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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の無線通信機器により通信相手のデバイスを探索するために送信されたデバイス検
索要求に対する応答と、前記デバイス検索要求に対する応答を送信したデバイスと接続す
るために前記無線通信機器により送信された接続要求に対する応答とを含む、前記無線通
信機器との間での無線通信のための接続を確立するための要求の受信と応答の送信とを行
い、前記無線通信のための接続が確立したのちに前記無線通信機器により送信されたデー
タを受信することが可能である無線通信部と、
　前記無線通信部により受信された前記データを処理するアプリケーションを実行する実
行部と、
　ユーザにより行われる前記無線通信機器との間での前記無線通信のための接続を確立す
るか否かの選択を選択信号として入力する入力部と、
　前記入力部からの前記選択信号に基づいて、前記無線通信部による前記無線通信機器と
の間での前記無線通信のための接続を確立するための前記応答の送信のオン／オフを切り
替える切替部と
　を具備し、
　前記切替部は、前記無線通信部による前記無線通信のための接続を確立するための前記
応答の送信をオンに切り替えたのち前記無線通信部により前記無線通信機器により送信さ
れた前記接続要求の受信が行われて当該接続要求をもとに前記無線通信のための接続が確
立したときに前記応答の送信をオフに切り替え、その後前記応答の送信を再度オンに切り
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替えたのち前記無線通信のための接続が確立した前記無線通信機器により送信された前記
アプリケーションの実行要求をもとに当該無線通信機器により送信された前記データに対
する前記実行部による前記アプリケーションの実行が開始されたときに前記応答の送信を
オフに切り替え、また前記応答の送信を再度オンに切り替えたときから所定の時間内に、
前記無線通信部により、前記無線通信のための接続が確立した前記無線通信により送信さ
れた前記アプリケーションの実行要求の受信、及び他の無線通信機器により送信された前
記無線通信のための接続を確立するための前記要求の受信のいずれもが行われないときに
、前記応答の送信をオフに切り替える
　情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記切替部は、前記無線通信機器により送信された前記デバイス検索要求に対する応答
の送信のオン／オフを切り替える
　情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記無線通信部は、前記デバイス検索要求に対する応答を送信したデバイスの機能を確
認するために前記無線通信機器により送信されたデバイス情報要求に対する応答を含む前
記要求の受信と前記応答の送信とを行い、
　前記切替部は、前記無線通信機器により送信された前記デバイス情報要求に対する応答
の送信のオン／オフを切り替える
　情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記切替部は、前記無線通信機器により送信された前記接続要求に対する応答の送信の
オン／オフを切り替える
　情報処理装置。
【請求項５】
　無線通信部により、外部の無線通信機器により通信相手のデバイスを探索するために送
信されたデバイス検索要求に対する応答と、前記デバイス検索要求に対する応答を送信し
たデバイスと接続するために前記無線通信機器により送信された接続要求に対する応答と
を含む、前記無線通信機器との間での無線通信のための接続を確立するための要求の受信
と応答の送信とを行い、前記無線通信のための接続が確立したのちに前記無線通信機器に
より送信されたデータを受信し、
　実行部により、前記無線通信部により受信された前記データを処理するアプリケーショ
ンを実行し、
　入力部により、ユーザにより行われる前記無線通信機器との間での前記無線通信のため
の接続を確立するか否かの選択を選択信号として入力し、
　切替部により、前記入力部からの前記選択信号に基づいて、前記無線通信部による前記
無線通信機器との間での前記無線通信のための接続を確立するための前記応答の送信のオ
ン／オフを切り替え、前記無線通信部による前記無線通信のための接続を確立するための
前記応答の送信をオンに切り替えたのち前記無線通信部により前記無線通信機器により送
信された前記接続要求の受信が行われて当該接続要求をもとに前記無線通信のための接続
が確立したときに前記応答の送信をオフに切り替え、その後前記応答の送信を再度オンに
切り替えたのち前記無線通信のための接続が確立した前記無線通信機器により送信された
前記アプリケーションの実行要求をもとに当該無線通信機器により送信された前記データ
に対する前記実行部による前記アプリケーションの実行が開始されたときに前記応答の送
信をオフに切り替え、また前記応答の送信を再度オンに切り替えたときから所定の時間内
に、前記無線通信部により、前記無線通信のための接続が確立した前記無線通信により送
信された前記アプリケーションの実行要求の受信、及び他の無線通信機器により送信され
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た前記無線通信のための接続を確立するための前記要求の受信のいずれもが行われないと
きに、前記応答の送信をオフに切り替える
　情報処理方法。
【請求項６】
　無線通信部に、外部の無線通信機器により通信相手のデバイスを探索するために送信さ
れたデバイス検索要求に対する応答と、前記デバイス検索要求に対する応答を送信したデ
バイスと接続するために前記無線通信機器により送信された接続要求に対する応答とを含
む、前記無線通信機器との間での無線通信のための接続を確立するための要求の受信と応
答の送信とを行わせ、前記無線通信のための接続が確立したのちに前記無線通信機器によ
り送信されたデータを受信させ、
　実行部に、前記無線通信部により受信された前記データを処理するアプリケーションを
実行させ、
　入力部に、ユーザにより行われる前記無線通信機器との間での前記無線通信のための接
続を確立するか否かの選択を選択信号として入力させ、
　切替部に、前記入力部からの前記選択信号に基づいて、前記無線通信部による前記無線
通信機器との間での前記無線通信のための接続を確立するための前記応答の送信のオン／
オフを切り替えさせ、前記無線通信部による前記無線通信のための接続を確立するための
前記応答の送信をオンに切り替えさせたのち前記無線通信部により前記無線通信機器によ
り送信された前記接続要求の受信が行われて当該接続要求をもとに前記無線通信のための
接続が確立したときに前記応答の送信をオフに切り替えさせ、その後前記応答の送信を再
度オンに切り替えさせたのち前記無線通信のための接続が確立した前記無線通信機器によ
り送信された前記アプリケーションの実行要求をもとに当該無線通信機器により送信され
た前記データに対する前記実行部による前記アプリケーションの実行が開始されたときに
