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(57)【要約】
【課題】ユーザの歩行速度が遅い場合、および、ユーザ
が静止している場合のそれぞれにおいても、ユーザと端
末との対応付けが適切に行われること。
【解決手段】ユーザと端末との対応付け方法および対応
付け装置では、画像情報から、ユーザの手の位置情報を
検出し、検出した手の位置情報を用いて、手の鉛直方向
についての運動状態に関する第１運動データを算出する
。また、端末に設けられるセンサのセンサ情報から、端
末の加速度情報を検出し、検出した端末の加速度情報を
用いて、端末の鉛直方向についての運動状態に関する第
２運動データを算出する。そして、第１運動データおよ
び第２運動データを用いて、ユーザと端末とを対応付け
るマッチング処理を行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報処理装置を含むシステムが実行する、ユーザと前記ユーザの端末との対応付け方法
であって、
画像情報を取得することと、
前記端末に設けられるセンサでの検知結果に関するセンサ情報を取得することと、
取得した前記画像情報から、前記ユーザの手の位置情報を検出することと、
検出した前記手の前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向についての運動状態に関す
る第１運動データを算出することと、
取得した前記センサ情報から、前記端末の加速度情報を検出することと、
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検出した前記端末の前記加速度情報を用いて、前記端末の前記鉛直方向についての運動
状態に関する第２運動データを算出することと、
前記第１運動データおよび前記第２運動データを用いて、前記ユーザと前記端末とを対
応付けるマッチング処理を行うことと、
を備える、対応付け方法。
【請求項２】
前記第１運動データを算出することは、
前記手の前記鉛直方向についての位置を時間微分することにより、前記手の前記鉛直
方向についての速度データを算出することと、
算出した前記手の前記速度データに基づいて、前記手が上昇している上昇時刻、およ
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び、前記手が下降している下降時刻を示すデータを、前記第１運動データとして算出する
ことと、
を備え、
前記第２運動データを算出することは、
前記加速度情報に含まれる前記端末の前記鉛直方向についての加速度に基づいて、前
記端末に作用する力の方向を示すデータを算出することと、
前記力の方向を示す前記データに基づいて、前記端末が上昇している上昇時刻、およ
び、前記端末が下降している下降時刻を示すデータを、前記第２運動データとして算出す
ることと、
を備える、
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請求項１の対応付け方法。
【請求項３】
前記マッチング処理を行うことは、前記ユーザと前記端末とを一対一で対応付けるアル
ゴリズムを用いて、前記マッチング処理を行うことを備える、請求項１または２の対応付
け方法。
【請求項４】
画像情報を生成する撮影機器と、
センサを備える端末と、
前記撮影機器および前記端末に対して情報交換が可能な情報処理装置と、
を備える、前記端末と前記端末のユーザとの対応付けシステムであって、
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前記撮影機器で生成された前記画像情報から、ユーザの手の位置情報を検出する位置検
出部と、
前記位置検出部が検出した前記手の前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向について
の運動状態に関する第１運動データを算出する第１運動データ算出部と、
前記端末の前記センサでのセンサ情報から、前記端末の加速度情報を検出する加速度検
出部と、
前記加速度検出部が検出した前記端末の前記加速度情報を用いて、前記端末の前記鉛直
方向についての運動状態に関する第２運動データを算出する第２運動データ算出部と、
前記第１運動データおよび前記第２運動データを用いて、前記ユーザと前記端末とを対
応付けるマッチング処理を行うマッチング処理部と、
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を備える、対応付けシステム。
【請求項５】
前記情報処理装置が、前記位置検出部、前記第１運動データ算出部、前記加速度検出部
、前記第２運動データ算出部、および、前記マッチング処理部を備える、請求項４の対応
付けシステム。
【請求項６】
前記情報処理装置が、前記位置検出部、前記第１運動データ算出部、および、前記マッ
チング処理部を備え、
前記端末が、前記加速度検出部、および、前記第２運動データ算出部を備える、
請求項４の対応付けシステム。
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【請求項７】
情報処理装置を含むシステムが実行する、端末の接続状態の管理方法であって、
画像情報を取得することと、
前記端末に設けられるセンサでの検知結果に関するセンサ情報を取得することと、
取得した前記画像情報から、ユーザの手の位置情報を検出することと、
検出した前記手の前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向についての運動状態に関す
る第１運動データを算出することと、
取得した前記センサ情報から、前記端末の加速度情報を検出することと、
検出した前記端末の前記加速度情報を用いて、前記端末の前記鉛直方向についての運動
状態に関する第２運動データを算出することと、
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前記第１運動データおよび前記第２運動データを用いて、前記ユーザと前記端末とを対
応付けるマッチング処理を行うことと、
前記マッチング処理の処理結果に基づいて、前記ユーザと前記端末とのマッチング情報
を管理することと、
管理される前記マッチング情報を用いて、複数のアクセスポイント間で前記端末の接続
先を切替え、前記端末の前記接続先を制御および管理することと、
を備える、管理方法。
【請求項８】
画像情報を生成する撮影機器と、
センサを備える端末と、

