
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段と、
　第２の外部の装置と通信ができる通信可能状態および前記第２の外部の装置と通信がで
きない通信不能状態を有し、前記通信可能状態で前記第２の外部の装置と通信を行う第２
の通信手段と、
　前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から受信した

所定の信号に基づいて、予めインストールされた
アプリケーションソフトを起動するか否かを判断するとと

もに、前記第２の通信手段を前記通信可能状態および前記通信不能状態のいずれかに設定
するかを判断する判断手段と、
　前記判断手段によって判断された結果に基づいて前記第２の通信手段を前記通信可能状
態および前記通信不能状態のいずれかに設定するよう制御する制御手段とを備えたことを
特徴とする通信端末。
【請求項２】
前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から受信する所定の信号は、前記第２の通信
手段を前記通信可能状態に設定する通信可能状態設定信号を含むことを特徴とする請求項
１に記載の通信端末。
【請求項３】
前記通信端末は、さらに、前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から受信する所定
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の信号に応じて情報処理を行い、前記情報処理の結果に応じて前記第２の通信手段の通信
状態を制御する通信状態制御信号を生成する適応制御信号生成手段を備え、前記制御手段
は、前記適応制御信号生成手段が生成した通信状態制御信号に応じて前記第２の通信手段
を前記通信可能状態に設定するように制御することを特徴とする請求項１に記載の通信端
末。
【請求項４】
前記制御手段は、前記第２の通信手段が前記通信可能状態に設定されたときから一定時間
経過した後、前記第２の通信手段を前記通信不能状態に設定するよう制御することを特徴
とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項５】
前記第１の通信手段は、前記第２の通信手段を前記通信不能状態に設定する通信不能状態
設定信号を前記第１の外部の装置から受信し、前記制御手段は、前記第１の通信手段が前
記通信不能状態設定信号を受信したときに前記第２の通信手段を前記通信不能状態に設定
するよう制御することを特徴とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項６】
前記通信端末は、さらに、前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から特定の信号を
受信したとき、受信した前記特定の信号に応じて情報処理を行い、前記情報処理の結果に
応じて前記第２の通信手段の通信状態を制御する通信状態制御信号を生成する適応制御信
号生成手段を備え、前記制御手段は、前記適応制御信号生成手段が生成した通信状態制御
信号に応じて前記第２の通信手段を前記通信不能状態に設定するよう制御することを特徴
とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項７】
前記第１の通信手段および前記判断手段は、第１の通信機器によって構成され、
　前記第２の通信手段および前記制御手段は、前記第１の通信機器に着脱可能な第２の通
信機器によって構成され、
　前記第１の通信機器は、前記第２の通信機器と通信を行う第１の通信インタフェースを
有し、
　前記第２の通信機器は、前記第１の通信インタフェースと通信を行う第２の通信インタ
フェースを有し、
　前記第１の通信インタフェースは、前記判断手段によって判断された結果に基づいて前
記第２の通信手段を前記通信可能状態に設定するよう制御する通信可能設定信号を前記第
２の通信インタフェースに送信することを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れかに記
載の通信端末。
【請求項８】
前記第１の通信手段、前記第２の通信手段および前記制御手段は、第１の通信機器によっ
て構成され、
　前記判断手段は、前記第１の通信機器に着脱可能な第２の通信機器によって構成され、
　前記第１の通信機器は、前記第２の通信機器と通信を行う第１の通信インタフェースを
有し、
　前記第２の通信機器は、前記第１の通信インタフェースと通信を行う第２の通信インタ
フェースを有し、
　前記第１の通信インタフェースは、前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から受
信した信号を前記第２の通信インタフェースに送信し、
　前記第２の通信インタフェースは、前記第１の通信インタフェースによって送信された
信号に基づいて前記判断手段によって判断された結果に基づいて前記第２の通信手段を前
記通信可能状態に設定するよう制御する通信可能設定信号を前記第１の通信インタフェー
スに送信することを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れかに記載の通信端末。
【請求項９】
第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段と、第２の外部の装置と通信ができる通信
可能状態および前記第２の外部の装置と通信ができない通信不能状態を有し、前記通信可
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能状態で前記第２の外部の装置と通信を行う第２の通信手段とを備えた通信端末を制御す
るプログラムであって、
　コンピュータに、
　前記第１の通信手段によって前記第１の外部の装置から受信された

信号に基づいて、予めインストールされた
アプリケーションソフトを起動するか否かを判断すると

ともに前記信号が所定の信号を含むか否かを判断する判断ステップと、
　前記判断ステップで、前記第１の通信手段によって前記第１の外部の装置から受信され
た信号が前記所定の信号を含むと判断されたとき、前記第２の通信手段を前記通信可能状
態および前記通信不能状態のいずれかに設定するように制御する制御ステップとを実行さ
せることを特徴とする通信制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末、通信機器、および通信制御プログラムに関し、具体的には、携帯
電話やＩＣカード等の通信機能を有する装置またはそれらの組み合わせであって、２つ以
上の通信手段を有する通信端末および通信機器、並びにこれらの通信端末および通信機器
を制御する通信制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話で代表されるように、通信手段を有すると共に電池を着脱可能に内蔵す
る通信端末が広く普及した。これらの通信端末は、内蔵する電池から電力の供給を受けて
通信等の動作が可能になり、電源が供給されている状態で受信を待ち、送信指示の操作が
なされたときに送信するようになっている（以下、「能動的通信」という。）。その一方
、通信端末を使用しないときに電池からの電力の供給を停止できるように、電源をオン／
オフする電源スイッチが設けられている。
【０００３】
　一方、外部の装置から電磁波を介して電力の供給を受けて作動する、いわゆる「非接触
ＩＣカード」等の通信機器も実用化されている（以下、電力の供給を受けてなされる通信
を「受動的通信」という。）。改札口を通過する際に改札機にかざす定期券等がその一例
である。これらの通信機器は、電磁波の照射を受けるという外部の装置からの作用によっ
て作動を開始し、作動のために電池を内蔵しなくても済むようになっている。そして、こ
れらの通信機器は、電磁波の照射を受けて通信を行うと共に所定の情報処理も行うように
なっている。さらに最近では、電池を内蔵して電池からの電力の供給を受けて通信を行う
通信手段を付加した通信機器も考えられている。
【０００４】
　さらに、いわゆるＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）
等の赤外線を利用した通信や、使用に世界的に免許の要らない周波数帯の電波を利用した
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の通信等も実用化されてきた。これらは、ケーブルやコネクタ等を
介した接続無しに情報の送受を可能とし、送信ボタン等を操作して情報を送信するように
なっている（例えば、非特許文献１参照。）。そして、送信に先立ち、通信方式を選択す
る操作、通信機能（アプリケーションソフト）を選択する操作、通信相手を選択する等の
操作が一般に行われる。
【非特許文献１】ＺＤＮｅｔ　ＪＡＰＡＮ　社、「バイオと携帯電話、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈでつないでみました（１／２）」、 [ｏｎｌｉｎｅ ]、２００１年６月４日、 [２００３
年７月９日検索 ]、インターネット＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｄｎｅｔ．ｃｏ．ｊｐ／
ｍｏｂｉｌｅ／ｎｅｗｓ／０１０６／０４ｂｔ２＿ｍ．ｈｔｍｌ＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかし、このような従来の通信端末や通信機器では、能動的通信の機能を作動しようと
する場合、電源のオンオフ、通信方式の選択、通信機能の選択、通信相手の選択等の操作
や送信ボタン等の操作を行わなければならないという操作性の問題があった。これらの操
作は、子供やお年寄りその他の通信装置に不慣れな人達にとっては通信装置の利用上の障
害にもなっていた。
【０００６】
　また、電源スイッチをオンにすると、通信を行うか否かにかかわらず能動的通信の機能
を作動するための電力供給がなされ、電力が効率的に利用されないという問題があった。
そして、電力の効率的な利用のために電源を確認し、こまめにオン／オフすることは煩わ
しく、操作性上も問題であった。
【０００７】
　本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、受信した信号に応じて能動
的通信の機能を作動または停止させることによって、操作性を向上させると共に電力を効
率的に利用させることができる通信端末、通信機器、および通信制御プログラムを提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の通信端末は、第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段と、第２の外部の
装置と通信ができる通信可能状態および前記第２の外部の装置と通信ができない通信不能
状態を有し、前記通信可能状態で前記第２の外部の装置と通信を行う第２の通信手段と、
前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から所定の信号を受信したとき、前記第２の
