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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信するための無線通信部を備えたコンピュータに、
　一の機器が参加可能な第１の無線ネットワークに参加する第１の参加手順と、
　前記第１の無線ネットワークを介した無線通信により、前記一の機器から、前記一の機
器を識別するための識別情報を取得する第１の識別情報取得手順と、
　前記第１の識別情報取得手順にて取得した前記識別情報を記憶する第１の記憶手順と、
　前記コンピュータの操作者から入力される、第２の無線ネットワークにおけるセキュリ
ティ通信の設定内容を記憶する第２の記憶手順と、
　前記セキュリティ通信の設定内容を、前記第１の無線ネットワークを介した無線通信に
より、前記一の機器へ送信するセキュリティ設定内容送信手順と、
　前記第２の記憶手順にて記憶されたセキュリティ通信の設定内容を用いて、前記第２の
無線ネットワークへ参加する第２の参加手順と、
　前記第２の無線ネットワークを介した無線通信により、前記第２の無線ネットワークに
参加している複数の機器から、機器を識別するための識別情報を取得する第２の識別情報
取得手順と、
　前記複数の機器のうち、前記第１の記憶手順にて記憶した識別情報により識別される機
器を前記一の機器として特定する特定手順と、
　前記一の機器を前記コンピュータの利用対象に設定する対象設定手順と
　を実行させ、
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　前記対象設定手順として、
　前記コンピュータの操作者からの、前記第２の識別情報取得手順にて取得した識別情報
を選択する入力を受付け、選択された機器を前記コンピュータの利用対象として設定する
第１の設定手順と、
　前記特定手順が特定した一の機器を前記コンピュータの利用対象として設定する第２の
設定手順と、
　前記第１の記憶手順にて記憶した識別情報について判断する判断手順と、
　前記第１の記憶手順にて記憶した識別情報が前記第２の識別情報取得手順にて取得され
た、と前記判断手順にて判断した場合に、前記第２の設定手順の実行を制御し、前記第１
の記憶手順にて記憶した識別情報が前記第２の識別情報取得手順にて取得されなかった、
と前記判断手順にて判断した場合に、前記第１の設定手順の実行を制御する制御手順と、
　を実行させることを特徴とする無線接続設定プログラム。
【請求項２】
　前記コンピュータは、
　前記一の機器が、前記第２の無線ネットワークにおけるセキュリティ通信の設定内容を
受信していない状態で参加可能な無線ネットワークにおけるセキュリティ通信の設定内容
を記憶する記憶部を備えており、
　前記コンピュータに、
　前記第１の参加手順として、前記記憶部に記憶された設定内容を用いて、前記第１の無
線ネットワークに参加する手順を実行させる
　ことを特徴とする請求項１記載の無線接続設定プログラム。
【請求項３】
　前記コンピュータは、
　前記第１の無線ネットワークに参加するために用いられる前記第１の無線ネットワーク
におけるセキュリティ通信の設定内容をデフォルトとして記憶する記憶部を備えており、
　前記コンピュータに、
　前記第１の参加手順として、前記記憶部に記憶された設定内容を用いて、前記第１の無
線ネットワークに参加する手順を実行させる、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の無線接続設定プログラム。
【請求項４】
　周囲の機器と無線接続することが可能に構成されたコンピュータに、
　前記機器を利用するために必要なプログラムを前記コンピュータに設定するプログラム
設定手順
　を実行させることを特徴とする請求項１乃至請求項３いずれか記載の無線接続設定プロ
グラム
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４いずれか記載の無線接続設定プログラムを、コンピュータにて読
