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(57)【要約】
【課題】よりユーザの利便性を向上させることが出来る
通信装置、及び通信方法を提供する。
【解決手段】通信装置（１００）は、ＷＬＡＮを設定す
るための情報を記憶するＷＬＡＮ設定情報記憶部（１７
２）と、外部機器との間でＷＯＬ機能を設定するための
ＷＯＬ設定情報を予め記憶するＷＯＬ設定情報記憶手段
（１８２）とを備える。通信装置は、前記ＷＬＡＮ設定
情報記憶部に記憶されている情報に基づいて前記外部機
器とデータの送受信を行い、前記外部機器をエンローリ
として登録する。この場合、通信装置は、前記外部機器
に送信するデータに前記ＷＯＬ設定情報記憶手段により
記憶されているＷＯＬ設定情報を付加する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器と無線でデータの送信及び受信を行う送受信手段と、
　ＷＬＡＮを設定するための情報を記憶するＷＬＡＮ設定情報記憶手段と、
　前記ＷＬＡＮ設定情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記外部機器と前記送
受信手段によりデータの送受信を行い、前記外部機器をエンローリとして登録するレジス
トラ処理手段と、
　前記外部機器との間でＷＯＬ機能を設定するためのＷＯＬ設定情報を予め記憶するＷＯ
Ｌ設定情報記憶手段と、
　前記レジストラ処理手段により前記外部機器に送信するデータに前記ＷＯＬ設定情報記
憶手段により記憶されているＷＯＬ設定情報を付加するＷＯＬ設定情報付加手段と、
　を具備することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記ＷＯＬ設定情報記憶手段は、当該通信装置のＭＡＣアドレスをＷＯＬ設定情報とし
て記憶することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記ＷＯＬ設定情報記憶手段は、さらにＷＯＬ機能を実行する場合に用いる暗号鍵を予
め記憶し、
　前記ＷＯＬ設定情報付加手段は、前記レジストラ処理手段により前記外部機器に送信す
るデータに前記ＷＯＬ設定情報記憶手段により記憶されている暗号鍵をさらに付加するこ
とを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　外部機器と無線でデータの送信及び受信を行う送受信手段と、
　ＷＬＡＮを設定するための情報を記憶するＷＬＡＮ設定情報記憶手段と、
　前記ＷＬＡＮ設定情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記外部機器と前記送
受信手段によりデータの送受信を行い、当該装置を前記外部機器のエンローリとして登録
するエンローリ処理手段と、
　前記エンローリ処理手段により前記外部機器から受信するデータに付加されているＷＯ
Ｌ設定情報を取得するＷＯＬ設定情報取得手段と、
　前記ＷＯＬ設定情報取得手段により取得したＷＯＬ設定情報を記憶するＷＯＬ設定情報
記憶手段と、
　を具備することを特徴とする通信装置。
【請求項５】
　第１の通信装置と第２の通信装置との間で無線通信を行う通信方法であって、
　前記第１の通信装置及び第２の通信装置に記憶されているＷＬＡＮを設定するための情
報に基づいて、互いにデータの送受信を行い、前記第２の通信装置を前記第１の通信装置
のエンローリとして登録し、
　前記第１の通信装置から前記第２の通信装置に送信するデータに、前記第１の通信装置
に記憶されている前記第１の通信装置と前記第２の通信装置との間でＷＯＬ機能を設定す
るためのＷＯＬ設定情報を付加し、
　前記送信されるデータに付加されているＷＯＬ設定情報を取得し、
　前記取得したＷＯＬ設定情報を前記第２の通信装置に記憶する、
　ことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、複数の装置間で制御信号及びデータなどを送受信する通信装置、及
び通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、様々な情報記録媒体の記憶容量が増大している。また、情報記録媒体を備える放
送受信装置、及び録画装置（情報記録再生装置）などが一般的に普及している。放送受信
装置及び情報記録再生装置は、映像、または音楽などのコンテンツ（プログラム）を圧縮
したデータを、記録媒体に記録する。通常、放送受信装置及び情報記録再生装置は、例え
ば、Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ（ＨＤＤ）などの磁気ディスク、Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔ
ａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ（ＳＳＤ）、またはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ
（ＤＶＤ）などの光ディスクなどを記録媒体として用いる。
【０００３】
　また、近年、通信ネットワーク技術の発達に伴い、オフィス内や家庭内でＬＡＮを構築
するケースが増えている。また、例えば、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＤＬＮＡ）などのガイドラインが存在する。ＤＬＮＡに対応する
複数の機器を、ＬＡＮを介して接続する場合、機器間におけるコンテンツの共有化を実現
することができる。
【０００４】
　さらに、近年、無線通信技術の発達に伴い、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）によりＬＡＮを構
築するケースが増えている。例えば、ＤＬＮＡに対応する複数の機器を、ＷＬＡＮを介し
て接続する場合、各機器は、無線通信により他機からコンテンツを取得することができる
。
【０００５】
　ＷＬＡＮにより機器同士を接続する場合、エンローリ（子機）からレジストラ（親機）
に認証情報を入力し、接続設定を行う必要がある。これを簡易に行う為に、プッシュボタ
