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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器と無線通信することが可能な無線通信部と、
　前記無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、当該機器検出要求を受信した複数の前
記機器からの、設置場所を反映した測定情報を含む応答をもとに、前記複数の機器それぞ
れの設置された場所を１以上のエリアに同定し、前記無線通信部を用いて前記複数の機器
から機器種別ＩＤを受信し、前記受信した機器種別ＩＤをもとに、前記複数の機器を操作
するために必要な情報として、当該機器毎に、この機器を制御するために用いられる１以
上のコマンドのセットを特定するコマンドセットＩＤを設定する判定部と、
　表示画面を有する表示部と、
　任意の前記エリアをユーザに選択させるエリア選択部と、
　前記選択されたエリアに設置場所が同定された１以上の機器それぞれの操作用のＧＵＩ
であって、各々の機器毎に設定された前記コマンドセットＩＤによって特定される前記コ
マンドのセットに属する個々のコマンドに対応付けられた１以上のＧＵＩ要素を有するＧ
ＵＩを前記表示画面に表示するＧＵＩ表示部と
　を具備する無線操作装置。
【請求項２】
　無線操作装置の判定部が、
　機器と無線通信することが可能な無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、
　当該機器検出要求を受信した複数の前記機器からの、設置場所を反映した測定情報を含
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む応答をもとに、前記複数の機器それぞれの設置された場所を１以上のエリアに同定し、
　前記無線通信部を用いて前記複数の機器から機器種別ＩＤを受信し、
　前記受信した機器種別ＩＤをもとに、前記複数の機器を操作するために必要な情報とし
て、当該機器毎に、この機器を制御するために用いられるコマンドのセットを特定するコ
マンドセットＩＤを設定し、
　前記無線操作装置のエリア選択部が、任意の前記エリアをユーザに選択させ、
　前記無線操作装置のＧＵＩ表示部が、前記選択されたエリアに設置場所が同定された１
以上の機器それぞれの操作用のＧＵＩであって、各々の機器毎に設定された前記コマンド
セットＩＤによって特定される前記コマンドのセットに属する個々のコマンドに対応付け
られた１以上のＧＵＩ要素を有するＧＵＩを表示画面に表示する
　無線操作方法。

【請求項３】
　無線操作装置と、この無線操作装置により操作可能な複数の機器とを具備し、
　前記機器は、
　　無線操作装置より操作信号を無線通信により送信することが可能な第１の無線通信部
と、
　　設置場所を反映した測定情報を測定することが測定部とを具備し、
　前記無線操作装置は、
　　機器と無線通信することが可能な無線通信部と、
　　前記無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、当該機器検出要求を受信した複数の
前記機器からの、設置場所を反映した測定情報を含む応答をもとに、前記複数の機器それ
ぞれの設置された場所を１以上のエリアに同定し、前記無線通信部を用いて前記複数の機
器から機器種別ＩＤを受信し、前記受信した機器種別ＩＤをもとに、前記複数の機器を操
作するために必要な情報として、当該機器毎に、この機器を制御するために用いられる１
以上のコマンドのセットを特定するコマンドセットＩＤを設定する判定部と、
　　表示画面を有する表示部と、
　　任意の前記エリアをユーザに選択させるエリア選択部と、
　　前記選択されたエリアに設置場所が同定された１以上の機器それぞれの操作用のＧＵ
Ｉであって、各々の機器毎に設定された前記コマンドセットＩＤによって特定される前記
コマンドのセットに属する個々のコマンドに対応付けられた１以上のＧＵＩ要素を有する
ＧＵＩを前記表示画面に表示するＧＵＩ表示部と
　を具備する無線操作システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、複数の家庭内機器をリモートコントロールすることのできる無線操作装置、
無線操作システム及び無線操作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭内では、テレビジョン受像機やレコーダ、オーディオ機器など様々な機器が使用さ
れる。これらの機器は、それぞれリモートコントローラ（以下、リモコン）を使って操作
されることが可能である。一般に、機器とこれを操作可能なリモコンとは一対一の関係だ
が、近年、１つのリモコンで異なる複数の機器を個別に操作可能な、いわゆるユニバーサ
ルリモコンが提案されている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照。）。
【０００３】
　特許文献１によれば、リモコンは被操作機器に被操作機器識別要求信号を送信する。こ
の信号を受信した被操作機器は、リモコンに識別信号を発信する。リモコンは、この識別
信号を受信することで、直接的に操作できるエリアに位置する１つの機器を判断し、この
機器を操作するための機能を実行する。
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【０００４】
　特許文献２によれば、リモコンは現在位置を検出し、検出した現在位置とリモコン内に
格納された各機器の位置情報とを照らし合わせ、リモコンから最も近くに位置する機器を
操作対象の機器として特定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－４４７６３号公報（段落［００３１］～［００３４］、図
８）
【特許文献２】特開２００４－１６６１９３号公報（段落［００２９］～［００３０］、
図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　切り替えて操作することが可能な複数の機器が同じ部屋に存在する場合等には、これら
複数の機器間で制御対象の機器をシームレスに切り替えて操作したいという要望がある。
例えば、同じ部屋に設置された照明機器とテレビジョン受像機との関係においては、見る
番組に合わせて照明機器の照度を変えたりする場合などがある。しかし、特許文献１及び
２などによると、制御対象機器を切り替える必要が発生する度、機器とリモコン間で識別
信号などの信号をやりとりしたり、制御可能機器のリストの中から目的の機器をユーザが
選択するなどして切り替えるなど、一連の処理が必要である。よって、複数の機器をシー
ムレスに切り替えて操作できるとまでは言えない。その他にも、この種のリモコンにおい
ては、実用化に向けてユーザの操作性および利便性において不十分な点が残されており、
その改善が期待されている。
【０００７】
　以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、ユーザにとっての操作性および利便性によ
り優れた無線操作装置、無線操作システム及び無線操作方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る無線操作装置は、機器を操作するため
の操作信号を無線通信により送信することが可能な無線通信部と、上記無線通信部を用い
て機器検出要求を発信し、当該機器検出要求を受信した複数の上記機器からの、設置場所
を反映した測定情報を含む応答をもとに、上記複数の機器それぞれの設置された場所を１
以上のエリアに同定する判定部とを有する。
【０００９】
　本技術では、複数の機器それぞれの設置された場所を１以上のエリアに同定する。これ
により、ユーザが特定の機器ではなくエリアを選択することで、無線操作装置を用いてそ
のエリアに存在する複数の制御対象の機器をシームレスに切り替えて操作することができ
、ユーザにとっての操作性および利便性がより優れたものとなる。
　また、上記特許文献１及び２の技術では、無線操作装置の現在位置に応じて操作対象の
機器を判断する。このため、ユーザが無線操作装置を操作する都度又は所定時間毎に無線
操作装置と操作対象の機器との位置関係を取得する必要がある。このため、ユーザが即座
に無線操作装置を操作したい場合であっても、まず位置関係の取得が行われることがあり
、機器に対する操作を即座に開始できないおそれがある。例えば、ユーザが無線操作装置
を持ってエリアを移動し、移動先のエリアで無線操作装置を使用するとする。この場合、
移動先のエリアでまず無線操作装置と操作対象の機器との位置関係の取得を行う必要があ
るため機器に対する操作を即座に開始できず、ユーザにとって煩わしい。しかしながら、
本技術の無線操作装置では、複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定すれ
ば、次回以降もその相関をもとに操作対象機器が同定された設置場所のエリアを呼び出す
ことができ、ユーザにとっての操作性および利便性がより優れたものとなる。
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【００１０】
　上記判定部は、上記機器検出要求を受信した複数の上記機器にて検出された複数の電波
強度の情報を含む応答を受信し、上記複数の機器の複数の電波強度の情報をもとに、上記
複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する。
【００１１】
　電波強度の情報は機器と無線操作装置との距離によって異なることため、電波強度の情
報をもとに複数の機器それぞれの設置された場所を１以上のエリアに同定することができ
る。
【００１２】
　上記判定部は、上記複数の機器から応答された複数の電波強度の値の分布をもとに上記
複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する。
【００１３】
　これにより、似た電波強度の情報をもつ機器を同じエリアに同定することができる。
【００１４】
　無線操作装置は、表示画面を有する表示部と、任意の上記エリアをユーザに選択させる
エリア選択部と、上記選択されたエリアに設置場所が同定された１以上の機器それぞれの
操作用のＧＵＩを上記表示画面に表示するＧＵＩ表示部とをさらに有する。
【００１５】
　これにより、ユーザが特定の機器ではなくエリアを選択することで、無線操作装置を用
