
JP 5124678 B2 2013.1.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線媒体を介してプライマリデバイスに無線でリンクされたリモートデバイスにて、該
リモートデバイスに配置されたアンテナにて電圧及び／又は電流を誘起するＲＦＩＤの走
査を前記プライマリデバイスから受信し、
　前記誘起された電圧及び／又は電流を用いて、前記リモートデバイスに対応する識別情
報を前記プライマリデバイスへ前記ＲＦＩＤの走査に応答して送信し、
　前記リモートデバイスをトリガして、前記プライマリデバイスとの前記無線リンクを前
記ＲＦＩＤの走査の受信に応答して終了させる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＲＦＩＤの走査を行うために必要な伝送レンジが、前記無線媒体における前記無線
リンクの伝送レンジよりも短い請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アンテナはトランスポンダのアンテナコイルである、請求項１又は２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記リモートデバイスの無線媒体がブルートゥースである、請求項１乃至３のいずれか
に記載の方法。
【請求項５】
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　前記リモートデバイスをトリガすることにより、該リモートデバイスのモード変更をト
リガする請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記モード変更は、前記リモートデバイスの従前の動作モードに基づく請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　前記リモートデバイスは、ポーリング問い合わせに応答しない請求項５又は６に記載の
方法。
【請求項８】
　前記リモートデバイスは、前記プライマリデバイスのモード変更の通知を受ける請求項
５乃至７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記モード変更が、アクティビティレベル変更、他のデバイスへの可視性変更、又はパ
ワーレベル維持変更の少なくとも１つを含む、
ことを特徴とする請求項５乃至８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記モード変更を確認するために、可聴、可視、又は触覚のインジケータが起動される
、請求項５乃至９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　リモートデバイスであって、
　無線媒体を介して無線でリンクされたプライマリデバイスからＲＦＩＤの走査を受信す
ることにより電圧及び／又は電流が誘起されるアンテナと、
　前記誘起された電圧及び／又は電流を用いて、前記リモートデバイスに対応する識別情
報を前記プライマリデバイスへ前記ＲＦＩＤの走査に応答して送信し、且つ、前記リモー
トデバイスをトリガして、前記プライマリデバイスとの前記無線リンクを前記ＲＦＩＤの
走査の受信に応答して終了させる、プロセッサと、
を備えるリモートデバイス。
【請求項１２】
　前記ＲＦＩＤの走査を行うために必要な伝送レンジが、前記無線媒体における前記無線
リンクの伝送レンジよりも短い請求項１１に記載のリモートデバイス。
【請求項１３】
　前記アンテナはトランスポンダのアンテナコイルである、請求項１１又は１２に記載の
リモートデバイス。
【請求項１４】
　前記リモートデバイスの無線媒体がブルートゥースである、請求項１１乃至１３のいず
れかに記載のリモートデバイス。
【請求項１５】
　前記リモートデバイスをトリガすることにより、該リモートデバイスのモード変更をト
リガする請求項１１乃至１４のいずれかに記載のリモートデバイス。
【請求項１６】
　前記モード変更は、前記リモートデバイスの従前の動作モードに基づく請求項１５に記
載のリモートデバイス。
【請求項１７】
　前記リモートデバイスは、ポーリング問い合わせに応答しない請求項１５又は１６に記
載のリモートデバイス。
【請求項１８】
　前記リモートデバイスは、前記プライマリデバイスのモード変更の通知を受ける請求項
１５乃至１７のいずれかに記載のリモートデバイス。
【請求項１９】
　前記モード変更が、アクティビティレベル変更、他のデバイスへの可視性変更、又はパ
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ワーレベル維持変更の少なくとも１つを含む、
ことを特徴とする請求項１５乃至１８のいずれかに記載のリモートデバイス。
【請求項２０】
　前記リモートデバイスにおける前記モード変更を確認するために、可聴、可視、又は触
覚のインジケータが起動される、
ことを特徴とする請求項１５乃至１９のいずれかに記載のリモートデバイス。
【請求項２１】
　コンピュータに、
　無線媒体を介してプライマリデバイスに無線でリンクされたリモートデバイスにて、該
リモートデバイスに配置されたアンテナにて電圧及び／又は電流を誘起する前記プライマ
リデバイスからのＲＦＩＤの走査を受信する段階と、
　前記誘起された電圧及び／又は電流を用いて、前記リモートデバイスに対応する識別情
報を前記プライマリデバイスへ前記ＲＦＩＤの走査に応答して送信し、
　前記リモートデバイスをトリガして、前記プライマリデバイスとの前記無線リンクを前
記ＲＦＩＤの走査の受信に応答して終了させる段階と、
を実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年１２月２１日に出願された名称「通信リンクを閉じるための方法
」の米国出願番号１１／３１２，７７３に基づき、これに対する優先権を請求するもので
あり、この内容全体は引用により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、無線通信がリンクされたリモートデバイスの動作を制御するためのシステム
に関し、より詳細には、第１無線媒体でリモートデバイスを走査することにより、第２無
線媒体を用いて無線通信を行うリモートデバイスの動作を制御するシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　現代社会は、無線通信用に携帯用デバイスを急速に導入し、これに依存するようになっ
てきた。例えば、携帯電話は、通信品質及びデバイスの機能性の両方における技術上の進
歩により世界的市場で激増し続けている。これらの無線通信デバイス（ＷＣＤ）は、個人
用及び業務用の両方で普及しており、ユーザが多くの地理的場所から音声、テキスト、グ
ラフィックデータを送受信することができるようになった。これらのデバイスによって利
用される通信ネットワークは、異なる周波数にわたり、異なるブロードキャストの距離を
カバーしており、各々が種々のアプリケーションに望ましい長所を有する。
【０００４】
　セルラーネットワークは、広い地理的エリアにわたってＷＣＤ通信を可能にする。これ
らのネットワーク技術は、１９７０年代後半から１９８０年代初めに基本的な音声通信を
提供した第１世代（１Ｇ）アナログ式携帯電話から始まり、２００６～２００７年の期間
