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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の情報処理装置との間で無線通信を行う情報処理装置であって、
　前記他の情報処理装置の識別情報および提供可能なサービスを表すサービス属性情報を
少なくとも含む、前記他の情報処理装置の機器情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情報に基づい
て、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断手段と、
　前記取得手段により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情報に基づい
て、実行するサービスを選択する選択手段と、
　前記識別情報に基づいて、前記他の情報処理装置との間で前記無線通信の同期を確立す
る同期確立手段と、
　前記同期確立手段により同期が確立された前記無線通信を確立する通信確立手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、前記無線通信を行うための認証において利用される鍵情報をさらに含
む前記機器情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記他の情報処理装置が前記無線通信を利用して同時に通信可能な機
器の数を表わす数情報をさらに含む前記機器情報を取得し、
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　前記判断手段は、さらに、前記数情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否
かを判断する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記他の情報処理装置が前記無線通信を利用して通信可能な時間帯を
表わす時間帯情報をさらに含む前記機器情報を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記時間帯情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行する
か否かを判断する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、前記他の情報処理装置が前記無線通信を利用して通信可能な機器の種
別を表わす種別情報をさらに含む前記機器情報を取得し、
　前記判断手段は、さらに、前記種別情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか
否かを判断する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記判断手段により、無線通信の確立処理を実行すると判断されたとき、前記無線通信
の機能を起動させる起動手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　他の情報処理装置との間で無線通信を行う情報処理装置の情報処理方法であって、
　前記他の情報処理装置の識別情報および提供可能なサービスを表すサービス属性情報を
少なくとも含む、前記他の情報処理装置の機器情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情
報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情
報に基づいて、実行するサービスを選択する選択ステップと、
　前記識別情報に基づいて、前記他の情報処理装置との間で前記無線通信の同期を確立す
る同期確立ステップと、
　前記同期確立ステップの処理により同期が確立された前記無線通信を確立する通信確立
ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　他の情報処理装置との間で無線通信を行う処理をコンピュータに実行させるプログラム
であって、
　前記他の情報処理装置の識別情報および提供可能なサービスを表すサービス属性情報を
少なくとも含む、前記他の情報処理装置の機器情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情
報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情
報に基づいて、実行するサービスを選択する選択ステップと、
　前記識別情報に基づいて、前記他の情報処理装置との間で前記無線通信の同期の確立を
制御する同期確立制御ステップと、
　前記同期確立制御ステップの処理により同期が確立された前記無線通信を確立すること
を制御する通信確立制御ステップと
　を含むことを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　電磁波を受信することに応じて発生する誘起電力に基づいて駆動する無線通信体に記憶
されている、所定の情報処理装置の識別情報、および、前記情報処理装置が提供可能なサ
ービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む機器情報を電磁波を介して取得する取得
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手段と、
　前記取得手段により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、
無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断手段と、
　前記取得手段により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、
実行するサービスを選択する選択手段と、
　前記識別情報に基づいて、前記情報処理装置との間で前記無線通信の同期を確立する同
期確立手段と、
　前記同期確立手段により同期が確立された前記無線通信を確立する通信確立手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　電磁波を受信することに応じて発生する誘起電力に基づいて駆動する無線通信体に記憶
されている、所定の情報処理装置の識別情報、および、前記情報処理装置が提供可能なサ
ービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む機器情報を電磁波を介して取得する取得
ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に
基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に
基づいて、実行するサービスを選択する選択ステップと、
　前記識別情報に基づいて、前記情報処理装置との間で前記無線通信の同期を確立する同
期確立ステップと、
　前記同期確立ステップの処理により同期が確立された前記無線通信を確立する通信確立
ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１１】
　電磁波を受信することに応じて発生する誘起電力に基づいて駆動する無線通信体に記憶
されている、所定の情報処理装置の識別情報、および、前記情報処理装置が提供可能なサ
ービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む機器情報を電磁波を介して取得すること
を制御する取得制御ステップと、
　前記取得制御ステップの処理により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情
報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断ステップと、
　前記取得制御ステップの処理により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情
報に基づいて、実行するサービスを選択する選択ステップと、
　前記識別情報に基づいて、前記情報処理装置との間で前記無線通信の同期の確立を制御
する同期確立制御ステップと、
　前記同期確立制御ステップの処理により同期が確立された前記無線通信を確立すること
を制御する通信確立制御ステップと
　をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１２】
　前記取得手段は、電磁波を介して行われる通信、赤外線通信、または、微弱電力モード
における機器探索により通信相手を特定するブルートゥース通信のうちのいずれかの通信
を介して、前記機器情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記取得ステップは、電磁波を介して行われる通信、赤外線通信、または、微弱電力モ
ードにおける機器探索により通信相手を特定するブルートゥース通信のうちのいずれかの
通信を介して、前記機器情報を取得する
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、情報処理装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、ブルートゥース
に代表される無線通信において、容易に、かつ迅速に複数の機器によるネットワークを形
成できるようにする情報処理装置および方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、近距離間の無線通信手段としてブルートゥース（Bluetooth（登録商標））が注
目されており、様々な対応機器が開発、販売されている。
【０００３】
　このブルートゥースを代表とする電波を利用した無線通信システムは、従来のIrDAのよ
うな赤外線通信方式と比較して、指向性がなく、透過性が高いなどの長所を有している。
従って、IrDAなどの指向性が強い通信を利用する際には、通信を行わせる機器同士を適切
に向かい合わせる必要があったが、ブルートゥースなどの通信システムでは、そのような
位置の制約は不要となる。
【０００４】
　ブルートゥースの規格に関しては、Bluetooth SIG Inc.によって管理されており、その
詳細については、Bluetooth SIG Inc.から誰でも入手することが可能であるが、例えば、
ブルートゥースを用いた通信においては、通信を制御するマスタと呼ばれる機器から、周
囲に存在する機器を検出するための機器検出メッセージがブロードキャスト送信される。
【０００５】
　そして、マスタは、この機器検出メッセージを受信した機器（スレーブ）から送信され
てきた応答メッセージによって、周囲に存在する機器、すなわち通信可能な機器を検出す
ることができる。
【０００６】
　また、マスタは、検出した機器の中から、特定の機器との間で通信を確立する場合、応
答メッセージに含まれるそれぞれの機器の識別情報に基づいて機器を特定し、その通信を
確立する。
【０００７】
　ブルートゥースにおいては、そのような機器を識別する情報としてブルートゥースアド
レスと呼ばれる情報が個々の機器に付与されており、それぞれの機器に対して固有（一義
的）であることから、機器の管理等、様々な処理に利用される。
【０００８】
　ところで、ブルートゥースにおいては、マスタとスレーブからなるネットワークがピコ
ネットと呼ばれ、同一のピコネットにおいては、１つのマスタに対して、最大７つのスレ
ーブが属することができる。同一のピコネットに属する全ての機器は、周波数軸（周波数
ホッピングパターン）と時間軸（タイムスロット）が同期している状態にある。
【０００９】
　さらに、複数のピコネットが接続されたネットワークを構成することもでき、これがス
キャターネットと呼ばれている。
【００１０】
　また、ブルートゥースにおいては、無線通信で送受信されるデータや、その通信手順に
関して、サービス毎に取り決めたプロファイルと呼ばれる仕様が策定されており、このプ
ロファイルに従って、各機器が提供できるサービスが表わされている。
【００１１】
　例えば、プロファイルの１つとして策定されつつあるPAN(Personal Area Network)プロ
ファイルでは、ピコネットにおけるスレーブ間の通信方法が規定されており、PANプロフ
ァイルに基づいて構成されたピコネットに属する機器は、そのピコネットを１つのネット
ワークとして各種のデータを送受信できるようになされている。同様に、スキャターネッ
トにおいても、スキャターネットを１つのネットワークとして各種のデータを送受信でき
るように規定される予定である。このネットワークは、例えば、IP（インターネットプロ
トコル）に基づいたネットワークとすることができる。
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【００１２】
　そして、このようなネットワークを形成するとき、どの機器をマスタとし、どの機器を
スレーブとすべきであるのか、或いは、どのサービスを利用して通信を行うのかといった
ことについては、マスタが、上述したような機器検出メッセージ等を用いて周辺の機器に
関する情報を取得し、例えば、ユーザからの指示に基づいて決定する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、以上のような特徴を有するブルートゥースを用いた無線通信においては
、探索範囲（例えば、半径１０メートル乃至１００メートルの範囲）に存在する全ての機
器に対して、機器検出メッセージがブロードキャスト送信されるため、ユーザは、ディス
プレイに表示された情報を確認し、その機器検出メッセージに対する応答メッセージを送
信してきた機器の中から、通信を行う機器を選択しなければならず、結果的に多くの時間
が費やされるという課題があった。
【００１４】
　すなわち、通信を行うたびに機器を選択する操作が必要となり、非常に使い勝手が悪い
という課題があった。そして、この課題は、今後、ブルートゥース対応機器が普及するに
つれて、ますます冗長されるおそれがある。
【００１５】
　また、ユーザは、実際にデータの送受信を行う際に、対象機器から通知されたサービス
の中から、所望するサービスを選択する必要があり、これによっても、通信を開始するま
でに多くの時間が費やされることになる。
【００１６】
　さらに、通信を行う機器を選択し、その機器との間で用いられるサービスを選択した後
においても、ユーザは、さらに、通信を行う双方の機器に同一のパスキーといわれる所定
の桁数の数字の入力が必要とされる場合がある。この入力は、特に、セキュリティの確保
が要求される機器との間で、初めて接続する際に必要とされる操作であり、通信を行うに
あたって、使い勝手が非常に悪いという課題があった。
【００１７】
　従って、以上のような各種の要因により、複数の機器からなるブルートゥース通信によ
る通信グループ（ネットワーク）を形成することは、ユーザにとって容易ではないという
課題があった。
【００１８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、例えば、ブルートゥースによ
り通信を行う場合において、容易に、かつ迅速に、複数の機器からなる通信グループを形
成できるようにしたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の第１の情報処理装置は、他の情報処理装置との間で無線通信を行う情報処理装
置であって、前記他の情報処理装置の識別情報および提供可能なサービスを表すサービス
属性情報を少なくとも含む、前記他の情報処理装置の機器情報を取得する取得手段と、前
記取得手段により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、