み取り可能に記録した記録媒体。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４いずれか記載の無線接続設定プログラムを搭載したコンピュータ
。
【請求項７】
　請求項６記載のコンピュータと、
　該コンピュータに無線接続することが可能に構成された機器と
　をそれぞれ少なくとも１つ備える無線ネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線接続した機器を利用可能にコンピュータを設定する技術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、一般的に、ユーザが、無線通信機能を備えた周囲の機器（例えば、プリンタ
や複合機などの印刷装置など）を利用可能に、無線通信機能を備えたパーソナルコンピュ
ータを設定する際には、まず、機器との無線接続に関する各種設定を行うプログラムであ
るセットアップウィザードをパーソナルコンピュータにて起動する（例えば、特許文献１
を参照）。
【０００３】
　このセットアップウィザードによってパーソナルコンピュータは、図８に示すように、
パーソナルコンピュータにおける無線接続の設定内容をデフォルトの設定内容（ＳＥＴＵ
Ｐ）に変更して、デフォルトの設定内容にて、パーソナルコンピュータと機器とを一旦無
線接続する。そして、ユーザによって入力される設定内容を機器へ送信して、機器側の無
線接続の設定内容を設定する。尚、図８は、従来のセットアップウィザードの概要を示す
説明図である。
【０００４】
　ここで、図９に示すように、セットアップウィザードの終了後、パーソナルコンピュー
タ側の無線接続の設定内容と機器側の無線接続の設定内容とが不一致となるため、パーソ
ナルコンピュータと機器との無線接続が解除される。
【０００５】
　そこで、ユーザは、機器側の設定内容と同一の設定内容をパーソナルコンピュータに別
途設定して、パーソナルコンピュータと機器とを再度無線接続する。そして、パーソナル
コンピュータは、機器を認識し、機器を利用するために必要なプログラムをパーソナルコ
ンピュータに設定する。尚、図９は、従来のセットアップウィザード終了後の設定手順の
概要を示す説明図である。
【特許文献１】特開２００４－８６４９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、上述したように、従来の設定手順では、パーソナルコンピュータと機器とに同
一の無線接続の設定内容を設定しなければならないにも関わらず、パーソナルコンピュー
タ側の設定と機器側の設定とを個別に行っていたため、ユーザにとっては手間であり、ユ
ーザがパーソナルコンピュータ側の設定を行う際に、機器側に設定した設定内容を忘れて
しまったり、設定内容を間違えてしまう可能性があった。
【０００７】
　そして、機器側に設定した設定内容を忘れてしまったり、設定内容を間違えてしまった
場合には、パーソナルコンピュータと機器とを再度無線接続できなくなってしまうため、
パーソナルコンピュータは、機器を認識することができず、機器を利用するために必要な
プログラムを設定できなくなってしまうのである。特に、設定内容の１つであるセキュリ
ティ設定は、一旦設定が終了すると、パスワードや暗号キーを確認する方法がないため、
最初から設定をやり直す以外に方法がなく、問題であった。
【０００８】
　つまり、従来の設定手順では、無線接続した機器を利用可能にパーソナルコンピュータ
を確実に設定できるとは言い難かったのである。
　そこで、本発明は、無線接続した機器を利用可能にコンピュータを確実に設定すること
が可能な技術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】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた発明である請求項１記載の無線接続設定プログラム
は、無線通信するための無線通信部を備えたコンピュータに、一の機器が参加可能な第１
の無線ネットワークに参加する第１の参加手順と、第１の無線ネットワークを介した無線
