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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報表示装置を介して表示装置に情報を表示させる情報端末装置であって、
　前記情報表示装置と無線接続が確立される前に、前記情報表示装置から、前記情報表示
装置と前記情報端末装置とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報
を含む信号をＳＳＩＤビーコンを利用して受信し、当該受信した信号を解析し、前記無線
ネットワーク情報を取得する第１の信号解析部と、
　前記表示装置に表示させる情報を含む信号を生成し、前記情報表示装置に、当該生成し
た信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して送信する第１の信号生成部と、
　前記無線ネットワーク情報を用いて、前記情報表示装置に無線接続を要求するネットワ
ーク接続部とを備え、
　前記第１の信号生成部は、前記情報表示装置と無線接続が確立されるまでの間、無線接
続の進捗状況を前記ＳＳＩＤビーコンに含めて前記情報表示装置に送信することを特徴と
する、情報端末装置。
【請求項２】
　前記第１の信号生成部は、前記情報表示装置との無線接続が失敗したと判断した場合に
、無線接続が失敗した旨を前記ＳＳＩＤビーコンに含めて、前記情報表示装置に送信する
ことを特徴とする、請求項１に記載の情報端末装置。
【請求項３】
　前記情報端末装置は、
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　前記無線接続の失敗を検出する接続状況検出部と、
　前記無線接続の進捗状況から前記無線接続の失敗原因を特定する原因特定部と、
　前記無線接続の失敗原因に対する解決方法を提示する解決方法提示部とをさらに備える
、請求項１に記載の情報端末装置。
【請求項４】
　無線接続の対象となる前記情報表示装置と、前記表示装置とが複数台存在する場合、
　前記第１の信号生成部は、前記複数台の表示装置に表示させる情報を含む信号を生成し
、前記複数台の情報表示装置に、当該生成した信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して送
信し、前記複数台の情報表示装置との無線接続に関する情報を、前記複数台の表示装置に
表示させる、請求項１に記載の情報端末装置。
【請求項５】
　情報端末装置から受信した情報を表示装置に表示させる情報表示装置であって、
　前記情報端末装置と無線接続が確立される前に、前記情報表示装置と前記情報端末装置
とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報を生成すると共に、前記
情報端末装置からの無線接続要求を処理するネットワーク生成部と、
　前記無線ネットワーク情報を含む信号を生成し、当該生成した信号をＳＳＩＤビーコン
を利用して周囲に送信する第２の信号生成部と、
　前記情報端末装置から信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して受信し、当該受信した信
号を解析し、前記表示装置に表示させる情報を取得する第２の信号解析部と、
　前記取得した情報を前記表示装置に表示させる表示部とを備え、
　前記第２の信号解析部は、前記情報端末装置との無線接続が確立されるまでの間、前記
情報端末装置から無線接続の進捗状況を含む前記ＳＳＩＤビーコンを受信し、
　前記表示部は、前記受信した無線接続の進捗状況を前記表示装置に表示させることを特
徴とする、情報表示装置。
【請求項６】
　前記第２の信号解析部は、前記情報端末装置からの無線接続の進捗状況が所定時間変化
しない場合に、無線接続が失敗したと判断し、
　前記表示部は、前記無線接続が失敗したことを前記表示装置に表示させることを特徴と
する、請求項５に記載の情報表示装置。
【請求項７】
　前記第２の信号解析部は、前記情報端末装置から前記無線接続の失敗原因に対する解決
方法を含む信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して受信し、
　前記表示部は、当該受信した失敗原因に対する解決方法を、前記表示装置に表示させる
ことを特徴とする、請求項５に記載の情報表示装置。
【請求項８】
　無線接続の対象となる前記情報端末装置が複数台存在する場合、
　前記第２の信号解析部は、前記複数台の情報端末装置から無線接続に関する情報を前記
ＳＳＩＤビーコンを利用して受信し、
　前記表示部は、前記複数台の情報端末装置の無線接続に関する情報を、前記表示装置に
表示させる、請求項５に記載の情報表示装置。
【請求項９】
　前記情報表示装置は、前記表示装置に情報を表示するプロジェクタであることを特徴と
する、請求項５に記載に情報表示装置。
【請求項１０】
　情報端末装置が情報表示装置を介して表示装置に情報を表示させる、前記情報端末装置
と前記情報表示装置とから構成される無線ネットワークシステムであって、
　前記情報端末装置は、
　　前記情報表示装置と無線接続が確立される前に、前記情報表示装置から、前記情報表
示装置と前記情報端末装置とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情
報を含む信号をＳＳＩＤビーコンを利用して受信し、当該受信した信号を解析し、前記無
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線ネットワーク情報を取得する第１の信号解析部と、
　　前記表示装置に表示させる情報を含む信号を生成し、前記情報表示装置に、当該生成
した信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して送信する第１の信号生成部と、
　　前記無線ネットワーク情報を用いて、前記情報表示装置に無線接続を要求するネット
ワーク接続部とを備え、
　前記第１の信号生成部は、前記情報表示装置と無線接続が確立されるまでの間、無線接
続の進捗状況を前記ＳＳＩＤビーコンに含めて前記情報表示装置に送信し、
　前記情報表示装置は、
　　前記情報端末装置と無線接続が確立される前に、前記無線ネットワーク情報を生成す
ると共に、前記情報端末装置からの無線接続要求を処理するネットワーク生成部と、
　　前記無線ネットワーク情報を含む信号を生成し、当該生成した信号を前記ＳＳＩＤビ
ーコンを利用して周囲に送信する第２の信号生成部と、
　　前記情報端末装置から信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して受信し、当該受信した
信号を解析し、前記表示装置に表示させる情報を取得する第２の信号解析部と、
　　前記取得した情報を前記表示装置に表示させる表示部とを備え、
　前記第２の信号解析部は、前記情報端末装置との無線接続が確立されるまでの間、前記
情報端末装置から無線接続の進捗状況を含む前記ＳＳＩＤビーコンを受信し、
　前記表示部は、当該受信した無線接続の進捗状況を前記表示装置に表示させることを特
徴とする、無線ネットワークシステム。
【請求項１１】
　情報表示装置を介して表示装置に情報を表示させる、情報端末装置が実施する方法であ
って、
　前記情報表示装置と無線接続が確立される前に、前記情報表示装置から、前記情報表示
