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(57)【要約】
【課題】コンテンツ利用時におけるユーザの利便性を向
上可能な、携帯情報端末、視聴機器、情報提供装置、機
器制御装置、連携処理システム、およびプログラムを提
供する。
【解決手段】サービスサーバ３００および機器制御サー
バ４００を通じて、携帯端末１００とテレビ端末２００
との間で連携処理を行う連携処理システムにおいて、携
帯端末に表示再生されているコンテンツまたはコンテン
ツ情報から抽出された検索条件に基づいて、テレビ端末
およびサービスサーバに各々に接続されているコンテン
ツサーバ５００、６００により別々に管理されているコ
ンテンツおよびコンテンツ情報を検索し、コンテンツお
よびコンテンツ情報の検索結果をテレビ端末にシームレ
スに表示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を通じて接続可能な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴
機器からなり、携帯情報端末に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報
提供装置と、機器制御ＩＤに関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを
通じて、携帯情報端末と視聴機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる携
帯情報端末であって、
　検索条件に適合するコンテンツおよびコンテンツ情報を抽出して提供可能な第１および
第２のコンテンツ提供装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能であり、
　コンテンツおよびコンテンツ情報を表示再生する表示再生部と、
　表示再生部により表示再生されているコンテンツに付随するコンテンツ情報、または表
示再生されているコンテンツ情報から検索条件となる情報を抽出する検索条件抽出部と、
　携帯情報端末の端末ＩＤおよび検索条件とともに、検索条件に適合するコンテンツおよ
び／またはコンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に第１および第２のコンテンツ
提供装置から各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処理の処理要求を、情報提供装
置に送信する処理要求送信部と、
を備える携帯情報端末。
【請求項２】
　携帯情報端末に加えられる動作を検知する動作検知部と、
　検知された動作に応じてユーザからの処理要求を判断して処理する処理部と、をさらに
備え、
　処理部は、検索処理の処理要求を判断するために予め設定されている特定の動作を検知
すると、検索処理の処理要求が行われたものと判断し、検索条件抽出部に検索条件を抽出
させ、処理要求送信部に検索処理の処理要求を送信させる、請求項１に記載の携帯情報端
末。
【請求項３】
　情報提供装置が検索条件に適合するコンテンツ情報を抽出して提供可能であり、
　検索処理の処理要求は、検索条件に適合するコンテンツ情報を情報提供装置に提供させ
、第１および第２のコンテンツ提供装置から取得されたコンテンツおよび／またはコンテ
ンツ情報とともに視聴機器に表示させることを含む、請求項２に記載の携帯情報端末。
【請求項４】
　検索処理により視聴機器に表示されているコンテンツまたはコンテンツ情報をユーザに
選択させるためのコンテンツ選択部と、
　コンテンツおよび／またはコンテンツ情報を情報提供装置から受信するコンテンツ受信
部と、をさらに備え、
　処理要求送信部は、携帯情報端末の端末ＩＤとともに、コンテンツ選択部を介して選択
されているコンテンツ情報を情報提供装置に携帯情報端末あてに送信させ、および／また
は選択されているコンテンツ情報を視聴機器に情報提供装置を介して携帯情報端末あてに
送信させる送信処理の処理要求を情報提供装置に送信し、
　コンテンツ受信部は、選択されているコンテンツ情報を情報提供装置から受信する、請
求項２に記載の携帯情報端末。
【請求項５】
　処理部は、送信処理の処理要求を判断するために予め設定されている特定の動作を検知
すると、送信処理の処理要求が行われたものと判断し、処理要求送信部に送信処理の処理
要求を送信させる、請求項４に記載の携帯情報端末。
【請求項６】
　処理要求送信部は、携帯情報端末の端末ＩＤとともに、コンテンツ選択部を介して選択
されているコンテンツを視聴機器に再生させる再生処理の処理要求を情報提供装置に送信
する、請求項２に記載の携帯情報端末。
【請求項７】
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　処理要求送信部は、視聴または記録の対象となるコンテンツの識別情報とともに、視聴
または記録の対象となるコンテンツを視聴機器に視聴予約または記録予約させる視聴予約
処理または記録予約処理の処理要求を情報提供装置に送信する、請求項２に記載の携帯情
報端末。
【請求項８】
　携帯情報端末の端末ＩＤを情報提供装置に送信する端末ＩＤ送信部と、
　情報提供装置により端末ＩＤに関連付けて記憶されている機器制御ＩＤ、視聴機器の登
録のために機器制御装置により用いられるパスワード、および機器制御装置のアクセス先
を情報提供装置から受信し、機器制御装置に視聴機器を登録させるために、機器制御ＩＤ
、パスワード、および機器制御装置のアクセス先を視聴機器に送信する登録情報送受信部
と、をさらに備える、請求項１に記載の携帯情報端末。
【請求項９】
　通信回線を通じて接続可能な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴
機器からなり、携帯情報端末に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報
提供装置と、機器制御ＩＤに関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを
通じて、携帯情報端末と視聴機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる視
聴機器であって、
　検索条件に適合するコンテンツを抽出して提供可能な第１および第２のコンテンツ提供
装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能であり、
　コンテンツおよびコンテンツ情報を表示再生する表示再生部と、
　携帯情報端末により表示再生されている情報から抽出された検索条件とともに、検索条
件に適合するコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に
第１および第２のコンテンツ提供装置から各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処
理の処理要求を情報提供装置から受信する処理要求受信部と、
　情報提供装置から受信した処理要求に基づいて、検索条件に適合するコンテンツおよび
／またはコンテンツ情報を情報提供装置および第２のコンテンツ提供装置から取得し、表
示再生部に表示させる処理部と、
を備える視聴機器。
【請求項１０】
　処理部は、検索処理の処理要求を処理要求受信部が受信すると、検索処理の開始を表す
画像情報を表示再生部に表示させた後に、検索処理の実行を表す画像情報を表示再生部に
表示させ、
　処理部は、検索条件に適合するコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を情報提供装
置および第２のコンテンツ提供装置から取得すると、螺旋を表す画像情報を表示再生部に
表示させ、取得したコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を螺旋状に螺旋を表す画像
情報上に配置するように表示再生部に表示させる、請求項９に記載の視聴機器。
【請求項１１】
　検索処理の開始を表す画像情報は、植物の種子の画像を含み、検索処理の実行を表す画
像情報は、成長した植物の画像を含む、請求項１０に記載の視聴機器。
【請求項１２】
　情報提供装置が検索条件に適合するコンテンツ情報を抽出して提供可能であり、
　検索処理の処理要求は、検索条件に適合するコンテンツ情報を情報提供装置に提供させ
、第１および第２のコンテンツ提供装置から取得されたコンテンツおよび／またはコンテ
ンツ情報とともに視聴機器に表示させることを含む、請求項１０に記載の視聴機器。
【請求項１３】
　コンテンツおよび／またはコンテンツ情報を情報提供装置に送信するコンテンツ送信部
をさらに備え、
　処理部は、検索処理により表示再生部に表示されているコンテンツ情報のうち、携帯情
報端末により選択されているコンテンツ情報を携帯情報端末あてに送信する送信処理の処
理要求を処理要求受信部が情報提供装置から受信すると、選択されているコンテンツ情報
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をコンテンツ送信部に送信させる、請求項１０に記載の視聴機器。
【請求項１４】
　処理部は、検索処理により表示再生部に表示されているコンテンツのうち、携帯情報端
末により選択されているコンテンツを再生する再生処理の処理要求を処理要求受信部が情
報提供装置から受信すると、選択されているコンテンツを表示再生部に再生させる、請求
項１０に記載の視聴機器。
【請求項１５】
　処理部は、視聴または記録の対象となるコンテンツの編成情報とともに、視聴または記
録の対象となるコンテンツを視聴予約または記録予約する視聴予約処理または記録予約処
理の処理要求を処理要求受信部が情報提供装置から受信すると、視聴予約処理または記録
予約処理を行う、請求項１０に記載の視聴機器。
【請求項１６】
　情報提供装置により記憶されている機器制御ＩＤ、視聴機器の登録のために機器制御装
置により用いられるパスワード、および機器制御装置のアクセス先を携帯情報端末から受
信し、機器制御装置に視聴機器を登録させるために、機器制御ＩＤおよびパスワードを機
器制御装置に送信する登録情報送受信部と、