いてそのエリアに存在する複数の制御対象の機器をシームレスに切り替えて操作すること
ができ、ユーザにとっての操作性および利便性がより優れたものとなる。
【００１６】
　上記エリアは建物内の部屋である。
【００１７】
　本技術は、例えば、面積によって区分される１以上のエリアなどの空間の単位に設置場
所を同定する場合のみならず、壁等で区切られた建物内の部屋に設置場所を同定する場合
にも利用できる。
【００１８】
　上記判定部は、上記機器検出要求を受信した複数の上記機器にて検出されたＧＰＳ情報
を含む応答を受信し、上記複数の機器のＧＰＳ情報をもとに、上記複数の機器それぞれの
設置場所を１以上のエリアに同定する。
【００１９】
　ＧＰＳ情報は機器の実際の設置場所によって異なることため、ＧＰＳ情報をもとに複数
の機器それぞれの設置された場所を１以上のエリアに同定することができる。
【００２０】
　上記判定部は、上記複数の機器から応答された複数のＧＰＳ情報の値の分布をもとに上
記複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する。
【００２１】
　これにより、似たＧＰＳ情報をもつ機器を同じエリアに同定することができる。
【００２２】
　無線操作装置は、表示画面を有する表示部と、任意の上記エリアをユーザに選択させる
エリア選択部と、上記選択されたエリアに設置場所が同定された１以上の機器それぞれの
操作用のＧＵＩを上記表示画面に表示するＧＵＩ表示部とをさらに有する。
【００２３】
　上記エリアは建物内の部屋である。
【００２４】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る無線操作方法は、無線操作装置におい
て、判定部が、操作対象である機器を操作するための操作信号を無線通信により送信する
ことが可能な無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、当該機器検出要求を受信した複
数の上記機器からの、設置場所を反映した測定情報を含む応答をもとに、上記複数の機器
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それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する。
【００２５】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る無線操作システムは、無線操作装置と
、この無線操作装置により操作可能な複数の機器とを有し、上記機器は、無線操作装置よ
り操作信号を無線通信により送信することが可能な第１の無線通信部と、設置場所を反映
した測定情報を測定することが測定部とを有し、上記無線操作装置は、上記機器を操作す
るための上記操作信号を無線通信により送信することが可能な第２の無線通信部と、上記
第２の無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、当該機器検出要求を受信した複数の上
記機器からの、上記設置場所を反映した測定情報を含む応答をもとに、上記複数の機器そ
れぞれの設置された場所を１以上のエリアに同定する判定部とを有する。
【発明の効果】
【００２６】
　本技術によれば、複数の機器間で制御対象の機器をシームレスに切り替えて操作するこ
とができ、ユーザにとっての操作性および利便性がより優れたものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本技術に係る第１の実施形態の無線操作システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】無線操作装置の外観イメージを示す図である。
【図３】無線操作装置の構成を説明する斜視図である。
【図４】無線操作装置のハードウェア構成を示す図である。
【図５】機器のハードウェア構成を示す図である。
【図６】無線操作装置の機能的な構成を示すブロック図である。
【図７】機器の機能的な構成を示すブロック図である。
【図８】無線操作システムの処理の流れを示す図である。
【図９】無線操作装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】機器の動作を示すフローチャートである。
【図１１】設定部による処理を示すフローチャートである。
【図１２】部屋相関テーブルを示す図である。
【図１３】コマンドセットＩＤテーブルを示す図である。
【図１４】表示用データを生成する処理を示すフローチャートである。
【図１５】ディスプレイパネルに表示されるＧＵＩを示す図である。
【図１６】ディスプレイパネルに表示されるＧＵＩを示す図である。
【図１７】第２の実施形態に係る機器のハードウェア構成を示す図である。
【図１８】機器の機能的な構成を示す図である。
【図１９】機器の動作を示すフローチャートである。
【図２０】機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するための図である。
【図２１】変形例１に係る機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するため
の図である。
【図２２】変形例１に係る機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するため
の図である。
【図２３】変形例２に係る機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するため
の図である。
【図２４】変形例３に係る機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するため
の図である。
【図２５】変形例４に係る機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するため
の図である。
【図２６】機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するための図である。
【図２７】変形例５に係る機器と無線操作装置との間の無線通信システムを説明するため
の図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しながら、本技術の実施形態を説明する。
　近年、住居、オフィスなど、どのような居住環境においても電子機器は各部屋に設置さ
れていることが普通である。特に居間や寝室などには、テレビジョン受像機、レコーダ、
オーディオ機器、照明機器、その他にも様々な種類の多くの電子機器が設置される。１つ
の部屋に設置される各電子機器は、互いに何らかの関連性において同時に操作される可能
性があると言う性質をもつ。例えば、同じ部屋に設置された照明機器とテレビジョン受像
機との関係においては、見る番組に合わせて照明機器の照度を変えたり、テレビジョン受
像機とレコーダとの関係においても、ＥＰＧからの番組予約の際に、テレビジョン受像機
の操作とレコーダの操作（例えばメディアの交換など）とが交互に行われたりする。
【００２９】
　これまでの典型的な複数機器対応型のＲＦリモコンなどは、制御対象の機器の切り替え
を挟んで複数の機器の操作に利用されることが普通であったため、複数の電子機器を続け
て操作したい場合に不向きであった。すなわち、部屋毎の複数の電子機器を、被制御機器
の切り替え操作を挟むことなく、シームレスに操作できることが、ユーザにとっての操作
性及び利便性の向上を図る上で重要である。
【００３０】
　本実施形態は、上記のように部屋毎の複数の電子機器を、被制御機器の切り替え操作を
挟むことなく、シームレスに操作できる無線操作装置に関するものである。より具体的に
は、ユーザが機器ではなく部屋を選択することで、部屋に存在する複数の機器を同じ画面
で操作することのできる無線操作装置に関するものである。
【００３１】
　上記のような無線操作装置を実現するためには、無線操作装置は、それぞれの部屋毎に
設置されている１以上の機器を登録する必要がある。この機器の登録を自動的に行うため
に、本実施形態の無線操作装置は、無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、当該機器
検出要求を受信した複数の機器からの、設置場所を反映した測定情報を含む応答をもとに
、複数の機器それぞれの設置された場所を１以上の部屋に同定する技術を採用する。ここ
で、「設置場所を反映した測定情報」としては、具体的には、無線操作装置からの無線信
号を機器が受信した際に機器で測定される電波強度の値（第１の実施形態にて説明）、Ｇ
ＰＳ通信機を搭載した機器であればＧＰＳ情報そのもの（第２の実施形態にて説明）など
が挙げられる。
【００３２】
　以下、ユーザが機器ではなく部屋を選択することで、部屋に存在する複数の機器を同じ
画面で操作することのできる無線操作装置について説明する。また、この無線操作装置を
実現するために複数の機器それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定する処理について説
明する。
【００３３】
　＜第１の実施形態＞
　［無線操作システムの構成］
　図１は、本技術に係る第１の実施形態の無線操作システムの構成を示すブロック図であ
る。
　同図に示すように、本実施形態の無線操作システム１は、制御対象である複数の機器２
００ａ～２００ｅと、複数の機器２００ａ～２００ｅを個別に遠隔操作することが可能な
無線操作装置１００とを有する。
【００３４】
　複数の機器２００ａ～２００ｅは、例えば、照明機器、レコーダ、テレビジョン受像機
、オーディオ機器等、複数の部屋Ｒ１、Ｒ２に設置された機器である。以下、複数の機器
２００ａ～２００ｅを区別しない場合、機器２００と称する。
【００３５】
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　［無線操作装置１００のハードウェア構成］
　図２は、無線操作装置１００の外観イメージを示す図である。
　同図に示すように、無線操作装置１００は、縦横のサイズに比較して厚さが薄い略立方
形の筐体１０１を備える。筐体１０１のサイズは片手で持てる程度もしくはそれ以上であ
る。略立方形の筐体１０１内には、無線操作装置１００を構成する各種の電子部品が内蔵
されている。筐体１０１の一つの主面には、タッチパネル付きの表示部１０２が配置され
