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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末と対向機器との間で無線通信する第１の無線通信手段と、
　前記通信端末と前記対向機器との間で無線通信する第２の無線通信手段と、
　前記通信端末と前記対向機器とが互いに前記第１の無線通信手段により無線通信可能な
範囲で近接する場合に、前記第１の無線通信手段から前記第２の無線通信手段に通信方式
を切り替える通信方式切替要求を、前記第１の無線通信手段が前記対向機器から受信する
とき、前記第１の無線通信手段を用いて前記通信方式切替要求に対して前記対向機器に応
答するとともに、前記通信方式切替要求に基づいて、前記第１の無線通信手段から前記第
２の無線通信手段に通信方式を切り替える通信方式切替制御手段と、
　前記第２の無線通信手段が受信する前記対向機器からの接続要求を受け付け、前記対向
機器からの接続要求に対して前記第２の無線通信手段を用いて応答し、前記第１の無線通
信手段を用いて取得される前記対向機器からの機器情報とセキュリティ情報に基づいて、
前記第２の無線通信手段を用いて前記対向機器との間でのペアリングを制御するペアリン
グ制御手段と、
　前記通信方式切替制御手段から通知される前記通信方式切替要求に対応するペアリング
要求に基づいて、前記通信方式切替要求を許可した前記対向機器がすでに登録済みの対向
機器であるか否かを判断し、前記通信方式切替要求を許可した前記対向機器がすでに登録
済みの対向機器であると判断した場合、前記通信方式切替制御手段から通知される前記通
信方式切替要求に対応するペアリング要求を破棄し、前記第２の無線通信手段によって認
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証処理を含むペアリングを実行しないように前記ペアリング制御手段を制御する認証制御
手段と
　を備え、前記通信方式切替要求を許可した前記対向機器がすでに登録済みの対向機器で
あると判断した場合、前記ペアリング制御手段は、前記対向機器と接続を確立する際の認
証処理に必要な予め記憶されるセキュリティ情報に基づいて、前記第２の無線通信手段を
用いて認証処理を行い、前記通信端末と前記通信方式切替要求を許可した前記対向機器と
の間で接続を確立する、ことを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　前記認証制御手段は、前記通信方式切替要求を許可した前記対向機器が未登録の対向機
器であると判断した場合、前記通信方式切替制御手段から通知される前記通信方式切替要
求に対応するペアリング要求を破棄せず、前記第２の無線通信手段によって認証処理を含
むペアリングを実行するように前記ペアリング制御手段を制御することを特徴とする請求
項１に記載の通信端末。
【請求項３】
　前記通信方式切替要求を許可した前記対向機器がすでに登録済みの対向機器であると判
断した場合、前記第２の無線通信手段が前記対向機器からの接続要求を受信する前に、前
記通信方式切替要求を許可した前記対向機器に予め対応付けられている過去に実行した前
記第２の無線通信手段に関するプロファイルの全部または一部を起動する起動手段をさら
に備えることを特徴とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項４】
　前記第１の無線通信手段は、NFCを用いた非接触の通信方式であることを特徴とする請
求項１に記載の通信端末。
【請求項５】
　前記第２の無線通信手段は、BluetoothまたはWLANの通信方式であることを特徴とする
請求項１に記載の通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信端末に係り、特に、対向機器との間でペアリングすることにより接続を確
立することができるようにした通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機を含む通信端末に適用することができる無線通信技術として例えばブ
ルートゥース（Bluetooth（登録商標））が知られている。ブルートゥースの無線通信技
術を用いることにより、携帯電話機を含む通信端末は、オーディオケーブルを用いること
なくヘッドセットなどの対向機器にオーディオデータを転送することができる。携帯電話
機を含む通信端末がブルートゥースの無線通信技術を用いてペアリングする場合の仕様と
して、Bluetooth SIGで規定されるBluetooth Specification version2.1+EDR（非特許文
献１参照）が知られている。一方、携帯電話機を含む通信端末がNFC（Near Field Commun
ication）によってハンドオーバー（通信方式を切り替える）する他の無線通信方式を決
定するためのネゴシエーションに関する仕様として、NFC（Near Field Communication） 
Forumで規定されるConnection Handover Technical Specification（非特許文献２参照）
が知られている。なお、NFCは、１０乃至３０ｃｍ程度の距離で行われる近距離無線通信
技術の国際規格である。
【０００３】