　機器制御装置により登録されている視聴機器の機器ＩＤを機器制御装置から受信する機
器ＩＤ受信部と、をさらに備える、請求項９に記載の視聴機器。
【請求項１７】
　通信回線を通じて接続可能な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴
機器からなり、携帯情報端末に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報
提供装置と、機器制御ＩＤに関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを
通じて、携帯情報端末と視聴機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる情
報提供装置であって、
　検索条件に適合するコンテンツおよびコンテンツ情報を抽出して提供可能な第１および
第２のコンテンツ提供装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能であり、
　携帯情報端末の端末ＩＤおよび携帯情報端末により表示再生されている情報から抽出さ
れた検索条件とともに、検索条件に適合するコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を
情報提供装置および視聴機器に第１および第２のコンテンツ提供装置から各々に取得させ
、視聴機器に表示させる検索処理の処理要求を携帯情報端末から受信する処理要求受信部
と、
　端末ＩＤに基づいて、端末ＩＤに関連付けて記憶されている機器制御ＩＤを抽出する機
器制御ＩＤ抽出部と、
　機器制御ＩＤを機器制御装置に送信し、機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている視聴
機器のアクセス先を機器制御装置から受信する機器情報送受信部と、
　視聴機器のアクセス先に基づいて、検索条件とともに、検索処理の処理要求を視聴機器
に送信する処理要求送信部と、
　コンテンツおよび／またはコンテンツ情報を視聴機器に送信するコンテンツ送信部と、
　携帯情報端末から受信した処理要求に基づいて、検索条件に適合するコンテンツおよび
／またはコンテンツ情報を第１のコンテンツ提供装置から取得し、コンテンツ送信部に視
聴機器あてに送信させる処理部と、
を備える情報提供装置。
【請求項１８】
　情報提供装置が検索条件に適合するコンテンツ情報を抽出して提供可能であり、
　検索処理の処理要求は、検索条件に適合するコンテンツ情報を情報提供装置に提供させ
、第１および第２のコンテンツ提供装置から取得されたコンテンツおよび／またはコンテ
ンツ情報とともに視聴機器に表示させることを含む、請求項１７に記載の情報提供装置。
【請求項１９】
　処理要求受信部は、携帯情報端末の端末ＩＤとともに、視聴機器に表示されているコン
テンツ情報のうち、携帯情報端末により選択されているコンテンツ情報を情報提供装置に
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携帯情報端末あてに送信させ、および／または選択されているコンテンツ情報を視聴機器
に情報提供装置を介して携帯情報端末あてに送信させる送信処理の処理要求を携帯情報端
末から受信し、
　処理要求送信部は、送信処理の処理要求を視聴機器に送信し、
　処理部は、選択されているコンテンツ情報をコンテンツ送信部に携帯情報端末あてに送
信させ、および／または選択されているコンテンツ情報を視聴機器から取得してコンテン
ツ送信部に携帯情報端末あてに送信させる、請求項１７に記載の情報提供装置。
【請求項２０】
　処理要求受信部は、携帯情報端末の端末ＩＤとともに、視聴機器に表示されているコン
テンツのうち、携帯情報端末により選択されているコンテンツを視聴機器に再生させる再
生処理の処理要求を携帯情報端末から受信し、
　処理要求送信部は、再生処理の処理要求を視聴機器に送信する、請求項１７に記載の情
報提供装置。
【請求項２１】
　処理要求受信部は、視聴または記録の対象となるコンテンツの識別情報とともに、視聴
または記録の対象となるコンテンツを視聴機器に視聴予約または記録予約させる視聴予約
処理または記録予約処理の処理要求を携帯情報端末から受信し、
　処理部は、識別情報に基づいてコンテンツの編成情報を取得し、
　処理要求送信部は、視聴または記録の対象となる編成情報とともに、視聴予約処理また
は記録予約処理の処理要求を視聴機器に送信する、請求項１７に記載の情報提供装置。
【請求項２２】
　携帯情報端末の端末ＩＤを携帯情報端末から受信する端末ＩＤ受信部と、
　携帯情報端末に視聴機器を間接制御させるために用いる機器制御ＩＤを生成し、機器制
御ＩＤを端末ＩＤに関連付けて記憶する登録処理部と、
　機器制御ＩＤを機器制御装置に送信する機器制御ＩＤ送信部と、
　視聴機器の登録のために機器制御装置により用いられるパスワードを機器制御装置から
受信し、機器制御ＩＤ、パスワード、および機器制御装置のアクセス先を携帯情報端末に
送信する登録情報送受信部と、をさらに備える、請求項１７に記載の情報提供装置。
【請求項２３】
　通信回線を通じて接続可能な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴
機器からなり、携帯情報端末に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報
提供装置と、機器制御ＩＤに関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを
通じて、携帯情報端末と視聴機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる機
器制御装置であって、
　携帯情報端末の端末ＩＤに関連付けて記憶されている機器制御ＩＤを情報提供装置から
受信する機器制御ＩＤ受信部と、
　機器制御ＩＤに基づいて、機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている機器ＩＤを抽出す
る機器ＩＤ抽出部と、
　機器ＩＤに基づいて、機器ＩＤに関連付けて記憶されている視聴機器のアクセス先を情
報提供装置に送信する機器情報送信部と、
を備える機器制御装置。
【請求項２４】
　視聴機器を登録するための登録情報を用いて登録処理を行う登録処理部と、
　登録情報を情報提供装置および視聴機器との間で送受信する登録情報送受信部と、をさ
らに備え、
　登録処理部は、登録情報送受信部に機器制御ＩＤを情報提供装置から受信させ、
　視聴機器の登録のために用いるパスワードを生成し、パスワードを機器制御ＩＤに関連
付けて記憶し、
　登録情報送受信部にパスワードを情報提供装置に送信させ、機器制御ＩＤおよびパスワ
ードを視聴機器を通じて携帯情報端末から受信させ、
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　機器制御ＩＤおよびパスワードを、記憶している登録情報と照合し、視聴機器を登録す
るための機器ＩＤを生成し、機器ＩＤを機器制御ＩＤに関連付けて記憶し、
　登録情報送受信部に機器ＩＤを視聴機器に送信させる、請求項２３に記載の機器制御装
置。
【請求項２５】
　通信回線を通じて接続可能な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴
機器からなり、携帯情報端末に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報
提供装置と、機器制御ＩＤに関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを
通じて、携帯情報端末と視聴機器との間で連携処理を行う連携処理システムであって、
　検索条件に適合するコンテンツおよびコンテンツ情報を抽出して提供可能な第１および
第２のコンテンツ提供装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能であり、
　携帯情報端末は、
　コンテンツおよびコンテンツ情報を表示再生する表示再生部と、
　表示再生部により表示再生されているコンテンツに付随するコンテンツ情報、または表
示再生されているコンテンツ情報から検索条件となる情報を抽出する検索条件抽出部と、
　携帯情報端末の端末ＩＤおよび検索条件とともに、検索条件に適合するコンテンツおよ
び／またはコンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に第１および第２のコンテンツ
提供装置から各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処理の処理要求を、情報提供装
置に送信する処理要求送信部と、を備え、
　情報提供装置は、
　携帯情報端末の端末ＩＤおよび検索条件とともに、検索処理の処理要求を携帯情報端末
から受信する処理要求受信部と、
　端末ＩＤに基づいて、端末ＩＤに関連付けて記憶されている機器制御ＩＤを抽出する機
器制御ＩＤ抽出部と、
　機器制御ＩＤを機器制御装置に送信し、機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている視聴
機器のアクセス先を機器制御装置から受信する機器情報送受信部と、
　視聴機器のアクセス先に基づいて、検索条件とともに、検索処理の処理要求を視聴機器
に送信する処理要求送信部と、
　コンテンツおよび／またはコンテンツ情報を視聴機器に送信するコンテンツ送信部と、
　携帯情報端末から受信した処理要求に基づいて、検索条件に適合するコンテンツおよび
／またはコンテンツ情報を第１のコンテンツ提供装置から取得し、コンテンツ送信部に視
聴機器あてに送信させる処理部と、を備え、
　機器制御装置は、
　機器制御ＩＤを情報提供装置から受信する機器制御ＩＤ受信部と、
　機器制御ＩＤに基づいて、機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている機器ＩＤを抽出す
る機器ＩＤ抽出部と、
　機器ＩＤに基づいて、機器ＩＤに関連付けて記憶されている視聴機器のアクセス先を情
報提供装置に送信する機器情報送信部と、を備え、
　視聴機器は、
　コンテンツおよびコンテンツ情報を表示再生する表示再生部と、