30

前記端末を無線で接続可能な複数のアクセスポイントと、
前記撮影機器および前記端末に対して情報交換が可能な情報処理装置と、
を備える、前記端末の接続状態の管理システムであって、
前記撮影機器で生成された前記画像情報から、ユーザの手の位置情報を検出する位置検
出部と、
前記位置検出部が検出した前記手の前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向について
の運動状態に関する第１運動データを算出する第１運動データ算出部と、
前記端末の前記センサでのセンサ情報から、前記端末の加速度情報を検出する加速度検
出部と、
前記加速度検出部が検出した前記端末の前記加速度情報を用いて、前記端末の前記鉛直
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方向についての運動状態に関する第２運動データを算出する第２運動データ算出部と、
前記第１運動データおよび前記第２運動データを用いて、前記ユーザと前記端末とを対
応付けるマッチング処理を行うマッチング処理部と、
前記マッチング処理部での処理結果に基づいて、前記ユーザと前記端末とのマッチング
情報を管理するマッチング情報管理ユニットと、
前記マッチング情報管理ユニットで管理される前記マッチング情報を用いて、前記複数
のアクセスポイント間で前記端末の接続先を切替え、前記端末の前記接続先を制御および
管理する接続状態管理ユニットと、
を備える、管理システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、ユーザと端末との対応付け方法および対応付けシステム、および
、端末の接続状態の管理方法および管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、美術館および博物館などの屋内環境においてＩＣＴ（Information and Communic
ation Technology）を用いて映像配信および音声案内などをするおもてなしサービスが、
開発されている。このおもてなしサービスでは、配信すべき情報および音声案内の言語な
どが、端末を用いるユーザの人種および性別などに対応して、異なる。非特許文献１では
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、カメラなどの撮影機器によって、端末を用いるユーザの情報を取得する。そして、カメ
ラなどからのユーザの情報が、コンテンツ配信および端末の通信制御などに活用される。
ただし、非特許文献１のようにカメラによってユーザの情報を取得する場合、カメラ映像
に映っているユーザ、および、ユーザが用いる端末のＩＰアドレスは、互いに独立する。
このため、カメラ映像のユーザとユーザが用いる端末とを、一対一で対応付ける必要があ
る。
【０００３】
非特許文献２の対応付けシステムでは、カメラ映像からユーザの移動速度を推定すると
ともに、端末に設けられる加速度センサの情報からユーザ（端末）の移動速度を推定する
。そして、カメラ映像に基づく移動速度、および、加速度センサの情報に基づく移動速度
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を用いてマッチングを行うことにより、ユーザと端末との対応付けを行う。図１は、非特
許文献２の対応付けシステム１´のブロック構成を示す。非特許文献２では、マッチング
用サーバ２´、カメラ（撮影機器）３´および端末４´が設けられ、端末（通信端末）４
´には加速度センサ６´が設けられる。
【０００４】
情報処理装置（マッチング処理ユニット）であるマッチング用サーバ２´は、マッチン
グ用サーバ２´からの情報の送信、および、マッチング用サーバ２´への情報の受信を行
う情報送受信部５´を備える。カメラ３´は、画像情報を生成し、生成した画像情報をマ
ッチング用サーバ２´に送信する。また、端末４´は、センサ情報取得部７´と、通信制
御部８´とを備える。センサ情報取得部７´は、加速度センサ６´での検知結果に関する
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センサ情報を取得する。通信制御部８´は、端末４´とマッチング用サーバ２´の情報送
受信部５´との間の無線通信等による通信状態を制御する。通信制御部８´は、センサ情
報取得部７´が取得したセンサ情報を、マッチング用サーバ２´に送信させる。
【０００５】
マッチング用サーバ２´は、位置検出部１１´と、速度データ算出部１２´とを備える
。位置検出部１１´は、カメラ３´からの画像情報に基づいて、ユーザの位置を検出する
。この際、ユーザの位置に加えて、そのユーザを検出した画像の時刻も、ユーザの位置情
報として取得する。速度データ算出部１２´は、ユーザの位置情報を用いて、ユーザの歩
行速度を算出する。そして、速度データ算出部１２´は、ユーザの位置情報に基づくユー
ザの歩行速度に関する時系列データである速度データを、生成する。
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【０００６】
また、マッチング用サーバ２´は、加速度検出部１３´と、加速度データの鉛直方向成
分（ｚ成分）の標準編差を算出する標準偏差算出部１４´とを備える。加速度検出部１３
´は、端末４´からのセンサ情報に基づいて、端末４´の加速度を検出する。この際、端
末４´の加速度に加えて、検出した加速度になった時刻も、端末４´の加速度情報として
取得する。標準偏差算出部１４´は、端末４´の加速度情報を用いて、ある一定時間の間
の加速度データの鉛直方向成分の標準偏差データを算出する。なお、端末４´の加速度の
鉛直方向成分の標準偏差とユーザの歩行速度との関係を、図２に一例を示す。
【０００７】
また、マッチング用サーバ２´は、マッチング処理部１５´を備える。マッチング処理
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部１５´は、ユーザの位置情報に基づくユーザの歩行速度を示す速度データ、および、端
末４´の加速度データの鉛直方向成分の標準偏差データを用いて、マッチング処理を行う
。この際、速度データ、および、加速度データの鉛直方向成分の標準偏差データについて
、互いに対する相関値を算出する。そして、算出した相関値を用いて、カメラ画像上のユ
ーザと端末４´との対応付けを行う。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Chen, Min and et al., "EMC: Emotion‑aware mobile cloud computing
in 5G," Proceedings of the IEEE Network, Vol.29, Issue 2, pp. 32‑38, March, 24,
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2015.
【非特許文献２】Deokwoo Jung, Thiago Teixeira, Andreas Savvides and et al., "Tow
ards cooperative localization of wearable sensors using accelerometers and camer
as," Proceedings of the IEEE INFOCOM 2010, pp. 1‑9, SanDiego, USA, March, 18, 20
10.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ここで、図２等で示されるように、ユーザの歩行速度が１ｍ/ｓ以下の範囲では、端末
の加速度の鉛直方向成分の標準偏差は、ユーザの歩行速度が変化しても、ほとんど変化し
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ない。したがって、ユーザの歩行速度が遅い場合、非特許文献２に示すようなカメラ画像
上でのユーザの歩行速度と端末の加速度の鉛直方向成分の標準偏差との相関値による対応
付けでは、ユーザと端末との適切な対応付けを行い難くなる。特に、美術館および博物館
などのユーザの歩行速度が遅いことが想定される場所では、ユーザと端末との対応付けを
さらに行い難くなる。
【００１０】
本発明は、上記事情に着目してなされたものであり、ユーザの歩行速度が遅い場合、お
よび、ユーザが静止している場合のそれぞれにおいても、ユーザと端末との対応付けが適
切に行われる、ユーザと端末との対応付け方法および対応付けシステム、および、端末の
接続状態の管理方法および管理システムを提供するものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するために、本発明の第１態様は、情報処理装置を含むシステムが実行
する、ユーザと前記ユーザの端末との対応付け方法であって、画像情報を取得することと
、前記端末に設けられるセンサでの検知結果に関するセンサ情報を取得することと、取得
した前記画像情報から、前記ユーザの手の位置情報を検出することと、検出した前記手の
前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向についての運動状態に関する第１運動データを
算出することと、取得した前記センサ情報から、前記端末の加速度情報を検出することと
、検出した前記端末の前記加速度情報を用いて、前記端末の前記鉛直方向についての運動
状態に関する第２運動データを算出することと、前記第１運動データおよび前記第２運動
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データを用いて、前記ユーザと前記端末とを対応付けるマッチング処理を行うことと、を
備える。
【００１２】
本発明の第２態様は、第１態様の対応付け方法であって、前記第１運動データを算出す
ることは、前記手の前記鉛直方向についての位置を時間微分することにより、前記手の前
記鉛直方向についての速度データを算出することと、算出した前記手の前記速度データに
基づいて、前記手が上昇している上昇時刻、および、前記手が下降している下降時刻を示
すデータを、前記第１運動データとして算出することと、を備え、前記第２運動データを
算出することは、前記加速度情報に含まれる前記端末の前記鉛直方向についての加速度に
基づいて、前記端末に作用する力の方向を示すデータを算出することと、前記力の方向を
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示す前記データに基づいて、前記端末が上昇している上昇時刻、および、前記端末が下降
している下降時刻を示すデータを、前記第２運動データとして算出することと、を備える
。
【００１３】
本発明の第３態様は、第１態様または第２態様の対応付け方法であって、前記マッチン
グ処理を行うことは、前記ユーザと前記端末とを一対一で対応付けるアルゴリズムを用い
て、前記マッチング処理を行うことを備える。
【００１４】
本発明の第４態様は、画像情報を生成する撮影機器と、センサを備える端末と、前記撮
影機器および前記端末に対して情報交換が可能な情報処理装置と、を備える、前記端末と
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前記端末のユーザとの対応付けシステムであって、前記撮影機器で生成された前記画像情
報から、ユーザの手の位置情報を検出する位置検出部と、前記位置検出部が検出した前記
手の前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向についての運動状態に関する第１運動デー
タを算出する第１運動データ算出部と、前記端末の前記センサでのセンサ情報から、前記
端末の加速度情報を検出する加速度検出部と、前記加速度検出部が検出した前記端末の前
記加速度情報を用いて、前記端末の前記鉛直方向についての運動状態に関する第２運動デ
ータを算出する第２運動データ算出部と、前記第１運動データおよび前記第２運動データ
を用いて、前記ユーザと前記端末とを対応付けるマッチング処理を行うマッチング処理部
と、を備える。
【００１５】
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本発明の第５態様は、第４態様の対応付けシステムであって、前記情報処理装置が、前
記位置検出部、前記第１運動データ算出部、前記加速度検出部、前記第２運動データ算出
部、および、前記マッチング処理部を備える。
【００１６】
本発明の第６態様は、第４態様の対応付けシステムであって、前記情報処理装置が、前
記位置検出部、前記第１運動データ算出部、および、前記マッチング処理部を備え、前記
端末が、前記加速度検出部、および、前記第２運動データ算出部を備える。
【００１７】
本発明の第７態様は、情報処理装置を含むシステムが実行する、端末の接続状態の管理
方法であって、画像情報を取得することと、前記端末に設けられるセンサでの検知結果に
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関するセンサ情報を取得することと、取得した前記画像情報から、ユーザの手の位置情報
を検出することと、検出した前記手の前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向について
の運動状態に関する第１運動データを算出することと、取得した前記センサ情報から、前
記端末の加速度情報を検出することと、検出した前記端末の前記加速度情報を用いて、前
記端末の前記鉛直方向についての運動状態に関する第２運動データを算出することと、前
記第１運動データおよび前記第２運動データを用いて、前記ユーザと前記端末とを対応付
けるマッチング処理を行うことと、前記マッチング処理の処理結果に基づいて、前記ユー
ザと前記端末とのマッチング情報を管理することと、管理される前記マッチング情報を用
いて、複数のアクセスポイント間で前記端末の接続先を切替え、前記端末の前記接続先を
制御および管理することと、を備える。

40

【００１８】
本発明の第８態様は、画像情報を生成する撮影機器と、センサを備える端末と、前記端
末を無線で接続可能な複数のアクセスポイントと、前記撮影機器および前記端末に対して
情報交換が可能な情報処理装置と、を備える、前記端末の接続状態の管理システムであっ
て、前記撮影機器で生成された前記画像情報から、ユーザの手の位置情報を検出する位置
検出部と、前記位置検出部が検出した前記手の前記位置情報を用いて、前記手の鉛直方向
についての運動状態に関する第１運動データを算出する第１運動データ算出部と、前記端
末の前記センサでのセンサ情報から、前記端末の加速度情報を検出する加速度検出部と、
前記加速度検出部が検出した前記端末の前記加速度情報を用いて、前記端末の前記鉛直方
向についての運動状態に関する第２運動データを算出する第２運動データ算出部と、前記
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第１運動データおよび前記第２運動データを用いて、前記ユーザと前記端末とを対応付け
るマッチング処理を行うマッチング処理部と、前記マッチング処理部での処理結果に基づ
いて、前記ユーザと前記端末とのマッチング情報を管理するマッチング情報管理ユニット
と、前記マッチング情報管理ユニットで管理される前記マッチング情報を用いて、前記複
数のアクセスポイント間で前記端末の接続先を切替え、前記端末の前記接続先を制御およ
び管理する接続状態管理ユニットと、を備える。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の第１態様乃至第８態様によれば、ユーザが手を上下動させる動作に基づいて、
撮影機器の画像上のユーザと端末とが、対応付けられる。ユーザの手の上下動に基づいて
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対応付けが行われるため、ユーザの歩行速度が遅い場合、および、ユーザが静止している
場合のそれぞれにおいても、ユーザと端末との対応付けを適切に行うことができる。した
がって、第１態様乃至第８態様によって、ユーザの歩行速度が遅い場合、および、ユーザ
が静止している場合のそれぞれにおいても、ユーザと端末との対応付けが適切に行われる
、ユーザと端末との対応付け方法および対応付けシステム、および、端末の接続状態の管
理方法および管理システムを提供することができる。
【００２０】
本発明の第２態様では、前述のように第１運動データが算出されため、第１運動データ
において、手が上昇している上昇時刻、および、手が下降している下降時刻が適切に算出
される。同様に、第２態様では、前述のように第２運動データが算出されるため、第２運
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動データにおいて、端末４が上昇している上昇時刻、および、端末４が下降している下降
時刻が適切に算出される。
【００２１】
本発明の第３態様では、ユーザと端末とを一対一で対応付けるアルゴリズムを用いられ
るため、各ユーザは対応する端末に一対一で適切にマッチングされる。したがって、１つ
のユーザが複数の端末と対応付けられたり、１つの端末が複数のユーザと対応付けられた
りすることが、有効に防止される。
【００２２】
本発明の第６態様では、情報処理装置において、第１運動データおよび第２運動データ
が適切に算出される。そして、情報処理装置は、適切に算出された第１運動データおよび
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第２運動データを用いて、ユーザと端末を適切にマッチングする。
【００２３】
本発明の第７態様では、情報処理装置において、第１運動データが適切に算出され、端
末において、第２運動データが適切に算出される。そして、情報処理装置は、適切に算出
された第１運動データおよび第２運動データを用いて、ユーザと端末とを適切にマッチン
グする。
【００２４】
本発明の第８態様および第９態様では、適切なマッチング情報を用いて、複数のアクセ
スポイント間で端末の接続先が切替られ、端末の接続先が制御および管理される。したが
って、端末の接続先、すなわち、端末を複数のアクセスポイントのいずれに接続するかが
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、適切に管理される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、非特許文献２の対応付けシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、端末の加速度の鉛直方向成分の標準偏差に対するユーザの歩行速度の関
係について、一例を示す概略図である。
【図３】図３は、第１実施形態の対応付けシステムのシステムモデルを示す概略図である
。
【図４】図４は、第１実施形態の対応付けシステムの構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、第１実施形態の対応付けシステムで行われる処理を示すフローチャート
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である。
【図６】図６は、図５のＳ３，Ｓ４の処理で生成された、手の鉛直方向についての位置情
報に関するデータの一例を示す概略図である。
【図７】図７は、第１実施形態で行われる手が上昇中であるか否かの判断の一例を説明す
る概略図である。
【図８】図８は、第１実施形態において算出される第１運動データの一例を示す概略図で
ある。
【図９】図９は、図５のＳ１１の処理の一例を示す概略図である。
【図１０】図１０は、第１実施形態で行われる端末が上昇中であるか否かの判断の一例を
説明する概略図である。

