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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置と、
　携帯端末と、を備え、
　前記情報処理装置は、
　　所定の接続条件に従って、ネットワークにアクセスポイントを介して接続し、無線通
信する第１無線通信手段と、
　　前記接続条件の情報を記録した２次元コードを生成する生成手段と、
　　生成された前記２次元コードを提示する提示手段と、を有し、
　前記携帯端末は、
　　前記ネットワークに接続し、無線通信する第２無線通信手段と、
　　前記情報処理装置が提示した前記２次元コードを読み取るコード読取手段と、
　　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する取得手段と、
　　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置の前記アクセスポイント
としての機能を構築し、前記第２無線通信手段と前記情報処理装置との無線通信を制御す
る通信制御手段と、を有し、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含み、
　前記情報処理装置の前記第１無線通信手段は、前記携帯端末を前記アクセスポイントと
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して前記ネットワークに接続し、前記接続条件に従って、無線通信を行う無線通信システ
ム。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信システムにおいて、
　前記接続条件は、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engineers）80
2.11b、ＩＥＥＥ802.11a、およびＩＥＥＥ802.11gの少なくともいずれか１つを含む無線
ＬＡＮの規格のうち、いずれの規格を利用して接続するかの設定を含む、無線通信システ
ム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の無線通信システムにおいて、
　前記接続条件は、前記セキュリティレベルに従った、暗号化の要否、および、暗号化す
る場合にいずれの暗号化方式を使用するかの設定を含む、無線通信システム。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の無線通信システムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　　前記接続条件の設定をユーザから受け付ける受付手段を備え、
　前記情報処理装置の前記生成手段は、受け付けた前記接続条件の情報を記録した前記２
次元コードを生成する無線通信システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の無線通信システムにおいて、
　前記接続条件は、前記セキュリティレベルに従った、暗号化の要否、および、暗号化す
る場合にいずれの暗号化方式を使用するかの設定をさらに含み、
　前記情報処理装置の前記受付手段は、前記接続条件の設定として、無線通信の接続方式
、または暗号化方式の選択を受け付ける無線通信システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の無線通信システムにおいて、
　前記情報処理装置の前記生成手段は、前記接続条件として前記暗号化方式の使用が選択
されているとき、暗号化処理に使用するパスワードを生成し、前記２次元コードに記録さ
れる情報に含める無線通信システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の無線通信システムにおいて、
　前記情報処理装置の前記第１無線通信手段は、前記情報処理装置の前記生成手段が前記
２次元コードを生成した後、前記アクセスポイントの探索を開始し、前記アクセスポイン
トとしての機能が構築された前記携帯端末との無線通信を確立し、
　前記情報処理装置の前記第１無線通信手段は、前記携帯端末との無線通信が切断する度
に、前記情報処理装置の前記生成手段に新たなパスワードを生成させ、前記２次元コード
に記録させる情報に含め、新たな２次元コードを生成させ、再度、前記アクセスポイント
の探索を開始し、前記アクセスポイントとしての機能が構築された前記携帯端末との無線
通信を確立する無線通信システム。
【請求項８】
　ネットワークに接続し、無線通信する無線通信手段と、
　情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報が記録
された２次元コードを読み取るコード読取手段と、
　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する取得手段と、
　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置のアクセスポイントとして
の機能を構築し、前記無線通信手段と前記情報処理装置との無線通信を制御する通信制御
手段と、を備え、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む、携帯端末。
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【請求項９】
　ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録した２次元コードを
生成する生成手段と、
　生成された前記２次元コードを提示する提示手段と、
　携帯端末をアクセスポイントとして、前記接続条件に従って、前記ネットワークに接続
し、無線通信する無線通信手段と、を備え、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、当該情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む、情報処理装置。
【請求項１０】
　情報処理装置がネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報が記録され
た２次元コードを読み取る手順、
　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する手順、
　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置のアクセスポイントとして
の機能を構築し、前記ネットワークに接続し、前記情報処理装置との無線通信を制御する
手順、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む、プログラム。
【請求項１１】
　ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録した２次元コードを
生成する手順、
　生成された前記２次元コードを提示する手順、
　携帯端末をアクセスポイントとして、前記接続条件に従って、前記ネットワークに接続
し、無線通信する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記ネットワークに無線で接続するための設定を含む
