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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバに適用されるデバイスバインディング方法であって、
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記
端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信するステップと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在するか否かを検出するステップと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記ユーザアカウントと前記デバイス識別子とをバインディングするステッ
プと含み
　前記端末から送信されるバインディング要求を受信する前に、前記方法は、更に、
　前記端末から送信され、前記端末に対応するユーザアカウントと、前記端末が現在接続
中のネットワークである無線ネットワークへの接続を要求する前記電子デバイスのデバイ
ス識別子とを含むネットワーク接続問い合わせ要求を受信するステップと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在するか否かを検出するステップと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記端末に指示情報を送信するステップとを含み、
　前記指示情報は、前記端末においてバインディング要求を生成し且つ送信するように、
前記電子デバイスを前記無線ネットワークに接続させることを指示することを特徴とする
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デバイスバインディング方法。
【請求項２】
　前記端末に対応するユーザアカウントは、前記端末においてログインしたユーザアカウ
ント又はユーザが前記端末において入力したユーザアカウントを含むことを特徴とする請
求項１に記載のデバイスバインディング方法。
【請求項３】
　バインディング待ち中の前記電子デバイスのデバイス識別子は、前記端末がバインディ
ング待ち中の前記電子デバイスがブロードキャストしたネットワーク接続要求に基づいて
取得したものであることを特徴とする請求項１に記載のデバイスバインディング方法。
【請求項４】
　端末に適用されるデバイスバインディング方法であって、
　バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユーザ
アカウントを有するバインディング要求を生成するステップと、
　前記バインディング要求をサーバに送信するステップとを含み、
　前記バインディング要求は、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別
子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、前記サーバが前記ユーザアカウ
ントと前記デバイス識別子とをバインディングするように指示するために使われ、
　バインディング待ち中の前記電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユ
ーザアカウントを有するバインディング要求を生成する前に、前記方法は、更に、
　前記バインディング待ち中の前記電子デバイスがブロードキャストした、前記端末の現
在接続中の無線ネットワークへ接続することを要求するための、前記電子デバイスのデバ
イス識別子が含まれるネットワーク接続要求を受信するステップと、
　前記ネットワーク接続要求に基づいて、前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子
を含むネットワーク接続問い合わせ要求を生成して前記サーバに送信するステップと、
　前記サーバから送信される、前記サーバが前記ネットワーク接続問い合わせ要求に基づ
いて、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子に対応する引替え記録
が存在することを確定した時に送信する指示情報を受信するステップと、
　前記指示情報に基づいて前記電子デバイスを前記無線ネットワークに接続させるステッ
プとを含む
ことを特徴とするデバイスバインディング方法。
【請求項５】
　前記端末に対応するユーザアカウントは、前記端末においてログインしたユーザアカウ
ント又はユーザが前記端末において入力したユーザアカウントを含むことを特徴とする請
求項４に記載のデバイスバインディング方法。
【請求項６】
　サーバに適用されるデバイスバインディング装置であって、
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記
端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信する第１受信モジュー
ルと、
　前記サーバに前記第１受信モジュールが受信した前記ユーザアカウント及び前記デバイ
ス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検出する第１検出モジュールと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記ユーザアカウントと前記デバイス識別子とをバインディングするデバイ
スバインディングモジュールとを備え、
　更に、
　前記第１受信モジュールが前記端末から送信されるバインディング要求を受信する前に
、前記端末から送信され、前記端末に対応するユーザアカウントと、前記端末が現在接続
中のネットワークである無線ネットワークへの接続を要求する前記電子デバイスのデバイ
ス識別子とを含むネットワーク接続問い合わせ要求を受信する第２受信モジュールと
　前記サーバに前記第２受信モジュールが受信した前記ユーザアカウント及び前記デバイ
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ス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検出する第２検出モジュールと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記端末においてバインディング要求を生成し且つ送信さするために、前記
電子デバイスを前記無線ネットワークに接続させることを指示するための指示情報を前記
端末に送信する情報送信モジュールとを備える、
ことを特徴とするデバイスバインディング装置。
【請求項７】
　前記端末に対応するユーザアカウントは、前記端末においてログインしたユーザアカウ
ント又はユーザが前記端末において入力したユーザアカウントを含むことを特徴とする請
求項６に記載のデバイスバインディング装置。
【請求項８】
　バインディング待ち中の前記電子デバイスのデバイス識別子は、前記端末がバインディ
ング待ち中の前記電子デバイスがブロードキャストしたネットワーク接続要求に基づいて
取得したものであることを特徴とする請求項６に記載のデバイスバインディング装置。
【請求項９】
　端末に適用されるデバイスバインディング装置であって、
　バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユーザ
アカウントを有するバインディング要求を生成する要求生成モジュールと、
　前記要求生成モジュールが生成した前記バインディング要求をサーバに送信する第１送
信モジュールとを備え、
　前記バインディング要求は、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別
子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、前記ユーザアカウントと前記デ
バイス識別子とをバインディングすることを前記サーバに指示するために使われ、
　更に、
　前記要求生成モジュールが、バインディング待ち中の前記電子デバイスのデバイス識別
子及び前記端末に対応するユーザアカウントを有するバインディング要求を生成する前に
、前記バインディング待ち中の前記電子デバイスがブロードキャストした、前記端末が現
在接続中の無線ネットワークへ接続することを要求するために使われ、前記電子デバイス
のデバイス識別子を含むネットワーク接続要求を取得する要求受信モジュールと、
　前記要求受信モジュールが受信した前記ネットワーク接続要求に基づいて、前記ユーザ
アカウント及び前記デバイス識別子を含むネットワーク接続問い合わせ要求を生成し且つ
前記サーバに送信する第２送信モジュールと、
　前記サーバから送信される、前記サーバが前記第２送信モジュールが送信した前記ネッ
トワーク接続問い合わせ要求に基づいて、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デ
バイス識別子に対応する引替え記録が存在することを確定した時に送信する指示情報を受
信する情報受信モジュールと、
　前記情報受信モジュールが受信した前記指示情報に基づいて前記電子デバイスを前記無
線ネットワークに接続させるネットワーク接続モジュールとを備える
ことを特徴とするデバイスバインディング装置。
【請求項１０】
　前記端末に対応するユーザアカウントは、前記端末においてログインしたユーザアカウ
ント又はユーザが前記端末において入力したユーザアカウントを含むことを特徴とする請
求項９に記載のデバイスバインディング装置。
【請求項１１】
　サーバに適用されるデバイスバインディング装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記
