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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて、第１の電子デバイス（３０）と第２の電子デバイス（１）
とをＢｌｕｅｔｏｏｔｈペアリングする方法であって、
　前記第１の電子デバイスと前記第２の電子デバイスとを互いに近傍となる位置に配置す
るステップと、
　前記第２の電子デバイスから問い合わせ信号を送信するステップと、
　ユーザ操作を必要とすることなく、前記問い合わせ信号を検出すると、前記第１の電子
デバイスから問い合わせの応答信号を前記第２の電子デバイスへ送信するステップと、
　ユーザ操作を必要とすることなく、前記第１の電子デバイスが前記問い合わせ信号に応
答する最初のデバイスであることに基づいて、前記第２の電子デバイスが前記第１の電子
デバイスと高レベルの認証接続を確立するステップと、
　ユーザ操作を必要とすることなく、前記第２の電子デバイスから前記第１の電子デバイ
スへプライベートキーを前記高レベルの認証接続を用いて送信するステップと、
　ユーザ操作を必要とすることなく、共通の固有パスキーを生成するステップと、
　ユーザ操作を必要とすることなく、前記第１の電子デバイスが前記固有パスキーを用い
てＢｌｕｅｔｏｏｔｈペアリングを開始するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記問い合わせ信号は、第１電力レベルに制限された出力電力を有し、
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　前記第１電力レベルは、前記無線通信システムにおいて、標準の信号電力レベルよりも
低いことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１電力レベルは、前記問い合わせ信号が検出可能な範囲内の最大距離（Ｒ２）に
相当し、前記近傍は、最大でも前記最大距離となることを特徴とする請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記問い合わせ信号は、時間の経過とともに増加する出力電力を有することを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の電子デバイスは、時間とともに増加する前記問い合わせの応答信号を検出し
うる検出感度を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の電子デバイスと前記第２の電子デバイスとを互いに近傍となる位置に配置す
るステップが実行された後に、前記第２の電子デバイスにおける通信機能を起動させるス
テップを
さらに含むことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記高レベルの認証接続を確立するステップは、
　前記認証接続を確立した後に、前記第２の電子デバイスが前記第１の電子デバイスにペ
アリングを開始することを要求するステップを
含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の電子デバイスへ前記プライベートキーを送信するステップに先立って、
　前記第２の電子デバイスのメモリから前記プライベートキーを取り出すステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記共通の固有パスキーを生成するステップに先行して、前記第１の電子デバイスが前
記プライベートキーを用いて前記第２の電子デバイスが信頼された電子デバイスであるこ
とを検証するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１電力レベルが－５０ｄＢｍ以下であることを特徴とする請求項２に記載の方法
。
【請求項１１】
　第１の問い合わせの応答信号を受信すると前記問い合わせ信号の送信を中断するステッ
プを
さらに含むことを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の電子デバイスは、移動電話（３０）であることを特徴とする請求項１乃至１
１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２の電子デバイスは、無線ハンズフリーデバイス（１）であることを特徴とする
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　　前記第１の電子デバイスは、コンピュータであり、
　　前記第２の電子デバイスは、マウスであることを特徴とする請求項１乃至１１の何れ
か１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の電子デバイスに電源が投入されると、該第２の電子デバイスから前記問い合
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わせ信号の送信を開始するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスであるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）デバイスのペアリング
方法及びデバイスに関する。特に、本発明は、デバイスの付属品とデバイスとのペアリン
グ、例えば、ヘッドセットと携帯電話のペアリング処理に関する。より詳細には、本発明
