
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランダムアクセスウィンドウのサイズ、及び反復回数を含むウィンドウ変数を設定する
変数設定部と、
　ランダムアクセスウィンドウを支援するか否かについてのウィンドウ支援情報を生成す
る情報生成部と、
　ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ウィンドウ変数に基づき生成された前記ランダ
ムアクセスウィンドウを活性化及び非活性化するウィンドウ管理部と、
を備えることを特徴とする無線通信モジュール。
【請求項２】
　前記ウィンドウ支援情報は、ビーコンスロットを通して転送されることを特徴とする請
求項１に記載の無線通信モジュール。
【請求項３】
　前記ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウは、前記ウィ
ンドウ支援情報が転送される前記ビーコンスロットの終了後に活性化されることを特徴と
する請求項２に記載の無線通信モジュール。
【請求項４】
　前記活性化情報は、リンク管理プロトコルにより具現されることを特徴とする請求項１
に記載の無線通信モジュール。
【請求項５】
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　前記ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウは、同時に活
性化されることを特徴とする請求項１に記載の無線通信モジュール。
【請求項６】
　前記ウィンドウ変数は、所定の時間間隔を更に含み、前記ポーリングアクセスウィンド
ウと前記ランダムアクセスウィンドウは前記時間間隔により順次に活性化されることを特
徴とする請求項１に記載の無線通信モジュール。
【請求項７】
　前記ウィンドウ支援情報に応答して、外部の通信装置から転送された接続要請メッセー
ジを受信した際に、前記外部の通信装置に活性化メッセージを転送する活性化部を、更に
備えることを特徴とする請求項１に記載の無線通信モジュール。
【請求項８】
　前記接続要請メッセージは、前記外部の通信装置のブルートゥース端末アドレスを備え
ることを特徴とする請求項 に記載の無線通信モジュール。
【請求項９】
　前記接続要請メッセージは、０から前記ランダムアクセスウィンドウのサイズ×２の区
間で選択された個数ほどのタイムスロットが経過された後受信されることを特徴とする請
求項 に記載の無線通信モジュール。
【請求項１０】
　前記外部の通信装置に転送するパケットが存在する場合、前記活性化部は前記外部の通
信装置のブルートゥース端末アドレスを備える前記活性化メッセージを転送することを特
徴とする請求項 に記載の無線通信モジュール。
【請求項１１】
　前記活性化メッセージは、ビーコンスロットを通して転送されることを特徴とする請求
項 に記載の無線通信モジュール。
【請求項１２】
　ブルートゥース端末アドレス及びクロック情報を備える同期情報をブロードキャストす
る同期情報転送部と、
　前記同期情報を転送した後に、チャネル接続コード、パケットヘッダ、及びペイロード
を備えるブロードキャストデータパケットを転送するパケット転送部と、を更に含み、
　前記ウィンドウ管理部は前記同期情報及び前記ブロードキャストデータパケットを転送
した後に、前記ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウを活
性化することを特徴とする請求項１に記載の無線通信モジュール。
【請求項１３】
　前記同期情報及び前記ブロードキャストデータパケットは、それぞれビーコンウィンド
ウ及びブロードキャストウィンドウを通して転送されることを特徴とする請求項 に記
載の無線通信モジュール。
【請求項１４】
　ランダムアクセスウィンドウを支援するか否かについてのウィンドウ支援情報を転送す
る段階と、
　ポーリングアクセスウィンドウ及び所定のウィンドウ変数に基づき生成された前記ラン
ダムアクセスウィンドウを活性化する段階と、
　前記ランダムアクセスウィンドウを通して外部の通信装置から接続要請を受信する段階
と、
　前記外部の通信装置に活性化メッセージを転送する段階と、を備えることを特徴とする
パークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【請求項１５】
　前記ウィンドウ支援情報は、ビーコンスロットを通して転送されることを特徴とする請
求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【請求項１６】
　前記ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウは、前記ウィ
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ンドウ支援情報が転送される前記ビーコンスロットの終了後に活性化されることを特徴と
する請求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【請求項１７】
　前記活性化情報は、リンク管理プロトコルにより具現されることを特徴とする請求項

に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【請求項１８】
