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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の記憶部と；
　前記第１の記憶部と論理的または物理的に区分されている第２の記憶部と；
　第１の通信部と；
　電界結合または磁界結合により前記第２の記憶部に記憶されているデータを送信する第
２の通信部と；
　前記第１の通信部により受信されたデータの記憶先として、前記第１の記憶部または前
記第２の記憶部の少なくともいずれかを選択する選択部と；
を備え、
　前記第１の通信部により受信されたデータの付加情報に当該データの一部範囲を示す情
報が含まれている場合、前記選択部は、当該データの前記一部範囲の記憶先として前記第
２の記憶部を選択し、当該データ全体の記憶先として前記第１の記憶部を選択する、通信
装置。
【請求項２】
　前記第１の記憶部に記憶されているデータの前記第２の通信部からの送信は制限される
、請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　コンピュータを、
　第１の記憶部と；
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　前記第１の記憶部と論理的または物理的に区分されている第２の記憶部と；
　第１の通信部と；
　電界結合または磁界結合により前記第２の記憶部に記憶されているデータを送信する第
２の通信部と；
　前記第１の通信部により受信されたデータの記憶先として、前記第１の記憶部または前
記第２の記憶部の少なくともいずれかを選択する選択部と；
を備え、
　前記第１の通信部により受信されたデータの付加情報に当該データの一部範囲を示す情
報が含まれている場合、前記選択部は、当該データの前記一部範囲の記憶先として前記第
２の記憶部を選択し、当該データ全体の記憶先として前記第１の記憶部を選択する、通信
装置として機能させるための、プログラム。
【請求項４】
　任意の通信方式によりデータを受信するステップと；
　前記任意の通信方式により受信されたデータの記憶先として、第１の記憶部または前記
第１の記憶部と論理的または物理的に区分されている第２の記憶部の少なくともいずれか
を選択するステップと；
　選択された記憶先が前記データを記憶するステップと；
　前記第２の記憶部に記憶されているデータを電界結合または磁界結合により送信するス
テップと；
を含み
　前記任意の通信方式により受信されたデータの付加情報に当該データの一部範囲を示す
情報が含まれている場合、当該データの前記一部範囲の記憶先として前記第２の記憶部を
選択し、当該データ全体の記憶先として前記第１の記憶部を選択する、通信方法。
【請求項５】
　電界結合または磁界結合による通信を行う第１の通信装置と；
　第１の記憶部、
　前記第１の記憶部と論理的または物理的に区分されている第２の記憶部、
　第１の通信部、
　電界結合または磁界結合により、前記第２の記憶部に記憶されているデータを前記第１
の通信装置へ送信する第２の通信部、および、
　前記第１の通信部により受信されたデータの記憶先として、前記第１の記憶部または前
記第２の記憶部の少なくともいずれかを選択する選択部、
を有し、
　前記第１の通信部により受信されたデータの付加情報に当該データの一部範囲を示す情
報が含まれている場合、前記選択部は、当該データの前記一部範囲の記憶先として前記第
２の記憶部を選択し、当該データ全体の記憶先として前記第１の記憶部を選択する、第２
の通信装置と；
を備える、通信システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、プログラム、通信方法および通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近日、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１に規定される電波通信方式が広く普
及している。かかる電波通信方式においては、アンテナを利用して無線電波が送受信され
るが、当該無線電波が周囲で送受信される無線電波と干渉し、通信に悪影響を及ぼす場合
があった。
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【０００３】
　また、電波通信方式以外にも、電界結合や磁界結合を利用して通信を行う近距離無線通
信方式が提案されている。かかる近距離無線通信方式においては、例えば、磁界結合を行
なう複数の通信装置が近接されると、複数の通信装置が磁界結合し、磁界結合により複数
の通信装置間での通信が実現される。このように、電界結合や磁界結合に基づく近距離無
線通信方式によれば、通信相手が近接しない場合には信号が送信されないため、干渉の問
題が生じ難い点で電波通信方式より有利である。
【０００４】
