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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周辺装置が無線通信するための設定を、情報処理装置から設定する方法において、
　情報処理装置と周辺装置との双方において、前記周辺装置の固有情報に基づいて無線通
信用の一時的な第１の設定情報をそれぞれ算出する算出工程と、
　算出された前記第１の設定情報を、前記情報処理装置、前記周辺装置のそれぞれにおい
て設定する設定工程と、
　設定された前記第１の設定情報を用いて、前記情報処理装置と前記周辺装置との間で無
線ネットワークを形成する形成工程と、
　形成された無線ネットワークを介して、前記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定
される前に設定されていた第２の設定情報を、前記情報処理装置から前記周辺装置に通知
する通知工程と、
　前記周辺装置において、前記第２の設定情報を受信し、前記第１の設定情報から該第２
の設定情報へと切替える切替工程と、
　を有することを特徴とする設定方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記算出工程は、前記周辺装置の固有情報に基づいて、少なくとも無線通信用のＩＤ情
報、暗号鍵、または、アドレス情報を算出することを特徴とする設定方法。
【請求項３】
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　請求項１又は２において、
　前記通知工程は、少なくとも無線通信用のＩＤ情報または暗号鍵を通知することを特徴
とする設定方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項において、
　前記情報処理装置は、前記周辺装置のドライバソフトをインストールする際に入力され
た前記固有情報に基づいて、前記算出工程における算出処理を実行することを特徴とする
設定方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項において、
　前記設定工程における設定処理を実行する前に、前記情報処理装置において、前記情報
処理装置にそれまで設定されていた前記第２の設定情報を前記情報処理装置のメモリに記
憶する記憶工程をさらに含み、
　前記通知工程における通知の前に、前記情報処理装置において、前記メモリから前記第
２の設定情報を読み出す読出し工程がさらに含まれることを特徴とする設定方法。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記切替工程には、前記情報処理装置において、前記第１の設定情報を、前記メモリに
記憶されている前記第２の設定情報に戻す工程が含まれていることを特徴とする設定方法
。
【請求項７】
　請求項４において、
　前記ドライバソフトのインストールの際に、前記固有情報が入力されない場合は、前記
算出工程、前記設定工程、前記通知工程、前記切替工程をスキップするように制御する工
程を含むことを特徴とする設定方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項において、
　前記周辺装置は、該周辺装置に無線装置が接続されたときに、または、前記周辺装置に
前記無線装置が接続された後に初めて電源が投入されたときに、前記算出工程における算
出処理を実行することを特徴とする設定方法。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記周辺装置は、前記切替工程における切替えが完了するまでは無線通信ができないよ
うにすることを特徴とする設定方法。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項において、
　前記切替工程における切替えの後に、前記第２の設定情報を、前記第１の設定情報に戻
す工程を含むことを特徴とする設定方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項において、
　前記形成工程は、前記情報処理装置が他の装置との無線通信に使用していた周波数チャ
ネルとは異なる周波数チャネルを用いて前記無線ネットワークを形成することを特徴とす
る設定方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１項において、
　前記形成工程において前記第１の設定情報を用いることにより形成される前記無線ネッ
トワークは、前記情報処理装置と前記周辺機器とが基地局を介さずに直接通信する無線ネ
ットワークであり、
　前記第２の設定情報を用いることにより形成される無線ネットワークは、前記情報処理
装置と前記周辺機器とが基地局を介して通信する無線ネットワークであることを特徴とす
