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(57)【要約】
【課題】無線ＬＡＮなどの狭域通信ネットワークを用い
、電子機器と通信端末装置との間でボタンを押すなどの
物理的な操作を行って組み合わせを登録する技術におい
て、狭域通信ネットワーク上に未登録機器が複数存在す
る場合であっても、通信端末装置の画面内の未登録機器
と実際の電子機器との対応関係を簡単に確認できるよう
にして、登録作業を容易にする。
【解決手段】登録支援システムは、通信端末装置（３０
）にて未登録機器選択画面において登録対象の電子機器
（１０）が選択されると、選択された電子機器（１０）
に選択されたことを狭域通信ネットワークを介して通知
し、電子機器（１０）は、選択された電子機器であるこ
とを報知する選択報知部（報知制御部２５、報知部１９
）を備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広域通信ネットワークに接続されたサーバ装置を介して、通信端末装置が電子機器を遠
隔操作する遠隔操作システムに搭載され、遠隔操作を可能とする通信端末装置と電子機器
との組み合わせを前記サーバ装置に登録する作業を支援する登録支援システムであって、
　前記通信端末装置に搭載される、
　狭域通信ネットワークに接続されている電子機器の中から、前記サーバ装置に登録する
ことによって当該通信端末装置による遠隔操作が可能となる未登録の電子機器を検索する
未登録機器検索部と、
　前記未登録機器検索部で検出された未登録の電子機器の中から任意の１台を選択させる
ための未登録機器選択画面を表示部に表示させる表示制御部と、
　前記未登録機器選択画面にて１台の電子機器が選択されると、前記狭域通信ネットワー
クを介して、選択された前記電子機器に、選択された電子機器であることを通知する選択
通知部と、
　前記電子機器に搭載される、
　前記通信端末装置より前記狭域通信ネットワークを介して選択されたことが通知される
と、選択された電子機器であることを報知する選択報知部と、
を備えることを特徴とする登録支援システム。
【請求項２】
　前記選択報知部は、光にて報知することを特徴とする請求項１に記載の登録支援システ
ム。
【請求項３】
　前記選択報知部は、音にて報知することを特徴とする請求項１に記載の登録支援システ
ム。
【請求項４】
　前記サーバ装置は、１台の電子機器に対して遠隔操作可能に組み合わせられる通信端末
装置に台数制限を設けており、
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、未登録の電子機器それぞれにつ
いて組み合わせが可能な残り台数に関する情報を併せて表示することを特徴とする請求項
１から３の何れか１項に記載の登録支援システム。
【請求項５】
　前記サーバ装置は、１台の電子機器に対して遠隔操作可能に組み合わせられる通信端末
装置に台数制限を設けており、
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、組み合わせが可能な制限台数に
達している電子機器には、制限台数に達しているために組み合わせを登録できないこと知
らせるメッセージを併せて表示することを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載
の登録支援システム。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面を、当該通信端末装置との組み合わせが既
に登録されている電子機器の中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器
選択画面に含めて表示し、該画面において、操作対象の電子機器を選択するためのボタン
と未登録の電子機器を選択するためのボタンとで、それぞれの表示形態を異ならせること
を特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の登録支援システム。
【請求項７】
　前記電子機器は、当該電子機器に対して所定の操作がなされると、操作されたことを前
記サーバ装置に通知する第１操作通知部を備え、
　前記サーバ装置は、前記電子機器より操作されたことが通知されると、操作された電子
機器との組み合わせが登録され、かつログイン状態にある前記通信端末装置に対して、前
記電子機器が操作されたことを通知する第２操作通知部を備え、
　前記通信端末装置は、当該通信端末装置との組み合わせが既に登録されている電子機器
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の中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器選択画面を表示している状
態で、前記サーバ装置より、該画面に選択するためのボタンを表示している登録済の電子
機器に対して操作がなされたことが通知されると、操作がなされた電子機器を選択するた
めのボタンの表示形態を切り替えることを特徴とする請求項１から６の何れか１項に記載
の登録支援システム。
【請求項８】
　前記表示制御部は、当該通信端末装置との組み合わせが既に登録されている電子機器の
中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器選択画面において、当該通信
端末装置とのみ組み合わせが登録されている電子機器と、他の通信端末装置とも組み合わ
せが登録されている電子機器とで、それぞれを選択するためのボタンの表示形態を異なら
せることを特徴とする請求項１から７の何れか１項に記載の登録支援システム。
【請求項９】
　前記サーバ装置は、前記電子機器１台に対し宅内共通識別情報を１つのみ対応付け可能
とし、前記宅内共通識別情報に対応付けた前記通信端末装置と、前記狭域通信ネットワー
クに接続された前記電子機器との間で所定の物理的な操作が成され、所定の期間内に前記
通信端末装置および前記電子機器それぞれから操作が成されたことを通知する信号を受信
すると、前記宅内共通識別情報に前記電子機器と前記通信端末装置とを対応付けて、遠隔
操作可能な組み合わせとして登録することを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記
載の登録支援システム。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、前記未登録機器検索部が検出し
た未登録の電子機器のうち、当該通信端末装置が対応付けられている宅内共通識別情報と
は異なる宅内共通識別情報に対応付けられている電子機器については、他の宅内共通識別
情報に対応付けられているために登録できないことを知らせるメッセージを表示すること
を特徴とする請求項９に記載の登録支援システム。
【請求項１１】
　　前記電子機器に搭載される、
　狭域通信ネットワークに接続されている電子機器の中から、既に前記サーバ装置に登録
されている電子機器を検索する登録済機器検索部と、
　前記登録済機器検索部にて登録済の前記電子機器が検出されると、該登録済の電子機器
に対して、該登録済の電子機器が対応付けらえている前記宅内共通識別情報を含む認証情
報を前記サーバ装置より取得するよう要求する認証情報取得要求部と、
　前記登録済の電子機器から、該登録済の電子機器が対応付けられている前記宅内共通識
別情報を含む認証情報を受信すると、前記サーバ装置に対して、該認証情報と自機の機器
識別情報とをセットして、当該認証情報で特定される通信端末装置との遠隔操作を可能と
する組み合わせを登録するよう要求する登録要求部と、
　別の電子機器から認証情報の取得を要求されると、前記サーバ装置に自機の認証情報を
要求する認証情報送信要求部と、
　前記サーバ装置に搭載される、
　登録済の電子機器より認証情報が要求されると認証情報を送信する認証情報送信部と、
　未登録の電子機器より前記登録の要求を受信すると、前記認証情報で特定される前記通
信端末装置がログイン状態となるまで承認待ちとして待機し、ログイン状態となると登録
要求を承認するか否かを前記通信端末装置に問い合わせ、前記通信端末装置にて承認され
ると、前記電子機器と前記通信端末装置とを遠隔操作可能な組み合わせとして登録する援
用登録部と、
　前記通信端末装置に備えられる、
　前記サーバ装置から承認が問い合わされると、承認するか否かを選択させるための承認
画面を表示する前記表示制御部と、
　前記承認画面にて承認されると、前記サーバ装置に承認されたことを通知する承認通知
部と、
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を備えることを特徴とする請求項９又は１０に記載の登録支援システム。
【請求項１２】
　広域通信ネットワークに接続されたサーバ装置に、当該通信端末装置との遠隔操作を可
能とする組み合わせを登録することにより、当該通信端末装置による前記サーバ装置を介
しての遠隔操作が可能となる未登録の電子機器を、狭域通信ネットワークに接続されてい
る電子機器の中から検索する未登録機器検索部と、
　前記未登録機器検索部で検出された未登録の電子機器の中から任意の１台を選択させる
ための未登録機器選択画面を表示部に表示させる表示制御部と、
　前記未登録機器選択画面にて１台の電子機器が選択されると、前記狭域通信ネットワー
クを介して、選択された前記電子機器に、選択された電子機器であることを通知する選択
通知部とを備えることを特徴とする通信端末装置。
【請求項１３】
　１台の電子機器に対して遠隔操作可能に組み合わせられる通信端末装置に台数制限が設
けられている場合に、
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、未登録の電子機器それぞれにつ
いて組み合わせが可能な残り台数に関する情報を併せて表示することを特徴とする請求項
１２に記載の通信端末装置。
【請求項１４】
　１台の電子機器に対して遠隔操作可能に組み合わせられる通信端末装置に台数制限が設
けられている場合に、
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、組み合わせが可能な制限台数に
達している電子機器には、制限台数に達しているために組み合わせを登録できないこと知
らせるメッセージを併せて表示することを特徴とする請求項１２に記載の通信端末装置。
【請求項１５】
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面を、当該通信端末装置との組み合わせが既
に登録されている電子機器の中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器
選択画面に含めて表示し、該画面において、操作対象の電子機器を選択するためのボタン
と未登録の電子機器を選択するためのボタンとで、それぞれの表示形態を異ならせること
を特徴とする請求項１２から１４の何れか１項に記載の通信端末装置。
【請求項１６】
　前記通信端末装置は、当該通信端末装置との組み合わせが既に登録されている電子機器
の中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器選択画面を表示している状
態で、前記サーバ装置より、該画面に選択するためのボタンを表示している登録済の電子
機器に対して操作がなされたことが通知されると、操作がなされた電子機器を選択するた
めのボタンの表示形態を切り替えることを特徴とする請求項１２から１５の何れか１項に
記載の通信端末装置。
【請求項１７】
　前記表示制御部は、当該通信端末装置との組み合わせが既に登録されている電子機器の
中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器選択画面において、当該通信
端末装置とのみ組み合わせが登録されている電子機器と、他の通信端末装置とも組み合わ
せが登録されている電子機器とで、それぞれを選択するためのボタンの表示形態を異なら
せることを特徴とする請求項１２から１６の何れか１項に記載の通信端末装置。
【請求項１８】
　遠隔操作可能な電子機器と通信端末装置との組み合わせが、宅内共通識別情報に対応つ
けて登録され、電子機器１台に対して宅内共通識別情報は１つのみ対応付け可能である場
合に、
　前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、前記未登録機器検索部が検出し
た未登録の電子機器のうち、当該通信端末装置が対応付けられている宅内共通識別情報と
は異なる宅内共通識別情報に対応付けられている電子機器については、他の宅内共通識別
情報に対応付けられているために登録できないことを知らせるメッセージを表示すること
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を特徴とする請求項１２から１７の何れか１項に記載の通信端末装置。
【請求項１９】
　前記サーバ装置から未登録の電子機器からの登録要求を承認するか否かを問い合わされ