　検索条件とともに、検索処理の処理要求を情報提供装置から受信する処理要求受信部と
、
　情報提供装置から受信した処理要求に基づいて、検索条件に適合するコンテンツおよび
／またはコンテンツ情報を情報提供装置および第２のコンテンツ提供装置から取得し、表
示再生部に表示させる処理部と、
を備える連携処理システム。
【請求項２６】
　通信回線を通じて接続可能な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴
機器からなり、携帯情報端末に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報
提供装置と、機器制御ＩＤに関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを



(7) JP 2009-225070 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

通じて、携帯情報端末と視聴機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる携
帯情報端末に適用されるプログラムであって、
　検索条件に適合するコンテンツおよびコンテンツ情報を抽出して提供可能な第１および
第２のコンテンツ提供装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能であり、コン
ピュータを、
　コンテンツおよびコンテンツ情報を表示再生する表示再生手段、
　表示再生部により表示再生されているコンテンツに付随するコンテンツ情報、または表
示再生されているコンテンツ情報から検索条件となる情報を抽出する検索条件抽出手段、
　携帯情報端末の端末ＩＤおよび検索条件とともに、検索条件に適合するコンテンツおよ
び／またはコンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に第１および第２のコンテンツ
提供装置から各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処理の処理要求を、情報提供装
置に送信する処理要求送信手段、
として機能させるためのプログラム。
【請求項２７】
　通信回線を通じて接続可能な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴
機器からなり、携帯情報端末に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報
提供装置と、機器制御ＩＤに関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを
通じて、携帯情報端末と視聴機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる視
聴機器に適用されるプログラムであって、
　検索条件に適合するコンテンツを抽出して提供可能な第１および第２のコンテンツ提供
装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能であり、コンピュータを、
　コンテンツおよびコンテンツ情報を表示再生する表示再生手段、
　携帯情報端末により表示再生されている情報から抽出された検索条件とともに、検索条
件に適合するコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に
第１および第２のコンテンツ提供装置から各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処
理の処理要求を情報提供装置から受信する処理要求受信手段、
　情報提供装置から受信した処理要求に基づいて、検索条件に適合するコンテンツおよび
／またはコンテンツ情報を情報提供装置および第２のコンテンツ提供装置から取得し、表
示再生部に表示させる処理手段、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯情報端末、視聴機器、情報提供装置、機器制御装置、連携処理システム
、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンテンツプロバイダは、例えば、放送サービス、通信サービス、放送通信サー
ビスなどを用いて、多岐に渡るコンテンツをユーザに提供している。一方、ユーザは、例
えば、テレビ端末、パーソナルコンピュータ、ＳＴＢ（Set Top Box）、ＰＶＲ（Persona
l Video Receiver）、携帯電話など、多様なコンテンツ受信端末を用いてコンテンツを取
得して利用している。
【０００３】
　コンテンツ受信端末のうち、例えば、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistanc
e）などの携帯情報端末は、その優れた検索閲覧性能により利便性の高いツールとして用
いられている。また、コンテンツ受信端末のうち、例えばテレビ端末などの視聴機器は、
その優れた表示再生性能により利便性の高いツールとして用いられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかし、従来、例えば、携帯情報端末および視聴機器などのコンテンツ受信端末間にお
いて、コンテンツ受信端末毎の特性を活かすことでユーザの利便性をさらに向上させるた
めの試みは十分に行われているとはいい難い。
【０００５】
　例えば、ユーザは、携帯情報端末を用いることで、時間および場所を問わずにコンテン
ツを快適に検索して閲覧することができるが、優れた表示再生性能の下でコンテンツを視
聴することはできない。一方、ユーザは、視聴機器を用いることで、優れた表示再生性能
の下でコンテンツを視聴することができるが、時間および場所を問わずにコンテンツを快
適に検索して閲覧することはできない。
【０００６】
　また、ユーザは、携帯情報端末を用いて、一般に、コンテンツプロバイダにより運用管
理されている一般ユーザ向けのコンテンツサーバからコンテンツおよびコンテンツ情報を
取得して利用している。一方、ユーザは、視聴機器を用いて、ユーザにより管理されてい
る、例えばホームサーバ、ＰＶＲなど、特定ユーザ向けのコンテンツサーバからコンテン
ツおよびコンテンツ情報を取得して利用する場合がある。
【０００７】
　この場合、ユーザは、一般ユーザ向けのコンテンツサーバから取得したコンテンツおよ
びコンテンツ情報と、特定ユーザ向けのコンテンツサーバから取得したコンテンツおよび
コンテンツ情報とを別々に利用することになる。そして、このような場合に、ユーザは、
携帯情報端末および視聴機器を用いて、コンテンツおよびコンテンツ情報を別々に検索し
て取得した上で、別々に視聴することになるので、コンテンツ利用時におけるユーザの利
便性は必ずしも高いものではない。
【０００８】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、コンテンツ利用時にお
けるユーザの利便性を向上可能な、新規かつ改良された、携帯情報端末、視聴機器、情報
提供装置、機器制御装置、連携処理システム、およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の観点によれば、通信回線を通じて接続可能
な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴機器からなり、携帯情報端末
に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報提供装置と、機器制御ＩＤに
関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを通じて、携帯情報端末と視聴
機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる携帯情報端末が提供される。こ
こで、検索条件に適合するコンテンツおよびコンテンツ情報を抽出して提供可能な第１お
よび第２のコンテンツ提供装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能である。
本携帯情報端末は、コンテンツおよびコンテンツ情報を表示再生する表示再生部と、表示
再生部により表示再生されているコンテンツに付随するコンテンツ情報、または表示再生
されているコンテンツ情報から検索条件となる情報を抽出する検索条件抽出部と、携帯情
報端末の端末ＩＤおよび検索条件とともに、検索条件に適合するコンテンツおよび／また
はコンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に第１および第２のコンテンツ提供装置
から各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処理の処理要求を、情報提供装置に送信
する処理要求送信部と、を備える。
【００１０】
　かかる構成によれば、携帯情報端末は、コンテンツおよびコンテンツ情報の検索処理を
視聴機器と連携して行い、コンテンツ提供装置毎に管理されているコンテンツおよび／ま
たはコンテンツ情報の検索結果を視聴機器にシームレスに表示させることができる。
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の第２の観点によれば、通信回線を通じて接続可能
な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴機器からなり、携帯情報端末
に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報提供装置と、機器制御ＩＤに
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関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを通じて、携帯情報端末と視聴
機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる視聴機器が提供される。ここで
、検索条件に適合するコンテンツを抽出して提供可能な第１および第２のコンテンツ提供
