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(57)【要約】
携帯端末（１）の認証部（１１）は、ＰＣ端末（４）か
ら取得したネットワーク識別情報と記憶部（１３）が記
憶するネットワーク特定情報とが一致するか否かを判定
する。一致すると判定された場合、選択部（１２）は、
記憶部（１３）に記憶されるコンテンツを再生または実
行するクライアント機器を選択する。通信部（１４）は
、選択されたクライアント機器にコンテンツを送信する
。ＰＣ端末（４）の認証部（４１）は、携帯端末（１）
から取得したサーバ識別情報と記憶部（４３）に記憶さ
れるサーバ特定情報とが一致するか否かを判定する。一
致すると判定された場合、取得部（４２）は、ＰＣ端末
（４）へ送信されるコンテンツを取得する。再生部（４
４）は、コンテンツを再生し表示部（４５）に出力する
。オーディオ機器（５）およびテレビ（６）も同様に、
オーディオ機器（５）およびテレビ（６）へ送信される
コンテンツを取得し、再生出力する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバ機器と、
　ネットワークを経由して前記サーバ機器に接続されるクライアント機器と、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知
する第１判定手段と、
　を備え、
　前記サーバ機器は、
　コンテンツと前記サーバ機器識別情報とを記憶する第２記憶手段と、
　前記サーバ機器識別情報を前記第１受信手段に送信する第１送信手段と、
　前記コンテンツを前記クライアント機器に送信する第２送信手段と、
　を備え、
　前記クライアント機器は、
　前記第１判定手段からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特
定情報とが実質的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサー
バ機器から前記コンテンツを受信する第２受信手段と、
　前記第２受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
を備える情報機器データ連携システム。
【請求項２】
　前記サーバ機器は、
　前記サーバ機器識別情報を記憶した非接触ＩＣカードを備え、
　前記第１送信手段は、
　前記サーバ機器が、前記ネットワークに接続される機器に近接した場合に、前記サーバ
機器識別情報を、非接触ＩＣカード通信を用いて送信し、
　前記第１受信手段は、
　前記非接触ＩＣカード通信を用いて前記サーバ機器識別情報を受信し、
　前記第２送信手段は、
　無線通信を用いて接続される前記ネットワークを介して、前記コンテンツを前記クライ
アント機器に送信し、
　前記第２受信手段は、
　前記ネットワークを介して前記コンテンツを受信する、
請求項１に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項３】
　複数の前記クライアント機器を備え、
　前記サーバ機器は、
　前記コンテンツに適合する前記クライアント機器を、前記コンテンツのデータ属性に基
づいて選択し、選択された前記クライアント機器を示す対象機器情報を生成する生成手段
を備え、
　前記第２送信手段は、
　前記対象機器情報に基づいて、選択された前記クライアント機器に前記コンテンツを送
信する、
請求項１または２に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項４】
　前記第１記憶手段は、
　前記ネットワークを識別するためのネットワーク識別情報を記憶し、
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　前記第２記憶手段は、
　サーバ機器に接続されるネットワークとして設定されたネットワークを特定するための
ネットワーク特定情報を記憶し、
　前記サーバ機器は、
　前記ネットワーク識別情報を受信する第３受信手段と、
　前記第３受信手段によって受信された前記ネットワーク識別情報と前記ネットワーク特
定情報とが実質的に一致するか否かを判定する第２判定手段と、
を備え、
　前記第２送信手段は、
　前記第２判定手段によって前記ネットワーク識別情報と前記ネットワーク特定情報とが
実質的に一致すると判定された場合に、前記コンテンツを前記クライアント機器に送信す
る、
請求項１ないし３のいずれか１項に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項５】
　前記コンテンツは、
　前記サーバ機器において処理中のデータであって、
　前記クライアント機器は、
　前記第１判定手段によって前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情報とが実質
的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器と同期し、
　前記出力手段は、
　前記サーバ機器によるデータの処理と同時に、前記コンテンツを処理する、
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項６】
　前記第２送信手段は、
　前記サーバ機器が前回前記ネットワークに接続した時以降に前記第２記憶手段によって
記憶されたコンテンツを、前記クライアント機器に送信する、
請求項１ないし５のいずれか１項に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項７】
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続される認証装置であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
と、
　を備える認証装置。
【請求項８】
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されるクライアント機器であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報と、前記サーバ機器としてあらか
じめ設定された機器を示すサーバ機器特定情報とが実質的に一致することを判定した認証
装置からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情報とが実質
的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサーバ機器からコン
テンツを受信する第１受信手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
　を備えるクライアント機器。
【請求項９】
　複数の携帯端末のうちの少なくとも１台をサーバ機器として設定するステップと、
　前記サーバ機器として設定された携帯端末に、コンテンツと前記サーバ機器を識別する



(4) JP WO2011/152428 A1 2011.12.8

10

20

30

40

50

ためのサーバ機器識別情報とを記憶する記憶ステップと、
　前記サーバ機器から送信されたコンテンツをクライアント機器が受信する前に、前記サ
ーバ機器から前記サーバ機器識別情報を送信する第１送信ステップと、