10

【図１１】図１１は、第１実施形態において算出される第２運動データの一例を示す概略
図である。
【図１２】図１２は、第１実施形態のある実施例で行われるゲーリーシャプレーアルゴリ
ズムを適用したユーザと端末との対応付けについて説明する概略図である。
【図１３】図１３は、第１実施形態のある変形例の対応付けシステムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図１４】図１４は、第２実施形態の端末の接続状態を管理する管理システムの構成を示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。以下の実施形態では
、カメラ画像上のユーザと端末（制御端末）との対応付け方法を提案する。この対応付け
方法は、館内などの歩行速度が遅い場面においても、適用可能である。以下の対応付け方
法では、端末の画面閲覧に伴って手が上下動する時刻を検出する。そして、手の上下動の
時刻に関する検出結果に基づいて、対応付けを行う。
【００２７】
［第１実施形態］
以下、第１実施形態について説明する。図３は、本実施形態の対応付けシステム（通信
システム）１のシステムモデルを示す。対応付けシステム１は、情報処理装置（マッチン
グ処理ユニット）としてマッチング用サーバ２を備える。また、対応付けシステム１には
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、撮影機器であるカメラ３、および、ユーザＵの端末４が設けられる。マッチング用サー
バ２は、カメラ３から情報を取得するとともに、端末４から情報を取得する。すなわち、
情報処理装置であるマッチング用サーバ２は、カメラ３及び端末４に対して、情報交換が
可能である。
【００２８】
マッチング用サーバ２は、カメラ３からの情報に基づいて、ユーザＵが端末４を上下さ
せる動作、および、その上下動が行われた時刻を算出する。また、マッチング用サーバ２
は、端末４からの情報に基づいても、ユーザＵが端末４を上下させる動作、および、その
上下動が行われた時刻を算出する。そして、マッチング用サーバ２は、カメラ３からの情
報に基づく上下動が行われた時刻の算出結果、および、端末４からの情報に基づく上下動
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が行われた時刻の算出結果を用いて、カメラ画像上のユーザＵと端末４との対応付けを行
う。
【００２９】
図４は、本実施形態における対応付けシステム１の構成をブロック図で示す。本実施形
態では、情報処理装置（対応付け装置）であるマッチング用サーバ２は、情報送受信部５
を備える。情報送受信部５は、マッチング用サーバ２からの情報の送信、および、マッチ
ング用サーバ２への情報の受信を行う。情報送受信部５は、有線または無線のインターフ
ェースから形成される。また、本実施形態では、カメラ３としてＫｉｎｅｃｔ−ｖ２が用
いられ、用いられる。カメラ３では、深度画像情報を生成し、生成した深度画像情報をマ
ッチング用サーバ２に送信する。
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【００３０】
端末４には、加速度センサ６が設けられる。また、端末４は、センサ情報取得部７と、
通信制御部８とを備える。ここで、端末４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）またはＦＰＧＡ（Field Programma
ble Gate Array）などを含むプロセッサ、および、メモリを備える。そして、メモリに格
納されたプログラムをプロセッサが実行することにより、センサ情報取得部７および通信
制御部８のそれぞれの機能が、実現される。センサ情報取得部７は、加速度センサ６での
検知結果に関するセンサ情報を取得する。通信制御部８は、端末４とマッチング用サーバ
２の情報送受信部５との間の無線通信等による通信状態を制御する。通信制御部８は、セ
ンサ情報取得部７が取得したセンサ情報を、マッチング用サーバ２に送信させる。

10

【００３１】
マッチング用サーバ２は、位置検出部１１と、第１運動データ算出部１２と、加速度検
出部１３と、第２運動データ算出部１４と、マッチング処理部１５とを備える。ここで、
マッチング用サーバ２は、ＣＰＵ、ＡＳＩＣまたはＦＰＧＡなどを含むプロセッサ、およ
び、メモリを備える。そして、メモリに格納されたプログラムをプロセッサが実行するこ
とにより、位置検出部１１、第１運動データ算出部１２、加速度検出部１３、第２運動デ
ータ算出部１４およびマッチング処理部１５のそれぞれの機能が、実現される。
【００３２】
位置検出部１１は、カメラ３からの深度画像情報に基づいて、ユーザＵの手の位置を検
出する。この際、ユーザＵの手の位置に加えて、その手を検出した画像の時刻も、ユーザ
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Ｕの手の位置情報として取得する。第１運動データ算出部１２は、ユーザＵの手の位置情
報を用いて、ユーザＵの手の上下動に関する時刻情報を算出する。そして、第１運動デー
タ算出部１２は、手の鉛直方向についての運動状態に関する時系列データである第１運動
データを、生成する。第１運動データでは、ユーザＵの手の位置情報に基づくユーザＵの
手の上下動に関する時刻情報が、示される。
【００３３】
加速度検出部１３は、端末４からのセンサ情報に基づいて、端末４の加速度を検出する
。この際、端末４の加速度に加えて、検出した加速度になった時刻も、端末４の加速度情
報として取得する。第２運動データ算出部１４は、端末４の加速度情報を用いて、端末４
（ユーザＵの手）の上下動に関する時刻情報を算出する。そして、第２運動データ算出部
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１４は、端末４の鉛直方向についての運動状態に関する時系列データである第２運動デー
タを、生成する。第２運動データでは、端末４の加速度情報に基づく端末４の上下動に関
する時刻情報が、示される。
【００３４】
マッチング処理部１５は、第１運動データ算出部１２が算出したユーザＵの手の上下動
に関する時刻情報、および、第２運動データ算出部１４が算出した端末４の上下動に関す
る時刻情報を用いて、マッチング処理を行う。すなわち、マッチング処理部１５は、ユー
ザＵの手の位置情報に基づく手の鉛直方向についての運動状態を示す第１運動データ、お
よび、端末４の加速度情報に基づく端末４の鉛直方向についての運動状態を示す第２運動
データを用いて、カメラ画像上のユーザＵと端末（通信端末）４との対応付けを行う。本
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実施形態では、ユーザＵの手の上下動に関する時刻情報、および、端末４の上下動に関す
る時刻情報に基づいてマッチング処理が行われるため、後述のように、歩行速度が遅い場
合、および、停止中の場合のそれぞれでも、ユーザＵと端末４との対応付けが適切に行わ
れる。
【００３５】
図５は、本実施形態の対応付けシステム１で行われる処理を示す。対応付けシステム１
では、Ｓ１において、撮影機器であるカメラ３が、館内などの画像を取得する。この際、
カメラ３は、画像として、深度画像を取得する。また、Ｓ２において、カメラ３は、Ｓ１
で深度画像を取得した時点の時刻、すなわち、画像を撮影した時点の時刻を取得する。そ
して、カメラ３は、Ｓ１で取得した深度画像、および、Ｓ２で取得した時刻を含む深度画
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像情報を生成する。そして、カメラ３は、生成した深度画像情報を、マッチング用サーバ
２に送信する。
【００３６】
そして、Ｓ３で、マッチング用サーバ２の位置検出部１１は、深度画像情報からユーザ
Ｕの手の位置を検出する。この際、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＫｉｎｅｃｔのライブラリを
用いて、深度画像からユーザ（人）Ｕの手の位置を抽出し、ユーザＵの手の高さについて
のデータを算出する。また、この際、位置検出部１１は、手を抽出した画像を取得した時
刻、すなわち、手を抽出した画像が撮影された時刻も、取得する。これにより、ユーザＵ
の手の位置、および、その手を抽出した画像を取得した時刻を含む、ユーザＵの手の位置
情報が生成される。

