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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　該筺体によって保持される無線周波数（ＲＦ）回路およびプロセッサであって、該無線
周波数（ＲＦ）回路および該プロセッサは、相互に動作可能であり、該無線周波数（ＲＦ
）回路は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路と、公衆のデータ・音声通信ネットワー
クを介した通信を確立するデータ・音声ＲＦ回路とを備え、無線周波数（ＲＦ）回路およ
びプロセッサと、
　近距離通信（ＮＦＣ）通信プロトコルを使用して通信するために該プロセッサに接続さ
れているＮＦＣ回路と、
　該筐体によって支持され、該プロセッサに接続されている磁気センサであって、該磁気
センサは、該磁気センサが第２の移動無線通信デバイス上に位置する磁石と整列する場合
に、該第２の移動無線通信デバイスの磁石を感知し、該プロセッサへの信号を生成するよ
うに構成されており、該磁気センサは、該第２の移動無線通信デバイスの磁石を感知する
ために、該ＮＦＣ回路が該ＮＦＣ通信プロトコルを使用して通信するよりも近い接触を必
要とする、磁気センサと
　を備えている移動無線通信デバイスであって、
　該プロセッサは、該信号に応答して、該ＮＦＣ回路をスイッチ・オンし、該ＮＦＣ回路
を起動することにより、該ＮＦＣ通信プロトコルを使用して該第２の移動無線通信デバイ
スとＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データを交換するように構成されており、
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　該ＮＦＣ回路は、スイッチ・オンされていないときは低電力状態にあり、
　該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データは、該移動無線通信デバイスと該第２の
移動無線通信デバイスとの間にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信接続を確立すること
に関連し、該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路は、該ＮＦＣ回路が、該Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）通信接続に関連する該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データを
受信した後に起動され、
　アドレス帳アプリケーションが作動していると判定されると、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）通信を使用して該第２の移動無線通信デバイスとアドレスが交換され、
　該第２の移動無線通信デバイスは、該移動無線通信デバイス以外である、移動無線通信
デバイス。
【請求項２】
　前記磁気センサは、ホール効果センサを備えている、請求項１に記載の移動無線通信デ
バイス。
【請求項３】
　前記ＲＦ回路は、ＷｉＦｉ無線通信接続を確立するためのＷｉＦｉ回路を備えている、
請求項１に記載の移動無線通信デバイス。
【請求項４】
　前記プロセッサは、カレンダーアプリケーションにおいて、予定された会議を作成する
ように構成されている、請求項１に記載の移動無線通信デバイス。
【請求項５】
　複数の移動無線通信デバイスの間で無線通信を確立するための方法であって、該方法は
、
　第１の移動無線通信デバイスおよび第２の移動無線通信デバイスを提供することであっ
て、該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスのそれぞれは、
筐体と、該筐体によって保持されるプロセッサおよび無線周波数（ＲＦ）回路と、近距離
通信（ＮＦＣ）回路とを備え、該無線周波数（ＲＦ）回路は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）回路と、公衆のデータ・音声通信ネットワークを介した通信を確立するデータ・音
声ＲＦ回路とを備え、各移動無線通信デバイスは、磁石と該筐体によって保持される磁気
センサとをさらに備え、該磁気センサは、該プロセッサに接続され、該ＮＦＣ回路は、該
プロセッサに接続される、ことと、
　該第１の移動無線通信デバイス上の磁石が該第２の移動無線通信デバイス上の磁気セン
サと整列され、該第２の移動無線通信デバイス上の磁石が該第１の移動無線通信デバイス
上の磁気センサと整列されるように、それぞれの磁石および磁気センサを整列させること
と、
　整列された磁石を感知した後、磁気センサから該プロセッサに信号を生成し、該第１の
移動無線通信デバイスに含まれる該ＮＦＣ回路および該第２の移動無線通信デバイスに含
まれる該ＮＦＣ回路のうちの少なくとも一方をスイッチ・オンし、起動することであって
、該第１の移動無線通信デバイスと該第２の移動無線通信デバイスのそれぞれの該磁気セ
ンサは、該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスのうちの他
の１つの磁石を感知するために、該ＮＦＣ回路が該ＮＦＣ通信プロトコルを使用して通信
するよりも近い接触を必要とする、ことと、
　該信号に応答して、ＮＦＣ通信プロトコルを使用して該第１の移動無線通信デバイスと
該第２の移動無線通信デバイスとの間でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データを交
換することであって、該ＮＦＣ回路は、スイッチ・オンされていないときは低電力状態に
ある、ことと、
　各移動無線通信デバイス内の該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路を使用して該Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データに基づいて、該第１の移動無線通信デバイスと該
第２の移動無線通信デバイスとの間のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信接続を確立す
ることであって、各移動無線通信デバイス内の該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路は
、該起動された一方または両方のＮＦＣ回路が、該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成
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データを受信した後に起動される、ことと
　を含み、
　該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスの一方または両方
でアドレス帳アプリケーションが作動していると判定されると、該第１の移動無線通信デ
バイスおよび該第２の移動無線通信デバイスのうちの１つは、該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）通信接続を使用して該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信
デバイスのうちの他の１つとアドレスを交換し、
　該第２の移動無線通信デバイスは、該第１の移動無線通信デバイス以外である、方法。
【請求項６】
　通信するためのシステムであって、該システムは、
　第１の移動無線通信デバイスおよび第２の移動無線通信デバイスを備え、該第１の移動
無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスのそれぞれは、筐体と、無線周波
数回路およびプロセッサと、近距離通信（ＮＦＣ）通信プロトコルを使用して通信するた
めに該プロセッサに接続されているＮＦＣ回路と、磁石および磁気センサとを有し、該磁
気センサは、磁界を感知し、該プロセッサへの信号を生成するために該プロセッサに接続
されており、該無線周波数回路は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路と、該公衆のデ
ータ・音声通信ネットワークを介した通信を確立するデータ・音声ＲＦ回路とを備え、
　該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスのそれぞれの該磁
気センサが、該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスのうち
の他の１つの磁石を感知するために、該ＮＦＣ回路が該ＮＦＣ通信プロトコルを使用して
通信するよりも近い接触を必要とし、該信号に応答して、該プロセッサは、該ＮＦＣ通信
プロトコルを使用してＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データを伝送または受信する
ために、該ＮＦＣ回路をスイッチ・オンし、起動するように構成されており、
　それぞれの磁石および磁気センサは、該ＮＦＣ通信プロトコルを使用して該第１の移動
無線通信デバイスと該第２の移動無線通信デバイスとの間でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）構成データを交換するように、該ＮＦＣ回路をスイッチ・オンし、起動するために整
列されており、
　該ＮＦＣ回路は、スイッチ・オンされていないときは低電力状態にあり、
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信接続は、各移動無線通信デバイス内の該Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）回路を使用して該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データに
基づいて該第１の移動無線通信デバイスと該第２の移動無線通信デバイスとの間で確立さ
れ、各移動無線通信デバイス内の該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路は、該起動され
たＮＦＣ回路が、該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）構成データを受信した後に起動され
、
　該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスの一方または両方
でアドレス帳アプリケーションが作動していると判定されると、該第１の移動無線通信デ
バイスおよび該第２の移動無線通信デバイスのうちの１つは、該Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）通信接続を使用して該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信
デバイスのうちの他の１つとアドレスを交換し、
　該第２の移動無線通信デバイスは、該第１の移動無線通信デバイス以外である、システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２００９年９月２４日に出願された欧州特許出願第０９１７１２７２．９号（
名称「ＭＯＢＩＬＥ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＤＥＶＩＣＥ
，　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＵＳＩＮＧ　ＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＳＥＮＳＯ
Ｒ　ＡＮＤ　ＡＣＴＩＶＡＴＥＤ　ＮＦＣ　ＣＩＲＣＵＩＴ　ＦＯＲ　ＥＳＴＡＢＬＩＳ
ＨＩＮＧ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＢＥＴＷＥＥＮ　ＭＯＢＩＬＥ　ＷＩＲＥＬ
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ＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＤＥＶＩＣＥＳ」）に対する優先権の利益を主
張する。
【０００２】
　本出願は、通信の分野に関し、より具体的には、移動無線通信デバイスおよび近距離通
信（ＮＦＣ）を使用する関連方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　移動通信システムの人気が高まり続け、個人およびビジネス通信の両方の不可欠な一部
となっている。種々のモバイルデバイスは、現在、カレンダー、アドレス帳、タスクリス
ク、計算機、メモ帳およびプログラム作成、メディアプレーヤ、ゲーム等の携帯情報端末
（ＰＤＡ）特徴を組み込んでいる。これらの複数機能デバイスにより、通常、ユーザは、
電子メール（Ｅメール）メッセージをワイヤレスで送受信することができ、例えば、セル
ラーネットワークおよび／またはワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を
介してインターネットにアクセスすることができる。
【０００４】
　いくつかのモバイルデバイスは、非接触型カード技術および／または近距離通信チップ
を組み込む。近距離通信技術は、移動無線通信デバイスを含む、電子デバイスの間の通信