端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信し、
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　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在するか否かを検出し、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記ユーザアカウントと前記デバイス識別子とをバインディングするように
構成され、
　前記端末から送信されるバインディング要求を受信する前に、
　前記端末から送信され、前記端末に対応するユーザアカウントと、前記端末が現在接続
中のネットワークである無線ネットワークへの接続を要求する前記電子デバイスのデバイ
ス識別子とを含むネットワーク接続問い合わせ要求を受信し、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在するか否かを検出し、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記端末に指示情報を送信し、
　前記指示情報は、前記端末においてバインディング要求を生成し且つ送信するように、
前記電子デバイスを前記無線ネットワークに接続させることを指示する
ことを特徴とするデバイスバインディング装置。
【請求項１２】
　端末に適用される、デバイスバインディング装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユーザ
アカウントを有するバインディング要求を生成し、
　前記バインディング要求をサーバに送信するように構成され、
　前記バインディング要求は、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別
子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、前記ユーザアカウントと前記デ
バイス識別子とをバインディングすることを前記サーバに指示するために使われ、
　バインディング待ち中の前記電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユ
ーザアカウントを有するバインディング要求を生成する前に、
　前記バインディング待ち中の前記電子デバイスがブロードキャストした、前記端末の現
在接続中の無線ネットワークへ接続することを要求するための、前記電子デバイスのデバ
イス識別子が含まれるネットワーク接続要求を受信し、
　前記ネットワーク接続要求に基づいて、前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子
を含むネットワーク接続問い合わせ要求を生成して前記サーバに送信し、
　前記サーバから送信される、前記サーバが前記ネットワーク接続問い合わせ要求に基づ
いて、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子に対応する引替え記録
が存在することを確定した時に送信する指示情報を受信し、
　前記指示情報に基づいて前記電子デバイスを前記無線ネットワークに接続させる
ことを特徴とするデバイスバインディング装置。
【請求項１３】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のデ
バイスバインディング方法を実現する記録媒体に記録されたプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンピュータ技術分野に関し、特にデバイスバインディング方法、装置、プロ
グラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ユーザは電子デバイスを使用する前に、通常に端末を通じて電子デバイスとユーザアカ
ウントとをバインディングする必要があり、電子デバイスをユーザのプライベートデバイ
スとして設定して、ユーザに個人化サービスを提供することができる。ここで、電子デバ
イスはユーザアカウントとバインディングされるデバイスであり、端末は電子デバイスと
ユーザアカウントのバインディングを補助するデバイスである。
【０００３】
　仮に端末が携帯電話であり、電子デバイスがブレスレットである場合、デバイスバイン
ディング方法は下記のステップを含む。携帯電話はブレスレットのブレスレット識別子及
びユーザアカウントを取得し、該ブレスレット識別子とユーザアカウントをサーバに送信
し、サーバは携帯電話に向けてブレスレットに予め設定された操作を実行する指示情報を
送信し、ユーザが該指示情報に基づいてブレスレットに予め設定された操作を実行した場
合、このときサーバはブレスレットが予め設定された操作に基づいて生成し且つ送信した
操作信号を受信し、該ブレスレットはユーザが所有するブレスレットであることを確認し
、該ユーザアカウントとブレスレット識別子をバインディングする。ここで、予め設定さ
れた操作はボタンを押すなどであってもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は電子デバイスに対するユーザの操作に基づいて該電子デバイスがユーザの所有
する電子デバイスであることを確認することで、バインディングプロセスが煩雑で効率が
低下するという問題を解決するために、デバイスバインディング方法、装置、プログラム
及び記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、サーバに適用されるデバイスバインディング方
法であって、
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記
端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信するステップと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在するか否かを検出するステップと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記ユーザアカウントと前記デバイス識別子とをバインディングするステッ
プと含むデバイスバインディング方法を提供する。
【０００６】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、端末に適用されるデバイスバインディング方法
であって、
　バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユーザ
アカウントを有するバインディング要求を生成するステップと、
　前記バインディング要求を前記サーバに送信するステップとを含み、
　前記バインディング要求は、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別
子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、前記サーバが前記ユーザアカウ
ントと前記デバイス識別子とをバインディングするように指示するために使われるデバイ
スバインディング方法を提供する。
【０００７】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、サーバに適用されるデバイスバインディング装
置であって、
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記
端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信する第１受信モジュー
ルと、
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　前記サーバに前記第１受信モジュールが受信した前記ユーザアカウント及び前記デバイ
ス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検出する第１検出モジュールと、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記ユーザアカウントと前記デバイス識別子とをバインディングするデバイ
スバインディングモジュールとを備えるデバイスバインディング装置を提供する。
【０００８】
　本発明の実施例の第４の態様によれば、端末に適用されるデバイスバインディング装置
であって、
　バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユーザ
アカウントを有するバインディング要求を生成する要求生成モジュールと、
　前記要求生成モジュールが生成した前記バインディング要求を前記サーバに送信する第
１送信モジュールとを備え、
　前記バインディング要求は、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別
子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、前記ユーザアカウントと前記デ
バイス識別子とをバインディングすることをサーバに指示するために使われるデバイスバ
インディング装置を提供する。
【０００９】
　本発明の実施例の第５の態様によれば、サーバに適用されるデバイスバインディング装
置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記
端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信し、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在するか否かを検出し、