通信により、一の機器から、一の機器を識別するための識別情報を取得する第１の識別情
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報取得手順と、第１の識別情報取得手順にて取得した識別情報を記憶する第１の記憶手順
と、コンピュータの操作者から入力される、第２の無線ネットワークにおけるセキュリテ
ィ通信の設定内容を記憶する第２の記憶手順と、セキュリティ通信の設定内容を、第１の
無線ネットワークを介した無線通信により、一の機器へ送信するセキュリティ設定内容送
信手順と、第２の記憶手順にて記憶されたセキュリティ通信の設定内容を用いて、第２の
無線ネットワークへ参加する第２の参加手順と、第２の無線ネットワークを介した無線通
信により、第２の無線ネットワークに参加している複数の機器から、機器を識別するため
の識別情報を取得する第２の識別情報取得手順と、複数の機器のうち、第１の記憶手順に
て記憶した識別情報により識別される機器を一の機器として特定する特定手順と、一の機
器をコンピュータの利用対象に設定する対象設定手順とを実行させ、対象設定手順として
、コンピュータの操作者からの、第２の識別情報取得手順にて取得した識別情報を選択す
る入力を受付け、選択された機器をコンピュータの利用対象として設定する第１の設定手
順と、特定手順が特定した一の機器をコンピュータの利用対象として設定する第２の設定
手順と、第１の記憶手順にて記憶した識別情報について判断する判断手順と、第１の記憶
手順にて記憶した識別情報が第２の識別情報取得手順にて取得された、と判断手順にて判
断した場合に、第２の設定手順の実行を制御し、第１の記憶手順にて記憶した識別情報が
第２の識別情報取得手順にて取得されなかった、と判断手順にて判断した場合に、第１の
設定手順の実行を制御する制御手順と、を実行させることを特徴とする。
【００１０】
　この無線接続設定プログラムをコンピュータに実行させると、コンピュータは、一の機
器が参加可能な第１の無線ネットワークに参加し、コンピュータの操作者から入力される
、第２の無線ネットワークにおけるセキュリティ通信の設定内容を第１の無線ネットワー
クを介した無線通信により、一の機器へ送信すると共に、セキュリティ通信の設定内容を
用いて、第２の無線ネットワークへ参加する。
【００１１】
　つまり、この無線接続設定プログラムによれば、コンピュータは、機器へ設定内容を送
信して、機器側の設定内容を設定するだけでなく、送信した設定内容をそのままコンピュ
ータにも設定するため、設定内容の送信後も機器との無線接続を継続できる。
【００１２】
　即ち、コンピュータは、設定内容の送信後に、機器と無線接続できなくなってしまうこ
とがなく、機器を認識し続けることができるため、無線接続した機器を利用可能にコンピ
ュータを確実に設定できる。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
　又、この無線接続設定プログラムによれば、コンピュータは、無線接続の接続対象とな
った機器から識別情報を取得し、記憶する一方で、設定内容に基づいてコンピュータと無
線接続可能な機器を複数認識した場合に、認識した機器のうち、記憶した識別情報が示す
機器を利用対象に設定するため、設定内容に基づいてコンピュータと無線接続可能な機器
が複数存在しても、無線接続の設定を行ったばかりの機器を利用対象に設定できる。
【００２１】
　又、請求項２記載の無線接続設定プログラムは、コンピュータは、一の機器が、第２の
無線ネットワークにおけるセキュリティ通信の設定内容を受信していない状態で参加可能
な無線ネットワークにおけるセキュリティ通信の設定内容を記憶する記憶部を備えており
、コンピュータに、第１の参加手順として、記憶部に記憶された設定内容を用いて、第１
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の無線ネットワークに参加する手順を実行させることを特徴とする。
【００２２】
【００２３】
　又、請求項３記載の無線接続設定プログラムは、コンピュータは、第１の無線ネットワ
