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(57)【要約】
【課題】機器特定情報とユーザ入力操作によりモバイル
端末と機器をサーバ経由で紐付けする。家庭内に複数の
ＴＶが存在する場合に、モバイル端末とモバイル端末か
ら最も近い距離にあるＴＶを位置情報だけで関連付けよ
うとする場合、位置情報取得の方法によっては、至近距
離にある機器を特定することができない。
【解決手段】サーバ１０１がモバイル端末１０３、リビ
ング機器１０６、寝室機器１０７および他地域機器１０
９の位置情報を確認し、モバイル端末１０３と同位置に
ある機器を特定したのち、特定した機器の状態を考慮し
た操作コマンドを決定し、特定した機器に対してコマン
ド待受指示を行い、モバイル端末にユーザに提示するコ
マンドを通知し、モバイル端末はユーザにコマンドを提
示し、コマンド待受指示を受けた機器はユーザから正し
いコマンドを受け付けると、受け付けた旨をサーバに通
知することで、モバイル機器と端末とサーバを関連付け
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
端末および複数の機器との通信を行うサーバであって、
前記複数の機器の機器情報を保存する機器情報保存部と、
前記端末から受信した端末情報と関連する機器情報を有する機器を候補機器として決定す
る候補機器決定部と、
前記端末に前記候補機器の操作コマンドを送信する操作コマンド送信部と、
前記候補機器に前記操作コマンドを待ち受ける指示を送信する待受け指示送信部と、
前記候補機器の一から前記操作コマンドの入力を受けた旨の通知を受信すると、前記操作
コマンドの入力を受けた旨の通知を送信した機器を特定するためのペアリング情報を前記
端末に送信するペアリング先通知送信部と、
を有する、
ことを特徴とするサーバ。
【請求項２】
前記端末情報は、
　前記端末の位置情報を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ。
【請求項３】
前記候補機器の機器状態を問い合わせる機器状態問合せ部、
をさらに有し、
前記操作コマンド送信部は、
　前記候補機器の機器状態に応じた操作コマンドを生成する、
ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ。
【請求項４】
前記操作コマンドは、
　前記候補機器のいずれにおいても入力可能な操作コマンドであることを特徴とする請求
項３に記載のサーバ。
【請求項５】
サーバおよび複数の機器との通信を行う端末であって、
前記サーバに端末情報を送信する端末情報送信部と、
前記サーバから受信した前記複数の機器の操作コマンドを提示する操作コマンド取得提示
部と、
前記サーバから受信したペアリング情報に基づいて前記複数の機器のうち一の機器と通信
を行う機器通信部と、
を有する、
ことを特徴とする端末。
【請求項６】
位置情報を検出する位置情報検出部、
をさらに有し、
前記端末情報は、
　前記端末の位置情報を含む、
ことを特徴とする請求項５に記載の端末。
【請求項７】
（位置情報はGPSから取得：モバイル端末）
前記位置情報は、
　前記端末の緯度経度情報を含む、
ことを特徴とする請求項６に記載の端末。
【請求項８】
サーバおよび端末との通信を行う機器であって、
前記サーバに機器情報を送信する機器情報送信部と、
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前記サーバから操作コマンド待受け指示を受信する待受け指示受信部と、
前記操作コマンドが入力されると、前記サーバに操作コマンド入力通知を送信する操作コ
マンド判定部と、
前記端末から受信したペアリング情報に基づいて前記端末と通信を行う端末通信部と、
を有する、
ことを特徴とする機器。
【請求項９】
前記サーバに機器状態を送信する機器状態応答部、
をさらに有する、
ことを特徴とする請求項８に記載の機器。
【請求項１０】
前記機器状態は、
　電源状態がオンか待機状態かであることを含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の機器。
【請求項１１】
前記機器状態は、
　放送番組を視聴しているか否かであることを含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の機器。
【請求項１２】
前記機器情報は、
　住所情報を含む、
ことを特徴とする請求項９に記載の機器。
【請求項１３】
端末と複数の機器のうち一の機器とを紐付ける紐付け方法であって、