ると、承認するか否かを選択させるための承認画面を表示する前記表示制御部と、
　前記承認画面にて承認されると、前記サーバ装置に承認されたことを通知する承認通知
部と、
を備えることを特徴とする請求項１２から１８の何れか１項に記載の通信端末装置。
【請求項２０】
　広域通信ネットワークに接続されたサーバ装置に、通信端末装置との遠隔操作を可能と
する組み合わせが登録されることにより、登録された通信端末装置による前記サーバ装置
を介しての遠隔操作が可能となる電子機器であって、
　通信端末装置より狭域通信ネットワークを介して選択されたことが通知されると、選択
された電子機器であることを報知する選択報知部を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２１】
　当該電子機器に対して所定の操作がなされると、操作されたことを前記サーバ装置に通
知する第１操作通知部を備えることを特徴とする請求項２０に記載の電子機器。
【請求項２２】
　狭域通信ネットワークに接続されている電子機器の中から、既に前記サーバ装置に登録
されている電子機器を検索する登録済機器検索部と、
　前記登録済機器検索部にて登録済の前記電子機器が検出されると、該登録済の電子機器
に対して、該登録済の電子機器が対応付けらえている宅内共通識別情報を含む認証情報を
前記サーバ装置より取得するよう要求する認証情報取得要求部と、
　前記登録済の電子機器から、該登録済の電子機器が対応付けられている前記宅内共通識
別情報を含む認証情報を受信すると、前記サーバ装置に対して、該認証情報と自機の機器
識別情報とをセットして、当該認証情報で特定される通信端末装置との遠隔操作を可能と
する組み合わせを登録するよう要求する登録要求部と、
　別の電子機器から認証情報の取得を要求されると、前記サーバ装置に自機の認証情報を
要求する認証情報送信要求部と、
を備えることを特徴とする請求項２０又は２１に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバ装置を介して、電子機器を通信端末装置より遠隔操作する遠隔操作シ
ステムに搭載される技術であって、遠隔操作を可能とする通信端末装置と電子機器との組
み合わせをサーバ装置に登録する作業（ペアリング）を支援する登録支援システムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機などの通信端末装置を用いて、通信ネットワーク上のサーバ装置を介
して各種電子機器を遠隔操作する技術が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、広域通信ネットワークに接続されたセンターサーバが、顧客
管理データベースにユーザ情報と製品名，製品形式名等のデータを登録しておき、ユーザ
情報を登録済のユーザより、通信端末装置を用いて、登録した機器の遠隔操作を要求され
ると、要求された機器を遠隔操作できるようにすることが記載されている。センターサー
バへは、ユーザがユーザ登録カードのバーコードを読み取ってユーザ登録ページをダウン
ロードし、個人情報を入力することで、ユーザ情報と共に、製品名，製品形式名等が登録
される。
【０００４】
　また、従来、スマートフォン等の通信端末装置に専用アプリ（アプリケーション）をダ
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ウンロードしてペアリング画面を表示し、電子機器側の登録ボタンを押しながらペアリン
グ画面の登録ボタンを押すなどの操作を行うことで、無線ＬＡＮなどの狭域通信ネットワ
ークを用いて両者の間にリンクを設定し、遠隔操作可能な組み合わせとしてサーバ装置へ
登録するものもある。以下において、組み合わせを登録することをペアリングするとも表
現する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３４５０５１号公報（２００２年１１月２９日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、無線ＬＡＮなどの狭域通信ネットワークを用い、電子機器と通信端末装
置との間でボタンを押すなどの物理的な操作を行ってペアリングする従来技術においては
、狭域通信ネットワークに接続されている未登録の電子機器が複数台ある場合、ペアリン
グ作業が煩わしいといった問題がある。これについて、具体的に説明する。
【０００７】
　ペアリングに際して、宅内の無線ＬＡＮに複数の未登録の電子機器（未登録機器）が接
続されていると、通信端末装置の画面に複数の未登録機器が表示される。そのため、画面
内の未登録機器と宅内の電子機器との対応関係が不明で、通信端末装置との間で物理的な
操作を行うべき対象機器を一目瞭然に特定することができない。
【０００８】
　そのため、未登録の電子機器の電源を１台ずつＯＮして無線ＬＡＮに接続して、画面内
の未登録機器と実際の電子機器との対応付けを行ったり、電子機器よりＭＡＣアドレスと
共に製造番号の情報を取得して未登録機器の情報として表示し、電子機器の製造番号を照
らし合わせて対応付けを行ったりする必要がある。しかしながら、このような手順は、ユ
ーザに煩わしい作業を強いることとなる。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点を鑑みてなされたものであり、その目的は、無線ＬＡＮなどの
狭域通信ネットワークを用い、電子機器と通信端末装置との間でボタンを押すなどの物理
的な操作を行って組み合わせを登録（ペアリング）する技術において、狭域通信ネットワ
ーク上に未登録機器が複数存在する場合であっても、通信端末装置の画面内の未登録機器
と実際の電子機器との対応関係を簡単に確認できるようにして、登録作業を容易にするこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支
援システムは、広域通信ネットワークに接続されたサーバ装置を介して、通信端末装置が
電子機器を遠隔操作する遠隔操作システムに搭載され、遠隔操作を可能とする通信端末装
置と電子機器との組み合わせを前記サーバ装置に登録する作業を支援する登録支援システ
ムであって、前記通信端末装置に搭載される、狭域通信ネットワークに接続されている電
子機器の中から、前記サーバ装置に登録することによって当該通信端末装置による遠隔操
作が可能となる未登録の電子機器を検索する未登録機器検索部と、前記未登録機器検索部
で検出された未登録の電子機器の中から任意の１台を選択させるための未登録機器選択画
面を自機の備える表示部に表示させる表示制御部と、前記未登録機器選択画面にて１台の
電子機器が選択されると、前記狭域通信ネットワークを介して、選択された前記電子機器
に、選択された電子機器であることを通知する選択通知部と、前記電子機器に搭載される
、前記通信端末装置より前記狭域通信ネットワークを介して前記選択されたことが通知さ
れると、選択された電子機器であることを報知する選択報知部と、を備えることを特徴と
する。
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【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、無線ＬＡＮなどの狭域通信ネットワークを用い、電子機器と
通信端末装置との間でボタンを押すなどの物理的な操作を行って組み合わせを登録（ペア
リング）する技術において、狭域通信ネットワーク上に未登録機器が複数存在する場合で
あっても、通信端末装置の画面内の未登録機器と実際の電子機器との対応関係を簡単に確
認できるようにして、登録作業を容易にするといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の一形態にかかる遠隔操作システムの概略構成を示す図である。
【図２】上記遠隔操作システムにおける通信端末装置の概略構成を示す図である。
【図３】上記遠隔操作システムにおける電子機器とこれに接続された家電アダプタの概略
構成を示す図である。
【図４】上記遠隔システムにおける電子機器に接続された家電アダプタの操作部および報
知部を拡大して示す図である。
【図５】上記遠隔操作システムにおけるクラウドサーバの概略構成を示す図である。
【図６】上記遠隔操作システムにおける、通信端末装置を用いて電子機器を遠隔操作する
イメージを示す図である。
【図７】上記遠隔操作システムにおける通信端末装置が表示するログイン画面の一例を示
す図である。
【図８】上記遠隔操作システムにおける通信端末装置が表示する操作対象機器選択画面の
一例を示す図である。
【図９】上記遠隔操作システムにおける通信端末装置が表示する機器操作画面の一例を示
す図である。
【図１０】上記遠隔操作システムにおける通信端末装置が表示する操作対象機器選択画面
の別の例を示す図である。
【図１１】上記遠隔操作システムにおいて、通信端末装置と電子機器との組み合わせをク
ラウドサーバに登録する手順を示すフローチャートである。
【図１２】上記遠隔操作システムにおける通信端末装置が表示する未登録機器選択画面の
一例を示す図である。
【図１３】上記遠隔操作システムにおける通信端末装置が表示するリンク設定画面の一例
を示す図である。
【図１４】上記遠隔操作システムにおける、宅内共通ＩＤと電子機器に接続された家電ア
ダプタと通信端末装置との関係を示す図である。
【図１５】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおける登録支援システム
を用いた、遠隔操作を可能とする通信端末装置と電子機器との組み合わせをクラウドサー
バに登録する際のイメージを示す図である。
【図１６】図１５の遠隔操作システムにおける電子機器とこれに接続された家電アダプタ
の概略構成を示す図である。
【図１７】図１５の遠隔操作システムにおけるクラウドサーバの概略構成を示す図である
。
【図１８】図１５の遠隔操作システムにおける通信端末装置の概略構成を示す図である。
【図１９】図１５に示す遠隔操作システムにおける登録支援システムを用いた、通信端末
装置と電子機器との組み合わせを、登録済の電子機器の情報を用いてクラウドサーバに登
録する手順を示すフローチャートである。
【図２０】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおける通信端末装置が、
操作対象機器選択画面と未登録機器選択画面とを融合して表示する画面の一例を示す図で
ある。
【図２１】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおける通信端末装置が表
示する未登録機器選択画面の一例を示す図である。
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【図２２】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおける通信端末装置が、
操作対象機器選択画面と未登録機器選択画面とを融合して表示する画面の一例を示す図で
ある。
【図２３】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおける通信端末装置が、
操作対象機器選択画面と未登録機器選択画面とを融合して表示する画面の一例を示す図で
ある。
【図２４】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおいて、電子機器に対す
る操作に連動して、通信端末装置が表示する操作対象機器選択画面が変化するイメージを
示す図である。
【図２５】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおいて、電子機器に対す
る操作に連動して、通信端末装置が表示する操作対象機器選択画面が変化するイメージを
示す図である。
【図２６】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおいて、通信端末装置の
操作対象機器選択画面に対する操作に連動して、電子機器が応答するイメージを示す図で
ある。
【図２７】本発明の実施の他の形態にかかる遠隔操作システムにおける通信端末装置が、
操作対象機器選択画面と未登録機器選択画面とを融合して表示する画面の一例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施の形態について説明する。
【００１４】
　（遠隔操作システム１００の構成）
　図１は、本実施の形態にかかる遠隔操作システムの概略構成を示す図である。この図に
示すように、遠隔操作システム１００は、多数のユーザのそれぞれの宅内５０に設置され
ている複数の家電アダプタ１５（１５Ａ，１５Ｂ…）付きの電子機器１０（１０Ａ，１０
Ｂ…）と、これら電子機器１０のクラウドサーバ（サーバ装置）２０と、クラウドサーバ
２０に家電アダプタ１５との組み合わせが登録されることで、当該家電アダプタ１５が接
続された電子機器１０に対して遠隔操作が可能となる、ユーザそれぞれの通信端末装置３
