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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器とのデータ通信を実行する通信手段と、
　周辺機器情報を格納した記憶手段と、
　自己のアクセス可能な周辺機器情報を収集し前記記憶手段に記憶する制御手段と、
　周辺機器情報およびモバイル機器ユーザのユーザ情報を格納するパーソナルディレクト
リ（ＰＤＲ）から、前記アクセス可能な周辺機器情報に基づいてユーザ情報を取得する情
報取得手段と、
　前記ユーザ情報に基づき、サービスプロバイダに対し通信サービスの利用を要求するサ
ービス要求手段と、
　を有することを特徴とするモバイル型情報処理装置。
【請求項２】
　前記サービスプロバイダが前記ユーザ情報に基づいて前記通信サービスの提供可否を判
断した結果に基づき前記通信サービスを利用するサービス利用手段、
　をさらに有することを特徴とする請求項１に記載のモバイル型情報処理装置。
【請求項３】
　前記情報取得手段は、前記モバイル型情報処理装置の識別子に基づきユーザ情報を取得
することを特徴とする請求項１に記載のモバイル型情報処理装置。
【請求項４】
　前記周辺機器は、前記モバイル型情報処理装置がアクセス可能な範囲に存在する無線基
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地局を含むことを特徴とする請求項１に記載のモバイル型情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記周辺機器情報を該周辺機器の情報を格納したスペースディレクトリ（ＳＤＲ）から
受信し、前記記憶手段内の周辺機器情報の更新処理を実行する構成であることを特徴とす
る請求項１に記載のモバイル型情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、
　前記周辺機器情報を該周辺機器の情報を格納したスペースディレクトリ（ＳＤＲ）から
受信する処理を実行し、該実行に際し、スペースディレクトリ（ＳＤＲ）からの送信チャ
レンジに対するレスポンスとして、自己の秘密鍵による前記チャレンジの暗号化データお
よび公開鍵証明書の送信処理を実行する構成であることを特徴とする請求項１に記載のモ
バイル型情報処理装置。
【請求項７】
　前記通信手段は、
　ブルートゥースによるワイヤレス型の通信処理を実行する構成であることを特徴とする
請求項１に記載のモバイル型情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、
　自己のアクセス可能な周辺機器情報を定期的に収集する処理を実行する構成であること
を特徴とする請求項１に記載のモバイル型情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、
　前記周辺機器に含まれる通信中継手段を介して前記モバイルディレクトリ情報の原本デ
ータを格納するパーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）との通信を実行し、該パーソナルディ
レクトリ（ＰＤＲ）に対して自己の位置情報を登録する処理を実行する構成であることを
特徴とする請求項１に記載のモバイル型情報処理装置。
【請求項１０】
　周辺機器情報を格納したモバイル機器と、
　周辺機器情報およびモバイル機器ユーザのユーザ情報を格納するパーソナルディレクト
リ（ＰＤＲ）と、
　通信サービスを提供するサービスプロバイダと、
　を有し、
　前記モバイル機器は、自己のアクセス可能な周辺機器情報を収集し、前記アクセス可能
な周辺機器情報に基づいて前記ＰＤＲから自己のユーザ情報を取得し、前記ユーザ情報に
基づいて前記サービスプロバイダに対し通信サービスの利用を要求する、
　ことを特徴とするデータ通信システム。
【請求項１１】
　前記サービスプロバイダは、前記パーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）から取得した情報
に基づいて、サービス提供処理を実行する構成であることを特徴とする請求項１０に記載
のデータ通信システム。
【請求項１２】
　前記データ通信システムは、さらに、
　ローカル領域にある情報処理装置情報を格納したスペースディレクトリサーバを含み、
　前記スペースディレクトリサーバは、
　前記モバイル機器から、前記モバイルディレクトリ情報に含まれる周辺機器情報を含む
サービス要求を受領し、該周辺機器を介したサービス提供処理を実行することを特徴とす
る請求項１０に記載のデータ通信システム。
【請求項１３】
　モバイル機器において、ローカル領域にある情報処理装置情報として、周辺機器からの
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周辺機器情報を取得して記憶手段に格納するステップと、
　前記モバイル機器から、周辺機器情報およびモバイル機器のユーザ情報を格納するパー
ソナルディレクトリ（ＰＤＲ）に対して、前記周辺機器情報を含むユーザ情報要求を送信
し、前記パーソナルディレクトリから提供されるユーザ情報を受信するステップと、
　前記ユーザ情報に基づいて、通信サービスを提供するサービスプロバイダに対し通信サ
ービスの利用を要求するステップと、
　を有することを特徴とするデータ通信方法。
【請求項１４】
　前記周辺機器情報は、前記周辺機器の情報処理装置情報を格納したスペースディレクト
リサーバ（ＳＤＲ）から取得することを特徴とする請求項１３に記載のデータ通信方法。
【請求項１５】
　モバイル型情報処理装置における周辺機器情報取得処理および通信サービス要求処理を
コンピュータ・システム上で実行するために記述されたコンピュータ・プログラムであっ
て、
　モバイル機器において、ローカル領域にある情報処理装置情報として、周辺機器からの
周辺機器情報を取得して、記憶手段に格納するステップと、
　前記モバイル機器から、周辺機器情報およびモバイル機器のユーザ情報を格納するパー
ソナルディレクトリ（ＰＤＲ）に対して、前記周辺機器情報を含むユーザ情報要求を送信
し、前記パーソナルディレクトリから提供されるユーザ情報を受信するステップと、
　前記ユーザ情報に基づいて、通信サービスを提供するサービスプロバイダに対し通信サ
ービスの利用を要求するステップと、
　を有することを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、データ通信システム、および方法、並びにコンピュータ・プ
ログラムに関する。さらに詳細には、ユーザの身近にある通信手段を有する様々な情報処
理装置を介してデータ通信サービスを受領する構成において、ユーザが移動した場合であ
っても、その移動先にある各種の情報処理装置からユーザ情報を反映したコンテンツ配信
、あるいは通信サービス等、様々なサービスを受領可能とする情報処理装置、データ通信
システム、および方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型のパーソナルコンピュータ、携帯電話などが普及し、多くのユーザがこれ
ら通信機能、情報処理機能を有する小型の装置を携帯し、屋外であるいは移動先において
ネットワークに接続してネットワークを介する通信を行なっている。このようないわゆる
モバイルコンピューティング環境では、ネットワークに接続してサービスを受ける装置（
ｅｘ．パーソナルコンピュータ）であるノードは移動することが前提となり、このような
移動ノードに対して移動ノード位置が変化することに対応して継続通信可能な状態を維持
する技術は、様々なものが提案されている。
【０００３】
　しかし、携帯電話等の移動ノード以外の様々な情報処理装置、例えば家庭内ＬＡＮ、あ
るいは社内ネットワーク等、所定のローカル領域のネットワークに接続された情報処理装
置を利用する際に、それぞれの情報処理装置に対して、ユーザ情報を反映した処理を実行
させるためには、ユーザ自身が自ら自己の登録情報をそれぞれの情報処理装置に対して入
力するなどの処理を行なうことが必要となる。
【０００４】
　さらに、例えば携帯通信端末を利用して特定のサービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ａ）の提
供する通信サービスを受領しているユーザが、他の通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ
）のみが通信サービスを提供することが可能な領域に移動したときには、通信サービスを
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受領できないという問題がある。
【０００５】
　このように、現状は、ユーザが特定の機器、あるいは特定のサービスプロバイダの提供
するサービスのみを受領している限りにおいては快適なサービスを受領することが可能で
あるが、ユーザが移動して、通常使用していない移動先の機器を使用したり、特定のサー
ビスプロバイダ以外の他のサービスプロバイダのサービスの提供を受けようとした場合に
は、様々な不都合が発生するという問題がある。
【０００６】
　また、特定のサービスのみに限っても、その登録ユーザ情報は、サービス提供者側機器
で一括に管理されるため、認証処理等、登録ユーザ情報に関わる処理がサービス提供者の
機器に集中する。そのため、登録ユーザが増えた場合にネットワークトラフィックや処理
負荷が集中し、処理速度が著しく低下する問題がある。
【０００７】
　さらに特定のサービスの登録ユーザ情報はサービス提供者側で管理されるため、その管
理はサービス提供者を信用せざるを得ないが、時として登録ユーザの個人情報がサービス
提供者から第三者に漏洩される問題が実際に起きている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、ユーザが例えば自宅にある特定
の機器以外の機器を外出先等で利用する場合にユーザ情報を反映したサービスを受領可能
とし、また、特定のサービスプロバイダ以外の提供するサービスについても、ユーザ情報
に基づいて通信サービスを受領することを可能とする情報処理装置、データ通信システム
、および方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することを目的とする。
【０００９】
　さらに、本発明は、ユーザがたとえば自宅にある特定の機器以外の機器を外出先等で利
用する場合に、ユーザ情報を反映したサービスを受領可能とし、また、サービスを利用す
るユーザが増えた場合でも、ユーザ認証等、ユーザ情報に関わる処理が集中することをな
くし、それによるサービスの処理時間が低下することがないようにすることを可能とし、
さらにユーザ情報の管理をサービス提供者に任せることをしないでもサービスが利用でき
、サービス提供者による第三者への個人情報の漏洩を防ぐことを可能とする情報処理装置
