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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークとの接続が確立している第１外部装置と通信する第１通信部と、
　前記第１通信部を介して、前記第１外部装置が記憶する設定情報を、前記第１外部装置
から受信する設定情報受信部と、
　前記無線ネットワークとの接続が未確立の第２外部装置と通信する第２通信部と、
　前記第２通信部を介して、前記設定情報受信部が受信した前記設定情報を、前記第２外
部装置へ送信する送信部と、
　を備え、
　前記設定情報は、前記第１外部装置が、前記無線ネットワーク内のアクセスポイントと
の接続を確立するための接続情報であり、
　前記送信部は、前記設定情報受信部が前記第１外部装置から取得した前記接続情報を、
前記第２外部装置に送信し、
　前記第２外部装置が認識している前記無線ネットワーク内のアクセスポイントを複数取
得するアクセスポイント取得部と、
　前記アクセスポイント取得部が取得した複数のアクセスポイントを表示する表示部と、
　前記表示部により表示された複数のアクセスポイントから、一のアクセスポイントを選
択する選択部と、を備え、
　前記設定情報受信部は、前記選択部が選択するアクセスポイントに対応する接続情報を
前記第１外部装置から取得する、
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　情報処理装置。
【請求項２】
　無線ネットワークとの接続が確立している第１外部装置と、
　前記第１外部装置と通信する情報処理装置と、
　前記無線ネットワークとの接続が未確立の第２外部装置と、
　を備え、
　前記第１外部装置は、
　設定情報を記憶する設定情報記憶部と、
　前記設定情報記憶部が記憶する前記設定情報を、前記情報処理装置へ送信する設定情報
第１送信部と、
　を有し、
　前記情報処理装置は、
　前記設定情報第１送信部が送信する前記設定情報を受信する設定情報受信部と、
　前記第２外部装置と通信する通信部と、
　前記設定情報受信部が受信する前記設定情報を、前記第２外部装置へ送信する設定情報
第２送信部と、
　を有し、
　前記設定情報は、前記第１外部装置が、前記無線ネットワーク内の特定機器との接続を
確立するための接続情報であり、
　前記情報処理装置は、
　前記第２外部装置が認識している前記無線ネットワーク内のアクセスポイントを取得す
るアクセスポイント取得部と、
　前記設定情報受信部が受信した接続情報の中から、前記アクセスポイント取得部が取得
するアクセスポイントに対応する接続情報を取得する接続情報取得部と、
　をさらに備え、
　前記設定情報第２送信部は、
　前記接続情報取得部が取得する接続情報を前記第２外部装置に送信し、
　前記情報処理装置は、
　前記アクセスポイント取得部が取得した複数のアクセスポイントを表示する表示部と、
　前記表示部により表示された複数のアクセスポイントから、一のアクセスポイントを選
択する選択部と、を備え、
　前記設定情報受信部は、前記選択部が選択するアクセスポイントに対応する接続情報を
前記第１外部装置から取得する、
　ネットワーク接続システム。
【請求項３】
　前記設定情報受信部は、第２外部装置が接続を開始する時に前記第１外部装置の前記設
定情報記憶部に記憶された前記接続情報を取得する、請求項２に記載のネットワーク接続
システム。
【請求項４】
　無線ネットワークとの接続が確立している第１外部装置と、
　前記第１外部装置と通信する情報処理装置と、
　前記無線ネットワークとの接続が未確立の第２外部装置と、
　を備え、
　前記第１外部装置は、
　設定情報を記憶する設定情報記憶部と、
　前記設定情報記憶部が記憶する前記設定情報を、前記情報処理装置へ送信する設定情報
第１送信部と、
　を有し、
　前記情報処理装置は、
　前記設定情報第１送信部が送信する前記設定情報を受信する設定情報受信部と、
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　前記第２外部装置と通信する通信部と、
　前記設定情報受信部が受信する前記設定情報を、前記第２外部装置へ送信する設定情報
第２送信部と、
　を有し、
　前記設定情報は、前記第１外部装置が、前記無線ネットワーク内の特定機器との接続を