通信手段を前記通信可能状態および前記通信不能状態のいずれかに設定するよう制御する
制御手段とを備えた構成を有している。
【０００９】
　この構成により、外部の装置から受信した信号に応じて第２の通信手段を通信可能状態
および通信不能状態のいずれかに設定するよう制御する制御手段を設けたため、受信した
信号に応じて能動的通信の機能を作動または停止させること、すなわち、必要なときに例
えば電源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動または停止させることができ
、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる通信端末を実現する
ことができる。
【００１０】
　また、本発明の通信端末は、前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から受信する
所定の信号が、前記第２の通信手段を前記通信可能状態に設定する通信可能状態設定信号
を含む構成を有している。
【００１１】
　この構成により、外部の装置から受信した通信可能状態設定信号に応じて制御手段が第
２の通信手段を通信可能状態に設定するため、簡易な構成で制御に必要な判断を行うこと
ができると共に、操作性を向上させかつ電力を効率的に利用させることができる通信端末
を実現することができる。
【００１２】
　また、本発明の通信端末は、さらに、前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から
受信する所定の信号に応じて情報処理を行い、前記情報処理の結果に応じて前記第２の通
信手段の通信状態を制御する通信状態制御信号を生成する適応制御信号生成手段を備え、
前記制御手段は、前記適応制御信号生成手段が生成した通信状態制御信号に応じて前記第
２の通信手段を前記通信可能状態に設定するように制御する構成を有している。
【００１３】
　この構成により、外部の装置から受信する信号に応じて情報処理を行い、情報処理の結
果に応じて第２の通信手段の通信状態を制御する通信状態制御信号を生成する適応制御信
号生成手段を設けたため、情報処理後に通信が必要になる場合でも能動的通信の機能を作
動させることが可能となり、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることが
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できる通信端末を実現することができる。
【００１４】
　また、本発明の通信端末は、前記制御手段が、前記第２の通信手段が前記通信可能状態
に設定されたときから一定時間経過した後、前記第２の通信手段を前記通信不能状態に設
定するよう制御する構成を有している。
【００１５】
　この構成により、第２の通信手段が通信可能状態に設定されたときから一定時間経過し
た後、第２の通信手段を通信不能状態に設定するよう制御するため、新たに信号を受信す
ることなく不要なときに例えば電源がオフされる等により能動的通信の機能を停止させる
ことが可能となり、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる通
信端末を実現することができる。
【００１６】
　また、本発明の通信端末は、前記第１の通信手段が、前記第２の通信手段を前記通信不
能状態に設定する通信不能状態設定信号を前記第１の外部の装置から受信し、前記制御手
段は、前記第１の通信手段が前記通信不能状態設定信号を受信したときに前記第２の通信
手段を前記通信不能状態に設定するよう制御する構成を有している。
【００１７】
　この構成により、外部の装置から受信した通信不能状態設定信号に応じて制御手段が第
２の通信手段を通信不能状態に設定するため、簡易な構成で制御に必要な判断を行うこと
ができると共に、操作性を向上させかつ電力を効率的に利用させることができる通信端末
を実現することができる。
【００１８】
　また、本発明の通信端末は、さらに、前記第１の通信手段が前記第１の外部の装置から
特定の信号を受信したとき、受信した前記特定の信号に応じて情報処理を行い、前記情報
処理の結果に応じて前記第２の通信手段の通信状態を制御する通信状態制御信号を生成す
る適応制御信号生成手段を備え、前記制御手段は、前記適応制御信号生成手段が生成した
通信状態制御信号に応じて前記第２の通信手段を前記通信不能状態に設定するよう制御す
る構成を有している。
【００１９】
　この構成により、外部の装置から受信する信号に応じて情報処理を行い、情報処理の結
果に応じて第２の通信手段の通信状態を制御する通信状態制御信号を生成する適応制御信
号生成手段を設けたため、情報処理後に通信が不要になった場合に例えば電源がオフされ
る等により能動的通信の機能を停止させることが可能となり、操作性を向上させると共に
電力を効率的に利用させることができる通信端末を実現することができる。
【００２０】
　また、本発明の通信機器は、第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段と、外部の
通信端末と通信を行う通信インタフェースと、前記第１の通信手段が前記第１の外部の装
置から信号を受信したとき、前記第１の外部の装置から受信した信号が予め決められた信
号であるか否かを判断する判断手段とを備え、前記通信インタフェースは、前記第１の通
信手段によって受信された信号が前記予め決められた信号であると前記判断手段によって
判断されたとき、前記外部の通信端末が有する第２の通信手段を通信可能な状態に設定す
るよう制御する通信可能設定信号を前記外部の通信端末に送信するようにした構成を有し
ている。
【００２１】
　この構成により、通信可能に接続される通信端末の第２の通信手段を、外部の装置から
受信する信号に応じて通信可能状態に設定するよう制御するため、通信装置同士を組み合
わせた場合でも受信した信号に応じて能動的通信の機能を作動させること、すなわち、必
要なときに例えば電源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動させることがで
き、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる通信機器を実現す
ることができる。
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【００２２】
　また、本発明の通信端末は、第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段と、通信を
行う第１の通信インタフェースとを備えた通信機器を、前記第１の通信インタフェースを
介して通信可能に接続することができる通信端末であって、前記第１の通信インタフェー
スと通信を行う第２の通信インタフェースと、第２の外部の装置と通信ができる通信可能
状態および前記第２の外部の装置と通信ができない通信不能状態を有し、前記通信可能状
態で前記第２の外部の装置と通信を行う第２の通信手段と、前記第１の外部の装置から前
記第１の通信手段によって受信された所定の信号を、前記第１の通信インタフェース経由
で前記第２の通信インタフェースが受信したとき、前記第２の通信手段を前記通信可能状
態に設定するよう制御する制御手段とを備えた構成を有している。
【００２３】
　この構成により、通信可能に接続された通信機器が外部の装置から受信した信号に応じ
て、第２の通信手段を通信可能状態に設定するよう制御するため、通信装置同士を組み合
わせた場合でも受信した信号に応じて能動的通信の機能を作動させること、すなわち、必
要なときに例えば電源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動させることがで
き、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる通信端末を実現す
ることができる。
【００２４】
　また、本発明の通信機器は、第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段と、前記第
１の通信手段が前記第１の外部の装置から受信した信号を外部の通信端末に送信すると共
に、前記外部の通信端末からの信号を受信する通信インタフェースと、第２の外部の装置
と通信ができる通信可能状態および前記第２の外部の装置と通信ができない通信不能状態
を有し、前記通信可能状態で前記第２の外部の装置と通信を行う第２の通信手段とを備え
、前記通信インタフェースが前記外部の通信端末から前記第２の通信手段を通信可能な状
態に設定する通信可能設定信号を受信したとき、前記第２の通信手段は、前記通信可能な
状態になるようにした構成を有している。
【００２５】
　この構成により、外部の装置から受信する信号に応じて通信端末が生成した通信可能設
定信号を受信し、受信した通信可能設定信号に応じて第２の通信手段が通信可能状態とな
るようにしたため、能動的通信の機能を有する通信機器の通信機能を通信端末から制御で
き、通信装置同士を組み合わせた場合でも受信した信号に応じて能動的通信の機能を作動
させること、すなわち、必要なときに例えば電源の供給がなされる等により能動的通信の
機能を作動させることができ、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させること
ができる通信機器を実現することができる。
【００２６】
　また、本発明の通信端末は、第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段と、通信を
行う第１の通信インタフェースと、第２の外部の装置と通信ができる通信可能状態および
前記第２の外部の装置と通信ができない通信不能状態を有し、前記通信可能状態で前記第
２の外部の装置と通信を行う第２の通信手段とを備えた通信機器を、前記第１の通信イン
タフェースを介して通信可能に接続することができる通信端末であって、前記第１の通信
インタフェースと通信を行う第２の通信インタフェースと、前記第１の通信手段によって
前記第１の外部の装置から受信された所定の信号を、前記第１の通信インタフェース経由
で前記第２の通信インタフェースが受信したとき、前記第２の通信手段を前記通信可能状
態に設定するように制御する通信可能状態設定制御信号を生成する制御信号生成手段とを
備え、前記第２の通信インタフェースは、前記制御信号生成手段が生成した前記通信可能
状態設定制御信号を前記第１の通信インタフェースに送信するようにした構成を有してい
る。
【００２７】
　この構成により、通信可能に接続された通信機器が外部の装置から受信した信号に応じ
て、この通信機器の第２の通信手段を通信可能状態に設定するように制御する通信可能状

10

20

30

40

50

(6) JP 3892426 B2 2007.3.14



態設定制御信号を送信するよう制御するため、通信装置同士を組み合わせた場合でも受信
した信号に応じて能動的通信の機能を作動させること、すなわち、必要なときに例えば電
源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動させることができ、操作性を向上さ
