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(57)【要約】
【課題】携帯端末機におけるデバイス接続装置及び方法
に関し、特に、携帯端末機の通信モードで所望するデバ
イスにより便利に接続する携帯端末機におけるデバイス
接続装置及び方法を提供する。
【解決手段】携帯端末機におけるデバイス接続装置は、
特定のデバイスとの接触を介して通信接続のためのデバ
イス情報を交換する近距離通信モジュールと、前記近距
離通信モジュールを介して前記交換されるデバイス情報
に基づいて特定のデバイスへの通信を接続するように前
記近距離通信モジュールを制御する制御部とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末機におけるデバイス接続装置であって、
　特定のデバイスとの接触を介して通信接続のためのデバイス情報を交換する近距離通信
モジュールと、
　前記交換されるデバイス情報に基づいて特定のデバイスへの通信を接続するように前記
近距離通信モジュールを制御する制御部と
を有することを特徴とする携帯端末機におけるデバイス接続装置。
【請求項２】
　前記通信接続は、Ｗｉ－Ｆｉピアツーピア（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ）又はＷｉ－Ｆｉダイ
レクトに対応することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機におけるデバイス接続装
置。
【請求項３】
　前記近距離通信モジュールは、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールであることを特徴
とする請求項１に記載の携帯端末機におけるデバイス接続装置。
【請求項４】
　前記近距離通信モジュールは、前記特定のデバイスとメディアアクセス制御（ＭＡＣ）
アドレスを交換することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機におけるデバイス接続
装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記特定のデバイスが前記近距離通信モジュールを介して接触される場
合に、通信接続モードに自動で切り換えることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機
におけるデバイス接続装置。
【請求項６】
　前記制御部は、通信接続モードにおいて前記近距離通信モジュールを介して前記特定の
デバイスとメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを交換する間にデバイス検索動作を
実行し、
　前記制御部が前記特定のデバイスのＭＡＣアドレスがデバイス検索結果に基づいて存在
すると判定する場合に、前記制御部は、前記特定のデバイスへの通信を接続するように制
御し、
　前記制御部が前記特定のデバイスのＭＡＣアドレスがデバイス検索結果に基づいて存在
しないと判定する場合に、前記制御部は、前記特定のデバイスとの通信接続のためのデバ
イス情報を交換した後に、前記特定のデバイスへの通信を接続するように制御することを
特徴とする請求項１に記載の携帯端末機におけるデバイス接続装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記特定のデバイスとの役割決定過程及び認証情報交換過程を実行した
後に、前記特定のデバイスへの通信を接続するように前記近距離通信モジュールを制御す
ることを特徴とする請求項６に記載の携帯端末機におけるデバイス接続装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記近距離通信モジュールを介して交換されるメディアアクセス制御（
ＭＡＣ）アドレス及びデバイス情報に基づいて前記特定のデバイスへの通信を接続するよ
うに前記近距離通信モジュールを制御することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機
におけるデバイス接続装置。
【請求項９】
　前記制御部は、デバイス検索過程、前記特定のデバイスとの役割を決定する過程、及び
前記特定のデバイスとの認証情報を交換する過程なしに前記特定のデバイスへの通信を接
続するように前記近距離通信モジュールを制御することを特徴とする請求項８に記載の携
帯端末機におけるデバイス接続装置。
【請求項１０】
　携帯端末機におけるデバイス接続方法であって、
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　特定のデバイスが接触する場合に、近距離通信を介して通信接続のためのデバイス情報
を交換するステップと、
　前記特定のデバイスから受信されたデバイス情報に基づいて前記特定のデバイスへの通
信を接続するステップと
を有することを特徴とする携帯端末機におけるデバイス接続方法。
【請求項１１】
　前記通信接続は、Ｗｉ－Ｆｉピアツーピア（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ）又はＷｉ－Ｆｉダイ
レクトに対応することを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機におけるデバイス接続
方法。
【請求項１２】
　前記近距離通信接続は、近距離無線通信（ＮＦＣ）に対応することを特徴とする請求項
１０に記載の携帯端末機におけるデバイス接続方法。
【請求項１３】
　前記特定のデバイスが前記近距離通信モジュールを介して接触される場合に、通信接続
モードに自動で切り換えるステップをさらに有することを特徴とする請求項１０に記載の
