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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置が出力する信号を受信できる状態になったときに前記情報処理装置から第
１の通信によって送信されてくる、ネットワーク上の自身の識別情報の要求に対する応答
として、前記ネットワーク上の自身の前記識別情報を前記情報処理装置に送信する送信手
段と、
　前記識別情報を用いることによって実現される、前記送信手段による前記第１の通信と
異なる前記ネットワーク上の第２の通信を前記情報処理装置との間で確立する確立手段と
、
　前記第２の通信を介して前記情報処理装置と情報の送受信を行う通信手段と
　を備える電子機器。
【請求項２】
　前記送信手段であるRFタグは、前記情報処理装置が電波を用いて送信する前記信号を受
信する
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第１の通信は近接通信である
　請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記ネットワークは、電話回線を介したネットワーク、ブルートゥース通信によるネッ
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トワーク、無線LAN、WAN、またはインターネットである
　請求項１乃至３のいずれかに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記識別情報には前記第２の通信に関する前記電子機器のアドレスが含まれ、
　前記情報処理装置においては、前記アドレスに基づいて、前記第２の通信を確立する相
手として前記電子機器が選択される
　請求項１乃至４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記電子機器は携帯電話機である
　請求項１乃至５のいずれかに記載の電子機器。
【請求項７】
　前記情報処理装置はオーディオ信号を処理する機能を有し、
　前記通信手段は、通話を行っているユーザの音声の前記オーディオ信号を前記情報処理
装置に送信する
　請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記情報処理装置はオーディオ信号を処理する機能を有し、
　前記通信手段は、音楽の前記オーディオ信号を前記情報処理装置に送信する
　請求項１乃至７のいずれかに記載の電子機器。
【請求項９】
　信号を出力し、前記信号を受信できる状態になった電子機器に対して、前記電子機器の
ネットワーク上の識別情報の送信を第１の通信によって要求する要求手段と、
　前記要求手段による要求に対する応答として前記電子機器から送信された前記識別情報
を前記電子機器から取得する取得手段と、
　前記識別情報を用いることによって、前記取得手段による前記第１の通信と異なる前記
ネットワーク上の第２の通信を前記電子機器との間で確立する確立手段と、
　前記第２の通信を介して前記電子機器と情報の送受信を行う通信手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項１０】
　前記電子機器はRFタグを有し、
　前記取得手段は、前記電子機器の前記RFタグから送信された前記識別情報を取得する
　請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記取得手段は、電波を用いて前記信号を送信する
　請求項９または１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記第１の通信は近接通信である
　請求項９乃至１１のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記ネットワークは、電話回線を介したネットワーク、ブルートゥース通信によるネッ
トワーク、無線LAN、WAN、またはインターネットである
　請求項９乃至１２のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記識別情報には前記第２の通信に関する前記電子機器のアドレスが含まれ、
　前記確立手段は、前記アドレスに基づいて、前記第２の通信を確立する相手として前記
電子機器を選択する
　請求項９乃至１３のいずれかに記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、情報処理装置および方法、電子機器、情報処理システム、並びに記録媒体に関
し、特に、簡単かつ確実に、複数の装置の間において通信できるようにした情報処理装置
および方法、電子機器、情報処理システム、並びに記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、携帯電話機やPDA（Personal Digital Assistant）等が急速に普及してきた。その
結果、各ユーザは、複数のこれらの機器の間において、情報を交換する機会が多くなって
きている。
【０００３】
従来、このような情報交換を行う場合、機器をクレートルやケーブルを介して相互に接続
したり、赤外線送受信部を相互に対面させて送受信させるようにしていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、有線の接続は、煩雑であるばかりでなく、それぞれの機種にあったコネク
タを用意しなければならず、不便であった。
【０００５】
また、赤外線を利用する場合、赤外線の伝送路をユーザが不用意に通過する等して、遮っ
てしまうと、通信が遮断されてしまう課題があった。
【０００６】
そこで、無線LAN（Local Area Network）やブルートゥース（商標）に代表される近接無
線LAN等によって、複数の機器間で、無線で通信を行うことが提案されている。
【０００７】
しかしながら、無線で通信を行う場合、通信を行う機器のアドレスをユーザが入力しなけ
ればならず、通常、ユーザは、各機器のアドレスを記憶しているわけではないので、アド
レス表などを予め作成しておき、それを参照してアドレスを手動入力するようにしている
。その結果、操作性が悪く、不便であった。このため、例えば、ユーザが持っているPDA
と、ユーザの目の前に設置されている機器との間で情報を交換するような場合にも、相手
側の機器のアドレスを入力しなければならず、迅速な情報の交換が困難となる課題があっ
た。
【０００８】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、簡単、かつ、迅速に、情報を交
換できるようにするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の電子機器は、情報処理装置が出力する信号を受信できる状態になったときに前
記情報処理装置から第１の通信によって送信されてくる、ネットワーク上の自身の識別情
報の要求に対する応答として、前記ネットワーク上の自身の前記識別情報を前記情報処理
装置に送信する送信手段と、前記識別情報を用いることによって実現される、前記送信手
段による前記第１の通信と異なる前記ネットワーク上の第２の通信を前記情報処理装置と
の間で確立する確立手段と、前記第２の通信を介して前記情報処理装置と情報の送受信を
行う通信手段とを備える。
【００１０】
　前記送信手段であるRFタグには、前記情報処理装置が電波を用いて送信する前記信号を
受信させることができる。
　前記第１の通信は近接通信であるようにすることができる。
　前記ネットワークは、電話回線を介したネットワーク、ブルートゥース通信によるネッ
トワーク、無線LAN、WAN、またはインターネットであるようにすることができる。
　前記識別情報には前記第２の通信に関する前記電子機器のアドレスが含まれ、前記情報
処理装置においては、前記アドレスに基づいて、前記第２の通信を確立する相手として前
記電子機器が選択されるようにすることができる。
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　前記電子機器は携帯電話機であるようにすることができる。
　前記情報処理装置はオーディオ信号を処理する機能を有し、前記通信手段には、通話を
行っているユーザの音声の前記オーディオ信号を前記情報処理装置に送信させることがで
きる。
　前記情報処理装置はオーディオ信号を処理する機能を有し、前記通信手段には、音楽の
前記オーディオ信号を前記情報処理装置に送信させることができる。
【００１１】
　本発明の情報処理装置は、信号を出力し、前記信号を受信できる状態になった電子機器
に対して、前記電子機器のネットワーク上の識別情報の送信を第１の通信によって要求す
る要求手段と、前記要求手段による要求に対する応答として前記電子機器から送信された
前記識別情報を前記電子機器から取得する取得手段と、前記識別情報を用いることによっ
て、前記取得手段による前記第１の通信と異なる前記ネットワーク上の第２の通信を前記