　現実には、例えば特許文献１に記載されているように、複数の通信方式が１の通信装置
に実装されることが想定される。より詳細には、特許文献１に記載の通信装置は、近距離
通信機能とネットワーク通信機能の双方が搭載されており、外出先でネットワーク通信機
能により取得した所定データを記憶しておき、帰宅後に近距離通信機能により自宅装置に
送信する。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２９１０６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の通信装置のネットワーク通信機能により取得され、通信装置に記憶され
るデータは、近距離通信機能による送信対象とされる所定データに限られない。このため
、従来の通信装置は、自宅装置と近接されると、記憶しているデータのうちから所定デー
タを検索した後に当該所定データの送信が可能になると考えられる。このため、ユーザは
、通信装置と自宅装置とを、所定データの検索時間および送信時間にわたって近接させる
必要があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、特定の通信方式による送信対象のデータの検索時間を抑制することが可能な、新規か
つ改良された通信装置、プログラム、通信方法および通信システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、第１の記憶部と、前記第１の
記憶部と論理的または物理的に区分されている第２の記憶部と、第１の通信部と、電界結
合または磁界結合により前記第２の記憶部に記憶されているデータを送信する第２の通信
部と、前記第１の通信部により受信されたデータの記憶先として、前記第１の記憶部また
は前記第２の記憶部の少なくともいずれかを選択する選択部と、を備える通信装置が提供
される。
【０００９】
　前記選択部は、前記第１の通信部により受信されたデータの付加情報に基づいて当該デ
ータの記憶先を選択してもよい。
【００１０】
　前記第１の通信部により受信されたデータの付加情報に当該データの一部範囲を示す情
報が含まれている場合、前記選択部は、当該データの前記一部範囲の記憶先として前記第
２の記憶部を選択し、当該データの記憶先として前記第１の記憶部を選択してもよい。
【００１１】
　前記第１の記憶部に記憶されているデータの前記第２の通信部からの送信は制限されて
もよい。
【００１２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、第１
の記憶部と、前記第１の記憶部と論理的または物理的に区分されている第２の記憶部と、
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第１の通信部と、電界結合または磁界結合により前記第２の記憶部に記憶されているデー
タを送信する第２の通信部と、前記第１の通信部により受信されたデータの記憶先として
、前記第１の記憶部または前記第２の記憶部の少なくともいずれかを選択する選択部と、
として機能させるためのプログラムが提供される。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、任意の通信方式により
データを受信するステップと、前記任意の通信方式により受信されたデータの記憶先とし
て、第１の記憶部または前記第１の記憶部と論理的または物理的に区分されている第２の
記憶部の少なくともいずれかを選択するステップと、選択された記憶先が前記データを記
憶するステップと、前記第２の記憶部に記憶されているデータを電界結合または磁界結合
により送信するステップと、を含む通信方法が提供される。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、電界結合または磁界結
合による通信を行う第１の通信装置と、第１の記憶部、前記第１の記憶部と論理的または
物理的に区分されている第２の記憶部、第１の通信部、電界結合または磁界結合により、
前記第２の記憶部に記憶されているデータを前記第１の通信装置へ送信する第２の通信部
、および、前記第１の通信部により受信されたデータの記憶先として、前記第１の記憶部
または前記第２の記憶部の少なくともいずれかを選択する選択部、を有する第２の通信装
置と、を備える通信システムが提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明にかかる通信装置、プログラム、通信方法および通信システ
ムによれば、特定の通信方式による送信対象のデータの検索時間を抑制することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１７】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための最良の形態」を説明す
