
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　
　
　

　

　 ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　請求項１において
　

ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項３】
　請求項１ において、
　

ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項４】
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無線通信装置において、
通信可能な機器を探索する探索手段と；
特定の機能を有する機器を識別する識別手段と；
上記識別手段が識別した機器に対して、所望のサービスを提供する機器に関する情報の

通知を要求する要求手段と；
上記探索手段による探索結果と、上記要求に対する応答とに基づいて、上記無線通信装

置と通信可能な機器であり、かつ、上記所望のサービスの提供が可能な機器を判別する判
別手段と；

を有する

上記識別手段は、上記探索手段による探索結果に基づいて、特定の機能を有する機器を
識別する手段である

または請求項２
上記識別手段は、他の機器に関するサービス情報を保有する機能を有する機器を識別す

る手段である



　請求項１ において、
　 こ
とを特徴とする無線通信装置。
【請求項５】
　請求項１ において、
　

ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項６】
　
　
　
　

　

　を有することを特徴とする無線通信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 無線通信を利用して、自機の近隣に存在する他機を
検出する無線通信装置およびその制御方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、自機と他機との間でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信を行う場合、自機と近隣の他機と
を検出し、この検出された他機の種別（ＣｏＤ：Ｃｌａｓｓ　ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅ）を調
べ、この調べた種別が、自機が必要とするサービスを提供する種別であれば、上記検出さ
れた他機と一旦、接続し、この結果、上記接続された他機が、自機が必要とするサービス
を実際に提供することを確認することができれば、この確認が終った後に、上記自機が必
要とするサービスを利用する。
【０００３】
図８は、従来のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信において、接続先のサービスを利用する具体
的な動作を示すフローチャートである。
【０００４】
まず、ステップＳ１では、近隣のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置を検出するために、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ無線通信を用いて、Ｉｎｑｕｉｒｙリクエストを発行する。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
装置は、Ｉｎｑｕｉｒｙリクエストを受信すると、自機の特性を含むＩｎｑｕｉｒｙレス
ポンスを送信するので、近隣に存在する装置を検出することができる。
【０００５】
ステップＳ２では、ステップＳ１で発行されたＩｎｑｕｉｒｙリクエストに対するＩｎｑ
ｕｉｒｙレスポンスを受信したか否かを判定し、受信した場合、ステップＳ３では、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ装置を一意に識別可能な、ＢＤ＿ＡＤＤＲ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ）とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置の種別とを示すＣｏＤ（Ｃｌａｓｓ
　ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅ）を有する表を作成する。
【０００６】
ステップＳ４では、予め決められたタイムアウト時間を経過しているか否かを判定し、経
過していない場合は、ステップＳ２とステップＳ３との処理を繰り返す。
【０００７】
ステップＳ４で、タイムアウト時間を経過した場合、ステップＳ５では、ステップＳ３で
作成した表の先頭行のＣｏＤを取得し、ステップＳ６では、この取得したＣｏＤが、自機
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～請求項３のいずれか１項
上記探索手段は、上記無線通信装置と無線により直接的に通信可能な機器を探索する

～請求項４のいずれか１項
上記判別手段により判別した機器に対して、上記所望のサービスの提供を確認する確認

手段を更に備える

無線通信装置の制御方法において、
通信可能な位置に存在する機器を探索する探索工程と；
特定の機能を有する機器を識別する識別工程と；
上記識別工程において識別した機器から、所望のサービスを提供する機器に関する情報