、プログラム。
【請求項１２】
　情報処理装置が、ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録し
た２次元コードを生成し、
　前記情報処理装置が、生成された前記２次元コードを提示し、
　携帯端末が、前記情報処理装置が提示した前記２次元コードを読み取り、
　前記携帯端末が、読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得し
、
　前記携帯端末が、取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置のアクセ
スポイントとしての機能を構築し、
　前記情報処理装置が、前記携帯端末を前記アクセスポイントとして、前記ネットワーク
に接続し、無線通信する無線通信方法であって、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む、無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、無線通信方法、携帯端末、情報処理装置、および、プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　利用者が情報処理装置などを無線ＬＡＮ（Local Area Network）接続するためには、事
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前に様々な設定を行う必要があり、利用者に接続のためのある程度の知識が必要である。
　無線ＬＡＮ端末および無線ＬＡＮ中継装置間の設定を容易にするシステムの例が特許文
献１に記載されている。特許文献１のシステムは、端末が対応可能な暗号化方式をアクセ
スポイントに対して伝え、伝えられた暗号化方式を元に絞り込み、利用する暗号鍵を決定
して、端末に伝達し、端末は設定を行う。また、アクセスポイントは、予め決めておいた
セキュリティポリシに基づいて、暗号化方式を選択し、その暗号化方式と、決定した暗号
鍵を設定する。このようにして、特許文献１では、無線ＬＡＮを利用する端末の新規追加
を、暗号鍵を表すデータの漏洩を防止しつつ、簡便な手法で実現している。
【０００３】
　携帯端末の無線ＬＡＮの設定を自動で行う宅内通信機器および携帯端末の例が特許文献
２および特許文献３に記載されている。特許文献２および特許文献３の宅内通信機器は、
モデムやルータを含む宅内通信機器に保持されている構成情報を携帯端末に読み取らせる
ことで、携帯端末自身に無線ＬＡＮの設定やＶｏＩＰ等のアプリケーション設定を自動で
行わせることができる。宅内通信機器は、構成情報が記録されたＱＲ（Quick Response）
コードを装着、または、ディスプレイ上に表示する。携帯端末は、ＱＲコードリーダを用
いてそのＱＲコードを読み取り、復号して構成情報を取得し、設定を行う。このようにし
て自動的に設定された携帯端末は、宅内通信機器を介して無線ＬＡＮ通信を行うことが可
能になる。
【０００４】
　また、プロジェクタと携帯端末間の無線ＬＡＮ通信設定を行うシステムの例が特許文献
４に記載されている。特許文献４の画像表示システムは、プロジェクタが、無線ＬＡＮで
プロジェクタにアクセスするのに必要な接続情報を２次元コード化して投射する。携帯端
末がそのコードを撮像し、画像解析して得られた接続情報を用いて設定を行うことで、プ
ロジェクタと携帯端末の無線ＬＡＮ通信が可能になる。特許文献５に記載されたネットワ
ークプロジェクタシステムも同様に、プロジェクタが接続情報をスクリーンに投射し、携
帯端末が撮像し、画像を解析して得られた接続情報を元に通信設定を行うことで、無線通
信を可能にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１７５５２４号公報
【特許文献２】特開２００６－１５７８１４号公報
【特許文献３】特開２００６－１５７８１５号公報
【特許文献４】特開２００７－３１２１７９号公報
【特許文献５】特開２００９－２６７５７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された技術は、無線ＬＡＮ端末と無線ＬＡＮ
中継装置が、それぞれこのシステムを採用したものでなければならず、このシステムを採
用していない機器では、依然として、利用者が無線ＬＡＮの使用に先立ち設定が必要であ
り、ユーザはある程度の知識が必要であるという問題点があった。そして、利用者の知識
不足が原因で間違った設定を選択してしまうと、セキュリティを考慮した設定が漏れる可
能性があり、悪意のあるユーザに攻撃される可能性があるという問題点があった。
【０００７】
　さらに、上述した特許文献２乃至５に記載された技術は、ＱＲコードを読み取る仕組み
を備えている携帯端末と、宅内通信機器やプロジェクタとの無線ＬＡＮ通信を実現するも
のであり、ＱＲコードを読み取る仕組みを備えていないＰＣ（Personal Computer）など
への適用が困難であるという問題点があった。
【０００８】
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　本発明の目的は、上述した課題である無線ＬＡＮ通信における安全性を確保した設定の
困難さを解決する無線通信システム、無線通信方法、携帯端末、情報処理装置、および、
プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の無線通信システムは、
　情報処理装置と、
　携帯端末と、を備え、
　前記情報処理装置は、
　　所定の接続条件に従って、ネットワークにアクセスポイントを介して接続し、無線通
信する第１無線通信手段と、
　　前記接続条件の情報を記録した２次元コードを生成する生成手段と、
　　生成された前記２次元コードを提示する提示手段と、を有し、
　前記携帯端末は、
　　前記ネットワークに接続し、無線通信する第２無線通信手段と、
　　前記情報処理装置が提示した前記２次元コードを読み取るコード読取手段と、
　　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する取得手段と、
　　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置の前記アクセスポイント
としての機能を構築し、前記第２無線通信手段と前記情報処理装置との無線通信を制御す
る通信制御手段と、を有し、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含み、
　前記情報処理装置の前記第１無線通信手段は、前記携帯端末を前記アクセスポイントと
して前記ネットワークに接続し、前記接続条件に従って、無線通信を行う。
【００１０】
　本発明の携帯端末は、
　ネットワークに接続し、無線通信する無線通信手段と、
　情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報が記録
された２次元コードを読み取るコード読取手段と、
　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する取得手段と、
　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置のアクセスポイントとして
