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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段と，前記無線データ通信を行うための無線リ
ンクを確立するための有線データ通信を有線接続を利用して行う第１の有線通信手段と，
前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信手
段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段とを有す
る第１の無線通信装置と，
　前記第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信手段と，前
記第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用して行う第２の
有線通信手段と，前記第２の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記
第２の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第２の
切替手段とを有する第２の無線通信装置とを備えた無線通信システムであって，
　前記有線接続が行われている場合には，前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との
間で制御信号のやり取りが可能であり，
　前記第１の無線通信装置は，前記第１の有線通信手段と前記第２の有線通信手段との間
で前記有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段をさらに有し
，
　前記第１の切替手段は，前記第１の有線接続検出手段が前記有線接続が行われていると
検出した場合には，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うとともに，前記制御
信号を利用して前記第２の切替手段に対して前記有線データ通信を行うように切り替えを
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行うための切り替え指示を行い，
　前記第２の切替手段は，前記第１の切替手段が行った切り替え指示に基づいて，前記有
線データ通信を行うように切り替えを行う無線通信システム。
【請求項２】
　前記第１の無線通信装置は，前記第１の有線接続検出手段が前記有線接続が行われてい
ると検出した場合には，前記無線データ通信に必要な信号レベルよりも小さい信号レベル
を利用して前記有線データ通信を行うように信号レベルの調節を行う第１の信号レベル調
節手段をさらに有する請求項１記載の無線通信システム。
【請求項３】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段と，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段と，
　前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段とを備
えた無線通信装置であって，
　前記第１の有線通信手段と，前記第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前
記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段と，の間で前記有線接続が行われているの
か否かを検出する第１の有線接続検出手段をさらに備え，
　前記第１の切替手段は，前記第１の有線接続検出手段が前記有線接続が行われていると
検出した場合には，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うとともに，前記第１
の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信手段を利用して前記無
線データ通信を行うのか前記第２の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うの
かを切り替えるための第２の切替手段に対して，前記有線接続が行われている場合には前
記第１の切替手段と前記第２の切替手段との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，
前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示を行う無線通信装置
。
【請求項４】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無
線通信手段と，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用
して行う第２の有線通信手段と，
　前記第２の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段とを備
えた無線通信装置であって，
　前記第１の有線通信手段と前記第２の有線通信手段との間で前記有線接続が行われてい
るのか否かを検出する第１の有線接続検出手段によって前記有線接続が行われていると検
出された場合には，前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前
記第１の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１
の切替手段によって，前記第１の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うよう
に切り替えが行われるとともに，前記第２の切替手段に対して，前記有線接続が行われて
いる場合には前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との間でやり取りが可能な制御信
号を利用して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示が行
われ，
　前記第２の切替手段は，前記第１の切替手段によって行われた切り替え指示に基づいて
，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う無線通信装置。
【請求項５】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段を利用して，無線データ通信を行う第１の無
線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
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続を利用して行う第１の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う第１の有線通信
ステップと，
　前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段を利用
して，切り替えを行う第１の切替ステップと，
　前記第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信手段を利用
して，無線データ通信を行う第２の無線通信ステップと，
　前記第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用して行う第
２の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う第２の有線通信ステップと，
　前記第２の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段を利用
して，切り替えを行う第２の切替ステップとを備えた無線通信方法であって，
　前記有線接続が行われている場合には，前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との
間で制御信号のやり取りが可能であり，
　前記第１の有線通信手段と前記第２の有線通信手段との間で前記有線接続が行われてい
るのか否かを検出する第１の有線接続検出手段を利用して，前記有線接続が行われている
のか否かが検出され，
　前記第１の切替手段を利用して，前記第１の有線接続検出手段を利用して前記有線接続
が行われていると検出された場合には，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う
とともに，前記制御信号を利用して前記第２の切替手段に対して前記有線データ通信を行
うように切り替えを行うための切り替え指示が行われ，
　前記第２の切替手段を利用して，前記第１の切替手段を利用して行われた切り替え指示
に基づいて，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う無線通信方法。
【請求項６】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段を利用して，無線データ通信を行う無線通信
ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う有線通信ステッ