ークに参加するために用いられる第１の無線ネットワークにおけるセキュリティ通信の設
定内容をデフォルトとして記憶する記憶部を備えており、コンピュータに、第１の参加手
順として、記憶部に記憶された設定内容を用いて、第１の無線ネットワークに参加する手
順を実行させることを特徴とする。
【００２４】
【００２５】
　又、請求項４記載の無線接続設定プログラムは、周囲の機器と無線接続することが可能
に構成されたコンピュータに、機器を利用するために必要なプログラムをコンピュータに
設定するプログラム設定手順を実行させることを特徴とする。
【００２６】
　この無線接続設定プログラムによれば、コンピュータは、無線接続の設定に継続して、
機器を利用するために必要なプログラムをコンピュータに設定するため、無線接続の設定
を行った機器を直ちに利用することができる。
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【００３８】
【００３９】
【００４０】
【００４１】
【００４２】
【００４３】
【００４４】
　ところで、請求項１乃至請求項４いずれか記載の無線接続設定プログラムをコンピュー
タに組み込まれるＲＯＭやバックアップＲＡＭに記録し、これらＲＯＭやバックアップＲ
ＡＭからコンピュータにロードして用いても良いし、ネットワークを介してコンピュータ
にロードして用いても良い。
【００４５】
　又、請求項５記載の発明のように、コンピュータにて読み取り可能な記録媒体に記録し
て用いても良い。
　つまり、コンピュータにこの記録媒体から上述の無線接続設定プログラムを読み取らせ
ることにより、請求項１乃至請求項４いずれか記載の発明と同様の効果を得ることができ
る。
【００４６】
　尚、記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク（ＦＤ）や光ディスク（ＭＯ）
、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｂｌｕ－Ｒａｙディスク、ＨＤ－ＤＶＤ、ハードディスク、メ
モリカードなどが該当する。
【００４７】
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　又、請求項６記載の発明は、請求項１乃至請求項４いずれか記載の無線接続設定プログ
ラムを搭載したコンピュータである。
　つまり、このコンピュータによれば、請求項１乃至請求項４いずれか記載の発明と同様
の効果を得ることができる。
【００４８】
　又、請求項７記載の発明は、請求項６記載のコンピュータと、該コンピュータに無線接
続することが可能に構成された機器とをそれぞれ少なくとも１つ備える無線ネットワーク
システムである。
【００４９】
　つまり、この無線ネットワークシステムによれば、請求項１乃至請求項４いずれか記載
の発明と同様の効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　まず、図１は、本発明に係るパーソナルコンピュータ１の概略構成図である。
　図１に示すように、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）１は、ディスプレイ２とキーボー
ド３とを一体に備えた所謂ノートブック型のパーソナルコンピュータとして構成されてい
る。
【００５１】
　そして、ＰＣ１は、当該ＰＣ１にて行うべき各種処理を実行するＣＰＵ１１と、当該Ｐ
Ｃ１の起動時にＣＰＵ１１が行う起動処理のプログラム（ＢＩＯＳ）などを記憶したＲＯ
Ｍ１２と、ＣＰＵ１１が各種処理を行う際に記憶領域として用いるＲＡＭ１３と、オペレ
ーティングシステムや、ＣＰＵ１１が行うべき各種処理のプログラムなどを記憶したハー
ドディスクドライブ（ＨＤＤ）１４と、外部から挿入されたＣＤ－ＲＯＭから記録内容を
読み取るＣＤ－ＲＯＭドライブ１５と、キーボード３や当該ＰＣ１に接続されたマウス（
図示せず）などからの入力信号をＣＰＵ１１へ入力する入力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）