電子機器との間で確立する確立手段と、前記第２の通信を介して前記電子機器と情報の送
受信を行う通信手段とを備える。
【００１２】
　前記電子機器はRFタグを有し、前記取得手段には、前記電子機器の前記RFタグから送信
された前記識別情報を取得させることができる。
　前記取得手段には、電波を用いて前記信号を送信させることができる。
　前記第１の通信は近接通信であるようにすることができる。
　前記ネットワークは、電話回線を介したネットワーク、ブルートゥース通信によるネッ
トワーク、無線LAN、WAN、またはインターネットであるようにすることができる。
　前記識別情報には前記第２の通信に関する前記電子機器のアドレスが含まれ、前記確立
手段には、前記アドレスに基づいて、前記第２の通信を確立する相手として前記電子機器
を選択させることができる。
【００１３】
　本発明の電子機器においては、情報処理装置が出力する信号を受信できる状態になった
ときに前記情報処理装置から第１の通信によって送信されてくる、ネットワーク上の自身
の識別情報の要求に対する応答として、前記ネットワーク上の自身の前記識別情報が前記
情報処理装置に送信され、前記識別情報を用いることによって実現される、送信手段によ
る前記第１の通信と異なる前記ネットワーク上の第２の通信が前記情報処理装置との間で
確立され、前記第２の通信を介して前記情報処理装置と情報の送受信が行われる。
【００１４】
　本発明の情報処理装置においては、信号が出力され、前記信号を受信できる状態になっ
た電子機器に対して、前記電子機器のネットワーク上の識別情報の送信が第１の通信によ
って要求され、要求に対する応答として前記電子機器から送信された前記識別情報が前記
電子機器から取得され、前記識別情報を用いることによって、取得手段による第１の通信
と異なる前記ネットワーク上の第２の通信が前記電子機器との間で確立され、前記第２の
通信を介して前記電子機器と情報の送受信が行われる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した情報処理システムの構成例を表している。この構成例において
は、パーソナルコンピュータ１が、入力表示部２と、それに接続されている本体３を有し
ている。入力表示部２には、所定の情報が表示されるとともに、図示せぬペン等をその上
で操作することで、所定の情報を入力することができるようになされている。
【００３８】
また、入力表示部２には、ユーザは、必要に応じて、例えば、携帯電話機１１を載置する
ことで、携帯電話機１１とパーソナルコンピュータ１との間でデータを授受することがで
きるようになされている。
【００３９】
図２は、パーソナルコンピュータ１の構成例を表している。CPU（Central Processing Un
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it）２１は、ROM（Read Only Memory）２２、または記憶部２６に記憶されているプログ
ラムに従って、各種の処理を実行する。RAM２３には、CPU２１が実行するプログラムやデ
ータ等が適宜記憶される。CPU２１、ROM２２、およびROM２３は、バス２４を介して相互
に接続されている。バス２４にはまた、入出力インタフェース２５が接続されている。入
出力インタフェース２５には、入力表示部２の他、ハードディスク等で構成される記憶部
２６、例えば、電話回線を介して携帯電話機１１と通信する通信部２７が接続されている
。
【００４０】
入力表示部２には、ユーザのペンの操作を検知する透明なタブレット３１、並びにタブレ
ット３１の下側に配置され、文字、図形等の画像を表示するLCD３２が設けられている。
入力表示部２には、さらに、携帯電話機１１が有するRFタグ７２（図３）と通信するリー
ダライタ３３が設けられている。
【００４１】
入出力インタフェース２５には、さらに、ドライブ２８が接続されており、このドライブ
２８には、磁気ディスク４１、光ディスク４２、光磁気ディスク４３、または半導体メモ
リ４４等が、適宜装着できるようになされている。これらの磁気ディスク４１乃至半導体
メモリ４４より読み出されたプログラムは、ドライブ２８から入出力インタフェース２５
を介して、記憶部２６に供給される。
【００４２】
図３は、携帯電話機１１の構成例を表している。CPU６１乃至入出力インタフェース６５
は、図２のパーソナルコンピュータ１のCPU２１乃至入出力インタフェース２５と基本的
に同様の機能を有するものであるので、その説明は省略する。
【００４３】
携帯電話機１１においては、入出力インタフェース６５に各種のボタンやスイッチ等によ
り構成される入力部６６が接続されているとともに、所定の情報を表示するためのLCD（L
iquid Crystal Display）６７が接続されている。入出力インタフェース６５には、さら
に、半導体メモリ等で構成される記憶部６８と、電話回線を介して通信を行う通信部６９
が接続されている。
【００４４】
マイクロホン７０は、ユーザの音声信号を取り込み、スピーカ７１は、ユーザに対して音
声信号を出力する。RFタグ７２は、内部にICを有し、パーソナルコンピュータ１のリーダ
ライタ３３と通信し、内部に記憶している携帯電話機１１の識別番号をリーダライタ３３
に送信する。また、RFタグ７２は、リーダライタ３３から供給されたデータを、内蔵する
メモリに記憶する機能を有している。
【００４５】
次に図４と図５のフローチャートを参照して、パーソナルコンピュータ１と携帯電話機１
１の動作について説明する。ユーザは、携帯電話機１１とパーソナルコンピュータ１との
間において、データを授受する等の処理を行いたいと思うとき、携帯電話機１１を入力表
示部２の所定の位置（図１において、点線で示すリーダライタ３３が配置されている位置
）に載置する。また、ユーザは、携帯電話機１１を必ずしも載置する必要はなく、入力表
示部２の所定の位置に近接させ（近づけ）、リーダライタ３３からの電磁波を携帯電話機
１１において受信できるようにすればよい。
【００４６】
リーダライタ３３は、充分短い周期で定期的に電磁波を送信しており、携帯電話機１１が
入力表示部２上に（リーダライタ３３の上に）載置されると、リーダライタ３３と携帯電
話機１１のRFタグ７２の電磁結合により、リーダライタ３３が内蔵するアンテナの等価的
なインピーダースが変化する。リーダライタ３３は、図４のステップＳ１において、この
インピーダースの変化をモニタすることで、携帯電話機１１が載置、または近接されたか
否かを判定し、載置等されるまで待機する。
【００４７】
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携帯電話機１１がリーダライタ３３上に載置、または近接されたとき、リーダライタ３３
は、ステップＳ２において、携帯電話機１１に対して、ネットワーク上のアドレスの送信
を要求する。いまの場合、ネットワークは、公衆電話回線により構成されるので、リーダ
ライタ３３は、携帯電話機１１の電話番号の送信を要求する。
【００４８】
この要求に基づいて、後述するように、携帯電話機１１からネットワーク上のアドレス（
電話番号）が送信されてくるので、ステップＳ３において、リーダライタ３３は、携帯電
話機１１からネットワーク上のアドレスを受信するまで待機し、受信したとき、ステップ
Ｓ４に進み、受信した携帯電話機１１のネットワーク上のアドレス（電話番号）をCPU２
１に供給する。CPU２１は、この電話番号をRAM２３に供給し、記憶させる。
【００４９】
次に、ステップＳ５において、CPU２１は、通信部２７を制御し、ステップＳ４で記憶さ
れた携帯電話機１１のネットワーク上のアドレスにアクセスさせ、ネットワーク上のコネ
クションを確立させる。具体的には、通信部２７からRAM２３に記憶された電話番号に対
する発呼動作が行われ、パーソナルコンピュータ１と携帯電話機１１との間において、電
話回線が閉結される。
【００５０】
その後、ステップＳ６において、パーソナルコンピュータ１は、ネットワークを介して携
帯電話機１１との間において、所定の処理を実行する。この処理の具体例については後述
する。
【００５１】
一方、携帯電話機１１のRFタグ７２は、図５のステップＳ１１において、パーソナルコン
ピュータ１のリーダライタ３３からの電磁波を受信したか否かを判定する（パーソナルコ
ンピュータ１の入力表示部２の上に載置、または近接されたか否かを判定する）。携帯電
話機１１が、入力表示部２の上に載置、または近接されたと判定された場合、ステップＳ
１２に進み、RFタグ７２は、ネットワーク上のアドレスの送信が要求されるまで待機する
。上述したように、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ３３は、ステップＳ２にお
いて、携帯電話機１１に対してネットワーク上のアドレスの送信を要求してくるので、こ
の送信の要求を受けたと判定された場合、ステップＳ１３に進み、RFタグ７２は、内部の
メモリに記憶されている携帯電話機１１のネットワーク上のアドレス（いまの場合、電話
番号）を読み出し、リーダライタ３３に送信する。
【００５２】
