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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを管理する情報中継
装置であって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を取得し、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信し、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得し、当該付随情報を上記コンテンツ指定情報とともに
、上記第２の情報提示装置へ送信することを特徴とする情報中継装置。
【請求項２】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを管理する情報中継
装置であって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を取得し、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報が特定するコン
テンツを送信し、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
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ツの提示環境を示す付随情報を取得し、当該付随情報を上記コンテンツ指定情報とともに
、上記第２の情報提示装置へ送信することを特徴とする情報中継装置。
【請求項３】
　上記第１の情報提示装置から、上記コンテンツを提示したユーザの識別情報を取得し、
　上記第２の情報提示装置へ上記ユーザの識別情報を送信することを特徴とする請求項１
または２に記載の情報中継装置。
【請求項４】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第１
の情報提示装置としての情報提示装置であって、
　自装置にて提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え
、
　上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定する複数のコンテンツ指定情報を記
憶すると共に、当該複数のコンテンツ指定情報のなかからユーザの操作によりコンテンツ
指定情報を選択することが可能となっており、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を上記記憶部より
取得して、上記第２の情報提示装置に送信することを特徴とする情報提示装置。
【請求項５】
　上記コンテンツ指定情報を取得する入力手段を備えており、
　上記入力手段を介して取得された上記コンテンツ指定情報を上記第２の情報提示装置に
送信することを特徴とする請求項４に記載の情報提示装置。
【請求項６】
　上記第２の情報提示装置及び上記連携システムを管理するための情報中継装置のいずれ
か一方からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信することを特徴とする請求項４
または５に記載の情報提示装置。
【請求項７】
　電源を備えており、
　上記電源を切る直前に自装置が提示しているコンテンツのコンテンツ指定情報を上記連
携システムを管理するための情報中継装置の記憶部に記憶させることを特徴とする請求項
４から６までのいずれか１項に記載の情報提示装置。
【請求項８】
　上記コンテンツは、放送コンテンツであることを特徴とする請求項４から７までのいず
れか１項に記載の情報提示装置。
【請求項９】
　上記コンテンツは、ネットワークに接続されたコンテンツ配信サーバから配信されるコ
ンテンツであることを特徴とする請求項４から７までのいずれか１項に記載の情報提示装
置。
【請求項１０】
　ユーザを認証する認証部を備え、
　上記認証部により認証して取得したユーザの識別情報を、上記コンテンツ指定情報とと
もに出力することを特徴とする請求項４から９までのいずれか１項に記載の情報提示装置
。
【請求項１１】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第２
の情報提示装置としての情報提示装置であって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を受信し、当該コンテンツを提示し、
　上記コンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、
　上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定する複数のコンテンツ指定情報を記
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憶すると共に、
　上記複数のコンテンツ指定情報のなかからユーザの操作によりコンテンツ指定情報を選
択することが可能となっていることを特徴とする情報提示装置。
【請求項１２】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第２
の情報提示装置としての情報提示装置であって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を受信し、当該コンテンツを提示し、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得し、該付随情報が示す提示環境を再現して上記コンテ
ンツを提示することを特徴とする情報提示装置。
【請求項１３】
　上記コンテンツ指定情報の送信を要求する引継要求を送信することを特徴とする請求項
１１または１２に記載の情報提示装置。
【請求項１４】
　上記第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する要求を取得する入
力手段を備え、
　上記入力手段を介して上記引き継いで提示する要求が取得された場合に、上記引継要求
を送信することを特徴とする請求項１３に記載の情報提示装置。
【請求項１５】
　電源を備えており、
　当該電源により電力が供給された場合に、上記第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを引き継いで提示することを特徴とする請求項１１から１４までのいずれか１項に記載
の情報提示装置。
【請求項１６】
　上記コンテンツは、放送コンテンツであることを特徴とする請求項１１から１５までの
いずれか１項に記載の情報提示装置。
【請求項１７】
　上記コンテンツは、ネットワークに接続されたコンテンツ配信サーバから配信されるコ
ンテンツであることを特徴とする請求項１１から１５までのいずれか１項に記載の情報提
示装置。
【請求項１８】
　ユーザを認証してユーザの識別情報を取得する認証部を備え、
　上記認証部により認証して取得したユーザの識別情報とともに上記コンテンツ指定情報
の送信の要求を送信して、当該ユーザに上記第１の情報提示装置において提示した上記コ
ンテンツを提示することを特徴とする請求項１１から１７までのいずれか１項に記載の情
報提示装置。
【請求項１９】
　請求項４から１０までのいずれか１項に記載の上記第１の情報提示装置としての情報提
示装置、及び請求項１１から１８までのいずれか１項に記載の上記第２の情報提示装置と
しての情報提示装置を備えることを特徴とする情報提示装置の連携システム。
【請求項２０】
　請求項１から３までのいずれか１項に記載の情報中継装置、請求項４から１０までのい
ずれか１項に記載の上記第１の情報提示装置としての情報提示装置、及び請求項１１から
１８までのいずれか１項に記載の上記第２の情報提示装置としての情報提示装置を備える
ことを特徴とする情報提示装置の連携システム。
【請求項２１】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを管理する情報中継
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装置の制御方法であって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を取得し、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信し、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得し、当該付随情報を上記コンテンツ指定情報とともに
、上記第２の情報提示装置へ送信することを特徴とする情報中継装置の制御方法。
【請求項２２】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを管理する情報中継
装置の制御方法であって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を取得し、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報が特定するコン
テンツを送信し、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得し、当該付随情報を上記コンテンツ指定情報とともに
、上記第２の情報提示装置へ送信することを特徴とする情報中継装置の制御方法。
【請求項２３】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第１
の情報提示装置としての情報提示装置の制御方法であって、
　上記情報提示装置は、自装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を記
憶する記憶部を備え、
　上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定する複数のコンテンツ指定情報を記
憶すると共に、当該複数のコンテンツ指定情報のなかからユーザの操作によりコンテンツ
指定情報を選択することが可能となっており、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を上記記憶部より
取得して、上記第２の情報提示装置に送信することを特徴とする情報提示装置の制御方法
。
【請求項２４】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第２
の情報提示装置としての情報提示装置の制御方法であって、
　上記情報提示装置は、上記第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテ
ンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、
　上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定する複数のコンテンツ指定情報を記
憶すると共に、上記複数のコンテンツ指定情報のなかからユーザの操作によりコンテンツ
指定情報を選択することが可能となっており、
　上記第１の情報提示装置から出力された、上記コンテンツ指定情報を取得して上記記憶
部に記憶し、ユーザの操作により選択されたコンテンツ指定情報に対応するコンテンツを
提示することを特徴とする情報提示装置の制御方法。
【請求項２５】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第２
の情報提示装置としての情報提示装置の制御方法であって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を取得し、当該コンテンツを提示し、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得し、該付随情報が示す提示環境を再現して上記コンテ
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ンツを提示することを特徴とする情報提示装置の制御方法。
【請求項２６】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを管理する情報中継
装置における処理をコンピュータに実行させるための情報提示プログラムであって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を取得する処理と、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信する処理と
、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得する処理と、
　当該付随情報を上記コンテンツ指定情報とともに、上記第２の情報提示装置へ送信する
処理とを、コンピュータに実行させるための情報提示プログラム。
【請求項２７】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを管理する情報中継
装置における処理をコンピュータに実行させるための情報提示プログラムであって、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を取得する処理と、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報が特定するコン
テンツを送信する処理と、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得する処理と、
　当該付随情報を上記コンテンツ指定情報とともに、上記第２の情報提示装置へ送信する
処理とを、コンピュータに実行させるための情報提示プログラム。
【請求項２８】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第１
の情報提示装置における処理をコンピュータに実行させるための情報提示プログラムであ
って、
　上記第１の情報提示装置は、当該第１の情報提示装置にて提示したコンテンツを特定す
るコンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、
　上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定する複数のコンテンツ指定情報を記
憶すると共に、当該複数のコンテンツ指定情報のなかからユーザの操作によりコンテンツ
指定情報を選択することが可能となっており、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報を上記記憶部よ
り取得して、上記第２の情報提示装置に送信する処理を、コンピュータに実行させるため
の情報提示プログラム。
【請求項２９】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第２
の情報提示装置における処理をコンピュータに実行させるための情報提示プログラムであ
って、
　上記第２の情報提示装置は、上記第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定する
コンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、