を可能にするために、磁界誘導を使用して、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）規格に基づく非
接触型短距離通信に一般的に使用されている。これらの短距離通信は、支払いおよびチケ
ット発行、電子鍵、識別、デバイスセットアップサービスおよび同様の情報共有を含む。
この短距離高周波数無線通信技術は、わずか数センチメートル等の短距離にわたってデバ
イス間でデータを交換する。
【０００５】
　近距離通信（ＮＦＣ）技術がより一般的になるにつれて、無線Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）接続等の他の短距離無線通信と関連して、携帯用無線通信デバイスとともにしば
しば使用される。例えば、ＮＦＣ接続はしばしば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続
を確立するためのデータが伝達される、無線Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を確立
するために使用される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　移動無線通信デバイスは、筺体と、筺体によって保持される回路基板とを含む。無線周
波数（ＲＦ）回路およびプロセッサは、筺体によって保持され、かつ相互に動作可能であ
る。近距離通信（ＮＦＣ）回路は、ＮＦＣ通信プロトコルを使用して通信するためにプロ
セッサに接続される。磁気センサは、筐体によって支持され、磁界を感知し、プロセッサ
への信号を生成するためにプロセッサに接続され、それに応じて、プロセッサは、ＮＦＣ
通信プロトコルを使用してデータを伝送または受信するためにＮＦＣを起動する。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　筐体と、
　筺体によって保持される無線周波数（ＲＦ）回路およびプロセッサであって、該ＲＦ回
路およびプロセッサは、相互に動作可能である、無線周波数（ＲＦ）回路およびプロセッ
サと、
　近距離通信（ＮＦＣ）通信プロトコルを使用して通信するために該プロセッサに接続さ
れるＮＦＣ回路と、
　該筐体によって支持され、該プロセッサに接続された磁気センサであって、該磁気セン
サは、該磁気センサが他の移動無線通信デバイス上に位置する磁石と整列する場合に、別
の移動無線通信デバイスの磁石を感知し、該プロセッサへの信号を生成するように構成さ
れている、磁気センサと
　を備えている移動無線通信デバイスであって、該プロセッサは、該信号に応じて、該Ｎ
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ＦＣ回路を起動して、該ＮＦＣ通信プロトコルを使用する他の移動無線通信デバイスを用
いて該通信デバイスのうちの１つの機能に関するデータを伝送または受信するように構成
されている、移動無線通信デバイス。
（項目２）
　前記磁気センサは、ホール効果センサを備えている、項目１に記載の移動無線通信デバ
イス。
（項目３）
　前記ＲＦ回路は、別の通信デバイスで確立される前記ＮＦＣ通信プロトコルとは異なる
、無線通信接続に関係するＮＦＣ通信プロトコルを使用してデータを受信した後に起動さ
れる、項目１に記載の移動無線通信デバイス。
（項目４）
　前記ＲＦ回路は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線通信接続を確立するためのＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路を備える、項目３に記載の移動無線通信デバイス。
（項目５）
　前記ＲＦ回路は、ＷｉＦｉ無線通信接続を確立するためのＷｉＦｉ回路を備える、項目
３に記載の移動無線通信デバイス。
（項目６）
　前記プロセッサは、アドレス帳交換を行うように構成される、項目１に記載の移動無線
通信デバイス。
（項目７）
　前記プロセッサは、カレンダーアプリケーションにおいて、予定された会議を作成する
ように構成される、項目１に記載の移動無線通信デバイス。
（項目８）
　複数の通信デバイス間で無線通信を確立するための方法であって、
　該方法は、
　第１の移動無線通信デバイスおよび第２の移動無線通信デバイスを提供することであっ
て、該第１の移動無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスは、それぞれ、
筐体と、該筐体によって保持されるプロセッサおよびＲＦ回路と、近距離通信（ＮＦＣ）
回路とを備え、各デバイスは、磁石と該筐体によって保持される磁気センサとをさらに備
え、該磁気センサは、該プロセッサに接続され、該ＮＦＣ回路は、該プロセッサに接続さ
れる、ことと、
　該第１の移動無線通信デバイス上の磁石が該第２の移動無線通信デバイス上の磁気セン
サと整列され、該第２の移動無線通信デバイス上の磁石が該第１の移動無線通信デバイス
上の磁気センサと整列されるように、それぞれの磁石および磁気センサを整列させること
と、
　該それぞれの他の移動無線通信デバイス上の磁石を感知することに応答して、少なくと
も１つの移動無線通信デバイスに含まれる該ＮＦＣ回路を起動することと、
　ＮＦＣ通信プロトコルを使用する該通信デバイスのうちの１つの機能に関して、該第１
の移動無線通信デバイスと該第２の移動無線通信デバイスとの間でデータを交換すること
と
　を含む、方法。
（項目９）
　前記第２の通信デバイス上に位置する前記磁石を感知するために、前記第１の通信デバ
イス内に位置するホール効果センサを使用することをさらに含む、項目８に記載の方法。
（項目１０）
　各移動無線通信デバイス内のＲＦ回路を使用して第１の通信デバイスと第２の通信デバ
イスとの間で交換される前記データに基づいて、第１の移動無線通信デバイスと第２の移
動無線通信デバイスとの間で、前記ＮＦＣ通信プロトコルとは異なる無線通信接続を確立
することをさらに含む、項目８に記載の方法。
（項目１１）
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　アドレス帳交換を行うことをさらに含む、項目８に記載の方法。
（項目１２）
　カレンダーアプリケーションにおいて、予定された会議を作成することをさらに含む、
項目８に記載の方法。
（項目１３）
　通信するためのシステムであって、該システムは、
　第１の移動無線通信デバイスおよび第２の移動無線通信デバイスを備え、該第１の移動
無線通信デバイスおよび該第２の移動無線通信デバイスは、それぞれ、筐体と、無線周波
数回路およびプロセッサと、近距離通信（ＮＦＣ）通信プロトコルを使用して通信するた
めに該プロセッサに接続されるＮＦＣ回路と、磁石および磁気センサとを有し、該磁気セ
ンサは、磁界を感知し、該プロセッサへの信号を生成するために該プロセッサに接続され
ており、該信号に応じて、該プロセッサは、該ＮＦＣ通信プロトコルを使用する移動無線
通信デバイスのうちの１つの機能に関するデータを伝送または受信するために該ＮＦＣ回
路を起動するように構成され、それぞれの磁石および磁気センサは、該ＮＦＣ通信プロト
コルを使用する該通信デバイスのうちの１つの機能に関して、該移動無線通信デバイス間
でデータを交換するようにＮＦＣ回路を起動するために整列される、システム。
 
【０００７】
　本発明の他の目的、特徴および利点が、添付の図面に照らして考慮されると、以下の発
明を実施するための形態から明白となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１～７は、デバイス間通信における非限定的実施例による、第１および第２の
移動無線通信デバイスの実施例を示し、非限定的側面による、例えば、近距離通信回路を
起動し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続等の高次通信プロトコルを確立するた
めに、ホール効果センサを使用して磁石を感知することによる、通信の確立を示す。
【図２】図１～７は、デバイス間通信における非限定的実施例による、第１および第２の
移動無線通信デバイスの実施例を示し、非限定的側面による、例えば、近距離通信回路を
起動し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続等の高次通信プロトコルを確立するた
めに、ホール効果センサを使用して磁石を感知することによる、通信の確立を示す。
【図３】図１～７は、デバイス間通信における非限定的実施例による、第１および第２の
移動無線通信デバイスの実施例を示し、非限定的側面による、例えば、近距離通信回路を
起動し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続等の高次通信プロトコルを確立するた
めに、ホール効果センサを使用して磁石を感知することによる、通信の確立を示す。
【図４】図１～７は、デバイス間通信における非限定的実施例による、第１および第２の
移動無線通信デバイスの実施例を示し、非限定的側面による、例えば、近距離通信回路を
起動し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続等の高次通信プロトコルを確立するた
めに、ホール効果センサを使用して磁石を感知することによる、通信の確立を示す。
【図５】図１～７は、デバイス間通信における非限定的実施例による、第１および第２の
移動無線通信デバイスの実施例を示し、非限定的側面による、例えば、近距離通信回路を
起動し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続等の高次通信プロトコルを確立するた
めに、ホール効果センサを使用して磁石を感知することによる、通信の確立を示す。
【図６】図１～７は、デバイス間通信における非限定的実施例による、第１および第２の
移動無線通信デバイスの実施例を示し、非限定的側面による、例えば、近距離通信回路を
起動し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続等の高次通信プロトコルを確立するた
めに、ホール効果センサを使用して磁石を感知することによる、通信の確立を示す。
【図７】図１～７は、デバイス間通信における非限定的実施例による、第１および第２の
移動無線通信デバイスの実施例を示し、非限定的側面による、例えば、近距離通信回路を
起動し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続等の高次通信プロトコルを確立するた
めに、ホール効果センサを使用して磁石を感知することによる、通信の確立を示す。
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【図８】図８は、図９～１９に示されるように非限定的側面による、デバイス間通信また
はデバイスタグ通信のための機能性を組み込むことができる、携帯用無線通信デバイスの
基本構成要素を示す、高レベルブロック図である。
【図９】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離通
信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デバ
イスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１０】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１１】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１２】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１３】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１４】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１５】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１６】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１７】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１８】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図１９】図９～１９は、デバイスタグ通信の実施例であり、データ転送のために近距離
通信回路を起動するように、その磁石を使用する、名刺ホルダとしての携帯用無線通信デ
バイスおよびＮＦＣタグの実施例を示している。
【図２０】図２０は、オフィスの全体を通して位置する多数の受動タグを示す、オフィス
環境の部分図である。
【図２１】図２１は、それに接続された受動タグを示す、プリンタの正面図である。
【図２２】図２２は、キスジェスチャーで電磁石を使用する、２つの通信デバイスを示す
。
【図２３】図２３は、上端部キャップが除去されており、最上部に位置付けられた磁石、
磁気センサ、およびアンテナを示す、最上部から見た通信デバイスの斜視図である。
【図２４】図２４は、接続を実装するためにプロジェクタ上に位置するタグを使用した、
通信デバイスとプロジェクタとの間の接続を示す、部分斜視図である。
【図２５】図２５は、通信デバイスとの接続を通してユーザをスケジュールにリンクする
ように地下鉄端末に取り付けられたタグを示す、部分斜視図である。
