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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るネットワーク管理装置において、
　前記ネットワークを介して前記ネットワーク管理装置に接続される情報処理装置を個別
に識別するための個別識別情報を、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して提供さ
れるサービスを利用するために必要な設定処理を完了しているか否かを表す完了有無情報
に対応付けて記録する記録手段と、
　前記ネットワークを介して前記情報処理装置が接続されたとき、前記情報処理装置より
送信されてくる前記情報処理装置の個別識別情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記個別識別情報が、前記記録手段に既に記録されてい
るか否かを判定する判定手段と、
　　前記判定手段により、受信された前記個別識別情報が前記記録手段にまだ記録されて
いないと判定された場合、前記設定処理として、前記情報処理装置に第１の設定処理を実
行させるためのアプリケーションを起動させ、
　前記判定手段により、受信された前記個別識別情報が、前記記録手段に既に記録されて
いると判定された場合、前記記録手段に記録されている前記個別識別情報に対応する前記
完了有無情報に基づいて、前記設定処理が完了しているか否かを判定する制御手段と
　を備え、
　前記制御手段は、前記判定手段により、受信された前記個別識別情報が、前記記録手段
に既に記録されていると判定された場合において、前記記録手段に記録されている前記個
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別識別情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、
　　前記設定処理が完了していないと判定したとき、前記設定処理として、前記情報処理
装置に前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのアプリケーショ
ンを起動させ、
　　前記設定処理が完了していると判定したとき、前記情報処理装置に前記設定処理が既
に完了していることを表示させ、
　前記記録手段は、さらに、前記情報処理装置のユーザを特定するためのパスワードを前
記個別識別情報に対応付けて記録しているとともに、前記第２の設定処理に必要な情報と
して、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用する際に用いられるサー
ビス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識別される前記情報処理装
置のユーザに関するユーザ情報を記録しており、
　前記情報処理装置が前記第２の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動し
ている場合、前記情報処理装置に対して、前記パスワードの送信を要求する第１の要求手
段と、
　前記第１の要求手段による前記パスワードの要求に応じて、前記情報処理装置から送信
されてくるパスワードと、前記記録手段に記録されている前記パスワードとが一致するか
否かを判断するパスワード認証を行なうパスワード認証手段と、
　前記パスワード認証手段によるパスワード認証の結果を、前記ネットワークを介して前
記情報処理装置に送信する第１の送信手段と
　をさらに備え、
　前記制御手段は、前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてくる前
記パスワードと、前記記録手段に記録されている前記パスワードとが一致すると判断され
た場合、前記情報処理装置に送信された前記パスワード認証の結果に応じて、前記記録手
段に記録されている前記サーバ情報及び前記ユーザ情報を、前記情報処理装置に記録させ
前記第２の設定処理を実行させる
　ネットワーク管理装置。
【請求項２】
　前記個別識別情報は、前記情報処理装置のシリアル番号を表す
　請求項１に記載のネットワーク管理装置。
【請求項３】
　前記ユーザ情報は、前記情報処理装置のユーザの氏名、電話番号、又は住所のうちの少
なくとも１つを含む
　請求項１に記載のネットワーク管理装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置が前記第１の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動し
ている場合、前記情報処理装置に、前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報の送信
を要求する第２の要求手段と、
　前記第２の要求手段による前記ユーザ情報の送信の要求に応じて、前記情報処理装置か
ら送信されてくる前記ユーザ情報に誤りがあるか否かを判断するユーザ情報認証を行うユ
ーザ情報認証手段と、
　前記ユーザ情報認証手段によるユーザ情報認証の結果を、前記ネットワークを介して前
記情報処理装置に送信する第２の送信手段と
　をさらに備え、
　前記制御手段は、前記ユーザ情報認証の結果、前記ユーザ情報に誤りがないと判断され
た場合に、前記情報処理装置に送信された前記ユーザ情報認証の結果に応じて、前記情報
処理装置に前記第１の設定処理を実行させる
　請求項１に記載のネットワーク管理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記記録手段に記録されている前記サーバ情報を、前記情報処理装置
に記録させ前記第１の設定処理を実行させる
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　請求項４に記載のネットワーク管理装置。
【請求項６】
　ネットワークに接続されるネットワーク管理装置のネットワーク管理方法において、
　前記ネットワーク管理装置は、
　　前記ネットワークを介して前記ネットワーク管理装置に接続される情報処理装置を個
別に識別するための個別識別情報を、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して提供
されるサービスを利用するために必要な設定処理を完了しているか否かを表す完了有無情
報に対応付けて記録する記録部を備え、
　前記ネットワークを介して前記情報処理装置が接続されたとき、前記情報処理装置より
送信されてくる前記情報処理装置の個別識別情報を受信する受信ステップと、
　前記受信ステップの処理により受信された前記個別識別情報が、前記記録部に既に記録
されているか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により、受信された前記個別識別情報が前記記録部にまだ記録
されていないと判定された場合、前記設定処理として、前記情報処理装置に第１の設定処
理を実行させるためのアプリケーションを起動させ、
　前記判定ステップの処理により、受信された前記個別識別情報が、前記記録部に既に記
録されていると判定された場合、前記記録部に記録されている前記個別識別情報に対応す
る前記完了有無情報に基づいて、前記設定処理が完了しているか否かを判定する制御ステ
ップと
　を含み、
　前記制御ステップは、前記判定ステップの処理により、受信された前記個別識別情報が
、前記記録部に既に記録されていると判定された場合において、前記記録部に記録されて
いる前記個別識別情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、
　　前記設定処理が完了していないと判定したとき、前記設定処理として、前記情報処理
装置に前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのアプリケーショ
ンを起動させ、
　　前記設定処理が完了していると判定したとき、前記情報処理装置に前記設定処理が既
に完了していることを表示させ、
　前記記録部は、さらに、前記情報処理装置のユーザを特定するためのパスワードを前記
個別識別情報に対応付けて記録しているとともに、前記第２の設定処理に必要な情報とし
て、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用する際に用いられるサービ
ス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識別される前記情報処理装置
のユーザに関するユーザ情報を記録しており、
　前記情報処理装置が前記第２の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動し
ている場合、前記情報処理装置に対して、前記パスワードの送信を要求する第１の要求ス
テップと、
　前記第１の要求ステップの処理による前記パスワードの要求に応じて、前記情報処理装
置から送信されてくるパスワードと、前記記録部に記録されている前記パスワードとが一
致するか否かを判断するパスワード認証を行なうパスワード認証ステップと、
　前記パスワード認証ステップの処理によるパスワード認証の結果を、前記ネットワーク
を介して前記情報処理装置に送信する第１の送信ステップと
　をさらに含み、
　前記制御ステップは、前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてく
る前記パスワードと、前記記録部に記録されている前記パスワードとが一致すると判断さ
れた場合、前記情報処理装置に送信された前記パスワード認証の結果に応じて、前記記録
部に記録されている前記サーバ情報及び前記ユーザ情報を、前記情報処理装置に記録させ
前記第２の設定処理を実行させる
　ネットワーク管理方法。
【請求項７】
　ネットワークに接続されるネットワーク管理装置に実行させるためのプログラムであっ
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て、
　前記ネットワーク管理装置は、
　　前記ネットワークを介して前記ネットワーク管理装置に接続される情報処理装置を個
別に識別するための個別識別情報を、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して提供
されるサービスを利用するために必要な設定処理を完了しているか否かを表す完了有無情
報に対応付けて記録する記録部を備え、
　前記ネットワークを介して前記情報処理装置が接続されたとき、前記情報処理装置より
送信されてくる前記情報処理装置の個別識別情報を受信する受信ステップと、
　前記受信ステップの処理により受信された前記個別識別情報が、前記記録部に既に記録
されているか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により、受信された前記個別識別情報が前記記録部にまだ記録
されていないと判定された場合、前記設定処理として、前記情報処理装置に第１の設定処
理を実行させるためのアプリケーションを起動させ、
　前記判定ステップの処理により、受信された前記個別識別情報が、前記記録部に既に記
録されていると判定された場合、前記記録部に記録されている前記個別識別情報に対応す
る前記完了有無情報に基づいて、前記設定処理が完了しているか否かを判定する制御ステ
ップと
　を含み、
　前記制御ステップは、前記判定ステップの処理により、受信された前記個別識別情報が
、前記記録部に既に記録されていると判定された場合において、前記記録部に記録されて
いる前記個別識別情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、
　　前記設定処理が完了していないと判定したとき、前記設定処理として、前記情報処理
装置に前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのアプリケーショ
ンを起動させ、
　　前記設定処理が完了していると判定したとき、前記情報処理装置に前記設定処理が既
に完了していることを表示させ、
　前記記録部は、さらに、前記情報処理装置のユーザを特定するためのパスワードを前記
個別識別情報に対応付けて記録しているとともに、前記第２の設定処理に必要な情報とし
て、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用する際に用いられるサービ
ス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識別される前記情報処理装置
のユーザに関するユーザ情報を記録しており、
　前記情報処理装置が前記第２の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動し
ている場合、前記情報処理装置に対して、前記パスワードの送信を要求する第１の要求ス
テップと、
　前記第１の要求ステップの処理による前記パスワードの要求に応じて、前記情報処理装
置から送信されてくるパスワードと、前記記録部に記録されている前記パスワードとが一
致するか否かを判断するパスワード認証を行なうパスワード認証ステップと、
　前記パスワード認証ステップの処理によるパスワード認証の結果を、前記ネットワーク
を介して前記情報処理装置に送信する第１の送信ステップと
　をさらに含み、
　前記制御ステップは、前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてく
る前記パスワードと、前記記録部に記録されている前記パスワードとが一致すると判断さ
れた場合、前記情報処理装置に送信された前記パスワード認証の結果に応じて、前記記録
部に記録されている前記サーバ情報及び前記ユーザ情報を、前記情報処理装置に記録させ
前記第２の設定処理を実行させる
　処理をコンピュータに実行させるためのプログラムが記録されたコンピュータ読み取り
可能な記録媒体。
【請求項８】
　ネットワークに接続される情報処理装置において、
　前記情報処理装置を個別に識別するための個別識別情報を記録する記録手段と、
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　前記記録手段に記録されている前記個別識別情報を、前記ネットワークを介してネット
ワーク管理装置に送信する送信手段と、
　前記送信手段により送信された前記個別識別情報に基づいて、前記ネットワーク管理装
置から前記ネットワークを介して送信されてきた制御情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記制御情報に応じた処理を実行する実行手段と
　を備え、
　前記実行手段は、
　　前記受信手段により受信された前記制御情報が、前記情報処理装置が前記ネットワー
クを介して提供されるサービスを利用するために必要な設定処理として、第１の設定処理
を実行させるためのものである場合、前記第１の設定処理を開始するためのアプリケーシ
ョンの起動を実行し、
　　前記受信手段により受信された前記制御情報が、前記設定処理として、前記第１の設
定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第２の設定処
理を開始するためのアプリケーションの起動を実行し、
　　前記受信手段により受信された前記制御情報が、前記設定処理が既に完了しているこ
とを表示させるためのものである場合、前記設定処理が既に完了していることを表す画面
表示の表示を実行し、
　前記送信手段は、前記実行手段により、前記第２の設定処理を開始するためのアプリケ
ーションが起動されている場合、前記ネットワーク管理装置からのパスワードの送信の要
求に応じて、前記情報処理装置のユーザによる入力操作により入力された前記パスワード
を送信し、
　前記受信手段は、前記ネットワーク管理装置に前記パスワードが送信されたことに対応
して、前記ネットワーク管理装置から、前記情報処理装置から送信されてくる前記パスワ
ードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致するか否かを表すパ
スワード認証の結果も受信し、
　前記実行手段は、受信した前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信され
てくる前記パスワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致す
ると判断されたことに対応し、前記ネットワーク管理装置から送信されてくる前記第２の
設定処理に必要な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用
する際に用いられるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識
別される前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報を、前記記録手段に記録させ前記
第２の設定処理を実行する
　情報処理装置。
【請求項９】
　前記個別識別情報は、前記情報処理装置のシリアル番号を表す
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記送信手段は、前記第１の設定処理を開始するためのアプリケーションが起動されて
いる場合、前記ネットワーク管理装置からの、前記情報処理装置のユーザに関するユーザ
情報の送信の要求に応じて、ユーザの入力操作により入力された前記ユーザ情報を送信し
、
　前記受信手段は、前記ネットワーク管理装置に前記ユーザ情報が送信されたことに対応
して、前記ネットワーク管理装置から、前記ユーザ情報に誤りがないか否かを表すユーザ
情報認証の結果も受信し、
　前記実行手段は、受信された前記ユーザ情報認証の結果、前記ユーザ情報に誤りがない
と判断されたことに対応して、前記第１の設定処理を実行する
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記ユーザ情報は、前記情報処理装置のユーザの氏名、電話番号、又は住所のうちの少
なくとも１つを含む
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　請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記受信手段は、前記第１の設定処理に必要な情報として、前記サーバ情報も受信し、
　前記実行手段は、受信された前記サーバ情報を、前記記録手段に記録させ前記第１の設
定処理を実行する
　請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　ネットワークに接続される情報処理装置の情報処理方法において、
　前記情報処理装置は、前記情報処理装置を個別に識別するための個別識別情報を記録す
る記録部を備え、
　前記記録部に記録されている前記個別識別情報を、前記ネットワークを介してネットワ
ーク管理装置に送信する送信ステップと、
　前記送信ステップの処理により送信された前記個別識別情報に基づいて、前記ネットワ
ーク管理装置から前記ネットワークを介して送信されてきた制御情報を受信する受信ステ
ップと、
　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報に応じた処理を実行する実行ス
テップと
　を含み、
　前記実行ステップは、
　　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が、前記情報処理装置が前記
ネットワークを介して提供されるサービスを利用するために必要な設定処理として、第１
の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第１の設定処理を開始するためのア
プリケーションの起動を実行し、
　　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が、前記設定処理として、前
記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第
２の設定処理を開始するためのアプリケーションの起動を実行し、
　　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が、前記設定処理が既に完了
していることを表示させるためのものである場合、前記設定処理が既に完了していること
を表す画面表示の表示を実行し、
　前記送信ステップは、前記実行ステップの処理により、前記第２の設定処理を開始する
ためのアプリケーションが起動されている場合、前記ネットワーク管理装置からのパスワ
ードの送信の要求に応じて、前記情報処理装置のユーザによる入力操作により入力された
前記パスワードを送信し、
　前記受信ステップは、前記ネットワーク管理装置に前記パスワードが送信されたことに
対応して、前記ネットワーク管理装置から、前記情報処理装置から送信されてくる前記パ
スワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致するか否かを表
すパスワード認証の結果も受信し、
　前記実行ステップは、受信した前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信
されてくる前記パスワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一
致すると判断されたことに対応し、前記ネットワーク管理装置から送信されてくる前記第
２の設定処理に必要な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを
利用する際に用いられるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報によ
り識別される前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報を、前記記録部に記録させ前
記第２の設定処理を実行する
　情報処理方法。
【請求項１４】
　ネットワークに接続される情報処理装置に実行させるためのプログラムであって、
　前記情報処理装置は、前記情報処理装置を個別に識別するための個別識別情報を記録す
る記録部を備え、
　前記記録部に記録されている前記個別識別情報を、前記ネットワークを介してネットワ
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ーク管理装置に送信する送信ステップと、
　前記送信ステップの処理により送信された前記個別識別情報に基づいて、前記ネットワ
ーク管理装置から前記ネットワークを介して送信されてきた制御情報を受信する受信ステ
ップと、
　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報に応じた処理を実行する実行ス
テップと
　を含み、
　前記実行ステップは、
　　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が、前記情報処理装置が前記
ネットワークを介して提供されるサービスを利用するために必要な設定処理として、第１
の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第１の設定処理を開始するためのア
プリケーションの起動を実行し、
　　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が、前記設定処理として、前
記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第
２の設定処理を開始するためのアプリケーションの起動を実行し、
　　前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が、前記設定処理が既に完了