に予定された現在の新生の４Ｇストリーミングデジタルビデオコンテンツにまで、一般的
に世代で分けられている。ＧＳＭは、ヨーロッパでは９００ＭＨＺ～１．８ＧＨＺの帯域
、米国では１．９ＧＨＺで通信する幅広く利用されている２Ｇデジタルセルラーネットワ
ークの実施例である。このネットワークは、音声通信を提供し、更にショートメッセージ
ングサービス（ＳＭＳ）を介してテキストデータの送信をサポートする。ＳＭＳにより、
ＷＣＤは最大１６０文字のテキストメッセージを送受信することができ、パケットネット
ワーク、ＩＳＤＮ、及びＰＯＴＳユーザに９．６Ｋｂｐｓでデータ転送を提供する。単純
なテキストに加えて、サウンド、グラフィック、及びビデオファイルの送信を可能にする
拡張メッセージングシステムであるマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）も
また、特定のデバイスで利用可能になってきた。間もなく、携帯機器向けデジタルテレビ
放送規格（ＤＶＢ－Ｈ）などの新生技術は、ストリーミングデジタルビデオ及び他の同様



(4) JP 5124678 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

のコンテンツをＷＣＤへのダイレクトブロードキャストにより利用可能にするであろう。
ＧＳＭのような長距離通信ネットワークは、コスト、トラフィック、及び法的関連の理由
から、データを送受信するために十分に受け入れられる手段であるが、全てのデータアプ
リケーションに関してこれらのネットワークが適切であるとは限らない。
【０００５】
　短距離無線ネットワークは、大規模セルラーネットワークで見られる問題の一部を回避
する通信ソリューションを提供する。ブルートゥース（商標）は、市場で急速に受け入れ
られつつある短距離無線技術の実施例である。ブルートゥース（商標）対応のＷＣＤは、
１０メートルのレンジ内では７２０Ｋｂｐｓの速度でデータを送受信し、電力ブースティ
ングの追加により最大１００メートルまで送信することができる。ユーザは、ブルートゥ
ース（商標）ネットワークをアクティブには推進していない。代わりに、互いの動作レン
ジ内にいる複数のデバイスが「ピコネット」と呼ばれるネットワークグループを自動的に
形成する。いずれのデバイスも、自らをピコネットのマスタに昇格させることができ、こ
れにより、最大７つの「アクティブ」スレーブ及び２５５の「パーク」スレーブとのデー
タ交換を制御することができる。アクティブスレーブは、マスタのクロックタイミングに
基づいてデータを交換する。パークスレーブは、マスタと同期したままでいるためにビー
コン信号を監視して、アクティブスロットが利用可能になるのを待機する。これらのデバ
イスは、他のピコネットメンバにデータを送信するために様々なアクティブ通信モードと
パワーセーブモードとを連続的に切り替える。ブルートゥース（商標）に加えて、他の一
般的な短距離無線ネットワークは、ＷＬＡＮ（その中で、ＩＥＥＥ ８０２．１１標準規
格に従って通信を行う「Ｗｉ－Ｆｉ」ローカルアクセスポイントが一例である）、ＷＵＳ
Ｂ、ＵＷＢ、その他を含む。これらの無線媒体の全てが種々のアプリケーションに対して
適切なものとする特徴及び利点を有する。
【０００６】
　前述の特徴の一部又は全てを組み込む無線通信デバイスは、生産性を高めるための強力
なツールである。以前は完了するのに複数の個々のデバイスが協動する必要のあったタス
クをこれらの単一デバイスを利用して行うことができる。電話、電子メール、インスタン
トメッセージング、インターネットブラウザ、ファクシミリ、オーディオ及びビデオ録画
機能、オーディオ及びビデオ再生、ワードプロセッシング、スケジューリング、コンタク
トマネージャ、会議ツール、及び他の様々なアプリケーションが１つの小型パッケージに
全て包含される。この場合の小型のデバイスサイズは、デバイスの持ち運びに関しては有
利であるが、この縮小サイズによりデバイスの利便性が阻害される場合があり、ユーザが
、上述のアプリケーションの利便性及びユーザの生産性を助けるためにプライマリＷＣＤ
に他の付属デバイスを一時的に一体化することを求めるよう促進されることになる。
【０００７】
　ＷＣＤのアクセサリデバイスは、使用するために、例えばケーブル又はワイヤなど元々
は物理的な取付具を必要とした。小型ＷＣＤ上の物理接続ポートが限られた数であること
で、これらのアクセサリの使用が一度に１つ又は恐らくは２つに制限され、更に、必然的
に不都合なワイヤのもつれを引き起こした。技術の進歩に伴って、ブルートゥース（商標
）のような無線通信媒体がこれらのワイヤの代わりとして開発された。現在、ＷＣＤは、
通信ケーブル又はワイヤの物理的な制約なしで複数の衛星アクセサリデバイスとのアクテ
ィブ接続を保持することができる。
【０００８】
　ブルートゥース（商標）のような通信技術が成長するにつれて、これらのタイプの短距
離媒体用のアプリケーションが拡大し続けている。現在のところ、ユーザは複数のリモー
トアクセサリデバイスをＷＣＤに無線接続させることができるだけでなく、他のユーザの
遭遇する携帯端末のような他の無線通信デバイスと情報を配布するための無線アクセスポ
イントとのアクティブ通信も発生する場合がある。結果として、ＷＣＤは、特定の媒体に
対して実行される同時発生の無線アクティビティの数に直ぐに圧倒されるようになる可能
性があり、従って、全てのトランザクション性能が影響を受けることになる。ユーザは、
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これらのデバイス全てのアクティビティ及び接続状態を手動で維持するよう試みることは
できるが、現行の接続管理システムは、無線通信を介して得られる利点を多少無効にする
煩雑なインタフェースの使用を必要とする。
【０００９】
　従って、必要とされるものは、ＷＣＤに無線接続された様々なリモートデバイスの動作
モードをユーザが簡単に管理することができるようにするシステムである。この動作管理
は、ＷＣＤ及び／又はリモートデバイス内の様々な設定及びコントロールメニューの操作
を必要とすべきではなく、ＷＣＤに対するリモートデバイスの近接性などのデバイス間の
物理関係に応じて一方又は両方のデバイスで即座にモード変更ができるようにすべきであ
る。モード変更は、幾つかの種類の可聴又は可視信号を介してリモートデバイス及び／又
はＷＣＤによって確認応答されるべきである。リモートデバイス及び／又はＷＣＤの現在
のモードは、モード変更インジケータにより判断可能とすべきである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、無線通信を介してリモートデバイスの動作を制御するための方法、装置、シ
ステム、及びコンピュータプログラムに関する。リモートデバイスは、異なる動作レンジ
を有する少なくとも２つの異なる短距離無線媒体を介した通信用のリソースを含む。第１
無線媒体からの走査信号などの通信信号の感知により、第２通信媒体を介して既にアクテ
ィブ通信中のリモートデバイス及び／又は走査デバイスの動作モードを変更することがで
きる。一方又は両方のデバイスにおけるモード変更は、両方のデバイスのユーザに知覚可
能なインジケータにより確認応答することができ、該インジケータはまた、各デバイスの