、データ通信システム、及び方法、並びにコンピュータ・プログラム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】
【００１０】
　本発明の第１の側面は、
　外部機器とのデータ通信を実行する通信手段と、
　周辺機器情報を格納した記憶手段と、
　自己のアクセス可能な周辺機器情報を収集し前記記憶手段に記憶する制御手段と、
　周辺機器情報およびモバイル機器ユーザのユーザ情報を格納するパーソナルディレクト
リ（ＰＤＲ）から、前記アクセス可能な周辺機器情報に基づいてユーザ情報を取得する情
報取得手段と、
　前記ユーザ情報に基づき、サービスプロバイダに対し通信サービスの利用を要求するサ
ービス要求手段と、
　を有することを特徴とするモバイル型情報処理装置にある。
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記サービスプロバ
イダが前記ユーザ情報に基づいて前記通信サービスの提供可否を判断した結果に基づき前
記通信サービスを利用するサービス利用手段、をさらに有することを特徴とする。
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記情報取得手段は
、前記モバイル型情報処理装置の識別子に基づきユーザ情報を取得することを特徴とする
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。
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記周辺機器は、前
記モバイル型情報処理装置がアクセス可能な範囲に存在する無線基地局を含むことを特徴
とする。
【００１１】
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記制御手段は、前
記周辺機器情報を該周辺機器の情報を格納したスペースディレクトリ（ＳＤＲ）から受信
し、前記記憶手段内の周辺機器情報の更新処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記制御手段は、前
記周辺機器情報を該周辺機器の情報を格納したスペースディレクトリ（ＳＤＲ）から受信
する処理を実行し、該実行に際し、スペースディレクトリ（ＳＤＲ）からの送信チャレン
ジに対するレスポンスとして、自己の秘密鍵による前記チャレンジの暗号化データおよび
公開鍵証明書の送信処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記通信手段は、ブ
ルートゥースによるワイヤレス型の通信処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１４】
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記制御手段は、自
己のアクセス可能な周辺機器情報を定期的に収集する処理を実行する構成であることを特
徴とする。
【００１５】
　さらに、本発明のモバイル型情報処理装置の一実施態様において、前記制御手段は、前
記周辺機器に含まれる通信中継手段を介して前記モバイルディレクトリ情報の原本データ
を格納するパーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）との通信を実行し、該パーソナルディレク
トリ（ＰＤＲ）に対して自己の位置情報を登録する処理を実行する構成であることを特徴
とする。
【００２２】
　さらに、本発明の第２の側面は、
　周辺機器情報を格納したモバイル機器と、
　周辺機器情報およびモバイル機器ユーザのユーザ情報を格納するパーソナルディレクト
リ（ＰＤＲ）と、
　通信サービスを提供するサービスプロバイダと、
　を有し、
　前記モバイル機器は、自己のアクセス可能な周辺機器情報を収集し、前記アクセス可能
な周辺機器情報に基づいて前記ＰＤＲから自己のユーザ情報を取得し、前記ユーザ情報に
基づいて前記サービスプロバイダに対し通信サービスの利用を要求する、
　ことを特徴とするデータ通信システムにある。
【００２３】
　さらに、本発明のデータ通信システムの一実施態様において、前記データ通信システム
は、さらに、サービスプロバイダを含み、前記サービスプロバイダは、前記パーソナルデ
ィレクトリ（ＰＤＲ）から取得した情報に基づいて、サービス提供処理を実行する構成で
あることを特徴とする。
【００２４】
　さらに、本発明のデータ通信システムの一実施態様において、前記データ通信システム
は、さらに、ローカル領域にある情報処理装置情報を格納したスペースディレクトリサー
バを含み、前記スペースディレクトリサーバは、前記モバイル機器から、前記モバイルデ
ィレクトリ情報に含まれる周辺機器情報を含むサービス要求を受領し、該周辺機器を介し
たサービス提供処理を実行することを特徴とする。
【００２８】
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　さらに、本発明の第３の側面は、
　モバイル機器において、ローカル領域にある情報処理装置情報として、周辺機器からの
周辺機器情報を取得して記憶手段に格納するステップと、
　前記モバイル機器から、周辺機器情報およびモバイル機器のユーザ情報を格納するパー
ソナルディレクトリ（ＰＤＲ）に対して、前記周辺機器情報を含むユーザ情報要求を送信
し、前記パーソナルディレクトリから提供されるユーザ情報を受信するステップと、
　前記ユーザ情報に基づいて、通信サービスを提供するサービスプロバイダに対し通信サ
ービスの利用を要求するステップと、
　を有することを特徴とするデータ通信方法にある。
【００２９】
　さらに、本発明のデータ通信方法の一実施態様において、前記周辺機器情報は、前記周
辺機器の情報処理装置情報を格納したスペースディレクトリサーバ（ＳＤＲ）から取得す
ることを特徴とする。
【００３３】
　さらに、本発明の第４の側面は、
　モバイル型情報処理装置における周辺機器情報取得処理および通信サービス要求処理を
コンピュータ・システム上で実行するために記述されたコンピュータ・プログラムであっ
て、
　モバイル機器において、ローカル領域にある情報処理装置情報として、周辺機器からの
周辺機器情報を取得して、記憶手段に格納するステップと、
　前記モバイル機器から、周辺機器情報およびモバイル機器のユーザ情報を格納するパー
ソナルディレクトリ（ＰＤＲ）に対して、前記周辺機器情報を含むユーザ情報要求を送信
し、前記パーソナルディレクトリから提供されるユーザ情報を受信するステップと、
　前記ユーザ情報に基づいて、通信サービスを提供するサービスプロバイダに対し通信サ
ービスの利用を要求するステップと、
　を有することを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。
【００３５】
　なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実
行可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶
媒体、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記憶媒体、あるいは、ネットワークな
どの通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラ
ムをコンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログ
ラムに応じた処理が実現される。
【００３６】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基
づく、より詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステム
とは、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限
らない。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の構成によれば、ユーザの携帯可能なモバイル型情報処理装置、すなわちモバイ
ル機器が、周辺機器情報を格納したスペースディレクトリ（ＳＤＲ）から自己のアクセス
可能な周辺機器情報を収集し、収集情報に基づいて記憶手段内にモバイルディレクトリ情
報を生成し、また更新する処理を実行する構成を有するので、ユーザが意識することなく
、また特別な処理を実行することなく、自己の周辺の様々な情報処理装置構成を取得する
ことが可能となり、さらに取得した周辺機器情報に基づいて、周辺機器を利用した情報処
理サービス、例えばコンテンツ配信、通信サービス等、様々なサービスを受領することが
可能となる。
【００３８】
　また、本発明の構成によれば、個人の情報はその原本がＰＤＲ、その情報の一部がＭＤ
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Ｒという各個人ごとに別々の機器に格納できるようになり、認証等の処理はそれら個人ご
とに違う機器で分散されて行われるようになるため、従来のように個人情報に関わる処理
が集中することもなくなり、ひいてはそれによる処理速度の劣化もなくなり、さらに、個
人の情報は基本的に個人の所有機器上のＰＤＲで管理され、サービス提供者が管理する必
要がなくなるため、サービス提供者からの個人情報の漏洩はなくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の情報処理装置、データ通信システム、および方法について、図面を参照
して説明する。
【００４０】
　　［本発明の概要］
　まず、本発明の情報処理装置、データ通信システムの概要について図を参照して説明す
る。
【００４１】
　図１は、本発明のモバイル型情報処理装置が適用可能な通信システム構成の概略を説明
する図である。ユーザ１５０は、ユーザの自宅１３０において、ローカルネットワークに
接続された様々な情報処理装置、例えばＰＣ、ＴＶ、その他の情報家電を利用している。
これらの情報家電は、例えばルータ等の通信中継装置を介して特定の通信サービスプロバ
イダ（ＩＳＰ－Ａ）１１０に接続され、通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ａ）１１０を
介して様々な情報を送受信している。
【００４２】
　ユーザの自宅１３０にあるスペースディレクトリ（ＳＤＲ）１３１は、ユーザの自宅１
３０のローカル領域にあるＰＣ等、各種の情報処理装置の情報、各情報処理装置のＩＤ、
アドレス、各情報処理装置の実行可能な処理情報、あるいはユーザ１５０が設定したユー
ザ固有の設定情報等、ローカル接続された情報処理装置の情報を格納している。
【００４３】
　これらローカル接続された情報処理装置の情報は、通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－
Ａ）１１０の保有するディレクトリサーバＡ１１１に格納され保持される。
【００４４】
　同様にユーザ１５０の自宅とは異なる例えば他人の家、あるいはホテル、オフィス等の