無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断手段と、前記取得手段により取得さ
れた前記他の情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、実行するサービスを選択
する選択手段と、前記識別情報に基づいて、前記他の情報処理装置との間で前記無線通信
の同期を確立する同期確立手段と、前記同期確立手段により同期が確立された前記無線通
信を確立する通信確立手段とを備えることを特徴とする。
【００２０】
　前記取得手段は、前記無線通信を行うための認証において利用される鍵情報をさらに含
む前記機器情報を取得するようにすることができる。
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【００２１】
　前記取得手段は、前記他の情報処理装置が前記無線通信を利用して同時に通信可能な機
器の数を表わす数情報をさらに含む前記機器情報を取得し、前記判断手段は、さらに、前
記数情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断するようにすることが
できる。
【００２２】
　前記取得手段は、前記他の情報処理装置が前記無線通信を利用して通信可能な時間帯を
表わす時間帯情報をさらに含む前記機器情報を取得し、前記判断手段は、さらに、前記時
間帯情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断するようにすることが
できる。
【００２３】
　前記取得手段は、前記他の情報処理装置が前記無線通信を利用して通信可能な機器の種
別を表わす種別情報をさらに含む前記機器情報を取得し、前記判断手段は、さらに、前記
種別情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断するようにすることが
できる。
【００２４】
　前記判断手段により、無線通信の確立処理を実行すると判断されたとき、前記無線通信
の機能を起動させる起動手段をさらに備えるようにすることができる。
【００２５】
　本発明の第１の情報処理方法は、他の情報処理装置との間で無線通信を行う情報処理装
置の情報処理方法であって、前記他の情報処理装置の識別情報および提供可能なサービス
を表すサービス属性情報を少なくとも含む、前記他の情報処理装置の機器情報を取得する
取得ステップと、前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処理装置の前記
サービス属性情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する判断ステ
ップと、前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処理装置の前記サービス
属性情報に基づいて、実行するサービスを選択する選択ステップと、前記識別情報に基づ
いて、前記他の情報処理装置との間で前記無線通信の同期を確立する同期確立ステップと
、前記同期確立ステップの処理により同期が確立された前記無線通信を確立する通信確立
ステップとを含むことを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第１のプログラムは、他の情報処理装置との間で無線通信を行う処理をコンピ
ュータに実行させるプログラムであって、前記他の情報処理装置の識別情報および提供可
能なサービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む、前記他の情報処理装置の機器情
報を取得する取得ステップと、前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処
理装置の前記サービス属性情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断
する判断ステップと、前記取得ステップの処理により取得された前記他の情報処理装置の
前記サービス属性情報に基づいて、実行するサービスを選択する選択ステップと、前記識
別情報に基づいて、前記他の情報処理装置との間で前記無線通信の同期の確立を制御する
同期確立制御ステップと、前記同期確立制御ステップの処理により同期が確立された前記
無線通信を確立することを制御する通信確立制御ステップとを含むことを特徴とする。
【００２７】
　本発明の第２の情報処理装置は、電磁波を受信することに応じて発生する誘起電力に基
づいて駆動する無線通信体に記憶されている、所定の情報処理装置の識別情報、および、
前記情報処理装置が提供可能なサービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む機器情
報を電磁波を介して取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記情報処理装
置の前記サービス属性情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かを判断する
判断手段と、前記取得手段により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に
基づいて、実行するサービスを選択する選択手段と、前記識別情報に基づいて、前記情報
処理装置との間で前記無線通信の同期を確立する同期確立手段と、前記同期確立手段によ
り同期が確立された前記無線通信を確立する通信確立手段とを備えることを特徴とする。
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【００２８】
　本発明の第２の情報処理方法は、電磁波を受信することに応じて発生する誘起電力に基
づいて駆動する無線通信体に記憶されている、所定の情報処理装置の識別情報、および、
前記情報処理装置が提供可能なサービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む機器情
報を電磁波を介して取得する取得ステップと、前記取得ステップの処理により取得された
前記情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか
否かを判断する判断ステップと、前記取得ステップの処理により取得された前記情報処理
装置の前記サービス属性情報に基づいて、実行するサービスを選択する選択ステップと、
前記識別情報に基づいて、前記情報処理装置との間で前記無線通信の同期を確立する同期
確立ステップと、前記同期確立ステップの処理により同期が確立された前記無線通信を確
立する通信確立ステップとを含むことを特徴とする。
【００２９】
　本発明の第２のプログラムは、電磁波を受信することに応じて発生する誘起電力に基づ
いて駆動する無線通信体に記憶されている、所定の情報処理装置の識別情報、および、前
記情報処理装置が提供可能なサービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む機器情報
を電磁波を介して取得することを制御する取得制御ステップと、前記取得制御ステップの
処理により取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、無線通信の
確立処理を実行するか否かを判断する判断ステップと、前記取得制御ステップの処理によ
り取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、実行するサービスを
選択する選択ステップと、前記識別情報に基づいて、前記情報処理装置との間で前記無線
通信の同期の確立を制御する同期確立制御ステップと、前記同期確立制御ステップの処理
により同期が確立された前記無線通信を確立することを制御する通信確立制御ステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００３０】
　本発明の第１の情報処理装置における取得手段は、電磁波を介して行われる通信、赤外
線通信、または、微弱電力モードにおける機器探索により通信相手を特定するブルートゥ
ース通信のうちのいずれかの通信を介して、前記機器情報を取得するようにすることがで
きる。
【００３１】
　本発明の第１の情報処理方法における取得ステップは、電磁波を介して行われる通信、
赤外線通信、または、微弱電力モードにおける機器探索により通信相手を特定するブルー
トゥース通信のうちのいずれかの通信を介して、前記機器情報を取得するようにすること
ができる。
【００３２】
　本発明の第１の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、他の情報処理
装置の識別情報および提供可能なサービスを表すサービス属性情報を少なくとも含む、前
記他の情報処理装置の機器情報が取得され、取得された前記他の情報処理装置の前記サー
ビス属性情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かが判断される。また、取
得された前記他の情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、実行するサービスが
選択され、前記識別情報に基づいて、前記他の情報処理装置との間で前記無線通信の同期
が確立され、同期が確立された前記無線通信が確立される。
【００３３】
　本発明の第２の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、電磁波を受信
することに応じて発生する誘起電力に基づいて駆動する無線通信体に記憶されている、所
定の情報処理装置の識別情報、および、前記情報処理装置が提供可能なサービスを表すサ
ービス属性情報を少なくとも含む機器情報が電磁波を介して取得され、取得された前記情
報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、無線通信の確立処理を実行するか否かが
判断される。また、取得された前記情報処理装置の前記サービス属性情報に基づいて、実
行するサービスが選択され、前記識別情報に基づいて、前記情報処理装置との間で前記無
線通信の同期が確立され、同期が確立された前記無線通信が確立される。
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【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、容易に、かつ迅速に通信を開始することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　図１は、本発明を適用した通信システムの構成例を示す図である。
【００３６】
　図１に示すパーソナルコンピュータ１、PDA（Personal Digital Assistants）２、およ
びアクセスポイント４は、それぞれブルートゥースモジュールを内蔵しており、図の実線
矢印で示すように、ブルートゥース規格に準拠した無線通信により、相互に各種のデータ
を送受信できるようになされている。
【００３７】
　また、パーソナルコンピュータ１、およびPDA２には、非接触ICカード３に対して各種
の情報の読み出し、または、書き込みが可能なリーダライタが設けられている。このリー
ダライタは、他の機器に設けられているリーダライタとの間でも各種の情報の読み出し、
または書き込みが可能である。従って、パーソナルコンピュータ１とPDA２の間では、ブ
ルートゥースによる通信だけでなく、図の点線矢印で示すように、リーダライタから輻射
される電磁波を介しても通信を行うことができる。
【００３８】
　詳細な処理については、フローチャートを参照して後述するが、ユーザがPDA２をパー
ソナルコンピュータ１に近づけ、PDA２のリーダライタ（非接触ICカードリーダライタ１
０８（図５参照））から輻射される電磁波を受信したとき、パーソナルコンピュータ１の
リーダライタ（非接触ICカードリーダライタ１９（図２参照））は、設定されている機器
情報をPDA２（非接触ICカードリーダライタ１０８）に提供する。
【００３９】
　この機器情報には、ブルートゥース通信を行うパーソナルコンピュータ１のブルートゥ
ースモジュール（ブルートゥースモジュール２０（図２参照））を識別する情報として、
ブルートゥースアドレスが含まれている。このブルートゥースアドレスは、パーソナルコ
ンピュータ１、PDA２、およびアクセスポイント４等の、それぞれのブルートゥースモジ
ュールに対して固有のものとして設定されている情報である。
【００４０】
　そして、パーソナルコンピュータ１の機器情報を取得したPDA２は、この機器情報を利
用して、周囲に存在するブルートゥースデバイスの中から、パーソナルコンピュータ１の
みを識別し、パーソナルコンピュータ１との間でブルートゥース通信を確立させる。
【００４１】
　以上のような処理により、例えば、PDA２のユーザは、ブルートゥースにおいて一般的
な、後に詳述する「問い合わせ」をPDA２に実行させることなく、または、PDA２により検
出された機器の中から、通信する機器としてパーソナルコンピュータ１を選択するなどの
操作を行わずに、PDA２をパーソナルコンピュータ１に近づけるだけで、ブルートゥース
による通信を開始させることができる。
【００４２】
　また、ユーザがPDA２を非接触ICカード３に近づけ、PDA２から輻射される電磁波を受信
したとき、非接触ICカード３は、設定されている機器情報をPDA２に提供する。
【００４３】
　例えば、非接触ICカード３の機器情報は、アクセスポイント４に関するものであり、パ
ーソナルコンピュータ１との間でブルートゥースによる通信を開始する場合と同様に、PD
A２は、その機器情報に基づいて、アクセスポイント４との間でブルートゥースによる通
信を確立する。
【００４４】
　このアクセスポイント４は、ネットワーク５に接続されているため、ユーザは、単に非
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接触ICカード３にPDA２を近接させるだけで、または逆に、PDA２に非接触ICカード３を近
接させるだけで、PDA２をネットワーク５に接続することができる。すなわち、PDA２のユ
ーザは、ネットワーク５上に展開されている各種のコンテンツをPDA２で利用することが
できる。
【００４５】
　また、同様にして、パーソナルコンピュータ１のユーザも、非接触ICカード３を非接触
ICカードリーダライタ１９に近接させるだけで、パーソナルコンピュータ１とアクセスポ
イント４との間で通信を確立させることができ、各種のコンテンツを利用することができ
る。
【００４６】
　以上のように、非接触ICカード３を媒介として、アクセスポイント４との間でブルート
ゥースによる通信を確立させるようにしたので、アクセスポイント４がパーソナルコンピ
ュータ１やPDA２の近傍に設置されていない場合でも、パーソナルコンピュータ１やPDA２
とアクセスポイント４との間で容易に通信を開始させることができる。
【００４７】
　次に、図１の通信システムの各構成について説明する。
【００４８】
　図２は、図１のパーソナルコンピュータ１の構成例を示すブロック図である。
【００４９】
　CPU(Central Processing Unit)１１は、ROM(Read Only Memory)１２、または記憶部１
８に記憶されているプログラムに従って、各種の処理を実行する。RAM１３には、CPU１１
が実行するプログラムやデータが適宜記憶される。CPU１１、ROM１２、およびRAM１３は
、バス１４を介して相互に接続されている。
【００５０】
　バス１４には、入出力インタフェース１５が接続されており、この入出力インタフェー
ス１５には、例えば、ユーザに各種の情報を提示するLCD(Liquid Crystal Display)１６
、ユーザにより操作されるキーボード１７、ハードディスクなどで構成される記憶部１８
が接続されている。
【００５１】