せると共に電力を効率的に利用させることができる通信端末を実現することができる。
【００２８】
　また、本発明の通信制御プログラムは、第１の外部の装置と通信を行う第１の通信手段
と、第２の外部の装置と通信ができる通信可能状態および前記第２の外部の装置と通信が
できない通信不能状態を有し、前記通信可能状態で前記第２の外部の装置と通信を行う第
２の通信手段とを備えた通信端末を制御するプログラムであって、コンピュータに、前記
第１の通信手段によって前記第１の外部の装置から受信された信号が所定の信号を含むか
否かを判断する判断ステップと、前記判断ステップで、前記第１の通信手段によって前記
第１の外部の装置から受信された信号が前記所定の信号を含むと判断されたとき、前記第
２の通信手段を前記通信可能状態および前記通信不能状態のいずれかに設定するように制
御する制御ステップとを実行させる構成を有している。
【００２９】
　この構成により、外部の装置から受信した信号に応じて第２の通信手段を通信可能状態
および通信不能状態のいずれかに設定するよう制御するようにしたため、受信した信号に
応じて能動的通信の機能を作動または停止させること、すなわち、必要なときに例えば電
源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動または停止させることができ、操作
性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる通信制御プログラムを実現
することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上説明したように、本発明は、外部の装置から受信した信号に応じて第２の通信手段
を通信可能状態および通信不能状態のいずれかに設定するよう制御するようにしたため、
受信した信号に応じて能動的通信の機能を作動または停止させること、すなわち、必要な
ときに例えば電源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動または停止させるこ
とができ、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる通信端末、
通信機器、および通信制御プログラムを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
【００３２】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図である。図
１において、通信端末１００は、第１の外部の装置２１０と通信する第１の通信手段１１
０、第２の外部の装置２２０と通信する第２の通信手段１３０、および第１の通信手段１
１０が第１の外部の装置２１０から受信した信号（以下、単に「受信信号」という。）に
応じて第２の通信手段１３０を制御する制御手段１２０を含むように構成される。
【００３３】
　ここで、第１の外部の装置２１０は通信機能を有するものであるが、この通信機能はい
わゆる非接触ＩＣカードと通信するリーダライタとしての機能であってもよい。この場合
、第１の通信手段１１０は、第１の外部の装置２１０から電磁波を介して電力の供給を受
けて通信機能が働き（以下、電磁波を介して電力の供給を受けてなされる通信を「受動的
通信」という。）、第１の外部の装置２１０と通信を行って信号を受信し、受信した信号
を制御手段１２０に出力するように構成される。言うまでもなく、第１の通信手段１１０
は、内蔵する電池等から電力の供給を受けて通信を行う（以下、「能動的通信」という。
）のでもよい。また、各通信は、赤外線や可視光を介して行われるのでもよい。
【００３４】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る通信端末１００の具体的構成の一例を示す図
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である。図２に示すように、制御手段１２０は、データ処理や制御を行うＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１２１、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）やその他のプログラムおよび制御用のデータ等を記憶するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２２、ＣＰＵ１２１で用いるプログラムやデータ等を記憶す
るＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２３、所定のデータを不揮発
かつ書替可能に記憶するＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）１２４、および第２の通信手段１３０に供給する電
力のオン／オフを切り替えるオン／オフ手段１２５を含むように構成されるのでもよい。
【００３５】
　第１の通信手段１１０は、図２に示すようにアンテナと高周波処理手段１１１（図２で
は、「ＲＦ処理手段」として示す。）とを含むように構成される。高周波処理手段は、受
信した信号を少なくても復調して制御手段１２０のＣＰＵ１２１に出力するようになって
いる。なお、第１の通信手段１１０が受動的通信を行う場合は、受信した電波を介して得
られる電力を受動的通信用の駆動電力に変換する処理（以下、単に「受動的通信用電力変
換処理」という。）がなされる。
【００３６】
　通信端末１００は、また図２に示すように、通信端末１００を操作やデータを入力する
ための操作部１０１と、操作部１０１から入力された情報、ＣＰＵ１２１の処理で得られ
た情報、ＥＥＰＲＯＭ１２４に記憶された情報、第２の通信手段１３０を介して第２の外
部の装置２２０から受信した情報、その他の情報を表示する表示部１０２を含むのでもよ
い。
【００３７】
　ここで、ＣＰＵ１２１は、第１の通信手段１１０が第１の外部の装置２１０から受信し
た信号に応じてオン／オフ手段１２５を制御して、第２の通信手段１３０に供給する電力
のオン／オフを切り替えさせる処理を行うとともに、第２の通信手段１３０を制御して第
２の外部の装置２２０とのセションを確立させ又は終了させる等の制御を行うようになっ
ている。なお、ＣＰＵ１２１は、第２の通信手段１３０を制御して第２の外部の装置２２
０が通信を許可された装置か否かの照合を行い、認証を得るようにさせるのでもよい。
【００３８】
　ＣＰＵ１２１が行う制御は、第１の通信手段１１０が第１の外部の装置２１０から受信
した信号に応じて行われ、この信号は、第２の通信手段１３０を通信可能な状態（以下、
単に「通信可能状態」という。）に設定することを指示する通信可能状態設定信号であっ
てもよい。同様に、第１の通信手段１１０が第１の外部の装置２１０から受信する信号は
、第２の通信手段１３０を通信ができない状態（以下、単に「通信不能状態」という。）
に設定することを指示する通信不能状態設定信号であってもよい。そして、通信可能状態
設定信号および通信不能状態設定信号は、単なるトリガでも、所定のプロトコルに従った
信号であってもよい。又、第１の通信手段１１０が第１の外部の装置２１０から受信する
信号は、データ、プログラム、データ付プログラム、その他の情報を内容とする信号でも
よいものとし、これらの信号を受信する場合については、後述する。
【００３９】
　オン／オフ手段１２５には、第２の通信手段１３０に供給する電力が入力され、オン／
オフ手段１２５は、ＣＰＵ１２１が制御のために出力する制御信号に応じて第２の通信手
段１３０に供給する電力のオン／オフを行うようになっている。
【００４０】
　第２の通信手段１３０は、第２の外部の装置２２０と通信可能な通信可能状態と通信が
できない通信不能状態とを有し、通信可能状態への設定または通信不能状態への設定は、
制御手段１２０の制御の下に行われるようになっている。そして、通信可能状態は、セシ
ョンを確立しなくてもよい通信の場合は、オン／オフ手段１２５を介して電力が供給され
たときの状態をいい、セションを確立して行う通信の場合は、オン／オフ手段１２５を介
して電力が供給され、さらに第２の外部の装置２２０とセションが確立したときの状態を
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いう。なお、上記の認証を得るようにさせる構成の場合は、認証が得られたときの状態を
いうものとする。したがって、上記の通信可能状態は、セションを確立して行う通信の場
合は、第２の通信手段１３０に電源が供給されただけでは通信可能状態とはならず、上記
の認証を得るようにさせる構成の場合は、セションが確立されただけでは通信可能状態と
はならない。
【００４１】
　これに対して、上記の通信不能状態は、セションを確立して行う通信の場合は、オン／
オフ手段１２５を介した電力の供給またはセションの確立のいずれか又は両方がないとき
の状態をいう。また、セションを確立しなくてもよい通信の場合は、オン／オフ手段１２
５を介した電力の供給がないときの状態をいう。さらに、認証を得るようにさせる構成の
場合は、この認証が得られない状態も通信不能状態となる。
【００４２】
　以下、本発明の第１の実施の形態に係る通信端末１００の動作について説明する。図３
～図５は、本発明の第１の実施の形態に係る通信端末１００の動作を説明するためのシー
ケンス図である。以下では、予め通信を行うべき特定の第２の外部の装置２２０があり、
第２の外部の装置２２０を第２の通信手段１３０が認証する構成の場合を例に説明する。
【００４３】
　まず、第１の外部の装置２１０によって送信された信号は、第１の通信手段１１０によ
って受信される（Ｓ３０１）。ここで、第１の通信手段１１０が受動的通信を行う場合は
、上記の受動的通信用電力変換処理がなされ、この処理と並行してステップＳ３０１での
処理がなされる。いうまでもなく、第１の通信手段１１０が能動的通信を行う場合は、ス
テップＳ３０１での処理だけでよい。
【００４４】
　ステップＳ３０１で第１の通信手段１１０が信号を受信したら、受信信号は、第１の通
信手段１１０によって制御手段１２０に出力される（Ｓ３０２）。ここで、第１の通信手
段１１０が受動的通信を行う場合は、上記の受動的通信用電力変換処理と並行してステッ
プＳ３０２での処理がなされる。いうまでもなく、第１の通信手段１１０が能動的通信を
行う場合は、ステップＳ３０２での処理だけでよい。
【００４５】
　第１の通信手段１１０によって受信信号が制御手段１２０に出力されたら、受信信号に
応じていかなる制御や情報処理が必要になるかが制御手段１２０によって判定される（Ｓ
３０３）。ここで、ステップＳ３０３でなされる判定の結果には、第２の通信手段１３０
を通信可能状態に設定するように制御することの他に、通信不能状態に設定するように制
御すること、何も制御しないこと、何らかの情報処理を行うこと等が含まれるのでもよい
。図３は、判定結果が、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定するように制御すべ
き内容である場合における動作の一例を示すシーケンス図である。