【図２６】図２６は、タグを使用して接続を実装することによってコンピュータに接続さ
れた通信デバイスの部分斜視図である。
【図２７】図２７は、タグを使用して確立された接続を用いたメディア代替案として、メ
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ディアにアクセスするように接続された通信デバイスを示す、部分斜視図である。
【図２８】図２８は、キスジェスチャー、磁気検出、ＮＦＣ、およびＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）の時間を示す、タイミング図である。
【図２９】図２９は、ＮＦＣ通信を開始するために加速度計を使用する、通信デバイスの
実施例である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで、種々の実施形態が示される添付の図面を参照して、異なる実施形態を以下でよ
り完全に説明する。多くの異なる形態を記載することができ、説明された実施形態は、本
明細書に記載される実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではない。むしろ、
これらの実施形態は、本開示が徹底的かつ完全となり、当業者に範囲を完全に伝えるよう
に、提供される。同様の番号は、その全体において、同様の要素を指す。
【００１０】
　ＮＦＣおよび／またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路を組み込む、いくつかのデ
バイスおよびシステムの欠点は、ＮＦＣおよび／またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
回路が常時オンであるという要件である。これは、電力排出回路を作成する。さらに、場
合によっては、これは、不要な接続をもたらし得る。
【００１１】
　通信デバイスは、１つの非限定的実施例では、通信デバイス間の無線通信およびデバイ
ス間通信を確立する。それぞれの磁石および磁気センサが整列され、それぞれは、第１の
通信デバイス上の磁石が第２の通信デバイス上の磁気センサと整列され、第２の通信デバ
イス上の磁石が第１の通信デバイス上の磁気センサと整列されるように、第１および第２
の通信デバイス上に位置する。第１および第２の通信デバイスのそれぞれおよび少なくと
も１つに含まれる、近距離通信（ＮＦＣ）回路は、それぞれの他方の通信デバイス上の磁
石を感知することに応じて起動される。データは、ＮＦＣ通信プロトコルを使用して、第
１および第２の通信デバイスの間で交換される。
【００１２】
　別の側面によれば、２つの通信デバイスは、それぞれの通信デバイス内のＮＦＣ回路を
起動するために物理的に接触している。別の側面では、２つの通信デバイスは、それぞれ
の通信デバイス内のＮＦＣ回路を起動するために数ミリメートル以内にある。別の側面で
は、無線通信接続は、第１および第２の通信デバイス間で交換されるデータに基づいて、
第１および第２の通信デバイス間のＮＦＣとは異なって確立される。
【００１３】
　個人識別番号（ＰＩＮ）およびセキュリティキーが、別の非限定的側面で無線通信接続
を確立するためにＮＦＣを使用して、第１および第２の通信デバイス間で交換される。無
線通信接続は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信プロトコルまたはＷｉＦｉ通信プロ
トコルを使用して確立することができる。
【００１４】
　別の側面では、磁気センサは、それぞれの通信デバイス内に位置するホール効果センサ
を使用する。プロセッサは、ＮＦＣ回路が起動されるべきであると判定するように、ホー
ル効果によって生成される電圧変動を感知することができる。
【００１５】
　通信デバイスは、筺体と、筺体によって保持される回路基板とを含む。無線周波数（Ｒ
Ｆ）回路およびプロセッサは、筺体によって保持され、かつ相互に動作可能である。近距
離通信（ＮＦＣ）回路は、回路基板上に位置付けられ、ＮＦＣ通信プロトコルを使用して
通信するためにプロセッサに接続される。ホール効果センサ等の磁気センサは、筐体によ
って支持され、磁界を感知し、プロセッサへの信号を生成するためにプロセッサに接続さ
れ、それに応じて、プロセッサは、ＮＦＣ通信プロトコルを使用してデータを伝送または
受信するためにＮＦＣを起動する。
【００１６】
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　他の方法の側面が記載される。
【００１７】
　図１は、単純インターフェースを提供し、無線接続を開始するように、非常に接近する
か、または実際に物理的に接触するよう相互に向かった物理的移動としての「ジェスチャ
ー」で引き合わせられる、２つの同様の携帯用無線通信デバイス２０、２２の実施例を示
す。他のデバイスと接触するようにデバイスを移動させる、この物理的ジェスチャーは、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷｉＦｉ無線接続をトリガすることができる、近
距離通信（ＮＦＣ）をトリガする、ホール効果をトリガすること等の、無線接続を確立す
る、より単純で低電力のシステムおよび方法を提供する。１つの非限定的実施例では、各
デバイス２０、２２には、磁石２４およびホール効果センサ等の環境センサ２６が提供さ
れる。それぞれは、２つのデバイス２０、２２が、典型的には、相互に触れるか、または
「キスする」、あるいは非常に近く、隣接して接近しているため、「キス」ジェスチャー
とも称される、単一接触またはジェスチャーで合致される。実施例は、磁石の強度に応じ
て、約１０または２０ｍｍ未満の範囲内、および一実施例では、タグまたはデバイスから
約７ｍｍ以下にある時となり得る。各デバイス上のセンサ２６は、図１に図示されるよう
に、それぞれの他方のデバイス上の磁石に整列される。一方のデバイスは、ホール効果を
介して他方の磁石を感知（「見る」）し、センサからの信号または電圧変動は、近距離通
信（ＮＦＣ）回路を起動し、ＮＦＣ通信回路を使用して他方のデバイスと通信する、プロ
セッサに伝送される。次いで、デバイスは、ＮＦＣを使用して、相互からのデータを読み
取ることができる。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続等の無線接続用の通信プロトコ
ルデータは、ＮＦＣ接続を使用して受信されたデータに基づいて取得することができる。
例えば、ＰＩＮ番号およびセキュリティキーは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を
確立するように、ＮＦＣを使用して交換することができる。
【００１８】
　以下で詳細に説明されるように、デバイスを受動磁気タグ（この実施例ではＮＦＣタグ
）に触れさせ、したがって、周辺機器とのＮＦＣ接続を開始することによって、１つの通
信デバイス２０が受動周辺機器との通信を確立することが可能である。受動磁気タグは、
ＮＦＣタグまたは名刺ホルダ、あるいは限定された伝送能力を伴う他のデータ記憶デバイ
スを含む、異なるデバイスを指すことができる。タグが空白である場合（例えば、名刺ホ
ルダ）、場合によっては、タグをプログラムすることができる。タグがすでにプログラム
されている場合、通信デバイスは、タグから情報を読み取ることができ、それがさらなる
動作につながってもよい。例えば、タグがプリンタと関連付けられる場合、通信デバイス
は、以下でさらに論議されるように、プリンタ上でプリンタジョブを実行することができ
る。そのようなシステムの利点は、ホール効果が完全に受動的であることであり、移動無
線通信デバイスがＮＦＣまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）回路を常時「オン」にし
、したがって、電力を引き出すための要件を回避する。通信デバイス２０が、別の通信デ
バイス２２上等にあるの別の磁石または受動タグの存在を判定する（「見る」）時のみ、
デバイス２０は、無線ＮＦＣまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続の開始をトリガ
する。付加的な便益性は、ホール効果がＮＦＣ回路よりも近い接触を必要とすることがで
あり、２つの通信デバイスを一緒に触れさせること等の慎重な「ジェスチャー」が必要と
されることを意味する。これは、他のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応デバイスが領
域中にある時に偶発的または侵襲的接続を回避する。以上で使用されるようなタグという
用語は、通信デバイス２０、２２と同様に能動モードで動作する代わりに、典型的には受
動的に動作する、種々のデバイスを含むことができる。
【００１９】
　図示されるように、図１～７に示されるようなデバイス間通信のためのこの実施例での
各通信デバイス２０、２２は、筐体３０と、キーボード３２と、一実施例ではタッチディ
スプレイとして動作することができるディスプレイ３４を含む。上述のように、各デバイ
スは、磁気センサ２６、例えば、この非限定的実施例ではホール効果センサと、磁石２４
とを含む。センサ２６および磁石２４は、データを交換するために各デバイス内のＮＦＣ
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回路を起動するように連携する。
【００２０】
　近距離通信（ＮＦＣ）技術は、非接触型カードとしてのＩＳＯ１４４４３近接型カード
規格、スマートカードおよびリーダのインターフェースを１つのデバイスに組み込むＲＦ
ＩＤ規格の拡張である。携帯電話または移動無線通信デバイス等のＮＦＣデバイスは、典
型的には、既存のＩＳＯ１４４４３スマートカードおよびリーダ等のデバイスと通信する
ＮＦＣ集積回路（ＩＣ）チップ、および既存の非接触型インフラストラクチャと互換性の
ある他のＮＦＣデバイスを含む。ＮＦＣ　ＩＣチップは、２つのループアンテナが相互の
付近に位置する磁界誘導を使用し、空芯変圧器を形成する。該技術は、約１３．５６ＭＨ
ｚの無認可の無線周波数ＩＳＭバンドで動作し、約２ＭＨｚの帯域幅を有する。作動距離
は通常、約０～２０センチメートルである。ＮＦＣデバイスのユーザは、１つのＮＦＣ対
応デバイスを別のＮＦＣ対応デバイスまたはタグに近づけて、１０６～約４２４ｋｂｉｔ
／ｓに及ぶデータ転送速度でＮＦＣ通信を開始する。
【００２１】
　異なる動作モードがある。ほとんどの移動無線通信デバイスは、Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ
およびＡＳＫ符号が使用される受動モードが使用されない限り、修正Ｍｉｌｌｅｒおよび
１００％振幅偏移変調（ＡＳＫ）符号を使用して、能動通信モードで動作する。さらなる
詳細が、ＧＳＭＡによる２００７年１１月のＭｏｂｉｌｅ　ＮＦＣ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
　Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ，Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０に記載されている。
 
【００２２】
　「近距離通信インターフェースおよびプロトコル」または「ＮＦＣＩＰ－１」または「
ＮＦＣプロトコル」はまた、開始デバイスおよび標的デバイスが近づけられた時に、開始
デバイスと標的デバイスとの間の通信を可能にする。上記の実施例では、通信デバイス２
０が開始デバイスとなり得て、プリンタまたは名刺ホルダが標的デバイスとなり、受動デ
バイスとして動作することができる。磁石は、起動されたデバイス２０内のセンサ２６お
よびＮＦＣ回路を使用して感知することができる。ＮＦＣＩＰ－１に関する詳細な情報は
、ｗｗｗ．ｅｃｍａ－ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ．ｏｒｇにおいてＥｃｍａ　Ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌから入手可能である、ＥＣＭＡ－３４０と呼ばれる公表規格で入手可
能である。
【００２３】
　ＮＦＣプロトコルは、１３．５６ＭＨｚの大域的に利用可能な未規制無線周波数帯域内
で動作し、最大２０センチメートルの作動距離を有する。１０６キロビット毎秒（ｋｂｉ
ｔ／ｓ）、２１２ｋｂｉｔ／ｓ、および４２４ｋｂｉｔ／ｓといった、３つのデータ転送
速度が典型的に利用可能である。上述のように、複数の通信モードが現在利用可能である
。受動通信モードでは、開始デバイスは、電磁キャリア磁界を提供し、標的デバイスは、
キャリア磁界を変調することによって開始デバイスに答える。受動通信モードでは、標的
デバイスは、開始デバイスによって提供されるキャリア磁界から動作電力を引き出しても
よい。有利に、開始デバイスのみが電力供給を有する必要がある。標的デバイスによって
生成される変調磁界は、限定された量のデータを伝達するために使用することができる。
【００２４】
　能動通信モードでは、開始デバイスおよび標的デバイスの両方が、通信デバイス２０、
２２を使用する実施例等で、独自の電磁場を生成する。開始デバイスは、ＮＦＣＩＰ－１
通信を開始する。標的デバイスは、標的デバイスによって生成される電磁場を変調するこ
とによって、能動通信モードで開始デバイスから受信されたコマンドに応答することがで
きる。典型的には、能動通信モードでは、両方のデバイスが電力供給を必要とする。
【００２５】