なお、ネットワーク上のアドレスは、ROM６２や、記憶部６８に記憶させておくこともで
きる。この場合、CPU６１によりそれらから読み出されたアドレスが、RFタグ７２から送
信される。
【００５３】
ステップＳ１４において、携帯電話機１１のCPU６１は、通信部６９を介してパーソナル
コンピュータ１からネットワークを介してアクセスを受けるまで待機する（いまの場合、
電話回線を介して読み出されるまで待機する）。
【００５４】
通信部６９は、ステップＳ１４において、パーソナルコンピュータ１の通信部２７から電
話回線を介して呼び出しを受けたと判定した場合、ステップＳ１５に進み、これに応答し
、パーソナルコンピュータ１との間にネットワークを介してコネクションを確立する（い
まの場合、電話回線を閉結する）。
【００５５】
その後、ステップＳ１６に進み、携帯電話機１１は、ネットワークを介してパーソナルコ
ンピュータ１との間において、所定の処理を実行する。この処理は、図４のステップＳ６
の処理に対応する。
【００５６】
以上の例においては、識別情報として、携帯電話機１１の電話番号を送受するようにした
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が、携帯電話機１１の電話番号以外の識別番号を携帯電話機１１からパーソナルコンピュ
ータ１に送信し、パーソナルコンピュータ１側において、その識別番号に基づいて、ネッ
トワーク上のアドレスとしての携帯電話機１１の電話番号を検索するようにしても良い。
【００５７】
図６と図７は、この場合のパーソナルコンピュータ１と携帯電話機１１のそれぞれの動作
を表している。
【００５８】
図７の携帯電話機１１のステップＳ５１乃至ステップＳ５６の処理は、図５のステップＳ
１１乃至ステップＳ１６の処理と基本的に同様の処理であり、ステップＳ５２で、パーソ
ナルコンピュータ１から要求され、ステップＳ５３で送信するデータが電話番号ではなく
、識別番号そのものである点が、図５における場合と異なっており、それ以外の処理は、
図５における場合と同様となされている。
【００５９】
同様に、図６のパーソナルコンピュータ１のステップＳ３１乃至ステップＳ３７の処理は
、図４に示すステップＳ１乃至ステップＳ６の処理と基本的に同様の処理である。但し、
図６の処理においては、携帯電話機１１から電話番号が直接送信されてくるのではなく、
識別番号が送信されてくるので、ステップＳ３４において、パーソナルコンピュータ１の
CPU２１は、携帯電話機１１の識別番号をRAM２３に記憶させた後、ステップＳ３５におい
て、携帯電話機１１の識別番号からそのネットワーク上のアドレスとしての電話番号を検
索する処理を実行する。この検索のため、記憶部２６に、携帯電話機１１の識別番号と電
話番号の対応表を予め記憶していておいても良いし、通信部２７から、例えば、インター
ネット等を介して所定のサーバにアクセスし、携帯電話機１１の識別番号に対応する電話
番号をそのサーバを介して検索するようにしても良い。
【００６０】
携帯電話機１１の電話番号が検索された後の処理は、図４に示した場合と同様の処理とな
る。
【００６１】
次に、図４のステップＳ６（図６のステップＳ３７）と、図５のステップＳ１６（図７の
ステップＳ５６）で実行される処理の例についてさらに説明する。
【００６２】
図８は、携帯電話機１１を入力表示部２に載置、または近接することで、携帯電話機１１
に登録されているメールの内容を入力表示部２のLCD３２上に拡大して、表示させる例を
表している。
【００６３】
次に、この場合の携帯電話機１１とパーソナルコンピュータ１の処理について、図９と図
１０のフローチャートを参照して説明する。
【００６４】
携帯電話機１１のCPU６１は、図９のステップＳ７１において、RAM６３に記憶されている
、それまで受信されたメールの送信者と主題（サブジェクト）を読み出し、ステップＳ７
２において、その読み出されたメールの送信者と主題をパーソナルコンピュータ１に送信
させる。すなわち、このとき、CPU６１は、通信部６９を制御し、電話回線を介してパー
ソナルコンピュータ１に送信させる。
【００６５】
送信されたメールの送信者と主題は、後述するように、パーソナルコンピュータ１のLCD
３２上に表示され、ユーザがその表示の中から所定のものを選択すると、その選択が携帯
電話機１１に送信されてくる。
【００６６】
そこで、ステップＳ７３において、CPU６１は、メールが選択されたことが通知されるま
で待機し、メールが選択されたことが通知されたとき、ステップＳ７４に進み、選択され
たメールの内容をRAM６３から読み出し、通信部６９からパーソナルコンピュータ１に送
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信させる。
【００６７】
このような携帯電話機１１の処理に対応して、パーソナルコンピュータ１は、図１０のフ
ローチャートに示す処理を実行する。
【００６８】
最初に、ステップＳ８１において、CPU２１は、携帯電話機１１からメールの送信者と主
題が送信されてくると、これを受信する。すなわち、通信部２７は、携帯電話機１１の通
信部６９から電話回線を介してメールの送信者と主題が送信されてくると、これを受信し
、RAM２３に供給し、記憶させる。ステップＳ８２において、CPU２１は、RAM２３に記憶
された送信者と主題を読み出し、LCD３２に出力し、表示させる。これにより、例えば、
図８に示すように、携帯電話機１１から送信されてきたメールの送信者と主題がウィンド
ウ９１に表示される。
【００６９】
ユーザは、この表示を見てペンを操作することで、ウィンドウ９１内の１つのメールの送
信者または主題を指定することで、メールを選択する。そこで、ステップＳ８３において
、CPU２１は、メールが選択されるまで待機し、メールが選択されたとき、ステップＳ８
４に進み、選択されたメールを携帯電話機１１に通知する。すなわち、このとき、CPU２
１は、通信部２７を制御し、電話回線を介してユーザにより指定された（選択された）メ
ールがどれであるのかを、携帯電話機１１に通知する。
【００７０】
選択されたメールを通知すると、上述したように、携帯電話機１１からその選択されたメ
ールの内容が送信されてくるので、ステップＳ８５において、通信部２７は、携帯電話機
１１から送信されてきたメールの内容を受信する。このメールの内容は、RAM２３に一旦
供給され、記憶される。そして、ステップＳ８６において、CPU２１は、RAM２３に記憶さ
れたメールの内容を読み出し、LCD３２の、携帯電話機１１が置かれた位置の右側、また
はユーザがペンで指定した位置（これらの位置は、タブレット３１の出力から検知される
）に、出力し、表示させる。このようにして、例えば、図８に示されるように、ウィンド
ウ９２に選択されたメールの内容が表示される。図８の例においては、ウィンドウ９１内
の２番目のメール（送信者がBBBであり、主題がbbであるメール）の内容が、「今日は。
今日はいい天気ですね。」と表示されている。
【００７１】
RFタグ７２とリーダライタ３３との間の通信により、メールのデータも授受することが理
論的には可能である。しかしながら、この通信の伝送容量は小さいので、本発明では、こ
の通信は、識別情報の伝送にだけ用いられる。
【００７２】
図１１は、パーソナルコンピュータ１と電話回線を介して授受されるデータの他の例を表
している。この例においては、携帯電話機１１に替えて、PDA１０１が入力表示部２上に
載置、または近接され、PDA１０１に記憶されている画像データが、パーソナルコンピュ
ータ１側に転送される。
【００７３】
PDA１０１は、例えば、図１２に示されるように構成される。
【００７４】
CPU１１１乃至入出力インタフェース１１５は、図２のパーソナルコンピュータ１のCPU２
１乃至入出力インタフェース２５と同様の機能を有するものである。
【００７５】
入力部１１６は、ボタン、スイッチ等により構成され、ユーザが所定の指令を入力すると
き操作される。タブレット１２７は、透明な部材により構成され、図示せぬペン等をユー
ザが操作することで行われた入力を検知する。LCD１１８は、タブレット１１７の下側に
配置され、文字、図形等を表示する。
【００７６】
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メモリスティック（商標）１１９は、半導体メモリを内蔵しており、PDA１０１に対して
着脱自在とされている。メモリスティック１１９には、テキストデータや画像データが適
宜記憶される。通信部１２０は、電話回線を介して他の装置と通信する。
【００７７】
RFタグ１２１（ROM１１２、メモリスティック１１９でもよい）は、内部に、PDA１０１の
電話番号（または識別番号）を記憶している。
【００７８】
次に図１３と図１４のフローチャートを参照して、図１１（Ａ）に示されるように、PDA
１０１をパーソナルコンピュータ１の入力表示部２上に配置して行われる処理の例につい
て説明する。
【００７９】
上述したように、PDA１０１をパーソナルコンピュータ１の入力表示部２上に載置すると