確立するための接続情報であり、
　前記情報処理装置は、
　前記第２外部装置が認識している前記無線ネットワーク内のアクセスポイントを取得す
るアクセスポイント取得部と、
　前記設定情報受信部が受信した接続情報の中から、前記アクセスポイント取得部が取得
するアクセスポイントに対応する接続情報を取得する接続情報取得部と、
　をさらに備え、
　前記設定情報第２送信部は、
　前記接続情報取得部が取得する接続情報を前記第２外部装置に送信し、
　前記設定情報受信部は、第２外部装置が接続を開始する時に前記第１外部装置の前記設
定情報記憶部に記憶された前記接続情報を取得する、ネットワーク接続システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ネットワークに接続された外部装置を操作する情報処理装置及びネット
ワーク接続システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、無線ＬＡＮ（Local Area Network）を用いたネットワークオーディオ
システムが開示されている。特許文献１に記載のオーディオシステムは、音データを記憶
した記憶装置及びプレーヤ等が無線ＬＡＮ（又は有線ＬＡＮ）を介して接続され、音デー
タの送受信を行う構成になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１５８８５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　無線ＬＡＮに接続された各機器は、所定の情報を共有することができる。しかしながら
、無線ＬＡＮに接続されない機器に、同じデータを共有させたい場合、その機器を無線Ｌ
ＡＮに新たに接続し、ネットワークを介して共有させたいデータを送信する必要がある。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、無線ネットワークに接続された外部装置と、無線ネットワー
クに未接続の外部装置とで、情報を共有させることができる情報処理装置、及び、それを
備えたネットワーク接続システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る情報処理装置は、無線ネットワークとの接続が確立している第１外部装置
と通信する第１通信部と、前記第１通信部を介して、前記第１外部装置が記憶する設定情
報を、前記第１外部装置から受信する設定情報受信部と、前記無線ネットワークとの接続
が未確立の第２外部装置と通信する第２通信部と、前記第２通信部を介して、前記設定情
報受信部が受信した前記設定情報を、前記第２外部装置へ送信する送信部と、を備えるこ
とを特徴とする。
【０００７】
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　この構成では、第２外部装置が無線ネットワークに接続されていない場合であっても、
第２外部装置を無線ネットワークに接続することなく、第１外部装置の設定情報を第２外
部装置に送信できる。これにより、第１外部装置と第２外部装置とで設定情報を共有させ
ることができる。
【０００８】
　前記設定情報は、前記第１外部装置が、前記無線ネットワーク内のアクセスポイントと
の接続を確立するための接続情報であり、前記送信部は、前記設定情報受信部が前記第１
外部装置から取得した前記接続情報を、前記第２外部装置に送信する、ことを特徴とする
。
【０００９】
　この構成では、第１外部装置が保有する接続情報を第２外部装置へ送信し、第２外部装
置がその接続情報を反映させると、第２外部装置は無線ネットワークのアクセスポイント
に接続可能となる。これにより、ユーザが、第２外部装置に接続情報を手動で登録する操
作を行わなくても、第２外部装置を無線ネットワークのアクセスポイントに接続させるこ
とができる。
【００１０】
　また、情報処理装置は、前記第２外部装置が認識している前記無線ネットワーク内のア
クセスポイントを複数取得するアクセスポイント取得部と、前記アクセスポイント取得部
が取得した複数のアクセスポイントを表示する表示部と、前記表示部により表示された複
数のアクセスポイントから、一のアクセスポイントを選択する選択部と、前記設定情報受
信部は、前記選択部が選択するアクセスポイントに対応する接続情報を前記第１外部装置