　また、入出力インタフェース１５には、PDA２に内蔵されている非接触ICカードリーダ
ライタ１０８、または非接触ICカード３と電磁波を介して通信する非接触ICカードリーダ
ライタ１９、PDA２やアクセスポイントのブルートゥースモジュールとブルートゥースに
より通信するブルートゥースモジュール２０が接続されている。
【００５２】
　さらに、入出力インタフェース１５には、ドライブ２１が接続されている。そして、こ
のドライブ２１には、磁気ディスク２２、光ディスク２３、光磁気ディスク２４、または
半導体メモリ２５などが適宜装着できるようになされている。これらの磁気ディスク２２
及至半導体メモリ２５より読み出されたプログラムは、ドライブ２１から入出力インタフ
ェース１５を介して、例えば、記憶部１８に供給され、記憶される。
【００５３】
　図３は、図２の非接触ICカードリーダライタ１９（以下、適宜、リーダライタ１９と称
する）の詳細な構成例を示すブロック図である。
【００５４】
　IC４１は、CPU６１、ROM６２、RAM６３、SCC（Serial Communication Controller）６
４、SPU（Signal Processing Unit）６６、並びに、これらのCPU６１乃至SPU６６を相互
に接続するバス６５から構成されている。
【００５５】
　CPU６１は、ROM６２に格納されている制御プログラムをRAM６３に展開し、例えば、非
接触ICカード３から送信されてきた応答データや、図２のCPU１１から供給されてきた制
御信号に基づいて、各種の処理を実行する。例えば、CPU６１は、非接触ICカード３に送
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信するコマンドを生成し、それを、バス６５を介してSPU６６に出力したり、非接触ICカ
ード３から送信されてきたデータの認証処理などを行う。
【００５６】
　また、CPU６１は、非接触ICカード３が近接され、後述する各部の処理により機器情報
が通知されてきたとき、CPU２１の指示に基づいて、それをブルートゥースモジュール２
０に通知するなどの処理を行う。
【００５７】
　SCC６４は、図２のCPU１１から供給されてきたデータを、バス６５を介してCPU６１に
供給したり、CPU６１から、バス６５を介して供給されてきたデータをCPU１１に出力する
。
【００５８】
　SPU６６は、非接触ICカード３からの応答データが復調部４４から供給されてきたとき
、そのデータに対して、例えば、BPSK(Binary Phase Shift Keying)復調（マンチェスタ
ーコードのデコード）などを施し、取得したデータをCPU６１に供給する。また、SPU６６
は、非接触ICカード３に送信するコマンドがバス６５を介して供給されてきたとき、その
コマンドにBPSK変調（マンチェスターコードへのコーディング）を施し、取得したデータ
を変調部４２に出力する。
【００５９】
　変調部４２は、発振回路（OSC）４３から供給される所定の周波数（例えば、１３．５
６MHz）の搬送波を、SPU６６より供給されるデータに基づいて、ASK（Amplitude Shift K
eying）変調し、生成された変調波を、電磁波としてアンテナ４５から出力する。一方、
復調部４４は、アンテナ４５を介して取得した変調波（ASK変調波）を復調し、復調され
たデータをSPU６６に出力する。
【００６０】
　アンテナ４５は、所定の電磁波を輻射し、それに対する負荷の変化に基づいて、非接触
ICカード３や、PDA２の非接触ICカードリーダライタ１０８が近接されたか否かを検出す
る。そして、例えば、非接触ICカード３が近接されたとき、アンテナ４５は、非接触ICカ
ード３と各種のデータを送受信する。
【００６１】
　なお、PDA２の非接触ICカードリーダライタ１０８も、図３に示したリーダライタ１９
と同様の構成を有しているため、以下、適宜、非接触ICカードリーダライタ１９と非接触
ICカードリーダライタ１０８のCPUをCPU６１Ａ、およびCPU６１Ｂとそれぞれ称する。他
の構成についても同様とする。
【００６２】
　図４は、図２のブルートゥースモジュール２０の詳細な構成例を示すブロック図である
。
【００６３】
　CPU８１は、ROM８２に格納されている制御プログラムをRAM８３に展開し、ブルートゥ
ースモジュール２０の全体の動作を制御する。これらのCPU８１乃至RAM８３は、バス８５
を介して相互に接続されており、このバス８５には、また、フラッシュメモリ８４が接続
されている。
【００６４】
　フラッシュメモリ８４には、例えば、それぞれのブルートゥースデバイスに設定されて
いるブルートゥースデバイス名、および、それぞれのブルートゥースデバイスに対して固
有なブルートゥースアドレスなどが記憶されている。
【００６５】
　このブルートゥースアドレスは、４８ビットの識別子であり、それぞれのブルートゥー
スデバイスに対して固有（一義的）であることから、ブルートゥースデバイスの管理に関
する様々な処理に利用される。
【００６６】
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　例えば、ピコネット内同期を確立するためには、全てのスレーブがマスタの周波数ホッ
ピングパターンに関する情報を取得している必要があり、この周波数ホッピングパターン
は、マスタのブルートゥースアドレスに基づいてスレーブにより算出されるようになされ
ている。
【００６７】
　より詳細には、ブルートゥースアドレスは、その下位２４ビットがLAP(Low Address Pa
rt)と、次の８ビットがUAP(Upper Address Part)と、そして残りの１６ビットがNAP(Non-
significant Address Part)とそれぞれ区分されており、周波数ホッピングパターンの算
出には、LAP全体の２４ビットとUAPの下位４ビットからなる２８ビットが用いられる。
【００６８】
　それぞれのスレーブは、ピコネット内同期を確立するための「呼び出し（Page）」によ
り取得したブルートゥースアドレスや、リーダライタ１９などから機器情報として取得し
たマスタのブルートゥースアドレスの、上述した２８ビットの部分と、同様にマスタから
通知されたブルートゥースクロックに基づいて、周波数ホッピングパターンを算出するこ
とができる。
【００６９】
　図４の説明に戻り、フラッシュメモリ８４には、また、ピコネット内同期確立後に、通
信相手のブルートゥースデバイスを認証したり、送信するデータを暗号化したりするため
のリンクキーなどが記憶され、必要に応じてCPU８１に提供される。
【００７０】
　入出力インタフェース８６は、CPU８１からの指示に基づいて、図１のCPU１１から供給
されてきたデータ、およびベースバンド制御部８７から供給されてきたデータの入出力を
管理する。
【００７１】
　ベースバンド制御部８７は、トランシーバ８８の制御、リンクの制御、パケットの制御
、論理チャネルの制御、セキュリティの制御などの各種の制御、および誤り訂正符号化、
復号化、或いはデータのランダム化などの処理を行い、入出力インタフェース８６から供
給されてきたデータをアナログ変換してトランシーバ８８に出力するとともに、トランシ
ーバ８８から供給されてきた信号をディジタル変換して得られたデータを入出力インタフ
ェース８６に出力する。
【００７２】
　トランシーバ８８は、GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)変調部、GFSK復調部、
スペクトラム拡散部、逆スペクトラム拡散部、或いはホッピングシンセサイザ部等より構
成され、ベースバンド制御部８７から供給されてきた信号に各種の処理を施し、アンテナ
８９に出力するとともに、アンテナ８９から供給されてきた信号に各種の処理を施し、得
られた信号をベースバンド制御部８７に出力する。
【００７３】
　トランシーバ８８を構成するGFSK変調部は、ベースバンド制御部８７から供給されてき
たデータの高域成分をフィルタにより制限し、１次変調として周波数変調を行い、取得し
たデータをスペクトラム拡散部に出力する。スペクトラム拡散部は、上述したようにして
算出され、ホッピングシンセサイザ部から通知される周波数ホッピングパターンに基づい
て搬送周波数を切り替え、供給されてきたデータに対してスペクトラム拡散を施した後に
得られた信号をアンテナ８９に出力する。ブルートゥースにおいては、スペクトラム拡散
部は、６２５μ秒毎に周波数をホッピングさせて、データを送信するようになされている
。
【００７４】
　また、トランシーバ８８を構成する逆スペクトラム拡散部は、ホッピングシンセサイザ
部から通知される周波数ホッピングパターンに基づいて受信周波数をホッピングさせ、例
えば、PDA２から送信されてきた信号を取得する。また、逆スペクトラム拡散部は、取得
した信号を逆スペクトラム拡散し、PDA２からの信号を再生した後に得られた信号をGFSK
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復調部に出力する。GFSK復調部は、逆スペクトラム拡散部から供給されてきた信号をGFSK
復調し、得られたデータをベースバンド制御部８７に出力する。
【００７５】
　トランシーバ８８は、２．４GHz帯を使用して、スペクトラム拡散が施された信号をア
ンテナ８９から送信する。また、トランシーバ８８は、アンテナ８９からの受信信号を逆
スペクトラム拡散部に出力する。
【００７６】
　なお、PDA２のブルートゥースモジュール１０９も、図４に示したブルートゥースモジ
ュール２０と同様の構成を有しているため、以下、適宜、ブルートゥースモジュール２０
とブルートゥースモジュール１０９のCPUをCPU８１Ａ、およびCPU８１Ｂとそれぞれ称す
る。他の構成についても同様とする。
【００７７】
　図５は、図１のPDA２の構成例を示すブロック図である。
【００７８】
　CPU１０１乃至ブルートゥースモジュール１０９は、図２のパーソナルコンピュータ１
のCPU１１乃至ブルートゥースモジュール２０と基本的に同様の構成を有するものである
ため、その詳細な説明は省略する。
【００７９】
　非接触ICカードリーダライタ１０８（以下、適宜、リーダライタ１０８と称する）は、
ユーザにより指示されたとき、例えば、所定の周期で、非接触ICカード３やパーソナルコ
ンピュータ１のリーダライタ１９を検出するための電磁波を輻射し、PDA２がそれらの機
器に近接され、非接触ICカード３等を検出したとき、それらの機器と電磁波により通信を
行う。リーダライタ１０８により取得された機器情報等は、例えば、ブルートゥースモジ
ュール１０９に出力される。
【００８０】
　図６は、図１の非接触ICカード３の構成例を示すブロック図である。
【００８１】
　非接触ICカード３は、例えば、図に示すアンテナ（ループアンテナ）１２２と、それ以
外の構成が１チップに格納されたIC１２１から構成され、電磁誘導を利用して、例えば、
パーソナルコンピュータ１のリーダライタ１９と各種のデータを半二重通信する。
【００８２】
　なお、非接触ICカード３とは、説明の便宜上用いた名称であり、上述したような、また
は後述するような機能を有するモジュールを意図するものである。また、非接触ICカード
３は、必ずしもカード状のものある必要はなく、例えば、背面に粘着性があるシール状の
ものであっても良いし、紙の背面や紙面に埋め込まれているものであっても良い。非接触
ICカード３と基本的に同様の機能を有するものとして、例えば、Felica（登録商標）など
がある。
【００８３】
　CPU１３１は、ROM１３２に格納されている制御プログラムをRAM１３３に展開し、非接
触ICカード３の全体の動作を制御する。例えば、CPU１３１は、パーソナルコンピュータ
１のリーダライタ１９から輻射されている電磁波がアンテナ１２２において受信されたと
き、それに応じて、EEPROM（Electrically Erasable and Programmable Read Only Memor
y）１３４に設定されている機器情報をリーダライタ１９に通知する。
【００８４】
　このEEPROM１３４に格納されている機器情報は、リーダライタにより自由に設定を変更
できるようになされている。また、外部からの設定変更に際しては、所定の認証が必要と
されるようにしてもよい。
【００８５】
　SPU１３６は、ASK復調部１３９で復調されたデータがBPSK変調されている場合、図示せ
ぬPLL部から供給されるクロック信号に基づいて、そのデータの復調（マンチェスターコ
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ードのデコード）を行い、復調したデータを、バス１３５を介してCPU１３１等に適宜出
力する。
【００８６】
　また、SPU１３６は、バス１３５を介して供給されてきたデータにBPSK変調（マンチェ
スターコードへのコーディング）を行い、それをASK変調部１３７に出力する。
【００８７】
　ASK変調部１３７は、例えば、機器情報などのデータをリーダライタ１９に送信する場
合、SPU１３６から供給されるデータに対応して、例えば、所定のスイッチング素子をオ
ン／オフさせ、スイッチング素子がオン状態であるときだけ、所定の負荷をアンテナ１２
２に並列に接続させることにより、アンテナ１２２の負荷を変動させる。
【００８８】
　ASK変調部１３７は、アンテナ１２２の負荷の変動により、アンテナ１２２において受
信されている、例えば、リーダライタ１９からの変調波をASK変調し、その変調成分を、
アンテナ１２２を介してリーダライタ１９に送信する（リーダライタ１９のアンテナ４５
の端子電圧を変動させる）（ロードスイッチング方式）。
【００８９】
　ASK復調部１３９は、アンテナ１２２を介して受信した変調波（ASK変調波）を包絡線検
波して復調し、復調後のデータをSPU１３６に出力する。アンテナ１２２においては、例
えば、リーダライタ１９から輻射される所定の周波数の電磁波により共振が生じている。
【００９０】
　電源生成部１４０は、アンテナ１２２において励起された交流磁界を整流し、安定化し
た後、各部に直流電源として供給する。例えば、パーソナルコンピュータ１のリーダライ
タ１９等から輻射される電磁波の電力は、非接触ICカード３に必要な電力を賄う磁界を発
生させるように調整されている。
【００９１】
　図７は、図１のアクセスポイント４の構成例を示すブロック図である。
【００９２】
　CPU１５１乃至ボタン１５７、およびブルートゥースモジュール１５９等は、PDA２のCP
U１０１乃至ボタン１０７、およびブルートゥースモジュール１０９と同様の構成を有す
るものであるため、その詳細な説明は省略する。
【００９３】
　外部ネットワーク通信部１５８は、例えば、モデムやターミナルアダプタなどより構成
され、CPU１５１の指示に基づいて、ネットワーク５より取得した各種の情報をブルート
ゥースモジュール１５９に供給する。ブルートゥースモジュール１５９に出力されたデー
タは、例えば、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール１０９等に送信さ
れる。
【００９４】
　また、外部ネットワーク通信部１５８は、ブルートゥースモジュール１５９から供給さ
れてきたデータをCPU１５１の指示に従って、外部の別のネットワークへ適宜送信する。
【００９５】
　外部ネットワーク接続部１５８が接続されているネットワーク５は、例えば、インター
ネットやLAN(Local Area Network)などである。
【００９６】
　次に、図１の通信システムの動作について説明する。
【００９７】
　始めに、図８のフローチャートを参照して、パーソナルコンピュータ１の機器情報を取
得し、ブルートゥースによる通信を開始するための処理を実行するPDA２の処理について
説明する。
【００９８】
　ステップＳ１において、PDA２のCPU１０１は、ボタン１０７が操作され、ユーザにより