プと，
　前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段を利用
して，切り替えを行う切替ステップとを備えた無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段と，前記第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前
記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段と，の間で前記有線接続が行われているの
か否かを検出する第１の有線接続検出手段を利用して，前記有線接続が行われているのか
否かが検出され，
　前記第１の切替手段を利用して，前記第１の有線接続検出手段を利用して前記有線接続
が行われていると検出された場合には，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う
とともに，前記第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信手
段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信手段を利用して前記有線
データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段に対して，前記有線接続が行わ
れている場合には前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との間でやり取りが可能な制
御信号を利用して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示
が行われる無線通信方法。
【請求項７】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無
線通信手段を利用して，無線データ通信を行う無線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用
して行う第２の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う有線通信ステップと，
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　前記第２の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段を利用
して，切り替えを行う切替ステップとを備えた無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段と前記第２の有線通信手段との間で前記有線接続が行われてい
るのか否かを検出する第１の有線接続検出手段によって前記有線接続が行われていると検
出された場合には，前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前
記第１の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１
の切替手段によって，前記第１の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うよう
に切り替えが行われるとともに，前記第２の切替手段に対して，前記有線接続が行われて
いる場合には前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との間でやり取りが可能な制御信
号を利用して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示が行
われ，
　前記第２の切替手段を利用して，前記第１の切替手段によって行われた切り替え指示に
基づいて，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う無線通信方法。
【請求項８】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段を利用して，無線データ通信を行う第１の無
線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う第１の有線通信
ステップと，
　前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段を利用
して，切り替えを行う第１の切替ステップと，
　前記第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信手段を利用
して，無線データ通信を行う第２の無線通信ステップと，
　前記第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用して行う第
２の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う第２の有線通信ステップと，
　前記第２の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段を利用
して，切り替えを行う第２の切替ステップとを備えた無線通信方法であって，
　前記有線接続が行われている場合には，前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との
間で制御信号のやり取りが可能であり，
　前記第１の有線通信手段と前記第２の有線通信手段との間で前記有線接続が行われてい
るのか否かを検出する第１の有線接続検出手段を利用して，前記有線接続が行われている
のか否かが検出され，
　前記第１の切替手段を利用して，前記第１の有線接続検出手段を利用して前記有線接続
が行われていると検出された場合には，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う
とともに，前記制御信号を利用して前記第２の切替手段に対して前記有線データ通信を行
うように切り替えを行うための切り替え指示が行われ，
　前記第２の切替手段を利用して，前記第１の切替手段を利用して行われた切り替え指示
に基づいて，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う無線通信方法をコンピュー
タに実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段を利用して，無線データ通信を行う無線通信
ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う有線通信ステッ
プと，
　前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段を利用
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して，切り替えを行う切替ステップとを備えた無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段と，前記第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前
記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段と，の間で前記有線接続が行われているの
か否かを検出する第１の有線接続検出手段を利用して，前記有線接続が行われているのか
否かが検出され，
　前記第１の切替手段を利用して，前記第１の有線接続検出手段を利用して前記有線接続
が行われていると検出された場合には，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う
とともに，前記第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信手
段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信手段を利用して前記有線
データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段に対して，前記有線接続が行わ
れている場合には前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との間でやり取りが可能な制
御信号を利用して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示
が行われる無線通信方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無
線通信手段を利用して，無線データ通信を行う無線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用
して行う第２の有線通信手段を利用して，有線データ通信を行う有線通信ステップと，
　前記第２の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段を利用
して，切り替えを行う切替ステップとを備えた無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段と前記第２の有線通信手段との間で前記有線接続が行われてい