から取得する、ことを特徴とする。
【００１１】
　この構成では、第２外部装置が接続可能なアクセスポイントが複数ある場合、一のアク
セスポイントを選択することで、選択したアクセスポイントに第２外部装置を簡単に接続
できる。アクセスポイントを選択する場合、無線の電波強度に応じて自動で選択してもよ
いし、接続情報にあるものと同じもの（同じＳＳＩＤ）があれば、該ＳＳＩＤを自動で選
択してもよいし、ユーザが手動で選択してもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、無線ネットワークに未接続の第２外部装置に、無線ネットワークに接
続された第１外部装置の設定情報を共有させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係るオーディオシステムの構成を示す図
【図２】図２（Ａ）は、コンテンツ記憶装置の構成を示すブロック図であり、図２（Ｂ）
は、コンテンツ再生装置の構成を示すブロック図である。
【図３】ネットワーク接続情報を説明する図
【図４】携帯端末の構成を示すブロック図
【図５】コンテンツ記憶装置を新規追加する際の接続設定方法を説明するための図
【図６】携帯端末で接続設定を行う際に、表示部に表示される表示画像を説明する図
【図７】携帯端末がネットワーク接続情報を取得する際の処理を示すフローチャート
【図８】携帯端末がコンテンツ記憶装置に対し接続を設定する際の処理を示すフローチャ
ート
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本実施形態に係るオーディオシステム１の構成を示す図である。オーディオシ
ステム１は、本発明に係る「ネットワーク接続システム」に相当する。
【００１５】
　オーディオシステム１は、建物内に配線された有線ＬＡＮ１００に接続された無線アク
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セスポイント（以下、無線ＡＰという）２Ａ，２Ｂ、スピーカ３及びプレーヤ４等を備え
ている。有線ＬＡＮ１００に接続される無線ＡＰ２Ａ，２Ｂ等の各機器は、建物内の居間
又は寝室等、複数の部屋に配置される。
【００１６】
　無線ＡＰ２Ａ，２Ｂは無線ＬＡＮ１０１，１０２を構築する。無線ＡＰ２Ａ，２Ｂには
、コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂ、ユーザが所有する携帯端末２０、及びスピーカ３
０Ａ，３０Ｂ等が接続される。図１では、無線ＡＰ２Ａには、携帯端末２０、コンテンツ
記憶装置１０Ａ及びスピーカ３０Ａが接続され、無線ＡＰ２Ｂには、コンテンツ記憶装置
１０Ｂ及びスピーカ３０Ｂが接続されている状態を示す。なお、有線ＬＡＮ１００に接続
される無線ＡＰの数は１つであってもよいし、３つ以上であってもよい。
【００１７】
　コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂは、音楽データ又は映像データ等を含むコンテンツ
データを記憶する。コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂは、そのコンテンツデータを、コ
ンテンツ再生装置であるスピーカ３０Ａ，３０Ｂ、スピーカ３又はプレーヤ４等へ配信す
る。配信されたコンテンツデータは、配信先の機器により再生される。また、コンテンツ
記憶装置１０Ａ，１０Ｂがスピーカを備え、コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂからコン
テンツデータを出力するようにしてもよい。コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂ、スピー
カ３０Ａ，３０Ｂ，スピーカ３又はプレーヤ４は、本発明に係る「第１外部装置」に相当
する。
【００１８】
　図２（Ａ）は、コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂの構成を示すブロック図である。な
お、コンテンツ記憶装置１０Ａとコンテンツ再生装置１０Ｂは、同じ構成を有するものと
して、図２（Ａ）では、代表してコンテンツ記憶装置１０Ａを示す。ただし、コンテンツ
記憶装置１０Ａ及びコンテンツ記憶装置１０Ｂは、異なる構成であってもよい。図２（Ｂ