【００４６】
　ステップＳ３０３での判定結果が、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定するよ
うに制御すべき内容である場合は、以下の処理がなされる。
【００４７】
　まず、第２の通信手段１３０に電力を供給するようにオン／オフ手段１２５が制御され
る（以下、「起動処理」という。Ｓ３０４）。なお、この起動処理は、制御手段１２０と
第２の通信手段１３０との間で通信可能状態を設定させるための信号の送受信を開始させ
る処理であるものとし、セションを確立しなくてもよい通信の場合は、この処理によって
第２の通信手段１３０が通信可能状態に設定されることになり、第２の外部の装置２２０
と通信可能になる。
【００４８】
　ステップＳ３０４で第２の通信手段１３０に電力が供給され、制御手段１２０と第２の
通信手段１３０との間の信号の送受信が可能となったら、第２の通信手段１３０に対して
第２の外部の装置２２０とのセションを確立させる命令（以下、単に「セション確立命令
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」という。）が制御手段１２０によって出力される（Ｓ３０５）。
【００４９】
　ステップＳ３０５でセションの確立命令が第２の通信手段１３０に出力されたら、第２
の外部の装置２２０とセション確立（セションを確立すること。）のための通信が第２の
通信手段１３０によってなされる（Ｓ３０６）。セション確立のための通信は、言うまで
もなく第２の通信手段１３０と第２の外部の装置２２０との間の複数ステップにわたる処
理であるが、説明の都合上、１つのステップで簡略して述べると共に、これらは公知であ
り、その説明を省略する。
【００５０】
　ステップＳ３０６で第２の通信手段１３０と第２の外部の装置２２０とのセションが確
立されたら、セションが確立されたことを内容とする応答が第２の通信手段１３０によっ
て制御手段１２０に出力される（Ｓ３０７）。
【００５１】
　ステップＳ３０７で第２の通信手段１３０から出力された応答が制御手段１２０に入力
されたら、第２の外部の装置２２０と予め登録された通信対象の装置（以下、単に「登録
済装置」という。）との照合を行って登録済装置として認証するか否かの判断を行わせる
命令（以下、単に「認証命令」という。）が制御手段１２０によって第２の通信手段１３
０に出力される（Ｓ３０８）。
【００５２】
　ステップＳ３０８で認証命令が第２の通信手段１３０に入力されたら、第２の外部の装
置２２０と登録済装置との照合に必要な情報（以下、「照合情報」という。）を得るため
の通信が第２の通信手段１３０によってなされ、この通信で得られた照合情報に基づいて
上記の認証が第２の通信手段１３０によって行われる（Ｓ３０９）。照合情報としては、
例えば、パスワードや第２の外部の装置２２０の識別情報とがあり、照合情報を得るため
の通信は、言うまでもなく第２の通信手段１３０と第２の外部の装置２２０との間の複数
ステップにわたる処理であるが、説明の都合上、１つのステップで簡略して説明した。認
証処理は、公開鍵暗号化方式を用いて、いわゆる「チャレンジ＆レスポンス」による認証
を行う処理であってもよい。
【００５３】
　ステップＳ３０９で第２の外部の装置２２０が登録済装置と認証されたら、登録済装置
と認証されたことを内容とする応答が第２の通信手段１３０によって制御手段１２０に出
力される（Ｓ３１０）。ステップＳ３１０で認証されると第２の通信手段１３０と第２の
外部の装置２２０との通信が可能となる。一方、認証されないと、第２の通信手段１３０
と第２の外部の装置２２０との通信ができないこととなり、その後、制御手段１２０が第
２の通信手段１３０に対して後述するセションを終了したり、さらに電力の供給を切断す
るように制御したりするのでもよい。
【００５４】
　一方、ステップＳ３０３での判定結果が、第２の通信手段１３０を通信不能状態に設定
するように制御すべき内容である場合は、以下の処理がなされる。図４は、判定結果が、
第２の通信手段１３０を通信不能状態に設定するように制御すべき内容である場合におけ
る動作の一例を示すシーケンス図である。
【００５５】
　まず、ステップＳ３０６で第２の通信手段１３０によって確立されたセションを終了す
べき命令（以下、単に「セション終了命令」という。）が制御手段１２０によって第２の
通信手段１３０に出力される（Ｓ４２１）。
【００５６】
　ステップＳ４２１でセション終了命令が第２の通信手段１３０に出力されたら、第２の
外部の装置２２０とセションを終了するための通信が第２の通信手段１３０によってなさ
れる（Ｓ４２２）。セション終了のための通信は、言うまでもなく第２の通信手段１３０
と第２の外部の装置２２０との間の複数ステップにわたる処理であるが、説明の都合上、
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１つのステップで簡略して述べると共に、これらは公知であり、その説明を省略する。
【００５７】
　ステップＳ４２２で第２の通信手段１３０と第２の外部の装置２２０とのセションが終
了したら、セションを終了したことを内容とする応答が第２の通信手段１３０によって制
御手段１２０に出力される（Ｓ４２３）。
【００５８】
　ステップＳ４２３でセションが終了したことを内容とする応答が制御手段１２０に出力
されると、第２の通信手段１３０に供給する電力を遮断させるようにオン／オフ手段１２
５が制御手段１２０によって制御される（以下、「停止処理」という。Ｓ４２４）。この
停止処理によって、制御手段１２０と第２の通信手段１３０との間の信号の送受信は、停
止されることになる。
【００５９】
　なお、第２の通信手段１３０を通信不能状態に設定する制御として、以下に示すように
行うのでもよい。図５は、上記のステップＳ３１０で認証がなされたことを内容とする応
答を制御手段１２０が受けた後に、第２の通信手段１３０を通信不能状態に設定する制御
の一例を示すシーケンス図である。
【００６０】
　ステップＳ３０９で認証が得られ、その応答がステップＳ３１０で第２の通信手段１３
０から制御手段１２０に出力されたら、応答を受けた時からの経過時間の計測が制御手段
１２０によってなされ、経過時間が予め設定された時間（以下、「設定経過時間」という
。）になるのを検出する（Ｓ５１１）。ここで、経過時間の計測は、例えば、ＣＰＵ１２
１のクロックを用いて行うのでも、その他の方法で行うのでもよい。
【００６１】
　応答を受けた後の経過時間が設定経過時間になったことがステップＳ５１１で制御手段
１２０によって検出されたら、上記のステップＳ４２１～Ｓ４２４での処理（セションを
終了し、第２の通信手段１３０に供給する電力を遮断する処理）がなされる。
【００６２】
　以上説明したように、本発明の第１の実施の形態に係る通信端末は、外部の装置から受
信した信号に応じて第２の通信手段を通信可能状態および通信不能状態のいずれかに設定
するよう制御する制御手段を設けたため、受信した信号に応じて能動的通信の機能を作動
または停止させることが可能となり、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させ
ることができる。例えば、内蔵電池から電力の供給を受けて通信を行う携帯電話機等の携
帯通信端末では、必要なときに通信手段に電力が供給されることになり、通信が不要なと
きには電力が供給されないため、内蔵電池の寿命を延長させることができ、きわめて有効
である。また、通信端末のユーザがサービスを利用したいと思ったときに、通信端末（例
えば、携帯電話機）を上記の外部の装置（例えば、改札機）にかざす等の平易な操作を行
って外部の装置から信号を受信するだけでサービス利用のための通信が可能となる。また
、サービスを受けるための操作の回数を少なくできたり、直感的な操作で済むようにする
ことができたり、煩雑な操作なしにサービスを受けることなどができる。
【００６３】
　また、外部の装置から受信した通信可能状態設定信号に応じて制御手段が第２の通信手
段を通信可能状態に設定し、または、外部の装置から受信した通信不能状態設定信号に応
じて制御手段が第２の通信手段を通信不能状態に設定するため、簡易な構成で制御に必要
な判断を行うことができると共に、操作性を向上させかつ電力を効率的に利用させること
ができる。
【００６４】
　また、第２の通信手段が通信可能状態に設定されたときから一定時間経過した後、第２
の通信手段を通信不能状態に設定するよう制御するため、新たに信号を受信することなく
能動的通信の機能を停止させることが可能となり、操作性を向上させると共に電力を効率
的に利用させることができる。
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【００６５】
　また、上記で説明した通信端末の制御動作を実現するプログラムを用いても同様の効果
を得ることができる。すなわち、上記の第１の通信手段と、第２の通信手段とを備えた通
信端末を制御するプログラムであって、コンピュータに、第１の通信手段によって第１の
外部の装置から受信された信号が所定の信号を含むか否かを判断する判断ステップと、こ
の判断ステップで、第１の通信手段によって第１の外部の装置から受信された信号が所定
の信号を含むと判断されたとき、第２の通信手段を通信可能状態および通信不能状態のい
ずれかに設定するように制御する制御ステップとを実行させる通信制御プログラムを用い
ても同様の効果が得られる。
【００６６】
　（第２の実施の形態）
　図６は、本発明の第２の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図である。図
６において、本発明の第２の実施の形態に係る通信端末６００は、本発明の第１の実施の
形態に係る通信端末１００に、適応制御信号生成手段６２１を付加したように構成される
。本発明の第２の実施の形態では、第１の通信手段１１０が第１の外部の装置２１０から
受信する信号は、データ、プログラム、データ付プログラム、その他の情報を内容とする
信号であって、この信号を受信した後に所定の情報処理を行うように構成された通信端末
について説明する。
【００６７】
　ここで、本発明の第２の実施の形態に係る通信端末６００の具体的構成は、本発明の第
１の実施の形態に係る通信端末１００の具体的構成と同様に、図２に示すように構成され
るのでもよい。すなわち、後述する適応制御信号生成手段６２１の動作をＣＰＵ１２１、
ＲＯＭ１２２、およびＲＡＭ１２３等によって実現するのでもよい。
【００６８】
　適応制御信号生成手段６２１には、第１の通信手段１１０が第１の外部の装置２１０か
ら受信した信号が入力され、適応制御信号生成手段６２１は、この受信信号が予め決めら
れた信号の場合、この信号について予め決められた情報処理を行い、情報処理の結果に応
じて第２の通信手段１３０の通信状態を制御する通信状態制御信号を生成するようになっ
ている。
【００６９】
　具体的には、以下のように動作するのでもよい。第１の通信手段１１０が複数の数値デ
ータを受信したとき、適応制御信号生成手段６２１は、数値データの平均値を算出する情
報処理を行い、この情報処理で算出された平均値の情報を第２の外部の装置２２０に送信
