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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線電波の信号を受信することで、アクセスポイントであるＳＳＩＤを識別するＳＳＩ
Ｄ識別手段を備え、
　周辺に存在する電化製品を撮影画像又は電波信号により認識する電化製品認識手段と、
　前記電化製品に関連したアプリケーションであって、当該電化製品ごとに異なるユーザ
インターフェースを有するアプリケーションを起動して、当該携帯端末のメモリに常駐す
るアプリケーション常駐手段と、
　前記電化製品認識手段が、所定の電化製品を認識した場合に、当該携帯端末の表示部及
び入力部に表示するユーザインターフェースを、当該携帯端末を視認するユーザが視認で
きるように、前記アプリケーション常駐手段が前記メモリに常駐しているアプリケーショ
ンのうち、認識した前記所定の電化製品に対応するアプリケーションのユーザインターフ
ェースに変更するユーザインターフェース変更手段と、
　を備え、さらに、
　前記電化製品認識手段は、前記ＳＳＩＤ識別手段が前記電化製品が接続されている無線
ＬＡＮのＳＳＩＤを認識したときに、周辺に存在する前記電化製品を認識する携帯端末。
【請求項２】
　前記電化製品認識手段は、ＧＰＳにより、前記電化製品の周辺に当該携帯端末が存在す
ることを認識したときに、周辺に存在する前記電化製品を認識する請求項１に記載の携帯
端末。
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【請求項３】
　前記電化製品の物理的な位置が位置情報として記憶されている記憶手段と、
　当該携帯端末の上面が向いている方向を認識する方向認識手段と、
　当該携帯端末の物理的な位置を決定する位置情報決定手段と、
　前記位置情報が記憶されている電化製品のうち、当該携帯端末の上面方向の延長線上の
経路に存在する電化製品を決定する対象物決定手段と、を備え、
　前記ユーザインターフェース変更手段が、前記対象物決定手段が決定した電化製品に対
応するアプリケーションのユーザインターフェースに変更する請求項１に記載の携帯端末
。
【請求項４】
　前記方向認識手段は、二以上の位置認識部により認識された位置情報の差から、当該携
帯端末の上面が向いている方向を認識する請求項３に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記方向認識手段は、電子コンパス、傾斜センサの少なくとも一つにより当該携帯端末
の上面が向いている方向を認識する請求項３に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記電化製品認識手段が、複数の電化製品を認識したことに応じて、優先順位を決定し
たテーブルに基づいて、表示するユーザインターフェースを決定する請求項１に記載の携
帯端末。
【請求項７】
　前記電化製品認識手段が、当該携帯端末に備えられたカメラにより電化製品を撮影する
ことで得られた撮影画像により、前記電化製品を認識する、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記電化製品認識手段が、当該携帯端末のカメラにより当該電化製品を認識する際に、
当該電化製品に付加されたマーカを撮影して得られた撮影画像により、前記電化製品を認
識する、請求項７に記載の携帯端末。
【請求項９】
　前記電化製品認識手段は、通信可能に接続されたサーバに、前記ＳＳＩＤ識別手段によ
り識別されたＳＳＩＤを送信し、当該ＳＳＩＤと対応づけられたデータであって、電化製
品を撮影画像又は電波信号により認識するためのデータを受信することで、前記電化製品
の認識を実行する請求項２に記載の携帯端末。
【請求項１０】
　前記ユーザインターフェース変更手段は、認識した時点での日時に基づいて、前記所定
の電化製品のうち一の電化製品に対応するアプリケーションのユーザインターフェースに
変更する請求項１に記載の携帯端末。
【請求項１１】
　前記ユーザインターフェース変更手段は、予め定められた優先順位に基づいて、前記所
定の電化製品のうち一の電化製品に対応するアプリケーションのユーザインターフェース
に変更する請求項１に記載の携帯端末。
【請求項１２】
　無線電波の信号を受信することで、アクセスポイントであるＳＳＩＤを識別するステッ
プと、
　前記ＳＳＩＤを識別するステップにて、前記電化製品が接続されている無線ＬＡＮのＳ
ＳＩＤを認識したことに応じて、携帯端末の周辺に存在する電化製品を撮影画像又は電波
信号により認識するステップと、
　前記電化製品に関連したアプリケーションであって、当該電化製品ごとに異なるユーザ
インターフェースを有するアプリケーションを起動して、当該携帯端末のメモリに常駐す
るステップと、
　前記電化製品を認識するステップにて、所定の電化製品を認識した場合に、当該携帯端
末の表示部及び入力部に表示するユーザインターフェースを、当該携帯端末を視認するユ
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ーザが視認できるように、前記メモリに常駐しているアプリケーションのうち、認識した
前記所定の電化製品に対応するアプリケーションのユーザインターフェースに変更するス
テップと、を備える方法。
【請求項１３】
　携帯端末に、
　無線電波の信号を受信することで、アクセスポイントであるＳＳＩＤを識別するステッ
プ、
　前記ＳＳＩＤを識別するステップにて、前記電化製品が接続されている無線ＬＡＮのＳ
ＳＩＤを認識したことに応じて、周辺に存在する電化製品を撮影画像又は電波信号により
認識するステップ、
　前記電化製品に関連したアプリケーションであって、当該電化製品ごとに異なるユーザ
インターフェースを有するアプリケーションを起動して、当該携帯端末のメモリに常駐す
るステップ、
　前記電化製品を認識するステップにて、所定の電化製品を認識した場合に、当該携帯端
末の表示部及び入力部に表示するユーザインターフェースを、当該携帯端末を視認するユ
ーザが視認できるように、前記メモリに常駐しているアプリケーションのうち、認識した
前記所定の電化製品に対応するアプリケーションのユーザインターフェースに変更するス
テップ、を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザインターフェースを変更する携帯端末、方法及びプログラムに関し、
特に、携帯端末が電化製品の存在を認識して、その電化製品で使用されるユーザインター
フェースに携帯端末のユーザインターフェースを変更する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯端末の位置情報を利用して、家庭内の電化製品を制御することが知られ
ている。例えば、携帯端末のＧＰＳ(Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ)を利用して、携帯端末が家庭やオフィスに近づくのを検知すると、家庭内のエアコ