　上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定する複数のコンテンツ指定情報を記
憶すると共に、上記複数のコンテンツ指定情報のなかからユーザの操作によりコンテンツ
指定情報を選択することが可能となっており、
　上記第１の情報提示装置から出力された、上記コンテンツ指定情報を受信して上記記憶
部に記憶する処理と、ユーザの操作により選択されたコンテンツ指定情報に対応するコン
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テンツを提示する処理とを、コンピュータに実行させるための情報提示プログラム。
【請求項３０】
　コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１の情報提示装置が提示したコンテ
ンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む連携システムを構成する上記第２
の情報提示装置における処理をコンピュータに実行させるための情報提示プログラムであ
って、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を受信する処理と、
　当該コンテンツを提示する処理と、
　上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツの提示環境を示す付随情報を取得する処理と、
　該付随情報が示す提示環境を再現して上記コンテンツを提示する処理とを、コンピュー
タに実行させるための情報提示プログラム。
【請求項３１】
　請求項２６から３０までのいずれか１項に記載の情報提示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】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、映像や音声等のコンテンツを提示する情報提示装置に関し、さらに詳しくは
、情報提示装置の連携システム、およびそのための情報供給装置、情報中継装置、情報提
示装置の連携プログラムならびにそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　今日、家庭には様々な種類の家電機器、情報機器がある。また、これらの機器は各家庭
に１台ずつということもなく、複数台ある場合も多い。例えばテレビは、リビングルーム
、ダイニングルーム、寝室、客間等にそれぞれ置かれ、１世帯に４、５台あることも珍し
くない。
【０００３】
　また、インターネットの普及によって、パソコンも多くの家庭で使われるようになって
きた。パソコンでＴＶを見ることが可能な機種も増えてきた。さらに、１台でテレビおよ
びインターネット端末として機能するワイヤレス方式の機器もある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上記のように一家庭に複数台のテレビが置かれていても、すべてのテレビが同じ使われ
方をしているわけではない。例えば、リビングルームには、家族全員でゆったりと見るこ
とができるように、家の中で最も大きな画面サイズのテレビが設置されている。また、寝
室には、一人あるいは夫婦だけで就寝前にもう少しだけ見るために、画面サイズの小さい
テレビが設置されている。
【０００５】
　ところで、上記の家庭の場合、映画やスポーツなどを寝室に設置されている画面サイズ
の小さいテレビで視聴しているときに、クライマックスを迎えたため、リビングルームに
ある大画面テレビで見てみたいと感じることがある。
【０００６】
　しかし、リビングルームのテレビをオンした時に最初に映る番組と寝室のテレビで見て
いた番組とは一切関係がないため、リビングルームのテレビで、それまで寝室のテレビで
見ていた番組を見るためには、チャンネルを合わせる必要があった。同様に、携帯型ラジ
オで聞いていた音楽番組をより音質の良いステレオで聞く場合、周波数を合わせる必要が
あった。
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【０００７】
　このように、従来のテレビやラジオ等の装置では、チャンネルや周波数等の情報を装置
間で引き継ぐことができなかったため、ユーザは装置を変更するたびに同じチャンネルや
周波数に設定する作業が必要があった。
【０００８】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、提示するコン
テンツを情報提示装置間で引き継ぐことが可能な情報提示装置およびその連携システム、
ならびにそのための情報供給装置、情報中継装置を提供することにある。また、本発明の
目的には、上記情報提示装置の連携システムを実現する情報提示装置の連携プログラム、
およびこれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することも含まれる。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本発明の情報提示装置の連携システムは、コンテンツを
提示する第１の情報提示装置および第２の情報提示装置を含み、上記第１の情報提示装置
から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指
定情報に基づいて、当該コンテンツを上記第２の情報提示装置に提示させることを特徴と
している。
【００１０】
　上記の構成により、第１の情報提示装置は、自装置が提示したコンテンツを特定するコ
ンテンツ指定情報を、情報提示装置の連携システム内に出力する。このコンテンツ指定情
報に基づいて、情報提示装置の連携システムは、第１の情報提示装置が提示したコンテン
ツと同一コンテンツを第２の情報提示装置に提示させる。例えば、情報提示装置の連携シ
ステムは、第１の情報提示装置が出力したコンテンツ指定情報を第２の情報提示装置に入
力してもよいし、当該コンテンツ指定情報が特定するコンテンツを第２の情報提示装置に
入力してもよい。
【００１１】
　ここで、コンテンツ指定情報としては、コンテンツが例えばテレビ番組であればチャン
ネル情報であり、ＦＭ放送であれば周波数情報であり、インターネットのホームページで
あればアドレス情報である。すなわち、コンテンツ指定情報の形式は、引き継ぐコンテン
ツに応じて適宜選択できる。
【００１２】
　以上より、上記情報提示装置の連携システムによれば、第１の情報提示装置で提示して
いたコンテンツを、ユーザが煩わしい操作を行うことなく、第２の情報提示装置に引き継
いで提示できる。
【００１３】
　例えば、映画やスポーツなどを寝室に設置されている画面サイズの小さいテレビで視聴
しているときに、クライマックスを迎えたため、リビングルームにある大画面テレビで見
てみたいと感じた場合でも、リビングルームにあるテレビのチャンネルを、今まで寝室の
テレビで見ていたチャンネルに合わせる作業を行う必要がない。
【００１４】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置は、自装置
において最後に提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を出力することを特徴
としている。
【００１５】
　上記の構成により、さらに、第１の情報提示装置が、自装置において最後に提示したコ
ンテンツを特定するコンテンツ指定情報を出力するため、第２の情報提示装置は、第１の
情報提示装置で現在提示中あるいは直前まで提示していたコンテンツのコンテンツ指定情
報を取得できる。
【００１６】
　よって、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置で現在提示中あるいは直前まで提
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示していたコンテンツと同一のコンテンツを自動的に引き続き提示できる。例えば、上記
のような大画面のテレビに移る場合であれば、チャンネルを合わせる作業が不要であるた
め、映画やスポーツなどのクライマックスを見逃すことがない。
【００１７】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置は、上記第
２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信することを特徴とし
ている。
【００１８】
　上記の構成により、さらに、第２の情報提示装置はコンテンツ指定情報を第１の情報提
示装置から直接取得できる。
【００１９】
　よって、第２の情報提示装置は、コンテンツを引き継ぐために、コンテンツ指定情報を
他の装置に対して要求する必要がない。したがって、上記情報提示装置の連携システムの
構成を簡単化することが可能となる。
【００２０】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置は、上記コ
ンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、上記第２の情報提示装置からの要求に対して
上記コンテンツ指定情報を上記記憶部より取得して送信することを特徴としている。
【００２１】
　上記の構成により、さらに、第１の情報提示装置は、自装置で提示したコンテンツを特
定するコンテンツ指定情報を記憶部に記憶できる。そして、第１の情報提示装置は、第２
の情報提示装置からの要求に対して、コンテンツ指定情報を記憶部より取得して送信でき
る。
【００２２】
　よって、第１の情報提示装置において過去に提示したコンテンツを、第２の情報提示装
置に引き継いで提示することが可能となる。また、第１の情報提示装置の記憶部に複数の
コンテンツ指定情報を記録することにより、選択的にコンテンツを引き継ぐことが可能と
なる。
【００２３】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置が出力した
上記コンテンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コン
テンツ指定情報を送信する情報中継装置を含むことを特徴としている。
【００２４】
　上記の構成により、さらに、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置において提示
されたコンテンツを引き継いで提示する際、当該コンテンツを特定するコンテンツ指定情
報を情報中継装置から取得できる。
【００２５】
　よって、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置と通信不可能な状態にあっても、
情報中継装置を介してコンテンツ指定情報を取得することが可能となる。また、情報中継
装置でコンテンツ指定情報を集中的に管理することにより、コンテンツの引き継ぎの手続
きが簡単になる。
【００２６】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記情報中継装置は、上記コンテン
ツ指定情報を記憶する記憶部を備え、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コ
ンテンツ指定情報を上記記憶部より取得して送信することを特徴としている。
【００２７】
　上記の構成により、さらに、情報中継装置は、第１の情報提示装置で提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を記憶部に記憶できる。そして、情報中継装置は、第２
の情報提示装置からの要求に対して、コンテンツ指定情報を記憶部より取得して送信でき
る。
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【００２８】
　よって、第１の情報提示装置の状態にかかわらず、第１の情報提示装置において過去に
提示したコンテンツを、第２の情報提示装置に引き継いで提示することが可能となる。ま
た、記憶部に複数のコンテンツ指定情報を記録することにより、選択的にコンテンツを引
き継ぐことが可能となる。
【００２９】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置が出力した
上記コンテンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コン
テンツ指定情報が特定するコンテンツを送信する情報供給装置を含むことを特徴としてい
る。
【００３０】
　上記の構成により、さらに、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置において提示
されたコンテンツを引き継いで提示する際、当該コンテンツを情報供給装置から取得でき
る。
【００３１】
　よって、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置と通信不可能な状態にあっても、
情報供給装置を介してコンテンツを取得することが可能となる。また、情報供給装置でコ
ンテンツ指定情報を集中的に管理することにより、コンテンツの引き継ぎの手続きが簡単
になる。
【００３２】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記情報供給装置は、上記コンテン
ツ指定情報を記憶する記憶部を備え、上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記
コンテンツ指定情報を上記記憶部より取得し、当該コンテンツ指定情報が特定するコンテ
ンツを送信することを特徴としている。
【００３３】
　上記の構成により、さらに、情報供給装置は、第１の情報提示装置で提示したコンテン
ツを特定するコンテンツ指定情報を記憶部に記憶できる。そして、情報供給装置は、第２
の情報提示装置からの要求に対して、コンテンツ指定情報を記憶部より取得して、コンテ
ンツ指定情報が特定するコンテンツを送信できる。
【００３４】
　よって、第１の情報提示装置の状態にかかわらず、第１の情報提示装置において過去に
提示したコンテンツを、第２の情報提示装置に引き継いで提示することが可能となる。ま
た、記憶部に複数のコンテンツ指定情報を記録することにより、選択的にコンテンツを引
き継ぐことが可能となる。
【００３５】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置および上記
第２の情報提示装置はユーザを認証する認証部をそれぞれ備え、上記第１の情報提示装置
は、自装置において提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を、当該コンテン
ツを提示したユーザを上記認証部により認証して取得した当該ユーザの識別情報とともに
出力し、かつ、上記第２の情報提示装置は、上記認証部により認証して取得したユーザの
識別情報とともに要求を出力して、当該ユーザが上記第１の情報提示装置において提示し
た上記コンテンツを提示することを特徴としている。
【００３６】
　上記の構成により、さらに、第１の情報提示装置がコンテンツ指定情報をコンテンツを
提示したユーザの識別情報とともに出力するため、連携システムはコンテンツ指示情報を
ユーザごとに管理できる。そして、第２の情報提示装置がコンテンツの引き継ぎを行うと
き、ユーザの識別情報を出力することによって、連携システムはユーザの識別情報に基づ