）は、コンテンツ再生装置４０の構成を示すブロック図である。コンテンツ再生装置４０
は、スピーカ３０Ａ、スピーカ３０Ｂ、スピーカ３、又はプレーヤ４に相当する。スピー
カ３０Ａ、スピーカ３０Ｂ、スピーカ３、及びプレーヤ４は、全て同じ構成を有するもの
として、図２（Ｂ）では、コンテンツ再生装置４０として説明する。ただし、スピーカ３
０Ａ、３０Ｂ、スピーカ３、又はプレーヤ４は、異なる構成を有していてもよい。
【００１９】
　コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、
メモリ１２と、通信部１３と、電源ボタン１４と、記憶部１５とを備えている。通信部１
３は、Wi－Fi（登録商標）規格及びBluetooth（登録商標）規格等の無線信号を入出力す
る。この通信部１３により、コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂは、無線ＡＰ２Ａ，２Ｂ
及び携帯端末２０との通信がそれぞれ可能となる。電源ボタン１４は、コンテンツ記憶装
置１０Ａ，１０Ｂの電源をオンオフするボタンである。
【００２０】
　メモリ１２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びＲＯＭ（Read Only Memory）であ
る。メモリ１２は、ＣＰＵ１１が実行するプログラム、演算処理結果、及び通信部１３が
受信するデータ等を記憶する。
【００２１】
　ＣＰＵ１１は、メモリ１２からプログラムを読み出し、読み出したプログラムを実行す
る。本発明に係る「設定情報第１送信部」は、ＣＰＵ１１がメモリ１２に記憶されるプロ
グラムを実行することで実現される。
【００２２】
　記憶部１５は、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）又はＳＳＤ（Solid State Drive）等
である。記憶部１５は、コンテンツデータ及びネットワーク接続情報等を記憶する。記憶
部１５は、本発明に係る「設定情報記憶部」に相当する。
【００２３】
　図２（Ｂ）に示すように、コンテンツ再生装置４０は、ＣＰＵ（Central Processing U



(6) JP 6520813 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

nit）４１と、メモリ４２と、通信部４３と、電源ボタン４４と、記憶部４５と、再生部
４６とを備えている。通信部４３は、Wi－Fi（登録商標）規格及びBluetooth（登録商標
）規格等の無線信号を入出力する。この通信部４３により、コンテンツ再生装置４０は、
無線ＡＰ２Ａ，２Ｂ及び携帯端末２０との通信がそれぞれ可能となる。電源ボタン４４は
、コンテンツ再生装置４０の電源をオンオフするボタンである。
【００２４】
　メモリ４２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びＲＯＭ（Read Only Memory）であ
る。メモリ４２は、ＣＰＵ４１が実行するプログラム、演算処理結果、及び通信部１３が
受信するデータ等を記憶する。
【００２５】
　ＣＰＵ４１は、メモリ４２からプログラムを読み出し、読み出したプログラムを実行す
る。「設定情報第１送信部」は、ＣＰＵ４１がメモリ４２に記憶されるプログラムを実行
することで実現される。
【００２６】
　記憶部４５は、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）又はＳＳＤ（Solid State Drive）等
である。記憶部４５は、コンテンツデータ及びネットワーク接続情報等（設定情報）を記
憶する。記憶部４５は、本発明に係る「設定情報記憶部」に相当する。
【００２７】
　再生部４６は、配信されたコンテンツデータを再生する。
【００２８】
　図３は、ネットワーク接続情報を説明する図である。
【００２９】
　無線ＡＰ２Ａ，２Ｂは、それぞれ固有のネットワーク名（ＳＳＩＤ）、ＷＥＰキー等の
暗号化キー等を保有している。接続対象の無線ＡＰ２Ａ，２Ｂのネットワーク名と暗号化
キーとがコンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂに登録されると、コンテンツ記憶装置１０Ａ
，１０Ｂと無線ＡＰ２Ａ，２Ｂとの接続が確立される。
