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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブル装置における無線周波数タグリーダーを用いて第１の電子装置の無線周波数
可読タグから情報を収集すること、
　第２の電子装置の無線周波数可読タグを読み取ることにより情報を収集すること、
　収集された前記情報に応じて、前記ポータブル装置において制御アプリケーションを起
動すること、
　前記ポータブル装置のディスプレイにおいてグラフィカルユーザーインターフェースを
表示すること、
　前記ポータブル装置は、メッシュネットワークに接続するための一時的な許可を有し、
前記ポータブル装置により前記メッシュネットワークにおけるコントローラーと通信を確
立すること、
　前記第１の電子装置を前記第２の電子装置とペアリングし、ペアリングされた前記第１
および第２の電子装置は協調して動作すること、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースへの入力に応じて前記第１の電子装置およ
び前記第２の電子装置のための制御パラメーターを設定すること、および、
　前記制御パラメーターの設定および前記ポータブル装置に表示される前記ユーザーイン
ターフェースから受信した制御入力に基づいて前記第１の電子装置および前記第２の電子
装置を制御するための制御信号を送信すること、
　を含む方法。
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【請求項２】
　ポータブル装置における無線周波数タグリーダーを用いて第１の電子装置の無線周波数
可読タグから情報を収集すること、
　収集された前記情報に応じて、前記ポータブル装置において制御アプリケーションを起
動すること、
　前記ポータブル装置のディスプレイにおいてグラフィカルユーザーインターフェースを
表示すること、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースへの入力に応じて前記第１の電子装置のた
めの制御パラメーターを設定すること、
　第２の電子装置に関連付けられた近距離無線通信タグから、前記第２の電子装置に関す
る情報を提供する第２のデータを受信すること、
　前記第１の電子装置を前記第２の電子装置とペアリングする機能を設定し、ペアリング
された前記第１および第２の電子装置が協調して動作できるようにすること、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースへの入力に応じて、前記第１の電子装置お
よび前記第２の電子装置を制御するために前記グラフィカルユーザーインターフェースに
表示される複数の制御パラメーターから少なくとも一つの制御パラメーターを選択するこ
と、および、
　前記ポータブル装置により生成され前記第１の電子装置に関する第１の動作を制御する
ための制御信号に応じて、前記第１の動作を実行するために前記第１の電子装置に制御信
号を送信し、選択された前記制御パラメーターに基づき前記第１の動作とは異なる第２の
動作を実行するために前記第２の電子装置に制御信号を送信すること、
　を含む方法。
【請求項３】
　メッシュネットワークにおけるコントローラーとの通信を確立することをさらに含む請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記制御パラメーターの設定に基づく制御信号を、メッシュネットワークにおけるコン
トローラーに送信することをさらに含む請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の電子装置が前記制御パラメーターの設定に基づいて機能を実行するように、
メッシュネットワークにおけるコントローラーへ制御信号を送信することをさらに含む請
求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　コントローラーは、メッシュネットワークにおける電子装置を制御する前記メッシュネ
ットワーク内の装置である請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記グラフィカルユーザーインターフェースは、短期間の設定メニューおよび長期間の
設定メニューにおける制御パラメーターを表示する請求項１～６のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項８】
　前記短期間の設定メニューにおいてなされる前記制御パラメーターの設定は、前記長期
間の設定メニューにおいてなされる前記制御パラメーターの設定の期間よりも短い期間で
ある請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の電子装置または前記第２の電子装置のいずれかに関するイベントの終了時の
通知を受信することをさらに含む請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　イベントは、時刻、日付、および他の装置によって実行された操作への反応のうち少な