るのか否かを検出する第１の有線接続検出手段によって前記有線接続が行われていると検
出された場合には，前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前
記第１の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１
の切替手段によって，前記第１の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を行うよう
に切り替えが行われるとともに，前記第２の切替手段に対して，前記有線接続が行われて
いる場合には前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との間でやり取りが可能な制御信
号を利用して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示が行
われ，
　前記第２の切替手段を利用して，前記第１の切替手段によって行われた切り替え指示に
基づいて，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う無線通信方法をコンピュータ
に実行させるためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項８記載のプログラムを担持した記録媒体であって，コンピュータにより処理可能
な記録媒体。
【請求項１２】
　請求項９記載のプログラムを担持した記録媒体であって，コンピュータにより処理可能
な記録媒体。
【請求項１３】
　請求項１０記載のプログラムを担持した記録媒体であって，コンピュータにより処理可
能な記録媒体。
【請求項１４】
　無線データ通信を行う第１の無線通信手段と，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段と，
　前記第１の無線通信手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信
手段を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段とを備
えた無線通信装置であって，
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　前記第１の有線通信手段と，前記第１の有線通信手段との間で前記有線データ通信を前
記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段と，の間で前記有線接続が行われているの
か否かを検出する第１の有線接続検出手段をさらに備え，
　（１）前記第１の切替手段は，前記第１の有線接続検出手段が前記有線接続が行われて
いると検出した場合には，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うとともに，前
記第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信手段を利用して
前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信手段を利用して前記有線データ通信を
行うのかを切り替えるための第２の切替手段に対して，前記有線接続が行われている場合
には前記第１の切替手段と前記第２の切替手段との間でやり取りが可能な制御信号を利用
して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示を行い，
　（２）前記第１の有線通信手段と，前記第１の有線通信手段との間で有線データ通信を
有線接続を利用して行う第３の有線通信手段と，の間で前記有線接続が行われているのか
否かを検出する第３の有線接続検出手段によって前記有線接続が行われていると検出され
た場合には，前記第１の無線通信手段との間で前記無線データ通信を行う第３の無線通信
手段を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第３の有線通信手段を利用して前記有
線データ通信を行うのかを切り替えるための第３の切替手段によって，前記第３の有線通
信手段を利用して前記有線データ通信を行うように切り替えが行われるとともに，前記第
１の切替手段に対して，前記有線接続が行われている場合には前記第１の切替手段と前記
第３の切替手段との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ通信を行
うように切り替えを行うための切り替え指示が行われ，前記第１の切替手段は，前記第３
の切替手段によって行われた切り替え指示に基づいて，前記有線データ通信を行うように
切り替えを行う無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどを利用する無線ネットワークで使用可能な無線通信
システム，無線通信装置，無線通信方法，プログラム，および記録媒体に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈに代表される無線ネットワーク（たとえば下記の非特許文献１参照）
においては，２台の機器の間に無線リンクが確立され実際のデータ通信が行われるまでに
，様々な所定の手続きが行われる必要がある。
【０００３】
無線リンク確立までの手続きをより具体的に述べると，つぎのようになる。
【０００４】
無線リンクの確立を主導する機器は，まず，リンク確立の対象となる機器を発見しリンク
確立の対象となる機器の個体識別情報を取得するために，ある一定時間にわたって機器探
索を行う。そして，無線リンクの確立を主導する機器は，機器探索結果からリンク確立の
対象となる機器を決定し，リンク確立のための動作を開始する。
【０００５】
なお，このような手続きに関連するパラメータとしては，接続の可否を決定する認証に関
する設定，探索結果から得られた個体識別情報に関する設定などがある。これらのパラメ
ータの設定は，通信が行われるそれぞれの機器において事前にユーザインターフェースを
介して行われていた。
【０００６】
【非特許文献１】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ，Ｉｎｃ．，“スペシフィケーション　オブ　ザ　ブルート
ゥース　システム，プロファイルズ　バージョン１．１（Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｙｓｔｅｍ，　Ｐｒｏｆｉｌｅｓ，　ｖｅｒｓｉ
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ｏｎ　１．１），”ＰａｒｔＫ：１，ｐｐ．１３－５３，［ｏｎｌｉｎｅ］，２００１年
２月２２日，ＢｌｕｅｔｏｏｔｈＳＩＧ，Ｉｎｃ．，［２００２年１１月１３日検索］，
インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ．ｃｏｍ／ｐｄｆ
／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ＿１１＿Ｐｒｏｆｉｌｅｓ＿Ｂｏｏｋ．ｐｄｆ＞
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら，このような無線ネットワークにおける無線リンク確立までの手続きは，不
確実であったり時間を要したりすることが多く，簡便ではないという課題があった。
【０００８】
より具体的に述べると，無線ネットワーク環境においては，リンク確立を主導する機器か
ら送信された信号が受信機器に到達せず，リンク自体が確立できないことがあった。また
，無線ネットワークにおけるリンク確立までの動作において，まずリンク確立の対象とな
る機器を探索し，その探索結果からリンク確立を所望する対象の機器を選択するという手
順をふむ必要があり，リンク確立までにかなりの時間がかかることがあった。
【０００９】
なお，ユーザインターフェースの限られた機器に無線ネットワーク機能を追加する場合に
おいては，設定パラメータを事前に入力できないことがあった。
【００１０】
　本発明は，上記従来のこのような課題を考慮し，無線ネットワークにおける無線リンク
確立までの手続きを簡便に行うことができる無線通信システム，無線通信装置，無線通信
方法，プログラム，および記録媒体を提供することを目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　第１の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）と，前記無線デ
ータ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接続を利用して
行う第１の有線通信手段（１０７）と，前記第１の無線通信手段（１０４）を利用して前
記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線デー
タ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段（１０３，１０６）とを有する第１
の無線通信装置（１００）と，
　前記第１の無線通信手段（１０４）との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信