１６と、ディスプレイ２にＣＰＵ１１からの指令に基づいた表示を行うビデオＩ／Ｆ１７
と、所定の無線通信規格（本実施形態では、ＩＥＥＥ８０２．１１）に基づいて、ＣＰＵ
１１と外部の機器とを無線接続する無線ＬＡＮアダプタ１８とを内蔵し、これらが相互に
接続されている。
【００５２】
　以下、ＣＰＵ１１が行う各種処理のうち、本発明に係る処理について詳述する。
　ここで、図２は、ＣＰＵ１１が実行するセットアップウィザード処理の流れを示すフロ
ーチャートである。尚、本処理のプログラムは、印刷装置（プリンタや複合機など）を制
御するためのプログラムであるドライバと共に、ＣＰＵ１１にて読み取り可能にＣＤ－Ｒ
ＯＭに記録されている。そして、ＣＰＵ１１は、このＣＤ－ＲＯＭがＣＤ－ＲＯＭドライ
ブ１５に挿入されると、このＣＤ－ＲＯＭから本処理のプログラムを読み込み、本処理を
実行する。
【００５３】
　図２に示すように、本処理では、まず、無線ＬＡＮアダプタ１８の設定内容（ここでは
、ＰＣ１が参加している無線ネットワークにおける無線アクセスポイントとの無線接続の
設定内容）をＲＡＭ１３に記憶（退避）させると共に（Ｓ１００）、元々設定されていた
無線ＬＡＮアダプタ１８の設定内容をデフォルトの設定内容であるＳＥＴＵＰに変更する
（Ｓ１０５）。これにより、ＰＣ１は、本処理の実行前に参加していた無線ネットワーク
から離脱し、無線接続の設定が行われていない印刷装置と直接無線接続することが可能と
なる。
【００５４】
　そして、印刷装置を識別するための識別情報（本実施形態では、ＭＡＣアドレスやモデ
ル名など）を要求する要求指令を送信して、周囲に存在する、無線接続の設定が行われて
いない印刷装置を検索し（Ｓ１１０）、要求指令に対して識別情報を送信してきたことに
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よって認識した印刷装置が１台であるか否かを判定する（Ｓ１１５）。
【００５５】
　ここで、認識した印刷装置が１台である場合には（Ｙｅｓ：Ｓ１１５）、認識した印刷
装置を無線接続の設定を行う設定対象に設定し、後述のＳ１２５へ直ちに移行する一方、
複数台である場合には（Ｎｏ：Ｓ１１５）、無線接続の設定を行う設定対象とする印刷装
置をユーザが選択するための入力画面である印刷装置選択ＧＵＩ（図５参照）をディスプ
レイ２に表示する（Ｓ１２０）。
【００５６】
　そして、この印刷装置選択ＧＵＩにて中断（Ｃａｎｃｅｌ）が選択された場合には（中
断：Ｓ１２０）、後述のＳ１４５へ直ちに移行する。
　又、印刷装置選択ＧＵＩにて再検索（Ｒｅｆｒｅｓｈ）が選択された場合には（再検索
：Ｓ１２０）、上述のＳ１１０へ再度移行する。
【００５７】
　又、印刷装置選択ＧＵＩにて印刷装置が選択された場合には（選択：Ｓ１２０）、選択
された印刷装置を無線接続の設定を行う設定対象に設定し、この印刷装置の識別情報を設
定対象の識別情報としてＲＡＭ１３に記憶する（Ｓ１２５）。
【００５８】
　続いて、設定対象に設定した印刷装置における無線接続の設定内容をユーザが入力する
ための入力画面である設定内容入力ＧＵＩ（図５参照）をディスプレイ２に表示して（Ｓ
１３０）、ユーザに設定内容を入力させる。尚、本実施形態の設定内容入力ＧＵＩでは、
設定内容として、印刷装置とＰＣ１との無線接続を中継する無線アクセスポイントのＳＳ
ＩＤや、暗号化の有無、暗号化に用いる暗号キーなどが設定されている。
【００５９】
　そして、設定内容入力ＧＵＩへの入力が終了すると、入力した設定内容をユーザに確認
させるための設定確認画面（図６参照）をディスプレイ２に表示する（Ｓ１３５）。但し
、本実施形態の設定確認画面では、設定内容入力ＧＵＩへ入力した設定内容と同一の設定
内容をＰＣ１にも自動設定するか否かをユーザが設定するための自動設定要否設定部（図
６中の矢印Ａが示す部分）が設けられている。尚、本実施形態の自動設定要否設定部は、
チェックボックスからなっている。そして、ユーザが、キーボード３やマウスによってチ
ェックボックスをチェックして、チェックボックスの枠内に黒塗りが表示されている場合