前記応答の送信をオフに切り替えさせ、また前記応答の送信を再度オンに切り替えさせた
ときから所定の時間内に、前記無線通信部により、前記無線通信のための接続が確立した
前記無線通信により送信された前記アプリケーションの実行要求の受信、及び他の無線通
信機器により送信された前記無線通信のための接続を確立するための前記要求の受信のい
ずれもが行われないときに、前記応答の送信をオフに切り替えさせる
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線によりデータを送受信することが可能な情報処理装置、情報処理方法、
及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Ｗｉ－ＦＩ規格等の無線ＬＡＮ（Local Area Network）方式を利用した、例えば
ＰＣ（Personal Computer）とプリンタ等の周辺機器とを無線通信により接続することが
可能な無線ＬＡＮシステムが知られている。このような無線ＬＡＮシステムでは、他の無
線ＬＡＮシステムとの誤接続や、第三者による無線ＬＡＮシステムへの不正なアクセスが
問題となる。
【０００３】
　例えば特許文献１に記載の無線ＬＡＮシステムでは、無線ＬＡＮ環境において周辺装置
が新たに接続されるときに、その周辺装置の製造番号に基づいた情報が、接続のための暫
定的な情報として用いられる。このように無線ＬＡＮシステムへの接続のための情報とし
て、周辺装置に固有な情報を用いることで、他の無線ＬＡＮシステムとの誤接続や第三者
による不正なアクセスを防止している。（特許文献１の段落[００４１]、［００４２］、
図１及び図２等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９２２０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで機器同士がアクセスポイントを介することなく接続可能となる、新しいＷｉ－
Ｆｉ規格による無線ＬＡＮシステムの開発が進んでいる。このような無線ＬＡＮシステム
では、接続可能な機器が検索され、検索された機器との間で認証及び暗号化に必要な情報
のやりとりが行われる。これにより他の機器との間で簡単に無線ＬＡＮシステムを構築す
ることができる。
【０００６】
　一方で、上記した他の無線ＬＡＮシステムとの誤接続や、第三者による無線ＬＡＮシス
テムへの不正なアクセスの問題が大きくなる可能性があり、無線ＬＡＮシステムを利用す
るユーザの利便性や安全性が低下してしまうことが懸念される。
【０００７】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、利便性及び安全性が高い無線通信システム
を実現するための情報処理装置、情報処理方法、及びそのプログラムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る情報処理装置は、無線通信部と、入力
部と、切替部とを具備する。　
　前記無線通信部は、外部の無線通信機器により通信相手のデバイスを探索するために送
信されたデバイス検索要求に対する応答を含む、前記無線通信機器との間での無線通信の
ための接続を確立するための要求の受信と応答の送信とを行う。　
　前記入力部は、ユーザにより行われる前記無線通信機器との間での前記無線通信のため
の接続を確立するか否かの選択を選択信号として入力する。　
　前記切替部は、前記入力部からの前記選択信号に基づいて、前記無線通信部による前記
無線通信機器との間での前記無線通信のための接続を確立するための前記応答の送信のオ
ン／オフを切り替える。
【０００９】
　この情報処理装置では、外部の無線通信機器との間での無線通信のための接続を確立す
るための要求の受信と応答の送信とが行われる。上記応答の送信は、ユーザの選択に基づ
いてオン／オフが切り替えられる。従って、例えばユーザが無線通信機器との間で無線通
信を行いたいときに上記応答の送信を適宜オンに設定することができる。これによりユー
ザの知らない間に情報処理装置と無線通信機器とが誤って接続されてしまう可能性を抑え
ることができる。この結果、ユーザにとって利便性及び安全性が高い無線通信システムを
実現することができる。
【００１０】
　前記切替部は、前記無線通信部による前記無線通信のための接続を確立するための前記
応答の送信をオンに切り替えたときから所定の時間内に、前記無線通信部により前記無線
通信のための接続を確立するための前記要求の受信が行われないときは、前記応答の送信
をオフに切り替えてもよい。
【００１１】
　この情報処理装置では、例えば上記応答の送信がオンに切り替えられた状態で放置され
ることで、ユーザの知らない間に外部の無線通信機器と接続されてしまうことを防止する
ことができる。
【００１２】
　前記無線通信部は、前記無線通信のための接続が確立したのちに前記無線通信機器によ
り送信されたデータを受信することが可能であってもよい。　



(5) JP 5521774 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

　この場合、前記情報処理装置は、前記無線通信部により受信された前記データを処理す
るアプリケーションを実行する実行部をさらに具備してもよい。　
　また、前記切替部は、前記実行部による前記アプリケーションの実行が開始されたとき
に、前記無線通信部による前記応答の送信をオフに切り替えてもよい。　
　この情報処理装置では、例えばユーザが上記アプリケーションを利用している間に外部
の無線通信機器と接続されてしまうことを防止することができる。
【００１３】
　前記切替部は、前記無線通信機器により送信された前記デバイス検索要求に対する応答
の送信のオン／オフを切り替えてもよい。　
　この情報処理装置では、情報処理装置の存在がユーザの知らない間に外部の無線通信機
器に検知されてしまうことを防止することができる。
【００１４】
　前記無線通信部は、前記デバイス検索要求に対する応答を送信したデバイスの機能を確
認するために前記無線通信機器により送信されたデバイス情報要求に対する応答を含む前
記要求の受信と前記応答の送信とを行ってもよい。　
　この場合、前記切替部は、前記無線通信機器により送信された前記デバイス情報要求に
対する応答の送信のオン／オフを切り替えてもよい。　
　このように、外部の無線通信機器により送信されたデバイス情報要求に対する応答のオ
ン／オフが切り替えられてもよい。
【００１５】
　前記無線通信部は、前記デバイス検索要求に対する応答を送信したデバイスと接続する
ために前記無線通信機器により送信された接続要求に対する応答を含む前記要求の受信と
前記応答の送信とを行ってもよい。　
　この場合、前記切替部は、前記無線通信機器により送信された前記接続要求に対する応
答の送信のオン／オフを切り替えてもよい。　
　このように、外部の無線通信機器により送信された接続要求に対する応答のオン／オフ
が切り替えられてもよい。
【００１６】
　本発明の一形態に係る情報処理方法は、情報処理装置により実行される以下の方法であ
る。　
