
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションプログラム実行機能と、近隣の計算機装置とローカルネットワークを
介して接続する接続機能とを有する携帯端末装置の通信方法であって、
　前記ローカルネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、１
または複数の計算機装置へ、自装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーション
プログラムを示す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワーク
を介してそれぞれ送信し、
　前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを受信した１または複数の前記
計算機装置のそれぞれから、前記ローカルネットワークを介して、当該第１のコマンドに
係る前記第１のリスト情報にて示される１または複数の種類の前記アプリケーションプロ
グラムのそれぞれについて当該アプリケーションプログラムに対応する当該計算機装置上
で動作するアプリケーションプログラムを示す情報または対応するアプリケーションプロ
グラムが無い旨を示す情報を示す第２のリスト情報を含む第２のコマンドを受信し、
　前記ローカルネットワークを介して１または複数の前記計算機装置からそれぞれ受信し
た前記第２のコマンドの内容に基づいて、前記計算機装置の全部または一部へ、少なくと
も、当該計算機装置から受信した当該第２のコマンドに係る第２のリスト情報にて示され
るアプリケーションプログラムの全部または一部について当該アプリケーションプログラ
ムに対して前記ユーザにより個別に設定され当該計算機装置内に保持されているものを送
信すべき旨を要求する第３のコマンドを、前記ローカルネットワークを介してそれぞれ送
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信し、
　前記ローカルネットワークを介して前記第３のコマンドを受信した前記計算機装置のそ
れぞれから、前記ローカルネットワークを介して、当該第３のコマンドにて要求された前
記アプリケーションプログラムに係る前記情報を含む第４のコマンドを受信し、
　前記ローカルネットワークを介して前記計算機装置の全部または一部から受信した前記
第４のコマンドに含まれる前記情報のうち、自装置上で動作する前記アプリケーションプ
ログラムに対する利用の可能なものを、自装置上で動作する前記アプリケーションプログ
ラムに供するための所定の処理を行うことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
　前記所定の処理は、受信した前記第４のコマンドに含まれる情報のうち、自装置上で動
作する前記アプリケーションプログラムに対して直接利用することが可能なものについて
は、そのまま、自装置上で動作する前記アプリケーションプログラムに対して変換により
利用が可能になるものについては、自装置上で動作する前記アプリケーションプログラム
および／または自装置のユーザインタフェースに適合する形式に変換して、自装置上で動
作する前記アプリケーションプログラムに供するための所定の記憶領域に格納するもので
あることを特徴とする請求項 に記載の通信方法。
【請求項３】
　アプリケーションプログラム実行機能と、近隣の携帯端末装置とローカルネットワーク
を介して接続する接続機能とを有する計算機装置の通信方法であって、
　前記ローカルネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、携
帯端末装置から、前記携帯端末装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーション
プログラムを示す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワーク
を介して受信し、
　前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを送信した前記携帯端末装置に
、前記ローカルネットワークを介して、当該第１のコマンドに係る前記第１のリスト情報
にて示される１または複数の種類の前記アプリケーションプログラムのそれぞれについて
当該アプリケーションプログラムに対応する自装置上で動作するアプリケーションプログ
ラムを示す情報または対応するアプリケーションプログラムが無い旨を示す情報を示す第
２のリスト情報を含む第２のコマンドを返信し、
　前記ローカルネットワークを介して、前記携帯端末装置から、少なくとも、前記携帯端
末装置へ返信した前記第２のコマンドに係る第２のリスト情報にて示されるアプリケーシ
ョンプログラムの全部または一部について当該アプリケーションプログラムに対して前記
ユーザにより個別に設定され自装置内に保持されているものを送信すべき旨を要求する第
３のコマンドを受信し、
　前記ローカルネットワークを介して、前記携帯端末装置に、前記第３のコマンドにて要
求された前記アプリケーションプログラムに係る前記情報を含む第４のコマンドを返信す
ることを特徴とする通信方法。
【請求項４】
　前記ローカルネットワークは、無線ＬＡＮ、ポイント間無線デバイスまたは赤外線を媒
体として、前記携帯端末装置と前記計算機装置との間のデータ交換を可能としたものであ
ることを特徴とする請求項１ないし のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項５】
　前記ローカルネットワーク上でのデータ交換を、予め定められた相互認証手続きにより
認証された携帯端末装置と計算機装置との間でのみ行われるようにしたことを特徴とする
請求項１ないし のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項６】
　前記携帯端末装置は、自装置の起動時に、複数のアプリケーションプログラムについて
、各アプリケーションプログラムに供するための所定の情報を前記ローカルネットワーク
を介して前記計算機装置から取得するための手続きを行うことを特徴とする請求項１ない
し のいずれか１項に記載の通信方法。
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【請求項７】
　前記携帯端末装置は、アプリケーションプログラムの起動時に、該アプリケーションプ
ログラムに供するための所定の情報を前記ローカルネットワークを介して前記計算機装置
から取得するための手続きを行うことを特徴とする請求項１ないし のいずれか１項に記
載の通信方法。
【請求項８】
　前記携帯端末装置は、前記ローカルネットワークを介して第１の計算機装置から取得し
た情報を、前記ローカルネットワークに接続された第２の計算機装置に転送することを特
徴とする請求項１ないし のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項９】
　前記携帯端末装置は、通信によりまたはユーザ入力により獲得した所定の情報を、前記
ローカルネットワークに接続された１または複数の計算機装置に転送することを特徴とす
る請求項１ないし のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項１０】
　前記携帯端末装置は、無線基地局を介して通信する機能を有する無線携帯端末装置であ
ることを特徴とする請求項１ないし のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項１１】
　アプリケーションプログラム実行機能を有する携帯端末装置であって、
　近隣の計算機装置とローカルネットワークを介して接続するための手段と、
　前記ローカルネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、１
または複数の計算機装置へ、自装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーション
プログラムを示す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワーク
を介してそれぞれ送信するための手段と、
　前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを受信した１または複数の前記
計算機装置のそれぞれから、前記ローカルネットワークを介して、当該第１のコマンドに
係る前記第１のリスト情報にて示される１または複数の種類の前記アプリケーションプロ
グラムのそれぞれについて当該アプリケーションプログラムに対応する当該計算機装置上
で動作するアプリケーションプログラムを示す情報または対応するアプリケーションプロ
グラムが無い旨を示す情報を示す第２のリスト情報を含む第２のコマンドを受信するため
の手段と、
　前記ローカルネットワークを介して１または複数の前記計算機装置からそれぞれ受信し
た前記第２のコマンドの内容に基づいて、前記計算機装置の全部または一部へ、少なくと
も、当該計算機装置から受信した当該第２のコマンドに係る第２のリスト情報にて示され
るアプリケーションプログラムの全部または一部について当該アプリケーションプログラ
ムに対して前記ユーザにより個別に設定され当該計算機装置内に保持されているものを送
信すべき旨を要求する第３のコマンドを、前記ローカルネットワークを介してそれぞれ送
信するための手段と、
　前記ローカルネットワークを介して前記第３のコマンドを受信した前記計算機装置のそ
れぞれから、前記ローカルネットワークを介して、当該第３のコマンドにて要求された前
記アプリケーションプログラムに係る前記情報を含む第４のコマンドを受信するための手
段と、
　前記ローカルネットワークを介して前記計算機装置の全部または一部から受信した前記
第４のコマンドに含まれる前記情報のうち、自装置上で動作する前記アプリケーションプ
ログラムに対する利用の可能なものを、自装置上で動作する前記アプリケーションプログ
ラムに供するための所定の処理を行うための手段とを具備したことを特徴とする携帯端末
装置。
【請求項１２】
　アプリケーションプログラム実行機能を有する計算機装置であって、
　近隣の計算機装置とローカルネットワークを介して接続するための手段と、
　前記ローカルネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、携