る。
　　〔１〕本実施形態の全体構成
　　〔２〕本実施形態にかかる携帯電話の構成
　　〔３〕本実施形態にかかる携帯電話の動作
　　〔４〕まとめ
【００１８】
　　〔１〕本実施形態の全体構成
　まず、図１を参照して、本実施形態にかかる通信システム１の全体構成について説明す
る。
【００１９】
　図１は、本実施形態にかかる通信システム１の構成を示した説明図である。図１に示し
たように、当該通信システム１は、コンテンツサーバ１０と、ネットワーク１２と、携帯
電話２０Ａおよび２０Ｂを備える。
【００２０】
　なお、本明細書においては、実質的に同一機能を有する複数の構成の各々は、同一符号
の後に異なるアルファベットを付することで区別する。しかし、同一機能を有する複数の
構成の各々を特に区別する必要が無い場合、同一符号のみを付する。例えば、携帯電話２
０Ａおよび携帯電話２０Ｂを特に区別する必要が無い場合、単に携帯電話２０と総称する
。
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【００２１】
　コンテンツサーバ１０は、ネットワーク１２を介して携帯電話２０と接続されている。
また、コンテンツサーバ１０は、コンテンツデータを記憶しており、例えば携帯電話２０
からの要求に応じてコンテンツデータを携帯電話２０へ送信する。なお、コンテンツデー
タは、音楽、講演およびラジオ番組などの音楽データや、映画、テレビジョン番組、ビデ
オプログラム、写真、文書、絵画および図表などの映像データや、ゲームおよびソフトウ
ェアなどの任意のデータであってもよい。
【００２２】
　また、ネットワーク１２は、ネットワーク１２に接続されている装置から送信される情
報の有線、または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク１２は、インターネット、
電話回線網、衛星通信網などの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種
のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔｅｒｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　
Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの専用回線網を含んでもよい。
【００２３】
　携帯電話２０Ａおよび２０Ｂは、ネットワーク１２を介してコンテンツサーバ１０と通
信可能な通信装置である。例えば、携帯電話２０Ａおよび２０Ｂ、コンテンツサーバ１０
から受信したコンテンツデータを記憶、再生、または転送することができる。
【００２４】
　また、携帯電話２０Ａおよび２０Ｂは、相互に電界結合することが可能な電界カプラと
呼ばれる電極板を備える。携帯電話２０Ａおよび２０Ｂの双方の電界カプラが例えば３ｃ
ｍ以内に近接されると、一方の電界カプラにより発生される誘導電界の変化を他方の電界
カプラが感知することにより、携帯電話２０Ａおよび２０Ｂの間での電界通信が実現され
る。
【００２５】
　より具体的には、上記電界通信を行う一対の機器は、一方がイニシエータ（Ｉｎｉｔｉ
ａｔｏｒ）として機能し、他方がレスポンダ（Ｒｅｓｐｏｎｄｅｒ）として機能する。イ
ニシエータは接続確立要求を行なう側であり、レスポンダはイニシエータからの接続確立
要求を待ち受ける側である。
【００２６】
　例えば、図１に示した携帯電話２０Ｂがイニシエータとして機能し、携帯電話２０Ａが
レスポンダとして機能する場合、携帯電話２０Ａおよび２０Ｂが近接されると、携帯電話
２０Ｂから送信される接続確立要求を携帯電話２０Ａが受信する。そして、携帯電話２０
Ａにより接続確立要求が受信されると、携帯電話２０Ａおよび２０Ｂが接続確立処理の一
例としての認証処理を行い、認証処理が正常に終了すると携帯電話２０Ａおよび２０Ｂが
データ通信可能な状態に接続される。
【００２７】
　認証処理としては、例えば、ソフトウェアのバージョンや、有するプロトコルを示すエ
ミュレーション方式が携帯電話２０Ａおよび２０Ｂで一致するか否かの確認などがあげら
れる。
【００２８】
　その後、携帯電話２０Ａおよび２０Ｂが１対１でデータ通信を行う。詳細については後
述するが、例えば携帯電話２０Ａは、内蔵されている専用メモリに記憶しているコンテン
ツデータを電界カプラから携帯電話２０Ｂへ送信する。
【００２９】
　アンテナから放射される電波が距離の２乗に反比例して減衰するのに対し、このような
電界カプラから発生される誘導電界の強度は距離の４乗に反比例するため、電界通信が可
能な一対の携帯電話２０間の距離を制限できる点で有利である。すなわち、当該電界通信
によれば、周囲に存在する障害物による信号の劣化が少ない、ハッキングや秘匿性を確保
するための技術を簡素化できるなどの効果が得られる。
