
JP 6033287 B2 2016.11.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられた第1のNFC 無線周波数(RF)技術およびモ
ード値ならびに第2のNFC RF技術およびモード値を取得するステップであって、前記第1の
NFC RF技術およびモード値が、通信リンクのアクティブ化段階のためのNFC RF技術に関連
付けられた値であるとともに、前記第2のNFC RF技術およびモード値が、前記通信リンク
のデータ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられた値である、ステップと、
　前記アクティブ化段階の間に前記NFCデバイスに関連付けられた1つまたは複数のNFC RF
技術固有のパラメータを取得するステップと、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術によってサポートされるように通信を構成する
ステップと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記構成するステップが、
　前記データ交換段階の開始を決定するステップと、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術を使用してサポートされる前記通信を可能にす
るステップと
　を備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
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　前記1つまたは複数のNFC RF技術固有のパラメータを取得するステップが、データ交換
段階送信ビットレート、およびデータ交換段階受信ビットレートを取得するステップをさ
らに備え、前記データ交換段階送信ビットレートおよび前記データ交換段階受信ビットレ
ートが、前記第2のNFC RF技術およびモード値に関連付けられ、前記データ交換段階の間
に使用される、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記遠隔NFCデバイスが、遠隔NFCタグ、リーダーデバイス、ライターデバイス、NFCカ
ード、および遠隔ピアターゲットデバイスの中から選択された1つを含む、請求項1に記載
の方法。
【請求項５】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術が、前記アクティブ化段階のためのNFC RF技術
とは異なるデータレート通信をサポートする、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクティブ化段階およびデータ交換段階のためのNFC RF技術の各々が、NFC-A技術
、NFC-B技術、およびNFC-F技術の中から選択された1つを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられたデータレートに基づいて第1
のサイズのデータパッケージを転送するための持続時間を推定するステップ
　をさらに備える請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記推定された持続時間に基づいてデータパッケージ転送を始めるオプションのプロン
プトを出すステップと、
　前記データパッケージ転送を始めるかどうかを示す応答をユーザから受信するステップ
　をさらに備える請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記取得された値およびパラメータを含むRFアクティブ通知メッセージを生成するステ
ップをさらに備える請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクティブ化段階およびデータ交換段階のためのNFC RF技術の各々が通信リンクを
使用し、前記通信リンクが、パッシブ通信リンクおよびアクティブ通信リンクの中の1つ
のリンクである、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術によって使用されている前記通信リンクに基づ
いて前記データ交換段階のためのNFC RF技術のために使用可能なカバレージ範囲を推定す
るステップ
　をさらに備える請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記通信リンクにおける電位の変化、および前記変化に関連付けられた前記推定された
使用可能なカバレージ範囲の変化を示す通知のプロンプトを出すステップ
　をさらに備える請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられた第1のNFC 無線周波数(RF)技術およびモ
ード値ならびに第2のNFC RF技術およびモード値を取得させることであって、前記第1のNF
C RF技術およびモード値が、通信リンクのアクティブ化段階のためのNFC RF技術に関連付
けられた値であるとともに、前記第2のNFC RF技術およびモード値が、前記通信リンクの
データ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられた値である、ことと、
　前記アクティブ化段階の間に前記NFCデバイスに関連付けられた1つまたは複数のNFC RF
固有のパラメータを取得させることと、
　前記データ交換段階のための第2のNFC RF技術によってサポートされるように通信を構
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成させることと、
　を行わせるためのコードを備えるコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記コンピュータに
　前記データ交換段階の開始を決定させ、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術を使用してサポートされる前記通信を可能にさ
せる
　ためのコードをさらに備える、請求項13に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記コンピュータに
　データ交換段階送信ビットレート、およびデータ交換段階受信ビットレートを取得させ
ることであって、前記データ交換段階送信ビットレートおよび前記データ交換段階受信ビ
ットレートが、前記第2のNFC RF技術およびモード値に関連付けられ、前記データ交換段
階の間に使用されること
　を行わせるためのコードをさらに備える、請求項14に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記遠隔NFCデバイスが、遠隔NFCタグ、リーダーデバイス、ライターデバイス、NFCカ
ード、および遠隔ピアターゲットデバイスの中から選択された1つを含む、請求項13に記
載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術が、前記アクティブ化段階のためのNFC RF技術
とは異なるデータレート通信をサポートする、請求項13に記載のコンピュータプログラム
。
【請求項１８】
　前記アクティブ化段階およびデータ交換段階のためのNFC RF技術の各々が、NFC-A技術
、NFC-B技術、およびNFC-F技術の中から選択された1つを含む、請求項13に記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項１９】
　前記コンピュータに
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられたデータレートに基づいて第1
のサイズのデータパッケージを転送するための持続時間を推定させる
　ためのコードをさらに備える、請求項13に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記コンピュータに
　前記推定された持続時間に基づいてデータパッケージ転送を始めるためのオプションの
プロンプトを出させ、
　前記データパッケージ転送を始めるかどうかを示す応答をユーザから受信させる
　ためのコードをさらに備える、請求項19に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　前記コンピュータに
　前記取得された値およびパラメータを含むRFアクティブ化通知メッセージを生成させる
　ためのコードをさらに備える、請求項20に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　前記通信リンクがパッシブ通信リンクおよびアクティブ通信リンクの中の1つのリンク
である、請求項13に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２３】
　前記コンピュータに
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術によって使用されている前記通信リンクに基づ
いて前記データ交換段階のためのNFC RF技術のために使用可能なカバレージ範囲を推定さ
せる
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　ためのコードをさらに備える、請求項22に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記コンピュータに
　前記通信リンクにおける電位の変化、および前記変化に関連付けられた前記推定された