の機能を構築し、前記無線通信手段と前記情報処理装置との無線通信を制御する通信制御
手段と、を備え、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む。
【００１１】
　本発明の情報処理装置は、
　ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録した２次元コードを
生成する生成手段と、
　生成された前記２次元コードを提示する提示手段と、
　携帯端末をアクセスポイントとして、前記接続条件に従って、前記ネットワークに接続
し、無線通信する無線通信手段と、を備え、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、当該情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む。
【００１２】
　本発明の第１のプログラムは、
　情報処理装置がネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報が記録され
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た２次元コードを読み取る手順、
　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する手順、
　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置のアクセスポイントとして
の機能を構築し、前記ネットワークに接続し、前記情報処理装置との無線通信を制御する
手順、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む。
【００１３】
　本発明の第２のプログラムは、
　ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録した２次元コードを
生成する手順、
　生成された前記２次元コードを提示する手順、
　携帯端末をアクセスポイントとして、前記接続条件に従って、前記ネットワークに接続
し、無線通信する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記ネットワークに無線で接続するための設定を含む
。
【００１４】
　本発明の無線通信方法は、
　情報処理装置が、ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録し
た２次元コードを生成し、
　前記情報処理装置が、生成された前記２次元コードを提示し、
　携帯端末が、前記情報処理装置が提示した前記２次元コードを読み取り、
　前記携帯端末が、読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得し
、
　前記携帯端末が、取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置の前記ア
クセスポイントとしての機能を構築し、
　前記情報処理装置が、前記携帯端末を前記アクセスポイントとして、前記ネットワーク
に接続し、無線通信する無線通信方法であって、
　前記接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレベル、および無線ＬＡＮの規格
のうち少なくともいずれか１つの、前記情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続す
るための設定を含む。
【００１５】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【００１６】
　また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複
数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形
成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部
と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
【００１７】
　また、本発明の方法およびコンピュータプログラムには複数の手順を順番に記載してあ
るが、その記載の順番は複数の手順を実行する順番を限定するものではない。このため、
本発明の方法およびコンピュータプログラムを実施するときには、その複数の手順の順番
は内容的に支障しない範囲で変更することができる。
【００１８】
　さらに、本発明の方法およびコンピュータプログラムの複数の手順は個々に相違するタ
イミングで実行されることに限定されない。このため、ある手順の実行中に他の手順が発
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生すること、ある手順の実行タイミングと他の手順の実行タイミングとの一部ないし全部
が重複していること、等でもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、無線ＬＡＮ通信における安全性を確保した設定を容易にする無線通信
システム、無線通信方法、携帯端末、情報処理装置、および、プログラムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成を示す機能ブロック図である
。
【図２】図１の本発明の実施の形態に係る無線通信システムの情報処理装置を実現するコ
ンピュータの構成を示すブロック図である。
【図３】図１の本発明の実施の形態に係る無線通信システムの携帯端末の構成を示すブロ
ック図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの動作の一例を示すフローチャート
である。
【図５】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成を示す機能ブロック図である
。
【図６】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの設定画面の一例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの情報処理装置の設定ファイルの更
新処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態に係る無線通信システムの動作の一例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】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００２２】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の実施の形態に係る無線通信システム１の構成を示す機能ブロック図で
ある。
　本実施形態の無線通信システム１は、情報処理装置１００と、情報処理装置１００のア
クセスポイントとして機能する携帯端末２００と、を備える。
　本発明の実施の形態に係る無線通信システム１は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）
通信用インタフェースを備えた情報処理装置１００を、アクセスポイントとして機能する
