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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力装置が提供する入力機能を表す入力機能情報を、無線ネットワークを介して受信し
、前記無線ネットワークに接続する出力装置が前記入力装置から前記無線ネットワークを
介して受信した信号の受信レベルを表す受信レベル情報を前記出力装置から、前記無線ネ
ットワークを介して受信する通信手段と、
　前記入力機能情報と前記受信レベル情報とに基づき前記出力装置と組み合わせる入力装
置を決定する組み合わせ決定手段と、
　を備えた管理装置。
【請求項２】
　前記通信手段は、前記入力装置から前記入力機能情報を受信することを特徴とする請求
項１記載の管理装置。
【請求項３】
　前記入力装置が出力する入力信号に基づき、アプリケーション・プログラムを実行し、
前記アプリケーション・プログラムの実行結果を出力する処理実行手段を備え
　前記通信手段は、前記入力装置から前記入力信号を受信し、
　前記組み合わせ決定手段が前記入力装置と組み合わせた前記出力装置へ前記実行結果を
送信することを特徴とする請求項１または２に記載の管理装置。
【請求項４】
　前記通信手段は、他の入力装置が提供する他の入力機能を表す他の入力機能情報を、前
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記無線ネットワークを介して受信し、前記出力装置が前記他の入力装置から前記無線ネッ
トワークを介して受信した信号の受信レベルを表す他の受信レベル情報を前記出力装置か
ら受信し、
　前記組み合わせ決定手段は、前記出力装置と組み合わせる他の入力機能情報と前記他の
受信レベル情報とに基づき前記出力装置と組み合わせる前記他の入力装置を決定すること
を特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の管理装置。
【請求項５】
　前記組み合わせ決定手段は、同じ入力機能情報に係る複数の入力装置のうち最も受信レ
ベルが高い入力装置を前記出力装置と組み合わせることを決定することを特徴とする請求
項１ないし４のいずれかに記載の管理装置。
【請求項６】
　前記無線ネットワーク上に存在する前記入力装置に対して測定用フレームを所定の送信
レベルで送信することを指示する第1の指示信号を出力する第１の指示手段と、
　前記無線ネットワーク上に存在する前記出力装置に対して、前記測定用フレームの受信
レベルを測定することを指示する第2の指示信号を出力する第２の指示手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の管理装置。
【請求項７】
　前記第１の指示手段は、前記入力装置に対して所定の無線ネットワークチャネルを用い
て前記測定用フレームを送信することを指示する前記第1の指示信号を出力し、
　前記第２の指示手段は、前記出力装置に対して、前記無線ネットワークチャネルで前記
測定用フレームの受信レベルを測定することを指示する前記第2の指示信号を出力する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の管理装置。
【請求項８】
　入力機能を提供する入力装置から無線ネットワークを介して受信する信号の受信レベル
を測定する測定手段と、
　前記受信レベルを、前記管理装置へ前記無線ネットワークを介して送信する送信手段と
、
　前記入力機能を表す入力機能情報と前記受信レベルとに基づき、前記管理装置が、自装
置と組み合わせると決定した入力装置が出力する入力信号に基づいて前記管理装置がアプ
リケーション・プログラムを実行し、出力する前記アプリケーション・プログラムの実行
結果を、前記無線ネットワークを介して受信する受信手段と、
　前記実行結果を出力する出力手段と、
　を備えた出力装置。
【請求項９】
　入力装置が提供する入力機能を表す入力機能情報を、無線ネットワークを介して受信し
、
　前記無線ネットワークに接続する出力装置が前記入力装置から前記無線ネットワークを
介して受信した信号の受信レベルを表す受信レベル情報を前記出力装置から、前記無線ネ
ットワークを介して受信し、
　前記入力機能情報と前記受信レベル情報とに基づき前記出力装置と組み合わせる入力装
置を決定することを特徴とする入出力装置管理方法。