装置と前記情報端末装置とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報
を含む信号をＳＳＩＤビーコンを利用して受信するステップと、
　前記情報表示装置から受信した信号を解析し、前記無線ネットワーク情報を取得するス
テップと、
　前記表示装置に表示させる情報を含む信号を生成し、前記情報表示装置に、当該生成し
た信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して送信するステップと、
　前記無線ネットワーク情報を用いて、前記情報表示装置に無線接続を要求するステップ
とを実施し、
　前記送信するステップでは、前記情報表示装置と無線接続が確立されるまでの間、無線
接続の進捗状況を前記ＳＳＩＤビーコンに含めて前記情報表示装置に送信する、方法。
【請求項１２】
　情報端末装置から受信した情報を表示装置に表示させる、情報表示装置が実施する方法
であって、
　前記情報端末装置と無線接続が確立される前に、前記情報表示装置と前記情報端末装置
とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報を生成するステップと、
　前記無線ネットワーク情報を含む信号を生成し、当該生成した信号をＳＳＩＤビーコン
を利用して周囲に送信するステップと、
　前記情報端末装置から信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して受信するステップと、
　前記情報端末装置から受信した信号を解析し、前記表示装置に表示させる情報を取得す
るステップと、
　前記取得した情報を前記表示装置に表示させるステップと、
　前記情報端末装置からの無線接続要求を処理するステップと
を実施し、
　前記受信するステップでは、前記情報端末装置との無線接続が確立されるまでの間、前
記情報端末装置から無線接続の進捗状況を含む前記ＳＳＩＤビーコンを受信し、
　前記表示させるステップでは、前記受信した無線接続の進捗状況を前記表示装置に表示
させる、方法。
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【請求項１３】
　情報表示装置を介して表示装置に情報を表示させる、情報端末装置が実行するプログラ
ムを格納した記憶媒体であって、
　前記情報表示装置と無線接続が確立される前に、前記情報表示装置から、前記情報表示
装置と前記情報端末装置とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報
を含む信号をＳＳＩＤビーコンを利用して受信するステップと、
　前記情報表示装置から受信した信号を解析し、前記無線ネットワーク情報を取得するス
テップと、
　前記表示装置に表示させる情報を含む信号を生成し、前記情報表示装置に、当該生成し
た信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して送信するステップと、
　前記無線ネットワーク情報を用いて、前記情報表示装置に無線接続を要求するステップ
とを実行し、
　前記送信するステップでは、前記情報表示装置と無線接続が確立されるまでの間、無線
接続の進捗状況を前記ＳＳＩＤビーコンに含めて前記情報表示装置に送信する、プログラ
ムを格納した記憶媒体。
【請求項１４】
　情報端末装置から受信した情報を表示装置に表示させる、情報表示装置が実行するプロ
グラムを記憶した記憶媒体であって、
　前記情報端末装置と無線接続が確立される前に、前記情報表示装置と前記情報端末装置
とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報を生成するステップと、
　前記無線ネットワーク情報を含む信号を生成し、当該生成した信号をＳＳＩＤビーコン
を利用して周囲に送信するステップと、
　前記情報端末装置から信号を前記ＳＳＩＤビーコンを利用して受信するステップと、
　前記情報端末装置から受信した信号を解析し、前記表示装置に表示させる情報を取得す
るステップと、
　前記取得した情報を前記表示装置に表示させるステップと、
　前記情報端末装置からの無線接続要求を処理するステップとを実行し、
　前記受信するステップでは、前記情報端末装置との無線接続が確立されるまでの間、前
記情報端末装置から無線接続の進捗状況を含む前記ＳＳＩＤビーコンを受信し、
　前記表示させるステップでは、前記受信した無線接続の進捗状況を前記表示装置に表示
させる、プログラムを記憶した記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ネットワークを介して接続される情報端末装置と情報表示装置とを備え
た無線ネットワークシステムにおいて、無線接続を確立する前に情報端末装置の接続処理
の進捗状況を、情報表示装置を介して、表示装置に表示させる無線ネットワークシステム
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ネットワークが普及し、オフィスや学校等の多くの場所でネットワーク（無
線ＬＡＮ等）が構築されている。また、この無線ネットワークを利用して、プレゼンテー
ション資料を、その資料を保存している機器とは別の機器に無線で転送して発表を行う会
議等の機会が多くなっている。しかし、上記機器間で無線接続をする際に、機器にインス
トールされているソフトウェアにより、セキュリティを高めるために通信を制限されたり
する場合があり、無線接続が失敗する可能性があった。
【０００３】
　無線接続に関して、何らかの不具合が発生し、無線接続が失敗した場合に、不具合の原
因を推測して、その対処方法を利用者に通知するネットワーク接続診断プログラムが開示
されている（例えば、特許文献１）。特許文献１に記載の発明では、ネットワーク診断プ
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ログラムは、有線ＬＡＮデバイス及び無線ＬＡＮデバイスそれぞれのネットワーク接続に
関する問題の発生を検出したとき、問題の発生箇所と対応策とを示すメッセージを表示す
る。これにより、ユーザに対してネットワーク接続に関する問題を解決するためのヒント
を提供していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２３４３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来のネットワーク接続診断システムは、パソコンから取得可能な
情報（無線スイッチのＯＦＦ等）に起因する接続不具合の原因を特定可能としたが、ファ
イアウォール等のソフトウェアに起因する不具合は特定できないといった問題点を有して
いた。この場合、接続不具合の原因と想定される項目に対する解決方法を全てユーザに提
示せざるを得ず、ユーザは接続不具合の解決に必要以上の手間を要していた。また、接続
確立までは一切進捗状況が分からないため、ユーザは接続状況に対して不安感を抱えると
いった問題点も有していた。
【０００６】
　それ故に、本発明は、上記問題点を解決するために、無線接続が確立される前に認識可
能なＳＳＩＤビーコン等の信号を用いて、無線接続確立前に情報端末装置と情報表示装置
との間で無線接続に関する情報を交換し、無線接続が確立するまでの状況をユーザに提示