現在のモードの決定要因とすべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の少なくとも１つの実施形態において、リモートデバイスは、第２通信媒体を介
してＷＣＤとアクティブ通信状態にある。ユーザは、リモートデバイスを必要とする現在
のタスクを完了し、このアクセサリとのアクティブ接続を終了したいと思う。次いで、ユ
ーザは、ＷＣＤ内の第１無線媒体の有効な走査レンジ内にリモートデバイスを移動させ、
その結果、リモートデバイス内のトランスポンダを走査することになる。この無線トラン
ザクションの結果として、第２無線媒体によって現在行われている２つのデバイス間のア
クティブ接続を終了することができる。
　本発明の更なる実施形態において、第１無線媒体における走査トランザクションの結果
として、リモートデバイス及びプライマリＷＣＤの一方又は両方のモードが変更される。
第１無線媒体の有効走査レンジ内にリモートデバイスを移動させて戻すことにより、結果
としてリモートデバイス及びプライマリＷＣＤの一方又は両方の更なるモード変更をもた
らすことができる。更に、リモートデバイス及びＷＣＤがモードを変更するときに、可聴
、可視、又は触覚のインジケータをトリガすることができる。このインジケータは、モー
ド変更の成功、更に一方又は両方のデバイスの現在のモードをデバイスユーザに通知する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の少なくとも１つの実施形態を説明するために使用可能な短距離から長距
離までの例示的な無線通信環境を開示する図である。
【図２】本発明の少なくとも１つの実施形態で使用可能な例示的な無線通信デバイスのモ
ジュールの説明を開示する図である。
【図３】図２で既に説明された無線通信デバイスの例示的な構造的説明を開示する図であ
る。
【図４】本発明の少なくとも１つの実施形態によって同じ無線媒体を介して無線通信デバ
イスと通信するように動作することができる例示的なリモートデバイスを開示する図であ
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る。
【図５】本発明の少なくとも１つの実施形態によって図４の前述の例示的なリモートデバ
イスの全てが同じ無線媒体を介して無線通信デバイスと同時に通信しようと試みる状況を
開示する図である。
【図６】本発明の少なくとも１つの実施形態によって少なくとも２つの無線媒体を用いて
無線通信デバイスと無線で通信を行うリモートデバイスを示す例示的なトランザクション
の図である。
【図７】本発明の少なくとも１つの実施形態によって無線通信デバイスと通信を行うリモ
ートデバイスの一方又は両方の複数の例示的なモード変更トランザクションを開示する図
である。
【図８Ａ】本発明の少なくとも１つの実施形態によって無線通信デバイスと通信を行うリ
モートデバイスの一方又は両方の無線モード変更を示すフローチャートである。
【図８Ｂ】本発明の少なくとも１つの実施形態による無線通信デバイスと新しく発見され
たリモートデバイスとの間の対話全体を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態の以下の詳細な説明から一層理解
されるであろう。
　好ましい実施形態において本発明を説明してきたが、添付の請求項に記載される本発明
の精神及び範囲に逸脱することなく、種々の変更を加えることができる。
【００１４】
Ｉ．異なる無線通信ネットワークを介した無線通信
　ＷＣＤは、各々が速度、レンジ、品質（誤り訂正）、セキュリティ（符号化）、その他
に関して異なる利点を有する、多様な無線通信ネットワークを介して情報の送受信の両方
を行うことができる。これらの特性は、受信側デバイスに転送することができる情報量及
び情報転送期間に影響する。図１は、ＷＣＤと、該ＷＣＤが様々なタイプの無線ネットワ
ークとどのように対話するかの図を含む。
【００１５】
　図１に描かれた実施例では、ユーザ１１０がＷＣＤ１００を所有している。このデバイ
スは、基本的な携帯端末から無線対応のパームトップ又はラップトップコンピュータなど
のより複雑なデバイスまでのいずれとすることができる。近距離通信（ＮＦＣ）１３０は
、通常は走査側デバイスのみが自己電源を必要とする種々のトランスポンダ型対話を含む
。ＷＣＤ１００は、短距離通信を介してソース１２０を走査する。ソース１２０内のトラ
ンスポンダは、ＲＦＩＤ通信の場合のように、走査信号内に含まれているエネルギー及び
／又はクロック信号を使用してトランスポンダに格納されているデータで応答することが
できる。これらのタイプの技術は、通常、数インチから数フィートまでの実効伝送レンジ
を有し、９６ビットからメガビット（又は１２５キロバイト）を超える量の格納データを
比較的迅速に配信することができる。これらの特徴により、このような技術は公共交通機
関提供者の口座番号、自動電子ドアロックのキーコード、クレジット又はデビットトラン
ザクションの口座番号、その他を受信するためなどの識別目的に最適なものとなる。
【００１６】
　２つのデバイス間の伝送レンジは、両方のデバイスが高出力通信を実行することができ
る場合には拡張することができる。短距離アクティブ通信１４０は、送信側及び受信側デ
バイスが両方ともアクティブである応用例を含む。例示的な状況は、ユーザ１１０がブル
ートゥース（商標）、ＷＬＡＮ、ＵＷＢ、ＷＵＳＢ、その他のアクセスポイントの実効伝
送レンジ内に入って来る場合を含む。ブルートゥース（商標）の場合、ユーザ１１０によ
り所有されるＷＣＤ１００に情報を送信するためにネットワークを自動的に確立すること
ができる。このデータは、情報提供的、教育的、又は娯楽的な性質の情報を含むことがで
きる。ユーザ１１０がアクセスポイントの実効伝送レンジ内にいるときには情報が全て転
送されなければならないことを除けば、搬送される情報量は制限されない。例えばユーザ
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が、ショッピングモールを歩き周り又は通りを歩いている場合には、この時間期間は極端
に制限される。これらの無線ネットワークの高度な複雑度に起因して、ＷＣＤ１００への
初期接続を確立するのに追加の時間も必要となり、アクセスポイントに近接したエリアに
おいてサービスを待っている数多くのデバイスがある場合には、この時間は更に増大する
可能性がある。これらのネットワークの実効伝送レンジは、技術によって決まり、３２フ
ィートから追加の電力ブースティングにより３００フィートを超えるまでとすることがで
きる。
【００１７】
　長距離ネットワーク１５０を利用して、仮想上中断されない通信カバレッジをＷＣＤ１
００に提供する。陸上無線局又は衛星を使用して、様々な通信トランザクションを世界中
に中継する。これらのシステムは極めて機能的であるが、これらのシステムの使用は、デ
ータ転送（例えば無線インターネットアクセス）のための追加料金を含まずに、毎分単位
でユーザ１１０に課金されることがある。更に、これらのシステムを対象とする規制によ
り、ユーザ及びプロバイダの両方に追加のオーバーヘッドが生じ、これらのシステムの使
用をより煩雑にする。
【００１８】
ＩＩ．無線通信デバイス
　前述のように、本発明は、様々な無線通信装置を用いて実施することができる。従って
、本発明を詳しく見る前に、ユーザ１１０が利用可能な通信ツールを理解することが重要