を取得する取得工程と；
上記探索工程において探索した結果と、上記取得工程において取得した情報とに基づい

て、上記無線通信装置と通信可能な機器であり、かつ、上記所望のサービスの提供が可能
な機器を判別する判別工程と；

等の



が所望する種別に関連するか否かを判定する。所望する種別ではない場合、ステップＳ７
では、表の終端まで達したか否かを判定し、達していなければ、表の参照位置を、次の行
に進め、ステップＳ５の処理に戻る。
【０００８】
ステップＳ６で、ＣｏＤが所望する種別に関連すると判断した場合、ステップＳ８では、
表上で、ＣｏＤと同じ行に存在しているＢＤ＿ＡＤＤＲを取得し、ＢＤ＿ＡＤＤＲが示す
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ装置と接続する。
【０００９】
ステップＳ９では、サービスレコード検索命令を接続先装置に発行する。サービスレコー
ド検索命令を受信した他機は、指定されたサービスレコードが自機に存在するか否かを判
定し、存在する場合、サービスレコード検索命令を発行した他機に、当該サービスレコー
ドを返却する。
【００１０】
ステップＳ１０では、指定したサービスレコードが返却されたか否かを判定し、返却され
ていなければ、ステップＳ７に進む。ステップＳ１０で、サービスレコードが返却された
場合、ステップＳ１１では、サービスレコードが示す情報に従って、サービスを利用する
。
【００１１】
上記従来のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置は、近隣の他機を検出し、この検索された他機の中か
ら、ＣｏＤに基づいて、所望のサービスを提供し得る他機を絞り込むことができるものの
、所望のサービスを、上記他機が実際に提供することを確認するには、その他機と実際に
接続する必要がある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来例では、自機が必要とするサービスを、他機が提供することを、その他機と実際
に接続して、初めて確認することができる。
【００１３】
したがって、上記従来例では、自機が必要とするサービスを有する他機が見つかるまで、
複数の他機と接続し、その他機が提供するサービス内容を取得し、確認する必要がある。
【００１４】
たとえば、他機に文書印刷させたい場合、プリンタを示すＣｏＤを持つ他機に接続するが
、印刷サービスとしては、複数の印刷サービスが存在するので、プリンタによっては、画
像印刷サービスのみを提供し、文書印刷することができないプリンタが存在する。
【００１５】
つまり、上記従来例では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信を利用して所望のサービスの提供
を受ける場合、所望のサービスを実際に提供する他機と、的確に接続することができない
という問題がある。
【００１６】
　本発明は、所望のサービスを実際に提供 ことができる
ようにすることを目的とするものである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　

。
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が可能な他機を効率よく判別する

本発明は、無線通信装置において、通信可能な機器を探索する探索手段と、特定の機能
を有する機器を識別する識別手段と、上記識別手段が識別した機器に対して、所望のサー
ビスを提供する機器に関する情報の通知を要求する要求手段と、上記探索手段による探索
結果と、上記要求に対する応答とに基づいて、上記無線通信装置と通信可能な機器であり
、かつ、上記所望のサービスの提供が可能な機器を判別する判別手段とを有することを特
徴とする