ンを押すことにより、エンローリからレジストラに認証情報を送信する通信装置が提供さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２８３４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、接続されている機器間でコンテンツを共有化するＤＬＮＡ機能は、コンテンツ
を再生する側の機器（クライアント）とコンテンツを供給する側の機器（サーバ）との両
機器の電源をＯＮにする必要がある。例えば、ＷＬＡＮにより離れた位置で両機器が接続
されている場合、クライアント機を操作するユーザが、サーバ機の電源をＯＮする必要が
あり、手間であるという問題がある。
【０００８】
　この問題を解決する為に、ＬＡＮを介して他機器の電源状態などの制御を行うＷａｋｅ
　Ｏｎ　Ｌａｎ（ＷＯＬ）機能などがある。例えば、ＷＯＬ機能に対応するクライアント
とサーバとをＬＡＮにより接続し、設定処理を行う場合、クライアント機からサーバ機の
電源をＯＮする事ができる。しかし、ＷＯＬを設定する為に、ユーザが認証情報を入力す
る必要があり、手間であるという問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明の一形態における目的は、上記した問題点を解決するものであり、より
ユーザの利便性を向上させることが出来る通信装置、及び通信方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施形態としての通信装置は、外部機器と無線でデータの送信及び受信を行
う送受信手段と、ＷＬＡＮを設定するための情報を記憶するＷＬＡＮ設定情報記憶手段と
、前記ＷＬＡＮ設定情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて前記外部機器と前記送
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受信手段によりデータの送受信を行い、前記外部機器をエンローリとして登録するレジス
トラ処理手段と、前記外部機器との間でＷＯＬ機能を設定するためのＷＯＬ設定情報を予
め記憶するＷＯＬ設定情報記憶手段と、前記レジストラ処理手段により前記外部機器に送
信するデータに前記ＷＯＬ設定情報記憶手段により記憶されているＷＯＬ設定情報を付加
するＷＯＬ設定情報付加手段と、を具備する。
【００１１】
　また、本発明の一実施形態としての通信方法は、第１の通信装置と第２の通信装置との
間で無線通信を行う通信方法であって、前記第１の通信装置及び第２の通信装置に記憶さ
れているＷＬＡＮを設定するための情報に基づいて、互いにデータの送受信を行い、前記
第２の通信装置を前記第１の通信装置のエンローリとして登録し、前記第１の通信装置か
ら前記第２の通信装置に送信するデータに、前記第１の通信装置に記憶されている前記第
１の通信装置と前記第２の通信装置との間でＷＯＬ機能を設定するためのＷＯＬ設定情報
を付加し、前記送信されるデータに付加されているＷＯＬ設定情報を取得し、前記取得し
たＷＯＬ設定情報を前記第２の通信装置に記憶する。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明の一形態によれば、よりユーザの利便性を向上させることが出来る通信装置、
及び通信方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る通信システムの構成例を説明するためのブロ
ック図である。
【図２】図２は、図１に示す放送受信装置の構成を説明するための説明図である。
【図３】図３は、図１に示す情報記録再生装置の構成を説明するための説明図である。
【図４】図４は、図１に示す放送受信装置と情報記録再生装置との間で行われるＷＰＳ処
理について説明する為のシーケンスである。
【図５】図５は、図４に示すＷＰＳ処理で送信されるメッセージの例について説明する為
の説明図である。
【図６】図６は、図１に示す放送受信装置の処理について説明する為のフローチャートで
ある。
【図７】図７は、図１に示す情報記録再生装置の処理について説明する為のフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図を参照しながら、本発明の一実施形態に係る通信装置、及び通信方法ついて詳
細に説明する。なお、本実施形態の通信装置は、放送受信装置及び情報記録再生装置に組
み込まれていると仮定して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る通信システムの構成例について説明する為の説明図
である。　
　図１に示すように、通信システム１は、放送受信装置１００、情報記録再生装置２００
、及びアクセスポイント３００を備える。なお、放送受信装置１００、及び情報記録再生
装置２００は、それぞれＤＬＮＡ機能、ＷＬＡＮ機能、及びＷＯＬ機能を備えていると仮
定する。即ち、放送受信装置１００と情報記録再生装置２００とは、アクセスポイント３
００を介して無線ＬＡＮにより接続することができる。
【００１６】
　即ち、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００がアクセスポイント３００の通
信可能範囲内に存在する場合、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００は、互い
に無線通信により認証を行うことにより、無線通信路を確立する。
【００１７】
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　図２は、図１に示す放送受信装置１００の構成例について説明するためのブロック図で
ある。　
　放送受信装置１００は、チューナ１１０、復調部１２０、信号処理部１３０、音声処理
部１４０、スピーカ１４１、映像処理部１５０、表示部１５１、及びＭＰＵ１６０を備え
る。ＭＰＵ１６０は、ＲＯＭ１６１及びＲＡＭ１６２を備える。さらに、放送受信装置１
００は、入力端子１０１、ＨＤＤ１６３、操作入力部１６４、通信インターフェース１６
５、通信端子１６６、無線通信部１６７、無線通信制御部１７０、ＷＯＬ処理部１８０、
及びＤＬＮＡ処理部１９０を備える。