装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能である。本視聴機器は、コンテンツ
およびコンテンツ情報を表示再生する表示再生部と、携帯情報端末により表示再生されて
いる情報から抽出された検索条件とともに、検索条件に適合するコンテンツおよび／また
はコンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に第１および第２のコンテンツ提供装置
から各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処理の処理要求を情報提供装置から受信
する処理要求受信部と、情報提供装置から受信した処理要求に基づいて、検索条件に適合
するコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を情報提供装置および第２のコンテンツ提
供装置から取得し、表示再生部に表示させる処理部と、を備える。
【００１２】
　かかる構成によれば、視聴機器は、コンテンツおよびコンテンツ情報の検索処理を携帯
情報端末と連携して行い、コンテンツ提供装置毎に管理されているコンテンツおよび／ま
たはコンテンツ情報の検索結果をシームレスに表示することができる。
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明の第３の観点によれば、通信回線を通じて接続可能
な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴機器からなり、携帯情報端末
に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報提供装置と、機器制御ＩＤに
関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを通じて、携帯情報端末と視聴
機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる情報提供装置が提供される。こ
こで、検索条件に適合するコンテンツおよびコンテンツ情報を抽出して提供可能な第１お
よび第２のコンテンツ提供装置に情報提供装置および視聴機器が各々に接続可能である。
本情報提供装置は、携帯情報端末の端末ＩＤおよび携帯情報端末により表示再生されてい
る情報から抽出された検索条件とともに、検索条件に適合するコンテンツおよび／または
コンテンツ情報を情報提供装置および視聴機器に第１および第２のコンテンツ提供装置か
ら各々に取得させ、視聴機器に表示させる検索処理の処理要求を携帯情報端末から受信す
る処理要求受信部と、端末ＩＤに基づいて、端末ＩＤに関連付けて記憶されている機器制
御ＩＤを抽出する機器制御ＩＤ抽出部と、機器制御ＩＤを機器制御装置に送信し、機器制
御ＩＤに関連付けて記憶されている視聴機器のアクセス先を機器制御装置から受信する機
器情報送受信部と、視聴機器のアクセス先に基づいて、検索条件とともに、検索処理の処
理要求を視聴機器に送信する処理要求送信部と、コンテンツおよび／またはコンテンツ情
報を視聴機器に送信するコンテンツ送信部と、携帯情報端末から受信した処理要求に基づ
いて、検索条件に適合するコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を第１のコンテンツ
提供装置から取得し、コンテンツ送信部に視聴機器あてに送信させる処理部と、を備える
。
【００１４】
　かかる構成によれば、情報提供装置は、コンテンツおよびコンテンツ情報の検索処理を
携帯情報端末および視聴機器に連携して行わせ、コンテンツ提供装置毎に管理されている
コンテンツおよび／またはコンテンツ情報の検索結果を視聴機器にシームレスに表示させ
ることができる。
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明の第４の観点によれば、通信回線を通じて接続可能
な携帯情報端末、情報提供装置、機器制御装置、および視聴機器からなり、携帯情報端末
に固有の端末ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する情報提供装置と、機器制御ＩＤに
関連付けて視聴機器の機器ＩＤを記憶する機器制御装置とを通じて、携帯情報端末と視聴
機器との間で連携処理を行う連携処理システムに含まれる機器制御装置が提供される。本
機器制御装置は、携帯情報端末の端末ＩＤに関連付けて記憶されている機器制御ＩＤを情
報提供装置から受信する機器制御ＩＤ受信部と、機器制御ＩＤに基づいて、機器制御ＩＤ
に関連付けて記憶されている機器ＩＤを抽出する機器ＩＤ抽出部と、機器ＩＤに基づいて
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、機器ＩＤに関連付けて記憶されている視聴機器のアクセス先を情報提供装置に送信する
機器情報送信部と、を備える。
【００１６】
　かかる構成によれば、機器制御装置は、情報提供装置と協働して携帯情報端末および視
聴機器に各種処理を連携して行わせることができる。
【００１７】
　上記課題を解決するために、本発明の第５の観点によれば、前述した第１の観点に係る
携帯情報端末、第２の観点に係る視聴機器、第３の観点に係る情報提供装置、および第４
の観点に係る機器制御装置からなる連携処理システムが提供される。
【００１８】
　かかる構成によれば、連携処理システムは、コンテンツおよびコンテンツ情報の検索処
理を携帯情報端末および視聴機器により連携して行うことで、コンテンツ提供装置毎に管
理されているコンテンツおよび／またはコンテンツ情報の検索結果をユーザにシームレス
に閲覧させることができる。
【００１９】
　また、本発明の第６の観点によれば、前述した第１の観点に係る携帯情報端末としてコ
ンピュータを機能させるためのプログラムが提供される。また、本発明の第７の観点によ
れば、前述した第２の観点に係る視聴機器としてコンピュータを機能させるためのプログ
ラムが提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、コンテンツ利用時におけるユーザの利便性を向上可能な、携帯情報端
末、視聴機器、情報提供装置、機器制御装置、連携処理システム、およびプログラムを提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、添付した図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明す
る。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素につ
いては、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２２】
（連携処理システムの概念）
　図１は、本発明の一実施形態に係る連携処理システムを概念的に示す説明図である。図
１に示すように、連携処理システムは、携帯端末１００（携帯情報端末）、テレビ端末２
００（視聴機器）、サービスサーバ３００（情報提供装置）、および機器制御サーバ４０
０（機器制御装置）を含んで構成される。
【００２３】
　ここで、携帯端末１００は、例えば、携帯電話、ＰＤＡなどを含む携帯情報端末の一例
であり、テレビ端末２００は、例えば、テレビ端末２００、パーソナルコンピュータ、Ｓ
ＴＢなどを含む視聴機器の一例である。以下では、携帯端末１００およびテレビ端末２０
０の場合を例として説明するが、携帯端末１００以外の携帯情報端末およびテレビ端末２
００以外の視聴機器の場合も同様に説明することができる。
【００２４】
　携帯端末１００は、通信回線を通じてサービスサーバ３００との間で情報を送受信し、
近距離通信を用いてテレビ端末２００に情報を送信する。テレビ端末２００、サービスサ
ーバ３００、および機器制御サーバ４００は、通信回線を介して相互に情報を送受信する
。
【００２５】
　携帯端末１００は、サービスサーバ３００からコンテンツおよびコンテンツ情報を取得
して表示再生する。携帯端末１００は、テレビ端末２００を連携処理システムに登録した
上で、サービスサーバ３００に処理要求を送信することでテレビ端末２００を間接制御す
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る。
【００２６】
　テレビ端末２００は、コンテンツプロバイダからコンテンツを取得して表示再生する。
また、テレビ端末２００は、サービスサーバ３００から取得したコンテンツおよびコンテ
ンツ情報、および通信回線を通じて接続されているコンテンツサーバ６００（第２のコン
テンツ提供装置）から取得したコンテンツおよびコンテンツ情報を表示する。テレビ端末
２００は、携帯端末１００により連携処理システムに登録された上で、携帯端末１００か
らサービスサーバ３００に処理要求が送信されることで携帯端末１００により間接制御さ
れる。
【００２７】
　サービスサーバ３００は、コンテンツ情報を登録および管理している。サービスサーバ
３００は、自ら管理しているコンテンツ情報、および通信回線を通じて接続されているコ
ンテンツサーバ５００（第１のコンテンツ提供装置）から取得したコンテンツおよびコン
テンツ情報を、携帯端末１００およびテレビ端末２００に提供する。
【００２８】
　機器制御サーバ４００は、サービスサーバ３００と協働して携帯端末１００にテレビ端
末２００を間接制御させることで、携帯端末１００とテレビ端末２００との間で連携処理
を行わせる。
【００２９】
　なお、コンテンツとは、例えば、番組、写真、音楽、商品など、携帯端末１００および
／またはテレビ端末２００を用いて視聴可能なコンテンツ実体である。また、コンテンツ
情報とは、例えば、コンテンツ実体のタイトル、概要説明など、コンテンツに付随する情
報であり、番組情報、写真情報、音楽情報などとも称される。
【００３０】
　携帯端末１００は、テレビ端末２００を連携処理システムに登録する。携帯端末１００
は、携帯端末１００に固有の端末ＩＤを有している。携帯端末１００は、テレビ端末２０
０の間接制御のために用いる機器制御ＩＤを特定のサービスサーバ３００から付与され、
サービスサーバ３００は、機器制御ＩＤを携帯端末１００の端末ＩＤに関連付けて記憶す