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電磁波の輻射を開始することが指示されたか否かを判定し、指示されたと判定するまで待
機する。CPU１０１は、電磁波を輻射することが指示されたと判定した場合、ステップＳ
２に進み、リーダライタ１０８を制御し、電磁波の輻射を開始する。当然、常時、電磁波
の輻射が行われているようにしてもよいし、所定の周期で行われているようにしてもよい
。
【００９９】
　そして、CPU１０１は、ステップＳ３において、リーダライタや非接触ICカード３を有
する機器を検出したか否かをリーダライタ１０８からの出力に基づいて判定し、そのよう
な機器を検出したと判定するまで待機する。例えば、PDA２がパーソナルコンピュータ１
に近接され、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ１９により、この電磁波が受信さ
れた場合、受信したことを通知する情報が送信されてくるため、CPU１０１は、この応答
に基づいて機器を検出したか否かを判定する。ステップＳ３において、応答がないと判定
された場合、例えば、所定の期間、或いは所定の回数だけ、電磁波の輻射を実行した後、
図８の処理を終了させるようにしてもよい。
【０１００】
　CPU１０１は、ステップＳ３において、機器を検出したと判定した場合、ステップＳ４
に進む。
【０１０１】
　ステップＳ４において、CPU１０１は、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ１９
に対して、機器情報の送信を要求する。上述したように、この機器情報は、ブルートゥー
スによる通信を確立する際に、パーソナルコンピュータ１を識別したり、サービスを選択
するために利用される。
【０１０２】
　ステップＳ５において、CPU１０１は、リーダライタ１０８からの出力に基づいて、機
器情報が送信されてきたか否かを判定し、送信されてきたと判定するまで待機する。CPU
１０１は、ステップＳ５において、機器情報が送信されてきたと判定した場合、ステップ
Ｓ６に進み、その機器情報を、例えば、RAM１０３に保存させる。
【０１０３】
　図９は、パーソナルコンピュータ１から通知されてきた機器情報の例を示す図である。
【０１０４】
　図９の機器情報に示されるブルートゥースアドレスは、例えば、パーソナルコンピュー
タ１を識別するため、或いは、周波数ホッピングパターン等を管理するためにPDA２によ
り利用される。この例においては、例えば、パーソナルコンピュータ１のブルートゥース
アドレスは「08:00:46:21:39:4D」とされている。
【０１０５】
　デバイスクラスは、パーソナルコンピュータ１の機器の種別（デバイスクラス）を表す
情報であり、図９においては「パーソナルコンピュータ」とされている。デバイスクラス
としては、「パーソナルコンピュータ」の他に、「携帯電話機」や「PDA」などの一般的
な機器が予め規定されている。
【０１０６】
　デバイス名（ブルートゥースデバイス名）は、ユーザが個々の機器を識別できるように
設定される情報であり、ユーザが任意に設定を変更することができる。この例においては
、パーソナルコンピュータ１のデバイス名は「VAIE」と設定されている。
【０１０７】
　また、図９の機器情報には、パスキーが予め用意されている。通常、ブルートゥースに
より初めて通信する機器との間では、同一のパスキーを双方の機器に入力し、認証を行う
必要があるが、この例においては、パスキーが機器情報に含められて、通信相手の機器に
通知されるようになされている。従って、機器情報に含められて通信相手の機器に通知さ
れ、それに基づいて認証が行われるため、ユーザは、通信対象の機器との間で初めて通信
を行う場合であっても、パスキーを入力する手間を省くことができる。この例においては
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、「0123456」のパスキーがパーソナルコンピュータ１に予め用意されている。
【０１０８】
　リンクキーは、ブルートゥースにより既に通信を行ったことがある機器との間で生成さ
れ、その機器のブルートゥースアドレスと対応付けてパーソナルコンピュータ１に保存さ
れているものであり、この例においては、「ＫＡ」とされている。
【０１０９】
　サービスデータベース（サービスレコード）は、現在、パーソナルコンピュータ１が提
供可能なサービスを表わす情報である。一般に、サービスレコードは、複数のサービス属
性によって構成されるようになされており、さらに、そのサービス属性は、属性IDと、そ
の属性値の組み合わせによって構成される。属性IDは、属性名毎に設定されており、その
属性値により表わされる内容、およびデータ型などが対応付けられている。これらの属性
ID、および属性名は、ブルートゥースで規定される全てのプロファイルにおいて共通に用
いられるものや、プロファイル毎に用いられるものがあり、サービスを提供する機器が必
要に応じて提示するようになされている。なお、図９の例においては、サービス属性１乃
至３がサービスレコードとして記述されている。
【０１１０】
　ここで、属性IDと、その属性値、およびその属性値により表わされる情報の内容につい
て説明する。
【０１１１】
　例えば、属性ID「0x0001」で指定される「Service Class ID List」（属性名）は、そ
のサービスレコードが属しているサービスクラスを表わしている。このサービスクラスは
、特定のサービスを識別するために予め規定されているものであり、例えば、シリアル通
信、PPP(Point-to-Point Protocol)によるLANアクセス、或いはダイヤルアップ通信など
が規定されている。
【０１１２】
　属性ID「0x0004」で指定される「Protocol Descriptor List」（属性名）は、そのサー
ビスレコードにより表現されているサービスにアクセスするために使用するプロトコルス
タック構成を表わしている。
【０１１３】
　属性ID「0x0006」で指定される「Language Base Attribute ID List」（属性名）は、
複数の言語に対応する属性をサポートするための情報である。
【０１１４】
　属性ID「0x000A」で指定される「Documentation URL」（属性名）は、そのサービスレ
コードにより表現されているサービスについてのドキュメントのURLを表わしている。
【０１１５】
　属性ID「0x0000＋属性IDベース」で指定される「Service Name」（属性名）は、そのサ
ービスレコードにより表現されているサービスの名前を示す文字列を表わしている。なお
、この属性IDベースは、上述した「Language Base Attribute ID List」に含まれる情報
であり、複数の言語に対応可能であるようになされている。
【０１１６】
　属性ID「0x0001＋属性IDベース」で指定される「Service Description」（属性名）は
、サービスについての簡単な説明が入った文字列である。
【０１１７】
　そして、これらの情報のうち、例えば、属性ID「0x0001」で指定される「Service Clas
s ID List」、属性ID「0x0006」で指定される「Language Base Attribute ID List」、お
よび属性ID「0x0001＋属性IDベース」で指定される「Service Name」が、通信方式情報と
して機器情報に含められてパーソナルコンピュータ１から通知されてくる。
【０１１８】
　なお、ブルートゥースにより接続するサービスによっては、チャンネル番号などの、動
的に変化する情報の選択が必要となるものも存在する。従って、このような動的に変化す
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る情報に関しては、通信リンクを確立した後、ブルートゥースにおいて規定されているSD
P(Service Discovery Protocol)により取得するようにしてもよい。
【０１１９】
　接続可能数は、パーソナルコンピュータ１に対して、同時に接続（通信）可能な機器の
数を表わす情報であり、図９に示す機器情報を取得したPDA２は、この数値を見ることに
よって、パーソナルコンピュータ１に現在接続することが可能であるか否かを判断するこ
とができる。この例においては、パーソナルコンピュータ１と既に通信を行っている機器
以外に、２つの機器が接続可能であるとされている。この数値は、パーソナルコンピュー
タ１に機器が接続される毎に１ずつ減算されて更新される。
【０１２０】
　接続有効時間は、パーソナルコンピュータ１に接続することが可能な時間帯を表わす情
報である。この例においては、日本標準時（JST）の０時０分から１２時０分までの期間
にのみ、接続可能であるとされている。
【０１２１】
　接続可能デバイスは、パーソナルコンピュータ１に接続可能なデバイスクラスを表わす
情報である。この例においては、「パーソナルコンピュータ」が第１のデバイスクラスと
され、「PDA」が第２のデバイスクラスされ、「携帯電話機」が第３のデバイスクラスと
されている。
【０１２２】
　URL(Uniform Resource Locator)は、パーソナルコンピュータ１に関する詳細な情報が
記述されているWWW(World Wide Web)ページを指定する情報である。従って、PDA２のユー
ザは、図９に示すような機器情報を取得し、このURLにより指定されるWWWページを確認す
ることで、パーソナルコンピュータ１が提供できるサービスなどの詳細な情報を閲覧する
ことができる。
【０１２３】
　また、機器情報のURLにより指定されるWWWページは、パーソナルコンピュータ１に対し
て各種の操作を行うことができるページとしてもよい。例えば、このページを確認するこ
とで、PDA２のユーザは、パーソナルコンピュータ１の現在の状態や、使用状況などを確
認できるようにしてもよい。
【０１２４】
　PDA２は、以上のような機器情報の全てを一括して送信することを要求するようにして
もよいし、それぞれの情報を個別に送信することを要求するようにしてもよい。
【０１２５】
　図８の説明に戻り、パーソナルコンピュータ１から提供されてきた機器情報をRAM１０
３に保存したCPU１０１は、その機器情報を確認し、ステップＳ７において、ブルートゥ
ースモジュール１０９により接続することが可能なサービスが存在するか否かを判定する
。すなわち、CPU１０１は、図９に示したような機器情報のサービスレコードと、自分自
身が提供可能なサービスとをマッチングし、接続可能なサービスが存在するか否かを判定
する。
【０１２６】
　ステップＳ７において、CPU１０１は、パーソナルコンピュータ１との間では、接続可
能なサービスが存在しないと判定した場合、処理を終了させる。また、上述したような各
情報を含む機器情報が通知されてきた場合、接続可能数が０であるとき、或いは、現在時
刻が接続有効時間内でないときには、それ以降の処理が終了される。このように、PDA２
においては、通知されてきた機器情報に基づいて、接続する機器が制限されることになる
。従って、意図しない機器との間で通信が確立されることを抑制することができ、より高
品質な無線通信環境を実現することができる。
【０１２７】
　一方、CPU１０１は、ステップＳ７において、接続可能なサービスが存在すると判定し
た場合、ステップＳ８に進む。
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【０１２８】
　例えば、PDA２が「Feel」というサービス名のシリアル通信サービスにより通信を行う
ことを所望しており、パーソナルコンピュータ１から通知されてきたサービスレコードに
より、「Service Class ID List：0x1101（シリアル通信サービス）」、および「Service
 Name：Feel」が表わされている場合、CPU１０１は、接続可能なサービスが存在すると判
定する。
【０１２９】
　ステップＳ８において、CPU１０１は、パーソナルコンピュータ１との間で接続可能な
サービスが複数存在するか否かを判定する。CPU１０１は、ステップＳ８において、接続
可能なサービスが複数存在すると判定した場合、ステップＳ９に進み、接続するサービス
を選択する。すなわち、上述したようなサービスレコードが通知されてきた場合、CPU１
０１は、「Service Name：Feel」のシリアル通信サービスを、接続するサービスとして選
択する。
【０１３０】
　また、ブルートゥースモジュール１０９が提供可能なサービスに、それぞれ優先度が設
定されている場合、CPU１０１は、通知されてきたサービスレコードに基づいて、パーソ
ナルコンピュータ１により提供されている複数のサービスの中から、最も高い優先度が設
定されているサービスを選択するようにしてもよい。例えば、パーソナルコンピュータ１
により、シリアル通信サービスとファイル転送サービスが提供されており、ブルートゥー
スモジュール１０９が提供可能な複数のサービスのうち、シリアル通信サービスに対して
、最上位の優先度が設定されている場合、CPU１０１は、シリアル通信サービスを、利用
するサービスとして選択する。
【０１３１】
　また、CPU１０１は、ブルートゥースモジュール１０９において利用されたサービスの
履歴を参照し、パーソナルコンピュータ１と過去にブルートゥースによる通信を行ったこ
とがある場合、パーソナルコンピュータ１との間で、最も使用回数の多いサービス、また
は最近使用したサービスを、パーソナルコンピュータ１により提供されているサービスの
中から選択するようにしてもよい。当然、パーソナルコンピュータ１により提供されてい
るサービスをユーザに提示し、選択させるようにしてもよい。また、パスキーがランダム
に設定されて、PDA２に通知されるようにしてもよい。
【０１３２】
　一方、ステップＳ８において、接続可能なサービスが複数存在しない（１つだけ存在す
る）と判定した場合、CPU１０１は、そのサービスを、利用するサービスとし、ステップ
Ｓ１０に進む。
【０１３３】
　ステップＳ１０において、CPU１０１は、リーダライタ１０８を制御し、パーソナルコ
ンピュータ１に対して、ブルートゥース通信機能の起動を要求する。パーソナルコンピュ
ータ１においては、リーダライタ１９を介して、この要求が通知されてくるため、これに
応じてブルートゥースモジュール２０、およびそれを制御するプログラムが起動される。
【０１３４】
　ステップＳ１１において、CPU１０１は、PDA２のブルートゥース通信機能、すなわち、
ブルートゥースモジュール１０９と、それを制御するプログラムが起動しているか否かを
判定し、起動していると判定した場合、処理を終了させ、一方、起動していないと判定し
た場合、ステップＳ１２に進む。ステップＳ１２において、CPU１０１は、ブルートゥー
スモジュール１０９に電源を供給し、起動させるとともに、例えば、ROM１０２に記憶さ
れている制御プログラムをRAM１０３に展開する。その後、機器情報の取得処理は終了さ
れ、後述するような、機器情報に基づいてブルートゥースによる通信を確立する処理が実
行される。
【０１３５】
　このように、機器情報を送受信したタイミングで、それぞれのブルートゥース通信機能
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を起動させるようにしたので、消費電力を抑制することができる。
【０１３６】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、図８に示したPDA２の処理に対応して、機
器情報を提供するパーソナルコンピュータ１の処理について説明する。
【０１３７】
　ステップＳ２１において、パーソナルコンピュータ１のCPU１１は、リーダライタ１９
からの出力に基づいて、PDA２から輻射されている電磁波を受信したか否かを判定し、電
磁波を受信したと判定するまで待機する。そして、CPU１１は、電磁波を受信したと判定