ンやパソコンの電源をオンにすることが知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２３１０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、単に、携帯端末が家に近づいているからといって、予め対応づけられて
いる全ての家庭内の電化製品の電源をオンにすることは現実的ではない。すなわち、携帯
端末を保持するユーザが、家に近づく時間や季節によって、制御してほしい電化製品の対
象も変わってくる。さらに、携帯端末の位置に適切に反応するように、ピンポイントで電
化製品を制御することが求められている。例えば、電化製品がテレビである場合は、ユー
ザがテレビの前にいる場合に、テレビのリモコンにユーザインターフェースが変わるよう
な制御が行われることが望ましい。しかし、例えば、ユーザが、テレビの前ではなく、家
に帰る途中で、携帯端末のユーザインターフェースがテレビリモコンに変わるのは、きめ
細かい制御ができていると言い難い。
【０００５】
　このような機能を実現すべく、ピンポイントでの携帯端末のユーザインターフェースの
制御を行うには、ＧＰＳの精度では限界である場合も多い。また、位置情報のみに依存し
て、ユーザインターフェースを変更するのは、電化製品の置き場所が変更された際などに
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、最適なユーザインターフェースに変更できないといった課題もある。
【０００６】
　本発明は、このような課題に鑑みて、ユーザが意図的にユーザインターフェースを変更
させようとしなくても、ユーザが意図する、適切な電化製品のユーザインターフェースに
、きめ細かに自動で変更することができる携帯端末、方法及びプログラムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【０００８】
　第１の特徴に係る発明は、周辺に存在する電化製品を撮影画像又は電波信号により認識
する電化製品認識手段と、
　前記電化製品に関連したアプリケーションであって、当該電化製品ごとに異なるユーザ
インターフェースを有するアプリケーションを起動して、当該携帯端末のメモリに常駐す
るアプリケーション常駐手段と、
　前記電化製品認識手段が、所定の電化製品を認識した場合に、当該携帯端末の表示部及
び入力部に表示するユーザインターフェースを、当該携帯端末を視認するユーザが視認で
きるように、前記アプリケーション常駐手段が前記メモリに常駐しているアプリケーショ
ンのうち、認識した前記所定の電化製品に対応するアプリケーションのユーザインターフ
ェースに変更するユーザインターフェース変更手段と、を備える携帯端末、を提供する。
【０００９】
　第１の特徴に係る発明によれば、携帯端末が、周辺に存在する電化製品を撮影画像又は
電波信号により認識し、電化製品に関連したアプリケーションであって、当該電化製品ご
とに異なるユーザインターフェースを有するアプリケーションを起動して、当該携帯端末
のメモリに常駐する。そして、所定の電化製品を認識した場合に、携帯端末の表示部及び
入力部に表示するユーザインターフェースを、携帯端末を視認するユーザが視認できるよ
うに、メモリに常駐しているアプリケーションのうち、認識した所定の電化製品に対応す
るアプリケーションのユーザインターフェースに変更する。
【００１０】
　したがって、ユーザが意図的に電化製品に対応したユーザインターフェースをキー操作
などで表示させようとしなくても、ユーザが意図すると想定される電化製品のユーザイン
ターフェースに、表示および入力受付けを変更することができる携帯端末を提供すること
ができる。
【００１１】
　第１の特徴に係る発明は、発明のカテゴリにおいてユーザ端末のみならず、方法、プロ
グラムにおいても同様の作用・効果を奏する。
【００１２】
　第２の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記電化製品認識手段が、
前記電化製品を、ＧＰＳの電波信号、ＳＳＩＤの電波信号、近距離無線信号のいずれか少
なくとも一つの信号を受信することにより認識する携帯端末、を提供する。
【００１３】
　第２の特徴に係る発明によれば、携帯端末は、電化製品を、ＧＰＳの電波信号、ＳＳＩ
Ｄの電波信号、近距離無線信号のいずれか少なくとも一つの信号を受信することにより認
識する。
【００１４】
　したがって、ユーザが意図的に電化製品に対応したユーザインターフェースをキー操作
などで表示させようとしなくても、ユーザの位置情報（ＧＰＳ）又はアクセスポイントで
あるＳＳＩＤに基づいて、ユーザが意図すると想定される電化製品のユーザインターフェ
ースに、表示および入力受付けを変更することができる携帯端末を提供することができる
。
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【００１５】
　第３の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、
　前記電化製品の物理的な位置が位置情報として記憶されている記憶手段と、
　当該携帯端末の上面が向いている方向を認識する方向認識手段と、
　当該携帯端末の物理的な位置を決定する位置情報決定手段と、
　前記位置情報が記憶されている電化製品のうち、当該携帯端末の上面方向の延長線上の
経路に存在する電化製品を決定する対象物決定手段と、を備え、
　前記ユーザインターフェース変更手段が、前記対象物決定手段が決定した電化製品に対
応するアプリケーションのユーザインターフェースに変更する携帯端末、を提供する。
【００１６】
　第３の特徴に係る発明によれば、電化製品の物理的な位置が位置情報として記憶されて
おり、当該携帯端末の上面が向いている方向を認識し、当該携帯端末の物理的な位置を決
定する。そして、位置情報が記憶されている電化製品のうち、当該携帯端末の上面方向の
延長線上の経路に存在する電化製品を決定し、決定した電化製品に対応するアプリケーシ
ョンのユーザインターフェースに変更する。
【００１７】
　したがって、携帯端末がユーザによって向けられた方向に存在する電化製品のユーザイ
ンターフェースに、ユーザインターフェースを変更することが可能となる。例えば、携帯
端末の周辺に、電化製品が複数存在する場合であっても、携帯端末の上面方向の経路に存
在する一の電化製品のユーザインターフェースに変更することができる。
【００１８】
　第４の特徴に係る発明は、第３の特徴に係る発明であって、前記方向認識手段は、二以
上の位置認識部により認識された位置情報の差から、当該携帯端末の上面が向いている方
向を認識する携帯端末、を提供する。
【００１９】
　第４の特徴に係る発明によれば、携帯端末は、二以上の位置認識部により認識された位
置情報の差から、当該携帯端末の上面が向いている方向を認識する。
【００２０】
　したがって、位置認識部（ＧＰＳデバイス等）のみで、例えば、電子コンパスや傾斜セ