【００１８】
　入力端子１０１は、例えば、ディジタル放送信号などを受信し、チューナ１１０に供給
する。チューナ１１０は、ディジタル放送信号用のチューナである。チューナ１１０は、
入力端子１０１に入力されるディジタル放送信号のチューニングを行う。チューナ１１０
は、チューニングしたディジタル放送信号を復調部１２０に送信する。復調部１２０は、
受信するディジタル放送信号の復調を行う。復調部１２０は、復調したディジタル放送信
号を信号処理部１３０に入力する。
【００１９】
　信号処理部１３０は、信号処理手段として機能する。信号処理部１３０は、復調部１２
０から受信するディジタル放送信号に、信号処理を施す。即ち、信号処理部１３０は、デ
ィジタル放送信号を映像信号、及び音声信号に分離する。信号処理部１３０は、音声処理
部１４０に音声信号を供給する。また、信号処理部１３０は、映像処理部１５０に映像信
号を供給する。
【００２０】
　音声処理部１４０は、信号処理部１３０から受信した音声信号を、スピーカ１４１で再
生可能なフォーマットの音声信号に変換する。音声処理部１４０は、変換した音声信号を
スピーカ１４１に出力する。スピーカ１４１は、受信した音声信号を再生する。
【００２１】
　映像処理部１５０は、信号処理部１３０から受信したディジタルの映像信号のデコード
処理を行う。また、映像処理部１５０は、ＭＰＵ１６０からの制御に応じて、ＧＵＩ（Ｇ
ｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）画面などを表示するためのＯＳＤ信
号を生成する。映像処理部１５０は、デコードした映像信号と、生成したＯＳＤ信号とを
重ね合わせて合成する。
【００２２】
　映像処理部１５０は、合成した信号を表示部１５１で表示可能なフォーマットの映像信
号に変換する。映像処理部１５０は、変換した映像信号を表示部１５１に出力する。表示
部１５１は、例えば、液晶表示装置などにより構成される。表示部１５１は、受信した映
像信号を表示する。
【００２３】
　ＭＰＵ１６０は、放送受信装置１００の各部の動作を制御する。ＭＰＵ１６０は、ＣＰ
Ｕ等の演算素子を備えている。ＭＰＵ１６０は、操作入力部１６４から供給される操作信
号に基づいて、種々の処理を行う。
【００２４】
　ＲＯＭ１６１は、放送受信装置１００のシステム制御プログラム及び各種処理プログラ
ムなどを記憶している。ＲＡＭ１６２は、ＣＰＵのワークメモリとして機能する。即ち、
ＭＰＵ１６０は、操作入力部１６４から供給される操作信号に基づいて、ＲＯＭ１６１に
記憶されているプログラムを起動し、各部の動作を制御する。
【００２５】
　ＨＤＤ１６３は、コンテンツを記録することが出来る情報記録媒体である。ＨＤＤ１６
３は、画像、音楽、または放送番組等のコンテンツのデータを格納する。また、ＨＤＤ１
６３は、ＭＰＵ１６０の要求に応じて格納しているコンテンツを出力する。ＭＰＵ１６０
は、ＨＤＤ１６３から読み出すコンテンツに信号処理を行い、スピーカ１４１及び表示部
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１５１により出力することができる。
【００２６】
　操作入力部１６４は、操作入力手段として機能する。操作入力部１６４は、例えば、操
作キー、または、リモートコントローラからの操作信号を受信する受光部などにより構成
される。操作入力部１６４は、ユーザからの操作入力に応じて操作信号を生成する。操作
入力部１６４は、生成した操作信号をＭＰＵ１６０に供給する。
【００２７】
　通信インターフェース１６５は、外部の機器、またはネットワークと接続するための通
信手段である。通信インターフェース１６５は、通信端子１６６に接続される機器とＭＰ
Ｕ１６０との間で送受信される情報の受け渡しを行う。通信端子１６６は、例えば、ＬＡ
Ｎ端子、またはＵＳＢ端子などにより構成される。
【００２８】
　無線通信部１６７は、アクセスポイント３００と無線通信を行う為の手段である。即ち
、無線通信部１６７は、外部機器と無線でデータの送受信を行う送受信手段として機能す
る。無線通信部１６７は、例えば、電波を受信するアンテナと、アンテナにより受信する
データを認識してＭＰＵ１６０に伝達するデータ処理部とを備える。
【００２９】
　無線通信制御部１７０は、無線通信部１６７による無線通信処理の制御を行う。無線通
信制御部１７０は、ＷＰＳレジストラ処理部１７１とＷＬＡＮ設定情報記憶部１７２とを
備える。
【００３０】
　ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓ
ｅｔｕｐ（ＷＰＳ処理）を行う処理部である。ＷＰＳ処理は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎ
ｃｅにより規定されている処理である。ＷＰＳ処理は、無線ＬＡＮの設定を容易に行う為
の方法である。本実施形態では、放送受信装置１００が、エンローリの登録を行うレジス
トラとして機能し、情報記録再生装置２００が、レジストラにより登録されるエンローリ
として機能すると仮定して説明する。
【００３１】
　ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、プッシュボタン方式によりエンローリの登録を行う
。即ち、ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、外部機器をエンローリとして登録するレジス
トラ処理手段として機能する。
【００３２】
　ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、操作入力部１６４により所定の操作が行われる場合
、表示部１５１にボタンを表示する。ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、表示部１５１に
表示したボタンが選択される場合、アクセスポイント３００を介してビーコン（Ｂｅａｃ
ｏｎ）をアクセスポイント３００の通信可能範囲に所定時間送信する。なお、上記したボ
タンと同様の動作を行うプッシュボタンを放送受信装置１００の表面部に設けても良い。
【００３３】