　前記ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウは、同時に活
性化されることを特徴とする請求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活
性化方法。
【請求項１９】
　前記ウィンドウ変数は、所定の時間間隔を更に含み、前記ポーリングアクセスウィンド
ウと前記ランダムアクセスウィンドウは、前記時間間隔により順次に活性化されることを
特徴とする請求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【請求項２０】
　前記接続要請メッセージは、前記外部の通信装置のブルートゥース端末アドレスを含む
ことを特徴とする請求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【請求項２１】
　前記接続要請メッセージは、０から前記ランダムアクセスウィンドウのサイズ×２の区
間で選択された個数ほどのタイムスロットが経過された後受信されることを特徴とする請
求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【請求項２２】
　前記外部の通信装置に転送するパケットが存する場合に、前記外部の通信装置のブルー
トゥース端末アドレスを含む前記活性化メッセージを、ビーコンスロットを通して転送す
る段階を、更に備えることを特徴とする請求項 に記載のパークモードにおける無線通
信装置の活性化方法。
【請求項２３】
　前記ウィンドウ支援情報転送段階の前に、前記外部の通信装置を同期化する段階を、更
に備えることを特徴とする請求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性
化方法。
【請求項２４】
　前記同期化段階は、
　ブルートゥース端末アドレス及びクロック情報を含む同期情報をブロードキャストする
段階と、
　前記同期情報を転送した後に、チャネル接続コード、パケットヘッダ、及びペイロード
を含むブロードキャストデータパケットを転送する段階と、
を備えることを特徴とする請求項 に記載のパークモードにおける無線通信装置の活性
化方法。
【請求項２５】
　前記同期情報及び前記ブロードキャストデータパケットは、それぞれビーコンウィンド
ウ及びブロードキャストウィンドウを通して転送されることを特徴とする請求項 に記
載のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パークモードにおける無線通信装置の活性化が可能なコネクションレス型ブロ
ードキャストを基盤とした無線通信モジュール及びパークモードにおける無線通信装置の
活性化方法に係り、更に詳しくは、パークモード状態のブルートゥース装置が任意のピコ
ネットから他のピコネットに移動する場合に通信可能で、かつ活性モードへの転換が可能
な無線通信モジュール及びパークモードから活性モードへの転換方法に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
ブルートゥース私設ネットワーク（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；以下
、「ＰＡＮ」という。）プロファイルを支援するブルートゥース端末（ＰＡＮ　Ｕｓｅｒ
；以下、「ＰＡＮＵ」という。）は、必要に応じて、またはマスタ装置により活性モード
（ａｃｔｉｖｅ　ｍｏｄｅ；アクティブモード）からパークモード（ｐａｒｋ　ｍｏｄｅ
）に状態を変ることができる。
【０００３】
従来のパークモードにおけるブルートゥース端末を活性化させるための活性化チャネル（
ｗａｋｅｕｐ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、ビーコンスロット（ｂｅａｃｏｎ　ｓｌｏｔ）と、
接続ウィンドウ（ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｎｄｏｗ）とから構成されている。ブルートゥース
の標準案によれば、パークモードのブルートゥース端末は、ポーリング接続技術（ｐｏｌ
ｌｉｎｇ　ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）を通して、活性モードに転換させること
が可能である。すなわち、パークモードのブルートゥース端末は、接続ウィンドウが開い
た状態で、モードの転換要請を受けた場合のみ、マスタにモード転換要請をすることがで
き、パークモードのブルートゥース端末は、マスタから受信されたポーリングメッセージ
により活性モードに転換される。
【０００４】
しかしながら、パークモードにおけるブルートゥース端末が、一つのピコネットから他の
ピコネットに移動する場合、このブルートゥース端末の活性化に問題が生じる場合がある
。すなわち、既存のマスタと同期してパークモードに進行したブルートゥース端末は、常
にこの既存のマスタのクロックに合わせて活性モードへの転換を図るものであるが、この
ようにパークモードに進行したブルートゥース端末は、既に新たなマスタのクロックに合
わせて動作している新たなピコネットに進んでいるため、容易には活性モードに進むこと
ができない。そこで、パークモードにおけるブルートゥース端末が、既存のマスタとは関
係なくパークモードから活性モードに進行することができるように、新たなマスタと直接