手段（１１４）と，前記第１の有線通信手段（１０７）との間で前記有線データ通信を前
記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）と，前記第２の無線通信手段（
１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の有線通信手段（１１７）を
利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第２の切替手段（１１３，１
１６）とを有する第２の無線通信装置（１１０）とを備えた無線通信システムであって，
　前記有線接続が行われている場合には，前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記
第２の切替手段（１１３，１１６）との間で制御信号のやり取りが可能であり，
　前記第１の無線通信装置（１０４）は，前記第１の有線通信手段（１０７）と前記第２
の有線通信手段（１１７）との間で前記有線接続が行われているのか否かを検出する第１
の有線接続検出手段（１０５）をさらに有し，
　前記第１の切替手段（１０３，１０６）は，前記第１の有線接続検出手段（１０７）が
前記有線接続が行われていると検出した場合には，前記有線データ通信を行うように切り
替えを行うとともに，前記制御信号を利用して前記第２の切替手段（１１３，１１６）に
対して前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示を行い，
　前記第２の切替手段（１１３，１１６）は，前記第１の切替手段（１０３，１０６）が
行った切り替え指示に基づいて，前記有線データ通信を行うように切り替えを行う無線通
信システムである。
【００１３】
　第２の本発明は，前記第１の無線通信装置（１０４）は，前記第１の有線接続検出手段
（１０７）が前記有線接続が行われていると検出した場合には，前記無線データ通信に必
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要な信号レベルよりも小さい信号レベルを利用して前記有線データ通信を行うように信号
レベルの調節を行う第１の信号レベル調節手段（１０１）をさらに有する第１の本発明の
無線通信システムである。
【００１４】
　第３の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）と，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）と，
　前記第１の無線通信手段（１０４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１
の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第１の切替手段（１０３，１０６）とを備えた無線通信装置（１００）であって，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と，前記第１の有線通信手段（１０７）との間で前
記有線データ通信を前記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）と，の間
で前記有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）を
さらに備え，
　前記第１の切替手段（１０３，１０６）は，前記第１の有線接続検出手段（１０５）が
前記有線接続が行われていると検出した場合には，前記有線データ通信を行うように切り
替えを行うとともに，前記第１の無線通信手段（１０４）との間で前記無線データ通信を
行う第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２の
有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第
２の切替手段（１１３，１１６）に対して，前記有線接続が行われている場合には前記第
１の切替手段（１０３，１０６）と前記第２の切替手段（１１３，１１６）との間でやり
取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行うため
の切り替え指示を行う無線通信装置（１００）である。
【００１６】
　第４の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）との間で前記無
線データ通信を行う第２の無線通信手段（１１４）と，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）との間で前記有線データ通信を前記有線
接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）と，
　前記第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２
の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第２の切替手段（１１３，１１６）とを備えた無線通信装置（１１０）であって，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と前記第２の有線通信手段（１１７）との間で前記
有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）によって
前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記第１の無線通信手段（１０４）
を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信手段（１０７）を利用して
前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段（１０３，１０６）に
よって，前記第１の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うように
切り替えが行われるとともに，前記第２の切替手段（１１３，１１６）に対して，前記有
線接続が行われている場合には前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記第２の切替
手段（１１３，１１６）との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ
通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示が行われ，
　前記第２の切替手段（１１３，１１６）は，前記第１の切替手段（１０３，１０６）に
よって行われた切り替え指示に基づいて，前記有線データ通信を行うように切り替えを行
う無線通信装置（１１０）である。
【００１８】
　第５の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）を利用して，無
線データ通信を行う第１の無線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）を利用して，有線データ通信を行う第１
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の有線通信ステップと，
　前記第１の無線通信手段（１０４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１
の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，切り替えを行う第１の切替ステップと，
　前記第１の無線通信手段（１０４）との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信
手段（１１４）を利用して，無線データ通信を行う第２の無線通信ステップと，
　前記第１の有線通信手段（１０７）との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用
して行う第２の有線通信手段（１１７）を利用して，有線データ通信を行う第２の有線通
信ステップと，
　前記第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２
の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，切り替えを行う第２の切替ステップとを
備えた無線通信方法であって，
　前記有線接続が行われている場合には，前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記
第２の切替手段（１１３，１１６）との間で制御信号のやり取りが可能であり，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と前記第２の有線通信手段（１１７）との間で前記
有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）を利用し
て，前記有線接続が行われているのか否かが検出され，