　前記サーバ機器から送信された前記サーバ機器識別情報を受信する第１受信ステップと
、
　受信された前記サーバ機器識別情報が、前記複数の携帯端末のうち前記サーバ機器とし
てあらかじめ設定された前記携帯端末を特定するためのサーバ機器特定情報に実質的に一
致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知するステップと、
　前記サーバ機器から前記クライアント機器に、前記コンテンツを送信する第２送信ステ
ップと、
　前記クライアント機器において、通知された前記判定の結果に応答して、前記コンテン
ツの送信元が、前記サーバ機器としてあらかじめ設定されている前記携帯端末であるとき
に、前記コンテンツを受信する第２受信ステップと、
　前記クライアント機器において、受信された前記コンテンツを処理するステップと、
　を含む情報機器データ連携方法。
【請求項１０】
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されたコンピュータに認証処理を実行させる
プログラムを記録する記録媒体であって、
　前記コンピュータを、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
、
　として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報機器データ連携システム、認証装置、クライアント機器、情報機器デー
タ連携方法および記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＬＮＡ(Digital Living Network Alliance)は、ＡＶ家電機器や、ＰＣ（Personal Co
mputer）、ＰＣ周辺機器、モバイル機器などのメーカーにより結成された業界団体である
。ＤＬＮＡは、各社の製品が互いに互換性を持って、ホームネットワーク（以下、単にネ
ットワークという）上で容易に相互接続するためのガイドライン(業界標準)を作ることを
目的としている。このガイドラインに従う機器（以下、ＤＬＮＡ対応機器という）は、メ
ーカーや機種が異なっていても、ネットワークを介して簡単に互いに接続することができ
る。したがって、ＤＬＮＡ対応機器を用いて、他のＤＬＮＡ対応機器に保存される動画・
静止画・音楽などのコンテンツを利用することが可能となる。
【０００３】
　ＤＬＮＡ対応機器として機能する携帯端末は、他のＤＬＮＡ対応機器と相互接続するこ
とによりコンテンツを送受信する。一般的に、携帯端末が他の機器と通信するための方式
は、基地局を介する通信方式に限らない。例えば、携帯端末は、無線ＬＡＮ（Local Area
 Network）またはブルートゥース（Bluetooth、登録商標）の方式に従って他の機器と直
接通信したり、他の機器と非接触ＩＣカードを用いた通信（以下、非接触ＩＣカード通信
という）を直接行ったりする。この通信は、携帯端末に記憶されるアプリケーションによ
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って実現される（例えば、特許文献１ないし４を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－０３２１７５号公報
【特許文献２】特開２００３－０３２１７６号公報
【特許文献３】特開２００３－０３２２６１号公報
【特許文献４】特開２００５－３３９２０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯端末は、ネットワークの外に持ち出される機会が多い。そのため、携帯端末は、動
画等のコンテンツをネットワークに供給する機会も多くなる。この場合、ユーザは、家庭
内で携帯端末をＤＬＮＡサーバ（サーバ機器）として利用する。しかしながら、ユーザは
、利用するたびにサーバアプリケーションを手動で起動し、携帯端末に接続される対向機
器を選択する必要がある。このため、サーバ機器として機能する携帯端末の利便性が悪か
った。
【０００６】
　また、特許文献１ないし４に記載の通信システムを構成する携帯電話機およびＰＣは、
ネットワークを構成するものではない。そのため、これらの携帯電話機等がサーバ機器と
して動作する場合、携帯電話機等の利便性が悪かった。つまり、これらの通信システムは
、携帯端末を自動でネットワークに接続し、携帯端末からクライアント機器へコンテンツ
を送信させるものではなかった。
【０００７】
　本発明は、上述のような事情に鑑みてなされたものであり、サーバ機器として機能する
携帯端末を自動でネットワークに接続し、クライアント機器にコンテンツを簡単に処理さ
せることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の観点に係る情報機器データ連携システムは、
　サーバ機器と、
　ネットワークを経由して前記サーバ機器に接続されるクライアント機器と、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知
する第１判定手段と、
　を備え、
　前記サーバ機器は、
　コンテンツと前記サーバ機器識別情報とを記憶する第２記憶手段と、
　前記サーバ機器識別情報を前記第１受信手段に送信する第１送信手段と、
　前記コンテンツを前記クライアント機器に送信する第２送信手段と、
　を備え、
　前記クライアント機器は、
　前記第１判定手段からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特
定情報とが実質的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサー
バ機器から前記コンテンツを受信する第２受信手段と、
　前記第２受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
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　を備える。
【０００９】
　本発明の第２の観点に係る認証装置は、
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続される認証装置であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
と、
　を備える。
【００１０】
　本発明の第３の観点に係るクライアント機器は、
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されるクライアント機器であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報と、前記サーバ機器としてあらか
じめ設定された機器を示すサーバ機器特定情報とが実質的に一致することを判定した認証
装置からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情報とが実質
的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサーバ機器からコン
テンツを受信する第１受信手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
　を備える。
【００１１】