連結を設定する方法が要求されている。
【０００５】
一方、ブルートゥース端末が一つのピコネットから他のピコネットに移動すると、データ
の転送が可能な状態となるには、新たなピコネットの構成要素となるための連結設定の過
程を経ることが必要となる。ブルートゥースＰＡＮのワーキンググループや、位置情報の
ワーキンググループ（Ｌｏｃａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｇｒｏｕ
ｐ）は、マスタとスレーブが決定される前に、比較的多くの情報が交換されてブロードキ
ャストされることの必要性について述べている。
【０００６】
ブルートゥース私設ネットワークプロファイルを支援するブルートゥース端末は、ブルー
トゥースネットワーク接続装置（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ；ＮＡＰ）
から位置情報を収集することが必要である。また、ブルートゥース端末が移動するにつれ
、それぞれのＮＡＰが担うブルートゥース端末の個数は頻繁に変るため、ＮＡＰはＯＳＩ
階層２（ｄａｔａ　ｌｉｎｋ　ｌａｙｅｒ）と階層３（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｌａｙｅｒ）の
情報を周期的にブロードキャストする必要がある。
【０００７】
当該分野で公知となっているブルートゥースの標準案１．１によれば、ブルートゥース装
置は、データを転送する前に、連結設定に比較的多くの時間が費やされるコネクション型
システムであり、その情報のブロードキャスティングは、端末間に連結が設定された以後
になされ得る。また、そのブルートゥース端末は、一つのピコネットから他のピコネッに
移動する場合発生するハンドオーバーのため、比較的多くの無線資源を使用することとな
る。例えば、自発的なハンドオーバーにおける幾つかのＮＡＰは、ただ一つのブルートゥ
ース端末に対するハンドオーバーのために、ページングの手続を実行することが必要であ
る。しかし、ページングの過程で、ＮＡＰは、既に連結され、サービスを受けていたブル
ートゥース端末について、比較的長い時間、サービスを中断しなくてはならないという問
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題がある。
【０００８】
このようなサービスの中断は、実時間でサービスを支援することができなくなるという問
題を招き易い。しかし、ほとんどのブルートゥース端末は、アイドルモード（ｉｄｌｅ　
ｍｏｄｅ）の状態にあるので、ブルートゥース端末が移動する毎に、ハンドオーバーを実
行することは無線資源の浪費につながる。すなわち、ＮＡＰの側では、アイドル状態のブ
ルートゥース端末の位置が、概略的に認識されていれば充分であると言える。
【０００９】
しかしながら、ブルートゥースシステムにおいて、マスタとスレーブとから構成されたピ
コネットが決定された状況下においてのみ、情報のブロードキャスティングが可能なので
、連結設定の手続を実行する前に、ブロードキャストを支援するための方法が必要である
。
【００１０】
このため、フィリップス（Ｐｈｉｌｌｉｐｓ）社は、インクワイアリの過程（ｉｎｑｕｉ
ｒｙ　ｐｒｏｃｅｓｓ）で、前記位置情報をブロードキャストするために、ＩＤパケット
を拡張させる方法を提案した。しかし、このＩＤパケットを拡張させる方法は、ブロード
キャスト情報が複数のパケットに分けられて伝達される際に問題が生じる。
【００１１】
すなわち、このように拡張されたＩＤパケット（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅ
ｒパケット：ＥＩＤパケット）に含まれる位置情報は、３００バイト程度であり、また、
ＩＰ階層ハンドオーバープロトコルにより、接続点（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）は周期
的に通知メッセージ（ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔｍｅｓｓａｇｅ）をブロードキャスト
する必要があるが、このようなブロードキャストメッセージを、いかにして効率的に配置
させるかという問題が生じる。
【００１２】
一方、ＩＤパケット拡張方法は、各スロットのパケットが１６個のホッピング周波数毎に
反復される必要があるため、非常に長い時間を要するという問題点がある。また、このＩ
Ｄパケット拡張方法は、ＥＩＤパケットを受信することにより、ＮＡＰと同期すると同時
に情報を受けることが必要なので、同期した後で情報を受ける場合と比べて、一つのＩＤ
パケットのみを誤って受けた場合でも、このＩＤパケットに含まれる情報を失うこととな
り、その結果として、ブロードキャスト情報全体の再構成を行うことが不可能となる。
【００１３】
このような問題点を克服するためにウィドコム（Ｗｉｄｃｏｍｍ）社は、ＥＩＤパケット
に、ＮＡＰのブルートゥース端末アドレス（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｄｄ
ｒｅｓｓ；ＢＤ＿ＡＤＤＲ）と、クロック情報を追加した方策を提案した。ウィドコム社
が提案した方策によれば、ＩＤパケットを受信したブルートゥース端末は、ＩＤパケット
に含まれているＢＤ＿ＡＤＤＲとクロック情報を用いて、該当するＮＡＰと同期すること