【請求項１０】
　入力装置が提供する入力機能を表す入力機能情報を、無線ネットワークを介して受信す
るステップと、
　前記無線ネットワークに接続する出力装置が前記入力装置から、前記無線ネットワーク
を介して受信した信号の受信レベルを表す受信レベル情報を前記出力装置から、前記無線
ネットワークを介して受信するステップと、
　前記入力機能情報と前記受信レベル情報とに基づき前記出力装置と組み合わせる入力装
置を決定するステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理装置、出力装置、方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータのユーザ・インタフェース能力を持ち運んで使用することを可能とするた
めに、可搬性を持たせたディスプレイ装置が、特開２００２－３０４２８３公報（特許文
献１）で提案されている。
【０００３】
　この文献に示されているディスプレイ装置は、固定位置にあるホスト・コンピュータか
ら画像情報を無線通信チャネルを介して受信し、表示部に表示する機能を持つ。また、こ
のディスプレイ装置にはタッチ入力のためのペンなどのユーザ入力機器が付随し、これに
より入力操作を行なうこともできる。この２つの機能を組み合わせることにより、ホスト
・コンピュータ上のアプリケーション・プログラムを利用することが可能である。つまり
、このディスプレイ装置は可搬性を有しながら、固定位置のホスト・コンピュータのユー
ザ・インタフェースを利用する手段を提供する。
【０００４】
　ところで、同文献ではディスプレイ装置を収容するためのドッキング・ステーションと
呼ばれる装置も説明されている。ドッキング・ステーションは固定位置に設置されてホス
ト・コンピュータと有線接続により通信を行なう。ドッキング・ステーションにはマウス
やキーボード等のユーザ入力機器が接続されている。
【０００５】
　ディスプレイ装置は２つのモードで動作し、それぞれのモードは、ドッキング・ステー
ションに収容されているモード（「つなぎ止められたモード」）と、ドッキング・ステー
ションに収容されていないモード（「つなぎ止められていないモード」）である。
【０００６】
　「つなぎ止められていないモード」では、上で説明したように、ディスプレイ装置は無
線通信チャネルを介してホスト・コンピュータと通信を行ない、可搬性のあるユーザ・イ
ンタフェース装置として使用される。
【０００７】
　一方、「つなぎ止められたモード」では、ディスプレイ装置はドッキング・ステーショ
ンに固定されているため、可搬性という特性を一時的に失った状態である。そのかわり、
有線接続を介して高品位の画像表示を行なうことができ、またドッキング・ステーション
から電力の供給を受けてバッテリーを充電することもできる。更に、固定されたキーボー
ドやマウスが利用可能になるので、ユーザはペンによるタッチ入力よりもそちらの方を好
んで使用するであろう、とされている。
【特許文献１】特開２００２－３０４２８３公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に示されている構成では、ディスプレイ装置をキーボードやマウスと組み合
わせて使用できるのは、ディスプレイ装置が「つなぎ止められたモード」で動作している
場合だけである。つまり、キーボードやマウスを使用するには、利用者がディスプレイ装
置を持ってドッキング・ステーションのある場所まで移動し、その位置でコンピュータを
利用する必要がある。
【０００９】
　しかし、ディスプレイ装置にペンによるタッチ入力の機能がついていても、これは大量
の入力を行なうには不都合であり、ドッキング・ステーションのない場所であっても、キ
ーボードやマウスが利用できた方が好ましい場面が考えられる。例えば、ドッキング・ス
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テーションのない会議室において、ディスプレイ装置を介してホスト・コンピュータ上に
あるファイルに議事録を入力したい場合に、キーボードが使用できないと不便である。
【００１０】
　ドッキング・ステーションのない場所でキーボードやマウスの利用を可能にしようとし
た場合、キーボードやマウスはディスプレイ装置とは独立した機器であるため、入力操作
の結果をホスト・コンピュータに送信する手段を用意する必要がある。