くとも一つである請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　第１および第２のデータに基づいてペアリングされた装置のグループを生成することを
さらに含み、
　ペアリングされた装置の前記グループは、少なくとも前記第１の電子装置および前記第
２の電子装置を含む請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　生成された前記グループは、所定の期間においてグループとして制御可能な識別された
装置を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　生成された前記グループは、ホームコントロールネットワークによって前記ポータブル
装置が認識されている間はグループとして制御可能な識別された装置を含む請求項１１ま
たは１２に記載の方法。
【請求項１４】
　生成された前記グループは、識別された装置に関連付けられ、ＮＦＣタグが読み取られ
ていない装置を含む請求項１１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　メモリーと、
　近距離無線通信タグリーダーと、
　ディスプレイ装置と、
　ネットワークと通信可能に接続された無線通信装置と、
　前記近距離無線通信タグリーダーから、第１の電子装置の無線周波数可読タグからの情
報を収集し、
　第２の電子装置の無線周波数可読タグを読み取ることにより情報を収集し、
　収集された前記情報に応じて、制御アプリケーションを起動し、
　前記ディスプレイ装置に前記制御アプリケーションへの信号を入力するためのグラフィ
カルユーザーインターフェースを表示し、
　ポータブル装置は、メッシュネットワークに接続するための一時的な許可を有し、前記
ポータブル装置により前記メッシュネットワークにおけるコントローラーと通信を確立し
、
　前記第１の電子装置を前記第２の電子装置とペアリングし、ペアリングされた前記第１
および第２の電子装置は協調して動作し、
　前記ディスプレイ装置に表示された前記グラフィカルユーザーインターフェースのクイ
ック設定メニューへの入力に応じて、前記第１の電子装置のための制御パラメーターを設
定し、前記制御パラメーターは短期間に設定されるプロセッサーと、
　を有する装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサーは、
　前記グラフィカルユーザーインターフェースにおいて、前記第１の電子装置を制御する
ための前記グラフィカルユーザーインターフェースにおいて表示される複数の制御パラメ
ーターから、少なくとも一つの制御パラメーターを選択すること、
　第２の電子装置に関連付けられた無線周波数可読タグから、前記第２の電子装置に関す
る情報を提供する第２のデータを受信すること、および、
　前記第１の電子装置を前記第２の電子装置とペアリングする機能を設定すること、
　によって制御パラメーターを設定するように構成される請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１の電子装置はＮＦＣタグを備えた機器または製品である請求項１５または請求
項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサーは、さらに、前記制御パラメーターの設定に基づいて、前記第１の電
子装置を制御するための制御信号を生成するように構成される請求項１５～１７のいずれ
か一項に記載の装置。
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【請求項１９】
　前記第１の電子装置および前記第２の電子装置は、前記第１の電子装置および前記第２
の電子装置を含むネットワークにおいて、相互に事前にペアリングされていない請求項１
～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　一時的な許可は、前記ポータブル装置が短期間のための前記制御パラメーターを設定で
きるようにする請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の電子装置および前記第２の電子装置の制御は、前記第１の電子装置および前
記第２の電子装置を含むネットワークにおける許可の設定に基づく請求項１～１４、１９
、２０のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ＮＦＣタグは、ＮＦＣリーダーによって当該タグに印加されたエネルギーに反応する受
動的情報装置である。ＮＦＣタグは、情報処理機能を提供し、また、ＮＦＣリーダーに対
して情報を提供しうる。ＮＦＣリーダーの有効射程は約１０センチメートルほどである。
ポータブル装置内の近距離無線通信（ＮＦＣ）リーダーは、より一般的になってきている
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　開示される発明の一実施形態によれば、ポータブル装置における無線周波数タグリーダ
ーを用いて、第１の電子装置の無線周波数可読タグから情報を収集することを含む方法が