いてコンテンツ指定情報を抽出することが可能となる。なお、ユーザの識別情報の照合は
、上記情報中継装置あるいは上記情報供給装置において行ってもよい。
【００３７】
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　よって、上記情報提示装置の連携システムによれば、コンテンツの引き継ぎ操作を自動
化できる。すなわち、ユーザが引継元である第１の情報提示装置を指定することなく、そ
れまで視聴していた第１の情報提示装置を連携システムに自動的に選択させて、コンテン
ツを第２の情報提示装置で引き続き視聴できる。また、提示するユーザが特定できるため
、セキュリティを確保できる。なお、ユーザの認証方法としては、パスワード、あるいは
声紋、指紋、顔等による方法が可能である。
【００３８】
　また、本発明の情報提示装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記第１
の情報提示装置である。
【００３９】
　上記の構成により、上記情報提示装置は、情報提示装置の連携システムにおいて上記第
１の情報提示装置として機能する。したがって、上記情報提示装置は、自装置で提示した
コンテンツを特定するコンテンツ指定情報を出力して、当該コンテンツを他の情報提示装
置（第２の情報提示装置）に提示させることができる。
【００４０】
　なお、本発明の情報提示装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１
の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む
連携システムを構成する上記第１の情報提示装置としての情報提示装置であって、自装置
にて提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を送信しても良い。
【００４１】
　また、本発明の情報提示装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを構成する上記第１の情報提示装置としての情報提示装置の制御
方法であって、自装置にて提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を送信して
も良い。
【００４２】
　また、本発明の情報提示装置は、上記第２の情報提示装置に上記コンテンツ指定情報を
送信しても良い。
【００４３】
　また、本発明の情報提示装置は、上記コンテンツ指定情報を取得する入力手段を備えて
おり、上記入力手段を介して取得された上記コンテンツ指定情報を上記第２の情報提示装
置に送信しても良い。
【００４４】
　また、本発明の情報提示装置は、上記第２の情報提示装置及び上記連携システムを管理
するための情報中継装置のいずれか一方からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送
信しても良い。
【００４５】
　また、本発明の情報提示装置は、電源を備えており、上記電源を切る直前に自装置が提
示しているコンテンツのコンテンツ指定情報を上記連携システムを管理するための情報中
継装置の記憶部に記憶させても良い。
【００４６】
　また、本発明の情報提示装置は、上記コンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、上
記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を上記記憶部より取得
して、上記第２の情報提示装置に送信しても良い。
【００４７】
　また、本発明の情報提示装置は、上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定す
る複数のコンテンツ指定情報を記憶すると共に、当該複数のコンテンツ指定情報のなかか
らユーザの操作によりコンテンツ指定情報を選択することが可能となっていても良い。
【００４８】
　また、本発明の情報提示装置は、ユーザを認証する認証部を備え、上記認証部により認



(11) JP 4640900 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

証して取得したユーザの識別情報を、上記コンテンツ指定情報とともに出力しても良い。
【００４９】
　また、本発明の情報提示装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記第２
の情報提示装置である。
【００５０】
　上記の構成により、上記情報提示装置は、情報提示装置の連携システムにおいて上記第
２の情報提示装置として機能する。したがって、上記情報提示装置は、他の情報提示装置
（第１の情報提示装置）が出力した当該他の情報提示装置で提示されたコンテンツを特定
するコンテンツ指定情報に基づき、当該コンテンツを自装置で提示することができる。
【００５１】
　なお、本発明の情報提示装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１
の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む
連携システムを構成する上記第２の情報提示装置としての情報提示装置であって、上記第
１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定
するコンテンツ指定情報を受信し、当該コンテンツを提示しても良い。
【００５２】
　また、本発明の情報提示装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを構成する上記第２の情報提示装置としての情報提示装置の制御
方法であって、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示
したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得し、当該コンテンツを提示しても良
い。
【００５３】
　また、本発明の情報提示装置は、上記第１の情報提示装置から上記コンテンツ指定情報
を受信しても良い。
【００５４】
　また、本発明の情報提示装置は、上記コンテンツ指定情報の送信を要求する引継要求を
送信しても良い。
【００５５】
　また、本発明の情報提示装置は、上記第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き
継いで提示する要求を取得する入力手段を備え、上記入力手段を介して上記引き継いで提
示する要求が取得された場合に、上記引継要求を送信しても良い。
【００５６】
　また、本発明の情報提示装置は、上記コンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、
　上記記憶部は、複数のコンテンツのそれぞれを特定する複数のコンテンツ指定情報を記
憶すると共に、上記複数のコンテンツ指定情報のなかからユーザの操作によりコンテンツ
指定情報を選択することが可能となっていても良い。
【００５７】
　また、本発明の情報提示装置は、電源を備えており、当該電源により電力が供給された
場合に、上記第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示しても良い。
【００５８】
　また、本発明の情報提示装置は、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の
情報提示装置が提示したコンテンツの提示環境を示す付随情報を取得し、該付随情報が示
す提示環境を再現して上記コンテンツを提示しても良い。
【００５９】
　また、本発明の情報提示装置は、上記コンテンツは、放送コンテンツであっても良い。
【００６０】
　また、本発明の情報提示装置は、上記コンテンツは、ネットワークに接続されたコンテ
ンツ配信サーバから配信されるコンテンツであっても良い。
【００６１】
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　また、本発明の情報提示装置は、ユーザを認証してユーザの識別情報を取得する認証部
をそれぞれ備え、上記認証部により認証して取得したユーザの識別情報とともに要求を出
力して、当該ユーザに上記第１の情報提示装置において提示した上記コンテンツを提示し
ても良い。
【００６２】
　また、本発明の情報中継装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記情報
中継装置である。
【００６３】
　上記の構成により、上記情報中継装置は、情報提示装置の連携システムにおいて、第１
の情報提示装置が出力したコンテンツ指定情報を、第２の情報提示装置の要求により当該
第２の情報提示装置へ入力する。その結果、第１の情報提示装置が提示したコンテンツを
第２の情報提示装置に提示させることができる。
【００６４】
　また、本発明の情報供給装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記情報
供給装置である。
【００６５】
　上記の構成により、上記情報供給装置は、情報提示装置の連携システムにおいて、第１
の情報提示装置が出力したコンテンツ指定情報に基づき、当該コンテンツ指定情報が特定
するコンテンツを、第２の情報提示装置の要求により当該第２の情報提示装置へ入力する
。その結果、第１の情報提示装置が提示したコンテンツを第２の情報提示装置に提示させ
ることができる。
【００６６】
　なお、本発明の情報中継装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１
の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む
連携システムを管理する情報中継装置であって、上記第１の情報提示装置から出力された
、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得し
、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信しても良い
。
【００６７】
　また、本発明の情報中継装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを管理する情報中継装置の制御方法であって、上記第１の情報提
示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテ
ンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定
情報を送信しても良い。
【００６８】
　また、本発明の情報中継装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１
の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む
連携システムを管理する情報中継装置であって、上記第１の情報提示装置から出力された
、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得し
、上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報が特定するコン
テンツを送信しても良い。
【００６９】
　また、本発明の情報中継装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを管理する情報中継装置の制御方法であって、上記第１の情報提
示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテ
ンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指
定情報が特定するコンテンツを送信しても良い。
【００７０】
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　また、本発明の情報中継装置は、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の
情報提示装置が提示したコンテンツの提示環境を示す付随情報を取得し、当該付随情報を
上記コンテンツ指定情報とともに、上記第２の情報提示装置へ送信しても良い。
【００７１】
　また、本発明の情報中継装置は、上記第１の情報提示装置から、上記コンテンツを提示
したユーザの識別情報を取得し、上記第２の情報提示装置へ上記ユーザの識別情報を送信
しても良い。
【００７２】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記第１の情報提示
装置としての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムである。
【００７３】
　上記の構成により、コンピュータで上記第１の情報提示装置を実現することによって、
上記第１の情報提示装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、
上記した第１の情報提示装置の効果を奏することができる。
【００７４】
　なお、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを構成する上記第１の情報提示装置における処理をコンピュータに実
行させるための情報提示プログラムであって、自装置にて提示したコンテンツを特定する
コンテンツ指定情報を送信する処理をコンピュータに実行させるためのものであっても良
い。
【００７５】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記第２の情報提示
装置としての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムである。
【００７６】
　上記の構成により、コンピュータで上記第２の情報提示装置を実現することによって、
上記第２の情報提示装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、
上記した第２の情報提示装置の効果を奏することができる。
【００７７】
　なお、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを構成する上記第２の情報提示装置における処理をコンピュータに実
行させるための情報提示プログラムであって、上記第１の情報提示装置から出力された、
当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を受信する
処理と、当該コンテンツを提示する処理と、をコンピュータに実行させるためのものであ
っても良い。
【００７８】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記情報中継装置と
しての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムである。
【００７９】
　上記の構成により、コンピュータで上記情報中継装置を実現することによって、上記情
報供給装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、上記した情報
中継装置の効果を奏することができる。
【００８０】