　Bluetooth Specification version2.1+EDRとConnection Handover Technical Specific
ationの２つの仕様に準拠する通信端末は、少なくともブルートゥースの無線通信方式に
適用可能な通信部と、NFCの無線通信方式に適用可能な通信部を有しており、異なる２つ
の通信方式の間でハンドオーバー（通信方式を切り替える）することができる。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Bluetooth Specification version2.1+EDR（Bluetooth SIG）
【非特許文献２】Connection Handover Technical Specification（NFC Forum）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　Bluetooth Specification version2.1+EDRにおいてはSecure Simple Pairing（SSP）と
呼ばれるペアリング方式が規定されている。このSSPのペアリング方式のうちの１つとし
てOut Of Band（OOB）と呼ばれるペアリング方式が規定される。このOOBと呼ばれるペア
リング方式の場合、通信端末は、ブルートゥースを用いて近距離無線通信する対向機器と
の間でのペアリングする際に必要となる対向機器の機器情報とセキュリティ情報を、ブル
ートゥース以外の通信方式（例えばNFCの無線通信方式など）を用いて対向機器から取得
する仕組みを定めている。
【０００６】
　Bluetooth Specification version2.1+EDRとConnection Handover Technical Specific
ationの２つの仕様に準拠する通信端末は、NFCを用いたハンドオーバー（通信方式を切り
替える）するためのネゴシエーションに基づいて、NFCの通信方式とは異なる通信方式で
あるブルートゥースにハンドオーバーする。このとき、ユーザは、互いにNFC通信可能な
程度に近距離に２つの通信端末を近づけたり、２つの通信端末を互いに重ね合わせること
により、通信端末に対してNFCを用いたハンドオーバーするためのネゴシエーションを内
部的にさせ、ブルートゥースによるペアリング処理を開始させることができる。このよう
に２つの通信端末を近づける（タッチする）という操作は、ユーザビリティを考慮すると
、ペアリング要求を意図する方法として非常に合理的な方法である。
【０００７】
　しかしながら、２つの通信端末を近づける（タッチする）という上記の操作は、ブルー
トゥースによりペアリング処理のみを意図するというよりも、ブルートゥースによる接続
要求に基づく全般的な接続処理の開始を意図するものであると解釈される。そのため、通
信端末がすでにペアリングを済ましている他の通信端末に対しても再度ペアリングを要求
してしまうことがあり得る。仮に再度のペアリング処理が通信端末にて実行されると、ユ
ーザが敢えて通信端末を用いて変更した対向機器（他の通信端末）の名称（ニックネーム
）が元の対向機器が有する無機質なデバイス名に戻ってしまうという課題があった。とこ
ろが、Bluetooth Specification version2.1+EDRとConnection Handover Technical Spec
ificationの２つの仕様のいずれにおいても、このような課題を解決するための実運用上
の動作について何ら規定されていない。
【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、第１の通信部を用いて通信方
式の切り替えに関するネゴシエーションをしても、すでに登録済みの対向機器に関しては
ペアリング処理を好適に省略することができる通信端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の通信端末は、上述した課題を解決するために、通信端末と対向機器との間で無
線通信する第１の無線通信手段と、通信端末と対向機器との間で無線通信する第２の無線
通信手段と、通信端末と対向機器とが互いに第１の無線通信手段により無線通信可能な範
囲で近接する場合に、第１の無線通信手段から第２の無線通信手段に通信方式を切り替え
る通信方式切替要求を、第１の無線通信手段が対向機器から受信するとき、第１の無線通
信手段を用いて通信方式切替要求に対して対向機器に応答するとともに、通信方式切替要
求に基づいて、第１の無線通信手段から第２の無線通信手段に通信方式を切り替える通信
方式切替制御手段と、第２の無線通信手段が受信する対向機器からの接続要求を受け付け
、対向機器からの接続要求に対して第２の無線通信手段を用いて応答し、第１の無線通信
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手段を用いて取得される対向機器からの機器情報とセキュリティ情報に基づいて、第２の
無線通信手段を用いて対向機器との間でのペアリングを制御するペアリング制御手段と、
通信方式切替制御手段から通知される通信方式切替要求に対応するペアリング要求に基づ
いて、通信方式切替要求を許可した対向機器がすでに登録済みの対向機器であるか否かを
判断し、通信方式切替要求を許可した対向機器がすでに登録済みの対向機器であると判断