外出先１４０にも、様々な情報処理装置１４１，１４２がローカルネットワークに接続さ
れている。この外出先においても、スペースディレクトリが存在する場合には、スペース
ディレクトリに周辺機器情報としての各種の情報処理装置情報が格納される。
【００４５】
　しかし、本発明の構成において、機器情報を集積格納するスペースディレクトリは必須
ではなく、各情報処理装置自体に情報処理装置情報を格納し、必要に応じてモバイルディ
レクトリ、あるいはサービスプロバイターの管理するディレクトリ等に情報を送信するこ
とが可能である。外出先１４０のローカル領域にあるＰＣ等、各種の情報処理装置１４１
，１４２は、各情報処理装置のＩＤ、アドレス、各情報処理装置の実行可能な処理情報、
あるいはユーザ１５０が設定したユーザ固有の設定情報等、ローカル接続された情報処理
装置の情報を自身の記憶部に格納し、通信による出力が可能な構成を持つ。
【００４６】
　情報処理装置１４１，１４２の情報は、通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ）１２０
の保有するディレクトリサーバＢ１２１に格納され保持される。
【００４７】
　上位ディレクトリサーバ１０１は、通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ａ）１１０の保
有するディレクトリサーバＡ１１１の格納情報、および通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ
－Ｂ）１２０の保有するディレクトリサーバＢ１２１の格納情報の媒介を行ない、例えば
ユーザが自宅１３０から、外出先１４０に移動して、外出先１４０のローカルネットワー
クに接続されたＰＣ、ＴＶ、情報家電等を利用する際に、自宅１３０のスペースディレク



(8) JP 4305092 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

トリ（ＳＤＲ）１３１に格納された情報家電情報を通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ａ
）１１０の保有するディレクトリサーバＡ１１１、上位ディレクトリサーバ１０１、通信
サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ）１２０の保有するディレクトリサーバＢ１２１を介し
て、外出先の情報処理装置にとり込み、例えばユーザ固有の設定情報を反映させた処理を
実行させる。
【００４８】
　ユーザ１５０は、携帯型（モバイル）の情報処理装置としてモバイル機器１５１を携帯
する。このモバイル機器１５１には、モバイルディレクトリ１５２情報が格納される。モ
バイルディレクトリ情報は、ユーザ１５０の固有情報、ユーザの自宅１３０のスペースデ
ィレクトリ（ＳＤＲ）１３１に格納された情報家電情報の少なくとも一部を格納している
。モバイル機器１５１は、ＬＡＮ接続された通信装置のインタフェースを介してスペース
ディレクトリ（ＳＤＲ）１３１とのデータ送受信を実行し、スペースディレクトリ（ＳＤ
Ｒ）１３１から必要なデータをとり込み、自己のモバイルディレクトリ情報として書き込
む処理を実行する。これらのデータ通信処理は有線、あるいはブルートゥース（Bluetoot
h）等の無線通信によって実行される。
【００４９】
　また、パーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）管理サーバ１７０の保有するパーソナルディ
レクトリ（ＰＤＲ）は、複数のユーザの持つ様々なモバイルディレクトリ情報の原本の管
理を行なうディレクトリであり、各ユーザのモバイル機器１５１のモバイルディレクトリ
情報と同様の情報を格納し、必要に応じてサービスプロバイダのディレクトリサーバを介
して各機器に対して情報の提供を行なう。
【００５０】
　また、携帯型（モバイル）の情報処理装置としてモバイル機器１５１を携帯したユーザ
１５０は、スペースディレクトリ（ＳＤＲ）を持たない外出先１４０においては、ＰＣ、
情報家電等の情報処理装置１４１，１４２と直接通信を実行し、情報処理装置１４１，１
４２に格納された情報処理装置情報を取得し、自己のモバイルディレクトリ情報として書
き込む処理を実行する。これらのデータ通信処理は有線、あるいはブルートゥース（Blue
tooth）等の無線通信によって実行される。
【００５１】
　図２は、ユーザ２５０が携帯電話等の通信端末としてのモバイル型の情報処理装置２５
１を移動しながら通信を行なう環境における本発明の適用例を説明する図である。
【００５２】
　ユーザ２５０の携帯する情報処理装置２５１には、図１を参照して説明したと同様、モ
バイルディレクトリ２５２情報が格納される。モバイルディレクトリ情報は、ユーザ２５
０の固有情報、ユーザの自宅のスペースディレクトリ（ＳＤＲ）に格納された情報家電情
報の少なくとも一部を格納している。
【００５３】
　ユーザ２５０が移動する際、ユーザが通常利用しているサービスプロバイダ（ＩＳＰ－
Ａ）２１１の通信サービス提供エリア（Ａ）～（Ｃ）においては、それぞれのアクセスポ
イント（ＡＰ）２２１，２２２を介した通信が可能である。しかし、エリア（Ｃ）からエ
リア（Ｄ）に移動すると、エリア（Ｄ）には、サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ａ）２１１
の通信サービスを提供するアクセスポイント（ＡＰ）が存在しない。しかし、サービスプ
ロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ）２１２の通信サービスを提供するアクセスポイント（ＡＰ）２２
３が存在する。
【００５４】
　この場合、ユーザ２５０の携帯する情報処理装置２５１は、アクセス要求を含むユーザ
情報を例えばブロードキャスト送信することにより、サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ）
２１２が、ユーザ情報に基づいて、サービスの提供可否を判定し、提供可の判定に基づい
て通信サービスを提供する。この判定処理は、例えば、サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ
）２１２が、ユーザ２５０の携帯する情報処理装置２５１から受領するユーザ情報と、サ
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ービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ）が、サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ａ）２１１の保有す
るディレクトリサーバＡから受領した情報との照合処理によって実行される。
【００５５】
　このように、本発明の構成においては、移動をするユーザが、ユーザ情報や、自宅の情
報家電等のローカル接続された情報処理装置に関する情報を含むモバイルディレクトリ（
ＭＤＲ）を持つモバイル機器を保有して、自宅または移動先において、各種の情報処理装
置あるいはアクセスポイントを介した通信を実行し、移動先の情報処理装置にユーザ固有
の情報を反映させた処理を実行させることを可能とし、また、様々な通信サービスプロバ
イダ（ＩＳＰ）の提供するサービスを受領することを可能としたものである。
【００５６】
　　［情報処理装置およびサーバの構成］
　次に、ユーザが携帯するモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）を格納したモバイル型情報処
理装置としてのモバイル機器の構成、およびユーザの自宅あるいは外出先のローカル領域
に接続された情報処理装置としてのＰＣ、情報家電等のハードウェア構成例について説明
する。
【００５７】
　まず、図３を参照してモバイル機器の構成について説明する。
　ＣＰＵ(Central processing Unit)５０１は、制御手段として機能し各種プログラムを
実行するプロセッサである。ＲＯＭ（Read-Only-Memory）３０２は、ＣＰＵ３０１が実行
するプログラム、あるいは演算パラメータとしての固定データを格納する。ＲＡＭ（Rand
om Access Memory）３０３は、ＣＰＵ３０１の処理において実行されるプログラム、およ
びプログラム処理において適宜変化するパラメータの格納エリア、ワーク領域として使用
される。
【００５８】
　記憶手段３０４は例えばハードディスク、フラッシュメモリ等であり、前述したモバイ
ルディレクトリ情報等を格納する。なお、モバイルディレクトリ情報の一部は、ＲＯＭ３
０２またはＲＡＭ３０３に格納してもよい。バス３０５はＰＣＩ（Peripheral Component
 Internet/Interface）バス等により構成され、各モジュール、入出力インタフェースを
介した各入出力装置とのデータ転送を可能にしている。
【００５９】
　入力手段３０６は、例えば、各種の入力スイッチ、ボタン、キーボード、ポインティン
グデバイスを含む入力部である。各種入力スイッチ等を介して入力部３０６が操作された
場合、あるいは、通信部３０８からのデータを受信した場合などにＣＰＵ３０１に指令が
入力され、ＲＯＭ(Read Only Memory)３０２に格納されているプログラムを実行する。表
示手段３０７は、例えばＣＲＴ、液晶ディスプレイ等であり、各種情報をテキストまたは
イメージ等により表示する。
【００６０】
　通信部３０８は、例えば、ブルートゥース（Bluetooth）等による無線通信を実行する
。ブルートゥース（Bluetooth）は、ケーブルや赤外線通信技術であるＩｒＤＡ（Infrare
d Data Association）に代わる近距離無線データ通信技術であり、データ及び音声情報等
の送受を２．４５〔GHz〕のＩＳＭ（Industrial Scientific Medical）バンドにおいて行
う。また１つのマスターに７つのスレーブを有し、通信速度が７２１〔Kbps〕、出力は０
〔dBm〕及び２０〔dBm〕からなり低消費電力であると共に、送信側と受信側とで周波数を
たえずホップさせて（位置を変えて）通信を行う周波数ホッピング・スペクトラム拡散方
式の中でも高い周波数のものでなる。このため送信側及び受信側間におけるデータ及び音
声の送受において、指向性が制約されないことが特徴である。
【００６１】
　次に、図４を参照してユーザの自宅あるいは外出先のローカル領域に接続された情報処
理装置としてのＰＣ、ＴＶ等の情報家電等のハードウェア構成例を説明する。
【００６２】
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　ローカル接続される情報処理装置は、ＰＣ、ＴＶ、プリンタ、電話等、様々な機器であ
り、それぞれの機器に対応した構成を持つ。図４には、２つの例（ａ）、（ｂ）を示して
ある。
【００６３】
　（ａ）の構成は、機器に対応する各種の制御を実行するシステム制御部３２３を有する