前記複数の機器の機器情報を保存する機器情報保存ステップと、
前記端末から受信した端末情報と関連する機器情報を有する機器を候補機器として決定す
る候補機器決定ステップと、
前記端末に前記候補機器の操作コマンドを送信する操作コマンド送信ステップと、
前記候補機器に前記操作コマンドを待ち受ける指示を送信する待受け指示送信ステップと
、
前記候補機器の一から前記操作コマンドの入力を受けた旨の通知を受信すると、前記操作
コマンドの入力を受けた旨の通知を送信した機器を特定するためのペアリング情報を前記
端末に送信するペアリング先通知送信ステップと、
から構成される、
ことを特徴とする紐付け方法。
【請求項１４】
端末と複数の機器のうち一の機器とを紐付ける紐付けプログラムであって、
コンピュータを、
前記複数の機器の機器情報を保存する機器情報保存手段と、
前記端末から受信した端末情報と関連する機器情報を有する機器を候補機器として決定す
る候補機器決定手段と、
前記端末に前記候補機器の操作コマンドを送信する操作コマンド送信手段と、
前記候補機器に前記操作コマンドを待ち受ける指示を送信する待受け指示送信手段と、
前記候補機器の一から前記操作コマンドの入力を受けた旨の通知を受信すると、前記操作
コマンドの入力を受けた旨の通知を送信した機器を特定するためのペアリング情報を前記
端末に送信するペアリング先通知送信手段と、
して動作させる、
ことを特徴とする紐付けプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、通信ネットワークを介して、モバイル端末と据置機器間とサーバを関連付け
て、端末と機器の間での通信を実現する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットに接続可能な携帯電話やタブレット型端末の増加に伴って、リビ
ングでのＴＶの視聴形態が変化している。具体的には、ＴＶで放送番組を視聴しながら手
元の携帯電話で番組に関連する情報を検索したり、知人とＴＶ番組の内容についての情報
交換を行う等の、「ながら視聴」と呼ばれる視聴スタイルが一般的になりつつある。
【０００３】
　このような視聴スタイルの変化にあわせて、ＴＶとモバイル端末が連携する様々なアプ
リケーションやサービスが実現されていくことで、ユーザ利便性の向上に寄与することが
できると考えられる。
【０００４】
　例えば、ＴＶ番組の視聴状態をサーバで把握し、適切なタイミングで番組に関連したコ
ンテンツを手元のモバイル端末へ提示するというようなアプリケーションが考えられ得る
が、このようなアプリケーションやサービスを実現していくためには、複雑な操作をユー
ザに強いることなく、ＴＶとモバイル端末とが簡単に関連付けられて連携できることが重
要である。
【０００５】
　ここで、モバイル端末とＴＶとサーバを関連付ける方法としては、例えば、特許文献１
に開示されるものがあり、特許文献１で開示されるシステムは、ＴＶに相当するコンピュ
ータクライアントと、携帯型コントローラ（携帯端末）は制御センター（サーバー）に接
続され、ポジショニングユニットは空間的な位置を指定して住居内の階または部屋、領域
を指定する機能を有し、コンピュータクライアントと携帯型コントローラに接続され、携
帯型コントローラの現在位置を判断し、特定の近傍内の他のシステムコンポーネントを制
御して、携帯型コントローラ上に現れるＧＵＩを介して出力コンポーネントを選択し、サ
ーバ、携帯型コントローラとＴＶは関連付けられるようにするシステムである。このよう
なシステムの場合、モバイル端末やクライアントの位置を特定するために何からのポジシ
ョニングユニットを必要とする場合、そのようなユニットが予め設置されていない環境で
は、それらの関連付けを行うことはできない。
【０００６】
　ポジショニングユニットを用いずに、近辺の機器との紐付けを行う方法としては、モバ
イル端末や機器に備わっている近接無線を用いるものがあり、例えば、特許文献２で開示
されている。
【０００７】
　特許文献２では、街頭に設置された公衆ディスプレイ装置１０１がネットワークと高速
に接続され、また、近距離にある携帯機器１０３と赤外線などで無線通信ができるように
し、携帯機器１０３は公衆ディスプレイ装置１０１のネットワークアドレスを無線通信に
よって取得し、ゲートウェイサーバ１０４へ携帯機器１０３のネットワークアドレスとと
もに送信する、という方法が開示されている。
【０００８】
　このようなシステムの場合、モバイル端末と機器とで同種の近接通信デバイスを有する
必要があるため、関連付けを行える端末と機器との組み合わせが限定される可能性が高い
。
【０００９】