０（３０－１，３０－２…）とから構成されている。本実施の形態にかかる遠隔操作シス
テムでは、クラウドサーバ２０に通信端末装置３０と家電アダプタ１５との組み合わせが
登録されることで、通信端末装置３０から、家電アダプタ１５が接続された電子機器１０
を遠隔操作できるものとする。
【００１５】
　各宅内５０には、狭域通信ネットワークである無線ＬＡＮが整備されており、無線ＬＡ
Ｎの中継局４０は、インターネットを含む広域通信ネットワーク６２と接続されている。
中継局４０は、例えばＷｉＦｉ（登録商標）ルータやＷｉＦｉアクセスポイントなどの通
信機器である。本実施の形態では、無線ＬＡＮとして無線ＬＡＮ規格の１つであるＩＥＥ
Ｅ８０２．１１（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．
１１ｇあるいはＩＥＥＥ８０２．１１ｎ）を利用している。もちろん、ＩＥＥＥ８０２．
１１以外の無線ＬＡＮ規格に基づくものであってもよい。
【００１６】
　クラウドサーバ２０は、広域通信ネットワーク６２および無線ＬＡＮの中継局４０を介
して各宅内５０に設置され、家電アダプタ１５と接続された電子機器１０と通信可能とな
っている。通信端末装置３０は、広域通信ネットワーク６２を介してクラウドサーバ２０
と接続される。通信端末装置３０と広域通信ネットワーク６２におけるインターネットと
の間は、３Ｇ（3rd Generation）、ＬＴＥ（Long Term Evolution）や、宅内あるいは公
衆のＷｉＦｉアクセスポイントなどを利用しで接続される。通信端末装置３０は、クラウ
ドサーバ２０を介して、クラウドサーバ２０に家電アダプタ１５との組み合わせが登録さ
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れた電子機器１０を遠隔操作できる。
【００１７】
　家電アダプタ１５と通信端末装置３０とはいずれも、無線通信機器であり、広域通信ネ
ットワーク６２を介することなく、中継局４０を介して相互に通信し合える。
【００１８】
　なお、クラウドサーバ２０と中継局４０、および通信端末装置３０とクラウドサーバ２
０とを繋ぐ通信網として広域通信ネットワーク６２としてインターネットを含む構成を例
示したが、電話回線網、移動体通信網、ＣＡＴＶ通信網、衛星通信網などを利用すること
もできる。
【００１９】
　通信端末装置３０は、例えば、スマートフォンやタブレット端末のようなものである。
電子機器１０は、例えば、エアコン（空気調和機）や、冷蔵庫、洗濯機、調理器具、照明
機器、空気清浄機器、給湯機器、撮影機器、各種ＡＶ機器、各種ロボット（例えば、掃除
ロボット、家事支援ロボット、動物型ロボット等）などである。
【００２０】
　本実施形態においては、通信端末装置３０としてスマートフォンを例示し、電子機器１
０としてエアコンを例示する。つまり、スマートフォン（スマホと略記する場合もある）
を用いてエアコンを遠隔操作する構成を例示する。
【００２１】
　（通信端末装置３０の構成）
　通信端末装置３０は、図２に示すように、制御部３１、記憶部３５、表示部３６、通信
部３７および操作部３８を備えている。制御部３１は、通信端末装置３０の各部の動作を
制御するものである。制御部３１は、例えば、ＣＰＵや専用プロセッサなどの演算処理部
、および、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤなどの記憶部（いずれも図示せず）などにより構成さ
れるコンピュータ装置からなり、記憶部３５に記憶されている各種情報および各種制御を
実施するためのプログラムを読み出して実行することで通信端末装置３０の各部の動作を
制御する。また、制御部３１は、表示部３６を制御する表示制御部３２と、通信部３７を
制御する通信制御部３３とを備え、通信制御部３３に、後述する未登録機器検索部３９お
よび選択通知部２８が構築される。
【００２２】
　通信部３７は、広域通信ネットワーク６２を介した通信と、無線ＬＡＮの中継局４０を
介した装置間の相互通信とを行う。表示部３６は、制御部３１に表示制御部３２の指示に
応じてユーザに提示するための各種情報を表示する。操作部３８は、ユーザからの操作入
力を受け付けて制御部３１に伝達する。記憶部３５は、通信端末装置３０で用いられる各
種情報を記憶する記憶手段である。
【００２３】
　（電子機器１０および家電アダプタ１５）
　電子機器１０は、クラウドサーバ２０を介して通信端末装置３０より命じられた制御命
令に応じた動作を行う機能を有する電子機器である。本実施の形態では、クラウドサーバ
２０を介した通信端末装置３０からの制御命令を受信して電子機器１０に伝達する家電ア
ダプタ１５が外付けされた構成としているが、電子機器１０内部に家電アダプタ１５の機
能が予め組み込まれている構成であってもよい。但し、家電アダプタ１５として、遠隔操
作を可能とする通信機能部分を外付けのオプションとすることで、電子機器１０のコスト
を抑えることができる。
【００２４】
　電子機器１０は、図３に示すように、制御部１１、接続部１６、操作部１７、記憶部１
３および装置機能部１４を備えている。制御部１１は、電子機器１０の各部の動作を制御
するものであり、ここでは、家電アダプタ１５を介して入力される通信端末装置３０から
の操作入力も受け入れる。制御部１１の構成は、通信端末装置３０の制御部３１と同様で
ある。接続部１６は、家電アダプタ１５の接続部９と相互通信するものである。操作部１



(10) JP 2015-50752 A 2015.3.16

10

20

30

40

50

７は、ユーザからの操作入力を受け付けて制御部１１に伝達するものであり、当該電子機
器１０がリモコン操作可能な機器である場合は、リモコンからの操作入力も制御部１１に
伝達する。記憶部は１３、電子機器１０で用いられる各種情報を記憶する。装置機能部１
４は、制御部１１の指示に応じて当該電子機器１０の装置機能を実行するものである。電
子機器１０がエアコンである本実施の形態では、装置機能部１４は空調を実行する。
【００２５】
　家電アダプタ１５は、クラウドサーバ２０を介して通信端末装置３０より受信した電子
機器１０に対する制御命令を電子機器１０に伝達する電子機器である。家電アダプタ１５
は、図３に示すように、制御部６、記憶部７、通信部８、接続部９、操作部１８および報
知部１９を備えている。
【００２６】
　制御部６は家電アダプタ１５の各部の動作を制御するものであり、構成は、通信端末装
置３０の制御部と同様である。この制御部６に報知部１９を制御する報知制御部２５が設
けられている。記憶部７は、家電アダプタ１５で用いられる各種情報を記憶するものであ
る。通信部８は、通信端末装置３０の通信部３７と同様の通信を行うブロックである。接
続部９は、電子機器１０の接続部１６と相互通信するものである。操作部１８は、ユーザ
からの操作入力を受け付けて制御部６に伝達するものである。報知部１９は、ユーザに各
種情報を知らせるものある。
【００２７】
　図４に、電子機器に接続された家電アダプタにおける操作部および報知部を拡大して示
す。家電アダプタ１５には、操作部１８として、無線ＬＡＮとの接続のオン/オフを切り
替える無線ＬＡＮボタン１８ａと、リンク設定に用いる登録ボタン１８ｂとが設けられて
いる。また、報知部１９として、電源が入っているか否かを表す電源ＬＥＤ１９ａ、無線
ＬＡＮ接続の有無を表す無線ＬＡＮ ＬＥＤ１９ｂ、クラウドサーバとの接続状態を表す
接続ＬＥＤ１９ｃとが設けられている。
【００２８】
　そして、詳細については後述するが、本実施の形態では、報知制御部２５は、これら３
つのＬＥＤ１９ａ～１９ｃの少なくとも何れか１つを、本来の点灯状態とは異なる状態で
点灯させることで、当該家電アダプタ１５が接続されている電子機器１０が、未登録機器
選択画面においてペアリング対象として選択された電子機器１０であることを報知するよ
うになっている。
【００２９】
　（クラウドサーバ２０）
　クラウドサーバ２０は、図５に示すように、制御部２７、通信部２３および記憶部２６
を備えている。制御部２７は、クラウドサーバ２０の各部の動作を制御するものであり、
構成は、通信端末装置３０の制御部３１と同様である。通信部２３は、広域通信ネットワ
ーク６２を介して通信端末装置３０および家電アダプタ１５と相互通信を行う。記憶部２
６は、クラウドサーバ２０で用いられる後述する各種情報（例えば、後述する認証情報、
通信端末装置３０のアドレス情報とクラウドＩＤ（スマホ）とを関連付けた情報、家電ア
ダプタのアドレス情報とクラウドＩＤ（アダプタ）とを関連付けた情報、宅内共通ＩＤ（
宅内共通識別情報）に対応付けたクラウドＩＤ（スマホ）およびクラウドＩＤ（アダプタ
）、宅内共通ＩＤに対応付けて紐付けられたクラウドＩＤ（スマホ）とクラウドＩＤ（ア
ダプタ）の情報等）を記憶するデータベースである。
【００３０】
　（遠隔操作システム１００の動作説明）
　図６は、上記遠隔操作システムにおける、通信端末装置を用いて電子機器を遠隔操作す
るイメージを示す図である。通信端末装置３０－１とクラウドサーバ２０とは、広域通信
ネットワーク６２を介して接続され、クラウドサーバ２０と宅内５０内の電子機器１０Ａ
に接続された家電アダプタ１５Ａとは、広域通信ネットワーク６２と無線ＬＡＮの中継局
４０を介して接続される。中継局４０と家電アダプタ１５Ａとは無線通信で接続されてい
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る。
【００３１】
　電子機器１０Ａを、広域通信ネットワーク６２を介して通信端末装置３０-１を用いて
遠隔操作するには、通信端末装置３０－１に専用のアプリケーションをダウンロードして
、クラウドサーバ２０にログインする必要がある。具体的には、まずは、前記アプリケー
ションを起動してログイン画面を表示する。
【００３２】
　図７に、ログイン画面の一例を示す。この画面において、電子機器１０Ａのメーカから
取得した後述する宅内共通ＩＤと自身で設定したパスワードとを入力して「ログイン」ボ
タンを押す。これにより、入力された宅内共通ＩＤとパスワードとからなる認証情報がク
ラウドサーバ２０に送信され、クラウドサーバ２０にて認証されるとクラウドサーバ２０
にログインできる。クラウドサーバ２０にログインすると、通信端末装置３０－１は、遠
隔操作対象の電子機器（以下、操作対象機器と略記する場合もある）１０の選択を受け付
ける操作対象機器選択画面を表示する。
【００３３】
　図８に操作対象機器選択画面の一例を示す。操作対象機器選択画面においては、操作対
象機器１０を選択できる操作対象機器選択ボタン（操作対象機器１０を選択するためのボ
タン）が表示される。操作対象機器１０は、クラウドサーバ２０に、家電アダプタ１５と
通信端末装置３０-１との組み合わせ登録されているペアリング済みの電子機器１０であ
る。
【００３４】
　図８の画面では、操作対象機器選択ボタンである「リビングのエアコン」ボタンが表示
されている。ここで、「リビングのエアコン」の名称はユーザにて当該電子機器１０Ａに
付されたニックネームである。各電子機器１０のニックネームはクラウドサーバ２０に登
録されている。なお、ニックネームが付されていない場合は、単に「エアコン」、「電子
機器」などと表示される。
【００３５】
　また、図８の画面では、操作対象機器選択ボタンは１つしか表示されていないが、宅内
５０に、当該通信端末装置３０-１とペアリング済みの電子機器１０が複数台ある場合は
、操作対象機器選択画面には、複数台の操作対象機器１０にそれぞれ対応した複数の操作
対象機器選択ボタンが表示される。
【００３６】
　図８の画面において、「リビングのエアコン」ボタンを押すと、リビングのエアコン（
電子機器１０Ａ）の現在の状態を示す情報を含む機器操作画面が表示される。
【００３７】
　図９に、機器操作画面の一例を示す。この画面を操作して、リビングのエアコン（電子
機器１０Ａ）に対する指示を入力する。そして、「この内容で送信」ボタンを押すと、指
示した内容を命じる制御命令が通信端末装置３０－１からクラウドサーバ２０に送信され
る。
【００３８】
　クラウドサーバ２０は、受信した制御命令を宅内５０に設置された中継局４０に送信し
、中継局４０は制御命令を電子機器１０Ａに接続された家電アダプタ１５Ａへ送信する。
家電アダプタ１５Ａは、受信した制御命令を電子機器１０Ａに送信し、電子機器１０Ａは
命令を実行する。
【００３９】
　また、家電アダプタ１５Ａは、クラウドサーバ２０と接続されている間、電子機器１０
Ａより受信した電子機器１０Ａの状態を示す情報を定められたタイミングでクラウドサー
バ２０に送信する。クラウドサーバ２０は、通信端末装置３０－１がログインしている間
、電子機器１０Ａの情報を通信端末装置３０－１へ送信する。通信端末装置３０－１は、
クラウドサーバ２０より受信した内容に基づいて機器操作画面を更新する。
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【００４０】