使用可能なカバレージ範囲の変化を示す通知のプロンプトを出させる
　ためのコードをさらに備える、請求項23に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　通信のための装置であって、
　遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられた第1のNFC無線周波数(RF)技術およびモ
ード値ならびに第2のNFC RF技術およびモード値を取得するための手段であって、前記第1
のNFC RF技術およびモード値が、通信リンクのアクティブ化段階のためのNFC RF技術に関
連付けられた値であるとともに、前記第2のNFC RF技術およびモード値が、前記通信リン
クのデータ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられた値である、手段と、
　前記アクティブ化段階の間に前記NFCデバイスに関連付けられた1つまたは複数のNFC RF
固有のパラメータを取得するための手段と、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術によってサポートされるように通信を構成する
ための手段と
　を備える装置。
【請求項２６】
　構成するための前記手段が、
　前記データ交換段階の開始を決定するための手段と、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術を使用してサポートされる前記通信を可能にす
るための手段と
　を備える、請求項25に記載の装置。
【請求項２７】
　前記1つまたは複数のNFC RF固有のパラメータを取得するための前記手段が、データ交
換段階送信ビットレート、およびデータ交換段階受信ビットレートを取得するための手段
をさらに備え、前記データ交換段階送信ビットレートおよび前記データ交換段階受信ビッ
トレートが、前記第2のNFC RF技術およびモード値に関連付けられ、前記データ交換段階
の間に使用される、請求項26に記載の装置。
【請求項２８】
　前記遠隔NFCデバイスが、遠隔NFCタグ、リーダーデバイス、ライターデバイス、NFCカ
ード、および遠隔ピアターゲットデバイスの中から選択された1つを含む、請求項25に記
載の装置。
【請求項２９】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術が、前記アクティブ化段階のためのNFC RF技術
とは異なるデータレート通信をサポートする、請求項25に記載の装置。
【請求項３０】
　前記アクティブ化段階およびデータ交換段階のためのNFC RF技術の各々が、NFC-A技術
、NFC-B技術、およびNFC-F技術の中から選択された1つを含む、請求項25に記載の装置。
【請求項３１】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられたデータレートに基づいて第1
のサイズのデータパッケージを転送するための持続時間を推定するための手段
　をさらに備える請求項25に記載の装置。
【請求項３２】
　前記推定された持続時間に基づいてデータパッケージ転送を始めるオプションのプロン
プトを出すための手段と、
　前記データパッケージ転送を始めるかどうかを示す応答をユーザから受信するための手
段と
　をさらに備える請求項31に記載の装置。
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【請求項３３】
　前記取得された値およびパラメータを含むRFアクティブ通知メッセージを生成するため
の手段をさらに備える請求項25に記載の装置。
【請求項３４】
　前記通信リンクがパッシブ通信リンクおよびアクティブ通信リンクの中の1つのリンク
である、請求項25に記載の装置。
【請求項３５】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術によって使用されている前記通信リンクに基づ
いて前記データ交換段階のためのNFC RF技術のために使用可能なカバレージ範囲を推定す
るための手段
　をさらに備える請求項34に記載の装置。
【請求項３６】
　前記通信リンクにおける電位の変化、および前記変化に関連付けられた前記推定された
使用可能なカバレージ範囲の変化を示す通知のプロンプトを出すための手段
　をさらに備える請求項35に記載の装置。
【請求項３７】
　通信のための装置であって、
　遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられた第1のNFC無線周波数(RF)技術およびモ
ード値ならびに第2のNFC RF技術およびモード値を取得することであって、前記第1のNFC 
RF技術およびモード値が、通信リンクのアクティブ化段階のためのNFC RF技術に関連付け
られた値であるとともに、前記第2のNFC RF技術およびモード値が、前記通信リンクのデ
ータ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられた値である、ことと、
　前記アクティブ化段階の間に前記NFCデバイスに関連付けられた1つまたは複数のNFC RF
固有のパラメータを取得することと、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術によってサポートされるように通信を構成する
ことと、
　を行うように構成されたNFCコントローラ
　を備える装置。
【請求項３８】
　前記NFCコントローラが、
　前記データ交換段階の開始を決定し、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術を使用してサポートされる前記通信を可能にす
る
　ように構成される、請求項37に記載の装置。
【請求項３９】
　前記NFCコントローラが、データ交換段階送信ビットレート、およびデータ交換段階受
信ビットレートを取得するようにさらに構成され、前記データ交換段階送信ビットレート
および前記データ交換段階受信ビットレートが、前記第2のNFC RF技術およびモード値に
関連付けられ、前記データ交換段階の間に使用される、請求項38に記載の装置。
【請求項４０】
　前記遠隔NFCデバイスが、遠隔NFCタグ、リーダーデバイス、ライターデバイス、NFCカ
ード、および遠隔ピアターゲットデバイスの中から選択された1つを含む、請求項37に記
載の装置。
【請求項４１】
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術が、前記アクティブ化段階のためのNFC RF技術
とは異なるデータレート通信をサポートする、請求項37に記載の装置。
【請求項４２】
　前記アクティブ化段階およびデータ交換段階のためのNFC RF技術の各々が、NFC-A技術
、NFC-B技術、およびNFC-F技術の中から選択された1つを含む、請求項37に記載の装置。
【請求項４３】
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　前記NFCコントローラが、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術に関連付けられたデータレートに基づいて第1
のサイズのデータパッケージを転送するための持続時間を推定する
　ようにさらに構成される、請求項37に記載の装置。
【請求項４４】
　前記NFCコントローラが、
　前記推定された持続時間に基づいてデータパッケージ転送を始めるためのオプションの
プロンプトを出し、
　前記データパッケージ転送を始めるかどうかを示す応答をユーザから受信する
　ようにさらに構成される、請求項43に記載の装置。
【請求項４５】
　前記NFCコントローラが、前記取得された値およびパラメータを含むRFアクティブ通知
メッセージを生成するようにさらに構成される、請求項37に記載の装置。
【請求項４６】
　前記通信リンクがパッシブ通信リンクおよびアクティブ通信リンクの中の1つのリンク
である、請求項37に記載の装置。
【請求項４７】
　前記NFCコントローラが、
　前記データ交換段階のためのNFC RF技術によって使用されている前記通信リンクに基づ
いて前記データ交換段階のためのNFC RF技術のために使用可能なカバレージ範囲を推定す
る
　ようにさらに構成される、請求項46に記載の装置。
【請求項４８】
　前記通信リンクにおける電位の変化、および前記変化に関連付けられた前記推定された
使用可能なカバレージ範囲の変化を示す通知のプロンプトを出す
　ように構成されるユーザインターフェースをさらに備える請求項47に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第119条による優先権の主張
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる
、2011年5月31日に出願された「METHODS AND APPARATUS FOR IMPROVING NFC ACTIVATION 
MECHANISMS」と題する米国仮出願第61/491,788号の優先権を主張する。
【０００２】
　開示する態様は、一般に、デバイス間の通信に関し、詳細には、近距離通信(NFC)デバ
イスにおけるアクティブ化を報告するための機構を向上させるための方法およびシステム
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　技術における進歩は、小型でより高性能なパーソナルコンピューティングデバイスをも