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る設定方法。
【請求項１３】
　請求項１から１１のいずれか１項において、
　前記形成工程において前記第１の設定情報を用いることにより形成される前記無線ネッ
トワーク、及び、前記第２の設定情報を用いることにより形成される無線ネットワークは
、前記情報処理装置と前記周辺機器とが基地局を介さずに直接通信する無線ネットワーク
であることを特徴とする設定方法。
【請求項１４】
　無線装置を設定する方法において、
　無線装置に接続する第１の機器の固有情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設
定情報を算出する算出工程と、
　前記算出工程において算出された前記第１の設定情報を設定する設定工程と、
　前記第１の機器の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した第２の機
器との間で、前記設定工程において設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワー
クを形成する形成工程と、
　前記第２の機器に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報
を、前記形成工程において形成された無線ネットワークを介して、前記第２の機器から受
信する受信工程と、
　前記設定工程において設定された前記第１の設定情報を、前記受信工程において前記第
２の機器から受信した前記第２の設定情報へ切替える切替工程と、
　を含むことを特徴とする設定方法。
【請求項１５】
　第２の機器から第１の機器が無線通信するための無線パラメータを設定する方法におい
て、
　前記第１の機器のドライバソフトをインストールする際に入力された前記第１の機器の
固有情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出工程と、
　前記算出工程において算出された前記第１の設定情報を設定する設定工程と、
　前記第１の機器の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した前記第１
の機器との間で、前記設定工程において設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネット
ワークを形成する形成工程と、
　前記第２の機器に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報
を、前記形成工程において形成された無線ネットワークを介して、前記第１の機器に送信
する送信工程と、
　前記設定工程において設定された前記第１の設定情報を、前記送信工程において送信し
た前記第２の設定情報へ切替える切替工程と、
　を含むことを特徴とする設定方法。
【請求項１６】
　無線装置を接続または搭載する周辺装置であって、
　前記周辺装置の固有情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する
算出手段と、
　前記算出手段により算出した前記第１の設定情報を設定する設定手段と、
　前記周辺装置の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した情報処理装
置との間で、前記設定手段により設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワーク
を形成する形成手段と、
　前記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情
報を、前記形成手段により形成した無線ネットワークを介して、前記情報処理装置から受
信する受信手段と、
　前記設定手段により設定した前記第１の設定情報を、前記受信手段により前記情報処理
装置から受信した前記第２の設定情報へ切替える切替手段と、
　を含むことを特徴とする周辺装置。
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【請求項１７】
　周辺装置に接続または搭載される無線装置を設定する情報処理装置であって、
　前記周辺装置のドライバソフトをインストールする際に入力された前記周辺装置の固有
情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出手段と、
　前記算出手段により算出した前記第１の設定情報を設定する設定手段と、
　前記周辺装置の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した前記周辺装
置との間で、前記設定手段により設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワーク
を形成する形成手段と、
