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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定情報に基づいてアプリケーションを実行する端末において設定されている前記設定
情報を取得する設定情報取得手段と、
　前記端末の少なくとも一部の機能を有し、前記設定情報取得手段により取得された設定
情報に基づいて前記端末からの指示に応じたアプリケーションを実行する端末手段と、
　前記アプリケーションの実行に基づく画像情報を前記端末又は前記端末に関連する関連
端末に配信する配信手段と、を有する配信装置を含み、
　前記端末において設定されている設定情報と前記端末手段における設定情報を同一にす
ることを特徴とする配信システム。
【請求項２】
　前記配信装置は、更に、前記設定情報取得手段により取得された設定情報を保持する設
定情報保持手段を含み、
　前記端末手段は、前記設定情報保持手段に保持された設定情報に基づいて、前記アプリ
ケーションを実行する、
　ことを特徴とする請求項１記載の配信システム。
【請求項３】
　前記配信システムは、更に、
　前記端末が接続される前記配信装置を特定する配信装置特定手段と、
　前記配信装置特定手段により特定された前記配信装置を特定する特定情報を端末に送信
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する特定情報送信手段と、を有する管理装置を含み、
　前記設定情報取得手段は、前記端末が前記特定情報で識別される前記設定情報取得手段
に前記設定情報を送信することにより、前記設定情報を取得することを特徴とする請求項
１または２記載の配信システム。
【請求項４】
　前記設定情報は、前記管理装置により提供されるネットワーク環境におけるユーザ識別
情報に関する情報を含むことを特徴とする請求項３記載の配信システム。
【請求項５】
　前記設定情報は、前記端末において設定されている言語に関する情報を含むことを特徴
とする請求項１乃至４のいずれかに記載の配信システム。
【請求項６】
　前記設定情報は、前記端末に接続される操作手段に含まれる複数の操作部と、前記アプ
リケーションで用いられる複数の操作情報との対応関係を示す操作関連情報を含むことを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか記載の配信システム。
【請求項７】
　前記設定情報は、前記端末が使用可能なネットワーク帯域幅に関する情報を含むことを
特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の配信システム。
【請求項８】
　前記設定情報は、前記端末の解像度に関する解像度情報を含むことを特徴とする請求項
１乃至７のいずれかに記載の配信システム。
【請求項９】
　前記設定情報は、前記端末が位置するタイムゾーンに関するタイムゾーン情報を含むこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の配信システム。
【請求項１０】
　前記設定情報は、３次元モードで表示可能か否かを表す表示情報を含むことを特徴とす
る請求項１乃至９のいずれかに記載の配信システム。
【請求項１１】
　前記設定情報は、前記端末におけるコントローラポートに含まれる各ポートへの各コン
トローラの割り当てに関する情報を含むことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか記
載の配信システム。
【請求項１２】
　前記配信装置は、ＰＣサーバの機能を有するマザーボード、及び、それぞれ前記マザー
ボードに接続されるとともに、前記端末の少なくとも一部の機能を有する複数のボードを
含むことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の配信システム。
【請求項１３】
　設定情報に基づいてアプリケーションを実行する端末において設定されている前記設定
情報を取得し、
　前記端末の少なくとも一部の機能を有し、前記設定情報取得手段により取得された設定
情報に基づいて前記端末からの指示に応じたアプリケーションを実行し、
　前記アプリケーションの実行に基づく画像情報を前記端末又は前記端末に関連する関連
端末に配信し、
　前記端末において設定されている設定情報と前記端末手段における設定情報を同一にす
ることを特徴とする配信方法。
【請求項１４】
　設定情報に基づいてアプリケーションを実行する端末において設定されている前記設定
情報を取得する設定情報取得手段、
　前記端末の少なくとも一部の機能を有し、前記設定情報取得手段により取得された設定
情報に基づいて前記端末からの指示に応じたアプリケーションを実行する端末手段、及び
、
　前記アプリケーションの実行に基づく画像情報を前記端末又は前記端末に関連する関連