　前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、前記ユーザアカウントと前記デバイス識別子とをバインディングするように
構成されるデバイスバインディング装置を提供する。
【００１０】
　本発明の実施例の第６の態様によれば、端末に適用される、デバイスバインディング装
置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び前記端末に対応するユーザ
アカウントを有するバインディング要求を生成し、
　前記バインディング要求を前記サーバに送信するように構成され、
　前記バインディング要求は、前記サーバに前記ユーザアカウント及び前記デバイス識別
子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、前記ユーザアカウントと前記デ
バイス識別子とをバインディングすることをサーバに指示するために使われるデバイスバ
インディング装置を提供する。
　本発明の実施例の第７の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、前記デバ
イスバインディング方法を実現する記録媒体に記録されたプログラムを提供する。
　本発明の実施例の第８の態様によれば、プログラムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の実施例が提供する技術案は下記のような有益な効果を含むことができる。
【００１２】
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末
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に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信し、サーバにユーザアカウ
ント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検出し、サーバにユー
ザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在する場合、ユーザアカウン
トとデバイス識別子とをバインディングすることを通じて、サーバにユーザアカウント及
びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを判断することで、ユーザが該
電子デバイスを所有するか否かを確定することができる。従って、電子デバイスに対する
ユーザの操作に基づいて該電子デバイスがユーザの所有する電子デバイスであることを確
認することで、バインディングプロセスが煩雑で効率が低下するという問題を解決し、デ
バイスバインディング効率を向上させる効果を奏している。
【００１３】
　また、上記の一般的な説明及び以下の詳細な説明は単なる例示及び解釈に過ぎず、本発
明を限定するものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本願の図面は明細書に取り込まれ本発明明細書の一部を構成し、本発明に合致する実施
例を示し、また、明細書と共に本発明の原理の解釈に用いられる。
【図１】図１は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング方法のフローチャ
ートである。
【図２】図２は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング方法のフローチャ
ートである。
【図３Ａ】図３Ａは他の例示的な実施例にかかるデバイスバインディング方法のフローチ
ャートである。
【図３Ｂ】図３Ｂは他の例示的な実施例にかかるユーザアカウントのログイン模式図であ
る。
【図３Ｃ】図３Ｃは他の例示的な実施例にかかる電子デバイスの接続プロセスの模式図で
ある。
【図３Ｄ】図３Ｄは他の例示的な実施例にかかる電子デバイスの接続成功の模式図である
。
【図３Ｅ】図３Ｅは他の例示的な実施例にかかる電子デバイスのバインディング提示の模
式図である。
【図３Ｆ】図３Ｆは他の例示的な実施例にかかる電子デバイスのバインディング成功の模
式図である。
【図４】図４は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図
である。
【図５】図５は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図
である。
【図６】図６は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図
である。
【図７】図７は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図
である。
【図８】図８は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディングに使われる装置の
ブロック図である。
【図９】図９は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディングに使われる装置の
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　ここで例示的な実施例について詳細に説明を行うが、その例示は図面において示されて
いる。以下の説明が図面に関する場合、特に示さない限り、異なる図面の中の同一の数字
は同一又は類似の要素を表す。また、以下の例示的な実施例で説明する実施形態は、本発
明と一致する全ての実施形態を代表するものではなく、これらは特許請求の範囲において
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詳述した、本発明の一部の態様と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００１６】
　図１は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング方法のフローチャートで
あり、該デバイスバインディング方法はサーバに適用される。図１に示すように、該デバ
イスバインディング方法は下記のステップを含む。
【００１７】
　ステップ１０１において、端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイス
のデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信
する。
【００１８】
　ステップ１０２において、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録（ｒｅｄｅｍｐｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）が存在するか否かを検出する。
【００１９】
　ステップ１０３において、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録が存在する場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディングする。
【００２０】
　以上をまとめると、本発明が提供するデバイスバインディング方法において、バインデ
ィング要求はバインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応する
ユーザアカウントを含み、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録が存在するか否かを検出し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応
する引替え記録が存在する場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディング
することを通じて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録
が存在するか否かを判断することで、ユーザが該電子デバイスを所有するか否かを確定す
ることができる。従って、バインディングプロセスが煩雑で効率が低下するという問題を
解決し、デバイスバインディング効率を向上させる効果を奏している。
【００２１】
　図２は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング方法のフローチャートで
あり、該デバイスバインディング方法は端末に適用される。図２に示すように、該デバイ
スバインディング方法は下記のステップを含む。
【００２２】
　ステップ２０１において、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び
端末に対応するユーザアカウントを有するバインディング要求を生成する。
【００２３】
　ステップ２０２において、バインディング要求をサーバに送信する。バインディング要
求は、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するこ
とを確定した場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディングすることをサ
ーバに指示するために使われる。
【００２４】
　以上をまとめると、本発明が提供するデバイスバインディング方法は、バインディング
待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを有するバ