　本発明の第４の観点に係る情報機器データ連携方法は、
　複数の携帯端末のうちの少なくとも１台をサーバ機器として設定するステップと、
　前記サーバ機器として設定された携帯端末に、コンテンツと前記サーバ機器を識別する
ためのサーバ機器識別情報とを記憶する記憶ステップと、
　前記サーバ機器から送信されたコンテンツをクライアント機器が受信する前に、前記サ
ーバ機器から前記サーバ機器識別情報を送信する第１送信ステップと、
　前記サーバ機器から送信された前記サーバ機器識別情報を受信する第１受信ステップと
、
　受信された前記サーバ機器識別情報が、前記複数の携帯端末のうち前記サーバ機器とし
てあらかじめ設定された前記携帯端末を特定するためのサーバ機器特定情報に実質的に一
致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知するステップと、
　前記サーバ機器から前記クライアント機器に、前記コンテンツを送信する第２送信ステ
ップと、
　前記クライアント機器において、通知された前記判定の結果に応答して、前記コンテン
ツの送信元が、前記サーバ機器としてあらかじめ設定されている前記携帯端末であるとき
に、前記コンテンツを受信する第２受信ステップと、
　前記クライアント機器において、受信された前記コンテンツを処理するステップと、
　を含む。
【００１２】
　本発明の第５の観点に係る記録媒体は、
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されたコンピュータに認証処理を実行させる
プログラムを記録する記録媒体であって、
　前記コンピュータを、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
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バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
、
　として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体で
ある。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、サーバ機器として機能する携帯端末を自動でネットワークに接続し、
クライアント機器にコンテンツを簡単に処理させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施の形態に係るネットワークの構成例を示すブロック図である。
【図２】実施の形態に係る情報機器データ連携システムの構成例を示すブロック図である
。
【図３】実施の形態に係る携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態に係るＰＣ端末の動作を示すフローチャートである。
【図５】実施の形態に係る携帯端末およびＰＣ端末のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本実施の形態において、サーバ機器は、ネットワーク上の携帯端末である。サーバ機器
は、ネットワーク外から取得したコンテンツを記憶する。サーバ機器は、記憶されるコン
テンツをクライアント機器へ送信することにより、クライアント機器にコンテンツを処理
（例えば、再生または実行）させる。サーバ機器の通常の運用状態には、ネットワークに
接続された状態とネットワークから切り離された状態とが存在する。なお、サーバ機器は
、ネットワークとの接続を容易に確立したり遮断したりする機能を有する（無線通信や非
接触ＩＣカード通信など）。また、ネットワーク上の機器は、サーバ機器を識別するため
の情報（非接触ＩＣカードのカードＩＤなど）を検出すると、サーバ機器との通信を開始
する（非接触ＩＣカード通信とは別の通信）。
【００１６】
　クライアント機器は、サーバ機器から受信したコンテンツを処理（例えば、再生または
実行）するネットワーク上の機器である。また、コンテンツは、ユーザがクライアント機
器に再生させるデータや、クライアント機器を動作させるための命令が記述されたスクリ
プト、プログラムなどである。
【００１７】
　また、サーバ機器特定情報は、あらかじめユーザがサーバ機器として設定した機器を特
定するための情報である。ネットワーク特定情報は、サーバ機器に接続されるネットワー
クを特定するための情報である。ネットワーク特定情報は、あらかじめユーザにより設定
される。
【００１８】
　以下、本実施の形態について図を参照して詳細に説明する。なお図中、同一または同等
の部分には同一の符号を付す。
【００１９】
　本実施の形態に係るネットワーク１０は、図１に示されるように、携帯端末１と無線Ｌ
ＡＮハブ２とルーター３とＰＣ端末４とオーディオ機器５とテレビ６とから構成される。
ネットワーク１０を構成する機器はすべてＤＬＮＡ対応機器である。無線ＬＡＮハブ２と
ルーター３とＰＣ端末４とオーディオ機器５とテレビ６とは、家庭内ＬＡＮ７を介して互
いに接続される。



(8) JP WO2011/152428 A1 2011.12.8

10

20

30

40

50

【００２０】
　また、携帯端末１と無線ＬＡＮハブ２とは相互に無線通信（たとえば、Wi-Fi（登録商
標））を行う。これにより、携帯端末１は無線ＬＡＮハブ２を介して家庭内ＬＡＮ７に接
続される。また、携帯端末１とＰＣ端末４とは、非接触ＩＣカード（たとえば、Felica（
登録商標））を用いて相互に通信可能である。
【００２１】
　なお、ＤＬＮＡ対応機器に対して静止画や動画などのコンテンツを提供するサーバ機器
は、デジタルメディアサーバ(ＤＭＳ)と呼ばれる。本実施の形態では携帯端末１がＤＭＳ
に該当する。また、ＤＭＳからコンテンツを受領して再生または実行を行うクライアント
機器は、デジタルメディアプレーヤ(ＤＭＰ)と呼ばれる。本実施の形態ではＰＣ端末４や
オーディオ機器５、テレビ６がＤＭＰに該当する。
【００２２】
　なお、本実施の形態では、ＰＣ端末４が非接触ＩＣカード通信の機能を有するが、これ
に限らない。例えば、非接触ＩＣカード通信のための専用機器をネットワーク１０が備え
てもよい。また、オーディオ機器５またはテレビ６が非接触ＩＣカード通信の機能を有し
てもよい。
【００２３】
　また、携帯端末１、ＰＣ端末４、オーディオ機器５およびテレビ６は、代表してそれぞ
れ１台が図示されるが、複数の携帯端末１、ＰＣ端末４、オーディオ機器５およびテレビ
６が接続されてもよい。また、ＰＣ端末４、オーディオ機器５およびテレビ６以外のＤＬ
ＮＡ対応機器がクライアント機器としてネットワーク１０を構成してもよい。さらに、携
帯端末１（サーバ機器）とＤＬＮＡ対応機器（クライアント機器）はひとつずつであって
もよい。
【００２４】
　情報機器データ連携システム１００は、図２に示されるように、携帯端末１、無線ＬＡ
Ｎハブ２、ＰＣ端末４、オーディオ機器５およびテレビ６から構成される。
【００２５】
　携帯端末１は、認証部１１、選択部１２、記憶部１３、通信部１４、表示部１５および
入力部１６を備える。
【００２６】
　認証部１１は、非接触ＩＣカード（Felica）を内蔵する。この非接触ＩＣカードに対し
て、各種の情報の書き込み、または読み出しが可能な非接触ＩＣカードリーダ／ライタが