していることを表示させるためのものである場合、前記設定処理が既に完了していること
を表す画面表示の表示を実行し、
　前記送信ステップは、前記実行ステップの処理により、前記第２の設定処理を開始する
ためのアプリケーションが起動されている場合、前記ネットワーク管理装置からのパスワ
ードの送信の要求に応じて、前記情報処理装置のユーザによる入力操作により入力された
前記パスワードを送信し、
　前記受信ステップは、前記ネットワーク管理装置に前記パスワードが送信されたことに
対応して、前記ネットワーク管理装置から、前記情報処理装置から送信されてくる前記パ
スワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致するか否かを表
すパスワード認証の結果も受信し、
　前記実行ステップは、受信した前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信
されてくる前記パスワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一
致すると判断されたことに対応し、前記ネットワーク管理装置から送信されてくる前記第
２の設定処理に必要な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを
利用する際に用いられるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報によ
り識別される前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報を、前記記録部に記録させ前
記第２の設定処理を実行する
　処理をコンピュータに実行させるためのプログラムが記録され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、ネットワーク管理装置、ネットワーク管理方法、情報処理装置、情報処理方
法、および記録媒体に関し、特に、インターネット接続のためのサインアップの操作を簡
単にするようにしたネットワーク管理装置、ネットワーク管理方法、情報処理装置、情報
処理方法、および記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、インターネットに代表されるネットワークシステムが普及してきた。ユーザは、通
信機能を兼ね備えたパーソナルコンピュータを用いて、電話回線などの通信回線を通じて
インターネット接続することにより、インターネットを介して提供される様々な情報やサ
ービスを利用することができる。
【０００３】
ところで、コンピュータ操作に不慣れなユーザにとっては、操作が複雑なパーソナルコン
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ピュータよりも、簡単にインターネット接続することが可能な電子機器の登場を望んでい
る。
【０００４】
そこで、昨今では、インターネットへの接続機能を兼ね備えたテレビジョン受像機が出回
るようになってきている。
【０００５】
このインターネット接続機能を兼ね備えたテレビジョン受像機は、本来の目的とするとこ
ろのテレビジョン放送の放送信号を受信し、所望のチャンネルを選局して視聴することが
できるとともに、電話回線などの通信回線を通じてインターネットに接続し、画像情報や
テキスト情報の提供を受けて、これらを、ディスプレイなどの表示画面に表示させたり、
あるいは、電子メールの作成、送信、および受信なども容易に行なうことができる。
【０００６】
通常、パーソナルコンピュータや、上述したようなインターネット接続機能を兼ね備えた
テレビジョン受像機を購入したユーザは、インターネットを介して提供される様々な情報
やサービスを利用するにあたって、インターネットプロバイダと呼ばれるインターネット
接続業者と契約し、機器に接続IDなどを登録する必要がある。
【０００７】
従来のサインアップ方法としては、例えば、自分の所在地に近いアクセスポイントを持っ
ていたり、あるいは、所望とするサービスを提供しているなど、ユーザにとって最適なイ
ンターネットプロバイダを選択し、そのインターネットプロバイダから加入申込書を取り
寄せる。そして、その加入申込書に必要事項を書き込んだ後、インターネットプロバイダ
に対して、郵送するなどしてユーザ情報を通知する。これにより、インターネットプロバ
イダは、ユーザから通知されたユーザ情報に基づいて、サインアップのための情報（例え
ば、接続IDなど）を付与する。そして、ユーザは、サインアップのための情報を取得し、
その情報をパーソナルコンピュータなどの機器に入力する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような手順に従って行なう、従来のサインアップ方法の場合、取
得した情報を機器に入力する際に入力ミスをする恐れがあり、加入手続が煩雑であった。
【０００９】
また、プロバイダを登録するための処理操作に時間がかかる課題があった。
【００１０】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、容易に、かつ、より迅速にサイン
アップを完了することができるようにするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の側面のネットワーク管理装置は、ネットワークに接続されるネットワー
ク管理装置であって、前記ネットワークを介して前記ネットワーク管理装置に接続される
情報処理装置を個別に識別するための個別識別情報を、前記情報処理装置が前記ネットワ
ークを介して提供されるサービスを利用するために必要な設定処理を完了しているか否か
を表す完了有無情報に対応付けて記録する記録手段と、前記ネットワークを介して前記情
報処理装置が接続されたとき、前記情報処理装置より送信されてくる前記情報処理装置の
個別識別情報を受信する受信手段と、前記受信手段により受信された前記個別識別情報が
、前記記録手段に既に記録されているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により
、受信された前記個別識別情報が前記記録手段にまだ記録されていないと判定された場合
、前記設定処理として、前記情報処理装置に第１の設定処理を実行させるためのアプリケ
ーションを起動させ、前記判定手段により、受信された前記個別識別情報が、前記記録手
段に既に記録されていると判定された場合、前記記録手段に記録されている前記個別識別
情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、前記設定処理が完了しているか否かを判定
する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記判定手段により、受信された前記個別識別
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情報が、前記記録手段に既に記録されていると判定された場合において、前記記録手段に
記録されている前記個別識別情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、前記設定処理
が完了していないと判定したとき、前記設定処理として、前記情報処理装置に前記第１の
設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動させ、前
記設定処理が完了していると判定したとき、前記情報処理装置に前記設定処理が既に完了
していることを表示させ、前記記録手段は、さらに、前記情報処理装置のユーザを特定す
るためのパスワードを前記個別識別情報に対応付けて記録しているとともに、前記第２の
設定処理に必要な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用
する際に用いられるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識
別される前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報を記録しており、前記情報処理装
置が前記第２の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動している場合、前記
情報処理装置に対して、前記パスワードの送信を要求する第１の要求手段と、前記第１の
要求手段による前記パスワードの要求に応じて、前記情報処理装置から送信されてくるパ
スワードと、前記記録手段に記録されている前記パスワードとが一致するか否かを判断す
るパスワード認証を行なうパスワード認証手段と、前記パスワード認証手段によるパスワ
ード認証の結果を、前記ネットワークを介して前記情報処理装置に送信する第１の送信手
段とをさらに備え、前記制御手段は、前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から
送信されてくる前記パスワードと、前記記録手段に記録されている前記パスワードとが一
致すると判断された場合、前記情報処理装置に送信された前記パスワード認証の結果に応
じて、前記記録手段に記録されている前記サーバ情報及び前記ユーザ情報を、前記情報処
理装置に記録させ前記第２の設定処理を実行させる。
【００１２】
　前記個別識別情報は、前記情報処理装置のシリアル番号を表すようにすることができる
。
【００１５】
　前記ユーザ情報は、前記情報処理装置のユーザの氏名、電話番号、又は住所のうちの少
なくとも１つを含むようにすることができる。
【００１６】
　前記情報処理装置が前記第１の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動し
ている場合、前記情報処理装置に、前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報の送信
を要求する第２の要求手段と、前記第２の要求手段による前記ユーザ情報の送信の要求に
応じて、前記情報処理装置から送信されてくる前記ユーザ情報に誤りがあるか否かを判断
するユーザ情報認証を行うユーザ情報認証手段と、前記ユーザ情報認証手段によるユーザ
情報認証の結果を、前記ネットワークを介して前記情報処理装置に送信する第２の送信手
段とをさらに設けることができ、前記制御手段では、前記ユーザ情報認証の結果、前記ユ
ーザ情報に誤りがないと判断された場合に、前記情報処理装置に送信された前記ユーザ情
報認証の結果に応じて、前記情報処理装置に前記第１の設定処理を実行させるようにする
ことができる。
【００１７】
　前記制御手段では、前記記録手段に記録されている前記サーバ情報を、前記情報処理装
置に記録させ前記第１の設定処理を実行させるようにすることができる。
【００１８】
　本発明の第１の側面のネットワーク管理方法は、ネットワークに接続されるネットワー
ク管理装置のネットワーク管理方法であって、前記ネットワーク管理装置は、前記ネット
ワークを介して前記ネットワーク管理装置に接続される情報処理装置を個別に識別するた
めの個別識別情報を、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して提供されるサービス
を利用するために必要な設定処理を完了しているか否かを表す完了有無情報に対応付けて
記録する記録部を備え、前記ネットワークを介して前記情報処理装置が接続されたとき、
前記情報処理装置より送信されてくる前記情報処理装置の個別識別情報を受信する受信ス
テップと、前記受信ステップの処理により受信された前記個別識別情報が、前記記録部に
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既に記録されているか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップの処理により、
