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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己を識別する情報であるアクセス装置識別子が格納されるアクセス装置識別子格納部
を備えたアクセス装置と、前記アクセス装置を識別する情報であるアクセス装置識別子と
電子機器にアクセスするための動的に変化するグローバルＩＰアドレスを有する情報を対
応付けて管理するアクセス情報管理部を備えたサーバ装置とでインターネットを介して情
報処理システムを構成する、自己又は他の電子機器を操作するための画面を構成する情報
である操作画面情報が格納される操作画面情報格納部を備えた電子機器であって、
　前記サーバ装置のアクセス情報管理部に格納されている自己のグローバルＩＰアドレス
を最新の情報に更新するために任意のタイミングで前記サーバ装置に通知・登録するアド
レス提供部と、
　前記アクセス装置識別子を有する送信命令を予め登録されているサーバ装置識別子で識
別されたサーバ装置に送信し当該送信命令が有するアクセス装置識別子と対になる電子機
器のグローバルＩＰアドレスを特定した状態にある前記アクセス装置からのアクセス要求
に応じて、当該電子機器を操作するための画面情報である操作画面情報を当該アクセス装
置に送信する操作画面情報送信部と、を具備することを特徴とする、電子機器。
【請求項２】
　前記電子機器は、
　前記操作画面情報に基づいて前記アクセス装置に表示される操作画面に基づいて入力さ
れた前記アクセス装置からの機器操作情報を受け付ける機器操作情報受付部と、
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　前記機器操作情報受付部で受け付けた機器操作情報を蓄積する機器操作情報設定部をさ
らに具備することを特徴とする、請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記電子機器は、
　前記操作画面情報に基づいて前記アクセス装置に表示される操作画面に基づいて入力さ
れた前記アクセス装置からの機器操作情報を受け付ける機器操作情報受付部と、
　前記機器操作情報受付部が受け付けた機器操作情報に基づいて動作する機器動作部を具
備することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記電子機器は、
　前記機器操作情報受付部で受け付けた機器操作情報を蓄積する機器操作情報設定部を備
え、
　前記機器動作部は、前記機器操作情報設定部が蓄積した機器操作情報に基づいて動作す
る、請求項２記載の電子機器。
【請求項５】
　自己を識別する情報であるアクセス装置識別子が格納されるアクセス装置識別子格納部
を備えたアクセス装置と、前記アクセス装置を識別する情報であるアクセス装置識別子と
電子機器にアクセスするための動的に変化するグローバルＩＰアドレスを有する情報を対
応付けて管理するアクセス情報管理部を備えたサーバ装置とでインターネットを介して情
報処理システムを構成する、自己又は他の電子機器を操作するための画面を構成する情報
である操作画面情報が格納される操作画面情報格納部を備えた電子機器において用いられ
る情報処理方法であって、
　前記サーバ装置のアクセス情報管理部に格納されている自己のグローバルＩＰアドレス
を最新のグローバルＩＰアドレスに更新するために任意のタイミングで前記サーバ装置に
通知・登録するアドレス提供ステップと、
　前記アクセス装置識別子を有する送信命令を予め登録されているサーバ装置識別子で識
別されたサーバ装置に送信し当該送信命令が有するアクセス装置識別子と対になる電子機
器のグローバルＩＰアドレスを特定した状態にある前記アクセス装置からのアクセス要求
に応じて、当該電子機器を操作するための画面情報である操作画面情報を当該アクセス装
置に送信する操作画面情報送信ステップと、
を具備することを特徴とする、情報処理方法。
【請求項６】
　さらに、
　前記操作画面情報に基づいて前記アクセス装置に表示される操作画面に基づいて入力さ
れた前記アクセス装置からの機器操作情報を受け付ける機器操作情報受付ステップと、
　前記機器操作情報受付ステップで受け付けた機器操作情報を蓄積する機器操作情報設定
ステップを備えることを特徴とする請求項５に記載の情報処理方法。
【請求項７】
　さらに、
　前記操作画面情報に基づいて前記アクセス装置に表示される操作画面に基づいて入力さ
れた前記アクセス装置からの機器操作情報を受け付ける機器操作情報受付ステップと、
　前記受け付けた機器操作情報に基づいて動作する機器動作ステップを具備することを特
徴とする、請求項５に記載の情報処理方法。
【請求項８】
　前記機器操作情報受付ステップで受け付けた機器操作情報を蓄積する機器操作情報設定
ステップをさらに具備し、
　前記機器動作ステップにおいて、前記機器操作情報設定ステップで蓄積した機器操作情
報に基づいて動作する、請求項７記載の情報処理方法。
【請求項９】
　自己を識別する情報であるアクセス装置識別子が格納されるアクセス装置識別子格納部
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を備えたアクセス装置と、前記アクセス装置を識別する情報であるアクセス装置識別子と
電子機器にアクセスするための動的に変化するグローバルＩＰアドレスを有する情報を対
応付けて管理するアクセス情報管理部を備えたサーバ装置とでインターネットを介して情
報処理システムを構成する、自己又は他の電子機器を操作するための画面を構成する情報
である操作画面情報が格納される操作画面情報格納部を備えた電子機器に処理を実行させ
るためのプログラムであって、
　前記サーバ装置のアクセス情報管理部に格納されている自己のグローバルＩＰアドレス
を最新のグローバルＩＰアドレスに更新するために任意のタイミングで前記サーバ装置に
通知・登録するアドレス提供ステップと、
前記アクセス装置識別子を有する送信命令を予め登録されているサーバ装置識別子で識別
されたサーバ装置に送信し当該送信命令が有するアクセス装置識別子と対になる電子機器