携帯端末機におけるデバイス接続方法。
【請求項１４】
　前記特定のデバイスへの通信を接続するステップは、
　通信接続モードで前記近距離通信を介して前記特定のデバイスとメディアアクセス制御
（ＭＡＣ）アドレスを交換するステップと、
　前記特定のデバイスとＭＡＣアドレスを交換する間にデバイス検索動作を実行するステ
ップと、
　デバイス検索結果で前記特定のデバイスのＭＡＣアドレスが存在すると判定される場合
に、前記特定のデバイスへの通信を接続するステップと、
　前記デバイス検索結果で前記特定のデバイスのＭＡＣアドレスが存在しないと判定され
る場合に、前記近距離通信モジュールを介して前記特定のデバイスと通信接続のためのデ
バイス情報を交換した後に、前記特定のデバイスへの通信を接続するステップと
を有することを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機におけるデバイス接続方法。
【請求項１５】
　前記特定のデバイスとの役割決定過程及び認証情報交換過程を実行した後に、前記特定
のデバイスと通信を接続することを特徴とする請求項１４に記載の携帯端末機におけるデ
バイス接続方法。
【請求項１６】
　前記近距離通信を介して前記特定のデバイスとメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレ
ス及びデバイス情報を交換するステップと、
　前記特定のデバイスから受信されたＭＡＣアドレス及びデバイス情報に基づいて前記特
定のデバイスへの通信を接続するステップと
をさらに有することを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機におけるデバイス接続方
法。
【請求項１７】
　デバイス検索動作、前記特定のデバイスとの役割決定過程、及び前記特定のデバイスと
の認証情報交換過程なしに前記特定のデバイスへの通信を接続することを特徴とする請求
項１６に記載の携帯端末機におけるデバイス接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末機におけるデバイス接続装置及び方法に関し、特に、携帯端末機の
通信モードで所望するデバイスにより便利に接続することができる携帯端末機におけるデ
バイス接続装置及び方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　Ｗｉ－Ｆｉピアツーピア（Wi-Fi Peer to Peer：Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ）又はＷｉ－Ｆｉ
ダイレクト技術（Wi-Fi Direct technology）は、既存のインフラストラクチャーネット
ワーク（Infrastructure network）の媒体であるアクセスポイント（Access Point：ＡＰ
）なしに既存のＷｉ－Ｆｉインターフェースを活用してＷｉ－Ｆｉ端末間の直接接続を提
供する技術である。
　既存のＷｉ－Ｆｉ技術は、一般的に、アクセスポイント（ＡＰ）を介したインターネッ
トへの接続に関する。したがって、Ｗｉ－Ｆｉ端末間の直接通信に関する技術の開発が不
足である。
　このような不足は、ブルートゥース技術を使用することによりいくらか補われている。
しかしながら、ブルートゥース技術は、送信距離及び送信速度と関連した特定の限界があ
る。結果的に、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ技術は、ブルートゥースが補わない端末間のコミュニ
ケーションの部分をカバーするものと期待を受けている。
【０００３】
　既存のＷｉ－Ｆｉ技術がＡｄ－ｈｏｃモードで直接接続をサポートするが、Ａｄ－ｈｏ
ｃ技術は、効率的に商業化されなかった。言い換えれば、Ａｄ－ｈｏｃ技術は、Ａｄ－ｈ
ｏｃ技術と関連した様々な短所のために実際にはめったに使用されなかった。例えば、Ａ
ｄ－ｈｏｃ技術と関連した短所は、セキュリティの脆弱さ、高い電力消費、制限される送
信速度（例えば、１１Ｍｂｐｓに制限されるスループットトラフィック）を含む。
　Ｗｉ－Ｆｉダイレクト技術は、ＷＰＡ２（Wi-Fi Protected Access 2）の補完モードを
サポートすることによりセキュリティの脆弱性を補完し、ＷＳＣ（Wi-Fi Simple Configu
ration）を用いてより簡単なＷｉ－Ｆｉ端末間の接続性をサポートする。また、Ｗｉ－Ｆ
ｉダイレクト技術は、無線ネットワーク標準ＩＥＥＥ８０２．１１ｎをサポートすること
によりＡｄ－ｈｏｃに比べてスループットを大幅改善し、向上した電力消費アルゴリズム
が追加された。
　レガシーＷｉ－Ｆｉ標準に基づくＷｉ－Ｆｉダイレクト機能は、既存のＷｉ－Ｆｉ端末
と互換性があり、ハードウェアの変更なしに容易にアップグレードすることができる。
【０００４】
　ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）グループは、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ技術を用いてＷｉ－Ｆｉ端末
間に接続されるＷｉ－Ｆｉ端末のセットを示す。デバイスが１：１接続であると仮定する
と、一方のデバイスは、グループオーナー（Group Owner：以下、“ＧＯ”と称する）と
して動作し、他方のデバイスはグループクライアント（Group Client：以下、“ＧＣ”と
称する）として動作する。この場合に、ＧＯ端末は、無線ローカルエリアネットワーク（
ＷＬＡＮ）ＡＰとして機能し、ＧＣ端末は、ＷＬＡＮステーションとして機能する。
　このような各Ｐ２Ｐ端末の機能は、Ｐ２Ｐだけのプロトコル（すなわち、Ｗｉ－Ｆｉ　
Ｐ２Ｐ接続過程のＧＯ交渉 ）を用いて決定される。
　Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ技術に基づくＰ２Ｐグループの生成は、１：１接続又は１：Ｎ接続
によりなされることができ、収容可能なグループクライアント（Group Client：ＧＣ）の
個数は、ＧＯ端末の能力に基づいて決定される。
【０００５】
　Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続過程において、デバイスディスカバリー（Device Discovery）
過程を介してデバイスを検索し、この検索されたデバイスのうちで接続を希望するデバイ
スとプロビジョンディスカバリー（Provision Discovery）過程を実行する。
　プロビジョンディスカバリー過程は、接続方法を接続を希望するデバイスに通知する過
程であり、ウェブサービスコネクタ（Web Service Connector：ＷＳＣ）接続方法は、ボ
タン入力に応じて実行されるプッシュボタン方式（Push Button Configuration：ＰＢＣ
）及びＰＩＮ（Personal Identification Number）番号入力に応じて実行されるＰＩＮ方
法を含む。
【０００６】
　したがって、プロビジョンディスカバリーを要請するデバイスは、所望する接続方法と
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関連したメッセージを送信する。このメッセージを受信したデバイスは、ポップアップウ
ィンドーを介して相手方に通知する。
　プロビジョンディスカバリーに対する他のデバイスの要請に対応するメッセージの受信
に応じて表示されるポップアップウィンドーは、プロビジョンディスカバリーを要請した
デバイスのデバイスネームのような情報を含む。ポップアップウィンドーは、このメッセ
ージを受信したデバイスのユーザが接続を許容されるか否か、そしてＷＳＣを可能にする
か否かを判定するようにする。
【０００７】
　プロビジョンディスカバリー過程の後に、ＧＯ交渉過程は、デバイスの役割を決定する
ように実行される。ＧＯ（Group Owner）に決定されたデバイスは、ＡＰとして動作し、
ＧＣ（Group Client）に決定されたデバイスは、Ｗｉ－Ｆｉステーションとして動作する
。
　デバイスの役割であるＧＯ及びＧＣが決定される場合に、２つのデバイスは、プロビジ
ョニング過程を介して認証タイプ（Authentication type）、暗号化タイプ（encryption 
type）、ネットワークキー（network key）、及びサービスセット識別子（Service Set i
dentifier：ＳＳＩＤ）のような認証情報を交換することによりＰ２Ｐ接続を完了する。
【０００８】
　しかしながら、デバイスへの接続がＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続過程を介して実行される度
に、デバイス検索過程を介して所望するデバイスを選択しなければならず、上述した複数
の接続過程を実行しなければならない。また、所望するデバイスがデバイス検索過程で検
索されない場合に、所望するデバイスが検索されるまでデバイス検索過程を反復して実行
しなければならないという煩わしさがあった。
　したがって、携帯端末機の近距離通信を介して所望するデバイスへの通信を接続するた
めのデバイス情報を交換する間にＷｉ－Ｆｉダイレクト接続を便利に実行することができ
る携帯端末機におけるデバイス接続装置及び方法に対する必要性が高まっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するために提案されたもので
あり、その目的は、携帯端末機の通信モードで所望するデバイスにより便利に接続するこ
とができる携帯端末機におけるデバイス接続装置及び方法を提供することにある。
　本発明の別の目的は、携帯端末機の近距離通信を介して所望するデバイスへの通信接続
のためのデバイス情報を交換しつつＷｉ－Ｆｉダイレクト接続を便利に実行することがで
きる携帯端末機におけるデバイス接続装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、携帯端末機におけるデ
バイス接続装置を提供する。上記装置は、特定のデバイスとの接触を介して通信接続のた
めのデバイス情報を交換する近距離通信モジュールと、上記交換されるデバイス情報に基
づいて特定のデバイスへの通信を接続するように上記近距離通信モジュールを制御する制
御部とを有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、携帯端末機におけるデバイス接続方法を提供する。上記方
法は、特定のデバイスが接触する場合に、近距離通信を介して通信接続のためのデバイス
情報を交換するステップと、上記特定のデバイスから受信されたデバイス情報に基づいて
上記特定のデバイスへの通信を接続するステップとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、近距離通信モジュールを含むデバイス間の接触を介して通信が接続される携
帯端末機におけるデバイス接続装置及び方法を提供することにより、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ
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の使用を最大にし、所望するデバイスの接触だけで通信が接続される利便性を提供するこ
とができるという効果がある。また、近距離通信モジュールを含むデバイス間の相互接触
のためには、ユーザの意図が必ず伴われなければならないという接近性を必要とするため