　また、近接無線デバイスを用いない機器の関連付け方法としては、例えば、特許文献３
に開示されるものがある。
【００１０】
　特許文献３で開示されるシステムでは、情報提供装置４は、携帯電話機からのリクエス
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トを受け取ったとき、携帯電話ネットワークが提供する発信端末位置情報を取得するとと
もに、受け取り時刻を認知する。管理センター装置３と連携している情報提供装置４は、
リクエストを発信した携帯電話機の発信端末位置情報に基づいて、その携帯電話機の持ち
主は１００台の公衆ディスプレイ端末１ａ、１ｂ、…の内のどの駅に設置されている端末
を見ているかを、携帯電話の位置から最も至近距離にあるディスプレイ端末であることを
理由に同定するとともに、受け取った時刻の少し前に特定端末でどの広告番組が放映され
ていたのかを同定し、その特定番組に関連付けされたＷＷＷ文書データをレスポンスとし
て携帯電話機に送達する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特表２００７－５１７３１３号公報
【特許文献２】特開２００３－２２２２７号公報
【特許文献３】特開２００３－３０９６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、一般家庭内では、リビングにＴＶが存在して、すぐ隣の部屋にも別のＴ
Ｖがあるような環境が想定される。このような環境において、近接無線デバイスを用いず
にモバイル端末とモバイル端末から最も近い距離にあるＴＶを位置情報だけで関連付けよ
うとする場合、数メートル程度の精度をもって位置を識別する必要があり、位置情報取得
の方法によっては、至近距離にある機器を特定することができない。
【００１３】
　即ち、モバイル端末や機器の位置情報を用いて関連付ける機器を同定する方法において
、モバイル端末の周辺に複数の対象機器が存在する場合に、それらの対象機器の中から関
連付けを行う機器を、ユーザに複雑な操作を強いることなく特定する必要があった。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記課題を解決するために、本発明のサーバは、端末および複数の機器との通信を行う
サーバであって、前記複数の機器の機器情報を保存する機器情報保存部と、前記端末から
受信した端末情報と関連する機器情報を有する機器を候補機器として決定する候補機器決
定部と、前記端末に操作コマンドを送信する操作コマンド送信部と、前記候補機器に操作
コマンド待受け指示を送信する待受け指示送信部と、前記候補機器の一から操作コマンド
入力通知を受信すると、前記操作コマンド入力通知を送信した機器を特定するためのペア
リング情報を前記端末に送信するペアリング先通知送信部と、を有する、ことを特徴とす
る。
【００１５】
　また、本発明の端末は、サーバおよび複数の機器との通信を行う端末であって、前記サ
ーバに端末情報を送信する端末情報送信部と、前記サーバから受信した操作コマンドを提
示する操作コマンド取得提示部と、前記サーバから受信したペアリング情報に基づいて前
記複数の機器のうち一の機器と通信を行う機器通信部と、を有する、ことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の機器は、サーバおよび端末との通信を行う機器であって、前記サーバに
機器情報を送信する機器情報送信部と、前記サーバから操作コマンド待受け指示を受信す
る待受け指示受信部と、前記操作コマンドが入力されると、前記サーバに操作コマンド入
力通知を送信する操作コマンド判定部と、前記端末から受信したペアリング情報に基づい
て前記端末と通信を行う端末通信部と、を有する、ことを特徴とする。
【００１７】
　さらに、本発明の紐付け方法は、端末と複数の機器のうち一の機器とを紐付ける紐付け
方法であって、前記複数の機器の機器情報を保存する機器情報保存ステップと、前記端末
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から受信した端末情報と関連する機器情報を有する機器を候補機器として決定する候補機
器決定ステップと、前記端末に操作コマンドを送信する操作コマンド送信ステップと、前
記候補機器に操作コマンド待受け指示を送信する待受け指示送信ステップと、前記候補機
器の一から操作コマンド入力通知を受信すると、前記操作コマンド入力通知を送信した機
器を特定するためのペアリング情報を前記端末に送信するペアリング先通知送信ステップ