には、ＣＰＵ１１は、後述のように自動設定を行う一方、チェックが外され、チェックボ
ックスの枠のみ表示されている場合には、後述のように自動設定を行わない。
【００６０】
　そして、設定確認画面での確認が完了すると、ユーザが設定内容入力ＧＵＩへ入力した
設定内容を印刷装置へ送信し（Ｓ１４０）、印刷装置選択ＧＵＩにて中断（Ｃａｎｃｅｌ
）が選択されていたか否かを判定する（Ｓ１４５）。
【００６１】
　ここで、中断（Ｃａｎｃｅｌ）が選択されていた場合には（Ｙｅｓ：Ｓ１４５）、上述
のＳ１００にてＲＡＭ１３に記憶させた設定内容を無線ＬＡＮアダプタ１８に復帰させ（
Ｓ１５０）、後述のＳ１７０へ移行する。
【００６２】
　一方、中断（Ｃａｎｃｅｌ）が選択されていなかった場合には（Ｎｏ：Ｓ１４５）、Ｒ
ＡＭ１３に無線接続の設定内容が記憶されているか否かを確認する（Ｓ１５５）。より具
体的には、ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１３に記憶されている無線接続の設定内容がデフォルト
の設定内容であるか否かを判定することにより、本処理の実行前にＰＣ１に設定されてい
た無線接続の設定内容がＲＡＭ１３に記憶されているか否かを確認する。
【００６３】
　ここで、設定内容が記憶されていない場合には（Ｎｏ：Ｓ１５５）、後述のＳ１６５へ
直ちに移行する一方、設定内容が記憶されている場合には（Ｙｅｓ：Ｓ１５５）、上述の
設定内容入力ＧＵＩにて、自動設定を行う旨が設定されていたか否かを確認し（Ｓ１６０
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）、自動設定を行う旨が非設定であった場合には（Ｎｏ：Ｓ１６０）、上述のＳ１５０へ
移行する。
【００６４】
　一方、自動設定を行う旨が設定されていた場合には（Ｙｅｓ：Ｓ１６０）、上述のＳ１
４０にて印刷装置へ送信した設定内容と同一の設定内容を無線ＬＡＮアダプタ１８に設定
して（Ｓ１６５）、後述のドライバ設定処理を実行したのち（Ｓ１７０）、本処理を終了
する。
【００６５】
　ここで、図３は、ドライバ設定処理（Ｓ１７０）の流れを示すフローチャートである。
　図３に示すように、本処理では、まず、無線ＬＡＮアダプタ１８に設定した設定内容に
て、識別情報を要求する要求指令を送信して、周囲に存在する印刷装置を検索し（Ｓ２０
０）、上述のセットアップウィザード処理のＳ１１５、Ｓ１２０にて設定対象に設定した
印刷装置を認識したか否かを判定する（Ｓ２０５）。より具体的には、ＣＰＵ１１は、要
求指令に対して印刷装置が送信してきた識別情報の中に、上述のセットアップウィザード
処理のＳ１２５にてＲＡＭ１３に記憶した識別情報と一致するものがあるか否かを確認す
ることにより、設定対象に設定した印刷装置を認識したか否かを判定する。
【００６６】
　ここで、設定対象に設定した印刷装置を不認識である場合には（Ｎｏ：Ｓ２０５）、上
述の印刷装置選択ＧＵＩをディスプレイ２に表示する（Ｓ２１０）。
　そして、印刷装置選択ＧＵＩにて中断（Ｃａｎｃｅｌ）が選択された場合には（中断：
Ｓ２１０）、本処理を直ちに終了する。
【００６７】
　又、印刷装置選択ＧＵＩにて再検索（Ｒｅｆｒｅｓｈ）が選択された場合には（再検索
：Ｓ２１０）、上述のＳ２００へ再度移行する。
　又、印刷装置選択ＧＵＩにて印刷装置が選択された場合には（選択：Ｓ２１０）、選択
された印刷装置をＰＣ１の利用対象に設定し、後述のＳ２２０へ移行する。
【００６８】
　一方、Ｓ２０５にて、設定対象とした印刷装置を認識した場合には（Ｙｅｓ：Ｓ２０５
）、この印刷装置をＰＣ１の利用対象に設定し（Ｓ２１５）、利用対象に設定した印刷装
置の識別情報におけるモデル名に応じたドライバをＣＤ－ＲＯＭから読み込んでＨＤＤ１
４にインストールし（Ｓ２２０）、本処理を終了する。
【００６９】
　以上の処理をＣＰＵ１１が実行することにより、本実施形態のＰＣ１は、図７に示すよ
うに、無線接続の設定が行われていない印刷装置との無線接続を確立し、外部から入力さ
れる無線接続の設定内容を、無線接続の設定対象とした印刷装置へ送信すると共に、自動