のグローバルＩＰアドレスを特定した状態にある前記アクセス装置からのアクセス要求に
応じて、当該電子機器を操作するための画面情報である操作画面情報を当該アクセス装置
に送信する操作画面情報送信ステップを実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　前記操作画面情報に基づいて前記アクセス装置に表示される操作画面に基づいて入力さ
れた前記アクセス装置からの機器操作情報を受け付ける機器操作情報受付ステップと、
　前記機器操作情報受付ステップで受け付けた機器操作情報を蓄積する機器操作情報設定
ステップをさらに実行させることを特徴とする請求項９記載のプログラム。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　前記操作画面情報に基づいて前記アクセス装置に表示される操作画面に基づいて入力さ
れた前記アクセス装置からの機器操作情報を受け付ける機器操作情報受付ステップと、
　前記受け付けた機器操作情報に基づいて動作する機器動作ステップをさらに実行させる
ことを特徴とする請求項９記載のプログラム。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　前記機器操作情報受付ステップで受け付けた機器操作情報を蓄積する機器操作情報設定
ステップをさらに実行させ、
　前記機器動作ステップにおいて、前記機器操作情報設定ステップで蓄積した機器操作情
報に基づいて動作させることを特徴とする、請求項１１に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外部から電子機器の機器情報の設定や機器の操作ができる情報処理システム等
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の外部から電子機器の機器情報の設定や機器の操作ができる情報処理システムは、通
常、以下のような動作を行った。つまり、携帯端末等の外部の装置から、例えば、家庭内
のビデオに対して録画予約をする場合、外部装置がビデオと通信するための情報を保持し
ており、当該情報に基づいて外部装置がビデオにアクセスして、ユーザが入力した録画予
約の情報を送信していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の従来技術では、例えば、ビデオが新しくなりビデオと通信するため
の情報が変わった場合に、逐一、携帯端末等の外部装置に設定しなければならない。また
、セキュリティー上、外部から容易に家庭内のビデオにアクセスできるのは好ましくはな
い。
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【０００４】
また、外部装置から、例えば、ビデオとＴＣＰ／ＩＰにより通信する場合、ビデオと通信
するための情報であるＩＰアドレスは一般に固定されているとは限らず、ＰＰＰやＤＨＣ
Ｐなどのプロトコルにより動的に割り当てられることがあり、ＩＳＰからのサーバの運用
や、一時的な通信断などの様々な要因により、ＩＰアドレスは動的に変化する。さらに、
ＩＰアドレスが判明した場合でも、ビデオと通信するためにさらに必要なポート番号も、
ＡＤＳＬルーターに搭載されるインターネットアドレス変換機能により、動的に変更され
ることがある。このような変換機能はＮＡＰＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　ａｎ
ｄ　Ｐｏｒｔ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）やＩＰ、マスカレード機能と呼ばれて普及して
いる。
【０００５】
従って、このような動的に変化するＩＰアドレスやポートを持つ機器に対し、外部（例え
ば、家庭外）からアクセスするためには、何らかの方法で現在のＩＰアドレスとポートを
知る必要があった。従来のこのような用途のための技術にはＤｙｎａｍｉｃＤＮＳサーバ
などが存在した。ＤｙｎａｍｉｃＤＮＳサーバは、インターネットの標準規格であるＲＦ
Ｃで定義されるＤＮＳプロトコルを用いて、機器の現在のＩＰアドレスをクライアント端
末に通知することで、クライアント端末から家庭内の機器へのアクセスを可能とさせる。
しかしながら、このＤＮＳプロトコルは、ＩＰアドレスを通知する方式であったので、現
在のポート番号を通知することができなかった。また、ＤｙｎａｍｉｃＤＮＳサーバは、
最寄りのサーバがアドレスを回答するキャッシュの仕組みを持つため、動的に変化する機
器のアドレスを扱う場合、古い情報がキャッシュされている場合があり、正しくないアド
レスが通知されることがあった。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するために、本発明は、自己を識別する情報であるアクセス装置識別
子が格納されるアクセス装置識別子格納部を備えたアクセス装置と、前記アクセス装置を
識別する情報であるアクセス装置識別子と電子機器にアクセスするための動的に変化する
グローバルＩＰアドレスを有する情報を対応付けて管理するアクセス情報管理部を備えた
サーバ装置とでインターネットを介して情報処理システムを構成する、自己又は他の電子
機器を操作するための画面を構成する情報である操作画面情報が格納される操作画面情報
格納部を備えた電子機器であって、前記サーバ装置のアクセス情報管理部に格納されてい
る自己のグローバルＩＰアドレスを最新の情報に更新するために任意のタイミングで前記
サーバ装置に通知・登録するアドレス提供部と、前記アクセス装置識別子を有する送信命
令を予め登録されているサーバ装置識別子で識別されたサーバ装置に送信し当該送信命令
が有するアクセス装置識別子と対になる電子機器のグローバルＩＰアドレスを特定した状
態にある前記アクセス装置からのアクセス要求に応じて、当該電子機器を操作するための
画面情報である操作画面情報を当該アクセス装置に送信する操作画面情報送信部と、を具
備することを特徴とする、電子機器を提供する。かかる電子機器により、容易に、かつセ
キュリティー上の問題もなく、外部から電子機器の機器情報の設定や操作ができ、かつ動