である。例えば、携帯電話又は他の携帯用無線デバイスの場合、デバイスの総合的なデー
タ処理能力が、送信側デバイスと受信側デバイスとの間のトランザクションを円滑にする
上で重要な役割を果たす。
【００１９】
　図２は、本発明で使用可能な無線通信デバイスの例示的なモジュールレイアウトを開示
している。ＷＣＤ１００は、デバイスの機能面を表すモジュールに分類される。これらの
機能は、以下で説明するソフトウェア及び／又はハードウェア構成要素の種々の組み合わ
せにより実行することができる。
【００２０】
　制御モジュール２１０は、デバイスの動作を調整する。ＷＣＤ１００に含まれる他の様
々なモジュールから入力を受け取ることができる。例えば、干渉感知モジュール２２０は
、当該分野で公知の様々な技術を用いて、無線通信デバイスの実効伝送レンジ内の環境的
干渉のソースを感知することができる。制御モジュール２１０は、これらのデータ入力を
解釈して、これに応じてＷＣＤ１００内の他のモジュールに対して制御コマンドを送出す
ることができる。
【００２１】
　通信モジュール２３０は、ＷＣＤ１００の通信面の全てを組み込む。図２に示されるよ
うに、通信モジュール２３０は、例えば、長距離通信モジュール２３２、短距離通信モジ
ュール２３４、マシン読み取り可能データモジュール２３６を含むことができる。通信モ
ジュール２３０は、少なくともこれらのサブモジュールを利用して局所及び長距離ソース
の両方から様々なタイプの多くの通信を受信し、ＷＣＤ１００のブロードキャストレンジ
内の受信側デバイスにデータを送信する。通信モジュール２３０は、制御モジュール２１
０により、又は感知されたメッセージ、環境的影響、及び／又はＷＣＤ１００に近接する
他のデバイスに応答するモジュールに局所の制御リソースによりトリガすることができる
。
【００２２】
　ユーザインタフェースモジュール２４０は、ユーザ１１０がデバイスからデータを受信
し且つデバイスにデータを入力することができるようにする可視、可聴、及び触覚要素を
含む。ユーザ１１０により入力されたデータは、制御モジュール２１０により解釈されて
、ＷＣＤ１００の挙動に影響を与えることができる。ユーザ入力データはまた、通信モジ
ュール２３０により実効伝送レンジ内の他のデバイスに送信することもできる。伝送レン
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ジ内の他のデバイスはまた、通信モジュール２３０を介してＷＣＤ１００に情報を送信す
ることもでき、制御モジュール２１０により、この情報がユーザに提示するためにユーザ
インタフェースモジュール２４０に転送されるようにすることもできる。
【００２３】
　アプリケーションモジュール２５０は、ＷＣＤ１００上の他の全てのハードウェア及び
／又はソフトウェアアプリケーションを組み込む。これらのアプリケーションは、センサ
、インタフェース、ユーティリティ、インタープリタ、データアプリケーション、その他
を含むことができ、制御モジュール２１０により呼び出されて、種々のモジュールにより
提供される情報を読み取り、次いで、ＷＣＤ１００内の要求側モジュールに情報を供給す
ることができる。
【００２４】
　図３は、図２で既に説明されたモジュラーシステムの機能性を実施するのに使用するこ
とができる本発明の１つの実施形態によるＷＣＤ１００の例示的な構造レイアウトを開示
している。プロセッサ３００がデバイスの動作全体を制御する。図３に示されるように、
プロセッサ３００は、通信セクション３１０、３２０、及び３４０に結合されている。プ
ロセッサ３００は、メモリ３３０内に格納されたソフトウェア命令を各々が実行すること
ができる１つ又はそれ以上のマイクロプロセッサで実施することができる。
【００２５】
　メモリ３３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
、及び／又はフラッシュメモリを含むことができ、データ及びソフトウェア構成要素（本
明細書ではモジュールとも呼ばれる）の形式で情報を格納する。メモリ３３０により格納
されるデータは、特定のソフトウェア構成要素に関連付けることができる。更に、このデ
ータは、ブックマークデータベース又はスケジューリング用の業務データベース、電子メ
ール、その他などのデータベースに関連付けることができる。
【００２６】
　メモリ３３０により格納されるソフトウェア構成要素は、プロセッサ３００により実行
することができる命令を含む。メモリ３３０には様々なタイプのソフトウェア構成要素を
格納することができる。例えば、メモリ３３０は、通信セクション３１０、３２０、及び
３４０の動作を制御するソフトウェア構成要素を格納することができる。メモリ３３０は
また、ファイアウォール、サービスガイドマネージャ、ブックマークデータベース、ユー
ザインタフェースマネージャ、及びＷＣＤ１００をサポートするのに必要なあらゆる通信
ユーティリティモジュールも格納することができる。
【００２７】
　長距離通信３１０は、アンテナを介した（セルラーネットワークなどの）広い地理的エ
リアにわたる情報の交換に関連する機能を実行する。これらの通信方法は、前述の１Ｇか
ら３Ｇ及び近い将来の第４世代ストリーミングビデオ伝送までの技術を含む。（例えばＧ
ＳＭを介した）基本的な音声通信に加えて、長距離通信３１０は、汎用パケット無線サー
ビス（ＧＰＲＳ）セッション及び／又はユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）セ
ッションなどのデータ通信セッションを確立するように動作することができる。また、長
距離通信３１０は、ショートメッセージングサービス（ＳＭＳ）メッセージ及び／又はマ
ルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）メッセージなどのメッセージを送受信す
るように動作することができる。
【００２８】
　長距離通信３１０のサブセットとして、或いはプロセッサ３００に個別に接続された独
立モジュールとして（図示されていない）動作するブロードキャスト受信機３１２により
、ＷＣＤ１００は、携帯機器向けデジタルテレビ放送規格（ＤＶＢ－Ｈ）などの媒体を介
してブロードキャストメッセージを受信することができる。これらの伝送は、特定の指定
された受信側デバイスしかブロードキャストコンテンツにアクセスすることができないよ
うに符号化することができ、テキスト、オーディオ、又はビデオ情報を含むことができる
。少なくとも１つの実施例では、ＷＣＤ１００がこれらのブロードキャストを受信して、
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受信したコンテンツの表示をデバイスが許可されているか否かをブロードキャスト信号に
含まれている情報を用いて判断することができる。
【００２９】
　短距離通信３２０は、短距離無線ネットワークにわたる情報の交換に関わる機能を担う
。上記及び図３に示されるように、このような短距離通信３２０の実施例は、ブルートゥ
ース（商標）、ＷＬＡＮ、ＵＷＢ、及び無線ＵＳＢ接続に限定されない。従って、短距離
通信３２０は、短距離接続の確立に関連する機能、並びにこのような接続を介した情報の
送受信に関連する処理を実行する。
【００３０】
　短距離入力デバイス３４０は、図３にも示されているが、マシン読み取り可能データの
短距離走査に関連する機能性を提供することができる。例えば、プロセッサ３００は、短
