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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続されたネットワーク端末装置と、
　操作入力手段を有し、当該操作入力手段の種類及び数を示す操作性情報を外部の上記ネ
ットワーク端末装置に送信する携帯装置と、
　外部の上記ネットワーク端末装置から、上記操作性情報及び上記ネットワーク端末装置
の表示部の表示能力を示す表示能力情報を受信すると、当該操作性情報及び当該表示能力
情報に応じた提供情報を、上記ネットワークを介して上記ネットワーク端末装置に送信す
る情報提供装置と、
　を具え、
　上記ネットワーク端末装置は、
　表示部と、
　上記操作性情報及び上記表示能力情報を上記情報提供装置へ送信し、上記提供情報を上
記情報提供装置から受信するネットワーク通信部と、
　上記携帯装置と通信可能で、上記操作性情報を受信する携帯装置通信部と、
　上記操作性情報に基づいて、上記携帯装置から送信される上記操作入力手段への操作に
応じた操作信号と、上記情報提供装置から受信した上記提供情報に対する処理とを対応付
ける対応付け部と、
　上記対応付けの結果を上記表示部に表示させる表示制御部と、
　上記携帯装置通信部が上記操作信号を受信すると、当該操作信号に対応付けられた上記
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提供情報に対する処理を実行する制御部と
　を有する
　ネットワークシステム。
【請求項２】
　上記携帯装置は、
　上記操作入力手段として、選択される情報を移動させる操作のための移動手段と、選択
された情報に対する処理を実行させる操作のための実行手段とを有し、
　上記ネットワーク端末装置は、
　上記携帯装置通信部が、
　上記携帯装置から、上記移動手段の数及び上記実行手段の数を上記操作性情報として受
信し、
　上記表示制御部が、
　上記ネットワーク通信部が、複数の情報を一覧で表示させるような上記提供情報を上記
情報提供装置から受信すると、当該提供情報を一覧で上記表示部に表示させ、
　上記対応付け部が、
　上記移動手段への操作に応じた操作信号と、上記提供情報の中から選択される提供情報
を移動させる処理とを上記移動手段の数に基づいて対応付け、上記実行手段への操作に応
じた操作信号と、当該選択された提供情報に対する処理とを上記実行手段の数に基づいて
対応付け、
　上記表示制御部が、
　上記移動手段への操作に対応付けられた処理を示す文字又は図形と、上記実行手段への
操作に対応付けられた処理を示す文字又は図形とを上記表示部に表示させる
　請求項１に記載のネットワークシステム。
【請求項３】
　操作入力手段を有する外部の携帯装置と通信可能で、当該操作入力手段の種類及び数を
示す操作性情報を受信する携帯装置通信部と、
　表示部と、
　上記表示部の表示能力を示す表示能力情報及び上記操作性情報を、ネットワークを介し
て外部の情報提供装置へ送信し、当該表示能力情報及び上記操作性情報に応じた提供情報
を、当該ネットワークを介して当該情報提供装置から受信するネットワーク通信部と、
　上記携帯装置から送信される上記操作入力手段への操作に応じた操作信号と、上記情報
提供装置から受信した上記提供情報に対する処理とを、上記操作性情報に基づいて対応付
ける対応付け部と、
　上記対応付けの結果を上記表示部に表示させる表示制御部と、
　上記携帯装置通信部が上記操作信号を受信すると、当該操作信号に対応付けられた上記
提供情報に対する処理を実行する制御部と、
　を具えるネットワーク端末装置。
【請求項４】
　上記携帯装置は、
　上記操作入力手段として、選択される情報を移動させる操作のための移動手段と、選択
された情報に対する処理を実行させる操作のための実行手段とを有し、
　上記携帯装置通信部は、
　上記携帯装置から、上記移動手段の数及び上記実行手段の数を上記操作性情報として受
信し、
　上記表示制御部は、
　上記ネットワーク通信部が、複数の情報を一覧で表示させるような上記提供情報を上記
情報提供装置から受信すると、当該提供情報を一覧で上記表示部に表示させ、
　上記対応付け部は、
　上記移動手段への操作に応じた操作信号と、上記提供情報の中から選択される提供情報
を移動させる処理とを上記移動手段の数に基づいて対応付け、上記実行手段への操作に応
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じた操作信号と、当該選択された提供情報に対する処理とを上記実行手段の数に基づいて
対応付け、
　上記表示制御部は、