した場合、通信方式切替制御手段から通知される通信方式切替要求に対応するペアリング
要求を破棄し、第２の無線通信手段によって認証処理を含むペアリングを実行しないよう
にペアリング制御手段を制御する認証制御手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、第１の通信部を用いて通信方式の切り替えに関するネゴシエーション
をしても、すでに登録済みの対向機器に関してはペアリング処理を好適に省略することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る通信端末に適用可能な携帯電話機の内部の構成を示すブロック図。
【図２】（Ａ）乃至（Ｃ）は、Out Of Band（OOB）と呼ばれるペアリング方式の場合に、
本発明に係る携帯電話機１－１と携帯電話機１－２との間においてNFC通信部を用いた通
信の様子を示す図。
【図３】携帯電話機１－１と携帯電話機１－２がブルートゥース通信部を用いてペアリン
グを行う場合における、図１の携帯電話機１－１におけるペアリング制御処理を説明する
フローチャート。
【図４】図３のフローチャートを用いて説明するペアリング制御処理を実行する際の、携
帯電話機１－１（自機）と携帯電話機１－２（対向機器）との間における具体的な処理を
示すシーケンス図。
【図５】携帯電話機１－１とブルートゥース通信部２５を用いてすでにペアリングを行っ
た対向機器に関する情報が対応付けられた対向機器情報テーブルを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に
係る通信端末に適用可能な携帯電話機１の内部の構成を表している。携帯電話機１は、送
受信アンテナ１１、送受信共用器１２、無線送受信部１３、信号処理部１４、データ処理
部１５、ＰＣＭコーデック１６、受話増幅器１７、レシーバ１８、送話増幅器１９、マイ
クロフォン２０、制御部２１、操作部２２、表示部２３、コンテンツ処理部２４、ブルー
トゥース通信部２５、NFC通信部２６、および記憶部２７を備える。
【００１３】
　送受信アンテナ１１は、携帯電話機１が対応する移動体通信システムの電波を送波し、
携帯電話機１が対応する移動体通信システムの電波を受波する。送受信共用器１２は、サ
ーキュレータやデュプレクサなどからなり、送受信アンテナ１１で受波（受信）された電
波を無線送受信部１３に送る。また、送受信共用器１２は、無線送受信部１３から入力さ
れた信号を送受信アンテナ１１へ送る。無線送受信部１３は、帯域通過フィルタ、利得調
整回路、およびＡ／Ｄ変換器などを備え、制御部２１から指示されるキャリア周波数の無
線信号を受信し、周波数シンセサイザから出力された局部発振信号とミキシングして中間
周波数信号に周波数変換（ダウンコンバート）し、ダウンコンバートされた中間周波数信
号を直交復調して受信ベースバンド信号を生成する。無線送受信部１３の帯域通過フィル
タは、移動体通信システムに属する基地局から送信される無線信号を受信し、この受信し
た信号から所望帯域外の雑音を除去する。また、無線送受信部１３の利得調整回路は、利
得調整回路の後段に設けられるＡ／Ｄ変換器が扱える信号振幅に調整する。無線送受信部
１３のＡ／Ｄ変換器は、帯域通過フィルタを通過した信号をベースバンドのディジタル信
号に変換する。
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【００１４】
　信号処理部１４は、無線送受信部１３から出力された受信ベースバンド信号（受信ベー
スバンドディジタル信号）に対してベースバンド処理を行う。データ処理部１５は、例え
ばＤＳＰ（Digital Signal Processor）などからなり、信号処理部１４でベースバンド処
理されたベースバンド信号をデータおよび音声に変換する。すなわち、データ処理部１５
は、受信パケットデータをまずメディア毎に分離し、分離されたメディア毎のデータに対
してそれぞれ復号処理を施す。具体的には、データ処理部１５は、例えば受信パケットデ
ータにオーディオデータが含まれている場合、オーディオデータをスピーチコーデックに
より復号する。また、データ処理部１５は、受信パケットデータに動画像データが含まれ
ている場合、動画像データをビデオコーデックにより復号する。さらに、データ処理部１
５は、受信パケットデータがダウンロードコンテンツである場合、ダウンロードコンテン
ツを伸長する。復号処理により得られたディジタルオーディオ信号は、ＰＣＭコーデック
１６によりＰＣＭ復号された後、受話増幅器１７により増幅されてレシーバ１８により出
力される。一方、ビデオコーデックにより復号されたディジタル動画像信号は、制御部２
１を介して表示部２３に供給され表示される。
【００１５】
　なお、無線送受信部１３と信号処理部１４は、移動体通信システムに属する基地局に対
して通信データを送信するための送信ベースバンド処理や無線処理等の一連の処理を行う
。
【００１６】
　制御部２１は、CPU（Central Processing Unit）、ROM（Read Only Memory）、およびR
AM（Random Access Memory）などからなる。制御部２１のCPUは、ROMに記憶されているプ
ログラムまたは記憶部２７からRAMにロードされた、オペレーティングシステム（OS）を
