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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザであることを認証するための情報である認証情報をログインサーバ用に取得する
認証情報取得部と、
　取得した認証情報をログインサーバに対して送信する第一送信部と、
　認証情報による利用者認証によって再生の権原があることを示される情報であって、認
証情報の送信に応じて返信される権原情報を受信する受信部と、
　受信した権原情報を家電装置あてに転送する転送部と、
を有する権原情報取得装置と、
　権原情報取得装置から認証情報を受信する認証情報受信部と、
　受信した認証情報の認証処理を実行する認証処理部と、
　認証処理部での認証結果に応じて権原情報を返信する返信部と、
を有するログインサーバと、
　権原情報取得装置から転送される権原情報を取得する権原情報取得部と、
　取得した権原情報をコンテンツ取得のために送信する第二送信部と、
　コンテンツを取得するコンテンツ取得部と、
　取得したコンテンツを実行する実行部と、
を有する家電装置と、
　家電装置から権原情報を受付ける権原情報受付部と、
　受付けた権原情報で示される権原の確認処理をする権原確認処理部と、
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　権原確認処理部での確認処理結果に応じてコンテンツを出力するコンテンツ出力部と、
を有するコンテンツサーバと、
からなる家電ログインシステム。
【請求項２】
権原情報取得装置は、
　認証情報取得部、第一送信部をワンアクションで起動するためのボタンを備えた第一起
動部を有する請求項１に記載の家電ログインシステム。
【請求項３】
権原情報取得装置は、
　家電装置の権原情報取得部を起動する命令である権原情報取得部起動命令を出力する権
原情報取得部起動命令出力部と、
　認証情報取得部、第一送信部および、権原情報取得部起動命令出力部をワンアクション
で起動するためのボタンを備えた第二起動部と、を有する請求項１に記載の家電ログイン
システム。
【請求項４】
　権原情報取得装置の認証情報取得部は、ユーザインターフェイスを介して利用者から認
証情報の全部または一部の入力を受付ける認証情報入力受付手段をさらに有する請求項１
から３のいずれか一に記載の家電ログインシステム。
【請求項５】
家電装置は、
　実行部にて実行されるコンテンツ中に権原情報の入力欄が存在するか判断する判断部と
、
判断部での判断結果が認証情報の入力欄があるとの判断結果である場合には権原情報取得
部を起動する制御部と、
　権原情報取得部が取得した権原情報を実行されているコンテンツ中の入力欄に書込む書
込部と、を有する請求項１から４のいずれか一に記載の家電ログインシステム。
【請求項６】
権原情報取得装置は、
　ウエッブページ処理をするためのブラウザ部と、
　ブラウザ部にて表示されるウエッブページ中で認証情報による処理が必要とされるリン
クが利用者によりクリックされたか判断するクリック判断部と、
　クリック判断部での判断結果が認証情報による処理が必要とされるリンクがクリックさ
れたとの判断結果である場合には、認証情報取得部、第一送信部を起動するクリック起動
部を有する請求項１に記載の家電ログインシステム。
【請求項７】
ブラウザ部にて処理をするためのウエッブページを送信するウエッブサーバ装置をさらに
有し、
ウエッブサーバ装置は、
　前記ウエッブページの前記認証情報により処理が必要とされるリンク中に、家電装置で
所定のアプリケーションを起動するための情報であって、起動するべきアプリケーション
と関連付けられた識別情報を含む起動情報を含むウエッブページ情報を送信するウエッブ
ページ情報送信部を有し、
権原情報取得装置のブラウザ部は、
　クリック判断部での判断結果がクリックされたとの判断結果である場合には、ウエッブ
ページ中から起動情報を取得する起動情報取得手段と、
　起動情報取得手段で取得した起動情報を家電装置に対して送信する起動情報送信手段と
、を有し、
家電装置の実行部は、
　起動情報を受信する起動情報受信手段と、
　受信した起動情報に基づいて、その起動情報に含まれる識別情報と関連付けられた所定
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のアプリケーションを起動しコンテンツの実行を行う所定アプリケーションコンテンツ実
行手段と、
を有する請求項６に記載の家電ログインシステム。
【請求項８】
　権原情報取得装置の転送部は、近距離無線装置である請求項１から７のいずれか一に記
載の家電ログインシステム。
【請求項９】
ログインサーバから返信される権原情報はワンタイムパスワードであり、
コンテンツサーバの権原確認処理部は、権原情報で示される権原の確認処理に際してワン
タイム性の確認をするワンタイム確認手段をさらに有する請求項１から８のいずれか一に
記載の家電ログインシステム。
【請求項１０】
　権原情報取得装置は、携帯電話機能を有する請求項１から９のいずれか一に記載の家電
ログインシステム。
【請求項１１】
　権原情報取得装置は、家電装置のリモコン機能を実現するリモコン部をさらに有する請
求項１から９のいずれか一記載の家電ログインシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話等のリモコン機能を利用して家電装置をログインさせるための家電
ログインシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビ等の家電製品ではネットワークに接続して静止画や動画を閲覧す
ることが可能となっている。また、ネットワーク上のサーバに個人的な画像データ等をア
ップロードし、必要な時にサーバにアクセスして画像データ等を閲覧するサービスが提供
されている。このようなサーバにアクセスするためには、通常、ユーザＩＤやパスワード
によって認証処理を行うことで、そのユーザがアクセスする権原のある画像データのみ閲
覧等することができるようになっている。そこで、従来のパソコンや携帯電話等のみなら
ず、デジタルテレビ等の家電製品によってこのようなサービスを利用するための仕組みが
様々に考えられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１においては、ネットワークへの接続機能を有するテレビジョン受像
機であって、画像データを蓄積しているサーバにアクセスして画像データを閲覧表示する
テレビジョン受像機が開示されている。このテレビジョン受像機は、サーバのネットワー
ク上の位置情報と認証情報とをあらかじめメモリに記憶しており、サーバにアクセスする
際にはこれらの情報を利用してアクセスし、認証を行う。また、特許文献２においては、
情報家電端末から携帯電話端末に対して機器ＩＤを転送し、携帯電話端末から利用者ＩＤ
と機器ＩＤを認証サーバに送信して認証を行う方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２７４２６０号公報
【特許文献２】特開２００５－３２３０７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のテレビジョン受像機は、サーバにアクセスする際に
あらかじめメモリに記憶している認証情報等を利用してアクセスするため、あらかじめ認
証情報を登録しておくことが前提となる。つまり、認証情報の登録をしていないサーバに
アクセスして画像データ等を取得することは想定されていない。また、特許文献２には情
報家電端末の機器ＩＤを利用して認証を行うことが記載されているが、一般的な家電装置
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は固有の機器ＩＤを持っていないものが多いというのが現状である。
【０００５】
　また、一般的にデジタルテレビ等の家電製品はパソコンや携帯電話等と異なりキーボー
ドやマウス等の入力手段を備えていないものが多く、リモコンの入力キー等を利用してア
クセスしたいサーバのＵＲＬ、ログインＩＤ、キーワード等を入力するのは非常に煩雑で
あるという問題がある。さらに、サーバに蓄積されたコンテンツを携帯電話等の小さなデ
ィスプレイで閲覧するのに代えて、デジタルテレビ等の大きなディスプレイに表示させて
閲覧したいという要求もあった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような課題を解決するために、本件発明においては、ログインサーバ用の認証情報
を取得する認証情報取得部と、取得した認証情報をログインサーバに対して送信する第一
送信部と、認証情報の送信に応じて返信される権原情報を受信する受信部と、受信した権
原情報を転送する転送部と、を有する権原情報取得装置と、権原情報取得装置から認証情
報を受信する認証情報受信部と、受信した認証情報の認証処理を実行する認証処理部と、
認証処理部での認証結果に応じて権原情報を返信する返信部と、を有するログインサーバ
と、からなる家電ログインシステムを提案する。また、家電ログインシステムは、権原情
報取得装置から転送される権原情報を取得する権原情報取得部と、取得した権原情報をコ
ンテンツ取得のために送信する第二送信部と、コンテンツを取得するコンテンツ取得部と
、取得したコンテンツを実行する実行部と、を有する家電装置をさらに有していてもよい
。また、権原情報取得装置の転送部は、近距離無線装置であってもよい。また、家電ログ
インシステムは、家電装置から権原情報を受付ける権原情報受付部と、受付けた権原情報
で示される権原の確認処理をする権原確認処理部と、権原確認処理部での確認処理結果に
応じてコンテンツを出力するコンテンツ出力部と、を有するコンテンツサーバをさらに有
していてもよい。また、ログインサーバから返信される権原情報はワンタイムパスワード
であり、コンテンツサーバの権原確認処理部は、権原情報で示される権原の確認処理に際
してワンタイム性の確認をするワンタイム確認手段をさらに有していてもよい。また、権
原情報取得装置は、携帯電話機能を有していてもよい。また、権原情報取得装置は、家電
装置のリモコン機能を実現するリモコン部をさらに有していてもよい。
【発明の効果】
【０００７】
　以上のように、本件発明に係る家電ログインシステムにおいては、権原情報取得装置に
おいてログイン状態を確立し、家電装置等では一時的に利用可能な権原情報を利用してコ
ンテンツサーバにアクセスするため家電装置等が機器ＩＤ等を持っている必要はない。ま
た、複数の家電装置等で一の認証情報を共有することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本件発明を実施するための最良の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、本
発明はこれら実施の形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲にお
いて、種々なる態様で実施しうる。なお、以下の実施形態と請求項の関係は次の通りであ
る。実施形態１および３は、主に請求項１、８、１０などについて説明する。実施形態２
は、主に請求項１、１１などについて説明する。
【０００９】
　また、実施形態４は、主に請求項２について説明する。実施形態５は、主に請求項３に
ついて説明する。実施形態６は、主に請求項４について説明する。実施形態７は、主に請
求項５について説明する。実施形態８は、主に請求項６について説明する。実施形態９は
、主に請求項７について説明する。
（実施形態１）
【００１０】
　（実施形態１：概要）
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【００１１】
　本実施形態は、ログインサーバ用の認証情報を取得する認証情報取得部と、取得した認
証情報をログインサーバに対して送信する第一送信部と、認証情報の送信に応じて返信さ
れる権原情報を受信する受信部と、受信した権原情報を転送する転送部と、を有する権原
情報取得装置と、権原情報取得装置から認証情報を受信する認証情報受信部と、受信した
認証情報の認証処理を実行する認証処理部と、認証処理部での認証結果に応じて権原情報
を返信する返信部と、を有するログインサーバと、からなる家電ログインシステムについ