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端末に配信する配信手段、を有する配信手段として、コンピュータシステムを機能させ、
　前記端末において設定されている設定情報と前記端末手段における設定情報を同一にす
ることを特徴とする配信プログラム。
【請求項１５】
　端末であって、
　設定情報を配信装置に送信する送信手段と、
　前記配信装置において前記設定情報に基づいてアプリケーションを実行して得られる画
像情報を受信する受信手段と、
　前記画像情報を出力する出力手段と、
　を含み、
　前記端末において設定されている設定情報と前記端末からの指示に応じた前記アプリケ
ーションを実行する端末手段における設定情報を同一にすることを特徴とする端末。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は配信システム、配信方法、配信プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ストリーミング型のクラウドゲーミング技術が知られている。当該技術においては、ク
ラウド側でゲームプログラムを実行し、当該ゲームプログラムの実行により生成された画
像情報を端末にストリーミング配信する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ここで、例えば、端末がゲーム機器であるような場合に、ゲーム機器の設定（例えば、
言語の設定やボタンの割り当ての設定）と、クラウド側でゲームを実行した際に反映され
る設定とが異なる場合が生じる。この場合、ユーザが違和感を覚える場合や、操作しにく
くなるといった問題が生じ得る。
【０００４】
　本発明は、上記に鑑みて、例えば、端末側の設定を、クラウド側に反映してストリーミ
ング配信する配信システム等を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（１）本発明の配信システムは、設定情報に基づいてアプリケーションを実行する端末
において設定されている前記設定情報を取得する設定情報取得手段と、前記端末の少なく
とも一部の機能を有し、前記設定情報取得手段により取得された設定情報に基づいて前記
端末からの指示に応じたアプリケーションを実行する端末手段と、前記アプリケーション
の実行に基づく画像情報を前記端末又は前記端末に関連する関連端末に配信する配信手段
と、を有する配信装置を含むことを特徴とする。
【０００６】
　（２）上記（１）に記載の配信システムにおいて、前記配信装置は、更に、前記設定情
報取得手段により取得された設定情報を保持する設定情報保持手段を含み、前記端末手段
は、前記設定情報保持手段に保持された設定情報に基づいて、前記アプリケーションを実
行する、ことを特徴とする。
【０００７】
　（３）上記（１）または（２）に記載の配信システムは、更に、前記端末が接続される
前記配信装置を特定する配信装置特定手段と、前記配信装置特定手段により特定された前
記配信装置を特定する特定情報を端末に送信する特定情報送信手段と、を有する管理装置
を含み、前記設定情報取得手段は、前記端末が前記特定情報で識別される前記設定情報取
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得手段に前記設定情報を送信することにより、前記設定情報を取得することを特徴とする
。
【０００８】
　（４）上記（３）に記載の配信システムにおいて、前記設定情報は、前記管理装置によ
り提供されるネットワーク環境におけるユーザ識別情報に関する情報を含むことを特徴と
する。
【０００９】
　（５）上記（１）乃至（４）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記設定情
報は、前記端末において設定されている言語に関する情報を含むことを特徴とする。
【００１０】
　（６）上記（１）乃至（５）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記設定情
報は、前記端末に接続される操作手段に含まれる複数の操作部と、前記アプリケーション
で用いられる複数の操作情報との対応関係を示す操作関連情報を含むことを特徴とする。
【００１１】
　（７）上記（１）乃至（６）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記設定情
報は、前記端末が使用可能なネットワーク帯域幅に関する情報を含むことを特徴とする。
【００１２】
　（８）上記（１）乃至（７）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記設定情
報は、前記端末の解像度に関する解像度情報を含むことを特徴とする。
【００１３】
　（９）上記（１）乃至（８）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記設定情