る。テレビ端末２００は、携帯端末１００がテレビ端末２００の間接制御のために用いる
機器ＩＤを特定の機器制御サーバ４００から付与され、機器制御サーバ４００は、テレビ
端末２００の機器ＩＤを機器制御ＩＤに関連付けて記憶することで、テレビ端末２００を
連携処理システムに登録する。
【００３１】
（連携処理システムの構成）
　図２は、連携処理システムの構成を示す説明図である。図２に示すように、連携処理シ
ステムは、携帯端末１００、テレビ端末２００、サービスサーバ３００、および機器制御
サーバ４００を含んで構成される。連携処理システムは、携帯端末１００、テレビ端末２
００、サービスサーバ３００、および機器制御サーバ４００を各々に少なくとも１つ含ん
で構成される。なお、図２において、連携処理システムの構成要素間におけるコンテンツ
および／またはコンテンツ情報の送受信が実線の矢印で示され、それら以外の情報、例え
ば処理要求などの送受信が破線の矢印で示されている。
【００３２】
　テレビ端末２００は、例えばホームサーバ、ＰＶＲなど、テレビ端末２００のユーザが
管理するコンテンツサーバ６００に、例えばＬＡＮなどを通じて接続されている。コンテ
ンツサーバ６００は、テレビ端末２００のユーザが管理するコンテンツおよびコンテンツ
情報を記憶している。コンテンツサーバ６００は、自ら検索処理機能を有する場合には、
テレビ端末２００から受信した検索条件に基づいて検索条件に適合するコンテンツおよび
／またはコンテンツ情報を抽出してテレビ端末２００に提供する。一方、コンテンツサー
バ６００は、自ら検索処理機能を有しない場合には、テレビ端末２００主導の検索処理に
より抽出されたコンテンツおよび／またはコンテンツ情報をテレビ端末２００に提供する
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。また、テレビ端末２００は、放送サービス、通信サービス、および放送通信サービスを
介して、コンテンツプロバイダからコンテンツを取得して表示再生し、選択的に、コンテ
ンツの視聴記録予約機能を有する。
【００３３】
　サービスサーバ３００は、各種の情報サービスを提供するサービス提供事業者などによ
り運用管理されている。サービスサーバ３００は、例えば、番組情報を提供する番組情報
サーバ、写真情報を提供する写真情報サーバ、音楽情報を提供する音楽情報サーバ、商品
情報を提供する商品情報サーバなどである。
【００３４】
　サービスサーバ３００は、コンテンツプロバイダから提供されるコンテンツ情報を登録
するコンテンツ情報登録部３５０、コンテンツ情報を管理するコンテンツ情報管理部３６
０、コンテンツ情報を提供するコンテンツ情報提供部３７０、コンテンツ情報管理部３６
０およびコンテンツ情報提供部３７０を運用管理するコンテンツ情報運用管理部３８０を
含んで構成される。コンテンツ情報登録部３５０は、コンテンツプロバイダから提供され
るコンテンツ情報以外にも、例えば、コンテンツ情報に関する商品、広告など、いわゆる
関連情報としてのコンテンツ情報も登録しており、他のコンテンツ情報とともに携帯端末
１００に提供することができる。
【００３５】
　サービスサーバ３００は、コンテンツプロバイダが運用管理するコンテンツサーバ５０
０に通信回線を通じて接続されている。コンテンツサーバ５００は、コンテンツプロバイ
ダが管理するコンテンツ、およびコンテンツに付随するコンテンツ情報を記憶している。
コンテンツサーバ５００は、自ら検索処理機能を有する場合には、サービスサーバ３００
から受信した検索条件に基づいて検索条件に適合するコンテンツおよび／またはコンテン
ツ情報を抽出してサービスサーバ３００に提供する。一方、コンテンツサーバ５００は、
自ら検索処理機能を有しない場合には、サービスサーバ３００主導の検索処理により抽出
されたコンテンツおよび／またはコンテンツ情報をサービスサーバ３００に提供する。
【００３６】
　機器制御サーバ４００は、例えば、携帯端末１００により間接制御されるテレビ端末２
００の製造者、または連携処理サービスを提供するサービス提供事業者などにより運用管
理される。機器制御サーバ４００は、例えば、製造者Ａにより製造された視聴機器を用い
た連携処理サービスを提供する機器制御サーバ４００、製造者Ｂにより製造された視聴機
器を用いた連携処理サービスを提供する機器制御サーバ４００、様々な製造者により製造
された視聴機器を用いた連携処理サービスを提供する機器制御サーバ４００などである。
【００３７】
　図３～図６は、連携処理システムを構成する、携帯情報端末、テレビ端末２００、サー
ビスサーバ３００、および機器制御サーバ４００の主要な機能構成を示すブロック図であ
る。
【００３８】
（携帯端末１００の構成）
　図３は、携帯端末１００の主要な機能構成を示すブロック図である。図３に示すように
、携帯端末１００は、端末ＩＤ送信部１０２、登録情報送受信部１０４、処理要求送信部
１０６、処理結果受信部１０８、コンテンツ送受信部１１０、検索条件抽出部１１２、動
作検知部１１４、処理部１１６、コンテンツ選択部１１８、表示再生部１２０、記憶部１
２２、および制御部１２４を含んで構成される。なお、図３は、特に、連携処理システム
の機能に関連する主要な機能構成部を示すものである。
【００３９】
　端末ＩＤ送信部１０２、登録情報送受信部１０４、処理要求送信部１０６、処理結果受
信部１０８、コンテンツ送受信部１１０は、テレビ端末２００およびサービスサーバ３０
０との間で各種情報を送受信するための機能部である。端末ＩＤ送信部１０２は、携帯端
末１００に固有の端末ＩＤをサービスサーバ３００に送信する。登録情報送受信部１０４
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は、テレビ端末２００の登録処理のために用いる登録情報をサービスサーバ３００から受
信してテレビ端末２００に送信する。処理要求送信部１０６は、テレビ端末２００と連携
して行う各種処理の処理要求をサービスサーバ３００に送信し、処理結果受信部１０８は
、各種処理の処理結果をサービスサーバ３００から受信する。コンテンツ送受信部１１０
は、サービスサーバ３００との間でコンテンツおよび／またはコンテンツ情報を送受信す
る。
【００４０】
　検索条件抽出部１１２は、コンテンツおよびコンテンツ情報の検索処理に際して、携帯
端末１００により表示再生されているコンテンツまたはコンテンツ情報から検索条件とな
る情報を抽出するための機能部である。動作検知部１１４は、携帯端末１００に加えられ
る動作を検知するための機能部であり、処理部１１６は、検知された動作に応じてユーザ
からの処理要求を判断して必要な処理を行うための機能部である。コンテンツ選択部１１
８は、コンテンツの選択処理に際して、テレビ端末２００に表示されているコンテンツま
たはコンテンツ情報をユーザに選択させるための機能部である。
【００４１】
　表示再生部１２０は、コンテンツおよび／またはコンテンツ情報を表示再生するための
機能部である。記憶部１２２は、携帯端末１００による各種処理のために必要となる各種
データ、必要に応じて携帯端末１００を動作させるためのプログラムなどを記憶するため
の機能部である。制御部１２４は、他の構成要素を制御することで、携帯端末１００全体
の機能を制御するための機能部である。
【００４２】
（テレビ端末２００の構成）
　図４は、テレビ端末２００の主要な機能構成を示すブロック図である。図４に示すよう
に、テレビ端末２００は、登録情報送受信部２０２、機器ＩＤ受信部２０４、処理要求受
信部２０６、処理結果送信部２０８、機器情報送受信部２１０、コンテンツ送受信部２１
２、処理部２１４、表示再生部２１６、記憶部２１８、および制御部２２０を含んで構成
される。なお、図４は、特に、連携処理システムの機能に関連する主要な機能構成部を示
すものである。
【００４３】
　登録情報送受信部２０２、機器ＩＤ受信部２０４、処理要求受信部２０６、処理結果送
信部２０８、機器情報送受信部２１０、コンテンツ送受信部２１２は、携帯端末１００、
サービスサーバ３００および機器制御サーバ４００との間で各種情報を送受信するための
機能部である。登録情報送受信部２０２は、テレビ端末２００の登録処理のために用いる
登録情報を携帯端末１００および機器制御サーバ４００との間で送受信する。機器ＩＤ受
信部２０４は、携帯端末１００がテレビ端末２００を間接制御するために用いる機器ＩＤ
を機器制御サーバ４００から受信する。処理要求受信部２０６は、携帯端末１００と連携
して行う各種処理の処理要求をサービスサーバ３００から受信し、処理結果送信部２０８
は、各種処理の処理結果をサービスサーバ３００に送信する。機器情報送受信部２１０は
、各種処理のために用いる機器情報を機器制御サーバ４００との間で送受信する。コンテ
ンツ送受信部２１２は、サービスサーバ３００との間でコンテンツおよびコンテンツ情報
を送受信する。
【００４４】
　処理部２１４は、サービスサーバ３００から受信した処理要求に基づいて、携帯端末１
００と連携して各種処理を行うための機能部である。表示再生部２１６は、コンテンツお
よびコンテンツ情報を表示再生するための機能部である。記憶部２１８は、テレビ端末２
００による各種処理のために必要となる各種データ、必要に応じてテレビ端末２００を動
作させるためのプログラムなどを記憶するための機能部である。制御部２２０は、他の構
成要素を制御することで、テレビ端末２００全体の機能を制御するための機能部である。
【００４５】
（サービスサーバ３００の構成）
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　図５は、サービスサーバ３００の主要な機能構成を示すブロック図である。図５に示す
ように、サービスサーバ３００は、機器制御ＩＤ送信部３０２、登録情報送受信部３０４
、端末ＩＤ受信部３０６、処理要求受信部３０８、処理結果送信部３１０、機器情報送受
信部３１２、処理要求送信部３１４、処理結果受信部３１６、コンテンツ送受信部３１８
、登録処理部３２０、機器制御ＩＤ抽出部３２２、処理部３２４、記憶部３２６、および
制御部３２８を含んで構成される。なお、図５は、特に、連携処理システムの機能に関連
する主要な機能構成部を示すものである。
【００４６】