、パーソナルコンピュータ１とPDA１０１との間の電話回線が閉結される。
【００８０】
PDA１０１のCPU１１１は、ユーザから画像の転送が指令されると、図１３のステップＳ１
０１において、メモリスティック１１９に予め記憶されている１つの画像データを選択す
る。ステップＳ１０２において、CPU１１１は、選択した画像データを通信部１２０を制
御し、電話回線を介してパーソナルコンピュータ１に送信させる。
【００８１】
ステップＳ１０３において、CPU１１１は、全ての画像データを送信したか否かを判定し
、まだ送信していない画像データが残っている場合には、ステップＳ１０１に戻り、それ
以降の処理を繰り返し実行する。
【００８２】
ステップＳ１０３において、全ての画像データが送信されたと判定された場合、処理は終
了される。
【００８３】
一方、パーソナルコンピュータ１側においては、図１４のフローチャートに示す処理が実
行される。CPU２１は、電話回線を介してPDA１０１から画像データが送信されてくると、
ステップＳ１１１において、通信部２７を介してこれを受信し、RAM２３に供給し、一旦
記憶させる。CPU２１は、ステップＳ１１２において、RAM２３に記憶された画像データを
読み出し、LCD３２に出力し、表示させる。
【００８４】
このようにして、例えば、図１１（Ａ）に示されるように、PDA１０１に記憶されている
５枚の画像Ｐ１乃至Ｐ５のうち、１枚の画像Ｐ１が、図１１（Ｂ）に示すように、PDA１
０１からパーソナルコンピュータ１に転送され、RAM２３に記憶されるとともに、LCD３２
に表示される。その表示位置は、図１１（Ｂ）の例の場合、PDA１０１の左上とされてい
るが、ペンで指定された位置とすることもできる。このとき、PDA１０１側のLCD１１８に
おいては、転送された画像の表示は消去される。図１１（Ｂ）の例においては、図１１（
Ａ）に示される５枚の画像Ｐ１乃至Ｐ５のうち、１枚の画像Ｐ１が転送されたので、PDA
１０１のLCD１１８には、４枚の画像Ｐ２乃至Ｐ５が表示された状態となっている。
【００８５】
次にステップＳ１１３において、CPU２１は、受信した全ての画像データが表示されたか
否かを判定し、まだ表示していない画像データが残っている場合には、ステップＳ１１１
に戻り、上述した処理を繰り返し実行する。全ての画像データを表示したと判定された場
合、処理は終了される。
【００８６】
以上のようにして、図１１（Ｃ）乃至（Ｆ）に示されるように、画像データがＰ２，Ｐ３
，Ｐ４，Ｐ５の順に、順次、PDA１０１からパーソナルコンピュータ１側に転送され、RAM
２３に記憶される。LCD３２には、この転送に伴って、画像Ｐ２乃至Ｐ５が順次表示され
る。この表示に伴って、PDA１０１側のLCD１１８の画像は、転送済みのものが順次消去さ
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れる。
【００８７】
図１５は、さらに、他の情報交換の例を表している。この例においては、パーソナルコン
ピュータが、ノート型のパーソナルコンピュータとされている。図２のパーソナルコンピ
ュータ１のリーダライタ３３は、このパーソナルコンピュータ１５１では、パームレスト
部１５２Ａの下方に配置されている。パーソナルコンピュータ１５１の内部の構成は、図
２に示した場合と同様であるので、その新たな図示は省略する。
【００８８】
次に図１６と図１７のフローチャートを参照して、この場合のパーソナルコンピュータ１
５１と携帯電話機１１の処理について説明する。なお、パーソナルコンピュータ１５１の
構成として、図２のパーソナルコンピュータ１の構成をそのまま引用する。この場合にお
いても、携帯電話機１１をパーソナルコンピュータ１５１のパームレスト部１５２Ａ上に
配置すると、携帯電話機１１とパーソナルコンピュータ１５１との間における電話回線が
、上述したようにして閉結される。
【００８９】
パーソナルコンピュータ１５１のCPU２１は、図１６のステップＳ１３１において、携帯
電話機１１に対応する画像をLCD３２に表示させる。図１５の表示例においては、画像１
６１が携帯電話機１１の画像として表示されている。なお、この画像１６１は、携帯電話
機１１がパームレスト部１５２Ａの右側に配置されれば、LCD３２の右側に表示され、パ
ームレスト部１５２Ａの左側に配置されれば、LCD３２の左側に表示される。
【００９０】
次に、ステップＳ１３２において、CPU２１は、パーソナルコンピュータ１を表す画像を
、LCD３２に、例えば、図１５の画像１６２のように表示させる。
【００９１】
ステップＳ１３３において、CPU２１は、ユーザより情報の受け取りが指令されたか否か
を判定し、指令されていないと判定した場合、ステップＳ１３４に進み、情報の転送が指
示されたか否かを判定する。情報の転送も指示されていないと判定した場合、ステップＳ
１３３に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【００９２】
ステップＳ１３４において、情報の転送がユーザより指示されたと判定された場合、ステ
ップＳ１３５に進み、CPU２１は、携帯電話機１１に情報を転送する処理を実行する。
【００９３】
例えば、図１５に示されるLCD３２上において、マウスカーソルを、矢印Ａの方向（パー
ソナルコンピュータ１５１の画像１６２から携帯電話機１１の画像１６１の方向）にドラ
ッグ＆ドロップすることで、情報の転送が指示された場合、CPU２１は、RAM２３に記憶さ
れている所定のデータを、通信部２７から電話回線を介して携帯電話機１１に転送させる
。
【００９４】
一方、ステップＳ１３３において、情報の受け取りが指示されたと判定された場合、ステ
ップＳ１３６に進み、CPU２１は、携帯電話機１１に情報の転送を要求する。
【００９５】
すなわち、図１５において、画像１６１から画像１６２の方向（矢印Ｂの方向）にドラッ
グ＆ドロップすることで、ユーザが携帯電話機１１からパーソナルコンピュータ１５１へ
の情報の転送を指示した場合、CPU２１は、通信部２７を制御し、電話回線を介して携帯
電話機１１に、情報の転送を要求する。
【００９６】
携帯電話機１１に対して情報の転送を要求すると、後述するように、携帯電話機１１から
情報が転送されてくるので、ステップＳ１３７において、CPU２１は、情報が転送されて
くるまで待機し、情報が転送されてきたとき、ステップＳ１３８に進み、通信部２７を介
して転送された情報を受信し、RAM２３に記憶させる。
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【００９７】
一方、携帯電話機１１は、以上のようなパーソナルコンピュータ１５１の動作に対応して
、図１７のフローチャートに示されるような処理を実行する。
【００９８】
ステップＳ１５１において、CPU６１は、パーソナルコンピュータ１５１から情報の転送
の要求を受けたか否か判定し、その要求を受けていない場合には、ステップＳ１５２に進
み、パーソナルコンピュータ１５１から情報が転送されてきたか否かを判定する。情報が
転送されてきていない場合には、ステップＳ１５１に戻り、それ以降の処理を繰り返し実
行する。
【００９９】
ステップＳ１５１において、パーソナルコンピュータ１５１から情報の転送の要求を受け
たと判定した場合、CPU６１は、ステップＳ１５３に進み、RAM６３に記憶されている情報
を読み出し、通信部６９から電話回線を介してパーソナルコンピュータ１５１に転送する
。
【０１００】
また、ステップＳ１５２において、パーソナルコンピュータ１５１から情報が転送されて
きたと判定された場合、ステップＳ１５４に進み、CPU６１は、電話回線を介して通信部
６９で受信した情報をRAM６３に供給し、記憶させる。
【０１０１】
図１８は、コネクションボードの例を表している。コネクションボード１７１は、その上
に２つの電子機器を載置すると、その２つの電子機器の間で電話回線が閉結され、電話回
線を介してデータを授受することができるようにするものである。
【０１０２】
図１８の例においては、PDA１０１とデジタルカメラ１８１が、コネクションボード１７
１上に載置されている。
【０１０３】
コネクションボード１７１は、例えば、図１９に示すように構成される。CPU１９１乃至
入出力インタフェース１９５は、図２のCPU２１乃至入出力インタフェース２５と基本的
に同様のものである。
【０１０４】
リーダライタ１９６とリーダライタ１９７は、それぞれ２つの電子機器のRFタグとの間の
通信を行う。通信部１９８は、電話回線を介して、２つの電子機器との間の通信を行う。
【０１０５】
ドライブ１９９には、磁気ディスク２１１、光ディスク２１２、光磁気ディスク２１３、
または半導体メモリ２１４が適宜装着され、そこに記憶されているプログラムが適宜読み
出され、RAM１９３に転送され、記憶されるようになされている。
【０１０６】
図２０は、デジタルカメラ１８１の内部の構成例を表している。CPU２３１乃至入出力イ
ンタフェース２３５は、図２におけるCPU２１乃至入出力インタフェース２５と基本的に
同様のものである。
【０１０７】