10

【００３７】
ここで、画像が撮影されたタイミングが一定でないため、手の位置情報を示すデータで
は、互いに対して隣り合うデータ点間の時間間隔が一定でない。このため、Ｓ４において
、第１運動データ算出部１２は、手の位置情報を示すデータのテータ点間を線形補間する
。線形補間が行われることにより、手の位置情報を示すデータにおいて、互いに対して隣
り合うデータ点間のある時点における手の位置も、算出可能になる。そして、第１運動デ
ータ算出部１２は、線形補間の結果を用いて、観察開始から観察終了まで一定のサンプリ
ング間隔Ｔでサンプリングされたデータに変換する。これにより、手の位置情報について
、一定のサンプリング間隔Ｔでサンプリングされたデータが生成される。
【００３８】
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図６は、Ｓ３，Ｓ４の処理で生成された、手の鉛直方向についての位置情報に関するデ
ータの一例を示す。手の位置情報を示すデータでは、鉛直方向についての手の位置（高さ
）の経時的な変化が示される。図６の一例では、範囲ΔＴ１において、手が上昇中であり
、範囲ΔＴ２において、手が下降中である。
【００３９】
そして、図５に示すように、Ｓ５において、第１運動データ算出部１２は、手の位置情
報についてサンプリングされたデータから、手の鉛直方向についての速度ｖを示すデータ
を算出する。この際、鉛直方向についての手の位置を時間微分することにより、手の鉛直
方向についての速度データが算出される。例えば、サンプリングされたデータにおいてデ
ータ点（ｔ１，ｈ１）とそのテータ点（ｔ１，ｈ１）の１つ後のデータ点（ｔ２，ｈ２）
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との間での手の鉛直方向についての速度ｖ１→２は、式（１）のようにして算出される。
【００４０】
【数１】

【００４１】
そして、Ｓ６において、第１運動データ算出部１２は、手の鉛直方向についての速度デ
ータから、手の鉛直方向についての運動状態に関する第１運動データを算出する。第１運
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動データでは、観察開始から観察終了までの間のデータ点のそれぞれにおいて、ユーザＵ
の手が、上昇中、下降中、および、上下の変化なしの３つの状態のいずれであるかが、示
される。したがって、第１運動データでは、手が上昇している上昇時刻、および、手が下
降している下降時刻を示すデータである。
【００４２】
ここで、鉛直方向についての手の速度ｖに関して、上側を正とし、下側を負とする。手
を上昇させる動作では、鉛直方向についての手の速度ｖは正になり、０から離れた値にな
る。一方、手を下降させる動作では、鉛直方向についての手の速度ｖは負になり、０から
離れた値になる。前述のような特徴を利用して、第１運動データ算出部１２は、それぞれ
の時点（データ点）において、ユーザＵの手が、上昇中、下降中、および、上下の変化な
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しのいずれであるかを、判断する。
【００４３】
また、第１運動データでは、各データ点において、手の運動状態を示すパラメータが設
定される。すなわち、第１運動データでは、手の運動状態を示すパラメータの経時的な変
化が示される。手が上昇中であると判断されたデータ点では、パラメータは、１に設定さ
れ、手が下降中であると判断されたデータ点では、パラメータは、−１に設定される。そ
して、手の上下の変化なしと判断されたデータ点では、パラメータは、０に設定される。
【００４４】
まず、手が上昇中であるか否かの判断について、説明する。手が上昇中であるか否かの
判断では、第１運動データ算出部１２は、鉛直方向の速度ｖに関して、２つの閾値β＋，

10

γ＋を正の閾値として設定する。ここで、閾値β＋，γ＋は、０より大きく、閾値（第１
閾値）β＋は、閾値（第２閾値）γ＋より大きい。すなわち、閾値β＋の絶対値は、閾値
γ＋の絶対値より大きく、０＜γ＋＜β＋の関係が成立する。なお、ある一例では、閾値
β＋は１ｍ/ｓであり、閾値γ＋は０．１ｍ/ｓである。
【００４５】
手が上昇中であるか否かの判断では、第１運動データ算出部１２は、速度データのデー
タ点の中で、速度ｖが閾値β＋以上になるデータ点を検出する。そして、第１運動データ
算出部１２は、速度ｖが閾値β＋以上になるデータ点およびそのデータ点の前後において
、経時的に継続して速度ｖが閾値γ＋以上になる範囲を、検出する。そして、第１運動デ
ータ算出部１２は、速度ｖが経時的に継続して閾値γ＋以上になる範囲として検出した範
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囲では、手が上昇中であると判断する。また、第１運動データ算出部１２は、前述の検出
した範囲内で一番早い時刻のデータ点を手の上昇開始時刻とし、前述の検出した範囲内で
一番遅い時刻のデータ点を手の上昇終了時刻とする。
【００４６】
図７は、手が上昇中であるか否かの判断の一例を説明する。図７の一例では、手の鉛直
方向についての速度データが示される。図７の一例では、例えばデータ点Ｄ１が、速度ｖ
が閾値β＋以上になるデータ点として検出される。そして、データ点Ｄ１およびデータ点
Ｄ１の前後において経時的に継続して速度ｖが閾値γ＋以上になる範囲として、範囲ΔＴ
３が検出される。そして、範囲ΔＴ３では、手が上昇中であると判断される。また、範囲
ΔＴ３内で一番早い時刻のデータ点Ｄ２が手の上昇開始時刻とされ、範囲ΔＴ３内で一番
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遅い時刻のデータ点Ｄ３が手の上昇終了時刻とされる。
【００４７】
次に、手が下降中であるか否かの判断について、説明する。手が下降中であるか否かの
判断では、第１運動データ算出部１２は、鉛直方向の速度ｖに関して、２つの閾値β―，
γ―を負の閾値として設定する。ここで、閾値β−，γ−は、０より小さく、閾値（第１
閾値）β−は、閾値（第２閾値）γ−より小さい。すなわち、閾値β−の絶対値は、閾値
γ−の絶対値より大きく、０＞γ−＞β−の関係が成立する。なお、ある一例では、閾値
β−は−１ｍ/ｓであり、閾値γ―は−０．１ｍ/ｓである。
【００４８】
手が下降中であるか否かの判断では、第１運動データ算出部１２は、速度データのデー

40

タ点の中で、速度ｖが閾値β−以下になるデータ点を検出する。そして、第１運動データ
算出部１２は、速度ｖが閾値β−以下になるデータ点およびそのデータ点の前後において
、経時的に継続して速度ｖが閾値γ−以下になる範囲を、検出する。そして、第１運動デ
ータ算出部１２は、速度ｖが経時的に継続して閾値γ−以下になる範囲として検出した範
囲では、手が下降中であると判断する。また、第１運動データ算出部１２は、前述の検出
した範囲内で一番早い時刻のデータ点を手の下降開始時刻とし、前述の検出した範囲内で
一番遅い時刻のデータ点を手の下降終了時刻とする。
【００４９】
また、第１運動データ算出部１２は、手が上昇中と判断した範囲、および、手が下降中
と判断した範囲のいずれにも該当しない範囲では、手の上下の変化なしと判断する。
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【００５０】
図８は、第１運動データの一例を示す。図８の一例の第１運動データでは、範囲ΔＴ４
において、手が上昇中であると判断され、手の運動状態を示すパラメータが１に設定され
る。そして、範囲ΔＴ５において、手が下降中であると判断され、手の運動状態を示すパ
ラメータが−１に設定される。そして、範囲ΔＴ４，ΔＴ５のいずれにも該当しない範囲
では、手の上下の変化なしと判断され、手の運動状態を示すパラメータが０に設定される
。
【００５１】
なお、前述の一例では、手の上昇中の速度について２つの閾値β＋，γ＋が設定され、
手の下降中の速度について２つの閾値β−，γ−が設定されるが、これに限るものではな

10

い。手の上昇中の速度については、１つの閾値が設定されてもよく、３つ以上の閾値が設
定されてもよい。同様に、手の下降中の速度についても、１つの閾値が設定されてもよく
、３つ以上の閾値が設定されてもよい。速度についての閾値の数が増加することにより、
手の運動状態を示すパラメータの数を増加させることも可能になる。
【００５２】
例えば、ある一例では、手の上昇中の速度について３つの閾値β＋，γ＋，ε＋が設定
される。そして、上昇中の速度についての３つの閾値β＋，γ＋，ε＋に基づいて、第１
の運動データ算出部１２は、ユーザＵの手が、上下の変化なし、比較的遅い速度で上昇中
、および、比較的速い速度で上昇中のいずれであるかを、判断する。この場合、手の運動
状態を示すパラメータは、手が比較的速い速度で上昇中と判断されたデータ点では２に設
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定され、手が比較的遅い速度で上昇中と判断されたデータ点では１に設定される。そして
、手の上下の変化なしと判断されたデータ点では、パラメータは０に設定される。
【００５３】
また、この一例では、手の下降中の速度について３つの閾値β−，γ−，ε−が設定さ
れる。そして、下降中の速度についての３つの閾値β−，γ−，ε−に基づいて、第１の
運動データ算出部１２は、ユーザＵの手が、上下の変化なし、比較的遅い速度で下降中、
および、比較的速い速度で下降中のいずれであるかを、判断する。この場合、手の運動状
態を示すパラメータは、手が比較的速い速度で下降中と判断されたデータ点では−２に設
定され、手が比較的遅い速度で下降中と判断されたデータ点では−１に設定される。そし
て、手の上下の変化なしと判断されたデータ点では、パラメータは０に設定される。
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【００５４】
また、図５に示すように、対応付けシステム１では、Ｓ７において、端末４のセンサ情
報取得部７が、加速度センサ６での検知結果を取得する。また、Ｓ８において、センサ情
報取得部７は、加速度センサ６が検知を行った時点の時刻を取得する。そして、端末４は
、Ｓ７で取得した検知結果、および、Ｓ８で取得した時刻を含むセンサ情報を生成する。
そして、端末４の通信制御部８は、生成したセンサ情報を、マッチング用サーバ２に送信
させる。
【００５５】
そして、Ｓ９で、マッチング用サーバ２の加速度検出部１３は、センサ情報から端末４
の鉛直方向の加速度ａを検出する。加速度検出部１３は、端末４が検出した加速度ａにな