て説明する。
【００１２】
　図１は、本実施形態に係る家電ログインシステムの一例図である。権原情報取得装置（
０１０１）は、例えば携帯電話やパソコン等の従来ネットワークにアクセス可能な電子機
器である。まず、権原情報取得装置（０１０１）からネットワーク上のログインサーバ（
０１０２）に対して認証情報を送信する。認証情報は例えばログインＩＤやパスワードで
あり、ログインサーバ（０１０２）において権原情報取得装置（０１０１）のユーザが正
式なユーザであることを認証するための情報である。権原情報取得装置（０１０１）から
認証情報を送信されたログインサーバ（０１０２）は、認証処理を実行して認証が成功し
た場合には、権原情報取得装置（０１０１）に対して権原情報を発行する。また、権原情
報取得装置（０１０１）は取得した権原情報を家電装置等の外部の電子機器に対して送信
することを想定している。これにより、例えば外部の電子機器は、権原情報を利用して正
式なユーザでなければアクセスできない画像データ等のコンテンツにアクセスすること等
ができる。
【００１３】
　（実施形態１：構成）
【００１４】
　本実施形態に係る家電ログインシステムの機能ブロックを図２に例示する。家電ログイ
ンシステムは、「権原情報取得装置」（０２１０）と、「ログインサーバ」（０２２０）
とからなる。権原情報取得装置（０２１０）は、ネットワークに接続可能な電子機器であ
るが、従来の携帯電話やパソコン等のようにアクセスするサーバのＵＲＬやログインＩＤ
等を入力するためにキーボード等の十分な入力手段を備えている電子機器を想定している
。また、ログインサーバ（０２２０）は、ユーザの認証処理を実行するサーバ装置である
。ログインサーバ（０２２０）は、ネットワーク上に存在するサーバであってもよいし、
ホームサーバなどであってもよい。以下、権原情報取得装置（０２１０）とログインサー
バ（０２２０）とに分けて、その構成を説明する。
【００１５】
　なお、以下に詳述する本件発明の構成要素である各部は、ハードウェア、ソフトウェア
、ハードウェアとソフトウェアの両方のいずれかによって構成される。例えば、これらを
実現する一例として、コンピュータを利用する場合には、ＣＰＵ、バス、メモリ、インタ
ーフェイス、周辺装置などで構成されるハードウェアと、それらハードウェア上で実行可
能なソフトウェアがある。ソフトウェアとしては、メモリ上に展開されたプログラムを順
次実行することで、メモリ上のデータや、インターフェイスを介して入力されるデータの
加工、保存、出力などにより各部の機能が実現される。（明細書の全体を通じて同様であ
る。）
【００１６】
　（実施形態１：構成：権原情報取得装置）
【００１７】
　権原情報取得装置（０２１０）は、「認証情報取得部」（０２１１）と、「第一送信部
」（０２１２）と、「受信部」（０２１３）と、「転送部」（０２１４）と、を有する。
【００１８】
　「認証情報取得部」（０２１１）は、ログインサーバ用の認証情報を取得する。「ログ
インサーバ用の認証情報」とは、ログインサーバ（０２２０）が権原情報取得装置（０２
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１０）のユーザが正式なユーザであることを認証するための情報であり、例えばログイン
サーバ（０２２０）から発行された情報である。また、後述するように権原情報を発行す
るための情報でもあるが、権原情報は家電装置等の外部の電子機器が利用することを想定
している。この外部の電子機器は複数あってもよく、その場合には、例えばログインサー
バ（０２２０）においてユーザが保有している若しくは利用可能な電子機器のリストを認
証情報に関連付けて保持している場合や、権原情報取得装置（０２１０）からログインサ
ーバ（０２２０）に認証情報を送信する際に保有している電子機器を示す情報を認証情報
に含ませて送信するようになっている場合等が想定される。図３は、認証情報の具体例を
示す。認証情報は、例えば図３のようにログインＩＤとパスワードから構成されることが
想定される。また、「取得する」とは、外部から取得する場合、内部で生成する場合、内
部の他の処理機構から取得する場合等が該当し、具体的には例えばユーザがキー操作によ
り認証情報を入力する場合等が該当する。また、認証情報は音声入力などによって入力さ
れてもよい。
【００１９】
　「第一送信部」（０２１２）は、取得した認証情報をログインサーバに対して送信する
。「取得した認証情報」とは、認証情報取得部（０２１１）にて取得した認証情報を指す
。また、認証情報をログインサーバへ送信する際には、権原情報取得装置から直接送信し
てもよいし、他の装置等を介して送信してもよい。また、ログインサーバへの送信におけ
る通信方法は特に問わない。インターネットを介する通信やＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介する通信等であってもよい。また、通信プロトコルも特定のも
のに限定されない。有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
【００２０】
　「受信部」（０２１３）は、認証情報の送信に応じて返信される権原情報を受信する。
「認証情報の送信」とは、第一送信部（０２１２）からの認証情報の送信を指す。「認証
情報の送信に応じて返信される」とは、具体的には、ログインサーバにて認証情報に基づ
いて認証処理が行われ、認証が成功した場合に権原情報が送信される場合等を想定してい
る。ただし、ログインサーバから直接返信されてもよいし、他の装置等を介して返信され
てもよい。また、受信部にて受信された権原情報は家電装置等の外部の電子機器に利用さ
れることを想定している。
【００２１】
　また、ここで受信する権原情報は、例えばＪＰＥＧやその他の符号化形式で符号化され
た画像データであっても良い。その場合、当該画像データの画像を構成するデータ領域に
権原情報が埋め込まれている、という具合である。そして、この権原情報が埋め込まれた
画像データの転送先となる家電装置等の外部電子機器では、対応する画像解析プログラム
によって画像データに埋め込まれた権原情報を読み出し利用すると良い。
【００２２】
　「転送部」（０２１４）は、受信した権原情報を転送する。「受信した権原情報」とは
、受信部（０２１３）にて受信した権原情報を指す。「転送する」とは、主には後述する
家電装置等の外部の電子機器に転送することを想定している。また、外部の電子機器には
直接送信されてもよいし、他の装置等を介して送信されてもよい。また、転送する際の通
信方法は特に問わない。インターネットを介する通信やＬＡＮを介する通信等であっても
よい。また、通信プロトコルも特定のものに限定されない。有線通信であってもよいし、
無線通信であってもよい。また、権原情報を転送する外部の電子機器が複数あってもよい
。その場合には、一の権原情報を複数の電子機器に転送してもよいし、各電子機器に対応
した複数の権原情報を各電子機器にそれぞれ転送するようになっていてもよい。
【００２３】
　また、転送部は、近距離無線装置であってもよい。例えば、赤外線通信（ＩｒＤＡ、Ｉ
ｒＳｉｍｐｌｅ、ＩｒＳＳ等）やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＺｉｇＢｅｅ（登録
商標）が該当する。近年の携帯電話やデジタルテレビ等はこれらの近距離無線通信手段を
あらかじめ備えているものも多いため、既存のハードウェア資源を利用することができる
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。よって、権原情報取得装置と家電装置が同じ部屋の中にある場合など近距離にある場合
は、このような近距離無線通信が好適である。
【００２４】
　また、権原情報取得装置は、「第三認証情報取得部」と、「第三送信部」と、「第三受
信部」と、「第三転送部」と、を有する構成であってもよい。「第三認証情報取得部」は
前記認証情報取得部（０２１１）と同様の機能を有する。「第三送信部」は前記第一送信
部（０２１２）と同様の機能を有する。「第三受信部」は前記受信部（０２１３）と同様
の機能を有する。「第三転送部」は前記転送部（０２１４）と同様の機能を有する。
【００２５】
　（実施形態１：構成：ログインサーバ）
【００２６】
　ログインサーバ（０２２０）は、「認証情報受信部」（０２２１）と、「認証処理部」
（０２２２）と、「返信部」（０２２３）と、を有する。
【００２７】
　「認証情報受信部」（０２２１）は、権原情報取得装置から認証情報を受信する。すな
わち、権原情報取得装置（０２１０）の第一送信部（０２１２）から送信された認証情報
を受信する。
【００２８】
　「認証処理部」（０２２２）は、受信した認証情報の認証処理を実行する。「受信した
認証情報」とは、認証情報受信部（０２２１）にて受信した認証情報を指す。「認証処理
」とは、具体的には、例えば認証情報に含まれるログインＩＤ等が正規のユーザを示すも
のであるか（コンテンツにアクセスする権原のあるユーザであるか）、現在も有効である
か、等を確認する処理が該当する。認証処理を実行するために、ログインサーバは図４の
ような情報を保持していることが想定される。図４は、現在登録されているログインＩＤ
と対応するパスワードを関連付けた情報の一例である。図４において、「ＩＤ」は自動的
に付与されるシリアル番号であり、「ログインＩＤ」は現在登録されているログインＩＤ
、「パスワード」はログインしようとしているユーザが正規のユーザであることを確認す
るためのパスワードである。さらに、ユーザが保有している複数の家電装置等の情報をロ
グインＩＤ等に関連付けて保持していてもよい。これにより、例えばログインサーバは認
証情報によりユーザを特定するとともに、そのユーザが保有している家電装置等ごとの複
数の権原情報、若しくは共通に利用可能な一の権原情報を生成し、後述する返信部（０２
２３）にて返信することができる。ログインサーバは図４のような情報をデータベース等
としてハードディスク等の記憶装置に保持しており、認証処理部は受信した認証情報（ロ
グインＩＤとパスワード）について図４の情報を参照し、受信した認証情報が図４の情報
に含まれている場合には認証が成功したと判断する。もし、受信した認証情報が図４の情
報に含まれていなかった場合には認証は失敗したと判断する。
【００２９】
　「返信部」（０２２３）は、認証処理部での認証結果に応じて権原情報を返信する。「
認証処理部での認証結果に応じて権原情報を返信する」とは、主には認証処理部での認証
処理において認証が成功したと判断された場合には権原情報を返信することを意味する。
もし、認証処理部での認証処理において認証が失敗したと判断された場合には、例えば権
原情報を返信する代わりにログインできなかった旨を示す情報を返信するようになってい
てもよい。また、「権原情報」とは、ユーザがコンテンツにアクセスする権原を有する正
規なユーザであることを示す情報である。また、ワンタイムパスワードのようにそのつど
生成されるような一時的にのみ利用可能な情報であればセキュリティが高まり好適である
。また、権原情報は認証処理部にて処理した認証情報と関連付けられており、例えば図５
のような情報によって関連性を保持する。図５において、「ＩＤ」は自動的に付与される
シリアル番号であり、「ログインＩＤ」は認証処理部にて認証が成功したログインＩＤ、
「権原ＩＤ」は権原情報であり、「有効期限」は権原情報の有効期限である。図５の情報
は、外部の管理データベースに保持されている場合や、ログインサーバ内に保持されてい
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る場合が考えられる。また、権原情報は、より具体的には例えば英数字や記号を組み合わ
せた一意な文字列で表される。図６は、権原情報の一例である。このように、ランダムな
英数字や記号などを組み合わせて生成されることが想定される。また、権原情報は後述す
るようにコンテンツを利用する家電装置等の他の電子機器にて利用されることを想定して
いるが、家電装置等がコンテンツを閲覧する際にログインＩＤの代わりとして利用するも
のである。つまり、家電装置等においては再度ログイン処理を行うのではなく、ログイン
処理はあくまで権原情報取得装置にて行い、家電装置等においてはログインが成功した認