　上記移動手段への操作に対応付けられた処理を示す文字又は図形と、上記実行手段への
操作に対応付けられた処理を示す文字又は図形とを上記表示部に表示させる
　請求項３に記載のネットワーク端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はネットワークシステム、及びネットワーク端末装置に関し、ネットワークに接
続されたネットワーク端末装置に対して情報提供装置であるサーバから種々のサービスを
提供するネットワークシステム、及びネットワーク端末装置に適用して好適なものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、サーバからネットワークを介して端末装置に種々のサービスを提供するシステムが
ある。このシステムにおいては、端末装置から送信されたサービスのダウンロード要求に
対して、サーバから種々の提供情報やサービスプログラムをタウンロードするようになさ
れている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、サービスを受ける端末装置としては、例えばユーザインターフェイスである入
力手段がキーボードであり表示手段が解像度の高いＣＲＴであるパーソナルコンピュータ
、ユーザインターフェイスである入力キー（ボタン）の数が制限されており表示手段とし
て表示面積が小さく解像度が低い液晶表示パネルを用いた携帯電話等、種々の形態の端末
装置がある。
【０００４】
従って、例えは携帯電話においては解像度が高い画像データ及び入力コマンドが複雑なゲ
ームプログラムをダウンロードしても、これらのプログラムを有効に利用し得ない。この
ように、各端末装置に対して同様の提供情報（ゲームプログラム等）をダウンロードする
と、端末装置においてダウンロードしたサービス情報を有効に利用し得ない場合があった
。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、各ネットワーク端末装置及び当該ネット
ワーク端末装置の操作入力手段である携帯装置の形態に応じたサービスを提供し得るネッ
トワークシステム、及びネットワーク端末装置を提案しようとするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、ネットワーク端末装置が、情報提供装置
からネットワーク端末装置の表示能力に応じた提供情報を受信することより、ネットワー
ク端末装置の表示能力に適合した提供情報をユーザに確認させることができる。また本発
明によれば、ネットワーク端末装置が、携帯装置の操作性情報に基づいて、携帯装置の操
作入力手段への操作に応じた操作信号と、情報提供装置から受信した提供情報に対する処
理とを対応付け、その結果を表示させるようにしたことにより、提供情報に対して携帯装
置の操作性に適合した操作をユーザに行わせることができる。かくして本発明によれば、
各ネットワーク端末装置及び当該ネットワーク端末装置の操作入力手段である携帯装置の
形態に応じたサービスの提供を行うことができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
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【０００８】
図１において１は全体としてネットワークシステムを示し、インターネット等からなるネ
ットワーク２に対してユーザが使用するようになされたネットワーク端末装置６が接続さ
れる。
【０００９】
ネットワーク２には、ユーザがネットワーク端末装置６を使用する際に、認証処理を行っ
て当該ユーザのユーザＩＤと個人データサーバ４とを対応付ける認証サーバ５と、ユーザ
ごとの嗜好に合わせて選定された種々のサービスリストを当該ユーザのユーザＩＤに対応
付けて格納し認証が成功したユーザ（ネットワーク端末装置６）からの要求によりユーザ
ＩＤに対応したサービスを提示する個人データサーバ４と、個人データサーバ４により提
示されたサービスの中からユーザが選択したサービスのサービスＩＤに基づいて当該サー
ビスを提供するサービスサーバ３の位置を知らせるサービス検索サーバ８と、ゲーム、映
像又は音楽等のコンテンツからなるサービスをネットワーク端末装置６にダウンロードす
るサービスサーバ３とが接続されている。
【００１０】
ネットワーク端末装置６は、ネットワーク通信部１５を介してネットワーク２との間でデ
ータの授受を行うようになされており、携帯装置７からユーザの操作に応じて供給される
コマンドに従って、サービスサーバ３等からネットワーク２を介してゲームプログラム等
の種々のサービスを受け取り、表示機能部１１に表示するようになされている。