　すなわち、情報処理装置は、外部の無線通信機器により通信相手のデバイスを探索する
ために送信されたデバイス検索要求に対する応答を含む、前記無線通信機器との間での無
線通信のための接続を確立するための要求の受信と応答の送信とを行う。　
　ユーザにより行われる前記無線通信機器との間での前記無線通信のための接続を確立す
るか否かの選択が選択信号として入力される。　
　前記入力された選択信号に基づいて、前記無線通信機器との間での前記無線通信のため
の接続を確立するための前記応答の送信のオン／オフが切り替えられる。
【００１７】
　本発明に係るプログラムは、上記情報処理方法を情報処理装置に実行させる。前記プロ
グラムが記録媒体に記録されていてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上、本発明によれば、利便性及び安全性が高い無線通信システムを実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置を含む無線ＬＡＮシステムの構成例
を示すブロック図である。
【図２】図１に示すテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１に示す外部の無線通信機器の構成例を示すブロック図である。
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【図４】携帯電話機と通信相手のデバイスとの間で無線ＬＡＮシステムが構築されるまで
の処理の流れを示すシーケンス図である。
【図５】携帯電話機の表示部を示す模式的な図である。
【図６】図１に示すテレビジョン受像機の動作を示すフローチャートである。
【図７】図１に示す、テレビジョン受像機と携帯電話機との間で無線ＬＡＮシステムが構
築されるまでの処理の流れを示すシーケンス図である。
【図８】図６に示すステップについて説明するための図である。
【図９】図６に示すステップについて説明するための図である。
【図１０】図１に示すテレビジョン受像機が携帯電話機からの接続要求を受信したときの
、テレビジョン受像機の表示部を示す図である。
【図１１】図１に示すテレビジョン受像機が携帯電話機からの接続要求を受信したときの
、テレビジョン受像機の表示部を示す図である。
【図１２】図６に示すステップの典型的な具体例を説明するためのシーケンス図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係るテレビジョン受像機と携帯電話機との間で無線
ＬＡＮシステムが構築されるまでの処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１４】第２の実施形態の変形例を説明するためのシーケンス図である。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置としてのテレビジョン受像機と携
帯電話機との間で無線ＬＡＮシステムが構築されるまでの処理の流れを示すシーケンス図
である。
【図１６】第３の実施形態に係るテレビジョン受像機の表示部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００２１】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る情報処理装置を含む無線ＬＡＮシステムの構成
例を示すブロック図である。無線ＬＡＮシステム１００は、本実施形態に係る情報処理装
置としてのテレビジョン受像機１０と、そのテレビジョン受像機１０と無線を介して接続
される外部の無線通信機器２０とを含む。
【００２２】
　［情報処理装置の構成］
　図２は、本実施形態に係る情報処理装置としてのテレビジョン受像機１０の構成例を示
すブロック図である。テレビジョン受像機１０は、イーサネット（登録商標）部１１と、
無線ＬＡＮ部１２と、チューナ部１３と、入力端子部１４と、ビデオデコーダ部１５と、
これらを互いに接続するデータバス１６とを有する。またテレビジョン受像機１０は、表
示部１７と、コントローラＣＰＵ（Central Processing Unit）１８と、ヒューマンイン
タフェース１９とを有する。
【００２３】
　イーサネット（登録商標）部１１は、ＬＡＮ（Local Area Network）またはＷＡＮ（Wi
de Area Network）等のネットワーク上にある他の機器との通信を行うための通信プロト
コル処理モジュールである。
【００２４】
　無線ＬＡＮ部１２は、無線通信部として機能するものであり、ネットワーク上の他の機
器と無線を介して通信するためのモジュールである。この無線ＬＡＮ部１２によりテレビ
ジョン受像機１０が他の無線通信機器２０と接続されることで無線ＬＡＮシステム１００
が構築される。
【００２５】
　本実施形態に係る無線ＬＡＮ部１２は、Ｗｉ－Ｆｉ規格に準じた無線ＬＡＮシステム１
００を構築するものである。無線ＬＡＮ部１２により、図１に示すようなアクセスポイン
トを経由しないで無線通信機器２０とダイレクトに接続される無線ＬＡＮシステム１００
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が構築される。
【００２６】
　本実施形態では、無線ＬＡＮ部１２により、アクセスポイントを経由する図示しない無
線ＬＡＮシステムを構築することも可能である。以下、無線ＬＡＮ部１２により他の無線
通信機器２０とダイレクトに無線通信の接続が行われるモードをダイレクトモードといい
、無線ＬＡＮ部１２によりアクセスポイントを経由して無線通信の接続が行われるモード
をインフラストラクチャモードという。
【００２７】
　チューナ部１３は、例えば地上デジタルテレビジョン放送、ＣＳデジタル放送、ＢＳデ
ジタル放送など、放送局から配信されてくる番組のコンテンツデータを受信し、ビデオ信
号およびオーディオ信号の復調などを行う。
【００２８】
　入力端子部１４は、録画機器等の外部機器との接続のためのモジュールであり、例えば
コンポジット端子、Ｄ映像端子、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）端
子等を有する。
【００２９】
　ビデオデコーダ部１５は、圧縮符号化された放送番組のコンテンツデータを復号し、映
像信号として表示部１７に出力する。またビデオデコーダ部１５は、コントローラＣＰＵ
１８の記憶領域等に格納された画像データを復号し、映像信号として表示部１７に出力す
る。
【００３０】
　表示部１７は、例えば液晶、ＥＬ（Electro-Luminescence）、ＣＲＴ（Cathode Ray Tu
be）等を用いた表示デバイスである。
【００３１】
　コントローラＣＰＵ１８は、図１に示す各ブロックの動作を制御する。コントローラＣ
ＰＵ１８は、図示しないＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）
等により形成される記憶領域を有している。例えばＲＯＭには、コントローラＣＰＵ１８
により処理実行されるプログラムや画像データ等の各種のデータが格納される。またＲＡ