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帯端末装置から、前記携帯端末装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーション
プログラムを示す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワーク
を介して受信するための手段と、
　前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを送信した前記携帯端末装置に
、前記ローカルネットワークを介して、当該第１のコマンドに係る前記第１のリスト情報
にて示される１または複数の種類の前記アプリケーションプログラムのそれぞれについて
当該アプリケーションプログラムに対応する自装置上で動作するアプリケーションプログ
ラムを示す情報または対応するアプリケーションプログラムが無い旨を示す情報を示す第
２のリスト情報を含む第２のコマンドを返信するための手段と、
　前記ローカルネットワークを介して、前記携帯端末装置から、少なくとも、前記携帯端
末装置へ返信した前記第２のコマンドに係る第２のリスト情報にて示されるアプリケーシ
ョンプログラムの全部または一部について当該アプリケーションプログラムに対して前記
ユーザにより個別に設定され自装置内に保持されているものを送信すべき旨を要求する第
３のコマンドを受信するための手段と、
　前記ローカルネットワークを介して、前記携帯端末装置に、前記第３のコマンドにて要
求された前記アプリケーションプログラムに係る前記情報を含む第４のコマンドを返信す
るための手段とを具備したことを特徴とする計算機装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、アプリケーションプログラム実行機能を有する携帯端末装置、計算機装置及
びそれらの通信方法に関し、特に、無線電話網、無線基地局、ゲートウェイサーバを経由
して第１のコンピュータネットワークに接続し、データ通信を行うとともに、近接の計算
機装置とともに構築される第２のコンピュータネットワークに接続し、データ通信を行う
ことが可能な携帯端末装置、該第２のネットワークで該携帯端末装置と通信する計算機装
置及びそれらの通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話（セルラー電話）やＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）端末の普及により、無線通信システムを利用した、通信サービスが広く行われる
ようになってきた。これらの携帯電話（セルラー電話）やＰＨＳ端末は、無線基地局との
間で無線による通信を行い、その基地局から有線通信網に多数接続されて、通信サービス
を行っている。
【０００３】
一方、世界的なコンピュータネットワーク「インターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）」の利
用が普及したことにより、様々なインターネット上の情報サービスが展開されている。
【０００４】
特に、従来の電話網に比較して通信コストが極めて低い利点を利用して、電話の音声デー
タをＩＰパケット化し、インターネットを介して通信するインターネット電話（ＩＰ電話
）が注目を集めている。典型的には、図２３のように音声電話網３とインターネット網４
との間を中継するインターネット電話ゲートウェイ２０６を例えば電話局内に設置し、こ
れらゲートウェイ２０６間をインターネット４経由で通信することで、長距離通話であっ
ても、最寄りの電話局（またはインターネット電話ゲートウェイの設置箇所）までの料金
のみで実行することが可能になる。
【０００５】
また、セルラ電話やＰＨＳ端末をＩＰ（インターネット）通信の端末ノードとして、つま
り無線携帯インターネット端末として運用することも容易に拡張できる。例えば、図２４
に示すように、複数の無線基地局２０２を管理するルータ装置２０５を設け、このルータ
装置２０５がインターネット網４とのゲートウェイとして働いて、インターネット網４と
のデータ交換を行うようなＩＰ通信システムが実現できる。
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【０００６】
以上のような通信システムを構築することで、音声電話やその他の様々な形式のマルチメ
ディアデータを転送することが可能である。特に、インターネットではＴＣＰ／ＩＰとい
う標準プロトコルに従って、例えば、音声、静止画像、動画像、特定のアプリケーション
のデータファイルなどをＩＰパケット化して転送できるし、既存のインターネットアプリ
ケーション（例えば、Ｗｅｂ　Ｂｒｏｗｓｅｒなど）を無線携帯端末で動作させることが
可能になる。
【０００７】
さて、このような環境で様々なアプリケーションを無線携帯端末上で使用する場合、一般
に本体自体が小型もしくは超小型である無線携帯端末では、アプリケーションの構成（コ
ンフィグレーション）データの設定や、入力データ（例えば、ＷｅｂのＵＲＬ）の入力と
いったデータ入力インタフェースの使用感・操作性が良くないという、小型もしくは超小
型ゆえの問題がある。もちろん、通常の計算機（ＰＣ）と同様のキーボードや、ポインテ
ィングデバイス（マウスなど）はサポートできない。これをカバーするために、例えば携
帯電話ではジョグダイアルなど独自のユーザインタフェースをサポートし、小型の端末を
キー操作なしに片手で操作できるような工夫がなされている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
以上述べたように、無線携帯端末を使ってインターネット電話やマルチメディアデータな
どを扱うインターネットサービスを受けるためにインターネット電話、Ｗｅｂブラウザ、
電子メールなどのアプリケーションを利用したり、ワードプロセッサなどの他のアプリケ
ーションを利用したりする場合、一般に小型である無線携帯電話を端末として使用する際
、キーボードなどの入力インタフェースの操作性が悪いため、例えばインターネットホー
ムページのアドレス（ＵＲＬ）情報や各種設定情報、あるいはワードプロセッサのオプシ
ョン設定情報といったデータ入力・設定などのための入力・設定操作が非常に困難を伴う
ものであった。また、特に場所を移動して利用するため、移動箇所でネットワークパラメ
ータなどの情報を更新することが必要になることがあるが、これらの作業に関しても、キ
ーボードやマウスを自由に使用できないため、操作性が悪く設定が非常に困難であった。
【０００９】
また、無線携帯端末上で動作するアプリケーションは、固定的に設置された計算機や携帯
されるノート計算機上の標準アプリケーションに比べ、ディスプレイのサイズや解像度な
どのリソースに制約があるため、独自のパラメータ設定を行うことがある。このため、通
常の計算機上の標準的なアプリケーションを利用しているユーザが無線携帯端末用のアプ
リケーションに移行する際には、従来の利用環境にできる限り似通った設定を行いたいと
考えるが、そのまま設定情報をコピーして使用してスムーズにプラットフォーム間の移行
をする、ということができない場合があった。
【００１０】
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、所定のコンピュータネットワークへの接
続機能とアプリケーションプログラム（特に、該所定のコンピュータネットワークへ接続
して使用するもの）実行機能とを有するが、筐体が小型もしくは超小型であるがゆえにユ
ーザインタフェースの操作性が良好でない携帯端末装置において、当該ユーザインタフェ
ースの操作性をより良好にしあるいは煩雑な操作自体を省くことを可能とした携帯端末装
置及びその通信方法を提供することを目的とする。
【００１１】
また、本発明は、アプリケーションプログラムを実行する機能を有するが、筐体が小型も
しくは超小型であるがゆえにユーザインタフェースの操作性が良好でない携帯端末装置に
おいて、当該ユーザインタフェースの操作性をより良好にしあるいは煩雑な操作自体を省
くことを可能とするために該携帯端末装置をサポートするためのの計算機装置及びその通
信方法を提供することを目的とする。
【００１２】
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【課題を解決するための手段】
本発明は、アプリケーションプログラム実行機能を有する携帯端末装置の通信方法であっ
て、ローカルネットワークを介して少なくとも１つの計算機装置と接続し、自装置上で動
作するアプリケーション（例えば、Ｗｅｂブラウザ、インターネット電話、電子メール、
ワードプロセッサなど、およそあらゆるものがこれに該当する）プログラムに供するため
の所定の情報（例えば、アプリケーションプログラムの起動や設定などのために、必要な
もしくはあると好ましい情報、もしくはそのもととなる情報（例えば、利用するためには
データ形式などの変換などが必要な情報）；より具体的には、例えば、ネットワーク接続
に関するオプションデータ、プロキシサーバに関するオプションデータ、インターネット
電話の番号、電子メールアドレス、ＵＲＬのＢｏｏｋｍａｒｋ、ワードプロセッサなどの
オプションデータなど、種々のものが、これに該当する）を、前記接続した計算機装置の
全部または一部から取得し、取得した情報の少なくとも一部を前記アプリケーションプロ
グラムに供するための所定の処理を行う（例えば、該情報をそのまま所定の記憶領域（例
えば、該当するパラメータに対応する記憶領域）に格納する処理、あるいは該情報を変換
した上で所定の記憶領域に格納する処理など）ことを特徴とする。
【００１３】
　本発明は、アプリケーションプログラム実行機能と、所定のコンピュータネットワーク
（例えば、インターネット）へ接続する第１の接続機能と、近隣の計算機装置とローカル
ネットワークを介して接続する第２の接続機能とを有する携帯端末装置の通信方法であっ
て、前記ローカルネットワークを介して自装置を所持するユーザが所持する少なくとも１
つの計算機装置と接続し、前記ローカルネットワークを介して接続した前記計算機装置の
全部または一部から、自装置上で動作し前記所定のコンピュータネットワークに接続して
使用する第１のアプリケーションプログラム（例えば、Ｗｅｂブラウザ、インターネット
電話、電子メール、ワードプロセッサなど）の動作に必要なもしくは該動作のために利用
可能な、該所定のコンピュータネットワークに関係する所定の情報（例えば、ネットワー
ク接続に関するオプションデータ、プロキシサーバに関するオプションデータ、インター
ネット電話の番号、電子メールアドレス、ＵＲＬのＢｏｏｋｍａｒｋ）に対応する情報で
あって、少なくとも、当該計算機装置で動作する該第１のアプリケーションプログラムと