、ＰＣ端末４に設けられる。ＰＣ端末４と携帯端末１は、無線ＬＡＮハブ２を介した通信
だけでなく、非接触ＩＣカードリーダ／ライタから輻射される電磁波を介して非接触ＩＣ
カード通信を行う。携帯端末１は、ユーザによりＰＣ端末４に近付けられた場合非接触Ｉ
Ｃカード通信により、ネットワーク識別情報を受信する。ネットワーク識別情報は、ＰＣ
端末４に接続されるネットワークを識別するための情報（ホスト名、ＩＰアドレス、ＭＡ
Ｃアドレスなど）である。認証部１１は、受信したネットワーク識別情報が、ネットワー
ク特定情報と一致した場合、サーバアプリケーションを起動する。
【００２７】
　選択部１２は、認証部１１がサーバアプリケーションを起動すると、記憶部１３からコ
ンテンツを取得する。選択部１２は、このコンテンツのデータ属性に従って、ネットワー
ク１０上のどのクライアント機器にコンテンツを再生または実行させるかを選択する。デ
ータ属性は、たとえば位置によってその意味を規定するデータの構造や、どのようにデー
タが表現されているかを示す符号化方式を含む。データ属性はたとえば、拡張子で表され
る。この場合、選択部１２は、拡張子がｍｐ３やｗａｖなどの音楽データの場合はＰＣ端
末４およびオーディオ機器５を、拡張子がａｖｉやｍｐｅｇなどの動画データの場合はＰ
Ｃ端末４およびテレビ６を、その他の拡張子が付されたデータの場合はＰＣ端末４を、そ
れぞれ選択する。なお、携帯端末１（サーバ機器）とＤＬＮＡ対応機器（クライアント機
器）がひとつずつである場合は、選択部１２は不要である。
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【００２８】
　記憶部１３は、ユーザが所有するコンテンツや、ユーザが設定したネットワーク特定情
報、アプリケーションプログラムなどを記憶する。
【００２９】
　通信部１４は、認証部１１がサーバアプリケーションを起動すると、自動で無線ＬＡＮ
ハブ２と無線通信（Wi-Fi）で接続する。通信部１４は、無線ＬＡＮハブ２を介して、選
択部１２が選択したクライアント機器にコンテンツを送信する。
【００３０】
　表示部１５は、コンテンツの設定やネットワークの設定を行うための画面を表示する。
【００３１】
　入力部１６は、コンテンツの設定やネットワークの設定を受け付ける。なお、携帯端末
１は、入力部１６による設定の受け付けに代えて、ブルートゥースを用いて外部の機器と
同期することにより、コンテンツの設定やクライアント機器の設定を受け付けてもよい。
【００３２】
　ＰＣ端末４は、認証部４１、取得部４２、記憶部４３、再生部４４および表示部４５を
備える。
【００３３】
　認証部４１は、非接触ＩＣカードリーダ／ライタから電磁波を定期的に輻射する。認証
部４１は、携帯端末１を識別するためのＩＣカード識別情報を、電磁波を介して受信する
。このＩＣカード識別情報は、携帯端末１が内蔵する非接触ＩＣカードに記憶されている
。認証部４１は、受信したＩＣカード識別情報がサーバ機器特定情報と一致した場合、ク
ライアントアプリケーションを起動する。また、認証部４１は、受信したＩＣカード識別
情報がサーバ機器特定情報と一致したことを示す起動情報を、オーディオ機器５およびテ
レビ６に送信する。なお、「一致」とは、完全一致を意味しない。サーバ機器識別情報が
識別するサーバ機器とサーバ機器特定情報が特定する機器とが、同一の機器であることを
判別・識別できる関係にあるならば、ここでの「一致」に該当する。
【００３４】
　取得部４２は、認証部４１がクライアントアプリケーションを起動すると、家庭内ＬＡ
Ｎ７を介して携帯端末１と接続される。また、取得部４２は、例えば、通信部１４からＰ
Ｃ端末４へ送信されるコンテンツを受信する。
【００３５】
　記憶部４３は、ユーザが設定したサーバ機器特定情報やアプリケーションプログラムな
どを記憶する。
【００３６】
　再生部４４は、クライアントアプリケーションに従って、取得部４２が受信したコンテ
ンツを再生したり、表示部４５に表示させたりする。また、再生部４４は、取得部４２が
受信したコンテンツがスクリプトである場合には、当該スクリプトを実行する。
【００３７】
　表示部４５は、クライアントアプリケーションに従って、再生部４４が再生または実行
するコンテンツ等を画面に表示する。
【００３８】
　オーディオ機器５およびテレビ６は、認証部４１から起動情報を受信した場合、クライ
アントアプリケーションを起動する。オーディオ機器５およびテレビ６は、クライアント
アプリケーションを起動すると、無線ＬＡＮハブ２を介して携帯端末１と接続される。オ
ーディオ機器５およびテレビ６は、例えば、それぞれへ送信されるコンテンツを、携帯端
末１から受信する。また、オーディオ機器５およびテレビ６はディスプレイやスピーカを
備える。オーディオ機器５およびテレビ６は、クライアントアプリケーションに従って、
受信したコンテンツをディスプレイやスピーカに出力する。また、オーディオ機器５およ
びテレビ６は、受信したコンテンツがスクリプトである場合には、当該スクリプトを実行
する。
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【００３９】
　なお、ＰＣ端末４、オーディオ機器５およびテレビ６は、それぞれへ送信されるコンテ
ンツを受信して初めてクライアントアプリケーションを起動してもよい。また、携帯端末
１が、コンテンツを再生している時にネットワーク１０に接続された場合、ＰＣ端末４、
オーディオ機器５およびテレビ６は、クライアントアプリケーションを起動し、コンテン
ツの再生を携帯端末１と同期させてもよい。すなわち、携帯端末１は、再生中のコンテン
ツを各クライアント機器に送信し、各クライアント機器は、受信したコンテンツのバッフ
ァリングが完了すると、携帯端末１による再生または実行と同時にコンテンツを再生また
は実行してもよい。あるいは、携帯端末１は、再生中のコンテンツを再生している現時点
のデータから順に各クライアント機器に送信し、各クライアント機器は、受信したデータ
を即時に再生または実行することとしてもよい。
【００４０】
　さらに、携帯端末１は、前回ネットワーク１０への接続が切断された後に新たに記憶し
たコンテンツを、クライアント機器に送信してもよい。この場合、記憶部１３は、送信済
であるか否かを示す情報を、コンテンツに対応づけて記憶する。あるいは、記憶部１３は
、ネットワーク１０に接続された前回の時刻と、コンテンツを取得した時刻とをコンテン
ツに対応付けて記憶してもよい。この場合、通信部１４は、コンテンツを取得した時刻が
ネットワーク１０に接続された前回の時刻以降のコンテンツを送信する。
【００４１】
　次に、上記構成を有する情報機器データ連携システム１００の動作を図３と図４を参照
して、携帯端末１の動作とＰＣ端末４の動作の順に説明する。まず、図３のフローチャー
トを参照して、携帯端末１の動作を説明する。携帯端末１がＰＣ端末４に近接すると、認
証部１１は、ＰＣ端末４からネットワーク識別情報を受信する（ステップＳ１１）。認証
部１１は、取得したネットワーク識別情報がネットワーク特定情報と一致するか否かを判
定する（ステップＳ１２）。ネットワーク識別情報がネットワーク特定情報と一致すると
判定された場合（ステップＳ１２；ＹＥＳ）、認証部１１がサーバアプリケーションを起
動する（ステップＳ１３）。
【００４２】
　サーバアプリケーションが起動されると、選択部１２は、ユーザが公開することを設定