含む各種のアプリケーションプログラムや制御プログラムに従って各種の処理を実行する
とともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給することにより移動無線端末１を統括的
に制御する。RAMは、CPUが各種の処理を実行する上において必要なデータなどを適宜記憶
する。具体的には、制御部２１は、移動体通信システムによる音声通信やデータ通信を実
現する制御機能を備える。また、制御部２１は、通信制御を行う場合、送受信アンテナ１
１、無線送受信部１３、信号処理部１４、データ処理部１５、ＰＣＭコーデック１６、受
話増幅器１７、レシーバ１８、送話増幅器１９、およびマイクロフォン２０などを用いた
通信処理を制御する。一方、制御部２１は、操作部２２、表示部２３、記憶部２７、およ
び図示せぬ時計回路などを用いたＵＩ処理に関して制御を行う。
【００１７】
　コンテンツ処理部２４は、例えば音楽プレイヤを制御する際に、例えばＡＡＣやＭＰ３
などの符号化方式で符号化されたオーディオデータを、一旦、その符号化方式に対応する
復号化方式で復号化した後、他の符号化方式（例えばＳＢＣ（Sub Band Coding）など）
によって再符号化処理などを施す。ブルートゥース通信部２５は、携帯電話機１が備える
近距離無線通信部の１つであり、例えばブルートゥース（Bluetooth（登録商標））によ
る無線通信を行うモジュールなどからなる。ブルートゥース通信部２５は、携帯電話機１
の近傍に存在するヘッドセットや他の携帯電話機１などと無線通信を行う。勿論、ブルー
トゥース以外の無線通信（例えば赤外線通信）を用いるようにしてもよい。
【００１８】
　NFC通信部２６は、携帯電話機１が備える近距離無線通信部の１つであり、１０乃至３
０ｃｍ程度の距離で行われる近距離無線通信技術の国際規格であるNFCに適用可能なモジ
ュールからなる。NFC通信部２６は、非接触ＩＣカードとして機能し例えば交通乗車券や
入退出管理カードとして用いることが可能であり、携帯電話機１が図示せぬＩＣリーダ／
ライタに近接され、そのＩＣリーダ／ライタから輻射される電磁波を受信したとき、それ
に応じて、各種の情報を用いてＩＣリーダ／ライタと無線通信を行う。また、図１の携帯
電話機１は、NFC通信部２６を備える他の携帯電話機１との間でNFCを用いてデータ通信す
ることが可能である。NFC通信部２６を用いた近距離無線通信の場合、互いのNFC通信部２
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６を至近距離に近づける必要があるため、セキュリティの確認手続きが簡略化されている
。
【００１９】
　記憶部２７は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子やHDD（Hard Disc Drive）などからなり、制御部２１のCPUにより実行され
る種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群、携帯電話機１の制御プログラム
や制御データを格納する。この他にも、記憶部２７は、名前と電話番号を対応づけた電話
帳データや、データ通信により取得したデータやダウンロードしたデータを適宜記憶する
。また、携帯電話機１は、バッテリの出力を基に所定の動作電源電圧Ｖｃｃを生成して各
回路部に供給する電源回路や、現在の時刻を測定する時計回路（タイマ）を備える。
【００２０】
　なお、携帯電話機１は、受話増幅器１７、受話音声信号を拡声出力するレシーバ１８、
送話増幅器１９、送話音声信号を入力するマイクロフォン２０、ユーザからの要求を受け
付ける操作部２３、および受信データに基づく画像を表示する表示部２４を備える。
【００２１】
　ここで、本発明に係る携帯電話機１は、上述したように、ブルートゥース通信部２５と
NFC通信部２６の２つの近距離無線通信部を備えており、ブルートゥース通信部２５とNFC
通信部２６の２つの近距離無線通信部を同様に備える他の携帯電話機１（対向機器）との
間で大容量のデータを送受信する場合、まず互いのNFC通信部２６を用いて互いの携帯電
話機１に固有の機器情報（デバイスアドレスなどを含む情報）をネゴシエーションによっ
てやり取りする。次に、携帯電話機１は、NFC通信部２６を介したネゴシエーションによ
って取得される他の携帯電話機１の機器情報を用いて、互いのブルートゥース通信部２５
によって認証処理を含むペアリングを行う。その後、携帯電話機１は、他の携帯電話機１
との間でブルートゥース通信部２５を用いて大容量のデータを送受信する。ここで、第１
段階でまずセキュリティの確認手続きが簡略化されているNFC通信部２６を用いた近距離
無線通信を行い、その後、第２段階でNFC通信よりも高速にデータ通信することが可能な
ブルートゥース通信部２５を用いた近距離無線通信に切り替える（引き継ぐ）ことを「ハ
ンドオーバー」と定義する。すなわち、「ハンドオーバー」とは、近距離無線通信方式の
切り替えを意味する。
【００２２】
　そして、NFC通信部２６を介したネゴシエーションによって取得される他の携帯電話機
１の機器情報は、NFC通信部２６を介したネゴシエーション時に受信される他の携帯電話
機１からのハンドオーバー要求に含まれている。本発明に係る携帯電話機１は、他の携帯