するために第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定するように制御する通信状態制御
信号（以下、「通信オン信号」という。）を生成し、制御手段１２０に出力する。この通
信オン信号が出力されて、制御手段１２０は、通信オン信号に応じて第２の通信手段１３
０を通信可能状態に設定する。第２の通信手段１３０が通信可能状態に設定されたら、適
応制御信号生成手段６２１は、制御手段１２０および第２の通信手段１３０を介して第２
の外部の装置２２０に上記の情報処理で算出された平均値の情報を第２の外部の装置２２
０に送信する。平均値の情報を第２の外部の装置２２０に送信する処理が完了したら、適
応制御信号生成手段６２１は、第２の通信手段１３０を通信不能状態に設定するように制
御する通信状態制御信号（以下、「通信オフ信号」という。）を生成し、制御手段１２０
に出力する。この通信オフ信号が入力されて、制御手段１２０は、第２の通信手段１３０
を通信不能状態に設定するように制御する。
【００７０】
　また、第１の通信手段１１０がデータを内容とする信号を受信し、適応制御信号生成手
段６２１が受信したデータを圧縮する処理を行い、第２の通信手段１３０を介して第２の
外部の装置２２０に圧縮したデータを送信するのでもよい。さらに、予め決められた信号
が入力されたら、これに対応するメッセージを第２の外部の装置２２０に送信するのでも
よい。すなわち、適応制御信号生成手段６２１は、何らかの予め決められた信号が入力さ
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れたら、入力された信号に応じて情報処理を行い、その結果に応じて通信状態を制御させ
る信号を生成するようになっている。
【００７１】
　以下、本発明の第２の実施の形態に係る通信端末６００の動作について説明する。図７
は、本発明の第２の実施の形態に係る通信端末６００の動作を説明するためのシーケンス
図である。以下では、予め通信を行うべき特定の第２の外部の装置２２０があり、第２の
外部の装置２２０を第２の通信手段１３０が認証する構成の場合を例に説明する。また、
図７に示す各ステップのうち、本発明の第１の実施の形態において説明したステップ（図
３参照）と同様の処理を行うステップについては同一の符号を付し、その説明を省略する
。
【００７２】
　ステップＳ３０２で受信信号が第１の通信手段１１０によって適応制御信号生成手段６
２１に出力されたら、受信信号に応じた情報処理が適応制御信号生成手段６２１によって
なされ、情報処理の結果が第２の通信手段１３０を介して第２の外部の装置２２０と通信
するように予め決められている内容のとき、第２の通信手段１３０の通信可能状態に設定
するように制御する通信オン信号を生成する（Ｓ７０３）。
【００７３】
　ステップＳ７０３で第２の通信手段１３０の通信可能状態に設定するように制御する通
信オン信号が生成されたら、通信オン信号が適応制御信号生成手段６２１によって制御手
段１２０に出力され（Ｓ７０４）、本発明の第１の実施の形態で説明したステップＳ３０
４～Ｓ３１０で第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定する制御が制御手段１２０に
よってなされる。なお、本発明の第２の実施の形態では、本発明の第１の実施の形態と同
様に、通信可能状態は上記の認証をした後の状態をいう。
【００７４】
　ステップＳ３１０で第２の通信手段１３０が通信可能状態に設定されたら、このことを
内容とする応答が制御手段１２０から適応制御信号生成手段６２１に出力される（Ｓ７１
１）。この応答を受けると、適応制御信号生成手段６２１は、ステップＳ７０３での情報
処理で得られた情報を第２の通信手段１３０を介して第２の外部の装置２２０に出力でき
るようになる。
【００７５】
　第２の通信手段１３０を介して第２の外部の装置２２０との通信が完了すると、第２の
通信手段１３０を通信不能状態に設定するように制御する通信オフ信号が適応制御信号生
成手段６２１によって生成される（Ｓ７１２）。
【００７６】
　ステップＳ７１２で通信オフ信号が生成されると、通信オフ信号が適応制御信号生成手
段６２１によって制御手段１２０に出力され（Ｓ７１３）、本発明の第１の実施の形態で
説明したステップＳ４２１～Ｓ４２４で、第２の通信手段１３０を通信不能状態に設定す
る制御が制御手段１２０によってなされる。
【００７７】
　ステップＳ４２４で第２の通信手段１３０が通信不能状態に設定されると、このことを
内容とする応答が制御手段１２０から適応制御信号生成手段６２１に出力される（Ｓ７２
５）。これによって適応制御信号生成手段６２１の処理は終了する。
【００７８】
　以下では、上記の動作の具体例として、通信端末６００が、（１）起動するアプリケー
ションソフト（以下、単に「起動アプリ」という。）の識別情報（以下、「起動アプリＩ
Ｄ」という。）および起動パラメータからなるトリガ情報を第１の外部の装置２１０から
受信し、（２）受信したトリガ情報に基づいて特定される起動アプリを指定された起動パ
ラメータで起動し、（３）第２の外部の装置２２０とデータの送受信を行う、動作を取り
上げ、いくつかの例を説明する。
【００７９】
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　ここで、上記の第１の外部の装置２１０、通信端末６００、および第２の外部の装置２
２０としては、例えば、以下に示すものであってもよい。まず、第１の外部の装置２１０
としては、ＩＣカード等と非接触に通信を行うリーダライタを有する銀行受付端末でもよ
い。通信端末６００としては、第１の通信手段１１０として第１の外部の装置（銀行受付
端末）２１０のリーダライタと受動的通信を行う通信手段を有し、第２の通信手段１３０
として、いわゆるブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）という規格で通信（以下、単に
「ブルートゥース通信」という。）を行うＢＴ通信手段を有する携帯電話機でもよい。第
２の外部の装置２２０としては、上記の銀行における諸サービスを実現するための処理を
行う銀行処理端末であって、ＢＴ通信手段を有するものでもよい。
【００８０】
　そして、第１の外部の装置（銀行受付端末）２１０は、リーダライタを介して、第１の
外部の装置（銀行端末）２１０が設置された銀行で行うサービスを実現するための起動ア
プリの識別情報（起動アプリＩＤ）、受付番号、および第２の外部の装置（銀行処理端末
）２２０の処理端末特定情報を内容とするトリガ情報を通信端末（携帯電話機）６００に
出力するものとする（ケース１）。本発明の第２の実施の形態では、通信端末（携帯電話
機）６００のユーザ（以下、単に「端末ユーザ」という。）が利用しようとしている銀行
を「応対銀行」といい、応対銀行の起動アプリを応対銀行起動アプリというものとする。
【００８１】
　なお、通信端末（携帯電話機）６００は、上記の応対銀行起動アプリを含む複数の銀行
の起動アプリが予めインストールされているものとする。また、通信端末（携帯電話機）
６００は、表示手段を有し、起動アプリに応じたサービスメニューを表示するようになっ
ているのでもよい。そして、適応制御信号生成手段６２１は、上記のトリガ情報を第１の
通信手段１１０が受信したとき、トリガ情報に応じた処理を行い、第２の通信手段１３０
を通信可能状態に設定する通信状態制御信号を生成するようになっている。ここでは、通
信可能状態を、第２の外部の装置２２０の認証を必要としない通信が可能な状態とする。
【００８２】
　この場合、まず、通信端末（携帯電話機）６００は、応対銀行で第１の外部の装置（銀
行受付端末）２１０と通信して、上記のトリガ情報を受信する（上記の（１））。
【００８３】
　通信端末（携帯電話機）６００がトリガ情報を受信すると、その中に上記の応対銀行起
動アプリＩＤが含まれるか否かを判断する。この例では、受信したトリガ情報に応対銀行
の起動アプリＩＤが含まれるため、適応制御信号生成手段６２１は、応対銀行の起動アプ
リＩＤによって特定される起動アプリを起動する（その際、サービスメニュー等を上記の
表示手段に表示するのでもよい）（上記の（２））。
【００８４】
　次に、適応制御信号生成手段６２１は、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定す
る通信状態制御信号を生成する。ここで、応対銀行には複数の第２の外部の装置（銀行処
理端末）２２０が設置されており、上記の処理端末特定情報で特定される第２の外部の装
置（銀行処理端末）２２０と通信可能状態になるように第２の通信手段１３０を制御する
通信状態制御信号が生成される。適応制御信号生成手段６２１が生成した通信状態制御信
号に応答して、制御手段１２０は、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定するよう
に制御する。制御手段１２０の制御により、第２の通信手段１３０が通信可能状態に設定
されると、端末ユーザは、例えば、サービスメニューの所定の項目を選択する。端末ユー
ザが上記の項目を選択すると、第２の通信手段１３０は、上記の受付番号および選択した
項目を第２の外部の装置（銀行処理端末）２２０に送信し、第２の外部の装置（銀行処理
端末）２２０を介して応対銀行のサービスを受けるための通信が開始される（上記の（３
））。
【００８５】
　上記のように構成することによって、端末ユーザは、応対銀行の起動アプリを特定して
起動する等の煩雑な操作を行うことなく応対銀行のサービスを受けることができるように
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なる。
【００８６】
　また、通信端末６００は、第２の通信手段１３０として、ＢＴ通信手段と、ＩｒＤＡの
規格で通信を行うＩｒＤＡ通信手段と、リーダライタとを有する携帯電話機でもよい。こ
の場合、第２の外部の装置２２０は、上記の銀行における諸手続きを行う銀行処理端末で
あって、ＢＴ通信手段、ＩｒＤＡ通信手段、およびリーダライタのいずれか１以上の通信
手段を有するものとする。そして、第１の外部の装置２１０は、ケース１と同様に銀行受
付端末であり、リーダライタを介して以下のトリガ情報を通信端末（携帯電話機）６００
に出力するものとする（ケース２）。ここで、ケース２のトリガ情報は、ケース１で示し
たトリガ情報に、第２の通信手段１３０を構成する通信手段のいずれかを特定する情報（
以下、単に「第２の通信手段特定情報」という。）を加えたものとする。
【００８７】
　なお、通信端末（携帯電話機）６００は、上記の応対銀行起動アプリを含む複数の銀行
の起動アプリが予めインストールされているものとする。また、適応制御信号生成手段６
２１は、上記のトリガ情報を第１の通信手段１１０が受信したとき、トリガ情報に応じた
処理を行い、第２の通信手段特定情報に基づいて特定される第２の通信手段１３０を通信
可能状態に設定する通信状態制御信号を生成するようになっている。
【００８８】
　この場合、まず、通信端末（携帯電話機）６００は、応対銀行で第１の外部の装置（銀