　前記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情
報を、前記形成手段により形成した無線ネットワークを介して、前記周辺装置に送信する
送信手段と、
　前記設定手段により設定した前記第１の設定情報を、前記送信手段により送信した前記
第２の設定情報へ切替える切替手段と、
　を含むことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１８】
　無線装置を接続または搭載する周辺装置と、前記周辺装置を利用する情報処理装置とを
含む無線通信システムであって、
　前記周辺装置は、
　前記周辺装置の固有情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する
第１の算出手段と、
　前記第１の算出手段により算出した前記第１の設定情報を設定する第１の設定手段と、
　前記周辺装置の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した情報処理装
置との間で、前記第１の設定手段により設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネット
ワークを形成する第１の形成手段と、
　前記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情
報を、前記第１の形成手段により形成した無線ネットワークを介して、前記情報処理装置
から受信する受信手段と、
　前記第１の設定手段により設定した前記第１の設定情報から、前記受信手段により前記
情報処理装置から受信した前記第２の設定情報へ切替える第１の切替手段と、
　を含み、
　前記情報処理装置は、
　前記周辺装置の固有情報に基づいて、前記第１の設定情報を算出する第２の算出手段と
、
　前記第２の算出手段により算出した前記第１の設定情報を設定する第２の設定手段と、
　前記第１の設定手段により前記第１の設定情報を設定した前記周辺装置との間で、前記
第２の設定手段により設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成する
第２の形成手段と、
　前記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情
報を、前記第２の形成手段により形成した無線ネットワークを介して、前記周辺装置に送
信する送信手段と、
　前記第２の設定手段により設定した前記第１の設定情報から、前記送信手段により送信
した前記第２の設定情報へ切替える切替手段と、
　を含むことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１９】
　周辺装置のドライバソフトを情報処理装置にインストールするコンピュータプログラム
を記憶した記憶媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、
　前記周辺装置のドライバソフトをインストールする際に入力された前記周辺装置の固有
情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出工程と、
　前記算出工程において算出された前記第１の設定情報を設定する設定工程と、
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　前記周辺装置の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した前記周辺機
器との間で、前記設定工程において設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワー
クを形成する形成工程と、
　前記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情
報を、前記形成工程において形成された無線ネットワークを介して、前記周辺装置に送信
する送信工程と、
　前記設定工程において設定された前記第１の設定情報から、前記送信工程において送信
した前記第２の設定情報へと切替える切替工程と、
　をコンピュータに実行させるプログラムであることを特徴とする記憶媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信のための設定方法、無線通信を行なう周辺装置および情報処理装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮ装置を用いて接続されるプリンタ等のコンピュータ周辺装置が普及し
つつある。無線ＬＡＮの方式としては、ＩＥＥＥ８０２．１１規格、ブルートゥース規格
など種々のものが存在するが、とりわけ、ＩＥＥＥ８０２．１１規格の無線ＬＡＮ方式は
、世界的な標準規格になりつつある。
【０００３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格の無線ＬＡＮ装置を搭載したパソコンが普及するに伴い、