同一の第２のアプリケーションプログラムまたは該第１のアプリケーションプログラムに
類似する第３のアプリケーションプログラムに対して前記ユーザにより個別に設定され当
該計算機装置内に保持されているものを、前記ローカルネットワークを介して取得し、前
記ローカルネットワークを介して前記計算機装置の全部または一部から取得した前記情報
のうち、前記第１のアプリケーションプログラムに対する利用の可能なものに基づいて、
前記第１のアプリケーションプログラムに対する前記所定のコンピュータネットワークに
関係する所定の情報の設定（例えば、プロキシサーバに関するオプションデータの設定や
、ＵＲＬのＢｏｏｋｍａｒｋの設定など）を行うことを特徴とする。
【００１４】
なお、上記のローカルネットワークは、前記所定のコンピュータネットワークとは別のネ
ットワークであってもよいし、前記所定のコンピュータネットワークの一部であってもよ
い。
【００１５】
　好ましくは、前記所定の情報の設定は、前記取得した情報のうち、前記第１のアプリケ
ーションプログラムに対して直接利用することが可能なものについては、そのまま、前記
第１のアプリケーションプログラムに対して変換により利用が可能になるものについては
、前記第１のアプリケーションプログラム（例えば、データ形式など）および／または自
装置のユーザインタフェース（例えば、入力形式、ユーザインタフェースなど）に適合す
る形式に変換して、前記第１のアプリケーションプログラムに供するための所定の記憶領
域に格納するものであるようにしてもよい。
【００１６】
　また、本発明は、アプリケーションプログラム実行機能と、近隣の計算機装置とローカ
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ルネットワークを介して接続する接続機能とを有する携帯端末装置の通信方法であって、
前記ローカルネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、１ま
たは複数の計算機装置へ、自装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーションプ
ログラムを示す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワークを
介してそれぞれ送信し、前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを受信し
た１または複数の前記計算機装置のそれぞれから、前記ローカルネットワークを介して、
当該第１のコマンドに係る前記第１のリスト情報にて示される１または複数の種類の前記
アプリケーションプログラムのそれぞれについて当該アプリケーションプログラムに対応
する当該計算機装置上で動作するアプリケーションプログラムを示す情報または対応する
アプリケーションプログラムが無い旨を示す情報を示す第２のリスト情報を含む第２のコ
マンドを受信し、前記ローカルネットワークを介して１または複数の前記計算機装置から
それぞれ受信した前記第２のコマンドの内容に基づいて、前記計算機装置の全部または一
部へ、少なくとも、当該計算機装置から受信した当該第２のコマンドに係る第２のリスト
情報にて示されるアプリケーションプログラムの全部または一部について当該アプリケー
ションプログラムに対して前記ユーザにより個別に設定され当該計算機装置内に保持され
ているものを送信すべき旨を要求する第３のコマンドを、前記ローカルネットワークを介
してそれぞれ送信し、前記ローカルネットワークを介して前記第３のコマンドを受信した
前記計算機装置のそれぞれから、前記ローカルネットワークを介して、当該第３のコマン
ドにて要求された前記アプリケーションプログラムに係る前記情報を含む第４のコマンド
を受信し、前記ローカルネットワークを介して前記計算機装置の全部または一部から受信
した前記第４のコマンドに含まれる前記情報のうち、自装置上で動作する前記アプリケー
ションプログラムに対する利用の可能なものを、自装置上で動作する前記アプリケーショ
ンプログラムに供するための所定の処理を行うことを特徴とする。
【００１７】
　好ましくは、前記所定の処理は、受信した前記第４のコマンドに含まれる情報のうち、
自装置上で動作する前記アプリケーションプログラムに対して直接利用することが可能な
ものについては、そのまま、自装置上で動作する前記アプリケーションプログラムに対し
て変換により利用が可能になるものについては、自装置上で動作する前記アプリケーショ
ンプログラム（例えば、データ形式など）および／または自装置のユーザインタフェース
（例えば、入力形式、ユーザインタフェースなど）に適合する形式に変換して、自装置上
で動作する前記アプリケーションプログラムに供するための所定の記憶領域に格納するも
のであるようにしてもよい。
【００１９】
　また、本発明は、アプリケーションプログラム実行機能と、近隣の携帯端末装置とロー
カルネットワークを介して接続する接続機能とを有する計算機装置の通信方法であって、
前記ローカルネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、携帯
端末装置から、前記携帯端末装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーションプ
ログラムを示す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワークを
介して受信し、前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを送信した前記携
帯端末装置に、前記ローカルネットワークを介して、当該第１のコマンドに係る前記第１
のリスト情報にて示される１または複数の種類の前記アプリケーションプログラムのそれ
ぞれについて当該アプリケーションプログラムに対応する自装置上で動作するアプリケー
ションプログラムを示す情報または対応するアプリケーションプログラムが無い旨を示す
情報を示す第２のリスト情報を含む第２のコマンドを返信し、前記ローカルネットワーク
を介して、前記携帯端末装置から、少なくとも、前記携帯端末装置へ返信した前記第２の
コマンドに係る第２のリスト情報にて示されるアプリケーションプログラムの全部または
一部について当該アプリケーションプログラムに対して前記ユーザにより個別に設定され
自装置内に保持されているものを送信すべき旨を要求する第３のコマンドを受信し、前記
ローカルネットワークを介して、前記携帯端末装置に、前記第３のコマンドにて要求され
た前記アプリケーションプログラムに係る前記情報を含む第４のコマンドを返信すること
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を特徴とする。
【００２０】
好ましくは、前記ローカルネットワークは、無線ＬＡＮ、ポイント間無線デバイス（例え
ば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）または赤外線（ＩｒＤＡ）を媒体として、前記携帯端末装置と
前記計算機装置との間のデータ交換を可能としたものであるようにしてもよい。
【００２１】
好ましくは、前記ローカルネットワーク上でのデータ交換を、予め定められた相互認証手
続きにより認証された携帯端末装置と計算機装置との間でのみ行われるようにしてもよい
。
【００２２】
好ましくは、前記携帯端末装置は、自装置の起動時に、複数のアプリケーションプログラ
ムについて、各アプリケーションプログラムに供するための所定の情報を前記ローカルネ
ットワークを介して前記計算機装置から取得するための手続きを行うようにしてもよい。
【００２３】
また、好ましくは、前記携帯端末装置は、アプリケーションプログラムの起動時に、該ア
プリケーションプログラムに供するための所定の情報を前記ローカルネットワークを介し
て前記計算機装置から取得するための手続きを行うようにしてもよい。
【００２４】
好ましくは、前記携帯端末装置は、前記ローカルネットワークを介して第１の計算機装置
から取得した情報（例えば、アプリケーションプログラム設定、入力情報など）を、前記
ローカルネットワークに接続された第２の計算機装置に転送するようにしてもよい。
【００２５】
好ましくは、前記携帯端末装置は、通信によりまたはユーザ入力により獲得した所定の情
報（例えば、アプリケーションプログラム設定、入力情報など）を、前記ローカルネット
ワークに接続された１または複数の計算機装置に転送するようにしてもよい。
【００２６】
好ましくは、前記携帯端末装置は、無線基地局を介して通信する機能を有する無線携帯端
末装置であるようにしてもよい。
【００２７】
　また、本発明は、アプリケーションプログラム実行機能を有する携帯端末装置であって
、所定のコンピュータネットワークに接続するための手段と、近隣の計算機装置とローカ
ルネットワークを介して接続するための手段と、前記ローカルネットワークを介して接続
した、自装置を所持するユーザが所持する、少なくとも１つの前記計算機装置の全部また
は一部から、自装置上で動作し前記所定のコンピュータネットワークに接続して使用する
第１のアプリケーションプログラムの動作に必要なもしくは該動作のために利用可能な、
該所定のコンピュータネットワークに関係する所定の情報に対応する情報であって、少な
くとも、当該計算機装置で動作する該第１のアプリケーションプログラムと同一の第２の
アプリケーションプログラムまたは該第１のアプリケーションプログラムに類似する第３
のアプリケーションプログラムに対して前記ユーザにより個別に設定され当該計算機装置
内に保持されているものを、前記ローカルネットワークを介して取得するための手段と、
前記ローカルネットワークを介して前記計算機装置の全部または一部から取得した前記情
報のうち、前記第１のアプリケーションプログラムに対する利用の可能なものに基づいて
、前記第１のアプリケーションプログラムに対する前記所定のコンピュータネットワーク
に関係する所定の情報の設定を行うための手段とを具備したことを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明は、アプリケーションプログラム実行機能を有する携帯端末装置であって
、近隣の計算機装置とローカルネットワークを介して接続するための手段と、前記ローカ
ルネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、１または複数の
計算機装置へ、自装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーションプログラムを
示す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワークを介してそれ
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ぞれ送信するための手段と、前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを受
信した１または複数の前記計算機装置のそれぞれから、前記ローカルネットワークを介し
て、当該第１のコマンドに係る前記第１のリスト情報にて示される１または複数の種類の
前記アプリケーションプログラムのそれぞれについて当該アプリケーションプログラムに
対応する当該計算機装置上で動作するアプリケーションプログラムを示す情報または対応
するアプリケーションプログラムが無い旨を示す情報を示す第２のリスト情報を含む第２
のコマンドを受信するための手段と、前記ローカルネットワークを介して１または複数の
前記計算機装置からそれぞれ受信した前記第２のコマンドの内容に基づいて、前記計算機
装置の全部または一部へ、少なくとも、当該計算機装置から受信した当該第２のコマンド
に係る第２のリスト情報にて示されるアプリケーションプログラムの全部または一部につ
いて当該アプリケーションプログラムに対して前記ユーザにより個別に設定され当該計算
機装置内に保持されているものを送信すべき旨を要求する第３のコマンドを、前記ローカ
ルネットワークを介してそれぞれ送信するための手段と、前記ローカルネットワークを介
して前記第３のコマンドを受信した前記計算機装置のそれぞれから、前記ローカルネット
ワークを介して、当該第３のコマンドにて要求された前記アプリケーションプログラムに
係る前記情報を含む第４のコマンドを受信するための手段と、前記ローカルネットワーク
を介して前記計算機装置の全部または一部から受信した前記第４のコマンドに含まれる前
記情報のうち、自装置上で動作する前記アプリケーションプログラムに対する利用の可能
なものを、自装置上で動作する前記アプリケーションプログラムに供するための所定の処
理を行うための手段とを具備したことを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明は、アプリケーションプログラム実行機能を有する計算機装置であって、
近隣の計算機装置とローカルネットワークを介して接続するための手段と、前記ローカル
ネットワークを介して接続した、自装置を所持するユーザが所持する、携帯端末装置から
、前記携帯端末装置上で動作する１または複数の種類のアプリケーションプログラムを示
す第１のリスト情報を含む第１のコマンドを、前記ローカルネットワークを介して受信す
るための手段と、前記ローカルネットワークを介して前記第１のコマンドを送信した前記
携帯端末装置に、前記ローカルネットワークを介して、当該第１のコマンドに係る前記第
１のリスト情報にて示される１または複数の種類の前記アプリケーションプログラムのそ
れぞれについて当該アプリケーションプログラムに対応する自装置上で動作するアプリケ
ーションプログラムを示す情報または対応するアプリケーションプログラムが無い旨を示
す情報を示す第２のリスト情報を含む第２のコマンドを返信するための手段と、前記ロー
カルネットワークを介して、前記携帯端末装置から、少なくとも、前記携帯端末装置へ返
信した前記第２のコマンドに係る第２のリスト情報にて示されるアプリケーションプログ
ラムの全部または一部について当該アプリケーションプログラムに対して前記ユーザによ
り個別に設定され自装置内に保持されているものを送信すべき旨を要求する第３のコマン
ドを受信するための手段と、前記ローカルネットワークを介して、前記携帯端末装置に、
前記第３のコマンドにて要求された前記アプリケーションプログラムに係る前記情報を含
む第４のコマンドを返信するための手段とを具備したことを特徴とする。
【００３１】
なお、装置に係る本発明は方法に係る発明としても成立し、方法に係る本発明は装置に係
る発明としても成立する。
【００３２】
また、装置または方法に係る本発明は、コンピュータに当該発明に相当する手順を実行さ
せるための（あるいはコンピュータを当該発明に相当する手段として機能させるための、
あるいはコンピュータに当該発明に相当する機能を実現させるための）プログラムを記録
したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても成立する。
【００３３】
本発明によれば、携帯端末装置に対して計算機装置を連携させることにより、携帯端末装
置のユーザインタフェースの操作性をより良好にしあるいは煩雑な操作自体を省くことが
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できる。
【００３４】
また、本発明によれば、（無線）携帯端末装置に、近接の計算機装置にローカルネットワ
ーク（例えば、無線／赤外線などの通信手段）で接続するための手段（例えば、通信ポー
ト）を設け、この（無線）携帯端末装置が起動する際に、あるいはこの（無線）携帯端末
装置で動作するアプリケーションプログラムが起動する際に、該アプリケーションプログ
ラムに関するデータもしくはコマンドをローカルネットワーク経由で近接計算機に送り、
該近接計算機はその上で動作する指定されたアプリケーション（もしくはそれに類似の動
作を行うアプリケーション）の識別情報、入力データ情報などを返信し、これを受けた（
無線）携帯端末装置は、受信したデータをそのままもしくは必要に応じて自身のアプリケ
ーションプログラム用に加工して自動的に設定することなどにより、キーボード、マウス
といった入力インタフェースを設けることができない小型もしくは超小型の（無線）携帯
端末装置であっても、近接計算機との協調によりスムーズな操作を可能にする。
【００３５】
また、本発明によれば、例えば携帯しているノート型計算機内に格納されたＵＲＬデータ
を随時、（無線）携帯端末装置にアップロードして独自Ｗｅｂブラウザのアドレスレジス
タにキャッシュして操作するなど、（無線）携帯端末装置のユーザインタフェースをより
ユーザフレンドリに行うこともできる。
【００３６】
また、本発明によれば、例えば２つの（固定）計算機間での設定データの受け渡しのため
に、一旦、第１の計算機から（無線）携帯端末装置にローカルネットワーク経由でデータ
を渡し、これを第２の計算機に同様にローカルネットワーク経由で渡すように行うことも
できる。
【００３７】
また、本発明によれば、アプリケーションプログラムのインストール情報を保持した（無
線）携帯端末装置をシステム管理者が持ち歩き、各部屋の計算機に必要なプログラムをロ
ーカルネットワーク経由でインストールしていく、といった応用にも適用可能である。
【００３８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら発明の実施の形態を説明する。
【００３９】
最初に、図２２を参照しながら、本実施形態の基本的な構成について説明する。
【００４０】
図２２は、本実施形態で想定するネットワーク構成の一例と、本実施形態に係る無線携帯
端末の利用形態を示すものである。なお、図２２において、無線携帯端末１が図示しない
通信相手と何らかの通信を行う場合を考える。
【００４１】
無線携帯端末１は、単独で通信その他の処理を行う機能を有するが、本実施形態では、こ
れに加えて、別の計算機を利用してユーザ・インタフェースをサポートする機能をも有す
る。連携する別の計算機は、例えば、本無線携帯端末１を持つユーザが同時に携帯してい
るノートＰＣ（ラップトップＰＣあるいはデスクトップＰＣでも構わない）や、移動先の
家庭、オフィス、公共の場所等に設置されたノートＰＣや、ラップトップＰＣあるいはデ
スクトップＰＣである。無線携帯端末とＰＣとは、例えば無線ＬＡＮや、ポイント間無線
デバイス（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）、あるいは赤外線（ＩｒＤＡ）といった媒体を
使ったローカル通信が可能である。また、ＩＰ通信によることも可能である。
【００４２】
この無線携帯端末１は、スムーズな操作を可能にするように、自装置上で動作するアプリ
ケーションの設定、構成を行うために、近接のＰＣとローカル通信網を介して、各種アプ
リケーションの設定情報を交換する。ただし、一般に通常のＰＣで動作するアプリケーシ
ョンと無線携帯端末で動作するアプリケーションでは設定情報の形式が異なっていたり、
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無線携帯端末独自のユーザインタフェースに合致させるために、交換したデータをさらに
加工する。例えば、以下のように、近接のＰＣとの間で所定の手続きを行い、入手した情
報を利用して所定の設定や構成のための処理を行う。
（１）連携するＰＣとの間で、相互に認証を行う。
（２）連携するＰＣに、使用したいアプリケーションの種別を通知する。
（３）連携するＰＣから送信された、通知したアプリケーション種別に応じた、該ＰＣ上
の標準アプリケーションの設定データ、アドレスリストなどアプリケーション起動に必要
なデータ一式を受信する。
（４）受信した、設定データ、アドレスリストなどのアプリケーション起動情報を、自身
の設定方式、インタフェースなどに合致した形式に変換し、自動的に設定する制御を行う
。
【００４３】
これによって、無線携帯端末の操作性を補うことができる。特に、無線携帯端末に特有の
入出力デバイスを最大限に活用した、良好な操作性を提供することができる。
【００４４】
以下、より詳しく本発明の実施形態について説明する。
【００４５】
図１に、本発明の一実施形態に係るネットワークの基本構成例を示す。
【００４６】
無線ネットワークは、一般に無線通信事業者などにより運用され、無線基地局２（図１の
２ａ～２ｍ）により無線携帯端末（図１の１ａ～１ｎ）を収容し、無線携帯端末１同士の
通話をサービスし、また無線携帯端末１と電話網３に収容される電話機（図示せず）との
通話をサービスするとともに、ルータ装置５が設置され、このルータ装置５によって無線
携帯端末１から送信される音声データやその他のマルチメディアデータを含むパケットの
ＩＰネットワーク（例えばインターネット）４への転送や、ＩＰネットワーク（例えばイ
ンターネット）４から無線携帯端末１へのパケット転送をサービスする。
【００４７】
一方、電話網３は、一般に通信事業者などにより運用され、図示しない電話機を収容し、
電話機同士の通話や、電話機と無線携帯端末１との通話をサービスする。また、電話網３