と、から構成される、ことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の紐付けプログラムは、端末と複数の機器のうち一の機器とを紐付ける紐
付けプログラムであって、コンピュータを、前記複数の機器の機器情報を保存する機器情
報保存手段と、前記端末から受信した端末情報と関連する機器情報を有する機器を候補機
器として決定する候補機器決定手段と、前記端末に操作コマンドを送信する操作コマンド
送信手段と、前記候補機器に操作コマンド待受け指示を送信する待受け指示送信手段と、
前記候補機器の一から操作コマンド入力通知を受信すると、前記操作コマンド入力通知を
送信した機器を特定するためのペアリング情報を前記端末に送信するペアリング先通知送
信手段と、して動作させる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明によれば、モバイル端末の周辺に複数の対象機器が存在す
る場合でも、ユーザが所望するＴＶをモバイル端末に関連付けて通信を行えるようになる
ため、モバイル端末、ＴＶ、インターネット上のサーバが連携するアプリの実現に寄与す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態１の紐付けシステムの構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１の紐付けシステムに含まれる、モバイル端末および機器の
動作を示すシーケンス図
【図３】本発明の実施の形態１のサーバが保存する機器情報のデータ構成図
【図４】本発明の実施の形態１のサーバが保存するペアリング用情報のデータ構成図
【図５】本発明の実施の形態１のモバイル端末の画面表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら説明する。以下、
従来例と同じ機能をもつ部分については同じ番号を付し、説明を省略する。
【００２２】
　（実施の形態１）
　以下では、本実施の形態１の紐付けシステムの構成および動作について詳細に説明する
。
【００２３】
　まず、図１を用いて、本実施の形態１の紐付けシステムの構成について説明する。
【００２４】
　本実施の形態１の紐付けシステムは、インターネット１００に接続されたサーバ１０１
と、携帯基地局１０２を介してインターネット１００に接続可能なモバイル端末１０３と
、ルータ１０４を介してインターネット１００に接続可能なＬＡＮ１０５と、ＬＡＮ１０
５に接続されるリビング機器１０６および寝室機器１０７と、ルータ１０８を介してイン
ターネット１００に接続可能な他地域端末１０９と、から構成され、サーバ１０１がモバ
イル端末１０３、リビング機器１０６、寝室機器１０７および他地域機器１０９の位置情
報を確認し、モバイル端末１０３と同位置にある機器を特定したのち、特定した機器の状
態を考慮した操作コマンドを決定し、特定した機器に対してコマンド待受指示を行い、モ
バイル端末１０３にユーザに提示するコマンドを通知し、モバイル端末１０３はユーザに
コマンドを提示し、コマンド待受指示を受けた機器はユーザから正しいコマンドを受け付
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けると、受け付けた旨をサーバ１０１に通知することで、モバイル端末１０３と機器とサ
ーバ１０１を関連付けるシステムである。
【００２５】
　サーバ１０１は、各機器の位置情報を記録する機器情報保存部１１０と、近くの機器を
特定してペアリングを行うためのペアリング処理依頼をモバイル端末１０３から受信する
と機器情報保存部１１０に蓄積された位置情報を用いてペアリング候補となる機器を特定
する候補機器決定部１１２と、ペアリングされたモバイル端末１０３の端末ＩＤと機器の
機器ＩＤとを紐づけて保持するペアリング情報保存部１１１と、候補機器決定部１１２で
決定したペアリング候補機器の状態を確認する機器状態問合せ部１１３と、機器状態を踏
まえて操作コマンドを生成する操作コマンド生成部１１４と、候補機器に対して操作コマ
ンドの待受指示を送信する待受指示送信部１１５と、モバイル端末１０３に対して操作コ
マンド提示依頼を送信する操作コマンド送信部１１６と、操作コマンドが入力された機器
からの通知を受信してペアリング対象の機器を特定する対象機器特定部１１７と、モバイ
ル端末１０３に対してペアリング対象機器に関する情報を通知するペアリング先通知送信
部１１８と、からなる。
【００２６】
　ここで、リビング機器１０６、寝室機器１０７、他地域機器１０９は据え置き型のＴＶ
であり、モバイル端末１０３は携帯電話である。
【００２７】
　機器情報保存部１１０内のデータ構成について図３に示す。データ構成は、機器ＩＤ部