電話機１からハンドオーバー要求を受信した場合に、ブルートゥース通信部２５によって
認証処理を含むペアリングを行う。従って、このハンドオーバー要求は、近距離無線通信
方式の切り替えの要求という意味だけでなく、ブルートゥース通信部２５を用いたペアリ
ングの要求に他ならない。その意味では、ハンドオーバー要求とは、NFCタッチを行うユ
ーザの意図からすると、その後に行われるペアリングに向けられた要求であり、より正確
には２つの機器間でNFC通信部２６を用いて行われるハンドオーバーネゴシエーション時
においてやり取りされる要求であって機器に固有の機器情報等を含むものである。
【００２３】
　本発明に係る携帯電話機１は、他の携帯電話機１からハンドオーバー要求を受信した場
合に、基本的に、ブルートゥース通信部２５によって認証処理を含むペアリングを行う。
しかし、本発明に係る携帯電話機１は、他の携帯電話機１からハンドオーバー要求を受信
した場合であっても、すでに登録済みの対向機器からのハンドオーバー要求を受信したと
きには、例外的に、対向機器からのハンドオーバー要求に含まれるペアリング要求（ハン
ドオーバー要求に対応するペアリング要求）を破棄し、ブルートゥース通信部２５によっ
て認証処理を含むペアリングを実行しない。制御部２１は、本発明に係る特徴的な機能と
して通信方式切替制御部３１、ペアリング制御部３２、および認証制御部３３を備える。
制御部２１の通信方式切替制御部（ハンドオーバー制御部）３１は、ブルートゥース通信



(7) JP 5310580 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

部２５を用いて近距離無線通信する対向機器（携帯電話機１など）との間でのペアリング
する際に必要となる対向機器の機器情報とセキュリティ情報を、ブルートゥース以外の通
信方式（例えばNFCの無線通信方式など）を用いて対向機器から取得する処理を制御する
。具体的には、通信方式切替制御部３１は、ブルートゥース通信部２５を用いて近距離無
線通信する対向機器との間でのペアリングする際に、NFC通信部２６を制御し、NFC通信部
２６を用いて携帯電話機１の近傍に存在する他の携帯電話機１とネゴシエーションし、こ
のネゴシエーション時に他の携帯電話機１からハンドオーバー要求を受信し、互いの携帯
電話機１に固有の機器情報（デバイスアドレスなどを含む情報）やセキュリティ情報をネ
ゴシエーションによってやり取りするとともに、NFC通信方式から切り替える先の通信方
式（例えばブルートゥース通信部２５による通信方式）を決定し、切り替え先の通信方式
への切替え（ハンドオーバー）を制御する。また、通信方式切替制御部３１は、ハンドオ
ーバー要求に含まれるペアリング要求（ハンドオーバー要求に対応するペアリング要求）
を認証制御部３３に通知する。すなわち、通信方式切替制御部３１は、ハンドオーバー要
求に基づいて通信方式をNFC通信部２６による通信方式からブルートゥース通信部２５に
よる通信方式に切り替えてハンドオーバー要求が許可された他の携帯電話機１－２との間
でペアリングを開始することを認証制御部３３に通知する。
【００２４】
　ペアリング制御部３２は、ブルートゥース通信部２５を用いて近距離無線通信する対向
機器（他の携帯電話機１）との間でのペアリングを制御する。このペアリングは、例えば
Secure Simple Pairing（SSP）と呼ばれるペアリング方式である。
【００２５】
　認証制御部３３は、通信方式切替制御部３１から通知されるハンドオーバー要求に含ま
れるペアリング要求に基づいて、ハンドオーバー要求を許可した対向機器（他の携帯電話
機１）がすでに登録（ペアリング）済みの対向機器であるか否かを判断する。認証制御部
３３は、ハンドオーバー要求を許可した対向機器（他の携帯電話機１）がすでに登録（ペ
アリング）済みの対向機器であると判断した場合、通信方式切替制御部３１から通知され
るハンドオーバー要求に含まれるペアリング要求を破棄し、通信方式切替制御部３１から
通知されるハンドオーバー要求に含まれるペアリング要求をペアリング制御部３２に供給
せず、ブルートゥース通信部２５によって認証処理を含むペアリングをペアリング制御部
３２に実行させない。一方、認証制御部３３は、ハンドオーバー要求を許可した対向機器
（他の携帯電話機１）がすでに登録（ペアリング）済みの対向機器ではないと判断した場
合、通信方式切替制御部３１から通知されるハンドオーバー要求に含まれるペアリング要
求を破棄せず、通信方式切替制御部３１から通知されるハンドオーバー要求に含まれるペ
アリング要求をペアリング制御部３２に供給し、ブルートゥース通信部２５によって認証
処理を含むペアリングをペアリング制御部３２に実行させる。
【００２６】
　図２（Ａ）乃至（Ｃ）は、Out Of Band（OOB）と呼ばれるペアリング方式の場合に、本
発明に係る携帯電話機１－１と携帯電話機１－２との間においてNFC通信部２６を用いた
通信の様子を表している。図２（Ａ）および（Ｂ）が示すように、NFC通信部２６が内蔵
された携帯電話機１－１が携帯電話機１－２の近傍に接近すると、携帯電話機１－２内に
おいて携帯電話機１－１から輻射された電磁波によって電磁誘導が発生し、携帯電話機１
－２は、それにより生じた電流を用いて携帯電話機１－１との間で近距離無線通信（NFC
通信）によりデータの授受を行う。勿論、携帯電話機１－１を携帯電話機１－２に近づけ