的に変更され得るＩＰアドレスやポート番号に確実に対応できる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、本実施の形
態において、同一の符号を用いた構成要素やフローチャートのステップなどは、同じ機能
を果たすので、一度説明したものについて説明を省略する場合がある。
【０００８】
図１は、本実施の形態に係る情報処理システムのシステム構成図である。本情報処理シス
テムは、電子機器１１、ルーター１２、サーバ装置１３、アクセス装置１４を有する。図
２は、本実施の形態に係る情報処理システムのブロック図である。電子機器１１は、操作
画面情報格納部１１０１、操作画面情報送信部１１０２、機器操作情報受信部１１０３、
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機器操作情報設定部１１０４、機器動作部１１０５を有する。ルーター１２は、インター
ネットに電子機器１１を接続する機能を果たし、経路制御機能やネットワークアドレス変
換機能（ＮＡＴ）などを有する。サーバ装置１３は、アクセス情報管理部１３０１、送信
命令受信部１３０２、電子機器アクセス情報送信部１３０３を有する。アクセス装置１４
は、アクセス装置識別子格納部１４０１、サーバ装置識別子格納部１４０２、アクセス要
求受付部１４０３、送信命令送信部１４０４、電子機器アクセス情報受信部１４０５、電
子機器アクセス情報表示部１４０６、操作画面情報送信命令受付部１４０７、操作画面情
報受信部１４０８、操作画面表示部１４０９、機器操作情報受付部１４１０、機器操作情
報送信部１４１１を有する。
【０００９】
操作画面情報格納部１１０１は、電子機器１１または他の電子機器を操作する画面を構成
する情報である操作画面情報を格納している。操作画面情報とは、例えば、操作したい電
子機器がビデオである場合に、当該ビデオに対して録画予約するためのユーザインターフ
ェイス（メニューやパネルなど）を構成する情報である。本情報は、例えば、Ｃ－ＨＴＭ
Ｌ（コンパクト・エイチ・ティー・エム・エル）やＨＴＭＬで記載されている。また、例
えば、操作したい電子機器がコンピュータで、コンピュータ中の画像アルバムを呼び出し
たいときには、操作情報は、画像アルバムを表示したり、検索したりするためのメニュー
画面やパネルを構成する情報である。本情報は、例えば、Ｃ－ＨＴＭＬまたはＨＴＭＬ等
で記載されている。操作画面情報格納部１１０１は、不揮発性の記録媒体で実現されるの
が好適であるが、揮発性の記録媒体で実現されても良い。
【００１０】
　操作画面情報送信部１１０２は、アクセス装置１４の要求に応じて、操作画面情報格納
部１１０１に格納されている操作画面情報を取得し、ルーター１２経由でアクセス装置１
４に送信する。なお、アクセス装置１４の要求に応じて操作画面情報を取得するとは、通
常、二以上ある操作画面情報のうちから一の操作画面情報を選択することを言う。但し、
操作画面情報が一つだけである場合は、選択の必要はないのは言うまでもない。操作画面
情報送信部１１０２は、通常、無線または有線の通信手段（例えば、ネットワークカード
とそのドライバーソフト等）で実現され得るが、放送手段で実現しても良い。
【００１１】
機器操作情報受信部１１０３は、アクセス装置１４からの機器操作情報をルーター１２経
由で受信する。機器操作情報受信部１１０３は、通常、無線または有線の通信手段（例え
ば、モデムとそのドライバーソフト等）で実現され得るが、放送を受信する手段（例えば
、チューナーとそのドライバーソフト等）でも実現可能である。機器操作情報受信部１１
０３が通信手段で実現される場合は、機器操作情報受信部１１０３と操作画面情報送信部
１１０２は、通常、物理的に一の手段で実現される。
【００１２】
機器操作情報設定部１１０４は、機器操作情報受信部１１０３が受信した機器操作情報を
蓄積する。蓄積とは、通常、不揮発性の記録媒体への格納を言うが、揮発性の記録媒体へ
の一時的な格納であっても良い。また、この記録媒体は、電子機器に内蔵の記録媒体でも
、外付けの記録媒体でも良い。さらに、機器操作情報は、電子機器１１が何らかの動作を
実行する際に利用しても良いし、電子機器１１に接続されている他の電子機器が読み出し
て（または、受信して）、利用しても良い。電子機器１１が、いわゆる、家庭内のホーム
サーバで、他の電子機器がホームサーバに接続され得るビデオやコンピュータ等の場合に
、電子機器１１に接続されている他の電子機器が機器情報を利用する態様が考えられる。
機器操作情報設定部１１０４は、通常、ソフトウェアにより実現されるが、ハードウェア
により実現されても良い。
【００１３】
機器動作部１１０５は、機器操作情報受信部１１０３が受信した機器操作情報に基づいて
動作を行う。なお、機器動作部１１０５は、機器操作情報設定部１１０４が機器操作情報
を蓄積する場合は、当該機器操作情報に基づいて動作を行う。この動作は、機器操作情報
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によって異なる。機器操作情報がビデオの録画予約を行う情報である場合は、動作とは録
画である。
【００１４】
アクセス情報管理部１３０１は、アクセス装置１４を識別する情報であるアクセス装置識
別子と電子機器１１にアクセスするための情報である電子機器アドレス情報を有するレコ
ードを１以上格納している。この１以上のレコードを有する表をアクセス情報管理表と言
う。アクセス装置識別子とは、例えば、アクセス装置１４が携帯電話である場合の携帯電
話の番号である。また、アクセス装置識別子とは、例えば、アクセス装置１４がインター
ネットに接続されているコンピュータである場合のグローバルＩＰアドレスである。また
、アクセス装置識別子とは、例えば、アクセス装置を保持するユーザを識別するユーザ識
別子でも良い。ユーザ識別子とは、いわゆるログイン識別子とパスワードなどである。ユ
ーザ識別子は、例えば、アクセス装置の入力手段を用いて、ユーザが入力した情報である
。また、電子機器アドレス情報とは、例えば、電子機器１１と通信をするためのグローバ