40

った時刻も、取得する。これにより、端末４の鉛直方向の加速度ａ、および、端末４がそ
の加速度ａになった時刻を含む、端末４の鉛直方向の加速度情報が生成される。
【００５６】
ここで、加速度センサ６が検知を行うタイミングが一定でないため、端末４の加速度情
報を示すデータでは、互いに対して隣り合うデータ点間の時間間隔が一定でない。このた
め、Ｓ１０において、第２運動データ算出部１４は、端末４の鉛直方向の加速度情報を示
すデータのテータ点間を線形補間する。線形補間が行われることにより、端末４の加速度
情報を示すデータにおいて、互いに対して隣り合うデータ点間のある時点における端末４
の鉛直方向の加速度ａも、算出可能になる。そして、第２運動データ算出部１４は、線形
補間の結果を用いて、観察開始から観察終了まで一定のサンプリング間隔Ｔでサンプリン
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グされたデータに変換する。これにより、端末４の鉛直方向の加速度情報について、一定
のサンプリング間隔Ｔでサンプリングされたデータが生成される。なお、Ｓ１０では、Ｓ
４と同一のサンプリング間隔Ｔでサンプリングが行われる。
【００５７】
そして、Ｓ１１において、第２運動データ算出部１４は、端末４の加速度情報について
サンプリングされたデータから、端末４に作用する力の方向に関するデータを算出する。
端末４に作用する力の方向に関するデータでは、観察開始から観察終了までの間のデータ
点のそれぞれにおいて、端末４に力が、上方向に作用している、下方向に作用している、
および、作用していないまたはほとんど作用していない、の３つの状態のいずれであるか
が、示される。

10

【００５８】
端末４に作用する力の方向に関するデータでは、各データ点において、力の方向を示す
パラメータが設定される。すなわち、力の方向に関するデータでは、力の方向を示すパラ
メータの経時的な変化が示される。力が上方向に作用していると判断されたデータ点では
、パラメータは、１に設定され、力が下方向にしていると判断されたデータ点では、パラ
メータは、−１に設定される。そして、力が作用していないまたはほとんど作用していな
いと判断されたデータ点では、パラメータは、０に設定される。
【００５９】
ここで、鉛直方向についての端末４の加速度ａに関して、上側を正とし、下側を負とす
る。端末４に作用する力の方向に関するデータの算出においては、第２運動データ算出部
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１４は、鉛直方向の加速度ａに関して、２つの閾値θ，φを設定する。閾値θは、閾値φ
より大きく、φ＜θの関係が成立する。ある実施例では、鉛直方向の加速度ａとして、加
速度センサでの検知された鉛直方向の加速度から重力加速度（９．８ｍ／ｓ２）を減算し
た値が、用いられる。そして、閾値θは、０より大きく、閾値φは、０より小さい。この
ため、φ＜０＜θの関係が成立する。この場合、例えば、閾値θは、２ｍ/ｓ２であり、
閾値φは−２ｍ/ｓ２である。また、別のある実施例では、鉛直方向の加速度ａの算出に
おいて、重量加速度の減算等が行われず、加速度ａとして、加速度センサでの検知された
鉛直方向の加速度が、そのまま用いられる。そして、閾値θは、重力加速度より大きく、
閾値φは、重力加速度より小さい。このため、φ＜９．８＜θの関係が成立する。
【００６０】
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力の方向に関するデータの算出では、第２運動データ算出部１４は、加速度ａが閾値θ
より大きいデータ点、すなわち、ａ＞θになるデータ点において、端末４に力が上方向に
作用していると、判断する。また、第２運動データ算出部１４は、加速度ａが閾値φより
小さいデータ点、すなわち、φ＞ａになるデータ点において、端末４に力が下方向に作用
していると、判断する。そして、第２運動データ算出部１４は、加速度ａが閾値φ以上閾
値θ以下になるデータ点、すなわち、φ≦ａ≦θになるデータ点において、端末４に力が
作用していないまたはほとんど作用していないと、判断する。
【００６１】
図９は、Ｓ１１の処理の一例を示す。図９の一例では、Ｓ１１において、端末４の鉛直
方向についての加速度ａを示すデータＢ１が、端末４に作用する力の方向を示すデータＢ
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２に変換される。そして、図９の一例では、範囲ΔＴ６，ΔＴ９において、端末４に上方
向の力が作用していると、判断される。このため、データＢ２では、範囲ΔＴ６，ΔＴ９
において、作用する力の方向を示すパラメータが１に設定される。また、範囲ΔＴ７，Δ
Ｔ８において、端末４に下方向の力が作用していると、判断される。このため、データＢ
２では、範囲ΔＴ７，ΔＴ８において、作用する力の方向を示すパラメータが−１に設定
される。そして、範囲ΔＴ６〜ΔＴ９のいずれにも該当しない範囲では、端末４に鉛直方
向の力が作用していないまたはほとんど作用していないと、判断される。このため、デー
タＢ２では、範囲ΔＴ６〜ΔＴ９のいずれにも該当しない範囲において、作用する力の方
向を示すパラメータが０に設定される。
【００６２】
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なお、前述の一例では、加速度ａについて２つの閾値θ，φが設定されるが、これに限
るものではない。例えば、加速度ａについては、３つ以上の閾値が設定されてもよい。加
速度ａについての閾値の数が増加することにより、端末４に作用する力に関するパラメー
タの数を増加させることも可能になる。
【００６３】
ある一例では、加速度ａについての閾値が３つ以上設定される。そして、第２運動デー
タ算出部１４は、端末４に上方向に作用していると判断した場合に、端末４への上方向へ
の大きさを判断する。そして、端末４に作用する力に関するパラメータは、端末４への上
方向の力が比較的大きいと判断されたデータ点では２に設定され、端末４への上方向の力
が比較的小さいと判断されたデータ点では１に設定される。

10

【００６４】
また、この一例では、第２運動データ算出部１４は、端末４に下方向に作用していると
判断した場合に、端末４への下方向への大きさを判断する。そして、端末４に作用する力
に関するパラメータは、端末４への下方向の力が比較的大きいと判断されたデータ点では
−２に設定され、端末４への下方向の力が比較的小さいと判断されたデータ点では−１に
設定される。本一例でも、端末４に力が作用しないまたはほとんど作用しないと判断され
たデータ点では、パラメータは０に設定される。
【００６５】
そして、図５に示すように、Ｓ１２において、第２運動データ算出部１４は、端末４に
作用する力の方向に関するデータを用いて、端末４の鉛直方向についての運動状態に関す
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る第２運動データを算出する。第２運動データでは、観察開始から観察終了までの間のデ
ータ点のそれぞれにおいて、端末４が、上昇中、下降中、および、上下の変化なしの３つ
の状態のいずれであるかが、示される。したがって、第２運動データは、端末４が上昇し
ている上昇時刻、および、端末４が下降している下降時刻を示すデータである。
【００６６】
端末４（手）を上昇させる動作では、上昇開始時およびその直後において、端末４に上
方向への力が作用する。そして、上昇終了時およびその直前において、端末４に下方向へ
の力が作用する。このため、端末４の上昇中は、端末４に作用する力が上方向から下方向
へ変化する。一方、端末４（手）を下降させる動作では、下降開始時およびその直後にお
いて、端末４に下方向への力が作用する。そして、下降終了時およびその直前において、
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端末４に上方向への力が作用する。このため、端末４の下降中は、端末４に作用する力が
下方向から上方向へ変化する。前述のような特徴を利用して、第２運動データ算出部１４
は、端末４に作用する力の方向に関するデータに基づいて、それぞれの時点（データ点）
において、端末４が、上昇中、下降中、および、上下の変化なしのいずれであるかを、判
断する。
【００６７】
また、第２運動データでは、各データ点において、端末４の運動状態を示すパラメータ
が設定される。すなわち、第２運動データでは、端末４の運動状態を示すパラメータの経
時的な変化が示される。端末４が上昇中であると判断されたデータ点では、パラメータは
１に設定され、端末４が下降中であると判断されたデータ点では、パラメータは−１に設
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定される。そして、端末４の上下の変化なしと判断されたデータ点では、パラメータは０
に設定される。
【００６８】
以下、第２運動データの算出について詳細に説明する。なお、以下の説明では、加速度
ａについての２つの閾値θ，φに基づいて端末４に作用する力の方向に関する前述のデー
タが算出された場合について、説明する。
【００６９】
まず、端末４が上昇中であるか否かの判断について、説明する。端末４が上昇中である
か否かの判断では、第２運動データ算出部１４は、端末４に作用する力の方向に関するデ
ータから、次の２つの条件を満たす基準データ点（第１基準データ点）を検出する。１つ
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目の条件として、基準データ点において力が下方向に作用していることが、必要になる。
また、２つ目の条件は、基準データ点に対して１つ前のデータ点以前で、かつ、ｐ個前の
データ点以後のデータ点、すなわち、基準データ点の直前のｐ個のデータ点に基づいて、
設定される。そして、２つ目の条件として、基準データ点の直前のｐ個のデータ点の中で
、ｑ個以上のデータ点で力が上方向に作用していることが、必要になる。ここで、ｐ＞ｑ
である。
【００７０】
そして、第２運動データ算出部１４は、前述の条件を満たす基準データ点を検出すると
、検出した基準データ点の直前において、経時的に継続して力が上方向に作用している範
囲を検出する。経時的に継続して力が上方向に作用している範囲として検出した範囲内で