　ビーコンの送信中にエンローリ側でプッシュボタンが押される場合、エンローリは、ア
クセスポイント３００を介してレジストラである放送受信装置１００にプローブ（Ｐｒｏ
ｂｅ）を送信する。放送受信装置１００は、プローブを受信する場合、通信可能範囲内に
接続可能なエンローリが存在することを認識する。例えば、放送受信装置１００は、情報
記録再生装置２００をエンローリとして検出する。この場合、レジストラとしての放送受
信装置１００は、エンローリである情報記録再生装置２００と認証処理及び無線通信設定
処理を行う。
【００３４】
　ＷＬＡＮ設定情報記憶部１７２は、エンローリ機との認証処理及び無線通信設定処理に
用いる各種の情報を記憶するＷＬＡＮ設定情報記憶手段である。例えば、ＷＬＡＮ設定情
報記憶部１７２は、放送受信装置１００のネットワークインデックス、Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＳＳＩＤ）、認証情報、ネットワーク鍵、及びＭＡＣアドレ
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スなどを記憶する。また、ＷＬＡＮ設定情報記憶部１７２は、ネットワーク内のエンロー
リを識別するための情報、認証情報などを記憶する。
【００３５】
　ＷＯＬ処理部１８０は、ＬＡＮにより接続される機器間におけるＷａｋｅ　Ｏｎ　Ｌａ
ｎ（ＷＯＬ）の処理の制御を行う。ＷＯＬ処理部１８０は、ＷＯＬクライアント処理部１
８１と、ＷＯＬクライアント情報記憶部１８２とを備える。
【００３６】
　ＷＯＬクライアント処理部１８１は、ＷＯＬに関する処理を制御する。ＷＯＬクライア
ント情報記憶部１８２は、ＷＯＬの設定に用いるＷＯＬ設定情報を記憶するＷＯＬ設定情
記憶手段である。ＷＯＬ設定情報は、例えば、ＭＡＣアドレスなどの認証情報である。本
実施形態では、放送受信装置１００が、ＷＯＬにおけるクライアント側であり、情報記録
再生装置２００がサーバ側であると仮定して説明する。
【００３７】
　クライアント側である放送受信装置１００は、ＷＯＬクライアント情報記憶部１８２に
記憶されている認証情報をサーバ側である情報記録再生装置２００に登録する。これによ
り、放送受信装置１００は、に対してＷＯＬがサポートする処理を情報記録再生装置２０
０が実行するように情報記録再生装置を制御することができる。
【００３８】
　例えば、放送受信装置１００から情報記録再生装置２００を起動させる場合、放送受信
装置１００は、起動処理の制御信号と、ＷＯＬクライアント情報記憶部１８２に記憶され
ている認証情報とを情報記録再生装置２００に送信する。情報記録再生装置２００は、受
信した認証情報が登録されている場合に、受信した制御に基づいて処理を実行する。
【００３９】
　ＤＬＮＡ処理部１９０は、ＤＬＮＡ機能に関する制御を行う。即ち、ＤＬＮＡ処理部１
９０は、放送受信装置１００と、例えばＬＡＮなどのネットワークを介して接続されてい
る情報記録再生装置２００との間におけるコンテンツの送受信を制御する。本実施形態で
は、放送受信装置１００が、コンテンツを再生するクライアント側であり、情報記録再生
装置２００が、コンテンツを記録及び提供するサーバ側であると仮定して説明する。
【００４０】
　例えば、クライアント側である放送受信装置１００のＤＬＮＡ処理部１９０は、接続さ
れているサーバ側の情報記録再生装置２００からコンテンツのリストを取得する。ＤＬＮ
Ａ処理部１９０は、取得したコンテンツのリストを表示部１５１に表示する。例えば、表
示したリスト中のコンテンツの再生操作が入力される場合、ＤＬＮＡ処理部１９０は、該
当するコンテンツをサーバ側から読み出し、再生処理を行う。
【００４１】
　図３は、図１に示す情報記録再生装置２００の構成例について説明するためのブロック
図である。　
　情報記録再生装置２００は、チューナ２１０、復調部２２０、信号処理部２３０、音声
処理部２４０、映像処理部２５０、及びＭＰＵ２６０を備える。ＭＰＵ２６０は、ＲＯＭ
２６１及びＲＡＭ２６２を備える。さらに、情報記録再生装置２００は、入力端子２０１
、音声出力端子２０２、映像出力端子２０３、ＨＤＤ２６３、操作入力部２６４、通信イ
ンターフェース２６５、通信端子２６６、無線通信部２６７、表示部２６８、無線通信制
御部２７０、ＷＯＬ処理部２８０、及びＤＬＮＡ処理部２９０を備える。
【００４２】
　なお、入力端子２０１、チューナ２１０、復調部２２０、信号処理部２３０、音声処理
部２４０、及び映像処理部２５０は、放送受信装置１００の入力端子１０１、チューナ１
１０、復調部１２０、信号処理部１３０、音声処理部１４０、及び映像処理部１５０と同
様の構成であるので、詳細な説明を省略する。
【００４３】
　情報記録再生装置２００は、音声信号を再生するスピーカと、映像信号を再生する表示
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部とを備えていない。この為、情報記録再生装置２００は、音声信号を出力する音声出力
端子２０２と、映像信号を出力する映像出力端子２０３とを備える。
【００４４】
　音声処理部２４０は、信号処理部２３０から受信した音声信号を、外部のスピーカによ
り再生可能なフォーマットの音声信号に変換し、音声出力端子２０２から出力する。また
、映像処理部２５０は、映像信号、またはＯＳＤ処理により文字表示を合成した信号を映
像出力端子２０３から出力する。
【００４５】
　ＭＰＵ２６０は、情報記録再生装置２００の各部の動作を制御する。ＭＰＵ２６０は、
ＣＰＵ等の演算素子を備えている。ＭＰＵ２６０は、操作入力部２６４から供給される操
作信号に基づいて、種々の処理を行う。
【００４６】
　ＲＯＭ２６１は、情報記録再生装置２００のシステム制御プログラム及び各種処理プロ
グラムなどを記憶している。ＲＡＭ２６２は、ＣＰＵのワークメモリとして機能する。即
ち、ＭＰＵ２６０は、操作入力部２６４から供給される操作信号に基づいて、ＲＯＭ２６
１に記憶されているプログラムを起動し、各部の動作を制御する。
【００４７】
　ＨＤＤ２６３は、コンテンツを記録することが出来る情報記録媒体である。ＨＤＤ２６
３は、画像、音楽、または放送番組等のコンテンツのデータを格納する。また、ＨＤＤ２