たらしている。たとえば、現在、各々小型で、軽量で、ユーザが簡単に持ち運ぶことがで
きる、携帯式のワイヤレス電話、携帯情報端末(PDA)、およびページングデバイスのよう
な、ワイヤレスコンピューティングデバイスを含む、様々なパーソナルコンピューティン
グデバイスが存在する。より具体的には、携帯式のワイヤレス電話は、たとえば、ワイヤ
レスネットワークを介して音声およびデータパケットを通信するセルラー電話をさらに含
む。多くのそのようなセルラー電話は、コンピューティング機能を常に増加させて製造さ
れており、したがって、小型のパーソナルコンピュータおよびハンドヘルドPDAと同等に
なっている。さらに、そのようなデバイスは、たとえばセルラー通信、ワイヤレスローカ
ルエリアネットワーク(WLAN)通信、NFCなど、様々な周波数および適用可能なカバレージ
エリアを使用した通信を可能にしている。
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【０００４】
　NFC対応デバイスは、最初に、リモートNFCデバイス(たとえば、NFCタグ、ターゲットデ
バイスなど)を検出することができる。その後、リモートNFCデバイスに関連付けられた情
報を提供するために、NFC対応デバイス内で通知が生成され得る。表1を参照すると、例示
的な通知(たとえば、RF_ACTIVATE_NTFメッセージ)が提供される。表1に記載の表がNFC規
格に記載されている表(含まれない)に対応することに留意されたい。
【０００５】
【表１】

【０００６】
　表1から明らかであるように、通知は、たとえば「NFC RF技術およびモード」および「N
FC RF技術固有のパラメータ」などの情報を含む。ひとたび十分な情報が収集されると、
通知が生成され、情報を収集するために使用されるNFC RF技術(たとえば、NFC-A、NFC-B
、NFC-Fなど)についての情報とともに送られ得る。現在、データ交換のために使用される
ビットレートおよび/またはNFC RF技術が情報の収集において使用されたものとは異なる
旨の情報を通知に含める手段がない。表1ベースの通知は、アクティブ化の間に行われた
ことがデータ交換の間に依然として有効であることについてデバイスが想定することを必
要とし得る。一例として、情報の収集は、106kbit/sでNFC-Aを使用して行われ得るが、デ
ータ交換は、212kbit/sまたは424kbit/sでNFC-Fに切り替わり得る。表1に示すように、通
知は、NFC RF技術の変化を報告する方法、または次のデータ交換のために選択され得る実
際のビットレートを提供しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、NFCデバイスのためのアクティブ化およびデータ交換におけるNFC RF技術
の使用を報告するための機構を提供する改良された装置および方法が望まれ得る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下で、1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の概要を
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提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、すべての態様
の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様の範囲を定め
るものでもない。その目的は、後で提示するより詳細な説明の導入として、1つまたは複
数の態様のいくつかの概念を提示することである。
【０００９】
　様々な態様は、NFCデバイスのためのアクティブ化およびデータ交換におけるNFC RF技
術の使用を報告するための機構の改良に関して説明する。一例では、NFCデバイスでは、N
FCCは、第1の無線周波数(RF)技術およびモード値、第2のRF技術およびモード値、ならび
に第1のNFC RF技術を使用した通信リンクのアクティブ化段階の間に遠隔近距離通信(NFC)
デバイスに関連付けられた1つまたは複数のRF固有のパラメータを取得するように構成さ
れ得る。一態様では、1つまたは複数のRF固有のパラメータおよび第1のNFC RF技術は、第
1のRF技術およびモード値に基づき得る。NFCCは、通信リンクのデータ交換段階の間に使
用するための第2のNFC RF技術によってサポートされるように通信を構成するように、さ
らに構成され得る。一態様では、第2のNFC RF技術は、第2のRF技術およびモード値に基づ
き得る。
【００１０】
　関係する態様によれば、方法は、NFCデバイスのためのアクティブ化およびデータ交換
におけるNFC RF技術の使用を報告するための機構を提供する。方法は、第1の無線周波数(
RF)技術およびモード値、第2のRF技術およびモード値、ならびに第1のNFC RF技術を使用
した通信リンクのアクティブ化段階の間に遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられ
た1つまたは複数のRF固有のパラメータを取得するステップを含み得る。一態様では、1つ
または複数のRF固有のパラメータおよび第1のNFC RF技術は、第1のRF技術およびモード値
に基づき得る。さらに、方法は、通信リンクのデータ交換段階の間に使用するための第2
のNFC RF技術によってサポートされるように通信を構成するステップを含み得る。一態様
では、第2のNFC RF技術は、第2のRF技術およびモード値に基づき得る。
【００１１】
　別の態様は、通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、第1の無線周波数(RF)技術お
よびモード値、第2のRF技術およびモード値、ならびに第1のNFC RF技術を使用した通信リ
ンクのアクティブ化段階の間に遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられた1つまたは
複数のRF固有のパラメータを取得するための手段を含み得る。一態様では、1つまたは複
数のRF固有のパラメータおよび第1のNFC RF技術は、第1のRF技術およびモード値に基づき
得る。さらに、通信装置は、通信リンクのデータ交換段階の間に使用するための第2のNFC
 RF技術によってサポートされるように通信を構成するための手段を含み得る。一態様で
は、第2のNFC RF技術は、第2のRF技術およびモード値に基づき得る。
【００１２】
　別の態様は、通信装置に関する。装置は、第1の無線周波数(RF)技術およびモード値、
第2のRF技術およびモード値、ならびに第1のNFC RF技術を使用した通信リンクのアクティ
ブ化段階の間に遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられた1つまたは複数のRF固有の
パラメータを取得するように構成されたNFCコントローラ(NFCC)を含み得る。一態様では
、1つまたは複数のRF固有のパラメータおよび第1のNFC RF技術は、第1のRF技術およびモ
ード値に基づき得る。NFCCは、通信リンクのデータ交換段階の間に使用するための第2のN
FC RF技術によってサポートされるように通信を構成するようにも構成され得る。一態様
では、第2のNFC RF技術は、第2のRF技術およびモード値に基づき得る。
【００１３】
　別の態様は、第1の無線周波数(RF)技術およびモード値、第2のRF技術およびモード値、
ならびに第1のNFC RF技術を使用した通信リンクのアクティブ化段階の間に遠隔近距離通
信(NFC)デバイスに関連付けられた1つまたは複数のRF固有のパラメータを取得するための
コードを備えるコンピュータ可読媒体を有し得るコンピュータプログラム製品に関する。
一態様では、1つまたは複数のRF固有のパラメータおよび第1のNFC RF技術は、第1のRF技
術およびモード値に基づき得る。コンピュータ可読媒体は、通信リンクのデータ交換段階
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の間に使用するための第2のNFC RF技術によってサポートされるように通信を構成するた
めのコードも含み得る。一態様では、第2のNFC RF技術は、第2のRF技術およびモード値に
基づき得る。
【００１４】
　上記のおよび関連の目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明
し、特許請求の範囲で具体的に指摘する特徴を含む。以下の説明および添付の図面は、1
つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に説明する。しかしながら、これら
の特徴は、様々な態様の原理が利用され得る様々な方法のうちのいくつかを示すものにす
ぎず、この説明は、そのようなすべての態様およびそれらの等価物を含むものとする。
【００１５】
　開示される態様を限定するためではなく例示するために与えられる添付の図面とともに
、開示される態様が以下で説明され、同様の記号表示は同様の要素を示している。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一態様による、ワイヤレス通信システムのブロック図である。
【図２】一態様による、ワイヤレス通信システムの概略図である。
【図３】一態様による、NFC環境のブロック図である。
【図４】一態様による、NFCデバイスのためのアクティブ化およびデータ交換におけるNFC
 RF技術の使用を報告するための機構を向上させるための一例を示すフロー図である。