証情報に関連付けられている権原情報を利用することで、アクセス権原のあるユーザであ
ることをコンテンツサーバ等へ認証させることができる。
【００３０】
　またこの返信部は、例えば図６に示すような文字列を所定のルールに従って予め用意さ
れている画像データに埋め込むことで、あるいは文字列を所定のルールで画素値などに変
換し新たに画像データを生成することで、権原情報を画像データとして返信するよう構成
しても良い。なお、予め用意された画像へ文字列を埋め込む処理や、文字列を変換して画
像を新たに生成する処理については、従来の技術を用い実現可能であるのでその説明は省
略する。
【００３１】
　また、権原情報として返信する画像データの例えばプロパティ情報（画像データ本体と
は別に付加される属性情報など）に、家電装置にて当該権原情報を利用する際のアプリケ
ーションを指定するアプリケーション識別情報などを含むよう構成しても良い。このよう
に構成することで、家電装置にて当該権原情報を利用する際、いずれのアプリケーション
で処理すれば良いのか家電装置が容易に判断し、処理することができる。
【００３２】
　（実施形態１：ハードウェア上における処理の具体例）
【００３３】
　図８は権原情報取得装置のハードウェア構成の一例を示し、図９はログインサーバのハ
ードウェア構成の一例を示す。以下、図８を用いて権原情報取得装置におけるハードウェ
ア上の処理動作について説明する。キーボード等の操作部（０８０１）やマイク等の音声
入力部（０８０２）から入力された認証情報（ログインＩＤやパスワード等）は一旦、半
導体メモリ等の一時メモリ（０８０３）に格納された後、無線通信もしくは有線通信の通
信インターフェイス（０８０５）を介してログインサーバに対して送信される。また、ロ
グインサーバから返信された権原情報は通信インターフェイス（０８０５）を介して受信
され、一時メモリ（０８０３）に格納された後、赤外線やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）やＺｉｇＢｅｅ（登録商標）などの近距離無線通信インターフェイス（０８０６）を介
して出力される。また、これらの処理を実行するためのプログラムは、ハードディスクや
不揮発性メモリ等の記録装置（０８０４）にあらかじめ保持されており、適宜、読み出さ
れて実行される。
【００３４】
　次に、図９を用いてログインサーバにおけるハードウェア上の処理動作について説明す
る。無線通信もしくは有線通信の通信インターフェイス（０９０１）を介して権原情報取
得装置から送信された認証情報を受信する。受信された権原情報は、半導体メモリ等の一
時メモリ（０９０２）に格納される。また、図４や図５に例示したような情報は、ハード
ディスクや不揮発性メモリ等の記憶装置（０９０３）に保持されている。一時メモリ（０
９０２）に格納された認証情報は、記憶装置（０９０３）から読み出された図４の情報を
参照して認証処理が実行される。認証が成功すると、権原情報が生成されて、図５の情報
にログインＩＤとともに格納される。また、権原情報は通信インターフェイス（０９０１
）を介して出力される。また、これらの処理を実行するためのプログラムは、ハードディ
スクや不揮発性メモリ等の記録装置（０９０３）にあらかじめ保持されており、適宜、読
み出されて実行される。
【００３５】
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　なお、上記の処理動作は一例であるので、他の動作方法もあり得る。
【００３６】
　（実施形態１：処理の流れ）
【００３７】
　図１０は、本実施形態に係る家電ログインシステムにおける処理の流れを示すシーケン
ス図である。まず、権原情報取得装置において、認証情報を取得する（Ｓ１００１）。次
に、取得した認証情報をログインサーバに対して送信する（Ｓ１００２）。次に、ログイ
ンサーバにおいて、受信した認証情報の認証処理を実行する（Ｓ１００３）。次に、認証
が成功した場合には権原情報を返信する（Ｓ１００４）。次に、権原情報取得装置におい
て、受信した権原情報を転送する（Ｓ１００５）。
【００３８】
　（実施形態１：効果）
【００３９】
　本実施形態に係る家電ログインシステムによれば、権原情報取得装置においてログイン
処理を実行してログイン状態を確立させ、その結果取得した権原情報を外部に転送するこ
とで、転送された電子機器等において権原情報を利用してコンテンツ等へアクセスするこ
とが可能である。
（実施形態２）
【００４０】
　（実施形態２：概要）
【００４１】
　本実施形態は、権原情報取得装置から転送される権原情報を取得する権原情報取得部と
、取得した権原情報をコンテンツ取得のために送信する第二送信部と、コンテンツを取得
するコンテンツ取得部と、取得したコンテンツを実行する実行部と、を有する家電装置を
さらに有する家電ログインシステムについて説明する。
【００４２】
　（実施形態２：構成）
【００４３】
　本実施形態に係る家電ログインシステムの機能ブロックを図１１に例示する。家電ログ
インシステムは、「権原情報取得装置」（１１１０）と、「ログインサーバ」（１１２０
）と、「家電装置」（１１３０）と、からなる。権原情報取得装置（１１１０）とログイ
ンサーバ（１１２０）の構成は前述した構成と同様である。すなわち、権原情報取得装置
（１１１０）は、「認証情報取得部」（１１１１）と、「第一送信部」（１１１２）と、
「受信部」（１１１３）と、「転送部」（１１１４）と、を有する。また、ログインサー
バ（１１２０）は、「認証情報受信部」（１１２１）と、「認証処理部」（１１２２）と
、「返信部」（１１２３）と、を有する。また、家電装置（１１３０）は、ネットワーク
に接続可能な家電機器であって、例えばテレビ、ＤＶＤレコーダやＨＤＤレコーダ等の記
録再生装置、冷蔵庫、空調機器、掃除機、扇風機、ホームセキュリティ、等が想定される
。以下、家電装置（１１３０）の構成について説明する。
【００４４】
　（実施形態２：構成：家電装置）
【００４５】
　家電装置（１１３０）は、「権原情報取得部」（１１３１）と、「第二送信部」（１１
３２）と、「コンテンツ取得部」（１１３３）と、「実行部」（１１３４）と、を有する
。
【００４６】
　「権原情報取得部」（１１３１）は、権原情報取得装置から転送される権原情報を取得
する。すなわち、家電装置は権原情報取得装置（１１１０）の転送部（１１１４）から転
送される権原情報を取得する。権原情報は、権原情報取得装置から直接受信されてもよい
し、他の装置等を介して間接的に受信されてもよい。また、ここでの通信は、権原情報取
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得装置（１１１０）と家電装置（１１３０）間でのみ解釈可能な独自プロトコルにて通信
してもよい。特にここでの通信が無線通信である場合には、通信可能範囲に他の電子機器
が存在する場合もあり得るため、独自プロトコルにて通信すると盗聴される心配がなくセ
キュリティが向上する。また、複数の家電装置において一の権原情報を利用する場合には
、権原情報取得部にて取得した権原情報をさらに他の家電装置に転送してもよいし、一旦
、権原情報取得装置（１１１０）に返信して権原情報取得装置（１１１０）から他の家電
装置に送信しなおされてもよい。
【００４７】
　また、前述のように権原情報取得部は画像データとして送信された権原情報を取得して
も良い。そのような場合この権原情報取得部は、画像データを解析し、埋め込まれた（あ
るいは画像で示される）権原情報を読み出すための解析プログラムなどを備え、当該解析
プログラムに従った演算処理によって画像データから権原情報を読み出すよう構成すると
良い。
【００４８】
　「第二送信部」（１１３２）は、取得した権原情報をコンテンツ取得のために送信する
。「取得した権原情報」とは、権原情報取得部（１１３１）にて取得した権原情報を指す
。「コンテンツ取得のために送信する」とは、権原情報はコンテンツを保持するコンテン
ツサーバ等のサーバから所望のコンテンツを取得する場合に利用することを想定している
が、このような場合に権原情報をコンテンツサーバ等へ送信すること等を意味する。また
、この際に自身のコンテンツのうち、希望するコンテンツのみを選択できるようになって
いてもよい。例えば、家電装置のディスプレイにコンテンツの一覧が表示され、ユーザが
希望するコンテンツにチェックマークを付けて、この選択情報を権原情報とともに送信す
るようになっていてもよい。また、コンテンツを選択する画面は権原情報取得装置（１１
１０）のディスプレイに表示されてもよく、その場合にはユーザに選択されたコンテンツ
を識別するコンテンツＩＤ等を権原情報とともに権原情報取得装置（１１１０）から家電
装置に対して出力されるようになっている場合が想定される。この点については後に詳述
する。また、権原情報をコンテンツサーバ等へ送信する際には、家電装置から直接送信し
てもよいし、他の装置等を介して送信してもよい。また、送信する際の通信方法は特に問
わない。インターネットを介する通信やＬＡＮを介する通信等であってもよい。また、通
信プロトコルも特定のものに限定されない。有線通信であってもよいし、無線通信であっ
てもよい。
【００４９】
　また、権原情報取得部にて画像データとして権原情報を取得し、前述のようにその画像
データのプロパティ情報にアプリケーション識別情報などが含まれていれば、その指定さ
れたアプリケーションを起動し、取得した権原情報をコンテンツサーバ等に送信する処理
を自動実行するよう構成しても良い。
【００５０】
　「コンテンツ取得部」（１１３３）は、コンテンツを取得する。「コンテンツ」とは、
映像、音声、音楽等を含み、さらに、文字情報、アプリケーションプログラム、制御情報
、またはそれらの複合形で表現される情報等を含むものであってもよい。例えば、動画、
静止画、空調機器や冷蔵庫の温度設定情報、家電装置の電源ＯＮ／ＯＦＦタイマー設定情
報、家電装置のファームウェア更新プログラム、等が想定される。「コンテンツを取得す
る」とは、外部の装置等から取得することであり、主には後述するようにコンテンツを保
持するコンテンツサーバ等から取得する場合等が想定される。また、第二送信部（１１３
２）にて送信した権原情報がコンテンツサーバ等にて確認されてコンテンツにアクセスす
る権原のあるユーザであることが確認された結果、家電装置にコンテンツが送信される場
合等が想定される。
【００５１】
　図１２は、権原情報取得装置から取得した権原情報を出力してコンテンツを取得する場
合の一例を示す。権原情報取得装置は、ここでは携帯電話（１２０１）であるとして説明
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する。まず、携帯電話（１２０１）においてインターネットに接続し、ログイン画面（１
２０４）にてログインを行う。このログイン画面（１２０４）は、例えばコンテンツ提供
サービスのホームページ上の会員ページへの入り口となるページである。ここでユーザが
携帯電話（１２０１）のキー操作によってログインＩＤとパスワードを入力すると、入力
されたログインＩＤとパスワードは認証情報としてログインサーバ（１２０２）に出力さ
れる。ログインサーバ（１２０２）では前述したように受信した認証情報の認証処理を行
う。ここでの認証が成功した場合には、携帯電話（１２０１）に対して権原情報を返信す
る。携帯電話（１２０１）は、返信された権原情報を一旦、一時メモリ等に格納して保持
しておく。次に、ユーザがログイン（１２０４）画面での認証に成功したことによって会
員ページに入ると、会員メニューとしてプレイリスト（１２０５）が表示される。ここで
、ユーザが「ＭｙＰｈｏｔｏアルバム」を選択すると、ユーザがコンテンツサーバへアッ
プロードしている画像データが閲覧できるようになっており、画像データのリスト画面（
１２０６）が表示される。ここで、例えばユーザが「結婚式」を選択すると、この画像デ
ータを出力する手段を選択するための出力メニュー（１２０７）が表示される。ここで、
ユーザが「テレビで表示」を選択したとすると、ログインサーバ（１２０２）から携帯電
話（１２０１）に送信されていた権原情報が赤外線通信等により家電装置であるテレビ（
１２０３）に転送される。ここで、図１２においてはこの権原情報を「コンテンツ要求権
原情報」と称している。これは、ログインサーバ（１２０２）から返信された権原情報と