６３は、ＭＰＵ２６０の要求に応じて格納しているコンテンツを出力する。ＭＰＵ２６０
は、ＨＤＤ２６３から読み出すコンテンツに信号処理を行い、信号を音声出力端子２０２
及び映像出力端子２０３から出力することができる。
【００４８】
　操作入力部２６４は、操作入力手段として機能する。操作入力部２６４は、例えば、操
作キー、または、リモートコントローラからの操作信号を受信する受光部などにより構成
される。操作入力部２６４は、ユーザからの操作入力に応じて操作信号を生成する。操作
入力部２６４は、生成した操作信号をＭＰＵ２６０に供給する。
【００４９】
　通信インターフェース２６５は、外部の機器、またはネットワークと接続するための通
信手段である。通信インターフェース２６５は、通信端子２６６に接続される機器とＭＰ
Ｕ２６０との間で送受信される情報の受け渡しを行う。通信端子２６６は、例えば、ＬＡ
Ｎ端子、またはＵＳＢ端子などにより構成される。
【００５０】
　無線通信部２６７は、アクセスポイント３００と無線通信を行う為の手段である。即ち
、無線通信部２６７は、外部機器と無線でデータの送受信を行う送受信手段として機能す
る。無線通信部２６７は、例えば、電波を受信するアンテナと、アンテナにより受信する
データを認識してＭＰＵ２６０に伝達するデータ処理部とを備える。
【００５１】
　表示部２６８は、情報記録再生装置２００のステータス、処理中の動作、ＬＡＮ接続な
どの有無、及びＨＤＤ２６３の容量などを表示する表示部である。
【００５２】
　無線通信制御部２７０は、無線通信部２６７による無線通信処理の制御を行う。無線通
信制御部２７０は、ＷＰＳエンローリ処理部２７３とＷＬＡＮ設定情報記憶部２７２とを
備える。
【００５３】
　ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、ＷＰＳ処理を行う処理部である。なお、本実施形態
では、上記したように、放送受信装置１００が、エンローリの登録を行うレジストラとし
て機能し、情報記録再生装置２００が、レジストラにより登録されるエンローリとして機
能すると仮定して説明する。
【００５４】
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　ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、プッシュボタン方式によりエンローリの登録を行う
。即ち、ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、本装置を外部機器のエンローリとして登録す
るエンローリ処理手段として機能する。この為に、ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、操
作入力部２６４により所定の操作が行われる場合、表示部２６８にボタンを表示する。Ｗ
ＰＳエンローリ処理部２７３は、表示部２６８に表示したボタンが選択される場合、アク
セスポイント３００を介して送信されるビーコンの受信を待つ状態に移行する。なお、上
記したボタンと同様の動作を行うプッシュボタンを情報記録再生装置２００の表面部に設
けても良い。
【００５５】
　ビーコンを受信する場合、情報記録再生装置２００は、アクセスポイント３００を介し
てレジストラである放送受信装置１００にプローブを送信する。この後、情報記録再生装
置２００は、放送受信装置１００との間で認証処理及び無線通信設定処理を行う。
【００５６】
　ＷＬＡＮ設定情報記憶部２７２は、エンローリ機との認証処理及び無線通信設定処理に
用いる各種の情報を記憶するＷＬＡＮ設定情報記憶手段である。例えば、ＷＬＡＮ設定情
報記憶部２７２は、情報記録再生装置２００のネットワークンデックス、ＳＳＩＤ、認証
情報、ネットワーク鍵、及びＭＡＣアドレスなどを記憶する。
【００５７】
　ＷＯＬ処理部２８０は、ＬＡＮにより接続される機器間におけるＷａｋｅ　Ｏｎ　Ｌａ
ｎ（ＷＯＬ）の処理の制御を行う。ＷＯＬ処理部２８０は、ＷＯＬサーバ処理部２８３と
、ＷＯＬサーバ情報記憶部２８４とを備える。
【００５８】
　ＷＯＬサーバ処理部２８３は、ＷＯＬに関する処理を制御する。ＷＯＬサーバ情報記憶
部２８４は、ＷＯＬの設定に用いる認証情報を記憶する記憶部である。さらに、ＷＯＬサ
ーバ情報記憶部２８４は、クライアントから送信される認証情報を記憶する。上記したよ
うに、本実施形態では、放送受信装置１００が、ＷＯＬにおけるクライアント側であり、
情報記録再生装置２００がサーバ側であると仮定して説明する。
【００５９】
　サーバ側である情報記録再生装置２００は、クライアント側である放送受信装置１００
から受け取る認証情報をＷＯＬサーバ情報記憶部２８４に登録する。即ち、ＷＯＬサーバ
情報記憶部２８４は、受け取った認証情報（ＷＯＬ設定情報）を記憶するＷＯＬ設定情報
記憶手段として機能する。
【００６０】
　情報記録再生装置２００は、制御信号をＬＡＮ経由で受信する場合、制御信号に付加さ
れる認証情報を確認する。情報記録再生装置２００は、受信した認証情報がＷＯＬサーバ
情報記憶部２８４に登録されている場合、受信した制御に基づいて処理を実行する。
【００６１】
　ＤＬＮＡ処理部２９０は、ＤＬＮＡ機能に関する制御を行う。即ち、ＤＬＮＡ処理部２
９０は、情報記録再生装置２００と、例えばＬＡＮなどのネットワークを介して接続され
ている放送受信装置１００との間におけるコンテンツの送受信を制御する。上記したよう
に、本実施形態では、放送受信装置１００が、コンテンツを再生するクライアント側であ
り、情報記録再生装置２００が、コンテンツを記録及び提供するサーバ側であると仮定し
て説明する。
【００６２】
　例えば、クライアント側である放送受信装置１００のＤＬＮＡ処理部１９０は、情報記
録再生装置２００に対してコンテンツリストの取得要求を行う。ＤＬＮＡ処理部２９０は
、コンテンツリストの取得要求を受信する場合、ＨＤＤ２６３に記録されているコンテン
ツに基づいてコンテンツリストを作成し、放送受信装置１００に送信する。また、放送受
信装置１００からコンテンツの再生要求を受信する場合、ＤＬＮＡ処理部２９０は、該当
するコンテンツをＨＤＤ２６３から読み出し、放送受信装置１００に送信する。