【図５】一態様による、通信デバイスの例示的なアーキテクチャの機能ブロック図である
。
【図６】一態様による、NFCデバイスのためのアクティブ化およびデータ交換におけるNFC
 RF技術の使用を報告するための機構を向上させるための例示的な通信システムの機能ブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の説明では、説明の目的
で、1つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細が記載される
。ただし、そのような態様をこれらの具体的な詳細なしに実施できることを理解されたい
。
【００１８】
　一般に、デバイスは、NFCデバイス、リーダー/ライター、カードおよび/またはタグの
カバレージエリアの範囲内であるとき、NFCターゲットデバイスおよび/またはタグを認識
することができる。その後、NFCデバイスは、通信の確立を可能にするのに十分な情報を
取得することができる。本明細書で説明するように、NFCデバイス間の通信は、たとえば
、限定はしないが、NFC-A、NFC-B、NFC-Fなど、様々なNFC技術を介して可能になり得る。
さらに、通信の異なる段階(たとえばアクティブ化段階、データ交換段階など)の間に、様
々なNFC技術が可能になり得る。
【００１９】
　「ワイヤレス電力」という語は、物理電磁導体を使用せずに送信機から受信機に送信さ
れる電界、磁場、電磁界などに関連付けられた任意の形のエネルギーを意味するために本
明細書で使用される。
【００２０】
　図1は、本発明の様々な例示的な実施形態による、ワイヤレス送信または充電システム1
00を示す。エネルギー伝達を供給するための放射界106を生成するために、送信機104に入
力電力102が供給される。受信機108は、放射界106に結合され、出力電力110に結合された
デバイス(図示せず)によって記憶または消費するための出力電力110を生成する。送信機1
04と受信機108の両方は、ある距離112だけ離れている。例示的な一実施形態では、送信機
104および受信機108は、相互共振関係に従って構成されており、受信機108の共振周波数
と送信機104の共振周波数とが非常に近いとき、送信機104と受信機108との間の送信損失
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は、受信機108が放射界106の「近距離」に位置するとき、最小である。
【００２１】
　送信機104は、エネルギー送信のための手段を提供するための送信アンテナ114をさらに
含む。受信機108は、エネルギー受信のための手段として、受信アンテナ118を含む。送信
アンテナおよび受信アンテナは、それらに関連付けられたアプリケーションおよびデバイ
スに従って、サイズ決定される。上述のように、電磁波中のエネルギーのほとんどを遠距
離に伝播するというよりむしろ、送信アンテナの近距離中のエネルギーの大部分を受信ア
ンテナに結合することによって、効率的なエネルギー伝達が生じる。この近距離内にある
とき、送信アンテナ114と受信アンテナ118との間で結合モードが展開され得る。この近距
離結合が生じ得るアンテナ114および118の周囲のエリアは、本明細書では、結合モード領
域と呼ぶ。
【００２２】
　図2は、例示的な近距離ワイヤレス通信システムの概略図である。送信機104は、発振器
122、電力増幅器124、ならびにフィルタおよび整合回路126を含む。発振器は、所望の周
波数で信号を生成するように構成され、所望の周波数は、調整信号123に応答して調整さ
れ得る。制御信号125に応答する増幅量で、電力増幅器124によって、発振器信号を増幅す
ることができる。フィルタおよび整合回路126は、高調波または他の不要な周波数をフィ
ルタ除去し、送信機104のインピーダンスを送信アンテナ114に整合させるために含まれ得
る。
【００２３】
　受信機108は、DC電力出力を生成して、図2に示すようにバッテリー136を充電するため
に、または受信機に結合されているデバイス(図示せず)に電力供給するために、整合回路
132ならびに整流器およびスイッチング回路134を含み得る。受信機108のインピーダンス
を受信アンテナ118に一致させるために、整合回路132を含み得る。受信機108および送信
機104は、個別の通信チャネル119(たとえば、Bluetooth(登録商標)、zigbee (登録商標)
、セルラーなど)において通信することができる。
【００２４】
　図3を参照すると、一態様による通信ネットワーク300のブロック図が示される。通信ネ
ットワーク300は、アンテナ324を介して、1つまたは複数のNFC技術326(たとえばNFC-A、N
FC-B、NFC-Fなど)を使用して遠隔NFCデバイス330と通信し得る通信デバイス310を含み得
る。別の態様では、通信デバイス310は、アクセスネットワークおよび/またはコアネット
ワーク(たとえば、CDMAネットワーク、GPRSネットワーク、UMTSネットワーク、および他
のタイプの有線およびワイヤレスの通信ネットワーク)に接続されるように構成され得る
。
【００２５】
　一態様では、通信デバイス310は、NFCコントローラ312、NFCコントローラインターフェ
ース(NCI)322、およびデバイスホスト340を含み得る。一態様では、デバイスホスト340は
、遠隔NFCエンドポイント330に関連付けられたNFCモジュール332を介して、遠隔NFCエン
ドポイント330から情報を、NCI322およびNFCコントローラ312を介して取得するように構
成され得る。
【００２６】
　通信リンクの確立の一部として、NFCコントローラ312は、NCI322を介して、遠隔NFCデ
バイス330から情報を取得することができる。そのような情報は、第1のRF技術およびモー
ド値314、第2のRF技術およびモード値316、第2のNFC RF技術に関連付けられたデータ送信
レート318、および第2のNFC RF技術に関連付けられたデータ受信レート320を含み得る。
さらに、一態様では、NFCコントローラ312は、取得されたNFC情報を通知(たとえば、RF_A
CTIVATE_NTFメッセージ)に集約するように構成され得る。限定ではなく例として、表2は
、NFCコントローラ312が生成することができる通知メッセージを提供する。表1と表2との
間の違いが表2に太字を使用して示されている。
【００２７】
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【表２】

【００２８】
　本明細書で使用するポーリングモードは、通信デバイス310が送信しているモードとし
て定義され得、リスナーモードは、通信デバイス310が通信を受信するために使用可能で
あるモードとして定義され得る。上述したように、表2に記載の表はNFC規格(含まれない)
に記載されている表に対応する。
【００２９】
　表1と比較して表2を参照すると、通知に含まれる追加のパラメータによって、アクティ
ブ化の後に使用するために選択された値についての情報を報告することができる。したが
って、通知は、アクティブ化の間に収集される情報と、アクティブ化の後使用するために
交渉されるパラメータ(たとえば、データ交換中)の両方を含むように拡張され得る。さら
に、選択されたターゲット処理/RFプロトコルに応じて、NFCコントローラ312は、RFイン
ターフェースをアクティブ化する前に、プロトコルアクティブ化手順を実行し得る。プロ
トコルアクティブ化は、RFインターフェースごとに異なり得る。一般に、RF_ACTIVATE_NT
Fで通信されるターゲット処理値は、状態がアイドル状態(たとえばRFST_IDLE)に変更され
るまで有効である。
【００３０】
　RFインターフェースのアクティブ化の前のすべての段階がうまく実行されると、NFCコ
ントローラ312は、デバイスホスト340に、アクティブ化されたRFインターフェースに関す
る情報(RFインターフェースタイプ)を含む通知(たとえばRF_ACTIVATE_NTF)を送ることが
できる。NFCコントローラ312は、アクティブ化パラメータも通知に含めることができる。
アクティブ化パラメータは、RFインターフェースごとに異なり得るが、RF_ACTIVATE_NTF
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における他のパラメータは、RF_DISCOVER_NTFメッセージに使用されるものと同じであり
得る。NFCコントローラ312は、アクティブ化プロセス(たとえば、アクティブ化NFC RF技
術およびモード)の間に使用されたNFC RF技術およびモードを通知に含めることができる
。NFCコントローラ312は、アクティブ化プロセスの間に収集され得た任意のNFC RF技術固
有のパラメータも含める。これらの含められたパラメータは、アクティブ化プロセスの間
に使用されたRF技術およびモード値のために定義され得る。RFプロトコルがPROTOCOL_NFC
_DEPまたはPROTOCOL_ISO_DEPである場合、NFCコントローラ312は、アクティブ化の間に確
立されたポーリングからリッスンへのビットレートおよびリッスンからポーリングへのビ
ットレート、ならびにその後のデータ交換のために使用され得るポーリングからリッスン
へのビットレートおよびリッスンからポーリングへのビットレートを含み得る。RFプロト
コルがPROTOCOL_NFC_DEPまたはPROTOCOL_ISO_DEP以外である場合、NFCコントローラ312は
、その後のデータ交換のために使用され得るポーリングからリッスンへのビットレートお