報は、前記端末が位置するタイムゾーンに関するタイムゾーン情報を含むことを特徴とす
る。
【００１４】
　（１０）上記（１）乃至（９）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記設定
情報は、３次元モードで表示可能か否かを表す表示情報を含むことを特徴とする。
【００１５】
　（１１）上記（１）乃至（１０）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記設
定情報は、前記端末におけるコントローラポートに含まれる各ポートへの各コントローラ
の割り当てに関する情報を含むことを特徴とする。
【００１６】
　（１２）上記（１）乃至（１１）のいずれかにに記載の配信システムにおいて、前記配
信装置は、ＰＣサーバの機能を有するマザーボード、及び、それぞれ前記マザーボードに
接続されるとともに、前記端末の少なくとも一部の機能を有する複数のボードを含むこと
を特徴とする。
【００１７】
　（１３）本発明の配信方法は、設定情報に基づいてアプリケーションを実行する端末に
おいて設定されている前記設定情報を取得し、前記端末の少なくとも一部の機能を有し、
前記設定情報取得手段により取得された設定情報に基づいて前記端末からの指示に応じた
アプリケーションを実行し、前記アプリケーションの実行に基づく画像情報を前記端末又
は前記端末に関連する関連端末に配信する、ことを特徴とする。
【００１８】
　（１４）本発明の配信プログラムは、設定情報に基づいてアプリケーションを実行する
端末において設定されている前記設定情報を取得する設定情報取得手段、前記端末の少な
くとも一部の機能を有し、前記設定情報取得手段により取得された設定情報に基づいて前
記端末からの指示に応じたアプリケーションを実行する端末手段、及び前記アプリケーシ
ョンの実行に基づく画像情報を前記端末又は前記端末に関連する関連端末に配信する配信
手段、を有する配信手段として、コンピュータシステムを機能させることを特徴とする。
【００１９】
　（１５）本発明の端末は、設定情報を配信装置に送信する送信手段と、前記配信装置に
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おいて前記設定情報に基づいてアプリケーションを実行して得られる画像情報を受信する
受信手段と、前記画像情報を出力する出力手段と、を含むことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施の形態における配信システムのハードウェア構成の概要の一例を示す。
【図２】図１に示したＰＣサーバ１１０の機能的構成の一例を示す
【図３】図１に示した管理サーバ１３０の機能的構成の一例を示す。
【図４】図１に示した配信システム１００の処理のフローの概要の一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面については
、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態における配信システムのハードウェア構成の概要の一例を
示す図である。図１に示すように、配信システム１００は、例えば、ネットワーク１４０
（例えば、インターネット）を介して接続されたＰＣサーバ１１０、管理サーバ１３０、
及び、端末１２０を有する。
【００２３】
　図１に示すように、ＰＣサーバ１１０は、制御部１１１、記憶部１１２、通信部１１３
を含む。また、制御部１１１、記憶部１１２、通信部１１３は、それぞれ、バス１１４を
介して接続される。制御部１１１は、例えば、ＣＰＵ等であって、記憶部１１２に格納さ
れたプログラムに従って動作する。記憶部１１２は、例えば、ハードディスクドライブや
ＲＯＭやＲＡＭ等の情報記録媒体で構成され、制御部１１１によって実行されるプログラ
ムを保持する情報記録媒体である。記憶部１１２は、制御部１１１のワークメモリとして
も動作する。通信部１１３は、例えば、ネットワークインターフェースであって、制御部
１１１からの指示にしたがって、ネットワーク１４０を介して、情報を送受信する。同様
に管理サーバ１３０は、制御部１３１、記憶部１３２、通信部１３３を含む。また、制御
部１３１、記憶部１３２、通信部１３３は、それぞれ、バス１３４を介して接続される。
なお、管理サーバ１３０のハードウェア構成は、上記ＰＣサーバ１１０のハードウェア構
成と同様であることから、説明を省略する。
【００２４】
　ここで、本実施の形態におけるＰＣサーバ１１０は、例えば、いわゆるＰＣサーバの機
能を有するマザーボードと、端末１２０（例えば、ゲーム機器）の少なくとも一部の機能
（例えば、当該ゲーム機器に対応するゲームプログラムを実行する機能）を有する少なく
とも１のボードを含んで構成される。なお、当該ＰＣサーバ１１０は、例えば、後述する