　顕著に、能動通信モードでは、両方のデバイスが開始または標的の役割を果たすことが
できるが、これは受動通信モードでは当てはまらず、電磁キャリア磁界を作成する能力が
ないデバイスは、開始デバイスとなることができず、代わりに標的デバイスになる。
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【００２６】
　ＮＦＣＩＰ－１によれば、標的デバイスによる開始電磁キャリア磁界の変調の感知に応
答して、開始デバイスは、ＡＴＲ＿ＲＥＱ（属性要求）コマンドを標的デバイスに伝送す
ることによって、初期衝突回避シーケンスを行う。ＡＴＲ＿ＲＥＱ（属性要求）コマンド
の受信に応答して、標的デバイスは、ＡＴＲ＿ＲＥＳ（属性応答）と呼ばれる応答を伝送
する。
【００２７】
　図１、より具体的には、図１～７に示されるデバイス間シーケンスを再び参照すると、
デバイス間通信は、図示されるような携帯用無線通信デバイス２０のユーザが、容易かつ
安全に通信デバイス２２とメディアまたはデータコンテンツを共有することを可能にする
。そのようなメディアおよびデータは、非限定的実施例として、写真、アドレス帳交換、
インスタントメッセージ、音楽または他のオーディオ、ビデオ、食料雑貨店、チケット、
映画館データ、またはクーポンに関係するもの等の記憶された情報を含むことができる。
このオーディオは、実施例として、着信音にする場合がある、音声または個人録音を含む
ことができる。
【００２８】
　図１に示されるように、各携帯用無線通信デバイス２０、２２は、１つの非限定的実施
形態では、磁気２４および磁気センサ２６を支持する最上または上部３６と、デバイスの
最上部に組み込まれる関連感知回路とを含む。２つの通信デバイス２０、２２が相互に接
近する（典型的には相互に触れる）につれて、それぞれの磁界がホール効果センサとして
の磁気センサを通して検出され、各通信デバイス内の関連回路および近距離通信（ＮＦＣ
）回路が、後続のより複雑なデータ交換を可能にするように起動される。ＮＦＣ／磁石を
デバイスのスキン／バッテリドアに組み込むことが可能である。例えば、より古いデバイ
スは依然として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）名／セキュリティコードを別のデバイ
スに送るが、ユーザは依然として、情報を手動で入力する必要がある。ＮＦＣ部分とホス
トプロセッサとの間に何らかの種類の通信がなければ、この機能が限定される場合がある
。スキンがＵＳＢを介してホスト（またはＵＳＢオンザゴーが実装される場合はスレーブ
）として接続され、ＮＦＣが接続される場合、全機能を獲得することが可能である。しか
しながら、この実施例では、独自の別個の電力供給を必要としてもよい。図２は、相互に
接近する両方のデバイス、および動作中の整列された磁石およびホール効果センサからの
それぞれの磁界を示す。
【００２９】
　図３は、ホール効果センサ２６が動作可能であり、２つのデバイスを一緒に触れさせる
ことによってＮＦＣ回路を起動させるように整列される、「キス」ジェスチャーとも呼ば
れるものにおいて相互に触れる、両方のデバイス２０、２２を示す。したがって、図３の
示されるように、ＮＦＣ回路が起動され、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））対合
が進行中であることを通信デバイスのディスプレイの一方または両方の上のポップアップ
画面３４ａが提示する、図４に示されるようなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線接続
を開始すること等の、２つのデバイス間で高次通信プロトコルを確立するように、セキュ
リティコード、ＩＤ、またはＰＩＮ等のデータが、デバイス間で交換される。いったんＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続が確立されると、デバイスは、図５に示されるように
分離することができ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を開始するためにＮＦＣによ
って転送される限定されたデータの代わりに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を使
用して、より多量のさらなるデータ転送を可能にする。図６は、デバイスのうちの一方の
上のディスプレイ３４が、デバイスが他方のデバイスにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
接続されていることを示すインジケータロゴ３４ｂを有することを示す。図７に示される
ように、デバイス２０、２２がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を介して接続される
と、ユーザ（Ｕ１およびＵ２）は、自由にデバイスコンテンツを共有し、所望に応じてデ
ータまたは他のコンテンツを転送することができ、例えば、アドレス、写真、ビデオ、ま
たは他の情報を交換することができる。
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【００３０】
　動作中、ホール効果センサは、磁界の変化に応じて、その出力電圧を変化させる変換器
と同様に動作し、したがって、受動センサの役割を果たす。この種類のセンサは、図３に
示されるデバイス２０、２２等の２つのデバイスが引き合わせられた時に、近接性感知に
使用することができる。磁界が、電流とともに変化する回路内で生成される。ホール効果
センサは、回路を遮断することなく電流を測定する。一実施例では、センサは、デジタル
オン／オフモードとして動作する、測定される導体を包囲する巻装コアまたは永久磁石と
一体化している。それは、ＮＦＣ回路をオンにするように、デバイス内のデバイスを介し
てＮＦＣ回路に接続される。例えば、無線デバイス内のプロセッサは、「キス」ジェスチ
ャー、すなわち、デバイスが触れることを示す電圧変動を判定し、したがって、ＮＦＣ回
路を起動する信号をその回路に送信する。
【００３１】
　他方で、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）は、固定およびモバイルデバイスから短距離
（しかしＮＦＣよりも長い）にわたってデータを交換し、本質的にパーソナルエリアネッ
トワーク（ＰＡＮ）であるものを作成する、開放無線プロトコルである。無線Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）接続は、典型的には、周波数ホッピングスペクトラム拡散信号およ
び最大７９の異なる周波数を使用して通信する。１つの変調では、最大１Ｍｂ／ｓの総デ
ータ転送速度を達成することができるのは、ガウス型周波数偏移変調（ＧＦＳＫ）システ
ムである。これは、短距離であり、通信デバイスで使用される送受信機マイクロチップの
種類に応じて、最大１メートル、１０メートル、または１００メートルの電力分類依存性
である。典型的には、現代の通信デバイスは、非限定的実施例では、最大１００メートル
のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を可能にする。
【００３２】
　例示的な移動無線通信デバイス２０で使用することができる、種々の機能的構成要素の
非制限的実施例を、図８を参照して以下の実施例でさらに説明する。新しい参照数字が使
用される。デバイス１００は、デバイス２０、２２の例示的実施形態である。デバイス１
００は、例証的に、筐体１２０と、キーパッド１４０と、出力デバイス１６０とを含む。
示された出力デバイス１６０は、フルグラフィックＬＣＤを備えてもよく、入力デバイス
としてタッチセンサ式であってもよい、ディスプレイを備えてもよい。他の種類の出力デ
バイスが代替的に使用されてもよい。処理デバイス１８０が筐体１２０内に含有され、キ
ーパッド１４０とディスプレイ１６０との間に連結される。このデバイス１８０は、典型
的には、筐体１２０内の回路基板上に含まれるマイクロプロセッサチップである。ディス
プレイがタッチ起動型ディスプレイである場合、キーパッド１４０は必要でなくてもよい
。処理デバイス１８０は、ユーザによるキーパッド１４０上のキーの作動に応じて、ディ
スプレイ１６０の動作、ならびにモバイルデバイス１００の全体的な動作を制御する。
【００３３】
　筺体１２０は、垂直に細長くてもよく、または、他のサイズおよび形状（２つ折り筺体
構造を含む）を成してもよい。キーパッドは、モード選択キーを含んでもよく、またはデ
バイスは、テキスト入力と電話入力とを切り替えるために、他のハードウェアまたはソフ
トウェアを含んでもよい。
【００３４】
　処理デバイス１８０に加えて、モバイルデバイス１００の他の部品が、図８に概略的に
示されている。これらは、通信サブシステム１０１、短距離通信サブシステム１０２、他
の入力／出力デバイス１０６、１０８、１１０および１１２とともにキーパッド１４０お
よびディスプレイ１６０、ならびにメモリデバイス１１６、１１８および種々の他のデバ
イスサブシステム１２１を含む。　モバイルデバイス１００は、この実施例では、ＲＦ回
路を使用する音声およびデータ通信機能を有する、双方向ＲＦ通信デバイスである。加え
て、モバイルデバイス１００は、インターネットを介して他のコンピュータシステムと通
信する能力を有する。短距離通信サブシステム１０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）無線接続を確立するためのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（ＢＴ）通信モジュールと
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、赤外線モジュールまたはデバイス、ＷｉＦｉ回路およびモジュール、ならびにＲＦ回路
の一部としての関連構成要素および回路等の、他の通信モジュールとを含む。
【００３５】
　処理デバイス１８０によって実行されるオペレーティングシステムソフトウェアは、フ
ラッシュメモリ１１６等の持続記憶部に記憶されてもよく、または、読み出し専用メモリ
（ＲＯＭ）あるいは同様の記憶要素等の他の種類のメモリデバイスに記憶されてもよい。
加えて、システムソフトウェア、特定のデバイスアプリケーション、またはその部品は、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１１８等の揮発性記憶部に一時的にロードされてもよ
い。モバイルデバイスによって受信される通信信号も、ＲＡＭ１１８に記憶されてもよい
。
【００３６】
　そのオペレーティングシステム機能に加えて、処理デバイス１８０は、デバイス１００
上のソフトウェアアプリケーション１３０ａ～１３０ｎの実行を可能にする。　データお
よび音声通信１３０ａおよび１３０ｂ等の基本的なデバイス動作を制御する、所定の一式
のアプリケーションが、製造中にデバイス１００上にインストールされてもよい。　近距
離通信モジュール１３０Ｃも、図示されるようにインストールされる。
【００３７】
　ソフトウェアモジュールとしてのＮＦＣ通信モジュール１３０ｃは、フラッシュメモリ
１１６を通してマイクロプロセッサ１８０と協働する。マイクロプロセッサ１８０はまた
、ＮＦＣチップ１３２ａと、図１～７に示される種類等の別のデバイス／タグ１３３と通
信するアンテナ１３２ｂとを含む、ＮＦＣサブシステム１３２とともに動作する。ＮＦＣ
通信モジュール１３０ｃは、マイクロプロセッサが、ＮＦＣチップ１３２ａと、典型的に
は１３．５６ＭＨｚに同調されるアンテナ１３２ｂとを含む、ＮＦＣサブシステム１３２
を制御することを可能にする。ＮＦＣチップ１３２ａは、例えば、Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋ
ｅ　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｎ．Ｖ．のＰｈｉｌｌｉｐｓ　Ｓｅｍ
ｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ＢｒａｎｃｈからのＰＮ５３１マイクロコントローラベースの伝
送モジュールとなり得る。ＮＦＣチップがＰＮ５３１モジュールである時、ＮＦＣチップ
１３２ａは、アナログ回路と、コンタクトリスト汎用非同期送受信機（ＵＡＲＴ）と、コ
アと、一式のホストインターフェースとを含むことができる。アナログ回路は、出力ドラ
イバと、統合復調器と、ビットデコーダと、モード検出器と、ＲＦレベル検出器とを含む
ことができる。コンタクトリストＵＡＲＴは、データ処理、巡回冗長検査（ＣＦＣ）、パ
リティ生成、フレーミング生成、ならびにチェックビット符号化および復号のための要素
を含むことができる。コアは、典型的には、８０Ｃ５１マイクロコントローラと、３２Ｋ
ｂｙｔｅのＲＯＭと、１ＫｂｙｔｅのＲＡＭとを含む。一式のホストインターフェースは
、Ｉ２Ｃ、シリアルＵＡＲＴ、ＳＰＩ、およびＵＳＢ等の既知の規格に従って、マイクロ
プロセッサおよびインターフェースと連動することができる。
【００３８】
　ホール効果センサとして形成することができ、マイクロプロセッサ１８０に接続される
、磁気センサ１３４も図示されている。これは、あらゆる必要なコイルまたは他の回路を
含む、ホール効果センサとして動作する種々の構成要素を含む。一実施例では、電磁石と
して形成され、変更データに対応するように変更される電磁エネルギーを使用して、異な
る通信経路を可能にするように、マイクロプロセッサとともに動作する、磁石１３５も図