には、インターネット電話ゲートウェイ（図示せず）が設置される場合があり、その場合
、インターネット電話ゲートウェイによって、音声電話データをＩＰネットワーク経由で
転送するインターネット電話サービスが提供される。
【００４８】
ユーザは、無線携帯端末１とともに１台または複数台の連携可能なノートＰＣ（図１の８
ａ～８ｋ）を携帯しているものとする。また、移動先に連携可能な１台または複数台のＰ
Ｃが存在することもある。もちろん、ユーザがノートＰＣを携帯せず、移動先のＰＣを利
用することも可能である（ユーザ携帯のＰＣと移動先のＰＣとの間で動作上の差異はない
；ユーザ携帯のＰＣはそのユーザについてカスタマイズされ、移動先のＰＣはその移動先
についてカスタマイズされることがある点が相違する）。
【００４９】
なお、電話網３を介しての通信は、従来の無線携帯電話による通信と基本的に同じもので
ある。
【００５０】
次に、本実施形態に係る無線携帯端末の構成について説明する。
【００５１】
図２に、本実施形態の無線携帯端末の内部構成例を示す。
【００５２】
この無線携帯端末は、無線通信部１１、ローカル網通信部１２、音声形式処理部１３、Ｔ
ＣＰ／ＩＰ処理部１４、Ａ／Ｄ－Ｄ／Ａ変換部１５、音声入出力処理部１６、ディスプレ
イ１７、その他、図示しない入出力装置、メモリなどを備えている。また、通常の無線電
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話や計算機の持つ機能を必要に応じて備えている。
【００５３】
無線通信部１１は、通常の無線電話と同様、いずれかの（例えば電波強度で選択された）
無線基地局２ａ～２ｍを介し無線電話網と通信するための入出力ユニットである。一方、
ローカル網通信部１２は、無線もしくは赤外線（ＩｒＤＡなど）を使って、この無線携帯
端末１のユーザが同時に携帯しているＰＣ８ａ～８ｋ（あるいは移動先のＰＣ）と通信す
るためのインタフェースである。
【００５４】
音声形式処理部１３は、音声電話データの処理を行う。無線電話網から受けた音声電話デ
ータはここで処理されて音声入出力処理部１６に送られる。
【００５５】
一方、ＩＰネットワーク４から直接受信した音声パケットデータは、ＴＣＰ／ＩＰ処理部
１４から受信後、Ａ／Ｄ－Ｄ／Ａ変換部１５でアナログデータに変換されて、音声入出力
処理部１６に送られる。また、音声以外のデータ、例えば画像データなどは、ＩＰネット
ッワーク４から受信されると、ＴＣＰ／ＩＰ処理部１４で適当な専用アプリケーションで
処理されて、必要に応じてディスプレイ１７に出力される。
【００５６】
ディスプレイ１７は、無線携帯端末装置本体に附属するものであり、出力サイズ、解像度
などが、他のデスクトップＰＣやノートＰＣに比べ劣っている。
【００５７】
ところで、前述したように、本実施形態では、ユーザは、無線携帯端末１とともに１また
は複数のＰＣ群８ａ～８ｋを同時に携帯しているものとしている。ここで、無線／赤外線
網で接続されたからと言って、むやみに通信を行うとセキュリティ上の問題が発生するこ
とがある。そこで、無線携帯端末１とＰＣ８が無線ＬＡＮ、ポイント間無線デバイスまた
は赤外線を用いたローカルネットワークにより相互にデータを交換する前に、お互いに暗
号手法に基づいて相互認証を行い、認証された通信路を確立した上で、通信を行うことが
望ましい。このためには、例えば、「一方のＡが自身のＩＤを自分の秘密鍵で暗号化して
送信し、受信した側ＢがこれをＡの公開鍵で復号する。これを反対にＢの秘密鍵で暗号化
してＡに送り、これをＡはＢの公開鍵で復号し、元のＩＤであることを確認する。」とい
う手法で可能になる。複数のＰＣとローカルネットワークを使って通信する場合は、同様
の認証プロセスを各ＰＣに対して実行し、認証された通信路をＰＣの数だけ生成してから
、必要なデータ交換を開始する。この点は、無線携帯端末が移動先のＰＣと連携を取る場
合も同様である。
【００５８】
以下では、無線携帯端末１が近接のＰＣをどのように利用していくかなどについて、いく
つかの具体例をもとに説明していく。
【００５９】
さて、ＩＰネットワーク４経由の通信では、従来インターネット、イントラネット用に開
発された各種のアプリケーションプログラム（以下、アプリケーションと略す）を無線携
帯端末装置１上で稼働できる。例えば、Ｗｅｂブラウザやファイル転送プログラムなどが
そのまま使用できる。ただし、一般に小型である無線携帯端末１では、パラメータ、デー
タの入出力を行う入出力機器（例えば、マウスやキーボード、ディスプレイ）に十分なリ
ソースを割り当てることができないので、一般のＰＣ用のアプリケーションで、キーボー
ドやマウスを使って行う情報の設定、入力が困難なものになることがある。
【００６０】
本実施形態では、これら、入力が困難な情報の設定を、近隣のＰＣもしくはＰＣ群からの
データ通信で補完することを考える。
【００６１】
まず、Ｗｅｂブラウザで利用するＵＲＬをＰＣ８から入力・設定する例について説明する
。、
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図３に、典型的なＷｅｂブラウザの表示例を示す。
【００６２】
Ｗｅｂブラウザでは、ＵＲＬフィールド（図中３１）にＷＷＷのアドレスを指定すると、
インターネットにｈｔｔｐプロトコルの要求メッセージを送出し、応答されるページ情報
を表示する（図中３２）。このＵＲＬアドレスの入力を行うためには、英数字の入力手段
が必要であるが、小型である無線携帯端末１では入力操作の操作性が良くない。これに対
し、頻繁にアクセスするＵＲＬのリストを保持するＢｏｏｋｍａｒｋというデータがある
。このＢｏｏｋｍａｒｋデータについても、標準のＷｅｂブラウザでは、マウスを使いメ
ニューから選択するようなインタフェースになっている（図中３３）。
【００６３】
さて、入出力デバイスの操作性に制約のある無線携帯携帯１においては、このＢｏｏｋｍ
ａｒｋデータを近隣のＰＣ８から受け取って、これを小型端末特有のインタフェースに合
致する形式でメモり内に格納して使用することが可能である。
【００６４】
例えば、図４のような操作環境を持つ無線携帯端末（装置本体）３５を考える。これは、
回転式のダイアル３６と押しボタン３７の組み合わせにより、（１）押しボタン３７によ
るＵＲＬ選択モードの選択、（２）回転ダイアル３６による近隣ＰＣから受け取ったＢｏ
ｏｋｍａｒｋデータの液晶ディスプレイ３８への表示（例えば、回転ダイアル３６を少し
回すごとに１つずつＵＲＬが切り替わる）、（３）再度、押しボタン３７によるＢｏｏｋ
ｍａｒｋからのＵＲＬ選択、という操作を可能とするものである。
【００６５】
ここで、Ｂｏｏｋｍａｒｋデータは、無線携帯端末１側で、通信する近接ＰＣ８上で動作
するＷｅｂブラウザの種別を判断し、それに応じて無線携帯端末１側の所定の形式に変換
することが必要である。このためメッセージ変換のシーケンスの一例を図５に示す。
【００６６】
最初に、無線携帯端末１・近接ＰＣ８間で所定の認証手続きを行う。
【００６７】
次に、認証手続きに成功したならば、無線携帯端末１は、近接ＰＣ８上でのＷｅｂブラウ
ザのプログラム種別を獲得する。このために、例えば、Ｇｅｔ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ
－Ｎａｍｅコマンドを送信する（なお、各コマンド種別については後述する）。
【００６８】
これに対し近接ＰＣ８は、自身が稼働するＷｅｂブラウザプログラム名を添付したＲｅｐ
ｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを返信する。例えば、○○○ブラウザ
　Ｖｅｒ．３．０というプログラム名のＷｅｂブラウザを使用していることが通知される
。
【００６９】
Ｗｅｂブラウザプログラム名を含む応答を得た無線携帯端末１は、次に、Ｇｅｔ－Ｗｅｂ
－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｂｏｏｋｍａｒｋコマンドを送信する。
【００７０】
これに対し近接ＰＣ８は、当該Ｗｅｂブラウザ（例えば、○○○ブラウザ　Ｖｅｒ．３．
０）の所定の形式でＢｏｏｋｍａｒｋデータを添付したＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓ
ｅｒ－Ｂｏｏｋｍａｒｋコマンドを返信する。
【００７１】
無線携帯端末１は、このＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｂｏｏｋｍａｒｋコマン
ドに添付されたＵＲＬデータを取り出し、自身の回転式ダイアルインタフェースで使用で
きる形式に変換して、所定のメモリに格納する。すなわち、近接のＰＣ８上で動作するＷ
ｅｂブラウザで設定されたＢｏｏｋｍａｒｋデータをアップロードして、使用することが
可能になる。
【００７２】
これは、例えば、ユーザが、無線携帯端末１とともに通常使用しているノートＰＣを携帯
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しているような状況で便利である。
【００７３】
なお、上記手順において、近接ＰＣ８は、Ｗｅｂブラウザが存在しなければ、その旨を示
す情報を含むＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを返信する。また
、Ｗｅｂブラウザが存在しない旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ
－Ｎａｍｅコマンドを受信した場合には、手続きを終了する（例えば、他の近接ＰＣがあ
る場合には、そのＰＣに対して上記手順を行う）。
【００７４】
さて、これらの無線携帯端末１～近接ＰＣ８間のコマンドメッセージ形式は、必要な動作
に応じて適宜定義すればよい。本実施形態で用いるメッセージの一般形式の一例を図６～
図８に示す。
【００７５】
図６（ａ）は、無線携帯端末１側からの問い合わせコマンドの一般形式と、コマンドフィ
ールド値の一覧である。
【００７６】
これに対する近接ＰＣ８からの応答コマンドの形式を図６（ｂ）に示す。この拡張部フィ
ールドは、コマンド依存の形式であり適宜定義して構わない。
【００７７】
図７（ａ）と（ｂ）は、それぞれ、後に説明する一括設定時のアプリケーションリスト通
知コマンド（無線携帯端末→近接ＰＣ）と、それに対するアプリケーションリスト応答コ
マンド（近接ＰＣ→無線携帯端末）の形式である。応答コマンドは、後述のように、もし
該当するアプリケーションを搭載していない場合は、ＮＵＬＬを返す。
【００７８】
これに続いて交換される、パラメータリスト要求コマンド（無線携帯端末→近接ＰＣ）、
パラメータリスト応答コマンド（近接ＰＣ→無線携帯端末）の形式を、それぞれ、図８（