Ｍは、コントローラＣＰＵ１８による一時的な作業領域及びデータの一時保存のための領
域として用いられる。ここでいうプログラムには、画像データ等を処理する各種のアプリ
ケーションが含まれる。
【００３２】
　プログラムや各種のデータは、テレビジョン受像機１０に搭載された、例えばＨＤＤ（
Hard Disk Drive）等の図示しない不揮発性の記憶デバイスに格納されていてもよい。ま
たプログラム等は、例えば光学記録媒体、磁気記録媒体等のリムーバブルな記録媒体に格
納されており、テレビジョン受像機１０の図示しないドライブ部により読み出されてもよ
い。
【００３３】
　ヒューマンインタフェース１９は、ユーザにより行われる各種の操作を電気的な信号と
してコントローラＣＰＵ１８に入力する入力部として機能する（以下、ヒューマンインタ
フェース１９を入力部１９と記載する）。本実施形態では、入力部１９としてリモートコ
ントローラが用いられるが、例えばポインティングデバイス、キーボード、タッチパネル
、その他の操作デバイスが用いられてもよい。入力部１９がタッチパネルを含む場合、そ
のタッチパネルは表示部１７と一体となり得る。
【００３４】
　図３は、図１に示す外部の無線通信機器２０の構成例を示すブロック図である。ここで
は無線通信機器２０として携帯電話機を例として説明する。しかしながら無線通信機器２
０は、上記で説明したテレビジョン受像機１０とダイレクトモードで無線通信が可能なも
のであればどのようなものでもよい。以後、無線通信機器２０を、携帯電話機２０と記載
する。
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【００３５】
　携帯電話機２０は、データストレージ２１と、通信部２２と、無線ＬＡＮ部２３と、撮
像部２４と、ビデオデコーダ／プロセッサ部２５と、これらを互いに接続するデータバス
２６とを有する。また携帯電話機２０は、表示部２７と、コントローラＣＰＵ２８と、ヒ
ューマンインタフェース２９とを有する。
【００３６】
　通信部２２は、所定周波数の電波を送受信するアンテナや周波数変換部、変復調部等を
有する。通信部２２は、例えばＷ－ＣＤＭＡ方式、ＣＤＭＡ２０００方式等により、イン
ターネット上のサーバ装置との間でデータ通信を行ったり、他の携帯電話機等との間で通
話を行ったりするためのインタフェースである。
【００３７】
　ビデオデコーダ／プロセッサ部２５は、画像データを映像信号として表示部２７に出力
する。またビデオデコーダ／プロセッサ部２５は、撮像部２４により生成された静止画や
動画等に対して各種の画像処理を行うことが可能である。
【００３８】
　データストレージ２１は、不揮発性の記憶デバイスであり、例えばＨＤＤ、フラッシュ
メモリ、その他の固体メモリである。このデータストレージ２１に、撮像部２４で生成さ
れた動画等のコンテンツ、あるいは携帯電話機２０の動作のための各種のプログラムが記
憶される。
【００３９】
　［情報処理装置の動作］
　本実施形態に係る情報処理装置であるテレビジョン受像機１０の動作を説明する。ここ
では、図１に示す携帯電話機２０からテレビジョン受像機１０に無線通信の接続のための
各種の要求が送信される際の、テレビジョン受像機１０の動作を説明する。例えば携帯電
話機２０を有するユーザが、携帯電話機２０で人物や景色を撮影し、その画像をテレビジ
ョン受像機１０の表示部１７に表示させたいときなどに以下の動作が行われる。
【００４０】
　まず、無線通信の接続のための各種の要求を送信する携帯電話機２０の動作を説明する
。図４は、その説明のための図であり、携帯電話機２０と通信相手のデバイスとの間で無
線ＬＡＮシステムが構築されるまでの処理の流れを示すシーケンス図である。図５は、携
帯電話機２０の表示部２７を示す模式的な図である。
【００４１】
　図４に示すように、ユーザによる、携帯電話機２０の入力部であるタッチパネル２９（
図５参照）を介した操作により、無線通信の相手となるデバイスを決定するためのアプリ
ケーションがスタートする（ステップ００１）。これによりデバイスディスカバリ機能が
スタートし、携帯電話機２０の無線ＬＡＮ部２３から通信相手のデバイスを探索するため
のデバイス検索要求であるＰｒｏｂｅＲｅｑｕｅｓｔが送信される（ステップ００２、ス
テップ００３）。このＰｒｏｂｅＲｅｑｕｅｓｔに対する応答であるＰｒｏｂｅＲｅｓｐ
ｏｎｓｅを携帯電話機２０に送信したデバイスが携帯電話機２０に検知される（ステップ
００４、ステップ００５）。
【００４２】
　次に、携帯電話機２０のサービスディスカバリ機能がスタートし、携帯電話機２０にＰ
ｒｏｂｅＲｅｓｐｏｎｓｅを送信したデバイスの機能を確認するためのデバイス情報要求
である、ＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＱｕｅｒｙが送信される（ステップ００６、
ステップ００７）。このＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＱｕｅｒｙに対する応答であ
るＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＲｅｓｐｏｎｓｅが通信相手となるデバイスから携
帯電話機２０に送信される（ステップ００８）。これにより、携帯電話機２０にとって無
線通信の相手として適当なデバイスがリストアップされ、図５に示すように携帯電話機２
０の表示部２７に、そのデバイスの名称が表示される。例えば、携帯電話機２０が有する
画像を表示させたい場合には、画像を再生する機能を有するデバイスが、通信相手のデバ
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イスとして選ばれる。
【００４３】
　表示部２７に表示された通信相手のデバイスが、ユーザによりタッチパネル２９を介し
て選択されると、グループフォーメーション機能がスタートする（ステップ００９、ステ
ップ０１０）。携帯電話機２０の無線ＬＡＮ部２３により、ユーザが選択したデバイスと
無線通信の接続を行うための接続要求であるＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔ
が送信される（ステップ０１１）。このＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔの応
答であるＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｓｐｏｎｓｅが携帯電話機２０に送信され、双
方のＧＯ（ＧｒｏｕｐＯｗｎｅｒ）になりたい度合いが比較される（ステップ０１２～ス
テップ０１４）。その比較結果に基づいて、携帯電話機２０と通信相手のデバイスとのど
ちらがＧＯになるのか、Ｃｌｉａｎｔになるのかが決定される（ステップ０１５）。
【００４４】
　ＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔを受信した通信相手のデバイスは、例えば
デバイスが有する表示部等に、接続の有無をユーザに選択させるためのＵＩ（User Inter
face）を表示させる。これにより通信相手のデバイスを使用するユーザの接続の意思を確