した場合、ステップＳ２２に進み、リーダライタ１９を制御し、電磁波を受信したことを
確認させる情報をPDA２に送信する。
【０１３８】
　そして、ステップＳ２３において、CPU１１は、リーダライタ１９からの出力に基づい
て、PDA２から、機器情報の送信が要求されたか否かを判定し、要求されたと判定するま
で待機する。CPU１１は、ステップＳ２３において、機器情報の送信が要求されたと判定
した場合、ステップＳ２４に進み、例えば、記憶部１８に記憶されている、図９に示した
ような機器情報を読み出し、リーダライタ１９に供給する。なお、これらの機器情報は、
リーダライタ１９のRAM６３等に保存させておくようにしてもよい。また、サービスデー
タベースなどの、動的に変化する情報については、このタイミングで更新されるようにし
てもよい。
【０１３９】
　CPU１１は、ステップＳ２５において、リーダライタ１９を制御し、PDA２に対して機器
情報を送信する。
【０１４０】
　ステップＳ２６において、CPU１１は、リーダライタ１９からの出力に基づいて、ブル
ートゥース通信機能の起動が要求されたか否かを判定し、要求されていないと判定した場
合、処理を終了させる。上述したように、機器情報を受信したPDA２からは、ブルートゥ
ース通信機能の起動が要求されてくる。
【０１４１】
　CPU１１は、ステップＳ２６において、ブルートゥース通信機能の起動が要求されたと
判定した場合、ステップＳ２７に進み、ブルートゥース通信機能が起動しているか否か、
すなわち、ブルートゥースモジュール２０、およびそれを制御するプログラムが起動して
いるか否かを判定する。CPU１０１は、ブルートゥース通信機能が既に起動していると判
定した場合、処理を終了させ、起動していないと判定した場合、ステップＳ２８に進み、
ブルートゥースモジュール２０に電源を供給するとともに、ブルートゥースモジュールを
制御するプログラムをRAM１３に展開させる。
【０１４２】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、機器情報を取得した後に、それに基づいて
ブルートゥースによる通信を確立させるPDA２の処理について説明する。すなわち、図１
１に示す処理は、図８に示した処理に続くものである。
【０１４３】
　ステップＳ４１において、ブルートゥースモジュール１０９のCPU（CPU８１Ｂ）は、CP
U１０１からの指示に基づいて、取得したブルートゥースアドレスを有する機器に対して
「呼び出し」の実行を要求する。すなわち、図８の処理によりパーソナルコンピュータ１
から取得された機器情報は、ブルートゥースモジュール１０９が起動されたとき、ブルー
トゥースモジュール１０９に既に供給されている。なお、この「呼び出し」とは、特定の
ブルートゥースデバイスを指定して、ブルートゥース通信を開始するための要求、および
同期を確立するための各種の情報の送受信を行うための処理である。
【０１４４】
　具体的には、パーソナルコンピュータ１とPDA２の間で、自分自身の属性情報（FHSパケ
ット）が交換され、交換された属性情報に基づいて、周波数軸の同期、および時間軸の同
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期が確立される。例えば、PDA２の属性情報には、ブルートゥースモジュール１０９のブ
ルートゥースアドレスとブルートゥースクロックに関する情報が含まれている。
【０１４５】
　従って、ステップＳ４１で送信される呼び出し要求に、PDA２の属性情報が含まれてお
り、その要求を受信したパーソナルコンピュータ１が、PDA２のブルートゥースアドレス
に基づいて同期を確立するようにしてもよい。
【０１４６】
　ステップＳ４２において、CPU８１Ｂは、パーソナルコンピュータ１のブルートゥース
モジュール２０から送信されてきた「呼び出し」に対する応答を受信したか否かを判定し
、応答を受信していないと判定した場合、ステップＳ４３に進み、エラー処理を実行した
後、処理を終了させる。一方、CPU８１Ｂは、ステップＳ４２において、パーソナルコン
ピュータ１のブルートゥースモジュール２０から、「呼び出し」の要求に対する応答を受
信したと判定した場合、ステップＳ４４に進み、パーソナルコンピュータ１に接続を要求
する。
【０１４７】
　そして、CPU８１Ｂは、ステップＳ４５において、「呼び出し」により同期を確立した
機器、すなわちパーソナルコンピュータ１との間ではパスキーによる認証処理が必要か否
かを判定し、必要であると判定した場合、ステップＳ４６に進む。
【０１４８】
　ステップＳ４６において、CPU８１Ｂは、機器情報に含まれているパスキーを利用して
認証処理を行う。このパスキーは、パーソナルコンピュータ１から通知されてきたもので
あり、パーソナルコンピュータ１においても、同一のパスキーにより認証処理が行われる
。
【０１４９】
　そして、パーソナルコンピュータ１により認証が成立された場合、それが通知されてく
るため、ステップＳ４７において、CPU８１Ｂは、認証の成立が通知されてきたか否かを
判定する。CPU８１Ｂは、認証の成立が通知されてきていないと判定した場合、ステップ
Ｓ４３に進み、エラー処理を実行した後に処理を終了させ、一方、認証の成立が通知され
てきたと判定した場合、ステップＳ４８に進む。
【０１５０】
　なお、ステップＳ４５において、パスキーによる認証が必要でないと判定された場合、
ステップＳ４６、およびステップＳ４７の処理はスキップされ、ステップＳ４８の処理が
実行される。機器の設定等によっては、パスキーによる認証が必要とされない場合がある
。
【０１５１】
　ステップＳ４８において、CPU８１Ｂは、選択したサービスによる接続をパーソナルコ
ンピュータ１に要求する。例えば、上述したように、図８のステップＳ９において、接続
するサービスとしてシリアル通信サービスが選択された場合、CPU８１Ｂは、SDPを利用し
て、パーソナルコンピュータ１のRFCOMM層におけるサーバチャンネル番号（例えば、Serv
er Channel Number：1）を取得し、取得したサーバチャンネル番号による接続を要求する
。また、選択されたサービスが、サーバチャンネル番号のように動的に変更される属性を
含まない、例えば、PAN(Personal Area Network)などのサービスである場合、CPU８１Ｂ
は、SDPを利用することなく、機器情報により取得された情報に基づいて接続を要求して
も良い。
【０１５２】
　そして、ステップＳ４９において、ブルートゥース通信が確立される。
【０１５３】
　次に、図１２のフローチャートを参照して、機器情報を提供した後に、ブルートゥース
による通信を確立させるパーソナルコンピュータ１の処理について説明する。すなわち、
図１２に示す処理は、図１０に示した処理に続くものである。
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【０１５４】
　ステップＳ６１において、ブルートゥースモジュール２０のCPU８１Ａは、PDA２から「
呼び出し」が要求されたか否かを判定し、要求されたと判定するまで待機する。CPU８１
Ａは、ステップＳ６１において、「呼び出し」が要求されたと判定した場合、ステップＳ
６２に進み、PDA２に対して自分自身の属性情報を送信するなどして「呼び出し」の要求
に応答し、PDA２との間で同期を確立する。
【０１５５】
　具体的には、CPU８１Ａは、PDA２のブルートゥースアドレスに基づいて、周波数ホッピ
ングパターンを算出して周波数軸の同期を確立するとともに、PDA２のブルートゥースク
ロックに基づいて、自分自身が管理するブルートゥースクロックにオフセットを加え、時
間軸の同期を確立する。
【０１５６】
　そして、CPU８１Ａは、ステップＳ６３において、接続要求がPDA２から送信されてきた
か否かを判定し、送信されてきたと判定するまで待機する。CPU８１Ａは、ステップＳ６
３において、PDA２から接続要求が送信されてきたと判定した場合、ステップＳ６４に進
み、例えば、呼び出しの要求とともに送信されてきた属性情報を参照し、属性情報に含ま
れるブルートゥースアドレスを確認する。
【０１５７】
　CPU８１Ａは、ステップＳ６５において、確認したブルートゥースアドレスに基づいて
リンクキーの有無を確認し、属性情報を送信してきた機器、すなわちPDA２との間では、
パスキーによる認証を既に行っているか否かを判定する。パスキーによる認証が行われて
いる場合、パスキーに基づいて生成されたリンクキーが、その認証を行った相手の機器の
ブルートゥースアドレスと対応付けて、認証処理において保存されている。
【０１５８】
　CPU８１Ａは、ステップＳ６５において、PDA２との間で認証を行っていない（初めて通
信を行う）と判定した場合、ステップＳ６６に進み、機器情報としてPDA２に通知したパ
スキーと同一のパスキーを利用して認証処理を行う。
【０１５９】
　そして、CPU８１Ａは、ステップＳ６８に進み、認証ができたか否かを判定し、認証が
できないと判定した場合、ステップＳ６９においてエラー処理を実行した後、処理を終了
させる。
【０１６０】
　また、CPU８１Ａは、ステップＳ６８において、認証ができたと判定した場合、ステッ
プＳ７０に進み、それをPDA２に通知する。
【０１６１】
　なお、CPU８１Ａは、ステップＳ６５において、PDA２との間でパスキーによる認証を既
に行ったことがあり、リンクキーを共有していると判定した場合、ステップＳ６７に進み
、フラッシュメモリ８４Ａ（ブルートゥースモジュール２０のフラッシュメモリ）からリ
ンクキーを読み出し、それを利用して認証処理を行い、それ以降の判定処理等を実行する
。
【０１６２】
　ステップＳ７１において、CPU８１Ａは、PDA２により選択されたサービスによるブルー
トゥース通信の要求を受信したとき、ステップＳ７２に進み、そのサービスを起動し、通
信を確立する。
【０１６３】
　以上の処理により、PDA２は、図８の処理において、機器情報としてパーソナルコンピ
ュータ１のブルートゥースアドレスを予め取得しているため、いわゆる「問い合わせ（In
quiry）」を行うことなく、直接、パーソナルコンピュータ１に対して「呼び出し」を行
い、通信を行うことを要求することができる。すなわち、ブルートゥースアドレスを取得
していない場合、PDA２は、周囲に存在する機器を検出し、その機器からブルートゥース
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アドレス等の通知を受けるために「問い合わせ」を行う必要がある。
【０１６４】
　従って、周囲に複数のブルートゥースデバイスが存在する場合であっても、PDA２は、
パーソナルコンピュータ１以外のブルートゥースデバイスに関する情報の通知を受けるこ
となく、「呼び出し」を行うことができるため、同期を確立するために要する時間を短縮
することができる。
【０１６５】
　また、初めて通信を行う機器間で必要とされるパスキーも、機器情報としてPDA２に通
知されており、パーソナルコンピュータ１とPDA２により同一のパスキーを利用して認証
処理が行われるようになされているため、PDA２のユーザは、初めてPDA２とパーソナルコ
ンピュータ１を通信させる場合であっても、双方の機器にパスキーを入力するといった操
作を省くことができる。
【０１６６】
　さらに、提供可能なサービスに関する情報も、機器情報に含められてPDA２に通知され
、優先度等に基づいて選択されるため、PDA２のユーザは、サービスを選択する操作を省
くことができる。
【０１６７】
　従って、PDA２のユーザは、PDA２をパーソナルコンピュータ１に近付けるだけで、容易
に、かつ迅速にブルートゥースによる通信を開始させることができる。
【０１６８】
　以上においては、PDA２のリーダライタ１０８から電磁波が輻射され、それを受信した
パーソナルコンピュータ１のリーダライタ１９から機器情報が提供されるとしたが、反対
に、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ１９から電磁波が輻射されており、それを
受信したPDA２のリーダライタ１０８が、PDA２の機器情報をパーソナルコンピュータ１に
提供するようにしてもよい。この場合、PDA２の機器情報を取得したパーソナルコンピュ
ータ１は、機器情報に含まれるPDA２のブルートゥースアドレスに基づいて「呼び出し」
等を行い、PDA２との間のブルートゥース通信を確立させる。
【０１６９】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、機器情報を取得した後に、それに基づいて
ブルートゥースによる通信を確立させるPDA２の他の処理について説明する。
【０１７０】
　図１３に示す処理は、図１１に示した処理と基本的に同様の処理であり、認証処理にお
いて、機器情報として通知されたパスキーを利用するのではなく、リンクキーを利用する
点が相違している。
【０１７１】
　すなわち、ブルートゥースモジュール１０９のCPU８１Ｂは、パーソナルコンピュータ
１との間で「呼び出し」を行い、同期を確立した後、ステップＳ８５において、機器情報
として通知されてきたリンクキーを利用して認証処理を行う。
【０１７２】
　そして、パーソナルコンピュータ１により認証が成立され、それが通知されてきたとき
、ステップＳ８６において、CPU８１Ｂは、利用するサービスをパーソナルコンピュータ
１に通知し、ブルートゥースによる通信を確立させる。
【０１７３】
　図１４は、機器情報を提供した後に、ブルートゥースによる通信を確立させるパーソナ
ルコンピュータ１の他の処理を説明するフローチャートである。
【０１７４】
　図１４に示す処理は、図１２に示した処理と基本的に同様の処理であり、上述したPDA
２の処理と同様に、認証処理において、機器情報として通知したパスキーを利用するので
はなく、リンクキーを利用する点が相違している。
【０１７５】
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　すなわち、ブルートゥースモジュール２０のCPU８１Ａは、ステップＳ１０２において
、PDA２との間で「呼び出し」を行い、同期を確立した後、ステップＳ１０４に進み、機
器情報として通知したリンクキーと同一のリンクキーを利用して認証処理を行う。
【０１７６】
　そして、その認証ができたとき、ステップＳ１０７において、PDA２に認証が成立した
ことを通知し、ステップＳ１０８において、利用するサービスの通知を受信したとき、ブ
ルートゥースによる通信を確立させる。
【０１７７】
　以上のように、機器情報として通知されてきたリンクキーを利用することによっても、
認証を行うことができる。従って、パーソナルコンピュータ１、またはPDA２のユーザは
、双方の機器を近接させるだけで、容易に、かつ迅速にブルートゥースによる通信を開始
させることができる。
【０１７８】
　次に、図１５、および図１６のフローチャートを参照して、パーソナルコンピュータ１
とPDA２の間で通信を確立する一連の処理について説明する。すなわち、図１５、および
図１６に示す処理は、図８、および図１０乃至図１２を参照して説明したものと基本的に
同様の処理である。
【０１７９】
　ステップＳ１４１において、PDA２のリーダライタ１０８を制御する制御プログラム（
以下、適宜、リーダライタ制御プログラム１０８Ａと称する）は、パーソナルコンピュー
タ１のリーダライタ１９を検出するための電磁波の輻射を開始する。
【０１８０】
　そして、ステップＳ１６１において、その電磁波を受信したパーソナルコンピュータ１
のリーダライタ１９を制御する制御プログラム（以下、リーダライタ制御プログラム１９
Ａと称する）は、ステップＳ１６２において、電磁波を受信したことを通知する受信確認
を送信する。
【０１８１】
　その受信確認をステップＳ１４２において受信したPDA２のリーダライタ制御プログラ
ム１０８Ａは、ステップＳ１４３に進み、機器情報の送信要求をリーダライタ１９に送信