家電装置に転送される権原情報が必ずしも同一形式の情報でなくともよいからである。
【００５２】
　この点について、図１３を用いて詳しく説明する。図１３は、家電装置に転送される権
原情報の一例を示す。図１２におけるログインサーバ（１２０２）から返信された権原情
報が図６に示したような情報であったとすると、家電装置に転送されるコンテンツ要求権
原情報は図１３に示す情報１３０１のような情報であることが想定される。すなわち、権
原情報である「権原ＩＤ」と、取得したいコンテンツを示す「コンテンツＩＤ」とを含む
情報である。つまり、「コンテンツＩＤ」は図１２においてはテレビに出力したいコンテ
ンツである「結婚式」のコンテンツＩＤである。また、このような内容のコンテンツ要求
権原情報１３０１を家電装置に出力する際には、具体的には、例えばコンテンツサーバの
ＵＲＬ、コンテンツＩＤ、権原ＩＤとを連結させた文字列１３０２の形で家電装置に出力
するようになっていてもよい。ここで、文字列１３０２においては、「ｃｎｔ」という変
数によってコンテンツＩＤが示され、「ｓｉｄ」という変数によって権原ＩＤが示される
ようになっている。このような文字列が出力されることにより、家電装置はこの文字列１
３０２をそのまま利用してコンテンツサーバへアクセスすることができ、あらためてコン
テンツサーバのＵＲＬやコンテンツＩＤ、権原ＩＤを入力する手間を省くことができる。
ただし、これらはあくまで一例であるので、コンテンツサーバのＵＲＬ、コンテンツＩＤ
、権原ＩＤは、ユーザが家電装置に備えられている入力キーやリモコン装置の入力キー等
を使用して入力するようになっていても構わない。
【００５３】
　このように、家電装置であるテレビ（１２０３）は、例えば図１３に示すような文字列
１３０２を取得してコンテンツサーバ等へアクセスすることができる。なお、後述するよ
うにコンテンツサーバ等では出力されたコンテンツ要求権原情報に含まれる権原ＩＤの確
認を行った上で、コンテンツをテレビ（１２０３）へ出力する。また、家電装置からコン
テンツサーバ等に対して送信する権原情報には家電装置に関する情報を含ませてもよい。
例えばテレビ（家電装置）がハイビジョン対応であることを示す情報を権原情報に含ませ
ることによって、コンテンツサーバ等からはハイビジョン対応の静止画を送信させること
も可能になる。また、このように家電装置（１１３０）がコンテンツを利用するために家
電装置（１１３０）からコンテンツサーバ等に対して権原情報を送信することのメリット
は、あくまで家電装置（１１３０）が主体となってコンテンツを要求することで、コンテ
ンツサーバ等から家電装置に対して一方的にコンテンツが提供されてくるようなこと等が
ないことである。これにより、家電装置はセキュリティ上もより安全にコンテンツを取得
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することができる。
【００５４】
　「実行部」（１１３４）は、取得したコンテンツを実行する。「取得したコンテンツ」
とは、コンテンツ取得部（１１３３）にて取得したコンテンツを指す。「コンテンツを実
行する」とは、コンテンツを所定の方法で出力することを意味する。例えば、コンテンツ
が静止画であればディスプレイに表示し、動画であればディスプレイにて再生してスピー
カーから音声を出力する場合等が該当する。また、コンテンツがファームウェア更新プロ
グラムであればプログラムを実行してファームウェアの更新処理を行う場合や、コンテン
ツが空調機器の温度設定情報であれば空調機器の設定温度を温度設定情報で示される温度
に変更する場合等が該当する。また、コンテンツはユーザが実行キー等を操作することに
より任意で実行されてもよいし、コンテンツ取得部（１１３３）にてコンテンツが取得さ
れたことをもって自動的に実行されるようになっていてもよい。
【００５５】
　また、家電ログインシステムは、図７のような構成であってもよい。すなわち、権原情
報取得装置（０７１０）は、「認証情報取得部」（０７１１）と、「第一送信部」（０７
１２）と、「受信部」（０７１３）と、「転送部」（０７１４）と、「リモコン部」（０
７１５）と、を有し、ログインサーバ（０７２０）は、「認証情報受信部」（０７２１）
と、「認証処理部」（０７２２）と、「返信部」（０７２３）と、を有し、家電装置（０
７３０）は、「権原情報取得部」（０７３１）と、「第二送信部」（０７３２）と、「コ
ンテンツ取得部」（０７３３）と、「実行部」（０７３４）と、を有する。図１１の構成
との違いは、権原情報取得装置（０７１０）が、さらに「リモコン部」（０７１５）を有
していることである。「リモコン部」（０７１５）以外の構成は前述した構成と同様であ
る。
【００５６】
　「リモコン部」（０７１５）は、家電装置のリモコン機能を実現する。「リモコン機能
」とは、家電装置を操作するための操作信号を出力して家電装置を動作させる機能である
。リモコン部は、一般的には無線通信によって実現され、例えばＩｒＤＡなどが用いられ
る。権原情報取得装置（０７１０）がこのような機能を有していることにより、例えば家
電装置（０７３０）が取得したコンテンツを実行部（０７３４）にて実行させるための操
作信号をリモコン部から出力したり、家電装置（０７３０）の第二送信部（０７３２）を
起動させるための制御信号を出力したりすることができ、従来の家電装置専用のリモコン
装置を別途、使用する必要がなく、使い勝手がよい。さらに、権原情報取得装置（０７１
０）の転送部（０７１４）はリモコン部を介して権原情報を出力するようになっていても
よい。
【００５７】
　また、家電装置は、「第四権原情報取得部」と、「第四送信部」と、「第四コンテンツ
取得部」と、「第四実行部」と、を有する構成であってもよい。「第四権原情報取得部」
は前記権原情報取得部（１１３１）と同様の機能を有する。「第四送信部」は前記第二送
信部（１１３２）と同様の機能を有する。「第四コンテンツ取得部」は前記コンテンツ取
得部（１１３３）と同様の機能を有する。「第四実行部」は前記実行部（１１３４）と同
様の機能を有する。
【００５８】
　（実施形態２：ハードウェア上における処理の具体例）
【００５９】
　図１４は、家電装置のハードウェア構成の一例を示す。以下、図１４を用いて家電装置
におけるハードウェア上の処理動作について説明する。家電装置は、赤外線やＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）やＺｉｇＢｅｅ（登録商標）などの近距離無線通信インターフェイ
ス（１４０１）を介して権原情報（もしくは権原情報とコンテンツＩＤ）を取得する。取
得した権原情報は一旦、半導体メモリ等の一時メモリ（１４０２）に格納された後、自動
的に、もしくはユーザによる任意の指示によって、無線通信もしくは有線通信の通信イン
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ターフェイス（１４０６）を介してコンテンツサーバ等に対して出力される。権原情報の
出力に基づいて家電装置へ送信されるコンテンツは、通信インターフェイス（１４０６）
を介して取得され、ハードディスクや不揮発性メモリ等の記録装置（１４０３）に格納さ
れた後、ディスプレイ等の表示部（１４０４）やスピーカー等の音声出力部（１４０５）
にて出力される。また、これらの処理を実行するためのプログラムは、記録装置（１４０
３）にあらかじめ保持されており、適宜、読み出されて実行される。なお、近距離無線通
信インターフェイス（１４０１）は権原情報取得装置のリモコン部からの信号を受信する
ために利用されてもよい。上記の処理動作は一例であるので、他の動作方法もあり得る。
【００６０】
　（実施形態２：処理の流れ）
【００６１】
　図１５は、本実施形態に係る家電ログインシステムにおける処理の流れを示すシーケン
ス図である。まず、権原情報取得装置において、認証情報を取得する（Ｓ１５０１）。次
に、取得した認証情報をログインサーバに対して送信する（Ｓ１５０２）。次に、ログイ
ンサーバにおいて、受信した認証情報の認証処理を実行する（Ｓ１５０３）。次に、認証
が成功した場合には権原情報を返信する（Ｓ１５０４）。次に、権原情報取得装置におい
て、受信した権原情報を家電装置へ転送する（Ｓ１５０５）。なお、本ステップにおいて
は権原情報に加えてコンテンツの識別情報をも転送する場合もある。次に、家電装置にお
いて、取得した権原情報をコンテンツ取得のために送信する（Ｓ１５０６）。次に、コン
テンツを取得する（Ｓ１５０７）。次に、取得したコンテンツを実行する（Ｓ１５０８）
。
【００６２】
　（実施形態２：効果）
【００６３】
　本実施形態に係る家電ログインシステムによれば、権原情報取得装置においてログイン
処理を実行してログイン状態を確立させ、その結果取得した権原情報を家電装置に転送す
ることで、家電装置において権原情報を利用してコンテンツを取得して実行することが可
能である。
（実施形態３）
【００６４】
　（実施形態３：概要）
【００６５】
　本実施形態は、家電装置から権原情報を受付ける権原情報受付部と、受付けた権原情報
で示される権原の確認処理をする権原確認処理部と、権原確認処理部での確認処理結果に
応じてコンテンツを出力するコンテンツ出力部と、を有するコンテンツサーバをさらに有
する家電ログインシステムについて説明する。
【００６６】
　（実施形態３：構成）
【００６７】
　本実施形態に係る家電ログインシステムの機能ブロックを図１６に例示する。家電ログ
インシステムは、「権原情報取得装置」（１６１０）と、「ログインサーバ」（１６２０
）と、「家電装置」（１６３０）と、「コンテンツサーバ」（１６４０）と、からなる。
権原情報取得装置（１６１０）とログインサーバ（１６２０）と家電装置（１６３０）の
構成は前述した構成と同様である。すなわち、権原情報取得装置（１６１０）は、「認証
情報取得部」（１６１１）と、「第一送信部」（１６１２）と、「受信部」（１６１３）
と、「転送部」（１６１４）と、を有する。また、ログインサーバ（１６２０）は、「認
証情報受信部」（１６２１）と、「認証処理部」（１６２２）と、「返信部」（１６２３
）と、を有する。また、家電装置（１６３０）は、「権原情報取得部」（１６３１）と、
「第二送信部」（１６３２）と、「コンテンツ取得部」（１６３３）と、「実行部」（１
６３４）と、を有する。ここでは、コンテンツサーバ（１６４０）の構成について、以下
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、説明する。
【００６８】
　（実施形態３：構成：コンテンツサーバ）
【００６９】
　コンテンツサーバ（１６４０）は、「権原情報受付部」（１６４１）と、「権原確認処
理部」（１６４２）と、「コンテンツ出力部」（１６４３）と、を有する。
【００７０】
　「権原情報受付部」（１６４１）は、家電装置から権原情報を受付ける。すなわち、家
電装置（１６３０）の第二送信部（１６３２）から送信された権原情報を受付ける。なお
、「受付ける」とは、主に通信により受信することを意味する。権原情報は、家電装置か
ら直接受信されてもよいし、他の装置等を介して間接的に受信されてもよい。
【００７１】
　「権原確認処理部」（１６４２）は、受付けた権原情報で示される権原の確認処理をす
る。「受付けた権原情報」とは、権原情報受付部（１６４１）にて受付けた権原情報を指
す。「権原の確認処理」とは、主にはコンテンツにアクセスする権原があるか否かを確認
する処理を意味する。なお、権原の確認処理は、前述した図５の情報を参照することによ
って実行されうる。例えば、図１３のような文字列１３０２から権原情報を取得したとす
ると、権原ＩＤは「Ｔｕ１５７Ａｅｆ２＿１８ＦＧｏｓＵｚｙ」であり、図５の情報を参
照すると、この権原ＩＤはログインＩＤ「ｕｓｅｒ１２３」に関連付けられていることが
分かる。また、有効期限である「２００７．９．２８　２１：３５」と現在時刻とを比較
して、現時点で有効な権原情報であるか否かを判断することができる。ここで権原情報が
有効であると確認されれば図１３の文字列１３０２によって示されるコンテンツＩＤ「ｃ
ｏｎｔｅｎｔｓ３０１２」のコンテンツを後述のコンテンツ出力部（１６４３）から出力
する。
【００７２】
　「コンテンツ出力部」（１６４３）は、権原確認処理部での確認処理結果に応じてコン