受信された前記個別識別情報が前記記録部にまだ記録されていないと判定された場合、前
記設定処理として、前記情報処理装置に第１の設定処理を実行させるためのアプリケーシ
ョンを起動させ、前記判定ステップの処理により、受信された前記個別識別情報が、前記
記録部に既に記録されていると判定された場合、前記記録部に記録されている前記個別識
別情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、前記設定処理が完了しているか否かを判
定する制御ステップとを含み、前記制御ステップは、前記判定ステップの処理により、受
信された前記個別識別情報が、前記記録部に既に記録されていると判定された場合におい
て、前記記録部に記録されている前記個別識別情報に対応する前記完了有無情報に基づい
て、前記設定処理が完了していないと判定したとき、前記設定処理として、前記情報処理
装置に前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのアプリケーショ
ンを起動させ、前記設定処理が完了していると判定したとき、前記情報処理装置に前記設
定処理が既に完了していることを表示させ、前記記録部は、さらに、前記情報処理装置の
ユーザを特定するためのパスワードを前記個別識別情報に対応付けて記録しているととも
に、前記第２の設定処理に必要な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供される
サービスを利用する際に用いられるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識
別情報により識別される前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報を記録しており、
前記情報処理装置が前記第２の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動して
いる場合、前記情報処理装置に対して、前記パスワードの送信を要求する第１の要求ステ
ップと、前記第１の要求ステップの処理による前記パスワードの要求に応じて、前記情報
処理装置から送信されてくるパスワードと、前記記録部に記録されている前記パスワード
とが一致するか否かを判断するパスワード認証を行なうパスワード認証ステップと、前記
パスワード認証ステップの処理によるパスワード認証の結果を、前記ネットワークを介し
て前記情報処理装置に送信する第１の送信ステップとをさらに含み、前記制御ステップは
、前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてくる前記パスワードと、
前記記録部に記録されている前記パスワードとが一致すると判断された場合、前記情報処
理装置に送信された前記パスワード認証の結果に応じて、前記記録部に記録されている前
記サーバ情報及び前記ユーザ情報を、前記情報処理装置に記録させ前記第２の設定処理を
実行させる。
【００１９】
　本発明の第１の側面の記録媒体に記録されているプログラムは、ネットワークに接続さ
れるネットワーク管理装置に実行させるためのプログラムであって、前記ネットワーク管
理装置は、前記ネットワークを介して前記ネットワーク管理装置に接続される情報処理装
置を個別に識別するための個別識別情報を、前記情報処理装置が前記ネットワークを介し
て提供されるサービスを利用するために必要な設定処理を完了しているか否かを表す完了
有無情報に対応付けて記録する記録部を備え、前記ネットワークを介して前記情報処理装
置が接続されたとき、前記情報処理装置より送信されてくる前記情報処理装置の個別識別
情報を受信する受信ステップと、前記受信ステップの処理により受信された前記個別識別
情報が、前記記録部に既に記録されているか否かを判定する判定ステップと、前記判定ス
テップの処理により、受信された前記個別識別情報が前記記録部にまだ記録されていない
と判定された場合、前記設定処理として、前記情報処理装置に第１の設定処理を実行させ
るためのアプリケーションを起動させ、前記判定ステップの処理により、受信された前記
個別識別情報が、前記記録部に既に記録されていると判定された場合、前記記録部に記録
されている前記個別識別情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、前記設定処理が完
了しているか否かを判定する制御ステップとを含み、前記制御ステップは、前記判定ステ
ップの処理により、受信された前記個別識別情報が、前記記録部に既に記録されていると
判定された場合において、前記記録部に記録されている前記個別識別情報に対応する前記
完了有無情報に基づいて、前記設定処理が完了していないと判定したとき、前記設定処理
として、前記情報処理装置に前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させる
ためのアプリケーションを起動させ、前記設定処理が完了していると判定したとき、前記
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情報処理装置に前記設定処理が既に完了していることを表示させ、前記記録部は、さらに
、前記情報処理装置のユーザを特定するためのパスワードを前記個別識別情報に対応付け
て記録しているとともに、前記第２の設定処理に必要な情報として、前記ネットワーク管
理装置から提供されるサービスを利用する際に用いられるサービス利用情報を含むサーバ
情報、及び前記個別識別情報により識別される前記情報処理装置のユーザに関するユーザ
情報を記録しており、前記情報処理装置が前記第２の設定処理を実行させるためのアプリ
ケーションを起動している場合、前記情報処理装置に対して、前記パスワードの送信を要
求する第１の要求ステップと、前記第１の要求ステップの処理による前記パスワードの要
求に応じて、前記情報処理装置から送信されてくるパスワードと、前記記録部に記録され
ている前記パスワードとが一致するか否かを判断するパスワード認証を行なうパスワード
認証ステップと、前記パスワード認証ステップの処理によるパスワード認証の結果を、前
記ネットワークを介して前記情報処理装置に送信する第１の送信ステップとをさらに含み
、前記制御ステップは、前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてく
る前記パスワードと、前記記録部に記録されている前記パスワードとが一致すると判断さ
れた場合、前記情報処理装置に送信された前記パスワード認証の結果に応じて、前記記録
部に記録されている前記サーバ情報及び前記ユーザ情報を、前記情報処理装置に記録させ
前記第２の設定処理を実行させる処理をコンピュータに実行させる。
【００２０】
　本発明の第１の側面によれば、ネットワークを介して情報処理装置が接続されたとき、
前記情報処理装置より送信されてくる前記情報処理装置の個別識別情報が受信され、受信
された前記個別識別情報が、記録部に既に記録されているか否かが判定され、受信された
前記個別識別情報が前記記録部にまだ記録されていないと判定された場合、設定処理とし
て、前記情報処理装置に第１の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動させ
、受信された前記個別識別情報が、前記記録部に既に記録されていると判定された場合、
前記記録部に記録されている前記個別識別情報に対応する前記完了有無情報に基づいて、
前記設定処理が完了しているか否かが判定される。そして、前記設定処理が完了していな
いと判定されたとき、前記設定処理として、前記情報処理装置に前記第１の設定処理とは
異なる第２の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動させ、前記設定処理が
完了していると判定されたとき、前記情報処理装置に前記設定処理が既に完了しているこ
とを表示させ、前記記録部は、さらに、前記情報処理装置のユーザを特定するためのパス
ワードを前記個別識別情報に対応付けて記録しているとともに、前記第２の設定処理に必
要な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用する際に用い
られるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識別される前記
情報処理装置のユーザに関するユーザ情報を記録しており、前記情報処理装置が前記第２
の設定処理を実行させるためのアプリケーションを起動している場合、前記情報処理装置
に対して、前記パスワードの送信が要求され、前記パスワードの要求に応じて、前記情報
処理装置から送信されてくるパスワードと、前記記録部に記録されている前記パスワード
とが一致するか否かを判断するパスワード認証が行なわれ、パスワード認証の結果が、前
記ネットワークを介して前記情報処理装置に送信される。そして、前記パスワード認証の
結果、前記情報処理装置から送信されてくる前記パスワードと、前記記録部に記録されて
いる前記パスワードとが一致すると判断された場合、前記情報処理装置に送信された前記
パスワード認証の結果に応じて、前記記録部に記録されている前記サーバ情報及び前記ユ
ーザ情報を、前記情報処理装置に記録させ前記第２の設定処理を実行させる。
【００２１】
　本発明の第２の側面の情報処理装置は、ネットワークに接続される情報処理装置であっ
て、前記情報処理装置を個別に識別するための個別識別情報を記録する記録手段と、前記
記録手段に記録されている前記個別識別情報を、前記ネットワークを介してネットワーク
管理装置に送信する送信手段と、前記送信手段により送信された前記個別識別情報に基づ
いて、前記ネットワーク管理装置から前記ネットワークを介して送信されてきた制御情報
を受信する受信手段と、前記受信手段により受信された前記制御情報に応じた処理を実行
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する実行手段とを備え、前記実行手段は、前記受信手段により受信された前記制御情報が
、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して提供されるサービスを利用するために必
要な設定処理として、第１の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第１の設
定処理を開始するためのアプリケーションの起動を実行し、前記受信手段により受信され
た前記制御情報が、前記設定処理として、前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理
を実行させるためのものである場合、前記第２の設定処理を開始するためのアプリケーシ
ョンの起動を実行し、前記受信手段により受信された前記制御情報が、前記設定処理が既
に完了していることを表示させるためのものである場合、前記設定処理が既に完了してい
ることを表す画面表示の表示を実行し、前記送信手段は、前記実行手段により、前記第２
の設定処理を開始するためのアプリケーションが起動されている場合、前記ネットワーク
管理装置からのパスワードの送信の要求に応じて、前記情報処理装置のユーザによる入力
操作により入力された前記パスワードを送信し、前記受信手段は、前記ネットワーク管理
装置に前記パスワードが送信されたことに対応して、前記ネットワーク管理装置から、前
記情報処理装置から送信されてくる前記パスワードと、前記ネットワーク管理装置が有す
る前記パスワードとが一致するか否かを表すパスワード認証の結果も受信し、前記実行手
段は、受信した前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてくる前記パ
スワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致すると判断され