分３０１と、機器位置情報部分３０２と、その機器への通信を行うための機器アドレス情
報部分３０３からなる。なお、本実施例では、アドレス情報として、送信元ＩＰアドレス
を用いるものとする。
【００２８】
　ここで、位置情報とは、機器の地理的位置を示す情報であり、例えば、経度と緯度から
なる情報である。この位置情報の精度は、数十メートル四方に位置する機器を確認できる
程度でよい。
【００２９】
　ペアリング情報保存部１１１内のデータ構成について図４に示す。データ構成は、セッ
ション番号部分４０１と、ペアリング処理を依頼した端末を特定するための依頼端末ＩＤ
部分４０２と、ペアリング対象機器の候補を示す候補機器ＩＤ部分４０３と、操作コマン
ド部分４０４と、待受時間部分４０５と、候補機器の中からペアリング対象の機器と決定
した機器のＩＤである対象機器ＩＤ部分４０６からなる。
【００３０】
　ここで、セッション番号とは複数のペアリング処理が並行して行われる場合におけるペ
アリング処理を区別するためのセッション管理用の番号であり、操作コマンドとはペアリ
ングしたい機器に対してユーザが入力するコマンドであり、待受時間とは機器の待受状態
を待ち受ける処理のタイムアウト時間である。
【００３１】
　待受指示送信部１１５が送信する待受指示には、機器が待受ける操作コマンドと、待受
時間と、セッション番号が含まれる。
【００３２】
　操作コマンド送信部１１６が送信する操作コマンド提示依頼には、操作コマンドと待受
時間とセッション番号が含まれる。
【００３３】
　モバイル端末１０３は、端末を特定するための端末ＩＤを保存する端末ＩＤ保存部１１
９と、モバイル端末１０３の位置情報を検出する位置情報検出部１２０と、サーバ１０１
から操作コマンドを取得してユーザに提示する操作コマンド取得提示部１２１、ペアリン
グされた機器のＩＤを保存するペアリング情報保存部１２２と、からなる。
【００３４】
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　ここで、位置情報検出部１２０は、経度緯度の情報をＧＰＳにより検出する。
【００３５】
　リビング機器１０６は、機器を特定するための機器ＩＤを保存する機器ＩＤ保存部１２
３と、機器が設置されている位置の住所情報を保持する位置情報保持部１２４と、サーバ
１０１からの状態問合せに対して機器状態を応答する機器状態応答部１２５と、サーバ１
０１から待受指示を受信する待受指示受信部１２６と、ユーザにより入力されたコマンド
を判定して、待受指示に含まれている操作コマンドと一致するかを判定する操作コマンド
判定部１２７と、ペアリングされた機器のＩＤを保存するペアリング情報保存部１２８と
、からなる。
【００３６】
　ここで、位置情報保持部１２４が保持する機器の住所情報は、予めユーザが入力した住
所情報である。
【００３７】
　寝室機器１０７は、リビング機器１０６と同様の構成を有する機器であり（寝室機器１
０７の内部構成の図示は省略）、リビング機器１０６と同一の住所情報をもつ。
【００３８】
　他地域機器１０９は、リビング機器１０６と同様の構成を有する機器であり（他地域機
器１０９の内部構成の図示は省略）、リビング機器１０６とは異なる住所情報をもつ。
【００３９】
　続いて、本実施の形態１の紐付けシステムの動作について説明する。
【００４０】
　図２に本発明の実施の形態１の紐付けシステムの動作および通信シーケンスを示す。
【００４１】
　本実施例においては、ユーザ（図示ぜず）は、リビング機器１０６と寝室機器１０７を
ユーザ宅に設置しているものとする。また、ユーザはモバイル端末１０３を携帯して、ユ
ーザ宅から地理的に離れた位置にいるものとする。
【００４２】
　モバイル端末１０３は端末ＩＤ保存部１１９に端末ＩＤとして「ＭＩＤ１」を保持し、
リビング機器１０６は機器ＩＤ保存部１２３に機器ＩＤとして「ＴＩＤ１」を保持し、寝
室機器１０７は機器ＩＤ保存部（図示せず）に機器ＩＤとして「ＴＩＤ２」を保持し、他
地域機器１０９は機器ＩＤ保存部（図示せず）に機器ＩＤとして「ＴＩＤ９」を保持する
とする。
【００４３】
　また、リビング機器１０６は位置情報保持部１２４に住所情報として「大阪府門真市○
○町ＸＸ番ＹＹ号」を保持し、寝室機器１０７は位置情報保持部（図示せず）に住所情報
として「大阪府門真市○○町ＸＸ番ＹＹ号」を保持し、他地域機器１０９は位置情報保持
部（図示せず）に住所情報として「大阪府大阪市ＡＡ番ＢＢ号」を保持しているとする。
【００４４】
　リビング機器１０６は、サーバ１０１に対して、機器ＩＤ「ＴＩＤ１」と住所情報「大
