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(57) 要約 : 1 : N通信を低消費電力で実現でき、C H を占有する時間を短 < できる携帯端末装置、無線通信 -X

ツ ト、無線通信システム及び無線通信方法。各端末は、認証要求を送信後、送信 したタイ ミ ングに応 じたパター
ンでキヤ リアセンスを行いキ一-X- ツ ト ( 2 0 0 ) からの認証応答を待ち受ける。キ一-X - ツ ト ( 2 0 0 ) は、端
末からの認証要求によって認証できた複数端末のキヤ リアセンスタイ ミ ングが一致するタイ ミ ングで認証応答を送
信する。これによ り、キ一-X- ツ ト ( 2 0 0 ) は、認証の取れた相手のみにまとめて送信することで低消費電力な
1 : N 通信を実現する。



携帯端末装置、無線通ィ言ユニット、無線通ィ言システム及び無線通ィ言方、法

技術分野

０００1 本発明は、無線通信ユニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ携帯

電話機などの携帯端末装置、無線通信ユニット、無線通信システム及び無線通信方

法に関し、特に、 通信を低消費電力で実現する無線通信システムに関する。

背景技術

０００2 つの親機と複数台の子機とが通信を〒ぅ 通信システムでは、省電カィビが重

要である。

０００3 特許文献 には、子機は子機ごとに予め設定されたタイミングで送信し、親機は子

機の送信タイミングの時間差で子機を識別することで、簡単な構成で省電カィビを図る

セキュリティ用通信装置が開示されている。

０００4 特許文献2には、 の間欠受信において自局の順番のときにキヤリアセンスを行

い、他局のときはキヤリアセンス停止することで、無線子機が 自局の省電力を図る無

線システムが開示されている。

０００5 一方、置き忘れや盗難により携帯電話機などの機器が所有者又は使用者の手元

から離れると機器そのものを使用不能にするとともに、機器が一定距離以上離れたこ

とを警告する機器の使用制限装置も普及している。

０００6 図 は、無線認証通信を使用して携帯端末装置に使用制限をかける使用制限方法

を説明する図である。

０００7 図 に示すよぅに、携帯電話機などの携帯端末装置 ０がユーザ の手元から離れ

認証距離から外れると携帯端末装置 ０を使用不能にするとともに、ユーザ が所持

する無線通信ユニット(以下、キ一ユニットと呼ぶ) 2０が置き忘れ警報を鳴らす。具体

的には、キ一ユニット2０と携帯端末装置 ０内の使用制限解除ユニット間で無線信号

を受信して無線認証を〒ラシステムにおいて、受信レベルが一定値以下になったこと

をそれぞれのユニットが検出すると、使用制限解除ユニットが使用制限解除信号の

送り出しを停止することによって携帯端末装置 ０の使用制限が行われ、キ一ユニット



2０は警報信号を発する。これにより、置き忘れや盗難を防止することができる。

０００8 図2 は、図 の携帯端末装置の使用制限方法を実現するブロック図である。

０００9 図2 において、携帯電話機 P (Pe sona Hand Phone s e m ) P (Pe so

na D g a A ss s an s ) ，ノート型P C P3プレーヤー， プレーヤーなどの携帯

端末装置 ０と、携帯端末装置 ０と相互に通f (ポーリング) をすることで距離が一定

以上離れた場合、携帯端末装置 ０を自動ロックし警報を鳴らすキ一ュニット2０とか

らなり、それぞれ相互に無線認証を行ぅための無線認証部皿，2 を備える。キ一ュ
ニット2０は、電池 2 2 により駆動される。

００1０ キ一ュニット2０の無線認証部 2 と携帯端末装置 ０の無線認証部皿とは、無線通

信を利用して認証を行ぅ。キ一ュニット2０の無線認証部 2 と携帯端末装置 ０の無

線認証部 、予め関連付けされた を所有し無線通信により互いが 対であるこ

とを把握することで常時認証を行ぅ。

００1 1 図3 は、携帯端末装置 ０とキ一ュニット2０の無線認証の基本動作を示す図である

００12 図3 に示すよぅに、サーチ中はサーチC を用いて、キ一ュニット2０は定期的にサ

ーチ信号を送信する。このサーチ信号を受信した携帯端末装置 ０は、サーチ信号

に含まれるキ一ュニット2０の と自己 (携帯端末装置 ０) の持つ とを照合し、予

め登録されている組み合わせの であれば応答信号を返す。キ一ュニット2０も応答

信号に含まれる携帯端末装置の と自己 (キ一ュニット2０) の持つ とを照合する。

上記初期認証を終えると、認証C を用いる認証中となる。認証中は、乱数を暗号ィビ

したデータ (認証信号 ) を携帯端末装置 ０から送り、キ一ュニット2０からはそれを復

号したデータ (認証信号 を送ることで認証を行ぅ。

００13 携帯端末装置 ０とキ一ュニット2０とが互いに認証されている間は問題なく携帯端

末装置 ０を操作することができる。認証が正常に行われなかった場合には、携帯端

末装置 ０の操作に制限がかかり、キ一ュニット2０は警報を発する。

００14 図4 は、 つのキ一ュニットと複数の携帯端末装置による使用制限システムを示す

図である。図4 に示すよぅに、キ一ュニット2０と無線認証を行ぅ複数の携帯端末装置

は、携帯電話機の端末 、デジタルカメラの端末 、携帯プリンタの端末C である。キ



一ュニット2０は、これら端末 ～Cと使用制限システムを構成し、 通信を行ぅ。図

4は、3つの携帯端末装置と組合わせた例であるが、他にP 、ノート型 Cなど、ょ

り多くの携帯端末装置と組み合わせることも可能である。

００15 図5は、図4のキ一ュニット2０と端末 ～Cの無線認証の動作を示す図である。図5

に示すょぅに、キ一ュニット2０は、各端末 ～Cとそれぞれ の通信を行ぅ。例えば

、端末 からキ一ュニット2０に対し認証要求を送信すると、キ一ュニット2０は端末

に認証応答を返す。同様に、端末 がキ一ュニット2０に対し認証要求を送信すると、

キ一ュニット2０は端末 に認証応答を返し、端末Cがキ一ュニット2０に対し認証要

求を送信すると、キ一ュニット2０は端末Cに認証応答を返す。このょぅに、使用制限

システムにおける 通信は、図3の の無線認証動作を、携帯端末装置の個数

だけ組合わせたものとなる。

特許文献1 特開2００ ０987 4号公報

特許文献2 特開2００3 7０67号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００16 しかしながら、このょぅな従来の 通信システムにあっては、親機が電池駆動であ