することができる情報端末装置、情報表示装置、及び無線ネットワークシステムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、情報表示装置を介して表示装置に情報を表示させる情報端末装置に向けられ
ている。そして、上記目的を達成するために、本発明の情報端末装置は、情報表示装置と
無線接続が確立される前に、情報表示装置から、情報表示装置と情報端末装置とが無線接
続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報を含む信号を受信し、当該受信した
信号を解析し、無線ネットワーク情報を取得する第１の信号解析部と、表示装置に表示さ
せる情報を含む信号を生成し、情報表示装置に送信する第１の信号生成部と、無線ネット
ワーク情報を用いて、情報表示装置に無線接続を要求するネットワーク接続部とを備える
。
【０００８】
　また、本発明は、情報端末装置から受信した情報を表示装置に表示させる情報表示装置
にも向けられている。そして、上記目的を達成するために、本発明の情報表示装置は、情
報端末装置と無線接続が確立される前に、情報表示装置と情報端末装置とが無線接続を確
立するために用いられる無線ネットワーク情報を生成すると共に、情報端末装置からの無
線接続要求を処理するネットワーク生成部と、無線ネットワーク情報を含む信号を生成し
、周囲に送信する第２の信号生成部と、情報端末装置から信号を受信し、当該受信した信
号を解析し、表示装置に表示させる情報を取得する第２の信号解析部と、取得した情報を
表示装置に表示させる表示部とを備える。
【０００９】
　また、本発明は、情報端末装置が情報表示装置を介して表示装置に情報を表示させる、
情報端末装置と情報表示装置とから構成される無線ネットワークシステムにも向けられて
いる。そして、上記目的を達成するために、本発明の無線ネットワークシステムにおいて
、情報端末装置は、情報表示装置と無線接続が確立される前に、情報表示装置から、情報
表示装置と情報端末装置とが無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報
を含む信号を受信し、当該受信した信号を解析し、無線ネットワーク情報を取得する第１
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の信号解析部と、表示装置に表示させる情報を含む信号を生成し、情報表示装置に送信す
る第１の信号生成部と、無線ネットワーク情報を用いて、情報表示装置に無線接続を要求
するネットワーク接続部とを備える。また、情報表示装置は、情報端末装置と無線接続が
確立される前に、無線ネットワーク情報を生成すると共に、情報端末装置からの無線接続
要求を処理するネットワーク生成部と、無線ネットワーク情報を含む信号を生成し、周囲
に送信する第２の信号生成部と、情報端末装置から信号を受信し、当該受信した信号を解
析し、表示装置に表示させる情報を取得する第２の信号解析部と、取得した情報を表示装
置に表示させる表示部とを備える。
【００１０】
　また、上述した情報端末装置が備える、第１の信号解析部、第１の信号生成部、及びネ
ットワーク接続部が行うそれぞれの処理は、情報表示装置を介して表示装置に情報を表示
させる、情報端末装置が実施する方法としても捉えることができる。上記方法は、情報表
示装置と無線接続が確立される前に、情報表示装置から、情報表示装置と情報端末装置と
が無線接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報を含む信号を受信するステ
ップと、情報表示装置から受信した信号を解析し、無線ネットワーク情報を取得するステ
ップと、表示装置に表示させる情報を含む信号を生成し、情報表示装置に送信するステッ
プと、無線ネットワーク情報を用いて、情報表示装置に無線接続を要求するステップとを
実施する。
【００１１】
　また、上述した情報表示装置が備える、ネットワーク生成部、第２の信号生成部、第２
の信号解析部、及び表示部が行うそれぞれの処理は、情報端末装置から受信した情報を表
示装置に表示させる、情報表示装置が実施する方法としても捉えることができる。上記方
法は、情報端末装置と無線接続が確立される前に、情報表示装置と情報端末装置とが無線
接続を確立するために用いられる無線ネットワーク情報を生成するステップと、無線ネッ
トワーク情報を含む信号を生成し、周囲に送信するステップと、情報端末装置から信号を
受信するステップと、情報端末装置から受信した信号を解析し、表示装置に表示させる情
報を取得するステップと、取得した情報を表示装置に表示させるステップと、情報端末装
置からの無線接続要求を処理するステップとを実施する。
【００１２】
　好ましくは、情報端末装置が実施する方法、及び情報表示装置が実施する方法は、一連
の処理手順をＣＰＵに実行させるためのプログラムの形式で提供される。このプログラム
は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のように、本発明に係る情報端末装置及び情報表示装置は、情報表示装置と無線接
続が確立される前に認識可能なＳＳＩＤ等の信号に、情報表示装置との無線接続に関する
情報を含ませることにより、接続処理の状況を表示装置に表示することが可能となる。こ
れにより、ユーザが無線接続が確立するまでの状況を把握できるようになる。また、情報
端末装置が、接続処理の進捗状況を段階的にＳＳＩＤ等の信号に含めて情報表示装置に送
信することによって、ユーザが無線接続が確立するまでの進捗状況を段階的に把握できる
ようになる。
【００１４】
　また、情報表示装置が情報端末装置から受信した接続処理の状況を解析することで、接
続失敗を検知した場合には、表示装置に接続が失敗した旨を表示することができる。これ
により、ユーザが接続に失敗したことをすぐに把握できるようになる。また、情報表示装
置から情報端末装置に接続失敗した旨をフィードバックすることで、接続処理のどの段階
で失敗したのかを情報端末装置で把握することが可能となる。これにより、接続失敗の原
因の特定が容易となり、ユーザに対して的確な問題解決方法を提示することができるよう
になる。
【００１５】
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　本発明のこれらおよび他の目的、特徴、局面、効果は、添付図面と照合して、以下の詳
細な説明から一層明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線ネットワークシステムの構成図
【図２】本発明の実施の形態１に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の構成
例を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の動作
の一例を示すフローチャート
【図４】本発明の実施の形態２に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の動作
の一例を示すフローチャート
【図５】本発明の実施の形態３に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の動作
の一例を示すフローチャート
【図６】本発明の実施の形態４に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の構成