する。
【０１８２】
　ステップＳ１６３において、機器情報の送信要求を受信したパーソナルコンピュータ１
のリーダライタ制御プログラム１９Ａは、ステップＳ１６４に進み、図９に示したような
機器情報を送信する。
【０１８３】
　ステップＳ１４４において、PDA２のリーダライタ制御プログラム１０８Ａは、機器情
報を受信し、ステップＳ１４５に進み、ブルートゥース通信機能の起動をパーソナルコン
ピュータ１に要求する。
【０１８４】
　そして、パーソナルコンピュータ１においては、この起動要求がステップＳ１６５でリ
ーダライタ制御プログラム１９Ａにより受信され、ステップＳ１６６に進み、ブルートゥ
ースモジュール２０を制御する制御プログラム（以下、適宜、ブルートゥースモジュール
制御プログラム２０Ａと称する）が起動される。
【０１８５】
　一方、PDA２においても、ステップＳ１４６において、ブルートゥースモジュール１０
９を制御する制御プログラム（以下、適宜、ブルートゥースモジュール制御プログラム１
０９Ａと称する）に対する起動要求が送信される。これに応じて、ステップＳ１２１にお
いて、ブルートゥースモジュール制御プログラム１０９Ａが起動される。
【０１８６】
　パーソナルコンピュータ１の機器情報を取得したリーダライタ制御プログラム１０８Ａ
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は、ステップＳ１４７において、その機器情報をブルートゥースモジュール制御プログラ
ム１０９Ａに通知する。
【０１８７】
　ブルートゥースモジュール制御プログラム１０９Ａは、ステップＳ１２２において、リ
ーダライタ制御プログラム１０８Ａから通知されてきた機器情報を受信し、その機器情報
に基づいて、ステップＳ１２３において、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモ
ジュール制御プログラム２０Ａに対して、「呼び出し」の実行を要求する。
【０１８８】
　ステップＳ１８２において、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制
御プログラム２０Ａは、PDA２から「問い合わせ」の要求を受けたとき、ステップＳ１８
３に進み、それに対して応答する。
【０１８９】
　そして、ステップＳ１２４において、その応答がPDA２のブルートゥースモジュール制
御プログラム１０９Ａにより受信され、パーソナルコンピュータ１とPDA２の間で同期が
確立される。具体的には、ステップＳ１２３、およびステップＳ１２４、並びにステップ
Ｓ１８２、およびステップＳ１８３において、属性情報等の交換が行われ、周波数軸、お
よび時間軸の同期が確立される。
【０１９０】
　ステップＳ１２５において、PDA２のブルートゥースモジュール制御プログラム１０９
Ａからパーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａに対
して、接続要求が送信される。この接続要求には、機器情報に基づいて選択されたサービ
スに関する情報も含まれている。
【０１９１】
　パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａは、ステ
ップＳ１８４において、サービスに関する情報を含む接続要求を受信し、ステップＳ１８
５において、機器情報としてPDA２に通知したものと同一のパスキーを利用して認証処理
を行う。
【０１９２】
　同様に、ステップＳ１２６において、PDA２のブルートゥースモジュール制御プログラ
ム１０９Ａにより認証処理が行われている。
【０１９３】
　パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａは、パス
キーによる認証が成立したとき、ステップＳ１８６において、認証が成立したことをPDA
２に通知し、ブルートゥースによる通信を確立する。
【０１９４】
　一方、PDA２のブルートゥース制御プログラム１０９Ａは、ステップＳ１２７において
、認証が成立したことの通知を受信したとき、ステップＳ１２８に進み、パーソナルコン
ピュータ１とブルートゥースによる通信を確立する。
【０１９５】
　以上においては、PDA２のブルートゥースモジュール制御プログラム１０９Ａがブルー
トゥース通信におけるマスタとされ、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュ
ール制御プログラム２０Ａがスレーブとされているが、同期を確立した後には、適宜、双
方の役割を転換することも可能である。
【０１９６】
　次に、図１７乃至図１９のフローチャートを参照して、非接触ICカード３から通知され
た機器情報により指定される機器との間で、ブルートゥースによる通信を確立する処理に
ついて説明する。この例においては、非接触ICカード３をパーソナルコンピュータ１に近
接させ、非接触ICカード３から通知された機器情報に基づいて、パーソナルコンピュータ
１とアクセスポイント４の間でブルートゥースによる通信を確立させる一連の処理につい
て説明する。
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【０１９７】
　始めに、図１７のフローチャートを参照して、非接触ICカード３に機器情報を書き込む
パーソナルコンピュータ１の処理について説明する。
【０１９８】
　すなわち、非接触ICカード３から読み出した情報に基づいてパーソナルコンピュータ１
とアクセスポイント４の間で通信を開始させるためには、ユーザは、例えば、パーソナル
コンピュータ１等を操作して、アクセスポイント４の機器情報を非接触ICカード３に記憶
させておく必要がある。
【０１９９】
　ステップＳ２０１において、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム
１９Ａは、非接触ICカード３を検出するための電磁波の輻射を開始する。
【０２００】
　例えば、ユーザにより、非接触ICカード３がパーソナルコンピュータ１に近接されたと
き、非接触ICカード３を制御する制御プログラム（以下、適宜、非接触ICカード制御プロ
グラム３Ａと称する）は、ステップＳ２２１において、その電磁波を受信し、ステップＳ
２２２に進み、受信したことを通知する受信確認をパーソナルコンピュータ１に送信する
。
【０２０１】
　非接触ICカード３は、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ１９等から受信した電
磁波により発生された誘起電力に基づいて駆動し、このような受信確認などを送信する。
【０２０２】
　パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａは、ステップＳ２０２
において、非接触ICカード３から送信されてきた受信確認を受信したとき、ステップＳ２
０３に進み、非接触ICカード３に対して、ブルートゥースアドレスの書き込みを要求する
。書き込みが要求されるブルートゥースアドレスは、アクセスポイント４のブルートゥー
スアドレスであり、例えば、ユーザにより、キーボード７が操作されて入力される。
【０２０３】
　ブルートゥースアドレスの書き込み要求を、ステップＳ２２３において受信した非接触
ICカード制御プログラム３Ａは、ステップＳ２２４に進み、それをEEPROM１３４に書き込
み、格納させる。そして、通知されてきたブルートゥースアドレスの書き込みが完了した
とき、非接触ICカード制御プログラム３Ａは、ステップＳ２２５に進み、ブルートゥース
アドレスの書き込みが完了したことをパーソナルコンピュータ１に通知する。
【０２０４】
　パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａは、ステップＳ２０４
において、ブルートゥースアドレスの書き込みが完了したことが通知されてきたとき、ス
テップＳ２０５に進み、次に、パスキーの書き込みを非接触ICカード３に要求する。ここ
で書き込みが要求されるパスキーも、ユーザによりキーボード７が操作されるなどして入
力されたものであり、アクセスポイント４に既に設定されているパスキーと同一のもので
ある。
【０２０５】
　非接触ICカード３の非接触ICカード制御プログラム３Ａは、ステップＳ２２６において
、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａからの要求を受信した
とき、ステップＳ２２７に進み、ブルートゥースアドレスと同様に、通知されてきたパス
キーをEEPROM１３４に書き込み、格納させる。
【０２０６】
　そして、パスキーの書き込みが完了したとき、非接触ICカード制御プログラム３Ａは、
ステップＳ２２８に進み、それをパーソナルコンピュータ１に通知し、処理を終了させる
。
【０２０７】
　一方、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａは、ステップＳ
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２０６において、非接触ICカード制御プログラム３Ａからパスキーの書き込みが完了した
ことに対する通知を受信したとき、処理を終了させる。
【０２０８】
　以上のような書き込みが繰り返されることにより、非接触ICカード３のEEPROM１３４に
は、図９に示したものと同様の、アクセスポイント４に関する機器情報が記憶される。従
って、アクセスポイント４の機器情報が記憶されている非接触ICカード３をパーソナルコ
ンピュータ１に近接させるだけで、パーソナルコンピュータ１とアクセスポイント４の間
でブルートゥースによる通信を確立させることができる。
【０２０９】
　また、以上においては、パーソナルコンピュータ１を操作して、アクセスポイント４の
機器情報を非接触ICカード３に書き込ませるとしたが、アクセスポイント４にリーダライ
タが設けられている場合、そのリーダライタに近接させるだけで、アクセスポイント４の
機器情報が非接触ICカード３に書き込まれるようにしてもよい。当然、PDA２のリーダラ
イタ１０８を利用して、非接触ICカード３に機器情報を書き込むようにしてもよい。
【０２１０】
　次に、図１８、および図１９のフローチャートを参照して、アクセスポイント４の機器
情報が記憶されている非接触ICカード３をパーソナルコンピュータ１に近接させ、パーソ
ナルコンピュータ１とアクセスポイント４の間でブルートゥースによる通信を確立させる
一連の処理について説明する。
【０２１１】
　ステップＳ２６１乃至ステップＳ２６５のパーソナルコンピュータ１のリーダライタ制
御プログラム１９Ａの処理、およびステップＳ２８１乃至ステップＳ２８４の非接触ICカ
ード３の非接触ICカード制御プログラム３Ａの処理は、それぞれ、図１５のステップＳ１
４１乃至ステップＳ１４６のリーダライタ制御プログラム１０８Ａの処理、およびステッ
プＳ１６１乃至ステップＳ１６５のリーダライタ制御プログラム１９Ａの処理と基本的に
同様の処理である。
【０２１２】
　すなわち、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａは、輻射す
る電磁波で非接触ICカード３を検出したとき、ステップＳ２６３において、非接触ICカー
ド３に対して、記憶されている機器情報の送信を要求する。そして、リーダライタ制御プ
ログラム１９Ａは、非接触ICカード３から通知されてきた機器情報を受信したとき、ステ
ップＳ２６５において、ブルートゥース制御プログラム２０Ａを起動させ、ステップＳ２
６６において、ブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａに対して、機器情報を通
知する。
【０２１３】
　一方、非接触ICカード３の非接触ICカード制御プログラム３Ａは、パーソナルコンピュ
ータ１から輻射されている電磁波を受信したとき、図１７の処理により書き込まれたアク
セスポイント４の機器情報をステップＳ２８４においてパーソナルコンピュータ１に送信
し、処理を終了させる。
【０２１４】
　そして、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａ
は、ステップＳ２４２において、アクセスポイント４の機器情報を受信したとき、ステッ
プＳ２４３に進み、その機器情報に含まれているブルートゥースアドレスに基づいて、ア
クセスポイント４に対して「呼び出し」の実行を要求する。
【０２１５】
　そして、それ以降、図１６を参照して説明した、パーソナルコンピュータ１とPDA２の
間で実行される処理と同様の処理が、パーソナルコンピュータ１とアクセスポイント４の
間で実行される。
【０２１６】
　すなわち、アクセスポイント４のブルートゥースモジュール１５９を制御する制御プロ
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グラム（以下、適宜、ブルートゥースモジュール制御プログラム１５９Ａと称する）は、
ステップＳ３０１において、「呼び出し」の要求を受信したとき、ステップＳ３０２に進
み、その要求に対して応答し、パーソナルコンピュータ１との間で同期を確立する。
【０２１７】
　ステップＳ２４５において、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制
御プログラム２０Ａは、非接触ICカード３から通知されてきた機器情報に含まれているサ
ービスレコードに基づいて選択したサービスに関する情報を含む接続要求を、アクセスポ
イント４に送信する。
【０２１８】
　アクセスポイント４のブルートゥースモジュール制御プログラム１５９Ａは、ステップ
Ｓ３０３において、パーソナルコンピュータ１から送信されてきた接続要求を受信したと
き、ステップＳ３０４に進み、非接触ICカード３に記憶されているパスキーと同一のパス
キーを利用して認証を行う。上述したように、例えば、アクセスポイント４のRAM１５３
に保存されているパスキーと、非接触ICカード３に記憶されている機器情報に記述されて
いるパスキーは、ユーザにより、同一のものとなるように設定されている。
【０２１９】
　そして、認証が成立したとき、ブルートゥースモジュール制御プログラム１５９Ａは、
ステップＳ３０５に進み、認証が成立したことをパーソナルコンピュータ１に通知し、ス
テップＳ３０６に進み、ブルートゥースによる通信を確立させる。
【０２２０】
　パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａは、ステ
ップＳ２４７において、その通知を受信し、ステップＳ２４８に進み、ブルートゥースに
よる通信を確立させる。
【０２２１】
　そして、その後、ユーザは、パーソナルコンピュータ１により、アクセスポイント４を
介してネットワーク５に接続することができ、ネットワーク５に展開されている各種のコ
ンテンツを利用することができる。すなわち、ユーザは、非接触ICカード３をパーソナル
コンピュータ１に近接させるだけで、パーソナルコンピュータ１をネットワーク５に接続
させることができる。
【０２２２】
　以上においては、非接触ICカード３を利用して、パーソナルコンピュータ１とアクセス
ポイント４の間での通信を確立させるとしたが、同様に、非接触ICカード３をPDA２に近
接させることによっても、PDA２とアクセスポイント４の間で通信を確立させることがで
きる。
【０２２３】
　また、以上の処理により、非接触ICカードリーダライタ機能を持たないアクセスポイン
ト４との間でも、容易に、かつ迅速に通信を開始させることができる。さらに、PDA２等
を近接させにくい、例えば、屋内の天井などにアクセスポイント４が設置されている場合
においても、非接触ICカード３を利用して、容易に通信を開始させることができる。
【０２２４】
　次に、図２０、および図２１のフローチャートを参照して、パーソナルコンピュータ１