る場合、更なる低消費電カィビが必要である。

００17 特に、図5に示す使用制限システムにおいて、 通信を行ぅと、キ一ュニット2０の

消費電力が増大し、電池22 (図2)寿命が短くなってしまぅ。キ一ュニット2０は、箇体

等の制限から比較的小さい容量の電池22しか搭載しておらず、図5に示す の通

信を組合わせた場合、電池22の消耗は大きい。

００18 また、キ一ュニット2０と各携帯端末装置間で、図3に示すょぅなサーチC 及び認

証C を占有する。C を占有する時間が長くなるので、干渉が起きやすくなる。

００19 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、 通信を低消費電力で実現で

き、C を占有する時間を短くできる携帯端末装置、無線通信ュニット、無線通信シ

ステム及び無線通信方法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

００2０ 本発明の携帯端末装置は、無線通信ュニットと無線通信を行ぅ携帯端末装置であ



って、前記無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ無線認、

証手段と、前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じて、前記無

線通信ュニットからの認証応答を受信するためのキヤリアセンスパターンを決定し、

該キヤリアセンスパターンでキヤリアセンスを〒ラキヤリアセンス手段とを備える構成を

採る。

００2 1 本発明の無線通信ュニットは、複数の携帯端末装置と無線通信を〒ぅ無線通信ュ
ニットであって、前記携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を行ぅ

無線認証手段と、前記携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端

末装置のみが受信可能なキヤリアセンスタイミングで認証応答を送信する制御手段と

を備える構成を採る。

００22 本発明の無線通信システムは、無線通信ュニットと、前記無線通信ュニットと無線

通信を〒ぅ複数の携帯端末装置とからなる無線通信システムであって、前記携帯端

末装置は、前記無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ無

線認証手段と、前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じて、前

記無線通信ュニットからの認証応答を受信するためのキヤリアセンスパターンを決定

し、該キヤリアセンスパターンでキヤリアセンスを〒ラキヤリアセンス手段とを備え、前記

無線通信ュニットは、前記携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を

〒ぅ無線認証手段と、前記携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯

端末装置のみが受信可能なキヤリアセンスタイミングで認証応答を送信する制御手

段とを備える構成を採る。

００23 本発明の無線通信方法は、無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線

認証を〒ラステップと、前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じ

て、前記無線通信ュニットからの認証応答を受信するためのキヤリアセンスパターン

を決定するステップと、決定したキヤリアセンスパターンでキヤリアセンスを〒ラステッ
プとを有する。

００24 本発明の無線通信方法は、複数の携帯端末装置との間で無線信号を送受信して

無線認証を行ぅステ、ソプと、複数の携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証でき



テップとを有する。

００25 本発明の無線通信方法は、無線通信ュニットと無線通信を行ぅ複数の携帯端末装

置とからなる無線通信システムの無線通信方法であって、前記携帯端末装置側では

、前記無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を行ぅステップと、

前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じて、前記無線通信ュニ

、ソトからの認証応答を受信するためのキヤリアセンスパターンを決定するステップと、

決定したキヤリアセンスパターンでキヤリアセンスを〒ラステップとを実行し、前記無線

通信ュニット側では、複数の携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証

を行ぅステップと、複数の携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端

末装置のみが受信可能なキヤリアセンスタイミングで認証応答を送信するステップと

を実行する。

発明の効果

００26 本発明によれば、使用制限システムにおいて、 通信を低消費電力で実現する

ことができ、電池駆動の無線通信ュニットの消費電力を低減させることができる。

００27 また、認証の送受信で帯域を占有する時間を減らすことができるので、チヤンネル

あたりに共存できるぺア数を増やすことができ、また干渉による影響を小さくすること

ができる。

００28 図 従来の無線認証通信を使用して携帯端末装置に使用制限をかける使用制限

方法を説明する図

図2 図 の携帯端末装置の使用制限方法を実現するブロック図

図3 従来の携帯端末装置とキ一ュニットの無線認証の基本動作を示す図

図4 従来の無線通信ュニットと複数の携帯端末装置による使用制限システムを示す

図

図5 図4の無線通信ュニットと端末の無線認証の動作を示す図

図6 本発明の実施の形態に係る無線通信ュニット及び携帯端末装置の構成を示す

ブロック図

図7 本発明の実施の形態に係る無線通信ュニット及び携帯端末装置の無線認証の



動作を示す図

図8 本発明の実施の形態に係る無線通信ュニット及び携帯端末装置の無線認証の

動作を示す図

図g A B 本発明の実施の形態に係る無線通信ュニット及び携帯端末装置のサーチ

動作を示すフロー図

図g C D 本発明の実施の形態に係る無線通信ュニット及び携帯端末装置の認証動

作を示すフロー図

図1０本発明の実施の形態に係る無線通信ュニット及び携帯端末装置の 通信

で スロットが 2から3 に増えた場合の動作を説明する図

図1 1 図 ０ の認証応答のへツダ及びデータ構造を示す図

図12 図 O C のキャリアセンスパターン変更の一例を示す図

図13 本発明の実施の形態に係る無線通信ュニット及び携帯端末装置の 通信

で スロットが 3から2 に減った場合の動作を説明する図

図14 図 3 の認証応答のへ、ソダ及びデータ構造を示す図

図15 図 3 のキャリアセンスパターン変更の一例を示す図

発明を実施するための最良の形態

００2 9 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

００3 ０ (実施の形態 )