【００１１】
　考えられる１つの方法は、従来のキーボードやマウスのように、有線接続でこれら入力
機器をディスプレイ装置に接続することである。この方法は単純であり動作が確実である
と考えられるが、無線通信を利用することによる可搬性や配線が不要であるという利点を
半減させてしまう。また、有線接続のためのコネクタをディスプレイ装置に用意する必要
があり、重量が増加する。ディスプレイ装置は、入力機器からの信号を無線チャネルの信
号に変換する必要があり、また、マウスのかわりにトラックボールやタブレットといった
、機能は類似しているがやや特性の異なる入力機器が接続された場合にも対応しなければ
ならず、単純な表示装置を越えた能力を備えることが必要になる。
【００１２】
　近年普及しつつあるユーザ入力機器である、無線通信を用いたワイヤレスキーボードや
ワイヤレスマウスを使用すると、上記方式の欠点のいくつかは回避できる。しかし、ディ
スプレイ装置がホスト・コンピュータと通信を行なうときに使う無線チャネルは、無線Ｌ
ＡＮの場合にはアクセスポイントを経由したインフラストラクチャ・モードである可能性
が高く、一方、現在利用されているワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスは接続先（
この場合ディスプレイ装置）と直接無線通信を行なうものばかりであるため、ディスプレ
イ装置は２つ以上の無線通信手段を備える必要がある。また、さまざまな種類の入力機器
にディスプレイ装置が対応しなければいけないという点は依然解消されない。
【００１３】
　これら既存の入力機器の制約を回避した１つの形態として、ワイヤレスディスプレイと
同様にホスト・コンピュータと直接、無線通信を行なう機構を備えた入力機器（以下、無
線ＬＡＮ対応入力機器と呼ぶ）を導入することが考えられる。無線ＬＡＮ対応入力機器は
無線通信により、例えばキーボードであれば入力文字情報を、マウスであればポインタの
移動情報などをホスト・コンピュータに送信する。ホスト・コンピュータはこの入力情報
を受け取り、ディスプレイ装置に表示するべきアプリケーション・プログラムに対する入
力として適用する。このようにすると、ディスプレイ装置の側には入力機器に対応するた
めの仕組みを用意する必要はなくなる。
【００１４】
　ディスプレイ装置の可搬性という特性を最大限に活用しようとした場合、ディスプレイ
装置と無線ＬＡＮ対応入力機器との対応関係は固定させない方が望ましい。また、ディス
プレイ装置を使う都度、必要に応じてその近くにある無線ＬＡＮ対応入力機器を選択して
、ディスプレイ装置と組み合わせて使用できるようになっていた方が良い。
【００１５】
　しかし、無線通信手段として無線ＬＡＮを使用した場合、無線ＬＡＮの到達距離は長く
、また有線ＬＡＮにより延長することもできるので、同じＬＡＮ上に多数の無線ＬＡＮ対
応入力機器が存在する可能性がある。これらのうちどれをディスプレイ装置と組み合わせ
て使うか決めるために、全ての無線ＬＡＮ対応入力機器を一覧表示して利用者に選択させ
ると、ディスプレイ装置単体の入力機能は限られており、また選択肢が多数あるため利便
性は低い。
【００１６】
　本発明は、出力装置を使う都度、必要に応じてその近くにある入力装置を使用できるよ
うにした管理装置、出力装置、方法およびプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
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　本発明の一態様としての管理装置は、入力装置が提供する入力機能を表す入力機能情報
を、無線ネットワークを介して受信し、前記無線ネットワークに接続する出力装置が前記
入力装置から前記無線ネットワークを介して受信した信号の受信レベルを表す受信レベル
情報を前記出力装置から、前記無線ネットワークを介して受信する通信手段と、前記入力
機能情報と前記受信レベル情報とに基づき前記出力装置と組み合わせる入力装置を決定す
る組み合わせ決定手段と、を備える。
【００１８】
　本発明の一態様としての出力装置は、入力機能を提供する入力装置から無線ネットワー
クを介して受信する信号の受信レベルを測定する測定手段と、前記受信レベルを、前記管
理装置へ前記無線ネットワークを介して送信する送信手段と、前記入力機能を表す入力機