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【００３０】
　また、アンテナから放射される電波は、電波の進行方向と直交方向に振動する横波成分
を有し、偏波がある。これに対し、電界カプラは、進行方向に振動する縦波成分を有し、
偏波がない誘導電界を発生するため、一対の電界カプラの面が対向していれば受信側で信
号を受信できる点でも利便性が高い。
【００３１】
　なお、本明細書においては、一対の携帯電話２０が電界カプラを利用して近距離無線通
信（非接触通信）を行う例に重きをおいて説明するが、本発明はかかる例に限定されない
。例えば、一対の携帯電話２０は、磁界結合により通信可能な通信部を介して近距離無線
通信を行うことも可能である。また、携帯電話２０Ａおよび２０Ｂは、電話通信やメール
通信を行うことも可能である。
【００３２】
　また、図１においては通信装置の一例として携帯電話２０Ａおよび２０Ｂを示している
に過ぎず、本発明はかかる例に限定されない。例えば、通信装置は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、家庭用映像処理装置（ＤＶＤレコーダ、ビデオデッキなど）
、携帯電話、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、携帯
用音楽再生装置、携帯用映像処理装置、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、家庭用ゲーム機器、携帯用ゲーム機器、家電機器などの情報処理
装置であってもよい。
【００３３】
　　〔２〕本実施形態にかかる携帯電話の構成
　次に、図２～図４を参照して、通信システム１に含まれる携帯電話２０の構成を説明す
る。
【００３４】
　図２は、本実施形態にかかる携帯電話２０Ａの構成を示した機能ブロック図である。図
２に示したように、当該携帯電話２０Ａは、電界カプラＣと、ネットワーク通信部２１０
と、記憶先選択部２２０と、汎用メモリ２３０と、専用メモリ２４０と、再生部２５０と
、送信制御部２６０と、電界通信制御部２７０と、を備える。
【００３５】
　ネットワーク通信部２１０（第１の通信部）は、ネットワーク１２を介してコンテンツ
サーバ１０と通信を行う。具体的には、ネットワーク通信部２１０は、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓ
ｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉ
ｎｅｅｒｓ）８０２．１１ａ、ｂ、ｇなどに規定される無線通信機能を有してもよいし、
ＩＥＥＥ８０２．１１ｎに規定されるＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）通信機能を有してもよい。さらに、ネットワーク通信部２１
０は、ＩＥＥＥ８０２．１６に規格されるＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒ
ｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）に対応する通信
機能を有してもよいし、ＩＥＥＥ８０２．３に規定される有線ＬＡＮに対応する通信機能
を有してもよい。
【００３６】
　また、ネットワーク通信部２１０は、ユーザ操作に基づいてコンテンツサーバ１０へコ
ンテンツデータの送信要求を行い、当該送信要求に応じてコンテンツサーバ１０から送信
されたコンテンツデータを受信してもよい。
【００３７】
　なお、携帯電話２０は、電界通信を行なうため構成に加え、電界通信以外の通信を行な
うための構成を有すればよく、図２においては電界通信以外の通信を行なうための構成の
一例としてネットワーク通信部２１０を示しているに過ぎない。
【００３８】
　記憶先選択部２２０は、ネットワーク通信部２１０によりコンテンツサーバ１０から受
信されたコンテンツデータの記憶先を選択する選択部としての機能を有する。以下、記憶
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先選択部２２０による記憶先の選択について図２および図３を参照して説明する。
【００３９】
　図３は、コンテンツデータに付加されている付加情報の構成例を示した説明図である。
図３に示したように、コンテンツサーバ１０から送信されるコンテンツデータには、例え
ば、データ名、データタイプ、データ長、および記憶先フラグなどが含まれる。
【００４０】
　記憶先選択部２２０は、付加情報に含まれる上記記憶先フラグに基づき、付加情報が付
加されているコンテンツデータを専用メモリ２４０に記憶させるか否かを選択する。例え
ば、記憶先選択部２２０は、記憶先フラグのビット値が「１」であった場合、当該コンテ
ンツデータの記憶先として汎用メモリ２３０および専用メモリ２４０の双方を選択しても