ａ）と（ｂ）に示す。
【００７９】
続いて、Ｗｅｂブラウザで設定する動作パラメータをＰＣ８から入力・設定する例につい
て説明する。、
図９に、典型的なＷｅｂブラウザのインターネット接続のための情報設定例を示す。
【００８０】
この例のオプション設定画面４１では、ＰｒｏｘｙサーバのＤＮＳ名や、どのＵＲＬに対
しＰｒｏｘｙサーバ経由で接続するか、といったＷｅｂブラウザの動作パラメータが設定
される。これらのデータ入力を行うためにも入力手段が必要であり、小型である無線携帯
端末１では設定操作の操作性が良くない。
【００８１】
さて、本実施形態では、これらＷｅｂブラウザの設定パラメータを、近隣ＰＣから受け取
って、これを小型端末のブラウザに合致する形式で格納することでブラウザのパラメータ
設定を行うことが可能である。このためのメッセージ交換のシーケンスを図１０に示す。
【００８２】
最初に、無線携帯端末１・近接ＰＣ８間で所定の認証手続きを行う。
【００８３】
次に、認証手続きに成功したならば、無線携帯端末１は、近接ＰＣ８上でのＷｅｂブラウ
ザのプログラム種別を獲得するためのＧｅｔ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマン
ドを送信し、近接ＰＣ８から自身が稼働するＷｅｂブラウザプログラム名を添付したＲｅ
ｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを受信する。例えば、○○○ブラウ
ザ　Ｖｅｒ．３．０というプログラム名のＷｅｂブラウザを使用していることが通知され
る。
【００８４】
この応答を得た無線携帯端末１は、次に、Ｇｅｔ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｓｅｔｕｐ
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コマンドを送信する。
【００８５】
これに対し近接ＰＣ８は、当該Ｗｅｂブラウザ（例えば、○○○ブラウザ　Ｖｅｒ．３．
０）の所定の形式でブラウザの設定データを添付したＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅ
ｒ－Ｓｅｔｕｐコマンドを返信する。
【００８６】
無線携帯端末１は、このＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｓｅｔｕｐコマンドに添
付された設定パラメータを取り出し、自身のブラウザの設定データメモリに格納する。こ
こで、全てのデータが１対１に対応するとは限らないが、少なくとも現在の移動箇所での
ネットワーク属性に依存するパラメータについては、何らかの形で無線携帯端末１のセッ
トアップに反映されることが望ましい。すなわち、近接のＰＣ８上で動作するＷｅｂブラ
ウザのセットアップデータをアップロードして、使用することが可能になる。
【００８７】
これは、例えば、無線携帯端末１が移動先のネットワーク（例えば支社）で、そのネット
ワークに設定されたＰＣと同じセットアップデータを使用したい場合に便利な機能である
。
【００８８】
なお、先の例と同様、上記手順において、近接ＰＣ８は、Ｗｅｂブラウザが存在しなけれ
ば、その旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを
返信する。また、Ｗｅｂブラウザが存在しない旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－
Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを受信した場合には、手続きを終了する（例えば、他
の近接ＰＣがある場合には、そのＰＣに対して上記手順を行う）。
【００８９】
以上では、インターネットアプリケーションを例にとって説明したが、もちろん、本発明
は、一般のアプリケーションについて適用可能である。
【００９０】
続いては、ワードプロセッサで設定するオプション設定データをＰＣ８から入力する例に
ついて説明する。
【００９１】
図１１に、標準ＰＣで使われているワードプロセッサのオプション設定例を示す。
【００９２】
この例のオプション設定画面４６では、文字体裁、編集記号の表示の有無、ステータスバ
ーやスクロールバーの表示の有無等、多くのオプション設定が可能である。これらのデー
タ入力を行うためにも入力手段が必要であり、小型である無線携帯端末１では設定操作の
操作性が良くない。
【００９３】
さて、本実施形態では、これらワードプロセッサのオプション設定パラメータを、近隣Ｐ
Ｃから受け取って、これを小型端末のワードプロセッサに合致する形式で格納することで
ワードプロセッサのオプション・パラメータ設定を行うことが可能である。このためのメ
ッセージ交換のシーケンスは基本的には図１０と同様である。
【００９４】
最初に、無線携帯端末１・近接ＰＣ８間で所定の認証手続きを行う。
【００９５】
次に、認証手続きに成功したならば、無線携帯端末１は、近接ＰＣ８上でのワードプロセ
ッサのプログラム種別を獲得する。このために、例えば、Ｇｅｔ－Ｗｏｒｄ－Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｏｒ－Ｎａｍｅコマンドを送信する。
【００９６】
これに対し近接ＰＣ８は、自身が稼働するワードプロセッサープログラム名を添付したＲ
ｅｐｌｙ－Ｗｏｒｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ－Ｎａｍｅコマンドを返信する。例えば、○○
○ワープロ　Ｖｅｒ．８．０というプログラム名のワードプロセッサを使用していること
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が通知される。
【００９７】
この応答を得た無線携帯端末１は、次に、Ｇｅｔ－Ｗｏｒｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ－ｏｐ
ｔｉｏｎコマンドを送信する。
【００９８】
これに対し近接ＰＣ８は、当該ワードプロセッサ（例えば、○○○ワープロ　Ｖｅｒ．８
．０）の所定の形式でオプション・データを添付したＲｅｐｌｙ－Ｗｏｒｄ－Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｏｒ－ｏｐｔｉｏｎコマンドを返信する。
【００９９】
無線携帯端末１は、このＲｅｐｌｙ－Ｗｏｒｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ－ｏｐｔｉｏｎコマ
ンドに添付されたオプション・データを取り出し、自身のワードプロセッサの設定データ
メモリに格納する。なお、無線携帯端末１のオプション・データとＰＣのオプション・デ
ータの項目が１対１に対応しない場合には、対応するものだけを反映させてもよいし、変
換可能なものは変換して反映させるようにしてもよい。
【０１００】
このように、アプリケーション特有の設定データを、近接ＰＣ８からのアップロードで無
線携帯端末１側で入力することにより、容易に動作モードの設定が可能になる。
【０１０１】
これは、例えば、ユーザが、無線携帯端末１とともに通常使用しているノートＰＣを携帯
しているような状況で便利である。
【０１０２】
なお、先の例と同様、上記手順において、近接ＰＣ８は、ワードプロセッサが存在しなけ
れば、その旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－Ｗｏｒｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ－Ｎａｍｅコ
マンドを返信する。また、Ｗｅｂブラウザが存在しない旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－
Ｗｏｒｄ－Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ－Ｎａｍｅコマンドを受信した場合には、手続きを終了す
る（例えば、他の近接ＰＣがある場合には、そのＰＣに対して上記手順を行う）。
【０１０３】
続いて、インターネット電話の電話番号を近接ＰＣに格納されている電話番号データで検
索する例について説明する。
【０１０４】
この場合のメッセージ交換のシーケンスの一例を図１２に示す。
【０１０５】
最初に、無線携帯端末１・近接ＰＣ８間で所定の認証手続きを行う。
【０１０６】
次に、認証手続きに成功したならば、無線携帯端末１は、近接ＰＣ８上でのインターネッ
ト電話のプログラム種別を獲得する。このために、例えば、Ｇｅｔ－ＩＰｔｅｌ－Ｎａｍ
ｅコマンドを送信する。
【０１０７】
これに対し近接ＰＣ８は、自身が稼働するインターネット電話プログラム名を添付したＲ
ｅｐｌｙ－ＩＰｔｅｌ－Ｎａｍｅコマンドを返信する。
【０１０８】
この応答を得た無線携帯端末１は、次に、Ｇｅｔ－ＩＰｔｅｌ－ｎｕｍｂｅｒｓコマンド
を送信する。
【０１０９】
これに対し近接ＰＣ８は、インターネット電話の電話番号を添付したＲｅｐｌｙ－ＩＰｔ
ｅｌ－ｎｕｍｂｅｒｓコマンドを返信する。
【０１１０】
無線携帯端末１は、このＲｅｐｌｙ－ＩＰｔｅｌ－ｎｕｍｂｅｒｓコマンドに添付された
インターネット電話の電話番号を取り出し、自身のインターネット電話の設定データメモ
リに格納する。
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【０１１１】
このように、無線携帯端末と近接ＰＣ間のローカル量、入出力デバイスの操作性の制約を
補完した、快適な利用環境を提供することができる。
【０１１２】
なお、先の例と同様、上記手順において、近接ＰＣ８は、インターネット電話が存在しな
ければ、その旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－ＩＰｔｅｌ－Ｎａｍｅコマンドを返信する
。また、Ｗｅｂブラウザが存在しない旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－ＩＰｔｅｌ－Ｎａ
ｍｅコマンドを受信した場合には、手続きを終了する（例えば、他の近接ＰＣがある場合
には、そのＰＣに対して上記手順を行う）。
【０１１３】
続いて、電子メールのメールアドレスを近接ＰＣ内のデータから検索する例について説明
する。
【０１１４】
この場合のメッセージ交換のシーケンスの一例を図１３に示す。
【０１１５】
最初に、無線携帯端末１・近接ＰＣ８間で所定の認証手続きを行う。
【０１１６】
次に、認証手続きに成功したならば、無線携帯端末１は、近接ＰＣ８上での電子メールの