例を示すブロック図
【図７Ａ】本発明の実施の形態４に係る情報端末装置１００ａ及び情報表示装置２００の
動作の一例を示すフローチャート
【図７Ｂ】本発明の実施の形態４に係る情報端末装置１００ａ及び情報表示装置２００の
動作の一例を示すフローチャート
【図８】本発明の実施の形態５に係る無線ネットワークシステムの構成図
【図９】本発明の実施の形態５に係る無線ネットワークシステムの動作の一例を示すフロ
ーチャート
【図１０】本発明の実施の形態６に係る無線ネットワークシステムの構成図
【図１１】本発明の実施の形態６に係る無線ネットワークシステムの動作の一例を示すフ
ローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施
の形態では、情報端末装置にパソコンを、情報表示装置にプロジェクタを用いて説明する
が、これに限られるものではない。情報端末装置は、パソコンでなくても、情報表示装置
と無線接続できる装置であれば、どのような装置であっても構わない。また、情報表示装
置は、プロジェクタでなくても、情報端末装置と無線接続でき、表示装置に情報を表示す
ることができる装置であれば、どのような装置であっても構わない。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る無線ネットワークシステムの構成図である。図１
において、無線ネットワークシステムは、パソコンに代表される情報端末装置１００と、
プロジェクタに代表される情報表示装置２００とで構成される。情報端末装置１００と情
報表示装置２００とは、無線ＬＡＮ等で構成される無線ネットワークを介して接続される
。情報表示装置２００は、外部に設置された表示装置４００に情報を表示する。なお、情
報表示装置２００は、表示装置４００を内蔵するものであってもよい。
【００１９】
　情報端末装置１００と情報表示装置２００とは、信号Ａ３０１と、信号Ｂ３０２とをＳ
ＳＩＤビーコンを利用して送受信する。なお、情報端末装置１００と情報表示装置２００
とは、信号Ａ３０１と信号Ｂ３０２とをＳＳＩＤビーコン以外の信号を用いて送受信して
もよい。例えば、情報端末装置１００と情報表示装置２００とは、無線接続を確立する前
に認識可能であり、信号Ａ３０１と信号Ｂ３０２とを含めることが可能な信号であれば、
ＳＳＩＤビーコンの代わりに利用することができる。
【００２０】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の構
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成例を示すブロック図である。図２において、情報端末装置１００は、第１の信号解析部
１０１、第１の信号生成部１０２、及びネットワーク接続部１０３を備える。第１の信号
解析部１０１は、ＳＳＩＤビーコンに含まれる信号Ｂ３０２を解析して、情報表示装置２
００が生成した無線ネットワーク情報を得る。無線ネットワーク情報については後述する
。第１の信号生成部１０２は、第１の信号解析部１０１で得られた情報、及び情報端末装
置１００のユーザ情報（例えば、ユーザ名やアドレス情報等の情報端末装置１００の利用
者を特定可能な情報）等に基づいて、表示装置４００に表示させる情報を含む信号Ａ３０
１を生成する。ネットワーク接続部１０３は、情報表示装置２００に無線接続を要求する
。
【００２１】
　図２において、情報表示装置２００は、ネットワーク生成部２０１、第２の信号生成部
２０２、第２の信号解析部２０３、及び表示部２０４を備える。ネットワーク生成部２０
１は、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）等に代表される無線ネットワーク情報を生成
する。また、ネットワーク生成部２０１は、情報端末装置１００からの無線接続要求を処
理する。第２の信号生成部２０２は、ネットワーク生成部２０１が生成した無線ネットワ
ーク情報と、情報表示装置２００に関する情報（例えば、情報表示装置２００のＩＰアド
レス等）とに基づいて、信号Ｂ３０２を生成する。第２の信号解析部２０３は、情報端末
装置１００が生成した信号Ａ３０１を解析する。表示部２０４は、情報端末装置１００か
ら受信した情報を表示装置４００に表示する。
【００２２】
　無線ネットワークシステムにおいて、情報表示装置２００が生成した無線ネットワーク
情報に、情報端末装置１００から無線接続を行う。本発明では、無線接続が確立される前
に、情報表示装置２００が、情報端末装置１００から受信した情報を表示装置４００に表
示する。その際の情報端末装置１００と情報表示装置２００との動作について、図３のフ
ローチャートを用いて説明する。
【００２３】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の動
作の一例を示すフローチャートである。情報表示装置２００において、ネットワーク生成
部２０１は、無線ネットワーク情報を生成する（ステップＳ３１）。ここで生成される無
線ネットワーク情報は、情報端末装置１００と情報表示装置２００との間で無線接続を確
立するために用いられる情報であり、本実施の形態ではＳＳＩＤが生成されるものとする
。ＳＳＩＤには、最大３２文字までの英数字を任意に設定することができるため、情報を
文字列として含めることが可能である。ネットワーク生成部２０１で生成されるＳＳＩＤ
には、文字列の中に情報表示装置２００の固有識別子（シリアルナンバーやＭＡＣアドレ
ス等の装置毎に割り当てられるユニークなＩＤ）、アドレス情報、及び無線チャンネル情
報等が含まれる。また、上記以外にも３２文字以内の情報であれば、ＳＳＩＤに含めるこ
とが可能である。
【００２４】
　第２の信号生成部２０２は、ステップＳ３１で生成されたＳＳＩＤを含む信号Ｂ３０２
を生成して、周囲に送信する（ステップＳ３２）。信号Ｂ３０２は、情報端末装置１００
と情報表示装置２００との無線接続が確立される前に、情報端末装置１００に認識される
必要があり、本実施の形態では上述したようにＳＳＩＤビーコンを利用している。
【００２５】
　情報端末装置１００は、ステップＳ３２で送信された信号Ｂ３０２を、第１の信号解析
部１０１で解析することにより、信号Ｂ３０２からＳＳＩＤに含まれる情報を取得する（
ステップＳ３３）。ここでＳＳＩＤに含まれる情報とは、ＳＳＩＤの文字列に含まれてい
る情報であり、本実施の形態では、情報表示装置２００の固有識別子、アドレス情報、及
び無線チャンネル情報等である。
【００２６】
　情報端末装置１００は、情報表示装置２００の固有識別子や、表示装置４００に表示さ
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せる情報などを文字列情報として含むＳＳＩＤを、第１の信号生成部１０２で生成される
信号Ａ３０１によって周囲に送信する（ステップＳ３４）。本実施の形態では、信号Ｂ３
０２と同様に、ＳＳＩＤビーコンを利用して信号Ａ３０１を送信する。なお、表示装置４
００に表示させる情報としては、情報端末装置１００のユーザ情報（例えば、ユーザ名や
アドレス情報等の情報端末装置１００の利用者を特定可能な情報）や、伝送情報（例えば
、無線接続の進捗情報）等が挙げられる。
【００２７】
　情報表示装置２００は、ステップＳ３４で送信された信号Ａ３０１を、第２の信号解析
部２０３で解析することにより、信号Ａ３０１からＳＳＩＤに含まれる情報を得ることが