ルＩＰアドレスである。このグローバルＩＰアドレスは、例えば、ルーター１２に割り付
けられたグローバルＩＰアドレスである。但し、ルーター１２なしで電子機器１１が直接
、インターネットに接続される場合は、電子機器アドレス情報とは、例えば、電子機器１
１に割り付けられたグローバルＩＰアドレスである。また、電子機器アドレス情報とは、
例えば、グローバルＩＰアドレスとポート番号の組である。なお、電子機器アドレス情報
は、電子機器１１が適宜、サーバ装置に登録を行って、最新のアドレス情報に更新されて
いる。アクセス情報管理部１３０１は、不揮発性の記録媒体で実現されるのが好適である
が、揮発性の記録媒体で実現されても良い。
【００１５】
送信命令受信部１３０２は、アクセス装置１４からアクセス装置識別子を有する送信命令
を受信する。送信命令とは、電子機器１１にアクセスするための情報である電子機器アク
セス情報の送信を促す命令である。送信命令受信部１３０２は、通常、無線または有線の
通信手段（例えば、モデムとそのドライバーソフトやネットワークカードとそのドライバ
ーソフト等）で実現されるが、放送を受信する手段でも実現可能である。
【００１６】
電子機器アクセス情報送信部１３０３は、送信命令受信部１３０２が受信した送信命令が
有するアクセス装置識別子と対になる電子機器アドレス情報をアクセス情報管理部１３０
１から取得し、当該電子機器アドレス情報を有する電子機器アクセス情報を構成し、当該
電子機器アクセス情報をアクセス装置１４に送信する。なお、電子機器アクセス情報は、
電子機器アドレス情報のみからなる場合もあり得、かかる場合、電子機器アクセス情報送
信部１３０３は電子機器アクセス情報を構成する動作をしない。電子機器アクセス情報送
信部１３０３は、通常、無線または有線の通信手段（例えば、ネットワークカードとその
ドライバーソフト等）で実現されるが、放送手段でも実現可能である。また、電子機器ア
クセス情報送信部１３０３が通信手段で実現される場合は、電子機器アクセス情報送信部
１３０３と送信命令受信部１３０２は、通常、物理的に一の手段で実現される。
【００１７】
アクセス装置識別子格納部１４０１は、アクセス装置１４を識別するアクセス装置識別子
を格納している。アクセス装置識別子格納部１４０１は、不揮発性の記録媒体で実現され
るのが好適であるが、揮発性の記録媒体で実現されても良い。アクセス装置識別子が、ユ
ーザにより入力された情報（例えば、ログイン識別子とパスワードなど）である場合は、
アクセス装置識別子格納部１４０１は不揮発性の記録媒体である方が望ましい。
【００１８】
サーバ装置識別子格納部１４０２は、サーバ装置１３を識別する情報であるサーバ装置識
別子を格納している。サーバ装置識別子格納部１４０２は、不揮発性の記録媒体で実現さ
れるのが好適であるが、揮発性の記録媒体で実現されても良い。
【００１９】
アクセス要求受付部１４０３は、サーバ装置１３へのアクセス要求を受け付ける。アクセ
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ス要求受付部１４０３は、例えば、アクセス装置１４のユーザからのサーバ装置１３への
アクセス要求を受け付ける。アクセス装置１４が携帯電話である場合、かかるアクセス要
求は、通常、テンキーからの入力である。また、アクセス装置１４がコンピュータの場合
、アクセス要求はキーボードやマウスからの入力である。従って、アクセス要求受付部１
４０３は、キーをドライブするソフトウェア等であり、またはキーボード等のドライバー
ソフト等である。但し、アクセス要求受付部１４０３は、サーバ装置１３へアクセスする
旨を示す命令を他の装置から受信しても良い。
【００２０】
送信命令送信部１４０４は、アクセス要求受付部１４０３でアクセス要求を受け付けた場
合に、サーバ装置識別子格納部１４０２に格納されているサーバ装置識別子で識別される
サーバ装置に、電子機器１１にアクセスするための情報である電子機器アクセス情報の送
信を促す命令である送信命令を送信する。なお、送信命令はアクセス装置識別子を有する
。送信命令送信部１４０４は、通常、無線または有線の通信手段（例えば、ネットワーク
カードとそのドライバーソフト等）で実現されるが、放送手段でも実現可能である。
【００２１】
電子機器アクセス情報受信部１４０５は、送信命令の送信に対応してサーバ装置１３から
送信された電子機器アクセス情報を受信する。電子機器アクセス情報受信部１４０５は、
通常、無線または有線の通信手段（例えば、ネットワークカードとそのドライバーソフト
等）で実現されるが、放送を受信する手段でも実現可能である。
【００２２】
電子機器アクセス情報表示部１４０６は、電子機器アクセス情報受信部１４０５が受信し
た電子機器アクセス情報の一部または全部を表示する。電子機器アクセス情報表示部１４
０６は、例えば、ディスプレイとデータを表示制御するソフトウェア等により実現され得
る。
【００２３】
操作画面情報送信命令受付部１４０７は、電子機器アクセス情報表示部１４０６が表示し
た電子機器アクセス情報に対する入力を受け付ける。操作画面情報送信命令受付部１４０
７は、通常、アクセス要求受付部１４０３と同様の手段で実現される。
【００２４】
操作画面情報受信部１４０８は、操作画面情報送信命令受付部１４０７が入力を受け付け
た場合に、当該入力に基づいて電子機器１１に操作画面情報の送信を促し、当該操作画面
情報を受信する。操作画面情報受信部１４０８は、通常、無線または有線の通信手段（例
えば、ネットワークカードとそのドライバーソフト等）で実現されるが、放送手段および
放送を受信する手段でも実現可能である。
【００２５】
操作画面表示部１４０９は、操作画面情報受信部１４０８で受信した操作画面情報に基づ
いて操作画面を表示する。操作画面情報表示部１４０９は、例えば、ディスプレイとデー
タを表示制御するソフトウェア等により実現され得る。
【００２６】
機器操作情報受付部１４１０は、操作画面情報表示部１４０９で表示された操作画面に基
づいて入力された機器操作情報を受け付ける。機器操作情報受付部１４１０は、通常、ア
クセス装置１４のユーザからの入力を受け付ける。機器操作情報の入力は、メニューの選