【００１１】
すなわち、図２に示すように、ネットワーク端末装置６において、ＣＰＵ３１はＲＯＭ(R
ead Only Memory)３３及びＲＡＭ(Randam Access Memory)３２、Flash ＲＯＭ３４に格納
されたプログラムに従って表示機能部１１、ネットワーク通信部１５及び近距離通信部２
０等の各回路部を動作させるようになされており、近距離通信部２０のインターフェイス
２５、変調部２３及びＩＲ(Infraed Ray) 送信部２１を順次介して所定の情報を赤外線に
重畳し携帯装置７に送信するようになされている。また、ＣＰＵ３１は、携帯装置７から
のデータを、ＩＲ受信部２２、復調部２４及びインターフェイス２５を順次介して受け取
るようになされている。
【００１２】
また、ネットワーク端末装置６は、ネットワーク通信部１５のモデム１６、モデム制御部
１７及びインターフェイス１８によりネットワーク２（図１）との間でデータを授受し、
ネットワーク２を介して供給されたサービスのデータ（ゲームプログラム、映像データ、
音声データ等）をネッワーク通信部１５を介して一旦ＲＡＭ３２に格納した後、これを表
示機能部１１に供給する。
【００１３】
表示機能部１１は、受け取ったゲームプログラム等に従ってその内容をインターフェイス
１４及び表示処理部１３を介して例えばＣＲＴ(Cathode Ray Tube Display)で構成される
ディスプレイ１２に表示することにより、当該ディスプレイ１２を見るユーザに対してネ
ットワーク２からダウンロードしたゲーム等のコンテンツを提示することができる。
【００１４】
携帯装置７は、図３に示すように、ユーザが操作する操作部４１と、ネットワーク装置６
との間で赤外線を利用した近距離通信を行う近距離通信部６１と、携帯装置７の所有者で
あるユーザを認証するための認証入力部５１とを有する。
【００１５】
携帯装置７において、ユーザが操作部４１の複数の操作ボタン４２を操作すると、操作部
４１は当該操作に応じた操作信号をインターフェイス４３を介してＣＰＵ７１に供給する
。ＣＰＵ７１は操作部４１から供給される操作信号に応じて、ＲＯＭ７３に格納されてい
る種々のプログラムを実行する。
【００１６】
ユーザは携帯装置７の操作部４１を操作することにより、サービスサーバ３等からコンテ



(5) JP 4385269 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

ンツのダウンロードを要求すると、携帯装置４１は当該要求信号をネットワーク端末装置
６に送信する。ネットワーク端末装置６は携帯装置４１からの要求信号を受け取ると、ネ
ットワーク２上のサーバから種々の情報を受け取るようになされている。
【００１７】
　すなわち、携帯装置７は図４に示すシーケンスに従って、ネットワークシステム１から
アルバムサービス（種々の画像データを提供するサービス）やゲームプログラム等のコン
テンツを受信するようになされている。この図４において、まず携帯装置７を使用するユ
ーザは携帯装置７の操作部４１（図３）を操作し、例えば予め決められているパスワード
を入力することにより携帯装置７との間で認証を行う。
【００１８】
そして、認証が成功すると、ユーザは操作部４１を操作して利用要求を入力する。これに
より携帯装置５は、近距離通信部６１を介してネットワーク端末装置６に対して利用要求
のコマンドを発信する。因みに、携帯装置７及びネットワーク端末装置６の間においては
予め決められた手順に従って近距離通信を行い得るようになされており、携帯装置７の所
定の実行命令ボタンの操作により、携帯装置７からネットワーク端末装置６に対してネッ
トワーク２からサービスをダウンロードするための種々の命令を入力し得るようになされ
ている。従って、携帯装置７の所定の操作ボタンの操作により利用要求を携帯装置７から
ネットワーク端末装置６に送信すると、ネットワーク端末装置において当該利用要求を認
識し得る。
【００１９】
そして、このとき携帯装置７は、ＲＯＭ７３に格納されている本体情報である携帯装置７
固有の機器ＩＤと、Flash ＲＯＭ７４に予め格納されている携帯装置７の機能、操作性等
の形態情報からなる属性オブジェクトとを利用要求に付加してネットワーク端末装置６に
送信する。
【００２０】
　ネットワーク端末装置６は携帯装置７からの利用要求を近距離通信部２０（図２）にお
いて受信し、自らが利用可能な状態である場合には携帯装置７から送られて来た機器ＩＤ
及び属性オブジェクトをＲＡＭ３２に保存する。そしてネットワーク端末装置６は利用可
能である旨を携帯装置７に送信する。このとき、ネットワーク端末装置６はそのFlash Ｒ