よい。一方、記憶先選択部２２０は、記憶先フラグのビット値が「０」であった場合、当
該コンテンツデータの記憶先として汎用メモリ２３０のみを選択してもよい。
【００４１】
　かかる構成によれば、例えば、コンテンツサーバ１０から８枚の写真データを受信した
場合、２枚の写真データのみを専用メモリ２４０に記憶させ、８枚全てを汎用メモリ２３
０に記憶させることができる。
【００４２】
　図４は、コンテンツデータに付加されている付加情報の他の構成例を示した説明図であ
る。図４に示した例では、コンテンツサーバ１０から送信されるコンテンツデータには、
データ名、データタイプ、データ長、記憶先フラグ、および範囲情報が含まれる。
【００４３】
　記憶先選択部２２０は、付加情報に含まれる上記範囲情報に基づき、付加情報が付加さ
れているコンテンツデータの一部分を専用メモリ２４０に記憶させる。例えば、範囲情報
が図４に示したようにコンテンツデータ中の範囲Ａを示す場合、記憶先選択部２２０は、
範囲Ａのデータ部分の記憶先として専用メモリ２４０を選択してもよい。また、記憶先選
択部２２０は、コンテンツデータの全体の記憶先として汎用メモリ２３０を選択してもよ
い。
【００４４】
　かかる構成によれば、例えばコンテンツサーバ１０からある曲のコンテンツデータを受
信した場合、当該曲のサビ部分（曲の盛り上がり部分）を専用メモリ２４０に記憶させ、
サビ部分を含む全体のコンテンツデータを汎用メモリ２３０に記憶させることができる。
または、コンテンツサーバ１０から１枚の写真データを受信した場合、当該写真データに
含まれる被写体の顔部分のみを専用メモリ２４０に記憶させ、被写体の顔部分を含む全体
の写真データを汎用メモリ２３０に記憶させることができる。
【００４５】
　ここで、図２を参照して携帯電話２０Ａの構成の説明に戻ると、汎用メモリ２３０（第
１の記憶部）および専用メモリ２４０（第２の記憶部）は、あるデータの記憶先として記
憶先選択部２２０により選択された場合、当該データを記憶する。
【００４６】
　なお、図２においては、汎用メモリ２３０および専用メモリ２４０が物理的に区分され
ている様子を示しているが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、汎用メモリ
２３０および専用メモリ２４０は、同一の記憶媒体において論理的に区分して形成されて
もよい。
【００４７】
　また、専用メモリ２４０は、電界カプラＣにより受信されたコンテンツデータを記憶し
、汎用メモリ２３０は、電界カプラＣにより受信されたコンテンツデータを記憶しなくて
もよい。
【００４８】
　また、このような汎用メモリ２３０および専用メモリ２４０は、不揮発性メモリ、磁気
ディスク、光ディスク、およびＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ）ディスクなどの
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記憶媒体であってもよい。不揮発性メモリとしては、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
があげられる。また、磁気ディスクとしては、ハードディスクおよび円盤型磁性体ディス
クなどがあげられる。また、光ディスクとしては、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ、Ｄ
ＶＤ－Ｒ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）お
よびＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））などがあげられる。
【００４９】
　再生部２５０は、汎用メモリ２３０に記憶されているコンテンツデータを再生する。具
体的には、再生部２５０は、コンテンツデータをデコードし、空気振動や映像のようにユ
ーザにより認識可能な形態で出力する。また、専用メモリ２４０にはコンテンツデータの
一部のみが記憶されるに対し、汎用メモリ２３０にはコンテンツデータの全体が記憶され
るため、再生部２５０は通常の再生を行なうことができる。
【００５０】
　電界カプラＣは、「〔１〕本実施形態の全体構成」において説明したように、近接され
た通信装置（例えば携帯電話２０Ｂ）の電界カプラと電界結合により通信を行う通信部（
第２の通信部）として機能する。
【００５１】
　電界通信制御部２７０は、電界カプラＣと携帯電話２０Ｂの間での電界通信全般を制御
する。例えば、電界通信制御部２７０は、接続確立処理のための接続用データを生成し、
電界カプラＣから送信可能な信号形式に変換する。また、電界通信制御部２７０は、送信
制御部２６０から供給されるデータを、電界カプラＣから送信可能な信号形式に変換する
。
【００５２】