開示されている。収集された情報に応じて、ポータブル装置において制御アプリケーショ
ンが起動されてもよい。ポータブル装置のディスプレイにおいて、グラフィカルユーザー
インターフェースが表示されてもよい。グラフィカルユーザーインターフェースへの入力
に応じて、第１の電子装置のための制御パラメーターが設定されてもよい。
【０００３】
　開示される発明の他の実施形態によれば、グラフィカルユーザーインターフェースにお
いて、第１の電子装置を制御するためにグラフィカルユーザーインターフェースに表示さ
れる複数の制御パラメーターから少なくとも一つの制御パラメーターを選択することを含
む方法が開示されている。第２のデータは、第２の電子装置に紐付けられたＮＦＣタグか
ら受信されてもよい。当該第２のデータは、第２の電子装置に関連付けられた情報を提供
してもよい。第１の電子装置を第２の電子装置とペアリングする機能が設けられてもよい
。
【０００４】
　開示される発明の実施形態によれば、メモリー、ＮＦＣタグリーダー、ディスプレイ装
置、無線通信装置およびプロセッサーを含む装置が開示されている。プロセッサーは、ポ
ータブル装置内の無線周波数タグリーダーを使用して、第１の電子装置の無線周波数可読
タグから情報を収集するように構成されている。プロセッサーは、収集された情報に応じ
て、ポータブル装置において、制御アプリケーションを起動させてもよい。プロセッサー
によって、ポータブル装置のディスプレイ装置において、グラフィカルユーザーインター
フェースが表示されてもよい。プロセッサーは、ディスプレイ装置において表示されたグ
ラフィカルユーザーインターフェースへの入力に応じて、第１の電子装置の制御パラメー
ターを設定してもよい。
【０００５】
　追加の特徴、利点、および開示される発明の実施形態は、後続する詳細な説明、図面お
よび特許請求の範囲の記載、または、それらの考察から明らかとなる。さらに、前述の概
要および後続する詳細な説明は、例示的なものであり、特許請求の範囲を限定することな
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く、さらなる説明を提供するためのものであると理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　添付の図面は、開示される発明のさらなる理解を提供するために含まれるものであり、
本明細書の一部として組み込まれ、その一部を構成する。図面は開示される発明の実施形
態を表し、詳細な説明とともに、開示される発明の実施形態の原理を説明するために役立
てられる。開示される発明および実現される様々な方法についての基本的な理解に必要な
範囲を超えて、より仔細に構造的な詳細を示すことは試みられない。
【図１】本発明の一実施形態に係るシステムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る処理のフローチャートを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るコンピューターの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１は、本発明の実施形態に係るシステムを示す図である。システム１００は、電子装
置１３０、１３１、コントローラー１１０、ＮＦＣ対応ポータブル装置１４０、無線アク
セスポイント１１５および外部サーバー／データベース１６０を含んでもよい。電子装置
１３０、１３１は、プロセッサー１３８、１３９、無線通信装置１３６、１３７およびＮ
ＦＣタグ１３３、１３５をそれぞれ含んでもよい。電子装置１３０、１３１は、メッシュ
ネットワークまたはホームオートメーションネットワークに接続された装置でもよい。電
子装置１３０、１３１は、電子レンジ、オーブン、ストーブ、コーヒーメーカー、冷蔵庫
、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、ゲーム機の個々の構成要素、オーディオもしくはエンタ
ーテイメントシステム、またはガレージのドアの開閉制御、気象計、水／灌漑制御および
電気／電子ロック（ガレージ、ドア、窓、南京錠）等の機器や装置のための、壁のスイッ
チや押しボタン等の制御装置でもよい。本発明の説明において、「電子装置」および「機
器」という用語は、互換可能に用いられてもよい。ＮＦＣタグ１３３は、装置識別子、型
番、ソフトウェアバージョン、ファームウェアバージョン、製造日、保証情報等の、電子
装置１３０、１３１に関する情報を含んでもよい。
【０００８】
　電子装置１３０、１３１は、それぞれ、ホームオートメーションネットワーク１１３を
介して制御装置１１０と通信してもよい。コントローラー１１０は、プロセッサー、メモ
リー、無線通信装置および他の構成部品を含んでもよい。コントローラー１１０は、メッ
シュネットワーク全体の制御におけるマスターコントローラーであってもよい。コントロ
ーラー１１０は、電子装置１３０、１３１のそれぞれに関する制御パラメーターを記憶し
てもよい。制御パラメーターは、特定の装置の制御パラメーターを示してもよく、一の装
置と他の装置とのペアリングや、特定の装置の制御に関する他の特徴の制御パラメーター