ている。筐体１０１の主面とタッチパネル付きの表示部１０２の入出力面とは略平坦に揃
えられている。タッチパネル付きの表示部１０２は、図３に示すように、例えば、液晶デ
ィスプレイパネルや有機ＥＬ（ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ティスプレイ
パネルなどのディスプレイパネル１０３と、このディスプレイパネル１０３の画面に重ね
て配置されたタッチパネル１０４とで構成される。タッチパネル１０４は、例えば、静電
容量方式のタッチパネル１０４などであり、ユーザにより同時に指示された複数の位置を
検出することのできるものであれば、他の方式によるものであってもよい。例えば、感圧
方式、赤外線方式、音響方式などでもよい。
【００３６】
　図４は無線操作装置１００のハードウェア構成を示す図である。
　同図に示すように、無線操作装置１００は、ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２、ワークメモ
リ１１３、フラッシュＲＯＭ１１９、タッチパネルインタフェース部１１４、ディスプレ
イ制御部１１５、タッチパネル１０４、ディスプレイパネル１０３（表示部）、ＩＲ発信
部１１６、操作装置無線通信部１１７、バス１１８などで構成される。
【００３７】
　この機器２００では、ＣＰＵ１１１が、バス１１８を介して接続されたＲＯＭ１１２に
記憶されているプログラムに従って各種処理を実行する。
【００３８】
　ＲＯＭ１１２には、ＣＰＵ１１１により実行されるプログラムや各種の固定データなど
が格納される。
　ワークメモリ１１３は、ＣＰＵ１１１による演算処理の作業空間として用いられるメモ
リである。
　フラッシュＲＯＭ１１９は、書き換えが可能な不揮発性の記憶装置である。
【００３９】
　タッチパネルインタフェース部１１４は、タッチパネル１０４を制御するとともに、タ
ッチパネル１０４で得られた検出信号からデジタルの座標データを生成する。
　ディスプレイ制御部１１５は、ディスプレイパネル１０３に出力する表示用データを生
成する。これらディスプレイ制御部１１５とディスプレイパネル１０３とにより、表示部
が構成される。
【００４０】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）１１１は、無線操作装置１
００を構成する各部の制御及び各部の間でのデータの入出力を制御する。また、ＣＰＵ１
１１は、ＲＯＭ１１２やワークメモリ１１３に記憶されたプログラムを実行して様々な処
理を行うことが可能である。
【００４１】
　ＩＲ発信部１１６は、機器２００を制御するためのコマンドがパルス変調されたＩＲ（
ｉｎｆｒａｒｅｄ）信号を発信する。
【００４２】
　操作装置無線通信部１１７は、機器２００との間で双方向の通信を行う。操作装置無線
通信部１１７と機器２００との間の無線通信システムとしては、例えば、透過性の高い無
線媒体を利用した無線通信システムを利用することができる。このような無線通信システ
ムの無線通信規格として、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ（Ｗｉ－Ｆｉは登録商標）
や、ＲＦ４ＣＥ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｆｏｒ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃｓ）などが挙げられる。これらＩＲ発信部１１６と操作装置無線通信部１１７
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とは、機器２００との間で無線通信を行う無線通信部１１０を構成する。
【００４３】
　［機器２００のハードウェア構成］
　図５は機器２００のハードウェア構成を示す図である。
　本実施形態では、機器２００としてテレビジョン受像機を用いた場合を説明する。
【００４４】
　この機器２００は、ＣＰＵ２０１、バス２０２、メモリ２０３、ストレージ２０４、Ｉ
Ｒ受信部２０５、ネットワークＩ／Ｆ２０６、機器無線通信部２０７を有する。機器２０
０は、また、アンテナ２０９、チューナ２１０、デスクランブラ２１１、デマルチプレク
サ２１２、Ａｕｄｉｏデコーダ２１３、Ｖｉｄｅｏデコーダ２１４、音声処理回路２１５
、スピーカ２１６、ＧＵＩ重畳器２１７、映像処理回路２１８、ディスプレイ２１９を有
している。
【００４５】
　この機器２００では、ＣＰＵ２０１が、バス２０２を介して接続されたメモリ２０３又
はストレージ２０４に記憶されているプログラムに従って各種処理を実行する。またＣＰ
Ｕ２０１は、ＩＲ受信部２０５を介して無線操作装置１００より入力される赤外線信号を
コマンドとして受け取る。ＣＰＵ２０１は、このコマンドに応じて各部の動作を制御する
。
【００４６】
　機器無線通信部２０７は、無線操作装置１００の操作装置無線通信部１１７との間で双
方向の無線通信を行う。また、機器無線通信部２０７は、受信した電波の強度を測定して
、測定結果をＣＰＵ２０１に通知することが可能である。
【００４７】
　アンテナ２０９は、デジタル放送信号などを受信してチューナ２１０に入力する。
　チューナ２１０は、デジタル放送信号から所定のチャンネル（例えば無線操作装置１０
０を介してユーザによって指定されたチャンネル）の放送信号を抽出する。チューナ２１
０は、この抽出した放送信号に対して復調処理を施して得た所定のチャンネルのトランス
ポートストリームをデスクランブラ２１１に出力する。
【００４８】
　デスクランブラ２１１は、機器２００に装着された所定のＩＣカード（図示せず）にあ
らかじめ記憶されている解除キーを用いて、チューナ２１０から入力されたトランスポー
トストリームのスクランブルを解除する。デスクランブラ２１１は、このスクランブル解
除済のトランスポートストリームをデマルチプレクサ２１２に出力する。
【００４９】
　デマルチプレクサ２１２は、デスクランブラ２１１から入力されたスクランブル解除済
のトランスポートストリームからオーディオデータとビデオデータとを分離する。デマル
チプレクサ２１２は、分離したオーディオデータをＡｕｄｉｏデコーダ２１３に出力し、
分離したビデオデータをＶｉｄｅｏデコーダ２１４に出力する。
【００５０】
　Ａｕｄｉｏデコーダ２１３は、デマルチプレクサ２１２から入力されたオーディオデー
タをデコードし、得られた音声データを、音声処理回路２１５に出力する。
【００５１】
　音声処理回路２１５は、Ａｕｄｉｏデコーダ２１３から入力された音声データに対して
Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ／Ａｎａｌｏｇ）変換、増幅処理などを施し、得られた音声信号
をスピーカ２１６に出力する。
【００５２】
　Ｖｉｄｅｏデコーダ２１４は、デマルチプレクサ２１２から入力されたビデオデータを
デコードし、得られた映像データを、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）重畳器２１７に出力する。
【００５３】
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　ＧＵＩ重畳器２１７は、Ｖｉｄｅｏデコーダ２１４から入力された映像データに対して
、ＯＳＤ（Ｏｎ Ｓｃｒｅｅｎ Ｄｉｓｐｌａｙ）などのグラフィックデータを重畳して、
映像処理回路２１８に出力する。
【００５４】
　映像処理回路２１８は、ＧＵＩ重畳器２１７から入力された映像データに対して、所定
の画像処理、Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ／Ａｎａｌｏｇ）変換などを施し、得られた映像信
号をディスプレイ２１９に出力する。
【００５５】
　また、ＣＰＵ２０１は、無線操作装置１００の操作に応じて、上述したと同様に、デジ
タル放送を受信し、所定のチャンネルのトランスポートストリームを得て、これを番組の
映像音声データとして、ストレージ２０４に記憶することができる。
【００５６】
　このようにして、機器２００は、デジタル放送を受信して、その番組を視聴可能なよう
にディスプレイ２１９およびスピーカ２１６を通じて出力したり、ストレージ２０４に録
画したりすることができる。
【００５７】
　［無線操作装置１００の機能的な構成］
　図６は、無線操作装置１００の機能的な構成を示すブロック図である。
　無線操作装置１００は、操作装置無線通信部１１７（無線通信部）と、機器検出設定部
１２１と、設定部１２２（判定部）と、部屋相関記憶部１２３と、操作対象機器コマンド
セットＩＤ記憶部１２４と、制御部１２５と、プリセット情報記憶部１２６と、タッチパ
ネルインタフェース部１１４（エリア選択部）と、ディスプレイ制御部１１５（ＧＵＩ表
示部）とを有する。
【００５８】
　機器検出設定部１２１は、操作装置無線通信部１１７を用いて、各部屋に設置された複
数の機器２００に機器検出要求（SearchDevice）及び機器情報要求（GetDeviceInfo）を
送信する。
　また、機器検出設定部１２１は、操作装置無線通信部１１７にて、機器検出要求に対す
る機器２００からの応答（Response）を受信すると、受信した応答に含まれる電波強度の
値及び機器ＩＤを設定部１２２に通知する。この「機器ＩＤ」とは、ローカル上で機器を
ユニークに識別するための情報である。
　また、機器検出設定部１２１は、操作装置無線通信部１１７を用いて、機器情報要求に
対する機器２００からの機器情報（DeviceInfo）を受信し、受信した機器情報に含まれる
機器ＩＤ及び機器種別ＩＤを設定部１２２に通知する。ここで「機器種別ＩＤ」とは、例
えば、機種名、バージョン番号、製造者名等、機器の種別をユニークに識別するための情
報である。
【００５９】
　設定部１２２は、機器検出設定部１２１から取得した電波強度の値及び機器ＩＤをもと
に、電波強度の値の分布から複数の機器２００が設置されたそれぞれの部屋とそれぞれの
機器２００との相関を設定する。これにより、設定部１２２は、複数の機器２００それぞ
れの設置場所を１以上の部屋に同定する。設定部１２２は、設定した相関を、部屋相関テ
ーブル４００として部屋相関記憶部１２３に格納する。
　また、設定部１２２は、機器検出設定部１２１に対して、それぞれの機器２００の機器
種別ＩＤを取得するよう要求する。設定部１２２は、プリセット情報記憶部１２６を参照
し、機器検出設定部１２１より通知された機器種別ＩＤに対応付けられたコマンドセット
