
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上のサーバ の認証に必要な情報、前記サーバにアクセスする為の
キャリアの情報、及び、前記キャリア の認証に必要な情報を記憶する記憶
手段と、
　サーバ選択手段と、
　前記サーバ選択手段によって選択されたサーバに関連付けられたキャリア

、及び、前記選択されたサーバに 、前記記憶手段に記憶された情報を用
いて、認証を行う認証手段を有
　

ことを特徴とす
る無線通信装置。
【請求項２】
　請求項 記載の無線通信装置において、前記サーバ選択手段は、サーバに関連付けられ
たキャリアを表示する表示手段 を有
し、前記表示手段は、キャリアを表示する時に、電波を受信できない については
、電波を受信できないことを示す表示をするか、あるいは、表示しないことを特徴とする
無線通信装置。
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に接続するため
に接続するため

に接続するた
め 接続するために

し、
前記記憶手段は、サーバとは関連付けられない一つ以上のキャリアに接続するための認

証に必要な情報を記憶し、前記認証手段は、前記サーバに関連付けられたキャリアが存在
しないか、もしくは、前記サーバに関連付けられたキャリアに接続するための認証に失敗
すると、サーバと関連付けられないキャリアに接続するための認証を行う

１
と、表示されたキャリアを選択するキャリア選択手段

キャリア



【請求項３】
　請求項 記載の無線通信装置において、前記サーバ選択手段は、サーバに関連付けられ
たキャリアを表示する表示手段 を有
し、前記表示手段は、キャリアを表示する時に、認証に失敗した については、認
証に失敗したことを示す表示をするか、あるいは、表示しないことを特徴とする無線通信
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、無線ＬＡＮのステーション機能を持ち、キャリアの提供するホットスポットを介し
てインターネットに接続することが可能な無線通信装置である無線ＬＡＮ機器では、特定
のサーバに接続しようとする場合、まず、ホットスポットをサービスするキャリアに接続
するための接続・認証手順を行い、続いて、サーバに接続する為の認証手順を手動で行っ
ていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来例では、複数のキャリアと複数のサーバにアクセスする為には、複
数のキャリアに接続・認証する為の情報（ＥＳＳＩＤ・ＩＤ・パスワード等）と複数のサ
ーバで認証を行う為の情報（ＩＤ・パスワード等）を管理しなければならず、さらに、サ
ーバ指定のキャリアがある場合は、そのサーバとキャリアの対応を管理しなければならず
、管理が大変であるという問題があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する為に本出願にかかる発明は、一つ以上のサーバの認証に必要な情報、
一つ以上のキャリアの認証に必要な情報、及び、前記サーバにアクセスする為の前記キャ
リアを関連付けて記憶する手段と、サーバ選択手段と、前記サーバ選択手段によって選択
されたサーバに関連付けられたキャリアに認証を行い、その後、選択されたサーバに認証
を行うことにより、簡単な操作でサーバに接続することを可能とした。
【０００５】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
以下、図面にしたがって本発明の第１の実施の形態を説明する。
【０００６】
図２に示すのが、本発明を実施した無線ＬＡＮ機器（無線通信装置）のブロック図である
。本実施の形態の無線ＬＡＮ機器は、無線ＬＡＮのステーション機能を持ち、キャリアの
提供するホットスポットのアクセスポイントを介してインターネットに接続することが可
能な無線ＬＡＮ機器である。
【０００７】
ここでは、デジタルカメラ（２０１）に無線ＬＡＮステーション機能を搭載したものとし
てブロック図を書いている。デジタルカメラ（２０１）には、デジタルカメラの機能を果