携帯端末２００を介して、ＬＡＮやインターネットなどのネットワーク３に接続させる。
【００２３】
　本実施形態において、情報処理装置１００は、所定の接続条件に従って、ネットワーク
３にアクセスポイントを介して接続し、無線通信する無線通信部１０２と、接続条件の情
報を記録した２次元コードを生成する生成部１０４と、生成された２次元コードを提示す
る提示部１０６と、を有する。
【００２４】
　携帯端末２００は、ネットワーク３に接続し、無線通信する無線通信部２０２と、情報
処理装置１００が提示した２次元コードを読み取るコード読取部２０４と、読み取った２
次元コードを解析し、接続条件の情報を取得する取得部２０６と、取得した接続条件の情
報に基づいて、情報処理装置１００のアクセスポイントとしての機能を構築し、無線通信
部２０２と情報処理装置１００との無線通信を制御する通信制御部２０８と、を有する。
　そして、情報処理装置１００の無線通信部１０２は、携帯端末２００をアクセスポイン
トとしてネットワーク３に接続し、接続条件に従って、無線通信を行う。
【００２５】
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　情報処理装置１００は、図２に示すように、たとえば、ＣＰＵ（Central Processing U
nit）１２０やメモリ１２２、ハードディスク１２４、および通信装置（アンテナ１２７
、無線ＬＡＮ通信部１２６）を備え、キーボードやマウス等の入力装置１５０やディスプ
レイなどの表示装置１５２やプリンタ等の出力装置（不図示）と接続されるサーバコンピ
ュータやパーソナルコンピュータ（Personal Computer：ＰＣ）、またはそれらに相当す
る装置を用いて実現することができる。情報処理装置１００は、入力装置１５０の入力を
受け付ける操作受付部１２８と、表示装置１５２の表示制御を行う表示制御部１３０と、
をさらに備える。
【００２６】
　情報処理装置１００のこれらの各要素は、バス１３４を介して互いに接続される。ＣＰ
Ｕ１２０が、バス１３４を介して接続された各要素とともに情報処理装置１００全体を制
御する。ＣＰＵ１２０が、ハードディスク１２４に記憶されるプログラムをメモリ１２２
に読み出して実行することで、図１の情報処理装置１００の各ユニットの各機能を実現す
ることができる。なお、各図において、本発明の本質に関わらない部分の構成については
省略してあり、図示されていない。
【００２７】
　本実施形態の情報処理装置１００のコンピュータプログラムは、コンピュータで読み取
り可能な記録媒体に記録されてもよい。記録媒体は特に限定されず、様々な形態のものが
考えられる。また、プログラムは、記録媒体からコンピュータ（情報処理装置１００）の
メモリ１２２（図２）にロードされてもよいし、有線ＬＡＮで接続したネットワーク３を
通じてコンピュータ（情報処理装置１００）にダウンロードされ、メモリ１２２にロード
されてもよい。
【００２８】
　図１に戻り、情報処理装置１００において、無線通信部１０２は、図２のアンテナ１２
７および無線ＬＡＮ通信部１２６を用いて、所定の接続条件に従って、携帯端末２００と
無線ＬＡＮ通信、たとえば、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engin
eers）802.11b、ＩＥＥＥ802.11a、ＩＥＥＥ802.11gなどの規格に準拠した通信を行い、
携帯端末２００をアクセスポイントとして、ネットワーク３に接続し、無線通信する。
【００２９】
　所定の接続条件は、情報処理装置１００がネットワーク３に無線で接続するための各種
の設定項目を含む。たとえば、所定の接続条件は、無線通信の接続方式、セキュリティレ
ベル、たとえば、暗号化の要否や種類などを含み、これらを予めユーザのセキュリティポ
リシなどに従って設定することができる。
【００３０】
　接続方式は、たとえば、ＷＰＡ（Wi-Fi Protected Access）やＷＰＡ－ＰＳＫ（Wi-Fi 
Protected Access Pre-Shared Key）などの無線ＬＡＮの規格の選択、または方式を特に
限定しないなどが設定できる。
【００３１】
　また、暗号化の要否の設定と、ＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy）やＡＥＳ（Advanc
ed Encryption Standard）などの暗号化方式を選択し設定できる。また、暗号化処理を行
う場合の暗号化キーも設定できる。また、無線ＬＡＮ通信のいずれの規格を利用するかも
設定できる。
【００３２】
　本実施形態では、これらの接続条件は予め設定されているものとし、たとえば、設定フ
ァイルとして上述したプログラムとともに提供されてもよく、情報処理装置１００にイン
ストールされてハードディスク１２４に記憶される。予め異なる接続条件に沿った複数の
設定ファイルを含んでもよい。また、複数の設定ファイルの中から、ユーザのニーズに合
わせて設定ファイルを選択することで、ユーザの所望する条件に合った設定を行うことが
できる。
【００３３】
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　設定ファイルは、上述したようにプログラムとともに各種記録媒体、たとえば、ＣＤ（
Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）などに記録されて、ユーザに提供さ
れてもよいし、所定のサイトからダウンロードすることでユーザが取得できるようにして
もよい。
　本発明では、秘匿情報に関わる部分の情報は、接続毎に後述する生成部１０４が生成す
るようになっているので、接続条件が記録されている設定ファイル自体は、様々な経路で
入手しても安全性を保つことができる。
【００３４】
　生成部１０４は、上述した所定の接続条件の情報を記録した２次元コードを生成し、提
示部１０６に提示させる。２次元コードは、たとえば、ＱＲコード、Data Matrix、Maxi 
Code、スタック型２次元コードなどが考えられ、特に限定されない。以下、本実施形態で
は、２次元コードは、ＱＲコードとして説明する。
【００３５】
　本実施形態において、生成部１０４は、本発明の実施の形態に係るコンピュータプログ
ラムが起動されたとき、または、プログラムを起動後、無線ＬＡＮ設定または接続の要求
操作を受け付けたときなどをトリガとして処理を行う。また、接続条件で暗号化処理を行
う設定がなされている場合は、生成部１０４は、パスワードを生成し、ＱＲコードに含ま
せることができる。パスワードは、乱数などを使用して、ランダムに生成されるのが好ま
しい。
【００３６】
　提示部１０６は、生成部１０４が生成したＱＲコードを提示する。本実施形態では、提
示部１０６は、図２の表示装置１５２などのディスプレイ画面上にＱＲコードを表示する
ことで、ユーザにＱＲコードを提示する。他の実施形態において、たとえば、情報処理装
置１００に接続されたプリンタなどの出力装置を用いて、ＱＲコードを印刷物に印字出力
する構成としてもよい。
【００３７】
　また、携帯端末２００は、図３に示すように、ＣＰＵ２２２と、ＲＯＭ（Read Only Me
mory）２２４と、ＲＡＭ（Random Access Memory）２２６と、無線ＬＡＮ通信部２２８と
、アンテナ２３０と、操作部２３２と、操作受付部２３４と、表示部２３６と、表示制御