距離入力デバイス３４０を制御してＲＦＩＤトランスポンダを起動するためのＲＦ信号を
生成することができ、更に、ＲＦＩＤトランスポンダからの信号の受信を制御することが
できる。短距離入力デバイス３４０によりサポートすることができるマシン読み取り可能
データ読み取りのための他の短距離走査方法は、ＩＲ通信、線形及び２－Ｄ（例えばＱＲ
）バーコードリーダ（ＵＰＣラベルの解釈に関連する処理を含む）、及び磁気、ＵＶ、導
電性又は適切なインクを用いてタグで提供することができる他のタイプのコード化データ
を読み取るための光学式文字認識デバイスには限定されない。短距離入力デバイス３４０
が前述のタイプのマシン読み取り可能データを走査するために、入力デバイスは、光検出
器、磁気検出器、ＣＣＤ、又はマシン読み取り可能情報を解釈するための当該分野の公知
の他のセンサを含むことができる。
【００３１】
　図３に更に示されるように、ユーザインタフェース３５０もプロセッサ３００に結合さ
れている。ユーザインタフェース３５０によりユーザとの情報の交換が可能になる。図３
は、ユーザインタフェース３５０がユーザ入力３６０及びユーザ出力３７０を含むことを
示している。ユーザ入力３６０は、ユーザが情報を入力することを可能にする１つ又はそ
れ以上の構成要素を含むことができる。このような構成要素の実施例には、キーパッド、
タッチスクリーン、及びマイクロフォンが含まれる。ユーザ出力３７０により、ユーザは
デバイスから情報を受け取ることができる。従って、ユーザ出力部３７０は、ディスプレ
イ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、触覚エミッタ、及び１つ又はそれ以上のオーディオスピ
ーカなどの様々な構成要素を含むことができる。例示的なディスプレイには、液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）、及び他のビデオディスプレイが含まれる。
【００３２】
　ＷＣＤ１００はまた、１つ又はそれ以上のトランスポンダ３８０を含むことができる。
これは基本的に、外部ソースからの走査に応答して配信される情報でプロセッサ３００が
プログラムすることができる受動デバイスである。例えば、通路に取り付けられたＲＦＩ
Ｄスキャナは、高周波を連続的に放出することができる。トランスポンダ３８０を含むデ
バイスを携行する人物がドアを通り抜けると、トランスポンダが通電され、デバイス、人
物、その他を識別する情報で応答することができる。
【００３３】
　通信セクション３１０、３１２、３２０、及び３４０に相当するハードウェアは、信号
の送受信を可能にする。従って、これらの部分は、変調、復調、増幅、及びフィルタリン
グなどの機能を実行する構成要素（例えば電子機器）を含むことができる。これらの部分
は局所的に制御されるか、又はメモリ３３０内に格納されているソフトウェア通信構成要
素に従ってプロセッサ３００が制御することができる。
【００３４】
　図３に示されている要素は、図２で説明された機能性をもたらすために様々な技術によ
り構成及び結合することができる。このような１つの技術は、プロセッサ３００、通信セ
クション３１０、３１２、及び３２０、メモリ３３０、短距離入力デバイス３４０、ユー
ザインタフェース３５０、トランスポンダ３８０、その他に相当する個別のハードウェア
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構成要素を１つ又はそれ以上のバスインタフェースを介して結合することを含む。或いは
、個々の構成要素のいずれか又は全ては、スタンドアロンのデバイスの機能を複製するよ
うプログラムされた、プログラム可能論理回路、ゲートウェイ、ＡＳＩＣ、マルチチップ
モジュール、その他の形式の集積回路に置き換えることができる。更に、これらの構成要
素の各々は、取り外し可能及び／又は再充電可能なバッテリー（図示せず）などの電源に
結合される。
【００３５】
　ユーザインタフェース３５０は、同様にメモリ３３０内に含まれ、長距離通信３１０及
び／又は短距離通信３２０を用いてサービスセッションを確立することができる通信ユー
ティリティソフトウェア構成要素と対話することができる。通信ユーティリティ構成要素
は、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）、コンパクトＨＴＭＬのようなハ
イパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）の変種、その他などの媒体によりリモート
デバイスからサービスを受けることを可能にする様々なルーチンを含むことができる。
【００３６】
　リモートサーバとのＷＡＰ通信で使用するときには、デバイスはＷＡＰクライアントと
して機能する。この機能性を提供するために、ソフトウェア構成要素は、ワイヤレスマー
クアップ言語（ＷＭＬ）ブラウザ、ＷＭＬＳｃｒｉｐｔエンジン、Ｐｕｓｈ Ｓｕｂｓｙ
ｓｔｅｍ、及びＷｉｒｅｌｅｓｓ Ｍｅｄｉｕｍ ＳｔａｃｋなどのＷＡＰクライアントソ
フトウェア構成要素を含むことができる。
【００３７】
　アプリケーション（図示せず）は、ＷＡＰクライアントソフトウェアと対話して多様な
通信サービスを提供することができる。このような通信サービスの実施例は、ヘッドライ
ンニュース、為替相場、スポーツ結果、株価情報、天気予報、多言語表現辞書、ショッピ
ング及び食事情報、地域交通（例えばバス、列車、及び／又は地下鉄）時刻表、個人オン
ライン予定表、並びにオンライン旅行及び銀行サービスなどのインターネットベースのコ
ンテンツの受信を含む。
【００３８】
　ＷＡＰ対応デバイスは、デックと呼ばれる小さなファイルにアクセスすることができ、
デックの各々は、カードと呼ばれる更に小さなページを含む。カードは、本明細書ではマ
イクロブラウザと呼ばれる小型ディスプレイ領域に適合するよう十分に小さい。マイクロ
ブラウザの小型サイズ及び小型のファイルサイズは、低メモリデバイス及び無線リンクに
よりもたらされる低帯域幅の通信制約に対応するのに適している。
【００３９】
　カードは、小型スクリーン及びキーボードを持たない片手操作のナビゲーション用に特
別に開発されたワイヤレスマークアップ言語（ＷＭＬ）で記述されている。ＷＭＬは、２
行テキストディスプレイ、並びにスマートフォン、ＰＤＡ、及びパーソナルコミュニケー
タなどのデバイス上に見受けられる大型ＬＣＤスクリーンに及ぶ広範なディスプレイと互
換性があるように拡張可能である。ＷＭＬカードは、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔ
に類似するＷＭＬＳｃｒｉｐｔで記述されたプログラムを含むことができる。しかしなが
ら、これらの他のスクリプト記述言語で見られる幾つかの不要機能を省くことにより、Ｗ
ＭＬＳｃｒｉｐｔはメモリ及び処理要件を低減する。
【００４０】
　ＣＨＴＭＬは、小型コンピューティングデバイス（例えば、モバイルコミュニケータ、
ＰＤＡ、その他）で使用するように適合された標準ＨＴＭＬコマンドセットのサブセット
である。この言語により、ポータブルデバイス又は携帯用デバイスが、インターネット上
でより自由に対話することが可能となる。ＣＨＴＭＬは、小型コンピューティングデバイ
スのパワー、処理、メモリ、及びディスプレイの制約を考慮して、標準ＨＴＭＬから余分