ように当該ゲーム機器の機能により生成されたゲーム画像等のストリーミング配信を行う
。なお、図１においては１のＰＣサーバ１１０のみを示しているが、複数のＰＣサーバ１
１０が含まれてもよい。
【００２５】
　端末１２０は、制御部１２１、通信部１２２、記憶部１２３、表示部１２４、操作部１
２５を含む。同様に、各部１２１乃至１２５は、バス１２６を介して接続される。上述し
たＰＣサーバ１１０と同様に、制御部１２１は、例えば、ＣＰＵ等であって、記憶部１２
３に格納されたプログラムに従って動作する。通信部１２２は、ネットワークインターフ
ェースであって、制御部１２１からの指示にしたがって、ネットワーク１４０を介して、
情報を送受信する。なお、図１においては１の端末１２０のみを示しているが、複数の端
末１２０が含まれてもよい。
【００２６】
　記憶部１２３は、例えば、ハードディスクやＲＯＭやＲＡＭ等の情報記録媒体で構成さ
れ、制御部１２１によって実行されるプログラムを保持する情報記録媒体である。また、
記憶部１２３は、制御部１２１のワークメモリとしても動作する。表示部１２４は、例え
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ば、液晶ディスプレイ、または、有機ＥＬディスプレイ等であって、制御部１２１からの
指示に従い、情報を表示する。操作部１２５は、例えば、キーボード、マウス、コントロ
ーラ、ボタン等のインターフェースで構成され、ユーザの指示操作に応じて、当該指示操
作の内容を制御部１２１に出力する。具体的には、例えば、端末１２０は、ゲーム機器と
テレビ等に相当する。端末１２０は、後述するようにアカウントを表す情報などの設定情
報を記憶し、該設定情報に基づいてアプリケーション（プログラム）を実行する機能を有
している。ここで、アプリケーションは例えばゲームである。端末１２０は、設定情報を
ＰＣサーバ１１０に送信するようになっており、ＰＣサーバ１１０は設定情報に基づいて
アプリケーションを実行する。このアプリケーションは、端末１２０で実行されるアプリ
ケーションと同一であってもよいし異なってもよい。そして、アプリケーションの実行結
果である画像情報がＰＣサーバ１１０から端末１２０に送信される。端末１２０は、この
画像情報を受信し、表示部１２４により出力する。
【００２７】
　なお、上記制御部１１１及び１２１で処理されるプログラムは、例えば、ネットワーク
を介して、ダウンロードされて提供されてもよいし、または、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ等のコンピュータで読み取り可能な各種の情報記録媒体によって提供されてもよい。
また、上記ＰＣサーバ１１０や端末１２０の構成は一例であってこれに限定されるもので
はない。更に、上記配信システム１００の構成は一例であってこれに限定されるものでは
なく、例えば、いわゆるクラウド技術を用いて実現してもよい。更に、図１においては、
図面の簡略化のため、１の端末１２０及びＰＣサーバ１１０を有する場合について説明し
たが、端末１２０やＰＣサーバ１１０は複数含まれてもよい。更に、ＰＣサーバ１１０は
一例であって、いわゆるＰＣサーバに限定されるものではない。
【００２８】
　次に、本実施の形態におけるＰＣサーバ１１０の機能的構成の一例について説明する。
図２に示すように、ＰＣサーバ１１０は、機能的に、設定情報取得部２０１、設定情報保
持部２０２、端末部２０３、プログラム取得部２０４、配信部２０５を含む。
【００２９】
　設定情報取得部２０１は、端末１２０から設定情報を取得する。当該設定情報は、端末
１２０に設定されている設定情報を含む。ここで、端末１２０に設定されている設定情報
は、例えば、配信されるゲーム画像に表示される表示言語、文字入力を行う場合の予測辞
書の言語、及び／または、端末１２０で使用される操作部１２５の複数のボタン等の割り
当てに関する情報を含む。また、端末１２０に設定されているタイムゾーンの設定に関す
る情報を含んでもよい。なお、タイムゾーンの設定に関する情報は、後述する管理サーバ
１３０の保持する時刻を用いてもよい。また、設定情報は、例えば、端末１２０における
コントローラポートに含まれる各ポートへの各コントローラの割り当てに関する情報を含
むように構成してもよい。
【００３０】
　また、設定情報は、当該配信システムにより実現されるネットワーク環境へのアカウン
トを表す情報を含んでもよいし、端末１２０が使用可能なネットワーク帯域幅や端末１２
０の出力形式に関する情報を含んでもよい。なお、ＰＣサーバ１１０は、後述する管理サ
ーバ１３０からタイムゾーンに関する情報を取得する等、端末１２０以外の装置から設定
情報を取得するように構成してもよい。ここで、アカウントを表す情報は、例えば、ユー
ザを識別するユーザ識別情報（例えば、アカウントＩＤ）や、当該ネットワークのサイン
インに必要な情報であるアクセストークンなどを含む。また、端末１２０の出力形式に関