10

は、全てのデータ点において、力が上方向に作用し、力の方向を示すパラメータが１であ
る。そして、第２運動データ算出部１４は、継続して力が上方向に作用している範囲とし
て検出した範囲内の中で、一番早い時刻のデータ点を、端末４の上昇開始時刻とする。
【００７１】
また、第２運動データ算出部１４は、前述の条件を満たす基準データ点を検出すると、
検出した基準データ点およびその直後において、経時的に継続して力が下方向に作用して
いる範囲を検出する。経時的に継続して力が下方向に作用している範囲として検出した範
囲内では、全てのデータ点において、力が下方向に作用していると判断され、力の方向を
示すパラメータが−１である。そして、第２運動データ算出部１４は、継続して力が下方
向に作用している範囲として検出した範囲内の中で、一番遅い時刻のデータ点を、端末４

20

の上昇終了時刻とする。
【００７２】
そして、第２運動データ算出部１４は、端末４の上昇開始時刻と判断したデータ点以後
で、かつ、端末４の上昇終了時刻と判断したデータ点以前の範囲において、端末４が上昇
中と判断する。このため、端末４の上昇開始時刻と判断したデータ点以後で、かつ、端末
４の上昇終了時刻と判断したデータ点以前の範囲では、全てのデータ点において、端末４
が上昇中と判断され、端末４の運動状態を示すパラメータが１である。
【００７３】
図１０は、端末４が上昇中であるか否かの判断の一例を説明する。図１０の一例では、
端末４に作用する力の方向に関するデータが示される。また、図１０の一例では、前述の
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ｐが７であり、前述のｑが３に設定される。図１０の一例では、例えば、端末４に作用す
る力の方向を示すデータにおいて、データ点Ｄ１１が、基準データ点として検出される。
データ点Ｄ１１では、端末４に力が下方向に作用している。そして、データ点Ｄ１１の直
前の７個のデータ点Ｄ４〜Ｄ１０の中、すなわち、範囲ΔＴ１０内では、データ点Ｄ５〜
Ｄ９で、端末４に力が上方向に作用している。すなわち、データ点（基準データ点）Ｄ１
１の直前の７個のデータ点Ｄ４〜Ｄ１０の中で、３個以上（５個）のデータ点Ｄ５〜Ｄ９
で、力が上方向に作用している。
【００７４】
また、図１０の一例では、データ点Ｄ１１の直前において、データ点Ｄ５以後データ点
Ｄ９以前の範囲ΔＴ１１内で、力が経時的に継続して上方向に作用している。このため、
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データ点Ｄ５が、端末４の上昇開始時刻と判断される。そして、図１０の一例では、デー
タ点（基準データ点）Ｄ１１およびその直後において、データ点Ｄ１１〜Ｄ１５で、力が
下方向に作用している。すなわち、データ点Ｄ１１以後データ点Ｄ１５以前の範囲ΔＴ１
２内で、力が経時的に継続して下方向に作用している。このため、データ点Ｄ１５が、端
末４の上昇終了時刻と判断される。そして、端末４の上昇開始時刻と判断されたデータ点
Ｄ５以後で、かつ、端末４の上昇終了時刻と判断したデータ点Ｄ１５以前の範囲ΔＴ１３
で、端末４が上昇中と判断される。
【００７５】
次に、端末４が下降中であるか否かの判断について、説明する。端末４が下降中である
か否かの判断では、第２運動データ算出部１４は、端末４に作用する力の方向に関するデ
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ータから、次の２つの条件を満たす基準データ点（第２基準データ点）を検出する。１つ
目の条件として、基準データ点において力が上方向に作用していることが、必要になる。
また、２つ目の条件は、基準データ点に対して１つ前のデータ点以前で、かつ、ｋ個前の
データ点以後のデータ点、すなわち、基準データ点の直前のｋ個のデータ点に基づいて、
設定される。そして、２つ目の条件として、基準データ点の直前のｋ個のデータ点の中で
、ｌ個以上のデータ点で力が下方向に作用していることが、必要になる。ここで、ｋ＞ｌ
である。ｋは、前述のｐに対して、同一の値であってもよく、異なる値であってもよい。
同様に、ｌは、前述のｑに対して、同一の値であってもよく、異なる値であってもよい。
【００７６】
そして、第２運動データ算出部１４は、前述の条件を満たす基準データ点を検出すると
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、検出した基準データ点の直前において、経時的に継続して力が下方向に作用している範
囲を検出する。経時的に継続して力が下方向に作用している範囲として検出した範囲内で
は、全てのデータ点において、力が下方向に作用し、力の方向を示すパラメータが−１で
ある。そして、第２運動データ算出部１４は、継続して力が下方向に作用している範囲と
して検出した範囲内の中で、一番早い時刻のデータ点を、端末４の下降開始時刻とする。
【００７７】
また、第２運動データ算出部１４は、前述の条件を満たす基準データ点を検出すると、
検出した基準データ点およびその直後において、経時的に継続して力が上方向に作用して
いる範囲を検出する。経時的に継続して力が上方向に作用している範囲として検出した範
囲内では、全てのデータ点において、力が上方向に作用していると判断され、力の方向を
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示すパラメータが１である。そして、第２運動データ算出部１４は、継続して力が上方向
に作用している範囲として検出した範囲内の中で、一番遅い時刻のデータ点を、端末４の
下降終了時刻とする。
【００７８】
そして、第２運動データ算出部１４は、端末４の下降開始時刻と判断したデータ点以後
で、かつ、端末４の下降終了時刻と判断したデータ点以前の範囲において、端末４が下降
中と判断する。このため、端末４の下降開始時刻と判断したデータ点以後で、かつ、端末
４の下降終了時刻と判断したデータ点以前の範囲では、全てのデータ点において、端末４
が下降中と判断され、端末４の運動状態を示すパラメータが−１である。
【００７９】
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また、第２運動データ算出部１４は、端末４が上昇中と判断した範囲、および、端末４
が下降中と判断した範囲のいずれにも該当しない範囲では、端末４の上下の変化なしと判
断する。
【００８０】
図１１は、第２運動データの一例を示す。図１１の一例の第２運動データでは、範囲Δ
Ｔ１４において、端末４が上昇中であると判断され、端末４の運動状態を示すパラメータ
が１に設定される。そして、範囲ΔＴ１５において、端末４が下降中であると判断され、
端末４の運動状態を示すパラメータが−１に設定される。そして、範囲ΔＴ１４，ΔＴ１
５のいずれにも該当しない範囲では、端末４の上下の変化なしと判断され、手の運動状態
を示すパラメータが０に設定される。
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【００８１】
また、図９の一例の端末４に作用する力の方向を示すデータＢ２を、第２の運動データ
に変換する場合を考える。データＢ２の第２の運動データへの変換では、範囲ΔＴ１６に
おいて、端末４が上昇中と判断され、端末４の運動状態を示すパラメータが１に設定され
る。範囲ΔＴ１６には、前述の範囲ΔＴ６，ΔＴ７が含まれる。また、データＢ２の第２
の運動データへの変換では、範囲ΔＴ１７において、端末４が下降中と判断され、端末４
の運動状態を示すパラメータが−１に設定される。範囲ΔＴ１７には、前述の範囲ΔＴ８
，ΔＴ９が含まれる。また、データＢ２の第２の運動データへの変換では、範囲ΔＴ１６
，ΔＴ１７のいずれにも該当しない範囲において、端末４の上下の変化なしと判断され、
端末４の運動状態を示すパラメータが０に設定される。
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【００８２】
また、図５に示すように、対応付けシステム１では、Ｓ１３において、マッチング処理
部１５は、Ｓ６で算出されたユーザＵの手の第１運動データとＳ１２で算出された端末４
の第２運動データとの相関値ｒを、算出する。例えば、カメラ３の撮影範囲に複数のユー
ザＵが存在し、ユーザＵのそれぞれが１つの端末４を所有するものとする。そして、Ｓ６
で、全てのユーザＵのそれぞれについて、手の運動状態に関する第１運動データが算出さ
れ、Ｓ１２で、全てのユーザの端末４のそれぞれについて、端末４の運動状態に関する第
２運動データが算出されるものとする。この場合、Ｓ１３では、各第１運動データに関し
て、全ての第２運動データのそれぞれに対する相関値ｒが、算出される。すなわち、各第
２運動データに関して、全ての第１運動データのそれぞれに対する相関値ｒが、算出され

10

る。
【００８３】
以下、相関値ｒの算出について詳細に説明する。なお、以下の説明では、加速度ａにつ
いての２つの閾値θ，φに基づいて端末４に作用する力の方向に関する前述のデータが算
出された場合について、説明する。この場合、相関値ｒは、以下の式（２）を用いて算出
される。
【００８４】
【数２】
20