プリンタ等の周辺装置も、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格の無線ＬＡＮ装置を搭載するもの
が増えつつある。
【０００４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｂの無線ＬＡＮ装置は、インフラストラクチャモードと呼ばれる
スター型接続モードと、アドホックモードと呼ばれる１対１接続モードとを備え、いずれ
かのモードを使用して他のコンピュータ等と通信が可能である。インフラストラクチャモ
ードでは、スター型接続の中心となるアクセスポイントのＭＡＣアドレスが、通常、初期
グループＩＤとして用いられる。
【０００５】
　また、アドホックモードでは、本来、ＳＳＩＤを用いて通信することが規格上定められ
ているが、実際には、無線ＬＡＮ装置のＳＳＩＤではなく、ＩＰアドレスを用いて通信す
る場合が多い。無線ＬＡＮ装置のＩＰアドレスの初期値は、「０：０：０：０」等に設定
されているので、他方の無線ＬＡＮ装置のＩＰアドレスを「０：０：０：１」等に設定す
る。そして、無線ＬＡＮ装置は、それぞれのＩＰアドレスを探して通信する。
【０００６】
　ここで、インフラストラクチャモードの初期ＩＤとして用いられる「ＭＡＣアドレス」
は、機器に固有の番号であるので、任意の部屋に設置されている無線ＬＡＮ装置のＩＤが
、隣家や近隣のオフィスに設定されている無線ＬＡＮ装置のＩＤと重なることはない。し
たがって、任意の部屋に設置されている無線ＬＡＮ装置が、隣家や近隣のオフィスのパソ
コンや周辺装置と接続されることはない。
【０００７】
　また、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂの無線ＬＡＮ装置は、日本では、周波数帯が重ならない
チャネルとして、最大で４チャネルを確保できる。この４チャネルのうち、通常、他者が
使用しているチャネルではなく、かつ、なるべく妨害波が少ないチャネルを使用する。
【０００８】
　さらに、複数のアクセスポイントに、ステーションを割り振る目的で、シリアル番号か
ら周波数チャネルを決めているものもある（たとえば、特許文献１参照）。
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【特許文献１】特開２０００－０５９３８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　無線ＬＡＮを介してコンピュータに周辺装置を接続する場合の問題として、セキュリテ
ィに関する問題と、周辺装置のユーザインタフェースに関する問題とがある。
【００１０】
　無線ＬＡＮカードやアクセスポイントの初期グループＩＤは、「Ａｎｙｏｎｅ」のよう
に、単純な初期値になっている場合がある。さらに、暗号鍵が設定されていないことも多
い。したがって、隣家や近隣のオフィスにおいて新たに追加された無線ＬＡＮ装置が、自
家の無線ＬＡＮに接続されることがある。その場合、双方の無線ＬＡＮから、相互にデー
タがみえるという弊害がある。
【００１１】
　インフラストラクチャモードでは、ある無線ＬＡＮ装置が、隣家や近隣のオフィスに設
置されたアクセスポイントが出すビーコンを受信することができ、かつ、当該アクセスポ
イントに暗号鍵が設定されていなければ、アクセスポイントが出すビーコンを受信するこ
とによって、グループＩＤを把握できるので、盗聴が容易である。
【００１２】
　また、アドホックモードでは、初期値のＩＰアドレスが共通になっている場合が多く、
初期値で通信することは、セキュリティ上、大きな問題となる。
【００１３】
　さらに、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂの無線ＬＡＮ装置の場合、選べるチャネル数が少ない
ので、ある無線ＬＡＮ装置と近隣の他の無線ＬＡＮ装置との間で、選ばれた周波数チャネ
ルが重複する可能性が高い。そのため、シリアル番号から周波数チャネルを決めるだけで
は、ＩＤや初期設定のＩＰアドレスが同一である場合、隣家や近隣のオフィスのネットワ
ークに接続される可能性が高い。
【００１４】
　特に、プリンタのようなコンピュータの周辺装置においては、設定に使用可能なユーザ
インタフェースがプアであることが多い。そのため、本格的に無線通信する前に、単純な
初期設定のＩＤやＩＰアドレスを用いてコンピュータと無線通信し、リッチなユーザイン
タフェースを備えるコンピュータから周辺装置に対して新たなＩＤやＩＰアドレスを設定
する。あるいは、周辺装置にコンピュータを有線接続し、コンピュータ上で初期設定用の
プログラムを実行することで、当該コンピュータから周辺装置に対してＩＤやＩＰアドレ
スを設定することになる。
【００１５】
　しかしながら、前者の無線通信回線を介した設定方法は、セキュリティの問題が生じる