たすデジカメ機能部（２０２）、操作を行う操作部（２０４）、画像情報を蓄積するメモ
リ部（２０５）、デジカメ全体の制御を行うＣＰＵ（２０６）、制御に必要なプログラム
を格納するＲＯＭ（２０７）、制御に必要なデータを格納するＲＡＭ（２０８）、無線Ｌ
ＡＮのステーション機能を実現する無線ＬＡＮ機能部（２０３）が搭載されている。メモ
リ（２０５）は、デジタルカメラに内蔵されている形態や、メモリカードのように着脱可
能の形態を取る事も出来る。
【０００８】
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ここでは、本発明を、デジタルカメラ（２０１）に無線ＬＡＮステーション機能を搭載し
た無線ＬＡＮ装置に適用した形態を説明するが、本発明は、デジタルビデオに無線ＬＡＮ
機能を搭載した無線ＬＡＮ機器、ＰＤＡに無線ＬＡＮ機能を搭載した無線ＬＡＮ機器、ノ
ートＰＣ（パーソナルコンピュータ）に無線ＬＡＮ機能を搭載した無線ＬＡＮ機器にも、
適用できる。
【０００９】
図３に示すのが、ホットスポットをサービスするキャリアとサーバの関係を示す図である
。キャリア１（３０３－１）には、ｎ個のアクセスポイントがあり、それぞれのアクセス
ポイントは、ステーションから接続の為の情報（ＩＤ・パスワード等）が送られてくると
、認証サーバ１にそのデータを送り、認証サーバ１が接続を許可すればそのクライアント
をインターネット（３０２）に接続し、認証サーバ１が接続を許可しなければ、クライア
ントの接続を拒否する。
【００１０】
インターネット３０２には、このようにホットスポットをサービスする複数のキャリア（
キャリア１～キャリアｏ）が接続されており、それぞれ独立したアクセスポイントを運営
している。そして、インターネット３０２には、複数のサーバ（３０１－１～３０１－ｍ
）が接続されており、それぞれのサーバにアクセスする為には、その認証の為の情報（Ｉ
Ｄ・パスワード等）が必要である。
【００１１】
図１に示すのが、デジタルカメラ（２０１）のＲＡＭ（２０８）あるいはメモリ（２０５
）に記憶されている情報を示す図である。
【００１２】
デジタルカメラ（２０１）は、一つ以上のサーバの認証に必要な情報と、一つ以上のキャ
リアの認証に必要な情報と、サーバにアクセスする為のキャリアを、ＲＡＭ（２０８）あ
るいはメモリ（２０５）に記憶している。
【００１３】
情報（１０１）には、サーバ１（３０１－１）の認証を行う為の情報（ＩＤ・パスワード
等）、サーバ１（３０１－１）にアクセスする為に指定されているキャリア１（３０３－
１）、キャリア２、キャリア４、及び、それらのキャリア１（３０３－１）、２、３に接
続・認証を行う為の情報（キャリア毎のＥＳＳＩＤ・ＩＤ・パスワード等）が関連付けら
れて記憶されている。
【００１４】
同様に、サーバ２（３０１－２）の認証を行う為の情報（１０２）には、指定されている
キャリアがないので、サーバ認証の情報のみが記憶されており、サーバ３（３０１－３）
の認証をするための情報（１０３）には、サーバの認証を行う為の情報、指定されている
キャリア４、キャリア５、及び、それらのキャリア４、５に接続・認証を行う為の情報が
関連付けられて記憶されている。
【００１５】
例えば、サーバ１が、ある新聞社のサーバの場合、その新聞社からその新聞社のサーバに
接続するために用いるキャリアが指定されている場合には、その指定されたキャリアを用
いることができる。
【００１６】
その他、サーバとは関連付けられない一つ以上のキャリアの認証に必要な情報として、デ
ジタルカメラ（２０１）のユーザが契約しているキャリア１（３０３－１）、キャリア２
、キャリア３に接続・認証を行う為の情報が記憶されている（１０４）。
ここで、（１０１）に記憶されているキャリア１（３０３－１）に接続・認証を行う為の
情報と、１０４に記憶されているキャリア１（３０３－１）に接続・認証を行う為の情報
は、同じ場合もあるし、違う場合もある。
【００１７】
また、これらの情報は、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）で編集して、メモリカード（２