ても良いし、逆に携帯電話機１－２を携帯電話機１－１に近づけるようにしても良い。ま
た、図２（Ｃ）が示すように、２つの携帯電話機間でNFC通信する場合、２つの携帯電話
機１を互いに重ね合わせるようにしてもよい。なお、互いにNFC通信可能な程度に近距離
に２つの携帯電話機を近づけることや、２つの携帯電話機１を互いに重ね合わせることを
「NFCタッチ」と定義する。
【００２７】
　図３のフローチャートを参照して、携帯電話機１－１と携帯電話機１－２がブルートゥ
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ース通信部２５を用いてペアリングを行う場合における、図１の携帯電話機１－１におけ
るペアリング制御処理について説明する。このペアリング制御処理は、携帯電話機１－１
がブルートゥース通信の接続を待っている場合に２つの携帯電話機の間でNFCタッチが行
われるときに携帯電話機１－１で実行される。なお、図４は、図３のフローチャートを用
いて説明するペアリング制御処理を実行する際の、携帯電話機１－１（自機）と携帯電話
機１－２（対向機器）との間における具体的な処理のシーケンスを表している。
【００２８】
　ステップＳ１において、携帯電話機１－１と携帯電話機１－２との間でNFCタッチが行
われると、携帯電話機１－１の通信方式切替制御部３１は、NFC通信部２６を用いて携帯
電話機１の近傍に存在する他の携帯電話機１－２とのネゴシエーションを開始する。携帯
電話機１－１のNFC通信部２６は、他の携帯電話機とのネゴシエーション中に、他の携帯
電話機１－２からハンドオーバー要求を受信する（図４のステップＳ３１）。このハンド
オーバー要求には、他の携帯電話機１－２に固有の機器情報（デバイスアドレスなどを含
む情報）と、セキュリティ情報が含まれている。他の携帯電話機１－２に固有の機器情報
は「BD_ADDR=YYYYYY」である。一方、自機である携帯電話機１－１に固有の機器情報は「
BD_ADDR=XXXXXX」である。
【００２９】
　ステップＳ２において、携帯電話機１－１の通信方式切替制御部３１は、NFC通信部２
６によって受信されたハンドオーバー要求の中から、他の携帯電話機１－２に固有の機器
情報と、セキュリティ情報を取得する。携帯電話機１－１の通信方式切替制御部３１は、
取得された他の携帯電話機１－２に固有の機器情報と、セキュリティ情報をペアリング制
御部３２に供給する。ステップＳ３において、携帯電話機１－１の通信方式切替制御部３
１は、NFC通信方式から切り替える先の通信方式をブルートゥース通信部２５による通信
方式に決定し、NFC通信部２６を用いて、ハンドオーバー要求に対する応答（ハンドオー
バー応答）を他の携帯電話機１－２に送信する（図４のステップＳ３２）。
【００３０】
　ステップＳ４において、通信方式切替制御部３１は、ハンドオーバー要求（通信方式を
NFC通信部２６による通信方式からブルートゥース通信部２５による通信方式に切り替え
る要求）をブルートゥース通信部２５に対して通知し、ブルートゥース通信部２５を用い
たペアリングに向けて、通信方式をNFC通信部２６からブルートゥース通信部２５に切り
替える（図４のステップＳ３３）。このとき、対向機器である携帯電話機１－２は、携帯
電話機１－１からNFC通信部２６を用いて送信されたハンドオーバー要求に対する応答（
ハンドオーバー応答）をNFC通信部２６で受信すると、携帯電話機１－２は、携帯電話機
１－１と同様に、ハンドオーバー要求をブルートゥース通信部２５に対して通知し、携帯
電話機１－１との間におけるブルートゥース通信部２５を用いたペアリングに向けて、通
信方式をNFC通信部２６からブルートゥース通信部２５に切り替える（図４のステップＳ
３４）。ステップＳ５において、携帯電話機１－１の通信方式切替制御部３１は、ハンド
オーバー要求に含まれるペアリング要求を認証制御部３３に通知する。すなわち、通信方
式切替制御部３１は、ハンドオーバー要求に基づいて（通信方式をNFC通信部２６による
通信方式からブルートゥース通信部２５による通信方式に切り替えてハンドオーバー要求
が許可された他の携帯電話機１－２との間でペアリングを開始することを認証制御部３３
に通知する。
【００３１】
　ステップＳ６において、認証制御部３３は、通信方式切替制御部３１から通知されるハ
ンドオーバー要求に含まれるペアリング要求（ハンドオーバー要求に対応するペアリング
要求）に基づいて、ハンドオーバー要求を許可した対向機器（他の携帯電話機１）がすで
に登録（ペアリング）済みの対向機器であるか否かを判断する。具体的には、図３のペア
リング制御処理が実行される前の他のペアリング制御処理において、他のペアリング制御
処理でペアリングを要求する対向機器の機器情報に関して、携帯電話機１－１側ですでに
登録されているとともに、当該対向機器に関する名称として携帯電話機１－１側ですでに
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他のニックネーム（例えばザンジバルブルーのニックネームなど）が登録されているもの
とする。図５は、携帯電話機１－１とブルートゥース通信部２５を用いてすでにペアリン
グを行った対向機器に関する情報が対応付けられた対向機器情報テーブルを表している。