したコンテンツを記憶部１３から取得する（ステップＳ１４）。次に、選択部１２は、ネ
ットワーク上のどのクライアント機器にコンテンツを再生または実行させるかを選択する
（ステップＳ１５）。通信部１４は、無線ＬＡＮハブ２を介して、選択されたクライアン
ト機器にコンテンツを送信する（ステップＳ１６）。通信部１４は、送信が完了すると、
ネットワークとの接続を解除する（ステップＳ１７）。次に、認証部１１は、携帯端末１
の電源がＯＦＦになっているか否かを判別する（ステップＳ１８）。電源がＯＦＦになっ
ていないと判定された場合（ステップＳ１８；ＮＯ）、ステップＳ１１～ステップＳ１８
の処理が繰り返される。電源がＯＦＦになったと判定された場合（ステップＳ１８；ＹＥ
Ｓ）、処理が終了する。
【００４３】
　一方、受信されたネットワーク識別情報がネットワーク特定情報と一致しないと判定さ
れた場合（ステップＳ１２；ＮＯ）、認証部１１は、携帯端末１の電源がＯＦＦになった
か否かを判定する（ステップＳ１８）。電源がＯＦＦになっていないと判定された場合（
ステップＳ１８；ＮＯ）、ステップＳ１１～ステップＳ１８の処理が繰り返される。一方
、電源がＯＦＦになったと判定された場合（ステップＳ１８；ＹＥＳ）、処理が終了する
。
【００４４】
　次に、ＰＣ端末４の動作を、図４に示されるフローチャートを参照しつつ説明する。携
帯端末１がＰＣ端末４に近接すると、認証部４１は、携帯端末１からＩＣカード識別情報
を受信する（ステップＳ２１）。認証部４１は、ＩＣカード識別情報を受信すると、ネッ
トワーク識別情報を携帯端末１に送信する（ステップＳ２２）。また、認証部４１は、受
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信したＩＣカード識別情報がサーバ特定情報と一致するか否かを判定する（ステップＳ２
３）。受信したＩＣカード識別情報がサーバ特定情報と一致すると判定された場合（ステ
ップＳ２３；ＹＥＳ）、認証部４１がクライアントアプリケーションを起動する（ステッ
プＳ２４）。
【００４５】
　クライアントアプリケーションが起動されると、取得部４２は、無線ＬＡＮハブ２を介
して、ＰＣ端末４へ送信されるコンテンツを取得する（ステップＳ２５）。次に、再生部
４４が当該コンテンツを再生し、表示部４５に表示させる（ステップＳ２６）。その後、
認証部４１は、ＰＣ端末４の電源がＯＦＦになっているか否かを判定する（ステップ２７
）。電源がＯＦＦになっていないと判定された場合（ステップＳ２７；ＮＯ）、ステップ
Ｓ２１～ステップＳ２７の処理が繰り返される。電源がＯＦＦになったと判定された場合
（ステップＳ２７；ＹＥＳ）、処理が終了する。
【００４６】
　一方、受信したＩＣカード識別情報がサーバ特定情報と一致しないと判定された場合（
ステップＳ２３；ＮＯ）、認証部４１は、ＰＣ端末の電源がＯＦＦになったか否かを判定
する（ステップＳ２７）。電源がＯＦＦになっていないと判定された場合（ステップＳ２
７；ＮＯ）、ステップＳ２１～ステップＳ２７の処理が繰り返される。電源がＯＦＦにな
ったと判定された場合（ステップＳ２７；ＹＥＳ）、処理が終了する。
【００４７】
　以上説明したように、本実施の形態に係る情報機器データ連携システム１００によれば
、サーバ機器として機能する携帯端末１を自動でネットワーク１０に接続することができ
る。また、携帯端末１は、クライアント機器にコンテンツを簡単に再生または実行させる
ことができる。また、携帯端末１は、自動でコンテンツの種類に応じた機器を選択する。
さらに、携帯端末１は、選択された機器にコンテンツを簡単に再生または実行させること
ができる。
【００４８】
　携帯端末１とＰＣ端末４のハードウェア構成は、上述の機能を実現できるならば、任意
である。以下、携帯端末１およびＰＣ端末４のハードウェア構成の例を、図５を参照して
説明する。携帯端末１およびＰＣ端末４は、図５に示されるように、制御部７１、主記憶
部７２、外部記憶部７３、操作部７４、表示部７５および送受信部７６を備える。主記憶
部７２、外部記憶部７３、操作部７４、表示部７５および送受信部７６はいずれも内部バ
ス７０を介して制御部７１に接続される。
【００４９】
　制御部７１はＣＰＵ（Central Processing Unit）等から構成され、外部記憶部７３に
記憶される制御プログラム８０に従って、各種の処理を実行する。携帯端末１の場合、制
御部７１は、認証部１１、選択部１２および通信部１４が実行する各処理を実行する。Ｐ
Ｃ端末４の場合は、制御部７１は、認証部４１、取得部４２および再生部４４が実行する
各処理を実行する。
【００５０】
　主記憶部７２はＲＡＭ（Random-Access Memory）等から構成され、外部記憶部７３に記
憶される制御プログラム８０をロードし、制御部７１の作業領域として用いられる。
【００５１】
　外部記憶部７３は、フラッシュメモリ、ハードディスク、ＤＶＤ－ＲＡＭ（Digital Ve
rsatile Disc Random-Access Memory）、ＤＶＤ－ＲＷ（Digital Versatile Disc ReWrit
able）等の不揮発性メモリから構成される。外部記憶部７３は、携帯端末１またはＰＣ端
末４の処理を制御部７１に行わせるためのプログラムをあらかじめ記憶する。また、外部
記憶部７３は、制御部７１の指示に従って、このプログラムが記憶するデータを制御部７
１に供給し、制御部７１から供給されたデータを記憶する。携帯端末１の場合、記憶部１
３は外部記憶部７３から構成される。ＰＣ端末４の場合、記憶部４３は外部記憶部７３か
ら構成される。
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【００５２】
　操作部７４はキーボードおよびマウスなどのポインティングデバイス等と、キーボード
およびポインティングデバイス等を内部バス７０に接続するインタフェース装置から構成
される。ユーザがサーバ機器の設定やネットワークの設定をする場合は、操作部７４を介
して、ユーザからの指示が制御部７１に供給される。携帯端末１の場合、操作部７４は入
力部１６として機能する。
【００５３】
　表示部７５は、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）またはＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
などから構成される。表示部７５は、たとえば、ユーザがサーバ機器の設定やネットワー
クの設定をする場合は、操作画面を表示する。携帯端末１の場合、表示部７５は表示部１
５として機能する。ＰＣ端末４の場合、表示部７５は表示部４５として機能する。
【００５４】
　送受信部７６は、ネットワークに接続する網終端装置または無線通信装置、およびそれ
らと接続するシリアルインタフェースまたはＬＡＮ（Local Area Network）インタフェー
スから構成される。携帯端末１の場合、送受信部７６は、非接触ＩＣカード通信によりＰ
Ｃ端末４と接続するとともに、無線通信により無線ＬＡＮハブ２と接続する。ＰＣ端末４
の場合、送受信部７６は、非接触ＩＣカード通信により携帯端末１と接続するとともに、
家庭内ＬＡＮ７と接続する取得部４２として機能する。
【００５５】
　図２に示される携帯端末１の認証部１１、選択部１２、記憶部１３および通信部１４と