ＩＤを読み出す。ここで「コマンドセット」とは、機器２００を制御するための様々な種
類のコマンドの情報のセットである。この無線操作装置１００の例えばフラッシュＲＯＭ
１１９などの不揮発性メモリには、様々な種類の機器に対応することができるように、様
々な種類の機器に対応するコマンドセットが予め記憶されている。コマンドセットにはコ
マンドセットＩＤが予め割り当てられている。このコマンドセットＩＤと対応する機器の
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機器種別ＩＤとの対応表（図示せず）が不揮発性メモリに設定されたプリセット情報記憶
部１２６に予め格納されている。
　設定部１２２は、機器検出設定部１２１から取得した機器ＩＤ及び機器種別ＩＤと、プ
リセット情報記憶部１２６から読み出したコマンドセットＩＤとを対応付けて、コマンド
セットＩＤテーブル５００を生成する。設定部１２２は、生成したコマンドセットＩＤテ
ーブル５００を、操作対象機器コマンドセットＩＤ記憶部１２４に格納する。
【００６０】
　部屋相関記憶部１２３は、上記部屋相関テーブル４００を格納する。部屋相関テーブル
４００には、図１２に示すように、機器２００の機器ＩＤ４１０と部屋ＩＤ４２０とが対
応付けて登録される。部屋相関記憶部１２３は、書き換えが可能な不揮発性の記憶装置で
あるフラッシュＲＯＭ１１９などに設定される。
【００６１】
　プリセット情報記憶部１２６には、機器種別ＩＤと、その機器に対応するコマンドセッ
トＩＤとが、互いに対応付けられたテーブル（図示せず）として予め格納されている。プ
リセット情報記憶部１２６は、フラッシュＲＯＭ１１９やＲＯＭ１１２などの不揮発性メ
モリに設定される。
【００６２】
　操作対象機器コマンドセットＩＤ記憶部１２４は、上記コマンドセットＩＤテーブル５
００を格納する。図１３に示すように、コマンドセットＩＤテーブル５００には、機器Ｉ
Ｄ５３０と、機器種別ＩＤ５１０と、コマンドセットＩＤ５２０とが対応付けて登録され
る。操作対象機器コマンドセットＩＤ記憶部１２４は、書き換えが可能な不揮発性の記憶
装置であるフラッシュＲＯＭ１１９などに設定される。
【００６３】
　制御部１２５は、部屋相関記憶部１２３に格納された部屋相関テーブル４００を参照し
、部屋ＩＤ４２０を読み出す。制御部１２５は、この読み出した部屋ＩＤ４２０に対応付
けられてフラッシュＲＯＭ１１９に記憶された部屋の名前のデータを読み出し、ディスプ
レイ制御部１１５に供給する。ここで、各部屋の部屋ＩＤとその部屋の名前とは、フラッ
シュＲＯＭ１１９等の書き換え可能な不揮発性の記憶部に、互いに対応付けられたテーブ
ル（図示せず）として記憶される。この部屋の名前のデータは、ユーザによりタッチパネ
ル１０４を用いて予め入力されたものである。
　また、制御部１２５は、タッチパネルインタフェース部１１４からの検出データをもと
にいずれの部屋の名前に対して入力操作がなされたかを検出する。制御部１２５は、部屋
の名前と部屋ＩＤとが対応付けられたテーブル（図示せず）を参照し、操作された部屋の
名前に対応付けられた部屋ＩＤを読み出す。そして、制御部１２５は、部屋相関記憶部１
２３に格納された部屋相関テーブル４００を参照し、上記読み出した部屋ＩＤ４２０が対
応付けられた全ての機器ＩＤ４１０を読み出す。そして、制御部１２５は、読み出した機
器ＩＤ４１０（図１３では機器ＩＤ５３０）にそれぞれ対応付けられた各コマンドセット
ＩＤ５２０を、コマンドセットＩＤテーブル５００から読み出す。制御部１２５は、読み
出した各コマンドセットＩＤ５２０にそれぞれ対応付けられたＧＵＩ情報を、ディスプレ
イ制御部１１５に供給する。これらＧＵＩ情報とコマンドセットＩＤとは、互いに対応付
けられて、例えばＲＯＭ１１２などの不揮発性の記憶装置に予め格納されている。ここで
「ＧＵＩ情報」は、例えば、テレビジョン受像機の場合、チャンネル送り、音量ボリュー
ムなど、個々の操作項目毎のＧＵＩ要素を含む。
【００６４】
　ディスプレイ制御部１１５は、制御部１２５より通知された部屋の名前の表示データを
生成し、これをディスプレイパネル１０３に出力する。
　また、ディスプレイ制御部１１５は、制御部１２５より通知されたＧＵＩ情報をもとに
ＧＵＩを生成し、これをディスプレイパネル１０３に出力する
【００６５】
　タッチパネルインタフェース部１１４は、ユーザがタッチパネル１０４を操作すると、
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タッチパネル１０４で得られた検出信号からデジタルの座標データを生成する。タッチパ
ネルインタフェース部１１４は、生成した座標データを検出データとして制御部１２５に
通知する。
　制御部１２５は、タッチパネル１０４の検出データをもとにＧＵＩのどの要素が操作さ
れたかを検出する。個々のＧＵＩ要素はコマンドセットにおけるコマンドと対応付けられ
ており、制御部１２５は、操作されたＧＵＩ要素に対応するコマンドを送信するように操
作装置無線通信部１１７を制御する。
【００６６】
　［機器２００の機能的な構成］
　図７は、機器２００の機能的な構成を示すブロック図である。
　機器２００は、機器検出要求応答部２２０と、機器情報送信部２２１と、機器情報記憶
部２２３とを有する。
【００６７】
　機器検出要求応答部２２０は、機器無線通信部２０７を通じて機器検出要求を受信する
と、例えば、機器無線通信部２０７から電波強度の情報を取得する。機器検出要求応答部
２２０は、取得した電波強度の値に、機器情報記憶部２２３に記憶された機器ＩＤを付加
して応答を生成する。機器検出要求応答部２２０は、機器無線通信部２０７を通じて、無
線操作装置１００に応答を返信する。
【００６８】
　機器情報送信部２２１は、機器無線通信部２０７を通じて機器情報要求を受信し、機器
情報記憶部２２３に記憶された機器種別ＩＤ及び機器ＩＤを機器情報として、機器無線通
信部２０７を通じて、無線操作装置１００に返信する。
【００６９】
　なお、無線操作装置１００の機器検出設定部１２１は、操作装置無線通信部１１７を用
いて、機器２００に機器検出要求だけを返信する構成としてもよい。この場合、機器検出
要求応答部２２０は、電波強度の値に機器情報記憶部２２３に記憶された機器種別ＩＤ及
び機器ＩＤを付加した応答を、機器無線通信部２０７を通じて、無線操作装置１００に応
答を送信すればよい。つまり、機器検出要求応答部２２０は、電波強度の値、機器種別Ｉ
Ｄ及び機器ＩＤを無線操作装置１００に同時に送信してもよい
【００７０】
　機器情報記憶部２２３は、機器種別ＩＤ及び機器ＩＤを格納する。機器情報記憶部２２
３は、メモリ２０３又はストレージ２０４に設定される。
【００７１】
　なお、ここでは機器２００としてテレビジョン受像機を用いた場合を説明した。しかし
ながら、機器２００が照明機器、レコーダ、オーディオ機器等、テレビジョン受像機以外
の機器であっても、機器無線通信部２０７を有するとともに、無線操作装置１００と関連
する部分の機能的な構成は、上記機器２００の機能的な構成と同様である。
【００７２】
　［無線操作システム１の動作］
　次に、無線操作システム１の動作を説明する。
　なお、動作の説明は、
　１．部屋と各機器２００との相関の設定、
　２．部屋毎に設置された複数の機器用の操作画面の生成、
の順に行うものとする。
【００７３】
　［１．部屋と各機器２００との相関の設定］
　図８は、無線操作システム１の処理の流れを示す図である。図９は、無線操作装置１０
０の動作を示すフローチャートである。
　まず、ユーザにより、部屋毎の機器を無線操作装置１００に設定するための所定の指示
操作が行われると、無線操作装置１００の機器検出設定部１２１が起動される。機器検出
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設定部１２１は操作装置無線通信部１１７を用いて、機器検出要求を発信する（ステップ
Ｓ１０１）。なお、この機器検出要求の発信は、ユーザの指示に拠らず、例えば、無線操
作装置１００に電源が投入される都度行われるようにしてもよいし、一定期間ごとに自動
的に行われてもよい。
【００７４】
　図１０は、機器検出要求を受信した機器２００の動作を示すフローチャートである。
　機器２００の機器検出要求応答部２２０は、機器無線通信部２０７を通じて機器検出要
求を受信すると（ステップＳ２０１）、例えば、機器無線通信部２０７から電波強度の情
報を取得する。機器検出要求応答部２２０は、取得した電波強度の値に、機器情報記憶部
２２３に記憶された機器ＩＤを付加して応答を生成する。機器検出要求応答部２２０は、
機器無線通信部２０７を通じて、無線操作装置１００に応答を返信する（ステップＳ２０
２）。
【００７５】
　図９のフローに戻って、無線操作装置１００の機器検出設定部１２１は、操作装置無線
通信部１１７にて応答を受信すると（ステップＳ１０２）、受信した応答に含まれる電波
強度の値及び機器２００の機器ＩＤを設定部１２２に通知する。設定部１２２は、取得し
た電波強度の値及び機器２００の機器ＩＤをもとに、電波強度の値の分布から、複数の機
器２００それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定するために、複数の機器２００が設置
されたそれぞれの部屋とそれぞれの機器２００との相関を設定する（ステップＳ１０３）
。
【００７６】
　ここで、設定部１２２が複数の機器２００それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定す
るために、複数の機器２００が設置されたそれぞれの部屋とそれぞれの機器２００との相
関を設定する処理についてより具体的に説明する。
　図１１は、設定部１２２による処理を示すフローチャートである。
【００７７】
　機器をDi、部屋をRj、部屋数をjmaxとする。i、j、jmaxを変数とし、まず、初期化処理
として、i、j、jmaxにそれぞれ"０"をセットする（ステップＳ３０１）。設定部１２２は
、同じ部屋に設置された複数の機器Diで測定されたそれぞれの電波強度の値は近似すると
いう観点から部屋と機器との相関を推定する。
【００７８】
　すなわち、設定部１２２は、機器検出設定部１２１が最初に応答を受信した機器D１に
ついての電波強度の値及び機器ＩＤを機器無線通信部２０７及び機器検出設定部１２１よ
り取得し、部屋Ｒ１との相関を設定する（ステップＳ３０２）。次以降に応答を受信した
機器Ｄｉ（ｉ＞１）については、以下のようにして部屋Ｒｊとの相関が設定される。