択である場合もあり得るし、キーボードなどによりデータ入力である場合もあり得る。機
器操作情報受付部１４１０は、通常、アクセス要求受付部１４０３や操作画面情報送信命
令受付部１４０７と同様の手段で実現される。
【００２７】
機器操作情報送信部１４１１は、機器操作情報受付部１４１０が受け付けた機器操作情報
を電子機器１１に送信する。機器操作情報送信部１４１１が送信する機器操作情報は、機
器操作情報受付部１４１０で受け付けた機器情報と同一のものであるとは限らない。両者
のデータ形式等が異なっていても良い。機器操作情報送信部１４１１は、通常、無線また
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は有線の通信手段（例えば、ネットワークカードとそのドライバーソフト等）で実現され
るが、放送手段でも実現可能である。機器操作情報送信部１４１１が通信手段で実現され
る場合、機器操作情報送信部１４１１と送信命令送信部１４０４と電子機器アクセス情報
受信部１４０５と操作画面情報受信部１４０８は、通常、一の物理的手段により実現され
る。
【００２８】
以下、本情報処理システムの動作について説明する。まず、電子機器１１の動作について
図３のフローチャートを用いて説明する。
【００２９】
（ステップＳ３０１）操作画面情報送信部１１０２は、アクセス装置１４からの操作画面
情報を送信する旨の要求があったか否かを判断する。要求があればステップＳ３０２に行
き、要求がなければステップＳ３０１に戻る。
【００３０】
（ステップＳ３０２）操作画面情報送信部１１０２は、操作画面情報格納部１１０１から
操作画面情報を取得する。
【００３１】
（ステップＳ３０３）操作画面情報送信部１１０２は、ステップＳ３０２で取得した操作
画面情報を送信する。
【００３２】
（ステップＳ３０４）機器操作情報受信部１１０３は、アクセス装置１４から機器操作情
報を受信したか否かを判断する。機器操作情報を受信すればステップＳ３０５に行き、機
器操作情報を受信しなければステップＳ３０４に戻る。
【００３３】
（ステップＳ３０５）機器操作情報設定部１１０４は、ステップＳ３０４で受信した機器
操作情報を蓄積する。なお、蓄積した機器操作情報の利用は、種々考えられる。電子機器
１１が蓄積した機器操作情報を利用して動作する場合もある。また、電子機器１１にネッ
トワークで接続された機器が機器操作情報を利用して動作する場合もある。さらに、機器
操作情報設定部１１０４は、一時的にメモリに機器操作情報を保持し、当該機器操作情報
に基づいて、すぐに動作を行う場合もある。また、機器操作情報設定部１１０４が機能せ
ずに、機器操作情報受信部１１０３が受信した機器操作情報に基づいて、すぐに動作を行
う場合もある。これらの動作は、機器動作部１１０５が行う。
【００３４】
次に、サーバ装置１３の動作について図４のフローチャートを用いて説明する。
【００３５】
（ステップＳ４０１）送信命令受信部１３０２は、アクセス装置１４からアクセス装置識
別子を有する送信命令を受信したか否かを判断する。送信命令を受信すればステップＳ４
０２に行き、送信命令を受信しなければステップＳ４０１に戻る。
【００３６】
（ステップＳ４０２）電子機器アクセス情報送信部１３０３は、ステップＳ４０１で受信
した送信命令からアクセス装置識別子を取り出す。
【００３７】
（ステップＳ４０３）電子機器アクセス情報送信部１３０３は、アクセス装置識別子をキ
ーとして、アクセス情報管理部１３０１を検索する。検索の結果、アクセス装置識別子に
対応する電子機器アドレス情報を取得すればステップＳ４０４に行き、電子機器アドレス
情報を取得できなければステップＳ４０５に飛ぶ。
【００３８】
（ステップＳ４０４）電子機器アクセス情報送信部１３０３は、ステップＳ４０３で取得
した電子機器アドレス情報を含む電子機器アクセス情報を構成する。なお、電子機器アク
セス情報と電子機器アドレス情報が同一の情報である場合も考えられる。かかる場合、本
ステップは、何もしない。つまり、本ステップはｎｏｐである。
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【００３９】
（ステップＳ４０５）電子機器アクセス情報送信部１３０３は、エラーメッセージを含む
電子機器アクセス情報を構成する。本エラーメッセージは、アクセス装置１４からアクセ
スできる電子機器１１が存在しないことを示すメッセージである。
【００４０】
（ステップＳ４０６）電子機器アクセス情報送信部１３０３は、ステップＳ４０４または
ステップＳ４０５で構成した電子機器アクセス情報をアクセス装置１４に送信する。
【００４１】
次に、アクセス装置１４の動作について図５のフローチャートを用いて説明する。
【００４２】
（ステップＳ５０１）アクセス要求受付部１４０３は、サーバ装置１３へのアクセス要求
を受け付けたか否かを判断する。アクセス要求を受け付ければステップＳ５０２に行き、
アクセス要求を受け付けなければステップＳ５０１に戻る。
【００４３】
（ステップＳ５０２）送信命令送信部１４０４は、アクセス装置識別子格納部１４０１か
らアクセス装置識別子を取得する。
【００４４】
（ステップＳ５０３）送信命令送信部１４０４は、サーバ装置識別子格納部１４０２から
サーバ装置識別子を取得する。
【００４５】
（ステップＳ５０４）送信命令送信部１４０４は、ステップＳ５０２で取得したアクセス
装置識別子を用いて、送信命令を構成する。なお、送信命令がアクセス装置識別子のみか
らなる場合は、ステップＳ５０４において、何もしない。つまり、ステップＳ５０４は、
ｎｏｐである。
【００４６】
（ステップＳ５０５）送信命令送信部１４０４は、ステップＳ５０３で取得したサーバ装
置識別子で識別されるサーバ装置１３に対して、ステップＳ５０４で構成した送信命令を
送信する。
【００４７】
（ステップＳ５０６）電子機器アクセス情報受信部１４０５は、電子機器アクセス情報を
受信したか否かを判断する。電子機器アクセス情報を受信すればステップＳ５０７に行き
、電子機器アクセス情報を受信しなければステップＳ５０６に戻る。
【００４８】