できる（ステップＳ３６）。本実施の形態では、情報表示装置２００は、ＳＳＩＤの文字
列情報に含まれる情報の一つである情報表示装置２００の固有識別子が、自分と同じ固有
識別子である場合、自分宛の情報であると判断して、ＳＳＩＤの文字列情報を次のステッ
プに渡す。情報表示装置２００は、固有識別子が自分の固有識別子と異なる場合には、自
分宛でないと判断してＳＳＩＤの文字列情報を破棄する。
【００２８】
　情報表示装置２００は、ステップＳ３６で取得したＳＳＩＤの文字列情報を、表示部２
０４を用いて、表示装置４００に表示する（ステップＳ３７）。
【００２９】
　次に、情報端末装置１００は、ステップＳ３３で取得したＳＳＩＤに対して、ネットワ
ーク接続部１０３から無線接続処理を要求する（ステップＳ３５）。なお、情報端末装置
１００は、ステップＳ３６、ステップＳ３７よりも先に、ステップＳ３５の無線接続を開
始してもよいが、無線接続が確立されるまでには時間を要するため、ステップＳ３６、ス
テップＳ３７が先に実施される。
【００３０】
　情報表示装置２００は、情報端末装置１００からの無線接続要求を処理する。ステップ
Ｓ３５で無線接続を開始してから任意の時間経過後に、無線接続が正常に動作する場合、
情報端末装置１００と情報表示装置２００との間で、無線接続が確立される（ステップＳ
３１００）。なお、本実施の形態において、情報端末装置１００と情報表示装置２００と
は、無線接続処理を要求するまでの動作（すなわち、ステップＳ３１～３４、Ｓ３６、Ｓ
３７の動作）については、赤外線等の通信部を用いて実現するものであってもよい。
【００３１】
　このように、本実施の形態に係る無線ネットワークシステムでは、情報端末装置１００
と情報表示装置２００との間で無線接続が確立される前に、情報端末装置１００が特定の
情報（例えば、情報端末装置１００のユーザ情報等）を情報表示装置２００へ伝送し、表
示装置４００に表示させることができる。
【００３２】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る発明は、情報端末装置１００の接続処理の進捗状況を情報
表示装置２００を介して、表示装置４００から段階的に表示できる点が実施の形態１と異
なる。実施の形態２に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の構成は、実施の
形態１と同様であるので、図２を援用して説明を省略する。以下、実施の形態２に係る情
報端末装置１００及び情報表示装置２００の動作について、実施の形態１との違いを中心
に説明する。
【００３３】
　図４は、本発明の実施の形態２に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の動
作を示すフローチャートである。図４において、ステップＳ４１、Ｓ４２、Ｓ４３は、実
施の形態１のステップＳ３１、Ｓ３２、Ｓ３３と同じであるため説明を省略する。
【００３４】
　ステップＳ４４において、情報端末装置１００は、ステップＳ４３で取得した情報であ
る情報表示装置２００の固有識別子と、情報端末装置１００のユーザ情報と、伝送情報と
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して現在の情報端末装置の無線接続の進捗状況を文字列情報として含むＳＳＩＤを、第１
の信号生成部１０２が生成する信号Ａ３０１によって周囲に送信する。ここでは、情報端
末装置１００の無線接続の進捗状況を「無線接続開始」とする。
【００３５】
　情報表示装置２００は、ステップＳ４４で送信された信号Ａ３０１を、第２の信号解析
部２０３で解析することにより、信号Ａ３０１に含まれるＳＳＩＤから、情報端末装置１
００の無線接続の進捗状況「無線接続開始」と、情報端末装置１００のユーザ情報とを取
得する（ステップＳ４６）。ここでも、実施の形態１と同様に、情報表示装置２００は、
ＳＳＩＤの文字列情報に含まれる情報の一つである情報表示装置２００の固有識別子が、
自分宛の情報であるか否かを判断して、次のステップに渡すか破棄するかを決める。固有
識別子が異なる場合には、自分宛でないと判断してＳＳＩＤの文字列情報を破棄する。
【００３６】
　情報表示装置２００は、ステップＳ４６で取得した情報端末装置１００の無線接続の進
捗状況「無線接続開始」を、情報端末装置１００のユーザ情報と関連付けて表示部２０４
を介して表示装置４００に表示する（ステップＳ４７）。
【００３７】
　次に、情報端末装置１００は、ステップＳ４３で取得したＳＳＩＤに対して、ネットワ
ーク接続部１０３から無線接続処理を要求する（ステップＳ４５）。無線接続処理におい
て、情報端末装置１００は、まず物理層レベルで情報表示装置２００と通信し、次にＩＰ
レベルで情報表示装置２００と通信する。ステップＳ４８の段階では、情報端末装置１０
０は、ＩＰアドレス情報の設定を開始した段階にあるものとする。この際に、情報端末装
置１００の無線接続の進捗状況は、「ＩＰアドレス情報設定開始」とすることができる。
【００３８】
　情報端末装置１００は、ステップＳ４４での処理と同様に、情報表示装置２００の固有
識別子と、情報端末装置１００のユーザ情報と、伝送情報として、情報端末装置１００の
現在の無線接続の進捗状況を文字列情報として含むＳＳＩＤを、第１の信号生成部１０２
が生成する信号Ａ３０１によって周囲に送信する（ステップＳ４８）。ここでは、情報端
末装置１００の無線接続の進捗状況を「ＩＰアドレス情報設定開始」とする。
【００３９】
　情報表示装置２００は、ステップＳ４８で送信された信号Ａ３０１を、第２の信号解析
部２０３で解析することにより、信号Ａ３０１に含まれるＳＳＩＤから、情報端末装置１
００の無線接続の進捗状況「ＩＰアドレス情報設定開始」と、情報端末装置１００のユー
ザ情報を取得することができる（ステップＳ４９）。ここでも、実施の形態１と同様に、
情報表示装置２００は、ＳＳＩＤの文字列情報に含まれる情報の一つである情報表示装置
２００の固有識別子が、自分宛の情報であるか否かを判断して、次のステップに渡すか破
棄するかを決める。
【００４０】
　情報表示装置２００は、ステップＳ４９で取得した情報端末装置１００の無線接続の進
捗状況「ＩＰアドレス情報設定開始」を、情報端末装置１００のユーザ情報と関連付けて
、表示部２０４から表示装置４００に表示する（ステップＳ４１０）。
【００４１】
　ステップＳ４５で無線接続処理を開始してから任意の時間経過後に、無線接続処理が正
常に動作する場合、情報端末装置１００と情報表示装置２００間で、無線接続が確立され
る（ステップＳ４１００）。
【００４２】
　このように、本実施の形態に係る無線ネットワークシステムによれば、情報端末装置１
００で生成される信号Ａ３０１に含まれるＳＳＩＤの文字列情報に、現在の情報端末装置
１００の無線接続の進捗状況を含めることにより、情報表示装置２００の表示部２０４を
介して、表示装置４００に無線接続の進捗状況を表示させることが可能となる。
【００４３】
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　また、本実施の形態では、ＳＳＩＤの文字列情報に含まれる現在の情報端末装置１００
の無線接続の進捗状況に、「無線接続開始」と「ＩＰアドレス情報設定開始」の２段階を
適用しているが、この段階を増やすことにより、更に細かく無線接続の進捗状況を段階的
に表示することが可能である。