。システム制御部３２３は、具体的には、例えばＣＰＵ等の制御手段、ＲＯＭ、ＲＡＭ等
の記憶手段を持つ。あるいは機器特有の処理を実行するための専用プロセッサ等を含む構
成である。記憶手段３２４には、機器の識別子としての機器ＩＤ、通信処理に必要となる
アドレス情報が格納され、また、図１を参照して説明したスペースディレクトリ（ＳＤＲ
）に対して供給するための各種の機器情報、例えばユーザ設定情報等が格納され、これら
の格納情報は、適宜ＳＤＲに対して出力され、スペースディレクトリ情報としてＳＤＲに
格納される。
【００６４】
　（ａ）の構成例は、無線通信手段３２１、および有線通信手段３２２の双方を有し、例
えば前述したブルートゥースによる通信、赤外線通信等の無線通信を実行し、さらにＬＡ
Ｎ等に対する有線接続もなされており、それぞれの通信手段を介して、他機器との通信、
あるいはネットワークを介した通信が可能な構成を持つ。
【００６５】
　図４（ｂ）は、（ａ）とは異なるローカル接続機器としての情報処理装置構成例である
。（ｂ）に示す情報処理装置は、例えばＣＰＵ等の制御手段、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の記憶手
段を持つ。あるいは機器特有の処理を実行するための専用プロセッサ等を含み、機器に対
応する各種の制御を実行するシステム制御部３３２を有する。記憶手段３３３は、機器の
識別子としての機器ＩＤ、通信処理に必要となるアドレス情報、また、図１を参照して説
明したスペースディレクトリ（ＳＤＲ）に対して供給するための各種の機器情報、例えば
ユーザ設定情報等が格納され、これらの格納情報は、適宜ＳＤＲに対して出力され、スペ
ースディレクトリ情報としてＳＤＲに格納される。
【００６６】
　図４（ｂ）の構成例は、無線通信手段３３１を有し、例えば前述したブルートゥースに
よる通信、赤外線通信等の無線通信を実行する。さらに、スイッチ、キーボード、マウス
等の入力手段３３４、ディスプレイあるいはスピーカ等の出力手段３３５を有する。
【００６７】
　図４には、（ａ）、（ｂ）の２つの情報処理装置構成例を示したが、ローカル接続され
る機器には、様々な機器があり、その機器に応じたハードウェア構成を持つ。ただし、ス
ペースディレクトリまたはモバイルディレクトリに対して提供する情報を格納する記憶手
段と、ＳＤＲに対して情報を出力するための通信処理機能を持つ。
【００６８】
　図１に示すスペースディレクトリ、および各通信サービスプロバイダの保有するディレ
クトリサーバ、パーソナルディレクトリサーバ、さらに上位ディレクトリサーバの構成例
について、図５を参照して説明する。なお、図５に示す構成例は１つの例であり、各サー
バは、ここに示すべての機能を必ずしも備えることが要求されるものではない。
【００６９】
　ＣＰＵ(Central processing Unit)３５１は、制御手段として機能する各種プログラム
を実行するプロセッサである。ＲＯＭ（Read-Only-Memory）３５２は、ＣＰＵ３５１が実
行するプログラム、あるいは演算パラメータとしての固定データを格納する。ＲＡＭ（Ra
ndom Access Memory）３５３は、ＣＰＵ３５１の処理において実行されるプログラム、お
よびプログラム処理において適宜変化するパラメータの格納エリア、ワーク領域として使
用される。
【００７０】
　ＨＤＤ３５４はハードディスクの制御を実行し、ハードディスクに対する各種データ、
プログラムの格納処理および読み出し処理を実行する。バス３６１はＰＣＩ（Peripheral
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 Component Internet/Interface）バス等により構成され、各モジュール、入出力インタ
フェース３６２を介した各入出力装置とのデータ転送を可能にしている。
【００７１】
　入力部３５６は、例えば、各種の入力ボタン、キーボード、ポインティングデバイスを
含む入力部である。キーボードやマウス等を介して入力部３５６が操作された場合、ある
いは、通信部３５８からのデータを受信した場合などにＣＰＵ３５１に指令が入力され、
ＲＯＭ(Read Only Memory)３５２に格納されているプログラムを実行する。出力部３５７
は、例えばＣＲＴ、液晶ディスプレイ等であり、各種情報をテキストまたはイメージ等に
より表示する。
【００７２】
　通信部３５８は各種機器との通信処理を実行し、ＣＰＵ３５１の制御の下に、各記憶部
から供給されたデータ、あるいはＣＰＵ３５１によって処理されたデータを送信したり、
他機器からのデータを受信する処理を実行する。
【００７３】
　ドライブ３５９は、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Me
mory)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、磁気ディス
ク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体３６０の記録再生を実行するドライブであ
り、各リムーバブル記録媒体３６０からのプログラムまたはデータ再生、リムーバブル記
録媒体３６０に対するプログラムまたはデータ格納を実行する。
【００７４】
　各記憶媒体に記録されたプログラムまたはデータを読み出してＣＰＵ３５１において実
行または処理を行なう場合は、読み出したプログラム、データは、入出力インタフェース
３６２、バス３６１を介して例えば接続されているＲＡＭ３５３に供給され、ＣＰＵ３５
１は、ＲＡＭに設定されたプログラムにしたがって各種の処理を実行する。
【００７５】
　　［モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）］
　次に、図６を参照して、モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）のデータ構成について説明す
る。モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）は、ユーザが携帯するモバイル機器１５１（図１参
照）に格納される情報である。
【００７６】
　図６には、モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）のデータ構成をディレクトリツリーとして
示してある。ＭＤＲ１，４０１は、モバイル機器に格納されるモバイルディレクトリ（Ｍ
ＤＲ）に対応する基本情報であり、ＭＤＲ識別子（ｍｄｒＩｄ）、ＭＤＲタイプ（ｍｄｒ
Ｔｙｐｅ）、自己のモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）の原本情報を格納したパーソナルデ
ィレクトリ（ＰＤＲ）識別子（ｐｄｒＩｄ）、デフォルトの公開鍵証明書（ｄｅｆＣｅｒ
ｔ）、デフォルトの秘密鍵（ｄｅｆＳｋｅｙ）、テンポラリの公開鍵証明書（ｔｅｍｐＣ
ｅｒｔ）、テンポラリの秘密鍵（ｔｅｍｐＳｋｅｙ）を持つ。
【００７７】
　さらに、アクセスポイント情報として、プライマリアクセスポイント情報としてのプラ
イマリワイヤレスアクセスユニット情報（ＷＡＵprimary）４１１、機器状態に応じて設
定されるアクセスポイント情報としてのステートワイヤレスアクセスユニット情報（ＷＡ
Ｕstate）４１２，４１３，４１４、また、スペースディレクトリ情報として、プライマ
リスペースディレクトリ（ＳＤＲprimary）４２１、機器状態に応じて設定されるスペー
スディレクトリ情報としてステートスペースディレクトリ（ＳＤＲstate）４２２，４２
３、さらに、スペースディレクトリ（ＳＤＲ）の具体的形態、通信処理形態等の情報（Ｌ
ｏｃａｌ，Ｓｈａｒｅｄ）４４１～４４４、同期情報（Ｓｙｎｃ）４３１，４３２が設定
される。
【００７８】
　さらに、自己のモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）の原本情報を格納したパーソナルディ
レクトリ（ＰＤＲ）のアドレス情報（ＰＤＲａｄｄｒｅｓｓ）４５１、および、パーソナ
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ルディレクトリ（ＰＤＲ）に格納されているユーザ情報としての［Ｉｎｆｏ］４５２およ
びユーザの権利情報としての［Ｒｉｇｈｔｓ］４５３が格納される。
【００７９】
　ユーザ情報としての［Ｉｎｆｏ］には、ユーザの予定表、アドレス帳、嗜好情報、履歴
、日記、ニュースなどが含まれる。また、ユーザの権利情報としての［Ｒｉｇｈｔｓ］に
は、機器使用権情報、コンテンツ利用権情報、メッセージ送受信権情報等が含まれる。
【００８０】
　ユーザの携帯するモバイル機器に格納されるモバイルディレクトリ情報は、以上、説明
した情報を含み、これらのデータは、必要に応じて逐次更新される。モバイル機器を携帯
したユーザが自宅、あるいは外出先において、ローカル接続された機器を利用する際には
、利用しようとするローカル機器を管理する管理エンティテイ、例えばサービスブロバイ
ダ、あるいはＳＤＲ、あるいは機器自体がモバイル機器に格納されるモバイルディレクト
リ情報に基づくユーザ確認処理を実行し、必要に応じて、ユーザ設定情報等をモバイルデ
ィレクトリ、またはパーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）から取り出して、各ユーザに適応
した設定を実行して、ユーザ対応の処理を実行可能な状態に設定する処理を実行した後、
機器に応じた様々な情報処理を実行する。
【００８１】
　また、モバイル機器を携帯電話等の通信端末装置として利用する場合においても、ある
サービスプロバイダが設定した各アクセスポイントを介して、ユーザのモバイル機器から
ユーザ情報を入力し、ユーザ確認処理を実行して、アクセスポイントを利用した通信の許
可あるいは非許可を判定した後、許可可能である場合には、当該アクセスポイントを介し
た通信サービスの提供を行なう。
【００８２】
　　［処理シーケンス例］
　次に、上述のモバイルディレクトリを格納したモバイル機器を持つユーザが各種の処理
を実行する場合の処理シーケンスの例について図７以下に示すシーケンス図を参照して説
明する。
【００８３】
　図７以下に示すシーケンス図において、左端から、ユーザ、モバイル機器、ローカル接
続された情報処理装置群としての空間機器１、空間機器２、さらにパーソナルディレクト
リ（ＰＤＲ）、サービスプロバイダの提供するディレクトリとしてのホワイトページ（Ｗ
Ｐ）、さらに、各種の情報源としてのソース（ＳＲＣ）を示している。
【００８４】
　モバイル機器は、モバイル機器のスイッチ、ボタン、ディスイプレイ等の入出力部（Ｉ
／Ｏ）、制御部としてのＣＰＵ、モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）、ブルートゥース等の
無線通信部であるワイヤレスマスターユニット（ＷＭＵ）を有する。
【００８５】
　出力部空間機器１は、ＴＶ１ＡとＴＶ１Ｂをローカル接続された情報処理装置として有