能情報と前記受信レベルとに基づき、前記管理装置が、自装置と組み合わせると決定した
入力装置が出力する入力信号に基づいて前記管理装置がアプリケーション・プログラムを
実行し、出力する前記アプリケーション・プログラムの実行結果を、前記無線ネットワー
クを介して受信する受信手段と、前記実行結果を出力する出力手段と、を備える。
【００１９】
　本発明の一態様としての方法は、　入力装置が提供する入力機能を表す入力機能情報を
、無線ネットワークを介して受信し、前記無線ネットワークに接続する出力装置が前記入
力装置から前記無線ネットワークを介して受信した信号の受信レベルを表す受信レベル情
報を前記出力装置から、前記無線ネットワークを介して受信し、前記入力機能情報と前記
受信レベル情報とに基づき前記出力装置と組み合わせる入力装置を決定することを特徴と
する入出力装置管理方法。
【００２０】
　本発明の一態様としてのプログラムは、　入力装置が提供する入力機能を表す入力機能
情報を、無線ネットワークを介して受信するステップと、前記無線ネットワークに接続す
る出力装置が前記入力装置から前記無線ネットワークを介して受信した信号の受信レベル
を表す受信レベル情報を前記出力装置から、前記無線ネットワークを介して受信するステ
ップと、前記入力機能情報と前記受信レベル情報とに基づき前記出力装置と組み合わせる
入力装置を決定するステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明により、出力装置を使う都度、必要に応じてその近くにある入力装置を使用でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
（第一実施形態）
　図１は、本実施形態に係わる全体のシステム構成を示すブロック図である。
【００２３】
　ディスプレイ装置（出力装置）と無線ＬＡＮ対応入力機器（入力装置）の組み合わせを
決定するために、入出力機器管理用サーバ（管理装置）１１が設置されている。
【００２４】
　入出力機器管理用サーバ１１はＬＡＮ（Local Area Network：ローカルエリアネットワ
ーク）に接続され、このＬＡＮには無線ＬＡＮアクセスポイント１２、１３が接続されて
いる。
【００２５】
　ディスプレイ装置１４や、無線ＬＡＮ対応キーボード１５・無線ＬＡＮ対応マウス１６
等の無線ＬＡＮ対応入力機器は、無線ＬＡＮアクセスポイント１２を経由して、入出力機
器管理用サーバ１１と通信できる。ディスプレイ装置１７や、無線ＬＡＮ対応マウス１８
等の無線ＬＡＮ対応入力機器は、無線ＬＡＮアクセスポイント１３を経由して、入出力機
器管理用サーバ１１と通信できる。
【００２６】
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　図２は、入力機器管理用サーバ１１の構成を示すブロック図である。
【００２７】
　入力機器管理用サーバ１１はＬＡＮの通信を行なう通信部２１と、無線ＬＡＮ対応入力
機器及びディスプレイ装置の各状態、ならびに無線ＬＡＮ対応入力機器及びディスプレイ
装置の組み合わせを記憶する記憶装置２２と、ディスプレイ装置に表示するアプリケーシ
ョン・プログラムを実行するアプリケーション処理実行部２３と、通信部２１、記憶装置
２２およびアプリケーション処理実行部２３を制御するとともに後述する各種処理（例え
ば図１０、図１２、図１３に示す処理）を実行する制御部２４とを備える。制御部２４は
例えば組み合わせ決定手段、第１の指示手段、第２の指示手段を含む。アプリケーション
処理実行部２３は、無線ＬＡＮ対応入力機器で入力された操作信号を通信部２１を介して
受け取り、受け取った操作信号をアプリケーション・プログラムに入力する。そして、ア
プリケーション・プログラムの実行結果を、当該無線ＬＡＮ対応入力機器と組み合わせら
れたディスプレイ装置に通信部２１を介して送信する。アプリケーション処理実行部の役
割はＬＡＮ上に別途用意したホスト・コンピュータで行なうようにしても良い。
【００２８】
　図３は、ディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【００２９】
　ディスプレイ装置は、無線ＬＡＮの通信を行なう無線ＬＡＮ通信部３１と、画像情報を
表示する表示部３２と、無線ＬＡＮ通信部３１および表示部３２を制御するとともに後述
する各種処理（例えば図９、図１１に示す処理）を実行する制御部３３とを備える。制御