　機器制御ＩＤ送信部３０２、登録情報送受信部３０４、端末ＩＤ受信部３０６、処理要
求受信部３０８、処理結果送信部３１０、機器情報送受信部３１２、処理要求送信部３１
４、処理結果受信部３１６、コンテンツ送受信部３１８は、テレビ端末２００および機器
制御サーバ４００との間で各種情報を送受信するための機能部である。機器制御ＩＤ送信
部３０２は、機器制御ＩＤを機器制御サーバ４００に送信する。登録情報送受信部３０４
は、テレビ端末２００の登録処理に用いる登録情報を機器制御サーバ４００から受信して
携帯端末１００に送信する。
【００４７】
　端末ＩＤ受信部３０６は、端末ＩＤを携帯端末１００から受信する。処理要求受信部３
０８は、携帯端末１００とテレビ端末２００との間で連携して行う各種処理の処理要求を
携帯端末１００から受信し、処理結果送信部３１０は、各種処理の処理結果を携帯端末１
００に送信する。機器情報送受信部３１２は、機器制御ＩＤおよびテレビ端末２００のア
クセス先を機器制御サーバ４００との間で送受信する。処理要求送信部３１４は、携帯端
末１００とテレビ端末２００との間で連携して行う各種処理の処理要求をテレビ端末２０
０に送信し、処理結果受信部３１６は、各種処理の処理結果をテレビ端末２００から受信
する。コンテンツ送受信部３１８は、携帯端末１００およびテレビ端末２００との間でコ
ンテンツおよび／またはコンテンツ情報を送受信する。
【００４８】
　登録処理部３２０は、テレビ端末２００の登録処理のために各種処理を行う機能部であ
る。機器制御ＩＤ抽出部３２２は、端末ＩＤに基づいて、端末ＩＤに関連付けて記憶され
ている機器制御ＩＤを抽出するための機能部である。処理部３２４は、携帯端末１００と
テレビ端末２００との間で行われる各種処理を行うための機能部である。記憶部３２６は
、サービスサーバ３００による各種処理のために必要となる各種データ、サービスサーバ
３００を動作させるためのプログラムなどを記憶するための機能部である。制御部３２８
は、他の構成要素を制御することで、サービスサーバ３００全体の機能を制御するための
機能部である。
【００４９】
（機器制御サーバ４００の構成）
　図６は、機器制御サーバ４００の主要な機能構成を示すブロック図である。図６に示す
ように、機器制御サーバ４００は、機器制御ＩＤ受信部４０２、登録情報送受信部４０４
、機器情報送受信部４０６、登録処理部４０８、機器ＩＤ抽出部４１０、記憶部４１２お
よび制御部４１４を含んで構成される。なお、図６は、特に、連携処理システムの機能に
関連する主要な機能構成部を示すものである。
【００５０】
　機器制御ＩＤ受信部４０２、登録情報送受信部４０４、機器情報送受信部４０６は、サ
ービスサーバ３００およびテレビ端末２００との間で各種情報を送受信するための機能部
である。機器制御ＩＤ受信部４０２は、携帯端末１００がテレビ端末２００を間接制御す
るために用いる機器制御ＩＤをサービスサーバ３００から受信する。登録情報送受信部４
０４は、テレビ端末２００の登録処理のために用いる登録情報をテレビ端末２００および
サービスサーバ３００との間で送受信する。機器情報送受信部４０６は、各種処理に用い
る機器情報をテレビ端末２００およびサービスサーバ３００との間で送受信する。
【００５１】
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　登録処理部４０８は、テレビ端末２００の登録処理のために各種処理を行う機能部であ
る。機器ＩＤ抽出部４１０は、機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている機器ＩＤを抽出
するための機能部である。記憶部４１２は、機器制御サーバ４００による各種処理のため
に必要となる各種データ、機器制御サーバ４００を動作させるためのプログラムなどを記
憶するための機能部である。制御部４１４は、他の構成要素を制御することで、機器制御
サーバ４００全体の機能を制御するための機能部である。
【００５２】
　以下では、図７～図１６を参照しながら連携処理システムによる各種処理について説明
する。
【００５３】
（登録処理）
　図７は、登録処理の手順を示すシーケンス図である。携帯端末１００は、以下の手順に
よりテレビ端末２００を連携処理システムに登録する。
【００５４】
　ユーザから登録処理の指示を受けると（ステップＳ１０２）、携帯端末１００は、ユー
ザにより選択され、または予め設定された特定のサービスサーバ３００にアクセスし、登
録処理の処理要求を送信する（Ｓ１０４）。処理要求を受信すると、サービスサーバ３０
０は、例えば、通信回線上のアクセス先、製品番号など、携帯端末１００に固有の端末Ｉ
Ｄの送信を携帯端末１００に要求し（Ｓ１０６）、携帯端末１００は、自らの端末ＩＤを
サービスサーバ３００に送信する（Ｓ１０８）。端末ＩＤを受信すると、サービスサーバ
３００は、機器制御ＩＤを生成し、特定の機器制御サーバ４００のアクセス先および端末
ＩＤに関連付けて機器制御ＩＤを記憶する（Ｓ１１０）。ここで、特定の機器制御サーバ
４００とは、携帯端末１００により間接制御されるテレビ端末２００を登録する機器制御
サーバ４００であり、サービスサーバ３００により特定されてもよく、予め携帯端末１０
０のユーザにより特定されてもよい。
【００５５】
　サービスサーバ３００は、特定の機器制御サーバ４００に機器制御ＩＤを送信する（Ｓ
１１２）。機器制御ＩＤを受信すると、機器制御サーバ４００は、テレビ端末２００の登
録のために用いるパスワードを生成し、パスワードを機器制御ＩＤに関連付けて記憶し（
Ｓ１１４）、機器制御ＩＤおよびパスワードをサービスサーバ３００に送信する（Ｓ１１
６）。機器制御ＩＤおよびパスワードを受信すると、サービスサーバ３００は、機器制御
ＩＤ、パスワード、および機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている機器制御サーバ４０
０のアクセス先を携帯端末１００に送信する（Ｓ１１８）。機器制御ＩＤ、パスワード、
および機器制御サーバ４００のアクセス先を受信すると、携帯端末１００は、受信した情
報をテレビ端末２００に送信する（Ｓ１２０）。
【００５６】
　機器制御ＩＤ、パスワード、および機器制御サーバ４００のアクセス先を受信すると、
テレビ端末２００は、機器制御サーバ４００のアクセス先に基づいて、テレビ端末２００
を登録する機器制御サーバ４００にアクセスし、機器制御ＩＤ、パスワードおよび選択的
にテレビ端末２００の機能情報を送信する（Ｓ１２２）。ここで、テレビ端末２００の機
能情報とは、例えば、視聴記録予約機能の有無など、テレビ端末２００が有する機能を特
定するための情報である。機器制御ＩＤおよびパスワードを受信すると、機器制御サーバ
４００は、受信した機器制御ＩＤおよびパスワードと、記憶されている機器制御ＩＤおよ
びパスワードとを照合する（Ｓ１２４）。照合結果の一致が得られると、機器制御サーバ
４００は、機器ＩＤを生成し、機器制御ＩＤ、テレビ端末２００のアクセス先、および選
択的にテレビ端末２００の機能情報に機器ＩＤを関連付けて記憶する（Ｓ１２６）ことで
、テレビ端末２００を連携処理システムに登録する。そして、機器制御サーバ４００は、
機器ＩＤをテレビ端末２００に送信し（Ｓ１２８）、テレビ端末２００は、機器ＩＤを記
憶する。
【００５７】
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　なお、機器制御ＩＤを用いて、１つの携帯端末１００の端末ＩＤと複数の視聴機器の機
器ＩＤとを関連付けることができ、また、複数の携帯端末１００の端末ＩＤと１つの視聴
機器の機器ＩＤとを関連付けることもできる。ユーザは、携帯端末１００を用いて、複数
のサービスサーバ３００および複数の機器制御装置に視聴機器を登録することもできる。
【００５８】
　以上の手順により、携帯端末１００によりテレビ端末２００が連携処理システムに登録
され、携帯端末１００によるテレビ端末２００の間接制御が可能となる。これにより、ユ
ーザは、携帯端末１００を用いて、例えば、以下で説明するような各種処理を携帯端末１
００およびテレビ端末２００に連携して行わせることができる。
【００５９】
（視聴記録予約処理）
　図８は、視聴記録予約処理の手順を示すシーケンス図である。携帯端末１００は、以下
の手順によりテレビ端末２００と連携して視聴記録予約処理を行う。ここで、視聴記録予
約処理とは、テレビ端末２００を用いた番組コンテンツの視聴または記録（録画、録音な
ど）を予約するための処理である。
【００６０】
　携帯端末１００は、特定の番組コンテンツに付随または関連するコンテンツ情報を表示
している状態で、ユーザから視聴記録予約処理の指示を受けると（Ｓ２０２）、表示して
いるコンテンツ情報から、例えば、番組コード、番組名など、番組コンテンツを特定する
ための識別情報を抽出する（Ｓ２０４）。なお、視聴記録予約処理の対象となる番組コン
テンツに付随または関連するコンテンツ情報は、ユーザが予め携帯端末１００に記憶させ
ておき、必要に応じて呼出せるようにしてもよく、携帯端末１００が処理に利用可能とな
るコンテンツ情報を予め記憶しておき、視聴記録予約処理の指示に際して選択肢として提
示するようにしてもよい。
【００６１】
　識別情報を抽出すると、携帯端末１００は、ユーザにより選択され、または予め設定さ
れた特定のサービスサーバ３００に、端末ＩＤおよび識別情報とともに、視聴記録予約処
理の処理要求を送信する（Ｓ２０６）。処理要求を受信すると、サービスサーバ３００は
、受信した端末ＩＤに基づいて、端末ＩＤに関連付けて記憶されている機器制御ＩＤおよ
び機器制御サーバ４００のアクセス先を特定する（Ｓ２０８）。そして、サービスサーバ
３００は、機器制御サーバ４００のアクセス先に基づいて特定の機器制御サーバ４００に
アクセスし、機器制御ＩＤおよび処理要求を送信する（Ｓ２１０）。
【００６２】
　処理要求を受信すると、機器制御サーバ４００は、受信した機器制御ＩＤに基づいて、
機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている機器ＩＤおよびテレビ端末２００のアクセス先
を特定する（Ｓ２１２）。そして、機器制御サーバ４００は、テレビ端末２００のアクセ
ス先に基づいてテレビ端末２００にアクセスし、処理要求を送信する（Ｓ２１４）。処理