示されている。電磁石１３５は、図１～７の移動無線通信デバイスで示されるような磁石
２４と同様に動作するが、一実施例では、別の通信プロトコル経路を形成するように動作
する。この電磁石１３５は、図示されるようなデバイス１００の他の構成要素と関連して
能動または受動デバイスとして稼働することを含む、異なる機能を含む。例えば、電磁石
１３５が、図１のデバイス内の設置された磁石（非電磁）の代わりに使用される時、エネ
ルギーのパルスが、他方のデバイス内のホール効果センサに送達される。他方のデバイス
は、パルスを受信し、ＮＦＣ回路の起動を体験することなく、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）接続を確立する。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続が確立されない場合、代替
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案では、例えば、ＷｉＦｉ接続が確立される。他のソフトウェアモジュール１３０ｎは、
磁気センサ１３４および任意の磁石または電磁石１３５、あるいは全体的な電磁石１３５
内に含まれる他の磁気回路と相互動作する、ソフトウェアを含む。
 
【００３９】
　加速度計１３７およびアナログ／デジタル変換器１３８が、図示されるようにマイクロ
プロセッサ１８０に接続され、ＮＦＣ自動タグ検出（および自動ピアツーピア検出）の別
の実装を可能にする。加速度計１３７は、タグまたは別のデバイスに対する通信デバイス
のタッピングを認識し、すなわち、振動を認識する。ＮＦＣ回路を起動するためにホール
効果センサおよび磁石を使用する代わりに、回路は、この実施例では、例えば、振動セン
サおよび加速度計として、タップ認識を使用する。デバイスが、別のオブジェクト、例え
ば、ＮＦＣタグに対してタップされると、ある加速度計パラメータを満たしている、また
は超えている事項として、プロファイルが生成されることを理解されたい。プロファイル
が既知のタッププロファイルと比較された場合、ＮＦＣ回路を起動し、通信を開始する。
他の実施形態では、加速度計は、運動センサシステムの一部となり得て、歩調センサまた
は歩調検出システム等の加速度計以外の他の運動センサシステムを使用することができる
。
【００４０】
　当業者によって理解されるように、加速度計は、感知要素によって検出される運動（例
えば、衝打力による通信デバイスまたはその一部分の移動）および重力からの加速度を、
電気信号（出力の対応する変化を生成する）に変換し、１、２、または３軸構成で利用可
能である、センサである。加速度計は、加速度計の種類の応じて、デジタルまたはアナロ
グ出力信号を生成してもよい。概して、アナログまたはデジタル加速度計が使用されるか
どうかに応じて、（１）バッファリングおよびアナログ・デジタル（Ａ／Ｄ）変換を必要
とするアナログ出力、および（２）典型的にはＳＰＩ（シリアルペリフェラルインターフ
ェース）またはＩ２Ｃ（集積回路間）インターフェース等の業界標準インターフェースで
利用可能なデジタル出力といった、２種類の出力が利用可能である。図８に示される実施
形態は、Ａ／Ｄ変換器１３８へのアナログ出力を図示する。加速度計の出力は、典型的に
は、標準平均として約９．８１ｍ／ｓ2（３２．２ｆｔ／ｓ2）である、ｇで表される地球
表面での重力加速度定数に関して測定される。加速度計は、容量、圧電、ピエゾ抵抗、ま
たはガスベースの加速度計を含むが、それらに限定されない、ほぼあらゆる種類であって
もよい。加速度計の範囲は、最大で数千ものｇに変化するが、携帯用電子デバイスには、
「低ｇ」加速度計が使用されてもよい。使用されてもよい低ｇ加速度計は、Ａｎａｌｏｇ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｉｎｃ．（ＡＤＩ）、Ｆｒｅｅｓｃａｌｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔ
ｏｒ，Ｉｎｃ．（Ｆｒｅｅｓｃａｌｅ）、およびＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
　Ｎ．Ｖ．（Ｇｅｎｅｖａ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）からのＭＥＭＳデジタル加速度計
である。
【００４１】
　加速度計の動作設定は、一実施例では、シリアルインターフェースを介して加速度計に
送信される、制御信号を使用して制御される。１つの図示された実施例では、マイクロプ
ロセッサは、加速度計によって測定される加速度に従って運動検出を判定する。加速度計
によって測定される未加工の加速度データは、別の実施例では、運動検出がオペレーティ
ングシステムまたは他のソフトウェアモジュールによって判定される、シリアルインター
フェースを介してマイクロプロセッサに送信される。他の実施形態では、異なるデジタル
加速度計構成を使用することができ、または好適なアナログ加速度計および制御回路を使
用することができる。
【００４２】
　加えて、個人情報マネージャ（ＰＩＭ）アプリケーションが、製造中にインストールさ
れてもよい。ＰＩＭは、電子メール、カレンダーイベント、音声メール、約束、およびタ
スク項目等のデータ項目の整理および管理が可能である。ＰＩＭアプリケーションはまた
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、無線ネットワーク１４１を介してデータ項目を送受信することも可能である。ＰＩＭデ
ータ項目は、ホストコンピュータシステムに記憶された、または関連付けられたデバイス
ユーザの対応データ項目とともに、ワイヤレスネットワーク１４１を介して、シームレス
に統合、同期化、および更新される。
【００４３】
　データおよび音声通信を含む通信機能は、典型的には輪郭によって示される、回路基板
上に含まれるＲＦ回路の一部である、通信サブシステム１０１を通して、およびおそらく
短距離通信サブシステムを通して行われる。
実行される。通信サブシステム１０１は、受信機１５０と、伝送機１５２と、１つ以上の
アンテナ１５４および１５６とを含む。加えて、通信サブシステム１０１はまた、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１５８等の処理モジュールと、この実施例ではＲＦ回路の一
部として、局部発振器（ＬＯ）１６１とを含む。通信サブシステム１０１の具体的設計お
よび実装は、モバイルデバイス１００が動作するように意図される通信ネットワークに依
存する。例えば、モバイルデバイス１００は、ＭｏｂｉｔｅｘＴＭ、Ｄａｔａ　ＴＡＣＴ

Ｍ、または汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）モバイルデータ通信ネットワークとと
もに動作するように設計され、また、ＡＭＰＳ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＰＣＳ、ＧＳＭ（
登録商標）等の種々の音声通信ネットワークのうちのいずれかとともに動作するように設
計されている、通信サブシステム１０１を含んでもよい。別個および統合の両方である、
他の種類のデータおよび音声ネットワークも、モバイルデバイス１００とともに使用され
てもよい。
【００４４】
　ネットワークアクセス要件は、通信システムの種類に応じて変化する。例えば、Ｍｏｂ
ｉｔｅｘおよびＤａｔａＴＡＣネットワークでは、モバイルデバイスは、各デバイスに関
連付けられた一意の個人識別番号またはＰＩＮを使用して、ネットワークに登録される。
しかしながら、ＧＰＲＳネットワークでは、ネットワークアクセスは、加入者またはデバ
イスのユーザに関連付けられる。したがって、ＧＰＲＳデバイスは、ＧＰＲＳネットワー
ク上で動作するために、一般的にＳＩＭカードと呼ばれる、加入者識別モジュールを利用
する。
【００４５】
　必要なネットワーク登録または起動手順が完了すると、モバイルデバイス１００は、通
信ネットワーク１４１上で通信信号を送受信する。　アンテナ１５４によって通信ネット
ワーク１４１から受信される信号は、信号増幅、周波数下方変換、フィルタリング、チャ
ネル選択等を提供し、また、アナログ・デジタル変換を提供してもよい、受信機１５０に
経路指定される。受信した信号のアナログ・デジタル変換は、ＤＳＰ１５８が、復調およ
び復号等のより複雑な通信機能を果たすことを可能にする。同様に、ネットワーク１４１
に伝送される信号は、ＤＳＰ１５８によって処理（例えば、変調および符号化）され、次
いで、デジタル・アナログ変換、周波数上方変換、フィルタリング、増幅、およびアンテ
ナ１５６を介した通信ネットワーク１４１（または複数のネットワーク）への伝送のため
に、伝送機１５２に提供される。
【００４６】
　通信信号を処理することに加えて、ＤＳＰ１５８は、受信機１５０および伝送機１５２
の制御を提供する。例えば、受信機１５０および伝送機１５２において通信信号に適用さ
れる利得は、ＤＳＰ１５８において実装される自動利得制御アルゴリズムを通して、適応
的に制御されてもよい。
【００４７】
　データ通信モードでは、テキストメッセージまたはダウンロードされたウェブページ等
の受信した信号は、通信サブシステム１０１によって処理され、処理デバイス１８０に入
力される。次いで、受信した信号は、ディスプレイ１６０へ、または代替として何らかの
他の補助Ｉ／Ｏデバイス１０６への出力のために、処理デバイス１８０によってさらに処
理される。デバイスユーザはまた、キーパッド１４０、および／またはタッチパッド、ト
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ラックボール、トラックパッド、ロッカースイッチ、サムホイール、あるいは何らかの他
の種類の入力デバイス等の何らかの他の補助Ｉ／Ｏデバイス１０６を使用して、Ｅメール
メッセージ等のデータ項目を作成してもよい。次いで、構成されたデータ項目は、通信サ
ブシステム１０１を介して、通信ネットワーク１４１上で伝送されてもよい。
【００４８】
　音声通信モードでは、受信した信号がスピーカ１１０に出力され、伝送のための信号が
マイクロホン１１２によって生成されることを除いて、デバイスの全体的動作は、データ
通信モードと実質的に同様である。音声メッセージ録音サブシステム等の代替音声または
オーディオＩ／Ｏサブシステムも、デバイス１００上に実装されてもよい。加えて、ディ
スプレイ１６０も、例えば、発呼者の身元、音声通話の持続時間、または他の音声通話関
連情報、およびＮＦＣ通信またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続があるかどうかを
表示するために、音声通信モードで使用されてもよい。
【００４９】
　任意の短距離通信サブシステムが、モバイルデバイス１００と、必ずしも同様のデバイ
スである必要のない他の近接システムまたはデバイスとの間の通信を可能にする。例えば
、短距離通信サブシステムは、赤外線デバイスならびに上記で説明されるような関連回路
および構成要素、または、同様に使用可能なシステムおよびデバイスとの通信ならびにＮ
ＦＣ通信を提供するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールを含んでもよい。
【００５０】
　種々の実施形態によれば、ＧＳＭ（登録商標）は、例示的な通信システムであり、典型
的には、１２４のキャリア周波数チャネルに細分割され、それぞれ非限定的実施例として
約２００ＫＨｚ離間している、約２５ＭＨｚの帯域幅を有する、アップリンク周波数帯お
よびダウンリンク周波数帯を有することができる無線インターフェースを使用する。時分
割多重化方式が通常、無線周波数チャネルにつき約８つの音声チャネルを可能にするため
に使用され、８つの無線の時間スロットおよびＴＤＭＡフレームと呼ばれるものにグルー
プ化される８つのバースト期間を生じさせる。例えば、チャンネルデータ転送速度は、１
つの非制限的実施例では、約２７０．８３３Ｋｂｐｓ、および約４．６１５ミリ秒（ＭＳ
）のフレーム持続時間である。電力出力は通常、約１ワットから約２ワットまで様々であ
る。
【００５１】
　典型的には、線形予測符号化（ＬＰＣ）が、ビットレートを低減し、約１３Ｋｂｐｓに
おいて符号化された音声を伴う音声トラックを模倣するためのフィルタのパラメータを提
供するために、使用される。マクロ、マイクロ、ピコおよびアンブレラセルを含む、４つ
の異なるセルサイズは、ＧＳＭ（登録商標）ネットワークにおいて使用可能である。基地
局アンテナが、典型的には、マクロセルにおける平均屋上階を上回るマスタ建造物上に設
置される。マイクロセルにおいて、アンテナの高さは、典型的には、平均屋上階以下であ
り、都市部で使用される。マイクロセルは、典型的には、約数１０メートルの直径を有し
、室内で使用される。アンブレラセルが、通常、影付きの領域またはより小さいセルをカ
バーする。典型的には、アンテナによってカバーされるＧＳＭ（登録商標）仕様の最長距
離は、アンテナ高さ、利得および伝搬条件に応じて、約２２マイルである。
【００５２】
　ＧＳＭ（登録商標）システムは、典型的には、基地局サブシステム、ネットワークおよ
び切替サブシステム、および汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）コアネットワークを
含む。加入者識別モジュール（ＳＩＭ）は通常、通信デバイス、例えば、ユーザの加入情
報および電話帳を含むスマートカードと同様である、周知のＳＩＭカードにおいて実装さ