ができるようになる。このような過程は、一層早いハンドオーバーを支援することができ
る。しかし、このような方法を用いても、ブルートゥース端末は、連結設定のために受信
したパケットに対する応答を実行する必要があるので、データの転送が可能な状態に至る
まで、なお長い時間を要するという問題点がある。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前述した問題点を解決するために創案されたもので、本発明の目的は、パークモ
ードにおける装置を活性化することが可能なコネクションレス型ブロードキャストを基盤
とした、無線通信モジュール、及びパークモードにおける無線通信装置の活性化方法を提
供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
前記課題を達成するための本発明に係る無線通信モジュールは、ランダムアクセスウィン
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ドウのサイズ及び反復回数を含むウィンドウ変数を設定する変数設定部と、ランダムアク
セスウィンドウを支援するか否かについてのウィンドウ支援情報を生成する情報生成部、
及びポーリングアクセスウィンドウ及び前記ウィンドウ変数に基づき生成された前記ラン
ダムアクセスウィンドウを活性化及び非活性化するウィンドウ管理部とを備えることを特
徴とする。
【００１６】
望ましくは、前記ウィンドウ支援情報は、ビーコンスロットを通して転送され、前記ポー
リングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウは、前記ウィンドウ支援
情報が転送される前記ビーコンスロットの終了後に活性化される。
また、前記活性化情報は、リンク管理プロトコルにより具現されることが望ましい。
更に、前記ポーリングアクセスウィンドウ、及び前記ランダムアクセスウィンドウは、同
時に活性化されることが望ましい。
【００１７】
一方、前記ポーリングアクセスウィンドウと前記ランダムアクセスウィンドウは、前記の
時間間隔によって順次に活性化され得る。この際、前記ウィンドウ変数は所定の時間間隔
を更に含むことが望ましい。
前記ランダムアクセスウィンドウは複数のスロットで構成され、前記スロットは同期コネ
クション型リンクを支援する。
【００１８】
望ましくは、前記ウィンドウ支援情報に応答して外部の通信装置から転送された接続要請
メッセージを受信する際に、前記外部の通信装置に、活性化メッセージを転送する活性化
部を更に備える。この際、前記接続要請メッセージは、前記外部の通信装置のブルートゥ
ース端末アドレスを含む。また、前記接続要請メッセージは０から前記ランダムアクセス
ウィンドウのサイズ×２の区間で選択された個数ほどのタイムスロットが経過された後受
信される。
【００１９】
望ましくは、前記外部の通信装置に転送するパケットが存在する場合、前記活性化部は、
前記外部の通信装置のブルートゥース端末アドレスを含む前記活性化メッセージを転送す
る。この際、前記活性化メッセージはビーコンスロットを通して転送される。
【００２０】
望ましくは、ブルートゥース端末アドレス及びクロック情報を含む同期情報をブロードキ
ャストする同期情報転送部、及び前記同期情報の転送した後に、チャネル接続コード、パ
ケットヘッダ、及びペイロードを含むブロードキャストデータパケットを転送するパケッ
ト転送部を更に備え、前記ウィンドウ管理部は前記同期情報、及び前記ブロードキャスト
データパケットを転送した後に、前記ポーリングアクセスウィンドウ、及び前記ランダム
アクセスウィンドウを活性化する。この際、前記同期情報、及び前記ブロードキャストデ
ータパケットはそれぞれ、ビーコンウィンドウ、ブロードキャストウィンドウを通して転
送される。
【００２１】
前記他の技術的課題を達成するための本発明に係るパークモードにおける無線通信装置の
活性化方法は、ランダムアクセスウィンドウを支援するか否かについてのウィンドウ支援
情報を転送する段階と、ポーリングアクセスウィンドウ及び所定のウィンドウ変数に基づ
き生成された前記ランダムアクセスウィンドウを活性化する段階と、前記ランダムアクセ
スウィンドウを通して外部の通信装置から接続要請を受信する段階、及び前記外部の通信
装置に活性化メッセージを転送する段階とを有する。
【００２２】
望ましくは、前記ウィンドウ支援情報はビーコンスロットを通して転送される。また、前
記ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウは前記ウィンドウ
支援情報が転送される前記ビーコンスロットの終了後に活性化される。
【００２３】
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一方、前記活性化情報はリンク管理プロトコルにより具現される。
望ましくは、前記ポーリングアクセスウィンドウ及び前記ランダムアクセスウィンドウは
同時に活性化される。これとは違って、前記ポーリングアクセスウィンドウと前記ランダ
ムアクセスウィンドウは前記時間間隔により順次に活性化でき、この際前記ウィンドウ変
数は所定の時間間隔を更に含む。
【００２４】
前記ポーリングアクセスウィンドウは複数のスロットで構成され、前記スロットは同期コ
ネクション型リンクを支援することが望ましい。
また、前記接続要請メッセージは、前記外部の通信装置のブルートゥース端末アドレスを