ＯＭ３４に予め格納しているネットワーク端末装置６の機能、操作性等の携帯情報からな
る属性オブジェクトを携帯装置７に送信する。
【００２１】
携帯装置７は、ネットワーク端末装置６から受け取った利用可能である情報やネットワー
ク端末装置６の属性オブジェクトをＲＡＭ７２に保存する。かくして、携帯装置７及びネ
ットワーク端末装置６は互いの属性オブジェクトを認識（コンフィグレーション）し合う
ことができる。この実施の形態の場合、例えば図５に示すように、携帯装置７に１つの十
字キー１５０と４つの操作ボタン１５１が設けられ、また、ネットワーク端末装置６にＣ
ＲＴ(Cathode Ray Tube Display)モニタ６Ａが設けられているとすると、携帯装置７の属
性オブジェクトには、携帯装置７の機能及び操作性等の形態に応じて、「十字キーを１つ
有する」、「操作ボタンを４つ有する」、「表示画面は無い」、「カメラ等の入力機能は
無い」等の属性が一覧表として記述されており、またネットワーク端末装置６の属性オブ
ジェクトには、ネットワーク端末装置６の機能及び操作性に応じて、「表示画面の解像度
が６４０×４８０ドットである」、「音声出力機能を有する」等の属性が一覧表として記
述されている。
【００２２】
携帯装置７及びネットワーク端末装置６間での互いの属性オブジェクトの認識が行われる
と、図４に示すように、携帯装置７のＣＰＵ７１は、Flash ＲＯＭ７４に予め格納されて
いる正規ユーザのユーザＩＤをネットワーク端末装置６に送信する。このとき携帯装置７
のＣＰＵ７１は、必要に応じてユーザＩＤを暗号化することにより、その漏洩を防止する
。
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【００２３】
携帯装置７からユーザＩＤを受け取ったネットワーク端末装置６は、Flash ＲＯＭ３４に
予め格納されている認証サーバの位置情報を基に、認証サーバ５に対して認証要求を送信
する。この場合、ネットワーク端末装置６は、ネットワーク通信部１５を介してダイヤル
アップ接続でＰＰＰ(Point to Point Protocol) 通信によりインターネットサービスプロ
バイダ（ＩＳＰ）９を介して認証サーバ５との通信を行う。
【００２４】
認証サーバ５は、ネットワーク端末装置６から受け取ったユーザＩＤが、予め内部の記憶
部に登録されているか否かを確認し、登録されている場合には当該ユーザＩＤに対応して
記憶されている個人データサーバ４の位置情報を検索し、当該検索結果を認証結果と共に
ネットワーク端末装置６に送信する。
【００２５】
ネットワーク端末装置６は、認証サーバ５から受け取った個人データサーバ４の位置情報
に基づき、当該個人データサーバ４にユーザＩＤを送信し、ユーザが取得可能であるサー
ビスのリストを要求する。
【００２６】
サービスリストの要求を受けた個人データサーバ４は、サービスリスト要求と共に受け取
ったユーザＩＤに基づき、ユーザＩＤに対応したサービスのリストをホームサービスとし
て各サービスに対応したサービスＩＤと共にネットワーク端末装置６に送信する。
【００２７】
サービスリストを受け取ったネットワーク端末装置６は、その表示部１１にサービスリス
トを表示することにより当該サービスリストをユーザに提示する。このときユーザは携帯
装置７の操作部４１を操作することにより、所望のサービスを選択する。ユーザによる選
択結果は、携帯装置７からネットワーク端末装置６に送信される。ネットワーク端末装置
６は携帯装置７から受け取ったサービスに対応するサービスＩＤをサービス検索サーバ８
に送信する。
【００２８】
サービス検索サーバ８は、ネットワーク端末装置６から受け取ったサービスＩＤに基づい
て、当該サービスを提供するサービスサーバ３の位置情報をネットワーク端末装置６に返
送する。サービスサーバ３の位置情報を受け取ったネットワーク端末装置６は、当該位置
情報を基にサービスサーバ３にアクセスし、サービスＩＤを送信することにより、当該サ
ービスを要求する。このときネットワーク端末装置６は、予め携帯装置７から取得してい
る携帯装置７の属性オブジェクトと、ネットワーク端末装置自身の属性オブジェクトをサ
ービスサーバ３に送信する。
【００２９】
ネットワーク端末装置６からサービス要求と共に携帯装置７及びネットワーク端末装置６
の各属性オブジェクトを受け取ったサービスサーバ３は、要求されたサービスを携帯装置
７及びネットワーク端末装置６の属性オブジェクトに応じて携帯装置７及びネットワーク
端末装置６の操作性等の形態に適合したサービスとしてこれをネットワーク端末装置６に
送信する。
【００３０】
すなわち、サービスサーバ３は図６に示すように、バスＢＵＳにＣＰＵ１１１、ＲＡＭ１
