送する（
Ｓ２６９）。ゲートウェイ装置４は、内容をコンピュータ５に転送する（Ｓ２７１）。
【００６２】
　コンピュータ５は、内容を表示装置６に表示する（Ｓ２７３）。
【００６３】
　このように、コンテンツサーバ１のディレクトリの内容が段階的に表示される中にあっ
て、表示されたディレクトリに含まれるコンテンツＣの名前などを利用者Ａが選択する（
Ｓ２８１）と、コンピュータ５は、コンテンツＵＲＬ（コンテンツＣの所在を示す所在情
報）を生成する。コンテンツＵＲＬは、例えば、コンテンツサーバ１のＵＲＬと各ディレ
クトリの名前とコンテンツＣのファイル名を含んでいる。
【００６４】
　図６において、コンピュータ５は、コンテンツＣを要求する信号（コンテンツＵＲＬを
含む）をゲートウェイ装置４に送信する（Ｓ２９１）。ゲートウェイ装置４は、信号の宛
先をコンテンツサーバ１のＵＲＬに書き換え、コンテンツサーバ１に送信する（Ｓ２９３
）。
【００６５】
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　コンテンツサーバ１は、コンテンツＵＲＬに対応するコンテンツＣをゲートウェイ装置
４に送信する（Ｓ２９５）。ゲートウェイ装置４は、コンテンツＣをコンピュータ５に送
信する（Ｓ２９７）。コンピュータ５は、コンテンツＣを表示装置６に表示する（Ｓ２９
９）。表示装置６がプロジェクタの場合は、コンテンツＣがスクリーンに投影される。
【００６６】
　ゲートウェイ装置４は、また、コンテンツを要求する信号（コンテンツＵＲＬを含む）
を制御サーバ３に送信する（Ｓ３０１）。
【００６７】
　制御サーバ３は、第１の対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけられているゲ
ートウェイ装置（対象のゲートウェイ装置）と、第２の対応情報において対象のゲートウ
ェイ装置に対応づけられている表示装置と、を問い合わせる信号をデータベースサーバ２
に送信する（Ｓ３０３）。
【００６８】
　データベースサーバ２は、第１の対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけられ
ているゲートウェイ装置７と、第２の対応情報において対象のゲートウェイ装置に対応づ
けられている表示装置９と、を示す回答の情報を制御サーバ３に送信する（Ｓ３０５）。
【００６９】
　制御サーバ３は、回答の情報に示されたゲートウェイ装置７に対し、コンテンツＵＲＬ
と回答の情報に示された表示装置９を示す情報とを送信する（Ｓ３１１）。ゲートウェイ
装置７は、こららをコンピュータ８に転送する（Ｓ３１３）。
【００７０】
　コンピュータ８は、コンテンツＣを要求する信号（コンテンツＵＲＬを含む）をゲート
ウェイ装置７に送信する（Ｓ３１５）。ゲートウェイ装置７は、信号の宛先をコンテンツ
サーバ１のＵＲＬに書き換え、コンテンツサーバ１に送信する（Ｓ３１７）。
【００７１】
　コンテンツサーバ１は、コンテンツＵＲＬに対応するコンテンツＣをゲートウェイ装置
７に送信する（Ｓ３１９）。ゲートウェイ装置７は、コンテンツＣをコンピュータ８に送
信する（Ｓ３２１）。コンピュータ８は、ステップＳ３１３で送信された情報に示された
表示装置つまり表示装置９にコンテンツＣを表示する（Ｓ３２３）。表示装置９がプロジ
ェクタの場合は、コンテンツＣがスクリーンに投影される。
【００７２】
　こうして、コンテンツＣは、表示装置６および９に表示され、利用者Ａ、Ｂにより見ら
れるようになる。
【００７３】
　次に、表示装置を使用禁止する処理について説明する。
【００７４】
　図７において、利用者Ｂの操作により、コンピュータ８が表示装置９を使用禁止にする
信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ３３１）。制御サーバ３は、同様の信号をデータベー
スサーバ２に送信する（Ｓ３３３）。データベースサーバ２は、第２の対応情報から表示
装置９の記載を削除し（Ｓ３３５）、その旨の信号を制御サーバ３に送信する（Ｓ３３７
）。制御サーバ３は、同様の信号をコンピュータ８に送信する（Ｓ３３９）。
【００７５】
　したがって、第２の実施の形態によれば、データベースサーバ２は、表示装置６にコン
ピュータ５を介して接続されたゲートウェイ装置４と表示装置９にコンピュータ８を介し
て接続されたゲートウェイ装置７とが対応づけられていることを示す第１の対応情報を有
し、制御サーバ３は、表示装置６に表示されるコンテンツのコンテンツＵＲＬを取得した
なら（Ｓ３０１）、対応情報においてゲートウェイ装置４に対応づけられているゲートウ
ェイ装置を問い合わせる信号をデータベースサーバ２に送信し（Ｓ３０３）、データベー
スサーバ２は、問い合わせの信号が送信されたなら、対応情報においてゲートウェイ装置
４に対応づけられているゲートウェイ装置７を示す回答の信号を制御サーバ３に送信し（
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Ｓ３０５）、制御サーバ３は、回答の信号に示されたゲートウェイ装置７にコンテンツＵ
ＲＬを送信する（Ｓ３１１）ので、コンピュータ５、８によってコンテンツを同時に表示
させることができる。
【００７６】
　また、各ゲートウェイ装置４、７は、コンテンツＵＲＬが送信されたなら、コンテンツ
ＵＲＬによりコンテンツを取得することで、この取得したコンテンツを同時に表示させる
ことができる。
【００７７】
　また、第２の実施の形態では、例えば、利用者Ａ側のゲートウェイ装置を指定して表示
装置９を使用許可し、利用者Ａ側からは使用許可された表示装置９を使用可能としたので
、利用者Ａ側から表示装置９が使用許可なしに使用されるのを防止することができる。な
お、相手側のゲートウェイ装置の指定をせずに、どの相手からでも表示装置を全面的に使
用または使用禁止にしてもよい。
【００７８】
　なお、第２の実施の形態では、コンピュータ５がコンテンツサーバ１のディレクトリの
内容などをコンテンツサーバ１から取得したが、これらを予めゲートウェイ装置が取得記
憶しておき、コンピュータ５がディレクトリの内容などをゲートウェイ装置から取得して
もよい。
【００７９】
　また、第１の実施の形態、第２の実施の形態では、制御サーバ３とデータベースサーバ
２を別構成としたが、これらを同一のサーバ内に設けてもよい。さらに、このサーバがコ
ンテンツサーバ１を兼ねていてもよい。
【００８０】
　なお、本実施の形態に係るネットワークを構成するコンテンツサーバ１、データベース
サーバ２、制御サーバ３、ゲートウェイ装置４、７、コンピュータ５、８などを機能させ
るためのコンピュータプログラムは、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気
ディスク、磁気テープなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録でき、また、イ
ンターネットなどの通信網を介して伝送させて、広く流通させることができる。
【符号の説明】
【００８１】
１　コンテンツサーバ
２　データベースサーバ
３　制御サーバ
４、７　ゲートウェイ装置
５、８　コンピュータ
６、９　表示装置
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