設定を行う旨が設定されている場合には、この印刷装置へ送信した設定内容を当該ＰＣ１
に設定する。
【００７０】
　つまり、本実施形態のＰＣ１では、無線接続の設定対象とした印刷装置へ設定内容を送
信して、印刷装置側の設定内容を設定するだけでなく、送信した設定内容をそのまま当該
ＰＣ１にも設定できるため、設定内容の送信後も印刷装置との無線接続を継続して、印刷
装置を利用するために必要なプログラムであるドライバを確実にインストールでき、ひい
ては、無線接続の設定を行った印刷装置を直ちに利用することができる。尚、図７は、Ｐ
Ｃ１の動作を概略的に示す説明図である。
【００７１】
　又、本実施形態のＰＣ１は、無線接続の設定対象とした印刷装置から取得した識別情報
を記憶して、無線接続の設定を行ったのち、この無線接続の設定内容にてＰＣ１と無線接
続可能な印刷装置を複数認識しても、その中に、記憶した識別情報に一致する印刷装置が
ある場合には、この印刷装置をＰＣ１の利用対象に設定するため、無線接続の設定を行っ
たばかりの印刷装置を直ちに利用することができる。
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【００７２】
　又、本実施形態のＰＣ１は、認識した印刷装置のうち、利用対象に設定した印刷装置の
モデル名に応じたドライバを当該ＰＣ１に設定するため、利用対象に設定した印刷装置の
種類に応じた設定を当該ＰＣ１に行うことができる。
【００７３】
　又、本実施形態のＰＣ１は、ユーザによって設定された無線接続の設定内容が記憶され
ていない場合にのみ、印刷装置へ送信した設定内容を当該ＰＣ１に設定するため、ＰＣ１
に既に設定された他の印刷装置との無線接続の設定内容を維持できる。
【００７４】
　又、本実施形態のＰＣ１は、ユーザによって設定された無線接続の設定内容が記憶され
ている場合には、自動設定を行う旨が設定されている場合に限り、印刷装置へ送信した設
定内容を当該ＰＣ１に設定するため、ユーザは、ＰＣ１に既に設定された他の印刷装置と
の無線接続の設定内容を維持するか否かを選択することができる。
【００７５】
　又、本実施形態のＰＣ１は、無線接続の設定が行われていない印刷装置が１つである場
合に、この印刷装置を無線接続の設定対象に設定するため、ユーザが、ＰＣ１に無線接続
した複数の印刷装置のうちの任意のいずれかとＰＣ１とを通信させたいにもかかわらず、
ＰＣ１が特定の１つの印刷装置とだけ通信し、他の印刷装置と通信できなくなる事態を回
避できる。又、ユーザは、ＰＣ１と通信させたい特定の１つの印刷装置のみを稼動させて
、ＰＣにセットアップウィザード処理のプログラムを実行させるだけで、容易にＰＣ１を
特定の１つの印刷装置と通信するように設定できる。
【００７６】
　尚、本実施形態では、ＰＣ１（より具体的にはＣＰＵ１１）が本発明におけるコンピュ
ータに相当し、又、印刷装置が本発明における機器に相当し、又、無線アクセスポイント
が本発明における中継装置に相当し、又、ＰＣ１と印刷装置とを備えた無線ネットワーク
が本発明における無線ネットワークシステムに相当し、又、ＣＤ－ＲＯＭが本発明におけ
る記録媒体に相当する。
【００７７】
　そして、本実施形態では、セットアップウィザード処理のＳ１０５が本発明における第
１の参加手順に相当し、Ｓ１１０～Ｓ１２０が本発明における第１の識別情報取得手順に
相当し、Ｓ１３０が本発明における第２の記憶手順に相当し、又、セットアップウィザー
ド処理のＳ１４０が本発明におけるセキュリティ設定内容送信手順に相当し、又、セット
アップウィザード処理のＳ１６５が本発明における第２の参加手順に相当する。
【００７８】
　又、本実施形態では、ドライバ設定処理のＳ２１５が本発明における対象設定手順に相
当し、Ｓ２００が本発明における第２の識別情報取得手順に相当し、Ｓ２０５が本発明に
おける特定手順に相当する。
【００７９】
　又、本実施形態では、セットアップウィザード処理のＳ１２５が本発明における第１の
記憶手順に相当し、ドライバ設定処理のＳ２２０が本発明におけるプログラム設定手順に