よびリッスンからポーリングへのビットレートを含み得る。
【００３１】
　一態様では、たとえば第1のRF技術およびモード値314および第2のRF技術およびモード
値316などの情報を通知に明示的に含めることによって、NFCコントローラ312は、パッシ
ブ通信リンク(たとえば、ISO18092のパッシブ通信リンク)からアクティブ通信リンク(た
とえば、ISO18092のアクティブ通信リンク)への変更に関連する情報を提供する可能性も
サポートする。ISO18092のアクティブ通信リンクは、ISO18092のパッシブ通信リンクより
も良好な範囲を提供することができる。そのような追加の範囲は、アクティブ化通知を受
信することができる通信デバイス310に関連付けられたアプリケーションおよび/またはモ
ジュールに有用であり得る。
【００３２】
　動作の態様で、RFプロトコルがPROTOCOL_NFC_DEPである場合、NFCコントローラ312は、
アクティブ化の間に確立されたNFC RF技術およびモード、ならびにその後のデータ交換の
ために使用され得るNFC RF技術およびモードを含み得る。BITR_NFC_DEPで指定されている
値のため、アクティブ化の間にビットレートが変更された場合、NFC RF技術およびモード
は、NFC RF技術固有のパラメータの性質を定義するものと異なり得ることに留意されたい
。RFプロトコルがPROTOCOL_NFC_DEP以外の何かであると決定された場合、NFCコントロー
ラ312は、その後のデータ交換のために使用され得るRF技術およびモード値を含み得る。
【００３３】
　NFCコントローラ312は、アクティブ化段階とデータ交換段階の両方のために、情報をデ
バイスホスト340に提供し得る。したがって、たとえば表2に示されるものなど、拡張され
た通知は、データ交換の間にNFCコントローラ312によって経験される状態と同期していな
い可能性があるアクティブ化の間に収集されるデータの曖昧さを解決することができる。
【００３４】
　さらに、NFCコントローラ312によって生成される通知は、その後のデータ交換のために
使用され得る選択された受信および送信データレートに関して、情報をデバイスホスト34
0に提供することができる。動作時、限定ではなく例として、受信および送信データレー
トに関連付けられた情報によって、通信デバイス310は、所与のデータ量を転送するため
の推定された時間値を計算することができる。そのような態様では、アプリケーションに
よって使用され得る推定された時間値は、データ転送の開始に先立って、たとえばポップ
アップメッセージなどのメッセージを通信デバイス310に提供する。そのようなメッセー
ジは、データ転送を始めるべきかどうかを決定するようユーザを促すことができる。たと
えば、メッセージは、「転送するように選択したファイルは、転送に約15分かかります。
続行しますか(Y/N)?」という旨を示し得る。このプロンプト方式は、特にNFCに関連付け
られた速度をよく知らないユーザのために、ユーザエクスペリエンスを向上させ得る。
【００３５】
　たとえば、第1のRF技術およびモード値が106kbpsでの通信を示す場合、通信デバイス31
0は、NFC-Aを使用することができ、424kbpsが使用される場合、通信デバイス310は、NFC-
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Fを使用することができる。将来のリリースは106kbps以外のビットレートにNFC-Aを使用
でき得るので、これらの値は、一例として提供されている。別の例では、アクティブ化は
NFC-Aを使用して行われ、しかし、データ交換は212kbpsまたは424kbpsで行われるように
構成される場合、データ交換のために使用されるNFC RF技術は、NFC-Fとすることができ
る。逆に、アクティブ化はNFC-Fを使用して行われ、しかし、データ交換は106kbpsで行わ
れるように構成される場合、データ交換のために使用されるNFC RF技術は、NFC-Aとする
ことができる。
【００３６】
　したがって、通信システム300は、アクティブ化およびデータ交換におけるNFC RF技術
の使用をデバイスホスト340に報告するために、改良された機構を通信デバイス310がNFC
コントローラ312に提供できるようにするために、遠隔NFCデバイス330が情報を通信する
ことができる環境を提供する。
【００３７】
　図4は、提示した主題の様々な態様による様々な方法を示す。説明を簡単にするために
、方法は、一連の行為またはシーケンスステップとして図示および説明しているが、いく
つかの行為は、本明細書で図示および説明したものと異なる順序で、かつ/または他の行
為と同時に行うことができるため、特許請求する主題は、行為の順序によって限定されな
いことを理解し、諒解されたい。たとえば、方法は、代わりに、状態図においてなど、一
連の相互に関係する状態またはイベントとして表すことができることを、当業者であれば
理解し、諒解されよう。さらに、特許請求する主題に従って方法を実施するために、示し
たすべての行為が必要とされ得るわけではない。さらに、以下および本明細書の全体にわ
たって開示される方法を製造品に記憶して、そのような方法をコンピュータにトランスポ
ートし、伝達するのを容易にすることができることをさらに諒解されたい。製造品の用語
は、本明細書で使用する場合、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、または媒体
からアクセス可能なコンピュータプログラムを含むものとする。
【００３８】
　次に図4を参照すると、NFCデバイスにおけるアクティブ化およびデータ交換パラメータ
の報告を向上させるためのNFCCの例示的なプロセス400を記載するフローチャートが示さ
れる。
【００３９】
　ブロック402で、遠隔NFCデバイスの存在が通信デバイスによって検出され得る。一態様
では、遠隔NFCデバイスは、NFCタグ、ライターデバイス、リーダーデバイス、NFCカード
、ターゲットピアデバイスなどを含み得る。別の態様では、遠隔NFCデバイスは、第1のNF
C RF技術(たとえば、アクティブ化モードNFC RF技術)を使用して検出され得る。
【００４０】
　ブロック404で、通信デバイスに関連付けられたNFCCは、第1のNFC RF技術に関連付けら
れた値を取得することができる。一態様では、第1のNFC RF技術に関連付けられた値は、
表1を参照しながら説明され得る。一態様では、第1のNFC RF技術は、NFC-A技術、NFC-B技
術またはNFC-F技術のうちの1つであり得る。さらに、第2のNFC RF技術に関連付けられた
値が取得され得る。一態様では、第2のNFC RF技術は、第1のNFC RF技術とは異なる。その
ような態様では、第1および第2のRF技術は、異なるデータレートを使用して通信するよう
に構成され得る。別の態様では、第2のNFC RF技術に関連付けられた値は、表2を参照しな
がら説明され得る。一態様では、第2のNFC RF技術は、NFC-A技術、NFC-B技術またはNFC-F
技術のうちの1つであり得る。さらに、別の態様では、第2のNFC RF技術は、データ交換段
階の間に使用され得、一方、第1のNFC RF技術は、アクティブ化段階の間に使用され得る
。
【００４１】
　ブロック406で、NFCCは、NFC RF技術固有の値を取得することができる。たとえば、ポ
ーリングモードおよびリスニングモードの間に使用されるデータレートが、第1のおよび/
または第2のRF技術のために取得され得る。
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【００４２】
　ブロック408で、NFCCは、通信リンクに関連付けられた取得された値の少なくとも一部
分を報告するための通知メッセージを構成することができる。一態様では、通知メッセー
ジは、表2に示されているようにフォーマットされ得る。別の態様では、通知メッセージ
は、デバイスホストに通信され得る。
【００４３】
　任意の態様では、ブロック410で、通信デバイスは、通信リンクに関連付けられた1つま
たは複数の値を推定することができる。一態様では、通信デバイスは、第2のNFC RF技術
に関連付けられたデータレートに基づいて第1のサイズのデータパッケージを転送するた
めの持続時間を推定することができる。そのような態様では、通信デバイスは、さらに、
推定された持続時間に基づいてデータパッケージ転送を始めるためのオプションのプロン
プトを出し、データパッケージ転送を始めるかどうかを示す応答をユーザから受信するこ
とができる。別の態様では、通信デバイスは、第2のNFC RF技術によって使用されている
パッシブ通信リンクまたはアクティブ通信リンクに基づいて第2のNFC RF技術のために使
用可能なカバレージ範囲を推定することができる。そのような態様では、通信デバイスは
、通信リンクにおける電位変化、および変化に関連付けられた推定された使用可能なカバ
レージ範囲の変化を示す通知のプロンプトを出すことができる。
【００４４】
　図3を参照しながら、次に図5も参照すると、通信デバイス510の例示的なアーキテクチ
ャが示される。図5に示すように、通信デバイス500は、たとえば、受信アンテナ(図示せ
ず)から信号を受信し、受信信号に典型的なアクション(たとえばフィルタ処理、増幅、ダ
ウンコンバートなど)を実行し、条件付きの信号をデジタル化してサンプルを取得する受
信機502を含む。受信機502は、受信シンボルを復調し、それらをチャネル推定のためにプ
ロセッサ506に提供することができる復調器504を含むことができる。プロセッサ506は、