を示してもよい。制御パラメーターの設定に基づいて、制御装置は各装置を制御してもよ
い。たとえば、電子装置１３０は、照明装置のような複数の他の電子装置を制御する壁に
取り付けられたスイッチでもよい。壁に取り付けられたスイッチが作動された場合、コン
トローラーは、照明スイッチがオンになるように信号を送ってもよい。
【０００９】
　ホームオートメーションネットワーク１１３は、Ｘ１０、Ｚｉｇｂｅｅまたは同様なメ
ッシュネットワークプロトコルのようなメッシュネットワークプロトコルにしたがって動
作してもよい。もちろん、ホームオートメーションネットワーク１１３は、いかなる種類
またはタイポグラフィのネットワークでもよく、メッシュネットワークに限定されない。
コントローラー１１０に加えて、ホームオートメーションネットワーク１１３は、コント
ローラー１１０および電子装置１３０、１３１間において、中間の制御装置を含んでもよ
い。コントローラー１１０は、マスターコントローラーの制御下にある他のコントローラ
ーと通信する中間装置であってもよい。あるいは、電子装置１３０、１３１およびコント
ローラー１１０はブルートゥースを介して通信してもよい。コントローラー１１０は、無
線アクセスポイント１１５に接続できてもよい。無線アクセスポイント１１５は、ルータ
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ー、またはＷｉ－Ｆｉ、ブルートゥースもしくは同様の無線通信プロトコルを使用する同
様の装置であってもよい。無線アクセスポイント１１５は、ポータブル装置１４０および
コントローラー１１０がネットワーク１５０に接続するためのアクセスポイントを提供し
てもよい。ネットワーク１５０は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットまたは同様のネット
ワークでもよい。ネットワーク１５０は、コントローラーおよびポータブル装置が、情報
をアップロードおよびダウンロードすることを可能としてもよい。アップロードまたはダ
ウンロードされた情報は、外部サーバー／データベース１６０によって記憶または処理さ
れてもよい。
【００１０】
　ＮＦＣ対応ポータブル装置１４０は、ＮＦＣ通信リンク１１４を介してＮＦＣタグ１３
３、１３５のそれぞれを読み取るＮＦＣタグリーダーを含んでもよい。ＮＦＣ対応ポータ
ブル装置１４０は、携帯電話、スマートフォン、タブレットコンピューター、ネットブッ
ク、ラップトップまたはＮＦＣタグリーダーから情報を受信する同様の装置のようなモバ
イル装置であってもよい。ＮＦＣタグリーダーは、モバイル装置に組み込まれてもよく、
あるいは、ポータブル装置に接続（有線または無線）してもよい。
【００１１】
　電子装置１３０、１３１のそれぞれは、ネットワーク１１３に接続されてもよい、また
は含まれてもよい。ネットワーク１１３に接続することは、電子装置１３０、１３１をア
ドレス指定し、ユーザー設定に基づく制御パラメーターや電子装置１３０および１３１に
関する他のデータを生成することを含んでもよい。システム１００として、二つの電子装
置１３０、１３１が図示されているが、ホームオートメーションメッシュネットワーク１
１３には多数の電子装置が接続されてもよい。
【００１２】
　図２を参照すれば、本発明の一実施形態に係る処理２００が示される。たとえば、テレ
ビ、照明、自動の窓のブラインド、および照明やブラインドのための壁のスイッチの制御
装置を含む住宅におけるメッシュネットワークについて考える。住宅の訪問者であるユー
ザーは、住宅のオーナーのメディアルームにあるＮＦＣ対応テレビを使用して、他の訪問
者にメモリー装置に記憶されたビデオを見せたいと考える。訪問者は、装置１４０のよう
なＮＦＣ対応ポータブル装置を使用して、テレビに関連付けられたＮＦＣタグを読み取り
、ＮＦＣタグから情報を収集してもよい（ステップ２１０）。テレビは、メッシュネット
ワークに接続され、または含まれてもよく、テレビのＮＦＣタグは、たとえば、型番、シ
リアルナンバー、その装置に現在「ペアリングされた」装置等を示してもよい。ＮＦＣタ
グから情報を収集した後、ポータブル装置において、制御アプリケーションが起動されて
もよい（ステップ２２０）。ポータブル装置上で実行されるコンピュータアプリケーショ
ンは、無線アクセスポイントを介して、メッシュネットワークのコントローラーと通信リ
ンクを確立してもよい（ステップ２３０）。訪問者は、たとえば、住宅のオーナーによっ
て、メッシュネットワークへの一時的な接続を認められてもよく、これにより、訪問者の
ポータブル装置がメッシュネットワークに接続し、ネットワーク上の他の装置を制御ある
いは他の装置に接続できるようになる。制御アプリケーションのグラフィカルユーザーイ
ンターフェース（ＧＵＩ）が、ポータブル装置のディスプレイに表示されてもよい（ステ
ップ２４０）。ＧＵＩは、ユーザーが、メッシュネットワークに接続された、読み取られ
たＮＦＣタグにより特定される装置および他の情報処理機能を有する装置を制御するため
の制御コマンドを入力できるようにしてもよい。ＧＵＩは、起動されたアプリケーション
を介して、ユーザーによって設定されうる多くの制御パラメーター（たとえば、オン／オ