　前記第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，前記第１の有線接続検出手段（１
０７）を利用して前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記有線データ通
信を行うように切り替えを行うとともに，前記制御信号を利用して前記第２の切替手段（
１１３，１１６）に対して前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替
え指示が行われ，
　前記第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，前記第１の切替手段（１０３，１
０６）を利用して行われた切り替え指示に基づいて，前記有線データ通信を行うように切
り替えを行う無線通信方法である。
【００１９】
　第６の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）を利用して，無
線データ通信を行う無線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）を利用して，有線データ通信を行う有線
通信ステップと，
　前記第１の無線通信手段（１０４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１
の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，切り替えを行う切替ステップとを備えた
無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と，前記第１の有線通信手段（１０７）との間で前
記有線データ通信を前記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）と，の間
で前記有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）を
利用して，前記有線接続が行われているのか否かが検出され，
　前記第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，前記第１の有線接続検出手段（１
０５）を利用して前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記有線データ通
信を行うように切り替えを行うとともに，前記第１の無線通信手段（１０４）との間で前
記無線データ通信を行う第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を
行うのか前記第２の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを
切り替えるための第２の切替手段（１１３，１１６）に対して，前記有線接続が行われて
いる場合には前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記第２の切替手段（１１３，１
１６）との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ通信を行うように
切り替えを行うための切り替え指示が行われる無線通信方法である。
【００２０】
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　第７の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）との間で前記無
線データ通信を行う第２の無線通信手段（１１４）を利用して，無線データ通信を行う無
線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）との間で前記有線データ通信を前記有線
接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）を利用して，有線データ通信を行う有
線通信ステップと，
　前記第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２
の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，切り替えを行う切替ステップとを備えた
無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と前記第２の有線通信手段（１１７）との間で前記
有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）によって
前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記第１の無線通信手段（１０４）
を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信手段（１０７）を利用して
前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段（１０３，１０６）に
よって，前記第１の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うように
切り替えが行われるとともに，前記第２の切替手段（１１３，１１６）に対して，前記有
線接続が行われている場合には前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記第２の切替
手段（１１３，１１６）との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ
通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示が行われ，
　前記第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，前記第１の切替手段（１０３，１
０６）によって行われた切り替え指示に基づいて，前記有線データ通信を行うように切り
替えを行う無線通信方法である。
【００２１】
　第８の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）を利用して，無
線データ通信を行う第１の無線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）を利用して，有線データ通信を行う第１
の有線通信ステップと，
　前記第１の無線通信手段（１０４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１
の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，切り替えを行う第１の切替ステップと，
　前記第１の無線通信手段（１０４）との間で前記無線データ通信を行う第２の無線通信
手段（１１４）を利用して，無線データ通信を行う第２の無線通信ステップと，
　前記第１の有線通信手段（１０７）との間で前記有線データ通信を前記有線接続を利用
して行う第２の有線通信手段（１１７）を利用して，有線データ通信を行う第２の有線通
信ステップと，
　前記第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２
の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，切り替えを行う第２の切替ステップとを
備えた無線通信方法であって，
　前記有線接続が行われている場合には，前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記
第２の切替手段（１１３，１１６）との間で制御信号のやり取りが可能であり，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と前記第２の有線通信手段（１１７）との間で前記
有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）を利用し
て，前記有線接続が行われているのか否かが検出され，
　前記第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，前記第１の有線接続検出手段（１
０７）を利用して前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記有線データ通
信を行うように切り替えを行うとともに，前記制御信号を利用して前記第２の切替手段（
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１１３，１１６）に対して前記有線データ通信を行うように切り替えを行うための切り替
え指示が行われ，
　前記第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，前記第１の切替手段（１０３，１
０６）を利用して行われた切り替え指示に基づいて，前記有線データ通信を行うように切
り替えを行う無線通信方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００２２】
　第９の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）を利用して，無