、ＰＣ端末４の認証部４１、取得部４２および再生部４４の各処理は、制御プログラム８
０が、制御部７１、主記憶部７２、外部記憶部７３、操作部７４、表示部７５、および送
受信部７６などを資源として用いて処理することによって実行される。
【００５６】
　その他、前記のハードウェア構成やフローチャートは一例であり、任意に変更および修
正が可能である。
【００５７】
　例えば、上記実施形態では、ＰＣ端末４が、記憶部４３および認証部４１を備えたが、
これには限られない。例えば、ネットワークに接続される認証装置が、記憶部４３および
認証部４１と同様の機能を有する構成要素から構成されてもよい。この場合、認証装置は
、認証の結果をＰＣ端末４の取得部へ出力する。また、記憶部４３および認証部４１を省
いてＰＣ端末４を構成することができる。
【００５８】
　制御部７１、主記憶部７２、外部記憶部７３、操作部７４、内部バス７０などから構成
される情報機器データ連携システム１００の処理を行う中心となる部分は、専用のシステ
ムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。たとえば、前記の動
作を実行するためのコンピュータプログラムを、コンピュータが読み取り可能な記録媒体
（フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等）に格納して配布し、当該コ
ンピュータプログラムをコンピュータにインストールすることにより、前記の処理を実行
する情報機器データ連携システム１００を構成してもよい。また、インターネット等の通
信ネットワーク上のサーバ装置が有する記憶装置に当該コンピュータプログラムを格納し
ておき、通常のコンピュータシステムがダウンロード等することで情報機器データ連携シ
ステム１００を構成してもよい。
【００５９】
　また、情報機器データ連携システムの機能を、ＯＳ（オペレーティングシステム）とア
プリケーションプログラムの分担、またはＯＳとアプリケーションプログラムとの協働に
より実現する場合などには、アプリケーションプログラム部分のみを記録媒体や記憶装置
に格納してもよい。
【００６０】
　また、搬送波にコンピュータプログラムを重畳し、通信ネットワークを介して配信する
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ことも可能である。たとえば、通信ネットワーク上の掲示板(BBS, Bulletin Board Syste
m)に前記コンピュータプログラムを掲示し、通信ネットワークを介して前記コンピュータ
プログラムを配信してもよい。そして、このコンピュータプログラムを起動し、ＯＳの制
御下で、他のアプリケーションプログラムと同様に実行することにより、前記の処理を実
行できるように構成してもよい。
【００６１】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限
られない。
【００６２】
　（付記１）
　サーバ機器と、
　ネットワークを経由して前記サーバ機器に接続されるクライアント機器と、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知
する第１判定手段と、
　を備え、
　前記サーバ機器は、
　コンテンツと前記サーバ機器識別情報とを記憶する第２記憶手段と、
　前記サーバ機器識別情報を前記第１受信手段に送信する第１送信手段と、
　前記コンテンツを前記クライアント機器に送信する第２送信手段と、
　を備え、
　前記クライアント機器は、
　前記第１判定手段からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特
定情報とが実質的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサー
バ機器から前記コンテンツを受信する第２受信手段と、
　前記第２受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
を備える情報機器データ連携システム。
【００６３】
　（付記２）
　前記サーバ機器は、
　前記サーバ機器識別情報を記憶した非接触ＩＣカードを備え、
　前記第１送信手段は、
　前記サーバ機器が、前記ネットワークに接続される機器に近接した場合に、前記サーバ
機器識別情報を、非接触ＩＣカード通信を用いて送信し、
　前記第１受信手段は、
　前記非接触ＩＣカード通信を用いて前記サーバ機器識別情報を受信し、
　前記第２送信手段は、
　無線通信を用いて接続される前記ネットワークを介して、前記コンテンツを前記クライ
アント機器に送信し、
　前記第２受信手段は、
　前記ネットワークを介して前記コンテンツを受信する、
　付記１に記載の情報機器データ連携システム。
【００６４】
　（付記３）
　複数の前記クライアント機器を備え、
　前記サーバ機器は、
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　前記コンテンツに適合する前記クライアント機器を、前記コンテンツのデータ属性に基
づいて選択し、選択された前記クライアント機器を示す対象機器情報を生成する生成手段
を備え、
　前記第２送信手段は、
　前記対象機器情報に基づいて、選択された前記クライアント機器に前記コンテンツを送
信する、
　付記１または２に記載の情報機器データ連携システム。
【００６５】
　（付記４）
　前記第１記憶手段は、
　前記ネットワークを識別するためのネットワーク識別情報を記憶し、
　前記第２記憶手段は、
　サーバ機器に接続されるネットワークとして設定されたネットワークを特定するための
ネットワーク特定情報を記憶し、
　前記サーバ機器は、
　前記ネットワーク識別情報を受信する第３受信手段と、
　前記第３受信手段によって受信された前記ネットワーク識別情報と前記ネットワーク特
定情報とが実質的に一致するか否かを判定する第２判定手段と、
を備え、
　前記第２送信手段は、
　前記第２判定手段によって前記ネットワーク識別情報と前記ネットワーク特定情報とが
実質的に一致すると判定された場合に、前記コンテンツを前記クライアント機器に送信す
る、
　付記１ないし３のいずれか１つに記載の情報機器データ連携システム。
【００６６】
　（付記５）
　前記コンテンツは、
　前記サーバ機器において処理中のデータであって、
　前記クライアント機器は、
　前記第１判定手段によって前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情報とが実質
的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器と同期し、
　前記出力手段は、
　前記サーバ機器によるデータの処理と同時に、前記コンテンツを処理する、
　付記１ないし４のいずれか１つに記載の情報機器データ連携システム。
【００６７】
　（付記６）
　前記第２送信手段は、
　前記サーバ機器が前回前記ネットワークに接続した時以降に前記第２記憶手段によって
記憶されたコンテンツを、前記クライアント機器に送信する、
　付記１ないし５のいずれか１つに記載の情報機器データ連携システム。
【００６８】
　（付記７）