は、セキュリティレベルの高い自動ペアリングの方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の電子デバイス間における通信のためのシステム及びプロトコルは、長年の間、多
くの異なる形式で提供されてきた。近年では、複数の電子デバイス間における短い距離で
の無線通信のためのシステムを、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈという名で標準化する試みがなされ
ている。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、基本的に、個人的なエリアにおけるワイヤレスでのネッ
トワーク技術である。このネットワーク技術は、主に複数の移動デバイスの間で、短い距
離で行われるデジタル音声及びデータの伝送のためのオープンスタンダードである。移動
デバイスには、ノート型パソコン、携帯情報端末（ＰＤＡ）及び移動電話などがある。ま
た、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、移動デバイスと固定された機器との間でも用いられ、さらに
、複数の固定された機器、例えば、プリンタ、コンピュータ、ファックスなどの間でも用
いられる。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、ポイントツーポイント及びポイントツーマルチポイン
トのアプリケーションをサポートする。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、通常、１０メートルの距
離内で７２０Ｋｂｐｓのデータ伝送を提供し、出力を増大させることで１００メートルま
での距離でデータ伝送を提供する。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、許可不要の２．４ＧＨｚ帯域
において、壁や他の非金属の障害物を通じて送信しうる全方向の無線電波を用いる。
【０００３】
　２つのデバイスの間でＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を使うために、２つのデバイスは、最初
に、信頼された関係を構築する必要がある。これは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのペアリング処
理（ボンディング処理と呼ばれることもある。）を通じて行われる。ペアリング処理が行
われている間、単一かつ同一のパスキーが両方のデバイスに入力される。移動電話と無線
ヘッドセットを用いる例では、ユーザは、最初に、２つのデバイスが互いにＧＳＭのサブ
スクリプションが保護されていて、かつ、音声通話のための整合性が保たれていることを
確実にするためにペアリングを行う。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは通常、少なくとも１０ｍの通
信距離を有するため、ユーザは、正しくデバイスが接続されたことを保証するために接続
が確立されていることを確認する必要がある。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスの中には、例
えばヘッドセットのように、ユーザインタフェースを備えないデバイスがあり、それゆえ
、これらは固定のパスキーを用いる。計算を簡略化するために、パスキーの値は全てのサ
ンプルで同一である場合もある。例えば、全てのソニーエリクソンのヘッドセットでは、
この値が”００００”となる。
【０００４】
　移動電話とヘッドセットとをペアリングするための代表的な解決方法において、ペアリ
ング処理は、以下のステップを含む。
・ヘッドセットを発見可能及びペアリング可能な状態とする。例えば、単純にヘッドセッ
トの電源を投入する。
・移動電話からペアリングの手続きを開始する。
・ペアリングの手続きを開始した結果として発見されたデバイスのリストから、ペアリン
グするヘッドセットを選択する。
・ペアリングするために、ヘッドセットに対応するパスキーを入力する。ここでは、例え
ば、これらのデバイスの種類に対応する標準のパスキーが用いられる。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現状の解決方法の問題点は、ユーザにとって不慣れな決定などが含まれているため、全
ての必要なステップを行うことに対して、多くのユーザが、非常に、操作が直感的でなく
、かつ、煩わしいと感じることである。また、それらのステップの１つで何らかの問題が
発生した場合、その問題を是正することは困難である。さらに、特定の種類のデバイス、
例えばハンズフリーのヘッドセットのようなデバイスの全てで、変更不可能な同一のパス
キーを用いることは、セキュリティレベルを低下させていると考えられる。
【０００６】
　本発明の目的は、デバイスと付属品とのペアリングの手順を簡略化することである。こ
の目的の態様は、高レベルなセキュリティでの簡略化されたペアリング処理の解決方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の形態によれば、この目的は、無線通信システムにおいて、第１の電子デバイスと
第２の電気デバイスとのペアリング処理の方法によって実現される。本方法は、第１の電
子デバイスと第２の電子デバイスとを互いに近傍となる位置に配置するステップと、第２
の電子デバイスから問い合わせ信号を送信するステップと、問い合わせ信号を検出すると
