
JP 5074592 B2 2012.11.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを通信するために電子装置を関連させる方法であって、
　第１装置において、第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャス
トされたペアリング発見メッセージを受信することであって、前記第１装置は発見可能で
ある、受信することと、
　前記第１装置がペア可能かどうかを決定することと、
　前記第１装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信することと、
　前記受信されたメッセージ及び前記第１装置がペア可能であるという前記決定に応じて
前記第１装置を前記第２装置とペアにすることと、
　を備え、
　前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であることを示す
状態データを備え、
　前記状態データは、前記第１装置が発見可能であることを示す第１値及び前記第１装置
が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備える、方法。
【請求項２】
　前記第１装置が発見可能である場合、前記ブロードキャストメッセージをモニターする
ことをさらに備えた請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ペアリング応答メッセージは、ブロードキャストメッセージを備えた請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記ペアリング応答メッセージは、ユニキャストメッセージを備えた請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　ペア可能であるとして前記第１装置を活動化することをさらに備えた請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記活動化は、特定の接続期間の間である請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定の接続期間は、約1-30秒の期間を備えた請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記特定の接続期間は、約10秒の期間を備えた請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　ペア可能であるとして前記第１装置を前記活動化することは、ユーザ入力を受信するこ
とを備えた請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ペアリングは、前記受信されたブロードキャストメッセージを受信することに応じ
て自動的にペアリングすることを備えた請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ペアリングは、
　前記第２装置によって送信された少なくとも１つのシグナルに基づいて前記第１装置と
前記第２装置との間の距離を決定することを備え、前記距離が定められた距離内にある場
合、前記第１及び前記第２装置がペアになる請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記定められた距離は、約1メータである請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記送信された及び前記受信されたメッセージの少なくとも１つは、少なくとも１つの
パルスを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのパルスは、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有する、少なくと
も約５００MHzの帯域幅を有する、又は、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有し少なく
とも約５００MHzの帯域幅を有する請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信のための電子装置であって、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストされたペアリング
発見メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記電子装置は発見可能で
ある、受信機と、
　前記電子装置がペア可能かどうかを決定するように構成された集積回路と、
　前記電子装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信するように構成された送信機と、を備え、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記電子装置がペア可能であるという
前記決定に応じて前記電子装置を前記第２装置とペアにするようにさらに構成され、
　前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であることを示す
状態データを備え、
　前記状態データは、前記電子装置が発見可能であることを示す第１値及び前記電子装置
が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備える、装置。
【請求項１６】
　前記受信機は、前記電子装置が発見可能である場合、前記ブロードキャストメッセージ
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をモニターするように構成された請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ペアリング応答メッセージは、ブロードキャストメッセージを備えた請求項１５に
記載の装置。
【請求項１８】
　前記ペアリング応答メッセージは、ユニキャストメッセージを備えた請求項１５に記載
の装置。
【請求項１９】
　前記集積回路は、ペア可能であるとして前記電子装置を活動化するようにさらに構成さ
れた請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記活動化は、特定の接続期間の間である請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記特定の接続期間は、約1-30秒の期間を備えた請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記特定の接続期間は、約10秒の期間を備えた請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　ユーザ入力を受信するように構成された入力装置をさらに備え、前記集積回路は、前記
入力装置によって受信された入力に応じてペア可能であるとして前記電子装置を活動化す
るように構成された請求項１９の記載の装置。
【請求項２４】
　前記集積回路は、前記受信されたブロードキャストメッセージを受信することに応じて
自動的にペアにするように構成された請求項１５に記載の装置。
【請求項２５】
　前記集積回路は、前記第２装置によって送信され前記受信機によって受信された少なく
とも１つのシグナルに基づいて前記電子装置と前記第２装置との間の距離を決定するよう
に構成され、前記集積回路は、前記距離が定められた距離内にある場合、前記電子装置及
び前記第２装置をペアにするように構成された請求項１５に記載の装置。
【請求項２６】
　前記定められた距離は、約1メータである請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記送信された及び前記受信されたメッセージの少なくとも１つは、少なくとも１つの
パルスを備えた請求項１５に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのパルスは、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有する、少なくと
も約５００MHzの帯域幅を有する、又は、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有し少なく
とも約５００MHzの帯域幅を有する請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　無線通信のための電子装置であって、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストされたペアリング
発見メッセージを前記電子装置で受信するための手段であって、前記電子装置は発見可能