部３３は例えば測定手段を含む。
【００３０】
　図９は、無線ＬＡＮ対応入力機器およびディスプレイ装置の電源が投入された際に無線
ＬＡＮ対応入力機器およびディスプレイ装置において実行される処理の流れを示すフロー
チャートである。
【００３１】
　無線ＬＡＮ対応入力機器は、その電源が投入されると、ＤＨＣＰサーバから通知により
受け取る等の手段により入出力機器管理用サーバ１１のアドレスを取得し（Ｓ１１）、自
らの識別子（例えばＭＡＣアドレス）及び自らが提供する機能（文字入力機能、ポインタ
入力機能など）を入出力機器管理用サーバ１１に通知する（Ｓ１２）。例えば、図４に示
すような情報を通知する。
【００３２】
　ディスプレイ装置も無線ＬＡＮ対応入力機器と同様に、ＤＨＣＰサーバから通知により
受け取る等の手段により入出力機器管理用サーバ１１のアドレスを取得し（Ｓ１１）、自
らの識別子（例えばＭＡＣアドレス）及び自らが提供する機能（表示機能など）を入出力
機器管理用サーバ１１に通知する（Ｓ１２）。
【００３３】
　図１０は、入出力機器管理用サーバ１１が、無線ＬＡＮ対応入力機器やディスプレイ装
置から、識別子及び提供する機能に関する情報を受け取った際に実行する処理の流れを示
すフローチャートである。
【００３４】
　入出力機器管理用サーバ１１は、無線ＬＡＮ対応入力機器やディスプレイ装置から、識
別子及び提供する機能に関する情報を受け取ったら（Ｓ２１）、受け取った情報を記憶装
置２２に記憶する（Ｓ２２）。その他に、各無線ＬＡＮ対応入力機器およびディスプレイ
装置の状態も記憶する。各機器は初期状態では待機中の状態である。記憶装置２２に記憶
された情報の例を図５に示す。
【００３５】
　図１１は、ディスプレイ装置が待機時に行う処理の流れを示すフローチャートである。
【００３６】
　ディスプレイ装置は、待機時には、定期的に付近にある全ての無線ＬＡＮ機器（無線Ｌ
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ＡＮ対応入力機器に限る必要はない）の受信レベル（例えば信号強度）を測定する（Ｓ３
１）。無線ＬＡＮのチャネルが複数ある場合は、それぞれのチャネルに順番に切替えて測
定を行なう。無線ＬＡＮ対応入力機器の側で同様に測定を行なってもよい。ディスプレイ
装置は、測定した信号強度の情報と、各無線ＬＡＮ機器の識別子（例えばＭＡＣアドレス
）とを入出力機器管理用サーバ１１に通知する（Ｓ３２）。以上のＳ３１からＳ３２まで
の処理を繰り返し定期的に行う。
【００３７】
　図１２は、入出力機器管理用サーバ１１がディスプレイ装置から各無線ＬＡＮ機器の信
号強度と識別子とを通知された際に実行する処理の流れを示すフローチャートである。
【００３８】
　入出力機器管理用サーバ１１は、ディスプレイ装置から各無線ＬＡＮ機器の信号強度と
識別子とを通知されたら、通知された各無線ＬＡＮ機器の信号強度と識別子とを記憶装置
２２に格納する（Ｓ４１）。記憶装置２２に格納された情報の一例を図６に示す。
【００３９】
　入出力機器管理用サーバ１１は、ディスプレイ装置から通知された識別子及び信号強度
の情報を、先に記憶した無線ＬＡＮ対応入力機器の識別子（図５参照）と照合し、ディス
プレイ装置から通知された識別子及び信号強度の情報の中から、先に記憶した無線ＬＡＮ
対応入力機器の識別子と一致したものを抽出する（Ｓ４２）。そして、抽出した識別子及
び信号強度を信号強度の強い順に並べ、さらにこれに無線ＬＡＮ対応入力機器の提供する
機能および状態を付加したリストを生成する（Ｓ４３）。生成したリストの一例を図７に
示す。
【００４０】
　生成されたリストにおいて、信号強度の強い無線ＬＡＮ対応入力機器は弱いものに比べ
、ディスプレイ装置との距離が相対的に小さいと考えられる。無線ＬＡＮ対応入力機器か
らも信号強度の情報が得られている場合は、この情報を用いてディスプレイ装置との距離
の大小を推測しても良い。待機中ではなく使用中の状態の無線ＬＡＮ対応入力機器がある
場合は、それをこのリストから除いても良い。
【００４１】
　入出力機器管理用サーバ１１は、リストにおける無線ＬＡＮ対応入力機器の中からディ
スプレイ装置に近い順に、必要な入力機能を持つ無線ＬＡＮ対応入力機器を選択していき
、必要な入力機能を実現する構成を決定する（Ｓ４４）。例えば、ディスプレイ装置にキ
ーボードとマウスを1つずつ組み合わせた構成を作る。この際、他のディスプレイ装置の