インディング要求を生成し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録が存在することを確定した場合、サーバがユーザアカウントとデバイス識別子と
をバインディングするように指示するための、バインディング要求をサーバに送信するこ
とを通じて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在
するか否か判断することでユーザが該電子デバイスを所有するか否かを確定することがで
きる。従って、電子デバイスに対するユーザの操作に基づいて該電子デバイスがユーザの
所有する電子デバイスであることを確認することで、バインディングプロセスが煩雑で効
率が低下するという問題を解決し、デバイスバインディング効率を向上させる効果を奏し
ている。
【００２５】
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　図３Ａは他の例示的な実施例にかかるデバイスバインディング方法のフローチャートで
あり、該デバイスバインディング方法はサーバと端末を含むシステムに適用される。図３
Ａに示すように、該デバイスバインディング方法は下記のステップを含む。
【００２６】
　ステップ３０１において、端末はバインディング待ち中の電子デバイスがブロードキャ
ストしたネットワーク接続要求を受信する。ネットワーク接続要求は、端末が現在接続中
の無線ネットワークへ接続することを要求するために使われ、ネットワーク接続要求には
電子デバイスのデバイス識別子が含まれる。
【００２７】
　電子デバイスの電源を入れた後、電子デバイスは外部に向けてネットワーク接続要求を
ブロードキャストし、端末の現在接続中の無線ネットワークへの接続を要求することがで
きる。
【００２８】
　本ステップにおける電子デバイスはユーザがユーザアカウントを通じて引替え（redeem
）した電子デバイスであってもよく、なくてもよく、例えば他のユーザがユーザにあげた
電子デバイスであってもよいが、本実施例はこれを限定しない。ここで、ユーザアカウン
トは、ユーザがサーバにアカウント申請要求を送信し、サーバがアカウント申請要求に含
まれるユーザ情報に基づいてユーザに割り当てられたアカウントである。ユーザ情報には
ニックネーム、誕生日、職業等の情報が含まれる。
【００２９】
　ユーザは下記の二つの実現方法のうちの一つを採用して電子デバイスを引替えすること
ができる。
【００３０】
　一つ目の実現方法は、ユーザが端末を通じて電子デバイスを引替えする方法であり、こ
の場合、ユーザは端末にインストールされた引替えクライアント端末又はブラウザにおい
てユーザアカウントにログインし、さらにログインしたユーザアカウントを通じて電子デ
バイスを引替えすることができる。引替えクライアント端末を例として説明すると、図３
Ｂに示されるユーザアカウントの登録模式図のように、ユーザは引替えクライアント端末
の画面において「デバイスショップ」オプションをクリックし、且つ「デバイスショップ
」において電子デバイスを引替えすることができる。ここで、引替えプロセスは下記のス
テップを含む。つまり、端末はサーバによって提供される各種電子デバイスのデバイス説
明情報を表示し、ユーザがあるタイプの電子デバイスの引替えが必要な場合、このタイプ
の電子デバイスを選択して、引替えコマンドを生成することができ、該引替えコマンドに
は、ユーザが引替えしようと選択した電子デバイスのデバイス型番が含まれる。端末は、
該デバイス型番及びユーザアカウントを有する引替え要求を生成し、引替え要求をサーバ
に送信する。サーバは引替え要求に基づいて引替え注文を生成し、引替え注文に基づいて
、ユーザに電子デバイスを送信するように第三者に指示する。第三者は引替え注文におけ
るデバイスタイプが指示するタイプの電子デバイスの中から一つの電子デバイスを選択し
て、該電子デバイスをユーザに送信する。
【００３１】
　二つ目の実現方法は、ユーザが他の端末を通じて電子デバイスを引替えする方法である
。例えば、端末は携帯電話、他の端末はコンピュータである場合、ユーザはコンピュータ
にインストールされている引替えクライアント端末又はブラウザにおいてユーザアカウン
トにログインし、さらにログインしたユーザアカウントを通じて電子デバイスを引替えす
ることができる。他の端末を通じて電子デバイスを引替えするプロセスは、端末を通じて
電子デバイスを引替えするプロセスと同じであり、ここでは繰り返し説明しない。
【００３２】
　ステップ３０２において、端末はネットワーク接続要求に基づいて、ユーザアカウント
及びデバイス識別子を含むネットワーク接続問い合わせ要求を生成してサーバに送信する
。
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【００３３】
　端末は電子デバイスを直接無線ネットワークに接続させることができる。図３Ｃに示さ
れる電子デバイスの接続プロセスの模式図のように、図においては無線ネットワークがＷ
ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ、無線ローカルネ
ットワーク）であることを例として説明を行う。ここで、端末は表示画面にユーザがＷＬ
ＡＮの名称とパスワードを入力するように提示し、又は、ユーザが過去に端末にＷＬＡＮ
名称とパスワードを入力したことがある場合、端末はユーザがＷＬＡＮの名称とパスワー
ドを選択するように表示画面に提示する。図３Ｃは名称が「ｘｘｘｘｘｘｘ」、パスワー
ドが「……」であることを例として説明を行う。図３Ｄに示される電子デバイスの接続成
功の模式図のように、図面においては電子デバイスが空気清浄機であることを例として説
明を行う。空気清浄機を無線ネットワークに接続させることに成功した後、端末は表示画
面に「おめでとうございます、空気清浄機との接続に成功しました」と表示する。電子デ
バイスが無線ネットワークに接続された後、ステップ３０８を実行する。
【００３４】
　端末がユーザの所有していない電子デバイスを無線ネットワークに接続させてしまい、
無線ネットワークが盗用される問題を避けるために、端末は電子デバイスを無線ネットワ
ークに接続させる前に、電子デバイスがユーザの所有であるか否かを検出することができ
、検出結果に基づいて電子デバイスを無線ネットワークに接続させるか否かを決める。
【００３５】
　本実施例において提供する電子デバイスがユーザの所有であるか否かを検出する方法は
、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否か
を検出することを含む。サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え
記録が存在する場合、端末は電子デバイスがユーザの所有であることを確定し、サーバに
ユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在しない場合、端末は電
子デバイスがユーザの所有であるか否かを確定できない。ここで、ユーザアカウントは端
末に対応するユーザアカウントであり、端末においてログインしたユーザアカウント又は
ユーザが端末に入力したユーザアカウントを含む。
【００３６】
　ここで、ユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録は、ユーザがユー
ザアカウントを通じて電子デバイスを引替えする時に、サーバによって記憶されたもので
ある。例えば、サーバは第三者から該ユーザアカウントに送信したデバイス識別子を取得
して引替え記録を確立することができる。従って、端末はユーザアカウント及びデバイス
識別子を有するネットワーク接続問い合わせ要求を生成して、該ネットワーク接続問い合
わせ要求をサーバに送信することができ、サーバが該ネットワーク接続問い合わせ要求に
基づいて、電子デバイスを無線ネットワークに接続させるか否かの指示をフィードバック
できる。
【００３７】
　ステップ３０３において、サーバは端末から送信されるネットワーク接続問い合わせ要
求を受信する。ネットワーク接続問い合わせ要求は、端末に対応するユーザアカウントと
、無線ネットワークへの接続を要求する電子デバイスのデバイス識別子を含む。ここで、
無線ネットワークは端末が現在接続中のネットワークである。
【００３８】
　ステップ３０４において、サーバはユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録がサーバに存在するか否かを検出する。
【００３９】
　サーバはネットワーク接続問い合わせ要求に含まれるユーザアカウントを読み取り、引
替え記録において該ユーザアカウントに対応するデバイス識別子を検索し、検索されたデ
バイス識別子が受信されたデバイス識別子と同じであるか否かを検出し、検索されたデバ
イス識別子が受信されたデバイス識別子と同じである場合、サーバにユーザアカウント及
びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在することを確定し、検索されたデバイス識
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別子が受信されたデバイス識別子と同じでない場合、サーバにユーザアカウント及びデバ
イス識別子と対応する引替え記録が存在しないことを確定することができる。又は、サー
バはネットワーク接続問い合わせ要求に含まれるデバイス識別子を読み取り、引替え記録
において該デバイス識別子に対応するユーザアカウントを検索し、検索されたユーザアカ
ウントが受信されたユーザアカウントと同じであるか否かを検出し、検索されたユーザア
カウントが受信されたユーザアカウントと同じである場合、サーバにユーザアカウント及
びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在することを確定し、検索されたユーザアカ