要求を受信すると、テレビ端末２００は、視聴記録予約処理の実行可能性を表すステータ
ス情報を機器制御サーバ４００に送信する（Ｓ２１６）。
【００６３】
　機器制御サーバ４００は、ステータス情報を確認し（Ｓ２１８）、肯定的なステータス
情報を受信した場合に、テレビ端末２００のアクセス先をサービスサーバ３００に送信す
る（Ｓ２２０）。一方、否定的なステータス情報を受信し、または所定の時間が経過して
もステータス情報を受信不能である場合に、機器制御サーバ４００は、その旨をサービス
サーバ３００に通知する。この場合、サービスサーバ３００は、端末ＩＤに関連付けて記
憶されている他の機器制御ＩＤの存在を確認し、他の機器制御ＩＤの存在が確認されると
、機器制御ＩＤに関連付けられている機器ＩＤを有する機器制御サーバ４００にアクセス
する。そして、サービスサーバ３００は、他の機器制御ＩＤに関連付けて記憶されている
他の機器ＩＤを有する他の視聴機器の機能情報を参照し、他の視聴機器が視聴記録予約機
能を有する場合には、テレビ端末２００の場合と同様に、他の視聴機器に処理要求を送信
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する。なお、サービスサーバ３００は、他の視聴機器にアクセスする前に、その旨を携帯
端末１００に通知し、アクセスする旨を携帯端末１００のユーザに確認してもよい。
【００６４】
　そして、他の視聴機器から肯定的なステータス情報を受信した場合に、機器制御サーバ
４００は、テレビ端末２００の代わりに、他の視聴機器のアクセス先を、携帯端末１００
による間接制御の対象としてサービスサーバ３００に送信する。一方、視聴記録予約機能
を有するいずれの視聴機器からも肯定的なステータス情報を受信不能な場合に、サービス
サーバ３００は、その旨を携帯端末１００に通知し、視聴記録予約処理が実行不能である
旨を携帯端末１００のユーザに通知する。なお、以下では、テレビ端末２００から肯定的
なステータス情報を受信した場合を想定する。
【００６５】
　テレビ端末２００のアクセス先を受信すると、サービスサーバ３００は、携帯端末１０
０から受信した識別情報に基づいて、番組コンテンツの編成情報（提供チャンネル、提供
日時など）を取得する（Ｓ２２２）。ここで、サービスサーバ３００は、編成情報を、例
えば、自らが有する番組編成テーブルなどから識別情報に基づいて抽出し、または、通信
回線を通じて接続されているコンテンツサーバ５００から取得する。編成情報を取得する
と、サービスサーバ３００は、受信したテレビ端末２００のアクセス先に基づいてテレビ
端末２００にアクセスし、編成情報とともに視聴記録予約処理の処理要求を送信する（Ｓ
２２４）。
【００６６】
　処理要求を受信すると、テレビ端末２００は、受信した編成情報に基づいて視聴記録予
約処理を実行する（Ｓ２２６）。視聴記録予約処理が完了すると、テレビ端末２００は、
処理結果をサービスサーバ３００を介して携帯端末１００に通知する（Ｓ２２８）。これ
により、携帯端末１００のユーザは、視聴記録予約処理の結果を確認することができる（
Ｓ２２０）。
【００６７】
　以上の手順により、ユーザは、携帯端末１００を用いて、視聴記録予約処理を携帯端末
１００およびテレビ端末２００に連携して行わせることができる。
【００６８】
（検索処理）
　図９は、検索処理の手順を示すシーケンス図であり、図１０は、選択処理、再生処理、
および送信処理の手順を示すシーケンス図である。また、図１１～図１６は、検索処理お
よび選択処理において、テレビ端末２００の表示領域に表示される画像情報の一例を示す
説明図である。携帯端末１００は、以下の手順によりテレビ端末２００と連携して検索処
理、再生処理、および送信処理を行う。
【００６９】
　携帯端末１００は、コンテンツまたはコンテンツ情報を表示または再生している状態で
、ユーザから検索処理の指示を受けると（Ｓ３０２）、検索条件となる情報をコンテンツ
またはコンテンツ情報から抽出する（Ｓ３０４）。ここで、ユーザは、例えば、携帯端末
１００をテレビ端末２００の側に向けて振るなど、携帯端末１００に特定の動作を加える
ことで、携帯端末１００に検索処理を指示することができる。この場合、携帯端末１００
は、例えば、表示領域が設けられている正面側から背面側の方向へ加えられた加速度を検
知することで、検索処理の処理要求が行われたものと判断する。これにより、ユーザは、
携帯端末１００に対して検索処理を容易に指示することができる。なお、携帯端末１００
には、前述した動作に限らず、検索処理を指示するための特定の動作が予め設定される。
【００７０】
　携帯端末１００は、携帯端末１００に各種処理を指示するための特定の動作をユーザに
予め設定させる動作設定機能を有してもよい。この場合、動作設定機能では、まず、ユー
ザが特定の処理を選択した上で、例えば、携帯端末１００を振るなど、携帯端末１００に
特定の動作を加える。携帯端末１００は、特定の動作を認識すると、その旨をユーザに通
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知するとともに、動作設定の登録処理の実行をユーザに確認し、登録処理の実行が確認さ
れると特定の処理を特定の動作に対応付けて記憶する。これにより、携帯端末１００は、
登録処理後に特定の動作が加えられると、特定の動作に対応する特定の処理の処理要求を
認識することができる。
【００７１】
　検索条件となる情報は、例えば、映像、画像、音楽などの形式で表示再生されているコ
ンテンツに付随するコンテンツ情報、または表示再生されているコンテンツ情報から抽出
される。検索条件となる情報は、ユーザにより特定の情報が選択されていれば、その情報
として抽出される。一方、特定の情報が選択されていなければ、例えば、コンテンツ情報
に含まれる主要な情報として抽出され、主要な情報として複数の選択肢が存在する場合に
は、選択枝のいずれかをユーザに選択させてもよい。なお、携帯端末１００は、表示再生
されているコンテンツまたはコンテンツ情報をサービスサーバ３００に送信し、検索条件
となる情報をサービスサーバ３００に抽出させてもよい。なお、検索条件となる情報は、
ユーザが予め携帯端末１００に記憶させておき、必要に応じて呼出せるようにしてもよく
、携帯端末１００が予め記憶しておき、ユーザによる検索処理の指示に際して選択枝とし
て提示するようにしてもよい。
【００７２】
　検索条件を抽出すると、携帯端末１００は、ユーザにより選択され、または予め設定さ
れた特定のサービスサーバ３００に、端末ＩＤおよび検索条件とともに、検索処理の処理
要求を送信する（Ｓ３０６）。処理要求を受信すると、サービスサーバ３００は、視聴記
録予約処理の場合と同様に、機器制御ＩＤおよび機器制御サーバ４００のアクセス先を特
定する（Ｓ３０８）。そして、サービスサーバ３００は、機器制御ＩＤおよび検索処理の
処理要求を特定の機器制御サーバ４００に送信する（Ｓ３１０）。
【００７３】
　処理要求を受信すると、機器制御サーバ４００は、視聴記録予約処理の場合と同様に、
機器ＩＤおよびテレビ端末２００のアクセス先を特定する（Ｓ３１２）。そして、機器制
御サーバ４００は、処理要求をテレビ端末２００に送信し（Ｓ３１４）、テレビ端末２０
０は、検索処理の実行可能性を表すステータス情報を機器制御サーバ４００に送信する（
Ｓ３１６）。機器制御サーバ４００は、視聴記録予約処理の場合と同様に、テレビ端末２
００および選択的に他の視聴機器との間で、ステータス情報の送受信および視聴機器の選
定処理を行う（Ｓ３１８）。特定の視聴機器から肯定的なステータス情報を受信すると、
機器制御サーバ４００は、視聴機器のアクセス先をサービスサーバ３００に送信する（Ｓ
３２０）。なお、以下では、テレビ端末２００から肯定的なステータス情報を受信した場
合を想定する。
【００７４】
　テレビ端末２００のアクセス先を受信すると、サービスサーバ３００は、テレビ端末２
００のアクセス先に基づいてテレビ端末２００にアクセスし、携帯端末１００から受信し
ていた検索条件とともに、検索処理の処理要求を送信する（Ｓ３２２）。処理要求を受信
すると、テレビ端末２００は、サービスサーバ３００を介して携帯端末１００に検索処理
の開始を通知する。そして、検索処理の開始通知とともに、テレビ端末２００は、検索処
理の開始および実行を表す情報を表示する。
【００７５】
　図１１は、検索処理の開始前にテレビ端末２００に表示されているコンテンツの一例を
示し、図１２は、検索処理の開始を表す情報の一例を示し、図１３は、検索処理の実行を
表す情報の一例を示している。
【００７６】
　テレビ端末２００は、図１１に示すようにコンテンツ９０２を表示再生している状態で
、携帯端末１００に特定の動作が加えられることで、検索処理の処理要求をサービスサー
バ３００から受けると、図１２に示すように、あたかも植物の種子が表示領域の一部に投
げ込まれたようなイメージ９０４を表示する。ここで、テレビ端末２００は、例えば「チ
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ャポーン」という効果音を出力してもよい。そして、検索処理を開始すると、テレビ端末
２００は、図１３に示すように、あたかも表示領域の一部に投げ込まれた種子が成長し、
果実が実るようなイメージ９０６を表示する。これにより、携帯端末１００のユーザは、
携帯端末１００に対する検索処理の開始通知とともに、検索処理の開始および実行をテレ
ビ端末２００の表示領域に表示されたイメージにより確認することができる（Ｓ３２８）
。
【００７７】
　また、テレビ端末２００は、例えばＬＡＮなどにより接続されているコンテンツサーバ
６００に、検索条件とともに検索処理の処理要求を送信する。コンテンツサーバ６００は
、自ら記憶しているコンテンツおよびコンテンツ情報から検索条件に適合するコンテンツ
および／またはコンテンツ情報を抽出し、抽出したコンテンツおよび／またはコンテンツ
情報、またはそれらのリスト情報をテレビ端末２００に送信する（Ｓ３３０）。なお、コ
ンテンツサーバ６００は、自ら検索処理機能を有しない場合には、テレビ端末２００主導
の検索処理により抽出されたコンテンツおよび／またはコンテンツ情報をテレビ端末２０
０に提供する。
【００７８】