にセキュリティが関連した問題でも大きい長所を発揮することができる効果がある。
　本発明の他の目的、効果、及び際立った特徴は、添付図面が併用され本発明の実施の形
態を開示する後述の詳細な説明から、当業者に明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態による携帯端末機の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による携帯端末機により実行される所望するデバイスへのＷ
ｉ－Ｆｉピアツーピア（Ｐ２Ｐ）接続の過程を示すフローチャートである。
【図３】本発明の別の実施形態による携帯端末機により実行される所望するデバイスへの
Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続の過程を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態の上述した及び他の様相、特徴、及び利点は、以下の添付図面が併用
された後述の詳細な説明から、より一層明らかになるだろう。
　添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範
囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するもので
あり、この理解を助けるために様々な特定の詳細を含むが、単なる実施形態に過ぎない。
従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な変
更及び修正が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には
明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者に良く知られている機能や構成
に関する具体的な説明は、省略する。
　次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく
、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って
、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形
態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでない
ことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
　本願明細書に記載の各要素は、文脈中に特に明示しない限り、複数形を含むことは、当
業者には理解できるものである。したがって、例えば、“コンポーネント表面（a compon
ent surface）”との記載は、１つ又は複数の表面を含む。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態による携帯端末機の構成を示すブロック図である。
　図１を参照すると、無線周波数（ＲＦ）部１２３は、携帯端末機の無線通信機能を実行
する。ＲＦ部１２３は、送信信号の周波数をアップコンバートし、このアップコンバート
された送信信号を増幅するＲＦ送信器と、受信信号を低雑音増幅し、増幅された受信信号
の周波数をダウンコンバートするＲＦ受信器とを含む。データ処理部１２０は、送信信号
の符号化及び変調を行う送信器と受信信号の復調及び復号化を行う受信器とを含む。すな
わち、データ処理部１２０は、モデム（ＭＯＤＥＭ）及びコーデック（ＣＯＤＥＣ）を含
むことができる。コーデックは、パケットデータなどを処理するデータコーデックと音声
のようなオーディオ信号を処理するオーディオコーデックとを含む。オーディオ処理部１
２５は、データ処理部１２０のオーディオコーデックから出力される受信オーディオ信号
を再生し、マイクロフォンから発生する送信オーディオ信号をデータ処理部１２０のオー
ディオコーデックに転送する。
【００１６】
　キー入力部１２７は、数字及び文字情報を入力するためのキー及び各種機能を設定する
ための機能キーを含む。例えば、キー入力部１２７は、入力ボタン、タッチスクリーンな
どを含むことができる。
　メモリ１３０は、プログラムメモリ及びデータメモリを含むことができる。プログラム
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メモリは、携帯端末機の一般的な動作を制御するためのプログラム及び本発明の実施形態
による近距離通信を介して所望するデバイスへのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続の確立を制御す
るためのプログラムを格納することができる。また、データメモリは、プログラムを実行
する間に発生するデータを一時格納することができる。
　制御部１１０は、携帯端末機の全般的な動作を制御する。例えば、制御部１１０は、携
帯端末機の様々なユニット及びモジュールに接続されて動作することができる。
【００１７】
　本発明の実施形態に従って、制御部１１０は、近距離通信モジュール１８０（例えば、
近距離通信（ＮＦＣ）モジュール）を制御することにより接触する特定のデバイスとデバ
イス情報を交換し、交換されたデバイス情報に基づいて特定のデバイスへのＷｉ－Ｆｉ　
Ｐ２Ｐ接続を実行する。
　また、携帯端末機のＷｉ－Ｆｉ通信接続設定画面で特定のデバイスとの接触を介して特
定のデバイスとの近距離通信が接続される場合に、制御部１１０は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ
機能をイネーブルさせることにより携帯端末機が自動でＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐモードに転換
するように制御する。
　この場合に、近距離通信モジュールを含む特定のデバイスのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能が
ディスエーブルされる場合に、近距離通信が携帯端末機との接触を介して接続される場合
に、特定のデバイスでもＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能をイネーブルすることによりＷｉ－Ｆｉ
　Ｐ２Ｐモードに自動で切り換える。
【００１８】
　また、制御部１１０は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐモードにおいて特定のデバイスとメディア
アクセス制御（Media Access Control：ＭＡＣ）アドレスを交換すると同時にデバイス検
索動作を実行する。
　また、デバイス検索動作の結果として、デバイス検索結果が表示される表示部１６０に
特定のデバイスが表示される場合に、すなわち、検索されたデバイスのうちで特定のデバ
イスから受信されたＭＡＣアドレスを有するデバイスが存在する場合に、制御部１１０は
、特定のデバイスとの役割決定過程及び特定のデバイスとの認証情報交換過程を実行する
ように近距離通信モジュール１８０を制御する。したがって、制御部１１０は、特定のデ
バイスへのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を実行するように携帯端末機を制御する。
　この時に、検索されたデバイスのうちの特定のデバイスの存在は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ
接続のためのデバイス情報が交換されたことを示す。したがって、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接
続を希望するデバイスとして接触を介してすでに選択された特定のデバイスとの役割決定
過程及び認証情報交換過程を実行した後にＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を実行することができ
る。
【００１９】
　また、デバイス検索動作の結果として、デバイス検索結果が表示される表示部１６０に
特定のデバイスが表示されない場合に、すなわち、検索されたデバイスのうちで特定のデ
バイスから受信されたＭＡＣアドレスを有するデバイスが存在しない場合に、制御部１１
０は、特定のデバイスとのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続のためのデバイス情報を交換するよう
に近距離通信モジュール１８０を制御する。特定のデバイスから受信されたデバイス情報
に基づいて特定のデバイスとの役割決定過程及び認証情報交換過程を完了した後に、制御
部１１０は、Ｗｉ－Ｆｉダイレクト通信を介して特定のデバイスへの通信を接続するよう
に近距離通信モジュール１８０を制御する。
　したがって、近距離通信を介して特定のデバイスから受信されたＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接
続のためのデバイス情報を用いて、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を希望するデバイスとして接
触を介してすでに選択された特定のデバイスとの役割決定過程及び認証情報交換過程を実
行した後にＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を実行することができる。
【００２０】
　本発明の別の実施形態に従って、制御部１１０は、近距離通信モジュール１８０を介し
て接触した特定のデバイスとＭＡＣアドレス及びデバイス情報を交換し、デバイス検索過
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程、役割決定過程、及び／又は特定のデバイスとの認証情報交換過程を実行せず、交換さ
れたＭＡＣアドレス及びデバイス情報に基づいて特定のデバイスへのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ
接続を実行するように近距離通信モジュール１８０を制御する。
　Ｗｉ－Ｆｉモジュール１７０は、ＩＥＥＥ８０２．１１規格による近距離無線通信機能
を提供する。本発明の実施形態に従って、Ｗｉ－Ｆｉモジュール１７０は、携帯端末機の
ユーザがＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐグループを形成（又は生成）することによりデータ交換機能
などを使用することができるようにする。
【００２１】
　本発明の実施形態に従って、近距離通信モジュール１８０は、近距離内でデバイス間の
データを転送するための通信モジュールである。近距離通信モジュール１８０は、特定の
デバイスに通信接続されることにより本発明の実施形態に従って接触する特定のデバイス
とＭＡＣアドレス及びＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続のためのデバイスの情報を交換する。本発
明の実施形態に従って、近距離通信モジュール１８０は、近距離無線通信（Near Field C
ommunication：ＮＦＣ）モジュールであることができる。
【００２２】
　携帯端末機は、カメラ部１４０も含むことができる。カメラ部１４０は、映像データを
撮影し、撮影された光信号を電気信号に変換するカメラセンサーと、カメラセンサーによ