構成に含まれている入力機器は選択から除外しても良い。ディスプレイ装置に必要な入力
機能は、ディスプレイ装置ごとにあらかじめ登録しておいてもよいし、ディスプレイ装置
から通知を受けるようにしても良い。ディスプレイ装置に必要な入力機能が複数あり、こ
のうち１つの入力機能をもつ無線ＬＡＮ対応入力機器しか存在しない場合は、とりあえず
この無線ＬＡＮ対応入力機器のみをディスプレイ装置と組み合わせる。残りの入力機能を
もつ無線ＬＡＮ対応入力機器が後から検出された場合は次の段落に述べるようにあるいは
第四実施形態にしたがって追加すればよい。入出力機器管理用サーバ１１は、無線ＬＡＮ
対応入力機器の構成を作成した後、作成した構成を表す情報を記憶装置２２に記憶する。
この情報の一例を図８に示す。
【００４２】
　ディスプレイ装置と無線ＬＡＮ対応入力機器の組み合わせが一旦決定された後も、ユー
ザからの入力操作がなければ、ディスプレイ装置と無線ＬＡＮ対応入力機器は待機中の状
態である。待機中の状態のとき、信号強度に変化があった場合や、新たに無線ＬＡＮ対応
入力機器が検出された場合には、無線ＬＡＮ対応入力機器の組み合わせを変更することが
できる。
【００４３】
　図１３は、入出力機器管理用サーバ１１が待機中の無線ＬＡＮ対応入力機器から信号入
力があったときに行う処理の流れを示すフローチャートである。
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【００４４】
　入出力機器管理用サーバ１１は、待機中の無線ＬＡＮ対応入力機器からの信号入力を待
機する（Ｓ５１）。待機中の無線ＬＡＮ対応入力機器に対しユーザから入力があったとき
、無線ＬＡＮ対応入力機器は入力された信号を入力機器管理サーバに通知する。入力機器
管理サーバは、無線ＬＡＮ対応入力機器が上記により決定された構成に含まれているかど
うかを記憶装置２２を参照して調べる（Ｓ５２）。もし構成に含まれていない場合は（Ｓ
５３のいいえ）、入力された信号は無視し、待機状態に戻る。もし構成に含まれていた場
合は（Ｓ５３のはい）、その構成に含まれる全ての無線ＬＡＮ対応入力機器、およびこの
構成に対応するディスプレイ装置を待機中の状態から使用中の状態に移行させる（Ｓ５４
）。使用中の状態の無線ＬＡＮ対応入力機器から入力された信号は、アプリケーション処
理実行部２３に転送され、無線ＬＡＮ対応入力機器に対応するディスプレイ装置に表示す
るアプリケーションを操作するための信号として使用される。
【００４５】
　ユーザがアプリケーション・プログラムの利用を終了すると（ログアウト操作等により
）、ディスプレイ装置と各無線ＬＡＮ入力機器は待機中の状態に戻る。
【００４６】
　以上のように、本実施形態によれば、ディスプレイ装置においてその周辺に存在する無
線ＬＡＮ機器からの信号強度を測定し、測定結果からディスプレイ装置に最も距離が近い
無線ＬＡＮ対応入力機器を推測し、推測した無線ＬＡＮ対応入力機器とディスプレイ装置
とを組み合わせるようにしたため、ユーザはディスプレイ装置を使う都度、必要に応じて
その近くにある無線ＬＡＮ対応入力機器を使用することが可能になる。
【００４７】
（第二実施形態）
　第一実施形態の入出力機器管理用サーバ１１の動作において、信号強度から判断する限
りではディスプレイ装置からの距離が同程度の無線ＬＡＮ対応入力機器が複数ある場合は
、それらの中から使用する無線ＬＡＮ対応入力機器の選択をユーザに求めてもよい。
【００４８】
　例えば、無線ＬＡＮ対応入力機器がいくつかディスプレイ装置の近くにある場合に、そ
れぞれの外形やメーカーのロゴなどの画像をディスプレイ装置に表示し、また、各装置を
選択するために必要な操作も表示する。例えば、キーボードであればあるキーを押す、マ
ウスであればあるボタンを押す、又はポインタをある形の軌跡になるように動かす、など
の操作である。使いたい無線ＬＡＮ対応入力機器に対して表示された通りの操作をユーザ
が行なうと、その機器が選択され、ディスプレイ装置と関連付けされる。
【００４９】
（第三実施形態）
　第一実施形態では信号強度の測定をディスプレイ装置が自発的に、定期的に行なうが、
本実施形態では距離の推測をより精密に行なうために、入出力機器管理用サーバ１１が指
示を出す。
【００５０】
　入出力機器管理用サーバ１１は定期的に、待機中の無線ＬＡＮ対応入力機器に対して、