ンサを備えていなくても、携帯端末の上面が向いている方向を認識することが可能である
。
【００２１】
　第５の特徴に係る発明は、第３の特徴に係る発明であって、前記方向認識手段は、電子
コンパス、傾斜センサの少なくとも一つにより当該携帯端末の上面が向いている方向を認
識する携帯端末、を提供する。
【００２２】
　第５の特徴に係る発明によれば、携帯端末は、電子コンパス、傾斜センサの少なくとも
一つにより当該携帯端末の上面が向いている方向を認識する。
【００２３】
　第６の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、無線電波の信号を受信する
ことで、アクセスポイントであるＳＳＩＤを識別するＳＳＩＤ識別手段を備え、前記ＳＳ
ＩＤ識別手段が、所定のＳＳＩＤを識別した際にのみ、前記電化製品認識手段が、前記所
定の電化製品が出力する近距離無線信号により電化製品を認識する処理を実行する携帯端
末、を提供する。
【００２４】
　第６の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明であって、携帯端末は、無線電
波の信号を受信することで、ＳＳＩＤを識別し、所定のＳＳＩＤを識別した際にのみ、所
定の電化製品が出力する近距離無線信号により電化製品を認識する。
【００２５】
　したがって、携帯端末が所定のＳＳＩＤを認識した際、すなわち、携帯端末と対応づけ
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られたＳＳＩＤの無線電波が受信できる範囲内であるときにのみ、ユーザインターフェー
スを変更することができる。例えば、自宅や自社に、携帯端末が位置するときにのみ、電
化製品のユーザインターフェースに変更させることができる。
【００２６】
　第７の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記電化製品認識手段が、
当該携帯端末の筐体上面に備えられたカメラにより電化製品を撮影することで得られた撮
影画像により、前記電化製品を認識する携帯端末を提供する。
【００２７】
　したがって、この携帯端末をユーザが保持した際に、カメラが位置する筐体の上面は、
ユーザが自然に保持した際のユーザの前方方向に面が向けられるため、電化製品１００が
撮影されやすい面となるからである。
【００２８】
　第８の特徴に係る発明は、第７の特徴に係る発明であって、前記電化製品認識手段が、
当該携帯端末のカメラにより当該電化製品を認識する際に、当該電化製品に付加されたマ
ーカを撮影して得られた撮影画像により認識する携帯端末を提供する。
【００２９】
　したがって、電化製品の認識にあたり、電化製品そのものを撮影するのではなく、マー
カを撮影することで、電化製品を認識するため、認識率が高くなる可能性がある。すなわ
ち、電化製品そのものを撮影しても、電化製品全体に対して撮影画像が撮影された部分や
、電化製品の明暗、色合いなどで、認識率が低くなる可能性が高まるが、撮影対象が、２
次元コードなどのマーカであれば、認識率を高める可能性がある。
【００３０】
　第９の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記電化製品認識手段は、
通信可能に接続されたサーバに、前記ＳＳＩＤ識別手段により識別されたＳＳＩＤを送信
し、当該ＳＳＩＤと対応づけられたデータであって、電化製品を撮影画像又は電波信号に
より認識するためのデータを受信することで、前記電化製品の認識を実行する携帯端末を
提供する。
【００３１】
　したがって、携帯端末がサーバから受信したデータに基づいて、周辺に存在する電化製
品を撮影画像又は電波信号により認識することができる。ここで、携帯端末は、ＳＳＩＤ
をサーバに送信して、ＳＳＩＤに対応づけられたデータを受信するため、携帯端末に、認
識される可能性がある多くの電化製品を認識するためのデータを記憶しておく必要がなく
なるとともに、ＳＳＩＤに限定された電化製品のみを識別すればよく、識別率の向上と、
識別するまでの時間が短縮できる可能性が高まる。
【００３２】
　第１０の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記電化製品認識手段は
、二以上の電化製品を認識した際には、ユーザインターフェース変更手段は、認識した時
点での日時に基づいて、前記所定の電化製品のうち一の電化製品に対応するアプリケーシ
ョンのユーザインターフェースに変更する携帯端末を提供する。
【００３３】
　したがって、ユーザが意図的に電化製品に対応したユーザインターフェースをキー操作
などで表示させようとしなくても、認識した時点での日時に基づいて、ユーザが意図する
と想定される電化製品のユーザインターフェースに、表示および入力受付けを変更するこ
とができる携帯端末を提供することができる。
【００３４】
　第１１の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記電化製品認識手段は
、二以上の電化製品を認識した際には、前記ユーザインターフェース変更手段は、予め定
められた優先順位に基づいて、前記所定の電化製品のうち一の電化製品に対応するアプリ
ケーションのユーザインターフェースに変更する携帯端末を提供する。
【００３５】
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　したがって、二以上の電化製品を認識した場合であっても、予め定められた優先順位（
過去の操作順や、携帯端末と電化製品の距離が短い順）に基づいて、ユーザインターフェ
ースを変更することが可能となる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、ユーザが意図的に携帯端末のユーザインターフェースを変更させよう
としなくても、ユーザが意図する適切な電化製品のユーザインターフェースに変更するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、本発明の好適な実施形態に係るＵＩ変更システム１の全体図である。
【図２】図２は、第１基本処理の携帯端末１０の機能ブロック図である。
【図３】図３は、携帯端末１０が実行する第１基本処理フローを示す図である。
【図４】図４は、携帯端末１０が記憶するＵＩ位置対応テーブルを示す図である。
【図５】図５は、携帯端末１０の上面が向いている方向を示す模式図である。
【図６】図６は、第２基本処理の携帯端末１０の機能ブロック図である。
【図７】図７は、携帯端末１０が実行する第２基本処理フローを示す図である。
【図８】図８は、携帯端末１０に表示されるユーザインターフェースの画面表示例を示す
図である。
【図９】図９は、携帯端末１０が備えるカメラの位置を示す図である。
【図１０】図１０は、携帯端末１０が記憶するＵＩ対応テーブル１を示す図である。
【図１１】図１１は、携帯端末１０が記憶するＵＩ対応テーブル２を示す図である。