する情報は、例えば、端末１２０機器の出力解像度（例えば、７２０ｐ、４８０ｐ、また
は５７６ｐ）を表す情報を含む。また、ビデオ出力で、３次元モードを利用するか否かに
関する情報を含んでもよい。具体的には、例えば、当該情報は、端末１２０において３次
元モードで表示可能か否かを表す情報に相当する。例えば、端末１２０の表示部１２４が
３Ｄテレビ等の３次元表示可能な表示装置により構成されており、制御部１２１が右目用
画像及び左目用画像を含む３次元表示用の画像を生成して表示部１２４に供給するよう、
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端末１２０の表示モードが３次元モードに設定されている場合、３次元モードが設定され
ている旨を示す設定情報を設定情報取得部２０１が取得する。この場合、右目用画像及び
左目用画像を含む３次元表示用の画像がＰＣサーバ１１０の配信部２０５から端末１２０
に送信される。
【００３１】
　設定情報保持部２０２は、設定情報取得部２０１により取得された設定情報を保持する
。なお、当該設定情報保持部２０２は、例えば、端末部２０３に含まれるように構成して
もよい。
【００３２】
　プログラム取得部２０４は、端末１２０からの指示に応じたアプリケーションプログラ
ム（以下プログラムという）を取得する。なお、当該プログラムは、ＰＣサーバ１１０の
記憶部１１２に記憶されるように構成してもよいし、その他の記憶部に記憶されるように
構成してもよい。
【００３３】
　端末部２０３は、端末１２０の少なくとも一部の機能を有し、設定情報保持部２０２に
保持された設定情報に基づいて、プログラム取得部２０４により取得されたプログラムを
実行する。具体的には、例えば、端末１２０が所定のゲーム機器である場合には、当該端
末部２０３は、当該ゲーム機器の少なくとも一部の機能を実現するボードであって、ＰＣ
サーバ１１０のマザーボードに接続されるボードに相当する。そして、当該ボードが、Ｐ
Ｃサーバ１１０のマザーボードに接続されることにより、端末１２０（例えば、所定のゲ
ーム機器）で実行可能なゲームが、当該ボードを含むＰＣサーバ１１０の端末部２０３で
実行され、端末１２０に配信される。なお、この場合、端末部２０３が、端末１２０から
の操作情報に応じてプログラムを実行する点はいうまでもない。また、プログラム取得部
２０４は、例えば、後述するようにユーザから選択されたプログラムを、記憶部１１２か
ら取得する。
【００３４】
　配信部２０５は、端末部２０３により実行されたプログラムの実行に基づく画像情報等
を上記端末１２０に配信する。なお、配信部２０５は、設定情報に応じて、上記端末１２
０に当該画像情報等を配信する。具体的には、例えば、設定情報がネットワーク帯域幅に
関する情報を含む場合には、当該ネットワーク帯域幅に関する情報に応じて、上記端末１
２０に配信する。
【００３５】
　次に、本実施の形態における管理サーバ１３０の機能的構成の一例について説明する。
図３に示すように、管理サーバ１３０は、例えば、機能的に、アカウント情報取得部３０
１、選択画面配信部３０２、要求指示取得部３０３、配信装置特定部３０４、特定情報送
信部３０５を含む。
【００３６】
　アカウント情報取得部３０１は、端末１２０からアカウント情報を取得する。具体的に
は、アカウント情報取得部３０１は、当該配信システムで提供されるネットワークにサイ
ンインする際に取得されるアカウントＩＤ等を取得する。
【００３７】
　選択画面配信部３０２は、例えば、当該配信システム１００で提供されるプログラムの
選択画面を端末１２０に配信する。当該選択画面は、例えば、端末１２０の表示部１２４
において、ユーザにより参照される。
【００３８】
　要求指示取得部３０３は、選択されたプログラムの実行を開始するための要求指示を取
得する。具体的には、例えば、要求指示取得部３０３は、上記選択画面において端末１２
０においてユーザが所望のプログラムを選択し、当該プログラムの開始を要求した要求指
示を取得する。当該要求指示は、例えば、選択されたプログラムを識別するプログラム識
別情報を含む。なお、当該要求指示とは別にプログラム識別情報が取得されるように構成
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してもよい。
【００３９】
　配信装置特定部３０４は、当該プログラムを実行させるＰＣサーバ１１０を特定する。
【００４０】
　特定情報送信部３０５は、当該特定されたＰＣサーバ１１０を特定する特定情報を端末
１２０に送信する。当該特定情報は、例えば、設定情報を端末１２０に要求する設定情報
要求情報を含む。なお、当該特定情報とは別に、当該設定情報要求情報を含むように構成
してもよい。また、当該特定情報は、上記プログラム識別情報を含むように構成してもよ
い。そして、例えば、端末１２０は、当該特定情報に応じたＰＣサーバ１１０に、設定情