フ、調光、等）を表示してもよい（ステップ２５０）。例示を続けると、壁のスイッチも
、訪問者のポータブル装置によって読み取られるＮＦＣタグを有してもよい。ＧＵＩは、
メッシュネットワークに接続された、主に照明およびブラインド等の他の装置のための制
御パラメーターを表示してもよい。加えて、ＧＵＩは、訪問者が、テレビ、照明およびブ
ラインドを相互にペアリングできるようにしてもよい。三つの装置をペアリングし、訪問
者によって選択された制御パラメーターの設定に従うことにより、各装置の制御は、一つ
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のまたは組み合わせられたコマンドに反応するように統合されてもよい。制御パラメータ
ーの設定において、ポータブル装置は、コミュニケーションチャネルを介してテレビを制
御するために用いられうる（ステップ２６０）。たとえば、テレビを「オン」にするコマ
ンドにより、照明を薄暗くし、ブラインドを閉めることもできる。同様に、テレビを「オ
フ」にするコマンドにより、照明を明るくし、ブラインドを開けることもできる。ホーム
オートメーションメッシュネットワークに接続されたいかなる装置の組み合わせも、ペア
リングされた装置の協調的な操作を行えるようにペアリングされてもよい。もちろん、訪
問者による装置の制御は、ホームオートメーションネットワークにおける住宅のオーナー
の許可の設定があった場合にのみ可能となる。たとえば、住宅のオーナーは、訪問者が、
たとえばドアのロック、セキュリティシステム、または住宅の空調設定等の特定の装置の
制御を行えないようにしてもよい。
【００１３】
　接続された装置の制御は、ホームオートメーションネットワークにおいて、その時点で
、お互いにまたは他の装置とペアリングされていない装置をペアリングすることを含んで
もよい。上述の例において、テレビおよび部屋の照明の制御はお互いにペアリングされて
いるが、住宅のオーナーは、自身のホームネットワークの設定において、その二つをペア
リングさせなくてもよい。さらに、訪問者による設定は、短期間および長期間が指定され
てもよい。短期間の設定は、たとえば、３０分または１時間程度の短い時間にわたりメモ
リーに維持されてもよい。一方、長期間の設定は、数時間または数日にわたりメモリーに
維持されてもよい。また、住宅のオーナーは、訪問者の設定をいつでも削除または変更で
きてもよい。
【００１４】
　本発明の実施形態は、様々な構成要素およびネットワーク設計において実施されてもよ
く、様々な構成要素およびネットワーク設計とともに使用されてもよい。図３は、本発明
の実施に適したコンピューター２０の一例を示す。たとえば、電子装置、ポータブル装置
およびメッシュネットワークコントローラーまたは中間装置は、コンピューター２０と同
様の形態で実施されてもよい。コンピューター２０は、セントラルプロセッサー２４、メ
モリー２７（主にＲＡＭ、しかし、ＲＯＭ、フラッシュＲＡＭ等も含んでもよい）、入出
力コントローラー２８、ディスプレイアダプターを介したディスプレイスクリーンのよう
なユーザーディスプレイ２２、一つ以上のコントローラーおよびキーボードやマウス等の
関連付けられたユーザー入力装置を含み入出力コントローラー２８と密接に接続されうる
ユーザー入力インターフェース２６、ハードドライブ、フラッシュストレージ、ファイバ
ーチャネルネットワーク、ＳＡＮ装置、ＳＣＳＩ装置等の固定ストレージ２３、光学ディ
スクやフラッシュドライブ等を制御および受け付けるように動作するリムーバブルメディ
アコンポーネント２５、等のコンピューター２０の主要構成要素を相互に接続するバス２
１を含む。
【００１５】
　バス２１は、セントラルプロセッサー２４と、上述のようにリードオンリーメモリー（
ＲＯＭ）またはフラッシュメモリー（いずれも不図示）、およびランダムアクセスメモリ
ー（ＲＡＭ）（不図示）を含みうるメモリー２７との間のデータ通信を可能とする。ＲＡ
Ｍは、一般に、オペレーティング・システムおよびアプリケーションプログラムが読み出
される主要メモリーである。ＲＯＭまたはフラッシュメモリーは、他のコードの中に、周
辺コンポーネントとの相互作用等の基本的なハードウェアの動作を制御する基本入出力シ
ステム（ＢＩＯＳ：バイオス）を含みうる。コンピューター２０において稼働するアプリ
ケーションは、一般に、ハードディスクドライブ（たとえば、固定ストレージ２３）、光
学ドライブ、フロッピーディスク、または他のストレージ媒体２５等のコンピューター読
み取り可能な媒体に記憶され、コンピューター読み取り可能な媒体を介してアクセスされ
る。
【００１６】
　固定ストレージ２３は、コンピューター２０と一体でもよく、あるいは、分離されて他
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のインターフェースを介してアクセスされてもよい。ネットワークインターフェース２９
は、電話リンクを介してリモートサーバーへの直接接続を提供してもよく、インターネッ
トサービスプロバイダー（ＩＳＰ）を介してインターネットへの直接接続を提供してもよ
く、ＰＯＰ（接続ポイント）または他の技術によるインターネットへの直接ネットワーク