【図１２】図１２は、携帯端末１０が記憶するＵＩ対応テーブル３を示す図である。
【図１３】図１３は、携帯端末１０が記憶するＵＩ対応テーブル４を示す図である。
【図１４】図１４は、電化製品１００ａを画像により認識する際の撮影領域を示す図であ
る。
【図１５】図１５は、電化製品１００ａを画像により認識する際のマークによる撮影領域
を示す図である。
【図１６】図１６は、携帯端末１０が記憶するＵＩ対応テーブル５を示す図である。
【図１７】図１７は、携帯端末１０が記憶するＵＩ対応テーブル６を示す図である。
【図１８】図１８は、携帯端末１０が記憶するＵＩ対応テーブル７を示す図である。
【図１９】図１９は、携帯端末１０が実行する第３基本処理フローを示す図である。
【図２０】図２０は、携帯端末１０が記憶する、優先順位と対応づけられたＵＩ対応テー
ブル８を示す図である。
【図２１】図２１は、携帯端末１０に表示されるユーザインターフェースの画面表示例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、
これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００３９】
　［ＵＩ変更システムの説明］
　図１は、好適な実施形態であるＵＩ変更システム１を示す全体図である。ＵＩ変更シス
テム１は、携帯端末１０と、電化製品１００ａ～ｃ（以下、単に、「１００」とする）と
、無線電波の信号を発信する無線機５０とから構成される。
【００４０】
　図１の携帯端末１０に示すように、例えば、携帯端末１０を、電化製品１００ｂの周辺
に、ユーザが持って行ったときに、携帯端末１０の表示部に表示されているユーザインタ
ーフェースが、電化製品１００ｂのためのユーザインターフェースに変更される。
【００４１】
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　電化製品１００は、携帯電話、携帯情報端末、コンピュータ（パソコン）、テレビ１０
０ａ、電話機に加えて、スマートフォン、ネットブック端末、スレート端末、電子書籍端
末、携帯型音楽プレーヤ、オーディオコンポ、コンテンツ再生・録画プレーヤ、プリンタ
、ＦＡＸ機、コピー機、スキャナ機、ＭＦＰ（多機能周辺装置、多機能プリンタ）１００
ｃ等の情報家電もしくは、冷蔵庫１００ｂ、洗濯機、電子レンジ、警備ドア、炊飯器等の
家庭電化製品であってよい。なお、電化製品１００は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）タグであってもよい。
【００４２】
　電化製品１００は、近距離無線通信規格であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ準拠等の電波信号を
送受信（出入力）可能であることが望ましい。この例では、テレビ１００ａ、ＭＦＰ１０
０ｃは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの電波信号を送受信可能なデバイスを有するとして、冷蔵庫
１００ｂは、これを有していない。
【００４３】
　無線機５０は、ＩＥＥＥ８０２．１１準拠等の無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）の電波信号を、電化製品１００と携帯端末１０から受信して、これらの端
末を相互に通信可能にしたり、公衆回線網であるインターネット網に接続する機能を有す
る。無線機５０ごとに、固有のＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅ
ｒ）を有する。ＳＳＩＤとは、無線ＬＡＮのアクセスポイントの識別子である。
【００４４】
　携帯端末１０は、例えば、携帯電話、携帯情報端末、コンピュータ（パソコン）、テレ
ビ、電話機の子機に加えて、スマートフォン、ネットブック端末、スレート端末、電子書
籍端末、携帯型音楽プレーヤ、リモコン、電子辞書等の情報家電であってもよい。
【００４５】
　図２に示すように、携帯端末１０は、制御部２１として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の中央演算処理装置と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリを
備える。さらに、通信部として、有線・無線対応通信デバイスの一部であるＩＥＥＥ８０
２．１１等の無線ＬＡＮデバイス２４を備える。
【００４６】
　携帯端末１０は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）信
号を受信し、携帯端末１０の物理的な位置を決定するＧＰＳデバイスを備えていてもよい
。ここで、後述するように、携帯端末１０の方向を認識するため、携帯端末１０の表面の
離れた位置に、複数のデバイス（図２では、第一ＧＰＳデバイス２２、第二ＧＰＳデバイ
ス２３）が配置されてもよい。また、携帯端末１０の傾斜の程度を検知する傾斜センサ２
５を備えていてもよい。また、電子コンパス機能を実現するための地磁気センサ２６を備
えていてもよい。ＧＰＳデバイス、傾斜センサ２５、地磁気センサ２６は、単独で動作し
てもよいが、方向認識の精度を向上させるために、これらが協働で用いられてもよい。
【００４７】
　なお、携帯端末１０は、通信部として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ準拠の無線デバイスを備え
ていてもよい。さらに、記憶部として、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）
等を備えてもよい。さらに、画像を表示する液晶モニタ等の表示部と、ユーザからの入力
を受付けるタッチパネル等の入力部を備える。携帯端末１０は、電化製品１００や、後述
する機種名、マーカを撮影するカメラを備えてよい。
【００４８】
　携帯端末１０の制御部は、所定のアプリケーション・プログラム（以下、単に「アプリ
ケーション」とする）が実行可能であり、アプリケーションを起動し、携帯端末１０のメ
モリに常駐することができる。以下の説明では、アプリケーションとは、電化製品１００
の種類に依存せず、統合された一のアプリケーションであって、電化製品１００の種類に
応じて、ユーザインターフェースを変更するアプリケーションであるとして説明する。す
なわち、一のアプリケーションが、電化製品１００ごとに異なるユーザインターフェース
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を有するとする。しかし、電化製品１００の種類によって異なる複数のアプリケーション
が常駐し、所定の条件で対応するアプリケーションに切替わることで、ユーザインターフ
ェースが変更される場合であってもよい。
【００４９】
　アプリケーションの用途は、例えば、図８に示すように、テレビ１００ａのアプリケー
ションであれば、テレビをリモートコントロールする（チャンネルを切替るリモコン）用