行受付端末）２１０から送信されるケース２のトリガ情報を受信する（上記の（１））。
【００８９】
　通信端末（携帯電話機）６００がトリガ情報を受信すると、その中に上記の応対銀行起
動アプリＩＤおよび上記の第２の通信手段特定情報が含まれるか否かを判断する。通信端
末（携帯電話機）６００が受信したトリガ情報に応対銀行の起動アプリＩＤおよび第２の
通信手段特定情報が含まれる場合、適応制御信号生成手段６２１は、応対銀行の起動アプ
リＩＤによって特定される起動アプリを起動する（その際、サービスメニュー等を上記の
表示手段に表示するのでもよい）（上記の（２））。
【００９０】
　次に、適応制御信号生成手段６２１は、第２の通信手段特定情報で特定される第２の通
信手段１３０を通信可能状態に設定する通信状態制御信号を生成する。ここでは、第２の
通信手段特定情報で特定される通信手段は、ＩｒＤＡ通信手段とする。適応制御信号生成
手段６２１によって通信状態制御信号が生成されると、制御手段１２０は、第２の通信手
段１３０のうちのＩｒＤＡ通信手段を通信可能状態に設定する制御を行う。ここでは、説
明の都合上、「通信可能状態」を「通信端末（携帯電話機）６００と第２の外部の装置２
２０とでセションが確立した状態」とする。制御手段１２０の制御により、ＩｒＤＡ通信
手段が通信可能状態に設定されると、端末ユーザは、例えば、サービスメニューの所定の
項目を選択する。端末ユーザが上記の項目を選択すると、第２の通信手段１３０は、Ｉｒ
ＤＡ通信手段経由で上記の受付番号および選択した項目を第２の外部の装置（銀行処理端
末）２２０に送信し、第２の外部の装置（銀行処理端末）２２０を介して応対銀行のサー
ビスを受けるための通信が開始される（上記の（３））。
【００９１】
　上記のように構成することによって、端末ユーザは、応対銀行の通信手段を特定して選
択する等の煩雑な操作を行うことなく応対銀行のサービスを受けることができるようにな
る。
【００９２】
　上記のケース１の通信に付加して、第１の外部の装置（銀行受付端末）２１０が通信端
末（携帯電話機）６００と通信する際（受付の際）に、端末ユーザが口座から引出し等の
決済処理を行う場合などのために、以下のトリガ情報を通信端末（携帯電話機）６００に
出力するのでもよい（ケース３）。ここで、ケース３のトリガ情報は、ケース１で示した
トリガ情報に、第２の外部の装置（銀行処理端末）２２０が端末ユーザを認証する処理（
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以下、単に「認証処理」という。）を行う必要があることを通知するメッセージ、および
認証方法を特定する情報（以下、「認証方法ＩＤ」という。）を加えたものとする。
【００９３】
　この場合は、まず、通信端末（携帯電話機）６００は、応対銀行で第１の外部の装置（
銀行受付端末）２１０から送信されるケース３のトリガ情報を受信する（上記の（１））
。
【００９４】
　通信端末（携帯電話機）６００がトリガ情報を受信すると、その中に上記の応対銀行起
動アプリＩＤが含まれるか否かを判断する。通信端末（携帯電話機）６００が受信したト
リガ情報に応対銀行起動アプリＩＤが含まれる場合、適応制御信号生成手段６２１は、応
対銀行起動アプリを起動する（その際、サービスメニュー等を上記の表示手段に表示する
のでもよい）（上記の（２））。その後、端末ユーザは、通信端末（携帯電話機）６００
に引き出しを行う指示（以下、単に「引き出し指示」という。）を入力するものとする（
指示は、例えばサービスメニューを介して行うのでもよい。）。
【００９５】
　適応制御信号生成手段６２１は、端末ユーザによって入力された引き出し指示に応答し
て以下の処理を行う。まず、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定する通信状態制
御信号、および上記の認証処理を指示する信号（以下、単に「認証処理指示信号」という
。）を生成する。適応制御信号生成手段６２１が生成した通信状態制御信号に応答して、
制御手段１２０は、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定するように制御する。次
に、上記の受付番号および端末ユーザが入力した引き出し指示を第２の外部の装置（銀行
処理端末）２２０に送信する等の所定の処理が行われる。そして、口座から引き出しを行
う処理が開始されようとするとき、引き出しの処理の開始に先立って、適応制御信号生成
手段６２１が生成した認証処理指示信号に応答して、制御手段１２０は、上記の認証処理
を行うために第２の通信手段１３０を介して第２の外部の装置（銀行処理端末）２２０と
所定のデータの送受信を行う（上記の（３））。ここで、認証は、例えばチャレンジ＆レ
スポンス等の認証方法で行うのでもよい。第２の外部の装置（銀行処理端末）２２０によ
って端末ユーザが認証されたら、引き出しの処理を行うことが可能となる。そして、引出
しが行われた場合、引き出された金額の電子マネーが通信端末（携帯電話機）６００に保
持されるのでもよい。
【００９６】
　以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係る通信端末は、外部の装置から受
信する信号に応じて情報処理を行い、情報処理の結果に応じて第２の通信手段の通信状態
を制御する通信状態制御信号を生成する適応制御信号生成手段を設けたため、情報処理後
に通信が必要になる場合に電源がオン／オフされる等により能動的通信の機能を作動また
は停止させることが可能となり、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させるこ
とができる。その結果、本発明の第１の実施の形態と同様に、携帯通信端末が内蔵する電
池の寿命を延長させることができ、また、通信端末のユーザがサービスを利用したいと思
ったときに、通信端末を上記の外部の装置にかざす等の平易な操作を行うだけでサービス
利用のための通信ができることになる。
【００９７】
　（第３の実施の形態）
　図８は、本発明の第３の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図である。図
８において、本発明の第３の実施の形態に係る通信端末８００は、本発明の第１の実施の
形態に係る通信端末１００を構成する第２の通信手段１３０がブルートゥース通信を行う
第１のブルートゥース通信手段８３０（図８に、「第１のＢＴ通信手段８３０」と示す。
）として構成されるものである。
【００９８】
　以下では、第１のブルートゥース通信手段８３０と通信する第２の外部の装置２２０は
、いわゆるピコネット（Ｐｉｃｏｎｅｔ）上でブルートゥース通信を行うための第２のブ
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ルートゥース通信手段２２１を有する装置（ブルートゥース機器ともいう。）であり、ピ
コネット上でいわゆるマスターとして働く装置であってもスレーブとして働く装置でもよ
いものとする。
【００９９】
　以下、本発明の第３の実施の形態に係る通信端末８００の動作について説明する。図９
は、本発明の第３の実施の形態に係る通信端末８００の動作を説明するためのシーケンス
図である。以下では、第１のブルートゥース通信手段８３０は、ピコネット上の特定の第
２の外部の装置２２０と通信するものとし、第２の外部の装置２２０を第１のブルートゥ
ース通信手段８３０が認証する構成の場合を例に説明する。また、図９には、本発明の第
１の実施の形態において説明したＳ３０１～Ｓ３０３のステップが図示されていないが、
含まれているものとする。
【０１００】
　ステップＳ３０３での判定結果が、第１のブルートゥース通信手段８３０を通信可能状
態に設定するように制御すべき内容である場合は、第１のブルートゥース通信手段８３０
に電力を供給するようにオン／オフ手段１２５が制御されると共に、ブルートゥース通信
のためのセション確立等のために必要な機能が働くことができるような状態に設定される
（Ｓ９０４）。以下では、ステップＳ９０４での処理を起動処理という。起動処理によっ
て、第１のブルートゥース通信手段８３０は、ブルートゥースの規格で通信を開始できる
状態に設定される。
【０１０１】
　ステップＳ９０４で起動処理が完了したら、第１のブルートゥース通信手段８３０に対
して第２の外部の装置２２０とのブルートゥース通信を確立させる命令（以下、単に「ブ
ルートゥース通信確立命令」という。）が制御手段１２０によって出力される（Ｓ９０５
）。
【０１０２】
　ステップＳ９０５でブルートゥース通信確立命令が第１のブルートゥース通信手段８３
０に出力されると、第２の外部の装置２２０とのブルートゥース通信を確立するための通
信が第１のブルートゥース通信手段８３０によってなされる（Ｓ９０６）。ブルートゥー
ス通信確立のための通信は、言うまでもなく第１のブルートゥース通信手段８３０と第２
の外部の装置２２０との間の複数ステップにわたる処理であるが、説明の都合上、１つの
ステップで簡略して述べると共に、これらは公知であり、その説明を省略する。
【０１０３】
　ステップＳ９０６で第１のブルートゥース通信手段８３０と第２の外部の装置２２０と
のブルートゥース通信が確立されたら、ブルートゥース通信が確立されたことを内容とす
る応答が第１のブルートゥース通信手段８３０によって制御手段１２０に出力される（Ｓ
９０７）。
【０１０４】
　以下、Ｓ９０８～Ｓ９１０のステップで、本発明の第１の実施の形態のＳ３０８～Ｓ３
１０のステップでの処理と同様に第２の外部の装置２２０を認証する処理が行われる。以
上は、第１のブルートゥース通信手段８３０を通信可能状態に設定するための動作である
が、通信不能状態に設定する動作についても通信プロトコルは異なるが、本発明の第１の
実施の形態において説明したものと同様にできる。
【０１０５】
　本発明の第３の実施の形態は、例えば、展示会等で会場に設けられた受付端末を第１の
外部の装置２１０とし、会場内でブルートゥース通信する端末を第２の外部の装置２２０
とする通信環境下で、第１の外部の装置２１０が通信可能状態設定信号等の所定の信号を
通信端末８００に送信し、通信端末８００の制御手段１２０が第１のブルートゥース通信
手段８３０の通信状態を制御する場合に適用できる。また、会場の出口に設けられた端末
を第１の外部の装置２１０とし、第１の外部の装置２１０が通信不能状態設定信号等の所
定の信号を通信端末８００に送信する場合にも同様に適用できる。
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【０１０６】
　以上説明したように、本発明の第３の実施の形態に係る通信端末は、外部の装置から受
信した信号に応じて第１のブルートゥース通信手段を通信可能状態および通信不能状態の
いずれかに設定するよう制御する制御手段を設けたため、受信した信号に応じて能動的通
信の機能を作動または停止させることが可能となると共に、複数の外部の装置と通信が可
能となり、操作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる。その結果
、本発明の第１の実施の形態と同様に、携帯通信端末が内蔵する電池の寿命を延長させる