認することができる（ステップ０１６、ステップ０１７）。また上記ＵＩに対するユーザ
の無線通信の接続を行う旨の操作を、ＷＰＳ（Wi-Fi Protected Setup）による認証のト
リガとしてもよい（ステップ０１８、ステップ０１９）。最後に、ＷＰＳによる認証が行
われることで、携帯電話機２０と通信相手のデバイスとの間で無線通信が可能となる（ス
テップ１２０）。なお、携帯電話機２０と通信相手のデバイスとの認証方法として他の方
法が用いられてもよい。
【００４５】
　上記のように動作する携帯電話機２０に対する本実施形態のテレビジョン受像機１０の
動作を説明する。図６は、テレビジョン受像機１０の動作を示すフローチャートである。
図７は、テレビジョン受像機１０と携帯電話機２０との間で図１に示す無線ＬＡＮシステ
ム１００が構築されるまでの処理の流れを示すシーケンス図である。
【００４６】
　以下のテレビジョン受像機１０の処理は、上記したＲＯＭ等に記憶されたソフトウェア
と、テレビジョン受像機１０のハードウェア資源との協働により実現される。具体的には
、コントローラＣＰＵ１８がＲＯＭ等に記憶された、ソフトウェアを構成するプログラム
をＲＡＭにロードして実行することにより、以下の処理が実現される。
【００４７】
　まず、ユーザによりインフラストラクチャモードからダイレクトモードへ切り替えられ
る（ステップ１０１）。図８は、このステップ１０１を説明するための図である。
【００４８】
　図８に示すように、テレビジョン受像機１０の表示部１７に、例えばテレビ放送番組の
コンテンツ３０が表示されている状態から、モード選択のためのＵＩ３１が表示される。
モード選択のためのＵＩ３１は、例えばユーザにより入力部１９が操作されることで表示
される。このＵＩ３１に基づいて入力部１９が操作されることで、携帯電話機２０との無
線通信のための接続を確立するか否かの選択が選択信号としてコントローラＣＰＵ１８に
入力される。すなわちユーザの明示的な操作によりダイレクトモードが選択される。
【００４９】
　本実施形態では、モード選択のためのＵＩ３１として、複数の異なるサムネイル画像が
十字状に配列されたクロスメディアバーが用いられる。そして、ＨＤＭＩ等の外部入力端
子を選択する列に、各種の入力端子と並んで「仮想Ｗｉ－ＦｉＤｉｒｅｃｔ端子」のアイ
コン３２が配置される。この「仮想Ｗｉ－ＦｉＤｉｒｅｃｔ端子」のアイコン３２がユー
ザにより明示的に選択されることでダイレクトモードが有効となる。ダイレクトモードを
選択するためのアイコン３２は、ＢＳデジタル放送等の放送種別を選択するための列や、
放送局を選択するための列に配置されてもよい。「仮想Ｗｉ－ＦｉＤｉｒｅｃｔ端子」の
アイコン３２が、モード選択のためのＵＩ３１のトップレベルに配置されることで、ダイ
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レクトモードを選択するユーザにとって、操作性及び利便性が向上する。モード選択のた
めのＵＩ３１は、クロスメディアバーに限られない。
【００５０】
　ユーザによりダイレクトモードが選択されると、テレビジョン受像機１０の表示部１７
に、ダイレクト接続用の画面であるＵＩ３３が表示される。そして、外部の無線通信機器
２０からのダイレクト接続の待ち受け状態となり、外部の無線通信機器に対してテレビジ
ョン受像機１０のデバイス検出及びサービス検出が許可される状態となる（ステップ１０
２）。
【００５１】
　図７のシーケンス図を見てみると、ステップ２０１にて上記したダイレクトモードの選
択が行われ、ステップ２０２以降においてダイレクト接続の待ち受け状態となる。またス
テップ２０３において、テレビジョン受像機１０の表示部１７に、ダイレクト接続のため
のＵＩ３３が表示される。
【００５２】
　図７に示すように、ダイレクトモードが選択される前においては、携帯電話機２０のデ
バイスディスカバリ機能により送信されるＰｒｏｂｅＲｅｑｕｅｓｔに対してＰｒｏｂｅ
Ｒｅｓｐｏｎｓｅは送信されない。従って、携帯電話機２０から何度もＰｒｏｂｅＲｅｑ
ｕｅｓｔが送信されている（ステップ２０４）。
【００５３】
　ダイレクトモードが選択された後は、携帯電話機２０からのＰｒｏｂｅＲｅｑｕｅｓｔ
に対してＰｒｏｂｅＲｅｓｐｏｎｓｅが送信される。そして携帯電話機２０からのＳｅｒ
ｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＱｕｅｒｙに対してＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＲｅ
ｓｐｏｎｓｅが送信される。これにより、携帯電話機２０の表示部２７に、無線通信が可
能な相手として、テレビジョン受像機１０の名称が表示される（ステップ２０５、図５参
照）。
【００５４】
　外部の無線通信機器である携帯電話機２０からテレビジョン受像機１０に接続要求が送
信されたか否か判定される（図６のステップ１０３）。テレビジョン受像機１０の無線Ｌ
ＡＮ部１２により、携帯電話機２０からの接続要求が受信されないときは（ステップ１０
３のＮｏ）、ダイレクトモードを継続する時間がタイムアウトしたかどうかが判定される
（ステップ１０４）。ダイレクトモードの継続時間がタイムアウトしていないと判定され
た場合（ステップ１０４のＮｏ）、タイマ値を増やし（ステップ１０５）、ステップ１０
２のダイレクト接続の待ち受け状態に戻る。
【００５５】
　ダイレクトモードの継続時間がタイムアウトしたと判定された場合（ステップ１０４の
Ｙｅｓ）、すなわち図９に示すように、所定の時間が経過する間に携帯電話機２０から接
続要求が送信されない場合、インフラモードに切り替えられる。テレビジョン受像機１０
の表示部１７に表示されるＵＩがインフラモード用のＵＩに切り替えられ、デバイス検出
及びサービス検出が不許可となる（図６のステップ１０６、図９のステップ３０１及び３
０２）。なお図９では、携帯電話機２０によりデバイス検出及びサービス検出が行われて
いないが、デバイス検出及びサービス検出が行われた状態であって、図７に示すステップ
２０６の接続要求が所定の時間が経過する間に行われない状態でも同様にタイムアウトと
される。
【００５６】
　タイムアウトとなる時間の長さは、例えば２分程度であるが、適宜設定されてよい。こ
のように、テレビジョン受像機１０のダイレクトモードについてタイムアウトとなる時間
が設定されることで、例えば上記した各種の応答の送信がオンに切り替えられた状態のま
ま放置されることで、ユーザの知らない間に外部の無線通信機器（携帯電話機２０）と接
続されてしまうことを防止することができる。なお、タイムアウトとなる時間の長さを設
定する方法、及び時間を計測する方法はどのような方法が採用されてもよい。



(11) JP 5521774 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

【００５７】
　図６に示すステップ１０３において、テレビジョン受像機１０の無線ＬＡＮ部１２によ
り、携帯電話機２０からの接続要求が受信された場合（ステップ１０３のＹｅｓ）、携帯