相当する。
【００８０】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に何ら限定さ
れることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態をとり得ることはいうまで
もない。
【００８１】
　例えば、上記実施形態では、無線接続の設定内容を印刷装置へ送信したのちに、ドライ
バのインストールを実行したが、ドライバをインストールしたのちに、無線接続の設定内
容を印刷装置へ送信しても良い。
【００８２】
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　この場合、ＰＣ１は、印刷装置を認識した状態で、ドライバをインストールしたのち、
設定内容を印刷装置へ送信するため、設定内容の送信により印刷装置との無線接続が解除
されてしまっても、無線接続した印刷装置を利用可能に当該ＰＣ１を確実に設定できる。
【００８３】
　又、上記実施形態では、設定内容の送信後、設定対象に設定した印刷装置を認識した場
合に、この印刷装置の種類に応じたドライバをインストールしていたが、設定対象に設定
した印刷装置を不認識でも、ＲＡＭ１３に記憶した識別情報におけるモデル名に基づいて
、設定対象に設定した印刷装置の種類に応じたドライバのインストールを実行しても良い
。
【００８４】
　この場合、設定内容の送信後、たとえ、印刷装置との無線接続が解除されてしまっても
、印刷装置の種類に応じたドライバを当該ＰＣ１にインストールできる。即ち、印刷装置
との無線接続が解除されてしまっても、無線接続した印刷装置を利用可能にＰＣ１を確実
に設定できる。
【００８５】
　又、上記実施形態では、ＣＤ－ＲＯＭが挿入された際に、実行するように設定されてい
たが、外部から印刷装置との無線接続の設定要求を受けた際に、実行するように設定され
ていても良い。
【００８６】
　又、上記実施形態では、セットアップウィザード処理のプログラムやドライバのプログ
ラムはＣＤ－ＲＯＭに記録されていたが、フレキシブルディスク（ＦＤ）や光ディスク（
ＭＯ）、ＤＶＤ、Ｂｌｕ－Ｒａｙディスク、ＨＤ－ＤＶＤ、ハードディスク、メモリカー
ドなどの他の形態の記録媒体に記録されていても勿論良い。
【００８７】
　又、上記実施形態では、ＰＣ１を印刷装置に無線接続し、無線接続した印刷装置を利用
可能にＰＣ１を設定する場合に本発明を適用したが、スキャナ、ＦＡＸ、カメラ（特にデ
ジタルカメラ）、ネットワークストレージ、プロジェクタなどや、それらの複合機、それ
らと印刷装置の複合機などといったその他の機器とＰＣ１とを無線接続し、無線接続した
これらの機器を利用可能にＰＣ１を設定する場合に本発明を適用しても勿論良い。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明に係るＰＣ１の概略構成図である。
【図２】ＣＰＵ１１が実行するセットアップウィザード処理の流れを示すフローチャート
である。
【図３】ＣＰＵ１１が実行するドライバ設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】ディスプレイ２に表示する印刷装置選択ＧＵＩの一例を示す説明図である。
【図５】ディスプレイ２に表示する設定内容入力ＧＵＩの一例を示す説明図である。
【図６】ディスプレイ２に表示する設定確認画面の一例を示す説明図である。
【図７】ＰＣ１の動作を概略的に示す説明図である。
【図８】従来のセットアップウィザードの概要を示す説明図である。
【図９】従来のセットアップウィザード終了後の設定手順の概要を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１…ＰＣ、２…ディスプレイ、３…キーボード、１１…ＣＰＵ、１２…ＲＯＭ、１３…
ＲＡＭ、１４…ＨＤＤ、１５…ＣＤ－ＲＯＭドライブ、１６…入力Ｉ／Ｆ、１７…ビデオ
Ｉ／Ｆ、１８…無線ＬＡＮアダプタ。
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