【００７９】
　設定部１２２は、新たに取得した機器Ｄｉ（ｉ＞１）の電波強度の値と、部屋Ｒｊ毎の
１以上の機器の電波強度の平均値とを比較し、その差を求める（ステップＳ３０３）。機
器Ｄｉ（ｉ＞１）の電波強度の値とある部屋Ｒｊの１以上の機器の電波強度の平均値との
差が閾値以内の場合（ステップＳ３０４でＹｅｓ）、設定部１２２は、機器Ｄｉがこの部
屋Ｒｊに設置されていると判断して機器Ｄｉと部屋Ｒｊとの相関を設定する（ステップＳ
３０５）。
【００８０】
　一方、どの部屋Ｒｊについても機器Ｄｉ（ｉ＞１）の電波強度の値と平均値との差が閾
値以内ではない場合には（ステップＳ３０４でＮｏ）、設定部１２２は、新たな部屋Ｒｊ
（ｊmax＋１）を設定し、この部屋Ｒｊ（ｊmax＋１）と機器Ｄｉ（ｉ＞１）との相関を設
定する（ステップＳ３０６）。
【００８１】
　以上の処理を応答のあったすべての機器について繰り返すことで、設定部１２２は、応
答のあったすべての機器Ｄｉと部屋Ｒｊとの相関を設定する。このようにして、設定部１
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２２は、複数の機器２００それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定する。
【００８２】
　図９及び図１０のフローの説明に戻る。
　無線操作装置１００の設定部１２２は、以上のようにして、複数の機器２００それぞれ
の設置場所を１以上の部屋に同定するためにそれぞれの部屋とそれぞれの機器２００との
相関を設定し（ステップＳ１０３）、この相関の情報を部屋相関テーブル４００として部
屋相関記憶部１２３に格納する（ステップＳ１０４）。図１２に示すように、部屋相関テ
ーブル４００には、機器２００の機器ＩＤ４１０と部屋ＩＤ４２０とが対応付けて登録さ
れる。この部屋ＩＤ４２０には例えば上記Ｒｊを用いることができる。
【００８３】
　続いて、設定部１２２は、機器検出設定部１２１に対して、部屋相関テーブル４００に
登録されたそれぞれの機器２００の機器種別ＩＤを取得するよう要求する。機器種別ＩＤ
とは、例えば、機種名、バージョン番号、製造者名等、機器の種別をユニークに識別する
ための情報である。機器検出設定部１２１は、要求を受けると、操作装置無線通信部１１
７を用いて、それぞれの機器２００に機器情報要求を送信する（ステップＳ１０５）。
【００８４】
　図１０のフローを参照し、機器２００の機器情報送信部２２１は、機器無線通信部２０
７を通じて機器情報要求を受信すると（ステップＳ２０３）、機器情報記憶部２２３に記
憶された機器種別ＩＤ及び上記機器ＩＤを含む機器情報を生成し、機器無線通信部２０７
を通じて、無線操作装置１００に返信する（ステップＳ２０４）。
【００８５】
　図９のフローに戻って、無線操作装置１００の機器検出設定部１２１は、操作装置無線
通信部１１７を用いて機器情報を受信する（ステップＳ１０６）。機器検出設定部１２１
は、受信した機器情報に含まれる機器ＩＤ及び機器種別ＩＤを設定部１２２に通知する。
設定部１２２は、プリセット情報記憶部１２６を参照し、通知された機器種別ＩＤに対応
付けられたコマンドセットＩＤを読み出す。
【００８６】
　設定部１２２は、機器検出設定部１２１から取得した機器ＩＤ及び機器種別ＩＤと、プ
リセット情報記憶部１２６から読み出したコマンドセットＩＤとを対応付けて、コマンド
セットＩＤテーブル５００を生成する。設定部１２２は、生成したコマンドセットＩＤテ
ーブル５００を、操作対象機器コマンドセットＩＤ記憶部１２４に格納する（ステップＳ
１０７）。図１３に示すように、コマンドセットＩＤテーブル５００には、機器検出設定
部１２１から取得した機器ＩＤ５３０及び機器種別ＩＤ５１０と、プリセット情報記憶部
１２６から読み出したコマンドセットＩＤ５２０とが対応付けて登録される。以上により
、操作対象機器コマンドセットＩＤ記憶部１２４に、各部屋に設置された複数の機器２０
０に関する機器ＩＤ５３０、機器種別ＩＤ５１０およびコマンドセットＩＤ５２０が対応
付けられて格納される。
【００８７】
　以上の処理により、無線操作装置１００により、複数の機器２００が設置されたそれぞ
れの部屋とそれぞれの機器２００との相関が設定される。この後、ユーザによりタッチパ
ネル１０４を用いて各機器２００が設置されたそれぞれの部屋の名前のデータ（リビング
、寝室など）が入力される。各部屋の部屋ＩＤと入力された部屋の名前のデータとは、フ
ラッシュＲＯＭ１１９等の書き換え可能な不揮発性の記憶部に、互いに対応付けられたテ
ーブル（図示せず）として記憶される。
【００８８】
　［２．部屋毎に設置された複数の機器用の操作画面の生成］
　続いて、無線操作装置１００のディスプレイ制御部１１５が、ディスプレイパネル１０
３に出力する表示用データを生成する処理について説明する。
　図１４は、表示用データを生成する処理を示すフローチャートである。
【００８９】
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　まず、制御部１２５は、部屋相関記憶部１２３に格納された部屋相関テーブル４００を
参照し、この部屋相関テーブル４００に登録された全ての部屋ＩＤ４２０を読み出す（ス
テップＳ４０１）。この動作は、タッチパネル１０４が所定の検出信号を取得したことを
トリガとして行えばよい。図１２の例では、制御部１２５は、部屋ＩＤ４２０として「Ｒ
１」、「Ｒ２」を読み出す。制御部１２５は、この読み出した部屋ＩＤ４２０に対応付け
てフラッシュＲＯＭ１１９に記憶された部屋の名前のデータを読み出し、ディスプレイ制
御部１１５に供給する。
【００９０】
　ディスプレイ制御部１１５は、制御部１２５より通知された部屋の名前のデータの表示
データを生成し、これをディスプレイパネル１０３に出力する（ステップＳ４０２）。例
えば、図１５に示すように、部屋ＩＤ「Ｒ１」、「Ｒ２」にそれぞれ対応付けられた部屋
の名前のデータ「リビング」、「寝室」がディスプレイパネル１０３に表示される。
【００９１】
　ユーザが任意の部屋を選択するためタッチパネル１０４を操作すると、タッチパネルイ
ンタフェース部１１４は、タッチパネル１０４で得られた検出信号からデジタルの座標デ
ータを生成する。タッチパネルインタフェース部１１４は、生成した座標データを検出デ
ータとして制御部１２５に通知する（ステップＳ４０３）。
【００９２】
　制御部１２５は、タッチパネルインタフェース部１１４からの検出データをもとにいず
れの部屋の名前が操作されたかを検出する。制御部１２５は、部屋の名前のデータと部屋
ＩＤとが対応付けられたテーブル（図示せず）を参照し、操作された部屋の名前のデータ
に対応付けられた部屋ＩＤを読み出す。そして、制御部１２５は、部屋相関記憶部１２３
に格納された部屋相関テーブル４００を参照し、上記読み出した部屋ＩＤ４２０が対応付
けられた機器ＩＤ４１０を読み出す（ステップＳ４０４）。例えば、図１５で部屋の名前
のデータの表示データ「リビング」が操作されたとすると、制御部１２５は、部屋の名前
のデータ「リビング」に対応する部屋ＩＤ「Ｒ１」が対応付けられた機器ＩＤ４１０「Ｄ
１」、「Ｄ２」、「Ｄ３」を部屋相関テーブル４００から読み出す。
【００９３】
　続いて、制御部１２５は、読み出した機器ＩＤ４１０（図１３では機器ＩＤ５３０）「
Ｄ１」、「Ｄ２」、「Ｄ３」にそれぞれ対応付けられた各コマンドセットＩＤ５２０を、
操作対象機器コマンドセットＩＤ記憶部１２４に格納されたコマンドセットＩＤテーブル
５００から読み出す（ステップＳ４０５）。制御部１２５は、読み出した各コマンドセッ
トＩＤ５２０にそれぞれ対応付けられたＧＵＩ情報を、ディスプレイ制御部１１５に供給
する。これらＧＵＩ情報とコマンドセットＩＤとは、互いに対応付けられて、例えばＲＯ
Ｍ１１２などの不揮発性の記憶装置に予め格納されている。
【００９４】
　ディスプレイ制御部１１５は、通知されたＧＵＩ情報をもとにＧＵＩを生成し、これを
ディスプレイパネル１０３に出力する（ステップＳ４０６）。これにより、図１６に示す
ように、１つの部屋に設置場所が同定された１以上の機器それぞれの操作用のＧＵＩがデ
ィスプレイパネル１０３に表示される。図示の例では、リビングに設置された複数の機器
（照明、テレビジョン受像機、レコーダ）をそれぞれ操作するためのＧＵＩがディスプレ
イパネル１０３に表示される。
【００９５】
　ユーザがタッチパネル１０４を操作すると、タッチパネルインタフェース部１１４は、
タッチパネル１０４で得られた検出信号からデジタルの座標データを生成する。タッチパ
ネルインタフェース部１１４は、生成した座標データを検出データとして制御部１２５に
通知する。
【００９６】
　制御部１２５は、タッチパネルインタフェース部１１４からの検出データをもとにＧＵ
Ｉのどの要素が操作されたかを検出する。個々のＧＵＩ要素はコマンドセットにおけるコ
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マンドと対応付けられており、制御部１２５は、操作されたＧＵＩ要素に対応するコマン
ドを送信するように操作装置無線通信部１１７を制御する。
【００９７】
　以上のように、本実施形態では、それぞれの部屋とそれぞれの機器２００との相関を設
定することで複数の機器それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定する。これにより、ユ
ーザが特定の機器２００ではなく部屋を選択することで、無線操作装置１００を用いて部
屋に存在する複数の制御対象の機器２００をシームレスに切り替えて操作することができ
、ユーザにとっての操作性および利便性がより優れたものとなる。
【００９８】
　また、上記特許文献１及び２の技術では、無線操作装置の現在位置に応じて操作対象の
機器を判断する。このため、ユーザが無線操作装置を操作する都度又は所定時間毎に無線
操作装置と操作対象の機器との位置関係を取得する必要がある。このため、ユーザが即座
に無線操作装置を操作したい場合であっても、まず位置関係の取得が行われることがあり
、機器に対する操作を即座に開始できないおそれがある。例えば、ユーザが無線操作装置
を持って部屋を移動し、移動先の部屋で無線操作装置を使用するとする。この場合、移動
先の部屋でまず無線操作装置と操作対象の機器との位置関係の取得を行う必要があるため
機器に対する操作を即座に開始できず、ユーザにとって煩わしい。しかしながら、本実施