（ステップＳ５０７）電子機器アクセス情報表示部１４０６は、ステップＳ５０６で受信
した電子機器アクセス情報を用いて表示する情報（例えば、メニュー情報）を構成する。
【００４９】
（ステップＳ５０８）電子機器アクセス情報表示部１４０６は、ステップＳ５０７で構成
した情報を表示する。その結果、例えば、ディスプレイ上に操作メニューが表示される。
【００５０】
（ステップＳ５０９）操作画面情報送信命令受付部１４０７は、ステップＳ５０８で表示
した情報に対する適正な入力を受け付けたか否かを判断する。入力を受け付ければステッ
プＳ５１０に行き、入力を受け付けなければステップＳ５０９に戻る。
【００５１】
（ステップＳ５１０）操作画面情報受信部１４０８は、電子機器１１に操作画面情報の送
信を促す。「送信を促す」とは、通常、操作画面情報を送信するように指示する命令を送
信する、ことを言う。但し、他の手段により操作画面情報の送信を促しても良い。
【００５２】
（ステップＳ５１１）操作画面情報受信部１４０８は、操作画面情報を受信したか否かを
判断する。操作画面情報を受信すればステップＳ５１２に行き、操作画面情報を受信しな
ければステップＳ５１１に戻る。
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【００５３】
（ステップＳ５１２）操作画面表示部１４０９は、ステップＳ５１１で受信した操作画面
情報から表示する情報を構成する。この情報は、例えば、ユーザの操作を促すメニュー情
報である。
【００５４】
（ステップＳ５１３）操作画面表示部１４０９は、ステップＳ５１２で構成した情報を表
示する。
【００５５】
（ステップＳ５１４）機器操作情報受付部１４１０は、ステップＳ５１３で表示された情
報に基づいて入力された機器操作情報を受け付ける。機器操作情報の入力は、単にメニュ
ー項目の選択の場合もあり得る。また、機器操作情報の入力は、機器に対する設定情報（
時刻や、録画予約情報など）のキーボード等を用いた入力などである場合もあり得る。
【００５６】
（ステップＳ５１５）機器操作情報送信部１４１１は、ステップＳ５１４で受け付けた入
力から送信する機器操作情報を構成する。
【００５７】
（ステップＳ５１６）機器操作情報送信部１４１１は、ステップＳ５１５で構成した機器
操作情報を送信する。
【００５８】
　なお、図５のフローチャートにおいて、ステップＳ５０７からステップＳ５０９は必須
ではない。つまり、電子機器アドレス情報の全部または一部を、アクセス装置１４で表示
して、ユーザ指示に基づいて操作画面情報の送信を促す必要はない。例えば、電子機器ア
ドレス情報が電子機器１１のＩＰアドレスを含むＵＲＬをアクセス装置１４に送信し、一
定時間後に自動的にＵＲＬが示すページ（ＨＴＭＬで記載されたデータ）にジャンプする
などにより、ユーザの指示なしに次のステップ（電子機器に操作画面情報の送信を促す動
作）に移っても良い。
【００５９】
　以下、本実施の形態における情報処理システムの具体的な動作について説明する。具体
的な情報処理システムのシステム構成図を図６に示す。本情報処理システムは、電子機器
１１、ルーター１２、サーバ装置１３、アクセス装置１４、ビデオ６１、パーソナルコン
ピュータ６２を有する。電子機器１１は、家庭内にあるサーバ装置（いわゆる、ホームサ
ーバ）である。そして、ホームサーバ１１は、ルーター１２を介してインターネットに接
続されている機器と通信可能である。また、サーバ装置１３は、インターネットに接続さ
れているサービスプロバイダー（以下、適宜「ＩＳＰ」と言う。）の情報処理装置である
。さらに、アクセス装置１４は移動可能な携帯電話である。そして、本情報処理システム
において、ホームサーバ１１のセキュリティーを確保しながら、携帯電話１４からホーム
サーバ１１にアクセス可能である。以下に、その具体的な動作やデータ例について述べる
。
【００６０】
今、サーバ装置１３は、図７に示すようなアクセス情報管理表を保持している。アクセス
情報管理表は、「ページ名」「グローバルＩＰアドレス」「電子機器名」「暗証番号」「
携帯電話番号」を有するレコードを１以上格納している。但し、アクセス情報管理表は、
図７に示すように非正規形の表であっても、正規形の表であっても良い。「ページ名」と
は、携帯電話１４に表示される単位のページの名称であり、携帯電話１４にページが表示
される場合には、携帯電話１４の画面上に「ページ名」は表示される。「グローバルＩＰ
アドレス」は、電子機器１１と通信を行うための情報である。なお、「グローバルＩＰア
ドレス」の代わりに、「グローバルＩＰアドレス」と「ポート番号」の組により、電子機
器１１と通信を行っても良い。「電子機器名」は、電子機器１１を識別する名称であり、
ユーザが理解可能な名称である。「暗証番号」は、「グローバルＩＰアドレス」で通信可
能な電子機器１１と通信接続する際に入力されるべき番号である。「携帯電話番号」は、
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携帯電話１４を識別する電話番号である。
【００６１】
また、ホームサーバには、図８に示すメニューおよびパネル情報が格納されている。図８
は、ホームサーバ１１に接続されているビデオ６１、パーソナルコンピュータ６２を携帯
電話１４からアクセスして操作するためのメニューやパネルである。また、図８のメニュ
ーやパネルは、階層構造を有する。具体的には、トップパネルは、２つの操作メニュー項
目（「録画予約」、「画像アルバム」）と終了ボタンを有する。「録画予約」のメニュー
項目が選択された場合は、図８の「録画予約パネル」に移る。この「録画予約パネル」は
、ビデオ６１に対して録画予約を設定するためのパネルである。この「録画予約パネル」
で「ｃｈ」（チャンネル）、「開始時刻」「終了時刻」が入力され、決定ボタンが押下さ
れれば、当該データがホームサーバ１１にセットされ、ビデオ６１が録画予約を行う、こ
ととなる。また、「画像アルバム」のメニュー項目が選択された場合は、図８の「画像ア
ルバムメニュー」に移る。そして、「読み出し」または「登録」が選択され得、「読み出
し」が選択された場合は、パーソナルコンピュータ６２から選択された写真（画像）が読