含み、前記接続要請メッセージは０から前記ランダムアクセスウィンドウのサイズ×２の
区間で選択した個数ほどのタイムスロットが経過された後受信されることが望ましい。
【００２５】
前記外部の通信装置に転送するパケットが存する場合、前記外部の通信装置のブルートゥ
ース端末アドレスを含む前記活性化メッセージを、ビーコンスロットを通して転送する段
階を更に含むことが望ましい。
また、前記ウィンドウ支援情報転送段階の前と、前記外部の通信装置を同期化する段階と
を更に含む。
望ましくは、前記同期化段階は、ブルートゥース端末アドレス及びクロック情報を含む同
期情報をブロードキャストする段階と、及び前記同期情報を転送した後に、チャネル接続
コード、パケットヘッダ、及びペイロードを含むブロードキャストデータパケットを転送
する段階とを有する。この際、前記同期情報及び前記ブロードキャストデータパケットは
それぞれ、ビーコンウィンドウ及びブロードキャストウィンドウを通して転送される。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面に基づき本発明の望ましい実施の形態について詳細に説明する。以下
に示される各図面において、同一の参照番号は同一の構成要素を示す。
【００２７】
図１は、本発明に係るパークモードにおける装置の活性化が可能なコネクションレス型ブ
ロードキャストを基盤としたブルートゥースモジュールの一実施形態の構成を示すブロッ
ク図である。図１に示すように、本発明に係るブルートゥースモジュール１００は、変数
設定部１１０、情報生成部１２０、ウィンドウ管理部１３０、活性化部１４０、同期情報
転送部１５０、パケット転送部１６０、及び制御部１７０とを含んで構成されている。
【００２８】
変数設定部１１０は、ランダムアクセスウィンドウのサイズ、及び反復回数を含むウィン
ドウ変数を設定するものである。このような変数は、コネクションレス型ブロードキャス
トチャネル（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｌｅｓｓ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を
通して、活性化チャネル（ｗａｋｅｕｐ　ｃｈａｎｎｅｌ）に対する情報をブロードキャ
ストする際に決定される。
【００２９】
図２は、コネクションレス型の活性化チャネルの構造を模式的に示図である。図２に示す
Ｓａｃｃｅｓｓ及びＲａｃｃｅｓｓはそれぞれ、ランダムアクセスウィンドウ（ｒａｎｄ
ｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｎｄｏｗ）のサイズ、反復回数を意味するものである。ランダ
ムアクセスウィンドウは、ポーリングアクセスウィンドウ（ｐｏｌｌｉｎｇ　ａｃｃｅｓ
ｓ　ｗｉｎｄｏｗ）とは異なる再転送メカニズムを使用するため、ポーリングアクセスウ
ィンドウと共存することができる。
【００３０】
また、ランダムアクセスウィンドウとポーリングアクセスウィンドウは、互いに開始点が
異なる場合があり、互いに開始点が異なる場合には、ランダムアクセスウィンドウオフセ
ットに対するパラメータ値を設定することが必要となる。ランダムアクセスウィンドウ区
間のスレーブ対マスタスロットは、一般のポーリングアクセスウィンドウ区間と同様に、
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２個の３１２．５μｓの区間に分けられて構成される。
【００３１】
情報生成部１２０は、ランダムアクセスウィンドウを支援するか否かについてのウィンド
ウ支援情報を生成するものである。このウィンドウ支援情報は、ビーコンスロットを通し
て転送される。ビーコンスロットには、既存の機能の他、ランダムアクセスウィンドウを
支援するか否かに関する通報、及びＢＤ＿ＡＤＤＲを使用するパークモードにおけるブル
ートゥース端末の活性化機能が付与されている。
【００３２】
このような機能は、新たなリンク管理プロトコル（Ｌｉｎｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ：ＬＭＰ）のメッセージによって具現される。そして、ランダムアクセス
ウィンドウを支援するというＬＭＰメッセージがない場合には、パークモードにおけるコ
ネクションレス型ブルートゥース端末は、ランダムアクセス区間を使用することができな
い。ビーコンスロットにおいて、該当するＬＭＰメッセージを受け取ったブルートゥース
端末は活性モードに進む。
【００３３】
一方、バックボーン（ｂａｃｋｂｏｎｅ）からパークモードのコネクションレス型ブルー
トゥース端末に転送されるトラフィックがＮＡＰに到達すると、ＮＡＰはビーコンスロッ
ト内で当該ブルートゥース端末のＢＤ＿ＡＤＤＲを含む活性化ＬＭＰメッセージを送信す
る。この際、パークモードにおけるコネクションレス型ブルートゥース端末は、新たなＮ
ＡＰにより割当てられたアクセス要請アドレス（Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｄｄ
ｒｅｓｓ；ＡＲ #ＡＤＤＲ）を認識していないため、新たなＮＡＰは、当該ブルートゥー
ス端末のＢＤ＿ＡＤＤＲを用いて活性化メッセージ（ｕｎｐａｒｋ　ｍｅｓｓａｇｅ）を
生成する。
【００３４】
ウィンドウ管理部１３０は、ポーリングアクセスウィンドウ、及びウィンドウ変数に基づ