形態の無線操作装置１００では、複数の機器それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定す
るためにそれぞれの部屋とそれぞれの機器２００との相関の情報を部屋相関記憶部１２３
に格納すれば、次回以降もその相関をもとに操作対象機器が設置された部屋を呼び出すこ
とができ、ユーザにとっての操作性および利便性がより優れたものとなる。
【００９９】
　本実施形態では、機器の設置場所を１以上の部屋に同定することについて説明した。し
かしながら、本技術は、必ずしも機器の設置場所を１以上の部屋に同定することに限られ
ず、部屋以外の空間の単位（例えば、面積によって区分される１以上のエリアなど）に設
置場所を同定する場合にも利用できる。
【０１００】
　＜第２の実施形態＞
　上記第１の実施形態において、無線操作装置１００は、複数の機器２００からの設置場
所を反映した測定情報としての電波強度の値を含む応答をもとに、複数の機器２００それ
ぞれの設置された場所を１以上の部屋に同定した。これに対し、第２の実施形態では、複
数の機器２００からの設置場所を反映した測定情報としてのＧＰＳ情報を含む応答をもと
に、複数の機器２００それぞれの設置された場所を１以上の部屋に同定する。
【０１０１】
　以下の説明において、第１の実施形態と同様の構成等については同様の符号を付して説
明を省略し、異なる点を中心に説明する。
【０１０２】
　［機器２００Ａのハードウェア構成］
　図１７は第２の実施形態に係る機器２００Ａのハードウェア構成を示す図である。
　同図に示すように、第２の実施形態に係る機器２００Ａは、第１の実施形態に係る機器
２００にＧＰＳアンテナ２３０を付加したものである。
【０１０３】
　ＧＰＳアンテナ２３０は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）衛星から送出される電波を受信する。
【０１０４】
　［機器２００Ａの機能的な構成］
　図１８は機器２００Ａの機能的な構成を示す図である。
　同図に示すように、機器２００Ａは、第１の実施形態に係る機器２００の機能ブロック
に上記ＧＰＳアンテナ２３０と、位置測定部２３１とを付加したものである。
【０１０５】
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　位置測定部２３１は、ＧＰＳアンテナ２３０が受信したＧＰＳ衛星からの受信信号をも
とに自機器の位置を測定し、測定した自機器の位置を示すＧＰＳ情報を機器情報記憶部２
２３に格納する。
【０１０６】
　機器検出要求応答部２２０は、機器無線通信部２０７を通じて機器検出要求を受信する
と、機器情報記憶部２２３に格納されたＧＰＳ情報を読み出す。機器検出要求応答部２２
０は、読み出したＧＰＳ情報に、機器情報記憶部２２３に記憶された機器ＩＤを付加して
応答を生成する。機器検出要求応答部２２０は、機器無線通信部２０７を通じて、無線操
作装置１００Ａに応答を送信する。
【０１０７】
　［無線操作装置１００Ａの機能的な構成］
　機器検出設定部１２１は、操作装置無線通信部１１７を用いて受信した応答に含まれる
ＧＰＳ情報及び機器２００Ａの機器ＩＤを設定部１２２に通知する。
【０１０８】
　設定部１２２は、取得したＧＰＳ情報及び機器２００Ａの機器ＩＤをもとに、ＧＰＳ情
報の分布から複数の機器２００Ａが設置されたそれぞれの部屋とそれぞれの機器２００Ａ
との相関を設定する。これにより、設定部１２２は、複数の機器２００Ａそれぞれの設置
場所を１以上の部屋に同定する。
【０１０９】
　［無線操作システムの動作］
　次に、無線操作装置１００Ａが、複数の機器２００Ａそれぞれの設置場所を１以上の部
屋に同定するために、複数の機器２００Ａが設置されたそれぞれの部屋とそれぞれの機器
２００Ａとの相関を設定する処理について説明する。
【０１１０】
　無線操作装置１００Ａの機器検出設定部１２１は、操作装置無線通信部１１７を用いて
、各部屋に設置された複数の機器２００Ａに機器検出要求を発信する（図９、ステップＳ
１０１）。
【０１１１】
　図１９は、機器２００Ａの動作を示すフローチャートである。
　機器２００Ａの機器検出要求応答部２２０は、機器無線通信部２０７を通じて機器検出
要求を受信すると（ステップＳ２０１）、機器情報記憶部２２３に格納されたＧＰＳ情報
を読み出す（ステップＳ２０５）。機器検出要求応答部２２０は、読み出したＧＰＳ情報
に、機器情報記憶部２２３に記憶された機器ＩＤを付加して応答を生成する。機器検出要
求応答部２２０は、機器無線通信部２０７を通じて、無線操作装置１００Ａに応答を返信
する（ステップＳ２０２）。
【０１１２】
　図９のフローを参照し、無線操作装置１００Ａの機器検出設定部１２１は、操作装置無
線通信部１１７にて応答を受信すると（ステップＳ１０２）、受信した応答に含まれるＧ
ＰＳ情報及び機器２００Ａの機器ＩＤを設定部１２２に通知する。設定部１２２は、取得
したＧＰＳ情報及び機器２００Ａの機器ＩＤをもとに、ＧＰＳ情報の分布から、複数の機
器２００それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定するために、複数の機器２００Ａが設
置されたそれぞれの部屋とそれぞれの機器２００Ａとの相関を設定する（ステップＳ１０
３）。すなわち設定部１２２は、似たＧＰＳ情報をもつ機器が同じ部屋に設置されている
と推定する。その処理は、図１１に示す処理と同様に行えばよい。ただし、ステップＳ３
０３において設定部１２２は、新たに取得した機器DiのＧＰＳ情報の値と、部屋Rj毎の１
以上の機器のＧＰＳ情報の平均値とを比較し、その差を求めるようにすればよい。
【０１１３】
　以下、無線操作装置１００ＡのステップＳ１０４以下の動作及び機器２００Ａのステッ
プＳ２０３以下の動作は、第１の実施形態での動作と同様である。
【０１１４】
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　以上のように、本実施形態によっても、複数の機器２００Ａそれぞれの設置場所を１以
上の部屋に同定するためにそれぞれの部屋とそれぞれの機器２００Ａとの相関を設定する
。これにより、ユーザが特定の機器２００Ａではなく部屋を選択することで、無線操作装
置１００Ａを用いて部屋に存在する複数の制御対象の機器２００Ａをシームレスに切り替
えて操作することができ、ユーザにとっての操作性および利便性がより優れたものとなる
。
【０１１５】
　＜変形例１＞
　ところで、第１の実施形態のように、電波強度をもとに複数の機器の設置場所を１以上
の部屋に同定する方式では同定困難なケースがある。例えば、図２０に示すように、無線
操作装置１００が存在する部屋Ｒ２を挟んで両側に部屋Ｒ１と部屋Ｒ３が存在する場合で
ある。この場合、これらの部屋Ｒ１、Ｒ３が１つの部屋として判断され、これらの部屋Ｒ
１と部屋Ｒ３に設置された複数の機器２００ｆ、２００ｉが１つの部屋内のものと判定さ
れてしまう可能性が高い。このような場合、部屋Ｒ１または部屋Ｒ４で無線操作装置１０
０の機器検出設定部１２１を起動させれば４つの部屋Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４を同定する
ことが可能である。
【０１１６】
　また、別の方法として、無線ＬＡＮのアクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ。
以下、ＡＰ）を併用する方法がある。ここで用いられるＡＰは、無線操作装置１００から
の要求に応じて、各部屋に設置された複数の機器２００に機器検出要求（SearchDevice）
を送信し、機器２００からの応答（Response）を受信する。ＡＰは、複数の機器２００よ
り受信した応答（Response）に含まれる電波強度の値及び機器ＩＤを無線操作装置１００
に応答する。無線操作装置１００は、ＡＰから応答された各機器２００の電波強度の値と
、無線操作装置１００が直接取得した各機器２００の電波強度の値をもとに、各機器２０
０の設置場所を１以上の部屋に同定する処理を行う。
【０１１７】
　図２１は、無線操作装置１００が部屋Ｒ２にあり、ＡＰ３００がその隣の部屋Ｒ３に設
置されている場合に得られる各機器２００の電波強度の相関を示す図である。
　ここで、各機器２００の電波強度の値は、それぞれの機器２００が、電波発振源である
無線操作装置１００が存在する部屋Ｒ２、ならびにＡＰ３００が存在する部屋Ｒ３からい
くつの部屋数（０以上）を挟んで存在しているが分かる程度の分解能で判定される。説明
の簡単のため、ここでは各機器２００の電波強度の値を"強"、"中"、"弱"の３段階に判定
して部屋の同定を行うものとする。
【０１１８】
　図２１において、４つの部屋Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４は一列に並んでいる。部屋Ｒ１に
は機器２００ｆが設置されている。部屋Ｒ２には２台の機器２００ｇと機器２００ｈが設
置されている。部屋Ｒ３には機器２００ｉが設置されている。部屋Ｒ４には２台の機器２
００ｊと機器２００ｋが設置されている。
【０１１９】
　そして部屋Ｒ２には無線操作装置１００が設置され、部屋Ｒ３にはＡＰ３００が設置さ
れている。最終的に無線操作装置１００に取得される各機器２００ｇ－２００ｋの電波強
度の値は、無線操作装置１００を電波発振源としたときの電波強度の値を第１の値、ＡＰ
３００を電波発振源としたときの電波強度の値を第２の値として次のようになる。
　・機器２００ｆの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"弱"、
　・機器２００ｇの電波強度、第１の値＝"強"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｈの電波強度、第１の値＝"強"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｉの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"強"、
　・機器２００ｊの電波強度、第１の値＝"弱"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｋの電波強度、第１の値＝"弱"、第２の値＝"中"、
【０１２０】
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　無線操作装置１００の設定部１２２は、第１の値と第２の値との組み合わせをもとに、