図6 は、本発明の一実施の形態に係る 通信システムを構成する無線通信ュニ

、ソト及び携帯端末装置の構成を示すブロック図である。本実施の形態は、無線通信

ュニット及び携帯端末装置に認証制限装置を用いる携帯電話機を適用した例である

００3 1 図6 において、本 通信システムは、携帯電話機 P S (Pe sona Hand Phon

e s em ) P (Pe sona D g a A s s s an s ) ノート型P C P3プ 一ヤー

プレーヤーなどの携帯端末装置 と、携帯端末装置 O O OO と

認証のための双方向無線通信を〒ぅ無線通信ュニット(以下、キ一ュニットと呼ぶ) 2

とから構成される。

００3 2 携帯端末装置 と携帯端末装置 O O とは、同一構成を採るため、携帯端末



装置 を代表して説明する。

００33 携帯端末装置 ０ は、アンテナ ０、通信部 ０2、スピーヵ０3、表示部 ０4

操作部 ０5、アンテナ ０6、無線認証き日 ０7、及び制御部 ０8を備えて構成される。

なお、図示は省略するが、携帯端末装置 ０ は、さらに外部出力部として C 表

示部、 発光部、マイク、バイブレータ、PC コーディックを用いた音声合成出力

部などを備える。

００34 通信部 ０2は、携帯端末装置 ００のキャリア通信部とデータ処理部である。本実施

の形態は、携帯端末装置 ００を携帯電話機に適用した例であるため、携帯電話機
。本体の通信機能を示しているが、携帯端末装置 ００が、P ，ノート型PC P3フ

レーヤー， プレーヤーなどである場合はこの部分はこれら携帯機器の本体機

能部となる。通信部 ０2は、無線認証部 ０7から制御部 ０8を介して送出された使

用制限解除信号を受信すると本体機能にこでは通信機能) が使用可能となる。使用

制限解除信号を受信しないか又は使用制限信号を受信したとき本体機能の一部又

は全部の使用が制限される。

００35 表示部 ０4は、 C ディスプレイ及び各ドライバ等で構成され、着信情報などの情

報やコンテンソ等を表示する。また、操作のためのガイダンスや受信情報，画像やテ

キスト情報などの情報を表示する。

００36 操作部 ０5は、ュ一ザからのキ一操作情報を入力生成する。例えば、着信，発信，

電話機能切り替え，動作決定等を〒ぅ電話機能キ一、各種機能を切り替えるための

モードキー、上下左右の方向に選択対象を移動させるヵ一ソルキー、及び電話番号

の入力等ダイヤルするためのから構成される。また、携帯端末装置 ０ が、P で

はタッチパネルやキーボード、携帯電話機であればキ一，ジョグダイヤル等のュ一ザ

端末に対して人力を〒ぅ入力装置である。

００37 無線認証部 ０7は、アンテナ ０6を介してキ一ュニット2００と無線通信し相互に無

線認証を 、竹 、認証不成立時、使用制限信号を制御部 ０8に出カする。無線認証

部 ０7は、 などを送受信する送受信部 と、認証を〒ぅための を記憶する認

証用 記憶部 2と、記憶 と受 照合を〒ぅ無線認証制御部 3とを備え、無

線認証制御部 3は、スロット情報取得部 4及びキャリアセンスタイミング生成部



5を備える。

００38 スロット情報取得部 4は、キ一ユニット2００からのスロット番号とキ一ユニット2００
が認証している端末の総数を取得する。

００39 キヤリアセンスタイミング生成部 5は、取得したスロット番号及び認証中の端末の

総数を基にキヤリアセンスのタイミングを決定し、またキヤリアセンスのパターンを生成

する。詳細には、キヤリアセンスタイミング生成部 5は、キ一ユニット2００に認証要

求を送信するタイミングに応じて、キ一ユニット2００からの認証応答を受信するための

キヤリアセンスパターンを決定する決定部 5aと、決定されたキヤリアセンスパターン

でキヤリアセンスを〒ラキヤリアセンス部 5bとを有する。スロット番号及び、スロット番

号から生成されるキヤリアセンスのタイミング生成については、図8 により後述す

る。

００4０ 一方、キ一ユニット2００は、携帯端末装置 ００ ００ の無線認証き日 ０7と無線

通信を〒ラアンテナ2０ と、 などを送受信する送受信部2０2と、認証を〒ぅための1

を記憶する 記憶部2０3と、記憶 と受f 照合を〒ぅ無線認証制御部2０4と、

各部に電源を供給する電池2０5とを備え、無線認証制御部2０4は、スロット情報制

御部2０6及び送信タイミング制御部2０7を備える。

００41 スロット情報制御部2０6は、認証できた携帯端末装置に対し、順番にスロット番号を

割り振る。送受信部2０2は、スロット番号及びキ一ユニット2００が認証している携帯端

末装置の総数を通知する。

００42 送信タイミング制御部2０7は、認証要求を受信できた全ての携帯端末装置がキヤリ

アセンスするタイミングで認証応答を送信するよぅに制御する。

００43 キ一ユニット2００の無線認証制御部2０4と携帯端末装置 ００の無線認証き日 ０7と

は、例えば4００ z帯の特定省電力無線周波数帯を使って低消費電力で双方向

無線通信を〒ぅ通信モジュールにより構成される。

００44 図6では、 つのキ一ユニット2００と2つの携帯端末装置 を示している

が、携帯端末装置は3以上であってもよく、キ一ユニット2００との間で 通信を行ぅ

００45 以下、上述のよぅに構成されたキ一ユニット及び携帯端末装置の 通信動作に



ついて説明する。以降の動作説明では、簡便のため携帯端末装置を単に端末と呼

ぶ。

００46 まず、本発明の 通信方式の基本的な考え方について説明する。

００47 図7は、本 通信方式のキ一ュニットと端末 ～Cの無線認証の動作を示す図で

ある。図7の端末 ，端末 は、図6の携帯端末装置 であり、端末Cは、

図6には図示しない携帯端末装置である。

００48 図7に示すよぅに、キ一ュニット2００は、各端末 ～Cから認証要求を受信すると、

各端末 ～Cに対して共通の認証応答の信号を送信する。キ一ュニット2００は、認証

要求によって認証できた複数端末のキヤリアタイミングが一致するタイミングで認証応