１２、ＲＯＭ１１３、マスストレージ部１１４、ネットワーク通信部８１、操作入力部８
５及び表示部９１が接続された構成を有し、ＣＰＵ１１１はＲＯＭ１１３に格納されてい
るプログラムに従って種々の処理を実行するようになされている。
【００３１】
ネットワーク通信部８１では、ネットワーク制御部８３によりネットワーク２との間の接
続を行い、インターフェイス８４を介してネットワーク２との間でデータを授受する。
【００３２】
操作入力部８５は、デバイス制御部８８によってキーボード８６やマウス８７を制御し、
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これらキーボード８６又はマウス８７を介して入力されるオペレータの操作結果をインタ
ーフェイス８９を介してＣＰＵ１１１に供給する。ＣＰＵ１１１は操作入力部８５を介し
て入力されたオペレータの操作結果に従った処理を実行する。
【００３３】
表示部９１は、ＣＰＵ１１１の処理内容をインターフェイス９４及び表示処理部９３を介
して例えばＣＲＴ(Cathode Ray Tube)でなるディスプレイ９２に表示するようになされて
いる。
【００３４】
このサービスサーバ３におけるサービス提供処理を図７及び図８に示す。
【００３５】
すなわち図７及び図８に示すように、サービスサーバ３は、ステップＳＰ１においてネッ
トワーク端末装置６からユーザによって選択されたサービスを表すサービスＩＤと、当該
サービスＩＤの送信元であるネットワーク端末装置６を特定するための端末装置情報（機
器ＩＤ、アドレス情報等）、携帯装置７及びネットワーク端末装置６の属性オブジェクト
をネットワーク通信部８１を介して受け取ると、続くステップＳＰ２に移って、上述のス
テップＳＰ１において受け取ったサービスＩＤに対応したサービスをマスストレージ部１
１４から検索する。
【００３６】
そして、サービスサーバ３は、続くステップＳＰ３に移り、上述のステップＳＰ２におい
て検索したサービス（例えばアルバムサービス）を、上述のステップＳＰ１において取得
した携帯装置７及びネットワーク端末装置６の各属性オブジェクトに基づいてコンフィグ
レーションする。このコンフィグレーション処理において、サービスサーバ３のサービス
サーバ処理部（ＣＰＵ１１１）は、提供しようとするサービスの画像情報量をネットワー
ク端末装置６のディスプレイ１２の解像度に応じた情報量に変換したり、又は提供しよう
とするサービスプログラムのユーザによる入力操作処理部分を携帯装置７の操作ボタン４
２の数や操作方法に応じて変換する。
【００３７】
これにより、ネットワーク端末装置６から要求されたサービス（アルバムサービス等）は
、サービスサーバ３のサービスサーバ処理部（ＣＰＵ１１１）によってその内容が携帯装
置７及びネットワーク端末装置６の形態に適合するように変換（コンフィグレーション）
される。
【００３８】
かくしてサービスサーバ３はコンフィグレーションが完了したサービスをネットワーク端
末装置６に送信することによりサービス提供処理手順を終了する。
【００３９】
このようにして携帯装置７及びネットワーク端末装置６に適合した内容にコンフィグレー
ションされたサービスを受け取ったネットワーク端末装置６は、図９（Ａ）に示すように
、必要に応じて再度携帯装置７及びネットワーク端末装置６の形態（属性オブジェクト）
に応じたコンフィグレーションを行う。この場合、ネットワーク端末装置６は、携帯装置
７の十字キー１５０や操作ボタン１５１Ａ、１５１Ｂからの操作信号とこのときダウンロ
ードしたサービスに対する操作内容をそれぞれ割り当てることにより、携帯装置７の十字
キー１５０や操作ボタン１５１Ａ、１５１Ｂをユーザが操作したとき、これら十字キー１
５０や操作ボタン１５１Ａ、１５１Ｂに応じた処理をサービスに対して行うことができる
。
【００４０】
この場合、ネットワーク端末装置６は図９（Ｂ）に示すように、モニタ６Ａ上にこのとき
サービスサーバ３からダウンロードしたサービスのリスト表示領域（アルバムサービスで
は各画像のリスト）１７２Ａ、１７２Ｂ、……を設けると共に、モニタ６Ａ上の一部の領
域に携帯装置７の十字キー１５０と同様形状の十字キーキャラクタ１７０と、携帯装置７
の操作ボタン１５１Ａ及び１５１Ｂに対応した操作ボタンキャラクタ１７１Ａ及び１７１
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Ｂとを表示し、十字キーキャラクタ１７０及び操作ボタンキャラクタ１７１Ａ、１７１Ｂ
にその対応付けられた操作内容を文字又は図形によって表示することにより、ユーザに対