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【００６３】
　図４は、図１に示す放送受信装置１００と情報記録再生装置２００との間で行われるＷ
ＰＳ処理について説明する為のシーケンスである。
【００６４】
　放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００において上記したようにプッシュボタ
ンが押される場合、ＷＰＳ処理が両機において実行される。まず、放送受信装置１００と
情報記録再生装置２００とは、通信の確立を行う。
【００６５】
　レジストラとしての放送受信装置１００は、アクセスポイント３００の通信可能範囲に
ビーコン信号を所定時間送信する（ステップＳ１１）。
【００６６】
　無線通信機能を有する情報記録再生装置２００は、放送受信装置１００から送信される
ビーコンを受信する。情報記録再生装置２００は、アクセスポイント３００の通信可能範
囲にプローブ信号（プローブ要求信号）を送信する（ステップＳ１２）。
【００６７】
　放送受信装置１００は、プローブを受信する場合、アクセスポイント３００の通信可能
範囲内にエンローリとして登録可能な機器（情報記録再生装置２００）が存在することを
認識する。放送受信装置１００は、情報記録再生装置２００との通信を確立するためのプ
ローブ応答信号（Ｐｒｏｂｅ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を情報記録再生装置２００に送信する
（ステップＳ１２）。
【００６８】
　次に、放送受信装置１００と情報記録再生装置２００とは、認証処理を行う。　
　即ち、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００は、認証パケットであるＥＡＰ
ＯＬ－ＳＴＡＲＴ、ＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、及びＥＡＰ－Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙを互いに送受信することにより、Ｅｘｔｅｎｓｉｖｅ　Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＥＡＰ）による認証処理を行う（ステッ
プＳ１４乃至ステップＳ１６）。
【００６９】
　即ち、情報記録再生装置２００は、ＥＡＰＯＬ－ＳＴＡＲＴを放送受信装置１００に送
信し、認証処理の開始を要求する（ステップＳ１４）。放送受信装置１００は、ＥＡＰ－
Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙを情報記録再生装置２００に送信し、情報記録再生装
置の識別子を要求する（ステップＳ１５）。情報記録再生装置２００は、自身の識別子を
含むＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ／Ｉｄｅｎｔｉｔｙを放送受信装置１００に送信する（ス
テップＳ１６）。
【００７０】
　さらに、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００は、メッセージＭ１乃至メッ
セージＭ８を互いに送受信するＳ（ステップＳ１７乃至ステップＳ２５）。メッセージＭ
１乃至メッセージＭ８は、ＷＬＡＮ通信における設定情報を有する。放送受信装置１００
は、受信するＷＬＡＮ設定情報を、ＷＬＡＮ設定情報記憶部１７２に記憶する。また、情
報記録再生装置２００は、受信するＷＬＡＮ設定情報を、ＷＬＡＮ設定情報記憶部２７２
に記憶する。
【００７１】
　上記したＷＰＳ処理を行うことにより、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２０
０は、互いにアクセスポイント３００を介して無線通信を行うことができる。即ち、放送
受信装置１００及び情報記録再生装置２００は、プッシュボタンが押される操作入力を検
知する場合、上記のＷＰＳ処理を実行し、通信システム１にＷＬＡＮにより接続する。
【００７２】
　図５は、図４に示すＷＰＳ処理で送信されるメッセージＭ８の例について説明する為の
説明図である。放送受信装置１００のＷＰＳレジストラ処理部１７１は、図５に示すメッ
セージＭ８を情報記録再生装置２００に送信する。
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【００７３】
　図５に示すように、メッセージＭ８は、「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｄｅｘ」、「ＳＳＩＤ
」、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ」、「Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ
」、「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｋｅｙ」、「ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ」、及び「Ｖｅｎｄｏｒ　
Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」などのデータを有する。各データは、「Ｔｙｐｅ」、「Ｌｅｎｇｔ
ｈ」、及び「Ｖａｌｕｅ」などの情報により構成される。
【００７４】
　「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｄｅｘ」は、レジストラである放送受信装置１００により構築
されるネットワークに付与されるインデックスである。「ＳＳＩＤ」は、ネットワークの
名称を示す情報である。
【００７５】
　「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ」は、レジストラである放送受信装置１０
０により構築されるネットワークにおいて行われる認証処理の種類を示す情報である。
【００７６】
　「Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ」は、レジストラである放送受信装置１００により