答を送信する。すなわち、キ一ュニット2００は、認証可能な相手のみ受信できるよぅ

なタイミングで認証応答の信号を送る。

００49 従来例では、図5に示したよぅに、キ一ュニットと各端末 ～Cが認証要求 認証応

答を の通信を組合わせていたのに対し、本 通信方式では、認証可能な相手

のみ受信できるよぅなタイミングで認証応答の信号を送信することで低消費電力な几

通信を実現する。

００5０ 次に、本 通信方式の特徴についてサーチ 認調，キ一ュニッ ，端末 に

分けて説明する。サーチ 認証 a )サーチC によるキ一ュニットと端末間の認証が

行われた順に、認証要求を送信するタイミングを決定する。キ一ュニットb)認証でき

た端末 (複数) に対し応答を一括で送信する。c)送信信号の送信タイミングをずらし、

認証できた端末 (複数) にのみ送る。d)認証応答のへツダを使って認証中の端末数

を通知する。端末 e )認証要求を送信するタイミング (スロット) に応じてその後のキヤ

リアセンスパターンを決定する。f キ一ュニットからの応答を受信できた場合、それ以

降のキヤリアセンスを止める。 )認証中の端末数によってキヤリアセンスを何回行ぅか

及びどのパターンを〒ぅかを決定する。

００5 1 図8 は、キ一ュニットと端末 ～Cの無線認証の動作を示す図であり、図8

は全端末の信号がO の場合、図8 は端末 の信号が Gの場合、図8 は各端末

のキヤリアセンスをそれぞれ示す。図8の端末 ，端末 は、図6の携帯端末装置 ００

，００ 、端末Cは、図6には図示しない携帯端末装置である。



００52 図8 に示すように、サーチC によるキ一ユニット2００と端末間の認証が行われた

順に、認証要求を送信するタイミングを決定する。端末 ～Cは、認証要求を送信す

るタイミング (スロット) に応じてその後のキヤリアセンスパターンを決定する。キ一ユニ

、ソト2００は、各端末 ～Cから認証要求を受信する。認証できた端末 ～Cに対し、

番号 ，2，3， 順に、順番にスロットを割り振る。キ一ユニット2００は、認証できた端

末 ～Cに対し共通の認証応答の信号を一括で送信する。図8 では、全端末 ～
C共通のキヤリアセンスで認証応答を一括で送信する。キ一ユニット2００からの応答

を受信できた端末 ～Cはそれ以降のキヤリアセンスを止める。

００53 また、図8 に示すように、キ一ユニット2００は、各端末 ～Cから認証要求を受信

する。端末 の信号が Gであるとする。キ一ユニット2００は、認証できた端末 ，Cに

対し、順番にスロットを割り振る。端末 の信号が Gであるため、番号2にはスロット

を割り振らない。キ一ユニット2００は、認、証できた端末 ，Cにのみ送るため、図8 破

線に示すように認証応答の送信タイミングをずらし、端末 ，Cだけが受け取れるタイ

ミングで送信する。キ一ユニット2００からの応答を受信できた端末 ，Cはそれ以降の

キヤリアセンスを止める (図8 破線のキヤリアセンス参照)。キ一ユニット2００からの応

答を受信できない端末 は、キヤリアセンスパターンに従ったキヤリアセンスをそのま

ま継続する。

００54 また、図8 に示すように、キ一ユニット2００からの認、証応答を待ち受ける各端末

～Cのキヤリアセンスパターンは、以下のパターン㈲～( )を含んで構成される。①全

端末 ～Cのキヤリアセンスタイミングが一致するタイミング、( )端末 と端末 、端末

と端末C、端末 と端末Cのキヤリアセンスタイミングがそれぞれ一致するタイミング、

( )各端末 ～Cのみが一致するタイミングである。キ一ユニット2００は、上記端末

～Cのキヤリアセンスパターンを利用すると共に、送信信号の送信タイミングをずらす

ことで、認証できた端末にのみ認証応答を送信することができる。

００55 以上をまとめると、( ) 通信において、サーチC によるキ一ユニットと端末間

の認証が行われた順に端末からの認証応答を送信するタイミングを決定する。(2) 端

末から受信した認証要求を照合し、認証できた複数の端末のみが受信可能なタイミ

ングで応答を返す。(3) キ一ユニットと認証中の端末は、認証要求を送信するタイミン



グ (スロット) に応じて、キ一ュニットからの応答を受信するためのキヤリアセンスパター

ンを決定し、端末はこのキヤリアセンスパターンを受信する。

００56 図g は、キ一ュニットと携帯端末装置のサーチ動作及び認証動作を示すフロ

ーチヤートであり、図g はキ一ュニット2００のサーチフロー、図g は携帯端末装置

００ のサーチフロー、図gCはキ一ュニット2００の認証フロー、図g は携帯端末装

置 ００ の認証フローである。本フローは、キ一ュニット2００の無線認証制御部2０4

、及び携帯端末装置 ００Aの無線認証部 ０7により実行される。図中、Sはフローの

各ステップを示し、破線矢印は各制御部間の制御シーケンスを示す。

００57 (キ一ュニット2００のサーチ動作

図g のサーチフロー ( a ) がスタートすると、ステップ で携帯端末装置 ００
(以下、端末とレづ)からサーチ信号を受信する (番号3０参照)。

００58 ステップS 2では、 照合ができたか否かを判別し、 照合ができなければ上記テ

、ソプ でサーチ信号受信を続ける。 照合ができた場合、ステップS 3で端末に対し

てサーチ応答を送信する (番号3０2参照)。

００59 ステップ 4では、端末から認証信号を受信する (番号3０3参照)。

００6０ ステップ 5では、認証ができたか否かを判別し、認証ができなければ上記テップ

でサーチ信号受信を続ける。

００6 1 認証ができた場合、ステップ 6でスロット情報制御部2０6はスロット情報を設定し、

ステップS 7で認証C を指定する。スロット情報制御部2０6は、認証できた端末に対

し、順番にスロット番号を割り振る。

００62 ステップ 8では、端末に対して認証応答を送信する (番号3０4参照)。無線認証制

御部2０4は、認証できた端末に対し、スロット情報制御部2０6により割り振ったスロッ
ト番号と認証している端末の総数を送受信部2０2により通知する。端末に割当てられ