　なお、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを管理する情報中継装置における処理をコンピュータに実行させるた
めの情報提示プログラムであって、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の
情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得する処理と、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信する処理と
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を、コンピュータに実行させるためのものであっても良い。
【００８１】
　また、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを管理する情報中継装置における処理をコンピュータに実行させるた
めの情報提示プログラムであって、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の
情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得する処理と、
　上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報が特定するコン
テンツを送信する処理とを、コンピュータに実行させるためのものであっても良い。
【００８２】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記情報供給装置と
しての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムである。
【００８３】
　上記の構成により、コンピュータで上記情報供給装置を実現することによって、上記情
報供給装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、上記した情報
供給装置の効果を奏することができる。
【００８４】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体は、上記情報提示装置の連携システムを構成する装置をコンピュータに実現させ
て、上記情報提示装置の連携システムを動作させる情報提示装置の連携プログラムを記録
したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【００８５】
　上記の構成により、上記記録媒体から読み出された情報提示装置の連携プログラムによ
って、上記情報提示装置の連携システムを構成する各装置をコンピュータで実現して、上
記情報提示装置の連携システムを実現することができる。
【００８６】
　なお、本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、前記情報提示プログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であっても良い。
【００８７】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施の形態について図１から図１２に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。
【００８８】
　まず、図１から図７を参照しながら、第１の情報提示装置１０が提示しているテレビ番
組（コンテンツ）を、第２の情報提示装置２０が引き継いで提示する場合について説明す
る。
【００８９】
　図１は、第１の情報提示装置１０および第２の情報提示装置２０を含む連携システム１
の概略を示す機能ブロック図である。
【００９０】
　上記連携システム１は、第１の情報提示装置１０、第２の情報提示装置２０、ベースス
テーション（情報供給装置）５０より構成されている。なお、図１には、情報提示装置１
０，２０の２台を示しているが、他の情報提示装置との間でテレビ番組等のコンテンツを
引き継いで提示可能であれば、上記連携システムに含まれる情報提示装置の台数は任意で
ある。
【００９１】
　上記第１の情報提示装置１０は、通信部１１、コンテンツ提示部１２、ユーザインタフ
ェース部１３、制御部１４を少なくとも備えて構成されている。なお、認証部１７につい
ては後述する。
【００９２】
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　上記通信部１１は、ベースステーション５０の通信部５１との間で通信を行う。なお、
通信部１１による通信方法としては、有線でも無線でも構わない。
【００９３】
　上記コンテンツ提示部１２は、通信部１１で受信したテレビの映像音声情報を提示する
。具体的には、コンテンツ提示部１２は、ＣＲＴ（cathode ray tube）、液晶、プロジェ
クタ等の表示装置、およびスピーカやヘッドフォン等の音声出力装置、すなわち提示する
コンテンツに応じた出力装置を備えている。
【００９４】
　上記ユーザインタフェース部１３は、第１の情報提示装置１０のユーザが操作する入力
装置である。具体的には、ユーザが視聴したい番組を選択するためのチャンネル選択ボタ
ンや、マウスやキーボードなどである。
【００９５】
　上記制御部１４は、第１の情報提示装置１０が備える各部の制御を行う。制御部１４は
、第１の情報提示装置１０において特に次の２つの処理を行う。(1) ユーザにより上記ユ
ーザインタフェース部１３で入力されたチャンネル情報（コンテンツ指定情報）を上記通
信部１１を介してベースステーション５０に送信する。(2) ベースステーション５０から
伝送されたテレビの映像音声情報を上記通信部１１を介して受信して、コンテンツ提示部
１２に提示する。
【００９６】
　つぎに、上記第２の情報提示装置２０は、基本的に上記第１の情報提示装置１０と同一
の構成を備えている。すなわち、第２の情報提示装置２０の通信部２１、コンテンツ提示
部２２、ユーザインタフェース部２３、制御部２４は、それぞれ第１の情報提示装置１０
の通信部１１、コンテンツ提示部１２、ユーザインタフェース部１３、制御部１４に相当
する。なお、認証部２７については後述する。
【００９７】
　ただし、上記制御部２４は、第２の情報提示装置２０において特に次の２つの処理を行
う。(1) ユーザにより上記ユーザインタフェース部２３で指定された情報提示装置の識別
情報（第１の情報提示装置１０のＩＤ）を上記通信部２１を介してベースステーション５
０に送信する。ここで、ユーザが指定するのは、引き継ぎたいテレビ番組を現在提示して
いる引継元となるテレビである。(2) ベースステーション５０から伝送されたテレビの映
像音声情報を上記通信部２１を介して受信して、コンテンツ提示部２２に提示する。
【００９８】
　つぎに、上記ベースステーション５０は、通信部５１、コンテンツ代理取得部５２、制
御部５３、記憶部５４を少なくとも備えて構成されている。
【００９９】
　上記通信部５１は、接続されている情報提示装置（第１の情報提示装置１０および第２
の情報提示装置２０）との通信を行う。なお、通信部５１による通信方法としては、有線
でも無線でも構わない。
【０１００】
　上記コンテンツ代理取得部５２は、アンテナ等の外部インタフェースを備え、外部の放
送局等のコンテンツ配信源９０から送られてくるテレビの映像音声情報（コンテンツデー
タ）を受信する。なお、コンテンツ代理取得部５２は、テレビの放送信号を受信するため
のチューナ装置を備える。また、ベースステーション５０とコンテンツ配信源９０との接
続形態は、ケーブルテレビのような有線でも、衛星放送のような無線でも構わない。さら
に、通信部５１とコンテンツ代理取得部５２とは、一つの通信装置を兼用してもよい。
【０１０１】
　上記制御部５３は、ベースステーション５０が備える各部の制御を行う。なお、ベース
ステーション５０による各情報提示装置の取り扱いは平等である。
【０１０２】
　ここで、制御部５３は、ベースステーション５０において特に次の４つの処理を行う。
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(1) 各情報提示装置（第１の情報提示装置１０）から送られてくるチャンネル情報（コン
テンツ指定情報）を受信し、指定されたチャンネルの映像音声情報を受信して、当該情報
提示装置へ送信する。(2) 各情報提示装置（第１の情報提示装置１０）へ送信しているテ
レビのチャンネル情報を当該情報提示装置の識別情報（ＩＤ）に対応付けて記憶部５４に
保持する。(3) 情報提示装置（第２の情報提示装置２０）から、他の情報提示装置（第１
の情報提示装置１０）が提示しているテレビ番組を引き継いで提示することの要求（引継
要求）を受信し、当該要求に含まれる他の情報提示装置の識別情報（ＩＤ）に基づき記憶
部５４よりチャンネル情報を取得する。（4） チャンネル情報で特定されているチャンネ
ルの映像音声情報を受信して、引き継ぎを要求してきた情報提示装置（第２の情報提示装
置２０）に対して送信する。
【０１０３】
　つづいて、図２のフローチャートを用いて、上記第１の情報提示装置１０の動作を説明
する。
【０１０４】
　まず、第１の情報提示装置１０を使用しているユーザが、ユーザインタフェース部１３
のチャンネル選択ボタン等を使って視聴したいチャンネルを選択する（Ｓ１１）。それを
受けて、制御部１４がユーザの入力結果であるチャンネル情報を通信部１１を介してベー
スステーション５０に送信する（Ｓ１２）。これに対して、ベースステーション５０は第
１の情報提示装置１０から受信したチャンネル情報に従って、指定されたチャンネルの映
像音声情報を受信し、これを第１の情報提示装置１０へ送信する。その間、第１の情報提
示装置１０は、ベースステーション５０からのレスポンスを待つ（Ｓ１３）。
【０１０５】
　次に、第１の情報提示装置１０は、ベースステーション５０から送られてきたテレビの
映像音声情報を通信部１１で受信し（Ｓ１４）、制御部１４の制御によってコンテンツ提
示部１２にテレビ番組を提示する（Ｓ１５）。
【０１０６】
　つづいて、図３および図４のフローチャートを用いて、上記ベースステーション５０の
動作を説明する。なお、図３と図４とは、結合子Ａによって連結している。
【０１０７】
　まず、ベースステーション５０は各情報提示装置からの要求を待つ（Ｓ２１）。そして
、通信部５１で要求を受信すると、それが何れの情報提示置からの要求かを確認する（Ｓ
２２）。
【０１０８】
　ステップＳ２２において第１の情報提示装置１０の要求であった場合、要求がチャンネ
ル情報を含むチャンネル設定要求であるか否かを確認する（Ｓ２３）。「ＮＯ」の場合、
その他の処理（メニュー表示やチャンネルコールなど）を行い（Ｓ２４）、再び各情報提
示装置からの入力を待つ。
【０１０９】
　一方、ステップＳ２３において「ＹＥＳ」の場合、制御部５３の制御により、コンテン
ツ配信源９０から放送されている複数種のテレビの映像音声情報から、コンテンツ代理取
得部５２にて上記チャンネル情報で特定されているチャンネルの映像音声情報を選択して
受信し（Ｓ２５）、通信部５１より第１の情報提示装置１０へ送信する（Ｓ２６）。また
、制御部５３は、第１の情報提示装置１０に送信しているチャンネルを特定するチャンネ
ル情報を記憶部５４に記憶する（Ｓ２７）。
【０１１０】
　以上の動作を、ベースステーション５０は第２の情報提示装置２０からの要求を受信す
るまで繰り返す。
【０１１１】
　そして、ステップＳ２２において制御部５３が第２の情報提示装置２０からの要求を受
信したと判断した場合、まず、その要求が他の情報提示装置で提示中のテレビ番組を第２
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の情報提示装置２０にて引き継いで提示することを求めた引継要求であるか否かを確認す
る（Ｓ３１）。
【０１１２】
　ステップＳ３１において「ＮＯ」の場合、第２の情報提示装置２０のユーザは第１の情
報提示装置１０とは関係なく独自に設定したチャンネルのテレビ番組を視聴したいという
ことである。そこで、ベースステーション５０はステップＳ２３～Ｓ２７と同様の処理を
行う（Ｓ３４）。
【０１１３】
　一方、ステップＳ３１において「ＹＥＳ」の場合、第２の情報提示装置２０のユーザは
第１の情報提示装置１０で提示されているテレビ番組を第２の情報提示装置２０にて引き
継いで視聴することを希望している。そこで、制御部５３は、受信した引継要求に含まれ
る引継元の情報提示装置の識別情報（すなわち、第１の情報提示装置１０のＩＤ）に従っ
て、記憶部５４にて記憶していた第１の情報提示装置１０に送信しているテレビのチャン
ネル情報を抽出する（Ｓ３２）。そして、当該チャンネル情報によって特定されたチャン
ネルの映像音声情報をコンテンツ代理取得部５２で受信して、第２の情報提示装置２０に
送信する（Ｓ３３）。このとき、制御部５３は、第２の情報提示装置２０に送信するテレ
ビ番組のチャンネル情報を記憶部５４に第２の情報提示装置２０の識別情報と対応づけて
記憶する（Ｓ２７と同様）。
【０１１４】
　つづいて、図５のフローチャートを用いて、上記第２の情報提示装置２０の動作を説明
する。なお、他の情報提示装置（図１では第１の情報提示装置１０）で視聴中のテレビ番
組とは無関係に視聴する場合の動作は図２を用いて上述したとおりであるため省略し、第
１の情報提示装置１０で提示されているテレビ番組を第２の情報提示装置２０にも提示す
る場合の動作を説明する。また、図６および図７は、第２の情報提示装置２０の表示画面
例である。
【０１１５】
　まず、第２の情報提示装置２０を使用しているユーザが、ユーザインタフェース部２３
を使って、第１の情報提示装置１０で提示されているテレビ番組を第２の情報提示装置２
０に提示させる要求を入力する（Ｓ４１）。例えば、制御部２４は、第２の情報提示装置
２０のコンテンツ提示部２２である表示画面に、引継元として他の情報提示装置を選択す
るための選択ボタンａ１（図６）を表示し、ユーザにユーザインタフェース部２３を使っ
て選択入力させてもよい。
【０１１６】
　次に、制御部２４はユーザの入力に応じた他の情報提示装置の識別情報（すなわち、第
1 の情報提示装置１０のＩＤ）を含む引継要求を作成し、これを通信部２１を介してベー
スステーション５０に送信する（Ｓ４２）。その後、ベースステーション５０が上述のと
おりに動作する間（図４のＳ３１～Ｓ３３）、第２の情報提示装置２０はベースステーシ
ョン５０からのレスポンスを待つ（Ｓ４３）。
【０１１７】
　次に、第２の情報提示装置２０は、ベースステーション５０から送られてきたテレビの
映像音声情報を通信部２１で受信する（Ｓ４４）。そして、制御部２４の制御によって第
１の情報提示装置１０で提示されているテレビ番組をコンテンツ提示部２２に提示する（
Ｓ４５）。例えば、テレビの映像情報を図６の表示領域ａ２に表示する。
【０１１８】
　以上より、図１に示した情報提示装置の連携システム１では、(1)→(2)→(3)→(4)の順
番で情報が伝送される。
【０１１９】
　なお、第２の情報提示装置２０において、ユーザの視聴したいテレビ番組が第１の情報
提示装置１０にて提示中のテレビ番組と同じであることを指示する方法としては、図６の
ように他の情報提示装置を選択するための選択ボタンａ１を常時選択可能に表示してもよ
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いし、図７のように第２の情報提示装置２０の起動時に、他の情報提示装置と同じテレビ