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続される認証装置であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
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と、
　を備える認証装置。
【００６９】
　（付記８）
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されるクライアント機器であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報と、前記サーバ機器としてあらか
じめ設定された機器を示すサーバ機器特定情報とが実質的に一致することを判定した認証
装置からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情報とが実質
的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサーバ機器からコン
テンツを受信する第１受信手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
　を備えるクライアント機器。
【００７０】
　（付記９）
　複数の携帯端末のうちの少なくとも１台をサーバ機器として設定するステップと、
　前記サーバ機器として設定された携帯端末に、コンテンツと前記サーバ機器を識別する
ためのサーバ機器識別情報とを記憶する記憶ステップと、
　前記サーバ機器から送信されたコンテンツをクライアント機器が受信する前に、前記サ
ーバ機器から前記サーバ機器識別情報を送信する第１送信ステップと、
　前記サーバ機器から送信された前記サーバ機器識別情報を受信する第１受信ステップと
、
　受信された前記サーバ機器識別情報が、前記複数の携帯端末のうち前記サーバ機器とし
てあらかじめ設定された前記携帯端末を特定するためのサーバ機器特定情報に実質的に一
致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知するステップと、
　前記サーバ機器から前記クライアント機器に、前記コンテンツを送信する第２送信ステ
ップと、
　前記クライアント機器において、通知された前記判定の結果に応答して、前記コンテン
ツの送信元が、前記サーバ機器としてあらかじめ設定されている前記携帯端末であるとき
に、前記コンテンツを受信する第２受信ステップと、
　前記クライアント機器において、受信された前記コンテンツを処理するステップと、
　を含む情報機器データ連携方法。
【００７１】
　（付記１０）
　前記第１送信ステップでは、
　前記サーバ機器識別情報を記憶した非接触ＩＣカードを備える前記サーバ機器が、前記
ネットワークに接続される機器に近接した場合に、前記サーバ機器識別情報を、非接触Ｉ
Ｃカード通信を用いて送信し、
　前記第１受信ステップでは、
　前記非接触ＩＣカード通信を用いて前記サーバ機器識別情報を受信し、
　前記第２送信ステップでは、
　無線通信を用いて接続される前記ネットワークを介して、前記コンテンツを前記クライ
アント機器に送信し、
　前記第２受信ステップでは、
　前記ネットワークを介して前記コンテンツを受信する、
　付記９に記載の情報機器データ連携方法。
【００７２】
　（付記１１）
　前記ネットワークを経由して前記サーバ機器に接続される複数のクライアント機器のう
ち、前記コンテンツに適合する前記クライアント機器を、前記コンテンツのデータ属性に
基づいて選択し、選択された前記クライアント機器を示す対象機器情報を生成する生成ス
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テップを含み、
　前記第２送信ステップでは、
　前記対象機器情報に基づいて、選択された前記クライアント機器に前記コンテンツを送
信する、
　付記９または１０に記載の情報機器データ連携方法。
【００７３】
　（付記１２）
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されたコンピュータに認証処理を実行させる
プログラムを記録する記録媒体であって、
　前記コンピュータを、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
、
　として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【００７４】
　本発明は、２０１０年５月３１日に出願された日本国特許出願２０１０－１２３７３９
号に基づく。本明細書中に日本国特許出願２０１０－１２３７３９号の明細書、特許請求
の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、サーバ機器として機能する携帯端末を含む家庭内のネットワークに適してい
る。
【符号の説明】
【００７６】
　　　１　携帯端末
　　　２　無線ＬＡＮハブ
　　　３　ルーター
　　　４　ＰＣ端末
　　　５　オーディオ機器
　　　６　テレビ
　　　７　家庭内ＬＡＮ
　　１０　ネットワーク
　　１１　認証部
　　１２　選択部
　　１３　記憶部
　　１４　通信部
　　１５　表示部
　　１６　入力部
　　４１　認証部
　　４２　取得部
　　４３　記憶部
　　４４　再生部
　　４５　表示部
　　７０　内部バス
　　７１　制御部
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　　７２　主記憶部
　　７３　外部記憶部
　　７４　操作部
　　７５　表示部
　　７６　送受信部
　　８０　制御プログラム
　１００　情報機器データ連携システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月16日(2012.11.16)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、情報機器データ連携システム、認証装置、クライアント機器、情報機器デー
タ連携方法およびプログラムに関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
本発明の第５の観点に係るプログラムは、
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されたコンピュータに認証処理を実行させる
プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
、
　として機能させる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバ機器と、
　ネットワークを経由して前記サーバ機器に接続されるクライアント機器と、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知
する第１判定手段と、
　を備え、
　前記サーバ機器は、
　コンテンツと前記サーバ機器識別情報とを記憶する第２記憶手段と、
　前記サーバ機器識別情報を前記第１受信手段に送信する第１送信手段と、
　前記コンテンツを前記クライアント機器に送信する第２送信手段と、
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　を備え、
　前記クライアント機器は、