【００４４】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３に係る発明は、無線接続に失敗した場合に、接続に失敗した旨を
表示装置４００に表示する点が、実施の形態１～２と異なる。実施の形態３に係る情報端
末装置１００及び情報表示装置２００の構成は、実施の形態１と同様であるので、図２を
援用して説明を省略する。以下、実施の形態３に係る情報端末装置１００及び情報表示装
置２００の動作について、実施の形態１～２との違いを中心に説明する。
【００４５】
　図５は、本発明の実施の形態３に係る情報端末装置１００及び情報表示装置２００の動
作の一例を示すフローチャートである。図５において、ステップＳ５１、Ｓ５２、Ｓ５３
、Ｓ５４、Ｓ５５、Ｓ５６、Ｓ５７は、実施の形態２のステップＳ４１、Ｓ４２、Ｓ４３
、Ｓ４４、Ｓ４５、Ｓ４６、Ｓ４７と同じであるため説明を省略する。
【００４６】
　ステップＳ５８において、無線接続処理において何らかの問題が発生したものとする。
ステップＳ５８で問題が発生したため、情報端末装置１００は、ＩＰアドレス情報の設定
を開始することができず、情報端末装置１００の無線接続の進捗状況は「無線接続開始」
のままである。このため、定期的に送信されているＳＳＩＤビーコンに含まれるＳＳＩＤ
の文字列情報に含まれる無線接続の進捗状況が長時間「無線接続開始」のままとなる。従
って、ステップＳ５９において、情報端末装置１００は、ステップＳ５４と同じ無線接続
の進捗状況「無線接続開始」を信号Ａ３０１に含めて送信する。
【００４７】
　情報表示装置２００は、ステップＳ５９で送信された信号Ａ３０１を、第２の信号解析
部２０３で解析することで、信号Ａ３０１に含まれるＳＳＩＤから情報端末装置１００の
無線接続の進捗状況「無線接続開始」と、情報端末装置１００のユーザ情報を取得するこ
とができる（ステップＳ５１０）。
【００４８】
　情報表示装置２００は、ステップＳ５１０で取得した情報端末装置１００の無線接続の
進捗状況「無線接続開始」が、所定時間変化しない場合には、無線接続に失敗したと判断
して、情報端末装置１００のユーザ情報と関連付けて表示部２０４から「無線接続開始で
接続失敗」を表示する（ステップＳ５１１）。その後、情報端末装置１００と情報表示装
置２００とは、無線接続失敗により処理を完了する（ステップＳ５１００）。
【００４９】
　このように、本実施の形態に係る無線ネットワークシステムでは、情報端末装置１００
で生成される信号Ａ３０１に含まれるＳＳＩＤの文字列情報の無線接続の進捗状況が長時
間（所定時間）変化していない場合に、無線接続に失敗したと判断して、情報表示装置２
００の表示部２０４を介して、表示装置４００に接続失敗を表示させることが可能である
。
【００５０】
　また、本実施の形態では、無線接続の進捗状況が所定時間変化していない場合に、接続
に失敗したと判断しているが、情報端末装置１００で接続に失敗したと判断できる場合に
は、ＳＳＩＤの文字列に含まれる無線接続の進捗状況を「無線接続開始で接続失敗」とし
て、信号Ａ３０１で送信することで、情報表示装置２００の表示部２０４を介して、表示
装置４００に接続に失敗した旨を表示させることも可能である。
【００５１】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４に係る発明は、接続失敗原因に対する解決方法をユーザに提示す
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る点が実施の形態３と異なる。図６は、本発明の第４の実施の形態に係る情報端末装置１
００ａ及び情報表示装置２００の構成例を示すブロック図である。図６において、情報端
末装置１００ａは、第１の信号解析部１０１、第１の信号生成部１０２、ネットワーク接
続部１０３、接続状況検出部１０４、原因特定部１０５、及び解決方法提示部１０６を備
える。実施の形態４に係る情報端末装置１００ａにおいて、第１の信号解析部１０１、第
１の信号生成部１０２、及びネットワーク接続部１０３の動作は、実施の形態１～３と同
様であるので説明を省略する。また、実施の形態４に係る情報表示装置２００の構成は、
実施の形態１～３と同様であるので説明を省略する。
【００５２】
　情報端末装置１００ａにおいて、接続状況検出部１０４は、任意の入力手段を用いて表
示装置４００から無線接続の失敗を検出する。原因特定部１０５は、接続状況検出部１０
４から得られた情報を基に、接続失敗原因を特定する。解決方法提示部１０６は、原因特
定部１０５で特定された接続失敗原因に対する解決方法をユーザに提示する。
【００５３】
　以上のように構成された無線ネットワークシステムについて、本実施の形態では、表示
装置４００に「無線接続開始で接続失敗」と表示された場合に、その失敗原因の解決方法
をユーザに提示するまでの動作を、図７Ａのフローチャートを用いて以下に説明する。図
７Ａは、本発明の実施の形態４に係る情報端末装置１００ａ及び情報表示装置２００の動
作の一例を示すフローチャートである。なお、図７Ａにおいて、無線接続が失敗するまで
の動作は、実施の形態３と同様であるので説明を省略する。
【００５４】
　図７Ａを参照して、情報表示装置２００は、表示装置４００に「無線接続開始で接続失
敗」の文字列を表示する（ステップＳ７１）。このとき、情報表示装置２００は、接続が
失敗した段階に応じて、表示装置４００に表示する文字列の色を変えることや、表示位置
を変えてもよい。
【００５５】
　次に、情報端末装置１００ａにおいて、接続状況検出部１０４は、任意の入力手段を用
いて接続に失敗したことを表示装置４００に表示されている情報から検出する（ステップ
Ｓ７２）。ここで、任意の入力手段とは、表示装置４００に表示されている情報に対応し
た情報端末装置１００ａのボタンをユーザが押下する方法や、情報端末装置１００ａにカ
メラ等の撮影素子を取り付け、表示装置４００に表示されている情報を撮影して文字や色
を分析する方法等が挙げられる。このとき、接続状況検出部１０４は、情報端末装置１０
０ａのボタンを表示する色や位置を、表示装置４００に表示されている文字列の色や画面
上の位置と対応させることで、ユーザが表示装置４００に表示されている情報に対応した
ボタンを把握しやすくなる。
【００５６】
　情報端末装置１００ａは、接続状況検出部１０４より得た情報を基に、原因特定部１０
５によって失敗原因を特定する（ステップＳ７３）。ここで、原因特定部１０５は、接続
状況検出部１０４により接続に失敗した接続処理の段階を把握できれば、失敗原因を容易
に特定することが可能となる。例えば、本実施の形態では、表示装置４００に表示されて
いる文字列が「無線接続開始で接続失敗」となっているため、原因特定部１０５は、接続
処理の無線接続開始の段階で接続に失敗したと判断できる。従って、原因特定部１０５は
、無線接続開始の段階で設定を行う項目だけを調べることにより、失敗原因を特定するこ
とが可能となる。
【００５７】
　情報端末装置１００ａは、原因特定部１０５が特定した失敗原因を取得し、解決方法提
示部１０６によって失敗原因に対する解決方法をユーザに提示する（ステップＳ７４）。
ここで、失敗原因から解決方法を導き出す方法として、データベース等を用いて過去に生
じた同じ失敗原因に対する解決方法を利用する方法が挙げられる。例えば、本実施の形態
では、解決方法提示部１０６は、「無線接続開始で接続失敗」となっているため、過去に