また、本発明は、無線通信装置の制御方法において、通信可能な位置に存在する機器を
探索する探索工程と、特定の機能を有する機器を識別する識別工程と、上記識別工程にお



。
【００１８】
【発明の実施の形態および実施例】
［第１の実施例］
図１は、本発明の一実施例である複合機能装置（自機）１と、その周辺に存在している各
他機とを示す図である。
【００１９】
上記実施例は、特定装置が、自機の近隣に存在している他機を、定期的に検出し、検出さ
れた他機が提供するサービス情報の一覧を保持し、また、自機は近隣他機に関するサービ
ス情報一覧を保持していることを、自機の装置情報として公開するので、特定のサービス
を利用する際に、特定のサービスを提供する他機のサービス情報一覧を、上記特定装置に
要求し、上記サービス情報一覧の中から、自機の近隣に存在する他機を選択することがで
きる。
【００２０】
複合機能装置（ＭＦＰ）１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信機能を有し、無線有効範囲Ｒ
１の内側に存在している携帯電話２と、ＬＢＰ（レーザビームプリンタ）３と、ＬＡＮア
クセスポイント４と、ＰＣ５と、ＬＢＰ６と、モデム７との間で、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無
線通信が可能である。
【００２１】
なお、携帯電話２、ＬＢＰ３、ＬＡＮアクセスポイント４、ＰＣ５、ＬＢＰ６、モデム７
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信装置の例であり、他機の例である。
【００２２】
また、携帯電話２の無線有効範囲Ｒ２の中には、複合機能装置１と、ＬＢＰ３と、ＬＡＮ
アクセスポイント４とが存在している。
【００２３】
図２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ装置の特性を示すＣｏＤのデータ構成を示す図である。
【００２４】
ＣｏＤのデータ構成は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ装置が提供するサービスの大まかな種別を示
す１１ビットのＳｅｒｖｉｃｅ　Ｃｌａｓｓと、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ装置の大まかなクラ
ス種別を示す５ビットのＭａｊｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌａｓｓと、Ｍａｊｏｒ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ　Ｃｌａｓｓ毎に詳細なクラス種別を示す６ビットのＭｉｎｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　
Ｃｌａｓｓと、ＣｏＤ自身のデータ形式を示す２ビットのＦｏｒｍａｔ　Ｔｙｐｅとによ
って構成されている２４ビットのデータである。
【００２５】
図２に示すＣｏＤにおいて、Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｌａｓｓの左から９ビット目が、上記実
施例を実現する近隣他機サービス情報（ディレクトリサービス）を提供することを示し、
６ビット目が、Ｐｒｉｎｔｅｒ等を示すＲｅｎｄｅｒｉｎｇサービスを示し、同７ビット
目が、ＬＡＮ等への接続を提供するネットワークサービスを示し、クラス種別としては、
Ｍａｊｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌａｓｓの左から４ビット目と５ビット目とが、１であり
、これは、ＬＡＮアクセスポイントを示す。
【００２６】
図３は、ディレクトリサービスを提供するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置において、近隣Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ装置のサービスレコードを取得する動作を示すフローチャートである。
【００２７】
以下の説明では、図１に示す無線機器構成において、複合機能装置１がディレクトリサー
ビスを提供するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置である場合を想定している。
【００２８】
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いて識別した機器から、所望のサービスを提供する機器に関する情報を取得する取得工程
と、上記探索工程において探索した結果と、上記取得工程において取得した情報とに基づ
いて、上記無線通信装置と通信可能な機器であり、かつ、上記所望のサービスの提供が可
能な機器を判別する判別工程とを有することを特徴とする