線データ通信を行う無線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）を利用して，有線データ通信を行う有線
通信ステップと，
　前記第１の無線通信手段（１０４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１
の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，切り替えを行う切替ステップとを備えた
無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と，前記第１の有線通信手段（１０７）との間で前
記有線データ通信を前記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）と，の間
で前記有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）を
利用して，前記有線接続が行われているのか否かが検出され，
　前記第１の切替手段（１０３，１０６）を利用して，前記第１の有線接続検出手段（１
０５）を利用して前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記有線データ通
信を行うように切り替えを行うとともに，前記第１の無線通信手段（１０４）との間で前
記無線データ通信を行う第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を
行うのか前記第２の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを
切り替えるための第２の切替手段（１１３，１１６）に対して，前記有線接続が行われて
いる場合には前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記第２の切替手段（１１３，１
１６）との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ通信を行うように
切り替えを行うための切り替え指示が行われる無線通信方法をコンピュータに実行させる
ためのプログラムである。
【００２３】
　第１０の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）との間で前記
無線データ通信を行う第２の無線通信手段（１１４）を利用して，無線データ通信を行う
無線通信ステップと，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）との間で前記有線データ通信を前記有線
接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）を利用して，有線データ通信を行う有
線通信ステップと，
　前記第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第２
の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，切り替えを行う切替ステップとを備えた
無線通信方法であって，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と前記第２の有線通信手段（１１７）との間で前記
有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）によって
前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記第１の無線通信手段（１０４）
を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１の有線通信手段（１０７）を利用して
前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための第１の切替手段（１０３，１０６）に
よって，前記第１の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うように
切り替えが行われるとともに，前記第２の切替手段（１１３，１１６）に対して，前記有
線接続が行われている場合には前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記第２の切替
手段（１１３，１１６）との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ
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通信を行うように切り替えを行うための切り替え指示が行われ，
　前記第２の切替手段（１１３，１１６）を利用して，前記第１の切替手段（１０３，１
０６）によって行われた切り替え指示に基づいて，前記有線データ通信を行うように切り
替えを行う無線通信方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００２４】
　第１１の本発明は，第８の本発明のプログラムを担持した記録媒体であって，コンピュ
ータにより処理可能な記録媒体である。
【００２５】
　第１２の本発明は，第９の本発明のプログラムを担持した記録媒体であって，コンピュ
ータにより処理可能な記録媒体である。
【００２６】
　第１３の本発明は，第１０の本発明のプログラムを担持した記録媒体であって，コンピ
ュータにより処理可能な記録媒体である。
【００２７】
　第１４の本発明は，無線データ通信を行う第１の無線通信手段（１０４）と，
　前記無線データ通信を行うための無線リンクを確立するための有線データ通信を有線接
続を利用して行う第１の有線通信手段（１０７）と，
　前記第１の無線通信手段（１０４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記第１
の有線通信手段（１０７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるための
第１の切替手段（１０３，１０６）とを備えた無線通信装置（１００）であって，
　前記第１の有線通信手段（１０７）と，前記第１の有線通信手段（１０７）との間で前
記有線データ通信を前記有線接続を利用して行う第２の有線通信手段（１１７）と，の間
で前記有線接続が行われているのか否かを検出する第１の有線接続検出手段（１０５）を
さらに備え，
　（１）前記第１の切替手段（１０３，１０６）は，前記第１の有線接続検出手段（１０
５）が前記有線接続が行われていると検出した場合には，前記有線データ通信を行うよう
に切り替えを行うとともに，前記第１の無線通信手段（１０４）との間で前記無線データ
通信を行う第２の無線通信手段（１１４）を利用して前記無線データ通信を行うのか前記
第２の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うのかを切り替えるた
めの第２の切替手段（１１３，１１６）に対して，前記有線接続が行われている場合には
前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記第２の切替手段（１１３，１１６）との間
でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ通信を行うように切り替えを行
うための切り替え指示を行い，
　（２）前記第１の有線通信手段（１０７）と，前記第１の有線通信手段（１０７）との
間で有線データ通信を有線接続を利用して行う第３の有線通信手段（１１７）と，の間で
前記有線接続が行われているのか否かを検出する第３の有線接続検出手段（１１５）によ
って前記有線接続が行われていると検出された場合には，前記第１の無線通信手段（１０
４）との間で前記無線データ通信を行う第３の無線通信手段（１１４）を利用して前記無
線データ通信を行うのか前記第３の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通
信を行うのかを切り替えるための第３の切替手段（１１３，１１６）によって，前記第３
の有線通信手段（１１７）を利用して前記有線データ通信を行うように切り替えが行われ
るとともに，前記第１の切替手段（１０３，１０６）に対して，前記有線接続が行われて
いる場合には前記第１の切替手段（１０３，１０６）と前記第３の切替手段（１１３，１
１６）との間でやり取りが可能な制御信号を利用して，前記有線データ通信を行うように
切り替えを行うための切り替え指示が行われ，前記第１の切替手段（１０３，１０６）は
，前記第３の切替手段（１１３，１１６）によって行われた切り替え指示に基づいて，前
記有線データ通信を行うように切り替えを行う無線通信装置（１００）である。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下に，本発明の実施の形態について，図面を参照しつつ説明を行う。
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【００２９】
（実施の形態１）
はじめに，本発明の実施の形態１の無線通信システムの構成図である図１を参照しながら
，本実施の形態の無線通信システムの構成について説明する。