途のアプリケーションであり、冷蔵庫１００ｂのアプリケーションであれば、冷蔵庫１０
０ｂの設定を確認するアプリケーションや、説明書の一覧、故障問い合わせ、冷蔵庫のリ
モコン操作のためのアプリケーションであってよい。
【００５０】
　［第１基本処理のフローチャート］
　この処理においては、携帯端末１０は、電化製品認識手段と、アプリケーション常駐手
段と、ユーザインターフェース変更手段と、物理的な位置が位置情報として記憶されてい
る記憶手段と、方向認識手段と、位置情報決定手段と、対象物決定手段と、を備える。こ
れらの手段は、上述の制御部、通信部、記憶部、表示部、入力部のハードウェアの協働に
より実現される。各手段の機能については、下記のフローチャートで説明する。
【００５１】
　図３は、携帯端末１０が実行する第１基本処理のフローチャートである。最初に、携帯
端末１０のアプリケーション常駐手段１２が、アプリケーションを起動し、携帯端末１０
のメモリにアプリケーションを常駐させる（ステップＳ１０）。
【００５２】
　携帯端末１０の電化製品認識手段は、無線ＬＡＮによるＳＳＩＤを認識したか判断する
（ステップＳ１１）。例えば、携帯端末１０が、家庭やオフィスに設置された無線機５０
が発する無線ＬＡＮの電波信号を受信して、ＳＳＩＤを認識したかを判断する。
【００５３】
　無線ＬＡＮによるＳＳＩＤを認識した場合（ステップＳ１１:「ＹＥＳ」）には、電化
製品認識手段は、受信したＳＳＩＤに対応する電化製品一覧のテーブルを読み出す（ステ
ップＳ１２）。電化製品一覧のテーブルは、ＳＳＩＤと、このＳＳＩＤを有するＬＡＮに
おいて接続可能となる一以上の電化製品１００が対応付けられたテーブルである。このテ
ーブルは、携帯端末１０の記憶部に記憶されているか、携帯端末１０と通信可能なサーバ
に要求してテーブルを受信したり、結果となる電化製品一覧のデータのみを携帯端末１０
が受信して読み出してもよい。無線ＬＡＮによるＳＳＩＤを認識しない場合（ステップＳ
１１:「ＮＯ」）は、処理を戻す。
【００５４】
　次に、携帯端末１０の方向認識手段は、携帯端末１０の上面が向いている方向（ａ，ｂ
，ｃ）を認識する処理を行う（ステップＳ１３）。携帯端末１０の上面とは、図９の（Ｘ
）が示す面であり、携帯端末１０の筐体の六面体又はこれに相当する立体の面を、上面、
下面、表面、裏面、右側面、左側面として、表面に携帯端末の表示部、入力部があるとし
、表示部に表示される文字を、ユーザが自然に読める文字の方向において、文字の上下方
向の上の面が上面である。
【００５５】
　図５に示すように、携帯端末１０の上面が向いている方向（Ｘのマイナス方向）を、電
子コンパスとして機能する地磁気センサ２６、傾斜センサ２５等で認識する。また、第一
ＧＰＳデバイス２２と第二ＧＰＳデバイス２３との、位置情報の差から方向を認識しても
よい。例えば、第一ＧＰＳデバイス２２が携帯端末１０の上部に位置し、第二ＧＰＳデバ
イス２３が携帯端末１０の下部に位置（両者が離れている）し、かつ、両者が同一平面上
に位置している場合には、それぞれＧＰＳデバイスにより検出された位置座標（経度、緯
度、高さ）を結ぶ方向ベクトルに基づいて、携帯端末１０の上面が向いている方向を認識
することが可能である。
【００５６】
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　次に、対象物決定手段は、方向認識手段が決定した方向から決定される延長経路を決定
する（ステップＳ１４）。まず、位置情報決定手段が携帯端末１０の物理的な位置を第一
ＧＰＳデバイス２２又は第二ＧＰＳデバイス２３（又は両者）により決定する。図５の例
では、（Ｘ０、Ｙ０、Ｚ０）である。（Ｘ０、Ｙ０、Ｚ０）は、方向認識手段が決定した
方向（ａ，ｂ，ｃ）と平行であって、携帯端末１０の上面の当該方向と直角の線において
二等分線上の点であってよいし、携帯端末１０の重心であってもよい。
【００５７】
　そして、対象物決定手段は、（Ｘ０、Ｙ０、Ｚ０）を通り、方向認識手段が決定した方
向（傾きが、ａ，ｂ，ｃ）を有する、３次元直線方程式：ａ（Ｘ―Ｘ０）＋ｂ（Ｙ―Ｙ０
）＋ｃ（Ｚ―Ｚ０）＝０を生成することで、延長経路を決定する。
【００５８】
　次に、対象物決定手段は、先に読みだした電化製品一覧のテーブル内の電化製品１００
の位置情報を読み出す（ステップＳ１５）。例えば、図４に示すように、ＵＩ位置対応テ
ーブルが携帯端末１０に記憶されており、対応する電化製品機種名の位置情報を読み出す
。ここで、電化製品１００の位置情報は、一箇所の点ではなく、（Ｘ１～Ｘ２，Ｙ１～Ｙ
２，Ｚ１～Ｚ３）のように、電化製品１００の大きさにあわせて、広がりを持った平面（
エリア）としている。
【００５９】
　位置情報を読み出すと、対象物決定手段は、携帯端末１０の上面方向の延長線上の経路
に電化製品１００が存在するか判断する（ステップＳ１６）。すなわち、対象物決定手段
は、生成した３次元直線方程式と、電化製品の位置エリア（Ｘ１～Ｘ２，Ｙ１～Ｙ２，Ｚ
１～Ｚ３）が交差するか否かを判断することで、該当する電化製品１００が存在するか判
断する。
【００６０】
　携帯端末１０の上面方向の延長線上の経路に電化製品１００が存在すると判断した場合
（ステップＳ１６：「ＹＥＳ」）には、対象物となる電化製品１００を決定し、携帯端末
１０のユーザインターフェース変更手段１３は、認識された電化製品１００のユーザイン
ターフェースの名前から、対応するユーザインターフェースを選択する（ステップＳ１９
）。例えば、位置エリアとして、（Ｘ１～Ｘ２，Ｙ１～Ｙ２，Ｚ１～Ｚ３）が交差すると
判断した場合には、電化製品機種名として、「ＴＶ－１００」が存在すると判断し、ユー
ザインターフェースの名前として、「ＴＶ－１００用ＵＩ」を選択する。
【００６１】
　携帯端末１０の上面方向の延長線上の経路に電化製品１００が存在しないと判断した場
合（ステップＳ１６：「ＮＯ」）には、ユーザが的外れな方向に、携帯端末１０を向けて
いると考えられる。この場合は、先に読みだした電化製品一覧のテーブル内の電化製品１
００のためのユーザインターフェースを選択させる画面（例えば、図２１）を表示し、電
化製品１００のユーザインターフェースをユーザから手動で受付ける（ステップＳ１８）
。ユーザからの入力により、携帯端末１０は、そのユーザインターフェースを選択する。
【００６２】
　いずれにおいても、携帯端末１０が、ユーザインターフェースを選択する（ステップＳ
１６）と、ユーザインターフェース変更手段は、このユーザインターフェースを、ユーザ
が優先的に視認できるように、ユーザインターフェースを変更する（ステップＳ２０）。
例えば、携帯端末１０のメモリには、ＴＶ―１００用のアプリケーションと、ＲＺ－００
１用のアプリケーションと、メールのアプリケーションが常駐しているとする。この場合
に、ユーザインターフェースの名前として、「ＴＶ－１００用ＵＩ」が選択されたならば
、ＴＶ―１００用のアプリケーションのユーザインターフェースが、ユーザにとって容易
に視認可能になるように、表示される。
【００６３】
　なお、第１基本処理において、ステップＳ１１の処理は、携帯端末１０がＳＳＩＤを認