　前記第１判定手段からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特
定情報とが実質的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサー
バ機器から前記コンテンツを受信する第２受信手段と、
　前記第２受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
を備える情報機器データ連携システム。
【請求項２】
　前記サーバ機器は、
　前記サーバ機器識別情報を記憶した非接触ＩＣカードを備え、
　前記第１送信手段は、
　前記サーバ機器が、前記ネットワークに接続される機器に近接した場合に、前記サーバ
機器識別情報を、非接触ＩＣカード通信を用いて送信し、
　前記第１受信手段は、
　前記非接触ＩＣカード通信を用いて前記サーバ機器識別情報を受信し、
　前記第２送信手段は、
　無線通信を用いて接続される前記ネットワークを介して、前記コンテンツを前記クライ
アント機器に送信し、
　前記第２受信手段は、
　前記ネットワークを介して前記コンテンツを受信する、
請求項１に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項３】
　複数の前記クライアント機器を備え、
　前記サーバ機器は、
　前記コンテンツに適合する前記クライアント機器を、前記コンテンツのデータ属性に基
づいて選択し、選択された前記クライアント機器を示す対象機器情報を生成する生成手段
を備え、
　前記第２送信手段は、
　前記対象機器情報に基づいて、選択された前記クライアント機器に前記コンテンツを送
信する、
請求項１または２に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項４】
　前記第１記憶手段は、
　前記ネットワークを識別するためのネットワーク識別情報を記憶し、
　前記第２記憶手段は、
　サーバ機器に接続されるネットワークとして設定されたネットワークを特定するための
ネットワーク特定情報を記憶し、
　前記サーバ機器は、
　前記ネットワーク識別情報を受信する第３受信手段と、
　前記第３受信手段によって受信された前記ネットワーク識別情報と前記ネットワーク特
定情報とが実質的に一致するか否かを判定する第２判定手段と、
を備え、
　前記第２送信手段は、
　前記第２判定手段によって前記ネットワーク識別情報と前記ネットワーク特定情報とが
実質的に一致すると判定された場合に、前記コンテンツを前記クライアント機器に送信す
る、
請求項１ないし３のいずれか１項に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項５】
　前記コンテンツは、
　前記サーバ機器において処理中のデータであって、
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　前記クライアント機器は、
　前記第１判定手段によって前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情報とが実質
的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器と同期し、
　前記出力手段は、
　前記サーバ機器によるデータの処理と同時に、前記コンテンツを処理する、
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項６】
　前記第２送信手段は、
　前記サーバ機器が前回前記ネットワークに接続した時以降に前記第２記憶手段によって
記憶されたコンテンツを、前記クライアント機器に送信する、
請求項１ないし５のいずれか１項に記載の情報機器データ連携システム。
【請求項７】
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続される認証装置であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段と、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
と、
　を備える認証装置。
【請求項８】
　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されるクライアント機器であって、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報と、前記サーバ機器としてあらか
じめ設定された機器を示すサーバ機器特定情報とが実質的に一致することを判定した認証
装置からの通知に応答して、前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情報とが実質
的に一致すると判定された場合に、前記サーバ機器識別情報を有するサーバ機器からコン
テンツを受信する第１受信手段と、
　前記第１受信手段によって受信された前記コンテンツを処理する出力手段と、
　を備えるクライアント機器。
【請求項９】
　複数の携帯端末のうちの少なくとも１台をサーバ機器として設定するステップと、
　前記サーバ機器として設定された携帯端末に、コンテンツと前記サーバ機器を識別する
ためのサーバ機器識別情報とを記憶する記憶ステップと、
　前記サーバ機器から送信されたコンテンツをクライアント機器が受信する前に、前記サ
ーバ機器から前記サーバ機器識別情報を送信する第１送信ステップと、
　前記サーバ機器から送信された前記サーバ機器識別情報を受信する第１受信ステップと
、
　受信された前記サーバ機器識別情報が、前記複数の携帯端末のうち前記サーバ機器とし
てあらかじめ設定された前記携帯端末を特定するためのサーバ機器特定情報に実質的に一
致するか否かを判定し、前記クライアント機器に前記判定の結果を通知するステップと、
　前記サーバ機器から前記クライアント機器に、前記コンテンツを送信する第２送信ステ
ップと、
　前記クライアント機器において、通知された前記判定の結果に応答して、前記コンテン
ツの送信元が、前記サーバ機器としてあらかじめ設定されている前記携帯端末であるとき
に、前記コンテンツを受信する第２受信ステップと、
　前記クライアント機器において、受信された前記コンテンツを処理するステップと、
　を含む情報機器データ連携方法。
【請求項１０】
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　ネットワークを経由してサーバ機器に接続されたコンピュータに認証処理を実行させる
プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記サーバ機器を識別するためのサーバ機器識別情報を前記サーバ機器から受信する第
１受信手段、
　複数の携帯端末のうち前記サーバ機器として設定された携帯端末を特定するためのサー
バ機器特定情報を記憶する第１記憶手段、
　前記第１受信手段によって受信された前記サーバ機器識別情報と前記サーバ機器特定情
報とが実質的に一致するか否かを判定し、前記サーバ機器識別情報を送信したサーバ機器
からコンテンツを受信するクライアント機器に、前記判定の結果を通知する第１判定手段
、
　として機能させるためのプログラム。
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