テンツを出力する。「権原確認処理部での確認処理結果に応じてコンテンツを出力する」
とは、主には権原確認処理部での確認処理において権原が確認できたと判断された場合に
はコンテンツを出力することを意味する。もし、権原確認処理部での確認処理において権
原が確認できなかった場合には、例えばコンテンツを返信する代わりに権原情報が有効で
ない旨などを示す情報を返信するようになっていてもよい。また、出力するコンテンツは
複数のコンテンツであってもよい。また、ユーザがアクセス可能なコンテンツのうち、ユ
ーザが指定したコンテンツのみを出力するようになっていてもよい。

また、コンテンツは図１７のような情報によって管理されていることが想定される。図１
７において、「ＩＤ」とは自動的に付与されるシリアル番号であり、「コンテンツＩＤ」
はコンテンツを識別するための識別子、「ファイル名」はコンテンツファイルのファイル
名である。コンテンツサーバは図１７のような情報をデータベース等としてハードディス
ク等の記憶装置に保持している。例えば、図１３のような文字列１３０２によって示され
るコンテンツＩＤは「ｃｏｎｔｅｎｔｓ３０１２」であるので、コンテンツ出力部は、「
ｍａｒｒｉａｇｅ２００７．ｊｐｇ」というファイルをコンテンツ出力部から出力する。
【００７３】
　また、家電ログインシステムは、図１８のような構成であってもよい。すなわち、権原
情報取得装置（１８１０）は、「認証情報取得部」（１８１１）と、「第一送信部」（１
８１２）と、「受信部」（１８１３）と、「転送部」（１８１４）と、「リモコン部」（
１８１５）と、を有し、ログインサーバ（１８２０）は、「認証情報受信部」（１８２１
）と、「認証処理部」（１８２２）と、「返信部」（１８２３）と、を有し、家電装置（
１８３０）は、「権原情報取得部」（１８３１）と、「第二送信部」（１８３２）と、「
コンテンツ取得部」（１８３３）と、「実行部」（１８３４）と、を有し、コンテンツサ
ーバ（１８４０）は、「権原情報受付部」（１８４１）と、「権原確認処理部」（１８４
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２）と、「コンテンツ出力部」（１８４３）と、を有する。図１６の構成との違いは、コ
ンテンツサーバ（１８４０）の権原確認処理部（１８４２）が、「ワンタイム確認手段」
（１８４４）を有していることである。「ワンタイム確認手段」（１８４４）以外の構成
は前述した構成と同様である。
【００７４】
　なお、ログインサーバから権原情報取得装置に返信される権原情報はワンタイムパスワ
ードであることを特徴とする。「ワンタイムパスワード」とは、一度しか使用できないパ
スワードであり、一度使用されると無効となる。例えば図５のような情報において、使用
された「権原ＩＤ」は無効であることを示すフラグを立てておくか、もしくは図５の情報
から削除することによって、現在は使用できない状態になっていることを表すことができ
る。
【００７５】
　「ワンタイム確認手段」（１８４４）は、コンテンツサーバの権原確認処理部は、権原
情報で示される権原の確認処理に際してワンタイム性の確認をする。「ワンタイム性の確
認」とは、権原情報が一度も使用されていないことを確認することを意味する。すなわち
、これにより権原情報で示される権原が有効であるか否かを判断することができる。
【００７６】
　（実施形態３：ハードウェア上における処理の具体例）
【００７７】
　コンテンツサーバのハードウェア構成は、図９に示した構成と同様である。以下、図９
を用いてコンテンツサーバにおけるハードウェア上の処理動作について説明する。コンテ
ンツサーバは、無線通信もしくは有線通信の通信インターフェイス（０９０１）を介して
権原情報を受信する。受信した権原情報は一旦、半導体メモリ等の一時メモリ（０９０２
）に格納された後、通信インターフェイス（０９０１）を介して外部のデータベース等で
ある図５の情報を参照する。参照した結果、権原情報の権原が確認できた場合には、ハー
ドディスクや不揮発性メモリ等の記録装置（０９０３）に格納されているコンテンツファ
イルを、通信インターフェイス（０９０１）を介して出力する。また、これらの処理を実
行するためのプログラムは、記録装置（０９０３）にあらかじめ保持されており、適宜、
読み出されて実行される。なお、上記の処理動作は一例であるので、他の動作方法もあり
得る。
【００７８】
　（実施形態３：処理の流れ）
【００７９】
　図１９は、本実施形態に係る家電ログインシステムにおける処理の流れを示すシーケン
ス図である。まず、権原情報取得装置において、認証情報を取得する（Ｓ１９０１）。次
に、取得した認証情報をログインサーバに対して送信する（Ｓ１９０２）。次に、ログイ
ンサーバにおいて、受信した認証情報の認証処理を実行する（Ｓ１９０３）。次に、認証
が成功した場合には権原情報を返信する（Ｓ１９０４）。次に、権原情報取得装置におい
て、受信した権原情報を家電装置へ転送する（Ｓ１９０５）。なお、本ステップにおいて
は権原情報に加えてコンテンツの識別情報をも転送する場合もある。次に、家電装置にお
いて、取得した権原情報をコンテンツ取得のためにコンテンツサーバへ送信する（Ｓ１９
０６）。次に、コンテンツサーバにおいて、受付けた権原情報で示される権原の確認処理
をする（Ｓ１９０７）。次に、確認処理が完了した場合には家電装置へコンテンツを出力
する（Ｓ１９０８）。次に、家電装置において、取得したコンテンツを実行する（Ｓ１９
０９）。
【００８０】
　（実施形態３：効果）
【００８１】
　本実施形態に係る家電ログインシステムによれば、権原情報取得装置においてログイン
処理を実行してログイン状態を確立させ、その結果取得した権原情報を家電装置に転送す
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ることで、家電装置において権原情報をコンテンツサーバへ出力し、コンテンツを取得す
ることが可能である。よって、家電装置においては、コンテンツを取得するために別途ロ
グイン処理を実行する必要はない。

（実施形態４）
【００８２】
　（実施形態４：概要）
【００８３】
　本実施形態は、上記実施形態を基本として、以下の構成によりその操作性を向上させた
ことを特徴とする家電ログインシステムである。すなわち本実施形態では、携帯電話など
の権原情報取得装置に設けられた所定のボタンを１回操作するだけで、携帯電話などでの
認証情報の取得処理やログインサーバへの認証情報の送信処理を実行するための構成を備
える。これによって、ユーザはワンアクションで簡単にログイン認証処理を実行し、前述
の権原情報を取得することができる、という具合である。
【００８４】
　（実施形態４：構成）
【００８５】
　図２０は、本実施形態の家電ログインシステムにおける機能ブロックの一例を表す図で
ある。この図にあるように、本実施形態の家電ログインシステムは、上記実施形態と同様
に、「権原情報取得装置」（２０１０）と、「ログインサーバ」（２０２０）と、「家電
装置」（２０３０）と、からなる。なお、「ログインサーバ」と「家電装置」の機能的な
構成要件については、上記実施形態にて記載した通りであるのでその説明は省略する。
【００８６】
　また、「権原情報取得装置」についても、実施形態１を基本として「認証情報取得部」
（２０１１）と、「第一送信部」（２０１２）と、「受信部」（２０１３）と、「転送部
」（２０１４）と、を有する。また、この権原情報取得装置は、その他の実施形態を基本
として図示しない構成要件を備えていても良い。なお、権原情報取得装置のこれら構成要
件についても、上記実施形態にて記載済みであるのでその説明は省略する。
【００８７】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムの特徴点は、権原情報取得装置が「第一起
動部」（２０１５）をさらに有する点である。
【００８８】
　「第一起動部」（２０１５）は、認証情報取得部、第一送信部をワンアクションで起動
する機能を有し、そのためのボタンを備えていることを特徴とする。具体的に、この第一
起動部として、例えば図２１に示すような権原情報取得装置上に専用ボタンαが設けられ
ている。そして当該ボタンαへのワンアクション操作を受付けると、認証情報取得部、第
一送信部を実現するハードウェア及びソフトウェアを起動し、当該構成要件に係る前述の
処理を自動的に実行するよう制御する、という具合である。なお、認証情報取得部による
認証情報の取得、および第一送信部による認証情報のログインサーバへの送信という一連
の処理の後の家電ログインシステムに係るその他の処理は、上記実施形態１などで説明し
た通りであるのでその説明は省略する。
【００８９】
　また、第一起動部に備えられた「ボタン」は、それ専用のボタンとして設けられる形態
のほか、例えば汎用ボタンを長押ししたり連続２度押ししたりすることなどで当該機能が
実現されるよう構成しても良い。このように「ワンアクション」とは、一のボタンに対す
る短期的な連続操作であれば操作そのものが一の動作で完結していなくても良い。また「
ボタン」は物理的なボタンのみならず、権原情報取得装置のタッチパネル上に仮想的なボ
タンとして表示することで実現されるなどの構成であっても良い。
【００９０】
　このように本実施形態では、第一起動部に備えられたボタンへのワンアクションという
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簡単な操作によって、認証情報の取得、および取得した認証情報のログインサーバへの送
信という権原情報取得のための一連のログイン処理を実行することができる。
【００９１】
　（実施形態４：処理の流れ）
【００９２】
　図２２は、本実施形態の家電ログインシステムの権原情報取得装置における処理の流れ
の一例を表すフローチャートである。なお、家電ログインシステム全体の処理の流れにつ
いては上記実施形態にてすでに記載済みであるので、ここでは本実施形態に特徴的な点の
みを説明する。また、以下に示すステップは、上記のような計算機の各ハードウェア構成
によって実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され計算機を制御するための
プログラムを構成する処理ステップであっても構わない。
【００９３】
　この図にあるように、まず権原情報取得装置は、所定のボタン押下を受付ける（ステッ
プＳ２２０１）と、ログインサーバ用の認証情報を取得する機能（認証情報取得部）を起
動し（ステップＳ２２０２）、認証情報を取得する（ステップＳ２２０３）。つづいて、
取得した認証情報をログインサーバに送信する機能（第一送信部）を起動し（ステップＳ
２２０４）、取得した認証情報を送信する（ステップＳ２２０５）。
【００９４】
　（実施形態４：効果）
【００９５】
　以上のように本実施形態の家電ログインシステムでは、携帯電話などの権原情報取得装
置に設けられた所定のボタンを１回操作するだけで、簡単に権原情報取得装置にて権原情
報を取得するための一連のログイン認証処理を実行することができる。
（実施形態５）
【００９６】
　（実施形態５：概要）
【００９７】
　本実施形態は、上記実施形態４と同様に、携帯電話などの権原情報取得装置に設けられ
た所定ボタンへのワンアクション操作だけで、簡単に携帯電話などからのログイン認証処
理を実行することができる。そして本実施形態では、それに加えて当該ワンアクション操
作によって家電装置の権原情報取得機能も同時に起動するよう構成されていることを特徴
とする。
【００９８】
　すなわち、ユーザにより携帯電話などの所定ボタンが押されると、自動的に携帯電話で
の認証情報の取得処理（または取得用ＧＵＩなどの起動）、およびログインサーバへの認
証情報の送信処理が実行される。そして本発明の家電ログインシステムでは、その後、前
述のようにログインサーバから携帯電話などに対して認証情報に基づく権原情報（図６に
示すような権原ＩＤなど）が返信され、その権原情報が携帯電話などから家電装置に転送
されることになる。そこで本実施形態では、所定ボタンのワンアクション操作によって、
その権原情報の転送先である家電装置を予め転送待受状態となるよう制御する、という具
合である。
【００９９】
　（実施形態５：構成）
【０１００】
　図２３は、本実施形態の家電ログインシステムにおける機能ブロックの一例を表す図で