入力部２３６は、ボタン、スイッチ等により構成され、ユーザにより所定の指示を入力す
るとき操作される。LCD２３７は、撮像部２３９により撮像された画像あるいは、メモリ
スティック２３８やRAM２３３に記憶された画像を表示する。メモリスティック２３８は
、デジタルカメラ１８１に対して着脱自在とされ、撮像部２３９により撮像された画像を
記憶する。RFタグ２４１は、内部にデジタルカメラ１８１の識別番号として、電話番号を
記憶している。このRFタグ２４１は、コネクションボード１７１のリーダライタ１９６と
の通信を行う。通信部２４０は、電話回線を介して通信する。
【０１０８】
最初に、図２１のフローチャートを参照して、コネクションボード１７１上に２つの電子
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機器（いまの場合、PDA１０１とデジタルカメラ１８１）を載置、または近接した場合の
コネクションボード１７１のコネクション確立処理について説明する。
【０１０９】
ステップＳ１７１において、コネクションボード１７１のCPU１９１は、第１のPDAが載置
、または近接されたか否か（リーダライタ１９６、またはリーダライタ１９７により電子
機器のRFタグの電磁結合が検知されたか否か）が判定される。第１のPDAが載置、または
近接されたと判定された場合、リーダライタ１９６，１９７のうち、対応するものは、そ
のPDAにネットワーク上のアドレスの送信を要求する。例えば、リーダライタ１９６は、P
DA１０１が載置されたことを検知した場合、PDA１０１に対して、電話番号の送信を要求
する。PDA１０１は、図５のフローチャートを参照して、携帯電話機１１の処理として説
明した場合と同様の処理を実行するので、この要求に対応して、PDA１０１の電話番号を
送信してくる。そこで、ステップＳ１７３において、コネクションボード１７１のCPU１
９１は、電話回線を介してPDA１０１の電話番号が送信されてくるまで待機し、送信され
てきたとき、ステップＳ１７４において、通信部１９８を介して受信したPDA１０１の電
話番号をRAM１４３に供給し、記憶させる。
【０１１０】
以上のステップＳ１７１乃至ステップＳ１７４の処理と同様の処理が、リーダライタ１９
６と１９７のうちの他方（いまの場合、リーダライタ１９７）において、ステップＳ１７
５乃至ステップＳ１７８の処理として実行される。
【０１１１】
これにより、いまの場合、デジタルカメラ１８１のRFタグ２４１から読み出されたデジタ
ルカメラ１８１の電話番号が、コネクションボード１７１のRAM１９３に供給され、記憶
される。
【０１１２】
ステップＳ１７９において、コネクションボード１７１のCPU１９１は、ステップＳ１７
４とステップＳ１７８で記憶したPDA１０１とデジタルカメラ１８１の間の電話回線のコ
ネクションを確立する処理を実行する。これにより、PDA１０１と、デジタルカメラ１８
１は、それぞれ電話回線を介して相互にデータを授受することが可能な状態となる。
【０１１３】
次にステップＳ１８０において、コネクションボード１７１のCPU１９１は、載置、また
は近接された２つのPDAとしてのPDA１０１とデジタルカメラ１９１が載置、または近接さ
れたままの状態となっているか否かを判定し、載置、または近接された状態であるとき、
ステップＳ１８１に進み、ステップＳ１７９で確立したコネクションを維持する処理を実
行する。
【０１１４】
その後、処理をステップＳ１８０に戻り、PDA１０１とデジタルカメラ１８１がコネクッ
ションボード１７１上に載置、または近接されている限り、PDA１０１とデジタルカメラ
１８１のコネクションが維持される。
【０１１５】
ユーザが、PDA１０１またはデジタルカメラ１８１のうちの、少なくとも一方をコネクシ
ョンボード１７１から取り上げると、ステップＳ１８０において、２つの装置のうちのい
ずれかの一方が載置等されていないと判定され、ステップＳ１８２に進み、CPU１９１は
、ステップＳ１７９で確立したコネクションを切断する処理を実行する。これにより、以
後、PDA１０１とデジタルカメラ１８１は、電話回線を介して、通信ができない状態とな
る。
【０１１６】
次に、図２２と図２３のフローチャートを参照して、PDA１０１とデジタルカメラ１８１
をコネクションボード１７１上に載置、または近接した場合における両者の間の処理の例
について説明する。
【０１１７】
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PDA１０１のCPU１１１は、図２２のステップＳ２０１において、ユーザから情報の受け取
りが指示されたか否かを判定し、指示されていない場合には、ステップＳ２０２に進み、
情報の転送が指示されたか否かを判定する。情報の転送も指示されていない場合には、ス
テップＳ２０１に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【０１１８】
ステップＳ２０２において、ユーザから情報の転送が指示されたと判定された場合、ステ
ップＳ２０６に進み、CPU１１１は、メモリスティック１１９に記憶されているデータを
読み出し、通信部１２０から電話回線を介してデジタルカメラ１８１に転送する処理を実
行する。
【０１１９】
すなわち、CPU１１１は、例えば、図１８に矢印Ｃで示される方向に、ユーザによりタブ
レット１１７に対して入力が行われたとき、PDA１０１からデジタルカメラ１８１にデー
タを転送する指示であると判定し、上記した処理を実行する。
【０１２０】
一方、ステップＳ２０１において、CPU１１１は、情報の受け取りが指示されたと判定さ
れた場合、ステップＳ２０３に進み、デジタルカメラ１８１に対して情報の転送を要求す
る。後述するように、デジタルカメラ１８１は、この要求を受けたとき、情報を転送して
くるので、ステップＳ２０４において、CPU１１１は、情報が転送されてくるまで待機し
、情報が転送されてきたとき、ステップＳ２０５において、電話回線を介して転送されて
きた情報を通信部１２０で受信すると、これをメモリスティック１１９に供給し、記憶さ
せる。
【０１２１】
このような処理は、図１８の矢印Ｄで示すように、デジタルカメラ１８１からPDA１０１
の方向にタブレット１１７上において、ユーザがペンを操作した場合に、実行される。
【０１２２】
次に、図２３のフローチャートを参照して、デジタルカメラ１８１の処理について説明す
る。
【０１２３】
ステップＳ２２１において、デジタルカメラ１８１のCPU２３１は、PDA１０１から情報の
転送の要求を受けたか否かを判定し、情報の転送の要求を受けていない場合には、ステッ
プＳ２２２に進み、PDA１０１から情報が転送されてきたか否かを判定し、転送されてき
ていない場合には、ステップＳ２２１に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する。
【０１２４】
ステップＳ２２１において、PDAから情報の転送の要求を受けたと判定した場合、ステッ
プＳ２２３に進み、CPU２３１は、メモリスティック２３８に記憶されている画像データ
を読み出し、通信部２４０から電話回線を介して、PDA１０１に対して転送させる。
【０１２５】
一方、ステップＳ２２２において、PDA１０１から情報が転送されてきたと判定された場
合、ステップＳ２２４に進み、CPU２３１は、電話回線を介して通信部２４０で受信した
情報を、メモリスティック２３８に供給し、記憶させる。
【０１２６】
以上のように、この例においては、コネクションボード１７１上に載置、または近接され
ている状態において、２つの電子機器が情報を授受することが可能となる。従って、同一
面上に位置する２つの電子機器間でのみ情報の移動を許容するというセキュリティ管理を
ユーザが行うようにすることで、直感的かつ安全に、各ユーザは、情報を管理することが
可能となる。
【０１２７】
図２４は、さらに他の実施の形態を表している。この実施の形態においては、ユーザの人
体を介して識別番号を授受するようになされている。すなわち、この例においては、ユー
ザがヘッドホン２６１を、その頭部に装着し、手で携帯電話機１１を保持している。そし
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て、ヘッドホン２６１と携帯電話機１１との間における識別番号の授受が、ユーザの人体
２６０を介して行われる。
【０１２８】
ヘッドホン２６１は、例えば、図２５に示すように構成される。CPU２７１乃至入出力イ
ンタフェース２７５は、図２におけるCPU２１乃至入出力インタフェース２５と基本的に
同様のものである。
【０１２９】
入力部２７６は、ヘッドホン２６１の使用を開始したり、使用を終了させるとき、ユーザ
により操作される。スピーカ２７７は、通信部２７９を介して受信された音声信号を出力
する。通信部２７８は、人体２６０を介して、携帯電話機１１との通信を行う。通信部２
７９は、電話回線を介しての無線通信を行う。
【０１３０】
携帯電話機１１の構成は、基本的に図３に示した場合と同様であるが、この例においては