とPDA２の間で通信を確立する、図１の通信システムの他の一連の処理について説明する
。
【０２２５】
　図２０、および図２１に示す処理は、図１５、および図１６に示した処理と基本的に同
様の処理である。すなわち、ステップＳ３４１において、PDA２のリーダライタ制御プロ
グラム１０８Ａは、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ１９を検出するための電磁
波の輻射を開始し、それを受信することに応じてパーソナルコンピュータ１から受信確認
が送信されてきたとき、ステップＳ３４３において、リーダライタ制御プログラム１９Ａ
に対して、機器情報の通知を要求する。
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【０２２６】
　そして、上述したように、サービス等が選択され、パーソナルコンピュータ１との間で
利用可能なサービスが存在するとき、ステップＳ３４５において、リーダライタ制御プロ
グラム１０８Ａは、ブルートゥースモジュール制御プログラム１０９Ａを起動させる。
【０２２７】
　一方、パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａにおいては、PD
A２のリーダライタ１０８から輻射されている電磁波が受信されたとき、ステップＳ３７
４において、パーソナルコンピュータ１の機器情報がPDA２に提供される。
【０２２８】
　ステップＳ３４６において、PDA２のリーダライタ制御プログラム１０８Ａは、ブルー
トゥースモジュール１０９のブルートゥースアドレスをパーソナルコンピュータ１に通知
する。ここで通知されたブルートゥースアドレスは、「呼び出し」のときに取得されたブ
ルートゥースアドレスと同一であるか否かを判定するときに利用される。例えば、「呼び
出し」のときにパーソナルコンピュータ１により取得されたブルートゥースアドレスと、
PDA２のリーダライタ１０８から通知されてきたブルートゥースアドレスが同一でない場
合、「呼び出し」以降の処理が実行されずに、処理は終了される。
【０２２９】
　パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａは、ステップＳ３７５
において、PDA２から通知されてきたブルートゥースアドレスを受信したとき、ステップ
Ｓ３７６に進み、受信確認をPDA２に送信する。また、リーダライタ制御プログラム１９
Ａは、ステップＳ３７７において、ブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａを起
動させる。
【０２３０】
　一方、ステップＳ３４７において、PDA２のリーダライタ制御プログラム１０８Ａは、
パーソナルコンピュータ１から送信されてきた受信確認を受信したとき、ステップＳ３４
８に進み、選択したサービスをパーソナルコンピュータ１に通知する。また、その受信確
認がパーソナルコンピュータ１から送信されてくるため、リーダライタ制御プログラム１
０８Ａは、それをステップＳ３４９において受信する。
【０２３１】
　パーソナルコンピュータ１のリーダライタ制御プログラム１９Ａは、ステップＳ３７８
において、PDA２から通知されてきたサービスを受信したとき、ステップＳ３７９に進み
、受信確認を送信し、ステップＳ３８０において、通知されてきたサービスをブルートゥ
ースモジュール制御プログラム２０Ａに通知し、そのサービスを起動させる。また、リー
ダライタ制御プログラム１９Ａは、ステップＳ３８１において、PDA２から通知されてき
たブルートゥースアドレスをブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａに通知する
。
【０２３２】
　ブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａにおいては、ステップＳ４０３におい
て、PDA２において選択されたサービスが起動され、ステップＳ４０４において、PDA２の
ブルートゥースアドレスが受信される。
【０２３３】
　そして、それ以降、ステップＳ３２３乃至ステップＳ３２８においてPDA２のブルート
ゥースモジュール制御プログラム１０９Ａにより、図１６に示したステップＳ１２３乃至
ステップＳ１２８と同様の処理が実行される。また、ステップＳ４０５乃至ステップＳ４
１１において、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２
０Ａにより、図１６に示したステップＳ１８２乃至ステップＳ１８８と、基本的に同様の
処理が実行される。
【０２３４】
　すなわち、PDA２のブルートゥースモジュール制御プログラム１０９Ａとパーソナルコ
ンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａの間で「呼び出し」が行
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われる。そして、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム
２０Ａは、「呼び出し」において、PDA２からブルートゥースアドレスを取得したとき、
そのブルートゥースアドレスと、ステップＳ４０４において受信したブルートゥースアド
レスを比較し、それらのブルートゥースアドレスが同一の場合にのみ、それ以降の処理を
実行する。
【０２３５】
　そして、パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａ
により、取得された双方のブルートゥースアドレスが同一であると判定されたとき、上述
した処理と同様に、機器情報に含まれているパスキーに基づいて認証処理が行われ、その
認証が成立したとき、選択されたサービスによるブルートゥース通信が確立される。
【０２３６】
　以上のように、ブルートゥースモジュール制御プログラム２０Ａは、リーダライタ制御
プログラム１９Ａから通知されてきたブルートゥースアドレスと、「呼び出し」において
PDA２から取得したブルートゥースアドレスを比較し、一致する場合にのみ、それ以降の
処理を実行するようにしたので、所望しない機器との間で通信が確立されるといったこと
をより確実に抑制することができる。
【０２３７】
　以上においては、パーソナルコンピュータ１とPDA２の間の通信を確立させる場合や、
パーソナルコンピュータ１とアクセスポイント４の間の通信を確立させる場合、すなわち
、１対１の機器間での通信を確立させる場合について説明したが、当然、１つのマスタに
対して、複数のスレーブが接続され、ピコネットやスキャターネットを構成する場合にお
いても、本発明は適用することができる。
【０２３８】
　また、以上においては、特に、パーソナルコンピュータ１とPDA２、或いはアクセスポ
イント４との間での通信を確立させる場合について説明したが、本発明は、様々な機器間
においても適用することができる。
【０２３９】
　例えば、PDA２などの携帯端末と、テレビジョン受像機、カーナビゲーション、自動販
売機、ATM(automatic teller machine)などの機器間においても、上述したような通信シ
ステムを構成することもできる。この場合、少なくとも、いずれかの機器にリーダライタ
が設けられ、他方の機器に、機器情報をリーダライタに提供できる非接触ICカードが設け
られていることにより、ブルートゥースによる通信を確立させることができる。
【０２４０】
　また、いずれか一方がリーダライタを有していれば、携帯電話機同士、またはPDA同士
、PDAとデジタルカメラ、或いはPDAとデジタルビデオカメラなどによるピコネット内同期
の確立処理にも、本発明は適用することができる。
【０２４１】
　さらに、単に機器と機器との接続だけに限らず、リーダライタや非接触ICカードと、ブ
ルートゥースモジュールが、例えば、自動車、電車、船、飛行機などの移動体や、建物内
、或いは街中の至る所に設けられ、そのブルートゥースモジュールを介して、例えば、イ
ンターネットや、LAN(Local Area Network)、或いはWAN(Wide Area Network)などのネッ
トワークに接続することにより、いわゆるユビキタス社会（Ubiquitous Network社会、ま
たはUbiquitous Computing社会）を構成するようにしてもよい。
【０２４２】
　また、無線LAN（IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11b
）などの、ブルートゥース以外の通信においても、本発明は適用することができる。
【０２４３】
　さらに、ブルートゥース以外の通信としては、例えば、IrDA、HomeRF(SWAP)、Wireless
1394などがあり、これらの通信においても、本発明は適用することができる。
【０２４４】
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　また、上述したような非接触ICカードのようにループアンテナを用いて電力伝送および
データ伝送を行う通信方式に代えて、出力を抑え、ブルートゥースなどの通信方式より通
信可能な距離が短くなるように予め設定されている通信方式であれば、いずれの通信方式
を用いるようにしてもよい。例えば、IrDAや、バーコードとバーコードリーダなどを利用
することによっても、上述したような機器情報を、接続対象の機器に提供することができ
る。
【０２４５】
　以上においては、ブルートゥースアドレスに基づいて、通信する機器を識別するとした
が、固有の識別情報であれば、いずれの情報を利用することもできる。
【０２４６】
　例えば、１２８ビットからなるIPv6(Internet Protocol version 6)がそれぞれの機器
に割り振られている場合、マスタである機器は、非接触ICカードや、リーダライタから通
知されたその識別情報に基づいて、通信する機器を特定することができる。
【０２４７】
　また、以上においては、例えば、図１５および図１６を参照して説明したように、ブル
ートゥースによる通信相手の端末の特定は、パーソナルコンピュータ１の非接触ICカード
リーダライタ１９と、PDA２の非接触ICカードリーダライタ１０８との間で送受信された
機器情報に基づいて行われるとしたが、パーソナルコンピュータ１およびPDA２に、この
ように電磁誘導を利用して近距離無線通信を行うモジュールが設けられていない場合であ
っても、通信モジュールの電波の出力電力を制御することにより、通信相手の端末を特定
することができる。
【０２４８】
　以下、通信モジュールから出力される電波の出力電力を制御することにより、通信相手
の端末を特定する通信システムについて説明する。
【０２４９】
　図２２は、電波の出力電力を制御することにより、通信相手の端末を特定する通信シス
テムの構成例を示す図である。
【０２５０】
　例えば、ブルートゥースによる通信相手を特定し、その相手との間で通信を確立する場
合、PDA２は、始めに、通信モジュール５０１（ブルートゥースモジュール）の出力電力
を必要最小限に抑制し、輻射される電波が、例えば、数センチメートルの範囲内にのみ到
達するように制御する。このように、電波の出力電力が抑制される微弱電力モードが設定
されている状態において、通信モジュール５０１は、「Inquiry（問い合わせ）」を繰り
返し行い、その電波の届く範囲（例えば、数センチメートル範囲内）に存在する端末を探
索する。
【０２５１】
　そして、ユーザによりPDA２がパーソナルコンピュータ１に近接または載置され、通信
モジュール５０１により輻射される電波がパーソナルコンピュータ１の通信モジュール５
０２（通信モジュール５０１と同一規格により通信を行うモジュール）により受信された
場合、通信モジュール５０２からは、Inquiryに対する応答が行われるため、通信モジュ
ール５０１は、通信モジュール５０２との間で、Inquiry，Page（呼び出し）を行い、通
信リンクを確立する。ここで確立される通信リンクは、微弱電力モードが設定されている
通信モジュール５０１からの電波が届く、非常に狭い範囲内で有効なものである。
【０２５２】
　従って、通信モジュール５０１は、ある程度離れている場合であっても通信モジュール
５０２との通信が可能となるように、一旦、通信リンクを切断し、通信モジュール５０１
自身の電力モードの設定を、微弱電力モードから通常電力モードに変更した後、既に取得
している情報（近距離でのInquiry，Pageにより取得している情報）に基づいて、再度、
通信モジュール５０２との間で通信リンクを確立する。
【０２５３】
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　再度確立された通信リンクは、通常のブルートゥースによる通信と同様に、例えば、数
十メートルなどの電波の届く範囲内で有効なものとなり、パーソナルコンピュータ１とPD
A２の距離が十分離れている場合であっても、ブルートゥースによる通信が可能となる。
【０２５４】
　以上のように、PDA２に機器情報を送受信するリーダライタが設けられていない場合で
あっても、通信モジュールの出力電力を制御させるようにすることにより、ユーザは、PD
A２をパーソナルコンピュータ１に近接させるだけで、それらの端末の間でブルートゥー
スによる通信を確立させることができる。
【０２５５】
　すなわち、ブルートゥースによる通信が可能な機器がPDA２の周囲に複数存在する場合
であっても、パーソナルコンピュータ１を通信相手の端末として特定し、通信を確立させ
ることができる。
【０２５６】
　なお、通信モジュール５０１の電力モードをシームレスに切り換えることができる場合
、微弱電力モードが設定されているときに確立された通信リンクを一旦切断することなく
、電力モードの設定を微弱電力モードから通常電力モードに切り換えるようにしてもよい
。
【０２５７】
　図２３は、図２２の通信モジュール５０１の詳細な構成例を示すブロック図である。
【０２５８】
　通信モジュール５０１は、ブルートゥースモジュールや無線LANモジュールなどより構
成され、例えば、ブルートゥースモジュールとして構成される場合、その構成は、図４に
示されるブルートゥースモジュール２０（パーソナルコンピュータ１のブルートゥースモ
ジュール）の構成と基本的に同様のものとなる。
【０２５９】
　無線制御部５４１は、切り換えスイッチ５４４を制御し、通信モジュール５０１から外
部の端末に対して情報を送信する場合には、スイッチ５４４Ａを接点ａ側に接続し、一方
、外部の端末から送信されてくる情報を受信する場合には、スイッチ５４４Ａを接点ｂ側
に接続する。
【０２６０】
　また、無線制御部５４１は、入出力インタフェース１０５（図５）を介して行われるCP
U１０１からの制御に基づいて、パワーアンプ５４５の利得を制御し、アンテナ５４７か
ら輻射される電波の到達範囲（出力電力）を制御する。
【０２６１】
　具体的には、無線制御部５４１は、微弱電力モードを設定することがCPU１０１により
指示されている場合、アンテナ５４７から輻射される電波の到達範囲が必要最小限のもの
となるようにパワーアンプ５４５の利得を制御し、一方、通信相手の端末を特定でき、微
弱電力モードから通常電力モードに切り換えることが指示された場合、出力される電波の
到達範囲がより広範囲なものになるようにパワーアンプ５４５の利得を制御する。
【０２６２】
　ベースバンド制御部５４２は、図４のベースバンド制御部８７と同様に、送受信信号の
ベースバンド信号を制御する。変復調処理部５４３は、ベースバンド制御部５４２からの
出力に対して、GFSK変調処理やホッピング周波数に基づくスペクトラム拡散処理などを行
い、得られた信号を、パワーアンプ５４５を介してアンテナ５４７から出力する。また、
変復調処理部５４３は、LNA(Low Noise Amplifier)からの出力に対して、スペクトラム逆
拡散処理やGFSK復調処理を行い、得られた信号をベースバンド制御部５４２に出力する。