10

20

30

40

50

(3) JP 4006308 B2 2007.11.14



０５）に記憶し、メモリカード（２０５）をデジタルカメラ（２０１）に挿入して管理す
ることや、メモリカード（２０５）からデジタルカメラ（２０１）の内部メモリであるＲ
ＡＭ（２０８）に転送することや、直接ＰＣからデジタルカメラ（２０１）の内部メモリ
であるＲＡＭ（２０８）に通信手段を用いて転送するなどして、デジタルカメラ（２０１
）本体で管理する。
【００１８】
図４に示すのが、デジタルカメラ（２０１）でサーバにアクセスする時に、操作部（２０
４）で表示されるサーバ選択画面の例である（４０１）。デジタルカメラ（２０１）のＲ
ＡＭ（２０８）あるいはメモリ（２０５）に記憶されているサーバは３つであるので、そ
の３つのサーバ名が表示され、選択されているサーバは、反転して表示されている。そし
て、操作部（２０４）を用いて、何れかのサーバを選択した後に、決定する為のボタンを
押下するとサーバが決定され、そのサーバへのアクセスするための動作が開始される。
【００１９】
図５、図６に示すのが、デジタルカメラの制御を示すフローチャート図である。このフロ
ーチャートに基づいたプログラムはＲＯＭ（２０７）に記憶され、ＣＰＵ（２０６）によ
ってこの制御が実行される。
【００２０】
デジタルカメラ（２０１）のＣＰＵ（２０６）は、操作部（２０４）からサーバが選択さ
れると（Ｓ５０１）、そのサーバに接続する為に指定されているキャリアが存在するかど
うか判断し（Ｓ５０２）、指定キャリアがある場合は、認証がＯＫとなるまで（Ｓ５０４
）、キャリア選択・認証を繰り返す（Ｓ５０３・Ｓ５０５）。このとき、例えば、図１に
示す例では、サーバ選択で、サーバ１（３０１－１）が選択された場合、（１０１）の情
報に従い、キャリア１（３０３－１）、キャリア２、キャリア４の順番で、認証を行い、
認証がＯＫとなった時点で、次のステップへ進む。夫々のキャリアとの認証に必要な情報
（キャリア毎のＥＳＳＩＤ・ＩＤ・パスワード等）は、情報（１０１）に含まれているも
のを用いる。ここで、当然であるが、キャリアの認証を行う時点で、そのアクセスポイン
トの電波を受信できない場合は、認証を行わないで、次のキャリアの選択・認証のステッ
プへ移る。
【００２１】
サーバの指定キャリア（サーバに関連付けられたサーバ）が接続・認証ＮＧ（失敗）であ
った場合、および、サーバの指定キャリアが存在しない場合（図１の例では、サーバ２が
選択された場合、指定キャリアが存在しないので、Ｓ５０２の判断がＮになる）、ユーザ
で契約しているキャリア（サーバに関連付けられていないキャリア）が存在するかどうか
判断する（Ｓ５０６）。ユーザで契約しているキャリアがある場合は、認証がＯＫとなる
まで（Ｓ５０８）、キャリア選択・認証を繰り返す（Ｓ５０７・Ｓ５０９）。このとき、
例えば、図１に示す例では、（１０４）の情報に従い、キャリア１（３０３－１）、キャ
リア２、キャリア３の順番で、認証を行い、認証がＯＫとなった時点で、次のステップへ
進む。なお、本発明の一実施例では、Ｓ５０７～Ｓ５０９では、Ｓ５０４の接続・認証が
ＮＧであったキャリア以外のキャリアへの接続・認証を試みる。すなわち、図１に示す例
では、Ｓ５０７～Ｓ５０９で、キャリア１、２は選択せず、キャリア３を選択し、キャリ
ア３への接続・認証を試みる。
【００２２】
そして、何れのキャリアでも認証に失敗した場合は、通信を切断して（Ｓ５１０）、終了
する。
【００２３】
また、何れかのキャリアで認証まで通った場合は、自分のアクセスするサーバ（３０１－
１）への認証を行う（Ｓ５１１）。この認証に必要な情報（ＩＤ・パスワード等）は、情
報（１０１）に含まれているものを用いる。認証がＯＫならば（Ｓ５１２）、サーバ（３
０１－１）へ接続し（Ｓ５１３）、認証がＮＧであれば、通信を切断する（Ｓ５１０）。
【００２４】
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（第２の実施の形態）
以下、図面にしたがって本発明の第２の実施の形態を説明する。
【００２５】
図７、図８に示すのが、本発明を実施した無線ＬＡＮ機器の第２の実施の形態における制
御を示すフローチャート図である。
【００２６】
図７、図８に示すフローチャートにおいて、図５、図６に示すフローチャートと同じステ
ップには、同じ番号を付す。第２の実施の形態では、サーバの指定キャリアと、ユーザで
契約しているキャリアを表示して（Ｓ６０３・Ｓ６１２）、ユーザに選択させる（Ｓ６０
４・Ｓ６１３）。
【００２７】
図９に示すのが、サーバを選択した後に表示されるキャリアを選択する表示例である（７
０１）。ここでは、例えばサーバ１（３０１－１）が選択された時に、Ｓ６０３において
、（１０１）の情報を元に、その指定されているキャリア１（３０３－１）、キャリア２
、キャリア４を表示して、Ｓ６０４で、操作部２０４を用いて選択する。そして、Ｓ６０
５で、選択された指定キャリアへの接続・認証を行う。Ｓ５０４で、認証がＮＧだった場
合、Ｓ５０５で、認証を試みていない指定キャリアが残っていれば、Ｓ６０３へ戻る。
【００２８】
また、Ｓ５０５で、認証を試みていない指定キャリアが残っていなければ、Ｓ５０６へ進