受信機502によって受信される情報を分析し、および/または送信機520による送信のため
の情報を生成する専用のプロセッサ、デバイス500の1つもしくは複数の構成要素を制御す
るプロセッサ、および/または、受信機502によって受信される情報を共に分析し、送信機
520によって送信するための情報を生成し、通信デバイス500の1つもしくは複数の構成要
素を制御するプロセッサなどとすることができる。さらに、信号は、プロセッサ506によ
って処理される信号を変調することができる変調器518を介して、送信機520による送信の
準備ができ得る。
【００４５】
　通信デバイス500は、プロセッサ506に動作可能に結合され、送信すべきデータ、受信さ
れたデータ、使用可能なチャネルに関連する情報、TCPフロー、分析された信号および/ま
たは干渉強度に関連付けられたデータ、割り当てられたチャネル、電力、レートなどに関
連する情報、およびチャネルを推定し、チャネルを介して通信するための任意の他の適切
な情報を格納することができるメモリ508をさらに含むことができる。
【００４６】
　さらに、プロセッサ506またはNFCコントローラ530のうちの少なくとも1つは、第1の無
線周波数(RF)技術およびモード値、第2のRF技術およびモード値、ならびに第1のNFC RF技
術を使用した通信リンクのアクティブ化段階の間に遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連
付けられた1つまたは複数のRF固有のパラメータを取得するための手段と、通信リンクの
データ交換段階の間に使用するための第2のNFC RF技術によってサポートされるように通
信を構成するための手段とを提供することができる。一態様では、1つまたは複数のRF固
有のパラメータおよび第1のNFC RF技術は、第1のRF技術およびモード値に基づき得る。一
態様では、第2のNFC RF技術は、第2のRF技術およびモード値に基づき得る。
【００４７】
　本明細書で説明するデータストア(たとえば、メモリ508)は、揮発性メモリもしくは不
揮発性メモリのいずれかとすることができる、または揮発性と不揮発性の両方のメモリを
含むことができることは諒解されよう。限定ではなく例として、不揮発性メモリには、読
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取り専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、電気的プログラマブルROM(EPROM)、電
気的消去可能PROM(EEPROM)、またはフラッシュメモリを含み得る。揮発性メモリは、ラン
ダムアクセスメモリ(RAM)を含むことができ、これは外部キャッシュメモリとして働く。
限定ではなく例として、RAMは、同期RAM(SRAM)、ダイナミックRAM(DRAM)、同期DRAM(SDRA
M)、ダブルデータレートSDRAM(DDR SDRAM)、拡張SDRAM(ESDRAM)、シンクリンクDRAM(SLDR
AM)、およびダイレクトRambus RAM(DRRAM)など、多くの形で使用可能である。対象のシス
テムおよび方法のメモリ508は、それだけに限定されないが、これらおよび任意の他の適
切なタイプのメモリを含み得る。
【００４８】
　通信デバイス500は、NFCコントローラ530を含み得る。一態様では、NFCコントローラ53
0は、NCI550を介して、他のデバイス、たとえば遠隔NFCデバイス330などから情報を取得
することができる。そのような情報は、第1のNFC RF技術534および/または第2のNFC RF技
術536に関連付けられ得る。たとえば、情報は、第1のRF技術およびモード値、第2のRF技
術およびモード値、第2のNFC RF技術に関連付けられたデータ送信レート、および第2のNF
C RF技術に関連付けられたデータ受信レートを含み得る。さらに、一態様では、NFCコン
トローラ530は、取得されたNFC情報を通知(たとえば、RF_ACTIVATE_NTFメッセージ)に集
約し得る。通知は、デバイスホスト560に通信され得る。上述したように、限定ではなく
例として、表2は、NFCコントローラ530が生成することができる通知メッセージを提供す
る。
【００４９】
　別の態様では、通信デバイス500は、NFCコントローラインターフェース(NCI)550を含み
得る。一態様では、NCI550は、NFC対応アンテナ(たとえば、502、520)、NFCコントローラ
530、およびデバイスホスト560の間の通信を可能にするように構成され得る。
【００５０】
　さらに、通信デバイス500は、ユーザインターフェース540を含むことができる。ユーザ
インターフェース540は、通信デバイス500への入力を生成するための入力機構542、およ
び通信デバイス500のユーザによる消費のための情報を生成するための出力機構544を含む
ことができる。たとえば、入力機構542は、キーまたはキーボード、マウス、タッチスク
リーンディスプレイ、マイクロフォンなどの機構を含み得る。さらに、たとえば、出力機
構544は、ディスプレイ、オーディオスピーカー、触覚フィードバック機構、パーソナル
エリアネットワーク(PAN)トランシーバなどを含み得る。図示された態様では、出力機構5
44は、画像またはビデオ形式のメディアコンテンツを提示するように構成されたディスプ
レイ、またはオーディオ形式のメディアコンテンツを提示するオーディオスピーカーを含
むことができる。動作時、限定ではなく例として、受信および送信データレートに関連付
けられた情報によって、通信デバイス500は、所与のデータ量を転送するための推定され
た時間値を計算することができる。そのような態様では、アプリケーションによって使用
され得る推定された時間値は、データ転送の開始に先立って、たとえばポップアップメッ
セージなどのメッセージを、出力機構544を介して提供する。そのようなメッセージは、
データ転送を始めるべきかどうかを決定するようユーザを促すことができる。たとえば、
メッセージは、「転送するように選択したファイルは、転送に約15分かかります。続行し
ますか(Y/N)?」という旨を示し得る。ユーザは、入力機構542を使用して1つまたは複数の
応答オプションが提供され得る。このプロンプト方式は、特にNFCに関連付けられた速度
をよく知らないユーザのために、ユーザエクスペリエンスを向上させ得る。
【００５１】
　図6は、一態様による、NFCデバイスのためのアクティブ化およびデータ交換におけるNF
C RF技術の使用を報告するための機構を提供するように構成された例示的な通信システム
600を示すブロック図である。たとえば、システム600は、通信デバイス(たとえば通信デ
バイス500)内に少なくとも部分的に常駐し得る。システム600は機能ブロックを含むもの
として表されており、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ(たとえば、フ
ァームウェア)によって実装される機能を表し得ることを諒解されたい。システム600は、
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連携して作動することができる電気的構成要素の論理的グルーピング602を含む。
【００５２】
　たとえば、論理的グルーピング602は、第1のRF技術およびモード値、第2のRF技術およ
びモード値、ならびに第1のNFC RF技術を使用した通信リンクのアクティブ化段階の間に
遠隔近距離通信(NFC)デバイスに関連付けられた1つまたは複数のRF固有のパラメータを取
得するための手段を提供し得る電気的構成要素604を含むことができる。一態様では、RF
固有のパラメータおよび第1のNFC RF技術は、第1のRF技術およびモード値に基づき得る。
一態様では、遠隔NFCデバイスは、遠隔NFCタグ、リーダーデバイス、ライターデバイス、
NFCカード、遠隔ピアデバイスなどを含み得る。一態様では、第1のNFC RF技術は、第2のN
FC RF技術とは異なり得る。そのような態様では、第2のNFC RF技術は、第1のNFC RF技術
とは異なるデータレート通信をサポートし得る。一態様では、第1および第2のRF技術の各
々は、NFC-A技術、NFC-B技術、NFC-F技術などを含み得る。一態様では、通信リンクは、
アクティブ通信リンクまたはパッシブ通信リンクであり得る。別の態様では、電気的構成
要素604は、データ交換段階送信ビットレート、およびデータ交換段階受信ビットレート
を取得するための手段をさらに提供し得る。そのような態様では、データ交換段階送信ビ
ットレート、およびデータ交換段階受信ビットレートは、第2のRF技術およびモード値に
関連付けられ得、データ交換段階の間に使用され得る。
【００５３】
　さらに、論理的グルーピング602は、通信リンクのデータ交換段階の間に使用するため
の第2のNFC RF技術によってサポートされるように通信を構成するための手段を提供し得
る電気的構成要素606を含むことができる。一態様では、第2のNFC RF技術は、第2のRF技
術およびモード値に基づき得る。一態様では、電気的構成要素606は、データ交換段階の
開始を決定するための手段、および第2のNFC RF技術を使用してサポートされる通信を可
能にするための手段を提供することができる。
【００５４】
　さらに、オプションの態様では、論理的グルーピング602は、取得された値およびパラ
メータを含むRFアクティブ通知メッセージを生成するための手段を提供することができる
電気的構成要素608を含むことができる。
【００５５】