番組を視聴したいか否かを確認する画面ａ３を表示してもよい。
【０１２０】
　また、図２から図５に示した動作は、テレビの映像情報が一種類であることを前提とし
ているが、第２の情報提示装置２０は、ベースステーション５０から複数の映像情報を受
信して、表示領域ａ２（図６）に複数の映像情報を表示することも可能である。
【０１２１】
　つづいて、図８から図１０を参照しながら、第１の情報提示装置３０が提示しているテ
レビ番組を、第２の情報提示装置４０が引き継いで提示する際に、ベースステーション５
０（図１）などの他の装置に要求する必要のない連携システム２について説明する。なお
、図１の連携システム１では、各情報提示装置１０，２０で提示中のチャンネル情報はベ
ースステーション５０で集中して管理され、各情報提示装置は、ベースステーション５０
に問い合わせることで他の情報提示装置が提示しているチャンネルを取得する。
【０１２２】
　図８は、第１の情報提示装置３０および第２の情報提示装置４０を含む連携システム２
の概略を示す機能ブロック図である。上記連携システム２は、第１の情報提示装置３０お
よび第２の情報提示装置４０より構成されている。
【０１２３】
　上記第１の情報提示装置３０は、基本的に上記第１の情報提示装置１０（図１）の構成
に加えて、記憶部３５およびコンテンツ取得部３６を備えた構成である。すなわち、第１
の情報提示装置３０の通信部３１、コンテンツ提示部３２、ユーザインタフェース部３３
、制御部３４は、それぞれ第１の情報提示装置１０の通信部１１、コンテンツ提示部１２
、ユーザインタフェース部１３、制御部１４に相当する。なお、認証部３７については後
述する。
【０１２４】
　上記通信部３１は、第２の情報提示装置４０の通信部４１との間で通信を行う。なお、
通信部３１による通信方法としては、有線でも無線でも構わない。
【０１２５】
　上記コンテンツ提示部３２は、コンテンツ取得部３６で受信したテレビの映像音声情報
を提示する。具体的には、コンテンツ提示部３２は、ＣＲＴ、液晶、プロジェクタ等の表
示装置、およびスピーカやヘッドフォン等の音声出力装置、すなわち提示するコンテンツ
に応じた出力装置を備えている。
【０１２６】
　上記ユーザインタフェース部３３は、第１の情報提示装置３０のユーザが操作する入力
装置である。具体的には、ユーザが視聴したい番組を選択するためのチャンネル選択ボタ
ンや、マウスやキーボードなどである。
【０１２７】
　上記コンテンツ取得部３６は、アンテナ等の外部インタフェースを備え、テレビ局等の
コンテンツ配信源９０から送られてくるテレビの映像音声情報（コンテンツデータ）を受
信する。なお、第１の情報提示装置３０とコンテンツ配信源９０との接続形態は、ケーブ
ルテレビのような有線でも、衛星放送のような無線でも構わない。また、通信部３１とコ
ンテンツ取得部３６とは、一つの通信装置を兼用してもよい。
【０１２８】
　ここで、図８の連携システム２では、図１の連携システム１と異なりベースステーショ
ン５０が存在しないため、コンテンツ配信源９０から送られてくるテレビの映像音声情報
はすべて、第１の情報提示装置３０のコンテンツ取得部３６に入力される。そのため、コ
ンテンツ取得部３６は、受信した複数のテレビ信号からユーザインタフェース部１３で指
示されたチャンネルの映像音声情報を選択受信するチューナ装置を備える。
【０１２９】
　上記制御部３４は、第１の情報提示装置３０が備える各部の制御を行う。制御部３４は
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、第１の情報提示装置３０において特に次の３つの処理を行う。(1) ユーザにより上記ユ
ーザインタフェース部３３で入力されたチャンネルに受信チャンネルを設定し、コンテン
ツ取得部３６でテレビの映像音声情報を受信して、コンテンツ提示部３２に提示する。(2
) 現在コンテンツ提示部３２で提示中のテレビ番組のチャンネルを特定するチャンネル情
報を記憶部３５に記憶する。(3) 他の情報提示装置（第２の情報提示装置４０）より、第
１の情報提示装置３０で提示中のテレビ番組のチャンネル情報を要求された時、記憶部３
５に記憶しているチャンネル情報を他の情報提示装置に送信する。
【０１３０】
　上記第２の情報提示装置４０は、基本的に上記第１の情報提示装置３０と同一の構成を
備えている。すなわち、第２の情報提示装置４０の通信部４１、コンテンツ提示部４２、
ユーザインタフェース部４３、制御部４４、記憶部４５、コンテンツ取得部４６は、それ
ぞれ第１の情報提示装置３０の通信部３１、コンテンツ提示部３２、ユーザインタフェー
ス部３３、制御部３４、記憶部３５、コンテンツ取得部３６に相当する。なお、認証部４
７については後述する。
【０１３１】
　ただし、上記制御部４４は、第２の情報提示装置４０において特に次の２つの処理を行
う。(1) ユーザにより上記ユーザインタフェース部４３で指定された情報提示装置（第１
の情報提示装置３０）へ、当該情報提示装置で提示中のテレビ番組のチャンネル情報の送
信要求を作成して送信し、当該チャンネル情報を取得する。(2) (1) で取得したチャンネ
ル情報に従って、他の情報提示装置にて提示中のテレビ番組と同じテレビ番組を、コンテ
ンツ取得部３６で受信してコンテンツ提示部２２に提示する。
【０１３２】
　つづいて、図９のフローチャートを用いて、上記第１の情報提示装置３０の動作を説明
する。
【０１３３】
　まず、第１の情報提示装置３０を使用しているユーザが、ユーザインタフェース部３３
のチャンネル選択ボタン等を使って視聴したいチャンネルを選択する（Ｓ５１）。それを
受けて、制御部３４の制御により、コンテンツ取得部３６がコンテンツ配信源９０から放
送されている複数のテレビの映像音声情報から、ユーザによって指示されたチャンネルの
映像音声情報を選択して受信し（Ｓ５２）、これをコンテンツ提示部３２が提示する（Ｓ
５３）。また、提示したチャンネルを特定するチャンネル情報を記憶部３５に記憶する（
Ｓ５４）。ここまでの処理が、チャンネル変更が行われるたびに繰り返し実行される。
【０１３４】
　次に、他の情報提示装置（第２の情報提示装置４０）によって発信された、第１の情報
提示装置３０で提示中であるテレビ番組のチャンネル情報の送信を要求する信号の受信を
待つ（Ｓ５５）。
【０１３５】
　つづいて、他の情報提示装置（第２の情報提示装置４０）からのチャンネル情報の送信
要求を確認すると（Ｓ５５で「ＹＥＳ」）、制御部３４は記憶部３５に記憶していたチャ
ンネル情報を読み出して（Ｓ５６）、通信部３１を介して当該情報提示装置に送信する（
Ｓ５７）。
【０１３６】
　次に、図１０のフローチャートを用いて、上記第２の情報提示装置４０の動作を説明す
る。なお、他の情報提示装置（第１の情報提示装置３０）で視聴中のテレビ番組とは無関
係に視聴する場合の動作は図９を用いて上述したとおり（図９のＳ５１～Ｓ５３）である
ため省略し、第１の情報提示装置３０で提示されているテレビ番組を第２の情報提示装置
４０にも提示する場合の動作を説明する。
【０１３７】
　まず、第２の情報提示装置４０を使用しているユーザが、ユーザインタフェース部４３
を使って、第１の情報提示装置３０で提示されているテレビ番組を第２の情報提示装置４
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０に提示させる指示を入力する（Ｓ６１）。例えば、制御部４４は、第２の情報提示装置
４０のコンテンツ提示部４２である表示画面に、他の情報提示装置を選択するための選択
ボタンａ１（図６）を表示し、ユーザにユーザインタフェース部４３を使って選択入力さ
せてもよい。
【０１３８】
　次に、制御部４４は、ユーザの指示入力に対応する他の情報提示装置（すなわち、第１
の情報提示装置３０）に対して、当該情報提示装置で提示中のテレビ番組のチャンネル情
報の送信を求める要求を作成し、これを通信部４１を介して送信する（Ｓ６２）。その後
、第１の情報提示装置３０が上述のとおり（図９のＳ５５～Ｓ５７）動作する間、第２の
情報提示装置４０は第１の情報提示装置３０からのレスポンスを待つ（Ｓ６３）。
【０１３９】
　次に、第２の情報提示装置４０は、第１の情報提示装置３０から送られてきたチャンネ
ル情報を通信部４１で受信する（Ｓ６４）。そして、制御部４４の制御により、受信した
チャンネル情報に従ってコンテンツ取得部４６でテレビの映像音声情報を受信して（Ｓ６
５）、コンテンツ提示部４２に提示する（Ｓ６６）。例えば、テレビの映像情報をコンテ
ンツ提示部４２の表示装置の表示領域ａ２（図６）に表示する。このとき、制御部４４は
、提示したチャンネルを特定するチャンネル情報を記憶部４５に記憶する。
【０１４０】
　以上より、図８に示した情報提示装置の連携システム２では、(1)→(2)→(3)→(4)の順
番で情報が伝送される。
【０１４１】
　つづいて、図１１および図１２を参照しながら、上記情報提示装置の連携システムの変
形例について説明する。
【０１４２】
　図１１に示した連携システム３では、チャンネル情報を送受信する情報提示装置３０，
４０の間に、各情報提示装置のチャンネル情報を管理する中継装置（情報中継装置）６０
が配設されている。
【０１４３】
　上記中継装置６０は、通信部６１、制御部６２、記憶部６３を少なくとも備えて構成さ
れている。
【０１４４】
　上記通信部６１は、第１の情報提示装置３０および第２の情報提示装置４０との通信を
行う。なお、通信部６１による通信方法としては、有線でも無線でも構わない。
【０１４５】
　上記制御部６２は、中継装置６０において特に次の３つの処理を行う。(1) 各情報提示
装置（第１の情報提示装置３０）から送られてくる、当該情報提示装置で提示されている
チャンネルを特定するチャンネル情報を受信して、これを当該情報提示装置の識別情報（
ＩＤ）に対応付けて記憶部６３に保持する。(2) 情報提示装置（第２の情報提示装置４０
）から、他の情報提示装置（第１の情報提示装置３０）が提示しているテレビ番組のチャ
ンネル情報の送信の要求を受信し、当該要求に含まれる他の情報提示装置の識別情報（Ｉ
Ｄ）に基づき記憶部６３よりチャンネル情報を取得する。(3) (2) で取得したチャンネル
情報を、要求してきた情報提示装置（第２の情報提示装置４０）に対して送信する。
【０１４６】
　また、図１１に示すように、分配装置９５をコンテンツ配信源９０と各情報提示装置３
０，４０との間に配設してもよい。これにより、コンテンツ配信源９０からのテレビ信号
を情報提示装置３０，４０で共有できる。
【０１４７】
　以上より、図１１に示した情報提示装置の連携システム３では、(1)→(2)→(3)→(4)→
(5)の順番で情報が伝送される。
【０１４８】
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　また、図１２に示した連携システム４は、テレビの映像音声情報をコンテンツ配信源９
０から直接取得できる第１の情報提示装置３０（図８）と、ベースステーション５０を介
して取得する第２の情報提示装置２０（図１）との間で引き継ぎを行う形態である。
【０１４９】
　上記の連携システム４において、ベースステーション５０は、まず、第１の情報提示装
置３０から送られてくる、当該情報提示装置３０で提示されているチャンネルを特定する
チャンネル情報を受信して、これを当該情報提示装置３０の識別情報（ＩＤ）に対応付け
て記憶部５４に保持する。次に、第１の情報提示装置３０が提示しているテレビ番組を引
き継いで提示するために、情報提示装置３０のチャンネル情報の送信を要求してきた第２
の情報提示装置２０に対して、記憶部５４から情報提示装置３０の識別情報（ＩＤ）に基
づき取得したチャンネル情報に従って、指定されているチャンネルの映像音声情報を受信
して送信する。この場合、図１２に示した情報提示装置の連携システム４では、(1)→(2)
→(3)→(4)→(5)の順番で情報が伝送される。
【０１５０】
　また、上記の連携システム４において、ベースステーション５０は、第２の情報提示装
置２０から引継要求を受信した時点で、第１の情報提示装置３０からチャンネル情報を取
得して、第１の情報提示装置３０が提示しているテレビ番組を第２の情報提示装置２０に
提供してもよい。この場合、図１２に示した情報提示装置の連携システム４では、(1)→(
2)→(3)→(4)→(5)の順番で情報が伝送される。
【０１５１】
　さらに別の形態としては、どの情報提示装置間で引き継ぎを行うのかを指定するユーザ
の入力操作、引継元の情報提示装置からのチャンネル情報の取得、テレビの映像音声情報
の取得および引継先の情報提示装置への送信等のすべての制御処理を、ベースステーショ
ン５０等のサーバ装置で行い、端末装置である各情報提示装置では上記サーバ装置から取
得した映像音声情報の提示のみを行ってもよい。この形態によれば、各情報提示装置はサ
ーバ装置から送信されたコンテンツを提示するのみであるため、情報提示装置の構成を簡
略化できる。
【０１５２】
　さらに別の形態としては、ベースステーション５０のコンテンツ代理取得部５２を別体
の装置としてもよい。そして、制御部５３が、第２の情報提示装置２０からの引継要求を
受けた時点で記憶部５４を参照してチャンネル情報を特定し、コンテンツ代理取得部５２
に対して映像音声情報の取得および第２の情報提示装置２０への送信を要求してもよい。
【０１５３】
　また、コンテンツによっては、ベースステーション５０に蓄積したコンテンツデータを
各情報提示装置に提供してもよい。
【０１５４】
　また、ここまで、先にテレビ番組を提示している引継元である第１の情報提示装置１０
，３０、および後にテレビ番組を引き継いで提示する引継先である第２の情報提示装置２
０，４０について説明してきた。しかし、連携システムを構成する各情報提示装置は、チ
ャンネル情報を発信する引継元としての機能と、引き継ぎを要求する引継先としての機能
とを共に備えることが望ましい。もちろん、何れか一方の機能のみを備えた情報提示装置
も可能である。
【０１５５】
　また、図８において、第２の情報提示装置４０は、第１の情報提示装置３０にチャンネ
ル情報を要求する代わりに、現在提示しているテレビ番組の映像音声情報を要求してもよ
い。すなわち、第２の情報提示装置４０は、第１の情報提示装置３０のコンテンツ取得部
３６で受信した映像音声情報を、コンテンツ提示部４２で提示してもよい。
【０１５６】
　また、ここまで、第２の情報提示装置２０，４０でテレビ番組を視聴する際、第１の情
報提示装置１０，３０はテレビ番組を提示中であり、その提示中のテレビ番組を第２の情
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報提示装置２０，４０に引き継いで提示する場合について説明してきた。
【０１５７】
　しかし、ベースステーション５０や中継装置６０など（以下、「連携管理装置」と記す
ことがある）を利用すれば、引継元である第１の情報提示装置１０，３０の状態にかかわ
らず、第２の情報提示装置２０，４０への引き継ぎが可能である。
【０１５８】
　具体的には、電源を切る直前に第１の情報提示装置１０，３０が提示しているテレビ番
組のチャンネル情報をベースステーション５０の記憶部５４あるいは中継装置６０の記憶
部６３に記憶させる。これにより、第２の情報提示装置２０，４０の起動前に、第１の情
報提示装置１０，３０の電源を切ったり、通信不可能な位置に移動させても、第２の情報
提示装置２０，４０に第１の情報提示装置１０，３０が提示していたチャンネルを引き継