れる。ユーザは、典型的には、ハンドセットを切り替える、またはＳＩＭを変更すること
によってオペレータを変更することができる。ＵＳＩＭ、ＲＵＩＭ、またはＣＳＩＭ、お
よび他の同様の技術を、ＵＭＴＳまたはＣＤＭＡネットワークで使用することができる。
【００５３】
　ＧＳＭ（登録商標）信号プロトコルは、３つの汎用レイヤを有する。レイヤ１は、エア
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インターフェースの上のチャンネル構造を使用する、物理的レイヤである。レイヤ２は、
データリンクレイヤである。レイヤ３は、３つのサブレイヤを含む、信号プロトコルであ
る。これらは、ハンドオーバーを含む、無線および固定チャンネルのセットアップ、メン
テナンス、および終端を制御するように、無線リソース管理サブレイヤを含む。移動性管
理サブレイヤは、位置更新および登録手順を管理し、認証を保証する。接続管理サブレイ
ヤは汎用通話制御を処理し、補完サービスおよびショートメッセージサービスを管理する
。ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）および在圏ロケーションレジスタ（ＶＬＲ）等
の異なるエンティティの間の信号伝達は、第７信号方式の最上レイヤのトランザクション
機能応用部（ＴＣＡＰ）上に構築されるモバイルアプリケーション部（ＭＡＰ）によって
実施できる。
【００５４】
　無線リソース管理（ＲＲＭ）サブレイヤは、典型的には、移動局とＭＳＥとの間の無線
および固定リンク確立を監視する。
【００５５】
　また、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネットワークへの機能強化として、ＧＳ
Ｍ（登録商標）エボリューション（ＥＤＧＥ）のための拡張データ転送速度を使用するこ
とも可能である。ＥＤＧＥは、典型的には、異なる変調および符号化スキームのために、
８位相偏移キーイング（８ＰＳＫ）およびガウス型最小偏移キーイング（ＧＭＳＫ）を使
用する。３ビットの言葉が通常、それぞれの変化する搬送波位相のために生成される。速
度適応アルゴリズムが、典型的には、無線チャンネルの品質ならびにデータ伝送のビット
レートおよびロバスト性に従って、変調および符号化方式（ＭＣＳ）を適合させる。基地
局は、典型的には、ＥＤＧＥの使用のために修正される。
【００５６】
　図９～１９は、非限定的実施例として図１～７に示されるもの等の通信デバイス２０が
、上記で説明されるような受動磁気タグ（またはＮＦＣタグ）と同様に、この実施例で受
動デバイスとして動作する互換名刺ホルダ５０等を用いて、連絡先情報を電子的に転送す
る時の詳細を示す。図示されるような名刺ホルダ５０は、非限定的実施例として、後部に
おいてデバイス２０に接触するためのインターフェース５２と、名刺をスキャンすること
ができる、または情報をキーパッド上で入力することができる、ヒンジ連結カバー５４お
よびデータ入力点５６とを含む。プロセッサ回路５７は、名刺ホルダの操作のための一般
的機能およびその関連機能、例えば、ＮＦＣ回路、スキャン回路、またはキーボードを提
供する。
【００５７】
　図１０に示されるように、少なくとも１つの磁石５８が名刺ホルダに組み込まれ、携帯
用無線通信デバイス２０内のホール効果センサ２６（または他のセンサ）によって感知さ
れる。この実施例でのホール効果または他のセンサ５９は、インターフェース５２に位置
付けられる。ホール効果センサ２６は、非限定的実施例では、図８に示されるもの等の近
距離通信（ＮＦＣ）回路（またはサブシステム１３２）を起動するように、磁石５８を感
知する。一側面では、受動ＮＦＣタグ６０がカードホルダに組み込まれ、デバイス２０に
よって読み取られる。この実施例では、デバイス２０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）接続と比較して、限定された量のデータを転送および交換するために近距離通信が確立
されている、図１１に示されるようにタグが空白であることを判定する。
【００５８】
　図１２は、プリケーションによって駆動されたポップアップウィンドウ３４ａが、タグ
が空白であることを提示し、ユーザがそれをプログラムすることを所望するかどうかを尋
ねる、携帯用無線通信デバイス２０のディスプレイ３４を示す。携帯用無線通信デバイス
２０は、図１３に示されるように、名刺ホルダ５０から分離することができ、その時に、
デバイスは、書き込まれる名刺データに関して、ディスプレイ３４上に表示される情報の
例（図１４）によって示されるもの等の名刺データをカードホルダ５０にプログラムする
ことを希望する場合にユーザに指示している。名刺ホルダ５０（ＮＦＣタグとも呼ばれる
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）は、図示されるように２つのデバイスを一緒に接触させることによって再スキャンされ
、データが図１５に示されるように書き込まれる。図１６では、アプリケーションは、デ
ータが（ＮＦＣタグとしての）名刺ホルダに書き込まれ、名刺ホルダ（ＮＦＣタグ）から
デバイスを除去するためには「ｏｋ」をクリックするようにユーザに知らせるインターフ
ェースとして、ポップアップ画面１３４ａをディスプレイ１３４上に表示する。カードホ
ルダ５０およびデバイス２０の分離を伴う図１７に示されるように、タグとしてのプログ
ラムされた名刺ホルダが再スキャンされる場合（図１８）、記憶された名刺データが、デ
ィスプレイ１３４上に示され、図１９に描写されるように表示される。
【００５９】
　カードホルダがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールを含む場合、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を非限定的実施例として使用することができる。一方のデバ
イス内の固定磁石が、他方のデバイス内のＮＦＣ回路を「起動」するために使用され、そ
の後に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を確立するための近距離通信を使用する、
通信プロトコルのためのデータ交換が続く、図１～７に示されるデバイス２０、２２間通
信の実施例でのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信と比較して、図９～１９のデバイス
２０と名刺ホルダ５０との間に近距離通信を実装するため等、別の種類の無線接続を「起
動」するために、ホール効果の磁気誘導が依然として使用される。ＮＦＣ通信は、通信プ
ロトコルに関する必要なデータを交換するため、例えば、必要に応じて、個人識別番号（
ＰＩＮ）またはセキュリティコードを交換するために使用することができる。また、場合
によっては、近距離通信を確立することなくＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を接続
するために、ＰＩＮを伝送するようにホール効果スイッチを使用することも可能である。
しかしながら、ほとんどの場合、ホール効果センサ２６は、ホール効果を介して他方のデ
バイスを感知する（「見る」）ために使用され、デバイスが相互に接触した、または相互
に接近した（あるいは「キス」ジェスチャー）後に、ＮＦＣ回路が、他方のデバイス上の
データを読み取るように一方または両方のデバイス上で起動される。次いで、ＮＦＣ通信
を使用して、読み取られたデータに基づいてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を使用する
こと等により、無線接続を確立することができる。結果として、無線接続を開始するよう
に単純インターフェースが確立され、ＮＦＣ回路またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
回路を常時オンに維持するよりも、単純で低電力の方法およびシステムが使用されること
を可能にする。
【００６０】
　磁気誘導は、近距離通信回路を「起動する」ために初期短距離通信として使用すること
ができる。永久磁石の代わりに、以下で詳細に説明されるように、デバイス２０または他
の受動デバイスで、図８に示される実施例１３５として電磁石を使用することができる。
そのようなデバイスの使用は、別の通信アプローチを確立するのに役立つことができる。
【００６１】
　（「キス」ジェスチャーを使用して）ホール効果センサを伴う図１～７に対して説明さ
れるように、いったん無線対合が確立されると、接続されたデバイス間の機能的相互作用
が開始されることを理解されたい。一実施例での機能的相互作用は、デバイスの一方また
は両方で作動している現在のアプリケーション、または対合デバイスのうちのいずれか１
つによって利用可能なアプリケーションサービスのうちのいずれかに基づいて判定される
。例えば、一方のデバイスが、デバイス間のアドレスの交換を可能にするインスタントメ
ッセンジャー（ＩＭ）アプリケーションである時に、デバイス間対合に基づいて、アドレ
ス帳交換が示唆される。別の実施例では、カレンダーアプリケーションである時のデバイ
ス間対合に応じて、会議のスケジューリングが提案される。さらに別の実施例では、プリ
ンタが図９～１９の名刺ホルダに関して説明される種類と同様なもの等の記憶データタグ
を伴うＮＦＣを含む時に、プリンタデバイスとの対合に応じて、ユーザが何を印刷するか
尋ねられる。限定された量のデータが、この実施例で伝送される。
【００６２】
　しかしながら、潜在的な対立が存在する、いくつかの場合があり、例えば、デバイス間
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対合の一部としての第１のデバイスがインスタントメッセンジャーアプリケーションであ
り、他方のデバイスがカレンダーアプリケーションである場合である。アドレス帳交換が
最初に生じるかどうか、または予定された会議が最初に提案されるべきかどうかといった
、問題が発生する。デバイスにプログラムされる優先規則がある。例えば、アプリケーシ
ョンソフトウェアは、インスタントメッセンジャーアプリケーションに、カレンダーアプ
リケーションが後に続く優先権を持たせ、したがって、アドレス帳交換が最初に生じ、そ
の後に予定された会議の提案が続く。
【００６３】
　また、無線対合に基づいて、デバイスモードまたはアプリケーションが自動的に選択さ
れることも可能である。例えば、携帯用無線通信デバイス２０が提示を実行するコンピュ
ータと対合する場合、デバイスは自動的に「遠隔制御」モードになってもよい。別の実施
例では、例えば、記憶データを有し、コーヒーメーカーのプロセッサとともに動作可能で
ある、コーヒーメーカー上のタグとの対合に応じて、ユーザには、コーヒーメーカーに対
する構成オプションが提示される。他のオプションは、車両との対合に応じて、車のドア
を開くオプションおよび車を始動させるオプションをユーザに提示すること、または遠隔
場所からのＷｉＦｉ上のＩＰベースの接続であるＰＶＲとの接続に応じて、パーソナルビ
デオレコーダ（ＰＶＲ）を制御および／または使用するオプションをユーザに自動的に提
示することを含む。当然ながら、それぞれの場合において、制御されるデバイスは、制御
のためにデバイスに応答するための適切なプロセッサを含む。通信デバイス２０はまた、
一実施例では、例えば、地下鉄に入る時に地下鉄の運賃を支払う、または以下で説明され
るように店で品物の支払いを済ませる時に仮想領収書を受領する、受動付属品の役割も果
たす。
【００６４】
　また、特定のシステムとの対合に応じて入力されるソースに関する情報を中継するため
に、デバイスモードになることも可能である。例えば、ユーザが店でタグまたは他のデバ
イスと相互作用すると、小売店に関係するデータが提供される。一実施例でのチケットお
よび映画情報が、映画館の外のタグに触れると、映画館で提示され、またはクーポン等の
割引価格が、タグに触れると、ある場所で提示される。別の実施例では、ステレオまたは
テレビとの対合に応じて、音楽、ビデオ、または写真がデバイスを通して提示または共有
される。一実施例では、「現在の番組」の通知等の通知をユーザがクリックすることを介
して、開始が生じ、またはおそらく、ユーザがどの画像を見たいかを選択するコンテンツ
が記録に取られる。現在選択されている画像が初期設定により示されるものであることが
可能である。
【００６５】
　別の実施例では、万歩計（登録商標）を含む靴との対合に応じて、ユーザの歩行に関す
る情報が提示され、靴の記憶スペースがさらなるデータのために解放される。上述のよう
に、別の実施例では、ＰＩＮ番号および暗号キーが確立され、前述のようにＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）接続（またはＷｉＦｉ）を実装するための設定通信として近距離通信
を使用して伝送される。一実施例では、分割されるトリッドが作成され、モジュールがＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）チップを通して駆動され、ＧＮＳＳから位置付ける際にミ
リメートル精度でＡｕｔｏ－ＢＡＨＮ信号として使用される。充電チップの制御により、
いくらかの情報が返信される。接続し、「触覚動作」として自動対合および接続を確立す
るためのトリガを用いて、視覚インターフェースが利用可能である。また、両方のデバイ
スが「伝送および受信」を行うように、磁石または内蔵ＲＦＩＤモジュールを有すること
も可能である。
【００６６】