する。それぞれ、ＴＶ１ＡとＴＶ１Ｂは、モバイル機器との通信部として機能する通信部
であるワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ，ＷＡＵ１Ｂ）を有する。さらにスペー
スディレクトリ（ＳＤＲ１）、外部ネットワークとの通信部としてのルータ（ＲＴ１）を
有する。
【００８６】
　出力部空間機器２は、ＴＶ２をローカル接続された情報処理装置として有する。ＴＶ２
は、モバイル機器との通信部として機能する通信部（ＷＡＵ２）を有する。さらにスペー
スディレクトリ（ＳＤＲ２）、外部ネットワークとの通信部としてのルータ（ＲＴ２）を
有する。
【００８７】
　図に示すＡ１～Ａ４８の処理は、大きく区分すると以下のようになる。
　Ａ１～Ａ１８の処理
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　すでに購入時の初期化処理が終えた端末を電源ＯＮして、その日の利用を開始するシー
ケンス
　ａ．まずピコセルを形成－ピコセル上のＷＡＵ１Ａを管理するスペースディレクトリＳ
ＤＲ１を見つける。
　ｂ．ＳＤＲ１の管理する情報を取得（認証もオプションで可）
　ｃ．ルータを経由してＰＤＲに自位置と環境情報の登録
　ｄ．ＰＤＲからも初期化時の情報ダウンロード可能
【００８８】
　Ａ１９～Ａ２１の処理
　定期的なピコセル情報更新（その後の処理の有無はＣＰＵが判断）
　Ａ２３～Ａ３１の処理
　ユーザの移動により同一ＳＤＲ管理下の第２のＷＡＵ１Ｂ発見時の処理
【００８９】
　Ａ３３～Ａ４８の処理
　ユーザの移動により別ＳＤＲ管理下の第３のＷＡＵ発見時の処理
　ａ．ピコセル上のＷＡＵ２を管理するスペースディレクトリＳＤＲ２を見つける
　ｂ．ＳＤＲ２の管理する情報を取得（認証もオプションで可）（ここで、ＣＰＵは２つ
のインフラの条件を判断しデフォルトルー他の変更を判断する）
　ｃ．ルータを経由してＰＤＲに自位置と環境情報の更新（まだＷＡＵ１も通信可能なの
で、ＳＤＲ１情報も引き続きＰＤＲに保持される）
　ｄ．ＰＤＲからも前回からの差分の情報ダウンロード可能（より緊急度の高い情報は、
別途記述するＰＵＳＨ機能で非同期に通知）
【００９０】
これらの処理の詳細について、各処理毎に説明する。
　（Ａ１）モバイル機器スイッチオン処理。
　まず、ユーザは、モバイル機器のスイッチをオンとする。なお、モバイル機器には、購
入時に、その記憶部にモバイルディレクトリ識別子（ｍｄｒＩｄ）とモバイルディレクト
リタイプ（ｍｄｒＴｙｐｅ）が格納され、購入後の初期化動作でモバイルディレクトリの
原本管理を実行するパーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）の識別子（ｐｄｒＩｄ）とアドレ
ス（ＰＤＲアドレス）の書込みがなされる。このモバイル機器はすでに初期化処理がなさ
れており、パーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）の識別子（ｐｄｒＩｄ）とアドレス（ＰＤ
Ｒアドレス）を格納しているものとする。
【００９１】
　（Ａ２）ＣＰＵ初期化処理。
　モバイル機器のスイッチが入るとモバイル機器の初期化処理として、例えば初期実行プ
ログラムのローディング、表示手段に対する処理開始画面の表示等の処理がなされる。
【００９２】
　（Ａ３）（ＷＭＵ：Wireless Master Unit）の初期化処理。
　次にモバイル機器の通信インタフェースとしてのワイヤレスマスターユニット（ＷＭＵ
：Wireless Master Unit）の初期化処理がなされる。ワイヤレスマスターユニット（ＷＭ
Ｕ）は単純な通信装置で、標準（たとえばブルートゥース（Bluetooth)）において定義さ
れた処理のみを行なう。以下では、モバイル機器はブルートゥース（Bluetooth)によって
近隣機器との通信を行なうものとして説明する。
【００９３】
　（Ａ４）セル探索処理。
　ワイヤレスマスターユニット（ＷＭＵ）が、自らをマスターとしてピコセルの形成を開
始する。ピコセルの探索処理は、自己（モバイル機器）の通信可能な機器を探索する処理
として実行される。
　（Ａ５）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）の応答。
　このタイミングでは、空間機器１に含まれるワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ



(14) JP 4305092 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

）のみが電波の到達範囲内に居るためピコセル形成に参加できたものとする。
【００９４】
　（Ａ６）セル状況報告。
　モバイル機器におけるワイヤレスマスターユニット（ＷＭＵ）からＣＰＵに対して、例
えばピコセルの状態更新に同期して割り込みをかけ、結果を通知する。
【００９５】
　（Ａ７）モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新処理。
　モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）のワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ）フィールド
の更新処理として、セル探索によって探索されたワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１
Ａ）を登録する。
【００９６】
　上述のピコセルの形成、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）を登録処理は、ブ
ルートゥース（Bluetooth)通信に基づくビコネット設定処理に基づいて実行可能である。
図１２を参照して、ブルートゥース（Bluetooth)通信に基づくビコネット設定処理につい
て説明する。
【００９７】
　まず、ステップＳ００１において、スレーブとしてのモバイル型通信処理装置が問い合
わせ（Ｉｎｑｕｉｒｙ）をブロードキャスト送信する。なお、問い合わせ（Ｉｎｑｕｉｒ
ｙ）のブロードキャスト送信処理は、基本的には周囲のスレーブの存在を確認し、ピコネ
ット内の同期を確立するための第１段階の処理としてマスターが実行するものであるが、
この時点では、スレーブとしてのモバイル型通信処理装置は、ピコネット内にマスターが
存在するか否かが明確でなく、自己が仮のマスターとして問い合わせ（ＩＱ：Ｉｎｑｕｉ
ｒｙ）パケットをブロードキャスト送信する。
【００９８】
　問い合わせ（ＩＱ：Ｉｎｑｕｉｒｙ）パケットを受信した周辺機器は、ステップＳ００
２において、自己のアドレス（ブルートゥースデバイス・アドレス：ＢＤ－Ａｄｄｒｅｓ
ｓ）、およびマスターとスレーブ間の同期通信を可能とするためのクロック情報等を含む
自分自身の属性情報（ＦＨＳパケット）をモバイル型通信処理装置に送信する。
【００９９】
　モバイル型情報処理装置は、受信したＦＨＳパケットからスレーブとしての周辺機器の
ブルートゥースデバイス・アドレス：ＢＤ－Ａｄｄｒｅｓｓ）と、ブルートゥースクロッ
ク情報を抽出する。
【０１００】
　モバイル型情報処理装置は、各スレーブからの受信ＦＨＳパケットに基づいて、図１３
に示すような、ピコセル情報を自装置のメモリに格納する。すなわち、各スレーブの識別
子としてのスレーブＮｏ．、各スレーブのブルートゥースデバイス・アドレス、さらに、
各スレーブからのＦＨＳパケットから抽出されるクロック情報に含まれる周波数ホッピン
グ情報、パワーセーブ条件などの通信に必要な情報をピコセル情報として自装置のメモリ
に格納する。
【０１０１】
　ピコネット内で、ブルートゥースによる通信を実行するマスター、スレーブは、それぞ
れクロック（ブルートゥースクロック）を有し、スレーブは、マスターの有するクロック
（ブルートゥースクロック）に自分のクロックを併せることが必要となる。これらの処理
を行なうのが呼び出し（Ｐａｇｅ）処理である。呼び出し（Ｐａｇｅ）処理は、具体的に
は、呼び出し（Ｐａｇｅ）送信、呼び出し（Ｐａｇｅ）スキャン、呼び出し（Ｐａｇｅ）
応答の３フェーズによって構成される。この呼び出し（Ｐａｇｅ）処理により、マスター
とスレーブとのクロックを整合させることが可能となり、同期が確立される。
【０１０２】
　図１４を参照して、呼び出し（Ｐａｇｅ）処理シーケンスについて説明する。呼び出し
（Ｐａｇｅ）処理は、以下のシーケンスに従って実行される。
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【０１０３】
　（１）マスターとしてのモバイル型通信処理装置は選択した特定（図の説明ではスレー
ブ機器２）に宛ててＩＤパケットを送信する。(Ｓ１０１)
　（２）スレーブ機器２はマスターからのＩＤパケットを受信すると、受信確認としてＩ
Ｄパケットをマスターに送信する。(Ｓ１０２)
　（３）スレーブからのＩＤパケットを受信したマスターは、そのスレーブに対してＦＨ
Ｓパケットを送信する。（Ｓ１０３）
　（４）スレーブはマスターからのＦＨＳパケットに含まれるＢＤアドレスとブルートゥ
ースクロック情報を抽出する。
　（５）スレーブは同期するため、マスターのブルートゥースクロックに自分のクロック
を合わせる。
　（６）スレーブはマスターからのＦＨＳパケットの受信確認として再びＩＤパケットを
マスターに送信する。(Ｓ１０４)
　（７）マスターとスレーブは周波数ホッピングパターンをチャネル周波数ホッピングパ
ターンに切り替える。
　（８）マスターとスレーブは通信フェーズに状態遷移する。
【０１０４】
　上述の処理によって、ピコセルの形成、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）を
登録処理が実行される。図７に戻り、モバイルディレクトリを格納したモバイル機器を持
つユーザが各種の処理を実行する場合の処理シーケンスについての説明を続ける。
【０１０５】
　（Ａ８）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）経由のスペースディレクトリ（Ｓ
ＤＲ）検索処理。
　ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）の有線側ＮＩＣ（ネットワークインタフェ
ース）に対しブロードキャストアドレスでＵＤＰ固定ポート指定でＳＤＲ探索を送信指令
する。
【０１０６】
　（Ａ９）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）セグメントブロードキャスト。
　ＷＡＵ１Ａによる有線セグメントへのスペースディレクトリ（ＳＤＲ）探索同報処理を
行なう。なお、同一セグメントのネットワーク上は１種類のスペースディレクトリ（ＳＤ
Ｒ）で管理される。
【０１０７】
　（Ａ１０）スペースディレクトリ（ＳＤＲ）応答。
　セグメント上のスペースディレクトリ（ＳＤＲ）が「Ｓｉ１Ｄ，ｄｅｆＲＴ１，ｔｅｍ