おそれがあり、後者の有線回線を介した設定方法は、設定作業が非常に煩雑になるという
問題が生じる。
【００１６】
　本発明は、プリンタのようにユーザインタフェースがプアな周辺装置においても、無線
通信のための設定情報を容易に設定できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、周辺装置が無線通信するための設定を、情報処理装置から設定する方法にお
いて、情報処理装置と周辺装置との双方において、前記周辺装置の固有情報に基づいて無
線通信用の一時的な第１の設定情報をそれぞれ算出する算出工程と、算出された前記第１
の設定情報を、前記情報処理装置、前記周辺装置のそれぞれにおいて設定する設定工程と
、設定された前記第１の設定情報を用いて、前記情報処理装置と前記周辺装置との間で無
線ネットワークを形成する形成工程と、形成された無線ネットワークを介して、前記情報
処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報を、前記
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情報処理装置から前記周辺装置に通知する通知工程と、前記周辺装置において、前記第２
の設定情報を受信し、前記第１の設定情報から該第２の設定情報へと切替える切替工程と
を有することを特徴とする設定方法である。
 
【００１８】
　本発明は、無線装置を設定する方法において、無線装置に接続する第１の機器の固有情
報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出工程と、前記算出工
程において算出された前記第１の設定情報を設定する設定工程と、前記第１の機器の固有
情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した第２の機器との間で、前記設定工
程において設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成する形成工程と
、前記第２の機器に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報
を、前記形成工程において形成された無線ネットワークを介して、前記第２の機器から受
信する受信工程と、前記設定工程において設定された前記第１の設定情報を、前記受信工
程において前記第２の機器から受信した前記第２の設定情報へ切替える切替工程とを含む
ことを特徴とする設定方法である。
 
【００１９】
　本発明は、第２の機器から第１の機器が無線通信するための無線パラメータを設定する
方法において、前記第１の機器のドライバソフトをインストールする際に入力された前記
第１の機器の固有情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出
工程と、前記算出工程において算出された前記第１の設定情報を設定する設定工程と、前
記第１の機器の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した前記第１の機
器との間で、前記設定工程において設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワー
クを形成する形成工程と、前記第２の機器に前記第１の設定情報が設定される前に設定さ
れていた第２の設定情報を、前記形成工程において形成された無線ネットワークを介して
、前記第１の機器に送信する送信工程と、前記設定工程において設定された前記第１の設
定情報を、前記送信工程において送信した前記第２の設定情報へ切替える切替工程とを含
むことを特徴とする設定方法である。
 
【００２０】
　本発明は、無線装置を接続または搭載する周辺装置であって、前記周辺装置の固有情報
に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出手段と、前記算出手段
により算出した前記第１の設定情報を設定する設定手段と、前記周辺装置の固有情報に基
づいて前記第１の設定情報を算出して設定した情報処理装置との間で、前記設定手段によ
り設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成する形成手段と、前記情
報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報を、前
記形成手段により形成した無線ネットワークを介して、前記情報処理装置から受信する受
信手段と、前記設定手段により設定した前記第１の設定情報を、前記受信手段により前記
情報処理装置から受信した前記第２の設定情報へ切替える切替手段とを含むことを特徴と
する周辺装置である。
 
【００２１】
　本発明は、周辺装置に接続または搭載される無線装置を設定する情報処理装置であって
、前記周辺装置のドライバソフトをインストールする際に入力された前記周辺装置の固有