プログラム種別を獲得する。このために、例えば、Ｇｅｔ－Ｍａｉｌｅｒ－Ｎａｍｅコマ
ンドを送信する。
【０１１７】
これに対し近接ＰＣ８は、自身が稼働する電子メールプログラム名を添付したＲｅｐｌｙ
－Ｍａｉｌｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを返信する。
【０１１８】
この応答を得た無線携帯端末１は、次に、Ｇｅｔ－Ｍａｉｌｅｒ－ａｄｄｒｅｓｓｅｓコ
マンドを送信する。
【０１１９】
これに対し近接ＰＣ８は、電子メールのメールアドレスを添付したＲｅｐｌｙ－Ｍａｉｌ
ｅｒ－ａｄｄｒｅｓｓｅｓコマンドを返信する。
【０１２０】
無線携帯端末１は、このＲｅｐｌｙ－Ｍａｉｌｅｒ－ａｄｄｒｅｓｓｅｓコマンドに添付
された電子メールのメールアドレスを取り出し、自身のインターネット電話の設定データ
メモリに格納する。
【０１２１】
このように、無線携帯端末と近接ＰＣ間のローカル量、入出力デバイスの操作性の制約を
補完した、快適な利用環境を提供することができる。
【０１２２】
なお、先の例と同様、上記手順において、近接ＰＣ８は、電子メールが存在しなければ、
その旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－Ｍａｉｌｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを返信する。また
、Ｗｅｂブラウザが存在しない旨を示す情報を含むＲｅｐｌｙ－Ｍａｉｌｅｒ－Ｎａｍｅ
コマンドを受信した場合には、手続きを終了する（例えば、他の近接ＰＣがある場合には
、そのＰＣに対して上記手順を行う）。
【０１２３】
ここで、以上の各手続きにおいて、無線携帯端末１は、近接ＰＣ８からＲｅｐｌｙ－…－
Ｎａｍｅコマンドを受信した場合に、近接ＰＣ８から通知されたプログラム名のアプリケ
ーションに関する情報が自装置で利用可能か否かを判断し、その情報を取得しても自装置
では利用できないならば、それ以降の手続きうち切るようにしてもよい。
【０１２４】
また、以上の各手続きにおいて、近接ＰＣ８は、該当するアプリケーションが存在しない
場合であっても、類似のアプリケーションが存在する場合には、この類似のアプリケーシ
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ョンプログラム名を通知するようにしてもよい。この場合、無線携帯端末１は、通知され
たプログラム名のアプリケーションに関する情報が自装置で利用可能か否かを判断し、情
報を取得しても、自装置では利用できないならば、それ以降の手続きうち切るようにすれ
ばよい。
【０１２５】
また、以上の各手続きにおいて、無線携帯端末１から近接ＰＣ８へ送信するＧｅｔ－…コ
マンドに、指定のアプリケーションプログラム名を含め、近接ＰＣ８は、このアプリケー
ションプログラム名に該当するものが存在するか否か示す情報を含む応答を返送するよう
にしてもよい。また、この場合も、近接ＰＣ８は、該当するアプリケーションプラグ名に
該当するものが存在しない場合であっても、類似のアプリケーションが存在する場合には
、上記の該当するものが存在するか否か示す情報に加えてこの類似のアプリケーションプ
ログラム名を返送するようにしてもよい（以降は、上記と同様である）。
【０１２６】
また、上記の近接ＰＣ８は該当するアプリケーションが存在しない場合であっても類似の
アプリケーションが存在する場合において、その類似のアプリケーションプログラムに関
する情報が要求元の無線携帯端末１で利用可能か否かを予め登録したおいた情報に基づい
て判断し、利用可能な場合にのみ、通知を行うようにしてもよい。
【０１２７】
その他にも、上記手続きについて種々のバリエーションが考えられる。
【０１２８】
次に、以下では、無線携帯端末に、近接のＰＣを利用可能な複数のアプリケーションが存
在する場合について説明する。
【０１２９】
２以上のアプリケーションの設定等を近接のＰＣを利用して自動的に行う場合には、ＰＣ
とのやり取りなどに関し、基本的に次の２つの方法が考えられる。
（１）無線携帯端末を起動した時点で、搭載する全て（または一部の複数の）のアプリケ
ーションデータを近接ＰＣから獲得する。
（２）無線携帯端末が起動された後、各個別のアプリケーションが起動された時点で、そ
のアプリケーションに関するデータを近接ＰＣから獲得する。
【０１３０】
まず、後者について説明する。
【０１３１】
アプリケーション起動時に必要なデータを獲得する方式は、基本的には図５や図１０など
に示したメッセージ交換を、無線携帯端末１に搭載され、近接ＰＣ８からのデータのアッ
プロードが必要なアプリケーションについて、個別に行うということである。すなわち、
各アプリケーションに対し、以下のステップでメッセージの交換、データの獲得を行って
いく。
【０１３２】
（Ｓｔｅｐ１）無線携帯端末と近接ＰＣ間で相互の認証メッセージの交換を行う。
（Ｓｔｅｐ２）無線携帯端末から、近接ＰＣ上で動作しているアプリケーション名、バー
ジョンを問い合わせ、応答を得る。
（Ｓｔｅｐ３）必要な設定データ、入力データを近接ＰＣに問い合わせ、応答データを獲
得する。
（Ｓｔｅｐ４）応答データから必要な情報を抽出し、所定のメモリ箇所に設定する。
【０１３３】
なお、この手続きの対象とするアプリケーションの選択方法として、プログラム無線携帯
端末１に、近接ＰＣを利用して設定すべきアプリケーションプログラムと各アプリケーシ
ョンプログラムで近接ＰＣを利用して設定すべき情報を予め一覧情報として登録しておく
ようにしてもよい。あるいは、上記の登録は行わずに、無線携帯端末１に搭載されている
すべてのアプリケーションを対象としてもよい。
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【０１３４】
この方式は、
・扱うアプリケーションの種類が多い
・１つのアプリケーションで設定するデータ量が多い
といった場合に有効である（ただし、個々のアプリケーションの起動時にメッセージ交換
手続きが入ることになる）。
【０１３５】
次に、無線携帯端末を起動した時点で、複数のアプリケーションデータを近接ＰＣから獲
得する場合について説明する。
【０１３６】
もし各無線携帯端末１に搭載されるアプリケーション数が限られたものであるなら、無線
携帯端末１を起動した時点で全てのアプリケーションの設定データを近接ＰＣから獲得し
、セットしてしまうという方法も考えられる。
【０１３７】
ここでは、無線携帯端末１がＷｅｂブラウザとメールクライアントのみを搭載する（もし
くは、この２つのみ近接ＰＣを利用する）と仮定し、そのような場合のメッセージ交換方
法の一例を図１４に示す。
【０１３８】
なお、この手続きの対象とするアプリケーションの選択方法として、プログラム無線携帯
端末１に、起動時に近接ＰＣを利用して設定すべきアプリケーションプログラムと各アプ
リケーションプログラムで近接ＰＣを利用して設定すべき情報を予め一覧情報として登録
しておくようにしてもよい。本例では、Ｗｅｂブラウザとメールクライアントが登録され
、Ｗｅｂブラウザについては設定パラメータとＵＲＬリストが登録され、メールクライア
ントについてはメールアドレスリストが登録される。
【０１３９】
あるいは、上記の登録は行わずに、無線携帯端末１に搭載されているすべてのアプリケー
ションを対象としてもよい。
【０１４０】
無線携帯端末１が起動されると、まず、図５や図１０等の場合と同様に認証フェーズに入
る。
【０１４１】
近接ＰＣ８との認証が完了したら、無線携帯端末１は、まず自身の稼働するアプリケーシ
ョンのリストを近接ＰＣ８に通知するため、Ｎｏｔｉｆｙ－Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－Ｌ
ｉｓｔコマンドを送信する。
【０１４２】
これに対し、近接ＰＣ８からは、各アプリケーションに対応する自身が稼働するプログラ
ム名とバージョン番号を添付したＲｅｐｌｙ－Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－Ｌｉｓｔコマン
ドを受信する。例えば、○○○ブラウザ　Ｖｅｒ．３．０と、○○○メールが通知される
。
【０１４３】
ここで、もし該当するアプリケーションを搭載していない場合には、ＮＵＬＬフィールド
を代入して返す。このＮＵＬＬフィールドに対するエラー処理の詳細は、各システム依存
で定義される。
【０１４４】
応答を得た無線携帯端末１は、次に、Ｇｅｔ－Ｐａｒａｍｅｔｅｒ－Ｌｉｓｔコマンドを
送信する。
【０１４５】
これに対し近接ＰＣ８は、当該Ｗｅｂブラウザと当該メールクライアント（例えば、○○
○ブラウザ　Ｖｅｒ．３．０と、○○○メール）の所定形式で、ブラウザの設定データ、
ＵＲＬリスト、メールアドレスリストを添付したＲｅｐｌｙ－Ｐａｒａｍｅｔｅｒ－Ｌｉ
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ｓｔコマンドを返信する。
【０１４６】
無線携帯端末１は、このＲｅｐｌｙ－Ｐａｒａｍｅｔｅｒ－Ｌｉｓｔコマンドに添付され
た設定パラメータ、ＵＲＬリスト、メールアドレスリストを取り出し、自身のブラウザ、
メールクライアントの設定データメモリに格納する。
【０１４７】
このようなシーケンスは、ある程度の少ない種類のアプリケーションに関して限定された
設定データ、入力データのみをアップロードする場合、無線携帯端末１の起動時に一回の
みアップロードを行って、後はメッセージ交換を行うことなく、アプリケーションを起動
できるので有効である。
【０１４８】
なお、上記の（１）無線携帯端末を起動した時点で、複数のアプリケーションデータにつ
いて上記手続きを行う方法と、（２）各個別のアプリケーションが起動された時点で、そ
のアプリケーションについて上記手続きを行う方法を併用し、ある１または複数のアプリ
ケーションプログラムについては無線携帯端末が起動した時点で上記手続きを行い、別の
１または複数のアプリケーションプログラムについては当該アプリケーションプログラム
が起動した時点で上記手続きを行うようにしてもよい。
【０１４９】
また、ユーザが、所望のアプリケーションプログラムの所望の情報を近接ＰＣから取得す
る手続きを、マニュアルで起動できるようにしてもよい。
【０１５０】
さて、これまでは１台の近接ＰＣとの連携を想定して説明をしたが、一般に複数台の近接
ＰＣと無線携帯端末がローカルリンク（無線／赤外線）経由で通信できる場合もある。こ
のような場合の適用例を図１５に示す。
【０１５１】
この例では、ＰＣ＃１～＃３が無線ＬＡＮ経由で無線携帯端末１と通信できるものとする