一時的にある１つの無線ＬＡＮチャンネルに変更し、出力する電波強度をある指定の値（
通常よりも弱い値）にして測定用の無線ＬＡＮフレームを送信するよう指示する。また、
同じタイミングでディスプレイ装置に対して、前記チャネルで受信を試みて、受信したフ
レームの信号強度を報告するよう指示する。
【００５１】
　出力の電波強度を弱くしてもディスプレイ装置が受信できるような無線ＬＡＮ対応入力
機器は、ディスプレイ装置との距離が小さいと考えられる。またこのときに得られた信号
強度の情報は、通常動作時の信号強度を測定した場合よりも、装置間の距離の大小関係を
正確に反映したものである。
【００５２】
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　更に複数の無線ＬＡＮチャネルが使用されているネットワークの場合、第一実施形態の
方式ではディスプレイ装置が複数の無線ＬＡＮチャネルの間を切替えて測定を行なう必要
があるが、本実施形態の方式では１つの無線ＬＡＮチャネルで測定を行なうので、ディス
プレイ装置の負荷を減らす効果がある。
【００５３】
（第四実施形態）
　本実施形態ではディスプレイ装置を使用中のときに無線ＬＡＮ対応入力機器を追加でデ
ィスプレイ装置と組み合わせて使用したい場合に、適切な無線ＬＡＮ対応入力機器を選択
して追加する方法を説明する。
【００５４】
　入出力機器管理用サーバ１１は、ディスプレイ装置が使用中の無線ＬＡＮチャネルを調
べ、待機中の無線ＬＡＮ対応入力機器に対して、一時的に前記無線ＬＡＮチャネルに変更
し、測定用の無線ＬＡＮフレームを送信するよう指示する。このとき、ディスプレイ装置
は自らが使用する無線ＬＡＮチャネルを変える必要がないため、表示動作は中断されない
。前記第三実施形態と同様に、入出力機器管理用サーバは出力する電波強度を指定しても
よい。
【００５５】
　ディスプレイ装置は前記の測定用無線ＬＡＮフレームを受信すると、その発信機器の識
別子（例えばＭＡＣアドレス）と信号強度を表す情報とを入出力機器管理用サーバ１１に
通知する。入出力機器管理用サーバ１１はこの情報を元に、前記同様の方法で、ディスプ
レイ装置に追加する無線ＬＡＮ対応入力機器を選択する。
【００５６】
　以上のように、本実施形態により、ディスプレイ装置の使用中であっても、無線ＬＡＮ
対応入力機器を適宜追加できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本実施形態に係わる全体のシステム構成を示すブロック図。
【図２】入力機器管理用サーバの構成を示すブロック図。
【図３】ディスプレイ装置の構成を示すブロック図。
【図４】無線ＬＡＮ対応入力機器等の識別子及び当該機器が提供する機能を表す情報の例
を示す図。
【図５】無線ＬＡＮ対応入力機器等の識別子、提供する機能および状態を表す情報の例を
示す図。
【図６】無線ＬＡＮ機器の信号強度と識別子とを示す情報の例を示す図。
【図７】信号強度の強い順に無線ＬＡＮ対応入力機器の識別子等を配置したリストの例を
示す図。
【図８】無線ＬＡＮ対応入力機器の組み合わせの一例を示す図。
【図９】無線ＬＡＮ対応入力機器およびディスプレイ装置の電源が投入された際に実行さ
れる処理の流れを示すフローチャート。
【図１０】入出力機器管理用サーバが図９の情報を受け取った際に実行する処理の流れを
示すフローチャートである。。
【図１１】ディスプレイ装置が待機時に行う処理の流れを示すフローチャート。
【図１２】入出力機器管理用サーバが各機器の信号強度と識別子とを通知された際に実行
する処理の流れを示すフローチャート。
【図１３】入出力機器管理用サーバが待機中の無線ＬＡＮ対応入力機器から信号入力があ
ったときに行う処理の流れを示すフローチャート。
【符号の説明】
【００５８】
１１：入出力機器管理用サーバ（管理装置）
１２、１３：アクセスポイント
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１４、１７：ディスプレイ装置（出力装置）
１５：無線ＬＡＮ対応キーボード（入力装置）
１６、１８：無線ＬＡＮ対応マウス（入力装置）
２１：通信部
２２：記憶装置
２３：アプリケーション処理実行部
２４、３３：制御部
３２：表示部
３３：無線ＬＡＮ通信部

【図１】 【図２】
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