情報に基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出手段と、前記算出
手段により算出した前記第１の設定情報を設定する設定手段と、前記周辺装置の固有情報
に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した前記周辺装置との間で、前記設定手段
により設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成する形成手段と、前
記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報を
、前記形成手段により形成した無線ネットワークを介して、前記周辺装置に送信する送信
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手段と、前記設定手段により設定した前記第１の設定情報を、前記送信手段により送信し
た前記第２の設定情報へ切替える切替手段とを含むことを特徴とする情報処理装置である
。
 
【００２２】
　本発明は、無線装置を接続または搭載する周辺装置と、前記周辺装置を利用する情報処
理装置とを含む無線通信システムであって、前記周辺装置は、前記周辺装置の固有情報に
基づいて、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する第１の算出手段と、前記第１
の算出手段により算出した前記第１の設定情報を設定する第１の設定手段と、前記周辺装
置の固有情報に基づいて前記第１の設定情報を算出して設定した情報処理装置との間で、
前記第１の設定手段により設定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成
する第１の形成手段と、前記情報処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定さ
れていた第２の設定情報を、前記第１の形成手段により形成した無線ネットワークを介し
て、前記情報処理装置から受信する受信手段と、前記第１の設定手段により設定した前記
第１の設定情報から、前記受信手段により前記情報処理装置から受信した前記第２の設定
情報へ切替える第１の切替手段とを含み、前記情報処理装置は、前記周辺装置の固有情報
に基づいて、前記第１の設定情報を算出する第２の算出手段と、前記第２の算出手段によ
り算出した前記第１の設定情報を設定する第２の設定手段と、前記第１の設定手段により
前記第１の設定情報を設定した前記周辺装置との間で、前記第２の設定手段により設定し
た前記第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成する第２の形成手段と、前記情報
処理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報を、前記
第２の形成手段により形成した無線ネットワークを介して、前記周辺装置に送信する送信
手段と、前記第２の設定手段により設定した前記第１の設定情報から、前記送信手段によ
り送信した前記第２の設定情報へ切替える切替手段とを含むことを特徴とする無線通信シ
ステムである。
 
【００２３】
　本発明は、周辺装置のドライバソフトを情報処理装置にインストールするコンピュータ
プログラムを記憶した記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムは、前記周辺装置
のドライバソフトをインストールする際に入力された前記周辺装置の固有情報に基づいて
、無線通信用の一時的な第１の設定情報を算出する算出工程と、前記算出工程において算
出された前記第１の設定情報を設定する設定工程と、前記周辺装置の固有情報に基づいて
前記第１の設定情報を算出して設定した前記周辺機器との間で、前記設定工程において設
定した前記第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成する形成工程と、前記情報処
理装置に前記第１の設定情報が設定される前に設定されていた第２の設定情報を、前記形
成工程において形成された無線ネットワークを介して、前記周辺装置に送信する送信工程
と、前記設定工程において設定された前記第１の設定情報から、前記送信工程において送
信した前記第２の設定情報へと切替える切替工程とをコンピュータに実行させるプログラ
ムであることを特徴とする記憶媒体である。
 
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、プアなユーザインタフェースを備える周辺装置にも、無線通信に関す
る設定情報を容易に登録できるという効果を奏する。
【００２５】
　また、本発明によれば、周辺装置の固有情報に基づいて情報処理装置、周辺装置がそれ
ぞれ算出した第１の設定情報を用いて無線ネットワークを形成するので、セキュリティの