。各ＰＣと無線携帯端末１との認証プロセスは既に完了しているものと仮定する。
【０１５２】
この場合に、例えば図１０に示すように、Ｗｅｂブラウザの設定パラメータ、の問い合わ
せ／受信／設定を行うと仮定する。この場合のシーケンスの一例を図１６に示す。
【０１５３】
その場合、例えば複数の近接ＰＣに対し、ブロードキャストでＧｅｔ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗ
ｓｅｒ－Ｎａｍｅコマンドを送信し、各ＰＣからのＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ
－Ｎａｍｅコマンドを受信する。そして、各応答を見て、無線携帯端末１上のＷｅｂブラ
ウザの設定データに近い情報を提供できるＷｅｂブラウザを搭載したＰＣを選択し（この
例では、ＰＣ＃２）、以降、このＰＣとＧｅｔ／Ｒｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－
Ｓｅｔｕｐコマンドを交換すればよい。
【０１５４】
一方、図５に示すようなＷｅｂのＢｏｏｋｍａｒｋデータを問い合わせるような場合であ
れば、図１７に例示するように、実際にＢｏｏｋｍａｒｋデータを受け取るまでをブロー
ドキャストで問い合わせし、所望のＵＲＬデータを含むＢｏｏｋｍａｒｋデータを応答し
たＰＣを選択すればよい。
【０１５５】
また、図１４のような一括設定の場合は、図１８に例示するように、同様にＮｏｔｉｆｙ
－Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｌｉｓｔコマンドをブロードキャストで送信し、これに対す
るＲｅｐｌｙ－Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｌｉｓｔコマンドを各ＰＣから受信する。この
時点で、最も無線携帯端末１に搭載されるアプリケーション群に近いものを搭載するＰＣ
（この例では、ＰＣ＃２）、以降、このＰＣとメッセージ交換を行う、という方法が考え
られる。
【０１５６】
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　もしくは、図１９に例示するように、応答されたＲｅｐｌｙ－Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
－ｌｉｓｔコマンドの内容を見て、複数のＰＣ（この例では、ＰＣ＃１とＰＣ＃２）から
望ましいパラメータデータを個別に問い合わせすることも可能である。
【０１５７】
また、複数の近接ＰＣ間に優先度を設け、これを使って選択すべきパラメータを選ぶよう
に制御することも可能である。
【０１５８】
以上は、無線携帯端末１へのアプリケーション設定データ、入力データの転送を主な目的
とする実施形態であるが、本発明は、別の目的での無線携帯端末１と近接ＰＣ８との連携
についても適用することができる。
【０１５９】
以下、そのいくつかの応用例について説明する。
【０１６０】
例えば、図２０のように、無線ＬＡＮ、ポイント間無線デバイスまたは赤外線ネットワー
クで接続されたＰＣ（＃１）上のアプリケーション設定データを一旦、これまで説明した
ような手順を利用して無線携帯端末１にアップロードし、この無線携帯端末１を別の場所
に移動して、無線ＬＡＮ、ポイント間無線デバイスまたは赤外線ネットワークで接続され
たＰＣ（＃２）に該アプリケーション設定データ（そのままのものもしくはこれを加工し
たもの）を転送する、ということが可能である。これは特に、ＰＣ（＃１）またはＰＣ（
＃２）がローカルネットワーク以外にネットワーク接続されていないような状況で有効で
ある。
【０１６１】
なお、この無線携帯端末１からＰＣ（＃２）への転送には、どのような手続きを用いても
構わないが、前述したコマンドを利用することも可能である。
【０１６２】
例えば、図９／図１０の例を使って説明すると、図１０の手続きによってＰＣ（＃１）か
ら設定データを取得した無線携帯端末１は、最初に、無線携帯端末１・ＰＣ（＃２）間で
所定の認証手続きを行う。
【０１６３】
次に、認証手続きに成功したならば、無線携帯端末１は、ＰＣ（＃２）上でのＷｅｂブラ
ウザのプログラム種別を獲得するためのＧｅｔ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマ
ンドを送信し、ＰＣ（＃２）からＲｅｐｌｙ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｎａｍｅコマン
ドを受信する。
【０１６４】
次に、無線携帯端末１は、このコマンドに、先に自装置が取得した設定データに対するＷ
ｅｂブラウザプログラム名と同じプログラム名が添付されていたならば、所定のコマンド
（例えば、Ｕｐｌｏａｄ－Ｗｅｂ－Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｓｅｔｕｐ）に当該設定データを添
付して、ＰＣ（＃２）に送信する。この場合、＃１と＃２との間のデータ転送が主目的で
あることが予め分かっているから、端末上のブラウザにパラメータをセットする必要はな
い。
【０１６５】
また、例えば、図２１に示すように、本無線携帯端末１を用いてアプリケーションのイン
ストール／セットアップ情報を各ＰＣ８に配布するようにした構成も可能である。この場
合、無線携帯端末１に何らかのネットワーク（例えば、無線ＬＡＮ、ポイント間無線デバ
イスまたは赤外線ネットワーク等のローカルネットワークあるいはインターネットなど）
、または当該無線携帯端末１の入力装置を介して（例えば、手入力により）、アプリケー
ションのインストールデータやそのセットアップ情報を格納し、これをローカルネットワ
ーク経由で、移動した近隣にあるＰＣ群にインストール、セットアップしていく、という
応用も考えられる。
【０１６６】
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このように、本実施形態によれば、入力インタフェースの操作性の良くない小型もしくは
超小型の無線携帯端末であっても、各移動箇所の近接ＰＣとのローカルネットワーク経由
のデータ交換を有効に利用してアプリケーションの設定データや入力データの設定を容易
に行うことが可能になる。また、無線携帯端末上に格納されたデータを各近接ＰＣに配布
したり、無線携帯端末を一時格納と利用して近接ＰＣ間のデータの受け渡しを容易に行う
ことができる。例えば、アプリケーションのインストール情報を保持した無線携帯端末を
システム管理者が持ち歩き、各部屋のＰＣに必要なプログラムをローカルネットワーク経
由でインストールしていく、といった応用も可能である。
【０１６７】
なお、以上の各機能は、ソフトウェアとしても実現可能である。
【０１６８】
また、本実施形態は、コンピュータに所定の手段を実行させるための（あるいはコンピュ
ータを所定の手段として機能させるための、あるいはコンピュータに所定の機能を実現さ
せるための）プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても実施する
こともできる。
【０１６９】
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において種々
変形して実施することができる。
【０１７０】
【発明の効果】
本発明によれば、携帯端末装置に対して計算機装置を連携させることにより、携帯端末装
置のユーザインタフェースの操作性をより良好にしあるいは煩雑な操作自体を省くことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るネットワークの基本構成例を示す図
【図２】無線携帯端末の内部構成例を示す図
【図３】典型的なＷｅｂブラウザの表示例を示す図
【図４】携帯端末装置の入力インタフェースの一例を示す図
【図５】Ｂｏｏｋｍａｒｋデータの取得のためのメッセージ交換のシーケンスの一例を示
す図
【図６】交換メッセージの一般形式およびコマンドフィールド値の一例を示す図
【図７】交換メッセージの一般形式およびコマンドフィールド値の一例を示す図
【図８】交換メッセージの一般形式およびコマンドフィールド値の一例を示す図
【図９】典型的なＷｅｂブラウザのインターネット接続のための情報設定例を示す図
【図１０】Ｗｅｂブラウザの設定データの取得のためのメッセージ交換のシーケンスの一
例を示す図
【図１１】ワードプロセッサのオプション設定例を示す図
【図１２】インターネット電話の電話番号データを取得するためのメッセージ交換のシー
ケンスの一例を示す図
【図１３】電子メールのメールアドレスを取得するためのメッセージ交換のシーケンスの
一例を示す図
【図１４】複数のアプリケーション用データを一括取得するためのメッセージ交換のシー
ケンスの一例を示す図
【図１５】近隣の複数のＰＣとメッセージ交換を行う場合の一例を説明するための図
【図１６】近隣の複数のＰＣとメッセージ交換を行う場合のシーケンスの一例を示す図
【図１７】近隣の複数のＰＣとメッセージ交換を行う場合のシーケンスの他の例を示す図
【図１８】近隣の複数のＰＣとメッセージ交換を行う場合のシーケンスのさらに他の例を
示す図
【図１９】近隣の複数のＰＣとメッセージ交換を行う場合のシーケンスのさらに他の例を
示す図
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【図２０】２つのＰＣ間で無線携帯端末がメッセージの転送を行う例について説明するた
めの図
【図２１】無線携帯端末が複数のＰＣにメッセージの転送を行う例について説明するため
の図
【図２２】無線携帯端末と別の計算機との連携を説明するための図
【図２３】従来のインターネット電話網を説明するための図
【図２４】従来のインターネット無線電話網を説明するための図
【符号の説明】
１，１ａ～１ｎ…無線携帯端末
２，２ａ～２ｍ…無線基地局
３…電話網
４…ＩＰネットワーク
５…ルータ装置
６…インターネット電話ゲートウェイ
７，８，８ａ～８ｋ…ＰＣ
１１…無線通信部
１２…ローカル網通信部
１３…音声形式処理部
１４…ＴＣＰ／ＩＰ処理部
１５…Ａ／Ｄ－Ｄ／Ａ変換部
１６…音声入出力処理部
１７…ディスプレイ
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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 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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