である、受信するための手段と、
　前記電子装置がペア可能かどうかを決定するための手段と、
　前記電子装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信するための手段と、
　前記受信されたメッセージ及び前記電子装置がペア可能であるという前記決定に応じて
前記電子装置を前記第２装置とペアにするための手段と
　を備え、
　前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であることを示す
状態データを備え、
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　前記状態データは、前記電子装置が発見可能であることを示す第１値及び前記電子装置
が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備える、装置。
【請求項３０】
　前記受信手段は、前記電子装置が発見可能である場合、前記ブロードキャストメッセー
ジをモニターするように構成された請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記ペアリング応答メッセージは、ブロードキャストメッセージを備えた請求項２９に
記載の装置。
【請求項３２】
　前記ペアリング応答メッセージは、ユニキャストメッセージを備えた請求項２９に記載
の装置。
【請求項３３】
　ペア可能であるとして前記電子装置を活動化するための手段をさらに備えた請求項２９
に記載の装置。
【請求項３４】
　前記活動化は、特定の接続期間の間である請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記特定の接続期間は、約1-30秒の期間を備えた請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記特定の接続期間は、約10秒の期間を備えた請求項３４に記載の装置。
【請求項３７】
　ユーザ入力を受信するための手段をさらに備え、前記活動化手段は、前記入力手段によ
って受信された入力に応じてペア可能であるとして前記電子装置を活動化するように構成
された請求項３３に記載の装置。
【請求項３８】
　前記ペアリング手段は、前記受信されたブロードキャストメッセージを受信することに
応じて自動的にペアにするように構成された請求項２９に記載の装置。
【請求項３９】
　前記第２装置によって送信され前記受信機によって受信された少なくとも１つのシグナ
ルに基づいて前記電子装置と前記第２装置との間の距離を決定するための手段をさらに備
え、前記ペアリング手段は、前記距離が定められた距離内にある場合、前記電子装置及び
前記第２装置をペアにするように構成された請求項２９に記載の装置。
【請求項４０】
　前記定められた距離は、約1メータである請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記送信された及び前記受信されたメッセージの少なくとも１つは、少なくとも１つの
パルスを含む請求項２９に記載の装置。
【請求項４２】
　前記少なくとも１つのパルスは、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有する、少なくと
も約５００MHzの帯域幅を有する、又は、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有し少なく
とも約５００MHzの帯域幅を有する請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストされたペアリング
発見メッセージを第１装置で受信し、前記第１装置は発見可能であり、
　前記第１装置がペア可能かどうかを決定し、
　前記第１装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信し、
　前記受信されたメッセージ及び前記第１装置がペア可能であるという前記決定に応じて
前記第１装置を前記第２装置とペアにする
　ために少なくとも１つのコンピュータによって実行可能なコードを備え、
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　前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であることを示す
状態データを備え、
　前記状態データは、前記第１装置が発見可能であることを示す第１値及び前記第１装置
が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備える、コンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項４４】
　無線通信のためのヘッドセットであって、
　検知されたデータを提供することに適したマイクロフォンと、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストされたペアリング
発見メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記ヘッドセットは発見可
能である、受信機と、
　前記ヘッドセットがペア可能かどうかを決定するように構成された集積回路と、
　前記ヘッドセットがペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセー
ジを前記第２装置に送信するように構成された送信機と、を備え、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記ヘッドセットがペア可能であると
いう前記決定に応じて前記ヘッドセットを前記第２装置とペアにするようにさらに構成さ
れ、
　前記送信機は、前記検知されたデータに基づいてシグナルを送信するようにさらに構成
され、
　前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であることを示す
状態データを備え、
　前記状態データは、前記ヘッドセットが発見可能であることを示す第１値及び前記ヘッ
ドセットが発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備える、ヘッドセ
ット。
【請求項４５】
　無線通信のための検知された装置であって、
　検知されたデータを提供することに適したセンサと、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストされたペアリング
発見メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記検知された装置は発見
可能である、受信機と、
　前記検知された装置がペア可能かどうかを決定するように構成された集積回路と、
　前記検知された装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセ
ージを前記第２装置に送信するように構成された送信機と、を備え、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記検知された装置がペア可能である
という前記決定に応じて前記検知された装置を前記第２装置とペアにするようにさらに構
成され、
　前記送信機は、前記検知されたデータに基づいてシグナルを送信するようにさらに構成
され、
　前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であることを示す
状態データを備え、
　前記状態データは、前記検知された装置が発見可能であることを示す第１値及び前記検
知された装置が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備える、検知
された装置。
【請求項４６】
　無線通信のためのウォッチであって、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストされたペアリング
発見メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記ウォッチは発見可能で
ある、受信機と、
　前記ウォッチがペア可能かどうかを決定するように構成された集積回路と、
　前記ウォッチはペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
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前記第２装置に送信するように構成された送信機と
　を備えたウォッチであって、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記ウォッチがペア可能であるという