阪府門真市○○町ＸＸ番ＹＹ号」とサーバ１０１からリビング機器１０６への通信を行う
ためのアドレス情報を含む機器情報登録依頼を送付し、サーバ１０１は、住所情報に基づ
いて、リビング機器１０６が設置されている位置の位置情報に変換して、機器ＩＤととも
に機器情報保存部１１０に保存する（Ｓ２０１）。本実施例の場合は、「大阪府門真市○
○町ＸＸ番ＹＹ号」が「Ｅ１３５°３５′５３．９０：Ｎ３４°４４′２０．５０」に変
換されて保持される。
【００４５】
　寝室機器１０７は、サーバ１０１に対して、機器ＩＤ「ＴＩＤ２」と住所情報「大阪府
門真市○○町ＸＸ番ＹＹ号」とサーバ１０１から寝室機器１０７への通信を行うためのア
ドレス情報を含む機器情報登録依頼を送付し、サーバ１０１は、住所情報に基づいて、寝
室機器１０７が設置されている位置の位置情報に変換して、機器ＩＤとともに機器情報保
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存部１１０に保存する（Ｓ２０２）。本実施例の場合は、「大阪府門真市○○町ＸＸ番Ｙ
Ｙ号」が「Ｅ１３５°３５′５３．９０：Ｎ３４°４４′２０．５０」に変換されて保持
される。
【００４６】
　他地域機器１０９は、サーバ１０１に対して、機器ＩＤ「ＴＩＤ９」と住所情報「大阪
府大阪市ＡＡ番ＢＢ号」とサーバ１０１から他地域機器１０９への通信を行うためのアド
レス情報を含む機器情報登録依頼を送付し、サーバ１０１は、住所情報に基づいて、他地
域機器１０９が設置されている位置の位置情報に変換して、機器ＩＤとともに機器情報保
存部１１０に保存する（Ｓ２０３）。本実施例の場合は、「大阪府大阪市ＡＡ番ＢＢ号」
が「Ｅ１３５°３０′１０．４０：Ｎ３４°４１′７４．１０」に変換されて保持される
。
【００４７】
　リビング機器１０６、寝室機器１０７、他地域機器１０９の機器情報を格納した後の、
機器情報保存部１１０内のデータについて、図３のデータエントリ３０４、３０５および
３０６に示す。
【００４８】
　次に、ユーザが地理的に離れた位置から、リビング機器１０６および寝室機器１０７が
設置されているユーザ宅に移動する（Ｓ２０４）。
【００４９】
　そして、ユーザはモバイル端末１０３を操作して、モバイル端末１０３に対して「近く
の機器にペアリング」を指示する（Ｓ２０５）と、モバイル端末１０３は、サーバ１０１
に対して、機器ＩＤ「ＭＩＤ１」と位置情報検出部１２０によって検出した現在の位置情
報「Ｅ１３５°３５′５３．９０：Ｎ３４°４４′２０．５０」を含むペアリング処理依
頼を送付する（Ｓ２０６）。
【００５０】
　サーバ１０１は、ペアリング処理依頼を受信すると、セッション番号として「ＳＮＯ１
」を生成し、モバイル端末１０３の端末ＩＤ「ＭＩＤ１」とあわせてペアリング用情報を
生成し、ペアリング情報保存部１１１に保持する（Ｓ２０７）。
【００５１】
　サーバ１０１がペアリング処理依頼を受け取ると、サーバ１０１の候補機器決定部１１
２は、ペアリング処理依頼に含まれる位置情報と、機器情報保存部１１０に含まれる機器
位置情報３０２を比較して、機器位置情報が一致する機器を候補機器として特定する（Ｓ
２０８）。これにより、位置情報が一致する機器に限定してペアリング処理を行うことが
可能になるため、サーバに登録されている全機器を対象とする場合に比べて、処理負荷が
低減されるだけでなく、ユーザの物理的近くにない機器が間違ってペアリングされてしま
うことを回避することができる。ここでは、リビング機器１０６と寝室機器１０７が候補
機器として決定される。
【００５２】
　なお、前述の候補機器決定部１１２が行う候補機器を特定する処理において、ペアリン
グ処理依頼に含まれる位置情報の近傍の機器位置情報を持つ機器を候補機器として特定し
てもよく、ペアリング処理依頼に含まれる位置情報と完全に一致する機器位置情報をもつ
機器のみを候補機器として特定することに限定されるものではない。
【００５３】
　サーバ１０１は、候補機器に決定されたリビング機器１０６および寝室機器１０７に対
して機器状態を問合せ、リビング機器１０６および寝室機器１０７はそれぞれの機器状態
を応答する（Ｓ２０９）。ここでは、リビング機器１０６、寝室機器１０７共に、待機状
態（コンセントに接続されているが電源は切られている状態）であるとする。
【００５４】
　サーバ１０１は、候補機器から取得した機器状態に基づいて、操作コマンドを生成する
（Ｓ２１０）。この操作コマンドを設けることで、同じ機器位置に存在する複数台の機器
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から機器を特定すること、および、ユーザが操作可能な位置にある機器であることを確認