【００８５】
式（２）では、第１運動データ及び第２運動データのそれぞれにおいて、１〜ｎのｎ個
のデータ点が存在する。そして、ｘｉは、第１運動データの各データ点での手の運動状態
を示すパラメータであり、−１，０，１のいずれかの値である。同様に、ｙｉは、第２運
動データの各データ点での端末４の運動状態を示すパラメータであり、−１，０，１のい
ずれかの値である。そして、ｘａｖは、第１運動データの全てのデータ点での手の運動状
態を示すパラメータの平均値であり、ｙａｖは、第２運動データの全てのデータ点での端
末４の運動状態を示すパラメータの平均値である。
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【００８６】
なお、式（２）で示される相関値ｒの算出では、第１運動データの全てのデータ点の標
準偏差を算出するとともに、第２運動データの全てのデータ点の標準偏差を算出する。ま
た、第１運動データと第２運動データとの共分散を算出する。そして、第１運動データと
第２運動データとの共分散を第１運動データの標準偏差と第２運動データの標準偏差との
積で除算することにより、相関値ｒが算出される。
【００８７】
そして、Ｓ１４において、マッチング処理部１５は、算出された相関値ｒに基づいて、
ユーザＵと端末４とを対応付ける。ある実施例では、各端末４について、相関値ｒが最も
高いカメラ３上のユーザＵと対応付ける。別のある実施例では、各ユーザＵについて、相
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関値ｒが最も高い端末４と対応付ける。
【００８８】
また、マッチング処理は、ユーザＵと端末４とを一対一で対応付けるアルゴリズムを用
いて、行われることが好ましい。この場合、例えば、マッチング処理を安定結婚問題とみ
なして、ゲーリーシャプレーアルゴリズムを適用して、ユーザＵと端末４とを一対一で対
応付ける。ゲーリーシャプレーアルゴリズムを適用した対応付け方法については、参照文
献１（久保幹雄・田村明久・松井友己編

(2012) 『応用数理計画ハンドブック』朝倉書

店）等に詳細に示される。
【００８９】
図１２では、ゲーリーシャプレーアルゴリズムを適用したユーザＵと端末４との対応付
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けについて説明する。図１２の一例では、ユーザＵａ〜Ｕｅのそれぞれについて、端末４
ａ〜４ｅのそれぞれに対する相関値ｒが示される。例えば、端末４ａの第２運動データは
、ユーザＵａの第１運動データに対して相関値ｒが０．８２４３、ユーザＵｂの第１運動
データに対して相関値ｒが０．１２３４、ユーザＵｃの第１運動データに対して相関値ｒ
が０．２０８７、ユーザＵｄの第１運動データに対して相関値ｒが０．０１４９、ユーザ
Ｕｅの第１運動データに対して相関値ｒが０．２１０８となる。
【００９０】
ここで、図１２の一例において、いずれの端末４ａ〜４ｅもユーザＵａ〜Ｕｅとマッチ
ングされていない状態で、端末４ａをユーザＵａ〜Ｕｅのいずれか１つとマッチングする
場合を考える。この場合、端末４ａは、ユーザＵａ〜Ｕｅの中で相関値ｒが最も高いユー