、図２６に示されるように、図３におけるRFタグ７２に代えて、通信部２９１が設けられ
ている。この通信部２９１は、ヘッドホン２６１の通信部２７８と人体２６０を介して通
信を行う。
【０１３１】
携帯電話機１１のその他の構成は、図３における場合と同様である。
【０１３２】
次に、図２７のフローチャートを参照して、図２４の例における携帯電話機１１の処理に
ついて説明する。
【０１３３】
ステップＳ２４１において、携帯電話機１１のCPU６１は、通信部２９１により、人体２
６０を介してヘッドホン２６１の通信部２７８と通信することにより、ヘッドホン２６１
が検出されたか否かを判定し、検出されていない場合には、検出されるまで待機する。こ
の検出処理は、例えば、通信部２９１から定期的に応答を要求する信号を出力し、その要
求に対応する応答があるか否かに基づいて判定することができる。
【０１３４】
ヘッドホン２６１が検出された（応答があった）と、ステップＳ２４１において判定され
た場合、ステップＳ２４２に進み、CPU６１は、ヘッドホン２６１に、そのネットワーク
上のアドレスの送信を要求する。図２８のフローチャートを参照して後述するように、ヘ
ッドホン２６１は、この要求に対応して、ステップＳ２６６において、そのネットワーク
上のアドレスを送信してくる。
【０１３５】
そこで、ステップＳ２４３において、携帯電話機１１のCPU６１は、ヘッドホン２６１か
らネットワーク上のアドレスを通信部２９１を介して受信するまで待機し、受信したとき
ステップＳ２４４に進み、受信したヘッドホン２６１のネットワーク上のアドレスを、記
憶部６８に供給し記憶させる。
【０１３６】
次に、ステップＳ２４５に進み、CPU６１は、ヘッドホン２６１からネットワーク上のア
ドレスの送信を要求されるまで待機し、その要求を受けたとき、ステップＳ２４６に進み
、記憶部６８に予め記憶されている携帯電話機１１のネットワーク上のアドレスを、通信
部２９１を介してヘッドホン２６１に送信する。このネットワーク上のアドレスは、人体
２６０を介して、ヘッドホン２６１に送信される。
【０１３７】
ステップＳ２４７において、CPU６１は、ヘッドホン２６１とネットワーク上のコネクシ
ョンを確立したか否かを判定し、コネクションがまだ確立されていない場合には、ステッ
プＳ２４８に進み、ステップＳ２４４で記憶したヘッドホン２６１のネットワーク上のア
ドレスにアクセスし、ネットワーク上のコネクションを確立する。具体的には、CPU６１
は、通信部６９を制御し、ステップＳ２４４の処理で記憶したヘッドホン２６１のネット
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ワーク上のアドレスとしての電話番号に対して発呼動作を行わせ、電話回線を閉結させる
。
【０１３８】
ステップＳ２４７において、コネクションが既に確立されていると判定された場合、ステ
ップＳ２４８の処理はスキップされる。
【０１３９】
次に、ステップＳ２４９において、携帯電話機１１のCPU６１は、通信部６９により閉結
された電話回線を介して、ヘッドホン２６１と所定の処理を実行する。
【０１４０】
このような携帯電話機１１の動作に対応して、ヘッドホン２６１は、図２８のフローチャ
ートに示す処理を実行する。そのステップＳ２６１乃至ステップＳ２６９の処理は、相手
側が異なるだけで、基本的に、図２７の携帯電話機１１のステップＳ２４１乃至ステップ
Ｓ２４９の処理と同様の処理となる。
【０１４１】
ステップＳ２６７において、ヘッドホン２６１側でも、携帯電話機１１とネットワーク上
のコネクションが確立されているか否かが判定される。例えば、上述した携帯電話機１１
のステップＳ２４８の処理により、既に携帯電話機１１との電話回線が閉結されている場
合には、ステップＳ２６８の処理はスキップされる。
【０１４２】
換言すれば、携帯電話機１１のステップＳ２４８の処理は、ヘッドホン２６１側からの処
理により、既に電話回線が閉結されている場合には、スキップされることになる。
【０１４３】
この例においては、以上のようにして、携帯電話機１１とヘッドホン２６１のそれぞれが
、相手側の識別番号を取得する。そして、その識別番号に基づいて、一方から他方に、電
話回線を介してのコネクションが確立される。
【０１４４】
従って、例えば、ヘッドホン２６１を装着した状態で、ユーザが携帯電話機１１を利用し
て、所定の音楽配信サーバにアクセスし、音楽配信を受けた場合において、配信を受けた
音楽を、携帯電話機１１とヘッドホン２６１との間に閉結されている電話回線を介して、
携帯電話機１１からヘッドホン２６１に送信させるようにすることで、ユーザが携帯電話
機１１から手を離しても、ヘッドホン２６１で音楽を聞くことが可能となる。
【０１４５】
あるいはまた、ヘッドホン２６１にマイクロホンを装着させ、携帯電話機１１により、所
定の相手先に電話をかけたような場合において、相手側が応答したときは、以後、ユーザ
は、携帯電話機１１を手から離した場合においても、ヘッドホン２６１だけを用いて相手
側と通話することが可能となる。
【０１４６】
さらに、例えば、上述したパーソナルコンピュータ１の本体側と、それに利用されるマウ
スのそれぞれに、ユーザの人体２６０を介して通信可能な通信部を設けることにより、ユ
ーザがマウスと本体とを同時に手で触ることにより、相互の間の識別番号を授受させ、そ
れに基づいて、それらの間に電話回線を閉結させ、以後、ユーザが本体から手を離してマ
ウスを操作して、本体１にマウスの操作に対応する信号を送信することが可能となる。
【０１４７】
人体の交流信号の伝達特性が図２９に示されている。図２９（Ａ）は、１MHz乃至２０MHz
の範囲で、図２９（Ｂ）は、１MHz乃至３０MHzの範囲で、それぞれスペクトラム・アナラ
イザを用いて測定した人体の伝送特性（両手間）を示した特定図である。いずれも、トラ
ッキング・ジェネレータと入力端子に同軸ケーブルを接続した場合の例である。なお、実
験時、同軸ケーブルのグランドGNDは相互に接続し、アンテナとならないようにした。図
２９（Ａ）および図２９（Ｂ）に示すように、１MHzから２０MHz程度の範囲における伝達
特性は、概ね平坦で、３０dB乃至４０dBの減衰特性となる。
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【０１４８】
図２９（Ａ）および図２９（Ｂ）に示す測定では、トラッキング・ジェネレータの出力イ
ンピーダンス、スペクトル・アナライザの入力インピーダンスともに７５Ωである。従っ
て、交流的にも両手間のインピーダンスが仮に１メガ・オームであったとすると、減衰量
は－８０dBにも達するはずである。ところが、実際には、減衰量は遙かに少なく、人体を
介しての信号伝送の可能性を裏付けることが分かる。
【０１４９】
データ送信側は、微小ダイポール・アンテナと考えられ、これが発生する電磁界の様子は
充分解析されている。かかる解析結果によれば、人体が発生する電磁界は、微小ダイポー
ル・アンテナが発生する電磁界となる。電磁界の強さはアンテナからの距離Ｒ、距離Ｒの
２乗、距離Ｒの３乗に反比例する成分のベクトル和で表され、それぞれ、輻射電磁界、誘
導電磁界、静電磁界と呼ばれる。なお、これらの関係式については、特開平７－１７０２
１５号公報に詳しく記載されている。
【０１５０】
図３０は電界強度についての図であり、図３０（Ａ）は、上述した各項の電界強度とアン
テナからの距離との関係を示す特性図である。また、図３０（Ｂ）は、周波数ｆ＝２００
MHz、送信端子電圧＝１００dBμV（７５Ω）の場合において、λ／２．２のダイポール・
アンテナと３．４cmφのループ・アンテナ、および８cmφ，３．４cmφのループ・アンテ
ナの電界強度と距離とを示す図である。図３０（Ａ）および（Ｂ）に示すように、上記輻
射電磁界（１／Ｒ項）、誘導電磁界（１／（Ｒの２乗）項）、静電磁界（１／（Ｒの３乗
）項）の強度は、λ／２πの距離において等しくなり、距離がこれ以下の場合には急激に
増加する。ｆ＝１１MHzならば、この距離は４．３ｍとなる。従って、静電磁界を主とし
て使用した伝送方式を適用することが好ましい。
【０１５１】
また、電界強度は、電波障害すなわちEMI（ElectroMagnetic Interference）に関する法
規制による制限なく使用可能な範囲を選択することが好ましく、例えば、周波数３３２MH
z以下、電界強度５００μＶ／Ｍ以下とする。
【０１５２】
上述のように静電磁界は距離Ｒの３乗で減衰する。例えば、距離が１ｍから３ｍになると
、電界強度は１／２７（＝１／（３×３×３））に減衰する。従って、データ送信手段か
らの距離の増加に伴って信号強度が極端に減衰するので、複数のユーザが同様の装置を使
用している場合であっても他のユーザの信号をノイズとしてとらえる可能性は低くなる。
例えば、同様の装置を持ったユーザが多数近接して存在するような作業環境下においても
、静電磁界を主として使用した通信は良好な通信が可能になる。
【０１５３】
なお、携帯電話機１１やヘッドホン２６１の通信部２９１，２７８の一部を構成する人体
２６０と接触する接点は、広い面積を有することが望ましい。例えば、腕時計、ネックレ