高い無線ネットワークを形成することができ、当該セキュリティの高い無線ネットワーク
を介して第２の設定情報を前記情報処理装置から前記周辺装置に通知するので、簡単かつ
セキュアに所望の無線通信に関する設定情報を周辺装置において設定することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に説明する実施例においては、ＩＤ、暗号鍵が設定され、複数のコンピュータが無
線通信している無線ＬＡＮ環境において、新たに接続される周辺装置の無線ＬＡＮ装置の
設定方法において、前記周辺装置に接続しようとするコンピュータに、前記周辺装置のド
ライバをインストールする際に、前記周辺装置の固有番号を前記コンピュータに入力する
と、前記コンピュータの無線ＬＡＮ装置が使用していた通信の諸設定が、自動的に周辺装
置の無線ＬＡＮ装置の通信設定として設定される。
【００２７】
　また、前記周辺装置は、前記周辺装置の無線ＬＡＮ装置の初期状態の暗号鍵、ＩＤ、ま
たはＩＰアドレスを、前記周辺装置の固有番号に基づいて算出し、算出した情報を前記周
辺装置の無線ＬＡＮ装置の一時設定として、メモリ等に記憶する。前記コンピュータは、
前記周辺装置のドライバソフトを前記コンピュータにインストールする際に、入力される
前記周辺装置の固有番号を受け付け、それまで前記コンピュータの無線ＬＡＮ装置が使用
していたＩＤ、暗号鍵を一旦、前記コンピュータのメモリにバックアップし、前記周辺装
置の固有番号に、前記周辺装置と同様の算出方法を適用して、ＩＤ、またはＩＰアドレス
と同じ暗号鍵を算出し、前記コンピュータの無線ＬＡＮ装置用に設定する。そして、前記
コンピュータが前記ドライバをインストールする前に使用していたオリジナルのＩＤ、暗
号鍵を、前記周辺装置へ無線送信し、その後に、前記ドライバをインストールする前に使
用していたオリジナルＩＤ、暗号鍵に戻す。前記周辺装置は、前記コンピュータから送信
される前記オリジナルのＩＤ、暗号鍵を受信すると、前記オリジナルのＩＤ、暗号鍵を、
前記周辺装置の無線ＬＡＮ装置用に設定する。
【００２８】
　これによって、コンピュータと周辺装置とは、周辺装置のドライバをコンピュータにイ
ンストールをするだけで、固有のグループＩＤ、暗号鍵がセットされるので、プリンタの
ようにユーザインタフェースが乏しいコンピュータの周辺装置においても、非常に簡単に
無線ＬＡＮ装置の通信設定を自動化できる。また、隣家や近隣のオフィスのネットワーク
と接続される可能性を低減できる。そして、従来よりも高い安全性で、所望のコンピュー
タへ周辺装置を接続できる。
【００２９】
　また、前記コンピュータと同じ無線グループのコンピュータにおいて、周辺装置のドラ
イバをインストールする際に、前記周辺装置の固有番号を入力しない場合、前記コンピュ
ータの無線ＬＡＮ装置の設定を変えないように制御する。すなわち、上述の周辺装置への
無線ＬＡＮ設定情報のコピー処理をスキップし、通常どおり、周辺装置のドライバをイン
ストールする。
【００３０】
　このようにすることにより、周辺装置が、ある無線グループに設定されている場合、同
一の無線グループに属する他のコンピュータからは、当該周辺装置の無線ＬＡＮ装置を設
定しなおす必要はない。よって、他のコンピュータは、有線接続されたネットワークプリ
ンタと同様に当該周辺装置を検索することで、当該周辺装置についてのドライバのインス
トールなどの接続設定が可能になる。
【００３１】
　また、周辺装置で、無線ＬＡＮカードなどの無線ＬＡＮ装置を接続することによって、
無線ＬＡＮによる通信が可能になるコンピュータ周辺装置において、無線ＬＡＮカードを
前記周辺装置に接続したときに、または無線ＬＡＮカードを前記周辺装置に接続して初め
て電源を投入したときに、前記周辺装置の固有番号に基づいて計算された暗号鍵、ＩＤま
たはＩＰアドレスが、前記周辺装置の無線ＬＡＮカード用に設定される。
【実施例１】
【００３２】
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　図１は、本発明の実施例１である自家の無線ＬＡＮシステム１００、隣家の無線ＬＡＮ
システム２００を示すブロック図である。
【００３３】
　自家の無線ＬＡＮシステム１００は、自家コンピュータＰＣ１、ＰＣ２と、自家のプリ
ンタＰｒ１と、自家のアクセスポイントＡＰ１とを有する。
【００３４】
　隣家の無線ＬＡＮシステム２００は、隣家のコンピュータＰＣ３と、隣家のプリンタＰ
ｒ２とを有する。
【００３５】
　コンピュータＰＣ１～ＰＣ３、プリンタＰｒ１、Ｐｒ２は、それぞれ、図示しない無線
ＬＡＮ装置を具備している。コンピュータＰＣ１、ＰＣ２とアクセスポイントＡＰ１とは
、ＩＥＥＥ８０２．１１のインフラストラクチャモードで、ＩＤとして「ＩＤ１」を用い
、暗号鍵として「ＫＥＹ１」を用いて、自家の無線ネットワークを形成している。
【００３６】
　また、隣家のコンピュータＰＣ３と隣家のプリンタＰｒ２とは、ＩＥＥＥ８０２．１１