たことに対応し、前記ネットワーク管理装置から送信されてくる前記第２の設定処理に必
要な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用する際に用い
られるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識別される前記
情報処理装置のユーザに関するユーザ情報を、前記記録手段に記録させ前記第２の設定処
理を実行する。
【００２２】
　前記個別識別情報は、前記情報処理装置のシリアル番号を表すようにすることができる
。
【００２５】
　前記送信手段では、前記第１の設定処理を開始するためのアプリケーションが起動され
ている場合、前記ネットワーク管理装置からの、前記情報処理装置のユーザに関するユー
ザ情報の送信の要求に応じて、ユーザの入力操作により入力された前記ユーザ情報を送信
し、前記受信手段では、前記ネットワーク管理装置に前記ユーザ情報が送信されたことに
対応して、前記ネットワーク管理装置から、前記ユーザ情報に誤りがないか否かを表すユ
ーザ情報認証の結果も受信し、前記実行手段では、受信された前記ユーザ情報認証の結果
、前記ユーザ情報に誤りがないと判断されたことに対応して、前記第１の設定処理を実行
するようにすることができる。
【００２６】
　前記ユーザ情報は、前記情報処理装置のユーザの氏名、電話番号、又は住所のうちの少
なくとも１つを含むようにすることができる。
【００２７】
　前記受信手段では、前記第１の設定処理に必要な情報として、前記サーバ情報も受信し
、前記実行手段では、受信された前記サーバ情報を、前記記録手段に記録させ前記第１の
設定処理を実行するようにすることができる。
【００２８】
　本発明の第２の側面の情報処理方法は、ネットワークに接続される情報処理装置の情報
処理方法であって、前記情報処理装置は、前記情報処理装置を個別に識別するための個別
識別情報を記録する記録部を備え、前記記録部に記録されている前記個別識別情報を、前
記ネットワークを介してネットワーク管理装置に送信する送信ステップと、前記送信ステ
ップの処理により送信された前記個別識別情報に基づいて、前記ネットワーク管理装置か
ら前記ネットワークを介して送信されてきた制御情報を受信する受信ステップと、前記受
信ステップの処理により受信された前記制御情報に応じた処理を実行する実行ステップと
を含み、前記実行ステップは、前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が
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、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して提供されるサービスを利用するために必
要な設定処理として、第１の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第１の設
定処理を開始するためのアプリケーションの起動を実行し、前記受信ステップの処理によ
り受信された前記制御情報が、前記設定処理として、前記第１の設定処理とは異なる第２
の設定処理を実行させるためのものである場合、前記第２の設定処理を開始するためのア
プリケーションの起動を実行し、前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報
が、前記設定処理が既に完了していることを表示させるためのものである場合、前記設定
処理が既に完了していることを表す画面表示の表示を実行し、前記送信ステップは、前記
実行ステップの処理により、前記第２の設定処理を開始するためのアプリケーションが起
動されている場合、前記ネットワーク管理装置からのパスワードの送信の要求に応じて、
前記情報処理装置のユーザによる入力操作により入力された前記パスワードを送信し、前
記受信ステップは、前記ネットワーク管理装置に前記パスワードが送信されたことに対応
して、前記ネットワーク管理装置から、前記情報処理装置から送信されてくる前記パスワ
ードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致するか否かを表すパ
スワード認証の結果も受信し、前記実行ステップは、受信した前記パスワード認証の結果
、前記情報処理装置から送信されてくる前記パスワードと、前記ネットワーク管理装置が
有する前記パスワードとが一致すると判断されたことに対応し、前記ネットワーク管理装
置から送信されてくる前記第２の設定処理に必要な情報として、前記ネットワーク管理装
置から提供されるサービスを利用する際に用いられるサービス利用情報を含むサーバ情報
、及び前記個別識別情報により識別される前記情報処理装置のユーザに関するユーザ情報
を、前記記録部に記録させ前記第２の設定処理を実行する。
【００２９】
　本発明の第２の側面の記録媒体に記録されているプログラムは、ネットワークに接続さ
れる情報処理装置に実行させるためのプログラムであって、前記情報処理装置は、前記情
報処理装置を個別に識別するための個別識別情報を記録する記録部を備え、前記記録部に
記録されている前記個別識別情報を、前記ネットワークを介してネットワーク管理装置に
送信する送信ステップと、前記送信ステップの処理により送信された前記個別識別情報に
基づいて、前記ネットワーク管理装置から前記ネットワークを介して送信されてきた制御
情報を受信する受信ステップと、前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報
に応じた処理を実行する実行ステップとを含み、前記実行ステップは、前記受信ステップ
の処理により受信された前記制御情報が、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して
提供されるサービスを利用するために必要な設定処理として、第１の設定処理を実行させ
るためのものである場合、前記第１の設定処理を開始するためのアプリケーションの起動
を実行し、前記受信ステップの処理により受信された前記制御情報が、前記設定処理とし
て、前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行させるためのものである場合、
前記第２の設定処理を開始するためのアプリケーションの起動を実行し、前記受信ステッ
プの処理により受信された前記制御情報が、前記設定処理が既に完了していることを表示
させるためのものである場合、前記設定処理が既に完了していることを表す画面表示の表
示を実行し、前記送信ステップは、前記実行ステップの処理により、前記第２の設定処理
を開始するためのアプリケーションが起動されている場合、前記ネットワーク管理装置か
らのパスワードの送信の要求に応じて、前記情報処理装置のユーザによる入力操作により
入力された前記パスワードを送信し、前記受信ステップは、前記ネットワーク管理装置に
前記パスワードが送信されたことに対応して、前記ネットワーク管理装置から、前記情報
処理装置から送信されてくる前記パスワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記
パスワードとが一致するか否かを表すパスワード認証の結果も受信し、前記実行ステップ
は、受信した前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてくる前記パス
ワードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致すると判断された
ことに対応し、前記ネットワーク管理装置から送信されてくる前記第２の設定処理に必要
な情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用する際に用いら
れるサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識別される前記情
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報処理装置のユーザに関するユーザ情報を、前記記録部に記録させ前記第２の設定処理を
実行する処理をコンピュータに実行させる。
【００３０】
　本発明の第２の側面によれば、記録部に記録されている個別識別情報が、ネットワーク
を介してネットワーク管理装置に送信され、送信された前記個別識別情報に基づいて、前
記ネットワーク管理装置から前記ネットワークを介して送信されてきた制御情報が受信さ
れ、受信された前記制御情報に応じた処理が実行される。具体的には、受信された前記制
御情報が、前記情報処理装置が前記ネットワークを介して提供されるサービスを利用する
ために必要な設定処理として、第１の設定処理を実行させるためのものである場合、前記
第１の設定処理を開始するためのアプリケーションの起動が実行され、受信された前記制
御情報が、前記設定処理として、前記第１の設定処理とは異なる第２の設定処理を実行さ
せるためのものである場合、前記第２の設定処理を開始するためのアプリケーションの起
動が実行され、受信された前記制御情報が、前記設定処理が既に完了していることを表示
させるためのものである場合、前記設定処理が既に完了していることを表す画面表示の表
示が実行され、前記第２の設定処理を開始するためのアプリケーションが起動されている
場合、前記ネットワーク管理装置からのパスワードの送信の要求に応じて、前記情報処理
装置のユーザによる入力操作により入力された前記パスワードが送信され、前記ネットワ
ーク管理装置に前記パスワードが送信されたことに対応して、前記ネットワーク管理装置
から、前記情報処理装置から送信されてくる前記パスワードと、前記ネットワーク管理装
置が有する前記パスワードとが一致するか否かを表すパスワード認証の結果も受信され、
受信された前記パスワード認証の結果、前記情報処理装置から送信されてくる前記パスワ
ードと、前記ネットワーク管理装置が有する前記パスワードとが一致すると判断されたこ
とに対応し、前記ネットワーク管理装置から送信されてくる前記第２の設定処理に必要な
情報として、前記ネットワーク管理装置から提供されるサービスを利用する際に用いられ
るサービス利用情報を含むサーバ情報、及び前記個別識別情報により識別される前記情報
処理装置のユーザに関するユーザ情報を、前記記録部に記録させ前記第２の設定処理が実
行される。
【００３３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用したサインアップシステムの構成例を示している。この構成例にお
いては、インターネット３を介して接続されるネットワーク管理サーバ１、および、情報
処理装置４から構成される。
【００３４】
ネットワーク管理サーバ１には、データベース（DB）２が接続されており、このデータベ
ース２には、インターネット３などのネットワーク上におけるネットワーク管理サーバ１
のアドレス（例えば、IP（Internet Protocol）アドレス）を含むサーバ情報や、加入手
続き（契約）されたユーザのユーザ情報などが蓄積されている。
【００３５】
ネットワーク管理サーバ１は、コンピュータであって、そのCPUが内蔵するハードディス
クドライブに記憶されているサーバプログラムに従って、後述する処理を実行する。
【００３６】
情報処理装置４は、放送局５が放送するテレビジョン放送を受信する機能を有するととも
に、インターネット３を介してネットワーク管理サーバ１に接続する機能を有している。
従って、情報端末装置４のユーザは、放送局５が放送するテレビジョン番組を視聴するこ
とができるだけでなく、インターネット３に接続されているネットワーク管理サーバ１に
アクセスし、サインアップするための情報を受信することができる。
【００３７】
図２は、情報処理装置４の構成例を示している。CPU（Central Processing Unit）１１は
、ROM（Read Only Memory）１２に記憶されているプログラム、または、記憶部１８からR