　そして、詳細については後述するが、クラウドサーバ２０には、１台の家電アダプタ１
５につき、複数台の通信端末装置３０と組み合わせを登録できるようになっており、１台
の電子機器１０は複数台の通信端末装置３０とペアリングできる。したがって、クラウド
サーバ２０は、電子機器１０Ａとペアリングされている他の通信端末装置３０がログイン
している場合は、これら他の通信端末装置３０にも電子機器１０Ａの情報を送信する。
【００４１】
　また、図８の画面における「さがす」ボタンは、無線ＬＡＮに接続されている、当該通
信端末装置３０－１と組み合わせが登録されていない家電アダプタ１５と接続されている
未登録の電子機器（未登録機器と略記する場合もある）１０の検索を命じるボタンであり
、詳細については後述する。
【００４２】
　一方、ペアリング済みの電子機器１０（操作対象機器）が存在しない場合は、操作対象
機器選択画面には、操作対象機器選択ボタンは表示されず、図１０に示すように、「さが
す」ボタンのみが表示される。図１０は、操作対象機器選択画面の別の例である。
【００４３】
　（登録支援システムの構成）
　次に、本実施の形態における遠隔操作システムに搭載されている登録支援システムにつ
いて説明する。登録支援システムは、遠隔操作を可能とする通信端末装置３０と電子機器
１０との組み合わせ、具体的には通信端末装置３０と電子機器１０に接続された家電アダ
プタ１５との組み合わせをクラウドサーバ２０に登録する作業を支援するものである。
【００４４】
　登録支援システムは、通信端末装置３０側に搭載される（図２参照）、未登録機器を検
索する未登録機器検索部３９、未登録機器選択画面を表示する表示制御部３２、および未
登録機器選択画面において選択されたことを当該選択された電子機器に通知する選択通知
部２８と、電子機器１０側に搭載される（図３参照）、通信端末装置３０より選択された
ことが通知されると選択された電子機器１０であることを報知する選択報知部を備えてい
る。選択報知部は、報知制御部２５と報知部１９とで構成される。
【００４５】
　未登録機器検索部３９は、宅内の無線ＬＡＮの中継局４０にアクセスして、家電アダプ
タ１５を介して無線ＬＡＮに接続されている電子機器１０の中から、当該通信端末装置３
０と家電アダプタ１５との組み合わせをクラウドサーバ２０に登録することによって当該
通信端末装置３０による遠隔操作が可能となる未登録機器１０を検索するものである。
【００４６】
　未登録機器検索部３９は、機器検索（ＩＰマルチキャスト）に対して応答があった場合
に、応答に含まれる情報に基づいて、クラウドサーバ２０に組み合わせを登録できる電子
機器１０を表示する。
【００４７】
　表示制御部３２は、未登録機器検索部３９によって検出された未登録機器１０の中から
任意の１台を選択させるための未登録機器選択画面を表示するものである。
【００４８】
　選択通知部２８は、未登録機器選択画面にてユーザが１台の未登録機器１０を選択する
と、中継局４０を介して、選択された未登録機器１０の家電アダプタ１５に、選択された
電子機器１０であることを通知するものである。
【００４９】
　報知制御部２５は、通信端末装置３０より中継局４０を介して選択されたことが通知さ
れると、報知部１９を制御してペアリング対象として選択された電子機器１０であること
を報知する。
【００５０】
　（登録支援システムを用いた登録手順の説明）
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　以下、このような登録支援システムの説明を含めて、遠隔操作を可能とする通信端末装
置３０-１と電子機器１０Ｂに接続されて家電アダプタ１５Ｂとの組み合わせをクラウド
サーバに登録して、通信端末装置３０-１と電子機器１０Ｂとをペアリングする手順を説
明する。
【００５１】
　図１１は、通信端末装置と電子機器（詳細には家電アダプタ）との組み合わせをクラウ
ドサーバに登録する手順を示すフローチャートである。
【００５２】
　ユーザは、通信端末装置３０－１のログイン画面（図７参照）より、宅内共通ＩＤとパ
スワードとを入力してログインを要求する（Ｓ１）。宅内共通ＩＤとパスワードとで認証
情報が構成される。通信端末装置３０－１は、該認証情報をクラウドサーバ２０に送信す
る。通信端末装置３０－１は、後述する自身のクラウドＩＤ（スマホ_１）を保存してい
る場合は、クラウドＩＤ（スマホ_１）もクラウドサーバ２０に送信する。また、通信端
末装置３０－１は、クラウドＩＤ（スマホ_１）の保存の有無にかかわりなく、自身のア
ドレス情報（例えばＭＡＣアドレス（Media Access Control address））も送信する。
【００５３】
　クラウドサーバ２０は、詳細には、ペアリングを管理する管理サーバ２１と、認証情報
を用いて管理サーバ２１へのログインの可否を判断する認証サーバ２２とからなる。管理
サーバ２１は、宅内共通ＩＤとパスワードとを受信すると、これらを認証サーバ２２に転
送（中継）する（Ｓ２）。
【００５４】
　認証サーバ２２は、宅内共通ＩＤとパスワードとの組み合わせを登録・管理している。
認証サーバ２２には、宅内共通ＩＤとパスワードとの組み合わせが事前に登録されている
。認証サーバ２２は、宅内共通ＩＤとパスワードとの組み合わせが正しい場合は認証ＯＫ
と判断して、正しくない場合は認証ＮＧと判断する（Ｓ３）。認証サーバ２２は、認証結
果を管理サーバ２１へ送信する（Ｓ４）。
【００５５】
　管理サーバ２１は、通信端末装置３０と電子機器１０との組み合わせを登録・管理して
いる。管理サーバ２１は、認証サーバ２２での認証結果が認証ＯＫである場合、通信端末
装置３０－１のアドレス情報に関連付けたクラウドＩＤ（スマホ_１）を宅内共通ＩＤに
関連付けて登録する（Ｓ５）。ここで、管理サーバ２１は、通信端末装置３０－１よりク
ラウドＩＤ（スマホ_１）が送信されてきた場合は、送信されてきたクラウドＩＤ（スマ
ホ_１）を用いて登録し、送信されてきていない場合は、通信端末装置３０－１のアドレ
ス情報に関連付けてクラウドＩＤ（スマホ_１）を新規に設定して、登録する。
【００５６】
　管理サーバ２１は、宅内共通ＩＤに関連付けてクラウドＩＤ（スマホ_１）を登録する
と、認証ＯＫの情報を通信端末装置３０-１へ送信する。また、新規にクラウドＩＤ（ス
マホ_１）を設定した場合は、設定したクラウドＩＤ（スマホ_１）も通信端末装置３０－
１に送信する。
【００５７】
　通信端末装置３０－１は、認証ＯＫの情報を受信するとログイン完了と判断し、操作対
象機器選択画面（図８参照）を表示する。また、通信端末装置３０－１は、クラウドＩＤ
（スマホ_１）を受信した場合は、クラウドＩＤ（スマホ_１）を記憶部３５に保存する（
Ｓ６）。以降、通信端末装置３０－１は、クラウドサーバ２０との通信には、クラウドＩ
Ｄ（スマホ_１）を添付する。
【００５８】
　次に、ユーザが、操作対象機器選択画面（図８，図１０参照）の「さがす」ボタンを押
すと、通信端末装置３０－１の未登録機器検索部３９は、中継局４０にアクセスして機器
検索（ＩＰマルチキャスト）を行わせて、無線ＬＡＮに接続されている未登録の家電アダ
プタ１５を検索させる（Ｓ７）。
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【００５９】
　通信端末装置３０－１は、未登録の家電アダプタ１５より応答があり、これを検出する
と、未登録機器選択画面を表示する（Ｓ８，選択画面表示部の機能）。
【００６０】
　図１２に、未登録機器選択画面の一例を示す。図１２の画面では、未登録機器選択ボタ
ンである「未登録エアコン１」「未登録エアコン２」「未登録エアコン３」の３つのボタ
ンが表示されている。未登録機器選択ボタン（登録対象機器１０を選択するためのボタン
）は、それぞれに接続されている家電アダプタ１５が未登録であるとして検出された電子
機器１０（未登録機器）の数だけ表示される。通信端末装置３０-１は、検出された未登
録の家電アダプタ１５の製品名や製造番号の情報と、家電アダプタ１５のアドレス情報（
ＭＡＣアドレス等）の情報にて、未登録機器選択ボタンと未登録機器１０とを対応付けて
いる。
【００６１】
　ユーザは、未登録機器選択画面において、未登録機器選択ボタンの１つを押して家電ア
ダプタ１５を登録する電子機器１０を選択する。例えば、図１２の画面における「未登録
エアコン１」ボタンが押されたとする。
【００６２】
　「未登録エアコン１」ボタンが押されると、通信端末装置３０-１の選択通知部２８は
、「未登録エアコン１」に対応付けられている電子機器１０Ｂに、中継局４０を介して選
択されたことを通知し（Ｓ９）、かつ、未登録機器選択画面に換えてリンク設定画面を表
示する。図１３にリンク設定画面の一例を示す。該画面には、通信端末装置３０と電子機
器１０に接続された家電アダプタ１５と間にリンクを設定する際の手順が表示されている
。
【００６３】
　一方、「未登録エアコン１」ボタンが押されて、選択されたことが通知されると、電子
機器１０Ｂの家電アダプタ１５Ｂの報知制御部２５は、ユーザに選択された電子機器１０
Ｂの所在を知らせるべく、ＬＥＤ１９ａ～１９ｃの少なくとも何れかを所定期間（例えば
２秒間）点滅させる（Ｓ１０）。これにより、ユーザは、ＬＥＤの点滅を視認することで
、Ｓ９において選択した「未登録のエアコン１」ボタンに対応する電子機器１０が、宅内
５０に設置された複数の電子機器１０のうちの何れであるかを容易に特定することができ
る。
【００６４】
　次に、ユーザは、図１３のリンク設定画面に示されているリンク設定の手順に従い、選
択された電子機器１０Ｂの所在を知らせるＬＥＤが点滅している家電アダプタ１５Ｂの登
録ボタン１８ｂ（図４参照）を押す。
【００６５】
　登録ボタン１８ｂが押されると、家電アダプタ１５Ｂは、接続ＬＥＤ１９ｃ（図４参照
）を所定期間（例えば１分間）点滅させると共に、登録ボタン１８ｂが押されたことを管
理サーバ２１に通知する（Ｓ１１）。ここで、家電アダプタ１５Ｂは、自身のクラウドＩ
Ｄ（アダプタ_Ｂ）を保存している場合は、クラウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）も管理サーバ２
１に送信する。
【００６６】
　管理サーバ２１は、家電アダプタ１５Ｂから登録ボタン１８ｂが押されたことが通知さ
れると、家電アダプタ１５Ｂのアドレス情報に関連付けたクラウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）
を宅内共通ＩＤに関連付けて登録する（Ｓ１２）。ここで、管理サーバ２１は、家電アダ
プタ１５ＢよりクラウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）が送信されてきた場合は、送信されてきた
クラウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）を用いて登録し、送信されてきていない場合は、家電アダ
プタ１５Ｂのアドレス情報に関連付けてクラウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）を新規に設定して
、登録する。
【００６７】
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　管理サーバ２１は、新規にクラウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）を設定した場合は、クラウド
ＩＤ（アダプタ_Ｂ）を家電アダプタ１５Ｂに送信する。家電アダプタ１５Ｂは、管理サ
ーバ２１からクラウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）を受信すると、記憶部７にクラウドＩＤ（ア
ダプタ_Ｂ）を保存する（Ｓ１３）。以降、家電アダプタ１５Ｂは、家電アダプタ１５Ｂ
を介した電子機器１０Ｂとクラウドサーバ２０との通信には、クラウドＩＤ（アダプタ_
Ｂ）を添付する。
【００６８】
　一方、ユーザは、リンク設定画面に示されているリンク設定の手順に従い、通信端末装
置３０－１におけるリンク設定画面における「リンク」ボタンを押す（Ｓ１４）。「リン
ク」ボタンが押されると、通信端末装置３０－１は、「リンク」ボタンが押されてことを
管理サーバ２１に通知する（Ｓ１４）。このとき、通信端末装置３０－１は、保存してい
る自身のクラウドＩＤ（スマホ_１）も一緒に送信する。
【００６９】
　管理サーバ２１は、登録ボタン１８ｂが押されてから、所定の期間、ここでは、家電ア
ダプタ１５Ｂの接続ＬＥＤ１９ｃの点滅期間に相当する期間に、通信端末装置３０－１か
ら「リンク」ボタンが押されたことが通知されると、通信端末装置３０－１から送信され
てきた通信端末装置３０－１のクラウドＩＤ（スマホ_１）と家電アダプタ１５Ｂのクラ
ウドＩＤ（アダプタ_Ｂ）とを紐付けると共に、宅内共通ＩＤ_１に対応付けて登録する（
Ｓ１５）。これにて、クラウドサーバ２０における通信端末装置３０－１と家電アダプタ
１５Ｂとの登録が完了する。登録が完了すると、管理サーバ２１は、通信端末装置３０－