ウントが受信されたユーザアカウントと同じでない場合、サーバにユーザアカウント及び
デバイス識別子と対応する引替え記録が存在しないことを確定することができる。当然な
がら、サーバは他の方法でサーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録が存在するか否かを検出することができ、本実施例はこれを限定しない。
【００４０】
　ステップ３０５において、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録が存在する場合、サーバは端末に指示情報を送信する。指示情報は電子デバイス
を無線ネットワークに接続させるように指示する。
【００４１】
　例えば、指示情報は次のようなものであっても良い。「あなたがｘ月ｘ日に引替えした
電子デバイスｘｘはあなたの近くにあります。該電子デバイスへの接続を始めてください
。」
【００４２】
　サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在しないこと
をサーバが確定した場合、サーバは端末に、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別
子と対応する引替え記録が存在しないとの提示情報を送信し、ユーザが該提示情報に基づ
いて電子デバイスをネットワークに接続するか否かを確定することができる。ユーザが電
子デバイスをネットワークに接続させることを確定した場合、ステップ３０８を実行する
。この場合、端末が電子デバイスを無線ネットワークに接続させるプロセスは図３Ｃ、図
３Ｄ及びステップ３０２の説明を参照することができ、ここでは繰り返し説明しない。
【００４３】
　ステップ３０６において、端末はサーバから送信される指示情報を受信する。指示情報
は、サーバがネットワーク接続問い合わせ要求に基づいて、サーバにユーザアカウント及
びデバイス識別子に対応する引替え記録が存在することを確定した場合に送信する。
【００４４】
　ステップ３０７において、端末は指示情報に基づいて電子デバイスを無線ネットワーク
に接続させる。
【００４５】
　ここで、端末が電子デバイスを無線ネットワークに接続させるプロセスは図３Ｃ、図３
Ｄ及びステップ３０２の説明を参照することができ、ここでは繰り返し説明しない。
【００４６】
　ステップ３０８において、端末はバインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別
子及び端末に対応するユーザアカウントを有するバインディング要求を生成する。
【００４７】
　本実施例において、端末は更にバインディング要求を生成することができ、該バインデ
ィング要求は電子デバイスとユーザアカウントのバインディングを要求するために使われ
る。
【００４８】
　一つの実現可能な方法において、バインディング要求はデバイス識別子及びユーザアカ
ウントを含む。他の実現可能な方法において、バインディング要求はデバイス識別子及び
ユーザアカウントを含む他に、更に電子デバイスのその他情報を含むことができる。該そ
の他情報は、端末が電子デバイスを無線ネットワークに接続させるプロセスにおいて取得
した情報であってもよく、例えば電子デバイスの名称、説明情報、アドレス情報等であっ
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てもよい。本実施例はこれを限定しない。
【００４９】
　好ましくは、端末がユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録がサー
バに存在するか否かを検出する検出結果を記憶する機能を有する場合、該検出結果をバイ
ンディング要求に加えることもできる。
【００５０】
　ステップ３０９において、端末はバインディング要求をサーバに送信する。バインディ
ング要求は、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在
することを確定した場合、サーバがユーザアカウントとデバイス識別子をバインディング
するように指示するために使われる。
【００５１】
　ステップ３１０において、サーバは端末から送信される、バインディング待ち中の電子
デバイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要
求を受信する。
【００５２】
　ステップ３１１において、サーバはユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録がサーバに存在するか否かを検出する。
【００５３】
　サーバが、バインディング要求にユーザアカウント及びデバイス識別子しか含まれない
場合、ユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録がサーバに存在するか
否かを検出するプロセスはステップ３０４の説明を参照することができ、ここでは繰り返
し説明しない。バインディング要求にユーザアカウント及びデバイス識別子の他に、更に
検出結果が含まれる場合、サーバはバインディング要求に含まれる検出結果を読み取るこ
とができ、該検出結果に基づいて、ユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録がサーバに存在するか否かを確定することができる。
【００５４】
　好ましくは、バインディング要求に電子デバイスのその他情報が含まれる場合、サーバ
はその他情報に基づいて、電子デバイスがユーザアカウントを用いて無線ネットワークに
接続されたかを検出することができる。電子デバイスがユーザアカウントを用いて無線ネ
ットワークに接続され且つサーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録が存在する場合、ステップ３１２を実行する。電子デバイスはユーザアカウントの
協力で無線ネットワークに接続されたのではない、又はユーザアカウント及び電子デバイ
スと対応する引替え記録がサーバに存在しない場合、サーバはユーザが電子デバイスに予
め設定された操作を行うように指示するための指示情報を端末に送信し、ユーザは該指示
情報に基づいて電子デバイスに予め設定された操作を行う。この時、サーバは、電子デバ
イスが予め設定された操作に基づいて生成し且つ送信した操作信号を受信して、電子デバ
イスがユーザの所有であることを確定し、ユーザアカウントとデバイス識別子をバインデ
ィングする。図３Ｅに示される電子デバイスのバインディング提示の模式図のように、該
提示情報は「２９秒以内にスイッチボタンをクリックして接続を完了してください」であ
ってもよい。
【００５５】
　ステップ３１２において、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録が存在する場合、サーバはユーザアカウントとデバイス識別子をバインディング
する。
【００５６】
　サーバはユーザアカウントとデバイス識別子間のバインディング関係を確立し、該バイ
ンディング関係は、ユーザアカウントとデバイス識別子間がバインディング状態にあるこ
とを指示すために使われる。図３Ｆに示される電子デバイスのバインディング成功の模式
図のように、サーバにユーザアカウントと電子デバイス間のバインディング関係を確立し
た後、「接続成功」の提示情報を端末に送信する。
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【００５７】
　以上をまとめると、本発明が提供するデバイスバインディング方法において、バインデ
ィング要求はバインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応する
ユーザアカウントを含み、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録が存在するか否かを検出し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応
する引替え記録が存在する場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディング
することを通じて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録
が存在するか否かを判断することで、ユーザが該電子デバイスを所有するか否かを確定す
ることができる。従って、バインディングプロセスが煩雑で効率が低下するという問題を
解決し、デバイスバインディング効率を向上させる効果を奏している。
【００５８】
　また、サーバにユーザアカウント及び電子デバイスと対応する引替え記録が存在するか
否かを検出し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、ユーザが電子デバイスを無線ネットワークに接続するように指示するための
指示情報を端末に送信することを通じて、無線ネットワークに接続された電子デバイスが
ユーザの所有する電子デバイスであることを保証でき、他のユーザの電子デバイスが無線
ネットワークに接続されてしまう問題を避け、ネットワーク接続の正確性を向上させる効
果を奏している。
【００５９】
　図４は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図であり
、該デバイスバインディング装置はサーバに適用される。図４に示すように、該デバイス
バインディング装置は第１受信モジュール４０１、第１検出モジュール４０２及びデバイ
スバインディングモジュール４０３を備える。
【００６０】
　該第１受信モジュール４０１は、端末から送信される、バインディング待ち中の電子デ
バイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求
を受信する。
【００６１】
　該第１検出モジュール４０２は、サーバに第１受信モジュールが受信したユーザアカウ
ント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検出する。
【００６２】
　該デバイスバインディングモジュール４０３は、サーバにユーザアカウント及びデバイ
ス識別子と対応する引替え記録が存在する場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とを
バインディングする。
【００６３】
　以上をまとめると、本発明が提供したデバイスバインディング装置において、バインデ
ィング要求はバインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応する
ユーザアカウントを含み、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録が存在するか否かを検出し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応
する引替え記録が存在する場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディング
することを通じて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録
が存在するか否かを判断することで、ユーザが該電子デバイスを所有するか否かを確定す
ることができる。従って、バインディングプロセスが煩雑で効率が低下するという問題を
解決し、デバイスバインディング効率を向上させる効果を奏している。
【００６４】
　図５は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図であり
、該デバイスバインディング装置はサーバに適用される。図５に示すように、該デバイス
バインディング装置は第１受信モジュール５０１、第１検出モジュール５０２及びデバイ
スバインディングモジュール５０３を備える。
【００６５】
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　該第１受信モジュール５０１は、端末から送信される、バインディング待ち中の電子デ
バイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求
を受信する。
【００６６】
　該第１検出モジュール５０２は、サーバに第１受信モジュール５０１が受信したユーザ
アカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検出する。
【００６７】
　該デバイスバインディングモジュール５０３は、サーバにユーザアカウント及びデバイ
ス識別子と対応する引替え記録が存在する場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とを
バインディングする。
【００６８】
　好ましくは、本実施例が提供する装置は、更に第２受信モジュール５０４、第２検出モ
ジュール５０５及び情報送信モジュール５０６を備える。
【００６９】
　該第２受信モジュール５０４は、第１受信モジュール５０１が端末から送信されるバイ
ンディング要求を受信する前に、端末から送信されるネットワーク接続問い合わせ要求を
受信する。ネットワーク接続問い合わせ要求は、端末に対応するユーザアカウントと、無
線ネットワーク接続を要求する電子デバイスのデバイス識別子を含み、無線ネットワーク
は端末が現在接続中のネットワークである。
【００７０】
　該第２検出モジュール５０５は、サーバに第２受信モジュール５０４が受信したユーザ
アカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検出する。
【００７１】
　該情報送信モジュール５０６は、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応
する引替え記録が存在する場合、指示情報を端末に送信する。指示情報は、端末において
バインディング要求を生成し且つ送信するように、電子デバイスを無線ネットワークに接
続させることを指示するために使用される。
【００７２】
　好ましくは、ユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録は、ユーザが
ユーザアカウントを通じて電子デバイスを引替えする時に、サーバによって記憶されたも
のである。
【００７３】
　好ましくは、端末に対応するユーザアカウントは、端末においてログインしたユーザア
カウント又はユーザが端末において入力したユーザアカウントを含む。
【００７４】
　好ましくは、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子は、端末がバイン
ディング待ち中の電子デバイスがブロードキャストしたネットワーク接続要求に基づいて
取得したものである。
【００７５】
　以上をまとめると、本発明が提供したデバイスバインディング装置において、バインデ
ィング要求はバインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応する
ユーザアカウントを含み、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録が存在するか否かを検出し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応
する引替え記録が存在する場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディング
することを通じて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録
が存在するか否かを判断することで、ユーザが該電子デバイスを所有するか否かを確定す
ることができる。従って、バインディングプロセスが煩雑で効率が低下するという問題を
解決し、デバイスバインディング効率を向上させる効果を奏している。
【００７６】
　また、サーバにユーザアカウント及び電子デバイスと対応する引替え記録が存在するか
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否かを検出し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存
在する場合、ユーザが電子デバイスを無線ネットワークに接続するように指示するための
指示情報を端末に送信することを通じて、無線ネットワークに接続された電子デバイスが
ユーザの所有する電子デバイスであることを保証でき、他のユーザの電子デバイスが無線
ネットワークに接続されてしまう問題を避け、ネットワーク接続の正確性を向上させる効
果を奏している。
【００７７】
　図６は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図であり
、該デバイスバインディング装置は端末に適用される。図６に示すように、該デバイスバ
インディング装置は、要求生成モジュール６０１及び第１送信モジュール６０２を備える
。
【００７８】
　該要求生成モジュール６０１は、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別
子及び端末に対応するユーザアカウントを有するバインディング要求を生成する。
【００７９】
　該第１送信モジュール６０２は、要求生成モジュール６０１にて生成したバインディン
グ要求をサーバに送信する。バインディング要求は、サーバにユーザアカウント及びデバ
イス識別子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、サーバがユーザアカウ
ントとデバイス識別子とをバインディングするように指示するために使われる。
【００８０】
　以上をまとめると、本発明が提供したデバイスバインディング装置は、バインディング
待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを含み、サ
ーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを検
出し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在する場
合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディングすることを通じて、サーバに
ユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否かを判断する
ことで、ユーザが該電子デバイスを所有するか否かを確定することができる。従って、バ
インディングプロセスが煩雑で効率が低下するという問題を解決し、デバイスバインディ
ング効率を向上させる効果を奏している。
【００８１】
　図７は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディング装置のブロック図であり
、該デバイスバインディング装置は端末に適用される。図７に示すように、該デバイスバ
インディング装置は、要求生成モジュール７０１及び第１送信モジュール７０２を備える
。
【００８２】
　該要求生成モジュール７０１は、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別
子及び端末に対応するユーザアカウントを有するバインディング要求を生成する。
【００８３】