各機器の設置場所を１以上の部屋に同定する。例えば、機器２００ｆの電波強度の第１の
値＝"中"と第２の値＝"弱"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ１）が割り当て
られ、機器２００ｆが部屋Ｒ１にあるものとして判定される。また、機器２００ｇと機器
２００ｈの電波強度の第１の値＝"強"と第２の値＝"中"という組み合わせに対して別の１
つの部屋（部屋Ｒ２）が割り当てられ、機器２００ｇと機器２００ｈが部屋Ｒ２にあるも
のとして判定される。同様に、機器２００ｉの電波強度の第１の値＝"中"、第２の値＝"
強"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ３）が割り当てられ、機器２００ｉが
部屋Ｒ３にあるものとして判定される。また、機器２００ｊと機器２００ｋの電波強度の
第１の値＝"弱"、第２の値＝"中"という組み合わせに対して別の１つの部屋（部屋Ｒ４）
が割り当てられ、機器２００ｊと機器２００ｋが部屋Ｒ４にあるものとして判定される。
【０１２１】
　以上のように、この変形例１では、無線操作装置１００からの要求に応じて、各部屋に
設置された複数の機器２００に機器検出要求（SearchDevice）を送信し、機器２００から
の応答（Response）を受信して無線操作装置１００に応答するＡＰ３００が採用される。
これにより、様々な部屋のレイアウトに対して、複数の機器の設置場所を１以上の部屋に
同定することができる。
【０１２２】
　ところで、第１の実施形態のように、電波強度をもとに複数の機器の設置場所を１以上
の部屋に同定する方式では同定困難な別のケースとして、図２２に示す例がある。図２２
に示すように、無線操作装置１００が存在する部屋Ｒ１２を挟んで３方向に部屋Ｒ１１、
部屋Ｒ１３、部屋Ｒ１４が存在する場合である。この場合、これらの部屋Ｒ１１、Ｒ１３
、Ｒ１４が１つの部屋として判断され、これらの部屋Ｒ１１、Ｒ１３、Ｒ１４に設置され
た複数の機器２００ｆ、２００ｉ、２００ｊ、２００ｋが１つの部屋内のものと判定され
てしまう可能性が高い。
【０１２３】
　図２２において、４つの部屋Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ１３は一列に並び、部屋１４は部屋Ｒ
１２，Ｒ１３に隣接している。部屋Ｒ１１には機器２００ｆが設置されている。部屋Ｒ１
２には２台の機器２００ｇと機器２００ｈが設置されている。部屋Ｒ１３には機器２００
ｉが設置されている。部屋Ｒ１４には２台の機器２００ｊと機器２００ｋが設置されてい
る。
【０１２４】
　そして部屋Ｒ１２には無線操作装置１００が設置され、部屋Ｒ１３にはＡＰ３００が設
置されている。最終的に無線操作装置１００に取得される各機器２００ｇ－２００ｋの電
波強度の値は、無線操作装置１００を電波発振源としたときの電波強度の値を第１の値、
ＡＰ３００を電波発振源としたときの電波強度の値を第２の値として次のようになる。
　・機器２００ｆの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"弱"、
　・機器２００ｇの電波強度、第１の値＝"強"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｈの電波強度、第１の値＝"強"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｉの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"強"、
　・機器２００ｊの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｋの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"中"、
【０１２５】
　無線操作装置１００の設定部１２２は、第１の値と第２の値との組み合わせをもとに、
各機器の設置場所を１以上の部屋に同定する。例えば、機器２００ｆの電波強度の第１の
値＝"中"と第２の値＝"弱"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ１）が割り当て
られ、機器２００ｆが部屋Ｒ１にあるものとして判定される。また、機器２００ｇと機器
２００ｈの電波強度の第１の値＝"強"と第２の値＝"中"という組み合わせに対して別の１
つの部屋（部屋Ｒ２）が割り当てられ、機器２００ｇと機器２００ｈが部屋Ｒ２にあるも
のとして判定される。同様に、機器２００ｉの電波強度の第１の値＝"中"、第２の値＝"
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強"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ３）が割り当てられ、機器２００ｉが
部屋Ｒ３にあるものとして判定される。また、機器２００ｊと機器２００ｋの電波強度の
第１の値＝"中"、第２の値＝"中"という組み合わせに対して別の１つの部屋（部屋Ｒ４）
が割り当てられ、機器２００ｊと機器２００ｋが部屋Ｒ４にあるものとして判定される。
このような部屋のレイアウトに対しても、複数の機器の設置場所を１以上の部屋に同定す
ることができる。
【０１２６】
　＜変形例２＞
　変形例１では、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔと無線ＬＡＮのＡＰとを用いて複数の機器の
設置場所を１以上の部屋に同定した。これに代えて、Ｗｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔを用いず
に複数のＡＰを用いてもよい。
【０１２７】
　図２３は、ＡＰ３００ａが部屋Ｒ１に設置され、別のＡＰ３００ｂが部屋Ｒ１から離れ
た部屋Ｒ４に設置されている場合に得られる各機器２００の電波強度の相関を示す図であ
る。図２３の部屋の配置及び機器の設置場所は図２１と同様である。
【０１２８】
　最終的に無線操作装置１００に取得される各機器２００ｇ－２００ｋの電波強度の値は
、ＡＰ３００ａを電波発振源としたときの電波強度の値を第１の値、ＡＰ３００ｂを電波
発振源としたときの電波強度の値を第２の値として次のようになる。
　・機器２００ｆの電波強度、第１の値＝"強"、
　・機器２００ｇの電波強度、第１の値＝"中"、
　・機器２００ｈの電波強度、第１の値＝"中"、
　・機器２００ｉの電波強度、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｊの電波強度、第２の値＝"強"、
　・機器２００ｋの電波強度、第２の値＝"強"、
【０１２９】
　無線操作装置１００の設定部１２２は、第１の値又は第２の値をもとに、各機器の設置
場所を１以上の部屋に同定する。例えば、機器２００ｆの電波強度の第１の値＝"強"に対
して１つの部屋（部屋Ｒ１）が割り当てられ、機器２００ｆが部屋Ｒ１にあるものとして
判定される。また、機器２００ｇと機器２００ｈの電波強度の第１の値＝"中"に対して別
の１つの部屋（部屋Ｒ２）が割り当てられ、機器２００ｇと機器２００ｈが部屋Ｒ２にあ
るものとして判定される。同様に、機器２００ｉの電波強度の第２の値＝"中"に対して１
つの部屋（部屋Ｒ３）が割り当てられ、機器２００ｉが部屋Ｒ３にあるものとして判定さ
れる。また、機器２００ｊと機器２００ｋの電波強度の第２の値＝"強"に対して別の１つ
の部屋（部屋Ｒ４）が割り当てられ、機器２００ｊと機器２００ｋが部屋Ｒ４にあるもの
として判定される。
【０１３０】
　＜変形例３＞
　変形例２では、複数のＡＰを用いて複数の機器の設置場所を１以上の部屋に同定した。
これに代えて、指向性をもつＡＰと、全方位に電波を送受信するＡＰとを用いて複数の機
器の設置場所を１以上の部屋に同定してもよい。
【０１３１】
　図２４は、指向性をもつＡＰ３００ｃと、全方位に電波を送受信するＡＰ３００ｄとが
同じ部屋Ｒ３に設置されている場合に得られる各機器２００の電波強度の相関を示す図で
ある。図２４の部屋の配置及び機器の設置場所は図２１と同様である。
【０１３２】
　最終的に無線操作装置１００に取得される各機器２００ｇ－２００ｋの電波強度の値は
、ＡＰ３００ｃを電波発振源としたときの電波強度の値を第１の値、ＡＰ３００ｄを電波
発振源としたときの電波強度の値を第２の値として次のようになる。
　・機器２００ｆの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"弱"、
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　・機器２００ｇの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｈの電波強度、第１の値＝"中"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｉの電波強度、第１の値＝"強"、第２の値＝"強"、
　・機器２００ｊの電波強度、第１の値＝"なし"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｋの電波強度、第１の値＝"なし"、第２の値＝"中"、
【０１３３】
　無線操作装置１００の設定部１２２は、第１の値と第２の値との組み合わせをもとに、
各機器の設置場所を１以上の部屋に同定する。例えば、機器２００ｆの電波強度の第１の
値＝"中"と第２の値＝"弱"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ１）が割り当て
られ、機器２００ｆが部屋Ｒ１にあるものとして判定される。また、機器２００ｇと機器
２００ｈの電波強度の第１の値＝"中"と第２の値＝"中"という組み合わせに対して別の１
つの部屋（部屋Ｒ２）が割り当てられ、機器２００ｇと機器２００ｈが部屋Ｒ２にあるも
のとして判定される。同様に、機器２００ｉの電波強度の第１の値＝"強"、第２の値＝"
強"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ３）が割り当てられ、機器２００ｉが
部屋Ｒ３にあるものとして判定される。また、機器２００ｊと機器２００ｋの電波強度の
第１の値＝"中"、第２の値＝"なし"という組み合わせに対して別の１つの部屋（部屋Ｒ４