いて生成されたランダムアクセスウィンドウを活性化、または非活性化する。そしてビー
コンスロットでＮＡＰがランダムアクセスを支援するというＬＭＰを転送すると、パーク
モードのコネクションレス型ブルートゥース端末は、ランダムアクセス区間を用いて、自
発的にＮＡＰに活性化要請を送信することができる。
【００３５】
このブルートゥース端末は、０から２×Ｓａｃｃｅｓｓのうち、任意の一つの数字（ＲＡ
ＮＤ）を発生させる。その後、ランダムアクセスウィンドウの開始からＲＡＮＤ個数程度
のハーフタイムスロット（ｈａｌｆ　ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ）が到達するまで待機する。次
いで、ブルートゥース端末は、上方スロットにＢＤ＿ＡＤＤＲのみを含むＥＩＤパケット
を転送する。
【００３６】
活性化部１４０は、ウィンドウ支援情報に応答して、前記ブルートゥース端末から転送さ
れた接続要請メッセージを受信する際に、ブルートゥース端末に活性化メッセージを転送
するものである。ＥＩＤパケットを転送したブルートゥース端末は、ＮＡＰから転送され
る活性化ＬＭＰメッセージが到達するまで待機する。もし、この活性化ＬＭＰメッセージ
が到達したならば、当該ブルートゥース端末は活性モードに進む。一方、ランダムアクセ
スウィンドウが終了するまでに、前記活性化ＬＭＰメッセージが到着しない場合には、当
該ブルートゥース端末は次に開始されるランダムアクセスウィンドウで、再度、活性化の
要請手続を実行する。
【００３７】
また、ランダムアクセスウィンドウ内に存するスロットは、ＳＣＯリンクを支援すること
ができる。そして、ポーリングアクセスウィンドウの体系と同様に、前記ブルートゥース
端末は、下方スロットにおいて、ブロードキャストパケットを受信した場合のみに追従す
る上方スロットを通してアクセス要請パケットを転送することができる。
【００３８】
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更に、ＳＣＯパケットは、ブロードキャストパケットでないため、前記ブルートゥース端
末は、ＳＣＯパケットを受信すると、追従する上方スロットにおける活性化の要請を中止
する。一方、ＮＡＰは、次の下方スロットがＳＣＯパケットに予約されていれば活性化メ
ッセージを送信しない。
【００３９】
同期情報転送部１５０は、前記ブルートゥース端末のアドレス、及びクロック情報を含む
同期に関する情報をブロードキャストする。この同期に関する情報は、ビーコンウィンド
ウを通して転送されるようになっている。そして、パケット転送部１６０は、この同期に
関する情報が転送された後に、チャネル接続コード、パケットヘッダ、及びペイロードを
含むブロードキャストデータパケットを転送する。このブロードキャストデータパケット
は、ブロードキャストウィンドウを通して転送されるようになっている。
【００４０】
前記ビーコンウィンドウと前記ブロードキャストウィンドウは、コネクションレス型ブロ
ードキャストチャネルを構成している。前記ビーコンウィンドウは、既存のブルートゥー
ス標準文書において規定されている通り、送受信端末間のチャネル同期化のために使われ
、ブロードキャストウィンドウは、ブロードキャスト情報を伝達するために使用されるも
のである。このブロードキャスト情報を受信するためには、このブルートゥース端末がイ
ンクワイアリスキャンの状態にあればよい。
【００４１】
制御部１７０は、各構成要素の動作を制御するものである。この制御部１７０は、ここで
はブルートゥースモジュール１００に備えられているが、この制御部１７０を、ブルート
ゥースモジュール１００を駆動するホスト（図示せず）に具備することも可能である。
【００４２】
図３は、ブロードキャストチャネルの階層的構造と、時間情報とを示す図である。このビ
ーコンウィンドウにおいては、前記インクワイアリと同様の手続が行われ、ブロードキャ
ストウィンドウの間で伝達されるブロードキャスト情報は、一つのピコネット内で、ブロ
ードキャストされるときと同一の手続を通して伝達される。ビーコンウィンドウとブロー
ドキャストウィンドウの間にあるブルートゥース端末は、受信したいずれのパケットに対
しても応答する必要がないため、連結設定手続を必要としない。このことから、本発明で
提案するブロードキャストチャネルは、コネクションレス型の特性を有する。
【００４３】
ビーコンウィンドウ内で行われる同期化の過程は、フィリップス社から、次のような方法
が提案されている、すなわち、この方法は、拡張されたＩＤパケットを用いて行われるも
のであり、この拡張されたＩＤパケットを、ＮＡＰのＩＤパケットと区別するために、新
たに定義したインクワイアリアクセスコード（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｉｎｑｕｉｒｙ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｏｄｅ；ＤＩＡＣ）を使用するようになっている。この拡張されたＩＤに
含まれる情報を以下の表１に示す。
【００４４】
【表１】
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【００４５】
表１に示すように、前記のフィリップス社から提案された方法では、サービス類型、クロ