この対向機器情報テーブルは、記憶部２７に格納される。図５の場合、機器情報「BD_ADD
R=YYYYYY」が対向機器の名称「ザンジバルブルー」と対応付けられるとともに、携帯電話
機１－１がこの対向機器との間で過去に実行したブルートゥースのプロファイル（HFP、A
2DP、およびAVRCP）が対応付けられている。なお、携帯電話機１－１側ですでに登録（ペ
アリング）されている対向機器と接続を確立する際の認証処理に必要なセキュリティ情報
は対向機器の機器情報に対応付けられて登録されている。
【００３２】
　また、通信方式切替制御部３１から通知されるハンドオーバー要求に含まれるペアリン
グ要求（ハンドオーバー要求に対応するペアリング要求）には、ハンドオーバー要求を許
可した対向機器としての他の携帯電話機１－２に固有の機器情報（デバイスアドレス）が
含まれている。そこで、認証制御部３３は、記憶部２７から対向機器情報テーブルを読み
出し、読み出された対向機器情報テーブルを参照して、通信方式切替制御部３１から通知
されるペアリング要求に含まれる機器情報に基づいて、ハンドオーバー要求を許可した対
向機器（他の携帯電話機１）がすでに登録（ペアリング）済みの対向機器であるか否かを
判断する。
【００３３】
　ステップＳ６において認証制御部３３が、認証制御部３３は、ハンドオーバー要求を許
可した対向機器（他の携帯電話機１）がすでに登録（ペアリング）済みの対向機器である
と判断した場合、認証制御部３３はステップＳ７で、通信方式切替制御部３１から通知さ
れるハンドオーバー要求に含まれるペアリング要求（ハンドオーバー要求に対応するペア
リング要求）を破棄し、通信方式切替制御部３１から通知されるハンドオーバー要求に含
まれるペアリング要求をペアリング制御部３２に供給（通知）しない（図４のステップＳ
３５）。これにより、携帯電話機１－１は、その後対向機器としての他の携帯電話機１－
２から接続要求を受信したとしても、ブルートゥース通信部２５によって認証処理を含む
ペアリングを実行しない。ステップＳ８において、制御部２１は、ハンドオーバー要求を
許可した対向機器としての他の携帯電話機１－２からの接続要求に備えて、読み出された
対向機器情報テーブルを参照して、ハンドオーバー要求を許可した対向機器としての他の
携帯電話機１－２に予め対応付けられている過去に実行したブルートゥースのプロファイ
ルをすべて起動する（図４のステップＳ３５）。これにより、すでに登録（ペアリング）
済みの対向機器に関しては、対向機器からの接続要求を受信するまでの間に過去に実行し
たプロファイルをすべて起動しておくことができ、対向機器としての他の携帯電話機１－
２と自機である携帯電話機１－１とのNFCタッチからシームレスにブルートゥース通信部
２５を用いた無線通信を開始することができる。勿論、ハンドオーバー要求を許可した対
向機器としての他の携帯電話機１－２に対応付けられている過去に実行したブルートゥー
スのプロファイルのすべてを起動する必要はなく、過去に実行したブルートゥースのプロ
ファイルの一部でもよい。
【００３４】
　その後、携帯電話機１－２は、携帯電話機１－１との間でブルートゥース接続の確立を
要求する接続要求をブルートゥース通信部２５を介して携帯電話機１－１に送信する（図
４のステップＳ３６）。ステップＳ９において、携帯電話機１－１のペアリング制御部３
３は、ブルートゥース通信部２５を用いて携帯電話機１－２から接続要求を受信する。ス
テップＳ１０において、携帯電話機１－１のペアリング制御部３３は、受信された接続要
求に基づいて２つの携帯電話機１間でブルートゥース通信を開始するため、ブルートゥー
ス通信部２５を用いて接続要求に対する応答を携帯電話機１－２に送信する（図４のステ
ップＳ３７）。ステップＳ１１において、携帯電話機１－１のペアリング制御部３３は、
ステップＳ２で取得された他の携帯電話機１－２からの機器情報とセキュリティ情報に基
づくブルートゥース通信部２５を用いて他の携帯電話機１との間でのペアリングを実行を
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せずに、携帯電話機１－１側ですでに登録（ペアリング）されている対向機器（他の携帯
電話機１－２）と接続を確立する際の認証処理に必要なセキュリティ情報（予め対応機器
情報テーブルに対応付けられて登録されている）に基づいて、ブルートゥース通信部２５
を用いて認証処理を行い、携帯電話機１－１とハンドオーバー要求を許可した他の携帯電
話機１－２との間でブルートゥース接続を確立する。これにより、本発明に係る通信端末
は、再度の無駄なペアリング処理の実行を防止することができ、また、ユーザが敢えて通
信端末を用いて変更した対向機器（他の通信端末）の名称（ニックネーム）が元の対向機
器が有する無機質なデバイス名に戻ってしまうことを防止すること（登録名称を保持する
こと）ができる。なお、対向機器の名称は登録済みの名称が表示部２３によって表示され
る。
【００３５】
　一方、ステップＳ６において認証制御部３３が、ハンドオーバー要求を許可した対向機
器（他の携帯電話機１）がすでに登録（ペアリング）済みの対向機器ではない（未登録の
対向機器である）と判断した場合、認証制御部３３はステップＳ１２で、通信方式切替制
御部３１から通知されるハンドオーバー要求に含まれるペアリング要求を破棄せず、通信
方式切替制御部３１から通知されるハンドオーバー要求に含まれるペアリング要求をペア