、第１の電子デバイスから問い合わせの応答信号を送信するステップと、第１の電子デバ
イスが問い合わせ信号に応答する最初のデバイスであることに基づいて、第１の電子デバ
イスと第２の電子デバイスとの間でポイントツーポイント接続を開始するステップとを含
む。
【０００８】
　また、問い合わせ信号は、第１電力レベルに制限された出力電力を有し、第１電力レベ
ルは、無線通信システムにおいて、標準の信号電力レベルよりも低いことが好ましい。
【０００９】
　一の実施形態において、第１電力レベルは、問い合わせ信号が検出可能な範囲内の最大
距離（Ｒ２）に相当し、近傍は、最大でも最大距離となることが好ましい。
【００１０】
　他の実施形態において、問い合わせ信号は、時間の経過とともに増加する出力電力を有
ることが好ましい。
【００１１】
　異なる実施形態において、第２の電子デバイスは、時間とともに増加する問い合わせの
応答信号に対する検出感度を有することが好ましい。
【００１２】
　また、本方法は、第１の電子デバイスと第２の電子デバイスとを互いに近傍となる位置
に配置するステップを実行した後に、第１の伝芝いすにおける通信機能を起動させるステ
ップと、第２の電子デバイスにおける通信機能を起動させるステップとをさらに含むこと
が好ましい。
【００１３】
　一の実施形態において、ポイントツーポイント接続を開始するステップは、第２の電子
デバイスが第１の電子デバイスと認証接続を確立するステップを含むことが好ましい。
【００１４】
　一の実施形態において、認証接続を確立するステップは、認証接続を確立した後に、第
２の電子デバイスが第１の電子デバイスにペアリングを開始することを要求するステップ
を含むことが好ましい。
【００１５】
　また、認証接続を確立するステップは、メモリからプライベートキーを取り出すステッ
プと、第１の電子デバイスにプライベートキーを送信するステップとを含むことが好まし
い。
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【００１６】
　一の実施形態において、第１の電子デバイスがプライベートキーを用いて第２の電子デ
バイスが信頼された電子デバイスであることを検証するステップをさらに含むことが好ま
しい。
【００１７】
　また、共通の固有パスキーを作成するために、高レベルな認証プロトコルを用いるステ
ップと、第１の電子デバイスがパスキーを用いてペアリングを開始するステップとをさら
に含むことが好ましい。
【００１８】
　一の実施形態において、第１電力レベルが－５０ｄＢｍ以下であることが好ましい。
【００１９】
　また、第１の問い合わせの応答信号を受信すると問い合わせ信号の送信を中断するステ
ップをさらに含むことが好ましい。
【００２０】
　より好ましい実施形態において、無線通信システムは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈであること
が好ましい。
【００２１】
　一の実施形態において、第１の電子デバイスは、移動電話（３０）であることが好まし
い。
【００２２】
　一の実施形態において、第２の電子デバイスは、無線ハンズフリーデバイス（１）であ
ることが好ましい。
【００２３】
　第２の形態によれば、上記目的は、無線通信システムにおいて、電子デバイス（１）と
他のデバイスとをペアリングするメカニズムによって実現される。本メカニズムは、電子
デバイスは、問い合わせ信号を送信するための信号送信機と、問い合わせの応答信号を受
信するための信号受信機とを含み、電子デバイスは、他のデバイス（３０）が問い合わせ
信号に応答する最初のデバイスとなるに基づいて、他のデバイスとポイントツーポイント
接続を開始するための開始手段をさらに含むことが好ましい。
【００２４】
　一の実施形態において、信号送信機は、第１電力レベルに制限される出力電力を有する
問い合わせ信号を送信するための送信手段を含み、第１電力レベルは、無線通信システム
において、標準の信号電力レベルよりも低いことが好ましい。
【００２５】
　一の実施形態において、第１電力レベルは、問い合わせ信号が検出可能な範囲内の最大
距離（Ｒ２）に相当し、近傍は、最大でも最大距離となることが好ましい。
【００２６】
　一の実施形態において、信号送信機は、時間の経過とともに増加する出力電力を有する
問い合わせ信号を送信するための送信手段を含むことが好ましい。
【００２７】
　一の実施形態において、信号受信機は、時間とともに増加する問い合わせの応答信号に
対する検出感度を有することが好ましい。
【００２８】
　また、信号送信機は、デバイスの通信機能を起動させると、問い合わせ信号の送信を開
始させることが好ましい。
【００２９】
　一の実施形態において、電子デバイスは、他の電子デバイスと認証接続を確立するため
の認証手段を含むことが好ましい。
【００３０】
　また、電子デバイスは、認証接続を確立した後に、他のデバイスにペアリングを開始す
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ることを要求するための要求手段を含むことが好ましい。
【００３１】
　一の実施形態において、電子デバイスは、電子デバイスのためのプライベートキーを格
納するデータメモリーと、
　データメモリーからプライベートキーを取り出すための取り出し手段と、他の電子デバ
イスにプライベートキーを送信するための送信手段とを含むことが好ましい。
【００３２】
　一の実施形態において、認証手段は、高レベルな認証プロトコルを用いて、共通の固有
なペアリングパスキーを作成させる手段を含むことが好ましい。