　一実施形態によれば、磁気ステッカーは、ＩＰアドレス、プリンタ名、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）、またはセキュリティキーに関する
データ等の、知的システムに関する情報または他のデータを含む。ホール効果は、一実施
例では、両方のデバイス間の通信をオンにし、それぞれがどのような接続を確立しようと
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しているかを判定するように「伝送および受信」を達成する。デバイスは、それぞれがど
のようなプロトコルおよび技術を使用しているかを判定し、交渉して所望の接続を確立す
る。例えば、別のデバイスに触れ、写真の自動ダウンロードが生じる、写真アプリケーシ
ョンにおいて、論理規則または通信プロトコルが共有される。
【００６７】
　一実施例では、磁気タグは、記憶データを伴う場所ステッカーとして動作し、オフィス
の全体を通して位置付けられ、それぞれ、以下で詳細に説明されるようにデバイスで実装
される異なる機能を有する。そのようなタグは、概して、ＲＦＣタグと呼ばれている。こ
れらの場所ステッカーは、磁気タグと同様であり、おそらく接着剤またはテープあるいは
他の永久または半永久手段によって、異なる場所で「貼り付けられる」ため、ステッカー
と称される。個人が会議室に入る場合、個人がデバイスをタグに触れさせ、タグまたは場
所ステッカーがどのようにプログラムされているかに応じて、おそらく１時間にわたって
携帯用無線通信デバイスプロファイルを「サイレント」モードに切り替えることができる
。ユーザのデバイスがオフィスに入ると、場所ステッカーに触れ、デバイスから卓上電話
に転送するインスタントメッセンジャーアプリケーションインターフェースまたは通話を
取得することが可能である。したがって、誰かがジェスチャーを実装し、デバイス２０を
ステッカーに触れさせることによって、典型的には手動で実施されるユーザインターフェ
ースアプリケーションのうちのいくつかが、単一の「ジェスチャー」で自動的に達成され
、デバイスが設定される。ユーザは、画面を視覚的に見る必要がないが、ジェスチャーを
行い、デバイスで場所ステッカーまたは他の磁気タグに触れる。「触れる」ジェスチャー
を使用する他のアプリケーションは、信号強度を判定し、通信デバイスを調整し、通信の
ための費用制御を実装する。
【００６８】
　図２０は、種々の磁気タグ２３０または前述のような「ステッカー」が異なる領域に位
置する、オフィス環境２００を示す。オフィス環境２００は、図示されるように２つの小
個室２０２、２０４を含むが、多くの小個室およびオフィスがオフィス環境２００内に位
置すると理解されたい。オフィスの入口２０６が片側に図示され、会議室の入口２０８が
反対側に図示されている。プリンタ２１０が小個室１の外に位置し、フォトイメージャ２
１２が小個室２の外に位置する。各小個室は、それぞれのコンピュータ２１４、２１６を
含む。スピーカ２２０が小個室の上に位置する。図示されるように、タグがオフィスの入
口２０６および会議室の入口２０８に位置する。タグ２３０は、プリンタ上に位置する。
一実施例では、タグは、プリンタ内の処理回路ともに動作する。タグ２３０は、フォトイ
メージャ２１２の上に位置する。一実施例では、タグはフォトイメージャ処理データとと
もに動作する。タグ２３０は、小個室１および２の間の小個室壁にも位置する。タグ２３
０は、スピーカ２２０の上に位置する。タグ２３０は、各小個室２０２、２０４内に位置
し、また、各コンピュータ２１４、２１６の上にも位置し、処理回路とともに動作する。
これらのタグは、以前に説明されたように、ＮＦＣ回路を含む通信デバイスに対する機能
性を有する。例えば、ユーザがオフィスの入口２０６を通って入り、ある機能が通信デバ
イスにおいて起動される。
【００６９】
　例えば、ユーザが小個室の中にいて、通信デバイスが呼出モードになる必要がないため
、電話が「サイレント」モードになることが可能である。誰かが会議室に入り、デバイス
で会議室の入口にあるタグ２３０に触れた場合に同じことが起こる。また、小個室を使用
しな誰かが、２つの小個室の間の小個室空間に位置するタグ２３０に触れた場合には、場
所と、小個室壁上に図示および印刷されるようなデザインセンター等の、どのような種類
のオフィスを通って歩いているかを伝える。一実施例では、スピーカ２２０が図示され、
ユーザは、通信デバイスでタグ２３０に触れ、音楽をダウンロードまたはアップロードし
て、音楽をスピーカで再生させる。小個室のそれぞれにおけるタグ２３０は、例えば、カ
レンダープログラムを起動するにように触れられる。コンピュータにおけるタグ２３０が
触れられた場合には、一実施例では、コンピュータが操作されて提示を実行し始めるか、
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またはデバイスがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷｉＦｉを使用する等して、通
信デバイスを通してコンピュータを制御するための「遠隔制御」モードになる。
【００７０】
　小個室内のタグ２３０に触れることによって、例えば、コーヒーメーカーとの対合に応
じて、デスクにあるコーヒーメーカーを操作するための構成オプションがユーザに提示さ
れることが可能である。プリンタ２１０におけるタグ２３０が触れられた場合には、一実
施例では、プリンタ２１０は、デバイスとプリンタとの間にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）またはＷｉＦｉ接続を引き起こすこと等によって、ある文書を印刷するように命令さ
れる。フォトイメージャタグ２３０が触れられた場合、フォトイメージャ２１２は、通信
デバイスから写真を受信し、写真を印刷し始めることができる。これらは、ＮＦＣ回路を
起動すること、プロトコル情報または他のデータを交換すること、およびデバイスにＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉ、サイレント、または他の機能を行わせること等
の機能を確立するために、どのようにタグ２３０が使用されるかという非限定的実施例に
すぎない。
【００７１】
　一実施例では、デバイス上の形状およびステッカーまたはタグ２３０の形状は、同様に
構成され、磁石は、機能性を促進するように適切な場所で触れられると理解されたい。１
つのデバイスがインスタントマネージャアプリケーションにある時に、デバイス間対合に
基づくアドレス帳交換等の他の機能が可能である。別の実施例では、カレンダーアプリケ
ーションにある時、または会議室に入る時に、デバイス間対合に応じて、会議のスケジュ
ーリングが提案される。会議スケジュールおよびカレンダーアプリケーションは、会議で
話し合うために自動的に提起される。他の可能性は、タグが車両上に位置する場合に、車
両との対合に応じて、車のドアを開くオプションおよび車を始動させるオプションがある
ユーザ、またはパーソナルビデオレコーダとの接続に応じて、パーソナルビデオレコーダ
（ＰＶＲ）を制御および／または使用するオプションをユーザに自動的に提示することを
含む。これは、一実施例では、遠隔場所からのＷｉＦｉ上のＩＰベースの接続である。デ
バイスはまた、別の実施例では、地下鉄に入る時に地下鉄の運賃を支払う、または店で支
払いを済ませる時に仮想領収書を受領する等の、受動付属品の役割も果たす。
【００７２】
　場所モードは、一実施例では、図２０のオフィス環境に該当する。ユーザが小個室領域
を通過し、小個室１および２の間の空間上のタグ２３０に触れると、このＮＦＣ対応タグ
が場所およびオフィスの種類を伝える。したがって、ユーザが文脈上重要な場所に近接し
ているとして「検出」されると、システムおよびデバイスが動作をトリガする。例えば、
検出されたユーザは、そのユーザの企業カレンダーアプリケーションの中にあってもよい
、会議のための正しい場所にすでにいてもよい。ユーザは、自分がすでに会議にいるはず
であることを知っているため、警告インジケータを受信しない。ユーザがモバイルデバイ
スの改良された有用性／挙動に気付くことによる、何らかの「暗示的」検出能があっても
よい。これは、状況または地理的場所にかかわらず、無線デバイスが典型的には同じよう
に挙動する時の不利点を克服する。例えば、たとえユーザがすでに会議にいても、会議の
リマインダ等のカレンダーイベントがトリガされてもよい。
【００７３】
　電話またはコンピュータ等のオフィス内の一般的デバイスは、ユーザがオフィスにいる
時をデバイスが「知る」ように、図２０に示されるようにタグ付けされるか、またはデバ
イス上で別様に識別される。これは、デバイスの挙動またはオフィス内の他のデバイスを
変更するために使用することができる。例えば、ユーザのデバイスが「同僚と会う」とい
う午前９時のカレンダー項目を有し、会議がユーザのオフィスまたは小個室である場合に
は、ユーザのデバイスは、ユーザの卓上電話と通信して、会議中に着信音をオフにしても
よい。デバイスはまた、ユーザが近くにいる時にタイムレコーダ等の他のデバイスを起動
するように事前タグ付けすることもできる。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷｉ
Ｆｉ等の無線プロトコルが使用されてもよい。ユーザの場所に関するデータをデバイスに
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提供するために、ＧＰＳ、磁気場所および同様の機能等の地理および近接性信号が使用さ
れてもよい。
【００７４】
　図２１は、図２０のオフィス環境で使用されるようなプリンタ３１０を図示する。プリ
ンタは、前述の種類の受動磁気タグ３３０を含む。タグは、種々の技法によってプリンタ
上に貼り付けることができる。それは、デバイス内のＮＦＣ回路を起動することに関して
図９～１９内の名刺ホルダに対して説明されるような基本タグ機能を含む。プリンタ３１
０は、プロセッサ３４０と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷｉＦｉ通信モジュ
ール３５０とを含む。この特定の実施例では、小個室１または小個室２内のユーザは、図
１に示されるような通信デバイス２０を取り、磁気タグ３３０に触れることができる。こ
れは、確立されるＮＦＣ回路およびＮＦＣ通信プロトコルが交渉し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）またはＷｉＦｉモジュール３５０とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）また
はＷｉＦｉ接続を起動することを可能にする。通信デバイスは、データをプリンタプロセ
ッサ３４０にダウンロードし、ページが印刷されることを可能にする。代替として、タグ
３３０は、プロセッサに接続され、印刷するためにプロセッサに送信される記憶データを
有するか、またはプリンタに転送するために通信デバイスからデータを受信する。別の実
施例では、このタグ３３０は、通信デバイス２０から転送される情報を用いて受動タグと
してプログラム可能である。このタグ３３０はまた、一実施例で前述のように、ＩＰアド
レス等の識別子を有する。ユーザがオフィス空間を去り、戻って再びタグに触れると、通
信デバイスは、自動的にＩＰアドレスを知り、そのプリンタ３１０と連動するように構成
される。
【００７５】
　タグはまた、磁気タグおよびステッカーとも呼ばれ、図示されるように載置部材３３２
を含む。この載置部材３３２は、粘着テープ、マジックテープ（登録商標）取付部、また
は他の粘着あるいは磁気取付部（支持表面が金属である場合）となり得る。異なる実施例
で実装される、機能性を伴う１型、２型、３型、および４型タグがある。いくつかのタグ
は、使用される際に読み取り専用であり、他のタグは、読み書きである。ある実施例では
、タグのうちのいくつかは、単一状態であり、読み取り専用である。タグは、いくつかの
実施例では、９６バイトプラス６バイトＯＴＰプラス２バイト金属ＲＯＭのメモリ能力を
有する。他は４８バイトであり、いくつかは１Ｋｂｙｔｅであり、他は可変である。タグ
の他の実施例は、読取専用にロック可能であり、いくつかは、別の実施例で１６または３
２バイトデジタル署名のためのセキュリティを含む。磁石３３４は、相互との「キス」構
成で配置された時に通信デバイス内のＮＦＣ回路を起動するように図示および構成される
。データ記憶部３３６が図示されている。筐体３３８は、磁石３３４を支持し、磁石を保
持する。磁石は、通信デバイス内のＮＦＣ回路を起動し、ＮＦＣ通信プロトコルを使用し
て通信するよう、通信デバイスによって保持される磁気センサによって自動的に感知され
るように構成される。データ記憶部３３６は、磁石によって磁気的に連結される通信デバ
イスの機能に関するデータを記憶する。データ記憶部は、ＮＦＣ回路が起動された後に、
ＮＦＣ通信プロトコルを使用して通信デバイスによって読み取られるように構成される。
タグは、通信デバイスの機能に関してデータ記憶部内に記憶された命令に基づいて相互作
用するように、作業空間内に載置される。データ記憶部３３６は、いくつかの実施例では
、ＲＯＭまたは公知であるような他の記憶装置として形成され、他の回路または他のプロ
グラム可能デバイスと協働することができる。磁石は、通信デバイスによってデータ記憶
部を読み取り、使用することができるように、通信デバイス上の磁気センサに係合し、通
信デバイス内のＮＦＣ回路を起動するよう動作するように異なる場所に位置付け、構成す