【０２６３】
　パーソナルコンピュータ１に設けられる通信モジュール５０２の構成は、図２３に示さ
れる通信モジュール５０１の構成と同様であるため、その説明は省略する。
【０２６４】
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　なお、上述したように、図２２に示される通信システムにおいては、パーソナルコンピ
ュータ１およびPDA２には非接触ICカードリーダライタが設けられていない。
【０２６５】
　次に、図２４のフローチャートを参照して、図２２の通信システムの動作について説明
する。図２４においては、ブルートゥースによる通信相手を特定し、通信を確立する場合
の処理について説明する。
【０２６６】
　例えば、ユーザによりブルートゥースによる通信を開始することが指示されたとき、PD
A２の通信モジュール５０１は、CPU１０１からの制御に基づいて起動し、ステップＳ５０
１において、自分自身の電力モードとして微弱電力モードを設定する。また、通信モジュ
ール５０１は、ステップＳ５０２に進み、Inquiryを繰り返し実行し、近接されている端
末を探索する。
【０２６７】
　ステップＳ５０２で実行されるInquiryにおいては、微弱電力モードが設定され、電波
の到達範囲が必要最小限に抑制されているため、例えば、アンテナ５４７から数センチメ
ートルの範囲内にIQパケット（Inquiryパケット）が繰り返しブロードキャストされる。
【０２６８】
　一方、パーソナルコンピュータ１の通信モジュール５０２は、ステップＳ５２１におい
て、Inquiryスキャン、Pageスキャンを繰り返し実行する状態とし、他の端末から、Inqui
ry，Pageの要求があるまで待機する。
【０２６９】
　ユーザにより、PDA２がパーソナルコンピュータ１に近接され、パーソナルコンピュー
タ１の通信モジュール５０２がPDA２の通信モジュール５０１からの電波の到達範囲内に
あるとき、通信モジュール５０１からブロードキャストされているIQパケットがステップ
Ｓ５２２において通信モジュール５０２により受信される。
【０２７０】
　通信モジュール５０２は、通信モジュール５０１からブロードキャストされているIQパ
ケットを受信したとき、それに応答すべく、ステップＳ５２３に進み、FHSパケットを通
信モジュール５０１に送信する。このFHSパケットには、パーソナルコンピュータ１（ブ
ルートゥースのスレーブ）の属性情報として、パーソナルコンピュータ１のブルートゥー
スアドレスとブルートゥースクロックを表す情報が含まれている。
【０２７１】
　通信モジュール５０２から送信されてきたFHSパケットをステップＳ５０３において受
信したとき、ステップＳ５０４に進み、通信モジュール５０１は、通信モジュール５０２
に対して接続を要求する。
【０２７２】
　すなわち、通信モジュール５０１から通信モジュール５０２に対してIDパケットが送信
され、そのIDパケットと同一のIDパケットが通信モジュール５０２から通信モジュール５
０１に対して送り返されてきたとき、通信モジュール５０１のブルートゥースアドレスお
よびブルートゥースクロックを含む、FHSパケットが通信モジュール５０１から通信モジ
ュール５０２に対して送信される。
【０２７３】
　通信モジュール５０１から送信されたFHSパケットが通信モジュール５０２によりステ
ップＳ５２４において受信されたとき、通信モジュール５０１と通信モジュール５０２の
間で周波数軸（周波数ホッピングパターン）および時間軸（タイムスロット）の同期が確
立され、データリンク（通信リンク）が確立された状態となる（State 1）。
【０２７４】
　例えば、通信モジュール５０２と通信モジュール５０１との間で、初めてブルートゥー
スによるデータリンクが確立された場合、ステップＳ５０５において、通信モジュール５
０１は、PIN(Personal Identification Number)コードを通信モジュール５０２に対して
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送信し、相互に認証を行う。
【０２７５】
　通信モジュール５０１から送信されてきたPINコードは、ステップＳ５２５において、
通信モジュール５０２により受信され、その後、PINコードと乱数などに基づいて、通信
モジュールと通信モジュール５０２との間で、各種のリンクキーが設定される。
【０２７６】
　なお、PINコードの送受信は、通信モジュール５０２から通信モジュール５０１に対し
て提供された公開鍵により暗号化されてから行われるようにしてもよい。すなわち、この
場合、通信モジュール５０２は、通信モジュール５０１に提供する公開鍵に対応する秘密
鍵を自ら管理している。これにより、セキュリティを向上させることができ、より確実に
、パーソナルコンピュータ１とPDA２の間でのみブルートゥースによる通信を実行させる
ことができる。
【０２７７】
　以上のようにして確立された通信リンクは、微弱電力モードが設定されている通信モジ
ュール５０１からの電波が届く、数センチメートルの範囲内で有効なものであるため、通
信モジュール５０１は、ある程度離れている場合であっても通信モジュール５０２との通
信が可能となるように、ステップＳ５０６において、通信モジュール５０２に対してデー
タリンクの一時的な切断を要求する。このとき、通信モジュール５０２のブルートゥース
アドレスやPINコード等の、それまでの処理により取得された情報は通信モジュール５０
１に保存される。
【０２７８】
　その要求をステップＳ５２６において受信した通信モジュール５０２は、通信モジュー
ル５０１と同様に、それまでに取得された通信モジュール５０１のブルートゥースアドレ
スやPINコード等の情報を保存し、データリンクを切断する（State 2）。
【０２７９】
　通信モジュール５０１は、ステップＳ５０７において、再度、通信モジュール５０２と
データリンクを確立すべく、CPU１０１からの制御に基づいて、出力電力の電力モードを
通常電力モードに設定する。これにより、例えば、数十メートルの範囲まで、通信モジュ
ール５０１からのブルートゥースの電波が到達することになる。
【０２８０】
　また、通信モジュール５０１は、ステップＳ５０８に進み、データリンクを切断する直
前に保存していた情報に基づいて、パーソナルコンピュータ１を通信相手の端末として特
定し、通信モジュール５０２に対して接続を要求する。
【０２８１】
　この要求がステップＳ５２７において通信モジュール５０２により受信され、お互いの
端末において設定が行われることにより、通信モジュール５０１と通信モジュール５０２
の間でデータリンクが確立した状態、すなわち、通常電力モードが設定されている通信モ
ジュール５０１からの電波が届く、例えば、数十メートルの範囲内でブルートゥースによ
る通信が可能な状態となる（State 3）。
【０２８２】
　以上のようにして近接された端末を通信相手の端末として特定する図２２の通信システ
ムが図１の通信システムに適用されることにより、仮に、非接触ICカードリーダライタが
設けられていない場合であっても、ユーザは、単に、PDA２をパーソナルコンピュータ１
に近づけるだけで、それらの端末の間で通信を開始させることができる。
【０２８３】
　また、同様にして、ユーザは、PDA２をアクセスポイント４に近接させるだけで、それ
らの機器の間にデータリンクを確立させ、アクセスポイント４を介してネットワーク５に
接続することができる。
【０２８４】
　図２５は、図２２の通信システムの他の動作を説明するフローチャートであり、この処
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理においては、通常電力モードによるデータリンクを確立する前に、通信相手の端末（例
えば、パーソナルコンピュータ１）をユーザに確認させるべく、通信相手の機器の外観画
像がPDA２に表示されるようになされている。
【０２８５】
　PDA２によるステップＳ５４１乃至Ｓ５４５の処理、および、パーソナルコンピュータ
１によるステップＳ５６１乃至Ｓ５６５の処理は、図２４のステップＳ５０１乃至Ｓ５０
５の処理、および、ステップＳ５２１乃至Ｓ５２５の処理とそれぞれ同様である。
【０２８６】
　すなわち、微弱電力モードにより、例えば、数センチメートルの範囲内でのみ通信が可
能なデータリンクが確立され、PDA２の通信モジュール５０１から送信されたPINコードが
パーソナルコンピュータ１の通信モジュール５０２により受信される。
【０２８７】
　通信モジュール５０２は、PINコードを受信したとき、ステップＳ５６６において、予
め用意されているパーソナルコンピュータ１の外観画像を通信モジュール５０１に送信す
る。
【０２８８】
　通信モジュール５０２から送信された外観画像は、ステップＳ５４６において、通信モ
ジュール５０１により受信され、PDA２の図示せぬフラッシュメモリ等に保存される。
【０２８９】
　通信モジュール５０１は、ステップＳ５４７において、微弱電力モードによるデータリ
ンクの切断を通信モジュール５０２に対して要求し、一時的にデータリンクを切断した後
、ステップＳ５４８に進み、通常電力モードを設定する。
【０２９０】
　PDA２のCPU１０１は、ステップＳ５４９において、保存しておいた画像データに基づい
て、パーソナルコンピュータ１の外観画像をLCD１０６に表示させる。これにより、ユー
ザは、通常電力モードによりデータリンクを確立する通信相手の端末を予め確認すること
ができる。
【０２９１】
　例えば、ステップＳ５５０において、LCD１０６に表示された外観のパーソナルコンピ
ュータ１に接続することがユーザにより指示されたとき、ステップＳ５５１に進み、通信
モジュール５０１は、通常電力モードによる接続を通信モジュール５０２に対して要求す
る。
【０２９２】
　その要求が通信モジュール５０２により受信されたとき、通常電力モードによるデータ
リンクが確立される（State 3）。
【０２９３】
　以上のように、微弱電力モードによるデータリンクが確立されたときに送信されてきた
データに基づいて、端末の外観画像が表示されるようにすることにより、より確実に、ユ
ーザが所望する通信相手の端末との間で通信を確立させることができる。
【０２９４】
　なお、以上においては、微弱電力モードによる通信が確立されたときに、通信相手の機
器を表す情報として外観画像が送信されるとしたが、それ以外にも、通信相手の機器の名
称などの各種の特徴情報が送信され、ユーザに提示されるようにしてもよい。
【０２９５】
　また、通信相手の機器に関する音声情報が送信され、それに基づく音声案内が出力され
るようにすることにより、音声情報が受信された機器に表示部が設けられていない場合で
あっても、接続する機器に関する情報をユーザに予め提示することが可能となる。
【０２９６】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェア
により実行させることもできる。
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【０２９７】
　一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエアを構成するプ
ログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプロ
グラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば、汎用の
パーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０２９８】
　この記録媒体は、図２に示すように、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを提供す
るために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク２２（フロッピディスク
を含む）、光ディスク２３（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)，DVD(Digital Ver
satile Disk)を含む）、光磁気ディスク２４（MD（登録商標）(Mini-Disk)を含む）、も
しくは半導体メモリ２５などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、
装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているRO
M１２や記憶部１８などで構成される。
【０２９９】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０３００】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表わ
すものである。
【図面の簡単な説明】
【０３０１】
【図１】本発明を適用した通信システムの構成例を示す図である。
【図２】図１のパーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【図３】図２のICカードリーダライタの構成例を示すブロック図である。
【図４】図２のブルートゥースモジュールの構成例を示すブロック図である。
【図５】図１のPDAの構成例を示すブロック図である。
【図６】図１の非接触ICカードの構成例を示すブロック図である。
【図７】図１のアクセスポイントの構成例を示すブロック図である。
【図８】図１のPDAの処理を説明するフローチャートである。
【図９】機器情報の例を示す図である。
【図１０】図１のパーソナルコンピュータの処理を説明するフローチャートである。
【図１１】図１のPDAの他の処理を説明するフローチャートである。
【図１２】図１のパーソナルコンピュータの他の処理を説明するフローチャートである。
【図１３】図１のPDAのさらに他の処理を説明するフローチャートである。
【図１４】図１のパーソナルコンピュータのさらに他の処理を説明するフローチャートで
ある。
【図１５】図１の通信システムの処理を説明するフローチャートである。
【図１６】図１の通信システムの処理を説明する、図１５に続くフローチャートである。
【図１７】図１のパーソナルコンピュータと非接触ICカードの間で行われる処理を説明す
るフローチャートである。
【図１８】図１の通信システムの他の処理を説明するフローチャートである。
【図１９】図１の通信システムの他の処理を説明する図１８に続くフローチャートである
。
【図２０】図１の通信システムのさらに他の処理を説明するフローチャートである。
【図２１】図１の通信システムのさらに他の処理を説明する図２０に続くフローチャート
である。
【図２２】通信システムの構成例を示す図である。
【図２３】図２２の通信モジュールの構成例を示すブロック図である。
【図２４】図２２の通信システムの動作を説明するフローチャートである。
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【図２５】図２２の通信システムの他の動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０３０２】
　１　パーソナルコンピュータ，　２　PDA，　３　非接触ICカード，　４　アクセスポ
イント，　１１　CPU，　１２　ROM，　１３　RAM，　１８　記憶部，　１９　非接触IC
カードリーダライタ，　２０　ブルートゥースモジュール，　２２　磁気ディスク，　２
３　光ディスク，　２４　光磁気ディスク，　２５　半導体メモリ，　１０１　CPU，　
１０２　ROM，　１０３　RAM，　１０８　非接触ICカードリーダライタ，　１０９　ブル
ートゥースモジュール

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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