【００３０】
　ネットワーク接続情報は、コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂに既に登録されている無
線ＡＰ２Ａ，２Ｂのネットワーク名（ＳＳＩＤ）、暗号化キー、及び暗号タイプ（ＷＥＰ
、ＷＰＡ、あるいはＷＰＡ２等）が対応付けられた情報である。ただし、暗号タイプは、
必須ではない。コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂは、電源がオフされるなどによって無
線ＡＰ２Ａ，２Ｂとの接続が遮断した場合、暗号化キーが再設定されなくても、記憶され
たネットワーク接続情報に基づき、無線ＡＰ２Ａ，２Ｂに再接続する。
【００３１】
　オーディオシステム１内にあるコンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂは、同じ内容のネッ
トワーク接続情報を記憶する。例えば、接続するＡＰが変更される等して、コンテンツ記
憶装置１０Ａが記憶するネットワーク接続情報が更新されると、コンテンツ記憶装置１０
Ａは、更新されたネットワーク接続情報をコンテンツ記憶装置１０Ｂへ送信する。コンテ
ンツ記憶装置１０Ｂは、自身が記憶するネットワーク接続情報を更新する。これにより、
コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂそれぞれは、同じ内容のネットワーク接続情報を共有
する。複数のコンテンツ再生装置（又はコンテンツ記憶装置）がある場合は、各コンテン
ツ再生装置は、全装置に対してお互いにネットワーク接続情報を送信し、共有する。
【００３２】
　なお、オーディオシステム１は、有線ＬＡＮ１００に直接接続されたコンテンツ記憶装
置を備えていてもよい。この場合であっても、そのコンテンツ記憶装置は、コンテンツ記
憶装置１０Ａ，１０Ｂが記憶するネットワーク接続情報と同じものを記憶する。
【００３３】
　携帯端末２０は、スマートフォン、タブレット又はパソコン等である。携帯端末２０は
、本発明に係る「情報処理装置」に相当する。携帯端末２０は、同じ無線ＬＡＮ１０１，
１０２内にあるスピーカ３０Ａ又はコンテンツ記憶装置１０Ａを操作する。また、携帯端
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末２０は、無線ＡＰ２Ａを介して、他の機器、スピーカ３０Ｂ、コンテンツ記憶装置１０
Ｂ、スピーカ３又はプレーヤ４を操作する。
【００３４】
　図４は、携帯端末２０の構成を示すブロック図である。
【００３５】
　携帯端末２０は、ＣＰＵ２１と、メモリ２２と、通信部２３と、受付部２４と、表示部
２５とを備えている。通信部２３は、Wi－Fi（登録商標）規格、Bluetooth（登録商標）
規格等の無線信号を入出力する。この通信部２３により、携帯端末２０は、無線ＡＰ２Ａ
，２Ｂ及びコンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂとの通信が可能となる。通信部２３は、本
発明に係る「第１通信部」及び「第２通信部」に相当する。受付部２４は、ユーザによる
操作を受け付ける。受付部２４は、操作ボタンであってもよいし、タッチパネルであって
もよい。受付部２４は、本発明に係る「選択部」に相当する。表示部２５は、各機器の操
作画面等を表示する。
【００３６】
　メモリ２２は、ＲＡＭ及びＲＯＭである。メモリ２２は、ＣＰＵ２１が実行するプログ
ラム、演算処理結果、及び通信部２３が受信する情報等を記憶する。
【００３７】
　ＣＰＵ２１は、メモリ２２からプログラムを読み出し、読み出したプログラムを実行す
る。本発明に係る「設定情報受信部」、「送信部」、「アクセスポイント取得部」、「接
続情報取得部」及び「設定情報第２送信部」は、ＣＰＵ２１がメモリ２２に記憶されるプ
ログラムを実行することで実現される。
【００３８】
　この携帯端末２０は、有線ＬＡＮ１００及び無線ＬＡＮ１０１，１０２の何れにも接続
されていないコンテンツ再生装置４０（図１参照）を操作できる。例えばコンテンツ再生
装置４０を新規に購入し、オーディオシステム１に追加する場合、コンテンツ再生装置４
０を有線ＬＡＮ１００又は無線ＬＡＮ１０１，１０２に接続する必要がある。特に、無線
ＬＡＮ１０１，１０２に接続する場合には、コンテンツ再生装置４０に、無線ＡＰ２Ａ，