ぐことができる。
【０１５９】
　また、第１の情報提示装置１０，３０は、提示しているテレビ番組のチャンネル情報を
任意のタイミングで、ベースステーション５０の記憶部５４や中継装置６０の記憶部６３
に記憶してもよい。そして、この処理は、第１の情報提示装置１０，３０あるいはベース
ステーション５０等の他の装置を介して、ユーザが指示した時点で行ってもよい。
【０１６０】
　例えば、後に第２の情報提示装置２０，４０で視聴したいチャンネルのチャンネル情報
を、第１の情報提示装置１０，３０から、引継要求の予約としてベースステーション５０
に送信して、ベースステーション５０の記憶部５４や中継装置６０の記憶部６３に記憶さ
せる。これにより、第２の情報提示装置２０，４０において、第１の情報提示装置１０，
３０で提示されていたチャンネルを引き継ぐ際、第１の情報提示装置１０，３０で現在提
示中あるいは電源を切る直前に提示していたチャンネルに限定されず、より柔軟に引き継
ぐチャンネルを選択することが可能となる。もちろん、ベースステーション５０の記憶部
５４や中継装置６０の記憶部６３には、第１の情報提示装置１０，３０で提示されたチャ
ンネルのチャンネル情報を複数記録できる。
【０１６１】
　以上より、チャンネル情報を情報提示装置間で直接やり取りする場合（図８）は、引き
継ぎ時にお互いが通信できる状態にあればよい。また、ベースステーション５０や中継装
置６０のような中継サーバ装置を利用すれば（図１，図１１，図１２）、引継元である第
１の情報提示装置が引き継ぎ時に通信できない状態であってもよい。また、上記中継サー
バ装置でチャンネル情報を集中的に管理することにより、コンテンツの引き継ぎの手続き
が簡単になる。
【０１６２】
　また、上記情報提示装置の連携システムは、各情報提示装置に、パスワード、あるいは
声紋、指紋、顔等による個人認証が可能な機能（認証部１７，２７（図１）、 認証部３
７，４７（図８））を組み入れて、ユーザごとに視聴しているテレビ番組（あるいはチャ
ンネル）を管理してもよい。
【０１６３】
　例えば、図１において、ベースステーション５０の記憶部５４に、第１の情報提示装置
１０の識別情報とチャンネル情報とだけでなく、認証部１７で取得したユーザの識別情報
をも合わせて記憶する。そして、ユーザが第２の情報提示装置２０を起動し、他の情報提
示装置での提示の引き継ぎを要求した時、第２の情報提示装置２０では、認証部２７がユ
ーザを認証するとともに、認証結果であるユーザの識別情報をベースステーション５０に
送信する。これを受けて、ベースステーション５０は、記憶部５４からユーザの識別情報
に基づいて当該ユーザが視聴していた第１の情報提示装置１０を特定し、対応するチャン
ネル情報を抽出する。これにより、ユーザは、第２の情報提示装置２０を起動した時に、
図６や図７のような確認手続きを意識して操作する必要がなく、それまで視聴していた第
１の情報提示装置１０を自動的に選択させて、テレビ番組等を引き続き視聴できる。
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【０１６４】
　また、ここまで、引き継ぐ情報（コンテンツ）をテレビの映像音声情報として説明して
きた。しかし、これに限定されず、上記情報提示装置およびその連携システムは、装置間
で引き継ぐことが有効な情報であれば、画像情報、音声情報、その他の任意の情報に適用
できる。
【０１６５】
　例えば、上記情報提示装置およびその連携システムは、携帯型ラジオで聴いていたラジ
オ番組と同じ番組をステレオでも聞きたい場合などにも活用できる。また、パソコンを上
記情報提示装置として、インターネットで閲覧していたホームページなどをコンテンツと
して引き継いでもよい。
【０１６６】
　また、一度に引き継ぐコンテンツは複数でもよい。これにより、引継元のパソコンで例
えば画面分割して各分割画面（フレーム）にそれぞれ異なるコンテンツを表示していた場
合でも、引継先のパソコンに引き継ぐことができる。また、引継元のＡＶ装置で映像のみ
のコンテンツと音声のみコンテンツとを別個に取得して同時に提示していた場合でも、引
継先のＡＶ装置に引き継ぎが可能である。
【０１６７】
　そして、上記情報提示装置およびその連携システムは、提示するコンテンツに応じて最
適に構成できる。すなわち、情報提示装置およびその連携システムを構成する装置は、コ
ンテンツに応じた機器であればよい。
【０１６８】
　例えば、上述のようにコンテンツがテレビ番組であれば、テレビ局等をコンテンツ配信
源として、テレビの映像音声情報を提示できるテレビ装置として情報提示装置を構成する
。また、コンテンツがＦＭ放送であれば、ＦＭ放送局等をコンテンツ配信源として、ＦＭ
放送を提示できるラジオやステレオ等として情報提示装置を構成する。さらに、コンテン
ツがコンピュータネットワークで配信される情報であれば、プロバイダやサーバ装置等を
コンテンツ配信源として、ホームページ等を提示できるパソコン、ＰＤＡ、携帯電話等と
して情報提示装置を構成する。
【０１６９】
　なお、コンテンツがＦＭ放送であれば、ベースステーション５０のコンテンツ代理取得
部５２（図１）や第１の情報提示装置３０のコンテンツ取得部３６（図８）は、アンテナ
などの外部インタフェースを備える。また、コンテンツがホームページ等であれば、上記
コンテンツ代理取得部５２や上記コンテンツ取得部３６は、モジュラー回線、ケーブルイ
ンターネット回線、ＡＤＳＬ回線等の外部インタフェースを備える。
【０１７０】
　また、コンテンツ配信源と情報提示装置の連携システムとの間（例えばコンテンツ配信
源９０とベースステーション５０との間）の通信の伝送媒体は、コンテンツデータが伝送
できれば任意である。同様に、情報提示装置の連携システム内でコンテンツデータを伝送
する媒体は、コンテンツデータを伝送できれば任意である。また、情報提示装置の連携シ
ステム内でコンテンツ指定情報を伝送する媒体は、コンテンツ指定情報を伝送できれば任
意である。なお、情報提示装置の連携システム内において、コンテンツデータを伝送する
媒体とコンテンツ指定情報を伝送する媒体とは同じであってもよいし、異なっていてもよ
い。
【０１７１】
　具体的には、上記伝送媒体は、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ（universal serialbus）、
電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（asymmetric digital subscriber li
ne）回線等の有線でも、ＩｒＤＡ（infrared link access protocol ）やリモコンのよう
な赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＩＥＥＥ８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data Rate）
、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でもよい。
【０１７２】
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　また、ベースステーション５０および中継装置６０などの連携管理装置を設置する場所
は任意である。すなわち、上記連携管理装置は、家庭内に設置してもよいし、インターネ
ットのような公衆網上に設置していてもよい。上記連携管理装置を家庭内に設置すれば、
家庭内では上記連携管理装置と各情報提示装置との間の通信に通信コストがかからないし
、セキュリティの点でも問題が発生しにくい。
【０１７３】
　一方、公衆網のような不特定多数の人が共有できる場所に上記連携管理装置を設置すれ
ば、家庭内の装置と家庭外の装置間でのコンテンツの引き継ぎが可能となる。例えば、家
庭内の装置と飛行機や自動車内の装置と間でコンテンツの引き継ぎが可能となる。また、
家庭内という閉じた世界での引き継ぎに止まらず、特定のグループや不特定多数の人との
間において、コンテンツの引き継ぎが可能になる。なお、家庭内にある連携管理装置であ
っても、特定のグループや不特定多数の人による家庭外からのアクセスを許可すれば、あ
たかも家庭外にあるかのように見せることもできる。
【０１７４】
　なお、図１、図８、図１１，図１２には図示していないが、情報提示装置の連携システ
ム内の通信を実現するために、サーバ装置等が設けられていてもよい。また、各装置間に
は、通信を中継する装置が設けられていてもよい。さらに、上記連携システム内では複数
の通信方式が混在していてもよい。
【０１７５】
　このように、上記情報提示装置の連携システムは、複数の情報提示装置間でコンテンツ
を引き継いで提示することを目的としている。よって、上記情報提示装置の連携システム
の形態（トポロジー）は、実際の運用の利便性などを考慮して適宜選択可能である。もち
ろん、本実施の形態において図面に示した形態に限定されない。
【０１７６】
　また、コンテンツの引き継ぎを制御するコンテンツ指定情報としては、コンテンツが例
えば上述のようにテレビ番組であればチャンネル情報であり、ＦＭ放送であれば周波数で
あり、インターネットのホームページであればアドレス情報である。すなわち、情報提示
装置間で伝送するコンテンツ指定情報の形式は、引き継ぐコンテンツに応じて適宜選択さ
れる。
【０１７７】
　さらに、上記情報提示装置の連携システムでは、コンテンツを特定するコンテンツ指定
情報とともに、コンテンツを提示する際の環境等の付随情報を伝送してもよい。例えば、
引継元の情報提示装置でコンテンツの提示に使用していた画面分割や音のバランスなどの
設定情報を、コンテンツ指定情報とまとめて制御情報として、引継先の情報提示装置へ伝
送してもよい。これにより、引継先の情報提示装置において、引継元の情報提示装置で設
定していた環境をできるだけ再現してコンテンツを提示できる。もちろん、引継先の情報
提示装置において、当該情報提示装置のハードウェア構成等に応じて、受信した制御情報
に修正を加えて提示環境を構築することは可能である。
【０１７８】
　また、上記情報提示装置の連携システムによれば、コンテンツの引継ぎを行う際に、さ
らに多様な動作手順（シナリオ）が可能である。
【０１７９】
　例えば、第２の情報提示装置の電源がＯＮされ、第１の情報提示装置からのコンテンツ
の引継ぎが完了した後、第２の情報提示装置から第１の情報提示装置に対して電源ＯＦＦ
のコマンドを送信することにより、第１の情報提示装置の電源を切ることができる。また
、上記コマンドは、ベースステーション５０や中継装置６０のようなサーバ装置などから
送出してもよい。また、第１の情報提示装置は、第２の情報提示装置へのコンテンツの引
継ぎが完了した後、第１の情報提示装置自らが電源を切断してもよい。さらに、第１の情
報提示装置から引継先である第２の情報提示装置へコマンドを送信して、電源を自動的に
ＯＮにし、コンテンツの引き継ぎを行ってもよい。
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【０１８０】
　また、第１の情報提示装置から第２の情報提示装置へコンテンツを引き継いだ後、再度
、第１の情報提示装置でコンテンツを提示したい場合がある。その場合、第１の情報提示
装置は、第２の情報提示装置へ引き継いだコンテンツのコンテンツ指定情報を保持するこ
とで、元のコンテンツを提示できる。これは、第１の情報提示装置が第２の情報提示装置
へ引き継いだコンテンツとは異なるコンテンツを提示している場合に特に有効である。ま
た、コンテンツ指定情報の伝送が不要であるため、通信量を低減できる。なお、第２の情
報提示装置が第１の情報提示装置から引き継いだコンテンツとは異なるコンテンツを提示
している場合、上記の実施の形態で説明した手続きに従って第１の情報提示装置がコンテ
ンツを引き継ぐことはもちろん可能である。
【０１８１】
　さらに、上記の実施の形態では第１の情報提示装置と第２の情報提示装置とが常に１対
１の関係にある場合について説明したが、これに限定されない。すなわち、本発明に係る
情報提示装置の連携システムでは、第１の情報提示装置と第２の情報提示装置とが１対Ｎ
、Ｎ対１、Ｎ対Ｎの関係にある場合など、さまざまなバリエーションが可能である。
【０１８２】
　例えば、１対Ｎの場合、ある一人の情報提示装置で提示中のコンテンツを、複数人がそ
れぞれの情報提示装置に引き継ぐことにより、複数人でコンテンツを共有することができ
る。すなわち、より多くの人たちで魅力あるコンテンツを同時に楽しむことが可能となる
。
【０１８３】
　また、Ｎ対１の場合、複数人がそれぞれの情報提示装置で個別に提示している複数のコ
ンテンツを、１台の情報提示装置にまとめて提示させることにより、全員がひとつの情報
提示装置で各人のコンテンツを共有できる。その際、コンテンツがＴＶなどの映像情報で
あれば、もっとも大きな画面を持つＴＶにコンテンツを引き継いで提示すると全員で視聴
しやすい。もちろん、個人向けの小さい画面を持つ端末に引き継いでもかまわない。また
、このように複数のコンテンツを１台の情報提示装置にまとめて提示させる形態は、それ
ぞれの人たちがどんなコンテンツを提示しているかの監視にも利用できる。
【０１８４】
　以上のように、上記の情報提示装置およびその連携システムによれば、例えば、映画や
スポーツなどを寝室に設置されている画面サイズの小さいテレビで視聴しているときに、
クライマックスを迎えたため、リビングルームにある大画面テレビで見てみたいと感じた
場合でも、リビングルームにあるテレビのチャンネルを、今まで寝室のテレビで見ていた
チャンネルに合わせる作業を行う必要がない。
【０１８５】
　また、上記の情報提示装置およびその連携システムによれば、引継元の情報提示装置に
おいて過去に提示していたコンテンツを、引継先の情報提示装置に引き継ぐことが可能で
ある。
【０１８６】
　また、上記の情報提示装置およびその連携システムによれば、複数のチャンネル情報を
記録することにより、選択的にコンテンツを引き継ぐことができる。
【０１８７】
　また、上記の情報提示装置およびその連携システムによれば、ユーザの認証を行うこと
によって、コンテンツの引き継ぎ操作を自動化できる。
【０１８８】
　なお、上記の情報提示装置の連携システムを構成する各情報提示装置１０，２０，３０
，４０、ベースステーション５０、中継装置６０等の装置は、その制御部を含む各部の機
能を実現するプログラム（情報提示装置の連携プログラム）の命令を実行するＣＰＵ（ce
ntral processing unit ）、ブートロジックを格納したＲＯＭ（read only memory）、上
記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラムおよび各種デ
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ータを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）、キーボードやマウス等の入力機器、モ
ニタ、スピーカー等の出力機器、他の機器と通信する通信機器などを備えて構成されてい
てもよい。
【０１８９】
　本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウエアである情報提示装置の連携プロ
グラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログ
ラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、情報提示装置等に供給し、
そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録さ
れているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。この場
合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した機能を実現することにな
り、そのプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１９０】
　具体的には、上記の情報提示装置１０，２０，３０，４０、ベースステーション５０、
中継装置６０等が備える制御部等は、各装置のメモリ（図示せず）に格納された所定のプ
ログラムを、マイクロプロセッサなどが実行することにより実現される。
【０１９１】
　上記プログラムコードを供給するための記録媒体は、システムあるいは装置と分離可能
に構成することができる。また、上記記録媒体は、プログラムコードを供給可能であるよ
うに固定的に担持する媒体であってもよい。そして、上記記録媒体は、記録したプログラ
ムコードをコンピュータが直接読み取ることができるようにシステムあるいは装置に装着
されるものであっても、外部記憶装置としてシステムあるいは装置に接続されたプログラ
ム読み取り装置を介して読み取ることができるように装着されるものであってもよい。
【０１９２】
　例えば、上記記録媒体としては、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０１９３】
　また、上記プログラムコードは、コンピュータが記録媒体から読み出して直接実行でき
るように記録されていてもよいし、記録媒体から主記憶のプログラム記憶領域へ転送され
た後コンピュータが主記憶から読み出して実行できるように記録されていてもよい。
【０１９４】
　さらに、システムあるいは装置を通信ネットワーク（インターネット、イントラネット
等を含む）と接続可能に構成し、上記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給
してもよい。
【０１９５】
　なお、プログラムコードを記録媒体から読み出して主記憶に格納するためのプログラム
、および、通信ネットワークからプログラムコードをダウンロードするためのプログラム
は、コンピュータによって実行可能にあらかじめシステムあるいは装置に格納されている
ものとする。
【０１９６】
　上述した機能は、コンピュータが読み出した上記プログラムコードを実行することによ
って実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼
働しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行うことによっても実現される。
【０１９７】
　さらに、上述した機能は、上記記録媒体から読み出された上記プログラムコードが、コ
ンピュータに装着された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに
備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボー
ドや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行うことによ
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っても実現される。
【０１９８】
　なお、本実施の形態は本発明の範囲を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の
変更が可能であり、例えば、以下のように構成することができる。
【０１９９】
　上記情報提示装置は、映像や音声などの出力情報を出力できる出力部と、出力情報を受
信する受信部と、以下に述べる制御情報を送信する送信部と、上記の各部の制御が可能な
制御部とを有し、前記制御情報とは、他の機器でも出力しているのと同じ出力情報を自機
にても出力したい旨を他の機器あるいは第１の機器へ問い合わせるための情報であり、制
御部において制御情報を生成し、受信部において出力情報を受信し、出力部において出力
情報を出力することが可能である構成を備えていてもよい。
【０２００】
　上記情報提示装置は、映像や音声などの出力情報を出力できる出力部と、出力情報と他
の情報提示装置から送信された制御情報とを受信する受信部と、以下に述べる出力制御情
報を送信する送信部と、上記の各部の制御が可能な制御部とを有し、前記出力制御情報と
は、前記制御情報を受け、出力情報を出力するのに必要な情報であり、制御部にて出力制
御情報を作成する構成を備えていてもよい。
【０２０１】
　上記情報提示装置の連携システムは、２台の上記情報提示装置からなり、両情報提示装
置間で出力情報の引継ぎが可能であるように構成されていてもよい。
【０２０２】
　上記情報中継装置は、前記情報提示装置から送信された前記制御情報を受信する受信部
と、以下に述べる出力制御情報を送信する送信部と、上記の各部の制御が可能な制御部と
を有し、前記出力制御情報とは、前記制御情報を受け、出力情報を出力するのに必要な情
報であり、制御部にて出力制御情報を作成する構成を備えていてもよい。
【０２０３】
　上記情報提示装置の連携システムは、複数の上記情報提示装置と上記情報中継装置とか
らなり、情報提示装置間で、出力情報の引継ぎが可能であるように構成されていてもよい
。
【０２０４】
　上記情報提示装置は、さらに前記出力制御情報を記憶することが可能な記憶部を有し、
過去に出力していた前記出力情報を引き継ぐことが可能であるように構成されていてもよ
い。
【０２０５】
　上記情報提示装置の連携システムは、出力情報を引き継ぐ上記情報提示装置が、記憶部
に制御情報を記憶した上記情報提示装置から、該記憶部の制御情報を取得して、出力情報
を引継ぐ構成であってもよい。
【０２０６】
　上記情報中継装置は、さらに前記出力制御情報を記憶することが可能な記憶部を有する
ことで、過去に出力していた前記出力情報を引き継ぐことが可能であるように構成されて
いてもよい。
【０２０７】
　上記情報提示装置の連携システムは、上記情報提示装置と上記情報中継装置とからなり
、上記情報提示装置が上記情報中継装置の記憶部に記憶された制御情報に基づいて、出力
情報の引継ぎが可能であるように構成されていてもよい。
【０２０８】
　上記情報提示装置の連携システムは、引き継ぐ出力情報が複数であってもよい。
【０２０９】
　上記情報提示装置は、さらに認証部を有していてもよい。
【０２１０】
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　上記情報中継装置は、さらに認証部を有していてもよい。
【０２１１】
　上記情報提示装置の連携システムは、上記情報提示装置の認証部を活用して、出力情報
の引継ぎを行うことによって、引継ぎ操作を自動化された構成を有していてもよい。
【０２１２】
　上記情報提示装置の連携システムは、上記情報提示装置および上記情報中継装置の認証
部を活用して、出力情報の引継ぎを行うことによって、引継ぎ操作を自動化された構成を
有していてもよい。
【０２１３】
　また、本発明の情報提示装置の連携システムは、コンテンツを提示する第１の情報提示
装置および第２の情報提示装置を含み、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第
１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報に基づいて、当該
コンテンツを上記第２の情報提示装置に提示させる構成であっても良い。
【０２１４】
　それゆえ、上記情報提示装置の連携システムによれば、第１の情報提示装置で提示して
いたコンテンツを、ユーザが煩わしい操作を行うことなく、第２の情報提示装置に引き継
いで提示できるという効果を奏する。
【０２１５】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置は、自装置
において最後に提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を出力する構成であっ
ても良い。
【０２１６】
　それゆえ、さらに、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置で現在提示中あるいは
直前まで提示していたコンテンツと同一のコンテンツを自動的に引き続き提示できるとい
う効果を奏する。
【０２１７】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置は、上記第
２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信する構成であっても
良い。
【０２１８】
　それゆえ、さらに、第２の情報提示装置は、コンテンツを引き継ぐために、コンテンツ
指定情報を他の装置に対して要求する必要がない。したがって、上記情報提示装置の連携
システムの構成を簡単化することが可能となるという効果を奏する。
【０２１９】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置は、上記コ
ンテンツ指定情報を記憶する記憶部を備え、上記第２の情報提示装置からの要求に対して
上記コンテンツ指定情報を上記記憶部より取得して送信する構成であっても良い。
【０２２０】
　それゆえ、さらに、第１の情報提示装置において過去に提示したコンテンツを、第２の
情報提示装置に引き継いで提示することが可能となるという効果を奏する。また、第１の
情報提示装置の記憶部に複数のコンテンツ指定情報を記録することにより、選択的にコン
テンツを引き継ぐことが可能となるという効果を奏する。
【０２２１】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置が出力した
上記コンテンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コン
テンツ指定情報を送信する情報中継装置を含む構成であっても良い。
【０２２２】
　それゆえ、さらに、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置と通信不可能な状態に
あっても、情報中継装置を介してコンテンツ指定情報を取得することが可能となるという
効果を奏する。また、情報中継装置でコンテンツ指定情報を集中的に管理することにより
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、コンテンツの引き継ぎの手続きが簡単になるという効果を奏する。
【０２２３】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記情報中継装置は、上記コンテン
ツ指定情報を記憶する記憶部を備え、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コ
ンテンツ指定情報を上記記憶部より取得して送信する構成であっても良い。
【０２２４】
　それゆえ、さらに、第１の情報提示装置の状態にかかわらず、第１の情報提示装置にお
いて過去に提示したコンテンツを、第２の情報提示装置に引き継いで提示することが可能
となるという効果を奏する。また、記憶部に複数のコンテンツ指定情報を記録することに
より、選択的にコンテンツを引き継ぐことが可能となるという効果を奏する。
【０２２５】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置が出力した
上記コンテンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コン
テンツ指定情報が特定するコンテンツを送信する情報供給装置を含む構成であっても良い
。
【０２２６】
　それゆえ、さらに、第２の情報提示装置は、第１の情報提示装置と通信不可能な状態に
あっても、情報供給装置を介してコンテンツを取得することが可能となるという効果を奏
する。また、情報供給装置でコンテンツ指定情報を集中的に管理することにより、コンテ
ンツの引き継ぎの手続きが簡単になるという効果を奏する。
【０２２７】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記情報供給装置は、上記コンテン
ツ指定情報を記憶する記憶部を備え、上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記
コンテンツ指定情報を上記記憶部より取得し、当該コンテンツ指定情報が特定するコンテ
ンツを送信する構成であっても良い。
【０２２８】
　それゆえ、さらに、第１の情報提示装置の状態にかかわらず、第１の情報提示装置にお
いて過去に提示したコンテンツを、第２の情報提示装置に引き継いで提示することが可能
となるという効果を奏する。また、記憶部に複数のコンテンツ指定情報を記録することに
より、選択的にコンテンツを引き継ぐことが可能となるという効果を奏する。
【０２２９】
　さらに、本発明の情報提示装置の連携システムは、上記第１の情報提示装置および上記
第２の情報提示装置はユーザを認証する認証部をそれぞれ備え、上記第１の情報提示装置
は、自装置において提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を、当該コンテン
ツを提示したユーザを上記認証部により認証して取得した当該ユーザの識別情報とともに
出力し、かつ、上記第２の情報提示装置は、上記認証部により認証して取得したユーザの
識別情報とともに要求を出力して、当該ユーザが上記第１の情報提示装置において提示し
た上記コンテンツを提示する構成であっても良い。
【０２３０】
　それゆえ、さらに、コンテンツの引き継ぎ操作を自動化できるという効果を奏する。す
なわち、ユーザが引継元である第１の情報提示装置を指定することなく、それまで視聴し
ていた第１の情報提示装置を連携システムに自動的に選択させて、コンテンツを第２の情
報提示装置で引き続き視聴できるという効果を奏する。また、提示するユーザが特定でき
るため、セキュリティを確保できるという効果を奏する。
【０２３１】
　また、本発明の情報提示装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記第１
の情報提示装置であっても良い。
【０２３２】
　それゆえ、上記情報提示装置は、情報提示装置の連携システムにおいて上記第１の情報
提示装置として機能する。したがって、上記情報提示装置は、自装置で提示したコンテン
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ツを特定するコンテンツ指定情報を出力して、当該コンテンツを他の情報提示装置（第２
の情報提示装置）に提示させることができるという効果を奏する。
【０２３３】
　また、本発明の情報提示装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記第２
の情報提示装置であっても良い。
【０２３４】