【００３０】
本実施の形態の無線通信システムは，リンク確立を主導する第１の無線通信装置１００と
，リンク確立を受け入れる第２の無線通信装置１１０とを備えている。
【００３１】
第１の無線通信装置１００，第２の無線通信装置１１０は，同様な構成を有している。
【００３２】
本実施の形態においては，第１の無線通信装置１００がリンク確立を主導し，第２の無線
通信装置１１０がリンク確立を受け入れるものとして説明が行われる。もちろん，第２の
無線通信装置１１０がリンク確立を主導し，第１の無線通信装置１００がリンク確立を受
け入れることもできる。
【００３３】
ここで，第１の無線通信装置１００，第２の無線通信装置１１０の構成についてより詳細
に説明する。
【００３４】
１０１は通信制御部，１０２は変復調を行う通信部，１０３は接続切替スイッチ，１０４
は無線通信を行う通信アンテナ，１０５は第２の無線通信装置との物理的な接続を検出す
る接続検出部，１０６は接続切替スイッチを制御する接続制御部，１０７はリンク確立を
有線で実現する有線接続部，１０８は無線データ通信を管理するアプリケーション，１０
９はユーザインターフェースである。
【００３５】
１１１は通信制御部，１１２は変復調を行う通信部，１１３は接続切替スイッチ，１１４
は無線通信を行う通信アンテナ，１１５は第２の無線通信装置との物理的な接続を検出す
る接続検出部，１１６は接続切替スイッチを制御する接続制御部，１１７はリンク確立を
有線で実現する有線接続部，１１８は無線データ通信を管理するアプリケーション，１１
９はユーザインターフェースである。
【００３６】
第１の無線通信装置１００と第２の無線通信装置１１０との有線接続は，ＲＳ２３２Ｃや
ＵＳＢ等に対応したシリアルケーブル，機器間での電気的接点やコネクタなどによる，有
線接続部１０７と有線接続部１１７との有線接続を利用して行われる。
【００３７】
ここに，接続制御部１０６と接続制御部１１６とは，有線接続部１０７と有線接続部１１
７とが有線接続されている場合には，互いに物理的に接続されて制御信号のやり取りが可
能な状態となる。
【００３８】
なお，通信アンテナ１０４は本発明の第１の無線通信手段に対応し，有線接続部１０７は
本発明の第１の有線通信手段に対応し，接続切替スイッチ１０３，接続制御部１０６を含
む手段は本発明の第１の切替手段に対応し，無線通信装置１００は本発明の第１の無線通
信装置に対応する。また，通信アンテナ１１４は本発明の第２の無線通信手段に対応し，
有線接続部１１７は本発明の第２の有線通信手段に対応し，接続切替スイッチ１１３，接
続制御部１１６を含む手段は本発明の第２の切替手段に対応し，無線通信装置１１０は本
発明の第２の無線通信装置に対応する。また，本実施の形態の無線通信システムは，本発
明の無線通信システムに対応する。また，接続検出部１０５は，本発明の第１の有線接続
検出手段に対応する。
【００３９】
つぎに，本発明の実施の形態１の無線通信システムのリンク確立動作を説明するためのフ
ローチャートである図２を主として参照しながら，本実施の形態の無線通信システムの動
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作について説明する。
【００４０】
なお，本実施の形態の無線通信システムの動作について説明しながら，本発明の無線通信
方法の一実施の形態についても説明する。
【００４１】
（１）まず，本実施の形態の特徴である，無線データ通信をＢｌｕｅｔｏｏｔｈに応用し
た場合のリンクを確立する際の動作を説明する。
【００４２】
ステップ２０１；第１の無線通信装置１００のユーザインタフェース１０９は，外部から
のユーザ入力に応じ，周辺のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器の探索の実行をアプリケーション１
０８を用いて通信制御部１０１に指示する。
【００４３】
ステップ２０２；第１の無線通信装置１００の通信制御部１０１は，まず第１の無線通信
装置１００の接続検出部１０５の状態を参照する。
【００４４】
（Ａ）はじめに，第１の無線通信装置１００と第２の無線通信装置１１０との間に物理的
な接続が存在することが，接続検出部１０５によって確認された場合（ステップ２０６～
２１０）について説明する。
【００４５】
ステップ２０６；通信制御部１０１は，第１の無線通信装置１００の接続制御部１０６に
対して，第１の無線通信装置１００の接続切替スイッチ１０３を第１の無線通信装置１０
０の有線接続部１０７側に切り替えるよう指示する。
【００４６】
ステップ２０７；第１の無線通信装置１００の接続制御部１０６は，第１の無線通信装置
１００の接続切替スイッチ１０３を有線接続部１０７側に切り替えるとともに，第２の無
線通信装置１１０の接続制御部１１６に対して，第２の無線通信装置１１０の接続切替ス
イッチ１１３を第２の無線通信装置１１０の有線接続部１１７側に切り替えるよう指示す
る。
【００４７】
ステップ２０８；第２の無線通信装置１１０の接続制御部１１６は，第１の無線通信装置
１００の接続制御部１０６からの指示に応じて，第２の無線通信装置１１０の接続切替ス
イッチ１１３を第２の無線通信装置１１０の有線接続部１１７側に切り替えるとともに，
第２の無線通信装置１１０の通信制御部１１１に対して第２の無線通信装置１１０の接続
切替スイッチ１１３を切り替えたことを通知する。
【００４８】
そして，第１の無線通信装置１００の通信制御部１０１は，機器探索に用いられるＩｎｑ
ｕｉｒｙパケットを生成し，第１の無線通信装置１００の通信部１０２，第１の無線通信
装置１００の有線接続部１０７，第２の無線通信装置１１０の有線接続部１１７，第２の
無線通信装置１１０の通信部１１２を通じて，第２の無線通信装置１１０の通信制御部１
１２に対してＩｎｑｕｉｒｙパケットを送信する。
【００４９】
Ｉｎｑｕｉｒｙパケットを受信した第２の無線通信装置１１０の通信制御部１１１は，そ
のＩｎｑｕｉｒｙパケットに対する応答としてＦＨＳパケットを生成し，第２の無線通信
装置１１０の通信部１１２，第２の無線通信装置１１０の有線接続部１１７，第１の無線
通信装置１００の有線接続部１０７，第１の無線通信装置の通信部１０２を通じて，第１
の無線通信装置１００の通信制御部１０１に対して，ＦＨＳパケット送信する。
【００５０】
第１の無線通信装置１００は，ＦＨＳパケットを受信することによって，接続対象となる
第２の無線通信装置１１０のデバイスクラスや物理アドレスといった，リンクを確立する
際に必要な情報を知る。
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【００５１】
ステップ２０９；第１の無線通信装置１００は，第２の無線通信装置１１０とのリンクの
確立を試みる。
【００５２】
第１の無線通信装置１００の通信制御部１０１は，リンク確立に用いられるＰａｇｅパケ
ットを生成し，第１の無線通信装置１００の通信部１０２，第１の無線通信装置１００の
有線接続部１０７，第２の無線通信装置１１０の有線接続部１１７，第２の無線通信装置
１１０の通信部１１２を通じて，第２の無線通信装置１１０の通信制御部１１１に対して
Ｐａｇｅパケットを送信する。
【００５３】
Ｐａｇｅパケットを受信した第２の無線通信装置１１０の通信制御部１１１は，Ｐａｇｅ
パケットに対する応答としてＰａｇｅＲｅｓｐｏｎｓｅパケットを生成し，第２の無線通
信装置１１０の通信部１１２，第２の無線通信装置１１０の有線接続部１１７，第１の無
線通信装置１００の有線接続部１０７，第１の無線通信装置の通信部１０２を通じて，第
１の無線通信装置の通信制御部１０１に対して，ＰａｇｅＲｅｓｐｏｎｓｅパケットを送
信する。
【００５４】
第１の無線通信装置１００の通信制御部１０１は，ＰａｇｅＲｅｓｐｏｎｓｅパケットを
受信すると，同様の手順で第２の無線通信装置１１０の通信制御部１１１に対して，ＦＨ
Ｓパケットを送信する。
【００５５】
第２の無線通信装置１１０の通信制御部１１１は，ＦＨＳパケットを受信すると，ＦＨＳ
パケットに対する応答としてＦＨＳ－ａｃｋパケットを生成し，同様の手順で第１の無線
通信装置１００の通信制御部１０１に対して，ＦＨＳ－ａｃｋパケットを送信する。
【００５６】
ステップ２１０；このような手続きを経て，第１の無線通信装置１００と第２の無線通信
装置１１０との間に無線リンクが確立される。
【００５７】
（Ｂ）つぎに，第１の無線通信装置１００と第２の無線通信装置１１０との間に物理的な
接続が存在しないことが，接続検出部１０５によって確認された場合（ステップ２０３～
２０５，２１０）について説明する。
【００５８】
ステップ２０３；通信制御部１０１は，通信部１０２に，接続切替スイッチ１０３を通信
アンテナ１０４側に切り替え，リンク確立の対象となる機器を発見しその個体識別情報を
取得するよう指示する。
【００５９】
通信部１０２は，接続切替スイッチ１０３を通信アンテナ１０４側に切り替えるとともに
，通信アンテナ１０４を利用する無線通信によってある一定時間にわたる機器探索を行う
。
【００６０】
ステップ２０４；通信制御部１０１は，機器探索の結果をユーザに表示する。
【００６１】
ユーザインタフェース１０９は，その表示を見たユーザからの接続対象を選択するための
入力を通信制御部１０１に指示する。
【００６２】