り撮影されたアナログ映像信号をディジタルデータに変換する信号処理部とを含む。ここ
で、カメラセンサーは、電荷結合素子（Charge-Coupled Device：ＣＣＤ）又は相補型金
属酸化物半導体（Complementary Metal Oxide Semiconductor：ＣＭＯＳ）センサーと仮
定し、信号処理部は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）で実現することができる。カ
メラセンサー及び信号処理部は、一体型または分離型で実現することもできる。
【００２３】
　携帯端末機は、カメラ部１４０から出力される映像信号を表示部１６０上に表示するた
めの映像信号処理（Image Signal Processing：以下、“ＩＳＰ”と称する）を実行する
映像処理部１５０を含むことができる。ＩＳＰは、ガンマ補正、補間、空間変化、イメー
ジ効果、イメージスケーリング、自動ホワイトバランス（Automatic White Balance：Ａ
ＷＢ）、自動露出（Automatic Exposure：ＡＥ）、及び自動焦点（Automatic Focusing：
ＡＦ）のような機能を実行する。例えば、映像処理部１５０は、カメラ部１４０から出力
される映像信号をフレーム単位で処理し、表示部１６０の特性及びサイズに従ってフレー
ム基盤映像データを出力する。また、映像処理部１５０は、映像コーデックを含み、表示
部１６０上に表示されるフレーム映像データをあらかじめ設定されたコーディング方式で
圧縮し、圧縮されたフレーム映像データを元来のフレーム映像データに復元する機能を実
行する。例えば、映像コーデックは、ＪＰＥＧコーデック、ＭＰＥＧ４コーデック、ウェ
ーブレット（Wavelet）コーデックなどを含むことができる。映像処理部１５０がオンス
クリーンディスプレー（On-Screen Display：ＯＳＤ）機能を含むと仮定すると、制御部
１１０は、データが表示される画面のサイズに従ってＯＳＤデータを出力するように映像
処理部１５０を制御することができる。
【００２４】
　表示部１６０は、映像処理部１５０から出力される映像信号及び制御部１１０から出力
されるユーザデータを画面上に表示する。表示部１６０は、液晶表示（ＬＣＤ）を含むこ
とができ、この場合に、表示部１６０は、ＬＣＤ制御部、映像データを記憶するためのメ
モリ及びＬＣＤパネルを含む。表示部は、ＬＣＤをタッチスクリーン方式で実現する場合
に入力部として機能することができ、この場合に、表示部１６０は、キー入力部１２７の
英数字キーを表示することができる。例えば、ＬＣＤは、キー入力部１２７としても機能
することができるタッチスクリーンを含むことができる。
【００２５】
　携帯端末機におけるデバイスへの接続過程を図２及び図３を参照して詳細に説明する。
　図２は、本発明の一実施形態による携帯端末機により実行される所望するデバイスへの
Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続過程を示すフローチャートである。
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　図１を参照して本発明の実施形態についてより詳細に説明する。
　図２を参照すると、ステップ２０１において、携帯端末機のＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ設定画
面は表示部１６０で表示される。ステップ２０２において、制御部１１０は、携帯端末機
が近距離通信に対応するＮＦＣモジュール１８０を通してＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を所望
する特定のデバイスに接続するか否かを判定する。言い換えれば、制御部１１０は、携帯
端末機が特定のデバイスと接触する場合に、ＮＦＣモジュール１８０が特定のデバイスに
接続するか否かを判定する。制御部１１０が、携帯端末機が近距離通信を介して特定のデ
バイスに接続されると判定する場合に、制御部１１０は、ステップ２０３に進み、携帯端
末機のＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能をイネーブルさせることにより携帯端末機をＷｉ－Ｆｉ　
Ｐ２Ｐモードに自動で切り換える。他方、携帯端末機が近距離通信を介して特定のデバイ
スに接続されないと判定する場合に、制御部１１０は、他の機能を処理する。
【００２６】
　また、ステップ２０３において、特定のデバイスのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能がディスエ
ーブルされる場合に、特定のデバイスは、携帯端末機への近距離通信接続を介して特定の
デバイスのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能をイネーブルすることによりＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐモー
ドに自動で切り換えることができる。
　携帯端末機と特定のデバイスとの間の近距離通信がＮＦＣモジュール１８０を介して接
続される場合に、制御部１１０は、ステップ２０４において、ＭＡＣアドレスを特定のデ
バイスと交換すると同時にデバイス検索を実行する。
【００２７】
　ステップ２０５において、制御部１１０は、デバイス検索の結果として、検索されたデ
バイスのうちで特定のデバイスから受信されたＭＡＣアドレスを有するデバイスが存在す
るか否かを判定する。制御部１１０が検索されたデバイスのうちで特定のデバイスから受
信されたＭＡＣアドレスを有するデバイスが存在すると判定する場合に、制御部１１０は
、ステップ２０７に進み、特定のデバイスと役割を決定する。また、制御部１１０は、ス