ことができ、また、通信端末のユーザがサービスを利用したいと思ったときに、通信端末
を上記の外部の装置にかざす等の平易な操作を行うだけでサービス利用のための通信がで
きることになる。
【０１０７】
　（第４の実施の形態）
　図１０は、本発明の第４の実施の形態に係る通信機器と通信端末とが通信可能に接続さ
れた状態のブロック構成を示す図である。ここで、本発明の第４の実施の形態に係る通信
機器１０００および通信端末１１００の構成部のうち、本発明の第１の実施の形態に係る
通信端末１００の構成部と同様の処理を行うものについては同一の符号を付し、その説明
を省略する。
【０１０８】
　図１０において、本発明の第４の実施の形態に係る通信機器１０００は、第１の外部の
装置２１０と通信する第１の通信手段１０１０、第１の通信手段１０１０が受信した信号
を処理して所定の判断を行う判断手段１０２０、および通信端末１１００と通信するため
の第１の通信インタフェース１０３０（図１０に、「第１のＩ／Ｆ」として示す。）を含
むように構成される。ここで、第１の通信手段１０１０が受動的通信を行う場合、判断手
段１０２０および第１の通信インタフェース１０３０は、第１の通信手段１０１０が受動
的通信用電力変換処理を行って得られた電力の供給を受けて動作するのでもよい。
【０１０９】
　又、本発明の第４の実施の形態に係る通信端末１１００は、通信機器１０００の第１の
通信インタフェース１０３０と通信する第２の通信インタフェース１１１０（図１０に、
「第２のＩ／Ｆ」として示す。）、第２の外部の装置２２０と通信する第２の通信手段１
３０、および第１の通信インタフェース１０３０から出力された信号に応じて第２の通信
手段１３０を制御する制御手段１２０を含むように構成される。
【０１１０】
　判断手段１０２０は、詳細には、第１の通信手段１０１０が受信した信号を処理し、そ
の処理の結果に基づいて第２の通信手段１３０の通信状態を制御することを要するか否か
を判断し（以下、「受信信号の判断処理」という。）、判断の結果が通信状態の制御を要
するものである場合、通信状態を制御するための信号を第１の通信インタフェース１０３
０を介して通信端末１１００に出力するようになっている。ここで、第１の通信手段１０
１０が受信した信号に、本発明の第１の実施の形態の通信可能状態設定信号や通信不能状
態設定信号等の通信状態を制御する信号が含まれている場合は、判断手段１０２０は、こ
れらと予め通信状態を制御する信号として登録された信号とを比較して判断する処理を行
うのでもよい。
【０１１１】
　判断の結果、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定するよう制御する必要がある
とされた場合、判断手段１０２０は、第２の通信手段１３０を通信可能状態に設定する通
信可能設定信号を生成して第１の通信インタフェース１０３０を介して出力し、第２の通
信手段１３０を通信不能状態に設定するよう制御する必要があるとされた場合、判断手段
１０２０は、第２の通信手段１３０を通信不能状態に設定する通信不能設定信号を生成し
て第１の通信インタフェース１０３０を介して出力するようになっている。
【０１１２】
　ここで、本発明の第４の実施の形態に係る通信機器１０００は、例えば、ＩＣカード等
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のように外部の装置と通信する手段１０１０および所定の情報処理を行う手段１０２０を
有すると共に、通信端末１１００に着脱可能に取り付けられ、通信端末１１００との間で
情報の送受信ができるように構成されるのでもよい。通信機器１０００は、単独で、第１
の外部の装置２１０と通信して通信機器１０００が所有するデータを第１の外部の装置２
１０に送信する等の機能を有するのでもよい。
【０１１３】
　図１１は、本発明の第４の実施の形態に係る通信機器１０００および通信端末１１００
の具体的構成の一例を示す図である。ここで、通信端末１１００は、例えば携帯電話機等
でもよく、通信機器１０００を着脱するためのスロットが設けられ、またはチップ埋め込
み等により通信機器１０００が固定されているのでもよい。通信機器１０００は、第１の
通信手段１０１０として外部のリーダライタと非接触で通信を行うＲＦ処理手段１０１１
を有する非接触型ＩＣ等の機器であってもよい。
【０１１４】
　図１１において、第１の通信手段１０１０は、本発明の第１の実施の形態において説明
した高周波処理手段と同様の機能を有する高周波処理手段１０１０として構成され、判断
手段１０２０は、データ処理や制御を行う通信機器ＣＰＵ１０２１、通信機器ＣＰＵ１０
２１で用いるプログラムやデータ等を記憶する通信機器ＲＡＭ１０２２、並びに、ＯＳや
その他のプログラムおよび制御用のデータ等を記憶する不揮発メモリ１０２３を含むよう
に構成されるのでもよい。ここで、不揮発メモリ１０２３は、書換可能な不揮発メモリで
もよい。
【０１１５】
　なお、判断手段１０２０は、上記の処理以外に定期券としての機能を実現する処理や決
済処理等の情報処理も行い、通信機器１０００が単独で動作できるように構成されるので
もよい。これらの機能を実現するためのプログラムやデータは、不揮発メモリ１０２３に
記憶され、処理の際に通信機器ＣＰＵ１０２１によって不揮発メモリ１０２３から読み出
され、通信機器ＲＡＭ１０２２に記憶されるようになっているのでもよい。通信機器１０
００が単独で動作する場合、判断手段１０２０が処理して得られた情報は、第１の通信手
段１０１０を介して第１の外部の装置２１０に送信されるように構成されるのでもよい。
【０１１６】
　第１の通信インタフェース１０３０および第２の通信インタフェース１１１０等の通信
インタフェースについては、これらの構成およびこれらの間で行われる通信の動作につい
ては公知であり、その説明を省略する。
【０１１７】
　以下、本発明の第４の実施の形態に係る通信機器１０００と通信端末１１００の動作に
ついて説明する。図１２は、本発明の第４の実施の形態に係る通信機器１０００と通信端
末１１００の動作を説明するためのシーケンス図である。
【０１１８】
　まず、第１の外部の装置２１０によって送信された信号は、第１の通信手段１０１０に
よって受信される（Ｓ１２０１）。ステップＳ１２０１で受信された信号は、判断手段１
０２０に出力され（Ｓ１２０２）、ステップＳ１２０２で第１の通信手段１０１０から判
断手段１０２０に出力された信号に基づいて受信信号の判断処理が判断手段１０２０によ
ってなされる（Ｓ１２０３）。
【０１１９】
　ステップＳ１２０３での受信信号の判断処理の結果が第２の通信手段１３０を通信可能
状態に設定すべき内容である場合、上記の通信可能設定信号が生成され（Ｓ１２０４）、
ステップＳ１２０４で生成された通信可能設定信号が第１の通信インタフェース１０３０
に出力され（Ｓ１２０５）、第１の通信インタフェース１０３０および第２の通信インタ
フェース１１１０を介して制御手段１２０に中継される（Ｓ１２０６）。
【０１２０】
　ステップＳ１２０６で通信可能設定信号が制御手段１２０に中継されると、本発明の第
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１の実施の形態のＳ３０４～Ｓ３１０の各ステップでの処理がなされ、第２の通信手段１
３０が通信可能状態に設定されるように制御手段１２０によって制御される。
【０１２１】
　一方、ステップＳ１２０３での受信信号の判断処理の結果が第２の通信手段１３０を通
信不能状態に設定すべき内容である場合については、図示しなかったが、この場合は、上
記の通信不能設定信号が生成され、第１の通信インタフェース１０３０および第２の通信
インタフェース１１１０を介して制御手段１２０に中継され、制御手段１２０によって第
２の通信手段１３０が通信不能状態に設定されるように制御される。
【０１２２】
　以上説明したように、本発明の第４の実施の形態に係る通信機器および通信端末は、通
信機器と通信可能に接続される通信端末の第２の通信手段を、通信機器が外部の装置から
受信する信号に応じて通信可能状態に設定するよう制御するため、通信装置同士を組み合
わせた場合でも受信した信号に応じて能動的通信の機能を作動させること、すなわち、必
要なときに電源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動させることができ、操
作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる。その結果、本発明の第
１の実施の形態と同様に、通信端末または通信機器が内蔵する電池の寿命を延長させるこ
とができ、また、ユーザがサービスを利用したいと思ったときに、通信機器を接続した通
信端末を上記の外部の装置にかざす等の平易な操作を行うだけでサービス利用のための通
信ができることになる。
【０１２３】
　また、通信機器と通信端末とを組み合わせることによって互いの機能を拡張した動作が
可能となる。
【０１２４】
　（第５の実施の形態）
　図１３は、本発明の第５の実施の形態に係る通信機器と通信端末とが通信可能に接続さ
れた状態のブロック構成を示す図である。図１３において、本発明の第５の実施の形態に
係る通信機器１３００は、第１の外部の装置２１０と通信する第１の通信手段１０１０、
第１の通信手段１０１０が受信した信号を通信端末１４００に出力する第１の通信インタ
フェース１３２０（図１３に、「第１のＩ／Ｆ」として示す。）、および第１の通信イン
タフェース１３２０を介して入力された信号を第２の外部の装置２２０に送信する第２の
通信手段１３３０を含むように構成される。
【０１２５】
　ここで、本発明の第５の実施の形態の第１の通信手段１０１０は、本発明の第４の実施
の形態の第１の通信手段１０１０と同様の機能を有するものとする。また、第２の通信手
段１３３０は、本発明の第１の実施の形態の第２の通信手段１３０と同様に通信可能状態
と通信不能状態とを有し、通信端末１４００から入力される制御信号に応じて通信状態が
設定されるように制御されるものとする。
【０１２６】
　また、本発明の第５の実施の形態に係る通信端末１４００は、第１の通信インタフェー
ス１３２０と通信する第２の通信インタフェース１４１０、および第２の通信インタフェ
ース１４１０を介して入力された信号に基づいて、第２の通信手段１３３０の通信状態を
設定するよう制御する制御信号を生成し、第２の通信インタフェース１４１０を介して第
２の通信手段１３０に出力する制御信号生成手段１４２０を含むように構成される。
【０１２７】
　ここで、制御信号生成手段１４２０が生成する制御信号には、第２の通信手段１３３０
を通信可能状態に設定するように制御する通信可能設定信号、および第２の通信手段１３
３０を通信不能状態に設定するように制御する通信可能設定信号が含まれるものとする。
また、制御信号生成手段１４２０は、第２の通信インタフェース１４１０に信号を出力し
ないのでもよいものとする。以下では、上記の制御信号を生成するか否か、又はいかなる
制御信号を生成するかの判定処理を受信信号の判定処理という。
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【０１２８】