電話機２０からのＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔに応答して、ＧｏＮｅｇｏ
ｔｉａｔｉｏｎＲｅｓｐｏｎｓｅが送信される。そして双方の機器の間でＷＰＳによる認
証が行われ、図１に示す無線ＬＡＮシステム１００が構築される（ステップ１０７、図７
の破線で囲ったステップ２０７）。
【００５８】
　図１０に示すように、テレビジョン受像機１０が携帯電話機２０からの接続要求を受信
したときに、携帯電話機２０に対して応答するか否かをユーザに判断させるためのＵＩ３
４が表示部に表示されてもよい。一方、図６に示すステップ１０１のユーザによるダイレ
クトモードの選択により、無線通信の接続の意思は確認されているので、ＵＩ３４が表示
されなくてもよい。この場合図１１に示すように、携帯電話機２０からの接続要求を受信
することで、ダイレクト接続がスタートしてもよい。ＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｑ
ｕｅｓｔの応答の確認のためのＵＩ３４を表示させない場合、ユーザが入力部１９を操作
する手間を省くことができるので、操作性は高くなる。
【００５９】
　このように、本実施形態に係る情報処理装置であるテレビジョン受像機１０は、外部の
無線通信機器である携帯電話機２０からの無線通信のための接続を確立するための要求と
して、ＰｒｏｂｅＲｅｑｕｅｓｔ、ＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＱｕｅｒｙ、Ｇｏ
ＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔを受信する。そしてこれらの要求に対して、無線
ＬＡＮ部１２により、ＰｒｏｂｅＲｅｓｐｏｎｓｅ、ＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙ
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、ＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｓｐｏｎｓｅが携帯電話機２０に送
信される。図６のステップ１０１に示したように、これら各種の応答の送信は、ユーザに
よりダイレクトモードが選択されたときに、オンに切り替えられる。従って、例えばユー
ザが外部の無線通信機器との間で無線通信を行いたいときにダイレクトモードを適宜選択
し、上記各種の応答の送信を適宜オンに設定することができる。これによりユーザの知ら
ない間にテレビジョン受像機１０と無線通信機器とが誤って接続されてしまう可能性を抑
えることができる。この結果、ユーザにとって利便性及び安全性が高い無線ＬＡＮシステ
ム１００を実現することができる。
【００６０】
　図６に示すステップ１０７にて、携帯電話機２０とテレビジョン受像機１０とが接続さ
れた時点で、デバイス検出及びサービス検出が不許可となる。すなわちテレビジョン受像
機１０からの各種の応答の送信がオフに切り替えられる。これにより携帯電話機２０以外
の無線通信機器に、テレビジョン受像機１０の存在が検知されることを防ぐことができ誤
接続を防ぐことができる。このステップ１０７にて、ダイレクトモードが終了となり、イ
ンフラストラクチャモードに切り替えられてもよい。しかしながら本実施形態では、各種
の応答の送信がオフに切り替えられるが、ダイレクトモードは終了しない。
【００６１】
　例えば、ユーザが複数の無線通信機器を有しており、各無線通信機器を順次テレビジョ
ン受像機１０と接続させたい場合や、複数のユーザがそれぞれ携帯電話機を有しており、
各携帯電話機内に記憶されている画像等をテレビジョン受像機１０の表示部１７に表示さ
せたい場合等がある。このような場合では、図６に示すステップ１０７にてダイレクトモ
ードを終了させるのではなく、ステップ１０８に進み、「レンダラー要求」もしくは他の
無線通信機器からの接続要求の待ち受け状態とする。このときテレビジョン受像機１０か
らの各種の応答の送信がオンに切り替えられ、デバイス検出及びサービス検出が許可の状
態となる。なお、テレビジョン受像機１０の表示部には、黒画が表示される。
【００６２】
　「レンダラー要求」とは、無線通信の接続が行われた携帯電話機２０から送信された画
像データをテレビジョン受像機１０の表示部１７に表示させる旨の要求である。このレン
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ダラー要求を受信したテレビジョン受像機１０は、コントローラＣＰＵ１８により画像を
表示させるアプリケーションをスタートさせる。
【００６３】
　ステップ１０９にて、携帯電話機２０以外の無線通信機器から接続要求がない場合、携
帯電話機２０からのレンダラー要求の有無が判定される（ステップ１１０）。携帯電話機
２０からレンダラー要求がない場合、ステップ１０８に示す待ち受け状態の時間がタイム
アウトしたかどうかが判定される（ステップ１１１）。所定の時間が経過するまでの間、
他の無線通信機器からの接続要求及び携帯電話機２０からのレンダラー要求が受信されな
い場合、ダイレクトモードが終了し、インフラストラクチャモードに切り替えられる。こ
のときテレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信がオフに切り替えられ、デバイス
検出及びサービス検出が不許可の状態となる（ステップ１１２、ステップ１１３）。タイ
ムアウトとなる時間の長さは、例えば２分程度であるが、適宜設定されてよい。また、他
の無線通信機器からの接続要求のための待ち時間と、レンダラー要求のための待ち時間と
をそれぞれ個別に設定してもよい。
【００６４】
　ステップ１１０にて、携帯電話機２０からのレンダラー要求があった場合、テレビジョ
ン受像機１０のコントローラＣＰＵ１８によりアプリケーションがスタートし、表示部１
７に画像が表示される（ステップ１１４、図１０及び１１の外部機器のコンテンツ３５参
照）。このときテレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信がオフに切り替えられ、
デバイス検出及びサービス検出が不許可の状態となる。
【００６５】
　テレビジョン受像機１０の入力部１９または接続されている携帯電話機２０から、テレ
ビジョン受像機１０へアプリケーションのストップコマンドが入力されたか否かが判定さ
れる（ステップ１１５）。アプリケーションのストップコマンドが入力されない場合、す
なわちアプリケーションの実行が継続される間は、テレビジョン受像機１０からの各種の
応答の送信はオフのままで維持される。アプリケーションのストップコマンドが入力され
た場合、アプリケーションが終了し、ステップ１０８の待ち受け状態に戻る（ステップ１
１６）。そしてテレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信がオンに切り替えられ、
デバイス検出及びサービス検出が許可の状態となる。
【００６６】
　上記で説明した図６のステップ１０７～ステップ１１６の典型的な具体例を説明する。