テップ２０８に進み、特定のデバイスと認証情報を交換する。その後に、制御部１１０は
、ステップ２０９に進み、特定のデバイスとのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を確立する。
【００２８】
　検索されたデバイスのうちの特定のデバイスの存在は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続のため
のデバイス情報が交換されたことを示す。また、特定のデバイスへの携帯端末機の近距離
通信は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を所望するデバイスとして特定のデバイスをすでに選択
したことを示す。したがって、特定のデバイスが検索されたデバイスのうちに存在する場
合に、特定のデバイスとの役割決定過程及び認証情報交換過程を実行した後にＷｉ－Ｆｉ
　Ｐ２Ｐ接続を実行することができる。
【００２９】
　しかしながら、ステップ２０５において、デバイス検索の結果として、制御部１１０が
検索されたデバイスのうちで特定のデバイスから受信されたＭＡＣアドレスを有するデバ
イスが存在しないと判定する場合に、制御部１１０は、ステップ２０６に進み、近距離通
信モジュール１８０に対応するＮＦＣモジュールを介して特定のデバイスとのＷｉ－Ｆｉ
　Ｐ２Ｐ接続のためのデバイス情報を交換する。
　その後に、制御部１１０は、ステップ２０７に進み、特定のデバイスとの役割を決定し
、ステップ２０８に進み、特定のデバイスと認証情報を交換する。その後に、制御部１１
０は、ステップ２０９に進み、特定のデバイスとＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を確立する。
【００３０】
　図３は、本発明の別の実施形態による携帯端末機により実行される所望するデバイスへ
のＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続過程を示すフローチャートである。
　以下では、図１を参照して本発明の実施形態についてより詳細に説明する。
　図３を参照すると、ステップ３０１において、携帯端末機のＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ設定画
面は表示部１６０で表示される。ステップ３０２において、制御部１１０は、携帯端末機
がＮＦＣモジュール１８０（例えば、近距離通信モジュール１８０）を介してＷｉ－Ｆｉ
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　Ｐ２Ｐ接続を所望する特定のデバイスに接続されるか否かを判定する。言い換えれば、
制御部１１０は、携帯端末機が特定のデバイスと接触する場合に、ＮＦＣモジュール１８
０が特定のデバイスに接続されるか否かを判定する。制御部１１０は、携帯端末機が近距
離通信を介して特定のデバイスに接続されると判定される場合に、ステップ３０３に進み
、携帯端末機のＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能をイネーブルさせることによりＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２
Ｐモードに自動で切り換える。他方、制御部１１０は、携帯端末機が近距離通信を介して
特定のデバイスに接続されないと判定する場合には他の機能を処理する。
【００３１】
　また、ステップ３０３において、特定のデバイスのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能がディスエ
ーブルされる場合に、特定のデバイスは、携帯端末機への近距離通信接続を介して特定の
デバイスのＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ機能をイネーブルすることによりＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐモー
ドに自動で切り換えることができる。
　携帯端末機と特定のデバイスとの間の近距離通信がＮＦＣモジュール（例えば、近距離
通信モジュール）１８０を介して接続される場合に、制御部１１０は、ステップ３０４に
おいて、特定のデバイスとのＭＡＣアドレス及びＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続のためのデバイ
ス情報を交換する。
　ステップ３０５において、制御部１１０は、デバイス検索過程、特定のデバイスとの役
割決定過程、及び特定のデバイスとの認証情報交換過程を実行せず、特定のデバイスから
受信されたＭＡＣアドレス及びＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続のためのデバイス情報に基づいて
特定のデバイスとＷｉ－Ｆｉ　Ｐ２Ｐ接続を確立する。
【００３２】
　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び
趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり
、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及
びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
【符号の説明】
【００３３】
　１１０　制御部
　１７０　Ｗｉ－Ｆｉモジュール
　１８０　近距離通信（ＮＦＣ）モジュール
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