部２３８と、撮像部２４０と、を備える。
【００３８】
　携帯端末２００は、基地局（不図示）を介してネットワーク３（図１）に無線ＬＡＮを
使用して接続可能な携帯型の通信端末であり、かつ、撮像部２４０を有する。携帯端末２
００は、たとえば、携帯電話機、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）、ＰＤＡ（Pers
onal Digital Assistants）、ゲーム機などである。
【００３９】
　ＣＰＵ２２２は、携帯端末２００の各要素とバス２５０を介して接続され、各要素とと
もに携帯端末２００全体を制御する。ＲＯＭ２２４は、携帯端末２００を動作させるため
の基本プログラムやアプリケーションプログラム、それらプログラムが動作する際に使用
する各種設定データや、携帯端末２００が利用可能な各種のコンテンツなどを記憶する。
ＲＡＭ２２６は、プログラムが動作するための作業領域を有する。ＣＰＵ２２２が、ＲＯ
Ｍ２２４に記憶されるプログラムをＲＡＭ２２６に読み出して実行することで、図１の携
帯端末２００の各ユニットの各機能を実現することができる。
【００４０】
　操作部２３２は、操作キー、操作ボタン、スイッチ、ジョグダイヤル、タッチパッド、
タッチパネルなどを含む。操作受付部２３４は、操作部２３２を使用したユーザの操作を
受け付け、ＣＰＵ２２２に通知する。表示部２３６は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）
表示器や、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（ElectroLuminescence）ディスプレイなどを含
む。表示制御部２３８は、ＣＰＵ２２２からの指示に従い、表示部２３６に各種画面表示
を行う。
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【００４１】
　撮像部２４０は、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）イメージセンサやＣＭＯＳ（Comp
lementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサなどの素子を用いたデジタルカ
メラである。
　また、携帯端末２００は、図示されない、スピーカやマイクと、音声入出力制御部と、
バイブレーション機能部と、を有することができる。
【００４２】
　図１に戻り、携帯端末２００において、無線通信部２０２は、所定の接続条件に従って
、ネットワーク３に接続するためのアクセスポイントとしての機能を構築する。そして、
無線通信部２０２は、図３のアンテナ２３０および無線ＬＡＮ通信部２２８を用いて、情
報処理装置１００を、自装置を介してネットワーク３に接続させ、無線通信させる。情報
処理装置１００との間と、ネットワーク３の基地局（不図示）との間との無線ＬＡＮ通信
は、たとえば、ＩＥＥＥ802.11b、ＩＥＥＥ802.11a、ＩＥＥＥ802.11gなどの規格に準拠
した通信とすることができる。いずれの規格に従うかは、ＱＲコードに記録された情報に
従うものとする。
【００４３】
　コード読取部２０４は、図３の撮像部２４０を用いて、情報処理装置１００が提示した
ＱＲコードを読み取る。ＱＲコードの読み取り処理については、一般的な携帯端末のＱＲ
コードの読み取り処理をそのまま利用できる。すなわち、携帯端末２００の撮像部２４０
が撮影しているＱＲコードの映像を表示部２３６（図２）に表示し、ユーザが操作部２３
２（図２）を用いてシャッタを切る操作を行うと、ＱＲコードが撮影され、ＱＲコードの
画像を取得することができる。コード読取部２０４は、撮像部２４０の替わりに携帯端末
２００に設けられたイメージスキャナ（不図示）を用いてＱＲコードを読み取ることもで
きる。
【００４４】
　取得部２０６は、読み取ったＱＲコードを解析し、無線ＬＡＮ通信の接続条件の情報が
含まれているか否かを判別する。接続条件の情報が含まれている場合、接続条件の情報を
取得し、通信制御部２０８に受け渡す。接続条件の情報が含まれていない場合、一般的な
ＱＲコードの認識処理を行う。
【００４５】
　通信制御部２０８は、取得部２０６が取得した接続条件の情報に基づいて、自装置を情
報処理装置１００のアクセスポイントとして機能させるための設定を行い、アクセスポイ
ントを構築する。アクセスポイントとしての機能が構築された後、通信制御部２０８は、
無線通信部２０２と情報処理装置１００との間、および無線通信部２０２とネットワーク
３との間の無線通信を制御する。
【００４６】
　なお、本実施形態では、情報処理装置１００および携帯端末２００は、１対１で通信を
行うアドホックモードで通信を行う。
【００４７】
　このように、本実施形態の無線通信システム１の情報処理装置１００および携帯端末２
００の各構成要素は、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされた本図
の構成要素を実現するプログラム、そのプログラムを格納するハードディスクなどの記憶
ユニット、ネットワーク接続用インタフェースを中心にハードウェアとソフトウェアを任
意に組合せることで実現される。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があ
ることは、当業者には理解されるところである。ここで説明する各図は、ハードウェア単
位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。
　また、各図において、本発明の本質に関わらない部分の構成については省略してあり、
図示されていない。
【００４８】
　本発明の実施の形態に係るコンピュータプログラムは、情報処理装置１００を実現させ
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るためのコンピュータに、ネットワーク３に無線で接続するための所定の接続条件の情報
を記録した２次元コード（ＱＲコード）を生成する手順、生成されたＱＲコードを提示す
る手順、携帯端末２００をアクセスポイントとして、接続条件に従って、ネットワーク３
に接続し、無線通信する手順、を実行させるように記述されている。
【００４９】
　さらに、本発明の実施の形態に係るコンピュータプログラムは、携帯端末２００を実現
させるためのコンピュータに、情報処理装置１００がネットワーク３に無線で接続するた
めの所定の接続条件の情報が記録された２次元コード（ＱＲコード）を読み取る手順、読
み取ったＱＲコードを解析し、接続条件の情報を取得する手順、取得した接続条件の情報
に基づいて、情報処理装置１００のアクセスポイントとしての機能を構築し、ネットワー
ク３に接続し、情報処理装置１００との無線通信を制御する手順、を実行させるように記
述されている。
【００５０】
　これらの本実施形態のコンピュータプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録
媒体に記録されてもよい。記録媒体は特に限定されず、様々な形態のものが考えられる。
また、プログラムは、記録媒体からコンピュータのメモリにロードされてもよいし、ネッ
トワークを通じてコンピュータにダウンロードされ、メモリにロードされてもよい。
【００５１】