み出され、携帯電話１４に表示される。また、「登録」が選択され場合は、携帯電話１４
からホームサーバ１１を経由して、パーソナルコンピュータ６２に写真が登録され得る。
なお、終了ボタンが押下されれば、メニューの表示を終了する。以上、「画像アルバム」
のメニュー項目が選択された場合は、電子機器（ホームサーバ）の機器操作情報受信部が
受信した機器操作情報に基づいて、ただちに機器が動作する。つまり、ただちに機器が動
作するとは、写真が呼び出されたり、登録されたりすることをいう。
【００６２】
　以下、上記の動作の流れを詳細に説明する。本情報処理システムの具体的な動作につい
て、図９を用いて説明する。まず、携帯電話１４のユーザがサーバ装置１３へのアクセス
要求を入力する。本アクセス要求は、サーバ装置識別子（サーバ装置１３にアクセスする
ためのＵＲＬ）がブックマークとして登録されており、かかるブックマークを選択するこ
とにより行われる（図９の（１））。次に、携帯電話１４が自身の電話番号「０９０－１
１１１－２２２２」を含む送信命令をサーバ装置１３に送信して、接続に行く（図９の（
２））。次に、サーバ装置１３は、電話番号「０９０－１１１１－２２２２」をキーとし
て図７の管理表を検索し、「ページ名」「グローバルＩＰアドレス」「電子機器名」「暗
証番号」を有する電子機器アクセス情報（”山田君”のページ）を携帯電話１４に送信す
る（図９の（３））。その際、サーバ装置１３が格納している広告情報（図示しない）も
併せて送信する、とする。そして、携帯電話１４は、電子機器アクセス情報を受信し、電
子機器アクセス情報の一部、または全部を表示する。その際、携帯電話１４は、受信した
広告情報も表示する。そして、ユーザは、アクセスしたい電子機器１１を選択する（図９
の（４））。図９においては、一つしかアクセス可能な電子機器はないが、複数のアクセ
ス可能な電子機器があっても良い、ことは言うまでもない。また、図９において図示して
いないが、図９の（４）の選択は、暗証番号「０１２３」を入れることにより可能になる
。
【００６３】
次に、ホームサーバが選択されたので、携帯電話１４は、グローバルＩＰアドレス「１２
３．２２２．０．１」で識別されるルーター１２に接続し（図９の（５））、ルーター１
２のＮＡＴ（静的ＦＷ）機能で家庭内のホームサーバ１１にアクセスする（図９の（６）
）。次に、ホームサーバ１１は、ルーター１２経由で、格納している操作画面情報を送信
する（図９の（７））。携帯電話１４は、操作画面情報を受信し、操作メニューを表示す
る。そして、ユーザは、「▲１▼録画予約」を選択する、とする（図９の（８））。次に
、携帯電話１４は、「▲１▼録画予約」が選択された旨を示す情報をルーター１２経由で
ホームサーバ１１に送信する（図９の（９））。次に、ホームサーバ１１は、ルーター１
２経由で次の操作画面情報を送信する（図９の（１０））。なお、次の操作画面情報は、
図８の録画予約パネルを構成する情報である。次に、携帯電話１４は、次の操作画面情報
を受信し、表示する。そして、ユーザは、録画予約情報（「ｃｈ」、「開始時刻」「終了
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時刻」等）を入力する（図９の（１１））。そして、ユーザが決定ボタンを押下（選択）
すると、機器操作情報（例えば、「ｃｈ＝８」、「開始時刻＝１９：００」「終了時刻＝
２１：００」）がルーター１２経由でホームサーバ１１に送信される（図９の（１２））
。次に、ホームサーバ１１は、機器操作情報（例えば、「ｃｈ＝８」、「開始時刻＝１９
：００」「終了時刻＝２１：００」）を蓄積する（図９の（１３））。次に、ビデオ６１
は、機器情報（例えば、「ｃｈ＝８」、「開始時刻＝１９：００」「終了時刻＝２１：０
０」）をホームサーバ１１から取得し、セットする。そして、ビデオ６１は、指示通り、
録画を行う（図９の（１４））。
【００６４】
以上、本実施の形態によれば、セキュリティーを確保しつつ、外部から容易に特定の電子
機器にアクセスできる。特定の電子機器とは、例えば、家庭内のコンピュータ、ビデオ、
冷蔵庫などの電子機器等である。また、本実施の形態によれば、サーバ装置からＨＴＭＬ
等で記述された情報によって機器の動的に変化するＩＰアドレスやポートを携帯電話など
のアクセス装置に提供でき、既存の携帯電話のブラウザ等を一切変更することなく、特定
の電子機器にアクセスできる。また、携帯電話などのアクセス装置が、電子機器のアドレ
スを登録してあるサーバ装置に、まず接続するため、ダイナミックＤＮＳのようなキャッ
シュによる不整合は発生しない。
【００６５】
　なお、本実施の形態において、グローバルＩＰアドレスはＩＰＶｅｒ４のＩＰアドレス
を例に説明したが、ＩＰＶｅｒ６のグローバルＩＰアドレスなど、他の形式でも良い。ま
た、グローバルＩＰアドレスは、単に、通信先を特定する情報ぐらいの意味であり、グロ
ーバルＩＰアドレスの代わりに、外部の情報処理装置と通信するための他の形式の情報を
用いても良い。
【００６６】
また、本実施の形態において、ルーターが存在したが、ルーターは必須ではない。つまり
、電子機器が直接インターネット等のネットワークに接続されていても良い。
【００６７】
また、本実施の形態において、電子機器の例として、主としてホームサーバを用いて説明
した。そして、機器情報は、ホームサーバ以外のビデオやコンピュータの動作に用いられ
る情報であった。しかし、電子機器がビデオであり、機器情報は電子機器自身が用いる情
報であっても良い。
【００６８】
また、本実施の形態において、電子機器からアクセス装置に、複数回にわたり操作情報が
送信された後に、機器情報がアクセス装置から電子機器に送信された。しかし、電子機器
からアクセス装置に１回だけ操作情報が送信された後に、機器情報がアクセス装置から電
子機器に送信されても良い。
【００６９】
また、本実施の形態において、電子機器の機器操作情報設定部は必須ではない。つまり、
電子機器の機器動作部は、機器操作画面情報受信部が受け付けた機器操作情報に基づいて
、ただちに動作する場合もある。かかる場合、電子機器は、電子機器または他の電子機器