ック、ＢＤ＿ＡＤＤＲ、及びＣＲＣが必須の構成要素となっている。しかし、この方法で
は、ビーコンウィンドウの次にブロードキャストウィンドウが連続される場合、オフセッ
トスロットを省略することができ、他のパラメータは必要に応じて選択して使用するよう
になっている。
【００４６】
また、前記のフィリップス社の方法では、ブロードキャストウィンドウの内部から伝達さ
れるブロードキャスト情報は、使用されるアプリケーションによって変化する場合がある
。すなわち、ブロードキャスティング情報を通して位置情報が伝達される場合があり、Ｏ
ＳＩ階層２、及び階層３で使用する通知情報が伝達される場合がある。またこのように伝
達されるブロードキャスト情報がない場合には、ブロードキャストウィンドウを省略する
ことも可能である。
【００４７】
図４は、本発明に係るコネクションレス型ブロードキャストを基盤としたブルートゥース
システムで、パークモードにおけるブルートゥース端末の活性化方法に対する一実施形態
を実行する過程のフローを示す図である。図４に示すように、一時的に休止しているブル
ートゥース端末が、新たなＮＡＰ識別子を受信すると、自分が新たなＮＡＰ領域に移動し
たと判定し、同期化の過程を実行する（Ｓ４００）。ブロードキャストウィンドウの間Ｎ
ＡＰはコネクションレス型パークモードに対する設定値、通知メッセージ、ＮＡＰ識別子
、活性化チャネルに対する設定値などと関わる情報をブロードキャストする。
【００４８】
活性化チャネルの初期に、前記ブルートゥース端末は、自身の周波数ホッピングパターン
を、ＮＡＰの周波数ホッピングパターンに同期させてＬＭＰメッセージが到達するまで待
機する。移動したブルートゥース端末に転送されるトラフィックがない場合（Ｓ４１０）
には、ＮＡＰは、移動したブルートゥース端末に対し、ランダムアクセスを支援すること
を知らせるＬＭＰメッセージを転送する（Ｓ４２０）。
【００４９】
ＮＡＰは、ビーコンスロットの終了後、ポーリングアクセスウィンドウ、及びランダムア
クセスウィンドウを活性化する（Ｓ４３０）。前記ＬＭＰメッセージを受け取ったブルー
トゥース端末は、位置情報を更新または転送するトラフィックがある場合に、ＥＩＤパケ
ットを用いてランダムアクセスウィンドウを通して、ＮＡＰに接続の要請を転送する（Ｓ
４４０）。
【００５０】
この際、ブルートゥース端末は、任意の時間（例えば、ＲＡＮＤ×ｈａｌｆ　ｓｌｏｔ）
待機した後、ＥＩＤパケットを転送する。更に、ブルートゥース端末からＥＩＤを受信し
たＮＡＰは、活性化メッセージを送信する（Ｓ４５０）。そして、活性化メッセージを受
け取ったブルートゥース端末は、活性モードに進んで新たなＮＡＰの活性化された構成要
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素となる（Ｓ４６０）。
【００５１】
ＮＡＰがブルートゥース端末の呼出しを行う場合（Ｓ４１０）、ＮＡＰはビーコンスロッ
トから当該ブルートゥース端末に向けて活性化メッセージを転送する（Ｓ４７０）。この
活性化メッセージを受け取ったブルートゥース端末は、活性モードに進む（Ｓ４６０）。
【００５２】
前記ブルートゥース端末が活性モードに進んだ後、このブルートゥース端末がＮＡＰから
最初に受信するパケットは、ポールメッセージであり、ブルートゥース端末はこのような
ポールメッセージに必ず応答する必要がある（Ｓ４８０）。ポールに対する応答がＮＡＰ
に到達すると、ＮＡＰはブルートゥース端末とＢＮＥＰ連結を設定してデータを転送でき
るようになる（Ｓ４９０）。
【００５３】
図５は、移動したブルートゥース端末が、新たなＮＡＰと同期される過程のフローを示す
図である。
初期連結設定過程を通してブルートゥース端末はＮＡＰのスレーブに連結される。その後
発生するトラフィックがなければ当該ブルートゥース端末はパークモードの状態になる。
ＮＡＰはビーコンウィンドウの間ＥＩＤパケットをブロードキャストし、インクワイアリ
スキャンの下位状態（ｉｎｑｕｉｒｙ　ｓｃａｎ　ｓｕｂ－ｓｔａｔｅ）にあるブルート
ゥース端末は、ＮＡＰから転送されたＥＩＤパケットを受信する。
【００５４】
ＮＡＰは、ビーコンウィンドウにおいてインクワイアリ下位状態のように動作してインク
ワイアリの手続と同様にＥＩＤパケットトレイン（ｔｒａｉｎ）Ａ、Ｂを使用する。イン
クワイアリスキャンモードにおけるブルートゥース端末は一つのホッピング周波数を聞い
ていてからＥＩＤパケットが受信されればビーコンウィンドウが始まったと判断する（Ｓ
５００）。ＥＩＤパケットを受信したブルートゥース端末は受信されたＥＩＤパケットに
含まれているＢＤ＿ＡＤＤＲとクロック情報を用いてＮＡＰに同期を合わせる（Ｓ５１０
）。
【００５５】
また、このブルートゥース端末は、ブロードキャストウィンドウの開始点とサイズ情報を
用いて、ブロードキャストウィンドウの開始点及びそのサイズを把握し、ブロードキャス
トウィンドウの開始まで待機する（Ｓ５２０）。もし、ＥＩＤではなく、一般のＩＤパケ
ットが受信されると、前記ブルートゥース端末は、一般のインクワイアリの手続であると
認識し、この認識に基づいた応答を実行する。
【００５６】
なお、ビーコンウィンドウにおいて、ＥＩＤパケットによりＮＡＰとブルートゥース端末
との間で同期が行われた場合には、これらのＮＡＰとブルートゥース端末の二つの装置は
、一つのピコネット内におけるマスタ及びスレーブとして動作するようになっている（Ｓ