ある。この図にあるように、本実施形態の家電ログインシステムは、上記実施形態と同様
に、「権原情報取得装置」（２３１０）と、「ログインサーバ」（２３２０）と、「家電
装置」（２３３０）と、からなる。なお、「ログインサーバ」と「家電装置」の機能的な
構成要件については、上記実施形態にて記載した通りであるのでその説明は省略する。
【０１０１】
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　また、「権原情報取得装置」についても、実施形態１を基本として「認証情報取得部」
（２３１１）と、「第一送信部」（２３１２）と、「受信部」（２３１３）と、「転送部
」（２３１４）と、を有する。また、この権原情報取得装置は、その他の実施形態を基本
として図示しない構成要件を備えていても良い。なお、権原情報取得装置のこれら構成要
件についても、上記実施形態にて記載済みであるのでその説明は省略する。
【０１０２】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムの特徴点は、権原情報取得装置が「権原情
報取得部起動命令出力部」（２３１５）と、「第二起動部」（２３１６）と、をさらに有
する点である。
【０１０３】
　「権原情報取得部起動命令出力部」（２３１５）は、権原情報取得部起動命令を出力す
る機能を有し、例えば変調回路を含む赤外線通信機構や、その他の遠隔操作用通信回路、
遠隔操作プログラムなどによって実現することができる。また、「権原情報取得部起動命
令」とは、家電装置の権原情報取得部を起動する命令をいい、例えば赤外線などによって
伝送される所定波長のリモコン信号などが挙げられる。
【０１０４】
　さらに具体的には、例えば権原情報取得装置にて、家電装置と同じリモコンテーブルを
インターネット上のサーバからダウンロードするなどして保持するよう構成する。そして
、所定ボタン押下をトリガーとして、当該リモコンテーブルを参照し権原情報取得部起動
命令を示すリモコン信号を取得する。そして取得したリモコン信号を変調し、変調周波数
を示すようＬＥＤなどをＯＮ／ＯＦＦすることで権原情報取得部起動命令を家電装置に対
して出力する。
【０１０５】
　家電装置では、上記権原情報取得装置から出力されたリモコン信号をフォトダイオード
などで受光し、復調回路にて復調する。そして保持しているリモコンテーブルを参照し、
復調したリモコン信号が権原情報取得部起動命令を示すことを判断すると、権原情報取得
部を実現するハードウェア及びソフトウェアを起動し、当該構成要件に係る処理を自動的
に実行するよう制御する、という具合である。
【０１０６】
　「第二起動部」（２３１６）は、認証情報取得部、第一送信部および、権原情報取得部
起動命令出力部をワンアクションで起動する機能を有し、そのためのボタンを備えている
ことを特徴とする。この第二起動部は、前述の第一起動部と比較して、所定ボタンへのワ
ンアクション操作に応じて起動する構成要件が1つ（権原情報取得部起動命令出力部）追
加された以外は第一起動部と同様の構成であるため、その説明は省略する。
【０１０７】
　以上のように本実施形態では、所定ボタンのワンアクション操作によって、権原情報取
得装置でのログイン処理に係る機能を自動的に起動制御すると共に、そのログイン処理に
よって取得する権原情報の転送先である家電装置を予め転送待受状態となるよう制御する
ことができる。
【０１０８】
　（実施形態５：処理の流れ）
【０１０９】
　図２４は、本実施形態の家電ログインシステムの権原情報取得装置における処理の流れ
の一例を表すフローチャートである。なおここでも、全体的な処理の流れではなく本実施
形態の処理の流れに特徴的な点のみを説明する。また、以下に示すステップは、上記のよ
うな計算機の各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良いし、媒体に
記録され計算機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであっても構わない
。
【０１１０】
　この図にあるように、まず権原情報取得装置は、所定のボタン押下を受付ける（ステッ
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プＳ２４０１）と、ログインサーバ用の認証情報を取得する機能（認証情報取得部）を起
動し（ステップＳ２４０２）、認証情報を取得する（ステップＳ２４０３）。つづいて、
取得した認証情報をログインサーバに送信する機能（第一送信部）を起動し（ステップＳ
４２０４）、取得した認証情報を送信する（ステップＳ２４０５）。また、さらに家電装
置の権原情報取得部の起動命令を出力する機能（権原情報取得部起動命令出力部）を起動
し（ステップＳ２４０６）、権原情報取得部起動命令を出力する（ステップＳ２４０７）
。すると、家電装置にて出力された権原情報取得部起動命令を受信し、それに応じて権原
情報取得部を起動する、という具合である。
【０１１１】
　（実施形態５：効果）
【０１１２】
　以上のように、本実施形態の家電ログインシステムでは、所定ボタンのワンアクション
操作によって、権原情報取得装置のログイン処理に係る機能を自動的に起動制御すると共
に、そのログイン処理によって取得する権原情報の転送先である家電装置を予め転送待受
状態となるよう制御することができる。
（実施形態６）
【０１１３】
　（実施形態６：概要）
【０１１４】
　図２５は、本実施形態の権原情報取得装置におけるＧＵＩ（グラフィカル・ユーザイン
ターフェイス）の一例を表す図である。この図にあるように、例えば権原情報取得装置の
表示画面上に、ユーザ名（ユーザＩＤ）やパスワードの入力欄が表示されている。そして
、ユーザはこの入力欄に該当文字列などを入力することで、例えばユーザＩＤやパスワー
ドなどの認証情報が取得されるよう構成されている、という具合である。
【０１１５】
　また、このようなＧＵＩを、例えば実施形態４や５で説明した第一（第二）起動部に備
えられたボタンへのワンアクション操作によって起動するよう構成しても良い。
【０１１６】
　（実施形態６：構成）
【０１１７】
　図２６は、本実施形態の家電ログインシステムにおける機能ブロックの一例を表す図で
ある。この図にあるように、本実施形態の家電ログインシステムは、上記実施形態と同様
に、「権原情報取得装置」（２６１０）と、「ログインサーバ」（２６２０）と、「家電
装置」（２６３０）と、からなる。なお、「ログインサーバ」と「家電装置」の機能的な
構成要件については、上記実施形態にて記載した通りであるのでその説明は省略する。
【０１１８】
　また、「権原情報取得装置」についても、実施形態１を基本として「認証情報取得部」
（２６１１）と、「第一送信部」（２６１２）と、「受信部」（２６１３）と、「転送部
」（２６１４）と、を有する。また、この権原情報取得装置は、その他の実施形態を基本
として図示しない「第一起動部」などの構成要件を備えていても良い。なお、権原情報取
得装置のこれら構成要件についても、上記実施形態にて記載済みであるのでその説明は省
略する。
【０１１９】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムの特徴点は、権原情報取得装置の認証情報
取得部が「認証情報入力受付手段」（２６１５）をさらに有する点である。
【０１２０】
　「認証情報入力受付手段」（２６１５）は、ユーザインターフェイスを介して利用者か
ら認証情報の全部または一部の入力を受付ける機能を有し、例えば、キーボードなどの入
力デバイスや、ＧＵＩプログラムを含む認証情報入力受付プログラムによって実現するこ
とができる。具体的に、図２５に示すような認証情報の入力画面を表示し、当該入力画面



(20) JP 4651690 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

に対してキーボードやその他の入力デバイスを利用して入力された認証情報を示す文字（
数字、記号も含む）列を受付ける、という具合である。
【０１２１】
　このようにして、ログインサーバに送信するための認証情報をユーザ入力によって受付
けることができる。また、この認証情報入力受付手段は、上記実施形態４や５で説明した
ように、第一（第二）起動部に備えられたボタン押下による認証情報取得部の起動と共に
起動して画面に表示されるよう構成しても良い。そのように構成する事で、ユーザ操作の
簡略化を図ることができる。
【０１２２】
　（実施形態６：処理の流れ）
【０１２３】
　図２７は、本実施形態の家電ログインシステムの権原情報取得装置における処理の流れ
の一例を表すフローチャートである。なおここでも、全体的な処理の流れではなく本実施
形態の処理の流れに特徴的な点のみを説明する。また、以下に示すステップは、上記のよ
うな計算機の各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良いし、媒体に
記録され計算機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであっても構わない
。
【０１２４】
　この図にあるように、権原情報取得装置は、まずユーザインターフェイスを介して利用
者から認証情報の全部又は一部の入力を受付ける（ステップＳ２７０１）。そして、利用
者が入力した認証情報を取得し（ステップＳ２７０２）、ログインサーバに送信する、と
いう具合である。
【０１２５】
　（実施形態６：効果）
【０１２６】
　以上のように本実施形態の家電ログインシステムでは、ログインサーバに送信するため
の認証情報をユーザ入力によって受付けることができる。また、この認証情報入力受付手
段の起動を、前述の第一（第二）起動部に備えられたボタン押下によるものとすることで
ユーザ操作の簡略化を図ることもできる。
（実施形態７）
【０１２７】
　（実施形態７：概要）
【０１２８】
　図２８は、本実施形態の家電ログインシステムの特徴点を説明するための図である。こ
こで、まず家電装置にてコンテンツを実行するために権原情報（図６に示すような権原Ｉ
Ｄなど）が必要であり、コンテンツ実行に際してその権原ＩＤなどの入力を求める画面が
表示される場合がある。
【０１２９】
　そのような場合に本実施形態の家電装置では、権原情報取得装置にて取得され自身に転
送された権原ＩＤなどを、図２８に示すようなその表示画面上の入力窓に、自動で書込み
入力することを特徴とする。
【０１３０】
　（実施形態７：構成）
【０１３１】
　図２９は、本実施形態の家電ログインシステムにおける機能ブロックの一例を表す図で
ある。この図にあるように、本実施形態の家電ログインシステムは、上記実施形態と同様
に、「権原情報取得装置」（２９１０）と、「ログインサーバ」（２９２０）と、「家電
装置」（２９３０）と、からなる。なお、「権原情報取得装置」と「ログインサーバ」の
機能的な構成要件については、上記実施形態にて記載した通りであるのでその説明は省略
する。
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【０１３２】
　また、「家電装置」についても、実施形態２を基本として「権原情報取得部」（２９３
１）と、「第二送信部」（２９３２）と、「コンテンツ取得部」（２９３３）と、「実行
部」（２９３４）と、を有する。また、この家電装置は、その他の実施形態を基本として
図示しない構成要件を備えていても良い。なお、家電装置のこれら構成要件についても、
上記実施形態にて記載済みであるのでその説明は省略する。
【０１３３】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムの特徴点は、家電装置が「判断部」（２９
３５）と、「制御部」（２９３６）と、「書込部」（２９３７）と、をさらに有する点で
ある。
【０１３４】
　「判断部」（２９３５）は、実行部にて実行されるコンテンツ中に権原情報の入力欄が
存在するか判断する機能を有し、ＣＰＵなどの演算装置や、判断プログラムなどによって
実現できる。具体的に、例えばコンテンツデータ中に<ｆｏｒｍ>タグや<ｇｅｔ／ｐｏｓ
ｔメソッド>タグが含まれているか否かをＣＰＵの論理演算処理によって判断する。つづ
いて当該入力欄が認証情報用の入力欄か否か判断するために、その<ｆｏｒｍ>タグ内の<