　また、電界通信制御部２７０は、電界カプラＣにより受信されたデータの復号処理を行
う。例えば、電界通信制御部２７０は、高周波信号として電界カプラＣにより受信された
データをベースバンド信号にダウンコンバージョンし、コンスタレーションに基づいてビ
ット列を得てもよい。
【００５３】
　送信制御部２６０は、電界カプラＣと携帯電話２０Ｂとが近接されると、専用メモリ２
４０に記憶されているコンテンツデータを送信対象のデータとして読出し、電界通信制御
部２７０へ供給する。このため、電界カプラＣと携帯電話２０Ｂとが近接されると、専用
メモリ２４０に記憶されているコンテンツデータが、電界カプラＣから携帯電話２０Ｂへ
送信される。なお、送信制御部２６０は、汎用メモリ２３０に記憶されているコンテンツ
データの電界カプラＣからの送信を制限してもよい。例えば、送信制御部２６０は、汎用
メモリ２３０に記憶されているコンテンツデータの電界カプラＣからの送信を全面的に禁
止してもよい。または、送信制御部２６０は、汎用メモリ２３０に記憶されているコンテ
ンツデータの電界カプラＣからの送信を、所定回数（事前に設定されていても、コンテン
ツデータごとに設定されていてもよい）以内に制限してもよい。または、送信制御部２６
０は、汎用メモリ２３０に記憶されているコンテンツデータの電界カプラＣからの送信を
、ユーザにより所定の認証情報（例えば、パスワード）が入力された場合にのみ行なって
もよい。また、携帯電話２０Ｂは、携帯電話２０Ａの電界カプラＣから受信したコンテン
ツデータを携帯電話２０Ｂの専用メモリ２４０に記憶し、他の通信装置と近接されると専
用メモリ２４０に記憶されているコンテンツデータを電界通信により送信してもよい。
【００５４】
　かかる構成によれば、送信制御部２６０が、送信対象のデータとして専用メモリ２４０
に記憶されているコンテンツデータを一義的（優先的）に読み出すことができる。仮に、
単一のメモリでコンテンツデータを管理する場合には送信対象のコンテンツデータを検索
するための時間が必要となるが、本実施形態によれば当該検索時間を削減することが可能
である。また、コンテンツサーバ１０は、付加情報に含まれる記憶先フラグを設定するこ
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とにより、送信後のコンテンツデータの電界通信による転送の可否を制御することが可能
となる。
【００５５】
　　〔３〕本実施形態にかかる携帯電話の動作
　以上、図２～図４を参照して本実施形態にかかる携帯電話２０の構成を説明した。続い
て、図５を参照し、本実施形態にかかる携帯電話２０の動作を説明する。
【００５６】
　図５は、本実施形態にかかる携帯電話２０の動作の流れを示したフローチャートである
。図５に示したように、まず、ネットワーク通信部２１０がコンテンツサーバ１０からコ
ンテンツデータを受信すると（Ｓ３０４）、記憶先選択部２２０がコンテンツデータに付
加されている付加情報に含まれる記憶先フラグを確認する。そして、記憶先選択部２２０
は、記憶先フラグのビット値が専用メモリ２４０に対応しており（Ｓ３０８）、範囲情報
が記載されている場合（Ｓ３１２）、コンテンツデータのうちで範囲情報の示すデータ部
分の記憶先として専用メモリ２４０を選択する（Ｓ３２０）。これにより、専用メモリ２
４０がコンテンツデータのうちで範囲情報の示すデータ部分を記憶する。
【００５７】
　一方、記憶先選択部２２０は、記憶先フラグのビット値が専用メモリ２４０に対応して
おり（Ｓ３０８）、範囲情報が記載されていない場合（Ｓ３１２）、コンテンツデータの
記憶先として専用メモリ２４０を選択する（Ｓ３１６）。これにより、専用メモリ２４０
が当該コンテンツデータを記憶する。
【００５８】
　さらに、記憶先フラグのビット値が専用メモリ２４０に対応していない場合を含め（Ｓ
３０８）、記憶先選択部２２０がコンテンツデータの記憶先として汎用メモリ２３０を選
択する（Ｓ３２４）。これにより、汎用メモリ２３０も当該コンテンツデータを記憶する
。
【００５９】
　その後、電界通信制御部２７０は、携帯電話２０の電界カプラＣが他の通信装置との近
接を検出する。具体的には、電界通信制御部２７０は、他の通信装置が近接されるまで電
界カプラＣからの接続確立要求（Ｃ－Ｒｅｑ）の送信を繰り返す。そして、携帯電話２０
の電界カプラＣと他の通信装置が近接され、他の通信装置が携帯電話２０の電界カプラＣ
から送信された接続確立要求を受信すると、他の通信装置は接続確立要求に対する応答（
Ｃ－ＡＣＣ）を送信する。
【００６０】
　さらに、携帯電話２０の電界通信制御部２７０が当該応答（Ｃ－ＡＣＣ）に対する確認
信号（Ｃ－Ａｃｋ）を電界カプラＣから送信することにより、携帯電話２０と他の通信装
置との接続が確立される。ここで、電界通信制御部２７０は、他の通信装置からの応答（
Ｃ－ＡＣＣ）の受信により、他の通信装置との近接を検出することができる。なお、上記