ｐＩＤ－１（チャレンジ：ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）」通知を行なう。なお、同一セグメント
にＳＤＲは複数存在することは可能だが、その複数のＳＤＲは、同一の識別子を持ち、同
一の情報を格納する必要がある。
【０１０８】
　（Ａ１１）スペース情報の要求処理。
　スペースディレクトリ（ＳＤＲ１）に、（Ａ１０）のステップで、スペースディレクト
リ（ＳＤＲ１）から取得した「ＳＩＤ１とｔｅｍｐＩＤ－１」を付加情報として送信する
。なお、スペースディレクトリ（ＳＤＲ）からチャレンジ：ｃｈａｌｌｅｎｇｅが来た場
合、モバイル機器は、チャレンジに対するレスポンスとして自己のデフォルト秘密鍵（ｄ
ｅｆＳｋｅｙ）で暗号化し、さらにデフォルト公開鍵証明書（ｄｅｆＣｅｒｔ）と共にス
ペースディレクトリ（ＳＤＲ）に対して送信する。これらは通信相手の認証（チャレンジ
レスポンス認証）に適用される。
【０１０９】
　以下、ステップ（Ａ１２）～（Ａ２２）を図８を参照して説明する。
　（Ａ１２）スペース情報の応答処理。
　スペースディレクトリ（ＳＤＲ１）がモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）認証の証として
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発行する［ｔｒｍｐＩＤ２－１（セッション中有効）］と、スペースディレクトリ（ＳＤ
Ｒ１）の管理下にあるローカル接続された情報処理装置としてのＴＶ１Ａ、ＴＶ１Ｂのア
ドレス＆属性をスペース情報として通知する。
【０１１０】
　（Ａ１３）モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新処理。
　スペースディレクトリ（ＳＤＲ１）の識別子（ＳＩＤ）と、ＳＤＲ１アドレスのペア、
およびデフォルトルータ（ｄｅｆＲＴ１）、さらに、スペースディレクトリ（ＳＤＲ１）
がモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）認証の証として発行した［ｔｒｍｐＩＤ２－１］、さ
らに、ローカル接続情報処理装置としてのＴＶ１Ａ、ＴＶ１Ｂの情報を追加する処理を実
行する。
【０１１１】
　（Ａ１４）位置登録処理（モバイル機器からルータへ送信）
　モバイル機器が格納しているデフォルト公開鍵証明書（ｄｅｆＣｅｒｔ）に格納された
パーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）のアドレスに向けＬＤＡＰ(Light Weight Access Pro
tocol)でＭＤＲ同期開始。この際ＭＤＲの識別子（ｍｄｒＩｄ）と、同期情報を送信する
。
【０１１２】
　なお、ＬＤＡＰ(Light-weight Directory Access Protocol)とは、データを階層的に管
理するデータベースであり、ディレクトリサービスを提供する。ディレクトリ(Directory
)とは、もともとは人名簿や電話番号帳や目録のことをさす。ディレクトリサービスとは
、人名などで問い合わせを行うと人名簿や電話番号帳を検索してその結果を返してくれる
ようなサービスのこと。つまり、データベースへの問い合わせの一種と考えることができ
る。ＬＤＡＰには次のような特徴がある。
　１．データを木構造で管理している
　２．動作が軽い
　３．クライアント・サーバーで動作する
　４．検索が中心
【０１１３】
　また、ＬＤＡＰの用途としては、例えば次のようなものがある。
　１．会社や学校における組織および従業員の情報管理
　２．ユーザ情報とパスワードの一元管理
　３．図書館における蔵書データベース
　４．電子メールのアドレス帳
　５．ＤＮＳ（Domain Name Service)の代わり
　このようにＬＤＡＰでは、階層的（木構造）で管理したデータを素早く検索することが
できる。
【０１１４】
　（Ａ１５）位置登録処理（ルータからＰＤＲへ送信）
　デフォルトルータに指定したｄｅｆＲＴが最終アドレスへルーティングを開始する。そ
の後はインターネットにより自動的にＰＤＲまで転送される。
【０１１５】
　（Ａ１６）位置登録応答処理（ＰＤＲからルータ）
　ユーザがモバイル機器を装着中有効なキーと証明書の通知処理として実行される。パー
ソナルディレクトリ（ＰＤＲ）側からの情報が有れば、このタイミングでアドレス帖、予
定、持ち物リストなどの情報の更新を実行する。
【０１１６】
　（Ａ１７）位置登録応答処理（ルータからモバイル機器）
　基本的にはモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）は個人別所有としてパーソナルディレクト
リ（ＰＤＲ）に管理されるが、例えば家族等、複数ユーザで共有することも可能である。
その場合は直後に利用者認識シーケンスが入る。
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【０１１７】
　（Ａ１８）ＭＤＲ更新に基づいて、モバイル機器のモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）Ｍ
ＤＲの更新処理を実行する。
【０１１８】
　このＡ１～Ａ１８までの処理は、ユーザがモバイル機器を装着して外出する前に実行す
る処理（初期化処理）である。
【０１１９】
　Ａ１９～Ａ２１は、定期的に実行されるピコセル更新処理である。
　（Ａ１９）セル探索処理
　ブルートゥース（Bluetooth)の標準的なピコセル管理機能により、定期的にスレーブと
して機能する機器のリストを更新する。
【０１２０】
（Ａ２０）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１）応答
　セル探索に対して、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１）から応答があるが、この
場合、特に移動もしていないことから、周りに存在するスレーブ機器の状況変化は無い。
しかし、モバイル機器のワイヤレスマスターユニット（ＷＭＵ）では変化の有無の判断は
しない。
【０１２１】
　（Ａ２１）セル状況報告処理
　モバイル機器のワイヤレスマスターユニット（ＷＭＵ）から情報更新を受けたＣＰＵが
、前回の情報と比較し、モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新の必要があるかどうかを判
断する。この場合不要であり、処理終了となる。
【０１２２】
　（Ａ２２）ユーザ移動（モバイル機器移動）
　ユーザの移動に伴い、モバイル機器の電波到達範囲が変わり、通信可能なスレーブ端末
の種類が変化する。
【０１２３】
　以下、ステップ（Ａ２３）～（Ａ３２）を図９を参照して説明する。
　（Ａ２３）セル探索処理
　定期的なスレーブ情報更新であり、前述のステップ（Ａ１９）と同様のセル探索処理を
実行する。
【０１２４】
　（Ａ２４）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）からの応答
　ユーザの移動に伴い、空間機器１の構成情報処理装置のワイヤレスアクセスユニット（
ＷＡＵ１Ｂ）がユーザの装着したモバイル機器と通信可能となり、モバイル機器のワイヤ
レスマスターユニット（ＷＭＵ）が認識する。
【０１２５】
　（Ａ２５）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）からの応答
　また、いままで通信に使用していたワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）もまだ
、モバイル機器との通信圏内のため認識され、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ
）からの応答も受信する。
【０１２６】
　（Ａ２６）セル状況報告
　ステップ（Ａ２３）の後、一定時間経過後にそこまでで収集できたスレーブ情報をワイ
ヤレスマスターユニット（ＷＭＵ）が、モバイル機器のＣＰＵに通知する。ＷＭＵによる
判断処理は実行されない。
【０１２７】
　（Ａ２７）モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新処理
　新たな情報に関し、モバイル機器のＣＰＵがモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）を更新す
る。この場合、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）の追加が実行される。
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【０１２８】
　（Ａ２８）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）経由のＳＤＲ探索処理
　新たにモバイル機器のモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）に登録されたワイヤレスアクセ
スユニット（ＷＡＵ１Ｂ）の有線側ＮＩＣ（ネットクインタフェース）に対しブロードキ
ャストアドレスでＵＤＰ固定ポート指定でスペースディレクトリ（ＳＤＲ）探索を送信指
令する。
【０１２９】
　（Ａ２９）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）セグメントブロードキャスト
　ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）による有線セグメントへのスペースディレ
クトリ（ＳＤＲ）探索同報通信処理を実行する。
【０１３０】
　（Ａ３０）同一のスペースディレクトリ（ＳＤＲ）からの応答
　この場合、ユーザの移動範囲が小さく、同一セグメント内での移動のため、現在使用中
の識別子（ＳＩＤ）と同じものを持つスペースディレクトリ（ＳＤＲ）が「ＳＩＤ，ｄｅ
ｆＲＴ，ｔｅｍｐＩＤ（チャレンジ：ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）」通知をモバイル機器に対し
て実行する。ただし、この通知処理を実行するのは、先に通知処理を行なった同一のＳＤ
Ｒとは限らない。
【０１３１】
　（Ａ３１）モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新
　モバイル機器のＣＰＵは、同じスペースディレクトリ（ＳＤＲ）管理下のアクセスポイ
ントであると判断する。ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）とワイヤレスアクセ
スユニット（ＷＡＵ１Ｂ）のいずれを選ぶかは電波状況で判断する。
【０１３２】
　（Ａ３２）ユーザ移動（モバイル機器移動）
　ユーザの移動に伴い、モバイル機器も併せて移動し、モバイル機器は、空間機器２に属
する別セグメント（＝別ＳＤＲ）管理下のワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）の通