前記決定に応じて前記ウォッチを前記第２装置とペアにするようにさらに構成され、
　前記ウォッチは、前記受信機を介して受信されたデータに基づいて視覚出力を提供する
ことに適したディスプレイを備え、
　前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であることを示す
状態データを備え、
　前記状態データは、前記ウォッチが発見可能であることを示す第１値及び前記ウォッチ
が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備える、ウォッチ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　　［分野］
　本出願は、一般に通信に関し、より具体的には無線通信に関する。
【０００２】
　　［背景］
　無線技術は、装置間の通信を可能にし、パーソナルエリアネットワーク（personal are
a network）（「PAN」）及びボディエリアネットワーク（body area network）（「BAN」
）などの様々な無線通信ネットワークと関連した様々な用途のために使用されることがあ
る。そのようなネットワークにおける装置は、典型的に特定のパーソナル又はボディエリ
アネットワークを定めるために発見及びペアリング処理するように施される。したがって
、通信装置の発見及びペアリングのための他の方法及び装置についての要求が存在する。
【発明の概要】
【０００３】
　開示の態様の例の概要は次の通りである。便宜上、１つ以上の開示の態様は、ここで単
に「いくつかの態様」と呼ばれることがある。
【０００４】
　ここで開示されている方法及び装置（apparatus）又は装置（device）は、それぞれの
いくつかの態様を有し、それらの１つもその望ましい属性についての責任はない。この開
示の範囲を限定することなく、例えば、次の特許請求の範囲に示されるように、より顕著
な特徴が簡潔に説明されるだろう。この説明を考慮した後に、特に「発明を実施するため
の形態（Detailed Description）」と題されたセクションを読んだ後に、誰でも説明され
ている特長が、例えば、ウルトラワイドバンド（Ultra-wideband）(UWB)ネットワークに
おける装置の改善された発見及びペアリングを含む利点をどのように提供するかを理解す
るだろう。
【０００５】
　いくつかの態様は、データを通信するために電子装置を関連させる方法を含む。方法は
、第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すメッセージを第１装置で受信するこ
とを含む。方法は、第１装置がペア可能であるかどうかを決定することと、第１装置がペ
ア可能であるという決定に基づいて第２装置にペアリング応答を送信することと、受信さ
れたメッセージ及び第１装置がペア可能であるという決定に応じて第１装置を第２装置と
ペアにすることと、をさらに含む。例えば、いくつかの態様は、データを通信するための
そのような方法を使用するように構成されたヘッドセット、ウォッチ(watch)、医療機器
などの装置を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、無線で接続された装置のシステム例を示すブロック図である。
【図２】図２は、図１において示されたような無線装置の例を示すブロック図である。
【図３】図３は、図２において示されたような装置の送信機を示すブロック図である。
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【図４】図４は、図２において示されたような装置の受信機を示すブロック図である。
【図５】図５は、無線で接続された装置のシステム例を示すブロック図である。
【図６】図６は、図１で示しされたようなシステム例におけるような装置をペアリングす
る方法の例を示すフローチャートである。
【図７】図７は、図６において示されたような方法を使用して他の装置とペアになる装置
の例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　次の詳細な説明は、発明のある特定の実施例に導かれる。しかしながら、発明は、特許
請求の範囲によって定められカバーされるように多くの異なる方法で具体化されることが
ある。この説明において、参照は、全体を通じて類似の部分は類似の数字で示された図面
によってなされている。
【０００８】
　次の詳細な説明は、発明のある特定の態様に導かれる。しかしながら、発明は、例えば
、特許請求の範囲によって定められカバーされるように、多数の異なる方法で具体化され
ることがある。それは、ここの態様が広く様々な形成において具体化されること、ここで
開示されているすべての特定の構成、機能又は両方が単に代表的であることが明白である
べきである。当業者は、ここの技術に基づいて、ここで開示された態様がすべての他の態
様に独立してインプリメントされ、２つ以上のこれらの態様が様々な方法で組み合わされ
ることがあることを理解するべきである。例えば、ここで述べられたすべての数の態様を
使用して装置がインプリメントされることがあり又は方法が実行されることがある。さら
に、他の構成、機能、又はここで説明された１つ以上の態様に加えて、あるいは１つ以上
の態様以外の他の構成及び機能を使用してそのような装置はインプリメントされ又はその
ような方法は実行されることがある。上記のコンセプトのいくつかの例として、いくつか
の態様において装置間の通信チャネルはパルス位置（pulse position）変調に基づくこと
がある。いくつかの態様において、装置間の通信チャネルは、重畳（convolutional）符
号化に基づくことがある。いくつかの態様において、通信チャネルは、パルス位置変調及
び重畳符号化に基づくことがある。
【０００９】
　パーソナル又はボディエリアのネットワークは、互いに「ペアになった（paired）」装
置によって定められることがある。ペアリングは、ユーザの制御を受けることを含む、装
置が互いにレジスタする処理である。一度、ペアになると、ペアリング処置を再実行する
ことなくそれらが範囲内及びアクティブのときは常に、典型的に互いに通信することがで
きる。
【００１０】
　ペアリングの前に、装置は、例えば、発見メッセージの交換を通じて装置が互いに発見
する発見状態に入ることにより、最初に互いを発見しなければならない。発見に際して、
装置は、互いにペアすることがある。ペアリングは、特定の装置にペアリングすることを
制限する少なくとも部分的なセキュリティ機能である。例えば、ペアリングは、無許可又
は望まれない装置のペアリングを防ぐために、第１装置がパスワード（装置についてファ
クトリでしばしば固定される４桁の数字など）で第２装置に応答するべきであるパスワー
ド認証スキームを含むことがあるメッセージの交換を含む。ブルートゥース（Bluetooth
（登録商標））などのネットワーキングプロトコルにおいて、発見及びペアリングは、別
個の手順である。しかしながら、それらは最もよくともに実行される。いくつかの無線装
置について、そのような複雑さ（例えば、パスワードエントリ）は、多くのユーザにとっ
て単に装置のペアリングを困難及び厄介にする。それは、ペア可能状態及び任意に、装置
の一時的及び物理的な共同場所に基づくようにペアリング処理を調節することは、個人エ
リアネットワークにおける装置のペアリングの処理を単純化することができることが理解
されている。１つの態様によれば、装置はペア可能状態、例えば、ユーザ制御からの入力
に基づいて（例えば、装置の制御ボタンを押し下げることによって）入ることがある。そ
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のような装置が他の装置（ユーザによってペア可能状態にさらに置かれることがある）か
ら発見及びペアリングメッセージを受信するとき、２つの装置は、さらなるユーザのイン
タラクション（interaction）なしでペアになることがある。特定の装置でペアリングす
ることは、例えば、他の装置がペア可能になるように構成される時間である特定の時期の
間に維持されているペア可能状態に基づいて、又は、特定の距離内において装置へのペア
リングを限定すること、又は、それらの組み合わせによって、制御されることができる。
【００１１】
　図１は、無線で接続されている装置102（例えば、装置A、…、装置Eと表示されている
）のシステム100の例を示すブロック図である。さらに図１において５つの装置が示され
ているが、システム100の例はすべての数の装置１０２を使用するように構成されること
がある。システム100は、１つ以上のパーソナルエリアネットワーク（personal area net
work）（PAN）及び／又はボディエリアネットワーク（body area network）（BAN）を含