図１２は、その説明のためのシーケンス図である。
【００６７】
　図６に示すステップ１０７にて、携帯電話機２０とテレビジョン受像機１０との間で無
線通信が接続された際には、携帯電話機２０から画像データがテレビジョン受像機１０に
送信される。またそれと略同時に携帯電話機２０からレンダラー要求が送信されることが
多く、テレビジョン受像機１０において画像を表示するアプリケーションがスタートする
。すなわち無線ＬＡＮシステム１００が構築された後は、まず図６に示すステップ１１４
まで進み、携帯電話機２０からのレンダラー要求に基づいて、テレビジョン受像機１０の
表示部１７に画像が表示される。上記したようにアプリケーションが実行されている間は
、テレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信はオフに切り替えられる（図９のステ
ップ４０１）。これにより、アプリケーションが実行している間に、ユーザの把握してい
ない外部の無線通信機器にテレビジョン受像機１０の存在が検知されることを防ぐことが
でき、誤接続を防止することができる。
【００６８】
　そしてアプリケーションが終了すると、図６に示すステップ１０８にて他の通信機器か
ら待ち受け要求の状態となる。テレビジョン受像機１０の表示部１７には、黒画が表示さ
れ、テレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信は再びオンに切り替えられる（図９
のステップ４０２、ステップ４０３）。図１２のシーケンス図に示すように、他の無線通
信機器から接続要求がある場合、接続されている携帯電話機２０との接続が切断され、当
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該無線通信機器との接続が行われる（図６のステップ１１７、図１２のステップ４０４）
。
【００６９】
　例えば、図６のステップ１０７にて携帯電話機２０との間でダイレクト接続が確立した
ときにダイレクトモードが終了となる場合、複数の無線通信機器と順次接続させるには、
その都度ダイレクトモードの選択が行わなければならない。しかしながら図６のステップ
１０８に示す待ち受け状態を設定することで、複数の無線通信機器と順次無線通信を確立
することが容易となる。上記したように、ステップ１０８の待ち受け状態が２分程度の長
さで続けば、タイムアウトと判定され、ダイレクトモードが終了する。従って、ユーザの
把握していない外部の無線通信機器との誤接続や、不正なアクセスを防ぐことも可能であ
る。
【００７０】
　他の無線通信機器とテレビジョン受像機１０が接続されるときに、図１０で示したよう
な、接続を確認するためのＵＩ３４がテレビジョン受像機１０の表示部１７に表示されて
もよい。携帯電話機２０との接続については、図６のステップ１０１に示すダイレクトモ
ードの選択により、ユーザの意思が確認される。一方、他の無線通信機器との接続につい
ては、接続の意思を逐一確認するために、上記ＵＩ３４が表示されてもよい。あるいは、
ステップ１０８の待ち受け状態になったときから、他の無線通信機器からの接続要求を受
信するまでの時間を計り、所定の時間よりも短ければＵＩ３４は表示されず、所定の時間
よりも長ければＵＩが表示されてもよい。このことはユーザが把握している無線通信機器
であれば、順次、テレビジョン受像機１０に接続されるので、ステップ１０８の待ち受け
時間は短いという考えに基づくものである。
【００７１】
　なお、テレビジョン受像機１０のコントローラＣＰＵ１８により実行されるアプリケー
ションは、無線通信が行われる相手からのレンダラー要求に基づくものに限られない。入
力部１９を介したユーザの操作信号に基づいて各種のアプリケーションが実行されている
間も、テレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信はオフに切り替えられる。また、
ステップ１０８の待ち受け状態において、テレビジョン受像機１０の表示部１７に放送番
組等が表示された場合、タイムアウトを待たずして、その時点でダイレクトモードを終了
させてもよい。
【００７２】
　ここで携帯電話機２０からの接続要求に対して、図１０に示す接続を確認するためのＵ
Ｉ３４を表示させることのみで、誤接続等を防ぐことについて考察する。例えばユーザが
把握していない外部の無線通信機器からの接続要求に基づいてＵＩ３４が表示されたとす
る。このときテレビジョン受像機１０を使用するユーザが、そのＵＩ３４の意味を理解し
ないまま機械的に接続を許可する旨の操作をしてしまう場合が考えられる。そうすると、
ユーザが把握していない外部の無線通信機器と誤って接続されてしまう。また、ＵＩ３４
が表示されること自体が問題となる可能性もある。
【００７３】
　また、ユーザにより入力部１９が操作されることで、接続をしない旨の信号が入力され
る場合でも、外部の無線通信機器を使用する他のユーザが、テレビジョン受像機１０に接
続要求が送信されていることに気付いてない場合が考えられる。そうすると外部の無線通
信機器を使用するユーザにより何度も接続要求の操作が行われ、テレビジョン受像機１０
の表示部１７には、接続確認のＵＩ３４が何度も表示されてしまう可能性がある。この結
果、テレビジョン受像機１０を使用するユーザにとっては煩わしい状況となる。しかしな
がら本実施形態では、ユーザが把握する無線通信機器（携帯電話機２０）をテレビジョン
受像機１０に接続したいときに、ダイレクトモードを適宜選択することができる。また、
テレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信のオン／オフが適宜切り替えられる。こ
れにより、ユーザにとって利便性及び安全性の高い無線ＬＡＮシステム１００を構築する
ことができる。
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【００７４】
　＜第２の実施形態＞
　本発明の第２の実施形態に係る情報処理装置としてのテレビジョン受像機について説明
する。これ以降の説明では、第１の実施形態で説明した無線ＬＡＮシステム１００に用い
られる各種の装置の構成及び動作等と同様なものについては、その説明を省略又は簡略化
する。
【００７５】
　図１３は、本実施形態に係るテレビジョン受像機２１０と携帯電話機２０との間で無線
ＬＡＮシステムが構築されるまでの処理の流れを示すシーケンス図である。
【００７６】
　上記した第１の実施形態では、ダイレクトモードが選択されることで、携帯電話機２０
からの各種の要求に対する応答として、無線ＬＡＮ部１２により、ＰｒｏｂｅＲｅｓｐｏ
ｎｓｅ、ＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＲｅｓｐｏｎｓｅ、ＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉ
ｏｎＲｅｓｐｏｎｓｅが送信された。
【００７７】
　本実施形態では、携帯電話機２０からのＰｒｏｂｅＲｅｑｕｅｓｔに対するＰｒｏｂｅ
Ｒｅｓｐｏｎｓｅはダイレクトモードであるか否かにかかわらず携帯電話機２０に送信さ