５３０）。このように、同期が一致した前記二つの装置は、周波数ホッピングパターンも
一致するので、ブロードキャスト情報を送信するために、ＡＣＬデータパケットを使用す
ることも可能となる。
【００５７】
この場合、一つのパケットが複数の回数、送信される場合もあり、ブルートゥース端末は
、分割されたＡＣＬデータパケットを受信して再構成される。更に、前記ブルートゥース
端末は、自身が把握することができないブロードキャスト情報を廃棄することも可能であ
る。そして、前記ブルートゥース端末は、ブロードキャストウィンドウを通してＮＡＰか
ら転送されるＬ２ＣＡＰ　ＡＣＬデータパケットを受信する（Ｓ５４０）。このようにし
て受信されたＬ２ＣＡＰ　ＡＣＬデータパケットに基づいて、前記ブルートゥース端末は
、ＮＡＰの情報を把握することができる。
【００５８】
ブロードキャストチャネルに寄与するＮＡＰとブルートゥース端末はそれぞれ、ブロード
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キャストウィンドウが終了すると元の状態に戻る。このようなブロードキャストチャネル
は、ＳＣＯ逆方向スロットを用いてインクワイアリスロットとブロードキャストデータス
ロットを処理するように構成すれば、ＳＣＯサービスをも支援することが可能となる。
【００５９】
また、このようなブルートゥース端末は、別途、連結を設定する手続を実行する必要がな
いため、ブルートゥース端末がスニフモード（ｓｎｉｆｆ　ｍｏｄｅ）、ホールドモード
（ｈｏｌｄ　ｍｏｄｅ）、パークモード（ｐａｒｋ　ｍｏｄｅ）、及び活性モード（ａｃ
ｔｉｖｅ　ｍｏｄｅ）のうちのいずれの状態であっても、ブロードキャストチャネルを支
援するＤＩＡＣを受信すれば、該当するＮＡＰと同期してブロードキャスト情報を受信す
ることができる。このような特性を用いて一つのブルートゥース端末は、複数個のＮＡＰ
から情報を受信することができ、このように受信された情報を用いて迅速にハンドオーバ
ー手続が行うことができる。
【００６０】
前述のパークモードにおける無線通信装置の活性化方法を実行する過程をまとめると、以
下の表２の通りである。
【００６１】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６２】
表２に示すように、１段階においてブロードキャストチャネルを通してＮＡＰとブルート
ゥース端末との間の同期化が実行される。ＮＡＰと同期したブルートゥース端末は、ＮＡ
Ｐにより主導される２－１段階、またはブルートゥース端末により主導される２－２段階
を経て活性化される。そして、このように活性化されたブルートゥース端末は、３段階を
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経て、新たなＮＡＰが管理するネットワークの構成要素として寄与してデータを送受信で
きるようになる。
【００６３】
【発明の効果】
本発明に係る、パークモードにおける装置の活性化が可能なコネクションレス型ブロード
キャストを基盤とした無線通信モジュール、及びパークモードにおける無線通信装置の活
性化方法によれば、ブルートゥース端末とＮＡＰとの連結設定に要する時間を短縮するこ
とができ、一つ以上のブルートゥース端末を同時に活性化させることができる。
【００６４】
また、本発明によれば、任意のピコネットに存在していたパークモードのブルートゥース
端末が、他のピコネットに進む場合に、当該ブルートゥース端末に転送されるトラフィッ
クが存在しない限り、呼出過程が実行されないため、全体的にトラフィックを減少させる
ことが可能となる。
【００６５】
そして、本発明によれば、パークモードのブルートゥース端末は、ＡＣＬデータパケット
が転送された場合にのみ、ランダムアクセスウィンドウを通して、要請メッセージを転送
するので、時間及びトラフィックを低減化する効果が得られるようになる。
【００６６】
以上、本発明で望ましい一実施形態を用いて本発明を詳細に説明したが、本発明の属する
技術分野で通常の知識を持つ者であれば、前述の実施形態を基に、本発明の技術的範囲か
ら逸脱しない範囲内で、種々の変形が可能であることが理解される。したがって、本発明
に含まれる技術的範囲は、以上のように説明された実施形態のみに限定されるものではな
く、本発明の特許請求の範囲、ひいてはこの特許請求の範囲と均等なものによって定めら
れるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るパークモードにおける装置の活性化が可能なコネクションレス型ブ
ロードキャストを基盤としたブルートゥースモジュールの一実施例の構成を示すブロック
図である。
【図２】コネクションレス型活性化チャネルの構造を示した図である。
【図３】ブロードキャストチャネルの階層的構造と時間情報を示した図である。
【図４】本発明に係るコネクションレス型ブロードキャストを基盤としたブルートゥース
システムにおいてパークモードにおけるブルートゥース端末の活性化方法に対する一実施
形態を実行する過程のフローを示す図である。
【図５】移動したブルートゥース端末が、新たなＮＡＰと同期される過程のフローを示す
図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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