むことがある。装置102のそれぞれは、無線リンク106を介して通信するように構成される
ことがある。システム100は、任意に無線リンク108で通信するように構成されたモバイル
電話、無線イーサネット（登録商標）、有線ネットワーク、他の適切なナットワークイン
ターフェースなどのより長い範囲のネットワークインターフェースを備えた１つ以上の装
置102を含む。装置102は、ヘッドセット及びウォッチ（又は電話からの発呼者idなどの情
報及び／又は電子メール、ショートメッセージシステム（SMS）メッセージなどのメッセ
ージ（あるいはそれの部分）、又は無線リンク106及び108で受信されたデータを含む任意
の他のデータを表示するように構成された他の携帯機器などの装置を含むことがある。装
置102のそれぞれは、１つ、２つ、又はすべての数の他の装置102と通信することがある。
【００１２】
　１つ以上の装置102は、他の装置102が最初にリンク106で通信するとき、他の装置102の
存在を検知することがある。２つ以上の装置102は、リンク106でメッセージの交換を通じ
てペアになることがある。例えば、２つの装置102は、２つの装置のうち１つが最初に他
の装置102を（無線リンク106でメッセージを受信することによって）検知したときにペア
になることがある。ペアリング処理は、少なくともユーザのペアリング認知の部分に基づ
くことがある。ペアになった装置102のグループは、特定のパーソナル又はボディエリア
ネットワークを定めることがある。
【００１３】
　さらに下記に説明されるように、いくつかの態様において通信リンク106は、パルスに
基づいた物理層を有している。例えば、物理層は、相対的に短い長さ（例えば、数ナノ秒
のオーダ）及び相対的に広帯域幅を有する超広帯域パルスを使用することがある。いくつ
かの態様において、超広帯域は、およそ20%以上のオーダで分数（fractional）帯域幅を
有する、及び／又は、およそ500MHz以上のオーダで帯域幅を有するとして定められること
がある。分数帯域幅は、その中心周波数で割られた装置と関連した特定の帯域幅である。
例えば、この開示による装置は、中心周波数8.125GHzで1.75GHzの帯域幅を有することが
あり、したがってその部分的な周波数は、1.75／8.125又は21.5%である。
【００１４】
　当業者は、情報及びシグナルがすべての様々な異なる技術及び手法を使用して表される
ことがあると理解するだろう。例えば、上記の説明の全体にわたって参照されることがあ
るデータ、命令、コマンド、情報、シグナル、ビット、シンボル及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁界あるいは粒子、又はこれらの任意の組み合わせとして表されることがあ
る。
【００１５】
　図２は、無線装置102の例を示すブロック図である。装置102は、メモリ204と通信にあ
るプロセッサ202、及び、無線リンク106を介する通信についてのネットワークインターフ
ェース206を含む。任意に、装置102は、１つ以上のディスプレイ210、キー、タッチスク
リーンあるいは他の適切な触覚の入力装置などのユーザ入力装置212、無線リンク106で受
信されたシグナルに基づいて可聴出力を提供することに適した変換器を含むラウドスピー
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カー214、及び／又は、無線リンク106で送信されることがあるシグナルの可聴入力を提供
するのに適した変換器を含むマイクロフォン216をさらに含むことがある。例えば、ウォ
ッチは、無線通信リンクを介して受信されたシグナルに基づいた視覚出力を提供するのに
適したディスプレイ210を含むことがある。医療機器は、無線通信リンク106を介して送信
されるべき少なくとも１つの検知されたシグナル又は検知されたデータ生成するのに適し
たセンサを含む１つ以上の入力装置212を含むことがある。
【００１６】
　ネットワークインターフェース206は、無線リンク106で典型的な装置102が１つ以上の
装置と通信できるように、任意の適切なアンテナ（図示しない）、受信機220、送信機222
を含むことがある。任意に、ネットワークインターフェース206は、プロセッサ202の要求
の処理を低減するために処理能力をさらに有することがある。
【００１７】
　任意に、装置102は、リンク108を介してネットワーク110で通信する第２ネットワーク
インターフェース208を含むことがある。例えば、装置102は、有線又は無線通信リンクを
介して他のネットワーク110（例えば、インターネットなどの広域ネットワーク）に接続
性を提供することがある。したがって、装置102は、他の装置102（例えば、Wi-Fiステー
ション）を他のネットワーク110にアクセスさせることがある。さらに、それは、１つ以
上の装置102がポータブル、又は、ある場合においは相対的に非ポータブルであることあ
ることを理解されるべきである。第２ネットワークインターフェース208は、IEEE 802.11
(a)、(b)、あるいは(g)を含むIEEE 802.11標準、BLUETOOTH（登録商標）標準、及び／又
は、CDMA、GSM、AMPSに応じてRFシグナル又は無線携帯電話ネットワーク内において通信
するために使用される他の既知のシグナルを送信及び受信してもよい。さらに、第２ネッ
トワークインターフェース208は、イーサネット（登録商標）（IEEE 802.3）などの任意
の適した有線ネットワークインターフェースを含んでもよい。
【００１８】
　装置102は、任意に、装置102の１つ以上の要素にパワーを提供するためにバッテリ231
を含むことがある。装置102は、モバイルハンドセット、携帯情報端末（personal digita
l assistant）、ラップトップコンピュータ、ヘッドセット、車両ハンドフリー装置（veh
icle hands free device）、又は任意の他の電子機器のうち少なくとも１つを含むことが
ある。さらに、装置102は、生物医学的（biomedical）センサ、計量生物学(biometric)セ
ンサ、ペースメーカ、又は、人体を測定するか人体に影響を及ぼすための任意の他の装置
のうち１つ以上を含むことがある。特に、ここの技術は、様々の装置102に組み込まれる
（例えば、内部にインプリメントされるか、実行される）ことがある。例えば、ここで教
えられた１つ以上の態様は、電話（例えば、携帯電話）、個人用携帯型情報端末（person
al data assistant）(「PDA」)、エンターテイメント装置（例えば、音楽あるいはビデオ
装置）、ヘッドセット（例えば、ヘッドフォン、イヤホンなど）、マイクロフォン、計量
生物学センサ（例えば、心拍数モニター、歩数計、EKG装置、キーボード、マウスなど）
、ユーザI/O装置（例えば、ウォッチ、リモートコントロール、ライトスイッチなど）、
タイヤプレッシャーモニタ、コンピュータ、販売時点情報管理システム（point-of-sale
）装置、エンターテイメント装置、補聴器、セットトップ（set-top）ボックス、又は任
意の他の適切な装置に組み込まれていることある。
【００１９】
　ここに説明された要素は、様々な方法においてインプリメントされることがある。図２
を参照すると、装置(device)又は装置（apparatus）102は、例えば、プロセッサ202、ソ
フトウェア、これらのいくつかの組み合わせ、又は、ここで教えられるようないくつかの
他の方法によってインプリメントされた機能を表すことがある一連の相互関係のある機能
的ブロックとして表される。例えば、プロセッサ202は、入力装置212を介してユーザ入力
を促進することがある。さらに、送信機222は、別の装置102に情報を送信することに関連
する様々な機能性を提供する送信するためのプロセッサを含むことがある。受信機220は
、ここで教えられたように別の装置102から情報を受信することに関連した様々な機能性
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を提供する受信するためのプロセッサを含むことがある。
【００２０】
　上記に注意されるように、図２は、いくつかの態様においてこれらの要素が適切なプロ
セッサ要素を介してインプリメントされることがあることを示す。これらのプロセッサ要
素は、いくつかの態様においてここで教えられるような構成を使用して、少なくとも部分
的にインプリメントされることがある。いくつかの態様において、プロセッサは、１つ以
上のこれらの要素の機能性の部分あるいはすべてをインプリメントすることに適している
ことがある。いくつかの態様において破線のボックスで示された１つ以上の要素は、任意
である。
【００２１】
　いくつかの態様において、装置（device）又は装置(apparatus)102は、集積回路を含む