２Ｂのネットワーク名（ＳＳＩＤ）及びＷＥＰキー等の暗号化キーを登録する必要がある
。本実施形態では、ユーザは、携帯端末２０から、コンテンツ再生装置４０にネットワー
ク接続情報を登録し、コンテンツ再生装置４０と無線ＡＰ２Ａ（又は無線ＡＰ２Ｂ）との
接続を確立させることができる。コンテンツ再生装置４０は、本発明に係る「第２外部装
置」に相当する。
【００３９】
　以下、コンテンツ再生装置４０の接続設定方法について説明する。なお、新たに追加す
るコンテンツ再生装置４０は、スピーカ３０Ａと同じ構成（図２（Ｂ）参照）であるもの
とし、図２（Ｂ）に示す符号を用いてコンテンツ再生装置４０を説明する。
【００４０】
　図５は、コンテンツ再生装置４０を新規追加する際の接続設定方法を説明するための図
である。図６は、携帯端末２０で接続設定を行う際に、表示部２５に表示される表示画像
を説明する図である。
【００４１】
　例えば、携帯端末２０には専用のアプリケーションがインストールされている。ユーザ
は、そのアプリケーションを起動することで、コンテンツ再生装置４０の接続設定を行え
る。アプリケーションの接続設定機能を選択すると、携帯端末２０の表示部２５には、「
Setup」ボタンが選択可能に表示される（図６（１））。
【００４２】
　「Setup」ボタンが選択されると、ユーザに、コンテンツ再生装置４０の電源ボタン（
又は装置本体に設けられた設定開始ボタン）を押すよう促すメッセージが表示される（図
６（２））。このとき、携帯端末２０は、図５（Ａ）に示すように、無線ＡＰ２Ａを介し
て、コンテンツ記憶装置１０Ａからネットワーク接続情報を取得する。なお、ここでは、
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携帯端末２０は、表示部２５に図６（２）に示した表示を行うとともにネットワーク接続
情報を取得する例を示したが、当該表示とは別に、ネットワーク接続情報を取得してもよ
い。例えば、携帯端末２０は、接続を開始する時にネットワーク接続情報を取得する。
【００４３】
　なお、例えばコンテンツ記憶装置１０Ａの電源がオフされていて、携帯端末２０がコン
テンツ記憶装置１０Ａと通信できない状況の場合、図５（Ａ’）に示すように、携帯端末
２０は、コンテンツ記憶装置１０Ｂからネットワーク接続情報を取得するようにしてもよ
い。前記のように、コンテンツ記憶装置１０Ａ、コンテンツ記憶装置１０Ｂ、スピーカ３
０Ａ、及びスピーカ３０Ｂは同じ内容のネットワーク接続情報を記憶している。このため
、携帯端末２０は、コンテンツ記憶装置１０Ａとの通信ができない状況でも、コンテンツ
記憶装置１０Ｂ、スピーカ３０Ａ、又はスピーカ３０Ｂからでも同じ内容のネットワーク
接続情報を取得できる。なお、仮に全て装置が同じネットワーク接続情報を共有していな
い場合でも、携帯端末２０は、複数の装置、もしくはすべての装置からネットワーク接続
情報を取得し、目的の無線ＡＰに関するネットワーク接続情報を取得してもよい。
【００４４】
　また、有線ＬＡＮ１００に直接接続されたコンテンツ記憶装置がある場合、携帯端末２
０は、そのコンテンツ記憶装置からネットワーク接続情報を取得するようにしてもよい。
この場合、コンテンツ記憶装置１０Ａ，１０Ｂと無線ＡＰ２Ａ，２Ｂとの無線接続が不安
定なとき、携帯端末２０は、より確実にネットワーク接続情報を取得できる。
【００４５】
　ユーザによりコンテンツ再生装置４０の電源ボタン（又は設定開始ボタン）が押される
と、携帯端末２０とコンテンツ再生装置４０との通信が開始される。このときの通信は無
線ＡＰ２Ａを介した通信ではなく、Wi-Fi（登録商標）又はBluetooth（登録商標）等で、
携帯端末２０とコンテンツ再生装置４０とが直接データを送受信する（コンテンツ再生装
置４０が一時的にＡＰとなる）通信である（ただし、特定のＳＳＩＤのＡＰがある場合、
該ＡＰに優先的に接続される態様でも良い）。そして、図５（Ｂ）に示すように、携帯端
末２０は、コンテンツ再生装置４０が接続可能なアクセスポイントの情報（以下、ＡＰ情
報という）を取得する。ＡＰ情報とは、コンテンツ再生装置４０へ電波が届き、コンテン
ツ再生装置４０が認識している全てのＳＳＩＤ、電波強度、および暗号タイプである。
【００４６】
　携帯端末２０は、コンテンツ再生装置４０から取得したＡＰ情報を選択可能に表示する