構築されるネットワークにおいて送受信されるデータに施される暗号化の種類を示す情報
である。「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｋｅｙ」は、暗号化に用いられる暗号鍵である。「ＭＡＣ　
Ａｄｄｒｅｓｓ」は、ネットワーク上において機器を特定するための物理アドレスである
。
【００７７】
　「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」は、拡張情報を付加することができる領域であ
る。本実施形態では、放送受信装置１００は、「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」に
ＷＯＬを設定するためのＷＯＬ設定情報を付加する。
【００７８】
　図６は、図１に示す放送受信装置１００において実行されるＷＰＳ処理について説明す
る為のフローチャートである。
【００７９】
　放送受信装置１００のＷＰＳレジストラ処理部１７１は、ＷＬＡＮ設定情報記憶部１７
２に記憶されている情報に基づいて、情報記録再生装置２００とメッセージＭ１乃至メッ
セージＭ７の送受信を行うことにより、各種の設定処理を行う（ステップＳ３１）。
【００８０】
　ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、メッセージＭ８を生成する場合、ＷＬＡＮ設定情報
記憶部１７２に記憶されている情報に基づいて、「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｄｅｘ」、「Ｓ
ＳＩＤ」、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ」、「Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｔ
ｙｐｅ」、「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｋｅｙ」、「ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ」、及び「Ｖｅｎｄ
ｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」などのデータをメッセージＭ８に付加する。
【００８１】
　また、ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、ＷＯＬ処理部１８０の仕様に基づいて「拡張
Ｔｙｐｅ」を付加するする。　
　さらに、ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、ＷＯＬ処理部１８０のＷＯＬクライアント
情報記憶部１８２に記憶されている認証情報を取得し、「拡張Ｖａｌｕｅ」に付加する（
ステップＳ３２）。　
　ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、「拡張Ｖａｌｕｅ」のデータの長さに基づいて「拡
張Ｌｅｎｇｔｈ」を付加する。
【００８２】
　上記した処理により、ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、ＴＬＶ形式のＷＯＬ設定情報
を生成する。ＷＰＳレジストラ処理部１７１は、生成したＷＯＬ設定情報をメッセージＭ
８の「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」に付加する（ステップＳ３３）。即ち、ＷＰ
Ｓレジストラ処理部１７１は、ＷＯＬ設定情報をメッセージに付加するＷＯＬ設定情報付
加手段として機能する。
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【００８３】
　放送受信装置１００は、生成したメッセージＭ８を情報記録再生装置２００に送信する
（ステップＳ３４）。
【００８４】
　上記したように、本実施形態に係る放送受信装置１００は、従来ユーザが入力する必要
があったＷＯＬクライアントの認証情報を、ＷＰＳ処理において送信するメッセージの拡
張領域に付加して送信する。これにより、ユーザがサーバ側にクライアントの認証情報を
入力する事なく、ＷＯＬの設定を行うことができる。
【００８５】
　図７は、図１に示す情報記録再生装置２００の処理について説明する為のフローチャー
トである。　
　情報記録再生装置２００のＷＰＳエンローリ処理部２７３は、ＷＬＡＮ設定情報記憶部
２７２に記憶されている情報に基づいて、放送受信装置１００とメッセージＭ１乃至メッ
セージＭ７の送受信を行うことにより、各種の設定処理を行う（ステップＳ４１）。
【００８６】
　ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、放送受信装置１００から、メッセージＭ８を受信す
る（ステップＳ４２）。　
　ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、メッセージＭ８を受信する場合、受信したメッセー
ジＭ８から、「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｄｅｘ」、「ＳＳＩＤ」、「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ」、「Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅ」、「Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｋｅ
ｙ」、及び「ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ」などのＷＬＡＮ設定情報を取得する（ステップＳ
４３）。ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、取得したＷＬＡＮ設定情報をＷＬＡＮ設定情
報記憶部２７２に格納する。これにより、情報記録再生装置２００と放送受信装置１００
との間におけるＷＬＡＮの設定処理が完了する。
【００８７】