なものを省いてこれらの制約に適した合理化バージョンになっている。例えば、より高度
なイメージマップ、背景、フォント、フレーム及びＪＰＥＧイメージのサポートの多くは
取り除かれている。更に、ＣＨＴＭＬディスプレイはポータブルデバイスのスクリーン内
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に収まることを前提としているので、スクロール機能はサポートされていない。ＣＨＴＭ
Ｌはまた、カーソルの二次元移動を行わずに動作するように設計されている。代わりに、
４つのボタンのみで操作することができ、これは、より広い種類の小型コンピューティン
グデバイスにわたるＣＨＴＭＬの実装を可能にする。
【００４１】
ＩＩＩ．リモートデバイス
　図４は、本発明で使用可能な他の様々な無線デバイス又はリモートデバイスを開示して
いる。ＷＣＤ１００は、１つ又はそれ以上のリモートデバイスと個々に又は同時に対話す
ることができる。図４のアイテム４００及び４１０は、ユーザ１１０の生産性を高めるた
めにＷＣＤと共に使用可能なアクセサリの実施例である。ヘッドセット４００は、例えば
、電話の通話中にユーザ１１０からＷＣＤ１００に対して音声情報を伝達するのに使用す
ることができる。このリモートデバイスは、デバイスの小型の性質のために（ヘッドセッ
ト４００を囲む小さな破線の円で表される）極めて短い伝送レンジを有することができ、
ユーザ１１０がこのリモートデバイスを身に付けるとすれば、ＷＣＤ１００もまたそのユ
ーザ上にある（保持している、ベルトに留められている、ポケットに収められている、そ
の他）。キーボード４１０はこれよりも僅かに長いレンジを有する。このリモートデバイ
スは、電子メールプログラム、スケジュール、ワードプロセッサ、その他に情報をタイプ
入力するためのユーザインタフェースデバイスとしてＷＣＤ１００と共に使用することが
できる。ヘッドセット４００及びキーボード４１０を共に使用してＷＣＤ１００を動作さ
せることができる点に留意することは重要である。両方のデバイスがブルートゥース（商
標）を用いて動作する場合、ＷＣＤ１００は、両方のリモートデバイスを含むピコネット
を作成するマスタとしての機能を果たすことができる。この方法で、ユーザ１１０は、電
話で会話しながら同時に通話に関するメモをタイプすることができる。ヘッドセット４０
０及びキーボード４１０は、ＷＣＤ１００と共に使用することができる無数のアクセサリ
リモートデバイスの２つの実施例にすぎない。
【００４２】
　アイテム４２０及び４３０もまた、ブルートゥース（商標）のような通信媒体を使用し
てＷＣＤ１００と通信することができる。携帯電話４２０は、ＷＣＤ１００にコンタクト
するか、又はＷＣＤ１００によりコンタクトされてピコネットを形成することができ、こ
の場合いずれのデバイスもマスタとすることができる。次に、２つのデバイスは、業務又
は自宅の連絡先、広告情報、発券情報、その他などの情報を交換することができる。地方
自治体、商業、教育、又は個人使用のための同様の機能を行うためにサービスポイント４
３０をセットアップすることができる。サービスポイント４３０は、場合によっては、シ
ョッピングモールのような歩行者が集まるエリアに配置するか、又は公共交通機関に取り
付けることができる。サービスポイント４３０の伝送レンジ内に入る様々なユーザに自動
的にコンタクトし、公共交通機関の時刻表に関する情報、特別イベント、セール、及び売
出しの通知、レストランのメニュー、その他を受け取ることができる。ユーザ１１０は、
ＷＣＤ内にフィルタを設定し、特定の情報を後で表示するために保存できるようにするこ
とができる。リモートデバイス４００及び４１０と同様に、各デバイスを囲む円のサイズ
が大きくなると、各デバイスの相対的な実効伝送レンジが左から右に大きくなることを示
している。サービスポイント４３０の場合、ユーザがデバイスの１０～２０フィート以内
に入ると直ちにユーザにコンタクトするようにしてもよい。この拡張レンジが必要とされ
るのは、ユーザ１１０が短い時間期間にサービスポイント４３０の伝送距離内に留まるだ
けでよいからである。
【００４３】
　図４に開示されるデバイスは、単に例証として提示されたものであり、本発明の種々の
実施形態に関する限定とみなすべきではない。互換性のある無線媒体を用いて無線通信を
行うことができるあらゆる電子デバイスは、ＷＣＤと対話することができ、或いは場合に
よってはＷＣＤによって制御することができる。この無線通信能力を含む現在製造中の数
々の電子デバイスの実施例は、短距離無線接続性を有するデジタルカメラ、携帯用メディ
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アプレーヤ、テレビ、ビデオ及びＤＶＤプレーヤを含む。
【００４４】
　図５は、図４に示されているリモートデバイスの全てがＷＣＤ１００と全て同時に対話
しようと試みる状況を示している。この図に示されている「活動」の総量は、数多くのア
クティブなリモートデバイスが遭遇する可能性のある潜在的な遅延問題を明示している。
マスタデバイスとして、ＷＣＤ１００は、利用可能なトランザクションの帯域幅をこれら
のデバイスの全ての間で分割しなければならず、従って、システム性能全体が遅くなる可
能性がある。性能が遅くなると、全てのスレーブデバイスの動作に悪影響を及ぼすことに
なる。オーディオの送受信は中断又は遅延される可能性があり、キー打ちが欠落する場合
があり、様々なリモートデバイスとの間のデータ伝送時間が長くなることがあり、従って
、アップロード／ダウンロード全体を許容時間内に完了することができない可能性がある
。
【００４５】
　これらの問題の発生を防ぐための１つの方法は、ＷＣＤ１００とのアクティブ通信に現
在参加していないリモートデバイスの接続を解除することである。これを行うための明白
な方法は、そのリモートデバイスの電源を遮断することである。しかしながら、近い将来
にこのリモートデバイスの使用が予想される理由から、ユーザ１１０がこのリモートデバ
イスを非作動にしたくない場合がある。デバイスの電源を遮断せずにピコネットからこの
デバイスを取り外す従来の方法は、ピコネットに関わる一方又は両方のデバイスの設定プ
ロセスにユーザが入り、リモートデバイスの接続解除を手動で指示するものである。この
プロセスは、正しい制御識別子にたどり着くために複数の設定画面を行き来することを含
むことができ、これがユーザにとって望ましくない作業となる。説明するように、本発明
は、デバイスの電源を切る必要もなく迅速且つ簡単な方法でピコネットから該デバイスを
手動で取り外す目標を達成することができる。
【００４６】
ＩＶ 少なくとも２つの通信媒体を用いて実施される制御
　図６は、本発明の少なくとも１つの実施形態に関連するプロセスを開示している。ヘッ
ドセット４００はまた、処理及びアプリケーションセクション６００、トランスポンダ６
１０、及びメイン通信６２０を含む概略図として表すことができる。ヘッドセット４００
は、電話での会話、口述筆記、その他のときにユーザ１１０により身に付けられる。処理
及びアプリケーションセクション６００は、ユーザ１１０からの音声出力のオーディオ入
力を受け取り、この情報をＷＣＤ１００に送信するために処理する（例えば準備、変換、
圧縮、その他を行う）。処理及びアプリケーションセクション６００は、これらの機能を