ことがある。したがって、集積回路は、図２において図示されたプロセッサ要素の機能性
を提供する１つ以上のプロセッサを含むことがある。例えば、他の態様において１つを超
えるプロセッサが示されたプロセッサ要素の機能性をインプリメントすることがある一方
で、いくつかの態様において単一のプロセッサは、示されたプロセッサ要素の機能性をイ
ンプリメントすることがある。さらに、いくつかの態様において集積回路は、示されたプ
ロセッサ要素の機能性のいくつかの又はすべてをインプリメントする他のタイプの要素を
含むことがある。
【００２２】
　図３は、装置102の送信機222の例を示すブロック図である。当業者の１人に明白である
ように、図３の示されたブロック図において、装置102のロジカルモジュールは、通信ネ
ットワークについて階層化された、抽象的な説明に関して示されている。下記に注意され
るように、各層は、ソフトウェア、ハードウェア、又は任意の適切な両方の組み合わせに
おいてインプリメントされることがある１つ以上のロジカルモジュールを含むことがある
。送信機222は、(i)送信のためにデータリンク又はメディアアクセス制御（MAC）層402に
情報を提供するアプリケーション層401、(ii)アプリケーション層401からデータを受信し
それを物理層404に提供するメディアアクセス制御（MAC）層402及び(iii)MAC層402からデ
ータを受信し無線チャネル106でデータを送信する物理（PHY）層404を含むことがある。
示されている送信機222において、PHY層は、パルスジェネレータ406、符号化及び変調ブ
ロック408、及び送信ブロック410を含む。位相同期ループ（phase locked loop）（PLL）
（図示しない）は、PHY層にタイミングシグナルを提供することがある。パルスジェネレ
ータ406は、ガウス形のパルス波形などの波形を生成する。符号化及び変調ブロック408は
、重畳符号化、ブロック符号化又は連結符号化(concatenated coding)などの符号化スキ
ームを使用してMAC層402によって提供された情報シグナルを符号化し、パルス位置変調、
パルス振幅変調、又は送信された参照変調（transmitted reference modulation）などの
スキームを使用して符号化された情報シグナルに基づいたパルスシグナルを変調する。送
信ブロック410は、変調されたパルスシグナルを送信する。送信ブロック410の機能は、送
信のための変調されたパルスシグナルを増幅することと、アンテナにシグナルを提供する
こととを含むことがある。
【００２３】
　図４は、装置102の受信機220の例を示すブロック図である。当業者の１人にとって明白
であるように、図４の示されたブロック図において、装置102のロジカルモジュールは、
通信ネットワークについて階層化された、抽象的な説明に関して示されている。下記に注
意されるように、各層は、ソフトウェア、ハードウェア、又は任意の適切な両方の組み合
わせにおいてインプリメントされることがある１つ以上のロジカルモジュールを含むこと
がある。図４において、受信機220は、アプリケーション層401及びMAC層402を含む。PHY
層404は、MAC層402と通信している。受信機のPHY層404は、復調及び復号ブロック508及び
受信ブロック510を含む。受信ブロック510は、アンテナ、パワー増幅器、及び他の適切な
受信機要素を備えてもよい要素（図示しない）を含むことがある。受信ブロック510は、
無線シグナルを受信し、そのシグナルを、シグナルを復調及び復号し受信されたデータを
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MAC層402に提供する復調及び復号ブロック508に提供する。
【００２４】
　受信機220及び送信機222は、様々な無線物理層スキームを使用することがある。例えば
、受信機220及び送信機222の物理層404は、CDMA、TDMA、OFDM、OFDMAのいくつかの形式、
又は他の変調及び多重スキームを使用することがある。
【００２５】
　図５は、無線で接続されている装置102のシステム100の例を示すブロック図である。例
において、３つの装置102A、102B、及び102Cが示されている。システム100などのような
パーソナルエリアネットワーク（PAN）無線通信システムにおいて、第１装置、例えば、
装置102Ａは、第２装置、例えば、装置102Bを発見しペアになる。一度ペアになると、装
置102A及び102Bは、（ユーザ）データパケットを交換することがある。発見手順の間、第
１装置102Aは、装置アドレス及び他の情報を収集することによって第２装置102Bの存在を
知る。ペアリング手順の間、２つの装置は、データパケットの暗号化及び／又は認証に使
用されるセキュリティキー（security key）を確立する。
【００２６】
　一般に用いられている発見の方法は、ボタンを押すことによって第１装置の発見手順を
ユーザが始めることを含む。第１装置102Aは、発見要求メッセージをブロードキャストす
る。第１装置102Aは、第１装置102Aがペアされるべき第２装置102Bを含む隣接した装置を
発見するために発見応答メッセージを受信する。第１装置102Aは、ユーザインターフェー
ス（ディスプレイ）を通じて名前（name）及び／又は説明（description）とともにすべ
ての隣接する装置をリストする。ユーザは、リストから第２装置102Bを選択し、ボタンを
押すことによってペアリング手順を始める。第１装置102Aは、ペアリング要求メッセージ
を第２装置102Bに送信する。２つの装置102A及び102Bは、セキュリティキーを確立するた
めにメッセージを交換する。そのような方法は、厄介で不便になりえる。最初に２つの装
置をペアにするために、セキュリティを提供するために第１装置102Aのディスプレイ及び
多数のボタン押しが使用される。さらに、この手順の厄介はこれだけでなく、手順は、デ
ィスプレイ又は同様のインターフェースを欠く多くの単純な装置まで延長することは困難
である。
【００２７】
　図６は、図５の装置102A及び102Bなどの装置をペアにする方法600の例を示すフローチ
ャートである。例えば、１つの態様は、各装置はペアを望む別の装置を直接発見する２つ
の装置をペアにする直感な方法を含む。１つの態様によれば、発見及びペアリング要求は
組み合わせられる。方法600は、第２装置102Bが発見可能及びペア可能であることを示す
ブロードキャストペアにするための発見メッセージ（discovery-for-pairing）を（例え
ば、第２装置、例えば、装置１02Ｂから）第１装置、例えば、装置102Aが受信するブロッ
ク602で始まる。ペアにするための発見メッセージは、メッセージを受信するように構成
されたすべての装置102に送信されているブロードキャストメッセージであることがある
。次にブロック604において、第１装置102Aは、その状態が「ペア可能」であるかどうか
を決定する。例えば、決定は、第１装置102Aのプロセッサ202などの集積回路によって実
行されることがある。第１装置102Aがペアになることができない場合、それは装置102Bか
らのペアするための発見メッセージを無視することがある。１つの態様において、第１装
置102Aは、ペア可能であるとして活動化される。例えば、ユーザは、第１装置のボタンを
押すことによって、ペア可能、その後発見可能であるとして装置102Aを活動化することが
ある。第２装置102Bも同様に活動化されることがある。第１装置は、一時的、例えば、特
定の時間の期間について、それ自体を「ペア可能」となるように設定することがある。例
えば、特定の時間の期間は、1-60秒の範囲、又は1-10秒の範囲の期間を有することがある
。例えば、特定の時間の期間は、約10秒の期間を有することがある。第１及び第２装置10
2A及び102Bのそれぞれは、それらの状態が「ペア可能」と設定されたとき（１回又は期間
で繰り返しのどちらか一方）、ペアにするための発見メッセージをブロードキャストする
ことがある。
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【００２８】
　ブロック606に移動すると、第１装置102A（ペア可能であるとき）は、第１装置102Bが
メッセージを受信しペア可能であることを示すペアリング応答メッセージを第２装置102B
に送信する。メッセージは、装置のアドレス及び他の装置の情報をさらに含むことがある
。第２装置102Bは、同様のオペレーションを同時に導くことがある。ペアリング応答メッ
セージは、ブロードキャストメッセージ（メッセージを受信するように構成された任意の
装置102に送信された又はアドレスされたメッセージ）又はユニキャストメッセージ（特
定の装置102に送信又はアドレスされたメッセージ）であることがある。ブロック608に移