１に、電子機器１０Ｂとのペアリングが完了したことを知らせるペアリング済通知を行う
（Ｓ１６）。
【００７０】
　ペアリング済通知を受信した通信端末装置３０－１は、リンク設定が完了したことを示
すメッセージをリンク設定画面に表示する（Ｓ１７）。ユーザは該メッセージを視認する
ことで、当該通信端末装置３０－１と電子機器１０Ｂとのペアリングが完了したことを確
認する。
【００７１】
　なお、管理サーバ２１は、登録ボタン１８ｂが押されてから、所定の期間内に、通信端
末装置３０－１から「リンク」ボタンが押されたことが通知されない場合は、ペアリング
済通知を行わない。ペアリング済通知を受信しない場合、通信端末装置３０－１は、当該
通信端末装置３０－１と電子機器１０Ｂとのペアリンク設定が失敗したことを示すメッセ
ージをリンク設定画面に表示する。
【００７２】
　（宅内共通ＩＤと家電アダプタと通信端末装置との関係）
　図１４に、宅内共通ＩＤと電子機器に接続された家電アダプタと通信端末装置との関係
を示す。図１４の例では、１つの宅内共通ＩＤにつき、５台の家電アダプタ１５（家電ア
ダプタ１５Ａ～１５Ｅ）を組み合わせ登録できる。また、１台の家電アダプタ１５には、
５台の通信端末装置３０を組み合わせ登録できる。５台の家電アダプタ１５に組み合わせ
登録される通信端末装置３０は、家電アダプタ１５毎に重複していてもよい。図１４では
、１０人家族を想定して、通信端末装置３０－１～３０－１０の１０台の通信端末装置３
０を、５台の家電アダプタ１５に割り付けた例を示している。
【００７３】
　（実施の形態の効果）
　以上のように、本実施の形態における遠隔操作システム１００においては、登録支援シ
ステムが搭載されており、ユーザが、通信端末装置３０の未登録機器選択画面において、
未登録機器選択ボタンを押してペアリング対象として未登録機器１０を選択すると、選択
された電子機器１０の家電アダプタ１５のＬＥＤ１９ａ～１９ｃの少なくとも何れかが点
滅するなどして、当該電子機器１０が選択されたペアリング対象の未登録機器１０である
ことをユーザに知らせるようになっている。
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【００７４】
　これにより、無線ＬＡＮに複数の未登録機器１０が接続されており、通信端末装置３０
の未登録機器選択画面に、複数の未登録機器選択ボタンが表示されていたとしても、未登
録機器選択ボタンを押して、宅内５０の電子機器１０に接続された各家電アダプタ１５の
ＬＥＤ１９ａ～１９ｃの点灯状態を確認することで、画面内の各未登録機器先端ボタンと
宅内５０の複数の電子機器との対応関係を簡単に確認することができる。その結果、通信
端末装置３０と家電アダプタ１５との間で、ボタンを操作するなどの物理的な操作を行う
登録手法であっても、登録作業を容易にすることができる。
【００７５】
　また、本実施の形態における遠隔操作システム１００においては、クラウドサーバ２０
は、１台の電子機器１０に１台接続される家電アダプタ１５に対し１つの宅内共通ＩＤの
み対応付けて管理している。そして、クラウドサーバ２０は、宅内共通ＩＤに対応付けた
通信端末装置３０と、無線ＬＡＮに接続された家電アダプタ１５との間で上述したような
所定の物理的な操作が成され、通信端末装置３０および家電アダプタ１５それぞれから操
作が成されたことを通知する信号を所定の期間内に受信すると、宅内共通ＩＤに家電アダ
プタ１５と通信端末装置３０とを対応付けて、遠隔操作可能な組み合わせとして登録する
ようになっている。
【００７６】
　このようなペアリング手法では、通信端末装置３０と電子機器１０とをペアリングする
には、家電アダプタ１５に対応付けられている唯一の宅内共通ＩＤと、通信端末装置３０
と家電アダプタ１５との間の物理的な操作との両方が必要となる。
【００７７】
　したがって、電子機器１０に対応付けた認証情報である宅内共通ＩＤとパスワードとが
、たとえ第三者に知られたとしても、該第三者が宅内５０に入ってペアリングのための物
理的な操作を行わない限り、電子機器１０とペアリングすることができず、不正なペアリ
ングを阻止できる。また、逆に、第三者が宅内５０に入り込んだとしても、電子機器１０
に対応付けられている認証情報を入手してクラウドサーバ２０にログインしない限り、電
子機器１０とペアリングすることができず、不正なペアリングを阻止できる。
【００７８】
　また、ペアリングのための物理的な操作は、実際に電子機器１０が設置された宅内に通
信端末装置３０を持ち込まないとできない操作であれば、通信端末装置３０と家電アダプ
タ１５の双方でボタンを押す操作以外であってもよい。
【００７９】
　例えば、家電アダプタ１５Ｂ（図１参照）の登録ボタン１８ｂ（図４参照）を押す操作
と、通信端末装置３０－１の画面上で「リンク」ボタン（図１３参照）を押す操作との代
わりに、通信端末装置３０－１に非接触ＩＣカードリーダを搭載させる一方、家電アダプ
タ１５ＢにＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）を内蔵させておき、通信端末装
置３０－１のＩＣカードリーダにて家電アダプタ１５ＢのＩＤを読み取らせる操作を、セ
キュリティ確保のための物理的操作とすることも可能である。
【００８０】
　この場合、例えば、内蔵するＲＦＩＤがＩＣカードリーダにて読み取られたことを家電
アダプタ１５Ｂの制御部６（図３参照）にて認識できるように家電アダプタ１５Ｂを構成
することで、「ＲＦＩＤが読み取られたこと」を、図１１のＳ１１「登録ボタン押下」の
代わりとすることができる。一方、通信端末装置３０－１においては、ＩＣカードリーダ
にて家電アダプタ１５ＢのＲＦＩＤを読み取ったことを、図１１のＳ１４「リンクボタン
押下」の代わりとすることができる。これによれば、ボタン操作の場合と同様のシーケン
スでペアリングが可能である。このようなＲＦＩＤをＩＣカードリーダにて読み取る操作
も、実際に家電アダプタ１５Ｂを搭載した電子機器１０Ｂが設置された宅内に通信端末装
置３０－１を持ち込まないとできない操作であるため、不正なペアリングを阻止できる。
【００８１】
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　また、電子機器１０の遠隔操作において、クラウドサーバ２０が、電子機器１０と遠隔
操作が可能な通信端末装置３０とのペアリングを、ひとつの宅内共通ＩＤで一元管理して
いるので、不正なペアリングを防いだ上で必要な複数台の通信端末装置３０からの操作を
実現することができる。
【００８２】
　また、クラウドサーバ２０は、組み合わせを登録するにあたり、ある宅内共通ＩＤに対
応つけられた電子機器１０については、同じ宅内共通ＩＤでログインしたユーザの通信端
末装置としかペアリングできないように管理する。これにより、宅内共通ＩＤを知らされ
ている家族等の集団のみが、電子機器１０を遠隔操作できる。
【００８３】
　さらに、クラウドサーバ２０は、１台の電子機器１０につき、複数（例えば５台）の通
信端末装置３０とのペアリングを受け付けるが、その際には、宅内共通ＩＤを用いて認証
を必要としている。これにより、不正なペアリングを防ぎながらも、家族等の集団を構成
する各人が使う通信端末装置３０それぞれからの電子機器１０の遠隔操作を実現できる。
【００８４】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施形態について、図１５～図１９に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した図面と同じ機能を有する部材に
ついては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００８５】
　図１５は、本実施の形態にかかる遠隔操作システムの登録支援システムを用いた、通信
端末装置と電子機器（詳細には家電アダプタ）との組み合わせをクラウドサーバに登録す
る際のイメージを示す図である。
【００８６】
　宅内５０において、電子機器１０Ａは、通信端末装置３０-１と既にペアリングされて
いる。ここで、別の電子機器１０Ｂが新たに設置されると、該電子機器１０Ｂ自らが通信
端末装置３０-１に対して、ペアリングの承認を要求する。ここでは、実施の形態１の遠
隔操作システムの登録支援システムに加えて備える機能として説明するが、単独に備える
構成であってもよい。
【００８７】
　図１６～図１８に示すように、登録支援システムは、電子機器１０側（家電アダプタ側
）に搭載される、登録済機器検索部７１、認証情報取得要求部７２、認証情報送信要求部
７４および登録要求部７３と、クラウドサーバ２０側に搭載される認証情報送信部７９お
よび援用登録部８１と、通信端末装置３０に搭載される承認画面を表示する表示制御部３
２および承認通知部８２を備える。
【００８８】
　図１６に示すように、登録済機器検索部７１、認証情報取得要求部７２、認証情報送信
要求部７４および登録要求部７３は、家電アダプタ１５の制御部６に設けられる。登録済
機器検索部７１は、中継局４０にアクセスして無線ＬＡＮに接続されている電子機器１０
の中から、クラウドサーバ２０に通信端末装置３０との組み合わせが登録されている登録
済の電子機器（登録済機器）１０を検索する。認証情報取得要求部７２は、登録済機器検
索部７１にて登録済機器１０が検出されると、該登録済機器１０に対して、該登録済機器
１０が対応付けらえている宅内共通ＩＤを含む認証情報をクラウドサーバ２０より取得す
るよう要求する。登録要求部７３は、登録済機器１０から認証情報を受信すると、該認証
情報と自機の機器識別情報とをセットした登録要求をクラウドサーバ２０に送信する。認
証情報送信要求部７４は、別の電子機器１０から認証情報取得要求を要求されると、クラ
ウドサーバ２０に対し、自機に対応付けられている認証情報を送信するよう要求する。
【００８９】
　図１７に示すように、認証情報送信部７９は制御部２７の通信部２３を制御する通信制
御部７８に設けられ、援用登録部８１は制御部２７の記憶部２６を制御する記憶制御部８
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０に設けられている。
【００９０】
　認証情報送信部７９は、登録済機器１０より認証情報の送信が要求されると、該登録済
機器１０に対応付けられている認証情報を送信する。援用登録部８１は、未登録機器１０
より登録要求を受信すると、認証情報で特定される通信端末装置３０がログイン状態とな
るまで承認待ちとして待機し、ログイン状態となると登録要求を承認するか否かを通信端
末装置３０に問い合わせ、通信端末装置３０にて承認されると、未登録機器１０と通信端
末装置３０とを遠隔操作可能な組み合わせとして記憶部２６に登録する。
【００９１】
　図１８に示すように、通信端末装置３０における表示制御部３２は、クラウドサーバ２
０からの承認を問い合わせる情報を受信すると、承認するか否かを選択させるための承認
画面を表示する。承認通知部８２は、承認画面にて承認されると、クラウドサーバ２０に
承認されたことを通知する。
【００９２】
　図１９に、遠隔操作を可能とする通信端末装置と電子機器との組み合わせを、登録済の
電子機器の情報を用いてクラウドサーバに登録する手順を示すフローチャートである。こ
こでは、図１５に合わせて、未登録機器１０Ｂが登録済機器１０Ａの認証情報を用いて、
通信端末装置３０-１とペアリングするまでの手順を説明する。
【００９３】
　未登録機器１０Ｂの電源がオンされる（あるいは何等かの操作で指示される）と、未登
録機器１０Ｂの登録済機器検索部７１が、中継局４０にアクセスして機器検索（ＩＰマル
チキャスト）を行わせて、無線ＬＡＮに接続されている登録済機器１０、具体的には家電
アダプタ１５を検索させる（Ｓ２１）。
【００９４】
　未登録機器１０Ｂの登録済機器検索部７１は、登録済機器１０Ａより応答があると（Ｓ
２）、登録済機器１０Ａに対して、登録済機器１０Ａが対応付けらえている宅内共通ＩＤ
を含む認証情報をクラウドサーバ２０より取得するよう要求する（Ｓ２３）。
【００９５】
　これを受けて、登録済機器１０Ａの認証情報送信要求部７４は、クラウドサーバ２０に
対して、自機に対応付けられている認証情報を送信するよう要求する（Ｓ２４）。
【００９６】
　クラウドサーバ２０の認証情報送信部７９は、登録済機器１０Ａより認証情報の送信が
要求されると、登録済機器１０Ａに対応付けられている認証情報を送信する（Ｓ２５）。
登録済機器１０Ａは、クラウドサーバ２０から受信した認証情報を未登録機器１０Ｂに送
信する（Ｓ２６）。
【００９７】
　未登録機器１０Ｂの登録要求部７３は、登録済機器１０Ａから認証情報を受信すると、
該認証情報と自機の機器識別情報とをセットした登録要求を、クラウドサーバ２０に送信
する（Ｓ２７）。
【００９８】
　登録要求を受け取ったクラウドサーバ２０の援用登録部８１は、登録要求を受け付けた
ことを未登録機器１０Ｂに応答する（Ｓ２８）。これにて、未登録機器１０Ｂは、自身に
付されたクラウドＩＤ（アダプタ）を仮保存する（仮登録）。また、クラウドサーバ２０