　それゆえ、上記情報提示装置は、情報提示装置の連携システムにおいて上記第２の情報
提示装置として機能する。したがって、上記情報提示装置は、他の情報提示装置（第１の
情報提示装置）が出力した当該他の情報提示装置で提示されたコンテンツを特定するコン
テンツ指定情報に基づき、当該コンテンツを自装置で提示することができるという効果を
奏する。
【０２３５】
　また、本発明の情報中継装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記情報
中継装置であっても良い。
【０２３６】
　それゆえ、上記情報中継装置は、情報提示装置の連携システムにおいて、第１の情報提
示装置が出力したコンテンツ指定情報を、第２の情報提示装置の要求により当該第２の情
報提示装置へ入力する。したがって、第１の情報提示装置が提示したコンテンツを第２の
情報提示装置に提示させることができるという効果を奏する。
【０２３７】
　また、本発明の情報供給装置は、上記情報提示装置の連携システムに含まれる上記情報
供給装置であっても良い。
【０２３８】
　それゆえ、上記情報供給装置は、情報提示装置の連携システムにおいて、第１の情報提
示装置が出力したコンテンツ指定情報に基づき、当該コンテンツ指定情報が特定するコン
テンツを、第２の情報提示装置の要求により当該第２の情報提示装置へ入力する。したが
って、第１の情報提示装置が提示したコンテンツを第２の情報提示装置に提示させること
ができるという効果を奏する。
【０２３９】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記第１の情報提示
装置としての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムであっても良い。
【０２４０】
　それゆえ、コンピュータで上記第１の情報提示装置を実現することによって、上記第１
の情報提示装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、上記した
第１の情報提示装置の効果を奏する。
【０２４１】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記第２の情報提示
装置としての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムであっても良い。
【０２４２】
　上記の構成により、コンピュータで上記第２の情報提示装置を実現することによって、
上記第２の情報提示装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、
上記した第２の情報提示装置の効果を奏する。
【０２４３】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記情報中継装置と
しての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムであっても良い。
【０２４４】
　上記の構成により、コンピュータで上記情報中継装置を実現することによって、上記情
報供給装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、上記した情報
中継装置の効果を奏する。
【０２４５】
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　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムは、コンピュータに上記情報供給装置と
しての機能を実現させる情報提示装置の連携プログラムであっても良い。
【０２４６】
　上記の構成により、コンピュータで上記情報供給装置を実現することによって、上記情
報供給装置を含む情報提示装置の連携システムを実現できる。したがって、上記した情報
供給装置の効果を奏する。
【０２４７】
　また、本発明の情報提示装置の連携プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体は、上記情報提示装置の連携システムを構成する装置をコンピュータに実現させ
て、上記情報提示装置の連携システムを動作させる情報提示装置の連携プログラムを記録
したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であっても良い。
【０２４８】
　上記の構成により、上記記録媒体から読み出された情報提示装置の連携プログラムによ
って、上記情報提示装置の連携システムを構成する各装置をコンピュータで実現して、上
記情報提示装置の連携システムを実現することができるという効果を奏する。
【０２４９】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の情報中継装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と
、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置
とを含む連携システムを管理する情報中継装置であって、上記第１の情報提示装置から出
力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報
を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信す
る構成である。
【０２５０】
　また、本発明の情報中継装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１
の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む
連携システムを管理する情報中継装置であって、上記第１の情報提示装置から出力された
、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得し
、上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報が特定するコン
テンツを送信する構成である。
【０２５１】
　また、本発明の情報中継装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを管理する情報中継装置の制御方法であって、上記第１の情報提
示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテ
ンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定
情報を送信する方法である。
【０２５２】
　また、本発明の情報中継装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを管理する情報中継装置の制御方法であって、上記第１の情報提
示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテ
ンツ指定情報を取得し、上記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指
定情報が特定するコンテンツを送信する方法である。
【０２５３】
　また、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを管理する情報中継装置における処理をコンピュータに実行させるた
めの情報提示プログラムであって、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の
情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得する処理と、上
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記第２の情報提示装置からの要求に対して上記コンテンツ指定情報を送信する処理とを、
コンピュータに実行させるためのプログラムである。
【０２５４】
　また、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを管理する情報中継装置における処理をコンピュータに実行させるた
めの情報提示プログラムであって、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の
情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得する処理と、上
記第２の情報提示装置からの要求に対して、上記コンテンツ指定情報が特定するコンテン
ツを送信する処理とを、コンピュータに実行させるためのプログラムである。
【０２５５】
　また、本発明の情報提示装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１
の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む
連携システムを構成する上記第１の情報提示装置としての情報提示装置であって、自装置
にて提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を送信する構成である。
【０２５６】
　また、本発明の情報提示装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを構成する上記第１の情報提示装置としての情報提示装置の制御
方法であって、自装置にて提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を送信する
方法である。
【０２５７】
　また、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを構成する上記第１の情報提示装置における処理をコンピュータに実
行させるための情報提示プログラムであって、自装置にて提示したコンテンツを特定する
コンテンツ指定情報を送信する処理をコンピュータに実行させるためのプログラムである
。
【０２５８】
　また、本発明の情報提示装置は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、該第１
の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置とを含む
連携システムを構成する上記第２の情報提示装置としての情報提示装置であって、上記第
１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定
するコンテンツ指定情報を受信し、当該コンテンツを提示する構成である。
【０２５９】
　また、本発明の情報提示装置の制御方法は、コンテンツを提示する第１の情報提示装置
と、該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装
置とを含む連携システムを構成する上記第２の情報提示装置としての情報提示装置の制御
方法であって、上記第１の情報提示装置から出力された、当該第１の情報提示装置が提示
したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を取得し、当該コンテンツを提示する方法
である。
【０２６０】
　また、本発明の情報提示プログラムは、コンテンツを提示する第１の情報提示装置と、
該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを引き継いで提示する第２の情報提示装置と
を含む連携システムを構成する上記第２の情報提示装置における処理をコンピュータに実
行させるための情報提示プログラムであって、上記第１の情報提示装置から出力された、
当該第１の情報提示装置が提示したコンテンツを特定するコンテンツ指定情報を受信する
処理と、当該コンテンツを提示する処理と、をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムである。
【０２６１】



(33) JP 4640900 B2 2011.3.2

10

20

30

　それゆえ、提示するコンテンツを情報提示装置間で引き継ぐことが可能な情報提示装置
およびその連携システム、ならびにそのための情報中継装置を提供するという効果を奏す
る。
【０２６２】
　また、上記情報提示装置の連携システムを実現する情報提示装置の連携プログラム（又
は情報提示プログラム）、およびこれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を
提供するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態に係る情報提示装置およびその連携システムの構成の概
略を示す機能ブロック図である。
【図２】　図１に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引継元である情報提示
装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】　図１に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引き継ぎを中継するベ
ースステーションの動作を示すフローチャートの図４に続く一部である。
【図４】　図１に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引き継ぎを中継するベ
ースステーションの動作を示すフローチャートの図３に続く一部である。
【図５】　図１に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引継先である情報提示
装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】　図１および図８に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引継先であ
る情報提示装置が表示する画面例を示す説明図である。
【図７】　図１および図８に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引継先であ
る情報提示装置が表示する画面例を示す説明図である。
【図８】　本発明の他の実施の形態に係る情報提示装置およびその連携システムの構成の
概略を示す機能ブロック図である。
【図９】　図８に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引継元である情報提示
装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】　図８に示した連携システムにおいて、コンテンツ提示の引継先である情報提
示装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】　図１および図８に示した連携システムの変形例である。
【図１２】　図１および図８に示した連携システムの変形例である。
【符号の説明】
　１，２，３，４　情報提示装置の連携システム
　１０，３０ 　第１の情報提示装置
　１７，２７，３７，４７　認証部
　２０，４０　第２の情報提示装置
　３５，５４，６３　記憶部
　５０　ベースステーション（情報供給装置）
　６０　中継装置（情報中継装置）
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