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同じ接続処理の段階で失敗したケースと照らし合わせることにより、無線接続開始で設定
を行う項目に関する解決方法だけをユーザに提示することが可能である。
【００５８】
　なお、解決方法提示部１０６は、例えば、情報端末装置１００ａが備えるディスプレイ
（図示せず）に解決方法を表示することで、ユーザに解決方法を提示することができる。
また、解決方法提示部１０６は、ディスプレイに表示するのと同時に音声でユーザに解決
方法を提示してもよいし、ディスプレイに表示する代わりに音声だけでユーザに解決方法
を提示してもよい。
【００５９】
　また、図７Ｂに示すように、情報端末装置１００ａは、情報表示装置２００を介して、
表示装置４００に解決方法を提示してもよい。図７Ｂを参照して、解決方法提示部１０６
は、失敗原因に対する解決方法を第１の信号生成部１０２に通知する。第１の信号生成部
１０２は、ＳＳＩＤビーコンに含まれるＳＳＩＤの文字列情報に解決方法を含ませた信号
Ａ３０１を生成し、周囲に送信する（ステップＳ７５）。
【００６０】
　情報表示装置２００は、ステップＳ７５で送信された信号Ａ３０１を、第２の信号解析
部２０３で解析することにより、信号Ａ３０１に含まれるＳＳＩＤから、無線接続の失敗
原因に対する解決方法を取得する（ステップＳ７６）。情報表示装置２００は、ステップ
Ｓ７６で取得した無線接続の失敗原因に対する解決方法を、情報端末装置１００ａのユー
ザ情報と関連付けて表示部２０４を介して、表示装置４００に表示する（ステップＳ７７
）。
【００６１】
　このように、本実施の形態に係る無線ネットワークシステムでは、接続処理の失敗がど
の段階で発生したかを把握することにより、失敗原因の解決方法をユーザに的確に提示す
ることができる。
【００６２】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５に係る発明は、情報端末装置１００の接続処理の進捗状況を複数
台の情報表示装置２００を介して、複数台の表示装置４００から表示できる点が実施の形
態１～４と異なる。図８は、本発明の実施の形態５に係る無線ネットワークシステムの構
成図である。図８において、無線ネットワークシステムは、パソコンに代表される情報端
末装置１００と、プロジェクタに代表される複数台の情報表示装置２００とから構成され
る。複数台の情報表示装置２００は、外部に設置された複数台の表示装置４００に情報を
表示する。情報端末装置１００、及び情報表示装置２００の構成は、実施の形態１～４と
同様であるので、説明を省略する。
【００６３】
　無線ネットワークシステムにおいて、情報表示装置２００が生成した無線ネットワーク
情報に、情報端末装置１００から無線接続を行う。本発明では、無線接続が確立される前
に、情報端末装置１００の無線接続の進捗状況を、複数台の情報表示装置２００が複数台
の表示装置４００に表示する。その際の情報端末装置１００と、複数台の情報表示装置２
００との動作について、図９のフローチャートを用いて説明する。
【００６４】
　図９は、本発明の実施の形態５に係る無線ネットワークシステムの動作の一例を示すフ
ローチャートである。複数台の情報表示装置２００において、ネットワーク生成部２０１
は、無線ネットワーク情報を生成する（ステップＳ９１、９１'、９１''）。ここで生成
される無線ネットワーク情報は、本実施の形態ではＳＳＩＤとしており、情報表示装置２
００の台数分だけ存在する。
【００６５】
　第２の信号生成部２０２は、ステップＳ９１、Ｓ９１’、Ｓ９１’’で生成されたＳＳ
ＩＤを含む信号Ｂ３０２を生成して、周囲に送信する（ステップＳ９２、Ｓ９２’、Ｓ９
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２’’）。ここで生成される信号Ｂ３０２は、本実施の形態ではＳＳＩＤビーコンを利用
しており、情報表示装置２００の台数分だけ存在する。
【００６６】
　情報端末装置１００は、ステップＳ９２、Ｓ９２’、Ｓ９２’’で送信された信号Ｂ３
０２を、第１の信号解析部１０１で解析することにより、信号Ｂ３０２からＳＳＩＤに含
まれる情報を取得することができる（ステップＳ９３）。ここでＳＳＩＤに含まれる情報
とは、ＳＳＩＤの文字列に含まれている情報であり、本実施の形態では、情報表示装置２
００の台数分の固有識別子、アドレス情報、及び無線チャンネル情報等である。
【００６７】
　情報端末装置１００は、ステップＳ９３で取得した情報である、情報表示装置２００の
台数分の固有識別子と、情報端末装置１００のユーザ情報と、伝送情報（情報端末装置１
００の無線接続の進捗状況）とを文字列情報として含むＳＳＩＤを、第１の信号生成部１
０２により生成される信号Ａ３０１によって周囲に送信する（ステップＳ９４）。ここで
、ＳＳＩＤに含ませることができる情報は、３２文字となっているため、進捗状況を表示
させる情報表示装置２００の台数が多い場合、ＳＳＩＤに台数分の情報表示装置２００の
固有識別子を含むことができない場合がある。このような場合には、情報端末装置１００
は、ユーザ情報と伝送情報とは同じで、情報表示装置２００の固有識別子だけを変更した
別のＳＳＩＤを信号Ａ３０１によって送信する対応が考えられる。
【００６８】
　複数台の情報表示装置２００は、ステップＳ９４で送信された信号Ａ３０１を、第２の
信号解析部２０３で解析することにより、信号Ａ３０１からＳＳＩＤに含まれる情報を得
ることができる（ステップＳ９６、Ｓ９６’、Ｓ９６’’）。本実施の形態では、情報表
示装置２００は、ＳＳＩＤの文字列情報に含まれる複数台の情報表示装置２００の固有識
別子の中に、一つでも解析を実施した自分と同じ固有識別子が存在する場合、自分宛の情
報であると判断して、ＳＳＩＤの文字列情報を次のステップに渡す。情報表示装置２００
は、全ての固有識別子が解析を実施した自分の固有識別子と異なる場合には、自分宛でな
いと判断してＳＳＩＤの文字列情報を破棄する。
【００６９】
　情報表示装置２００は、ステップＳ９６、Ｓ９６’、Ｓ９６’’で取得したＳＳＩＤの
文字列情報を、表示部２０４を介して、表示装置４００に表示する（ステップＳ９７、Ｓ
９７’、Ｓ９７’’）。なお、ステップＳ９８は、ステップＳ９４と同様の処理であり、
ステップＳ９９，９９'、９９''及びステップＳ９１０，９１０'，９１０''は、ステップ
Ｓ９６、Ｓ９６’、Ｓ９６’’及びステップＳ９７、Ｓ９７’、Ｓ９７’’と同様の処理
であるので説明を省略する。
【００７０】
　ステップＳ９５で無線接続処理を開始してから任意の時間経過後に、無線接続処理が正
常に動作する場合、情報端末装置１００と、複数台の情報表示装置２００との間で、無線
接続が確立される（ステップＳ９１００）。
【００７１】
　このように、本実施の形態に係る無線ネットワークシステムは、情報端末装置１００と
、複数台の情報表示装置２００との間で無線接続が確立される前に、無線接続の進捗状況
を、複数台の情報表示装置２００と対応した複数台の表示装置４００に段階的に表示させ
ることができる。
【００７２】
　（実施の形態６）
　本発明の実施の形態６に係る発明は、複数台の情報端末装置１００の接続処理の進捗状
況を、一台の情報表示装置２００を介して、表示装置４００から表示する点が実施の形態
１～４と異なる。図１０は、本発明の実施の形態６に係る無線ネットワークシステムの構