の援用登録部８１は、登録要求と共に受信した認証情報にて特定される通信端末装置３０
-１がログインするまで承認待ちとして登録要求を保持し、通信端末装置３０-１がログイ
ンすると、承認待ちの機器があり、登録要求を承認するか否かを通信端末装置３０-１に
問い合わせる（Ｓ２９）。
【００９９】
　通信端末装置３０-１の表示制御部３２は、クラウドサーバ２０より承認を問い合わせ
る情報を受信すると、承認するか否かを選択させるための承認画面を表示し、承認通知部
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８２は、承認画面にて承認されると、クラウドサーバ２０に承認されたことを通知する（
Ｓ３０）。
【０１００】
　クラウドサーバ２０の援用登録部８１は、通信端末装置３０-１から承認された旨が通
知されると、未登録機器１０Ｂに接続された家電アダプタ１５Ｂと通信端末装置３０-１
とを遠隔操作可能な組み合わせとして登録し、未登録機器１０Ｂには承認されたことを通
知する（Ｓ３１）。これにより、未登録機器１０Ｂは、自身に付されたクラウドＩＤ（ア
ダプタ）を保存する（登録済）。
【０１０１】
　以上のように、本実施の形態における遠隔操作システム１００に搭載された登録支援シ
ステムにおいては、未登録機器１０Ｂから登録済機器１０Ａの認証情報を援用して、登録
済機器１０Ａが登録されている通信端末装置３０－１と自機との登録をクラウドサーバ２
０に要求し、クラウドサーバ２０は、通信端末装置３０－１にて登録が認証されると、未
登録機器１０Ｂと通信端末装置３０－１とを登録するようになっている。
【０１０２】
　これにより、宅内５０にある電子機器１０Ａが既に登録されている状態で、新しい電子
機器１０Ｂを追加で設置された場合など、クラウドサーバ２０に組み合わせを非常に簡単
に、登録することができる。
【０１０３】
　〔他の実施の形態〕
　本発明の他の実施の形態について説明する。ここでは、前記した２つの実施の形態の遠
隔操作システム１００に搭載された操作支援システムにおいて、仕様・構成の一部を変更
することができる部分や追加できる機能等を説明する。
【０１０４】
　（１）図２０に、通信端末装置３０の表示制御部３２が、未登録機器選択ボタンと操作
対象機器選択画面を同一画面に表示した例を示す。図２０の画面では、未登録機器選択ボ
タンと操作対象機器設定ボタンとが同じ画面に示されている。未登録機器選択ボタンと操
作対象機器設定ボタンとを同じ画面に表示する場合は、操作対象機器設定ボタンを目立つ
赤色表示とし、未登録機器選択ボタンを青色や灰色表示とするなど、表示形態を異ならせ
ている。
【０１０５】
　同画面において、「未登録エアコン１」ボタンは、青色やグレーで表示された未登録機
器選択ボタンであり、ニックネーム「リビングのエアコン」ボタンは、赤色や黄色等の目
立つ色で表示された操作対象機器選択ボタンである。
【０１０６】
　これにより、各ボタンの機能の違いを一目瞭然に判別でき、それぞれを混同させること
なく、操作することができる〔実施の形態３〕。
【０１０７】
　（２）電子機器１０或いはこれに接続された家電アダプタ１５の報知制御部２５は、ユ
ーザに選択された電子機器１０の所在を知らせるべく、ＬＥＤ１９ａ～１９ｃを点滅させ
ていたが、電子機器１０或いは家電アダプタ１５が、音声等を発生する音出力部を備える
構成であれば、音にて報知する構成としてもよい〔実施の形態４〕。
【０１０８】
　（３）上述したように、１台の電子機器１０に対して遠隔操作可能に組み合わせられる
通信端末装置３０の台数は、例えば５台に制限されている。
【０１０９】
　しかしながら、未登録機器検索部３９は、機器検索（ＩＰマルチキャスト）に対して応
答があった場合に、応答に含まれる情報に基づいて、クラウドサーバ２０に組み合わせを
登録できる電子機器１０に絞り込んで表示することはできるが、台数制限に達していた場
合にも未登録機器１０として表示する。そのため、登録作業を行ってもクラウドサーバ２



(20) JP 2015-50752 A 2015.3.16

10

20

30

40

50

０にて撥ねられてしまい、無駄な作業となる。
【０１１０】
　そこで、登録台数に制限がある場合、通信端末装置３０の表示制御部３２は、操作対象
機器選択画面と未登録機器選択画面とを融合した画面において、未登録機器それぞれにつ
いて組み合わせが可能な残り台数に関する情報を併せて表示する構成とすることが好まし
い。
【０１１１】
　図２１に、通信端末装置３０の表示制御部３２が、操作対象機器選択画面と未登録機器
選択画面とを融合した画面において、未登録機器選択ボタンに、遠隔操作可能な組み合わ
せとして登録できる通信端末装置の残り台数の情報を表示した例を示す。「ルームエアコ
ン」ボタンには可能台数３、「未登録エアコン１」ボタンには、可能残台数５との情報が
併せて表示されている。
【０１１２】
　ここで、各家電アダプタ１５に対して登録済みの通信端末装置３０の台数は、クラウド
サーバ２０が管理している。通信端末装置３０は、クラウドサーバ２０にログインした時
点で、ログイン時に使用した宅内共通ＩＤに紐づけられている家電アダプタ１５の情報一
覧を取得する。この情報の中には、各家電アダプタ１５のクラウドＩＤ、ニックネーム、
各家電アダプタ１５に対する通信端末装置３０の登録済み台数等が含まれている。
【０１１３】
　ユーザが、「さがす」ボタンを押すことで未登録機器検索部３９が中継局４０にアクセ
スして機器検索（ＩＰマルチキャスト）を行った際に応答した各家電アダプタ１５のうち
、既にクラウドＩＤを持っているものはクラウドＩＤを含む情報を通信端末装置３０に送
信する。通信端末装置３０はログイン時に取得した情報一覧と受け取ったクラウドＩＤを
照らし合わせ、ニックネームと、１台の電子機器１０あるいは家電アダプタ１５に組み合
わせられる通信端末装置３０の制限台数から登録済み台数を引いた残り台数をボタン上に
表示する。
【０１１４】
　同様に応答した家電アダプタ１５のうち、クラウドＩＤ・ニックネームを持っておらず
、どの通信端末装置とも組み合わせされていない家電アダプタ１５については、ボタン上
に「未登録エアコン」等の標準名と、残り台数として制限台数（５台）をそのまま表示す
る。
【０１１５】
　このような構成とすることで、既に制限台数に達している電子機器に対して、登録作業
が無駄に実施されることを未然に防ぐことができる〔実施の形態５〕。
【０１１６】
　（４）また、登録台数に制限がある場合、通信端末装置３０の表示制御部３２は、未登
録機器選択画面において、「制限台数に達しているために組み合わせを登録できないこと
知らせるメッセージ」を併せて表示する構成としてもよい。
【０１１７】
　図２２に、通信端末装置３０の表示制御部３２が、操作対象機器選択画面と未登録機器
選択画面とを融合した画面において、未登録機器選択ボタンに、制限台数に達しているた
めに組み合わせを登録できないこと知らせるメッセージを表示した例を示す。ニックネー
ム「倉庫のエアコン」ボタンには、「ペアリング制限台数に到達」との情報が、禁止を示
すマークと共に表示されている。
【０１１８】
　また、同画面において、「ルームエアコン」ボタンは、青色やグレーで表示された未登
録機器選択ボタンであり、ニックネーム「リビングのエアコン」や「子供部屋のエアコン
」ボタンは、赤色や黄色等の目立つ色で表示された操作対象機器選択ボタンである。
【０１１９】
　この場合も、登録可能な台数はクラウドサーバ２０が管理しており、通信端末装置３０
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は、クラウドサーバ２０にログインした時点で、ログイン時に使用した宅内共通ＩＤに紐
づけられている家電アダプタ１５の情報一覧を取得する。この情報の中には、各家電アダ
プタ１５に対する通信端末装置の登録済み台数が含まれている。
【０１２０】
　ユーザが「さがす」ボタンを押すことで未登録機器検索部３９が中継局４０にアクセス
して機器検索（ＩＰマルチキャスト）を行った際に応答した家電アダプタのうち、既にク
ラウドＩＤを持っているものはクラウドＩＤを含む情報を通信端末装置３０に送信する。
通信端末装置３０はログイン時に取得した情報一覧と受け取ったクラウドＩＤを照らし合
わせ、対応する家電アダプタに対する通信端末装置の登録済み台数が制限台数に達してい
るか否かを判断し、制限台数に達している場合は、ペアリングできないことを知らせるメ
ッセージを表示する。
【０１２１】
　このような構成とすることで、既に制限台数に達している場合に、ペアリングができな
い理由を一目瞭然にユーザに知らせることができ、ユーザはペアリングができるか否かを
即時に判断することができる〔実施の形態６〕。
【０１２２】
　（５）上述したように、１台の電子機器１０あるいは家電アダプタ１５に対し、宅内共
通ＩＤは１つのみ登録でき、通信端末装置３０-１が付与された宅内共通ＩＤとは異なる
他の宅内共通ＩＤですでにペアリングされている電子機器１０については、同じ宅内５０
に設置されていても、ペアリングすることができない。
【０１２３】
　しかしながら、未登録機器検索部３９は、機器検索（ＩＰマルチキャスト）に対して応
答があった場合に、応答に含まれる情報に基づいて、クラウドサーバ２０に組み合わせを
登録できる電子機器１０に絞り込んで表示することはできるが、別の宅内共通ＩＤに対応
付けられている場合にも未登録機器１０として表示する。そのため、登録作業を行っても
クラウドサーバ２０にて撥ねられてしまい、無駄な作業となる。
【０１２４】
　そこで、通信端末装置３０の表示制御部３２は、宅内５０に設置されていても、既に異
なる宅内共通ＩＤでペアリングされている場合は、未登録機器選択ボタンに、他の宅内共
通ＩＤで利用されているために組み合わせを登録できないこと知らせるメッセージを表示
する構成とすることが好ましい。
【０１２５】
　図２３に、通信端末装置３０の表示制御部３２が、操作対象機器選択画面と未登録機器
選択画面とを融合した画面において、未登録機器選択ボタンに、宅内共通ＩＤで利用され
ているために組み合わせを登録できないメッセージを表示した例を示す。未登録機器選択
ボタン上のニックネームは、通信端末装置３０がクラウドサーバ２０にログインする際に
取得した、通信端末装置３０で利用している宅内共通ＩＤに紐づけられている家電アダプ
タ１５の情報を利用して表示するため、他の宅内共通ＩＤに紐づけられた家電アダプタの
ニックネームはこの情報の中に含まれない。図２３のように他の宅内共通ＩＤで利用され
ている機器のニックネームをボタン上に表示するためには、改めて情報をサーバから取得
する必要がある。ユーザが機器検索（ＩＰマルチキャスト）を行った際に、他の宅内共通
ＩＤで利用されている家電アダプタ１５も通信端末装置３０にクラウドＩＤを送信してい
るので、通信端末装置３０はこのクラウドＩＤを利用してクラウドサーバ２０へ問い合わ
せを行い、クラウドＩＤに対応するニックネームを取得することにより、ボタン上にニッ
クネームを表示できる。
【０１２６】
　同画面において、「ルームエアコン」ボタンは、青色やグレーで表示された未登録機器
選択ボタンであり、ニックネーム「リビングのエアコン」や「子供部屋のエアコン」ボタ
ンは、赤色や黄色等の目立つ色で表示された操作対象機器選択ボタンである。表示色を異
ならせるだけでなく、ボタンの形等を工夫してもよい。
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【０１２７】
　このような構成とすることで、ペアリングができない理由を一目瞭然にユーザに知らせ
ることができ、ユーザはペアリングができるか否かを即時に判断することができる〔実施
の形態７〕。
【０１２８】
　（６）操作対象機器選択画面において、複数の対象機器ボタンが表示されている場合や
、他のユーザにて電子機器にニックネームが付けられ、操作対象機器選択ボタンがニック
ネームで表示されている場合、ユーザは、目前にある電子機器１０の操作対象機器選択ボ
タンが操作対象機器選択画面内の何れに相当するかを把握できないことがある。
【０１２９】
　そこで、対応関係確認手段として、以下のような構成とすることが、より好ましい。
【０１３０】
　電子機器１０あるいは家電アダプタ１５に、電子機器１０に対して所定の操作がなされ
ると、操作されたことをクラウドサーバ２０に通知する第１操作通知部を設ける。ここで
、所定の操作とは、家電アダプタ１５の操作部１８を用いたあらゆる操作、電子機器１０
に対するあらゆる操作とすればよい。例えば、電子機器１０がリモコン操作可能な機器で
ある場合は、リモコンより何がしかのコマンドを受け付けた場合に、操作されたとすれば
よい。リモコンより受け付けるコマンドの内容は、運転状態の設定や変更にかかわらない
。
【０１３１】
　クラウドサーバ２０には、電子機器１０より何がしかの操作されたことが通知されると
、操作された電子機器１０との組み合わせが登録されており、かつログイン状態にある通
信端末装置３０に対して、当該電子機器１０に対して操作されたことを通知する第２操作