実行するのに必要なハードウェア及び／又はソフトウェアのあらゆる組み合わせを含むこ
とができる。次いで情報は、メイン通信セクション６２０を使用してＷＣＤ１００に送信
される。逆に、無線情報は、ＷＣＤ１００がメイン通信セクション６２０を介してヘッド
セット４００に送信することができる。この情報は、処理及びアプリケーションセクショ
ン６００によって処理されてオーディオ情報にすることができる。その結果、ユーザ１１
０はこの着信オーディオを聴くことができる。
【００４７】
　前述のように、ＷＣＤ１００は、短距離にわたりマシン読み取り可能情報を走査するた
めのハードウェア及び／又はソフトウェアを含むことができる。図６に開示されている実
施例では、ヘッドセット４００がトランスポンダ６１０を含む。（図６のＤ１として示さ
れている）短距離において、ＷＣＤ１００は、トランスポンダ６１０からの情報を読み出
すためにヘッドピース４００を走査することができる。この走査は、「媒体１」として示
されているＩＲ又はＲＦＩＤのような短距離通信媒体を利用することができる。短距離走
査は、２つの作用を引き起こすことができる。第１に、走査は、例えばトランスポンダ６
１０のアンテナコイルで誘起される電圧又は電流に関してヘッドピース４００により検出
することができる。ヘッドピース４００は、これらの誘起特性の検出を、例えばモード変
更をトリガする追加アクションのトリガとして使用することができる。更に、無線媒体１
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を使用した走査により、トランスポンダ６１０は、ヘッドフォンデバイスに関連する識別
情報（例えばＢＤ＿ＡＤＤＲ又はブルートゥース（商標）ＩＤ）などの情報をＷＣＤ１０
０に返信することができる。
【００４８】
　図６に示されている距離Ｄ１は距離Ｄ２よりも短い点に留意することは重要である。第
２無線媒体（「媒体２」）は、ブルートゥース（商標）などの図１に示されている短距離
アクティブ無線媒体の１つとすることができる。媒体２は、媒体１よりもかなり長い距離
を有し、これにより、ユーザは、媒体２の標準実効動作レンジとは対照的に、ヘッドセッ
ト４００のようなリモートデバイスを媒体１の伝送レンジ内に入れるためにＷＣＤ１００
により近接して該デバイスを移動させる必要がある。
【００４９】
Ｖ．デバイス制御の実施例
　図７は、本発明の実施形態による複数のレジ的な応用を開示している。これらの応用の
各々において、リモートデバイス、及び場合によっては更に走査デバイスのモードは、リ
モートデバイス内に配置されたマシン読み取り可能トランスポンダの短距離走査により変
更される。例えば実施例７００は、ユーザ１１０が電話での会話を終えて、ＷＣＤ１００
によりアクティブに保持されているピコネットからブルートゥース（商標）ヘッドセット
４００を接続解除したいときに利用することができる。ヘッドセット４００は、ブルート
ゥース接続（図６の媒体２の例）の伝送距離内の位置からＷＣＤ１００内のＲＦＩＤリー
ダ（図６の媒体１の例）の走査レンジ内まで移動させることができる。ＷＣＤ１００は、
ヘッドセット４００内のトランスポンダ６１０を読み取って、結果として、ヘッドセット
４００はマスタのＷＣＤ１００によりピコネットから接続解除される。
【００５０】
　更に、モード変更は、ヘッドセット４００及びＷＣＤ１００の両方による反応に起因し
て生じる可能性がある。ヘッドセット４００は、トランスポンダ６１０のアンテナコイル
内の誘起電圧又は電流を感知することができ、感知されたこの電圧又は電流が、アクティ
ブ通信モードから利用可能／受信モードへの切り替え、フル動作モードからパワーセーブ
モードへの切り替え、その他などのモード変更をトリガすることができる。２番目にトリ
ガされた反応では、ＷＣＤ１００によるマシン読み取り可能トランスポンダの短距離走査
が、ブルートゥース（商標）ＩＤなどの識別情報を返信し、これによりＷＣＤ１００は、
ヘッドセット４００をピコネットのアクティブな加入から取り外すことができるようにな
る。一方又は両方のデバイスにおけるモード変更は、可聴、可視、又は触覚の信号を介し
てユーザに確認応答することができる。開示される実施例では、リモートデバイスのモー
ドが変更されたことを示す可聴の「ピーッ！」音が鳴る。他のインジケータは、可視表示
としてＬＥＤの点滅、振動、その他を含む。ヘッドセット４００の取り外しにより、ＷＣ
Ｄ１００内の割り当て済みリソースが解放されて、他のデバイスの接続を可能にするか、
或いは既に処理中のタスク（例えば他の無線デバイス又はアクセスポイントからの情報の
ダウンロード）に追加の帯域幅が再割り当てされることになる。ＷＣＤ１００はまた、電
話の通話のような別の所要の用途の場合にこのデバイスへの再接続を迅速に確立すること
ができるように、接続解除されたリモートデバイスの識別情報を記録することもできる。
【００５１】
　実施例７１０は、７００に示されている実施例の後で発生することができる。ユーザ１
１０は更に、ヘッドセット４００で着信通話を受けたくないと決めることがあり、或いは
このエリア内の全てのポーリングマスタデバイスに対してヘッドセット４００を隠したい
場合がある。７００と類似したプロセスにおいて、ユーザ１１０は、ヘッドセット４００
をスキャンすることができるように、ヘッドセット４００をＷＣＤ１００により近接して
移動させることができる。同様に、モード変更は、トランザクション中のデバイスの一方
又は両方で行うことができる。実施例７１０では、前述の誘起電圧又は電流のトリガを使
用してヘッドセット４００のモードを変更し、伝送レンジ内の全てのポーリングマスタデ
バイスに対しヘッドセットを隠すようにすることができる（すなわち、ヘッドセットはポ
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ーリング問い合わせに応答しない）。ＷＣＤ１００はまた、ヘッドセット４００の走査の
結果としてリモートデバイスＩＤを受け取ることができ、この番号を記録して、このデバ
イスは、着信通話に対しコンタクトされるべきでない、発信通話に対しコンタクトされる
べきでない、業務の着信通話、特定の発信元電話番号からの通話、緊急通話などの特定の
状況下でのみコンタクトされるべきであることを示すことができる。デバイスモードのこ
れらの変更は、可聴、可視、又は触覚の表示を介してユーザ１１０に対して確認応答され
る。開示される実施例では、２回のピー音が、ヘッドセット４００が現在その存在をＷＣ
Ｄ１００に対しマスク又は隠しているモードであることを示している。
【００５２】
　いずれかのデバイスにおける現在のモードから次のモードへの変更は、様々な要因に基
づくことができる。ヘッドセット４００のような、あまり複雑でないリモートデバイスの
場合、モード変更は、前の動作モードに基づくことができる。この方法では、モードは、
事前設定された進行過程であるものから他のものに進むことができ、最終的には元のモー
ドにリセットされる。より複雑なデバイスでは、同様のモード変更アルゴリズムが、デバ
イスの適切な次のモードを決定するのに使用される環境及び／又はデバイス関連変数の感
知と組み合わせ又はこれに置き換えることができる。例えば、リモートデバイスは、時刻
、日付、場所、伝送レンジ内の他のデバイスの数、パワーレベル、空きメモリ空間の量、
その他を感知することができる。リモートデバイスは、感知されたこれらの条件を次の最