（図６（３））。ユーザにより、表示されたＡＰ情報が選択されると、携帯端末２０は、
取得したネットワーク接続情報から、選択されたＡＰ情報に対応するネットワーク接続情
報をコンテンツ再生装置４０へ送信する。なお、既に取得したＡＰ情報と同じＳＳＩＤが
あれば該ＳＳＩＤを自動で選択する態様であってもよい。
【００４７】
　コンテンツ再生装置４０で、携帯端末２０から送信されたネットワーク接続情報が登録
（反映）されると、コンテンツ再生装置４０と無線ＡＰ２Ａ（又は無線ＡＰ２Ｂ）との接
続が確立する。端末２０は、コンテンツ再生装置４０に接続された状態から、元のＡＰ２
Ａに接続された状態に戻り、該ＡＰ２Ａを介してコンテンツ再生装置４０との通信が成功
した時点で、表示部２５に接続が確立した内容のメッセージを表示する（図６（４））。
コンテンツ再生装置４０は、無線ＡＰ２Ａとの接続が確立すると端末２０との接続を解除
する。あるいは、携帯端末２０は、コンテンツ記憶再生装置４０との接続を自ら解除して
もよい。
【００４８】
　なお、選択されたＡＰ情報がネットワーク接続情報に記憶されていない場合には、携帯
端末２０は、エラーを表示するようにしてもよい。また、携帯端末２０は、コンテンツ再
生装置４０から取得したＡＰ情報の中から電波強度が強いＡＰ情報、又は特定の名称のＡ
Ｐ情報（例えば事前に取得した設定情報と同じＳＳＩＤ）を自動で選択するようにしても
よい。この場合、携帯端末２０は、図６（３）の画面を表示することなく、図６（２）の



(9) JP 6520813 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

画面から図６（４）の画面へと変えるようにしてもよい。
【００４９】
　以下に、コンテンツ再生装置４０を新規追加する際のオーディオシステム１の処理につ
いて説明する。
【００５０】
　図７は、携帯端末２０がネットワーク接続情報を取得する際の処理を示すフローチャー
トである。
【００５１】
　携帯端末２０のＣＰＵ２１は、コンテンツ記憶装置１０Ａ（又はコンテンツ記憶装置１
０Ｂ）に対し、ネットワーク接続情報の送信を要求する（Ｓ１）。コンテンツ記憶装置１
０Ａ（又はコンテンツ記憶装置１０Ｂ）のＣＰＵ１１は、その要求を受け付けると、記憶
部１５に記憶されたネットワーク接続情報を、携帯端末２０へ送信する（Ｓ２）。
【００５２】
　携帯端末２０のＣＰＵ２１は、コンテンツ記憶装置１０Ａ（又はコンテンツ記憶装置１
０Ｂ）から受信したネットワーク接続情報を、メモリ２２に記憶する（Ｓ３）。
【００５３】
　なお、図７に示す処理を実行するタイミングは、携帯端末２０が、図６（１）の画面を
表示するタイミングであってもよいし、図６（２）の画面を表示するタイミングであって
もよい。すなわち、装置４０に接続されてＡＰとの接続から切り離される以前（ネットワ
ークに接続している時点）であれば、いつでもよい。
【００５４】
　図８は、携帯端末２０がコンテンツ再生装置４０に対し接続を設定する際の処理を示す
フローチャートである。
【００５５】
　図８の左列、携帯端末２０のＣＰＵ２１は、図６（１）、（２）に示す設定画面を表示
する（Ｓ１１）。そして、ＣＰＵ２１は、コンテンツ再生装置４０と接続したか否かを判
定する（Ｓ１２）。コンテンツ再生装置４０に特定操作（例えば設定開始ボタンの押下）
がなされ、ネットワークへの接続が要求されることで、コンテンツ再生装置４０は、自身
を、特定のＳＳＩＤのＡＰとする。これにより、携帯端末２０は、コンテンツ再生装置４
０に接続可能となる。コンテンツ再生装置４０に接続していない場合（Ｓ１２：ＮＯ）、
ＣＰＵ２１は、Ｓ１２の処理を再実行する。このとき、ＣＰＵ２１は、図６（２）で説明
した、コンテンツ再生装置４０に測定の操作を行う（例えば設定開始ボタンを押す）よう
ユーザに促すメッセージを表示し続けてもよいし、別のエラー画面を表示してもよい。
【００５６】
　コンテンツ再生装置４０に接続した場合（Ｓ１２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、コンテン
ツ再生装置４０が接続可能なＡＰ情報を、コンテンツ再生装置４０から取得したか否かを
判定する（Ｓ１３）。
【００５７】
　ＡＰ情報を取得していない場合（Ｓ１３：ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、Ｓ１３の処理を再実