　該第１送信モジュール７０２は、要求生成モジュール７０１が生成したバインディング
要求をサーバに送信する。バインディング要求は、サーバにユーザアカウント及びデバイ
ス識別子と対応する引替え記録が存在することを確定した場合、サーバがユーザアカウン
トとデバイス識別子とをバインディングするように指示するために使われる。
【００８４】
　好ましくは、本実施例が提供する装置は、更に要求受信モジュール７０３、第２送信モ
ジュール７０４、情報受信モジュール７０５及びネットワーク接続モジュール７０６を備
える。
【００８５】
　該要求受信モジュール７０３は、要求生成モジュール７０１がバインディング待ち中の
電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを有するバインディ
ング要求を生成する前に、バインディング待ち中の電子デバイスがブロードキャストした
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ネットワーク接続要求を取得する。ネットワーク接続要求は、端末が現在接続中の無線ネ
ットワークへ接続することを要求するために使われ、ネットワーク接続要求には電子デバ
イスのデバイス識別子が含まれる。
【００８６】
　該第２送信モジュール７０４は、要求受信モジュール７０３が受信したネットワーク接
続要求に基づいて、ユーザアカウント及びデバイス識別子を含むネットワーク接続問い合
わせ要求を生成し且つサーバに送信する。
【００８７】
　該情報受信モジュール７０５は、サーバから送信される指示情報を受信する。指示情報
は、サーバが第２送信モジュール７０４が送信したネットワーク接続問い合わせ要求に基
づいて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子に対応する引替え記録が存在する
ことを確定した時に送信する。
【００８８】
　該ネットワーク接続モジュール７０６は、情報受信モジュール７０５が受信した指示情
報に基づいて電子デバイスを無線ネットワークに接続させる。
【００８９】
　好ましくは、ユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録は、ユーザが
ユーザアカウントを通じて電子デバイスを引替えする時に、サーバによって記憶されたも
のである。
【００９０】
　好ましくは、端末に対応するユーザアカウントは、端末においてログインしたユーザア
カウント又はユーザが端末において入力したユーザアカウントを含む。
【００９１】
　以上をまとめると、本発明が提供したデバイスバインディング装置は、バインディング
待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカウントを有するバ
インディング要求を生成し、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引
替え記録が存在することを確定した場合、サーバがユーザアカウントとデバイス識別子と
をバインディングするように指示するための、バインディング要求をサーバに送信するこ
とを通じて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在
するか否か判断することでユーザが該電子デバイスを所有するか否かを確定することがで
きる。従って、電子デバイスに対するユーザの操作に基づいて該電子デバイスがユーザの
所有する電子デバイスであることを確認することで、バインディングプロセスが煩雑で効
率が低下するという問題を解決し、デバイスバインディング効率を向上させる効果を奏し
ている。
【００９２】
　また、ネットワーク接続要求に基づいてネットワーク接続問い合わせ要求を生成してサ
ーバに送信し、サーバから送信される指示情報を受信し、指示情報は、サーバがネットワ
ーク接続問い合わせ要求に基づいて、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子に対
応する引替え記録が存在することを確定した時に送信したものであり、指示情報に基づい
て電子デバイスを無線ネットワークに接続させ、無線ネットワークに接続された電子デバ
イスはユーザが所有する電子デバイスであることを保証でき、他のユーザの電子デバイス
を無線ネットワークに接続させてしまう問題を避け、ネットワーク接続の正確性を向上さ
せる効果を奏している。
【００９３】
　上述した実施例における装置に関しては、それぞれのモジュールが操作を実行する具体
的な方法は既に関連する実施例において詳細な説明を行っており、ここでは繰り返し説明
しない。
【００９４】
　本発明の一つの例示的な実施例は、本発明が提供するデバイスバインディング方法を実
現することができるデバイスバインディング装置を提供する。該デバイスバインディング
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装置はサーバに適用され、プロセッサと、プロセッサが実行可能な指令を記憶するための
メモリとを備え、
　ここで、プロセッサは、
　端末から送信される、バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末
に対応するユーザアカウントを含むバインディング要求を受信し、
　サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在するか否か
を検出し、
　サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替え記録が存在する場合、
ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインディングするように構成される。
【００９５】
　本発明の一つの例示的な実施例は、本発明が提供するデバイスバインディング方法を実
現することができるデバイスバインディング装置を提供する。該デバイスバインディング
装置は端末に適用され、プロセッサと、プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメ
モリとを備え、
　ここで、プロセッサは、
　バインディング待ち中の電子デバイスのデバイス識別子及び端末に対応するユーザアカ
ウントを有するバインディング要求を生成し、
　バインディング要求をサーバに送信するように構成され、
　バインディング要求は、サーバにユーザアカウント及びデバイス識別子と対応する引替
え記録が存在することを確定した場合、ユーザアカウントとデバイス識別子とをバインデ
ィングすることをサーバに指示するために使われる。
【００９６】
　図８は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディングに使われる装置８００の
ブロック図である。例えば、装置８００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末
、メッセージ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療デバイス、
フィットネス設備、パーソナルデジタルアシスタント等であってもよい。
【００９７】
　図８を参照して、装置８００は、プロセス部材８０２、メモリ８０４、電源部材８０６
、マルチメディア部材８０８、オーディオ部材８１０、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイ
ス８１２、センサ部材８１４、及び通信部材８１６のような一つ以上の部材を含んでよい
。
【００９８】
　プロセス部材８０２は、一般的には装置８００の全体の操作を制御するものであり、例
えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操作を制
御する。プロセス部材８０２は、一つ以上のプロセッサ８２０を含み、これらによって命
令を実行することにより、上記の方法の全部、或いは一部のステップを実現するようにし
てもよい。なお、プロセス部材８０２は、一つ以上のモジュールを含み、これらによって
プロセス部材８０２と他の部材の間のインタラクションを容易にするようにしてもよい。
例えば、プロセス部材８０２は、マルチメディアモジュールを含み、これらによってマル
チメディア部材８０８とプロセス部材８０２の間のインタラクションを容易にするように
してもよい。
【００９９】
　メモリ８０４は、各種類のデータを記憶することにより装置８００の操作を支援するよ
うに構成される。これらのデータの例は、装置８００において操作されるいずれのアプリ
ケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオ等を含む。メモリ８０４は、いずれの種類の揮発性、不揮発性記憶デバイスま
たはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌ
ｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＰＲＯＭ（
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Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気デ
ィスク、或いは光ディスクである。
【０１００】
　電源部材８０６は、装置８００の多様な部材に電力を供給する。電源部材８０６は、電
源管理システム、一つ以上の電源、及び装置８００のための電力の生成、管理及び割り当
てに関連する他の部材を含んでもよい。
【０１０１】
　マルチメディア部材８０８は、前記装置８００とユーザの間に一つの出力インターフェ
イスを提供するスクリーンを含む。上記の実施例において、スクリーンは液晶モニター（
ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含むこと
により、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入力信号を
受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり、タッチ、
スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タッチセンサ
は、タッチ、或いはスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或いはスライド操
作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施例において、マルチメディア部材８
０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置８００が、例えば撮
影モード、或いはビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及び／又は
リアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリアカメラ
のそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或いは可変焦点距離と光学ズーム機能を有す
るものであってもよい。
【０１０２】
　オーディオ部材８１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい。例え
ば、オーディオ部材８１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置８００が、例えば呼
出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、マイクは外部
のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、さらにメモリ
８０４に記憶されたり、通信部材８１６を介して送信されたりされる。上記の実施例にお
いて、オーディオ部材８１０は、オーディオ信号を出力するための一つのスピーカーをさ
らに含む。
【０１０３】
　Ｉ／Ｏインターフェイス８１２は、プロセス部材８０２と周辺インターフェイスモジュ
ールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモジュー
ルは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタンは、ホ
ームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが
、これらに限定されない。
【０１０４】
　センサ部材８１４は、装置８００に各方面の状態に対する評価を提供するための一つ以
上のセンサを含む。例えば、センサ部材８１４は、装置８００のＯＮ／ＯＦＦ状態、装置
８００のディスプレイと小さなキーパッドのような部材の相対的な位置決めを検出できる
。また、例えば、センサ部材８１４は、装置８００、或いは装置８００の一つの部材の位
置変更、ユーザと装置８００とが接触しているか否か、装置８００の方位、又は加速／減
速、装置８００の温度の変化を検出できる。センサ部材８１４は、何れの物理的接触がな
い状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサを含んでもよい。センサ部材８
１４は、撮影アプリケーションに適用するため、ＣＭＯＳ、又はＣＣＤイメージセンサの
ような光センサを含んでもよい。上記の実施例において、当該センサ部材８１４は、加速
度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、圧力センサ、及び温度センサをさらに
含んでもよい。
【０１０５】
　通信部材８１６は、装置８００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提供する
。装置８００は、例えばＷｉＦｉ（登録商標）、２Ｇ、３Ｇ、或いはこれらの組み合わせ
のような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実
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施例において、通信部材８１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムから
の放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において、前記
通信部材８１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより、近距
離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ
　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　ＷｉｄｅＢａｎｄ）
技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づいて実現できる。
【０１０６】
　例示的な実施例において、装置８００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇ
ｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　
Ａｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の
電子部品によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【０１０７】
　例示的な実施例において、さらに、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記
録媒体、例えば命令を含むメモリ８０４を提供しており、装置８００のプロセッサ８２０
により上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記コンピュータ読取り可能な
非一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録
商標）ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【０１０８】
　図９は一つの例示的な実施例にかかるデバイスバインディングに使われる装置９００の
ブロック図である。例えば、装置９００はサーバとして提供されることができる。図９に
示すように、図９に示すように、装置９００は、一つ又は複数のプロセッサを有するプロ
セス部材９２２、及びメモリ９３２を代表とする記憶装置を備える。該記憶装置は、例え
ばアプリケーションプログラムのような、プロセス部材９２２によって実行される指令を
記憶するために使われる。メモリ９３２に記憶されるアプリケーションプログラムは、一
つ又は複数の、それぞれ一組の指令に対応するモジュールを含むことができる。また、プ
ロセス部材９２２は指令を実行するように構成され、上記のデバイスバインディング方法
を実行する。
【０１０９】
　装置９００は更に、装置９００の電源の管理を実行するように構成される電源部材９２
６、装置９００をネットワークに接続するように構成される一つの有線又は無線ネットワ
ークインターフェース９５０及び一つの入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース９５８を
備える。装置９００はメモリ９３２に記憶された、例えばＷｉｎｄｏｕｓ　Ｓｅｒｖｅｒ
（登録商標）、Ｍａｃ　０Ｓ　Ｘ（登録商標）、Ｕｎｉｘ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登
録商標）、ＦｒｅｅＢＳＤ（登録商標）のようなオペレーティングシステムに基づいて操
作することができる。
【０１１０】
　当業者は明細書を検討し、ここで開示した発明を実践した後、本発明のその他の実施方
案を容易に思いつくことができる。本願は本発明の全ての変更、用途又は適応性の変化を
含む。これらの変更、用途又は適応性の変化は本発明の一般的な原理に従っており、本発
明に未開示の本技術分野における周知技術又は慣用技術手段を含む。明細書及び実施例は
例示的なものに過ぎず、本発明の真の範囲及び主旨は以下の特許請求の範囲によって示さ
れる。
【０１１１】
　本発明は、上記で説明した、また図面において示した寸分違わぬ構成に限定されず、そ
の範囲を逸脱しない前提のもとで種々の変更及び修正を行うことができることを理解すべ
きである。本発明の範囲は付された特許請求の範囲によってのみ限定される。
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【０１１２】
　本願は出願番号が２０１５１０１１４２９９．８であって、出願日が２０１５年３月１
６日である中国特許出願に基づき、優先権を主張し、当該中国特許出願の全ての内容を本
願に援用する。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図３Ｅ】
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【図３Ｆ】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】
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