AM（Random Access Memory）１３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行す



(15) JP 4600709 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

る。RAM１３にはまた、CPU１１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適
宜記憶される。
【００３８】
CPU１１、ROM１２、およびRAM１３は、バス１４を介して相互に接続されているとともに
、入出力インターフェース１５にも接続されている。
【００３９】
入出力インターフェース１５には、キーボード、マウス、スイッチ、ボタン、およびリモ
ートコマンダなどよりなる入力部１６、CRT（Cathode Ray Tube）、またはLCD（Liquid C
rystal Display）などよりなる出力部１７、ハードディスクなどより構成される記憶部１
８、モデムやターミナルアダプタなどより構成される通信部１９、および、放送局５から
の電波を受信、復調する受信部２０が接続されている。通信部１９は、インターネット３
を介しての通信処理を行なう。
【００４０】
入出力インタフェース１５にはまた、必要に応じてドライブ２１が接続され、磁気ディス
ク３１、光ディスク３２、光磁気ディスク３３、あるいは、半導体メモリ３４などが適宜
装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部１８
にインストールされる。
【００４１】
なお、ネットワーク管理サーバ１は、上述した情報処理装置４の受信部２０を除いた構成
と同様であり、その説明は省略する。
【００４２】
図３は、データベース２に蓄積されている情報の例を示している。この例においては、機
器シリアル番号、ユーザ情報、メールアドレス、パスワード、サーバ情報、および入会の
有無が記憶されている。
【００４３】
機器シリアル番号には、情報処理装置４の個有の番号（例えば、製造番号など）が記憶さ
れている。ユーザ情報には、情報処理装置４を使用するユーザに関する情報（例えば、氏
名、住所、および電話番号など）が記憶されている。メールアドレスには、情報処理装置
４を使用するユーザが既に所有している電子メールのアドレスが記憶されている。パスワ
ードには、情報処理装置４を使用するユーザを認証するために必要となる識別情報が記憶
されている。サーバ情報には、ネットワーク管理サーバ１に関する情報（例えば、接続ID
やアカウントなど）が記憶されている。入会の有無には、情報処理装置４のユーザの入会
手続き（サインアップ）の有無に関する情報が記憶されている。
【００４４】
図３の例の場合、第１番目のエントリには、機器シリアル番号が「00001」、ユーザ情報
が「＊＊＊」、メールアドレスが「aaa＠mail.bbb.co.jp」、パスワードが「12345」、サ
ーバ情報が「＊＊＊」、および、入会の有無が「未入会」が記憶されている。第２番目の
エントリには、機器シリアル番号が「00002」、ユーザ情報が「＊＊＊」、メールアドレ
スが「ccc＠mail.ddd.co.jp」、パスワードが「98760」、サーバ情報が「＊＊＊」、およ
び、入会の有無が「入会済」が記憶されている。第３番目のエントリには、サーバ情報が
「＊＊＊」、および、入会の有無が「未入会」のみが記憶されており、それ以外の情報は
未だ記憶されていない。
【００４５】
次に、本発明の実施の形態の動作について説明する。
【００４６】
まず、事前処理として、情報処理装置４の購入を検討しているユーザは、購入を希望する
情報処理装置４の機種名や型番の他、自分自身に関するユーザ情報、メールアドレス、お
よびパスワードなどを購入申込書に記入した後、それをネットワーク管理サーバ１に対し
て、例えば、郵送などで通知し、所望の情報処理装置４を発注する。ネットワーク管理サ
ーバ１は、ユーザからの発注を受けて（購入申込書を受け取り）、購入申込書に記入され
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ている情報を、ユーザに配送する情報処理装置４の機器シリアル番号と対応させてデータ
ベース２に記録する（図３）。
【００４７】
そして、情報処理装置４を購入したユーザは、インターネット２に接続するためにサイン
アップ処理を実行する。そこで、図４乃至図６のフローチャートを参照して、情報処理装
置４が実行するサインアップ処理について説明する。この処理は、ユーザにより、通信部
１９を介してインターネット３に接続されたとき、CPU１１により実行される。
【００４８】
ステップＳ１において、CPU１１は、通信部１９、および、インターネット３を介してネ
ットワーク管理サーバ１に接続する。ステップＳ２において、CPU１１は、予め情報処理
装置４に記憶されている個有の機器シリアル番号を、通信部１９、および、インターネッ
ト３を介してネットワーク管理サーバ１に送信する。このとき、CPU１１は、例えば、図
７に示されるようなメッセージ「機器のシリアル番号をサーバに送信しています。しばら
くお待ち下さい。」を出力部１７に表示させることにより、ユーザに対して、いまどのよ
うな処理が行なわれているかを知らせることができる。
【００４９】
この機器シリアル番号を受信したネットワーク管理サーバ１は、データベース２を参照し
、いま受信した機器シリアル番号が既に記録されているか否かを検索する。そして、ネッ
トワーク管理サーバ１は、機器シリアル番号がデータベース２に記録されているか否かの
判定処理の結果を情報処理装置４に送信する。
【００５０】
ステップＳ３において、CPU１１は、インターネット３、および、通信部１９を介してネ
ットワーク管理サーバ１より送信されてくる結果を受信する。ステップＳ４において、CP
U１１は、ステップＳ３の処理で受信された結果から、ステップＳ２の処理で送信された
機器シリアル番号がデータベース２に既に登録されているか否かを判定する。
【００５１】
ステップＳ４において、送信した機器シリアル番号がデータベース２に未だ登録されてい
ないと判定された場合、すなわち、情報処理装置４のユーザにより事前処理が行なわれて
いないと判定された場合、ステップＳ５に進み、CPU１１は、ネットワーク管理サーバ１
より送信されてきた手動設定を開始するコマンドに基づいて、ROM１２に記憶されている
手動設定を開始するためのアプリケーションを起動するためのプログラムを実行する。
【００５２】
ステップＳ６およびＳ７において、CPU１１は、インターネット３、および、通信部１９
を介してネットワーク管理サーバ１より送信されてくる、インターネットサービスを利用
するための規則などが記述された規約ファイル、および、アクセスポイント情報ファイル
を受信する。
【００５３】
ステップＳ８において、CPU１１は、手動設定するために必要となるデータ入力画面を出
力部１７に表示させる。これにより、例えば、図８に示されるようなデータ入力画面が表
示される。
【００５４】
図８の例の場合、データ入力画面には、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、パスワ
ード、および、アクセスポイントを入力するための入力エリアが表示される。ユーザは、
入力部１６を用いて、これらの入力エリアに所定の情報を入力し、OKボタン５１を押下す
ることにより、ユーザ情報の入力が完了される。
【００５５】
ステップＳ９において、CPU１１は、ユーザによりユーザ情報が入力されたか否か、すな
わち、図８に示すデータ入力画面に所定の情報が入力され、OKボタン５１が押下されたか
否かを判定し、ユーザ情報が入力されたと判定されるまで待機する。そして、ユーザ情報
が入力されたと判定されると、ステップＳ１０に進み、CPU１１は、通信部１９、および
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、インターネット３を介してネットワーク管理サーバ１に、いま入力されたユーザ情報を
送信する。
【００５６】
このユーザ情報を受信したネットワーク管理サーバ１は、その情報に誤りがないか否かの
認証処理を行ない、認証結果を情報処理装置４に送信する。
【００５７】
ステップＳ１１において、CPU１１は、インターネット３、および、通信部１９を介して
ネットワーク管理サーバ１より送信されてくる、認証結果を受信する。ステップＳ１２に
おいて、CPU１１は、受信された認証結果からユーザ情報が認証されたか否かを判定する
。
【００５８】
ステップＳ１２において、ユーザ情報が認証されていないと判定された場合、ステップＳ
１３に進み、CPU１１は、ネットワーク管理サーバ１より認証結果とともに送信されてき
たエラーダイアログを表示させるコマンドに基づいて、出力部１７にエラーダイアログ表
示させる。これにより、例えば、図９に示されるようなメッセージ「入力されたユーザ情
報に誤りがあります。再度、情報を確認し、再入力して下さい。」が出力部１７に表示さ
れた後、ステップＳ９の処理でユーザ情報が入力されたデータ入力画面（図８）が表示さ
れる。
【００５９】
その後、処理は、ステップＳ８に戻り、上述した処理が繰り返される。
【００６０】
ステップＳ１２において、ユーザ情報が認証されたと判定された場合、ステップＳ１４に
進み、CPU１１は、設定された情報（すなわち、サインアップ情報）を出力部１７に表示
させる。これにより、例えば、図１０に示されるような設定完了画面が表示される。
【００６１】
図１０の例の場合、氏名に「山田太郎」、住所に「東京都新宿＊＊＊」、電話番号に「03
‐3456‐7890」、メールアドレスに「aaa＠mail.bbb.co.jp」、パスワードに「12345」、
および、アクセスポイントに「東京」が表示されている。この表示を確認したユーザが、
情報をさらに修正したい場合、入力部１６を用いて修正ボタン６１を押下することにより
、再度、ユーザ情報の入力をやり直すことができる。その場合、処理は、ステップＳ８に
戻る。また、ユーザ情報に誤りがないことを確認したユーザは、入力部１６を用いてOKボ
タン６２を押下することにより、確認終了をネットワーク管理サーバ１に通知することが
できる。
【００６２】
この確認終了の通知を受けたネットワーク管理サーバ１は、データベース２に機器シリア
ル番号に対応付けてユーザ情報を記録した後、そのデータベース２からインターネット３
上におけるネットワーク管理サーバ１のアドレスを含むサーバ情報を読み出し、手続き完
了を通知するメッセージとともに、インターネット３を介して情報処理装置４に送信する
。
【００６３】
ステップＳ１５において、CPU１１は、ユーザによりOKボタン６２が押下されると、ネッ
トワーク管理サーバ１より送信されてきたサーバ情報を記憶部１８に記録し、インターネ
ット３を介して提供されるサービスを利用するために必要な設定処理を行なう。そして、
設定が完了すると、CPU１１は、例えば、図１１に示されるようなメッセージ「手続きが
完了しました。」を出力部１７に表示させる。これにより、ユーザに対して、サインアッ
プの手続きが完了した旨を知らせることができる。
【００６４】
以上の処理により、情報処理装置４は、インターネット３を介してネットワーク管理サー
バ１から提供される様々なサービスを利用することができる。
【００６５】
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ステップＳ１６において、CPU１１は、記憶部１８に記憶されているWWW（World Wide Web
）ブラウザを実行し、ネットワーク管理サーバ１が開設するホームページにアクセスし、
それを出力部１７に表示させる。
【００６６】
ステップＳ４において、送信した機器シリアル番号がデータベース２に既に登録されてい
ると判定された場合、ステップＳ２１に進み、CPU１１は、さらに、ステップＳ３の処理
で受信した結果から、送信した機器シリアル番号に対応付けられてデータベース２に記録