を操作するための画面を構成する情報である操作画面情報を格納している操作画面情報格
納部と、アクセス装置の要求に応じて、操作画面情報を送信する操作画面情報送信部と、
アクセス装置からの機器操作情報を受け付ける機器操作画面情報受信部と、機器操作画面
情報受信部が受け付けた機器操作情報に基づいて動作する機器動作部を具備するものとな
る。
【００７０】
また、上述したように、アクセス装置において、電子機器アドレス情報の全部または一部
を、アクセス装置で表示して、ユーザ指示に基づいて操作画面情報の送信を促す必要はな
い。例えば、電子機器アドレス情報が電子機器のＩＰアドレスを含むＵＲＬをアクセス装
置に送信し、一定時間後に自動的にＵＲＬが示すページ（ＨＴＭＬで記載されたデータ）
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にジャンプするなどにより、ユーザに指示なしに次のステップに移っても良い。かかる場
合の機器操作方法は以下のようになる。つまり、電子機器とサーバ装置と電子機器にアク
セスするアクセス装置を有する情報処理システムにおける機器操作方法であって、アクセ
ス装置が、サーバ装置へのアクセス要求を受け付けるアクセス要求受付ステップと、アク
セス装置が、予め格納されているサーバ装置識別子で識別されるサーバ装置に、電子機器
にアクセスするための情報である電子機器アクセス情報の送信を促す命令であり、かつア
クセス装置識別子を有する命令である送信命令を送信する送信命令送信ステップと、サー
バ装置が、格納している電子機器アクセス情報から、アクセス装置に対応する電子機器ア
ドレス情報を取得する電子機器アドレス情報取得ステップと、サーバ装置が、電子機器ア
ドレス情報を含む電子機器アクセス情報をアクセス装置に送信する電子機器アクセス情報
送信ステップと、アクセス装置が、電子機器アクセス情報を受信する電子機器アクセス情
報受信ステップと、アクセス装置が、受信した電子機器アクセス情報に基づいて、電子機
器に操作画面情報の送信を促す操作画面情報送信指示ステップと、電子機器が、アクセス
装置の送信指示に対して格納している操作画面情報を送信する操作画面情報送信ステップ
と、アクセス装置が、操作画面情報を受信する操作画面情報受信ステップと、アクセス装
置が、受信した操作画面情報に基づいて操作画面を表示する操作画面表示ステップと、ア
クセス装置が、操作画面に対して、電子機器の機器操作情報の入力を受け付ける機器操作
情報受付ステップと、アクセス装置が、機器操作情報を電子機器に送信する機器操作情報
送信ステップと、電子機器が、機器操作情報を受信する機器操作情報受信ステップと、電
子機器が、機器操作情報に基づいて動作する機器動作ステップを具備する機器操作方法で
ある。
【００７１】
さらに、本実施の形態において説明した電子機器、サーバ装置、アクセス装置の動作につ
いて、ソフトウェアで実現し、当該ソフトウェアを例えば、サーバ上に置いて、ソフトウ
ェアダウンロードにより当該ソフトウェアを配布しても良い。さらにソフトウェアをＣＤ
－ＲＯＭ等の記録媒体に記録して流布しても良い。なお、アクセス装置の動作をソフトウ
ェアで実現した場合のプログラムは、以下のようになる。つまり、コンピュータに、サー
バ装置へのアクセス要求を受け付けるアクセス要求受付ステップと、アクセス要求を受け
付けた場合に、予め格納されているサーバ装置識別子で識別されるサーバ装置に、電子機
器にアクセスするための情報である電子機器アクセス情報の送信を促す命令であり、かつ
アクセス装置識別子を有する命令である送信命令を送信する送信命令送信ステップと、送
信命令の送信に対応してサーバ装置から送信された電子機器アクセス情報を受信する電子
機器アクセス情報受信ステップと、受信した電子機器アクセス情報に基づいて電子機器に
操作画面情報の送信を促し、当該操作画面情報を受信する操作画面情報受信ステップと、
受信した操作画面情報に基づいて操作画面を表示する操作画面表示ステップと、表示した
操作画面に基づいて入力された機器操作情報を受け付ける機器操作情報受付ステップと、
機器操作情報を電子機器に送信する機器操作画面情報送信ステップを実行させるためのプ
ログラムである。
【００７２】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、セキュリティーを確保しつつ、外部から容易に特定の電
子機器にアクセスできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態における情報処理システムのシステム構成図
【図２】実施の形態における情報処理システムのブロック構成図
【図３】実施の形態における電子機器の動作を説明するフローチャート
【図４】実施の形態におけるサーバ装置の動作を説明するフローチャート
【図５】実施の形態におけるアクセス装置の動作を説明するフローチャート
【図６】実施の形態における具体的な情報処理システムのシステム構成図
【図７】実施の形態におけるアクセス情報管理表を示す図
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【図８】実施の形態における電子機器に格納されているメニューおよびパネル情報を示す
図
【図９】実施の形態における情報処理システムの具体的な動作の流れを説明する図
【符号の説明】
１１　電子機器
１２　ルーター
１３　サーバ装置
１４　アクセス装置
１１０１　操作情報格納部
１１０２　操作画面情報送信部
１１０３　機器操作画面情報受信部
１１０４　機器操作情報設定部
１３０１　アクセス情報管理部
１３０２　送信命令受信部
１３０３　電子機器アクセス情報送信部
１４０１　アクセス装置識別子格納部
１４０２　サーバ装置識別子格納部
１４０３　アクセス要求受付部
１４０４　送信命令送信部
１４０５　電子機器アクセス情報受信部
１４０６　電子機器アクセス情報表示部
１４０７　操作画面情報送信命令受付部
１４０８　操作画面情報受信部
１４０９　操作画面表示部
１４１０　機器操作情報受付部
１４１１　機器操作情報送信部
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