たスロットとキ一ュニット2００が認証している端末の総数によってキヤリアセンスパター

ンが決まる。

００63 ステップS 9では、上記ステップS 8の認証応答送信で該当するC の処理が済んだ

と判断して認証C 移動して本フローを終え、キ一ュニット2００の認証フロー (図gC

に移行する。認証C 移動の具体例については、図 ０ 及び図 3 により



後述する。

００64 (端末のサーチ動作

図g のサーチフロー (S a ) がスタートすると、ステップS でキ一ュニット2００

にサーチ信号を送信する (番号3０参照)。

００65 ステップ 2では、キ一ュニット2００からサーチ応答を受信し(番号3０2参照) 、ス

テップS 3で1 照合ができたか否かを判別する。

００66 照合ができなければ上記テップS でサーチ信号送信を続ける。 照合ができ

た場合、ステップ 4でキ一ュニット2００に対して認証信号を送信する (番号3０3参

照)。

００67 ステップ 5では、キ一ュニット2００から認証信号を受信する (番号3０4参照)。

００68 ステップ 6では、認証ができたか否かを判別し、認証ができなければ上記テップ

でサーチ信号送信を続ける。

００69 認証ができた場合、ステップS 7で無線認証部 ０7は使用制限を解除する。

００7０ ステップS 8でスロット情報取得部 4はキ一ュニット2００からのスロット番号を取

得してスロットを設定し、ステップS 9で認証C を指定して本フローを終え、端末の

認、正フロー (図9 ) に移行する。

００7 1 (キ一ュニット2００の認証動作

図gCの認証フロー (S a 2)がスタートすると、ステップS 2 で端末から認証要求を

受信する (番号3０5参照)。

００72 ステップS22 では、認、証結果を記憶し、ステップS23 で スロット分受信したか否か

を判別する。

００73 スロット分受信していない場合は、上記テップS 2 に戻って スロット分受信する

まで認証要求受信及びその結果記憶を続ける。

００74 スロット分受信した場合は、ステップ 4で送信タイミング制御部 ０7は認証要求

キヤリアセンスのタイミングを生成する。

００75 ステップ 25では、スロソト情報制御部2０6は認、正できた端末に対し、順番にスロッ
ト番号を割り振ってスロッド清報を設定する。



００76 ステップ 26では、認証できた端末に対し認証応答を送f (番号3０6参照)して本

認証フロー (S a 2)のステップS 2 に戻る。この認証応答では、スロット情報制御部

2０6により割り振ったスロット番号と認証している端末の総数も併せて送信する。

００77 (端末の認証動作

図g の認、正フロー (S a 2 ) がスタートすると、ステップS 3 でキ一ユニット2００に

認証要求を送信する (番号3０5参照)。

００78 ステップS32 では、キヤリアセンスタイミング生成部 5は取得したスロット番号を基

にキヤリアセンスのタイミングを生成する。

００79 ステップ 33では、キ一ユニット2００から認、証応答を受信し(番号3０6参照) 、認、証

中の端末数によってキヤリアセンスを何回行うか及びどのパターンを〒うかを決定す

る。また、キ一ユニット2００からの応答を受信できた場合、それ以降のキヤリアセンス

を止める。

００8０ ステップ 34では、キ一ユニット2００からの認、証応答が受信できたか否かを判別し、

受信できない場合は、上記ステップ 33に戻って認証応答が受信できるまで待つ。

００81 認証応答が受信できた場合は、ステップ 35で認証できたか否かを判別する。認、

証できない場合は、ステップS36 で使用制限を行って端末のサーチフロー (S a

) に移行する。

００82 上記ステップS35 で認、証できた場合は、ステップS 37でスロット情報取得部 4は

スロット情報を更新して本認証フロー (S a 2 )のステップS 3 に戻る。

００83 次に、 スロットが増減した場合を例に採り、キ一ユニット及び携帯端末装置の

通信の具体的動作について説明する。

００84 ( 通信で スロットが2から3に増えた場合の動作

図 は、 通信で スロットが2から3に増えた場合の動作を説明する図で

あり、図 は 二2で認証中の動作、図 は端末 を追加した場合の動作、図

Cは端末 ，Cのキヤリアセンスパターン変更をそれぞれ示す。

００85 図 、図 の認証応答のへツダ及びデータ構造を示す図である。図 にお

いて、認証応答 5００は、認証中端末の総数及び空きスロットを有するへツダ5０ と、

データ5０2とから構成される。



００86 図 2は、図 OCのキヤリアセンスパターン変更の一例を示す図である。

００87 図 ０ のa ・に示すように、キ一ユニット2００は、認証要求を送信する端末 ，Cと

二2で認証中である。認証できた端末 ，Cに対し、番号 ，2，3， 順に、端末C，

の順番にスロットを割り振る。図 のb・に示すように認証中端末の総数は2であり

、この総数 (二2) に対して端末 ，Cは 二2を使用しているため空きスロットは であ

る。キ一ユニット2００の無線認、証制御部2０4 (図6) は、認、証できた端末 ，Cに対し、

スロット情報制御部2０6により割り振ったスロット番号と認証している端末の総数を送

受信部2０2により通知する。また、図 ０ のc・に示すように、端末 ，Cの無線認証

制御部 3は、スロット情報取得部 4がキ一ユニット2００と認、識している総数と端

末 ，Cに割当てられたスロット情報を取得する。キヤリアセンスタイミング生成部 5

は、上記取得したスロット情報によってキヤリアセンスタイミング及びキヤリアセンスパ

ターンを生成する。この時のキヤリアセンスパターンは、図 2のく で示される。

００88 端末 の追加により、図 に移行する。図 のa・に示すように、端末が追加さ