されている入会の有無が、入会済みであるか否かを判定する。
【００６７】
ステップＳ２１において、入会済みではない、すなわち、未入会であると判定された場合
（情報処理装置４のユーザにより、事前処理が行なわれていると判定された場合）、ステ
ップＳ２２に進み、CPU１１は、ネットワーク管理サーバ１より送信されてきた自動設定
を開始するコマンドに基づいて、ROM１２に記憶されている自動設定を開始するためのア
プリケーションを起動するためのプログラムを実行する。
【００６８】
ステップＳ２３において、CPU１１は、インターネット３、および、通信部１９を介して
ネットワーク管理サーバ１より送信されてくるアクセスポイント情報ファイルを受信する
。
【００６９】
ステップＳ２４において、CPU１１は、自動設定するために必要となるデータ入力画面を
出力部１７に表示させる。これにより、例えば、図１２に示されるようなデータ入力画面
が表示される。
【００７０】
図１２の例の場合、データ入力画面には、パスワード入力エリア７１が表示される。ユー
ザは、入力部１６を用いて、パスワード入力エリア７１に所定のパスワード（上述した、
事前処理において、購入申込書に記入したパスワード）を入力し、OKボタン７２を押下す
ることにより、パスワードの入力が完了される。
【００７１】
ステップＳ２５において、CPU１１は、ユーザによりパスワードが入力されたか否か、す
なわち、図１２に示すデータ入力画面のパスワード入力エリア７１に所定のパスワードが
入力され、OKボタン７２が押下されたか否かを判定し、パスワードが入力されたと判定さ
れるまで待機する。そして、パスワードが入力されたと判定されると、ステップＳ２６に
進み、CPU１１は、通信部１９、および、インターネット３を介してネットワーク管理サ
ーバ１に、いま入力されたパスワードを送信する。
【００７２】
パスワードを受信したネットワーク管理サーバ１は、データベース２を参照し、さきに受
信した機器シリアル番号に対応付けられて記録されているパスワードと一致するか否かを
判定する。そして、ネットワーク管理サーバ１は、パスワードが一致したか否かの認証処
理の結果を情報処理装置４に送信する。
【００７３】
ステップＳ２７において、CPU１１は、インターネット３、および、通信部１９を介して
ネットワーク管理サーバ１より送信されてくる認証結果を受信する。ステップＳ２８にお
いて、CPU１１は、ステップＳ２７の処理で受信された認証結果から、ステップＳ２６の
処理で送信されたパスワードが、データベース２に登録されているパスワードと一致した
か否かを判定する。
【００７４】
ステップＳ２８において、送信したパスワードが認証されなかった、すなわち、データベ
ース２に登録されているものと一致しなかったと判定された場合、ステップＳ２９に進み
、CPU１１は、出力部１７にエラーダイアログを表示させる。これにより、例えば、図９
に示したメッセージ「入力されたユーザ情報に誤りがあります。再度、情報を確認し、再
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入力して下さい。」が出力部１７に表示された後、ステップＳ２４に戻り、上述した処理
が繰り返される。
【００７５】
ステップＳ２８において、送信したパスワードが認証されたと判定された場合、ステップ
Ｓ３０に進む。ユーザは、ステップＳ２３の処理で受信されたアクセスポイント情報ファ
イルから、自分自身が居住する地域（情報処理装置４を使用する地域）に近い所定のアク
セスポイントを、入力部１６を用いて選択することで指定する。そして、ステップＳ３０
において、CPU１１は、ユーザがアクセスポイントを指定したとき、その指定されたアク
セスポイントを設定する。そして、CPU１１は、その設定情報を、通信部１９、および、
インターネット３を介してネットワーク管理サーバ１に送信する。
【００７６】
アクセスポイントの設定情報を受信したネットワーク管理サーバ１は、データベース２に
その情報を追記し、そのデータベース２からサインアップに必要なサーバ情報およびユー
ザ情報を読み出し、インターネット３を介して情報処理装置４に送信する。
【００７７】
　ステップＳ３１において、CPU１１は、インターネット３、および、通信部１９を介し
てネットワーク管理サーバ１より送信されてきたサインアップ情報（ユーザ情報およびサ
ーバ情報）を受信し、それを記憶部１８に記録し、インターネット３を介して提供される
サービスを利用するために必要な設定処理を行なう。
【００７８】
そして、設定が完了すると、CPU１１は、ステップＳ３２において、ステップＳ３１の処
理で受信、設定されたサインアップ情報を出力部１７に表示させる。これにより、例えば
、図１０に示した設定完了画面が表示される。
【００７９】
ステップＳ３３において、CPU１１は、ユーザによりOKボタン６２が押下されると、例え
ば、図１１に示されるようなメッセージ「手続きが完了しました。」を出力部１７に表示
させる。これにより、ユーザに対して、サインアップの手続きが完了した旨を知らせるこ
とができる。
【００８０】
以上の処理により、情報処理装置４は、インターネット３を介してネットワーク管理サー
バ１から提供される様々なサービスを利用することができる。
【００８１】
ステップＳ３４において、CPU１１は、記憶部１８に記憶されているWWWブラウザを実行し
、ネットワーク管理サーバ１が開設するホームページにアクセスし、それを出力部１７に
表示させる。
【００８２】
ステップＳ２１において、送信した機器シリアル番号に対応付けられてデータベース２に
記録されている入会の有無が、入会済みであると判定された場合、ステップＳ４１に進み
、CPU１１は、ネットワーク管理サーバ１より送信されてきたエラーダイアログを表示さ
せるコマンドに基づいて、出力部１７にエラーダイアログを表示させる。すなわち、サイ
ンアップ手続きが既に完了しているにも拘わらず、再度、サインアップが実行される場合
には、CPU１１は、例えば、図１３に示されるようなメッセージ「既に登録が完了してい
ます。」を表示させることにより、ユーザに対して、サインアップの手続きが既に完了し
ている旨を知らせることができる。
【００８３】
ステップＳ４２において、CPU１１は、図１３に示したメッセージを表示させるだけでな
く、さらに、既に設定されているサインアップ情報の設定一覧画面を表示させた後（すな
わち、ユーザに設定一覧画面を確認させた後）、処理は終了される。
【００８４】
以上のように、ユーザが、情報処理装置４を購入前に、事前処理を行なっている場合、予



(20) JP 4600709 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

めデータベース２には、ユーザ情報が記録されることになるので、サインアップ処理の実
行時、情報処理装置４は、まず、機器シリアル番号を送信し、データベース２内をチェッ
クさせ、一致するものがある場合、さらに、パスワードを送信し、機器シリアル番号と対
応付けられてデータベース２内に記録されているパスワードと一致するか否かをチェック
させる。そして、これらのダブルチェックにより、ユーザが特定されるので、情報処理装
置４は、ネットワーク管理サーバ１のデータベース２に記録されているユーザ情報および
サーバ情報をダウンロードし、登録を完了することができる。その結果、ユーザは、サイ
ンアップのための入力操作が不要となり、より迅速にインターネット接続することが可能
となる。
【００８５】
次に、図１４乃至図１６のフローチャートを参照して、ネットワーク管理サーバ１が実行
するサインアップ処理について説明する。
【００８６】
ステップＳ６１において、ネットワーク管理サーバ１は、情報処理装置４よりインターネ
ット３を介して接続されたか否かを判定し、接続されるまで待機する。そして、情報処理
装置４がインターネット３を介して接続されると、ステップＳ６２に進み、ネットワーク
管理サーバ１は、インターネット３を介して情報処理装置４より送信されてくる機器シリ
アル番号を受信する。
【００８７】
ステップＳ６３において、ネットワーク管理サーバ１は、データベース２を参照し、ステ
ップＳ６２の処理で受信された機器シリアル番号を検索する。ステップＳ６４において、
ネットワーク管理サーバ１は、ステップＳ６３の処理による検索処理の結果、機器シリア
ル番号がデータベース２内に見つかったか否かを判定する。
【００８８】
例えば、図３に示す例において、受信した機器シリアル番号が「00001」または「00002」
の場合、この機器シリアル番号は既にデータベースに記録されていると判定される。それ
以外の機器シリアル番号の場合、未だデータベース２に記録されていない機器シリアル番
号であると判定される。
【００８９】
ステップＳ６４において、機器シリアル番号がデータベース２内に見つからなかったと判
定された場合、すなわち、その情報処理装置４のユーザからは、事前に、購入申込書の通
知を受けていないと判定された場合、ステップＳ６５に進む。
【００９０】
ステップＳ６５乃至Ｓ６７において、ネットワーク管理サーバ１は、手動設定開始を指令
するコマンド、規約ファイル、および、アクセスポイント情報ファイルを、インターネッ
ト３を介して情報処理装置４に送信する。
【００９１】
これらの情報を受信した情報処理装置４のCPU１１は、図８に示したデータ入力画面を出
力部１７に表示させる。このデータ入力画面に従って、ユーザは、入力部１６を用いてユ
ーザ情報の入力を行い、OKボタン５１を押下することにより、ユーザ情報を、インターネ
ット３を介してネットワーク管理サーバ１に送信する。
【００９２】
ステップＳ６８において、ネットワーク管理サーバ１は、インターネット３を介して情報
処理装置４より送信されてくるユーザ情報を受信する。ステップＳ６９において、ネット
ワーク管理サーバ１は、ステップＳ６８の処理で受信されたユーザ情報に誤りがないか否
かの認証処理を行なう。
【００９３】
ステップＳ７０において、ネットワーク管理サーバ１は、認証処理の結果、ユーザ情報に
誤りがないと判定した場合、その情報を、ステップＳ６２の処理で受信された機器シリア
ル番号に対応付けてデータベース２に記録する。
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【００９４】
ステップＳ７１において、ネットワーク管理サーバ１は、ステップＳ６９の処理による認
証結果を、インターネット３を介して情報処理装置４に送信する。
【００９５】
認証結果を受信した情報処理装置４のCPU１１は、図１０に示した設定完了画面を出力部
１７に表示させる。この設定完了画面を確認したユーザが、入力部１６を用いて、OKボタ
ン６２を押下することにより、確認終了をネットワーク管理サーバ１に通知することがで
きる。
【００９６】
確認終了の通知を受けたネットワーク管理サーバ１は、ステップＳ７２において、インタ
ーネット３を介して情報処理装置４に手続き完了を通知（送信）する。ステップＳ７３に
おいて、ネットワーク管理サーバ１は、情報処理装置４よりアクセスされたHTML（Hypert
ext Markup Language）ファイルを、インターネット３を介して情報処理装置４に送信す
る。その後、ネットワーク管理サーバ１は、インターネット３を介して情報処理装置４に
対してサービスを提供することができる。
【００９７】
ステップＳ６４において、機器シリアル番号がデータベース２内に見つかったと判定され
た場合、ステップＳ８１に進み、ネットワーク管理サーバ１は、さらに、ステップＳ６２
の処理で受信された機器シリアル番号に対応付けられてデータベース２に記録されている
入会の有無が、入会済みであるか否かを判定する。
【００９８】
ステップＳ８１において、入会済みではない、すなわち、未入会であると判定された場合
（情報処理装置４のユーザから、事前に、購入申込書の通知を受けたと判定された場合）
、ステップＳ８２に進む。
【００９９】