　さらに、ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、メッセージＭ８に「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔ
ｅｎｓｉｏｎ」が付加されているか否か判断する（ステップＳ４４）。
【００８８】
　メッセージＭ８に「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」が付加されている場合（ステ
ップＳ４４、ＹＥＳ）、ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎ
ｓｉｏｎ」にＷＯＬ設定情報が格納されているか否か判断する（ステップＳ４５）。
【００８９】
　「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」にＷＯＬ設定情報が格納されている場合（ステ
ップＳ４５、ＹＥＳ）、ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、メッセージＭ８からＷＯＬ設
定情報を取得し、ＷＯＬサーバ情報記憶部２８４に格納する（ステップＳ４６）。即ち、
ＷＰＳエンローリ処理部２７３は、メッセージからＷＯＬ設定情報を取得するＷＯＬ設定
情報取得手段として機能する。
【００９０】
　上記したように、本実施形態に係る情報記録再生装置２００は、ＷＰＳ処理において放
送受信装置１００から送信されるメッセージ内の拡張領域に格納されているＷＯＬ設定情
報を取得し、ＷＯＬの設定処理を行う。これにより、ユーザがクライアントの認証情報を
入力する事なく、ＷＯＬの設定を行うことができる。
【００９１】
　上記したように、ＷＯＬを設定することにより、ユーザは、放送受信装置１００から情
報記録再生装置２００の電源をＯＮする事ができる。これにより、例えば、放送受信装置
１００と情報記録再生装置２００とが別室などに設置されている場合であっても、容易に
情報記録再生装置２００の電源をＯＮすることができる。この為、例えば、ＤＬＮＡなど
を用いて、情報記録再生装置２００に記録されているコンテンツを放送受信装置１００で
容易に再生することが出来る。この結果、よりユーザの利便性を向上させることが出来る
通信装置、及び通信方法を提供することができる。
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【００９２】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具現化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば
、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００９３】
　なお、上記のコンテンツは、動画、静止画、及び、テキストを主体とする文字放送等を
含む。また、ＷＬＡＮ機能とＷＯＬ機能とを備え、且つコンテンツの記録または再生を行
う装置であれば、如何なるものであっても本発明を適用することができる。
【００９４】
　また、上記した実施形態では、通信システム１内に存在する機器が放送受信装置１００
と情報記録再生装置２００の２つであるとして説明したが、この構成に限定されない。例
えば、ＷＯＬのサーバ機をさらに追加してもよい。また、ＷＬＡＮのエンローリ機の登録
を行うレジストラ機が複数存在しても良い。
【００９５】
　またさらに、上記した実施形態では、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００
は、無線通信部１６７及び無線通信部２６７を備えるとして説明したが、この構成に限定
されない。例えば、アンテナとデータ処理部とを備えるＷＬＡＮ子機を接続し、無線通信
を行う構成であってもよい。この場合、ＷＬＡＮ子機は、例えばＵＳＢ端子などに接続さ
れる。
【００９６】
　またさらに、上記の実施形態において放送受信装置１００により送信するメーセージＭ
８の「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」にさらに他の情報が格納されても良い。例え
ば、「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ」に暗号鍵及び暗号化の種類を示す情報を格納
する場合、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００は、ＷＯＬに関するデータを
暗号化して通信を行う事ができる
　また、放送受信装置１００及び情報記録再生装置２００の備える各手段は、ハードウエ
アで実現するものであってもよいし、ＣＰＵ（またはＭＰＵ）に代表されるマイクロコン
ピュータ等を用いて、ソフトウエアで実現するものであってもよい。
【符号の説明】
【００９７】
　１…通信システム、１００…放送受信装置、１０１…入力端子、１１０…チューナ、１
２０…復調部、１３０…信号処理部、１４０…音声処理部、１４１…スピーカ、１５０…
映像処理部、１５１…表示部、１６０…ＭＰＵ、１６１…ＲＯＭ、１６２…ＲＡＭ、１６
３…ＨＤＤ、１６４…操作入力部、１６５…通信インターフェース、１６６…通信端子、
１６７…無線通信部、１７０…無線通信制御部、１７１…ＷＰＳレジストラ処理部、１７
２…ＷＬＡＮ設定情報記憶部、１８０…ＷＯＬ処理部、１８１…ＷＯＬクライアント処理
部、１８２…ＷＯＬクライアント情報記憶部、１９０…ＤＬＮＡ処理部、２００…情報記
録再生装置、２０１…入力端子、２０２…音声出力端子、２０３…映像出力端子、２１０
…チューナ、２２０…復調部、２３０…信号処理部、２４０…音声処理部、２５０…映像
処理部、２６０…ＭＰＵ、２６１…ＲＯＭ、２６２…ＲＡＭ、２６３…ＨＤＤ、２６４…
操作入力部、２６５…通信インターフェース、２６６…通信端子、２６７…無線通信部、
２６８…表示部、２７０…無線通信制御部、２７２…ＷＬＡＮ設定情報記憶部、２７３…
ＷＰＳエンローリ処理部、２８０…ＷＯＬ処理部、２８３…ＷＯＬサーバ処理部、２８４
…ＷＯＬサーバ情報記憶部、２９０…ＤＬＮＡ処理部、３００…アクセスポイント。
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