み、図１のように、ユーザで契約しているキャリアが存在すれば、情報（１０４）にした
がって、Ｓ６１２～Ｓ６１４、Ｓ５０８、Ｓ５０９において、契約キャリアについて、契
約キャリアの表示、選択、認証、及び、認証の結果の判断を、認証がＯＫになるか、ある
いは、全ての契約キャリアについて認証の可否の判断が終了するまで、行う。
【００２９】
また、本発明の一実施例では、Ｓ６０３、Ｓ６１２において、操作部（２０４）で、キャ
リアを表示する時に、アクセスポイントの電波を受信できないキャリアに関して、電波が
受信できないことを示す表示、あるいは、そのキャリア自体を非表示（表示しない）にし
て、選択できないようにする。
【００３０】
また、他の実施例では、Ｓ６０３、Ｓ６１２において、操作部（２０４）で、キャリアを
表示する時に、一度選択されて、認証がＮＧ（失敗）となったキャリアを、認証ＮＧの表
示（認証に失敗したことを示す表示）、あるいは、非表示（表示しない）として再表示し
、そのキャリアを選択できないようにする。
【００３１】
また、サーバ指定のキャリアは、図５のように、自動で接続を試み、ユーザが契約してい
るキャリアは、図８のように、表示して選択させるような実施例、及び、その逆の実施例
も可能である。
【００３２】
本実施例では、サーバに関連付けられたキャリア（サーバの指定キャリア）の表示と、サ
ーバに関連付けられないキャリア（ユーザの契約キャリア）の表示を、Ｓ６０３、Ｓ６１
２において、別々に行ったが、変形例では、サーバに関連付けられたキャリアの表示と、
サーバに関連付けられないキャリアの表示を同時に行う。すなわち、この変形例では、情
報（１０１）と（１０４）に含まれるキャリア、すなわち、キャリア１、２、３、４を、
操作部（２０４）に表示し、操作部（２０４）を用いてそれらのキャリアの１つを選択し
、選択されたキャリアへの接続、認証を試みる。好ましくは、操作部（２０４）は、夫々
のキャリアが、サーバの指定キャリアであるか、そうでないかを示す表示を行う。
【００３３】
（第３の実施例）
以下、図面にしたがって本発明の第３の実施例を説明する。
【００３４】
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本発明を実施した無線ＬＡＮ機器の第３の実施例においては、おける制御を示すフローチ
ャートは、基本的に、図５、図６に示すフローチャートと同じであるが、Ｓ５０３、Ｓ５
０７において、サーバの指定キャリアと、ユーザで契約しているキャリアを選択モード（
キャリアを選択する条件）に応じて選択する。
【００３５】
図１０に示すのが、サーバに応じて、指定キャリア選択の選択モード（キャリアを選択す
る条件）を記憶している状態を示す図である。選択モード（キャリアを選択する条件）に
は、電界強度の強い順、通信速度の早い順、消費電力の少ない順、あるいは、指定キャリ
ア無し等のキャリアを選択するモードが記憶されており、デジタルカメラのＣＰＵ（２０
６）は、Ｓ５０３、Ｓ５０７において、電波の受信できるキャリアの内、指定されている
モード（キャリアを選択する条件）に応じてキャリアを選択し、接続・認証を行う。
【００３６】
選択モードとして、電界強度順が設定されている場合には、ＣＰＵ（２０６）は、無線Ｌ
ＡＮ機能部（２０３）で、各キャリア（Ｓ５０３では、サーバに対応する指定キャリアの
夫々、Ｓ５０７では、ユーザが契約しているキャリアの夫々）の電界強度を測定し、電界
強度に応じて、すなわち、電界強度の強い順に、キャリアを選択し、選択したキャリアへ
の接続・認証を試みる。
【００３７】
通信速度、消費電力については、キャリア毎の通信速度、消費電力を、ＲＡＭ（２０８）
あるいはメモリ（２０５）に登録しておいてもよく、また、夫々のキャリアから通信速度
、消費電力の情報を受信してもよい。いずれにしても、ＣＰＵ（２０６）は、夫々のキャ
リアの通信速度、消費電力を元に、キャリアを選択する。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明をしてきた様に、本出願にかかる発明によれば、簡単な操作でサーバに接続する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を採用したサーバとキャリアの関係の記憶状態を示す図である。
【図２】本発明を採用したデジタルカメラの機能ブロック図である。
【図３】本発明を採用した無線ＬＡＮシステム図である。
【図４】本発明を採用したサーバ選択画面図である。
【図５】本発明を採用したデジタルカメラの制御を示すフローチャート図である。
【図６】本発明を採用したデジタルカメラの制御を示すフローチャート図である。
【図７】本発明を採用したデジタルカメラの制御を示すフローチャート図である。
【図８】本発明を採用したデジタルカメラの制御を示すフローチャート図である。
【図９】本発明を採用したキャリア選択画面図である。
【図１０】本発明を採用したサーバとキャリアの関係の記憶状態を示す図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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