通知部を設けておく。
【０１３２】
　通信端末装置３０の表示制御部３２は、操作対象機器選択画面を表示している状態で、
画面内に表示している登録済機器選択ボタンに対応する電子機器１０に対して操作が成さ
れたことが通知されると、操作された電子機器１０に対応した操作対象機器選択ボタンの
表示形態を切り替える。
【０１３３】
　図２４に、電子機器１０の家電アダプタ１５の操作部１８が操作され、通信端末装置３
０の表示制御部３２が、操作対象機器選択画面と未登録機器選択画面とを融合した画面に
おいて、「子供部屋のエアコン」のニックネームが付けられた操作対象機器選択ボタンを
、点滅表示させている例を示す。色を変えて表示してもよい。
【０１３４】
　図２５に、電子機器１０に対してリモコン９０を用いた操作がなされ、通信端末装置３
０の表示制御部３２が、操作対象機器選択画面と未登録機器選択画面とを融合した画面に
おいて、「子供部屋のエアコン」のニックネームが付けられた操作対象機器選択ボタンを
、点滅表示させている例を示す。色を変えて表示してもよい。
【０１３５】
　図２４、図２５の画面において、「ルームエアコン」ボタンは、青色やグレーで表示さ
れた未登録機器選択ボタンであり、ニックネーム「リビングのエアコン」や「子供部屋の
エアコン」ボタンは、赤色や黄色等の目立つ色で表示された操作対象機器選択ボタンであ
る。
【０１３６】
　このような構成とすることで、他のユーザにて電子機器にニックネームが付けられるな
どして、ユーザの目前にある電子機器１０が操作対象機器選択画面に表示されている操作
対象機器選択ボタンの何れに相当するかを把握できない場合でも、家電アダプタの操作部
１８を操作したり、電子機器１０のリモコンの何れかのボタンを押すなどすることで、両
者の対応付けを明確にすることができる〔実施の形態８〕。
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【０１３７】
　（７）あるいは、対応関係確認手段として、以下のような構成としてもよい。
【０１３８】
　通信端末装置３０の表示制御部３２は、操作対象機器選択画面を表示している状態で、
画面内に表示している操作対象機器選択ボタンが操作されると、クラウドサーバ２０に、
選択された登録済機器１０の遠隔操作をクラウドサーバ２０に要請する。
【０１３９】
　クラウドサーバ２０を介して遠隔操作の要請を受けた電子機器１０の家電アダプタ１５
は、ユーザに操作対象機器として選択された電子機器１０であることを、電子機器１０或
いは家電アダプタ１５が備える音声等を発生する音出力部より音にて報知する構成として
もよい。
【０１４０】
　図２６に、通信端末装置３０の表示制御部３２が、操作対象機器選択画面と未登録機器
選択画面とを融合した画面において、「リビングのエアコン」のニックネームが付けられ
た操作対象機器選択ボタンを操作し、クラウドサーバ２０を介して選択されてことが通知
された電子機器１０が、「リビングのエアコンはここです」と音声出力している例を示す
。ビープ音や、メロディが鳴るようにしてもよい。
【０１４１】
　図２６の画面において、「ルームエアコン」ボタンは、青色やグレーで表示された未登
録機器選択ボタンであり、ニックネーム「リビングのエアコン」や「子供部屋のエアコン
」ボタンは、赤色や黄色等の目立つ色で表示された操作対象機器選択ボタンである〔実施
の形態９〕。
【０１４２】
　（８）複数の通信端末装置３０にて遠隔操作可能に組み合わせ登録されている電子機器
１０に対して、そのうちの１台の通信端末装置３０が、電子機器１０との組み合わせ登録
の削除を行うと、当該電子機器１０と組み合わせ登録されている全ての通信端末装置にお
いても、クラウドサーバ２０において組み合わせの登録が抹消されてしまい、遠隔操作で
きないように設定されている場合がある。
【０１４３】
　そこで、このような設定がなされている場合、通信端末装置３０の表示制御部３２は、
操作対象機器選択画面において、当該通信端末装置３０のみが組み合わせを登録している
電子機器１０と、他のユーザの通信端末装置３０とも組み合わせが登録されている電子機
器とでは、操作対象機器選択画面において、表示形態を切り替える構成とすることが好ま
しい。
【０１４４】
　図２７に、通信端末装置３０の表示制御部３２が、操作対象機器選択画面と未登録機器
選択画面とを融合した画面において、「リビングのエアコン」および「子供部屋のエアコ
ン」のニックネームが付けられた操作対象機器選択ボタンは、自機のみが組み合わせ登録
を行っているものであり、例えば赤色で表示されている。これに対し、図ではクロスハッ
チを付けて示す「ルームエアコン」ボタンは、他の通信端末装置３０とも組み合わせ登録
されているものであり、赤色ではなく例えば黄色で表示されている。なお、ハッチングを
付した「ルームエアコン」ボタンは、未登録の電子機器１０を示す未登録機器選択ボタン
であり、例えば灰色で表示されている。
【０１４５】
　このような構成とすることで、当該通信端末装置とのみ組み合わせが登録されている電
子機器１０と、他の通信端末装置とも組み合わせが登録されている電子機器とを一目瞭然
に判断できるので、組み合わせ登録の削除が上述のような設定となっていた場合でも、間
違って削除するようなことを、無くすることができる。
【０１４６】
　あるいは、登録を削除しようとする電子機器が、ユーザの通信端末装置としか登録され
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ていない場合、自身の通信端末装置が登録を削除すると、何れの通信端末装置からも遠隔
操作が実施できないことなるが、これにより、ユーザは、登録を削除する前に、このよう
な事態の招来を把握することができる〔実施の形態１０〕。
【０１４７】
　〔まとめ〕
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、広域通信ネット
ワークに接続されたサーバ装置（クラウドサーバ２０）を介して、通信端末装置が電子機
器を遠隔操作する遠隔操作システムに搭載され、遠隔操作を可能とする通信端末装置と電
子機器との組み合わせを前記サーバ装置に登録する作業を支援する登録支援システムであ
って、前記通信端末装置に搭載される、狭域通信ネットワーク（無線ＬＡＮ）に接続され
ている電子機器の中から、前記サーバ装置に登録することによって当該通信端末装置によ
る遠隔操作が可能となる未登録の電子機器を検索する未登録機器検索部と、前記未登録機
器検索部で検出された未登録の電子機器の中から任意の１台を選択させるための未登録機
器選択画面を表示部に表示させる表示制御部と、前記未登録機器選択画面にて１台の電子
機器が選択されると、前記狭域通信ネットワークを介して、選択された前記電子機器に、
選択された電子機器であることを通知する選択通知部と、前記電子機器に搭載される、前
記通信端末装置より前記狭域通信ネットワークを介して前記選択されたことが通知される
と、選択された電子機器であることを報知する選択報知部と、を備えることを特徴とする
。
【０１４８】
　これによれば、遠隔操作を可能とする通信端末装置と電子機器との組み合わせをサーバ
装置に登録するにあたって、ユーザが未登録機器選択画面にて任意の１台の未登録の電子
機器を選択すると、選択された電子機器の選択報知部が、選択された電子機器であること
を報知する。これにより、中継局に未登録の電子機器が複数存在していても、電子機器か
らの報知により、未登録機器選択画面で選択した未登録の電子機器がどれであるかを簡単
に把握することができる。したがって、遠隔操作の対象として登録したい電子機器を簡単
に選択することができ、組み合わせの登録作業が容易になる。
【０１４９】
　前記選択報知部としては、光にて報知する構成や、音にて報知する構成が好ましい。
【０１５０】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、さらに、前記サ
ーバ装置は、１台の電子機器に対して遠隔操作可能に組み合わせられる通信端末装置に台
数制限を設けており、前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、未登録の電
子機器それぞれについて組み合わせが可能な残り台数に関する情報を併せて表示する構成
であってもよい。
【０１５１】
　これによれば、未登録機器選択画面において、未登録の電子機器それぞれについて組み
合わせが可能な残り台数に関する情報が表示されるので、既に制限台数に達している電子
機器に対して、登録作業が無駄に実施されることを未然に防ぐことができる。
【０１５２】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、さらに、前記サ
ーバ装置は、１台の電子機器に対して遠隔操作可能に組み合わせられる通信端末装置に台
数制限を設けており、前記表示制御部は、前記未登録機器選択画面において、組み合わせ
が可能な制限台数に達している電子機器には、制限台数に達しているために組み合わせを
登録できないこと知らせるメッセージを併せて表示する構成であってもよい。
【０１５３】
　これによれば、未登録機器選択画面において、組み合わせが可能な制限台数に達してい
る電子機器には、制限台数に達しているために組み合わせを登録できないこと知らせるメ
ッセージが表示されるので、既に制限台数に達している電子機器に対して、登録作業が無
駄に実施されることを未然に防ぐことができる。また、登録できない理由を一目瞭然にユ
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ーザに知らせることで、ユーザは登録できるか否かを即時に判断することができる。
【０１５４】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、さらに、前記表
示制御部は、前記未登録機器選択画面を、当該通信端末装置との組み合わせが既に登録さ
れている電子機器の中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器選択画面
に含めて表示し、該画面において、操作対象の電子機器を選択するためのボタンと未登録
の電子機器を選択するためのボタンとで、それぞれの表示形態を異ならせる構成とするこ
ともできる。
【０１５５】
　これによれば、登録済の電子機器と未登録の電子機器とが、同一の画面にて表示される
が、画面内において、登録済の電子機器を選択するボタンと未登録の電子機器を選択する
ボタンとで表示形態が異なっているので、それぞれを混同させることなく、操作すること
ができる。
【０１５６】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、さらに、前記電
子機器は、当該電子機器に対して所定の操作がなされると、操作されたことを前記サーバ
装置に通知する第１操作通知部を備え、前記サーバ装置は、前記電子機器より操作された
ことが通知されると、操作された電子機器との組み合わせが登録され、かつログイン状態
にある前記通信端末装置に対して、前記電子機器が操作されたことを通知する第２操作通
知部を備え、前記通信端末装置は、当該通信端末装置との組み合わせが既に登録されてい
る電子機器の中から操作する任意の１台を選択させるための操作対象機器選択画面を表示
している状態で、前記サーバ装置より、該画面に選択するためのボタンを表示している登
録済の電子機器に対して操作がなされたことが通知されると、操作がなされた電子機器を
選択するためのボタンの表示形態を切り替える構成とすることもできる。
【０１５７】
　他のユーザにて電子機器にニックネームが付けられている場合、ユーザの目前にある電
子機器が操作対象機器選択画面に表示されている登録済の電子機器の何れに相当するか、
把握できないことがある。上記構成によれば、電子機器に対して所定の操作、例えば、接
続されている家電アダプタのボタンを操作したり、電子機器のリモコンを操作したりする
などの操作を行うことで、操作対象機器選択画面における、操作された電子機器を選択す
るボタンの表示形態が変化する。これにより、ユーザの目前にある電子機器が、操作対象
機器選択画面に表示されている、登録済の電子機器を選択するボタンの何れに対応するか
を、容易に確認することができる。
【０１５８】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、さらに、前記表
示制御部は、当該通信端末装置との組み合わせが既に登録されている電子機器の中から操
作する任意の１台を選択させるための操作対象機器選択画面において、当該通信端末装置
とのみ組み合わせが登録されている電子機器と、他の通信端末装置とも組み合わせが登録
されている電子機器とで、それぞれを選択するためのボタンの表示形態を異ならせる構成
とすることもできる。
【０１５９】
　例えば、複数の通信端末装置にて遠隔操作可能に組み合わせ登録されている電子機器に
対して、そのうちの１台の通信端末装置が、電子機器との組み合わせ登録の削除を行うと