することにより、他人宅機器の不正利用回避が実現できる。
【００５５】
　さらに、ペアリング時の複数機器の利用状況に応じた操作コマンドを生成するため、例
えば、複数機器の内で幾つかの機器は電源オン状態で動作しておりその他の機器は待機状
態となっている場合、単純に電源ボタンを短時間押すと機器の電源がオンまたはオフして
しまうため、「電源ボタンを３秒長押し」とすることで電源状態によらずに共通の操作コ
マンドを生成することが可能である。また、例えば、機器で放送番組視聴中の場合、単純
に視聴中以外のチャンネルボタンを押すとチャンネルが切り替わってしまうため、「視聴
中のチャンネルボタンを長押し」などのコマンドとすることで、候補機器で視聴中のユー
ザの邪魔をせずにペアリング処理を行うことができる。
【００５６】
　ここでは、リビング機器１０６、寝室機器１０７共に待機状態であることを踏まえて、
操作コマンドを「リモコン上で決定キーを押しながら電源ボタンを押下する」とする。
【００５７】
　サーバ１０１は、リビング機器１０６および寝室機器１０７に対して、操作コマンドと
待受時間とセッション番号「ＳＮＯ１」を含む待受指示を送付する（Ｓ２１１）。ここで
、待受時間を設定することで、待受時間経過後、結果的にペアリングされなかった機器に
対してサーバ１０１から待受解除指示を送付することなしに待受状態を解除できるため、
通信量を削減することができる。ここでは、待受時間として「６０秒」が指定されるとす
る。
【００５８】
　サーバ１０１は、モバイル端末１０３に対して、操作コマンドとセッション番号「ＳＮ
Ｏ１」を含む操作コマンド提示依頼を送付する（Ｓ２１２）。
【００５９】
　モバイル端末１０３は、操作コマンド提示依頼を受信すると、表示画面（構成は図示せ
ず）を用いて操作コマンドを提示する（Ｓ２１３）。図５に、操作コマンドを画面提示す
る際の一例を示す。
【００６０】
　ユーザは、モバイル端末１０３の画面表示に従って、リビング機器１０６に対して操作
コマンドを入力する（Ｓ２１４）。ここでは、ユーザは、リビング機器１０６に対して、
リビング機器１０６のリモコン上で決定キーを押しながら電源ボタンを押下する。
【００６１】
　リビング機器１０６は、ユーザから入力されたコマンドが待受指示に含まれる操作コマ
ンドと一致するかを判定する（Ｓ２１５）。これにより、ペアリングを希望するユーザ以
外の人物が待受時間中に行った適当な操作により誤ったペアリングがなされてしまうこと
が回避できる。ここでは、待受時間中に操作コマンドに一致する入力がなされたものとす
る。
【００６２】
　リビング機器１０６は、サーバ１０１に対して、セッション番号「ＳＮＯ１」と機器Ｉ
Ｄ「ＴＩＤ１」とを含む操作コマンド入力通知を送付する（Ｓ２１６）。
【００６３】
　サーバ１０１は操作コマンド入力通知を受信すると、セッション番号「ＳＮＯ１」と操
作コマンド入力通知に含まれる機器ＩＤ「ＴＩＤ１」を確認して、ペアリング対象の機器
をリビング機器１０６と特定して、モバイル端末１０３の端末ＩＤ「ＭＩＤ１」とリビン
グ機器の機器ＩＤ「ＴＩＤ１」とを関連付けてペアリング情報として保存する（Ｓ２１７
）。ここでは、モバイル端末１０３の端末ＩＤ「ＭＩＤ１」とリビング機器１０６の機器
ＩＤ「ＴＩＤ１」が関連付けて保存される。その際のペアリング情報保存部１１１内のデ
ータについて、図４のデータエントリ４０７に示す。
【００６４】
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　サーバ１０１は、モバイル端末１０３に対して、セッション番号「ＳＮＯ１」と、リビ
ング機器１０６の機器ＩＤ「ＴＩＤ１」と、リビング機器１０６のアドレス情報を含むペ
アリング先通知を送信し（Ｓ２１８）、モバイル端末１０３は、リビング機器１０６に対
して、セッション番号「ＳＮＯ１」と、モバイル端末１０３の端末ＩＤ「ＭＩＤ１」と、
モバイル端末１０３のアドレス情報を含むペアリング通知を送信する（Ｓ２１９）。これ
により、ペアリングされたモバイル端末１０３とリビング機器１０６間での相互通信を行
うことができる。
【００６５】
　なお、本実施例においては、機器が存在する位置を示す情報として住所情報を用いたが
、これに限定するものでもなく、機器位置情報として郵便番号を用いたり、機器自体にＧ
ＰＳ機能を搭載したり、ＧＰＳ機能を搭載した他のデバイスと有線接続または無線接続し
てＧＰＳ情報を取得してもよい。
【００６６】
　なお、本実施例においては、機器をＴＶとしたが、通信機能を有する機器であればよい
ため、これに限定されることはなく、例えば、ＨＤＤレコーダやＰＣや音楽プレーヤーや