）が割り当てられ、機器２００ｊと機器２００ｋが部屋Ｒ４にあるものとして判定される
。
【０１３４】
　＜変形例４＞
　上記実施形態及び変形例では、機器２００と無線操作装置１００との間の無線通信シス
テムの無線通信規格として、透過性の高い無線媒体を利用した無線通信システム（Ｗｉ－
Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ、ＡＰを介した無線ＬＡＮ通信）を採用した。この透過性の高い無線
媒体を利用した無線通信システムに加えて、透過性をもたない又は透過性の低い無線媒体
（例えばＩＲ信号）を利用した無線通信システムを補助的に利用してもよい。
【０１３５】
　図２５は、ＩＲ信号発信源としての無線操作装置１００が部屋Ｒ２にあり、ＡＰ３００
がその隣の部屋Ｒ３に設置されている場合に得られる各機器２００の電波強度の相関を示
す図である。図２５の部屋の配置及び機器の設置場所は図２１と同様である。
【０１３６】
　ここで用いられるＩＲ信号発信源としての無線操作装置１００は、各部屋に設置された
複数の機器２００にＩＲ信号を発信する。ＩＲ信号を受信した機器２００は、例えば無線
ＬＡＮを用いて応答（Response）を無線操作装置１００に送信する（応答あり）。一方、
機器２００は、ＩＲ信号を受信しなければ、応答（Response）を無線操作装置１００に送
信しない（応答なし）。無線操作装置１００は、各機器２００から応答された各機器２０
０のＩＲ信号受信の応答と、無線操作装置１００がＡＰから取得した各機器２００の電波
強度の値をもとに、各機器２００の設置場所を１以上の部屋に同定する処理を行う。
【０１３７】
　最終的に無線操作装置１００に取得される各機器２００ｇ－２００ｋの電波強度の値は
、ＩＲ信号受信の応答の有無を第１の値、ＡＰ３００を電波発振源としたときの電波強度
の値を第２の値として次のようになる。
　・機器２００ｆの電波強度、第１の値＝"なし"、第２の値＝"弱"、
　・機器２００ｇの電波強度、第１の値＝"あり"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｈの電波強度、第１の値＝"あり"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｉの電波強度、第１の値＝"なし"、第２の値＝"強"、
　・機器２００ｊの電波強度、第１の値＝"なし"、第２の値＝"中"、
　・機器２００ｋの電波強度、第１の値＝"なし"、第２の値＝"中"、
【０１３８】
　無線操作装置１００の設定部１２２は、第１の値と第２の値との組み合わせをもとに、
各機器の設置場所を１以上の部屋に同定する。例えば、機器２００ｆの電波強度の第１の
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値＝"なし"、第２の値＝"弱"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ１）が割り当
てられ、機器２００ｆが部屋Ｒ１にあるものとして判定される。また、機器２００ｇと機
器２００ｈの電波強度の第１の値＝"あり"、第２の値＝"中"という組み合わせに対して別
の１つの部屋（部屋Ｒ２）が割り当てられ、機器２００ｇと機器２００ｈが部屋Ｒ２にあ
るものとして判定される。同様に、機器２００ｉの電波強度の第１の値＝"なし"、第２の
値＝"強"という組み合わせに対して１つの部屋（部屋Ｒ３）が割り当てられ、機器２００
ｉが部屋Ｒ３にあるものとして判定される。また、機器２００ｊと機器２００ｋの電波強
度の第１の値＝"なし"、第２の値＝"中"という組み合わせに対して別の１つの部屋（部屋
Ｒ４）が割り当てられ、機器２００ｊと機器２００ｋが部屋Ｒ４にあるものとして判定さ
れる。
【０１３９】
　図２６に示すように、機器２００と無線操作装置１００との間の無線通信システムとし
て、透過性をもたない又は透過性の低い無線媒体（例えば、ＩＲ信号）のみを利用した無
線通信システムのみを利用するとする。この場合、無線操作装置１００が位置する部屋Ｒ
２に設置された機器２００ｇ、２００ｈからしか応答を得ることができない。その結果、
複数の機器２００ｆ、２００ｉ～２００ｋが設置されたそれぞれの部屋Ｒ１，Ｒ３，Ｒ４
とそれぞれの機器２００ｆ、２００ｉ～２００ｋとの相関を設定することができない。し
かしながら、本変形例のように、透過性をもたない又は透過性の低い無線媒体を利用した
無線通信システムと、透過性の高い無線媒体を利用した無線通信システムとを共に採用す
ることで、複数の機器それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定するために、複数の機器
が設置されたそれぞれの部屋とそれぞれの機器との相関を設定することができる。
【０１４０】
　＜変形例５＞
　上記実施形態では、機器２００と無線操作装置１００との間の無線通信システムの無線
通信規格として、無線ＬＡＮを搭載したデバイス同士による直接的な双方向の通信を可能
とするＷｉ－Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔを採用した。直接的な双方向の通信を可能とする無線通
信システムに代えて、無線通信システムとして、図２７に示すように、ＡＰ３００を介し
た無線ＬＡＮ通信を採用してもよい。これによっても、上記実施形態と同様に、複数の機
器それぞれの設置場所を１以上の部屋に同定するために、複数の機器が設置されたそれぞ
れの部屋とそれぞれの機器との相関を設定することができる。
【０１４１】
　なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
　（１）機器を操作するための操作信号を無線通信により送信することが可能な無線通信
部と、
　前記無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、当該機器検出要求を受信した複数の前
記機器からの、設置場所を反映した測定情報を含む応答をもとに、前記複数の機器それぞ
れの設置された場所を１以上のエリアに同定する判定部と
　を具備する無線操作装置。
【０１４２】
　（２）前記（１）に記載の無線操作装置であって、
　前記判定部は、前記機器検出要求を受信した複数の前記機器にて検出された複数の電波
強度の情報を含む応答を受信し、前記複数の機器の複数の電波強度の情報をもとに、前記
複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する
　無線操作装置。
【０１４３】
　（３）前記（１）又は（２）に記載の無線操作装置であって、
　前記判定部は、前記複数の機器から応答された複数の電波強度の値の分布をもとに前記
複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する
　無線操作装置。
【０１４４】
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　（４）前記（１）から（３）のうちいずれか１つに記載の無線操作装置であって、
　表示画面を有する表示部と、
　任意の前記エリアをユーザに選択させるエリア選択部と、
　前記選択されたエリアに設置場所が同定された１以上の機器それぞれの操作用のＧＵＩ
を前記表示画面に表示するＧＵＩ表示部と
　をさらに具備する無線操作装置。
【０１４５】
　（５）前記（１）から（４）のうちいずれか１つに記載の無線操作装置であって、
　前記エリアは建物内の部屋である
　無線操作装置。
【０１４６】
　（６）前記（１）に記載の無線操作装置であって、
　前記判定部は、前記機器検出要求を受信した複数の前記機器にて検出されたＧＰＳ情報
を含む応答を受信し、前記複数の機器のＧＰＳ情報をもとに、前記複数の機器それぞれの
設置場所を１以上のエリアに同定する
　無線操作装置。
【０１４７】
　（７）前記（１）又は（６）に記載の無線操作装置であって、
　前記判定部は、前記複数の機器から応答された複数のＧＰＳ情報の値の分布をもとに前
記複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する
　無線操作装置。
【０１４８】
　（８）前記（１）、（６）及び（７）のうちいずれか１つに記載の無線操作装置であっ
て、
　表示画面を有する表示部と、
　任意の前記エリアをユーザに選択させるエリア選択部と、
　前記選択されたエリアに設置場所が同定された１以上の機器それぞれの操作用のＧＵＩ
を前記表示画面に表示するＧＵＩ表示部と
　をさらに具備する無線操作装置。
【０１４９】
　（９）前記（１）、（６）、（７）及び（８）のうちいずれか１つに記載の無線操作装
置であって、
　前記エリアは建物内の部屋である
　無線操作装置。
【０１５０】
　（１０）無線操作装置において、判定部が、操作対象である機器を操作するための操作
信号を無線通信により送信することが可能な無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、
当該機器検出要求を受信した複数の前記機器からの、設置場所を反映した測定情報を含む
応答をもとに、前記複数の機器それぞれの設置場所を１以上のエリアに同定する
　無線操作方法。
【０１５１】
　（１１）無線操作装置と、この無線操作装置により操作可能な複数の機器とを具備し、
　前記機器は、
　　無線操作装置より操作信号を無線通信により送信することが可能な第１の無線通信部
と、
　　設置場所を反映した測定情報を測定することが測定部とを具備し、
　前記無線操作装置は、
　　前記機器を操作するための前記操作信号を無線通信により送信することが可能な第２
の無線通信部と、
　　前記第２の無線通信部を用いて機器検出要求を発信し、当該機器検出要求を受信した
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複数の前記機器からの、前記設置場所を反映した測定情報を含む応答をもとに、前記複数
の機器それぞれの設置された場所を１以上のエリアに同定する判定部とを具備する
　無線操作システム。
【符号の説明】
【０１５２】
　１…無線操作システム
　１００…無線操作装置
　１１０…無線通信部
　１２２…設定部
　２００…機器

【図１】
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【図３】

【図４】
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