ｉｎｐｕｔ　ｔｙｐｅ>タグなどを参照し、それが「＝ｐａｓｓｗｏｒｄ」など所定のも
のであれば認証情報入力欄が存在すると判断する、という具合である。もちろん、上記判
断処理は一例であって、その他にもコンテンツに特別なフラグを付加し、当該フラグが付
加されていれば入力欄が存在する旨判断するなどの構成などであっても良い。
【０１３５】
　そして本実施形態では、このように権原情報の入力欄が存在しコンテンツの実行に際し
権原情報の入力が求められる場合に、家電装置の以下の構成によってその入力欄に自動的
に権原情報を書込む処理を行うことを特徴とする。
【０１３６】
　「制御部」（２９３６）は、判断部での判断結果が認証情報の入力欄があるとの判断結
果である場合には権原情報取得部を起動する機能を有し、例えばＣＰＵなどの演算装置や
制御プログラムなどで実現することができる。具体的に、判断部での判断出力をトリガー
として、権原情報取得部を実現するハードウェア及びソフトウェアを起動し、当該構成要
件に係る前述の処理を自動的に実行するよう制御する、という具合である。
【０１３７】
　「書込部」（２９３７）は、権原情報取得部が取得した権原情報を実行されているコン
テンツ中の入力欄に書込む機能を有し、ＣＰＵなどの演算装置や書込プログラムによって
実現することができる。具体的に、<ｆｏｒｍ>タグなどで特定される画面上の入力欄に対
して、取得した権原情報を示す文字（数字、記号を含む）列をコピーする処理を実行する
。このようにして、本実施形態では家電装置にてコンテンツを実行するために権原情報入
力が必要である場合に、家電装置に転送された権原情報をその表示画面上入力窓に自動で
入力することができる。
【０１３８】
　（実施形態７：処理の流れ）
【０１３９】
　図３０は、本実施形態の家電ログインシステムの家電装置における処理の流れの一例を
表すフローチャートである。なおここでも、全体的な処理の流れではなく本実施形態の処
理の流れに特徴的な点のみを説明する。また、以下に示すステップは、上記のような計算
機の各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され
計算機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであっても構わない。
【０１４０】
　この図にあるように、家電装置は、コンテンツ中に権原情報の入力欄があるか否かを判
断する（ステップＳ３００１）。そして、入力欄がある旨の判断結果が出力されると、権
原情報取得装置から転送される権原情報を取得する機能（権原情報取得部）を起動し（ス
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テップＳ３００２）、転送された権原情報を取得する（ステップＳ３００３）。そして、
取得した権原情報を実行されているコンテンツ中の権原情報入力欄に書込む（ステップＳ
３００４）。
【０１４１】
　（実施形態７：効果）
【０１４２】
　以上のように本実施形態の家電ログインシステムによって、家電装置にてコンテンツを
実行するために権原情報入力が必要である場合に、家電装置に転送された権原情報をその
表示画面上入力窓に自動で入力することができる。
（実施形態８）
【０１４３】
　（実施形態８：概要）
【０１４４】
　図３１は、本実施形態の家電ログインシステムでのコンテンツ再生の一例を説明するた
めの概念図である。この図３１（ａ）にあるように、ユーザは携帯電話（権原情報取得装
置）のブラウザアプリケーションにて動画配信サイトにアクセスしている。そして、その
動画配信サイトの所望動画の近傍に表示されているリンクである「ここをクリック」をク
リック操作する。すると、図３１（ｂ）にあるように、そのクリックをトリガーとして、
携帯電話はログインサーバにアクセスし、選択コンテンツに係る認証処理（認証情報の送
信、および権原情報の返信）を実行する。
【０１４５】
　そして、図３１（ｃ）にあるように、携帯電話にて取得した権原情報（権原ＩＤ）を家
電装置であるテレビ装置に転送すると、図３１（ｄ）にあるように、そのコンテンツをテ
レビ装置が権原情報を利用して改めて取得し再生することで、ユーザは大画面でそのコン
テンツを視聴することができる、という具合である。
【０１４６】
　このように本実施形態は、権原情報取得装置のブラウザでのリンククリック操作によっ
て、権原情報取得のための一連のログイン認証処理が実行され、家電装置でのコンテンツ
再生を行うことを特徴とする家電ログインシステムである。
【０１４７】
　（実施形態８：構成）
【０１４８】
　図３２は、本実施形態の家電ログインシステムにおける機能ブロックの一例を表す図で
ある。この図にあるように、本実施形態の家電ログインシステムは、上記実施形態と同様
に、「権原情報取得装置」（３２１０）と、「ログインサーバ」（３２２０）と、「家電
装置」（３２３０）と、からなる。なお、「ログインサーバ」と「家電装置」の機能的な
構成要件については、上記実施形態にて記載した通りであるのでその説明は省略する。
【０１４９】
　また、「権原情報取得装置」についても、実施形態１を基本として「認証情報取得部」
（３２１１）と、「第一送信部」（３２１２）と、「受信部」（３２１３）と、「転送部
」（３２１４）と、を有する。また、この権原情報取得装置は、その他の実施形態を基本
として図示しない構成要件を備えていても良い。なお、権原情報取得装置のこれら構成要
件についても、上記実施形態にて記載済みであるのでその説明は省略する。
【０１５０】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムの特徴点は、権原情報取得装置が「ブラウ
ザ部」（３２１５）と、「クリック判断部」（３２１６）と、「クリック起動部」（３２
１７）と、をさらに有する点である。
【０１５１】
　「ブラウザ部」（３２１５）は、ウエッブページ処理をするための機能を有し、例えば
、ＣＰＵなどの演算装置やディスプレイ装置、通信ＩＦ、入力デバイス、ブラウザプログ
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ラムなどによって実現することができる。具体的に、通信ＩＦにて受信したＨＴＭＬ文書
データに対しブラウザプログラムに従ったＣＰＵのレンダリング処理（ウエッブページ処
理）を実行する。そして当該レンダリング処理によって後述する各種機能の起動トリガー
となる「リンク」を含むウエッブページをディスプレイ上に表示する、という具合である
。
【０１５２】
　「クリック判断部」（３２１６）は、ブラウザ部にて表示されるウエッブページ中で認
証情報による処理が必要とされるリンクが利用者によりクリックされたか判断する機能を
有し、ＣＰＵなどの演算装置やクリック判断プログラムによって実現することができる。
具体的に、入力デバイスなどの操作入力によって入力されたリンクのクリック情報をＣＰ
Ｕにて取得すると、リンクがクリックされた旨の判断結果を出力する、という具合である
。
【０１５３】
　またこの「リンク」には、例えば認証情報の送信先となるログインサーバのＵＲＬや、
選択したコンテンツを識別するためのコンテンツ識別情報が含まれていると良い。また、
その他にも、認証情報そのものがリンクに含まれるよう構成しても良い。
【０１５４】
　「クリック起動部」（３２１７）は、クリック判断部での判断結果が認証情報による処
理が必要とされるリンクがクリックされたとの判断結果である場合には、認証情報取得部
、第一送信部を起動する機能を有し、例えばＣＰＵなどの演算装置やクリック起動プログ
ラムによって実現することができる。具体的に、クリック判断部でのリンククリックされ
た旨の判断出力をトリガーとして、認証情報取得部、第一送信部を実現するハードウェア
及びソフトウェアを起動し、当該構成要件に係る前述の処理を自動的に実行するよう制御
する、という具合である。また、その第一送信部での認証情報の送信先として、リンクに
含まれる情報を利用する。
【０１５５】
　このようにして、本実施形態の家電ログインシステムでは、権原情報取得装置のブラウ
ザでのリンククリック操作によって、認証情報の送信処理に係る一連の処理を自動実行す
ることができる。
【０１５６】
　（実施形態８：処理の流れ）
【０１５７】
　図３３は、本実施形態の家電ログインシステムの家電装置における処理の流れの一例を
表すフローチャートである。なおここでも、全体的な処理の流れではなく本実施形態の処
理の流れに特徴的な点のみを説明する。また、以下に示すステップは、上記のような計算
機の各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良いし、媒体に記録され
計算機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであっても構わない。
【０１５８】
　この図にあるように、権原情報取得装置は、ネットワーク上のリソースを取得し、ブラ
ウザ部にてウエッブページ処理を実行し（ステップＳ３３０１）、ウエッブページを表示
する（ステップＳ３３０２）。その後、表示されているウエッブページ中の認証処理が必
要なリンクがクリックされたことを検知する（ステップＳ３３０３）と、ログインサーバ
用の認証情報を取得する機能（認証情報取得部）を起動し（ステップＳ３３０４）、認証
情報を取得する（ステップＳ３３０５）。つづいて、取得した認証情報をログインサーバ
に送信する機能（第一送信部）を起動し（ステップＳ３３０６）、取得した認証情報を送
信する（ステップＳ３３０７）。
【０１５９】
　（実施形態８：効果）
【０１６０】
　以上のように本実施形態の家電ログインシステムでは、権原情報取得装置のブラウザで
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のリンククリック操作によって、認証情報の送信処理に係る一連の処理を自動実行するこ
とができる。
（実施形態９）
【０１６１】
　（実施形態９：概要）
【０１６２】
　本実施形態は、上記実施形態８を基本として、ブラウザ部にて表示されクリックされる
ウエッブページ中のリンクに特徴点を有する家電ログインシステムである。
【０１６３】
　図３４は、そのリンクの特徴点を説明するための概念図である。この図３４（ａ）にあ
るように、例えば「動画コンテンツ」の実行に際しクリックされるウエッブページ上のリ
ンクには、「ｃ－ｔｙｐｅ＝ｍｏｖｉｅ」という具合に、コンテンツの種別を示す識別情
報が含まれている。そして、その識別情報を利用して、家電装置ではコンテンツを再生す
るためのアプリケーション、ここでは動画プレイヤーアプリケーション、を特定し、当該
アプリケーションを起動する、という具合である。
【０１６４】
　また図３４（ｂ）にあるように、例えば「文章コンテンツ」であれば、リンクには「ｃ
－ｔｙｐｅ＝ｔｅｘｔ」が含まれ、それに応じて家電装置ではテキストビューワを起動す
る、という具合である。
【０１６５】
　（実施形態９：構成）
【０１６６】
　図３５は、本実施形態の家電ログインシステムにおける機能ブロックの一例を表す図で
ある。この図にあるように、本実施形態の家電ログインシステムは、上記実施形態を基本
として、「権原情報取得装置」（３５１０）と、「ログインサーバ」（３５２０）と、「
家電装置」（３５３０）と、からなる。
【０１６７】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムは、上記３つの装置に加えてさらに「ウエ
ッブサーバ装置」（３５４０）を備えることを第一の特徴点とする。「ウエッブサーバ装
置」とは、ブラウザ部にて処理をするためのウエッブページを送信する機能を有し、具体
的にはネットワーク網に接続配置され、例えばＨＴＭＬ文書データなどで示されるウエッ
ブページや、その他のリソースを保持し、クライアント端末からのアクセスに応じてその
リソースを送信する機能を備えるサーバ装置をいう。
【０１６８】
　そして、本実施形態の「ウエッブサーバ装置」（３５４０）は、「ウエッブページ情報
送信部」（３５４１）を有する。
【０１６９】
　「ウエッブページ情報送信部」（３５４１）は、前述の例えばＨＴＭＬ文書データなど
のウエッブページ情報を送信する機能を有する。そしてその特徴点は、その送信するウエ
ッブページに前記認証情報により処理が必要とされるリンクを含み、さらにそのリンク中