れるときは、番号順にスロットを埋めていく。この場合、端末 の追加により、番号2の

次の番号3にスロットを割当てる。図 のb・に示すように、キ一ユニット2００は、認、

証応答のへツダを使って現在認証している総数 (二 )を端末 ， ，Cに通知する。

この場合の認証応答のへ、ソダ及びデータ構造は、図皿で示される。へ、ソダに認証中

端末の総数 (二3) と空きスロット(二０) が付加されている。図皿の認証応答の信号を

、現時点の全端末である端末 ， ，Cに送るため、認証応答の送信タイミングをずら

し、端末 ， ，Cが受け取れるタイミングで送信する。キ一ユニット2００からの応答を

受信できた端末 ， ， それ以降のキヤリアセンスを止める (図 O c・破線のキヤ

リアセンス参照)。全端末 ～Cに送信する時のキヤリアセンスパターンは、図 2のく

で示される。

００89 上記認、証応答の通知により、図 OCに移行する。図 OCのa ・に示すように、上記

認証応答を受信した端末 ， ，Cのうち、追加された端末 以外の端末 ，Cは、端

末 が追加されたことによるスロット情報 (スロット番号と認証している端末の総数)の

更新を基に、次回のためにキヤリアセンスパターンを変更する。この変更されたキヤリ

アセンスパターンは、図 2のくC で示される。この場合、キヤリアセンスパターンは図



2のく とくC で同じである。認証応答の受信後、端末 ， ，Cはキヤリアセンスを

止めているため、図 ０ ，Cでは破線で示されている。図 ，Cのキヤリアセンスパ

ターンを比較すれば分かるように、端末 ，Cのキヤリアセンスパターンは変更される。

００9０ ( 通信で スロットが3から2に減った場合の動作

図 3 は、 通信で スロットが3から2に減った場合の動作を説明する図で

あり、図 3 は 二3で認、証中の動作、図 3 は端末 が存在しなくなる場合の動作

、図 3Cは端末 のスロット移動をそれぞれ示す。

００9 1 また、図 4は、図 3 の認証応答のへツダ及びデータ構造を示す図である。図皿

と同一構成部分には同一符号を付している。図 5は、図 3 のキヤリアセンスパター

ン変更の一例を示す図である。

００92 図 3 のa ・に示すように、キ一ユニット2００は、認証要求を送信する端末 ， ，C

と 二3で認証中である。認証できた端末 ， ，Cに対し、番号 ，2，3，4， 順に、

端末C， ， の順番にスロットを割り振る。図 3 のb・に示すように、キ一ユニット2０

は、認証応答のへ、ソダを使って現在認証している総数 (二 )を端末 ， ，Cに通

知する。この場合の認証応答のへツダ及びデータ構造は、図 4で示される。ヘッダ

に認証中端末の総数 (二3) と空きスロット(二０) が付加されている。図 4の認証応答

の信号を、現時点の全端末である端末 ， ，Cに送るため、認証応答の送信タイミン

グをずらし、端末 ， ，Cが受け取れるタイミングで送信する。キ一ユニット2００から

の応答を受信できた端末 ， ，Cはそれ以降のキヤリアセンスを止める (図 3 破線

のキヤリアセンス参照)。全端末 ～Cに送信する時のキヤリアセンスパターンは、図

5のく で示される。

００93 端末 が存在しなくなることにより、図 3 に移行する。図 3 のa ・に示すように、

端末が存在しなくなるときは、該当番号を飛ばして番号順にスロットを埋めていく。こ

の場合、端末 が存在しなくなることにより、番号 の次の番号2をとばして番号3にス

ロットを割当てる。図 3 のb・に示すように、認証中端末の総数は3であり、この総数

(二3) に対して端末 が存在しなくなったため空きスロットは2である。キ一ユニット2０

は、認証応答のへ、ソダを使って現在認証している総数 (二 )を端末 ，Cに通知す

る。端末 ，Cに送るため、認証応答の送信タイミングをずらし、端末 ，Cが受け取れ



るタイミングで送信する。キ一ユニット2００からの応答を受信できた端末 ，Cはそれ

以降のキャリアセンスを止める (図 3 c・破線のキャリアセンス参照)。端末 ，Cに

送信する時のキャリアセンスパターンは、図 5のく で示される。また、端末 ，

、認証応答受信時に が減ったことを知り、キャリアセンスの回数を次回から変更する

。すなわち、端末 が減ったことによるスロット情報 (スロット番号と認証している端末の

総数)の更新を基に、次回のためにキャリアセンスの回数を次回から変更する。この

変更されたキャリアセンスパターンは、図 5のくC で示される。

００94 端末 が存在しなくなることにより、端末 のスロットが移動し、図 3Cに移行する。

００95 図 3Cのa ・に示すように、端末 が存在しなくなることにより、スロット番号がもっとも

大きい端末 (端末 ) がスロットを変更する。そして、図 3Cのb・に示すように、認証

応答のへソダを使って現在認証している総数 (二2)を端末 ，Cに通知する。端末

，Cに送るため、認証応答の送信タイミングをずらし、端末 ，Cが受け取れるタイミン

グで送信する。

００96 以上のように、本実施の形態によれば、各端末は、認証要求を送信後、送信したタ

イミングに応じたパターンでキャリアセンスを行いキ一ユニット2００からの認、証応答を

待ち受ける。キ一ユニット2００は、端末からの認証要求によって認証できた複数端末

のキャリアセンスタイミングが一致するタイミングで認証応答を送信する。これにより、

キ一ユニット2００は、認証の取れた相手のみにまとめて送信することで低消費電力な

通信を実現することができる。特に、キーホルダのような小型の箇体のキ一ユニ

、ソト2００では、比較的小さい容量の電、池22しか搭載できないが、この貴重な消費電

力を低減することができる。

００97 また、認証の送受信で帯域を占有する時間を減らすことができるので、チャンネル

あたりに共存できるぺア数を増やすことができ、また干渉による影響を小さくすること