して十字キー１５０及び操作ボタン１５１Ａ、１５１Ｂに割当てられた操作内容を提示す
る。
【００４１】
このようにして、携帯装置７及びネットワーク端末装置６間のコンフィグレーションが完
了すると、携帯装置７はユーザが例えば操作ボタン１５１Ａを操作することにより発生す
る操作信号を近距離通信部６１（図３）を介してネットワーク端末装置６に送信する。ネ
ットワーク端末装置６は近距離通信部２０（図２）を介して携帯装置７からの操作信号を
受信し、当該操作信号に基づいてモニタ６Ａに表示されている対応する操作ボタンキャラ
クタ１７１Ａの表示色又は輝度若しくは形状を変化させることにより、当該操作ボタンキ
ャラクタ１７１Ａに対応した操作ボタン１５１Ａが操作されたことを可視表示する。
【００４２】
かくしてネットワーク端末装置６は、ユーザが携帯装置７の操作ボタンを操作することに
応じて、当該操作ボタンに割当てられた処理を実行することにより、例えばアルバムサー
ビスでは、十字キー１５０の操作によって複数の画像リストの中から、特定の画像リスト
を選択し、当該画像リストを拡大表示する等といった種々の処理を、ユーザによる携帯装
置７の十字キー１５０や操作ボタン１５１Ａ、１５１Ｂの操作に応じて実行することがで
きる。
【００４３】
ユーザが携帯装置７を操作してサービスの利用を終了するコマンドをネットワーク端末装
置６に送信すると、ネットワーク端末装置６は利用を終了する処理を行い、これと同時に
モニタ６Ａに利用終了を表す表示を行うことにより、ネットワーク端末装置６を用いたサ
ービスの利用を完了する。
【００４４】
以上のダウンロード処理について図１０を用いて説明する。図１０において、ユーザが携
帯装置７を操作してネットワーク端末装置６を介したダウンロード処理（ＲＴ２）を開始
すると、ステップＳＰ１１において携帯装置７は携帯装置７の操作性、機能といった形態
を表す属性オブジェクトをネットワーク端末装置６に送信する。
【００４５】
携帯装置７からその属性オブジェクトを受け取ったネットワーク端末装置６は、ステップ
ＳＰ１２においてネットワーク端末装置６の操作性、機能といった属性オブジェクトを携
帯装置７に送信する。これにより携帯装置７及びネットワーク端末装置６において互いの
操作性や機能といった形態を認識する。
【００４６】
そしてステップＳＰ１３においてネットワーク端末装置６は携帯装置７及びネットワーク
端末装置６の属性オブジェクトをサービスサーバ３へ送信する。サービスサーバ３はステ
ップＳＰ１４において、ネットワーク端末装置６から受け取った携帯装置７及びネットワ
ーク端末装置６の各属性オブジェクトに基づいて、ネットワーク端末装置６に送信すべき
サービスをコンフィグレーションする。このコンフィグレーション処理において、サービ
スサーバ３は、提供しようとするサービスを携帯装置７の操作性（操作ボタンの種類、数
等）及びネットワーク端末装置６の表示能力（モニタの解像度等）に応じたデータに変換
する。そしてステップＳＰ１５においてサービスサーバ３はコンフィグレーション済のサ
ービスをネットワーク端末装置６に送信する。
【００４７】
サービスを受信したネットワーク端末装置６は、ステップＳＰ１６において、携帯装置７
及びネットワーク端末装置６の各属性オブジェクトに基づいてコンフィグレーションする
。これにより、サービスサーバ３から携帯装置７及びネットワーク端末装置６に適合した
サービスを受け取ったネットワーク端末装置６において、さらに詳細にコンフィグレーシ
ョン処理が行われる。
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【００４８】
そして、ステップＳＰ１７においてネットワーク端末装置６はサービスを実行し、ステッ
プＳＰ１８において携帯装置７を用いてユーザがネットワーク端末装置６にサービスを実
行するための種々の入力を行う。
【００４９】
このように、サービスサーバからネットワーク端末装置に対してサービスをダウンロード
する際に、前処理としてまずユーザが使用する携帯装置７とネットワーク端末装置６との
間の互いの属性オブジェクトの認識処理（コンフィグレーション）を行った後、実際のダ
ウンロード処理に入り、図１１に示すように、第１のコンフィグレーション処理としてサ
ービスを提供するサービスサーバ３において携帯装置７及びネットワーク端末装置６の属
性オブジェクトに適合したサービスを生成してこれをネットワーク端末装置６に提供し、
第２のコンフィグレーション処理としてサービスを受け取ったネットワーク端末装置６に
おいてさらに当該サービスに対して携帯装置７及びネットワーク端末装置６を詳細に適合
させる。
【００５０】
この第２のコンフィグレーション処理では、ネットワーク端末装置６は携帯装置７の例え