、当該電子機器と組み合わせ登録されている全ての通信端末装置においても、サーバ装置
において組み合わせの登録が抹消されてしまい、遠隔操作できないように設定されている
場合がある。
【０１６０】
　上記構成によれば、当該通信端末装置とのみ組み合わせが登録されている電子機器と、
他の通信端末装置とも組み合わせが登録されている電子機器とで、それぞれを選択するボ
タンの表示形態が異なるので、当該通信端末装置とのみ組み合わせが登録されている電子
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機器と、他の通信端末装置とも組み合わせが登録されている電子機器とを一目瞭然に判断
できる。これにより、組み合わせ登録の削除が上述のような設定となっていた場合でも、
間違って削除するようなことを、無くすることができる。
【０１６１】
　あるいは、登録を削除しようとする電子機器が、ユーザの通信端末装置としか登録され
ていない場合、自身の通信端末装置が登録を削除すると、何れの通信端末装置からも遠隔
操作が実施できないことなるが、これにより、ユーザは、登録を削除する前に、このよう
な事態が招来することを事前に把握することができる。
【０１６２】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、さらに、前記サ
ーバ装置は、前記電子機器１０台に対し宅内共通識別情報（宅内共通ＩＤ）を１つのみ対
応付け可能とし、前記宅内共通識別情報に対応付けた前記通信端末装置と、前記狭域通信
ネットワークに接続された前記電子機器との間で所定の物理的な操作が成され、所定の期
間内に前記通信端末装置および前記電子機器それぞれから操作が成されたことを通知する
信号を受信すると、前記宅内共通識別情報に前記電子機器と前記通信端末装置とを対応付
けて、遠隔操作可能な組み合わせとして登録する構成とすることもできる。
【０１６３】
　これによれば、１台の電子機器に対し、遠隔操作可能な通信端末装置を複数台組み合わ
せるにおいて、電子機器に１つのみ対応付けることのできる識別情報と、中継局の限られ
た通信範囲において、電子機器と通信端末装置との間でなされる所定の物理的な操作とが
必要である。
【０１６４】
　したがって、電子機器に１つのみ対応付けることのできる識別情報が漏えいしたとして
も、第三者による当該電子機器との登録を阻止することができる。逆に、中継局の限られ
た通信範囲において、第三者が自身の通信端末装置と電子機器との間で所定の物理的な操
作を行ったとしても、第三者による当該電子機器との登録を阻止することができる。
【０１６５】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、さらに、前記表
示制御部は、前記未登録機器選択画面において、前記未登録機器検索部が検出した未登録
の電子機器のうち、当該通信端末装置が対応付けられている宅内共通識別情報とは異なる
宅内共通識別情報に対応付けられている電子機器については、他の宅内共通識別情報に対
応付けられているために登録できないことを知らせるメッセージを表示する構成とするこ
ともできる。
【０１６６】
　サーバ装置において、電子機器１台に対し宅内共通識別情報（宅内共通ＩＤ）を１つの
み対応付け可能とした場合、宅内にあっても、既に異なる宅内共通識別情報にて対応付け
られている場合は、登録できない。そこで、このような他の宅内共通識別情報に対応付け
られた電子機器を、未登録機器選択画面に表示しない構成も考えられる。しかしながら、
その場合、事情を知らないユーザは、宅内にあって、中継局に限られた通信範囲内に含ま
れているにも関わらず、未登録の電子機器として表示されず、登録できないため、混乱す
る恐れがある。
【０１６７】
　上記構成によれば、登録できない理由をユーザに知らせることができるので、ユーザが
混乱することを回避できる。
【０１６８】
　本発明の一態様に係る遠隔操作システムにおける登録支援システムは、前記電子機器に
搭載される、前記中継局にアクセスして狭域通信ネットワークに接続されている電子機器
の中から、既に前記サーバ装置に登録されている電子機器を検索する登録済機器検索部と
、前記登録済機器検索部にて登録済の前記電子機器が検出されると、該登録済の電子機器
に対して、該登録済の電子機器が対応付けらえている前記宅内共通識別情報を含む認証情
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報を前記サーバ装置より取得するよう要求する認証情報取得要求部と、前記登録済の電子
機器から、該登録済の電子機器が対応付けられている前記宅内共通識別情報を含む認証情
報を受信すると、前記サーバ装置に対して、該認証情報と自機の機器識別情報とをセット
して、当該認証情報で特定される通信端末装置との遠隔操作を可能とする組み合わせを登
録するよう要求する登録要求部と、別の電子機器から認証情報の取得を要求されると、前
記サーバ装置に自機の認証情報を要求する認証情報送信要求部と、前記サーバ装置に搭載
される、登録済の電子機器より認証情報が要求されると認証情報を送信する認証情報送信
部と、未登録の電子機器より前記登録要求を受信すると、前記認証情報で特定される前記
通信端末装置がログイン状態となるまで承認待ちとして待機し、ログイン状態となると登
録要求を承認するか否かを前記通信端末装置に問い合わせ、前記通信端末装置にて承認さ
れると、前記電子機器と前記通信端末装置とを遠隔操作可能な組み合わせとして登録する
援用登録部と、前記通信端末装置に備えられる、前記サーバ装置から承認が問い合わされ
ると、承認するか否かを選択させるための承認画面を表示する前記表示制御部と、前記承
認画面にて承認されると、前記サーバ装置に承認されたことを通知する承認通知部と、を
備える構成とすることもできる。
【０１６９】
　これによれば、未登録の電子機器から、登録済の電子機器の認証情報を援用して、登録
済の電子機器が登録されている通信端末装置と自機との登録をサーバ装置に要求し、サー
バ装置、通信端末装置においてユーザが登録を認証すると、未登録の電子機器と通信端末
装置とを登録する。
【０１７０】
　これにより、宅内等の中継局に限られた通信範囲内に、新しい電子機器が設置された場
合に、既に登録されている電子機器の認証情報を用いて、認証情報にて特定される通信端
末装置との組み合わせを、簡単に登録することができる。
【０１７１】
　また、本発明は、本発明の登録支援システムを構成する、通信端末装置、電子機器の各
構成においても、権利範疇としている。
【０１７２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１７３】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　最後に、家電アダプタ１５、電子機器１０、通信端末装置３０、クラウドサーバ２０の
各ブロックは、集積回路（ＩＣチップ）上に形成された論理回路によってハードウェア的
に実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウェア的に実
現してもよい。
【０１７４】
　後者の場合、家電アダプタ１５、電子機器１０、通信端末装置３０、クラウドサーバ２
０は、各機能を実現するプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムを格納した
ＲＯＭ（Read Only Memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory
）、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを
備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである家電
アダプタ１５、電子機器１０、通信端末装置３０、クラウドサーバ２０の制御プログラム
のプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）
をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記家電アダプタ１５、電子機器
１０、通信端末装置３０、クラウドサーバ２０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰ
ＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによ
っても、達成可能である。
【０１７５】
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　上記記録媒体としては、一時的でない有形の媒体（non-transitory tangible medium）
、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ類、フロッピー（登録商標）ディスク
／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の
光ディスクを含むディスク類、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード
類、マスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）／フラッシュＲＯＭ等の半導
体メモリ類、あるいはＰＬＤ（Programmable logic device）やＦＰＧＡ（Field Program
mable Gate Array）等の論理回路類などを用いることができる。
【０１７６】
　また、家電アダプタ１５、電子機器１０、通信端末装置３０、クラウドサーバ２０を通
信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコードを通信ネットワークを介して
供給してもよい。この通信ネットワークは、プログラムコードを伝送可能であればよく、
特に限定されない。例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡ
Ｎ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（Virtual Private Network）、電
話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、この通信ネットワーク
を構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可能な媒体であればよく、特定の構成ま
たは種類のものに限定されない。例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケー
ブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line）回線等の有線
でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ
８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data Rate）、ＮＦＣ（Near Field Communication）、
ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance，登録商標）、携帯電話網、衛星回線、地
上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが
電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも
実現され得る。
【産業上の利用可能性】
【０１７７】
　本発明は、各種の家電をスマートフォンなどの通信端末装置を用いて、宅外から遠隔操
作する遠隔操作システムに利用することができる。
【符号の説明】
【０１７８】
６　制御部
７　記憶部
８　通信部
９　接続部
１０　電子機器
１１　制御部
１３　記憶部
１４　装置機能部
１５　家電アダプタ
１６　接続部
１７　操作部
１８　操作部
１９　報知部
２０　クラウドサーバ
２１　管理サーバ
２７　制御部
２２　認証サーバ
２３　通信部
２５　報知制御部
２８　選択通知部
３０　通信端末装置
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３１　制御部
３２　表示制御部
３３　通信制御部
３５　記憶部
３６　表示部
３７　通信部
３８　操作部
３９　未登録機器検索部
４０　中継局
５０　宅内
６２　広域通信ネットワーク
７１　登録済機器検索部
７２　認証情報取得要求部
７３　登録要求部
７４　認証情報送信要求部
７８　通信制御部
７９　認証情報送信部
８０　記憶制御部
８１　援用登録部
８２　承認通知部
９０　リモコン
１００　遠隔操作システム
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