識する処理であるが、携帯端末１０がＧＰＳ機能により、所定のエリアに位置したことを
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認識する処理であってもよい。この場合には、ユーザが指定する所定のエリア（家庭内、
会社内など）と、ここで認識すべき電化製品１００が、電化製品一覧の対応テーブルとし
て対応付けられている。携帯端末１０が、所定のエリアに位置すると、このエリアにおい
て、認識すべき一以上の電化製品１００が電化製品一覧の対応テーブルから読み出される
。
【００６４】
　［第２基本処理のフローチャート］
　この処理においては、図６に示すように、携帯端末１０は、電化製品認識手段１１と、
アプリケーション常駐手段１２と、ユーザインターフェース変更手段１３と、ＳＳＩＤ識
別手段１４を備える。これらの手段は、上述の制御部、通信部、記憶部、表示部、入力部
のハードウェアの協働により実現される。各手段の機能については、下記のフローチャー
トで説明する。
【００６５】
　図７は、携帯端末１０が実行する第２基本処理のフローチャートである。最初に、携帯
端末１０のアプリケーション常駐手段１２が、アプリケーションを起動し、携帯端末１０
のメモリにアプリケーションを常駐させる（ステップＳ１００）。
【００６６】
　次に、携帯端末１０のＳＳＩＤ識別手段１４が、無線ＬＡＮによるＳＳＩＤを認識した
か判断する（ステップＳ１１０）。例えば、携帯端末１０が、家庭やオフィスに設置され
た無線機５０が発する無線ＬＡＮの電波信号を受信して、ＳＳＩＤを認識したかを判断す
る。この無線機５０のＳＳＩＤを認識した際に、携帯端末１０は、ＧＰＳ機能を有してい
なくとも、家庭やオフィスに居ることを認識することができる。
【００６７】
　携帯端末１０のＳＳＩＤ識別手段１４が、無線ＬＡＮによるＳＳＩＤを認識した場合（
ステップＳ１１０：「ＹＥＳ」）は、ＳＳＩＤのフラグをオン（ステップＳ１２０）とし
て、携帯端末１０の無線通信を可能とする。携帯端末１０のＳＳＩＤ識別手段１４が、無
線ＬＡＮによるＳＳＩＤを認識しない場合（ステップＳ１１０：「ＮＯ」）は、ステップ
Ｓ１１０をループする。
【００６８】
　本処理は、以下の理由により設けられている。例えば、ユーザの家庭やオフィスでない
場所の電化製品１００のユーザインターフェースが、そのユーザの携帯端末１０に表示さ
れることは、望ましくない場合が多い。なぜなら、電化製品１００の設定を変更するため
のユーザインターフェースを無関係の者に操作可能としてしまうからである。したがって
、ＳＳＩＤをセキュリティ認証として使用するべく、ステップＳ１１０の処理が設けられ
ている。
【００６９】
　次に、電化製品認識手段１１が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の近距離通信の電波信号を受信
することで、電化製品１００の存在を認識したか否かを判断する（ステップＳ１３０）。
例えば、ユーザが携帯端末１０をテレビ１００ａやＭＦＰ１００ｃの周辺に持参した場合
である。テレビ１００ａやＭＦＰ１００ｃの電化製品１００は、近距離通信の電波信号を
出力している。この電波到達範囲に、携帯端末１０が位置した際には、携帯端末１０の電
化製品認識手段１１が、電波信号を受信して、自らも受信した近距離通信に対応する電波
信号を送信する。そして、所定のプロトコルにより、携帯端末１０と電化製品１００が通
信を開始することで、携帯端末１０が電化製品１００を認識する。
【００７０】
　例えば、図１０に示すように、近距離通信にて受信した電波の種類と、電化製品の機種
名及び、ユーザインターフェースの名前がＵＩ対応テーブル１として対応づけられており
、このＵＩ対応テーブル１が携帯端末１０に記憶されているとする。この場合に、電化製
品１００の受信電波として、機器ＩＤ「ＰＩＮ番号５５５」を受信した場合は、電化製品
１００の機種名が、「ＴＶ－１００」であると認識する。
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【００７１】
　電化製品認識手段１１が、電化製品１００を認識した場合（ステップＳ１３０：「ＹＥ
Ｓ」）には、ステップＳ１５０に処理を移す。電化製品認識手段１１が、電化製品１００
を認識しない場合（ステップＳ１３０：「ＮＯ」）には、ステップＳ１４０に処理を移す
。
【００７２】
　次に、電化製品認識手段１１は、携帯端末１０のカメラを起動し、撮影された画像（撮
影画像）により、電化製品１００を認識したか否かを判断する（ステップＳ１４０）。
【００７３】
　例えば、図１１に示すように、撮影画像の種類と、電化製品の機種名及び、ユーザイン
ターフェースの名前がＵＩ対応テーブル２として対応づけられており、このＵＩ対応テー
ブル２が携帯端末１０に記憶されているとする。この場合に、携帯端末１０のカメラに、
撮影画像と同一又は類似した画像が撮影されるとする。この場合に、周知の画像判別のア
ルゴリズムにより、撮影画像と同一の電化製品１００が撮影されているか否かを判断する
。撮影画像と同一の電化製品１００が撮影されている場合には、図１１のＵＩ対応テーブ
ル２と対比させて、電化製品１００の機種名が、「ＴＶ－１００」等であると認識する。
【００７４】
　図１４に示すように、テレビ１００ａの撮影範囲として、撮影範囲７０のように、テレ
ビ１００ａの全体を撮影して、テレビ１００ａを認識してもよいが、機種名の部分である
「ＴＶ－１００」７２が、撮影範囲７１となって、テレビ１００ａを認識してもよい。
【００７５】
　この場合は、図１２に示すように、撮影により認識される文字の種類（認識文字）と、
電化製品の機種名及び、ユーザインターフェースの名前がＵＩ対応テーブル３として対応
づけられており、このＵＩ対応テーブル３が携帯端末１０に記憶されているとする。カメ
ラにて撮影された撮影画像から、文字が認識されて、対応する認識文字となる。なお、認
識文字は、機種名のみならず、メーカ名を含んでいてもよいし、シリアル番号、ＭＡＣ（
Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレス、ＩＰアドレス、電化製品１００
に付加されている任意の文字であってよい。
【００７６】
　さらに、図１５に示すように、認識される部分７３が、マーカ７４であってよい。マー
カとは、文字として認識できない図形、記号、画像等であって、図１５では、ＱＲコード
であるが、このような２次元コードであってもよい。この場合も同様に、撮影により認識
されるマーカの種類と、電化製品の機種名及び、ユーザインターフェースの名前がテーブ
ルとして対応づけられており、このテーブルが携帯端末１０に記憶されている。
【００７７】
　電化製品認識手段１１が、撮影画像により、電化製品１００を認識した場合（ステップ
Ｓ１４０：「ＹＥＳ」）には、ステップＳ１５０に処理を移す。電化製品認識手段１１が
、撮影画像により、電化製品１００を認識しない場合（ステップＳ１４０：「ＮＯ」）に