適な動作モードを決定するアルゴリズムへの入力として使用することができる。
【００５３】
　更に、これらの同じデバイス管理手法を使用して、ＷＣＤ１００を自動的に制御するこ
とができる。例えば、ユーザ１１０が電話の通話でアクティブに話しており、ヘッドセッ
ト４００が偶発的に走査されるようになる位置に入った場合、ヘッドセット４００は、誤
ってピコネットから除外され、電話の通話が接続解除される可能性がある。しかしながら
、このシナリオでヘッドセット４００を誤って接続解除するのを防ぐために、ヘッドセッ
ト４００が走査されるときに電話の通話がアクティブに接続されているか否かを考慮する
ための予防手段を講じることができる。感知された入力に対するこれらの反応は、製造者
によりデフォルト設定としてプログラムすることができ、該デフォルト設定は、当該分野
で公知の様々なメニュー方式インタフェースを介してユーザ１１０が後で変更することが
できる。デフォルト設定の変更は、特定のリモートデバイスの機能性を考慮し、或いはリ
モートデバイス及びＷＣＤ１００の両方に関わる特定のアプリケーションを考慮すること
が必要とされる場合がある。
【００５４】
　３番目の実施例７２０では、ヘッドセット４００が前述の隠しモードに既に入った後に
ＷＣＤ１００により再度走査される。この場合、トランスポンダ６１０のアンテナで感知
された電圧又は電流が、ヘッドセット４００の電源切断をトリガすることができる。長い
「ピーッ！」音又は他のインジケータが、リモートデバイスの電源切断をしようとしてい
ることをユーザに示すことができる。このモードはまた、前のモードに関わらず、リモー
トデバイスがＷＣＤ１００の走査レンジ内に持続的に存在することでトリガすることもで
きる。ＷＣＤ１００は、トランスポンダ６１０に含まれているリモートＩＤを再度読み取
って、このリモートデバイスの電源が切断されたことを記録し、このリモートデバイスへ
の再接続の試みにおけるリソース消費を避けることができる。他の代替モードは、図示さ
れていないが、ＷＣＤ１００による使用のためのリモートデバイスの非隠蔽、リモートデ
バイスからＷＣＤ１００へのアクティブ接続、その他を含むことができる。
【００５５】
　図８Ａは、本発明の少なくとも１つの実施形態によるプロセスの基本フローチャートを
開示している。このプロセスのステップ８００では、アクティブなデータ交換が既に進行
中である。データ交換は、前述の例示的なリモートデバイスのいずれとも可能である。ス
テップ８０２において、データ交換のステータスが検証される。データ交換が継続してア
クティブである場合には、ステップ８０６を通ってステップ８００に戻る。しかしながら
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、データ交換が完了した場合、ユーザ１１０は、手動で介入することを決めることができ
る。ステップ８０４においてユーザ１１０は、ＷＣＤ１００に近接してリモートデバイス
を保持し、又はその逆も同様であり、リモートデバイスが走査できるようになる。リモー
トデバイスは切り離され、次いで、リモートデバイスとＷＣＤ１００との間のアクティブ
接続が切断されたことを可聴信号が表示する（ステップ８０８）。しかしながら、ユーザ
１１０は、状況によっては、無線デバイスの一方又は両方のモードを更に変更することが
必要な場合がある。ユーザ１１０は、同様に、ステップ８２０で近接してデバイスを保持
し、短距離マシン読み取り可能媒体１を介して走査を持続させることができ、次に、リモ
ートデバイス内のトランスポンダを読み取って一方又は両方のデバイスのモード変更をト
リガする。ステップ８２２において、一方又は両方のデバイスのモードが変わり、可聴信
号が一方又は両方のデバイスの新しいモードを表示する。これ以上のモード変更が必要と
されない場合、新規の接続問い合わせによりデバイスが再度アクティブ通信に入ることに
なるまでは、ステップ８１４でデバイスはモードに固有動作（デバイスの現在のモードに
応じて）に入る（ステップ８２２は「Ａ」を通ってステップ８００に戻るようにリンクし
ている）。
【００５６】
　本発明の少なくとも１つの実施形態によるリモートデバイスとＷＣＤ１００との間のよ
り包括的な遭遇が図８Ｂで開示されている。ＷＣＤ１００は、無線媒体１を用いた走査動
作を介してリモートデバイスに遭遇する（ステップ８２４）。例えば、ＷＣＤ１００は、
埋め込まれたＲＦＩＤトランスポンダの走査を介してリモートデバイスを発見することが
できる。この走査の結果として、ＷＣＤ１００は、識別に関してリモートデバイスから返
された情報（例えばブルートゥース（商標）アドレス又はＢＤ＿ＡＤＤＲ）を受信する。
ステップ８２６において、ＷＣＤ１００は、識別情報に基づいてこのリモートデバイスが
前に遭遇したか否かを判断する。発見されたリモートデバイスが今まで未知であった場合
（例えば、このＢＤ＿ＡＤＤＲに関連する格納情報がない）、ＷＣＤ１００は、ステップ
８２８及び８３０でこの新しい識別情報を格納し、無線媒体２（例えばブルートゥース（
商標））を介してアクティブ通信の確立を試みることができる。或いは、遭遇したデバイ
スの情報がメモリから取り戻され、ステップ８３２で、無線媒体２を介したリモートデバ
イス接続の現在の状態が判断される。デバイスが現在接続されていない場合、ＷＣＤ１０
０は、最近読み取った及び／又は格納された情報を用いて、このリモートデバイスへの再
接続を試みることができる（ステップ８３６）。そうでなければ、図８Ａの前述のような
手順を用いて、アクティブに接続されたデバイスをＷＣＤ１００から接続解除することが
できる。
【００５７】
　本発明は、他の場合では多大な設定、管理、及び場合によってはデバイスユーザの代わ
りの手動介入を必要としたはずの制御プロセスを自動化するので、既存のシステムに対す
る改善である。ユーザは、一方又は両方のデバイスにおけるモード変更を行うために、無
線通信デバイスの走査近接内にリモートデバイスを単に移動させるだけでよい。次いで、
ユーザは、複数の可聴、可視、又は触覚手法を介して一方又は両方のデバイスのモード変
更の通知を受けることが可能であり、これによりユーザは、各デバイスの現在のモード、
及びこれ以上のモード変更が必要か否かを認知することができる。この管理の全ては、単
に、一方のデバイスから他方のデバイスへの近接により駆動され、例えば、ユーザが日常
的に様々な動作及びタスクの同時並行作業で忙しいときに、デバイスの簡単な制御性を可
能にする。
【００５８】
　従って、当業者であれば、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明に形式
上及び詳細の様々な変更を行うことができる点は明らかであろう。本発明の外延及び範囲
は、上述の例示的な実施形態のいずれによっても限定されるべきではなく、添付の請求項
及び均等物によってのみ定義されるべきである。
【符号の説明】
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【００５９】
　１００ 無線通信デバイス（ＷＣＤ）
　４００ ヘッドセット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】
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