に、家電装置で所定のアプリケーションを起動するための起動情報を含む点である。
【０１７０】
　つまりリンク中に、例えばコンテンツの識別情報や所定のアプリケーションそのものの
識別情報を含むことで、家電装置において当該所定のアプリケーションを起動させる、と
いう具合である。
【０１７１】
　図３６は、このウエッブページ中のリンクを記述したＨＴＭＬ形式のデータ例を表す図
である。この図にあるように、例えばリンクＡＡＡでは、<Ｏｂｊｅｃｔ>タグによって、
ユーザＩＤ、アプリケーションＩＤ（当該アプリケーションのダウンロード元ＵＲＬをア
プリケーションの識別情報として利用）、コンテンツＩＤ、コンテンツ種別などが示され
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ている。そしてクライアント端末（権原情報取得装置）のブラウザ部にて「リンクＡＡＡ
」がクリックされた際には、これら情報が取得され、ログインサーバなどに送信される、
という具合である。
【０１７２】
　つづいて図３５に戻り、本実施形態の家電ログインシステムの「権原情報取得装置」（
３５１０）と、「家電装置」（３５３０）の機能的構成要件について、特に特徴的な点を
以下に説明する。なお、「ログインサーバ」の機能的な構成要件については、上記実施形
態にて記載した通りであるのでその説明は省略する。
【０１７３】
　まず「権原情報取得装置」（３５１０）は、実施形態８を基本として「認証情報取得部
」（３５１１）と、「第一送信部」（３５１２）と、「受信部」（３５１３）と、「転送
部」（３５１４）と、「ブラウザ部」（３５１５）と、「クリック判断部」（３５１６）
と、「クリック起動部」（３５１７）と、を有する。また、この権原情報取得装置は、そ
の他の実施形態を基本として図示しない構成要件を備えていても良い。なお、権原情報取
得装置のこれら構成要件については、上記実施形態にて記載済みであるのでその説明は省
略する。
【０１７４】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムにおける第二の特徴点は、権原情報取得装
置のブラウザ部が、「起動情報取得手段」（３５１８）と、「起動情報送信手段」（３５
１９）と、をさらに有する点である。
【０１７５】
　「起動情報取得手段」（３５１８）は、クリック判断部での判断結果がクリックされた
との判断結果である場合には、ウエッブページ中から起動情報を取得する機能を有する。
具体的に、クリック判断部でのリンククリックされた旨の判断出力をトリガーとして、例
えばそのクリックされたリンクに関連付けられて記述されている<ｏｂｊｅｃｔ>タグを参
照し、起動情報として<ｕｒｌ>（アプリケーションのダウンロード元ＵＲＬ）を取得する
、という具合である
【０１７６】
　「起動情報送信手段」（３５１９）は、起動情報取得手段で取得した起動情報を家電装
置に対して送信する機能を有する。なおこの起動情報送信手段による起動情報の送信は、
例えば図３５に示すように直接家電装置に対して送信する形態の他、他の装置を経由して
家電装置に送信されるよう構成しても良い。具体的に、例えば起動情報が認証情報や権原
情報に含まれるよう構成することで、一連のログイン認証処理の結果、権原情報取得装置
から家電装置に転送される権原情報と共に起動情報が送信される形態なども挙げられる。
さらに詳細には、ブラウザ部でのリンククリックをトリガーとして権原情報取得装置から
ログインサーバに対して認証情報とともに当該起動情報を送信する。そして、ログインサ
ーバから権原情報取得装置に返信される権原情報とともに当該起動情報も返信され、権原
情報取得装置にて受信される。そして権原情報取得装置が権原情報と共に受信した起動情
報を家電装置に転送する、という具合である。
【０１７７】
　このようにして本実施形態の権原情報取得装置は、ブラウザ部でのリンクのクリックに
よって家電装置に対して起動情報を送信することができる。つづいて、その送信された起
動情報を受信する「家電装置」における本実施形態に特徴的な構成について、図３５に戻
り説明する。
【０１７８】
　「家電装置」（３５３０）は、実施形態２を基本として「権原情報取得部」（３５３１
）と、「第二送信部」（３５３２）と、「コンテンツ取得部」（３５３３）と、「実行部
」（３５３４）と、を有する。また、この家電装置は、その他の実施形態を基本として図
示しない構成要件を備えていても良い。なお、家電装置のこれら構成要件についても、上
記実施形態にて記載済みであるのでその説明は省略する。
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【０１７９】
　そして、本実施形態の家電ログインシステムにおける第三の特徴点は、家電装置の実行
部が「起動情報受信手段」（３５３５）と、「所定アプリケーションコンテンツ実行手段
」（３５３６）と、をさらに有する点である。
【０１８０】
　「起動情報受信手段」（３５３５）は、起動情報を受信する機能を有する。なお、この
起動情報受信手段は、前述のように権原情報取得装置から直接的に起動情報を受信するよ
う構成されていても良いし、一旦ログインサーバを経由して権原情報とともに転送された
起動情報を受信するよう構成されていても良い。また、権原情報に起動情報が含まれる場
合は、権原情報中のタグなどを参照し起動情報を抽出し取得する構成を備えても良い。
【０１８１】
　「所定アプリケーションコンテンツ実行手段」（３５３６）は、受信した起動情報に基
づいて、所定のアプリケーションを起動しコンテンツの実行を行う機能を有する。この所
定アプリケーションコンテンツ実行手段では、例えば起動情報で示される識別情報と、当
該識別情報で起動されるべきコンテンツ実行用アプリケーションの格納場所を関連付けた
テーブルデータをフラッシュメモリなどに保持しておき、起動情報受信時にはそのデータ
テーブルを参照し起動すべきアプリケーションの特定および起動を実行するよう構成する
と良い。
【０１８２】
　また、例えば家電装置と権原情報取得装置とでリモコンテーブルなどを共有するよう構
成することで、起動情報そのものが所定のアプリケーションの起動命令となるよう構成し
ても良い。
【０１８３】
　このようにして本実施形態の家電ログインシステムでは、権原情報取得装置のブラウザ
部でのリンクのクリックによって、家電装置において実行されるコンテンツに応じたアプ
リケーションを自動で起動することができる。
【０１８４】
　（実施形態９：処理の流れ）
【０１８５】
　図３７は、本実施形態の家電ログインシステムの権原情報取得装置と家電装置における
処理の流れの一例を表すフローチャートである。なおここでも、全体的な処理の流れでは
なく本実施形態の処理の流れに特徴的な点のみを説明する。また、以下に示すステップは
、上記のような計算機の各ハードウェア構成によって実行されるステップであっても良い
し、媒体に記録され計算機を制御するためのプログラムを構成する処理ステップであって
も構わない。
【０１８６】
　この図にあるように、権原情報取得装置は、図３３に示す処理の流れによってリンクが
クリックされた旨の判断結果が出力されると、ウエッブページ中から起動情報を取得し（
ステップＳ３７０１）、その取得した起動情報を家電装置に対して送信する（ステップＳ
３７０２）。
【０１８７】
　そして家電装置では、権原情報取得装置から送信された起動情報を受信し（ステップＳ
３７０３）、受信した起動情報に基づいて所定のアプリケーションを起動する（ステップ
Ｓ３７０４）。そして起動したアプリケーションでコンテンツを実行する（ステップＳ３
７０５）。
【０１８８】
　（実施形態９：効果）
【０１８９】
　以上のように本実施形態の家電ログインシステムによって、権原情報取得装置のブラウ
ザ部でのリンクのクリックによって、家電装置において実行されるコンテンツに応じたア
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プリケーションを自動で起動することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本件発明に係る家電ログインシステムの概要図
【図２】実施形態１に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図３】認証情報の一例図
【図４】認証情報を保持するための情報の一例図
【図５】権原情報を保持するための情報の一例図
【図６】権原情報の一例図
【図７】実施形態２に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図８】権原情報取得装置のハードウェア構成の一例図
【図９】ログインサーバとコンテンツサーバのハードウェア構成の一例図
【図１０】実施形態１に係る家電ログインシステムの処理の流れを示すシーケンス図
【図１１】実施形態２に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図１２】権原情報を利用してコンテンツを取得する場合の一例を示す図
【図１３】家電装置に転送される情報の一例図
【図１４】家電装置のハードウェア構成の一例図
【図１５】実施形態２に係る家電ログインシステムの処理の流れを示すシーケンス図
【図１６】実施形態３に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図１７】コンテンツを管理するための情報の一例図
【図１８】実施形態３に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図１９】実施形態３に係る家電ログインシステムの処理の流れを示すシーケンス図
【図２０】実施形態４に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図２１】第一起動部のボタンの一例図
【図２２】権原情報取得装置の処理の流れを示すフローチャート
【図２３】実施形態５に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図２４】権原情報取得装置における処理の流れを示すフローチャート
【図２５】権原情報取得装置での認証情報入力の一例図
【図２６】実施形態６に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図２７】権原情報取得装置における処理の流れを示すフローチャート
【図２８】家電装置に対する権原情報の転送の一例図
【図２９】実施形態７に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図３０】権原情報取得装置における処理の流れを示すフローチャート
【図３１】実施形態８に係る家電ログインシステムの認証概念図
【図３２】実施形態８に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図３３】権原情報取得装置における処理の流れを示すフローチャート
【図３４】ウエッブページ中に含まれるリンクの一例図
【図３５】実施形態９に係る家電ログインシステムの機能ブロック図
【図３６】リンクのクリックによる処理を表す一例図
【図３７】権原情報取得装置における処理の流れを示すフローチャート
【符号の説明】
【０１９１】
　　０１０１　　権原情報取得装置
　　０１０２　　ログインサーバ
　　０２１０　　権原情報取得装置
　　０２１１　　認証情報取得部
　　０２１２　　第一送信部
　　０２１３　　受信部
　　０２１４　　転送部
　　０２２０　　ログインサーバ
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　　０２２１　　認証情報受信部
　　０２２２　　認証処理部
　　０２２３　　返信部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(31) JP 4651690 B2 2011.3.16

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】
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【図３４】 【図３５】

【図３６】 【図３７】
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