動すると、第１装置102Aは、受信されたメッセージ及び第１装置がペア可能であるという
決定に応じて第２装置102Bとペアになる。２つの装置102A及び102Bをペアにすることは、
セキュリティ及び／又は暗号キーを確立するためのデータなどの他のデータを交換するこ
とを含むことがある。第１及び第２装置102A及び102Bは、一度、両方が範囲内にあり、ペ
アリングのために活動化されているならば、自動的にペアになることがある。
【００２９】
　１つの態様において、ペアリングは、認証手順を含むことがある。例えば、方法600は
、少なくとも第２装置102Bによって送信された１つのシグナルに基づいて第１及び第２装
置102A及び102Bの距離を決定することをさらに含むことがある。第１及び第２装置は、距
離が定められた距離内、例えば、約１メータの距離内である場合、自動的にペアになる。
これは、他のユーザとの距離に基づいたユーザの装置のみにペアすることを制限すること
に役立つ。
【００３０】
　したがって、例えば、１つの使用ケースにおいて、ユーザは、各装置のボタンを押すこ
とによって、ペアにするために２つの装置102A及び102Bを活動化する。各装置102A及び10
2Bは、特定の時間、例えば、30秒でペアにするために活動化される。装置102A及び１０２
Ｂは、発見及びペアリングメッセージを交換し、互いにペアになる。そのような典型的な
使用の場合において、他のペア可能な装置が範囲内、特に特定の時間の期間内にある可能
性がなく、したがってすべての不必要な複雑な共通のペアリング手順が避けられ、ディス
プレイのない２つの装置がペアになることができる。１つの態様において、装置102A及び
102Bは、意図しないペアリングをさらに最小化するために、約１メータなどの特定の距離
内の装置とのみペアにするようにさらに構成されることがある。１つの態様において、ペ
アリングは、２つのそのような装置がペアリングのために活動化されたとき自動的に実行
される、任意に規定された時間、さらに任意に規定された距離内で活動化された装置に限
定される。１つの態様において、ペアリング手順は、望まれないペアリングをさらに最小
化するために、例えば、トーン（tone）を放射し、ボタンを押すなどのユーザの入力を待
つことによるユーザ確認を含むことがある。
【００３１】
　ペアリングは、典型的に、１回限りの、又は稀な発生であるために、それらは、おそら
くペアになっていない範囲内の発見することできる装置のみがペアになるべき２つの装置
である。したがって、１つの態様において、ペアにするために装置を選択するためのディ
スプレイの使用は必要でない又は使用されないことがあり、したがって、ペアリングの処
理を合理化し、簡易装置をペアにすることを簡単にする。さらに、方法600は、彼又は彼
女が２つの手に２つの装置102A及び102Bを単に保持し、両方の装置のボタンを押し、ペア
リングが成功するのを待つことができるため、エンドユーザ（end-user）に直感である。
【００３２】
　上記の方法600は、DS=1が「発見できる」ことを意味し、DS=2が「発見でき、ペアにな
ることができる」ことを意味するように定められることがある発見状態（discovery stat
e）（DS）変数の値に関して完結に表現されることがある。装置102は、発見不可能（not-
discoverable）のような他の状態をさらに有してもよい、例えば、DS=0。第２装置102Bは
、第２装置のDS値（DS_2）、例えば、DS_1=2を搬送する要求メッセージを送信する。第１
装置102Aは、要求メッセージを受信し、DS_2の値を第１装置のSD値（DS_1）と比較する。
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DS_1 >= DS_2の場合、第１装置１０２Ａは、DS_1を搬送する応答メッセージを送信する。
結果として、第２装置102Bは、DS_1 >= DS_2の場合、第１装置を発見する。第２装置１０
２Ａの発見状態が２、又はペア可能である場合、装置102Aは、ペアリング応答で応答して
もよく、装置がペアになることを可能にするために進んでもよい。
【００３３】
表１
【表１】

【００３４】
　図７は、図６の方法600を使用して、装置102A及び102Bのペアリングの例を示したブロ
ック図である。示した例において、装置102、例えば、図５の装置102Aは、第２装置102B
が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストメッセージを受信するための
手段又は集積回路（ＩＣ）652を含む。ＩＣ652は、図２及び４の受信機220を含むことが
ある。ＩＣ652は、発見可能であるときに、ブロードキャストメッセージに対してモニタ
ーするように構成されることがある。装置102Aは、第１装置がペア可能かどうかを決定す
るための手段又はＩＣ654をさらに含む。ＩＣ654は、図２のプロセッサ202を含むことが
ある。装置102Aは、第１装置がペア可能であるとうい結果に基づいて第１装置にペアリン
グ応答メッセージを送信するための手段又はＩＣ656をさらに含む。ＩＣ656は、図２及び
３の送信機222を含むことがある。装置102Aは、受信されたメッセージ及び第１装置がペ
ア可能であるという決定に応じて第１装置を第２装置とペアにするための手段又はＩＣ65
8をさらに含む。ＩＣ658は、図２のプロセッサ202を含むことがある。
【００３５】
　上記を考慮して、誰もが開示がどのようにUWBシステムのようなデータを通信するため
の装置と関連させるかをアドレスすることを理解するだろう。例えば、示された態様は、
パーソナル又はボディエリアネットワークを定めるために、より簡単でよりユーザフレン
ドリーの装置のペアリング方法を提供する。
【００３６】
　それは、実施形態に依存して、ここで説明されたすべての方法の特定の行為及び事象が
異なるシーケンスで実行されることができ、すべての一緒に加えられることがあり、合併
されることがあり、省略されることがある（例えば、すべての説明された行為及び事象は
方法の実行に必要であるとは限らない）。さらに、特定の実施形態において、行為及び事
象は、例えば、多数スレッデッド処理、割り込み処理、又は多数のプロセッサを通じて連
続的ではなく同時に実行されることがある。
【００３７】
　当業者は、ここで開示された実施例と関連して説明された様々な示されたロジカルブロ
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ック、モジュール回路、及びアルゴリズムが電子ハードウェア、コンピュータソフトウェ
ア、又は両方の組み合わせとしてインプリメントされることがあることを理解するであろ
う。ハードウェア及びソフトウェアの互換性を明白に示すために、様々な示された要素、
ブロック、モジュール、回路及びステップは、一般にその機能性に関して上記で説明され
ている。そのような機能性がハードウェア又はソフトウェアとしてインプリメントされる
かどうかは、システム全体に課された特定のアプリケーション及び設計の制約に依存する
。当業者は、各特定のアプリケーションについて様々な方法で説明された機能性をインプ
リメントすることがあるが、そのようなインプリメンテーション決定は本発明の範囲から
の逸脱をもたらすと解釈されるべきではない。
【００３８】
　ここで開示された態様と関連して説明された様々な例示的なロジカルブロック、モジュ
ール及び回路は、集積回路（「IC」）、アクセスターミナル、又はアクセスポイント内に
インプリメントされるか、集積回路（「IC」）、アクセスターミナル、又はアクセスポイ
ントによって実行されることがある。ICは、汎用プロセッサ（general purpose processo
r）、ディジタル信号プロセッサ（digital signal processor）（DSP）、特定用途向け集
積回路（application specific integrated circuit）（ASIC）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（field programmable gate array）（FPGA）もしくは他のプログラミ
ング可能なロジックデバイス（programmable logic device）、ディスクリートゲート（d
iscrete gate）もしくはトランジスタロジック（transistor logic）、ディスクリートハ
ードウェア構成要素（discrete hardware component）、電気要素（electrical componen
t）、光学要素（optical component）、機械要素(mechanical component)、又は、ここで
説明された機能を実行するように設計されたこれらの任意の組み合わせを含むことがあり
、IC、ICの外部、又は、両方内に存在するコード又は命令を実行することがある。汎用プ