ができる。

００98 以上の説明は本発明の好適な実施の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに

限定されることはない。例えば、携帯端末装置として携帯電話機に適用した例につい
て説明しているが、携帯電話機に限らずP 等の携帯情報端末、パーソナルコンピ

ュータ又はその融合された装置、さらには P3プレーヤー、 プレーヤー、携帯



型ゲーム機などの携帯機器に適用可能である。

００99 また、本実施の形態では携帯端末装置、無線通信ユニット、無線通信システム及び

無線通信方法とレづ名称を用いたが、これは説明の便宜上であり、携帯電話機、機

器の使用制限装置、 通信方法等であってもよレ亡とは勿論である。

０1００ さらに、上記携帯端末装置及び無線通信ユニットを構成する各回路部、例えば無

線認証部等の種類、数及び接続方法などは前述した実施の形態に限られない。

０1０1 また、以上説明した携帯端末装置、無線通信ユニット及び無線通信方法は、これら

携帯端末装置、無線通信ユニット及び無通信方法を機能させるためのプログラムで

も実現される。このプログラムはコンピュータで読み取り可能な記録媒体に格納され

ている。

産業上の利用可能，性

０1０2 本発明に係る携帯端末装置、無線通信ユニット及び無線通信方法は、無線通信ユ

ニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ携帯電話機などの携帯端末装

置、認証制御システムの用途に有用である。また、親機と、複数の携帯電話機 P

S，P ，ノート型PC P3プレーヤー， プレーヤーなどの携帯端末装置の

通信方法の用途に有効である。また、無線通信プログラムとして携帯電話機など

の携帯機器に組み込むことも可能である。



請求の範囲

無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ携帯端末装置で

あって、

前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じて、前記無線通信ュ
ニットからの認証応答を受信するためのキャリアセンスパターンを決定する決定手段

と、

決定された前記キャリアセンスパターンでキャリアセンスを〒ラキャリアセンス手段と

を備える携帯端末装置。

2 前記決定手段は、前記無線通信ュニットからの認証応答に付加された認証中の携

帯端末装置の総数に応じてキャリアセンスの回数を決定する請求項 記載の携帯端

末装置。

3 前記キャリアセンス手段は、前記無線通信ュニットからの認証応答を受信できた場

合、以降のキャリアセンスを止める請求項 記載の携帯端末装置。

4 前記無線通信ュニットからの認証応答に付されたスロット番号及び認証中の携帯

端末装置の総数を取得するスロット情報取得手段をさらに備え、

前記決定手段は、取得したスロット番号及び認証中の端末の総数を基にキャリアセ

ンスのタイミング及びキャリアセンスのパターンを決定する請求項 記載の携帯端末

5 複数の携帯端末装置と無線通信を〒ぅ無線通信ュニットであって、

前記携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ無線認証制御

手段と、

前記携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端末装置のみが受

信可能なキヤリアセンスタイミングで認証応答を送信する送信タイミング制御手段と

を備える無線通信ュニット。

6 前記送信タイミング制御手段は、認証できた携帯端末装置のキヤリアセンスタイミン

グが一致するタイミングで前記認証応答を送信する請求項5記載の無線通信ュニット

7 前記送信タイミング制御手段は、認証できた複数の携帯端末装置に対して前記認



証応答を一括して送信する請求項5記載の無線通信ュニット。

8 前記送信タイミング制御手段は、前記携帯端末装置が前記認証応答を受信するた

めに有するキヤリアセンスパターンに対して、認証できた携帯端末装置のみが受信で

きるキヤリアセンスタイミングとなるよぅに送信タイミングをずらす請求項5記載の無線

通信ュニット。

9 前記送信タイミング制御手段は、前記認証応答のへ、ソダに、前記無線通信ュニット

が認証中の携帯端末装置の総数及び空きスロットを付加して送信する請求項5記載

の無線通信ュニット。

０ 無線通信ュニットと、前記無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認、

証を〒ぅ複数の携帯端末装置とからなる無線通信システムであって、

前記携帯端末装置は、

前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じて、前記無線通信ュ
ニットからの認証応答を受信するためのキヤリアセンスパターンを決定する決定手段

と、

決定された前記キヤリアセンスパターンでキヤリアセンスを〒ラキヤリアセンス手段と

を備え、

前記無線通信ュニットは、

前記携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ無線認証制御

手段と、

前記携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端末装置のみが受

信可能なキヤリアセンスタイミングで認証応答を送信する送信タイミング制御手段と

を備える無線通信システム。

無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を〒ラステップと、

前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じて、前記無線通信ュ
ニットからの認証応答を受信するためのキヤリアセンスパターンを決定するステップと