リング制御部３２に供給（通知）する。これにより、携帯電話機１－１は、その後対向機
器としての他の携帯電話機１－２から接続要求を受信することで、ブルートゥース通信部
２５によって認証処理を含むペアリングを実行することができる。その後、携帯電話機１
－２は、携帯電話機１－１との間でブルートゥース接続の確立を要求する接続要求をブル
ートゥース通信部２５を介して携帯電話機１－１に送信する（図４のステップＳ３６）。
ステップＳ１３において、携帯電話機１－１のペアリング制御部３３は、ブルートゥース
通信部２５を用いて携帯電話機１－２から接続要求を受信する。ステップＳ１４において
、携帯電話機１－１のペアリング制御部３３は、受信された接続要求に基づいて２つの携
帯電話機１間でペアリング処理を開始するため、ブルートゥース通信部２５を用いて接続
要求に対する応答を携帯電話機１－２に送信する（図４のステップＳ３７）。ステップＳ
１５において、携帯電話機１－１のペアリング制御部３３は、ステップＳ２で取得された
他の携帯電話機１－２からの機器情報とセキュリティ情報に基づいて、ブルートゥース通
信部２５を用いて他の携帯電話機１との間でのペアリングを実行し認証処理を行うととも
に、ステップＳ１６でブルートゥース通信部２５を用いて、携帯電話機１－１とハンドオ
ーバー要求を許可した他の携帯電話機１－２との間でブルートゥース接続を確立する。
【００３６】
　本発明に係る通信端末に適用可能な携帯電話機は、第１の無線通信部（NFC通信部２６
）を用いて通信端末と対向機器（他の携帯電話機１－１）との間で無線通信し、第２の無
線通信部（ブルートゥース通信部２５）を用いて通信端末と対向機器との間で無線通信し
、通信端末と対向機器とが互いに第１の無線通信部により無線通信可能な範囲で近接する
場合に、第１の無線通信部から第２の無線通信部に通信方式を切り替える通信方式切替要
求を、第１の無線通信部が対向機器から受信するとき、第１の無線通信部を用いて通信方
式切替要求に対して対向機器に応答するとともに、通信方式切替要求に基づいて、第１の
無線通信部から第２の無線通信部に通信方式を切り替え、第２の無線通信部が受信する対
向機器からの接続要求を受け付け、対向機器からの接続要求に対して第２の無線通信部を
用いて応答し、第１の無線通信部を用いて取得される対向機器からの機器情報とセキュリ
ティ情報に基づいて、第２の無線通信部を用いて対向機器との間でのペアリングを制御し
、通知される通信方式切替要求に対応するペアリング要求（通信方式切替要求に含まれる
ペアリング要求）に基づいて、通信方式切替要求を許可した対向機器がすでに登録済みの
対向機器であるか否かを判断し、通信方式切替要求を許可した対向機器がすでに登録済み
の対向機器であると判断した場合、通知される通信方式切替要求に対応するペアリング要
求を破棄し、第２の無線通信部によって認証処理を含むペアリングを実行しないように制
御することができる。
【００３７】
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　これにより、本発明に係る通信端末に適用可能な携帯電話機は、第１の無線通信部を用
いて通信方式の切り替えに関するネゴシエーションをしても、すでに登録済みの対向機器
に関してはペアリング処理を好適にキャンセル（省略）することができる。従って、通信
端末がすでに登録済みの対向機器に対して再度ペアリング処理が実行されることを防止す
ることができる。また、ユーザが敢えて通信端末を用いて変更した対向機器（他の通信端
末）の名称（ニックネーム）が元の対向機器が有する無機質なデバイス名に戻ってしまう
ことを防止することができる。さらに、第１の無線通信部であるNFC通信部２６を用いて
通信方式の切り替えに関するネゴシエーションをした後に、第２の無線通信部であるブル
ートゥース通信部２５を用いた対向機器からの接続要求に備え、すでに登録済みの対向機
器に予め対応付けられた過去に実行したプロファイルを起動しておき、対向機器との間で
シームレスに無線通信を開始することができる。
【００３８】
　なお、ブルートゥース通信部２５の代わりに、第２の無線通信部としてWLANを用いるよ
うにしてもよいし、他の無線通信手段を用いるようにしてもよい。
【００３９】
　なお、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【００４０】
　また、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿って
時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【符号の説明】
【００４１】
　１（１－１乃至１－２）…携帯電話機、１１…送受信アンテナ、１２…送受信共用器、
１３…無線送受信部、１４…信号処理部、１５…データ処理部、１６…ＰＣＭコーデック
、１７…受話増幅器、１８…レシーバ、１９…送話増幅器、２０…マイクロフォン、２１
…制御部、２２…操作部、２３…表示部、２４…コンテンツ処理部、２５…ブルートゥー
ス通信部、２６…NFC通信部、２７…記憶部、３１…通信方式切替制御部、３２…ペアリ
ング制御部、３３…認証制御部。
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