ロセッサは、マイクロプロセッサであることがあるが、代替として、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、又は状態マシン（state ma
chine）であることがある。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組み合わせと
して、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサの
組み合わせ、DSPコアと連携する１つ以上のマイクロプロセッサとの組み合わせ、又は他
の任意のそのような構成としてさらにインプリメントされることがある。
【００３９】
　ここで開示された態様に関して説明される方法又はアルゴリズムのステップは、ハード
ウェアにおいて、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において、又は
この２つの組み合わせで直接具体化されることがある。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、EEPROMメモリ、レジスタ、ハード
ディスク、リムーバブルなディスク、CD-ROM、又は当業者で知られている他の任意の形態
の記憶媒体において存在することがある。典型的な記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒
体から情報を読み取ること及びその記憶媒体に情報を書き込むことができるようなプロセ
ッサ、記憶媒体に結合される。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体化されること
がある。プロセッサ及び記憶媒体は、ASICにおいて存在することがある。ASICは、端末に
おいて存在することがある。代替として、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末におい
てディスクリート構成要素として存在することがある。さらに、いくつかの態様において
、任意の適切なコンピュータプログラムプロダクトは、開示の１つ以上の態様に関連する
コードを備えたコンピュータ可読媒体を含むことがある。いくつかの態様において、コン
ピュータプログラムプロダクトは、材料をパッケージングすることを含むことがある。
【００４０】
　上記の詳細な説明が様々な実施例に適用されているように発明の新規な特徴を示し、説
明し、指摘している一方で、それは、形式における様々な省略、置換、変換、及び、装置
又は処理の示された詳細が発明の範囲から逸脱することなく当業者によってなされること
が理解されるだろう。理解されるように、発明は、いくつかの特徴が別に使用される、又
は、別に実行されるように、ここに述べられたすべての特徴及び利点を提供するとは限ら
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ない形式内に具体化されることがある。発明の範囲は、先の説明によってではなく、添付
された特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲の同意義の意味及び範囲にある
すべての変化は、それらの範囲内に包含されることになっている。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］データを通信するために電子装置を関連させる方法であって、
　第１装置において、第２装置が発見可能及びペア可能であり、前記第１装置が発見可能
であること示すブロードキャストメッセージを受信することと、
　前記第１装置がペア可能かどうかを決定することと、
　前記第１装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信することと、
　前記受信されたメッセージ及び前記第１装置がペア可能であるという前記決定に応じて
前記第１装置を前記第２装置とペアにすることと、
　を備えた方法。
［Ｃ２］前記第１装置が発見可能である場合、前記ブロードキャストメッセージに対して
モニターすることをさらに備えたＣ１に記載の方法。
［Ｃ３］前記ペアリング応答メッセージは、ブロードキャストメッセージを備えたＣ１に
記載の方法。
［Ｃ４］前記ペアリング応答メッセージは、ユニキャストメッセージを備えたＣ１に記載
の方法。
［Ｃ５］ペア可能であるとして前記第１装置を活動化することをさらに備えたＣ１に記載
の方法。
［Ｃ６］前記活動化は、特定の接続期間の間であるＣ５に記載の方法。
［Ｃ７］前記特定の接続期間は、約1-30秒の期間を備えたＣ６に記載の方法。
［Ｃ８］前記特定の接続期間は、約10秒の期間を備えたＣ６に記載の方法。
［Ｃ９］ペア可能であるとして前記第１装置を前記活動化することは、ユーザ入力を受信
することを備えたＣ５に記載の方法。
［Ｃ１０］前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であるこ
とを示す状態データを備えたＣ１に記載の方法。
［Ｃ１１］前記状態データは、前記第１装置が発見可能であることを示す第１値及び前記
第１装置が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備えたＣ１０に記
載の方法。
［Ｃ１２］前記ペアリングは、前記受信されたブロードキャストメッセージを受信するこ
とに応じて自動的にペアリングすることを備えたＣ１に記載の方法。
［Ｃ１３］前記ペアリングは、
　前記第２装置によって送信された少なくとも１つのシグナルに基づいて前記第１装置と
前記第２装置との間の距離を決定することを備え、前記距離が定められた距離内にある場
合、前記第１及び前記第２装置がペアになるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１４］前記定められた距離は、約1メータであるＣ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］前記送信された及び前記受信されたメッセージの少なくとも１つは、少なくと
も１つのパルスを含むＣ１に記載の方法。
［Ｃ１６］前記少なくとも１つのパルスは、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有する、
少なくとも５００MHzの帯域幅を有する、又は、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有し
少なくとも５００MHzの帯域幅を有するＣ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］無線通信のための電子装置であって、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストメッセージを受信
するように構成された受信機と、前記電子装置は発見可能であり、
　前記電子装置がペア可能かどうかを決定するように構成された集積回路と、
　前記電子装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信するように構成された送信機と、を備え、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記電子装置がペア可能であるという
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前記決定に応じて前記電子装置を前記第２装置とペアにするようにさらに構成された装置
。
［Ｃ１８］前記受信機は、前記電子装置が発見可能である場合、前記ブロードキャストメ
ッセージに対してモニターするように構成されたＣ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］前記ペアリング応答メッセージは、ブロードキャストメッセージを備えたＣ１
７に記載の装置。
［Ｃ２０］前記ペアリング応答メッセージは、ユニキャストメッセージを備えたＣ１７に
記載の装置。
［Ｃ２１］前記集積回路は、ペア可能であるとして前記電子装置を活動化するようにさら
に構成されたＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２２］前記活動化は、特定の接続期間の間であるＣ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］前記特定の接続期間は、約1-30秒の期間を備えたＣ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］前記特定の接続期間は、約10秒の期間を備えたＣ２２に記載の装置。
［Ｃ２５］ユーザ入力を受信するように構成された入力装置をさらに備え、前記集積回路
は、前記入力装置によって受信された入力に応じてペア可能であるとして前記電子装置を