エアーコンディショナーなどであってもよい。
【００６７】
　なお、本実施例においては、機器を据え置き型としたが、ポータブル型であってもよく
、この場合、機器の移動に伴ってサーバが保持する機器位置情報がリアルタイムまたは短
期間で更新されることで同様の効果を有する。
【００６８】
　なお、操作コマンドは「リモコンの決定キーを押しながら電源ボタンを押下する」とし
たが、各機器の状態を考慮したもの（例えば、番組視聴中ならチャンネル釦押下や電源釦
押下を含まない操作コマンド）かつ待受期間中に他ユーザの通常のＴＶ操作では入力され
得ない範囲のものであればよい。
【００６９】
　また、操作コマンドを入力するのではなく、数字列や文字列などのパスフレーズの入力
をユーザに求めてもよい。この場合、ＴＶ側で「ペアリングパス入力」メニューを設けて
、モバイル端末で表示されたパスフレーズを入力させるようにしてもよい。
【００７０】
　なお、位置情報検出部１２０は、経度緯度の情報をＧＰＳにより検出するとしたが、こ
れに限定するものでもなく、郵便番号でもよい。
【００７１】
　なお、機器に入力されたコマンドが操作コマンドと一致しているかを機器で判定したが
、これに限定するものではなく、サーバ側で判定してもよい。これにより、機器での処理
負荷を低減することができる。
【００７２】
　なお、モバイル端末がユーザ宅の位置情報を予め記憶しておき、地理的にユーザ宅と一
致したら、ペアリング処理依頼を自動的にサーバに送信することで、自動ペアリングを行
ってもよい。
【００７３】
　なお、モバイル端末上でユーザに操作コマンドを提示する際、モバイル端末とＴＶに共
通の通信手段（赤外線やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や無線ＬＡＮなど）が存在する
場合には、モバイル端末をＴＶのリモコンとして利用することが可能であってもよく、こ
れを制限するものでもない。この場合、手元のモバイル端末でＴＶを操作すればよく、わ
ざわざＴＶのリモコンに持ち換える必要がなくなるため、ユーザの使い勝手の向上にさら
なる効果を有する。
【００７４】
　なお、本実施例では、機器情報保存部１１０で機器情報を格納している機器の中から、
機器状態を確認したり操作コマンドを待ち受けたりする候補機器を決定するための情報と
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してモバイル端末の位置情報や機器の機器位置情報を用いたが、候補機器を選別するため
の情報は必ずしも位置情報に限定されず、例えば、機器情報保存部１１０で保存する機器
に紐づいた情報として、各機器を所有しているユーザが所有するモバイル端末の電話番号
を保存しておき、ペアリング処理依頼（Ｓ２０６）時に、モバイル端末はモバイル端末自
身の電話番号を合わせて送付して、サーバはモバイル端末から受け取ったモバイル端末の
電話番号と、機器に紐づいた電話番号との一致を以て候補機器の決定を行ってもよい。ま
た、例えば、機器情報保存部１１０で保存する機器に紐づいた情報として、各機器を所有
しているユーザ毎を示すユーザＩＤを保存しておき、ペアリング処理依頼（Ｓ２０６）時
にモバイル端末に事前に登録されたユーザＩＤをあわせて送付して、サーバはモバイル端
末から受け取ったユーザＩＤと、機器に紐づいたユーザＩＤとの一致を以て候補機器の決
定を行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明に係る紐付け方法は、ユーザが所望する機器とモバイル端末とを簡単に関連付け
て通信を行えるようになるという効果を有し、モバイル端末、機器、インターネット上の
サーバが連携する多様なアプリケーションやサービスを実現するための、モバイル端末、
機器、サーバ、およびそれらの紐付け方法として有用である。
【符号の説明】
【００７６】
　１００　インターネット
　１０１　サーバ
　１０３　モバイル機器
　１０６　リビング機器
　１０７　寝室機器
　１０９　他地域機器
　１１０　機器情報保存部
　１１１　ペアリング情報保存部
　１１２　候補機器決定部
　１１３　機器状態問合せ部
　１１４　操作コマンド生成部
　１１５　待受指示送信部
　１１６　操作コマンド送信部
　１１７　対象機器特定部
　１１８　ペアリング先通知送信部
　１２０　位置情報検出部
　１２１　操作コマンド取得提示部
　１２２　ペアリング情報保存部
　１２４　位置情報保持部
　１２５　機器状態応答部
　１２６　待受指示受信部
　１２７　操作コマンド判定部
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