ステップＳ８２およびＳ８３において、ネットワーク管理サーバ１は、自動設定開始を指
令するコマンド、および、アクセスポイント情報ファイルを、インターネット３を介して
情報処理装置４に送信する。ステップＳ８４において、ネットワーク管理サーバ１は、イ
ンターネット３を介して情報処理装置４にパスワード送信を要求する。
【０１００】
これらの情報を受信した情報処理装置４のCPU１１は、図１２に示したデータ入力画面を
出力部１７に表示させる。このデータ入力画面に従って、ユーザは、入力部１６を用いて
パスワード入力エリア７１にパスワードを入力し、OKボタン７２を押下することにより、
パスワードを、インターネット３を介してネットワーク管理サーバ１に送信する。
【０１０１】
ステップＳ８５において、ネットワーク管理サーバ１は、インターネット３を介して情報
処理装置４より送信されてくるパスワードを受信する。ステップＳ８６において、ネット
ワーク管理サーバ１は、データベース２を参照し、ステップＳ８５の処理で受信されたパ
スワードが正しいか否かをチェックする。
【０１０２】
例えば、図３に示す例において、機器シリアル番号が「00001」の情報処理装置４から送
信されてきたパスワードが、「12345」である場合、パスワードが一致したと判定され、
情報処理装置４のユーザであると断定される。
【０１０３】
ステップＳ８７において、ネットワーク管理サーバ１は、ステップＳ８６の処理による認
証結果を、インターネット３を介して情報処理装置４に送信する。
【０１０４】
認証結果を受信した情報処理装置４のユーザは、自分自身が居住する地域に近い所定のア
クセスポイントを、入力部１６を用いて選択することで指定すると、その情報が、インタ
ーネット３を介してネットワーク管理サーバ１に送信される。
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【０１０５】
ステップＳ８８において、ネットワーク管理サーバ１は、インターネット３を介して情報
処理装置４より、所定のアクセスポイントに関する情報を受信する。ステップＳ８９にお
いて、ネットワーク管理サーバ１は、ステップＳ８８の処理で受信された情報をデータベ
ース２に追記する。
【０１０６】
ステップＳ９０において、ネットワーク管理サーバ１は、サインアップに必要なユーザ情
報およびサーバ情報をデータベース２から読み出し、インターネット３を介して情報処理
装置４に送信する。
【０１０７】
ステップＳ９１において、ネットワーク管理サーバ１は、インターネット３を介して情報
処理装置４に手続き完了を通知（送信）する。ステップＳ９２において、ネットワーク管
理サーバ１は、情報処理装置４よりアクセスされたHTMLファイルを、インターネット３を
介して情報処理装置４に送信する。その後、ネットワーク管理サーバ１は、インターネッ
ト３を介して情報処理装置４に対してサービスを提供することができる。
【０１０８】
ステップＳ８１において、受信した機器シリアル番号に対応付けられてデータベース２に
記録されている入会の有無が、入会済みであると判定された場合、すなわち、既にサイン
アップ手続きが完了していると判定された場合、ステップＳ１０１に進み、ネットワーク
管理サーバ１は、エラーダイアログ表示を指令するコマンドを、インターネット３を介し
て情報処理装置４に送信し、処理は終了される。
【０１０９】
このコマンドを受信した情報処理装置４のCPU１１は、例えば、図１３に示したようなメ
ッセージ「既に登録が完了しています。」を表示させることにより、ユーザに対して、サ
インアップの手続きが既に完了している旨を知らせることができる。
【０１１０】
以上のように、ネットワーク管理サーバ１は、情報処理装置４から受信した機器シリアル
番号がデータベース２内に記録されているかをチェックすることにより、情報処理装置４
が必要としている最適な設定環境（手動設定あるいは自動設定）を瞬時に把握することが
できる。そして、ネットワーク管理サーバ１は、情報処理装置４に対して、適切なサイン
アップ処理を行なうことができるような所定のコマンドを送信する。これにより、ユーザ
は、最適な設定環境でサインアップを行なうことが可能となる。
【０１１１】
次に、以上の各装置の処理を、相互の処理の順序が明らかなようにまとめると、図１７に
示されるようになる。そこで、図１７のフローチャートを参照して、サインアップシステ
ム全体の自動設定によるサインアップ処理について説明する。
【０１１２】
ステップＳ１２１において、情報処理装置４の購入を検討しているユーザは、購入を希望
する情報処理装置４の機種名や型番の他、ユーザ情報などを購入申込書に記入した後、そ
の申込情報をネットワーク管理サーバ１に対して送付する。
【０１１３】
ステップＳ１３１において、ネットワーク管理サーバ１は、情報処理装置４の購入を希望
しているユーザから申込情報を受け取り、その申込情報を、ユーザに配送する情報処理装
置４の機器シリアル番号と対応させて、データベース２に記録する（図３）。
【０１１４】
ステップＳ１２２において、情報処理装置４の購入を希望しているユーザは、ステップＳ
１２１の処理で申し込んだ情報処理装置４を受け取り、それをインターネット３を介して
ネットワーク管理サーバ１に接続する。ステップＳ１２３において、情報処理装置４は、
サーバとの接続が完了すると、機器のシリアル番号をネットワーク管理サーバ１に送信す
る。
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【０１１５】
ステップＳ１３２において、ネットワーク管理サーバ１は、情報処理装置４より送信され
てきた機器のシリアル番号を受信する。ステップＳ１３３において、ネットワーク管理サ
ーバ１は、データベース２を参照し、ステップＳ１３２の処理で受信された機器のシリア
ル番号があるか否かを検索する。
【０１１６】
ステップＳ１３４において、ネットワーク管理サーバ１は、データベース２に機器のシリ
アル番号が記録されていると判定した場合、情報処理装置４に対して、パスワードの送信
を要求する。
【０１１７】
ステップＳ１２４において、情報処理装置４は、ネットワーク管理サーバ１からパスワー
ドの送信要求を受信する。この要求を受けたユーザは、ステップＳ１２１の処理で購入申
込書に記入したパスワードと同一のパスワードを入力する。そして、ステップＳ１２５に
おいて、情報処理装置４は、ユーザにより入力されたパスワードを送信する。
【０１１８】
ステップＳ１３５において、ネットワーク管理サーバ１は、情報処理装置４より送信され
てきたパスワードを受信する。ステップＳ１３６において、ネットワーク管理サーバ１は
、データベース２を参照し、ステップＳ１３２の処理で受信した機器シリアル番号に対応
付けられて記録されているパスワードと、ステップＳ１３５の処理で受信したパスワード
が一致するか否かをチェックする。
【０１１９】
ステップＳ１３７において、ネットワーク管理サーバ１は、受信したパスワードがデータ
ベース２に記録されているものと一致すると判定した場合、サインアップに必要なユーザ
情報およびサーバ情報をデータベース２から読み出し、情報処理装置４に送信する。
【０１２０】
ステップＳ１２６において、情報処理装置４は、ネットワーク管理サーバ１より送信され
てきたユーザ情報およびサーバ情報を受信し、それを記憶部１８に記録し、設定を完了す
る。
【０１２１】
ステップＳ１２７において、情報処理装置４は、図１１に示したようなメッセージ「手続
きが完了しました。」を出力部１７に表示させ、処理は終了される。
【０１２２】
以上の処理により、情報処理装置４は、ネットワーク管理サーバ１から提供される様々な
サービスを利用することができる。
【０１２３】
上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるが、ソフトウエアに
より実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そ
のソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピ
ュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行するこ
とが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストールさ
れる。
【０１２４】
この記録媒体は、図２に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプログラムを提供
するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク３１（フロッピディス
クを含む）、光ディスク３２（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory),DVD(Digital Ve
rsatile Disk)を含む）、光磁気ディスク３３（MD（Mini-Disk）を含む）、もしくは半導
体メモリ３４などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、コンピュー
タに予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているROMやハ
ードディスクなどで構成される。
【０１２５】
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なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１２６】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１２７】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、容易に、かつ、より迅速にサインアップを完了するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したサインアップシステムの構成例を示す図である。
【図２】図１の情報処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１のデータベースに蓄積されている情報の例を示す図である。
【図４】情報処理装置が実行するサインアップ処理を説明するフローチャートである。
【図５】図４に続くフローチャートである。
【図６】図４および図５に続くフローチャートである。
【図７】データ入力画面の表示例を示す図である。
【図８】選択画面の表示例を示す図である。
【図９】メッセージ画面の表示例を示す図である。
【図１０】設定完了画面の表示例を示す図である。
【図１１】メッセージ画面の表示例を示す図である。
【図１２】データ入力画面の表示例を示す図である。
【図１３】メッセージ画面の表示例を示す図である。
【図１４】ネットワーク管理サーバが実行するサインアップ処理を説明するフローチャー
トである。
【図１５】図１４に続くフローチャートである。
【図１６】図１４および図１５に続くフローチャートである。
【図１７】サインアップシステムが実行するサインアップ処理を説明するフローチャート
である。
【符号の説明】
１　ネットワーク管理サーバ，　２　データベース，　３　インターネット，４　情報処
理装置，　５　放送局，　１１　CPU，　１２　ROM，　１３　RAM，　１６　入力部，　
１７　出力部，　１８　記憶部，　１９　通信部，　２０受信部，　２１　ドライブ，　
３１　磁気ディスク，　３２　光ディスク，　３３　光磁気ディスク，　３４　半導体メ
モリ
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【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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