　ここで、第１の通信手段１０１０が受動的通信を行う手段である場合、第１の通信イン
タフェース１３２０は、以下のように構成されるものとする。まず、第１の通信手段１０
１０が電波を受信したときは、第１の通信手段１０１０が受動的通信用電力変換処理して
得られた電力が供給されて第１の通信インタフェース１３２０等が動作するものとする。
次に、制御信号生成手段１４２０が第２の通信インタフェース１４１０を介して第１の通
信インタフェース１３２０に上記の制御信号等を出力する場合は、第２の通信インタフェ
ース１４１０を介して第１の通信インタフェース１３２０及び第２の通信手段１３３０に
電力が供給され、第１の通信インタフェース１３２０及び第２の通信手段１３３０が動作
するものとする。
【０１２９】
　図１４は、本発明の第５の実施の形態に係る通信機器１３００および通信端末１４００
の具体的構成の一例を示す図である。ここで、通信端末１４００は、例えば携帯電話機等
でもよく、通信機器１３００を着脱するためのスロットが設けられ、またはチップ埋め込
み等により通信機器１３００が固定されているのでもよい。通信機器１３００は、第１の
通信手段１０１０として外部のリーダライタと非接触で通信を行うＲＦ処理手段１０１１
を有し、第２の通信手段１３３０としてリーダライタ機能を有する非接触通信手段を有す
る非接触型ＩＣ等の機器であってもよい。
【０１３０】
　図１４において、通信機器１３００は、第１の外部の装置２１０から信号を受信したと
き、単独でも所定の情報処理を行うことができるように、本発明の第４の実施の形態に示
す物と同様の、データ処理や制御を行う通信機器ＣＰＵ１０２１、通信機器ＣＰＵ１０２
１で用いるプログラムやデータ等を記憶する通信機器ＲＡＭ１０２２、並びに、ＯＳやそ
の他のプログラムおよび制御用のデータ等を記憶する不揮発メモリ１０２３を含むように
構成されるのでもよい。ここで、不揮発メモリ１０２３は、書換可能な不揮発メモリでも
よい。
【０１３１】
　以下、本発明の第５の実施の形態に係る通信機器１３００と通信端末１４００の動作に
ついて説明する。図１５は、本発明の第５の実施の形態に係る通信機器１３００と通信端
末１４００の動作を説明するためのシーケンス図である。
【０１３２】
　まず、第１の外部の装置２１０によって送信された信号は、第１の通信手段１０１０に
よって受信される（Ｓ１５０１）。ステップＳ１５０１で受信された信号は、第１の通信
インタフェース１３２０に出力され（Ｓ１５０２）、第１の通信インタフェース１３２０
及び第２の通信インタフェース１４１０によって中継されて制御信号生成手段１４２０に
出力される（Ｓ１５０３、Ｓ１５０４）。ステップＳ１５０４で受信信号が制御信号生成
手段１４２０に出力されると、上記の受信信号の判定処理が制御信号生成手段１４２０に
よって行われる（Ｓ１５０５）。
【０１３３】
　ステップＳ１５０５での受信信号の判定処理の結果が第２の通信手段１３３０を通信可
能状態に設定すべき内容である場合、上記の通信可能設定信号が制御信号生成手段１４２
０によって生成される（Ｓ１５０６）。ステップＳ１５０６で生成された通信可能設定信
号は、第２の通信インタフェース１４１０に出力される（Ｓ１５０７）。ここで、第１の
通信手段１０１０が受動的通信を行う場合、通信可能設定信号が生成されると第１の通信
インタフェース１３２０及び第２の通信手段１３３０が第２の通信インタフェース１４１
０から電力の供給を受け、動作可能となるものとする。
【０１３４】
　ステップＳ１５０７で通信可能設定信号が第２の通信インタフェース１４１０に出力さ
れると、第１の通信インタフェース１３２０を介して第２の通信手段１３３０に通信可能
設定信号が中継され（Ｓ１５０８、Ｓ１５０９）、入力された通信可能設定信号に応じて
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第２の通信手段１３３０と制御信号生成手段１４２０とを通信可能とする起動処理がなさ
れる（Ｓ１５１０）。
【０１３５】
　ステップＳ１５１０で起動処理がなされたら、第２の通信手段１３３０と第２の外部の
装置２２０とのセションを確立する通信がなされる（Ｓ１５１１）。ステップＳ１５１１
で第２の通信手段１３３０と第２の外部の装置２２０とのセションが確立したら、そのこ
とを内容とする応答が第２の通信手段１３３０から第１の通信インタフェース１３２０に
出力され（Ｓ１５１２）、第１の通信インタフェース１３２０及び第２の通信インタフェ
ース１４１０を中継して（Ｓ１５１３）制御信号生成手段１４２０に出力される（Ｓ１５
１４）。
【０１３６】
　次に、ステップＳ１５０５での受信信号の判定処理の結果が第２の通信手段１３３０を
通信不能状態に設定すべき内容である場合の動作について、図１６を用いて説明する。こ
の場合、上記の通信不能設定信号が制御信号生成手段１４２０によって生成される（Ｓ１
６２１）。ステップＳ１６２１で生成された通信不能設定信号は、第２の通信インタフェ
ース１４１０に出力される（Ｓ１６２２）。
【０１３７】
　ステップＳ１６２２で通信不能設定信号が第２の通信インタフェース１４１０に出力さ
れると、第１の通信インタフェース１３２０を介して第２の通信手段１３３０に通信不能
設定信号が中継される（Ｓ１６２３、Ｓ１６２４）。通信不能設定信号が第２の通信手段
１３３０に中継されると、第２の通信手段１３３０と第２の外部の装置２２０とのセショ
ンを終了する通信がなされる（Ｓ１６２５）。
【０１３８】
　ステップＳ１６２５で第２の通信手段１３３０と第２の外部の装置２２０とのセション
が終了したら、そのことを内容とする応答が第２の通信手段１３３０から第１の通信イン
タフェース１３２０に出力され（Ｓ１６２６）、第１の通信インタフェース１３２０及び
第２の通信インタフェース１４１０を中継して制御信号生成手段１４２０に出力される（
Ｓ１６２７、Ｓ１６２８）。ステップＳ１６２８で応答を制御信号生成手段１４２０が受
け取ると、第２の通信手段１３３０と制御信号生成手段１４２０との通信を終了する停止
処理がなされる（Ｓ１６２９）。
【０１３９】
　上記では、第２の通信手段１３３０が第２の外部の装置２２０を通信対象装置として認
証する動作を省略したが、本発明の第１の実施の形態において説明した動作と同様に行う
ことができる。
【０１４０】
　以上説明したように、本発明の第５の実施の形態に係る通信機器および通信端末は、通
信端末と通信可能に接続される通信機器の第２の通信手段を、通信機器が外部の装置から
受信する信号に応じて通信可能状態に設定するよう制御するため、通信装置同士を組み合
わせた場合でも受信した信号に応じて能動的通信の機能を作動させること、すなわち、必
要なときに電源の供給がなされる等により能動的通信の機能を作動させることができ、操
作性を向上させると共に電力を効率的に利用させることができる。その結果、本発明の第
１の実施の形態と同様に、通信端末または通信機器が内蔵する電池の寿命を延長させるこ
とができ、また、ユーザがサービスを利用したいと思ったときに、通信機器を接続した通
信端末を上記の外部の装置にかざす等の平易な操作を行うだけでサービス利用のための通
信ができることになる。
【０１４１】
　また、通信機器と通信端末とを組み合わせることによって互いの機能を拡張した動作が
可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
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　本発明にかかる通信端末、通信機器、および通信制御プログラムは、受信した信号に応
じて能動的通信の機能を作動または停止させることを可能とすることによって、操作性を
向上させると共に電力を効率的に利用させることができる効果を有し、２つ以上の通信手
段を有する通信端末および通信機器、並びにこれらの通信端末および通信機器を制御する
通信制御プログラム等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る通信端末の具体的構成の一例を示すブロック図
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る通信端末が第２の通信手段を通信可能状態に設
定する動作の一例を説明するためのシーケンス図
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る通信端末が第２の通信手段を通信不能状態に設
定する動作の一例を説明するためのシーケンス図
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る通信端末が第２の通信手段を通信可能状態に設
定する動作の他の一例を説明するためのシーケンス図
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る通信端末の動作を説明するためのシーケンス図
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る通信端末の動作を説明するためのシーケンス図
【図１０】本発明の第４の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図
【図１１】本発明の第４の実施の形態に係る通信端末の具体的構成の一例を示すブロック
図
【図１２】本発明の第４の実施の形態に係る通信端末の動作を説明するためのシーケンス
図
【図１３】本発明の第５の実施の形態に係る通信端末のブロック構成を示す図
【図１４】本発明の第５の実施の形態に係る通信端末の具体的構成の一例を示すブロック
図
【図１５】本発明の第５の実施の形態に係る通信端末が第２の通信手段を通信可能状態に
設定する動作の一例を説明するためのシーケンス図
【図１６】本発明の第５の実施の形態に係る通信端末が第２の通信手段を通信不能状態に
設定する動作の一例を説明するためのシーケンス図
【符号の説明】
【０１４４】
　１００、６００、１１００、１４００　通信端末
　１０１　操作部
　１０２　表示部
　１１０、１０１０　第１の通信手段
　１１１、１０１１　高周波処理手段
　１２０　制御手段
　１２１　ＣＰＵ
　１２２　ＲＯＭ
　１２３　ＲＡＭ
　１２４　ＥＥＰＲＯＭ
　１２５　オン／オフ手段
　１３０、１３３０　第２の通信手段
　２１０　第１の外部の装置
　２１１　リーダライタ
　２２０　第２の外部の装置
　２２１　第２のブルートゥース通信手段
　６２１　適応制御信号生成手段
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　８３０　第１のブルートゥース通信手段
　１０００、１３００　通信機器
　１０２０　判断手段
　１０２１　通信機器ＣＰＵ
　１０２２　通信機器ＲＡＭ
　１０２３　不揮発メモリ
　１０３０、１３２０　第１の通信インタフェース
　１１１０、１４１０　第２の通信インタフェース
　１４２０　制御信号生成手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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