ることができる。
【００７６】
　タグまたはステッカーは、一実施例では、通信デバイスによって認識可能である形状と
して形成される。例えば、タグは、幾何学形状として形成され、磁石は、幾何学形状に基
づいてタグまたはステッカー上の所定の位置に構成されるか、または位置付けられる。通
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信デバイスは、タグまたはステッカー上の磁石が通信デバイス上の磁気センサと整列する
ように、その磁気センサを配向させる。タグまたはステッカーは、ＮＦＣ回路を有効にす
るように、通信デバイスがある配向でタグまたはステッカーに対して位置付けられるよう
に構成される。別の実施例では、ＮＦＣ回路を有効にするために、参照マークを使用して
、通信デバイスがタグまたはステッカーと整列されるように、タグまたはステッカーおよ
び通信デバイスの両方の上に参照マークが含まれる。図２１では、参照マークが参照３３
９で示されている。この実施例では、参照マーク３３９は、小突起として形成される。
【００７７】
　図２２は、別の実施形態を示し、ホール効果センサ等の磁気センサ４２６を使用し、永
久磁石の代わりに電磁石４２４と併せて動作する、通信デバイス４２０、４３０を示す。
筐体４３０、キーボード４３２、およびディスプレイ４３４等の他の詳細が図示されてい
る。電磁石４２４おとびセンサ４２６は、この実施例では、デバイスの最上部４３６に位
置する。使用される電磁石は、例えば、図８では、参照数字１３５で示された電磁石とし
て図示されている。この電磁石４２４は、通信信号としてエネルギーのパルスを伝送する
。この限定されたデータは、ホール効果センサ等のそのセンサ４２６を通して受信し、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を起動するための他方のデバイスへの十分な通信デー
タとなり得るため、ＮＦＣ回路の起動を必要としない。他方のデバイス４２２の代わりに
同じデバイス４２０上のセンサ４２６によって、電磁石からのエネルギーが不注意に受信
され得るため、ホール効果センサ等のセンサと一方のデバイス内の電磁石４２４との間で
、間隔が十分にされるべきである。電磁石によって使用されるエネルギーの量は、パルス
がキスジェスチャーでセンサ４２６に伝送されることを可能にするように十分であるが、
この磁石が位置付けられる同じデバイス上のセンサを起動するほど十分なエネルギーでは
ない。間隔および距離は、必然的に、電磁石から伝送されるパルスにおけるエネルギーの
量に依存する。
【００７８】
　図２３は、通信デバイス５００の斜視図であり、上端部キャップが除去されており、デ
バイスの最上部に載置された磁気センサ５０２、磁石５０４、およびミニ近距離通信（Ｎ
ＦＣ）アンテナ５０６を示す。ホール集積回路（ＩＣ）が、この最上部に位置する（図示
せず）。ＮＦＣコントローラ集積回路（ＩＣ）も、この一般領域の中にある（図示せず）
。１つのユニットとして置換されるように、これらの異なる構成要素を形成することが可
能である。端部キャップは、通信デバイスの最上部を覆い、取り除くことができ、構成要
素は、交換を促進するように、１つの回路ユニットとして取り除くことができる。
【００７９】
　図２４は、ユーザが移動する際にプロジェクタ５２０または他の周辺機器とシームレス
に接続され、研究パートナー、会議、および重役会議にデバイス５００からのプレゼンテ
ーションを行う、通信デバイス５００を示す。前述のようなタグ５３０は、図示されるよ
うなプロジェクタ等の既存のハードウェア上に設置され、パーソナルコンピュータとプロ
ジェクタとの間の接続を単純化するか、または通信デバイスに指図する。タグ５３０は、
この実施例では、プロジェクタの後部付近に位置する。一実施例では、ヘッドセット等の
付属品が、識別タグとともに事前設置され、デバイスとのキスジェスチャーを使用してＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対合を可能にする。別の実施例でのタグは、本明細書の上
記で説明されるようなプリンタ上に設置され、利用可能なＷｉＦｉネットワークを通して
、通信デバイスから印刷するために必要な関連データを提供するネットワーク経路を記憶
する。図２４の説明図では、ユーザは、通信デバイスから近距離通信を立ち上げることに
専心する必要なく、会話中にプロジェクタタグ５３０をスキャンする。
【００８０】
　同様の実施例が、事前プログラムされた伝導性データを伴うタグである、製造業者また
は第三者のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）カーキットにおいてカーステレオに組み込ま
れたタグ５３０を用いて達成される。タグは、既存のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ス
テレオに追加され、キスジェスチャーで通信デバイス５００を使用して、伝導性データを
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タグに書き込む。例えば、スピーカ２２０（図２０）では、通信デバイスを使用して、伝
導性データをそのタグに書き込むことが可能である。これは、カーシステムへの接続およ
び断絶のユーザ制御を与える。場合によっては、自動伝導性が所望されない。Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）は、通信デバイス上で動作中である必要はない。キスジェスチャー
でタグをスキャンする行為が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を立ち上げ、接続を確立
する。キスタグは、一実施例では、ユーザプロファイルを変更し、ステレオスピーカを通
してメディアプレーヤを接続し、能動ハンズフリー電話機能性を達成するようにスキャン
される。
【００８１】
　図２５は、ユーザを予定到着および出発時間情報にリンクするように、タグ５３２が地
下鉄端末５４０に取り付けられる、地下鉄駅におけるタグ５３２へのキスジェスチャーに
より最初に接続された通信デバイス５００を示す。タグは、別の実施例では、バスターミ
ナルで使用される。データ計画が必要とされない場合は、スケジュール全体がタグのオン
ボードメモリ上に記憶される。ユーザが混んだ地下鉄を通って歩く際に、単一のジェスチ
ャーで更新された電車スケジュールをとらえることが可能である。これは、デバイスを見
ることなく動作が行われ、上記で説明される自動車の実施例で道路を走る時にＮＦＣを起
動するために、ソフトウェアメニューに眼を通す必要がない、利点と同様である。
【００８２】
　図２６は、ユーザが、私生活およびレジャー活動から職業的生活を分離するように、通
信デバイスを自動的に調整する、パーソナルコンピュータ５５０に通信して接続された通
信デバイス５００を示す。他の実施例がたくさんある。タグ５３４は、職場で、またはオ
フィス内で設置され、ユーザが作業環境に入ったことを通信デバイス５００に通知するよ
うに迅速にスキャンされる。リンガープロファイルが自動的に切り替えられ、カレンダー
イベントが変更される。自宅に到着すると、ユーザが自宅に戻り、それに応じて設定を調
整することを通信デバイス５００に知らせるように、入口に、またはドッキングベイの一
部としてタグが設置される。仕事をオフィスに残して、家庭およびレジャー活動用のカレ
ンダーイベントが優先する。加えて、一実施例でのタグは、車内に配置され、ステレオと
のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）伝導性を自動的に開始し、ハンズフリー運転モードに
なる。再度、通信デバイス５００とのキスジェスチャーは、ユーザが移動する度にメニュ
ーを通して推移する必要を排除し、場所の把握および利便性を煩わしくなくする。
【００８３】
　図２７は、ユーザがメディアにアクセスするようにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対
合およびグループを有する、メディア中心の代替案を示す。例えば、父親が自分または息
子の通信デバイス５００を使用し、通信接続を介してマルチプレーヤゲームに従事する。
空港で待っている間に近日公開予定映画のポスター上のタグ５３６をスキャンすることに
よって、人気のカルチャーおよびメディアに関する情報に追い着いていくことが可能であ
る。デバイス５００は、放映時間、論評、および地元のチケット販売を提供するウェブサ
イトを即座に立ち上げる。チケットは、他のグループを介して息子とイベントを共有する
ように、デバイスから直接注文される。したがって、ユーザがシームレスにデータをとら
える。
【００８４】
　図２８は、キスジェスチャー、その後に続くＮＦＣの起動、磁気検出およびＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）中に発生する活動のＴ０、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、およびＴ５と
しての時間に対するタイミング図を示す。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続は、通信
セッションが終了する時に終了するため、終了が示されていない。
【００８５】
　図２９は、互換名刺ホルダ６５０等を用いて連絡先情報を転送し、この実施例では、前
述のような受動磁気タグ（または受動ＮＦＣタグ）と同様の受動デバイスとして動作する
ことができる、通信デバイス６２０を示す、別の実施形態を図示する。それはまた、説明
されるように能動的に動作することもできる。しかしながら、図９～１９に対する実施形
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態で図示されるような磁気検出を使用する代わりに、図８の加速度計１３７に関して説明
される種類等の振動センサとしての加速度計６２１が使用される。図示されるような名刺
ホルダ６５０は、非限定的実施例として、後部においてデバイス６２０に接触するための
インターフェース６５２と、名刺をスキャンすることができる、または情報をキーパッド
上で入力することができる、ヒンジ連結カバー６５４およびデータ入力点６５６とを含む
。プロセッサ回路６５７は、名刺ホルダの操作のための一般的機能およびその関連機能、
例えば、ＮＦＣ回路、スキャン回路、またはキーボードを提供する。以前に説明されたよ
うな種類のＮＦＣタグ６６０が含まれる。通信デバイス６２０は、筐体６３０、キーパッ
ド６３２、およびディスプレイ６３４等の、以前の図に対して説明されるような同様の構
成要素を含む。
【００８６】
　加速度計６２１は、ＮＦＣ自動タグ検出（および自動ピアツーピア検出）を実装する。
加速度計６２１は、カードホルダ６５０のタグ６６０または同様の受動デバイスに対する
デバイスのタッピングを認識し、すなわち、振動を認識する。ＮＦＣ回路を起動するため
にホール効果センサおよび磁石を使用する代わりに、回路は、この実施例では、振動セン
サおよび加速度計として、タップ認識を使用する。デバイスが、別のオブジェクト、例え
ば、ＮＦＣタグ６６０に対してタップされると、ある加速度計パラメータを満たしている
、または超えている事項として、プロファイルが生成されることを理解されたい。プロフ
ァイルが既知のタッププロファイルと比較された場合、ＮＦＣ回路を起動し、通信を開始
する。
【００８７】
　上述のように、通信デバイス６２０は、加速度計６２１を含む。加速度計６２１は、圧
電要素に基づくセンサとして形成することができる。一実施例での加速度計６２１は、容
量加速度計等の微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）を含む。圧電、ピエゾ抵抗、およびガ
スベースの加速度計を含む、他の加速度計が使用される。一例として、一実施形態では、
加速度計は、ＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（Ｇｅｎｅｖａ，　Ｓｗｉｔｚｅｒ
ｌａｎｄ）からのＬＩＳ３Ｌ０２ＡＱ３軸アナログ加速度計である。いくつかの実施形態
では、単一の統合デバイス、例えば、ＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓからのＩ２
ＣまたはＳＰＩインターフェースを伴うＬＩＳ３Ｌ０２ＤＱ３軸加速度計が使用される。
振動センサとしての適切な加速度計の選択は、一実施例では、周波数応答範囲およびタッ
ピング中の通信デバイスの感度応答に基づく。
【００８８】
　一実施例では、２軸加速度計が使用され、ｘ軸信号およびｙ軸信号を出力する。３軸デ
バイスは、一実施例では、直交するｘ、ｙ、およびｚ軸に対する信号を出力する。出力信
号は、軸方向の加速力に比例するアナログ電圧である。例えば、少なくとも１つの３軸加
速度計は、１．７ｇの正および負の直線加速度の範囲に対応する電圧を出力する。実施形
態例での加速度計は、出力信号を調節するための種々のフィルタ、信号調節器等を含む。
【００８９】
　前述の説明および関連図面において提示される教示の便益性を有する、本発明の多くの
修正および他の実施形態が、当業者に想起されるであろう。したがって、本発明は、開示
される具体的実施形態に限定されるものではなく、修正および実施形態は、添付の特許請
求の範囲内に含まれるように意図されていることを理解されたい。
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