　上述のような構成において、本実施の形態の無線通信システム１における無線通信方法
を以下に説明する。図４は、本実施形態の無線通信システム１の動作の一例を示すフロー
チャートである。以下、図１および図４を用いて説明する。
　本実施形態の無線通信方法において、情報処理装置１００の生成部１０４（図１）が、
ネットワーク３（図１）に無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録した２次元
コード（ＱＲコード）を生成する（ステップＳ１０１）。そして、情報処理装置１００の
提示部１０６が、生成されたＱＲコードを提示する（ステップＳ１０３）。そして、携帯
端末２００のコード読取部２０４（図１）が、情報処理装置１００が提示したＱＲコード
を読み取る（ステップＳ２０１）。さらに、携帯端末２００の取得部２０６（図１）が、
読み取ったＱＲコードを解析し、接続条件の情報を取得する（ステップＳ２０３）。そし
て、携帯端末２００の通信制御部２０８（図１）が、取得した接続条件の情報に基づいて
、情報処理装置１００のアクセスポイントとしての機能を構築する（ステップＳ２０５）
。そして、情報処理装置１００の無線通信部１０２（図１）が、携帯端末２００をアクセ
スポイントとして、ネットワーク３に接続し（ステップＳ１０５およびステップＳ２０７
）、無線通信する（ステップＳ１０７およびステップＳ２０９）。以降、情報処理装置１
００は、所定の接続条件に従い、携帯端末２００をアクセスポイントとしてネットワーク
３に接続し無線通信を行うことができる。
【００５２】
　以上説明したように、本発明の実施の形態に係る無線通信システム１によれば、情報処
理装置１００で生成されるＱＲコードに無線ＬＡＮ接続を行うための情報が記録されてい
るため、携帯端末２００側でＱＲコードを読み取るだけで、無線ＬＡＮ通信における安全
性を確保した設定を容易にすることができる。無線ＬＡＮ通信を行うための事前設定が不
要になるので、ユーザが無線ＬＡＮ通信に関する知識を持っていなくても、無線ＬＡＮ通
信を使用することができる。このように、簡単に携帯端末２００をアクセスポイントとし
て機能させることができ、適切な接続条件で安全に情報処理装置１００を無線通信でネッ
トワーク３に接続させることができる。
【００５３】
　また、ネットワーク３に接続するためのアクセスポイントとして携帯端末２００を機能
させることができるので、設置型のルータやモデムを介した無線ＬＡＮ通信に比較して、
配線の煩雑さが解消され、かつ場所を選ばずに利用可能となり、使い勝手がよい。特に、
情報処理装置１００が携帯式のＰＣなどの場合、携帯端末２００とともに場所を自由に移
動することができ、場所を選ばず無線通信の利用が可能になり、利便性が向上する。また
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、難しい設定をせずに、ユーザが所望するセキュリティレベルに合った安全性を確保でき
る。
【００５４】
（第２の実施の形態）
　図５は、本発明の実施の形態に係る無線通信システム１の構成を示す機能ブロック図で
ある。
　本実施形態の無線通信システム１は、上記実施の形態とは、接続条件をユーザが自由に
選択できる点で相違する。
【００５５】
　図５に示すように、無線通信システム１は、情報処理装置３００と、上記実施形態と同
じ携帯端末２００と、を含む。情報処理装置３００は、上記実施形態の情報処理装置１０
０と同様な無線通信部１０２、生成部１０４、および提示部１０６を有し、さらに、受付
部３０２を有する。また、情報処理装置３００は、上記実施形態の図２のコンピュータと
同様な構成を有する。
【００５６】
　受付部３０２は、接続条件の設定をユーザから受け付ける。受付部３０２が受け付けた
設定は、設定ファイルに記憶され、生成部１０４がＱＲコードを生成する際、使用する。
受付部３０２は、図２の操作受付部１２８および表示制御部１３０から構成される。設定
ファイルは、たとえば、図２のメモリ１２２またはハードディスク１２４に記憶される。
【００５７】
　本実施形態において、情報処理装置３００は、図２の表示装置１５２に、図６の設定画
面４００を表示し、ユーザに設定操作を促す。ユーザは、図２の入力装置１５０を用いて
操作し、設定画面４００上で設定を行うことができる。ユーザが設定画面４００に従い設
定を行うと、受付部３０２は、設定画面４００でユーザが設定した接続条件を受け付ける
。
【００５８】
　図６に示すように、設定画面４００は、たとえば、接続方式設定欄４０２と、暗号化方
式設定欄４０４と、暗号化キー設定欄４０６と、を含み、各欄で各種の設定ができる。
　暗号化キー設定欄４０６には、暗号化キーとして使用するパスワードをユーザが指定す
る場合、さらに、図示されないパスワード入力用のテキストボックスなどの入力欄や確認
用の入力欄が表示される。
【００５９】
　また、ユーザが設定選択に迷わないように、受付部３０２は、予めユーザの所望するセ
キュリティレベルを高、中、低の大まかなレベルから選択させたり、このプログラムをユ
ーザが利用する場所、たとえば、家庭、公共施設、オフィスなどを選択させたりして、そ
れらの設定を受け付けてもよい。受付部３０２が受け付けたセキュリティレベルや利用場
所に適したデフォルトの接続条件を自動的に設定し、設定ファイルに記憶したり、使用す
る設定ファイルを選択したりする構成とすることもできる。
【００６０】
　また、設定画面４００において、予めデフォルトの設定が選択された状態を表示しても
よい。設定画面４００は、ＯＫボタン４０８と、キャンセルボタン４１０と、をさらに備
える。受付部３０２が、ＯＫボタン４０８の操作を受け付けると、設定画面４００で選択
された設定を受付部３０２が受け付け、設定ファイルに記憶または更新する。受付部３０
２がキャンセルボタン４１０の操作を受け付けると、設定ファイルを更新せず、設定操作
を終了する。
【００６１】
　設定画面４００は、情報処理装置１００において、プログラムが起動されたとき、常時
表示させたり、メニューやアイコンなどの操作を受け付けて、表示させたりする構成とす
ることができる。
【００６２】
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　本実施形態では、受付部３０２が、設定ファイルを更新すると、生成部１０４に通知す
る。生成部１０４は、通知を受けて、設定ファイルの設定に従い、ＱＲコードを生成する
。
【００６３】
　このように構成された本実施形態の無線通信システム１の設定ファイルの更新処理につ
いて、以下に説明する。
　本実施形態において、携帯端末２００は、上記実施形態の図４と同様な手順で動作する
。情報処理装置３００は、上記実施形態の図４と同様な手順で動作するとともに、図４の
ステップＳ１０１の前に、図７のステップＳ１３１～ステップＳ１３５を実行する。以下
、図２、図５～図７を用いて説明する。
【００６４】
　まず、情報処理装置１００の表示装置１５２（図２）に表示された設定画面４００（図
６）上でユーザが接続条件を設定した後、ＯＫボタン４０８（図６）の操作を情報処理装
置３００の受付部３０２（図５）が受け付けると（図７のステップＳ１３１のＯＫ）、受
付部３０２が、受け付けた接続条件を設定ファイルに記憶する（図７のステップＳ１３３
）。そして、情報処理装置３００の生成部１０４（図５）にＱＲコードの生成を通知し、
図４のステップＳ１０１に進む。
【００６５】