　さらに、オプションの論理的グルーピング602では、データパッケージを転送するため
の持続時間、および/または第2のNFC RF技術のために使用可能なカバレージ範囲を推定す
るための手段を提供することができる電気的構成要素610を含むことができる。一態様で
は、オプションの電気的構成要素610は、第2のNFC RF技術に関連付けられたデータレート
に基づいて第1のサイズのデータパッケージを転送するための持続時間を推定するための
手段を提供することができる。別の態様では、通信リンクはパッシブ通信リンクまたはア
クティブ通信リンクのいずれかであり、オプションの電気的構成要素610は、第2のNFC RF
技術によって使用されているパッシブ通信リンクまたはアクティブ通信リンクに基づいて
第2のNFC RF技術のために使用可能なカバレージ範囲を推定するための手段を提供するこ
とができる。
【００５６】
　さらに、オプションの論理的グルーピング602は、データパッケージを始めるかどうか
のオプションおよび/または通信リンクの電位変化を示す通知のプロンプトを出すための
手段を提供することができる電気的構成要素612を含むことができる。一態様では、オプ
ションの電気的構成要素612は、推定された持続時間に基づいてデータパッケージ転送を
始めるためのオプションのプロンプトを出すための手段、およびデータパッケージ転送を
始めるかどうかを示す応答をユーザから受信するための手段を提供することができる。別
の態様では、オプションの電気的構成要素612は、通信リンクにおける電位変化、および
変化に関連付けられた推定された使用可能なカバレージ範囲の変化を示す通知のプロンプ
トを出すための手段を提供することができる。
【００５７】
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　さらに、システム600は、電気的構成要素604、606、608、610、および612に関連付けら
れた機能を実行するための命令を保持し、電気的構成要素604、606、608、610、612によ
って使用されるまたは取得されるデータを記憶するメモリ614を含むことができる。電気
的構成要素604、606、608、610、および612は、メモリ614の外部にあるものとして示され
ているが、これらの電気的構成要素604、606、608、610、および612のうちの1つまたは複
数は、メモリ614内に存在し得ることを理解されたい。一例では、電気的構成要素604、60
6、608、610、および612は、少なくとも1つのプロセッサを含むことができ、または、各
電気的構成要素604、606、608、610、および612は、少なくとも1つのプロセッサの対応す
るモジュールとすることができる。さらに、追加または代替の例では、電気的構成要素60
4、606、608、610、および612は、コンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム
製品とすることができ、各電気的構成要素604、606、608、610、および612は、対応する
コードとすることができる。
【００５８】
　本出願で使用される場合、「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は
、限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合
せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティ
を含むものとする。たとえば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセ
ッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピ
ュータであり得るが、これらに限定されない。例として、コンピューティングデバイス上
で実行されるアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方が、構成要素
であり得る。1つまたは複数の構成要素が、プロセスおよび/または実行スレッド内に常駐
することができ、1つの構成要素が、1つのコンピュータ上に配置されてよく、かつ/また
は2つ以上のコンピュータ間に分散されてよい。さらに、これらの構成要素は、様々なデ
ータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これら
の構成要素は、信号によって、ローカルシステム、分散システム内の別の構成要素と対話
し、かつ/またはインターネットなどのネットワークを介して他のシステムと対話する1つ
の構成要素からのデータのような1つまたは複数のデータパケットを有する信号に従うこ
となどによって、ローカルプロセスおよび/またはリモートプロセスによって通信し得る
。
【００５９】
　さらに、本明細書では、ワイヤード端末またはワイヤレス端末であり得る端末に関する
様々な態様について説明する。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局
、移動局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、モバイル機器(ME)、リモート端末
、アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイ
ス、またはユーザ機器(UE)と呼ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、衛
星電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ワイヤレスローカルル
ープ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、
コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイスで
あり得る。さらに、様々な態様が、基地局に関連して、本明細書で説明される。基地局は
、ワイヤレス端末と通信するために使用されてもよく、アクセスポイント、ノードB、ま
たはある他の用語で呼ばれることもあり得る。
【００６０】
　さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」
を意味するものとする。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白でない限
り、「XはAまたはBを使用する」という語句は、自然な包括的置換のいずれかを意味する
ものとする。すなわち、「XはAまたはBを使用する」という語句は、以下の例のいずれか
によって成立する。XはAを使用する。XはBを使用する。XはAとBの両方を使用する。さら
に、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は、別段の規
定がない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「1つまたは
複数」を意味するものと解釈すべきである。
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【００６１】
　本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAおよび他のシステム
のような、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システム」および「ネット
ワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、Universal Terr
estrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAは
、Wideband-CDMA(WCDMA (登録商標))およびCDMAの他の変形形態を含む。さらに、cdma200
0は、IS-2000、IS-95およびIS-856規格をカバーする。TDMAシステムは、Global System f
or Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFD
MAシステムは、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi-F
i)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMAなどの無線技術を実装し得る。UTRAお
よびE-UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP 
Long Term Evolution(LTE)は、ダウンリンク上ではOFDMAを利用し、アップリンク上ではS
C-FDMAを利用する、E-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE
およびGSM(登録商標)は、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と称する組織
からの文書に記載されている。さらに、cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partne
rship Project 2」(3GPP2)と称する組織からの文書に記載されている。さらに、そのよう
なワイヤレス通信システムは、不対無資格スペクトル、802.xxワイヤレスLAN、Bluetooth