成図である。図１０において、無線ネットワークシステムは、パソコンに代表される複数
台の情報端末装置１００と、プロジェクタに代表される一台の情報表示装置２００とから
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構成される。情報表示装置２００は、外部に設置された表示装置４００に情報を表示する
。情報端末装置１００、及び情報表示装置２００の構成は、実施の形態１～４と同様であ
るので、説明を省略する。
【００７３】
　無線ネットワークシステムは、情報表示装置２００が生成した無線ネットワーク情報に
、複数台の情報端末装置１００から無線接続を行う。本発明では、無線接続が確立される
前に、複数台の情報端末装置１００の無線接続の進捗状況を、一台の情報表示装置２００
を用いて、表示装置４００に表示する。その際の複数台の情報端末装置１００と、一台の
情報表示装置２００との動作について、図１１のフローチャートを用いて説明する。
【００７４】
　図１１は、本発明の実施の形態６に係る無線ネットワークシステムの動作の一例を示す
フローチャートである。情報表示装置２００において、ネットワーク生成部２０１は、無
線ネットワーク情報を生成する（ステップＳ１１１）。ここで生成される無線ネットワー
ク情報は、本実施の形態ではＳＳＩＤとしている。
【００７５】
　第２の信号生成部２０２は、ステップＳ１１１で生成されたＳＳＩＤを含んだ信号Ｂ３
０２を生成して、周囲に送信する（ステップＳ１１２）。ここで生成される信号Ｂ３０２
は、本実施の形態ではＳＳＩＤビーコンを利用している。
【００７６】
　複数台の情報端末装置１００は、ステップＳ１１２で送信された信号Ｂ３０２を、第１
の信号解析部１０１で解析することにより、信号Ｂ３０２からＳＳＩＤに含まれる情報を
取得する（ステップＳ１１３、Ｓ１１３’、Ｓ１１３’’）。ここでＳＳＩＤに含まれる
情報とは、ＳＳＩＤの文字列に含まれている情報である。
【００７７】
　複数台の情報端末装置１００は、ステップＳ１１３、Ｓ１１３’、Ｓ１１３’’で取得
した情報である、情報表示装置２００の固有識別子と、情報端末装置１００のユーザ情報
と、伝送情報（情報端末装置１００の無線接続の進捗状況）とを文字列情報として含むＳ
ＳＩＤを、第１の信号生成部１０２により生成される信号Ａ３０１によって周囲に送信す
る（ステップＳ１１４、Ｓ１１４’、Ｓ１１４’’）。
【００７８】
　情報表示装置２００は、ステップＳ１１４、Ｓ１１４’、Ｓ１１４’’で複数台の情報
端末装置１００から送信された信号Ａ３０１を、第２の信号解析部２０３で解析すること
により、信号Ａ３０１からＳＳＩＤに含まれる情報を取得する（ステップＳ１１６）。情
報表示装置２００は、ＳＳＩＤの文字列情報に含まれる情報の一つである情報表示装置２
００の固有識別子が、自分宛の情報であるか否かを判断して、次のステップに渡すか破棄
するかを決める。固有識別子が異なる場合には、自分宛でないと判断してＳＳＩＤの文字
列情報を破棄する。本実施の形態では、台数分の信号Ａ３０１を解析するため、台数分の
情報端末装置１００のユーザ情報と、伝送情報とが取得できる。
【００７９】
　情報表示装置２００は、ステップＳ１１６で取得したＳＳＩＤの文字列情報を、情報端
末装置１００の台数分だけ、表示部２０４を介して、表示装置４００に表示する（ステッ
プＳ１１７）。なお、ステップＳ１１８，１１８'，１１８''は、ステップＳ１１４，１
１４'，１１４''と同様の処理であり、ステップＳ１１９及びステップＳ１１１０は、ス
テップＳ１１６及びステップＳ１１７と同様の処理であるので説明を省略する。
【００８０】
　このように、本実施の形態に係る無線ネットワークシステムは、複数台の情報端末装置
１００の無線接続の進捗状況を、情報表示装置２００の表示部２０４を介して、表示装置
４００に表示することができる。
【００８１】
　なお、本発明の各実施の形態で述べた情報端末装置１００及び情報表示装置２００が行
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うそれぞれの処理手順は、記憶装置（ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク等）に格納された
上述した処理手順を実行可能な所定のプログラムデータが、ＣＰＵによって解釈実行され
ることで実現されてもよい。この場合、プログラムデータは、記憶媒体を介して記憶装置
内に導入されてもよいし、記憶媒体上から直接実行されてもよい。なお、記憶媒体は、Ｒ
ＯＭやＲＡＭやフラッシュメモリ等の半導体メモリ、フレキシブルディスクやハードディ
スク等の磁気ディスクメモリ、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤやＢＤ等の光ディスクメモリ、及び
メモリカード等をいう。また、記憶媒体は、電話回線や搬送路等の通信媒体を含む概念で
ある。
【００８２】
　また、本発明の各実施の形態において、情報端末装置１００及び情報表示装置２００を
構成する各機能ブロックは、典型的には、ＣＰＵ（又はプロセッサ）上で動作するプログ
ラムとして実現されるが、その機能の一部または全部を集積回路であるＬＳＩとして実現
してもよい。これらのＬＳＩは、個別に１チップ化されても良いし、一部又は全てを含む
ように１チップ化されても良い。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ
、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【００８３】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（ＦＩＥＬＤ　
ＰＲＯＧＲＡＭＭＡＢＬＥ　ＧＡＴＥ　ＡＲＲＡＹ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や
設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用しても良い。
【００８４】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【００８５】
　以上、本発明を詳細に説明してきたが、前述の説明はあらゆる点において本発明の例示
にすぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を逸脱することなく
種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、情報端末装置とプロジェクタ等に代表される情報表示装置との無線接続の進
捗状況等を、表示装置に表示させること等に有効である。
【符号の説明】
【００８７】
　１００　　情報端末装置
　１０１　　第１の信号解析部
　１０２　　第１の信号生成部
　１０３　　ネットワーク接続部
　２００　　情報表示装置
　２０１　　ネットワーク生成部
　２０２　　第２の信号生成部
　２０３　　第２の信号解析部
　２０４　　表示部
　３０１　　信号Ａ
　３０２　　信号Ｂ
　４００　　表示装置
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【図１０】 【図１１】
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