ば十字キー１５０（図９）とネットワーク端末装置６のモニタ６Ａに表示される十字キー
キャラクタ１７０を対応させたり、さらにその十字キー１５０により操作される対象とな
るサービス（例えばアルバムサービスにおける各画像リスト１７２Ａ、１７２Ｂ、……（
図９））とを対応付ける。この対応付け処理として、例えば十字キー１５０が操作された
とき、ネットワーク端末装置６のモニタ６Ａ上に表示された各画像リスト１７２Ａ、１７
２Ｂ、……の中の選択される対象が順次移動するような対応付けがなされる。
【００５１】
因みに、第２のコンフィグレーション処理は、サービスのダウンロードの前処理として携
帯装置７及びネットワーク端末装置６間において既にコンフィグレーションが行われてい
ることにより、このときのコンフィグレーションをサービスに応じてさらに変更する必要
がないときは、省略される。
【００５２】
このようにして、サービスサーバ３からネットワーク端末装置６にダウンロードされるサ
ービスは、サービスサーバ３において携帯装置７及びネットワーク端末装置６の属性オブ
ジェクトに適合したデータ（解像度、音声出力の有無、操作項目等に適合したデータ）に
変換されてネットワーク端末装置６にダウンロードされ、ネットワーク端末装置６ではダ
ウンロードされたサービスに応じた、ＧＵＩ、操作性をネットワーク端末装置６及び携帯
装置７間でコンフィグレーションする。
【００５３】
従って、以上の構成によれば、携帯装置７及びネットワーク端末装置６の機能、操作性等
に基づいたサービスを提供し、提供されたサービスに応じて携帯装置７及びネットワーク
端末装置６間でコンフィグレーションを行うようにしたことにより、携帯装置７及びネッ
トワーク端末装置６の形態に固定されないサービスを提供することができる。
【００５４】
なお上述の実施の形態においては、サービスサーバ３からネットワーク端末装置６にアル
バムサービスを提供する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばゲームプ
ログラム等他の種々のサービスを提供することができる。因みに、ゲームプログラム（例
えばスロットマシンゲーム）を提供する場合、図１２に示すように、ネットワーク端末装
置６のモニタ６Ａは十分な解像度を有しているので、３Ｄ表示による高精細なスロットマ
シンの画像をモニタ６Ａに表示し、携帯装置７の操作ボタン１５１Ｂをスロットを降ろす
動作に対応させ、操作ボタン１５１Ａを、３回スロットを降ろすモードと１回のみスロッ
トを降ろすモードの切り換え動作に対応させるようにすれば良い。
【００５５】
また上述の実施の形態においては、携帯装置７として例えばゲーム機用操作装置のような
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操作子を用い、ネットワーク端末装置６として例えばＣＲＴモニタを有するテレビジョン
装置を用いる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば図１３に示すように
、携帯装置とネットワーク端末装置が合体した形態を有する携帯電話装置２７０を用いる
ようにしても良い。
【００５６】
この場合、スロットマシンゲームのダウンロード先が携帯電話２７０であり、その表示能
力がテキスト表示のみであることから、サービスサーバ３はスロットマシンの画像データ
として３桁の数字のみが表示されるような画像データを携帯電話装置２７０に送信すると
共に、所定のキー操作によってスロットを降ろす動作を指定すると共に、所定のキー操作
によって３回スロットを降ろすモードと１回のみスロットを降ろすモードの切り換え動作
を指定するようなゲームプログラムを送信する。携帯電話装置２７０では、受信したスロ
ットマシンゲームのプログラムに応じてその３桁の数字を表示部２７１に表示し、例えば
携帯電話装置２７０の数字キー群２７２のうち、「１」を入力するための数字キー２７２
Ａを押圧操作するとスロットを降ろす動作を指定すると共に、「２」を入力するための数
字キー２７２Ｂを押圧操作するとモードの切り換えを指定するようにコンフィグレーショ
ンする。
【００５７】
これにより、携帯電話装置２７０のようにテキストデータのみを表示し得る表示部２７１
を有する場合でも、これに適合したサービスを取得し実行することができる。
【００５８】
因みに、携帯装置としては、図９について上述したゲーム機用操作装置又は図１３につい
て上述した携帯電話装置２７０に代えて、パーソナルコンピュータのキーボード、液晶画
面を持つＰＤＡ(Personal Digital Assistance) 、テレビジョン装置のリモートコマンダ