信可能範囲に入る。ここで、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）は圏外になるが
、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）はまだ通信可能な範囲にあるとする。
【０１３３】
　以下、ステップ（Ａ３３）～（Ａ４１）を図１０を参照して説明する。
　（Ａ３３）セル探索
　モバイル機器は、定期的なスレーブ情報更新（ステップ（Ａ１９）と同様）処理を実行
する。
【０１３４】
　（Ａ３４）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）からの応答
　現在プライマリ（ｐｒｉｍａｒｙ）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ）として通信
に利用中のワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ｂ）を認識する。
【０１３５】
　（Ａ３５）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）からの応答
　今まで、モバイル機器が認識しなかったワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）を新
たに認識する。
【０１３６】
　（Ａ３６）セル状況報告
　ステップ（Ａ３３）の後、一定時間経過後にそこまでで収集できたスレーブ情報をワイ
ヤレスマスターユニット（ＷＭＵ）からＣＰＵに通知する。
【０１３７】
　（Ａ３７）モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新
　モバイル機器のＣＰＵは、ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ１Ａ）が通信可能範囲
から外れたこととワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）が新たに認識されたことをモ
バイルディレクトリ（ＭＤＲ）に記録する。
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【０１３８】
　（Ａ３８）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）経由のＳＤＲ探索
　ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）の有線側ＮＩＣに対しブロードキャストアド
レスでＵＤＰ固定ポート指定でＳＤＲ探索を送信指令。
【０１３９】
　（Ａ３９）ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）セグメントブロードキャスト
　ワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ２）による有線セグメントへのスペースディレク
トリ（ＳＤＲ）探索同報処理を行なう。
【０１４０】
　（Ａ４０）スペースディレクトリ（ＳＤＲ２の応答）
　ステップ（Ａ３９）のブロードキャストに対してワイヤレスアクセスユニット（ＷＡＵ
２）の接続されたセグメントを管理するスペースディレクトリ（ＳＤＲ２）がモバイル機
器に対して応答する。「ＳＩＤ２，ｄｅｆＲＴ２，ｔｅｍｐＩＤ１－２（チャレンジ：ｃ
ｈａｌｌｅｎｇｅ）」を通知する。
【０１４１】
　（Ａ４１）スペース情報要求
　受信したスペースディレクトリ識別子（ＳＩＤ）に基づいて、既知のスペースと異なる
ことを認識したモバイル機器のＣＰＵが、「ＳＩＤとｔｅｍｐＩＤ」を付けて送信する。
【０１４２】
　以下、ステップ（Ａ４２）～（Ａ４７）を図１１を参照して説明する。
　（Ａ４２）スペース情報応答
　スペースディレクトリ（ＳＤＲ２）がモバイル機器におけるモバイルディレクトリ（Ｍ
ＤＲ）認証の証として発行するｔｒｍｐＩＤ２（セッション中有効）と、スペースディレ
クトリ（ＳＤＲ２）の管理下にあるＴＶ２のアドレス＆属性を通知する。
【０１４３】
　（Ａ４３）モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新
　モバイル機器がモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）の更新処理を行なう。スペースディレ
クトリ（ＳＤＲ２）の識別子（ＳＩＤ）とＳＤＲ２アドレスのペア、ｄｅｆＲＴ２，ｔｅ
ｍｐＩＤ２－２，ＴＶ２の情報を追加する。
【０１４４】
　（Ａ４４）位置登録をスペースディレクトリ（ＳＤＲ２）の管理下のルータ（ＲＴ２）
へ送信
　モバイル機器の有するデフォルト公開鍵証明書（ｄｅｆＣｅｒｔ）に格納されたＰＤＲ
アドレスに向けＬＤＵＰでＭＤＲ同期開始。ＭＤＲ識別子（ｍｄｒＩｄ）と同期情報（Ｓ
ｙｎｃ）を通知する。
【０１４５】
　（Ａ４５）位置登録（ＲＴ２からＰＤＲ）
　デフォルトルータに指定したｄｅｆＲＴが最終アドレスへルーティング開始。その後は
インターネットにより自動的にＰＤＲまで転送される。
【０１４６】
　（Ａ４６）位置登録応答（ＰＤＲからＲＴ２）
　ユーザがモバイル機器を装着中有効なキーと証明書の通知と処理を行なう。パーソナル
ディレクトリ（ＰＤＲ）側からの情報が有れば、このタイミングで更新する。更新情報は
、例えばアドレス帖、予定、持ち物リスト情報等である。
【０１４７】
　（Ａ４７）位置登録応答（ＲＴ２からモバイル機器）
　ルータ（ＲＴ２）からモバイル機器に対して位置登録応答がなされる。基本的にはモバ
イルディレクトリ（ＭＤＲ）は個人別所有としてＰＤＲに管理されるが家族での共有も可
能であり、その場合はこの応答処理直後に利用者認識シーケンスが入る。
【０１４８】
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　（Ａ４８）モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）更新
　ステップ（Ａ４６）で通知された情報をモバイル機器のモバイルディレクトリ（ＭＤＲ
）に反映する更新処理を実行する。
【０１４９】
　上述したように、モバイル機器は、ユーザの移動に伴い移動先の情報に従って周辺機器
情報をモバイルディレクトリに格納し、周囲の情報処理装置の情報を常に最新の情報とし
て保持可能となる。これらの情報を周辺機器、ネットワークを介して、例えばコンテンツ
配信を実行するサービスプロバイダ、あるいは通信サービスを提供するサービスプロバイ
ダにサービス要求を行なう。
【０１５０】
　サービス要求を受信したサービスプロバイダは、受信する要求に合わせて送信されるユ
ーザ情報に基づくユーザ認証を実行し、さらに、モバイル機器から送信される周辺の機器
情報に基づいて、その機器を介したサービス、例えばＴＶに対するコンテンツ配信をユー
ザの嗜好に併せて実行することが可能となる。また、通信機としてのモバイル機器を利用
した通信も、通信サービスプロバイダに対してモバイルディレクトリに格納したユーザ情
報、機器情報を送信し、サービスプロバイダの認証がなされたことを条件として実行可能
となる。
【０１５１】
　なお、図７乃至図１１を参照して説明した処理例においては、空間機器の構成要素とし
てスペースディレクトリ（ＳＤＲ）を有する例を説明したが、前述したように、情報処理
装置情報を格納したスペースディレクトリ（ＳＤＲ）を持つことなく、ＰＣ、情報家電等
が自身の情報処理装置情報を自己の記憶手段に格納し、適宜、ユーザの携帯する携帯端末
のモバイルディレクトリ（ＭＤＲ）と例えばブルートゥースによる通信を実行して、必要
な情報処理装置情報をモバイルディレクトリ情報として格納する構成が可能である。さら
に、情報処理装置は、自身の通信インタフェースを介して自己の情報処理装置情報をサー
ビスプロバイターあるいはパーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）等に送信することが可能で
ある。
【０１５２】
従って、図７乃至図１１を参照して説明したシーケンス中スペースディレクトリによる処
理は、ＴＶ－ＷＡＵ等、各情報処理装置自身が有する機能の中で処理する構成が可能であ
り、この場合には、スペースディレクトリ（ＳＤＲ）は存在することなく、上述の処理シ
ーケンスと同様の処理が実現可能となる。
【０１５３】
次に、図１５を参照して、本発明の構成を適用した具体的な処理例について説明する。
【０１５４】
　インターネット５３０には、多数のユーザの家の各種の情報処理装置が接続されている
。ここでは、ユーザＵ１，５０１は、ユーザＵ１，５０１の家Ｐ１，５１０と、ユーザＵ
２，５０２の家Ｐ２，５２０を示してある。インターネット５３０には、認証局（ＣＡ）
５４０、サービスプロバイダの提供するディレクトリとしてのホワイトページ（ＷＰ）が
接続されている。
【０１５５】
　ユーザＵ１，５０１は、ユーザＵ１，５０１の家Ｐ１，５１０に、自分（ユーザＵ１，
５０１）の個人情報を管理するパーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）が動作するＰＣ（ＰＤ
Ｒ）５１１、自分の家の機器を管理するスペースディレクトリ（ＳＤＲ）が動作するＰＣ
２（ＳＤＲ）５１２、ＰＣ２（ＳＤＲ）５１２に管理されるオーディオ機器ＡＵ５１３、
インターネット５３０と接続するルータＲＯ５１４、さらに、ユーザが日頃持ち歩いてい
る、モバイルディレクトリ（ＭＤＲ）が動作する携帯端末ＭＴ（ＭＤＲ）５１６を有して
いる。これらは、無線あるいは有線で接続されホームネットワークを形成している。
【０１５６】
オーディオ機器ＡＵ５１３にはユーザがよく聞く曲やイコライザーの設定等ユーザの好み
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の設定情報が格納されている。ＰＣ（ＰＤＲ）にはＭＴ（ＭＤＲ）５１６から通知される
ユーザＵ１，５０１の周辺の機器情報や、ユーザＵ１，５０１の使用している機器やアプ
リケーション、ユーザＵ１，５０１の位置等が格納されている。
【０１５７】
別のユーザＵ２，５０２の家Ｐ２，５２０にもパーソナルディレクトリ（ＰＤＲ'）が動
作するＰＣ'（ＰＤＲ'）５２１、スペースディレクトリ（ＳＤＲ'）が動作するＰＣ２'（
ＳＤＲ'）５２２、オーディオ機器ＡＵ'５２３が接続されているホームネットワークは、
ルータＲＯ'５２４を介してインターネット５３０と接続されている。
【０１５８】
ここでユーザＵ１，５０１が日ごろ持ち歩いているＭＴ（ＭＤＲ）５１６を持ってユーザ
Ｕ２，５０２の家Ｐ２，５２０を訪問する場合を想定する。
【０１５９】
ユーザＵ１，５０１が携帯するＭＴ（ＭＤＲ）５１６で動作するＭＤＲはユーザＵ２，５
０２の家Ｐ２，５２０のエリアに入ると、ユーザＵ２，５０２の家Ｐ２，５２０にあるＰ
Ｃ２'（ＳＤＲ'）５２２からの信号を受け、ＰＣ２'（ＳＤＲ'）５２２に環境取得要求を
する。ＰＣ２'（ＳＤＲ'）５２２は、ユーザＵ１，５０１が携帯するＭＴ（ＭＤＲ）５１