は、ステップＳ１１０に処理を移す。この場合は、電化製品１００が携帯端末１０の周辺
に存在しないということになるので、ステップＳ１１０からＳ１４０の処理を繰り返す。
【００７８】
　次に、携帯端末１０のユーザインターフェース変更手段１３は、認識された電化製品１
００のユーザインターフェースの名前から、対応するユーザインターフェースを選択する
（ステップＳ１５０）。例えば、電化製品機種名として、「ＴＶ－１００」が認識される
と、ユーザインターフェースの名前として、「ＴＶ－１００用ＵＩ」を選択する。
【００７９】
　ユーザインターフェースを選択する（ステップＳ１５０）と、ユーザインターフェース
変更手段１３は、このユーザインターフェースを、ユーザが優先的に視認できるように、
ユーザインターフェースを変更する（ステップＳ１６０）。例えば、携帯端末１０のメモ
リには、ＴＶ―１００用のアプリケーションと、ＲＺ－００１用のアプリケーションと、
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メールのアプリケーションが常駐しているとする。この場合に、ユーザインターフェース
の名前として、「ＴＶ－１００用ＵＩ」が選択されたならば、ＴＶ―１００用のアプリケ
ーションのユーザインターフェースが、ユーザにとって容易に視認可能になるように、表
示される。
【００８０】
　ユーザが、変更されたユーザインターフェースを優先的に視認できるとは、この時点で
、ユーザが携帯端末１０の表示部を見ると、容易に、変更されたユーザインターフェース
を視認できる状態である（例えば、図８のように）。
【００８１】
　図９は、携帯端末１０のカメラの位置を示す図である。一例として、携帯端末１０を電
化製品１００のリモコンのように使用する場合が考えられる。この場合には、（Ｘ）の方
向から携帯端末１０を見たときに明らかとなるが、携帯端末１０の筐体の上面（六面体を
、上面、下面、表面、裏面、右側面、左側面として、表面に携帯端末の表示部、入力部が
あるとする。上面の「上」とは、表示部に表示される文字を自然に読める文字の方向にお
いて、文字の上部を上とする）に、カメラ２００を取り付けることが好適な実施形態であ
る。というのも、携帯端末１０をユーザが保持した際に、カメラ２００が位置する筐体の
上面は、表示部および入力部と略垂直で、かつ、ユーザが自然に保持した際のユーザの前
方方向に面が向けられるため、電化製品１００が撮影されやすい面となるからである。
【００８２】
［他の実施例］
　ＳＳＩＤと、このＳＳＩＤを有するＬＡＮ内に接続される電化製品１００の機種名が予
め対応づけられて、サーバに記憶されていてよい。すなわち、携帯端末１０は、ステップ
Ｓ１１０にて、ＳＳＩＤを認識すると、このＳＳＩＤに対応する電化製品１００の種類を
、このサーバに問い合わせる。サーバは、電化製品１００の種類を通知するとともに、図
１０から図１２までの、機種名、認識対象（近距離受信電波、撮影画像、認識文字）、ユ
ーザインターフェースの名前が対応づけたデータを送信する。この場合には、携帯端末１
０に図１０から図１２のようなテーブルを記憶する必要がないため、有用である。さらに
、認識するための電化製品１００の種類が、ＳＳＩＤにより限定されるため、電化製品の
認識率が高まったり、識別するまでの時間が短縮できる。
【００８３】
　なお、携帯端末１０がサーバより、データを受信するタイミングは、例えば、カメラを
起動したタイミングであってよいし、電化製品１００から近距離通信の電波信号を受信し
たタイミングであってもよい。このようなタイミングで、データを受信したり、カメラを
起動することで、常時、電化製品１００の識別を行うといった必要がなくなる。
【００８４】
［他の実施形態］
　次に、他の実施形態について説明する。携帯端末１０がＧＰＳの電波信号の受信や、ア
クセスポイントであるＳＳＩＤの電波信号を受信した際に、電化製品１００のユーザイン
ターフェースを変更する。この場合に、略同時に、二以上の電化製品１００を携帯端末１
０が認識する場合がある。この処理について、他の実施形態として、以下で説明する。
【００８５】
　図１９は、携帯端末１０が実行する第３基本処理のフローチャートである。最初に、携
帯端末１０のアプリケーション常駐手段１２が、電化製品１００ごとに異なるアプリケー
ションを起動し、携帯端末１０のメモリにアプリケーションを常駐させる（ステップＳ２
００）。
【００８６】
　次に、電化製品認識手段１１が、電波信号を受信することで、電化製品１００を認識し
たか否かを判断する（ステップＳ２１０）。すなわち、電化製品認識手段１１は、位置情
報であるＧＰＳの電波信号を受信したか否か、又は、アクセスポイントであるＳＳＩＤの
電波信号を受信したか否かを判断する。受信したと判断した場合（ステップＳ２１０：「
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ＹＥＳ」）は、ステップＳ２２０に処理を移し、受信していない（ステップＳ２１０：「
ＮＯ」）と判断した場合は、処理をループする。
【００８７】
　電化製品認識手段１１は、ＧＰＳの電波信号を受信したと判断した場合は、受信した電
波信号に基づいて、携帯端末１０の緯度と経度を算出する、次に、電化製品認識手段１１
は、図１６のような、電化製品機種名と、位置情報（経度、緯度）とユーザインターフェ
ースの名前とが対応づけられたＵＩ対応テーブル５を参照する。このＵＩ対応テーブル５
が携帯端末１０に記憶されている。電化製品認識手段１１は、算出した緯度、経度に基づ
いて、ＵＩ対応テーブル５を参照することで、ユーザインターフェースを選択する。
【００８８】
　電化製品認識手段１１は、アクセスポイントであるＳＳＩＤの電波信号を受信したと判
断した場合は、図１７のような、電化製品機種名と、ＳＳＩＤとユーザインターフェース
の名前とが対応づけられたＵＩ対応テーブル６を参照する。このＵＩ対応テーブル６が携
帯端末１０に記憶されている。電化製品認識手段１１は、ＳＳＩＤに基づいて、ＵＩ対応
テーブル６を参照することで、ユーザインターフェースを選択する。
【００８９】
　なお、電化製品認識手段１１は、上記の処理に加えて、第２基本処理と同様に、撮影画
像により、電化製品１００を認識してもよい。
【００９０】
　ここで、仮に、電化製品認識手段１１は、認識した電化製品が一つであると判断した（
ステップＳ２２０：「ＮＯ」）とすると、ステップＳ２４０にて、電化製品認識手段１１
が選択したユーザインターフェースに、ユーザインターフェース変更手段１３が変更する
（ステップＳ２４０）。
【００９１】
　例えば、ＧＰＳにより電化製品１００を認識し、かつ、ＳＳＩＤの電波信号により電化
製品１００を認識した場合は、電化製品認識手段１１が、複数の電化製品１００を認識す
る場合がある。この場合には、ステップＳ２２０が「ＹＥＳ」として、ステップＳ２３０
に処理を移す。
【００９２】
　電化製品認識手段１１は、電化製品認識手段１１が認識した電化製品が二以上であると
判断した（ステップＳ２２０：「ＹＥＳ」）とすると、二以上のユーザインターフェース