10

ザＵａとマッチングされる。
【００９１】
また、端末４ｂがユーザＵｂと既にマッチングされた状態で、端末４ｄをユーザＵａ〜
Ｕｅのいずれか１つとマッチングする場合を考える。この場合、端末４ｄは、ユーザＵａ
〜Ｕｅの中で相関値ｒが最も高いユーザＵｂにマッチングの要求をする。ただし、ユーザ
Ｕｂは、端末４ｂと既にマッチングされている。このため、端末４ｂのユーザＵｂに対す
る相関値ｒと端末４ｄのユーザＵｂに対する相関値ｒとを、比較する。図１２の一例では
、端末４ｄのユーザＵｂに対する相関値ｒは、端末４ｂのユーザＵｂに対する相関値ｒに
比べて、低い。このため、端末４ｂとユーザＵｂとのマッチングが維持される。また、端
末４ｄのユーザＵｂへのマッチング要求は、拒絶され、端末４ｄは、ユーザＵｂとマッチ
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ングされない。そして、端末４ｄは、ユーザＵａ〜Ｕｅの中で相関値ｒがユーザＵｂの次
に高いユーザＵｄにマッチングの要求をする。これにより、端末４ｄは、ユーザＵｄとマ
ッチングされる。
【００９２】
また、端末４ｄがユーザＵｂと既にマッチングされた状態で、端末４ｂをユーザＵａ〜
Ｕｅのいずれか１つとマッチングする場合を考える。この場合、端末４ｂは、ユーザＵａ
〜Ｕｅの中で相関値ｒが最も高いユーザＵｂにマッチングの要求をする。ただし、ユーザ
Ｕｂは、端末４ｄと既にマッチングされている。このため、端末４ｂのユーザＵｂに対す
る相関値ｒと端末４ｄのユーザＵｂに対する相関値ｒとを、比較する。図１２の一例では
、端末４ｂのユーザＵｂに対する相関値ｒは、端末４ｄのユーザＵｂに対する相関値ｒに
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比べて、高い。このため、端末４ｄとユーザＵｂとのマッチングが解消される。また、端
末４ｂのユーザＵｂへのマッチング要求は、許可され、端末４ｂは、ユーザＵｂとマッチ
ングされる。そして、マッチングが解消された端末４ｄは、ユーザＵａ〜Ｕｅの中で相関
値ｒがユーザＵｂの次に高いユーザＵｄにマッチングの要求をする。これにより、端末４
ｄは、ユーザＵｄとマッチングされる。
【００９３】
前述のようにゲーリーシャプレーアルゴリズムを適用した対応付けが行われることによ
り、ユーザＵａと端末４ａとが一対一で対応付けられ、ユーザＵｂと端末４ｂとが一対一
で対応付けられる。そして、ユーザＵｃと端末４ｃとが一対一で対応付けられ、ユーザＵ
ｄと端末４ｄとが一対一で対応付けられ、ユーザＵｅと端末４ｅとが一対一で対応付けら
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れる。したがって、ユーザＵａ〜Ｕｅのそれぞれは、対応する端末（４ａ〜４ｅの対応す
る１つ）と一対一で対応付けられる。なお、図１２では、一対一に対応付けられるユーザ
Ｕと端末４との相関値ｒを、強調して示す。
【００９４】
前述のような処理が行われることにより、本実施形態では、ユーザＵが手を上下動させ
る動作に基づいて、カメラ３の画像上のユーザＵと端末（制御端末）４とが、対応付けら
れる。ユーザＵの手の上下動に基づいて対応付けが行われるため、ユーザＵの歩行速度が
遅い場合、および、ユーザＵが静止している場合のそれぞれにおいても、ユーザＵと端末
との対応付けを適切に行うことができる。
【００９５】
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また、本実施形態では、手の鉛直方向についての位置を時間微分することにより、手の
鉛直方向についての速度データが算出される。そして、算出された速度データに基づいて
、手の上下動、すなわち、手の鉛直方向についての運動状態に関する第１運動データが算
出される。前述のように第１運動データが算出されるため、第１運動データでは、手が上
昇している上昇時刻、および、手が下降している下降時刻が適切に算出される。
【００９６】
また、本実施形態では、端末４の鉛直方向についての加速度ａに基づいて、端末４に作
用する力の方向を示すデータが、算出される。そして、算出された力の方向を示すデータ
に基づいて、端末４の鉛直方向についての運動状態に関する第２運動データが算出される
。前述のように第２運動データが算出されるため、第２運動データでは、端末４が上昇し
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ている上昇時刻、および、端末４が下降している下降時刻が適切に算出される。
【００９７】
また、本実施形態では、第１運動データ及び第２運動データに基づくユーザＵと端末４
との対応付けにおいて、ユーザＵと端末４とを一対一で対応付けるアルゴリズムを用いら
れる。このため、各ユーザＵは対応する端末４に一対一で適切にマッチングされる。した
がって、１つのユーザＵが複数の端末４と対応付けられたり、１つの端末４が複数のユー
ザＵと対応付けられたりすることが、有効に防止される。
【００９８】
［第１実施形態の変形例］
なお、前述の第１実施形態では、位置検出部１１、第１運動データ算出部１２、加速度
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検出部１３、第２運動データ算出部１４およびマッチング処理部１５での前述の処理は、
マッチング用サーバ２のプロセッサなどによって行われるが、これに限るものではない。
例えば、図１３に示す第１の実施形態のある変形例では、端末４に、加速度検出部１３お
よび第２運動データ算出部１４が設けられる。すなわち、加速度検出部１３および第２運
動データ算出部１４での前述した処理は、端末４のプロセッサなどによって行われる。
【００９９】
本変形例では、端末４において、第２運動データが算出される。そして、算出された第
２運動データは、無線通信などによって、端末４からマッチング用サーバ（マッチング処
理ユニット）２に送信される。なお、本変形例でも、位置検出部１１、第１運動データ算
出部１２およびマッチング処理部１５での処理は、マッチング用サーバ２によって行われ
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る。したがって、マッチング処理部１５は、第１運動データ算出部１２で算出された第１
運動データ、および、端末４から送信された第２運動データを用いて、マッチング処理を
行う。
【０１００】
［第２実施形態］
以下、第２実施形態として、第１実施形態と同様の対応付けシステム１の適用例につい
て説明する。図１４は、端末４の接続状態を管理する管理システム１０を示す。管理シス
テム１０では、対応付けシステム１が適用され、管理システム１０は、マッチング用サー
バ２、カメラ３および端末４を備える。マッチング用サーバ２、カメラ３および端末４で
は、第１実施形態と同様の処理が行われる。
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【０１０１】
また、管理システム１０は、複数のアクセスポイント（ＡＰ）Ａ１〜Ａｋと、マッチン
グ情報管理サーバ（マッチング情報管理ユニット）２０と、接続状態管理サーバ（接続状
態管理ユニット）３０とを備える。本実施形態では、マッチング用サーバ２、マッチング
情報管理サーバ２０および接続状態管理サーバ３０によって、情報処理装置が構成される
。端末４は、アクセスポイントＡ１〜Ａｋの中から接続先となる１つに、無線通信によっ
て、接続される。ここで、アクセスポイントＡ１〜Ａｋの１つであるアクセスポイントＡ
αが端末４の接続先となる場合を考える。この場合、前述のセンサ情報などの情報が、端
末４からアクセスポイントＡαに送信される。そして、センサ情報は、端末４からの情報
を受けたアクセスポイントＡαを介して、マッチング用サーバ２に送信される。マッチン
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グ用サーバ２は、アクセスポイントＡαを介して送信されたセンサ情報を用いて、第１実
施形態などと同様の処理を行う。
【０１０２】
マッチング情報管理サーバ２０は、マッチング情報登録部２１、マッチング情報読取部
２２およびマッチング情報管理データベース（ＤＢ）２３を備える。ここで、マッチング
情報管理サーバ２０は、ＣＰＵ、ＡＳＩＣまたはＦＰＧＡなどを含むプロセッサ、および
、メモリを備える。そして、メモリに格納されたプログラムをプロセッサが実行すること
により、マッチング情報登録部２１およびマッチング情報読取部２２のそれぞれの機能が
、実現される。
【０１０３】
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マッチング情報管理サーバ２０のマッチング情報登録部２１は、マッチング処理部１５
からマッチング処理の処理結果を受取る。すなわち、マッチング処理部１５は、マッチン
グ情報管理サーバ２０に、ユーザＵと端末４とのマッチング情報を送信する。そして、マ
ッチング情報管理サーバ２０は、ユーザＵと端末４とのマッチング情報を管理する。
【０１０４】
マッチング情報管理ＤＢ２３には、ユーザＵと端末４とのマッチング情報が記憶される
。そして、マッチング情報登録部２１は、受取ったマッチング情報を、マッチング情報管
理ＤＢ２３に登録する。また、マッチング情報登録部２１は、受取ったマッチング情報に
基づいて、マッチング情報管理ＤＢ２３に記憶されるマッチング情報を更新する。そして
、マッチング情報読取部２２は、マッチング情報管理ＤＢ２３に記憶されたマッチング情
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報を読取る。
【０１０５】
接続状態管理サーバ３０は、接続状態登録部３１、接続状態読取部３２、接続状態制御
部３３および接続状態管理データベース（ＤＢ）３４を備える。ここで、接続状態管理サ
ーバ３０は、ＣＰＵ、ＡＳＩＣまたはＦＰＧＡなどを含むプロセッサ、および、メモリを
備える。そして、メモリに格納されたプログラムをプロセッサが実行することにより、接
続状態登録部３１、接続状態読取部３２および接続状態制御部３３のそれぞれの機能が、
実現される。
【０１０６】
接続状態管理サーバ３０は、アクセスポイントＡ１〜Ａｋの中で端末４の接続先となる
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１つ（例えばＡα）を介して、端末４と情報交換可能である。そして、接続状態登録部３
１は、端末４のリアルタイムの接続状態を取得し、端末４のリアルタイムの接続先を取得
する。すなわち、接続状態登録部３１は、端末４がリアルタイムでアクセスポイントＡ１
〜Ａｋの中のいずれに接続されているかを、認識する。
【０１０７】
接続状態管理ＤＢ３４には、端末４の接続状態に関する情報が記憶される。接続状態登
録部３１は、端末４のリアルタイムの接続状態に関する情報を、接続状態管理ＤＢ３４に
登録する。この際、端末４のリアルタイムの接続先が、接続状態管理ＤＢ３４に登録され
る。また、アクセスポイントＡ１〜Ａｋ間で端末４の接続先が切替えられた場合は、接続
状態登録部３１は、接続状態管理ＤＢ３４に記憶される接続状態に関する情報を更新する
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。この際、接続状態管理ＤＢ３４において、端末４のリアルタイムの接続先に関する情報
も、更新される。そして、接続状態読取部３２は、接続状態管理ＤＢ３４に記憶された接
続状態に関する情報を読取る。この際、接続状態読取部３２は、端末４のリアルタイムの
接続先、すなわち、端末４がリアルタイムにおいてアクセスポイントＡ１〜Ａｋのいずれ
に接続されているかを、読取る。
【０１０８】
接続状態読取部３２は、接続状態制御部３３に、接続状態管理ＤＢ３４から読取ったリ
アルタイムの接続状態に関する情報を送信する。また、接続状態制御部３３は、マッチン
グ情報読取部２２から、マッチング情報管理ＤＢ２３に記憶されるマッチング情報を受取
る。すなわち、マッチング情報読取部２２は、接続状態管理サーバ３０に、マッチング情
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報管理ＤＢ２３から読取ったマッチング情報を送信する。
【０１０９】
接続状態管理サーバ３０の接続状態制御部３３は、アクセスポイントＡ１〜Ａｋの中で
端末４の接続先となる１つ（例えばＡα）を介して、端末４を制御する。この際、接続状
態制御部３３は、マッチング情報管理サーバ２０によって管理されるマッチング情報、お
よび、接続状態読取部３２から受取った端末４のリアルタイムの接続状態に関する情報を
用いて、端末４の接続先を制御および管理する。すなわち、接続状態制御部３３は、マッ
チング情報、及び、端末４のリアルタイムの接続状態に基づいて、アクセスポイントＡ１
〜Ａｋの中のいずれに端末４を接続するかを、制御および管理する。
【０１１０】
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接続状態制御部３３は、マッチング情報管理サーバ２０に、マッチング情報を定期的に
問合わせる。そして、接続状態制御部３３は、マッチング情報管理サーバ２０から取得し
たマッチング情報に基づいて、端末４がいずれのカメラ３の視野に位置するかに関する情
報、及び、端末４がいずれのユーザＵと対応付けられているかに関する情報などを、取得
する。そして、接続状態制御部３３は、取得した情報に基づいて、端末４がアクセスポイ
ントＡ１〜Ａｋのいずれに接続すべきか判断する。そして、判断結果、端末４のリアルタ
イムの接続先が適切でない場合、接続状態制御部３３は、アクセスポイントＡ１〜Ａｋ間
で端末４の接続先を切替える制御信号を生成する。
【０１１１】
アクセスポイントＡ１〜Ａｋ間で端末４の接続先を切替える制御信号は、アクセスポイ
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ントＡ１〜Ａｋの中で端末４のリアルタイムの接続先となる１つ（例えばＡα）を介して
、端末４に伝達される。端末４は、接続状態制御部３３からの制御信号に基づいて、接続
先を切替える。この際、接続状態制御部３３が端末４の接続先として適切だと判断したア
クセスポイントに、接続先が切替えられる。端末４の接続先として適切だと判断したアク
セスポイントとしては、端末４に対応付けられたユーザＵを撮影したカメラに近いアクセ
スポイント、及び、通信エリアが広いアクセスポイント等である。
【０１１２】
例えば、端末４がアクセスポイントＡαに接続されている状態で、接続状態制御部３３
が、端末４の接続先としてアクセスポイントＡβが適切であると判断したとする。この場
合、接続状態制御部３３は、端末４の接続先をアクセスポイントＡαからアクセスポイン
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トＡβへ切替える指令を含む制御信号を生成する。そして、制御信号は、リアルタイムの
接続先であるアクセスポイントＡαを介して、端末４に送信される。制御信号を受取ると
、端末４は、アクセスポイントＡαとの接続を遮断する。そして、端末４は、アクセスポ
イントＡβに対して接続の要求を行い、端末４がアクセスポイントＡβに接続される。
【０１１３】
本実施形態でも、第１の実施形態と同様に、ユーザＵと端末４とが適切にマッチングさ
れる。このため、ユーザＵと端末４とのマッチング情報が、適切に生成される。そして、
本実施形態では、適切なマッチング情報を用いて、端末４の接続先を含む端末４の接続状
態が制御および管理される。したがって、端末４の接続状態が、適切に管理される。
【０１１４】
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［第２の実施形態の変形例］
なお、第２の実施形態では、マッチング用サーバ２、マッチング情報管理サーバ２０お
よび接続状態管理サーバ３０が別個に設けられるが、これに限るものではない。ある変形
例では、１つのサーバが、マッチング情報管理サーバ２０の前述の処理、および、接続状
態管理サーバ３０の前述の処理の両方を、行う。また、ある変形例では、１つのサーバが
、マッチング用サーバ２の前述の処理に加えて、マッチング情報管理サーバ２０の前述の
処理、および、接続状態管理サーバ３０の前述の処理の少なくとも一方を行う。
【０１１５】
また、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は適宜組み合わせて
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実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の
発明が含まれており、開示される複数の構成要件から選択された組み合わせにより種々の
発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が
削除されても、課題が解決でき、効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構
成が発明として抽出され得る。
【符号の説明】
【０１１６】
１…対応付けシステム、２…マッチング用サーバ、３…カメラ、４…端末、５…情報送
受信部、６…加速度センサ、７…センサ情報取得部、８…通信制御部、１０…管理システ
ム、１１…位置検出部、１２…第１運動データ算出部、１３…加速度検出部、１４…第２
運動データ算出部、１５…マッチング処理部、２０…マッチング情報管理サーバ、３０…
接続状態管理サーバ。
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