　一方、サービスサーバ３００は、携帯端末１００から処理要求を受けると、自ら記憶し
ているコンテンツ情報から検索条件に適合するコンテンツ情報を抽出する（Ｓ３３２）。
また、サービスサーバ３００は、通信回線により接続されているコンテンツサーバ５００
に、検索条件とともに検索処理の処理要求を送信する。コンテンツサーバ５００は、自ら
記憶しているコンテンツおよびコンテンツ情報から検索条件に適合するコンテンツおよび
／またはコンテンツ情報を抽出し、抽出したコンテンツおよび／またはコンテンツ情報、
またはそれらのリスト情報をサービスサーバ３００に送信する（Ｓ３３４）。
【００７９】
　そして、サービスサーバ３００は、自ら抽出したコンテンツ情報、およびコンテンツサ
ーバ５００により抽出されたコンテンツおよび／またはコンテンツ情報、またはそれらの
リスト情報をテレビ端末２００に送信する（Ｓ３３６）。なお、コンテンツサーバ５００
は、自らが検索処理機能を有しない場合には、サービスサーバ３００主導の検索処理によ
り抽出されたコンテンツおよび／またはコンテンツ情報をサービスサーバ３００に提供す
る。
【００８０】
　コンテンツ、コンテンツ情報、および／またはそれらのリスト情報をサービスサーバ３
００およびコンテンツサーバ５００、６００から受信すると、テレビ端末２００は、検索
処理の完了を表す情報を表示する（Ｓ３３８）。図１４は、検索処理の完了を表す情報の
一例を示している。
【００８１】
　テレビ端末２００は、検索処理が完了すると、まず、図１４に示すように、表示領域の
一部に螺旋状のイメージ９１０を表示する。ここで、テレビ端末２００は、螺旋が揺動す
るような視覚効果を伴って螺旋状のイメージを表示してもよい。そして、テレビ端末２０
０は、図１５に示すように、螺旋状のイメージの上に、受信したコンテンツおよび／また
はコンテンツ情報のイメージを螺旋状に配置して表示する（Ｓ３４０）。ここで、テレビ
端末２００は、受信したコンテンツおよび／またはコンテンツ情報について、例えばカテ
ゴリ毎などにグルーピングし、グループに含まれるコンテンツおよび／またはコンテンツ
情報の内容を表すグループアイコン９１２として表示する。図１５に示す例では、グルー
プアイコンＡ～Ｇが表示されている。
【００８２】
　以上の手順により、ユーザは、携帯端末１００を用いて、コンテンツおよびコンテンツ
情報の検索処理を携帯端末１００およびテレビ端末２００に連携して行わせることができ
る。そして、ユーザは、サービスサーバ３００、コンテンツプロバイダおよびユーザによ
り別々に管理されているコンテンツおよび／またはコンテンツ情報の検索結果をシームレ
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スに閲覧することができる。
【００８３】
（選択処理、再生処理、送信処理）
　グループアイコン９１２がテレビ端末２００に表示されている状態で、ユーザは、携帯
端末１００を操作することで、グループアイコン９１２を選択することができる。ここで
、ユーザによる操作情報（Ｓ３５２）は、選択処理の処理要求とともに、携帯端末１００
からサービスサーバ３００を介してテレビ端末２００に送信される（Ｓ３５４）。操作情
報を受信すると、テレビ端末２００は、操作情報に応じてグループアイコン９１２の選択
処理を行う（Ｓ３５６）。例えば、図１５に示す例では、グループアイコンＧが選択され
ている。
【００８４】
　グループアイコン９１２が選択されると、テレビ端末２００は、図１５に示すように、
選択されているグループアイコン９１２により表されるコンテンツおよび／またはコンテ
ンツ情報の内容を表すコンテンツアイコン９１４を表示する。例えば、図１６に示す例で
は、コンテンツアイコンＧ１～Ｇ６が表示されている。
【００８５】
　コンテンツアイコン９１４がテレビ端末２００に表示されている状態で、ユーザは、携
帯端末１００を操作することで、コンテンツアイコン９１４を選択することができ、テレ
ビ端末２００は、操作情報に応じてコンテンツアイコン９１４の選択処理を行う。例えば
、図１６に示す例では、コンテンツアイコンＧ１が選択されている。
【００８６】
　検索処理の結果表示において、コンテンツを表すコンテンツアイコン９１４が選択され
ている状態で、ユーザは、コンテンツの再生処理を携帯端末１００に指示することができ
る（Ｓ３６２）。ユーザによる再生処理の処理要求は、操作情報の場合と同様に、携帯端
末１００からサービスサーバ３００を介してテレビ端末２００に送信される（Ｓ３６４）
。処理要求を受信すると、テレビ端末２００は、選択されているコンテンツアイコン９１
４が表すコンテンツの再生処理を行う（Ｓ３６６）。ここで、テレビ端末２００は、再生
するコンテンツを取得していない場合には、サービスサーバ３００またはコンテンツサー
バ６００から取得した後に再生処理を行う。
【００８７】
　以上の手順により、ユーザは、携帯端末１００を用いて、コンテンツの再生処理を携帯
端末１００およびテレビ端末２００に連携して行わせることができる。そして、ユーザは
、コンテンツプロバイダおよびユーザにより別々に管理されているコンテンツをシームレ
スに再生させて、テレビ端末２００により視聴することができる。これにより、優れた表
示再生性能を有するテレビ端末２００を用いてコンテンツを視聴することができる。
【００８８】
　検索処理の結果表示において、コンテンツ情報を表すコンテンツアイコン９１４が選択
されている状態で、ユーザは、コンテンツ情報の送信処理を携帯端末１００に指示するこ
とができる（Ｓ３７２）。ここで、ユーザは、例えば、携帯端末１００をユーザの側に向
けて振るなど、携帯端末１００に特定の動作を加えることで、携帯端末１００に送信処理
を指示することができる。この場合、携帯端末１００は、例えば、表示領域が設けられて
いない背面側から正面側の方向へ加えられた加速度を検知することで、送信処理の処理要
求が行われたものと判断する。これにより、ユーザは、携帯端末１００に対して送信処理
を容易に指示することができる。なお、携帯端末１００には、前述した動作に限らず、送
信処理を指示するための特定の動作が予め設定される。
【００８９】
　ユーザによる処理要求は、操作情報の場合と同様に、携帯端末１００からサービスサー
バ３００を介してテレビ端末２００に送信される（Ｓ３７４）。処理要求を受信すると、
テレビ端末２００は、コンテンツ情報をサービスサーバ３００を介して携帯端末１００に
送信する処理を行う（Ｓ３７６）。ここで、テレビ端末２００は、送信するコンテンツ情
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報をコンテンツサーバ６００から取得していない場合には、コンテンツサーバ６００から
取得（Ｓ３７８）した後に送信処理を行う（Ｓ３８０）。一方、テレビ端末２００は、送
信するコンテンツ情報をサービスサーバ３００から取得していない場合には、サービスサ
ーバ３００にその旨を通知し、サービスサーバ３００は、（コンテンツ情報をコンテンツ
サーバ５００から取得していない場合には、コンテンツサーバ５００から取得（Ｓ３８２
）した後に、）コンテンツ情報を携帯端末１００に送信する（Ｓ３８４）。
【００９０】
　以上の手順により、ユーザは、携帯端末１００を用いて、コンテンツ情報の送信処理を
携帯端末１００およびテレビ端末２００に連携して行わせることができる。そして、ユー
ザは、サービスサーバ３００、コンテンツプロバイダおよびユーザにより各々に管理され
ているコンテンツ情報をシームレスに送信させて、携帯端末１００により閲覧することが
できる。これにより、優れた検索閲覧性能を有する携帯端末１００を用いて、時間および
場所を問わずにコンテンツ情報を閲覧することができる。
【００９１】
　以上説明したように、本実施形態に係る連携処理システムによれば、コンテンツおよび
コンテンツ情報の検索処理を携帯端末１００およびテレビ端末２００により連携して行う
ことで、サービスサーバ３００およびコンテンツサーバ５００、６００毎に管理されてい
るコンテンツおよび／またはコンテンツ情報の検索結果をユーザにシームレスに閲覧させ
ることができる。これにより、コンテンツ利用時におけるユーザの利便性を向上させるこ
とができる。
【００９２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇
内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについ
ても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の一実施形態に係る連携処理システムを概念的に示す説明図である。
【図２】連携処理システムの構成を示す説明図である。
【図３】携帯端末の主要な機能構成を示すブロック図である。
【図４】テレビ端末の主要な機能構成を示すブロック図である。
【図５】サービスサーバの主要な機能構成を示すブロック図である。
【図６】機器制御サーバの主要な機能構成を示すブロック図である。
【図７】登録処理の手順を示すシーケンス図である。
【図８】視聴記録予約処理の手順を示すシーケンス図である。
【図９】検索処理の手順を示すシーケンス図である。
【図１０】選択処理、再生処理、および送信処理の手順を示すシーケンス図である。
【図１１】テレビ端末に表示されているコンテンツの一例を示す説明図である。
【図１２】検索処理の開始を表す情報の一例を示す説明図である。
【図１３】検索処理の実行を表す情報の一例を示す説明図である。
【図１４】検索処理の完了を表す情報の一例を示す説明図である。
【図１５】選択処理時における表示例を示す説明図である。
【図１６】選択処理時における表示例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００９４】
　　１００　　携帯端末
　　２００　　テレビ端末
　　３００　　サービスサーバ
　　４００　　機器制御サーバ
　　５００、６００　　コンテンツサーバ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(25) JP 2009-225070 A 2009.10.1

【図１５】

【図１６】
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