【００３３】
　また、第１電力レベルは、－５０ｄＢ以下であることが好ましい。
【００３４】
　より好ましい実施形態において、電子デバイスは、第１の問い合わせの応答信号を受信
すると問い合わせ信号の送信を中断するための手段を含むことが好ましい。
【００３５】
　一の実施形態において、無線通信システムは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈであることが好まし
い。
【００３６】
　一の実施形態において、電子デバイスは、ヘッドセット（１）であることが好ましい。
【００３７】
　一の実施形態において、他のデバイスは、移動電話（３０）であることが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下では、添付の図面を参照して、より詳細に本発明について説明する。なお、ここで
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのような、直接的に短い距離で実行される無線通信を用いて、相
互接続可能な電子デバイスの分野に関して説明する。これらのデバイスは、無線局と無線
通信を行う全ての移動無線端末を含む。無線局は、移動端末、又は、例えば固定された基
地局であってもよい。したがって、用語「無線端末」は、移動電話、ポケベル、通信装置
、電子手帳、スマートフォン、ＰＤＡ（携帯情報端末）及びＤＥＣＴ（Ｄｉｇｉｔａｌ 
Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｃｏｒｄｌｅｓｓ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ）端末という意味を含む。本発
明が適用可能な電子デバイスには、さらに、デスクトップコンピュータ、ファクシミリ、
プリンタなどの固定されたデバイスが含まれる。これらの固定されたデバイスでは、直接
的に短い距離での無線通信を用いて、モバイル機器との通信接続が可能である。さらに、
「構成されている」又は「構成する」という用語は、ここで記載される詳細な説明及び添
付の請求項において機能、要素又はステップを含むということを示す場合、明確に規定さ
れるわけではなく、他の機能、要素又はステップの存在を除くことと解釈されるものでは
ない。
【００３９】
　以下では、添付の図面を参照して、実施形態の例について説明する。本発明は、主に、
第１の電子デバイスを移動電話として、第２の電子デバイスを受信側のアクセサリ、例え
ば、ヘッドセットやハンズフリーキットとして説明する。それらのデバイスは、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ接続のような無線通信を行う手段が設けられている。
【００４０】
　図１は、本発明の典型的なシステムの概略を示す図である。ここで、ヘッドセット１は
、第１タイプの送信リンク３６を介して、無線電話３０とオーディオデータの送受信を行
う。無線電話３０は、第２タイプの送信リンクを介して、移動電話システムの基地局３８
と通信を行う。通信端末は、無線通信を行うセルラー移動電話３０の形態で示される。通
信端末３０は、胴体若しくは筐体３４、ユーザの音声入力を伝達するマイクロホン３２及
びユーザの音声出力を伝達するスピーカ３３を有している。キー、ボタン又はそのような
デバイスのセットは、データ入力インタフェース３５を構成する。また、それらのセット
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は、確立された技術に従って、例えば、ダイヤルすることに用いられる。また、通信端末
３０には、ディスプレイ３１を構成するデータ出力インタフェースがさらに含まれる。こ
の出力インタフェースは、当業者によく知られた方法で、通信情報やアドレスリスト等を
表示する。無線通信端末３０は、無線送信装置及び受信装置を含み、アンテナが取り付け
られている。これらの装置では、例えば、ＮＭＴ、ＰＤＣ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ又はＷＣＤ
ＭＡによって定義されたエアインタフェースを介して、基地局３８と通信を行うために、
従来のスタブアンテナ又は内蔵式の目立たないアンテナデバイスなどが筐体３４の中に実
装されている。本実施形態において、通信端末３０は、それ自身のオーディオインタフェ
ース３２、３３を備えることにより、ヘッドセット１がなくとも十分に使用可能である。
他の実施形態において、通信端末３０は、ヘッドセット１を使用することによって、オー
ディオ信号を伝達可能であるものとして、スピーカ３３及びマイクロホン３２の少なくと
も一方を欠いてもよい。
【００４１】
　ヘッドセット１と通信端末３０との間の通信は、端末３０とネットワーク基地局３８と
の間の通信インタフェースとは異なる送信インタフェースを用いて実現されることが望ま
しい。さらに具体的には、送信リンク３６を介した通信は、短距離無線を介して実現され
ることが望ましい。さらに、短距離無線はＢｌｕｅｔｏｏｔｈであることが望ましい。
【００４２】
　図２は、本発明の実施形態に係るデバイスの自動ペアリング処理の手順を示す図である
。本実施形態において、第１の電子デバイスは移動無線端末３０の形態で提供されており
、第２の電子デバイスはコードレスのヘッドセット又はハンズフリーデバイス１として提
供される。通信端末３０及びヘッドセット１の両方は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのトランシー
バ手段で提供され、それ故、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのトランシーバ手段で通信接続される。
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、通常、約１０ｍの通信距離を有する。このことは、ヘッドセット
１の通信範囲に、いくつかの異なるＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスが存在しうることを意味
している。また、ペアリング処理がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信において重要な要素である理
由のひとつである。図２において、通常のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信におけるヘッドセット
１の通信距離Ｒ１は、通信範囲５０を決定する。通信範囲５０の一部は、図２の破線によ
って示される。通信端末３０と第２の通信端末４０とは、通信範囲５０の中に位置する。
本発明は、ペアリング処理の間、２つのデバイスが相互に作用することで、ユーザが関わ
る必要を取り除くことによって従来技術の問題を解決し、従来技術を超える利点をもたら
す。さらに、正しいデバイス同士、このケースでは端末３０とヘッドセット１とがペアリ
ングされるように、安全なペアリング処理が提供される。ユーザが理解する必要のある全
てのことは、少なくとも一方のデバイスでＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機能が起動されたときに、
２つのデバイスが互いに近い距離に配置される必要があるということである。
【００４３】
　本実施形態において、端末３０とヘッドセット１とをペアリングするためにユーザが行
う必要のある手続きのステップについて、以下に記載する。
 ユーザは、端末３０とヘッドセット１とを、例えば、それぞれの手に１つずつ持つなど
して、互いに近傍となる位置に配置する。
・端末３０が発見可能で、かつ、ペアリング可能な状態で、ユーザは、ペアリング処理が
なされていない端末３０のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機能を起動する。このステップは、上述し
た第１ステップの前に実行されてもよい。
・ユーザはペアリングされていないヘッドセット１の電源を入れる。
・端末３０及びヘッドセット１がペアリング処理を自動的に行い、ユーザには、例えば、
音や文字表示を通じて、成功結果が通知される。或いは、端末インタフェースを用いたユ
ーザ確認が含まれてもよい。
【００４４】
　本発明は、ヘッドセットの電源が投入されることによって開始され、上述した第３ステ
ップの間に起こることを含む。
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【００４５】
　本実施形態において、鍵となる要素は、ヘッドセット１から問い合わせ信号を送信する
ときに、例えば－５０ｄＢｍといった極めて低い出力電力を用いることである。つまり、
出力電力は、ヘッドセット１の通信距離Ｒ２に反映される。図２において、通信距離Ｒ２
は円で示されており、この円は、低い電力モードで送信するときのヘッドセット１におけ
る通信範囲６０を定義する。標準の送信範囲Ｒ１よりも相当に小さい通信距離Ｒ２は、例
えば、２ｍ、１ｍ、０．５ｍ又はそれより小さくともよい。
【００４６】
　通信距離Ｒ２を定義する低い電力モードにおいて、ヘッドセット１から問い合わせ信号
が送信されると、通信範囲６０の中に位置する動作中のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスは、
何れも、応答信号を生成して送信する。上述した低い電力モードを用いることにより、複
数のデバイスが通信範囲６０に位置する確率は極めて低くなる。言うまでもなく、電力が
さらに低ければ、すなわち範囲Ｒ２より小さければ、他のデバイスから複数の問い合わせ
の応答信号を受信する確率はさらに低くなる。
【００４７】
　ヘッドセット１が第１の問い合わせの応答信号を受信すると、ヘッドセット１は問い合
わせ処理を中止し、応答信号を送信したデバイスとの呼び出し（ｐａｇｉｎｇ）を開始す
る。本実施形態において、通信端末３０は通信範囲６０の中に存在する唯一のデバイスで
あり、したがって、問い合わせの応答信号を送信するデバイスであろう。この問い合わせ
の応答信号がヘッドセット１によって検出されると、問い合わせ信号の送信は中断される
。このように、ヘッドセット１は、最も近傍となる位置のデバイスとの通信を構築する。
【００４８】
　より高度な実施形態において、問い合わせ信号の送信は、通信距離Ｒ２（ｔ）が時間の
経過とともに広がるように、出力電力を増加させながら実行される。ゼロ又は極めて低い
最初の出力電力値から始まり、出力信号は、特定の比率で増加される。これは、最大の通
信範囲Ｒ１に相当する最大の出力電力に達するまで、或いは、最初の問い合わせの応答信
号が検出されるまで増加される。このように、図示された通信端末３０のような最も近傍
となる位置のＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイスを発見して接続することを、さらに高い確度で
達成しうる。
【００４９】
　さらに他の実施形態において、低い出力電力の代わりに、問い合わせの応答信号を検出