活動化するように構成されたＣ２１の記載の装置。
［Ｃ２６］前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であるこ
とを示す状態データを備えたＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２７］前記状態データは、前記電子装置が発見可能であることを示す第１値及び前記
電子装置が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを備えたＣ２６に記
載の装置。
［Ｃ２８］前記集積回路は、前記受信されたブロードキャストメッセージを受信すること
に応じて自動的にペアにするように構成されたＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２９］前記集積回路は、前記第２装置によって送信され前記受信機によって受信され
た少なくとも１つのシグナルに基づいて前記電子装置と前記第２装置との間の距離を決定
するように構成され、前記集積回路は、前記距離が定義された距離内にある場合、前記電
子装置及び前記第２装置をペアにするように構成されたＣ１７に記載の装置。
［Ｃ３０］前記定められた距離は、約1メータであるＣ２９に記載の装置。
［Ｃ３１］前記送信された及び前記受信されたメッセージの少なくとも１つは、少なくと
も１つのパルスを備えたＣ１７に記載の装置。
［Ｃ３２］前記少なくとも１つのパルスは、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有する、
少なくとも５００MHzの帯域幅を有する、又は、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有し
少なくとも５００MHzの帯域幅を有するＣ３２に記載の方法。
［Ｃ３３］無線通信のための電子装置であって、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストメッセージを電子
装置で受信するための手段と、前記電子装置は発見可能であり、
　前記電子装置がペア可能かどうかを決定するための手段と、
　前記電子装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信するための手段と、
　前記受信されたメッセージ及び前記電子装置がペア可能であるという前記決定に応じて
前記電子装置を前記第２装置とペアにするための手段と、
　を備えた装置。
［Ｃ３４］前記受信手段は、前記電子装置が発見可能である場合、前記ブロードキャスト
メッセージに対してモニターするように構成されたＣ３３に記載の装置。
［Ｃ３５］前記ペアリング応答メッセージは、ブロードキャストメッセージを備えたＣ３
３に記載の装置。
［Ｃ３６］前記ペアリング応答メッセージは、ユニキャストメッセージを備えたＣ３３に
記載の装置。
［Ｃ３７］ペア可能であるとして前記電子装置を活動化するための手段をさらに備えたＣ
３３に記載の装置。
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［Ｃ３８］前記活動化は、特定の接続期間の間であるＣ３７に記載の装置。
［Ｃ３９］前記特定の接続期間は、約1-30秒の期間を備えたＣ３８に記載の装置。
［Ｃ４０］前記特定の接続期間は、約10秒の期間を備えたＣ３８に記載の装置。
［Ｃ４１］ユーザ入力を受信するための手段をさらに備え、前記活動化手段は、前記入力
手段によって受信された入力に応じてペア可能であるとして前記電子装置を活動化するよ
うに構成されたＣ３７に記載の装置。
［Ｃ４２］前記受信されたメッセージは、前記第２装置が発見可能及びペア可能であるこ
とを示す状態データを備えたＣ３３に記載の装置。
［Ｃ４３］前記状態データは、前記電子装置が発見可能であることを示す第１値及び前記
電子装置が発見可能及びペア可能であることを示す第２値のうち１つを含むＣ４２に記載
の装置。
［Ｃ４４］前記ペアリング手段は、前記受信されたブロードキャストメッセージを受信す
ることに応じて自動的にペアにするように構成されたＣ３３に記載の装置。
［Ｃ４５］前記第２装置によって送信され前記受信機によって受信された少なくとも１つ
のシグナルに基づいて前記電子装置と前記第２装置との間の距離を決定するための手段を
さらに備え、前記ペアリング手段は、前記距離が定められた距離内にある場合、前記電子
装置及び前記第２装置をペアにするように構成されたＣ３３に記載の装置。
［Ｃ４６］前記定められた距離は、約1メータであるＣ４６に記載の装置。
［Ｃ４７］前記送信された及び前記受信されたメッセージの少なくとも１つは、少なくと
も１つのパルスを含むＣ３３に記載の装置。
［Ｃ４８］前記少なくとも１つのパルスは、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有する、
少なくとも５００MHzの帯域幅を有する、又は、少なくとも約２０％の分数帯域幅を有し
少なくとも５００MHzの帯域幅を有するＣ４７に記載の方法。
［Ｃ４９］無線通信のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストメッセージを第１
装置で受信することと、前記第１装置は発見可能であり、
　前記第１装置がペア可能かどうかを決定することと、
　前記第１装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信することと、
　前記受信されたメッセージ及び前記第１装置がペア可能であるという前記決定に応じて
前記第１装置を前記第２装置とペアにすることと、
　を少なくとも１つのコンピュータによって実行可能なコードを備えたコンピュータ可読
媒体を備えたコンピュータプログラムプロダクト。
［Ｃ５０］無線通信のためのヘッドセットであって、
　検知されたデータを提供することに適したマイクロフォンと、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストメッセージを受信
するように構成された受信機と、前記ヘッドセットは発見可能であり、
　前記ヘッドセットがペア可能かどうかを決定するように構成された集積回路と、
　前記ヘッドセットがペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセー
ジを前記第２装置に送信するように構成された送信機と、を備え、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記ヘッドセットがペア可能であると
いう前記決定に応じて前記ヘッドセットを前記第２装置とペアにするようにさらに構成さ
れ、
　前記送信機は、前記検知されたデータに基づいてシグナルを送信するようにさらに構成
されたヘッドセット。
［Ｃ５１］無線通信のための検知された装置であって、
　検知されたデータを提供することに適したセンサと、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストメッセージを受信
するように構成された受信機と、前記検知された装置は発見可能であり、
　前記検知された装置がペア可能かどうかを決定するように構成された集積回路と、



(18) JP 5074592 B2 2012.11.14

10

　前記検知された装置がペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセ
ージを前記第２装置に送信するように構成された送信機と、を備え、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記検知された装置がペア可能である
という前記決定に応じて前記検知された装置を前記第２装置とペアにするようにさらに構
成され、
　前記送信機は、前記検知されたデータに基づいてシグナルを送信するようにさらに構成
された検知された装置。
［Ｃ５２］無線通信のためのウォッチであって、
　第２装置が発見可能及びペア可能であることを示すブロードキャストメッセージを受信
するように構成された受信機と、前記ウォッチは発見可能であり、
　前記ウォッチがペア可能かどうかえお決定するように構成された集積回路と、
　前記ウォッチはペア可能であるという前記決定に基づいてペアリング応答メッセージを
前記第２装置に送信するように構成された送信機と、
　前記集積回路は、前記受信されたメッセージ及び前記ウォッチがペア可能であるという
前記決定に応じて前記ウォッチを前記第２装置とペアにするようにさらに構成され、
　前記受信機を介して受信されたデータに基づいて視覚出力を提供することに適したディ
スプレイと、
　を備えたウォッチ。

【図１】 【図２】
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