、ディジタルカメラ等を用いるようにしても良い。
【００５９】
また上述の実施の形態においては、サービスサーバ３において携帯装置７及びネットワー
ク端末装置６の属性オブジェクトに基づいて提供しようとするサービスのデータを携帯装
置７及びネットワーク端末装置６に適合したデータに変換（コンフィグレーション）して
これをネットワーク端末装置６に送信する場合にいて述べたが、本発明はこれに限らず、
例えばサービスサーバ３において、提供しようとするサービスのデータにつき、携帯装置
７及び又はネットワーク端末装置６の属性オブジェクトに応じた複数のデータを用意して
おき、ネットワーク端末装置６から受け取った携帯装置７及び又はネットワーク端末装置
６の属性オブジェクトに応じたデータを選択してこれを提供サービスデータ（プログラム
）としてネットワーク端末装置６に送信するようにしても良い。
【００６０】
　また上述の実施の形態においては、ネットワーク端末装置６から携帯装置７及びネット
ワーク端末装置６の各属性オブジェクトをサービスサーバ３に送信し、サービスサーバ３
では携帯装置７及びネットワーク端末装置６の各属性オブジェクトに基づいて提供しよう
とするサービスのデータを変換（コンフィグレーション）する場合について述べたが、例
えば携帯装置７の属性オブジェクトのみ、又はネットワーク端末装置６の属性オブジェク
トのみに基づいて提供しようとするサービスのデータをコンフィグレーションするように
しても良い。
【００６１】
また上述の実施の形態においては、ネットワーク端末装置６においてサービスサーバ３か
らダウンロードしたサービスのコンフィグレーションを、携帯装置７及びネットワーク端
末装置６の各属性オブジェクトに基づいて行う場合について述べたが、本発明はこれに限
らず、携帯装置７の属性オブジェクトのみ、又はネットワーク端末装置６の属性オブジェ
クトのみに基づいてコンフィグレーションするようにしても良い。
【００６２】
【発明の効果】
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　上述のように本発明によれば、ネットワーク端末装置が情報提供装置からネットワーク
端末装置の表示能力に応じた提供情報を受信することより、ネットワーク端末装置の表示
能力に適合した提供情報をユーザに確認させることができる。また本発明によれば、ネッ
トワーク端末装置が、携帯装置の操作性情報に基づいて、携帯装置の操作入力手段への操
作に応じた操作信号と、情報提供装置から受信した提供情報に対する処理とを対応付け、
その結果を表示させるようにしたことにより、提供情報に対して携帯装置の操作性に適合
した操作をユーザに行わせることができる。かくして本発明によれば、各ネットワーク端
末装置及び当該ネットワーク端末装置の操作入力手段である携帯装置の形態に応じたサー
ビスの提供を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるネットワークシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】本発明によるネットワーク端末装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明による携帯装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明によるサービスの提供処理を示すタイミングチャートである。
【図５】携帯装置及びネットワーク端末装置間のコンフィグレーションの説明に供する略
線図である。
【図６】情報提供装置（サービスサーバ）の構成を示すブロック図である。
【図７】サービスサーバの処理の説明に供する略線図である。
【図８】サービスサーバのサービス提供処理手順を示すフローチャートである。
【図９】携帯装置及びネットワーク端末装置間でのコンフィグレーションの説明に供する
略線図である。
【図１０】ネットワークシステムにおけるサービス提供時のコンフィグレーション処理手
順を示すフローチャートである。
【図１１】本発明によるサービスサーバ、ネットワーク端末装置及び携帯装置間でのコン
フィグレーションの関係を示す略線図である。
【図１２】他の実施の形態を示す略線図である。
【図１３】他の実施の形態を示す略線図である。
【符号の説明】
１……ネットワークシステム、２……ネットワーク、３……サービスサーバ、４……個人
データサーバ、５……認証サーバ、６……ネットワーク端末装置、７……携帯装置、８…
…サービス検索サーバ、２７０……携帯電話装置。
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