リンクを介したリモートサーバーへの直接接続を提供してもよい。ネットワークインター
フェース２９は、デジタル携帯電話接続、Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｄａｔａ（ＣＤＰＤ）接続、デジタル衛星データ通信等の無線技術を用いた接続を
提供してもよい。たとえば、ネットワークインターフェース２９は、図１に示すように、
一つ以上のローカルネットワーク、広域ネットワークまたは他のネットワークを介して、
コンピューターが、他のコンピューターと通信できるようにしてもよい。
【００１７】
　多くの他の装置または構成要素（不図示）は、同様の方法により接続されてもよい（た
とえば、ドキュメントスキャナー、デジタルカメラ等）。逆に、本発明を実施するために
、図３に示される全ての構成要素が存在している必要はない。構成要素は、図示されたも
のとは異なる方法によって相互接続されてもよい。図３に示されるようなコンピューター
の操作は、当業者によって既に知られており、本出願において詳細は開示されない。本発
明を実施するためのコードは、一つ以上のメモリー２７、固定ストレージ２３、リムーバ
ブルメディア２５またはリモートストレージロケーション等のコンピューター読み取り可
能な記憶媒体に記憶されうる。
【００１８】
　より一般に、本発明の様々な実施形態は、コンピューターにより実行される処理および
それらの処理を実行する装置を含んでもよく、それらの形態において実現されてもよい。
また、実施形態は、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、ＵＳＢ（ユニ
バーサルシリアルバス）ドライバーまたは他のいかなる機械読み取り可能な記憶媒体等の
、一時的でない、および／または、有形の媒体において具体化される命令を含むコンピュ
ータープログラムコードを有するコンピュータープログラム製品の形態において実現され
てもよく、コンピュータープログラムコードがコンピューターに読み出されて実行される
場合、コンピューターが本発明の実施形態を実現するための装置になる。また、実施形態
は、たとえば、記憶媒体に記憶され、コンピューターに読み出されて実行され、あるいは
、電気ワイヤまたはケーブル、光ファイバー、電磁放射線等のいくつかの伝送媒体を通じ
て伝送されるコンピュータープログラムコードの形態において実現されてもよく、コンピ
ュータープログラムコードがコンピューターに読み出されて実行される場合、コンピュー
ターが本発明の実施形態を実現するための装置になる。汎用的なマイクロプロセッサーに
おいて実施される場合、コンピュータープログラムコードのセグメントは、マイクロプロ
セッサーが特定の論理回路を形成するように構成する。ある構成において、コンピュータ
ー読み取り可能な記憶媒体に記憶されたコンピューター読み取り可能な一組の命令は、汎
用的なプロセッサーにより実行されてもよく、これにより、汎用的なプロセッサーまたは
汎用的なプロセッサーを含む装置が、当該命令を実施または実行するように構成された専
用の装置に変えられてもよい。実施形態は、ハードウェアおよび／またはファームウェア
において本発明の実施形態に係る技術の全部または一部を実現する汎用的なマイクロプロ
セッサーおよび／または特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）等のプロセッサーを含むハー
ドウェアを用いて実現されてもよい。プロセッサーは、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモ
リー、ハードディスクまたは電子情報を記憶可能な他の装置等のメモリーに結合されても
よい。メモリーは、本発明の実施形態に係る技術を実現するために、プロセッサーにより
実行されるように構成される命令を記憶してもよい。
【００１９】
　上記は、説明のために、特定の実施形態を参照して記載されている。しかし、上記の例
示的な説明は、網羅的なものではなく、本発明の実施形態を開示された形態そのものに限
定するものではない。上記の技術について、多くの修正や変更が可能である。本発明の実
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施形態に係る原理を説明し、これにより、当業者がこれらの実施形態および考えられる特
定の用途に応じて様々な修正をともなう様々な実施形態を利用できるように、実施形態は
、選択され、記載されている。
【要約】
【課題】ポータブル装置における無線周波数タグリーダーを用いて第１の電子装置の無線
周波数可読タグから情報を収集することを含む方法および装置が開示される。
【解決手段】収集された情報に応じて、ポータブル装置において制御アプリケーションが
起動されてもよい。ポータブル装置のディスプレイにおいて、グラフィカルユーザーイン
ターフェースが表示されてもよい。グラフィカルユーザーインターフェースへの入力に応
じて、第１の電子装置のための制御パラメーターが設定されてもよい。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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