では携帯電話２０がイニシエータとして機能する例を説明したが、携帯電話２０がレスポ
ンダとして機能する場合、接続確立要求（Ｃ－Ｒｅｑ）の受信により他の通信装置との近
接を検出してもよい。
【００６１】
　こうして携帯電話２０の電界カプラＣと他の通信装置との近接が検出されると（Ｓ３２
８）、送信制御部２６０が専用メモリ２４０に記憶されているコンテンツデータを読出し
、電界通信制御部２７０へ供給する。そして、電界通信制御部２７０は、送信制御部２６
０から供給されたコンテンツデータを電界カプラＣから他の通信装置へ送信させる（Ｓ３
３２）。
【００６２】
　　〔４〕まとめ
　以上説明したように、電界カプラＣと他の通信装置が近接されると、送信制御部２６０
が専用メモリ２４０に記憶されているコンテンツデータを一義的（優先的）に読み出し、
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当該コンテンツデータを電界通信制御部２７０が電界カプラＣから送信させる。このよう
な本実施形態においては、電界通信で送信するためのコンテンツデータを検索する時間が
抑制されるため、電界カプラＣと他の通信装置の近接時間を短縮できる。
【００６３】
　また、本実施形態によれば、例えば音楽データのサビ部分を簡易な電界通信に多数のユ
ーザ間で共有させることができる。このため、サビ部分を聴いた多数のユーザのうちで、
当該サビ部分を気に入ったユーザが全体の音楽データを購入するという経済効果を期待す
ることができる。
【００６４】
　コンテンツサーバ１０は、付加情報に含まれる記憶先フラグを設定することにより、コ
ンテンツデータの電界通信による転送の可否を制御することが可能となる。なお、コンテ
ンツサーバ１０が、コンテンツデータの所在にアクセスするためのアドレス情報を付加情
報に記載しておけば、当該コンテンツデータを間接的に受信したユーザが、当該コンテン
ツデータに関連するコンテンツデータを容易に取得することが可能となる。
【００６５】
　なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００６６】
　また、上記では、専用メモリ２４０に記憶されているコンテンツデータのみが送信対象
とされる例に重きをおいて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、送信
制御部２６０は、汎用メモリ２３０に記憶されているコンテンツデータのうちで、ユーザ
により選択されたコンテンツデータを送信対象としてもよい。
【００６７】
　また、本明細書の携帯電話２０の処理における各ステップは、必ずしもフローチャート
として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、携帯電話２０の処
理における各ステップは、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理ある
いはオブジェクトによる処理）を含んでもよい。
【００６８】
　また、携帯電話２０に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェアを、
上述した携帯電話２０の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラム
も作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される
。また、図２の機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成す
ることで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本実施形態にかかる通信システムの構成を示した説明図である。
【図２】本実施形態にかかる携帯電話の構成を示した機能ブロック図である。
【図３】コンテンツデータに付加されている付加情報の構成例を示した説明図である。
【図４】コンテンツデータに付加されている付加情報の他の構成例を示した説明図である
。
【図５】本実施形態にかかる携帯電話の動作の流れを示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００７０】
　１０　　　コンテンツサーバ
　１２　　　ネットワーク
　２０　　　携帯電話
　２１０　　ネットワーク通信部
　２２０　　記憶先選択部
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　２３０　　汎用メモリ
　２４０　　専用メモリ
　２５０　　再生部
　２６０　　送信制御部
　２７０　　電界通信制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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