ステップＳ２１では、Ｉｎｑｕｉｒｙリクエストを発行し、ステップＳ２２では、Ｉｎｑ
ｕｉｒｙリクエストに対応する応答を受信したか否かを判定する。ステップＳ２２で、応
答を受信した場合、ステップＳ２３では、応答に含まれるＢＤ＿ＡＤＤＲおよびＣｏＤを
近隣他機表に追加する。ステップＳ２２で、応答を受信しなかった場合、およびステップ
Ｓ２３の処理を実行後、ステップＳ２４で、予め規定したタイムアウト時間を経過したか
否かを判定し、タイムアウト時間を経過していなければ、ステップＳ２２を処理する。
【００２９】
図４は、上記実施例で使用する近隣他機表である。
【００３０】
図３に示すステップＳ２４で、タイムアウト時間が経過すれば、ステップＳ２５に進むが
、この段階で、図４に示すような近隣他機表が完成する。
【００３１】
ステップＳ２５では、近隣他機表の先頭から順に、ＢＤ＿ＡＤＤＲを１つ取得し、この取
得したアドレスが示す他機に接続する。
【００３２】
ステップＳ２６では、上記接続された他機に対して、保持する全てのサービスレコードを
返却するように要求する。ステップＳ２７では、他機が保持する全てのサービスレコード
を返却する要求に対する応答を受信したか否かを判定し、受信していなければ、ステップ
Ｓ２８で、タイムアウト時間が経過したか否かを判定し、経過していなければ、ステップ
Ｓ２７の処理に戻る。
【００３３】
ステップＳ２７で、応答を受信した場合、ステップＳ２９では、ＢＤ＿ＡＤＤＲと受信し
たサービスレコードとを対にして、サービスレコード表に追加する。ステップＳ２８で、
タイムアウト時間を経過した場合、または、サービスレコード表への追加（ステップＳ２
９）を完了した際に、ステップＳ３０では、上記近隣他機表の終端に達したか否かを判定
し、終端に達していなければ、ステップＳ２５に戻る。
【００３４】
タイムアウト時間を経過していたら処理を終了する。
【００３５】
図５は、近隣他機が保有するサービスレコード（サービス情報）一覧表の例を示す図であ
る。
【００３６】
図３に示すフローチャートの処理が終了すると、図５に示す近隣他機が保有するサービス
レコード一覧表が完成する。
【００３７】
なお、図３のフローチャートに示す近隣他機のサービスレコード取得処理は、任意の時間
間隔で定期的に実行されるか、または、ユーザインタフェース等で指示を受けた際に随時
実行される。
【００３８】
次に、上記実施例において、携帯電話２からプリンティングサービス１と呼ばれる印刷サ
ービスを利用する動作について説明する。
【００３９】
図６は、上記実施例において、携帯電話２からプリンティングサービス１と呼ばれる印刷
サービスを利用する動作を示すフローチャートである。
【００４０】
なお、図３に示すディレクトリサービスにおける近隣他機のサービス取得処理は完了して
いるものとする。
【００４１】
まず、携帯電話２は、図８のステップＳ１～ステップＳ４の処理によって、近隣のＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ装置（他機）を取得する。
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【００４２】
図７は、上記実施例における近隣他機一覧表を示す図である。
【００４３】
近隣の他機を取得することによって、図７に示す近隣他機一覧表が完成する。次に、図２
に示すように、ＣｏＤのＤｉｒｅｃｔｏｒｙビット（左端から９番目）が設定されている
他機を、近隣他機一覧表から検索し、ステップＳ４１では、この検索された他機に接続す
る。
【００４４】
図７に示す近隣他機一覧表は、７０１の、Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　ＮａｍｅがＰｒｉｎｔｅｒ
１である装置（図１の複合機能装置１）７０１に該当する。ステップＳ４２では、所望の
サービスが、たとえばプリンティングサービス１である場合、プリンティングサービス１
の一覧要求を、接続された他機に送信する。
【００４５】
ステップＳ４３では、ステップＳ４２における要求に対する応答を受信したか否かを判定
し、受信していなければ、ステップＳ４４で、予め設定したタイムアウト時間が経過した
か否かを判定する。タイムアウト時間を経過していなければ、ステップＳ４３で、応答受
信処理の有無を判断する。
【００４６】
ステップＳ４４で、タイムアウト時間が経過した場合、要求先である自機（複合機能装置
１）から、有効な応答が返らなかったことになるので、処理を終了する。ステップＳ４３
で、応答を受信した場合、ステップＳ４５では、図８におけるステップＳ１～ステップＳ
４の処理によって予め受信した近隣他機が、応答の中に含まれるか否かを、図７に示す近
隣他機一覧表に基づいて、判定する。応答の中に含まれない場合、所望するサービスを提
供する装置が近隣に存在しないことを示すので、処理を終了する。
【００４７】
ステップＳ４５で、所望サービスを提供する他機が、近隣他機一覧表から検出された場合
、ステップＳ４６では、応答に含まれるＢＤ＿ＡＤＤＲを使用して、上記検出された近隣
他機と接続する。
【００４８】
図３のフローチャートに示す処理によって、自機（複合機能装置１）が生成した近隣他機
が保有するサービスレコード（サービス情報）一覧表（図５）では、プリンティングサー
ビス（５０１）になっているので、その他機のＢＤ＿ＡＤＤＲ（００２Ｆ１５ＡＦ３Ｅ０
５）が、ステップＳ４３で受信される。
【００４９】
また、上記他機は、図７に示す近隣他機一覧表に含まれている（図７の７０２）ので、こ
の他機に接続される。そして、ステップＳ４７では、所望するサービス（この場合、プリ
ンティングサービス１）を、上記他機が提供しているか否かを検索するサービスレコード
検索要求を発行する。
【００５０】
このサービスレコード検索要求は、他機の設定等によっては、一時的にサービスを提供で
きない状態である可能性があるので、サービスを利用する時点で、所望するサービスが利
用可能であるか否かを確認するために実行されるが、上記実施例では、上記サービスレコ
ード検索要求を必須とはしない。
【００５１】
ステップＳ４８では、所望するサービスを提供していなければ処理を終了する。所望する
サービスが提供されていれば、ステップＳ４９では、所望のプリンティングサービス１を
利用する。
【００５２】
上記実施例によれば、自機（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信が可能な装置）が、近隣他機を
検出し、各他機が提供するサービスレコードを収集することによって、特定のサービスを
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利用しようとする自機から、上記特定のサービスを提供する他機を検索する要求を受信し
た際に、収集したサービスレコードの中から、指定サービスに関するサービスを抽出し、
この抽出されたサービスレコードを提供する他機のＢＤ＿ＡＤＤＲを返却することによっ
て、特定のサービスを提供する他機へ、速やかに接続することができる。
【００５３】
［第２の実施例］
第１の実施例では、１台の複合機能装置が近隣他機のサービスレコードを収集し、ディレ
クトリサービスを提供するが、第２の実施例は、複数台の他機が、ディレクトリサービス
を提供する。この場合、ディレクトリサービスを提供する各装置間では、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ無線通信が行えないが、各装置のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信有効範囲が、交差する
ように各装置を設置することが望ましい。
【００５４】
第２の実施例によれば、複数台のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置が、各装置のＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ無線通信の有効範囲に存在する他機のサービスレコードを収集し、サービスレコード検
索に対して、指定されたサービスレコードを有する他機を返却することによって、広範囲
に第２の実施例を実現することができる。
【００５５】
上記実施例において、複合機能装置（ＭＦＰ）１は、自機の例であり、携帯電話２、ＬＢ
Ｐ３、ＬＡＮアクセスポイント４、ＰＣ５、ＬＢＰ６、モデム７は、他機の例である。
【００５６】
つまり、上記実施例は、自機と他機との間でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信を行う無線通信
装置において、近隣の上記他機との間で無線通信する無線通信手段と、上記無線通信した
近隣他機からの検出要求に応じて、自機の特性を応答する自機特性応答手段と、近隣他機
を検出する他機検出手段と、上記他機検出手段が検出した上記他機が保有するサービス情
報を取得するサービス情報取得手段と、上記取得したサービス情報のうちで、要求元が所
望するサービスが含まれているサービス情報を保有する他機を検索し、上記検索された他
機を要求元に返却する検索手段とを有する無線通信装置の例である。
【００５７】
また、上記実施例は、近隣の他機と通信する無線通信手段と、近隣の他機を検出する他機
検出手段と、上記他機検出手段が検出した近隣他機の中から、特定の機能を具備する他機
に接続する接続手段と、上記接続手段が接続した他機から、所望するサービスを提供する
サービス情報を取得するサービス情報取得手段と、上記サービス情報取得手段が取得した
サービス情報に対応する他機のうちで、自機の近隣に存在する他機を選択する選択手段と
を有する無線通信装置の例である。
【００５８】
【発明の効果】
　