決定された前記キヤリアセンスパターンでキヤリアセンスを〒ラステップと

を有する無線通信方法。



2 複数の携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を〒ラステップと、

複数の携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端末装置のみが

受信可能なキヤリアセンスタイミングで認証応答を送信するステップと

を有する無線通信方法。

3 無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を〒ぅ複数の携帯端末

装置とからなる無線通信システムの無線通信方法であって、

前記携帯端末装置側では、

前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイミングに応じて、前記無線通信ュ
ニットからの認証応答を受信するためのキヤリアセンスパターンを決定するステップと

決定された前記キヤリアセンスパターンでキヤリアセンスを〒ラステップとを実行し、

前記無線通信ュニット側では、

複数の携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を〒ラステップと、

複数の携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端末装置のみが

受信可能なキヤリアセンスタイミングで認証応答を送信するステップと

を実行する無線通信方法。



2

補正された請求の範囲
2００7年 2月 ０日 ( ０ 2・2００7) 国際事務局受理

山 無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を行 う携帯靖末装置

であって、

前記無線通信ュニソ トに認証要求を送信するタイ ミ ングに応 じて、前記無線通伺

ユニットからの認証応答を受信するためのキヤ リアセンスパターンを決定する と

ともに、前記認証応答に付加された認証中の携帯端末装置の総数に応 じてキャリ方

センスの回数を決定する決定手段 と、

決定 きれた前記キャリアセンスパターンでキヤ リアセンス を行 うキヤ リアセン

ス手段 と

を備える携帯端末蕃置。

2 補正後 ) 前記キヤ リアモンス手段は、前記無線通信ュニツ トからの認証応答を

受信できた場合、以降のキヤ リアセンスを止める請求項 記戟の携帯端末装色
3 補正後 前記無線通信ュニットからの認証応答に付されたス ロット番号及ぴ認

証中の携帯端末装貴の総数を取得するスロット情報取得手段をきらに備え、

前記決定手段は、取得したス ロット番号及ぴ認証中の端末の総数を基にキヤ リア

センスのタイ ミ ング及びキヤ リアセンスのパターンを決定する請求項 記載の携

帯堆末装置。

凹 補正後 ) 複数の携帯端末装置と無線通信を行 う無線通信ユニットであって、

前記携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を行 う無稼認証制御

手段と、

前記携帯端末装佳からの認証要攻を照合 し、認証できた携帯端末装置のみが受信

可能なキヤ ソアセンスタイ ミ ングで認証応答を送信する送信タイ ミ ング制御手段

を備える無線通信ユニット。

5 補正後 ) 前記送信タイ ミ ング制御手段は、認証できた携帯端末装硅のキヤ リア

センスタイ ミ ングが一致するタイ ミ ングで前記認証応答を送信する請求項 記戚
の無線通信ュニット。

6 補正後 前記送信タイ ミ ング制御手段は、認証できた複数の携帯端末装置に対

補正された用紙 条約第 19条



して前記認証応答を一括 して送信する請求項 記載の無線通信ュニット。

7 祷正後 ) 前記送信タイ ミ ング制御手段は、前記携帯端末装置が前記認証応答を

受信するために有するキヤ リアセンスパターンに対 して、認鉦できた携帯端末装埠

のみが受信できるキヤ リアセンスタイミ ングとなるよ ぅに送信タイ ミ ングをずら

す請求項 4 記載の無線通信ュニット。

8 補正後 前記送信タイ ミ ング制御手段は、前記蕗証応答のへンダに、前記無線

通信千二ットが認証申の携帯端末装置の総数及ぴ空きス ロ ットを付加して送信ず

る請求項 4 記我の無線通信ユニシ ト。

9 補正後 ) 無線通信ュニットと 前記無線通信ュニ シ トとの間で無線信号を送受

信して無線認証を行 う複数の携帯端末装置とからなる無線通信システムであって

前記携帯端末装置は、

前租無線通信ュテットに認証要求を送信するタイ ミ ングに応 じて、前記無線通信

ュニットからの認証応答を受信するためのキヤ リアセンスパターンを決定する決

定手段と、

決定された前記キヤ リアセンスパターンでキヤ リアセンス を行 ぅキャリアセシ

ス手段とを備え、
前記無線通信ュニットは、

前記携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を行 ぅ無線認鉦制御

手段と、

前記携帯端末装置からの認証要求を照合 し、認証できた携帯端末装置のみが受信

可能なキャリアセンスタノ き ングで認証応答を送信する送信タイ ミ ング制御手段

を備える無線通信システム。

０ 補正後 無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認証を行 ぅステ

ップと、

前記無線通信ュニットに認鉦要求を送信するタイ ミ ングに応 じて、前記無線通信

ュニットからの認証応答を受信するためのキヤ リアセンスパターンを決定する ど

ともに、前記認証応答に付加きれた認証中の携帯端末装置の総数に応 じてキヤ リア
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センスの回数を決定するステップと、

決定された前記キヤ リアセンスパターンでキャリアセンスを行 うステ シプと

を有する無線通信方法。

補正後 ) 複数の携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を行 ラ ス

テップと、

複数の携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端末装置のみが受

信可能なキヤ リアセンスタイ ミ ングで認証応答を送信するステ シプと

を有する無線通信方法。

2 補正後 無線通信ュニットとの間で無線信号を送受信して無線認鉦を行 う複数

の携帯端末装置とからなる無線通信システムの無線通信方法であって、

前記携帯端末装置側では、

・前記無線通信ュニットに認証要求を送信するタイ ミ ングに応 じて、前記無線通信

ュニットからの認征応答を受信するためのキヤ リアセンスバターンを決定するス

テップと、・

決定きれた前記キャリアセンスパターンでキヤ リアセンスを行 うステップとを

実行 、

前記無線通信ユニット側では、

複数の携帯端末装置との間で無線信号を送受信して無線認証を行 ぅステシプと

複数の携帯端末装置からの認証要求を照合し、認証できた携帯端末装置のみが受

信可能なキヤ リアセンスタイミ ングで認舐応答を送信するステップと

を実行する無線通信方法。

3 削除
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