れる（ステップ５０１）。そして携帯電話機２０からのＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒ
ｙＱｕｅｒｙに対するＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＲｅｓｐｏｎｓｅの送信のオン
／オフが適宜設定される。
【００７８】
　これにより、テレビジョン受像機２１０を使用するユーザにより、ダイレクトモードが
選択されない場合には、携帯電話機２０によりテレビジョン受像機２１０の機能が検知さ
れない（ステップ５０２）。従って、ダイレクトモードが選択されない場合では、携帯電
話機２０からのテレビジョン受像機１０への接続要求が制限される。
【００７９】
　図１４は、本実施形態の変形例を説明するためのシーケンス図である。図１４に示すよ
うに、テレビジョン受像機２１０’のコントローラＣＰＵにより、携帯電話機２０からの
ＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔに対するＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｓ
ｐｏｎｓｅの送信のオン／オフが適宜設定される。
【００８０】
　図１４に示すように、ユーザによりダイレクトモードが選択される前に、携帯電話機２
０によりテレビジョン受像機１０の存在及び機能が検知され、接続要求が送信される場合
も考えられる（ステップ６０１）。しかしながら、ダイレクトモードが選択される前にお
ける、ＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲｅｓｐｏｎｓｅはｆａｉｌとなり（ステップ６０１
ａ）、外部通信機器とテレビジョン受像機１０との接続が制限される。
【００８１】
　この例では、過去にテレビジョン受像機２１０’の存在及び機能を検知して、それを記
憶していた無線通信機器からの接続要求も適宜制限することができ、誤接続または不正ア
クセスを防止することができる。
【００８２】
　外部の無線通信機器からの各種の要求に対する応答であるＰｒｏｂｅＲｅｓｐｏｎｓｅ
、ＳｅｒｖｉｃｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙＲｅｓｐｏｎｓｅ、ＧｏＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＲ
ｅｓｐｏｎｓｅを適宜組み合わせて、その組み合わされた各応答の送信のオン／オフが適
宜切り替えられてもよい。
【００８３】
　＜第３の実施形態＞
　図１５は、本発明の第３の実施形態に係る情報処理装置としてのテレビジョン受像機３
１０と携帯電話機２０との間で無線ＬＡＮシステムが構築されるまでの処理の流れを示す
シーケンス図である。図１６は、本実施形態に係るテレビジョン受像機３１０の表示部３
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１７を示す図である。
【００８４】
　本実施形態に係るテレビジョン受像機３１０は、デバイスディスカバリ機能及びサービ
スディスカバリ機能を有している。そして、それらの機能を用いることで、テレビジョン
受像機３１０と同様な機能を有する無線通信機器（テレビジョン受像機Ａ～Ｃ）を表示部
３１７に表示させることが可能である（ステップ７０１、ステップ７０２）。
【００８５】
　図１６に示すように、検索された無線通信機器は、例えばアルファベット順等で、テレ
ビジョン受像機３１０を含めて表示される。そしてテレビジョン受像機３１０を使用する
ユーザにより、当該テレビジョン受像機３１０が選択されることで、携帯電話機２０との
接続が明確に行われ、誤接続が防がれる。このように、テレビジョン受像機３１０による
デバイス検索及びサービス検索により図１６に示すＵＩ３７が表示され、このＵＩ３７に
より自己の機器が選択されるというユーザの明示的な操作があって始めて、無線通信の接
続が実行されてもよい。
【００８６】
　＜その他の実施形態＞
　本発明に係る実施形態は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態が
ある。
【００８７】
　上記では、図８に示すように、テレビジョン受像機１０の表示部１７に「仮想Ｗｉ－Ｆ
ｉＤｉｒｅｃｔ端子」のアイコン３２が表示された。そしてこのアイコン３２により、ユ
ーザの明示的な意思に基づいた無線通信の接続操作が行われた。このアイコン３２が選択
され、上記で説明した無線通信のための接続処理が行われている間、Ｗｉ－Ｆｉを用いる
他のプリケーションが停止されてもよい。ユーザにとっては、他の無線通信機器との接続
が確立するのを待つ状態なので、他のアプリケーションが停止されても、操作上違和感は
ほとんどないと考えられる。従って、Ｗｉ－ＦＩダイレクト接続のためにテレビジョン受
像機１０が有するリソースを１００％使用することができ、接続処理の速度が向上させる
ことができる。
【００８８】
　また、図６のステップ１１４で説明したように、アプリケーションが実行されている間
は、テレビジョン受像機１０からの各種の応答の送信がオフに切り替えられ、デバイス検
出及びサービス検出が不許可の状態となる。これにより、Ｗｉ－Ｆｉ動作時には時分割で
通常の通信から離れて、各周波数チャンネルで他の無線通信機器がいないかを検索するこ
とが不要となり、リソースにかかる負荷を抑えることができる。
【００８９】
　上記の各実施形態では、情報処理装置としてテレビジョン受像機が用いられた。しかし
ながらテレビジョン受像機の他に例えば無線通信機能を有するＰＣ（Personal Computer
）、オーディオ機器、プロジェクター装置、録画機器、あるいはＰＤＡ（Personal Digit
al Assistant）等が用いられてもよい。このような機器が用いられる場合でも、外部の無
縁通信機器と接続するためのダイレクトモードの選択、及び外部の無線通信から送信され
る各種の要求に対する各種の応答の送信のオン／オフを適宜切り替えることで、上記した
各実施形態と同様な効果を得ることができる。
【００９０】
　また上記した各実施形態では、Ｗｉ－ＦＩ規格に基づいた無線ＬＡＮシステムが構築さ
れたが、無線通信のために用いられる規格はどのようなものであっても構わない。
【符号の説明】
【００９１】
　１０、２１０、２１０’、３１０…テレビジョン受像機
　１２…無線ＬＡＮ部
　１８…コントローラＣＰＵ
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　１９…入力部、ヒューマンインタフェース
　２０…無線通信機器、携帯電話機
　１００…無線ＬＡＮシステム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】
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【図５】
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