６からの環境取得要求を受け付け、接続機器の情報（ここではオーディオ機器ＡＵ'５２
３やルータＲＯ'）を教える。
【０１６０】
ユーザＵ１，５０１が携帯するＭＴ（ＭＤＲ）５１６は、オーディオ機器ＡＵ'５２３が
検出されたことの表示と、使用かどうかのメニューを表示する。このメニューは、ユーザ
Ｕ１，５０１が携帯するＭＴ（ＭＤＲ）５１６上で、あるいは、ユーザＵ２，５０２の家
Ｐ２，５２０にあるＰＣ２'（ＳＤＲ'）５２２が管理する機器上（たとえばオーディオ機
器ＡＵ'５２３）に表示されてもよい。
【０１６１】
これらの接続機器の情報は、ユーザＵ１，５０１が携帯するＭＴ（ＭＤＲ）５１６からイ
ンターネット５３０を介して、ユーザＵ１，５０１の家Ｐ１，５１０に設置された、自分
（ユーザＵ１，５０１）の個人情報を管理するＰＤＲが動作するＰＣ（ＰＤＲ）５１１へ
も通知され、ＰＤＲは、この機器情報を記憶しておく。
【０１６２】
ユーザＵ１，５０１がメニューを操作し、このオーディオ機器ＡＵ'５２３を使用するこ
とを選択すると、オーディオ機器ＡＵ'５２３用の操作メニューが表示される。オーディ
オ機器ＡＵ'５２３用の操作メニューは、ユーザＵ１，５０１が携帯するＭＴ（ＭＤＲ）
５１６、または、ユーザＵ２，５０２の家Ｐ２，５２０にあるＰＣ２'（ＳＤＲ'）５２２
が管理する機器上（たとえばオーディオ機器ＡＵ'５２３）に表示される。
【０１６３】
ユーザＵ１，５０１が携帯するＭＴ（ＭＤＲ）５１６はオーディオ機器ＡＵ'５２３の使
用が選択されたことをユーザＵ１，５０１の家Ｐ１，５１０に設置された、自分（ユーザ
Ｕ１，５０１）の個人情報を管理するＰＤＲが動作するＰＣ（ＰＤＲ）５１１へも通知し
、ＰＤＲ５１１は、ユーザＰ１，５１０がオーディオ機器ＡＵ'５２３を使用中であるこ
とを記録する。アクセスメニューでは曲の選択や再生、停止、音量などの指示ができる。
【０１６４】
ユーザＵ１，５０１は上記アクセスメニューからオーディオ機器ＡＵ'に入っている曲の
一覧を取得し再生をすることができる。
【０１６５】
一方、ユーザＵ２，５０２はあらかじめ自分の所有するＰＣ'（ＰＤＲ'）５２１あるいは
ＰＣ２'（ＳＤＲ'）５２２、オーディオ機器ＡＵ'５２３に情報を設定することより、オ
ーディオ機器ＡＵ'５２３に入っている曲を検索できないようにすることもできる。
【０１６６】
ユーザＵ１，５０１は上記メニューから、自分の家のオーディオ機器ＡＵ５１３に入って
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いる曲の情報をユーザＵ２，５０２の家Ｐ２，５２０のオーディオ機器ＡＵ'５２３にダ
ウンロードしたり、あるいはストリーミングで再生したり、自分の家のオーディオ機器Ａ
Ｕ５１３内の設定の情報をユーザＵ２，５０２の家Ｐ２，５２０のオーディオ機器ＡＵ'
５２３に反映させて曲を聴くこともできる。
【０１６７】
ユーザＵ１，５０１の家Ｐ１，５１０にはアラーム装置ＡＬ５１５があり、ユーザＵ１，
５０１はあらかじめ呼び出してほしい時刻をアラーム装置ＡＬ５１５に設定しておく。ア
ラーム装置ＡＬ５１５は指定された時間になったらユーザＵ１，５０１の家Ｐ１，５１０
にあるＰＣ（ＰＤＲ）５１１にその旨を通知する。ＰＣ（ＰＤＲ）５１１は現在ユーザＵ
１，５０１が使用している機器及びアプリケーションを確認し、使用機器やアプリケーシ
ョンに応じた方法でユーザにアラームを通知するようにユーザＵ２，５０２の家Ｐ２，５
２０のオーディオ機器ＡＵ'５２３に通知する。たとえば、ユーザＵ１，５０１の家Ｐ１
，５１０にあるＰＣ（ＰＤＲ）５１１は、ユーザＵ１，５０１が、ユーザＵ２，５０２の
家Ｐ２，５２０のオーディオ機器ＡＵ'５２３を使用中であることがわかるので、ユーザ
Ｕ２，５０２の家Ｐ２，５２０のオーディオ機器ＡＵ'５２３が再生できるアラーム音を
オーディオ機器ＡＵ'５２３に鳴らすように指示する。
【０１６８】
　以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明であ
る。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべ
きではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参
酌すべきである。
【０１６９】
　なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。
【０１７０】
　例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（Read Only Memory)
に予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(D
igital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、
一時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記
録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０１７１】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス
トールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ(Local
 Area Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で
転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵す
るハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１７２】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１７３】
　以上、説明してきたように、本発明によれば、ユーザの携帯可能なモバイル型情報処理
装置、すなわちモバイル機器が、周辺機器情報を格納したスペースディレクトリ（ＳＤＲ
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）から自己のアクセス可能な周辺機器情報を収集し、収集情報に基づいて記憶手段内にモ
バイルディレクトリ情報を生成し、また更新する処理を実行する構成を有するので、ユー
ザが意識することなく、また特別な処理を実行することなく、自己の周辺の様々な情報処
理装置構成を取得することが可能となり、さらに取得した周辺機器情報に基づいて、周辺
機器を利用した情報処理サービス、例えばコンテンツ配信、通信サービス等、様々なサー
ビスを受領することが可能となるので、例えば、ユーザが各地に移動を行い、移動先にお
いて様々な情報処理装置を利用する際に適用可能である。
【０１７４】
　また、個人の情報はその原本がＰＤＲ、その情報の一部がＭＤＲという各個人ごとに別
々の機器に格納できるようになり、認証等の処理はそれら個人ごとに違う機器で分散され
て行われるようになるため、従来のように個人情報に関わる処理が集中することもなくな
り、ひいてはそれによる処理速度の劣化もなくなり、さらに、個人の情報は基本的に個人
の所有機器上のＰＤＲで管理され、サービス提供者が管理する必要がなくなるため、サー
ビス提供者からの個人情報の漏洩はなくなり、様々な個人情報に基づくサービス提供処理
を行うシステムにおいても安全に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】本発明の構成の概要を説明する図（その１）である。
【図２】本発明の構成の概要を説明する図（その２）である。
【図３】モバイル機器の構成を示すブロック図である。
【図４】ローカル接続される情報処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図５】各サーバ装置の構成例を示す図である。
【図６】モバイルディレクトリ構成例を示す図である。
【図７】モバイル機器を利用した処理シーケンスを示す図である。
【図８】モバイル機器を利用した処理シーケンスを示す図である。
【図９】モバイル機器を利用した処理シーケンスを示す図である。
【図１０】モバイル機器を利用した処理シーケンスを示す図である。
【図１１】モバイル機器を利用した処理シーケンスを示す図である。
【図１２】ブルートゥース通信によるピコセル形成処理シーケンスについて説明する図で
ある。
【図１３】ブルートゥース通信によるピコセル形成処理において取得するピコセル情報に
ついて説明する図である。
【図１４】ブルートゥース通信によって設定したピコセルにおける呼び出し処理シーケン
スについて説明する図である。
【図１５】本発明の構成を適用した具体的な処理例について説明する図である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１０１　上位ディレクトリサーバ
　１１０　通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ａ）
　１１１　ディレクトリサーバＡ
　１２０　通信サービスプロバイダ（ＩＳＰ－Ｂ）
　１２１　ディレクトリサーバＢ
　１３０　自宅
　１３１　スペースディレクトリ（ＳＤＲ）
　１４０　外出先
　１４１　情報処理装置
　１４２　情報処理装置
　１５０　ユーザ
　１５１　モバイル機器
　１５２　モバイルディレクトリ
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　１７０　パーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）管理サーバ
　１７１　パーソナルディレクトリ（ＰＤＲ）
　２１１，２１２　サービスプロバイダ
　２２１，２２２，２２３　アクセスポイント
　２５０　ユーザ
　２５１　モバイル機器
　２５２　モバイルディレクトリ
　３０１　ＣＰＵ
　３０２　ＲＯＭ
　３０３　ＲＡＭ
　３０４　記憶手段
　３０５　バス
　３０６　入力手段
　３０７　表示手段
　３０８　通信手段
　３２１　無線通信手段
　３２２　有線通信手段
　３２３　システム制御部
　３２４　記憶手段
　３３１　無線通信手段
　３３２　システム制御部
　３３３　記憶手段
　３３４　入力手段
　３３５　出力手段
　３５１　ＣＰＵ
　３５２　ＲＯＭ
　３５３　ＲＡＭ
　３５４　ＨＤＤ
　３５６　入力部
　３５７　出力部
　３５８　通信部
　３５９　ドライブ
　３６０　リムーバブル記録媒体
　３６１　バス
　３６２　入出力インタフェース
　５０１，５０２　ユーザ
　５１０，５２０　ユーザの家
　５１１，５２１　ＰＣ（ＰＤＲ）
　５１２，５２２　ＰＣ（ＳＤＲ）
　５１３，５２３　オーディオ機器
　５１４，５２４　ルータ
　５１５　アラーム
　５１６　ＭＴ（ＭＤＲ）
　５４０　ＣＡ
　５５０　ＷＰ
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