のうち、どれを優先して表示すべきかの優先順位の決定を行う（ステップＳ２３０）。す
なわち、電化製品認識手段１１は、複数の電化製品１００を認識したと判断した場合は、
図２０のような、優先順位と、電化製品機種名と、ユーザインターフェースの名前とが対
応づけられたＵＩ対応テーブル８を参照する。このテーブルが携帯端末１０に記憶されて
いる。電化製品認識手段１１は、受信した電波信号（ＧＰＳ又はＳＳＩＤ）や、撮影画像
から、図１０、図１１、図１２、図１３、図１６、図１７、図１８の各テーブルに基づい
て、電化製品機種名を判断する。そして、この電化製品機種名に基づいて、図２０のＵＩ
対応テーブル８を参照することで、優先順位を判断する。
【００９３】
　例えば、「ＴＶ－１００」、「ＲＺ－００１」、「ＭＰ５００」の複数の電化製品１０
０を略同時に認識した際には、ＵＩ対応テーブル８の優先順位に基づいて、１番「ＲＺ－
００１」、２番「ＴＶ－１００」、３番「ＭＰ５００」の順番で、優先順位が決定される
。
【００９４】
　次に、携帯端末１０のユーザインターフェース変更手段１３は、優先された電化製品１
００のユーザインターフェースを順次、表示する（ステップＳ２５０）。ここで、ユーザ
インターフェースを、順次、表示するとは、決定された優先順位順に、ユーザインターフ
ェースを表示するということである。以下に説明するように、携帯端末１０において所定
の条件が満たされた場合に、順位が次のユーザインターフェースへ変更される。
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【００９５】
　例えば、携帯端末１０に表示されている第１のユーザインターフェースに対して、所定
の操作を行った場合に、次の第２のユーザインターフェースへ変更する。この場合は、予
め、第１のユーザインターフェースに対してユーザが入力する項目（所定のアイコンを選
択したり、キー入力）が記憶されており、この入力項目に対して、入力が完了すると、第
２のユーザインターフェースへ変更する。
【００９６】
　また、携帯端末１０に表示されている第１のユーザインターフェースに対して、所定の
表示を行った場合に、次の第２のユーザインターフェースへ変更する。この場合は、予め
、第１のユーザインターフェースとして表示する項目（所定のアイコンを表示したり、ウ
ィンドウを切替える）が記憶されており、この表示項目に対して、表示が完了すると、第
２のユーザインターフェースへ変更する。
【００９７】
　さらに、携帯端末１０に表示されている第１のユーザインターフェースが所定時間、表
示された後に、次の第２のユーザインターフェースへ変更してもよい。
【００９８】
　なお、図２０のようなＵＩ対応テーブル８の優先順位は、携帯端末１０を操作するユー
ザの入力履歴より学習により、決定されてもよい。すなわち、複数の電化製品１００が認
識されたときに、図２１のような画面イメージ８０を携帯端末１０が表示する。この際に
、ユーザが複数の電化製品１００のうち、一の電化製品「ＴＶ－１００」を選択操作した
後に、次の電化製品「ＭＰ５００」を選択操作したとする。この場合に、携帯端末１０は
、優先順位として、１番に電化製品「ＴＶ－１００」、２番に、電化製品「ＭＰ５００」
と学習する。
【００９９】
　なお、この優先順位は、上述のように時間的な優先順位に限られず、図２１のように画
面イメージ８０に表示する位置に適用してもよい。すなわち、携帯端末１０の表示部の上
方から下方へ、優先順位が高い順序で表示してもよい。
【０１００】
　なお、図２０のようなＵＩ対応テーブル８が、携帯端末１０と通信可能に接続されたサ
ーバに記憶されてもよい。この場合は、携帯端末１０は、サーバに対して、ＵＩ対応テー
ブル８の優先順位を問合せて、優先順位を決定する。
【０１０１】
　なお、図１８のＵＩ対応テーブル７に示すように、複数のユーザインターフェースが認
識された際に、その認識した時点での日時（曜日、日付、時間）に基づいて、優先的に表
示するユーザインターフェースを選択し、変更してもよい。例えば、図１８の例では、土
曜日の午後７：００前後に複数の電化製品１００を認識した場合は、テーブルに基づいて
、「ＲＺ―００１」のユーザインターフェースを優先する。曜日のみならず、日付の指定
であってもよい。
【０１０２】
　なお、認識した時点での、気温、湿度に基づいて、優先的に表示するユーザインターフ
ェースを選択し、変更してもよい。電化製品１００がエアコン等である場合に好適である
。
【０１０３】
　図２１は、複数の電化製品１００を携帯端末１０が認識した際に、携帯端末１０に表示
される画面イメージ８０である。このように複数の電化製品１００のいずれかのユーザイ
ンターフェースを選択できるように、選択画面が表示される。ここで、メッセージ８２の
ように、表示すべきユーザインターフェースの推薦情報が、あわせて表示されてもよい。
【０１０４】
　なお、ユーザインターフェースは、撮影画像に撮影された人物、人物の顔、人物の数、
動物、動物の数、植物、植物の数、所定の物によっても、変更されてもよい。例えば、撮
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ルカメラのユーザインターフェースに変更されると、遠隔でその人物（自分）を撮影する
こともできる。
【０１０５】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ，情報処理装置，各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。アプリケーション・
プログラムは、例えば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭなど）、ＤＶＤ（Ｄ
ＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭなど）等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された
形態で提供される。この場合、コンピュータはその記録媒体からアプリケーション・プロ
グラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、
そのプログラムを、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置（
記録媒体）に予め記録しておき、その記憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供
するようにしてもよい。
【０１０６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたもの
に限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０　携帯端末、１００　電化製品

【図１】

【図２】

【図３】
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