　

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例である複合機能装置（自機）１と、その周辺に存在している各
他機とを示す図である。
【図２】Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ装置の特性を示すＣｏＤのデータ構成を示す図である。
【図３】ディレクトリサービスを提供するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置において、近隣Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ装置のサービスレコードを取得する動作を示すフローチャートである。
【図４】上記実施例で使用する近隣他機表である。
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本発明によれば、特定の機能を有する機器が通信可能な位置に存在するかどうかが分か
らない場合であっても、実際に通信可能であり、かつ、所望のサービスの提供が可能な機
器を効率よく判別することができるという効果を奏する。

たとえば、所望の機能を提供する機器を、特定の機能を有する機器から取得したとして
も、取得した全ての機器と通信できるとは限らない。本発明によれば、通信可能な機器の
探索結果も利用することによって、実際に通信可能であり、かつ、所望のサービスの提供
が可能な機器を効率よく判別することができる。



【図５】近隣他機が保有するサービスレコード（サービス情報）一覧表の例を示す図であ
る。
【図６】上記実施例において、携帯電話２からプリンティングサービス１と呼ばれる印刷
サービスを利用する動作を示すフローチャートである。
【図７】上記実施例における近隣他機一覧表を示す図である。
【図８】従来のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信において、接続先のサービスを利用する具体
的な動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１…複合機能装置（自機）、
２…携帯電話、
３、６…ＬＢＰ、
４…ＬＡＮアクセスポイント、
５…ＰＣ、
７…モデム。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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