報要求情報に応じた設定情報を送信する。なお、当該設定情報要求情報には、管理サーバ
１３０におけるタイムゾーンに関する情報等を含むように構成してもよい。
【００４１】
　次に、本実施の形態における配信システム１００の処理のフローの概要の一例について
説明する。なお、下記処理のフローは一例であって、本実施の形態は下記に限定されるも
のではない。
【００４２】
　図４に示すように、ユーザの当該ネットワークへのサインインに応じて、管理サーバ１
３０の選択画面配信部３０２は、当該配信システム１００で提供されるプログラムの選択
画面を端末１２０に配信する（Ｓ１０１）。
【００４３】
　端末１２０において、管理サーバ１３０から配信された選択画面において、ユーザが所
望のプログラムを選択し、当該選択に応じて、端末１２０は、当該プログラムを識別する
プログラム識別情報、及び、選択したプログラムの開始を要求する要求指示を含む要求指
示を管理サーバ１３０に送信する（Ｓ１０２）。
【００４４】
　管理サーバ１３０の要求指示取得部３０３は、当該要求指示を取得する（Ｓ１０３）。
管理サーバ１３０の配信装置特定部３０４は、当該プログラムを実行させるＰＣサーバ１
１０を特定し（Ｓ１０４）、管理サーバ１３０の特定情報送信部３０５は、当該特定され
たＰＣサーバ１１０を特定する特定情報を端末１２０に送信する（Ｓ１０５）。なお、当
該特定情報には、上記のように、例えば、端末１２０に設定情報を要求する設定情報要求
情報が含まれる。
【００４５】
　端末１２０は、当該特定情報で特定されるＰＣサーバ１１０に、設定情報要求情報に応
じた当該端末１２０において設定されている設定情報及び選択したプログラムを識別する
プログラム識別情報を送信する（Ｓ１０６）。
【００４６】
　ＰＣサーバ１１０のプログラム取得部２０４は、上記プログラム識別情報で識別される
以下プログラムを取得する（Ｓ１０７）。また、設定情報取得部２０１は、端末１２０か
ら設定情報を取得する（Ｓ１０８）。また、設定情報保持部２０２は、設定情報取得部２
０１により取得された設定情報を保持する（Ｓ１０９）。端末部２０３は、設定情報保持
部２０２に保持された設定情報に基づいて、プログラム取得部２０４により取得されたプ
ログラムの実行を開始する（Ｓ１１０）。配信部２０５は、端末部２０３の実行に基づき
、画像情報を端末１２０に配信する（Ｓ１１１）。上記のようにして、ストリーミング配
信が開始される。なお、配信部２０５は、設定情報をＰＣサーバ１１０に送信した端末１
２０に画像情報を送信するのではなく、該端末１２０に関連する他の端末１２０（関連端
末）に画像情報を送信してよい。関連端末は、同じユーザにより使用又は所持されている
端末１２０である。ＰＣサーバ１１０は、同じユーザにより使用又は所持されている端末
１２０のアドレスを事前にそれら端末１２０から受信して記憶しておくことにより、互い
に関連する端末１２０を任意のタイミングで判断できる。このようにＰＣサーバ１１０が
他の端末１２０に画像情報を送信するようにすれば、普段、ある端末１２０（例えば据置
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行させている場合において、他の関連する端末１２（例えば同じユーザが使用又は所持し
ているスマートフォンや可搬型ゲーム機など）で、同じ設定に基づいてアプリケーション
を実行させた結果である画像情報を表示させることができ、ユーザ利便性を向上できる。
【００４７】
　本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例え
ば、上記実施の形態で示した構成と実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する構成又
は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。例えば、上記にお
いては、主に、ＰＣサーバ１１０が端末１２０の少なくとも１の機能を含む１のボードを
含む場合について説明したが、各ＰＣサーバ１１０が複数の上記ボードを含むように構成
してもよい。なお、特許請求の範囲における配信装置は、例えば、ＰＣサーバ１１０に相
当し、管理装置は、例えば、管理サーバ１３０に相当する。
【符号の説明】
【００４８】
　１００　配信システム、１１０　ＰＣサーバ、１１１、１２１、１３１　制御部、１１
２、１２３、１３２　記憶部、１１３、１２２、１３３　通信部、１２０　端末、１２４
　表示部、１２５　操作部、１３０　管理サーバ、２０１　設定情報取得部、２０２　設
定情報保持部、２０３　端末部、２０４　プログラム取得部、２０５　配信部、３０１　
アカウント情報取得部、３０２　選択画面配信部、３０３　要求指示取得部、３０４　配
信装置特定部、３０５　特定情報送信部。

【図１】 【図２】

【図３】
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