(登録商標)、近距離通信(NFC-A、NFC-B、NFC-fなど)、および任意の他の短距離または長
距離ワイヤレス通信技法をしばしば使用するピアツーピア(たとえば、モバイルツーモバ
イル)アドホックネットワークシステムをさらに含み得る。
【００６２】
　いくつかのデバイス、構成要素、モジュールなどを含み得るシステムに関して、様々な
態様または特徴が提示される。様々なシステムが、追加のデバイス、構成要素、モジュー
ルなどを含んでもよく、かつ/または各図に関連して論じられるデバイス、構成要素、モ
ジュールなどのすべてを含むとは限らないことを、理解および諒解されたい。これらの手
法の組合せも使用され得る。
【００６３】
　本明細書で開示する態様に関して説明する様々な例示的な論理、論理ブロック、モジュ
ール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集
積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル
論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または
本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せで実装または
実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでもよいが、代替として
、そのプロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ま
たは状態機械でもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たと
えば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携
する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実
装され得る。さらに、少なくとも1つのプロセッサは、上述のステップおよび/またはアク
ションの1つまたは複数を実行するように構成される、1つまたは複数のモジュールを含み
得る。
【００６４】
　さらに、本明細書で開示した態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップ
および/またはアクションは、直接ハードウェアで実施するか、プロセッサによって実行
されるソフトウェアモジュールで実施するか、またはその2つの組合せで実施され得る。
ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、E
EPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技
術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に存在し得る。例示的な記憶媒体は、
プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるよう
にプロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。さ
らに、いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に存在し得る。さらに、
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ASICはユーザ端末中に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端
末中に個別構成要素として存在し得る。加えて、いくつかの態様では、方法またはアルゴ
リズムのステップおよび/またはアクションは、コンピュータプログラム製品に組み込ま
れ得る、機械可読媒体および/またはコンピュータ可読媒体上のコードおよび/または命令
の1つまたは任意の組合せ、またはそのセットとして存在し得る。
【００６５】
　1つまたは複数の態様では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。各機能は、ソフトウェアで実装さ
れる場合、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶され
るか、または、コンピュータ可読媒体上で送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある
場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、コ
ンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータに
よってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、その
ようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスクスト
レージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令も
しくはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送もしくは記憶するために使用で
き、コンピュータによってアクセスできる、任意の他の媒体を含み得る。また、いかなる
接続もコンピュータ可読媒体と呼ばれ得る。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、
光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または、赤外線、無線
、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他
のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペ
ア、DSL、または、赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定
義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパク
トディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディ
スク(disc)(DVD)、フレキシブルディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み
、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、通常、データ
をレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべ
きである。
【００６６】
　上記の開示は、例示的な態様および/または態様について論じたが、添付の特許請求の
範囲によって定義される、説明した態様および/または実施形態の範囲から逸脱すること
なく、様々な変更および改変を本明細書で行うことができることに留意されたい。さらに
、説明した態様および/または態様の要素は、単数形で説明または請求されていることが
あるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。
加えて、任意の態様および/または態様の全部または一部は、別段述べられていない限り
、任意の他の態様および/または態様の全部または一部とともに利用され得る。
【符号の説明】
【００６７】
　　100　ワイヤレス送信または充電システム
　　102　入力電力
　　104　送信機
　　106　放射界
　　108　受信機
　　110　出力電力
　　112　距離
　　114　送信アンテナ
　　118　受信アンテナ
　　119　通信チャネル
　　132　整合回路
　　134　整流器およびスイッチング回路
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　　136　バッテリー
　　204　送信機
　　214　送信アンテナ
　　222　発振器
　　223　調整信号
　　224　電力増幅器
　　225　制御信号
　　226　フィルタおよび整合回路
　　300　通信ネットワーク
　　310　通信デバイス
　　312　NFCコントローラ
　　314　第1のRF技術およびモード値
　　316　第2のRF技術およびモード値
　　318　データ送信レート
　　320　データ受信レート
　　322　NFCコントローラインターフェース
　　324　アンテナ
　　326　NFC技術
　　330　遠隔NFCデバイス
　　332　NFCモジュール
　　340　デバイスホスト
　　400　プロセス
　　500　通信デバイス
　　502　受信機
　　504　復調器
　　506　プロセッサ
　　508　メモリ
　　510　通信デバイス
　　518　変調器
　　520　送信機
　　530　NFCコントローラ
　　534　第1のNFC RF技術
　　536　第2のNFC RF技術
　　540　ユーザインターフェース
　　542　入力機構
　　544　出力機構
　　550　NCI
　　560　デバイスホスト
　　600　通信システム
　　602　論理的グルーピング
　　604　電気的構成要素
　　606　電気的構成要素
　　608　電気的構成要素
　　610　電気的構成要素
　　610　電気的構成要素
　　612　電気的構成要素
　　614　メモリ
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