ス、指輪、ブレスレット、ベルト、靴等、曲線状に人体の指、腕、首等に巻き付け可能な
構成として、人体の皮膚とより多くの面積で接触する構成とすることが好ましい。
【０１５４】
以上においては、RFタグとリーダライタにより識別番号を授受するようにしたが、各電子
機器にバーコードを印刷し、そのバーコードを読み取ることで、識別番号を授受するよう
にすることも可能である。
【０１５５】
また、電子機器を載置する情報処理装置としては、入力表示部やノート型パーソナルコン
ピュータのパームレスト部以外に、マウスパットやホワイトボードを利用することも可能
である。
【０１５６】
さらに、識別番号としては、電話番号を例として説明したが、ネットワーク上でその電子
機器にアクセスするために必要なものであれば、電話番号以外でも良い。
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【０１５７】
また、識別番号の授受にともなって、相手側の認証処理を行うようにしてもよい。
【０１５８】
以上においては、ネットワークとして、電話回線を例として説明したが、LAN、無線LAN、
WAN、インターネット、或いは、様々なポータブル機器等に適用可能なブルートゥース（B
luetooth）を利用することも可能である。
【０１５９】
次に、RFタグとリーダライタにより相互に各種の情報を授受し、取得した情報に基づいて
ブルートゥースによる通信を確立する通信システムについて説明する。
【０１６０】
この通信システムは、例えば、図１に示した情報処理システムと同様に構成され、図１に
示すパーソナルコンピュータ１と携帯電話機１１は、それぞれ、リーダライタ３３とRFタ
グ７２により各種の情報を送受信した後、それに基づいてブルートゥースによる通信を行
う。すなわち、パーソナルコンピュータ１と携帯電話機１１の双方には、ブルートゥース
モジュールが内蔵されている。
【０１６１】
図３１は、ブルートゥースモジュールを内蔵するパーソナルコンピュータ１の構成例を示
すブロック図である。
【０１６２】
図３１に示すパーソナルコンピュータ１は、図２に示したパーソナルコンピュータ１と基
本的に同様の構成であり、ブルートゥースモジュール３０１がさらに設けられている点、
および、後述するように、リーダライタ３３が、自らに設定されている識別情報を電磁波
により携帯電話機１１に通知する点が、図２に示したパーソナルコンピュータ１と相違し
ている。
【０１６３】
ブルートゥースモジュール３０１は、例えば、携帯電話機１１に設けられているブルート
ゥースモジュール３１１（図３２参照）とブルートゥースにより通信する。
【０１６４】
ブルートゥースは、Bluetooth SIG(Special Interest Group)により標準化されている無
線通信規格であり、２．４GHz帯（IMS(Industrial Science Medical)帯）を使用して、ブ
ルートゥースモジュールが設けられている他のデバイス（適宜、ブルートゥースデバイス
と称する）と通信する。
【０１６５】
そして、ブルートゥースによって構築されるネットワークは、その形態に応じて、ピコネ
ット(piconet)、または複数のピコネットが相互接続されたスカッタネット(scatternet)
と呼ばれ、そこには、マスタとスレーブと呼ばれる役割を有するブルートゥースデバイス
が存在する。以下、適宜、マスタの役割を有するブルートゥースデバイスを単にマスタと
、スレーブの役割を有するブルートゥースを単にスレーブとそれぞれ称する。
【０１６６】
マスタは、スレーブと通信を開始するとき、所定の周期でスレーブを検出するための電波
を輻射し、それに対する応答がスレーブからされたとき、スレーブから通知される各種の
情報に基づいてスレーブのブルートゥースデバイスを特定し、通信を開始する。スレーブ
からマスタに通知される情報には、それぞれのブルートゥースデバイス（モジュール）に
対して固有のブルートゥースアドレスが含まれており、マスタは、このブルートゥースア
ドレスに基づいて、通信するスレーブを特定する。
【０１６７】
すなわち、図３１のブルートゥースモジュール３０１にも、固有のブルートゥースアドレ
スが設定されており、この通信システムの例においては、リーダライタ３３の識別情報（
ID）と同一とされている。すなわち、図１に示すように、リーダライタ３３の識別情報は
識別情報Ａとされ、ブルートゥースモジュール３０１のアドレスはブルートゥースアドレ
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スＡとされている。
【０１６８】
図３２に示す携帯電話機１１は、図３に示した携帯電話機１１と基本的に同様の構成を有
しており、ブルートゥースデバイス３１１が設けられている点、およびRFタグ７２がリー
ダライタ３３に対して、電話番号を通知するのではなく、自らの識別情報を通知する点が
異なっている。
【０１６９】
この携帯電話機１１においては、RFタグ７２の識別情報は識別情報Ｂとされ、ブルートゥ
ースモジュール３１１のアドレスはブルートゥースアドレスＢとされている。なお、RFタ
グ７２の識別情報とブルートゥースモジュール３１１のアドレスは、必ずしも同一である
必要はなく、識別情報にアドレスが含まれていればよい。
【０１７０】
RFタグ７２は、リーダライタ３３が輻射する電磁波を受信したとき、それに応じて識別情
報Ｂを通知する。そして、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール３０１
においては、リーダライタ３３により取得された識別情報Ｂに基づいて、同一のブルート
ゥースアドレス（ブルートゥースアドレスＢ）を有しているブルートゥースデバイスが検
索され、携帯電話機１１のブルートゥースモジュール３１１との通信が確立される。
【０１７１】
パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール３０１と、携帯電話機１１のブル
ートゥースモジュール３１１との間で行われる通信の確立処理について、図３３のフロー
チャートを参照して説明する。なお、図３３の処理においては、パーソナルコンピュータ
１がマスタとされ、携帯電話機１１がスレーブとされている。
【０１７２】
ステップＳ３１１において、リーダライタ３３は、携帯電話機１１を含む、RFタグが設け
られた端末を検出するための電磁波を輻射する。この電磁波は、図４等を参照して説明し
たように、充分短い周期で定期的に輻射されているものである。
【０１７３】
携帯電話機１１のRFタグ７２は、ステップＳ３２１で、この電磁波を受信したとき、ステ
ップＳ３２２に進み、予め設定されている識別情報Ｂをリーダライタ３３に通知する。こ
のRFタグ７２の識別情報（識別情報Ｂ）は、ブルートゥースモジュール３１１のアドレス
（ブルートゥースアドレスＢ）と同一とされている。
【０１７４】
ステップＳ３１２において、リーダライタ３３は、RFタグ７２から通知されてきた識別情
報（ブルートゥースアドレス）を受信し、ステップＳ３１３に進み、それをブルートゥー
スモジュール３０１に入出力インタフェース２５を介して通知する。
【０１７５】
ブルートゥースモジュール３０１は、ステップＳ３０１において、リーダライタ３３から
の通知を受けたとき、ステップＳ３０２に進み、取得したブルートゥースアドレスに基づ
いて、そのアドレスを有するブルートゥースデバイスを検索し、そのデバイスに対して接
続を要求する（通信を開始することを要求する）。
【０１７６】
そして、携帯電話機１１のブルートゥースモジュール３１１は、ステップＳ３３１で、ブ
ルートゥースモジュール３０１からの要求を受けたとき、ステップＳ３３２に進み、接続
を要求してきたブルートゥースデバイスであるパーソナルコンピュータ１（ブルートゥー
スモジュール３０１）と通信を開始する。
【０１７７】
具体的には、通信を行うための同期処理、および認証処理等の各種の処理が行われた後に
、パーソナルコンピュータ１と携帯電話機１１との間で通信が確立され、ステップＳ３０
３以降の処理、およびステップＳ３３２以降の処理において、ブルートゥースにより各種
の情報が送受信される。
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【０１７８】
以上においては、パーソナルコンピュータ１をマスタとし、携帯電話機１１をスレーブと
した場合について説明したが、当然、双方が逆の役割を有するようにしてもよい。また、
リーダライタが携帯電話機１１にも設けられている場合、携帯電話機１１がパーソナルコ
ンピュータ１の存在を検出し、パーソナルコンピュータ１のRFタグから通知された識別情
報に基づいて、ブルートゥースによる通信を確立させるようにしてもよい。
【０１７９】
なお、RFタグとリーダライタとの通信によりブルートゥースアドレスを取得し、それに基
づいてブルートゥースによる通信を確立する通信システムは、上述したようなパーソナル
コンピュータ１と携帯電話機１１との間だけでなく、様々な機器間においても適用可能で
ある。
【０１８０】