　一方、設定画面４００のキャンセルボタン４１０（図６）の操作を受付部３０２が受け
付けた場合（図７のステップＳ１３１のキャンセル）、受付部３０２は、設定ファイルを
更新しないので、生成部１０４では、デフォルトの設定ファイルを使用することとなる（
図７のステップＳ１３５）。そして、生成部１０４にＱＲコードの生成を通知し、図４の
ステップＳ１０１に進む。
【００６６】
　以上説明したように、本実施形態の無線通信システム１によれば、上記実施形態と同様
な効果を奏するとともに、ユーザ毎のセキュリティポリシや、無線ＬＡＮの利用シーンに
応じて、接続条件の設定変更を簡単な操作で行うことができるので、使い勝手がよい。ま
た、無線ＬＡＮ通信に関する知識をある程度持っているユーザも所望の設定を行うことが
できることとなり、様々なユーザのニーズに応えることができる。
【００６７】
（第３の実施の形態）
　図８は、本発明の実施の形態に係る無線通信システム１の動作の一例を示すフローチャ
ートである。
　本実施形態の無線通信システム１は、図５の上記実施形態と同じ情報処理装置３００と
、図５と同じ携帯端末２００と、を備える。なお、本実施形態の無線通信システム１は、
図１の上記実施形態の情報処理装置１００および携帯端末２００の構成とすることもでき
る。以下、図１～図３、図５、図６および図８を用いて説明する。
【００６８】
　本実施形態の無線通信システム１（図５）は、概略以下のように動作する。
　本実施形態の無線通信システム１において、情報処理装置３００の無線通信部１０２（
図５）は、情報処理装置３００の生成部１０４（図５）がＱＲコードを生成した後（図８
のステップＳ３０５）、アクセスポイント探索を開始する（図８のステップＳ３０９）。
そして、情報処理装置３００の無線通信部１０２は、アクセスポイントとしての機能が構
築された携帯端末２００（図５）との無線通信を確立する（図８のステップＳ３１３）。
情報処理装置３００の無線通信部１０２は、携帯端末２００との無線通信が切断する度に
（図８のステップＳ３１７のＹＥＳ）、情報処理装置３００の生成部１０４に新たなパス
ワードを生成させ、ＱＲコードに記録させる情報に含め、新たなＱＲコードを生成させ（
図８のステップＳ３０５）、再度、アクセスポイント探索を開始する（図８のステップＳ
３０９）。そして、情報処理装置３００の無線通信部１０２は、アクセスポイントとして
の機能が構築された携帯端末２００との無線通信を確立する（図８のステップＳ３１３）
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。
【００６９】
　より具体的には、まず、情報処理装置３００において、本発明の実施の形態に係るプロ
グラムが起動される（図８のステップＳ３０１）。そして、情報処理装置３００の受付部
３０２（図５）が、設定画面４００（図６）を情報処理装置３００の表示装置１５２（図
２）に表示して、ユーザに操作を促し、接続条件の設定を受け付け、設定ファイルに記憶
する（図８のステップＳ３０３）。上述したように、予め設定された接続条件を使用する
こともできる。なお、予め設定ファイルが決まっている場合は、この図８のステップＳ３
０１は省略することができる。また、ユーザの設定変更の要求に応じて、図８のステップ
Ｓ３０３の処理を実行してもよい。
【００７０】
　そして、情報処理装置３００の生成部１０４（図５）が、図８のステップＳ３０３で設
定された設定ファイルに従い、ＱＲコードを生成する（図８のステップＳ３０５）。そし
て、情報処理装置３００の提示部１０６（図５）が、ＱＲコードを表示装置１５２（図２
）に表示する（図８のステップＳ３０７）。
【００７１】
　一方、携帯端末２００は、はじめ、待ち受け状態にあるとする（図８のステップＳ３２
１）。そして、ユーザが携帯端末２００の操作部２３２（図３）を操作して、携帯端末２
００の撮像部２４０（図３）のカメラを起動する（図８のステップＳ３２３のＹＥＳ）。
【００７２】
　ユーザがシャッタを切り、情報処理装置３００が表示装置１５２に表示したＱＲコード
を撮影すると、携帯端末２００のコード読取部２０４（図５）が、撮影されたＱＲコード
を読み取る（図８のステップＳ３２５）。
　そして、携帯端末２００の取得部２０６（図５）が、ＱＲコードを解析し、接続条件の
情報を取得する（図８のステップＳ３２７）。
【００７３】
　この間、情報処理装置３００では、無線通信部１０２（図５）が、自装置がアクセス可
能なアクセスポイントの探索を行う（図８のステップＳ３０９）。たとえば、情報処理装
置３００の表示装置１５２には、「アクセスポイントを探索中」であることをユーザに通
知するメッセージやアイコンなどを画面表示してもよい。
【００７４】
　携帯端末２００の通信制御部２０８（図５）は、携帯端末２００の取得部２０６が取得
した接続条件の情報に基づいて、情報処理装置３００のアクセスポイントとしての機能を
構築する（図８のステップＳ３２９）。
【００７５】
　すると、アクセスポイントを探索していた情報処理装置３００の無線通信部１０２は、
携帯端末２００を見つけ（図８のステップＳ３１１のＹＥＳ）、携帯端末２００にアクセ
スし、ネットワーク３（図１）への接続を要求する（図８のステップＳ３１３）。携帯端
末２００の通信制御部２０８（図５）は、情報処理装置３００との間の接続を確立し、さ
らに、ネットワーク３への接続を確立する（図８のステップＳ３３１）。
【００７６】
　そして、情報処理装置３００の無線通信部１０２と、携帯端末２００の無線通信部２０
２（図５）との間の無線通信、および携帯端末２００の無線通信部２０２とネットワーク
３との間の無線通信がそれぞれ行われることとなる（図８のステップＳ３１５および図８
のステップＳ３３３）。
【００７７】
　そして、情報処理装置３００と携帯端末２００との間の無線通信が切断してしまった場
合（図８のステップＳ３１７のＹＥＳ）、情報処理装置３００では、図８のステップＳ３
０５に戻る。図８のステップＳ３０５では、情報処理装置３００の生成部１０４が、新た
なパスワードを生成し、生成した新たなパスワードの情報を含むＱＲコードを再度生成し
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、情報処理装置３００の提示部１０６に受け渡す。
【００７８】
　一方、携帯端末２００では、情報処理装置３００と携帯端末２００との間の無線通信が
切断してしまった場合（図８のステップＳ３３５のＹＥＳ）、図８のステップＳ３２１に
戻り、待ち受け状態となる。そして、撮像部２４０のカメラの起動を待ち（図８のステッ
プＳ３２３）、新たに情報処理装置３００が提示したＱＲコードの読み取り処理を行うこ
ととなる。
【００７９】
　すなわち、本実施形態の無線通信システム１では、情報処理装置３００と携帯端末２０
０との間の無線通信が確立した後、切断してしまった場合には、再度、情報処理装置３０
０の生成部１０４が新たなパスワードを生成し、生成されたパスワードの情報を含むＱＲ
コードを生成して、提示部１０６が提示し、携帯端末２００のコード読取部２０４がＱＲ
コードを読み取り、通信制御部２０８が再度接続を試みることとなる。
【００８０】
　以上説明したように、本実施形態の無線通信システム１によれば、上記実施形態と同様
な効果を奏するとともに、さらに、無線通信が切断された場合、接続毎に新たなパスワー
ドを生成して無線通信を再開するので、安全性が向上する。