行する。ＡＰ情報を取得した場合（Ｓ１３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、図６（３）に示す
ように、取得したＡＰ情報を選択可能に表示する（Ｓ１４）。
【００５８】
　ＣＰＵ２１は、表示したＡＰ情報の何れかがユーザにより選択されたか否かを判定する
（Ｓ１５）。ＡＰ情報が選択されていない場合（Ｓ１５：ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、Ｓ１５
の処理を再実行する。なお、携帯端末２０は、電波強度の一番強いＡＰ情報を自動で選択
してもよい。ＡＰ情報が選択された場合（Ｓ１５：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、図７の処理
で取得し、メモリ２２に記憶したネットワーク接続情報から、選択されたＡＰ情報に対応
するネットワーク接続情報を、コンテンツ再生装置４０へ送信する（Ｓ１６）。送信され
たネットワーク接続情報は、コンテンツ再生装置４０で設定に反映される。これにより、
コンテンツ再生装置４０と無線ＡＰ２Ａ（又は無線ＡＰ２Ｂ）との接続が確立する。
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【００５９】
　その後、ＣＰＵ２１は、コンテンツ再生装置４０との接続を解除するか、又は解除され
ることで（Ｓ１７）、本処理を終了する。
【００６０】
　図８の右列に移り、コンテンツ再生装置４０のＣＰＵ１１は、ユーザにより特定の操作
がなされると、初期処理を開始する（Ｓ２１）。この初期処理が実行されることで、コン
テンツ再生装置４０は、携帯端末２０との通信が可能な状態となる。なお、自身が特定の
ＳＳＩＤのＡＰとなる例を示したが、例えばBluetooth（登録商標）などにより、携帯端
末２０と接続する態様であってもよい。ＣＰＵ１１は、携帯端末２０と接続したか否かを
判定する（Ｓ２２）。
【００６１】
　携帯端末２０と接続していない場合（Ｓ２２；ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、Ｓ２２の処理を
再実行する。もしくは、ＣＰＵ１１は、一定時間成功しない場合はエラー終了してもよい
。携帯端末２０と接続した場合（Ｓ２２；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、コンテンツ再生装置
４０が接続可能なアクセスポイントの情報をＡＰ情報として、携帯端末２０へ送信する（
Ｓ２３）。
【００６２】
　ＣＰＵ１１は、携帯端末２０から、ネットワーク接続情報を受信したか否かを判定する
（Ｓ２４）。受信していない場合（Ｓ２４：ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、Ｓ２４の処理を再実
行する。受信した場合（Ｓ２４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、受信したネットワーク接続情
報を設定に反映させて（Ｓ２５）、無線ＡＰ２Ａ（又は無線ＡＰ２Ｂ）との接続を確立す
る。ＣＰＵ１１は、接続を確立した時点で、端末２０との接続を解除してもよい。
【００６３】
　以上説明したように、本実施形態に係るオーディオシステム１では、既に無線ＬＡＮ１
０１，１０２に接続されたコンテンツ記憶装置１０Ａ、コンテンツ記憶装置１０Ｂ、スピ
ーカ３０Ａ、又はスピーカ３０Ｂの最新のネットワーク接続情報を、コンテンツ再生装置
４０をネットワークに加える際に、事前に取得して反映させることで、コンテンツ再生装
置４０を簡単かつ確実にオーディオシステム１に追加することができる。
【符号の説明】
【００６４】
１…オーディオシステム
２Ａ，２Ｂ…無線アクセスポイント
３…スピーカ
４…プレーヤ
１０Ａ，１０Ｂ…コンテンツ記憶装置
１１…ＣＰＵ
１２…メモリ
１３…通信部
１４…電源ボタン
１５…記憶部
２０…携帯端末
２１…ＣＰＵ
２２…メモリ
２３…通信部
２４…受付部
２５…表示部
３０Ａ，３０Ｂ…スピーカ
４０…コンテンツ記憶装置
１００…有線ＬＡＮ
１０１，１０２…無線ＬＡＮ
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