例えば、携帯電話機やPDAなどの携帯端末と、テレビジョン受像機、カーナビゲーション
、自動販売機、ATM(automatic teller machine)などの装置間でも、上述したようなブル
ートゥースによる通信を行うことができる。この場合、携帯電話機やPDAには、ブルート
ゥースモジュールとRFタグが少なくとも設けられていればよく、テレビジョン受像機、カ
ーナビゲーション、自動販売機、ATMには、それぞれ、ブルートゥースモジュールと、RF
タグのリーダライタが少なくとも設けられていればよい。
【０１８１】
また、いずれか一方がリーダライタを有していれば、携帯電話機同士の通信、PDA同士の
通信、PDAとデジタルカメラとの通信、PDAとデジタルビデオカメラとの通信などにも、本
発明は適用することができる。
【０１８２】
さらに、以上においては、パーソナルコンピュータ１は、RFタグ７２から通知された識別
情報に基づいて、通信する機器を特定するとしたが、固有の識別情報であれば、いずれの
情報を利用するようにしてもよい。
【０１８３】
例えば、１２８ビットからなるIPv6(Internet Protocol version 6)がそれぞれの機器に
割り振られている場合、マスタであるパーソナルコンピュータ１は、RFタグ７２から通知
されたその識別情報に基づいて、通信する機器を特定することができる。
【０１８４】
上述した一連の処理は、ソフトウエアにより実行させることができる。この場合には、そ
のソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピ
ュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行するこ
とが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体から
インストールされる。
【０１８５】
この記録媒体は、図２および図１９に示すように、装置本体とは別に、ユーザにプログラ
ムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク４１，２１１
（フロッピディスクを含む）、光ディスク４２，２１２（CD-ROM(Compact Disk-Read Onl
y Memory),DVD(Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク４３，２１３（ＭＤ
（Mini-Disk）を含む）、もしくは半導体メモリ４４，２１４などよりなるパッケージメ
ディアにより構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供さ
れる、プログラムが記録されているROM２２，１９２や、記憶部２６に含まれるハードデ
ィスクなどで構成される。
【０１８６】
なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１８７】
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また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１８８】
【発明の効果】
　本発明によれば、電子機器と情報処理装置の間で簡単かつ確実に、データを授受するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した情報処理システムの構成例を示す図である。
【図２】図１のパーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【図３】図１の携帯電話機の構成例を示すブロック図である。
【図４】図１の情報処理システムにおけるパーソナルコンピュータの処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図５】図１の情報処理システムにおける携帯電話機の処理を説明するフローチャートで
ある。
【図６】図１の情報処理システムにおけるパーソナルコンピュータの処理を説明するであ
る。
【図７】図１の情報処理システムにおける携帯電話機の処理を説明するフローチャートで
ある。
【図８】携帯電話機とパーソナルコンピュータの間のデータの授受を説明する図である。
【図９】図８の例における携帯電話機の処理を説明するフローチャートである。
【図１０】図８の例におけるパーソナルコンピュータの処理を説明するフローチャートで
ある。
【図１１】　PDAとパーソナルコンピュータのデータの授受の例を示す図である。
【図１２】図１１のPDAの構成例を示すブロック図である。
【図１３】図１１の例におけるPDAの処理を説明するフローチャートである。
【図１４】図１１の例におけるパーソナルコンピュータの動作を説明するフローチャート
である。
【図１５】携帯電話機とパーソナルコンピュータの間において、情報を転送する例を示す
図である。
【図１６】図１５の例のパーソナルコンピュータの動作を説明するフローチャートである
。
【図１７】図１５の例の携帯電話機の動作を説明するフローチャートである。
【図１８】コネクションボードの例を示す図である。
【図１９】図１８のコネクションボードの構成例を示すブロック図である。
【図２０】図１８のデジタルカメラの構成例を示すブロック図である。
【図２１】図１８の例におけるコネクションボードの処理を説明するフローチャートであ
る。
【図２２】図１８の例におけるPDAの処理を説明するフローチャートである。
【図２３】図１８の例におけるデジタルカメラの処理を説明するフローチャートである。
【図２４】携帯電話機とヘッドホンのデータの授受の例を示す図である。
【図２５】図２４のヘッドホンの構成例を示すブロック図である。
【図２６】図２４の携帯電話機の構成例を示すブロック図である。
【図２７】図２４の携帯電話機の動作を説明するフローチャートである。
【図２８】図２４のヘッドホンの動作を説明するフローチャートである。
【図２９】人体の伝達特性の例を示す図である。
【図３０】電界強度とアンテナの距離との関係を説明する特性図である。
【図３１】本発明を適用した通信システムにおけるパーソナルコンピュータの構成例を示
すブロック図である。
【図３２】本発明を適用した通信システムにおける携帯電話機の構成例を示すブロック図
である。
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【図３３】本発明を適用した通信システムの処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１　パーソナルコンピュータ，　２　入力表示部，　１１　携帯電話機，　３１　タブレ
ット，　３２　LCD，　３３　リーダライタ，　７２　RFタグ
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】

【図２４】 【図２５】



(27) JP 4868195 B2 2012.2.1

【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】



(29) JP 4868195 B2 2012.2.1

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  松下　伸行
            東京都品川区東五反田３丁目１４番１３号　株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所内
(72)発明者  エドワルド　エー　シャマレラ
            東京都品川区東五反田３丁目１４番１３号　株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所内
(72)発明者  大場　晴夫
            東京都品川区東五反田３丁目１４番１３号　株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所内

    審査官  中木　努

(56)参考文献  特開２００２－０６３６５２（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２２４１５６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０７４６６６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１４５６３７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１２５２６８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－６５６６６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04W  84/12
              H04L  12/28-46


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