するのための検出感度を減衰させてもよい。この実施形態において、問い合わせ信号は、
ヘッドセット１から最大の電力又は予め定められたより低い電力レベルで送信される。さ
らに、特定の通信距離Ｒ２に相当する特定の電力の信号のみを検知するように入力信号セ
ンサの感度が減衰される。さらに、この実施形態は、時間に依存する機能を用いてもよい
。これは、問い合わせの応答信号を検出する検出感度の減衰量が特定の割合で減少するこ
とによって、検出感度と通信距離Ｒ２とが増加することにより実現される。
【００５０】
　通信端末３０が呼び出しに応答すると、ヘッドセット１は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ Ｌ２ＣＡＰプロトコルの上に、何らかの標準の安全なプロトコル又は他のタイプのプ
ロトコルを用いて、ＨＬＡ（ハイ・レベル・オーセンティケーション：高レベルの認証）
の通信端末３０への接続を確立することが好ましい。使用可能な安全なプロトコルの例に
ついては、”Ｅｎｔｉｔｙ ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ ｕｓｉｎｇ ｐｕｂｌｉｃ ｋ
ｅｙ ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｙ”，ＦＩＰＳ　ＰＵＢ１９６、”Ｅｎｔｉｔｙ ａｕｔｈ
ｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ ｕｓｉｎｇ ａ ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｉｃ ｃｈｅｃｋ ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ”， ＩＳＯ ９７９８０４及びＴＬＳ， ”Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙｅｒ 
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ” ｐｒｏｔｏｃｏｌ ｖ．１．０， ＲＦＣ２２４６を参照されたい。
・ＨＬＡコネクション上で、ヘッドセット１は、通信端末３０にペアリングの開始を要求
する。
ヘッドセット１は、メモリからプライベートキーを取り出し、通信端末３０にそのプライ
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・続いて、通信端末３０は、ヘッドセット１が証明書及びプライベートキーを使用して信
頼のあるデバイスであるかを検証する。
・高いレベルの認証を用いて、通信端末３０及びヘッドセット１は、共通の固有パスキー
を作成する。パスキーは、１６の予測できない文字で構成されることが望ましい。これに
より、通信端末３０は、新たに引き出されたパスキーを使用してペアリングを開始する。
【００５１】
　本発明は、ペアリング処理から以下に記載する３つの煩わしいユーザの作業ステップを
取り除く。
１．ユーザは手動でペアリング処理を開始させる必要がない。より好ましい実施形態にお
いては、自動のペアリングが、ペアリングされるデバイスの少なくとも１つの電力を投入
することで実行される。通常、電子デバイスとペアリングされる付属品は、そのデバイス
と近傍となる位置に保持された状態で電源が投入される。一例として、移動電話における
電子デバイスの付属品として用いられるヘッドセットがある。他の例として、コンピュー
タにおける電子デバイスの付属品として用いられるマウスがある。一方、電子デバイスは
、既に電源が投入されていてもよい。
２．ユーザは、検索されたデバイスのリストからデバイスを選択する必要がない。これは
、ペアリングの相手として最も近傍に位置する１つのデバイスが自動的に検索されて選択
されるためである。
３．ユーザは、手動でパスキーを入力する必要がない。これは、キーの送信がペアリング
されるデバイスの間で自動的に実行されるためである。
【００５２】
　同時に、本発明は、ペアリング処理を、従来技術の解決法よりも大いに簡略化させる。
したがって、技術に詳しくない普通の消費者にとって魅力的である。さらに、共通に知ら
れたパスキーが全てのヘッドセットで用いられる現在の解決方法と比較して、固有で長い
パスキーを用いることは、セキュリティレベルを大幅に向上する。
【００５３】
　本発明に係るより好ましい実施形態及び動作の態様についての本質を上述した。しかし
ながら、本発明は、制限されるよりはむしろ実施例としてみなされるべきであり、本発明
は、上述の特有の実施形態に限定されわけではない。一例として、出力電力と通信範囲と
の間の関係は、絶対的な数で示すことはできない。むしろ一方又は両方のデバイスが互い
にどの程度シールドされているかといった他の要因に依存することが理解されるべきであ
る。したがって、添付の請求項によって定義された本発明の範囲から逸脱することなく、
当業者によって開示した実施形態から変形された形態が作られ得ることが理解されるべき
である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】無線通信システムにおけるポイントツーポイントで通信を行うモバイル端末とヘ
ッドセットを示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る図１に示す電子デバイスのペアリング処理を概略的に説
明する図である。
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