【００８１】
　以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形
態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコ
ープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
　以下、参考形態の例を付記する。
１．　情報処理装置と、
　前記情報処理装置のアクセスポイントとして機能する携帯端末と、を備え、
　前記情報処理装置は、
　　所定の接続条件に従って、ネットワークにアクセスポイントを介して接続し、無線通
信する第１無線通信手段と、
　　前記接続条件の情報を記録した２次元コードを生成する生成手段と、
　　生成された前記２次元コードを提示する提示手段と、を有し、
　前記携帯端末は、
　　前記ネットワークに接続し、無線通信する第２無線通信手段と、
　　前記情報処理装置が提示した前記２次元コードを読み取るコード読取手段と、
　　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する取得手段と、
　　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置の前記アクセスポイント
としての機能を構築し、前記第２無線通信手段と前記情報処理装置との無線通信を制御す
る通信制御手段と、を有し、
　前記情報処理装置の前記第１無線通信手段は、前記携帯端末を前記アクセスポイントと
して前記ネットワークに接続し、前記接続条件に従って、無線通信を行う無線通信システ
ム。
２．　１．に記載の無線通信システムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　　前記接続条件の設定をユーザから受け付ける受付手段を備え、
　前記情報処理装置の前記生成手段は、受け付けた前記接続条件の情報を記録した前記２
次元コードを生成する無線通信システム。
３．　２．に記載の無線通信システムにおいて、
　前記情報処理装置の前記受付手段は、前記接続条件の設定として、無線通信の接続方式
、または暗号化方式の選択を受け付ける無線通信システム。
４．　３．に記載の無線通信システムにおいて、
　前記情報処理装置の前記生成手段は、前記接続条件として前記暗号化方式の使用が選択
されているとき、暗号化処理に使用するパスワードを生成し、前記２次元コードに記録さ
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れる情報に含める無線通信システム。
５．　４．に記載の無線通信システムにおいて、
　前記情報処理装置の前記第１無線通信手段は、前記情報処理装置の前記生成手段が前記
２次元コードを生成した後、前記アクセスポイントの探索を開始し、前記アクセスポイン
トとしての機能が構築された前記携帯端末との無線通信を確立し、
　前記情報処理装置の前記第１無線通信手段は、前記携帯端末との無線通信が切断する度
に、前記情報処理装置の前記生成手段に新たなパスワードを生成させ、前記２次元コード
に記録させる情報に含め、新たな２次元コードを生成させ、再度、前記アクセスポイント
の探索を開始し、前記アクセスポイントとしての機能が構築された前記携帯端末との無線
通信を確立する無線通信システム。
６．　ネットワークに接続し、無線通信する無線通信手段と、
　情報処理装置が前記ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報が記録
された２次元コードを読み取るコード読取手段と、
　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する取得手段と、
　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置のアクセスポイントとして
の機能を構築し、前記無線通信手段と前記情報処理装置との無線通信を制御する通信制御
手段と、を備える携帯端末。
７．　ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録した２次元コー
ドを生成する生成手段と、
　生成された前記２次元コードを提示する提示手段と、
　携帯端末をアクセスポイントとして、前記接続条件に従って、前記ネットワークに接続
し、無線通信する無線通信手段と、を備える情報処理装置。
８．　情報処理装置がネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報が記録
された２次元コードを読み取る手順、
　読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得する手順、
　取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置のアクセスポイントとして
の機能を構築し、前記ネットワークに接続し、前記情報処理装置との無線通信を制御する
手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
９．　ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を記録した２次元コー
ドを生成する手順、
　生成された前記２次元コードを提示する手順、
　携帯端末をアクセスポイントとして、前記接続条件に従って、前記ネットワークに接続
し、無線通信する手順、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
１０．　情報処理装置が、ネットワークに無線で接続するための所定の接続条件の情報を
記録した２次元コードを生成し、
　前記情報処理装置が、生成された前記２次元コードを提示し、
　携帯端末が、前記情報処理装置が提示した前記２次元コードを読み取り、
　前記携帯端末が、読み取った前記２次元コードを解析し、前記接続条件の情報を取得し
、
　前記携帯端末が、取得した前記接続条件の情報に基づいて、前記情報処理装置の前記ア
クセスポイントとしての機能を構築し、
　前記情報処理装置が、前記携帯端末を前記アクセスポイントとして、前記ネットワーク
に接続し、無線通信する無線通信方法。
【符号の説明】
【００８２】
１　無線通信システム
３　ネットワーク
１００　情報処理装置
１０２　無線通信部
１０４　生成部
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１０６　提示部
１２０　ＣＰＵ
１２２　メモリ
１２４　ハードディスク
１２６　無線ＬＡＮ通信部
１２７　アンテナ
１２８　操作受付部
１３０　表示制御部
１３４　バス
１５０　入力装置
１５２　表示装置
２００　携帯端末
２０２　無線通信部
２０４　コード読取部
２０６　取得部
２０８　通信制御部
２２２　ＣＰＵ
２２４　ＲＯＭ
２２６　ＲＡＭ
２２８　無線ＬＡＮ通信部
２３０　アンテナ
２３２　操作部
２３４　操作受付部
２３６　表示部
２３８　表示制御部
２４０　撮像部
２５０　バス
３００　情報処理装置
３０２　受付部
４００　設定画面
４０２　接続方式設定欄
４０４　暗号化方式設定欄
４０６　暗号化キー設定欄
４０８　ＯＫボタン
４１０　キャンセルボタン
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