通信制御部１０１は，ユーザインタフェース１０９からの指示に応じて，リンク確立の対
象となる機器を決定する。
【００６３】
ステップ２０５；第１の無線通信装置１００は，通信アンテナ１０４を利用する無線通信
によって第２の無線通信装置１１０とのリンクの確立を試みる。
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【００６４】
ステップ２１０；このような従来の無線通信システムにおける無線リンクを確立するため
の手続きと同様な手続きを経て，第１の無線通信装置１００と第２の無線通信装置１１０
との間に無線リンクが確立される。
【００６５】
ここまでで，本実施の形態の特徴である，無線データ通信をＢｌｕｅｔｏｏｔｈに応用し
た場合のリンクを確立する際の動作を説明した。
【００６６】
（２）つぎに，リンクが確立された後に，第１の無線通信装置１００と第２の無線通信装
置１１０との物理的な接続を切断し，実際に無線データ通信を開始する動作を説明する。
【００６７】
この場合，第１の無線通信装置１００と第２の無線通信装置１１０との動作は，同等であ
る。
【００６８】
通信制御部１０１は，有線接続部１０７が未接続状態に変化したことを接続検出部１０５
の出力によって検知し，接続制御部１０６に対して接続切替スイッチ１０３を切り替える
よう指示を送る。接続制御部１０６は，指示に応じて接続切替スイッチ１０３を通信アン
テナ１０４側に切り替える。
【００６９】
同様に，通信制御部１１１は，有線接続部１１７が未接続状態に変化したことを接続検出
部１１５の出力によって検知し，接続制御部１１６に対して接続切替スイッチ１１３を切
り替えるよう指示を送る。接続制御部１１６は，指示に応じて接続切替スイッチ１１３を
通信アンテナ１１４側に切り替える。
【００７０】
かくして，実際の無線データ通信が可能となる。
【００７１】
以上のように，リンク確立までの手続きが全て有線接続で行われるため，たとえば第１の
無線通信装置１００が送信したＩｎｑｕｉｒｙパケットは外部に漏洩することはなく，確
実に第２の無線通信装置１１０によって受信され，かつＩｎｑｕｉｒｙパケットに対する
応答として第１の無線通信装置１００によって受信されるＦＨＳパケットは，第２の無線
通信装置１１０が送信したものであると特定できる。また，第１の無線通信装置１００は
ＦＨＳパケットを受信した後，自動的にＰａｇｅパケットを送信する動作に移行すること
が可能となる。
【００７２】
このことによって，機器探索開始から無線リンク確立までに要する時間を短縮でき，かつ
第１の無線通信装置１００と第２の無線通信装置１１０との間に確実に無線リンクを確立
することができる。
【００７３】
また，機器探索開始から無線リンク確立までにユーザ入力が不要であることから，ユーザ
インターフェースの限られた機器が無線リンク確立を主導的に実行できる。
【００７４】
もちろん，双方の通信部１０２，１１２が，それぞれ通信制御部１０１，１１１からの制
御信号により，有線接続部１０７，１１７が物理的に接続されていることを知り，自らが
送信する有線通信を行うための信号の出力レベルを低減してもよい。有線通信を行うため
に必要な信号の出力レベルは無線通信を行うために必要な信号の出力レベルよりもかなり
小さいため，信号の出力レベルを低減することによって無線通信システム全体の消費電力
を何らの支障なく低減することが可能である。なお，このような場合，通信制御部１０１
は，本発明の第１の信号レベル調節手段を含む手段に対応する。
【００７５】
以上においては，本実施の形態について詳細に説明を行った。
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【００７６】
なお，本発明の無線データ通信は，上述した本実施の形態では，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを利
用する無線通信方式によって行われたが，これに限らず，その他の無線通信方式によって
行われてもよい。
【００７７】
　なお，本発明に関連する発明のプログラムは，上述した本発明の無線通信システム，お
よび無線通信装置の全部または一部の手段（または，装置，素子，回路，部など）の機能
をコンピュータにより実行させるためのプログラムであって，コンピュータと協働して動
作するプログラムである。また，本発明または本発明に関連する発明のプログラムは，上
述した本発明の無線通信方法の全部または一部のステップ（または，工程，動作，作用な
ど）の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラムであって，コンピュータと
協働して動作するプログラムである。
【００７８】
　また，本発明に関連する発明のデータ構造は，上述した本発明の無線通信システム，お
よび無線通信装置または無線通信方法の全部または一部の手段やステップで，コンピュー
タと協働して利用されるデータ構造である。
【００７９】
　また，本発明に関連する発明の媒体は，上述した本発明の無線通信システム，および無
線通信装置の全部または一部の手段の全部または一部の機能をコンピュータにより実行さ
せるためのプログラムを担持した媒体であり，コンピュータにより読み取り可能，かつ読
み取られた前記プログラムが前記コンピュータと協動して前記機能を実行する媒体である
。また，本発明または本発明に関連する発明の媒体は，上述した本発明の無線通信方法の
全部または一部のステップの全部または一部の動作をコンピュータにより実行させるため
のプログラムを担持した媒体であり，コンピュータにより読み取り可能，かつ読み取られ
た前記プログラムが前記コンピュータと協動して前記動作を実行する媒体である。また，
本発明に関連する発明の媒体は，上述した本発明の無線通信システム，および無線通信装
置または無線通信方法の全部または一部の手段やステップで，コンピュータと協働して利
用されるデータ構造を担持した媒体であり，コンピュータにより読み取り可能，かつ読み
取られた前記データ構造が前記コンピュータと協動して利用される媒体である。
【００８０】
なお，本発明の上記「一部の手段（または，装置，素子，回路，部など）」，本発明の上
記「一部のステップ（または，工程，動作，作用など）」とは，それらの複数の手段また
はステップの内の，幾つかの手段またはステップを意味し，あるいは，一つの手段または
ステップの内の，一部の機能または一部の動作を意味するものである。
【００８１】
また，本発明の上記「一部の装置（または，素子，回路，部など）」とは，例えば，本発
明の無線通信システムを構成する複数の装置などの内の，幾つかの装置を意味し，あるい
は，一つの装置の内の，一部の手段（または，素子，回路，部など）を意味し，あるいは
，一つの手段の内の，一部の機能を意味するものである。
【００８２】
また，本発明のプログラムの一利用形態は，コンピュータにより読み取り可能な記録媒体
に記録され，コンピュータと協働して動作する態様であってもよい。また，本発明のプロ
グラムの一利用形態は，伝送媒体中を伝送し，コンピュータにより読みとられ，コンピュ
ータと協働して動作する態様であってもよい。
【００８３】
　また，本発明に関連する発明のデータ構造としては，データベース，データフォーマッ
ト，データテーブル，データリスト，データの種類などを含む。
【００８４】
また，記録媒体としては，ＲＯＭなどが含まれ，伝送媒体としては，インターネットなど
の伝送媒体，光・電波・音波などが含まれる。
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【００８５】
また，上述した本発明のコンピュータは，ＣＰＵなどの純然たるハードウェアに限らず，
ファームウェアや，ＯＳ，更に周辺機器を含むものであってもよい。
【００８６】
以上説明したように，本発明の構成は，ソフトウェア的に実現してもよいし，ハードウェ
ア的に実現してもよい。
【００８７】
【発明の効果】
以上述べたところから明らかなように，本発明は，無線ネットワークにおける無線リンク
確立までの手続きを簡便に行うことができるという長所を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の無線通信システムの構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１の無線通信システムのリンク確立動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１００，１１０　無線通信装置
１０１，１１１　通信制御部
１０２，１１２　通信部
１０３，１１３　接続切替スイッチ
１０４，１１４　通信アンテナ
１０５，１１５　接続検出部
１０６，１１６　接続制御部
１０７，１１７　有線接続部
１０８，１１８　アプリケーション
１０９，１１９　ユーザインターフェース
【図１】 【図２】



(19) JP 4125585 B2 2008.7.30

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－３１２１５５（ＪＰ，Ａ）

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


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