のアドホックモードで無線通信できるように設定されている。プリンタＰｒ２のＩＰアド
レスとして、初期値の「０：０：０：０」が用いられている。コンピュータＰＣ３のＩＰ
アドレスとして、「０：０：０：１」が用いられている。なお、暗号鍵は設定されていな
いとする。
【００３７】
　次に、実施例１の動作について説明する。
【００３８】
　図２は、実施例１の動作を示すフローチャートである。
【００３９】
　上述したように、コンピュータＰＣ１、ＰＣ２とアクセスポイントＡＰ１とは、インフ
ラストラクチャモードによる無線通信回線を確立し（Ｓ１）、ＩＤとして「ＩＤ１」を用
い、暗号鍵として「ＫＥＹ１」を用いて自家の無線ネットワークを形成している（Ｓ２）
。
【００４０】
　また、コンピュータＰＣ３とプリンタＰｒ２は、プリンタＰｒ２のＩＰアドレスとして
「０：０：０：０」を用い、コンピュータＰＣ３のＩＰアドレスとして「０：０：０：１
」を用いて、アドホックモードになっている（Ｓ４１、Ｓ４２、Ｓ５１）。
【００４１】
　プリンタＰｒ１に無線ＬＡＮ装置が装着された後に、プリンタの電源が初めて投入され
ると、プリンタＰｒ１は、プリンタの製造番号に基づいてＩＰアドレス「ＩＰｐ１」、暗
号鍵「ＫＥＹｐ１」を算出し、無線ＬＡＮ装置に初期値として設定されていた（Ｓ３１、
Ｓ３２）ＩＰアドレス「０：０：０：０」を、算出したＩＰアドレス「ＩＰｐ１」、暗号
鍵「ＫＥＹｐ１」に設定し（Ｓ３４）、アドホックモードで待機する（Ｓ３３）。
【００４２】
　一方、コンピュータＰＣ１において、プリンタＰｒ１のドライバをインストールする際
に、プリンタＰｒ１の製造番号を、ユーザが入力する（Ｓ２１）。プリンタドライバは、
入力されたプリンタＰｒ１の製造番号に基づいて、プリンタと同様のアルゴリズムで、プ
リンタＰｒ１の無線ＬＡＮ装置のＩＰアドレス「ＩＰｐ１」、暗号鍵「ＫＥＹｐ１」を、
コンピュータに計算させる。さらに、プリンタドライバは、コンピュータＰＣ１の無線Ｌ
ＡＮ装置の通信用の暗号鍵を「ＫＥＹｐ１」に設定するとともに、通信モードをアドホッ
クモードに設定する（Ｓ２２、Ｓ２３）。このときに、今まで使用していたＩＤ「ＩＤ１
」、暗号鍵「ＫＥＹ１」を、コンピュータのメモリに記憶する。このようにして、コンピ
ュータにおいて、オリジナルの無線ＬＡＮ設定情報（例：ＩＤと暗号鍵など）がバックア
ップされる。
【００４３】
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　さらに、コンピュータＰＣ１は、プリンタＰｒ１の無線ＬＡＮ装置のＩＰアドレス「Ｉ
Ｐｐ１」が分かっているので、アドホックモードによって、プリンタＰｒ１と無線通信し
、コンピュータのメモリに記憶されているＩＤ「ＩＤ１」、暗号鍵「ＫＥＹ１」を、プリ
ンタＰｒ１に伝送する（Ｓ２４ａ）。
【００４４】
　プリンタＰｒ１に、「ＩＤ１」、「ＫＥＹ１」が正常に伝送され、プリンタＰｒ１から
信号（Ａｃｋ）が返信されてきたら（Ｓ３５）、コンピュータＰＣ１の無線ＬＡＮ装置の
通信用ＩＤと暗号鍵とを、プリンタＰｒ１の設定前の「ＩＤ１」、「ＫＥＹ１」に戻し、
インフラストラクチャモード（Ｓ２４、Ｓ２５）になる。
【００４５】
　プリンタＰｒ１においては、コンピュータＰＣ１から、無線ＬＡＮ装置の通信用ＩＤで
ある「ＩＤ１」、暗号鍵である「ＫＥＹ１」が伝送されると、通信が正常に行われたこと
を示す信号（Ａｃｋ）をＰＣ１に返信し（Ｓ３５）、その後に、コンピュータＰＣ１から
受け取った「ＩＤ１」、「ＫＥＹ１」を、無線ＬＡＮ装置の通信用のＩＤ、暗号鍵として
設定し、インフラストラクチャモードになる（Ｓ３６、Ｓ３７）。そして、プリンタＰｒ
１は、アクセスポイントＡＰ１と有線接続されているＤＨＣＰサーバ、または、アクセス
ポイントが有するＤＨＣＰサーバ機能から、新しいＩＰアドレスを受け、このＩＰアドレ
スを自動設定する（Ｓ３８）。コンピュータＰＣ１は、プリンタのＩＰアドレスを変更し
た後に、プリンタの再検出を行い、接続する（Ｓ２６、Ｓ３９）。
【００４６】
　自家のもう１台のコンピュータＰＣ２において、前記の自動設定後に、シリアル番号を
入力しないで、プリンタＰｒ１のプリンタドライバをインストールする（Ｓ１１）。プリ
ンタＰｒ１のプリンタドライバは、シリアル番号を入力しなければ、無線ＬＡＮ装置の設
定をしないように設定されている。
【００４７】
　プリンタＰＣ２にプリンタドライバを入力すると、有線接続の場合と同様に、プリンタ
の自動検索をする（Ｓ１２）ので、自動検索されたプリンタＰｒ１を設定すれば、プリン
タＰｒ１と接続することができる（Ｓ４０）。
【００４８】
　ここで、プリンタＰｒ１に接続されている無線ＬＡＮカードのプリンタＰｒ１に接続す
る前の初期設定のＩＰアドレスは、図２に示すように、「０：０：０：０」になっている
。実施例１のように、プリンタＰｒ１に接続した後に、直ぐにＩＰアドレスが、「０：０
：０：０」から「ＩＰｐ１」に変化しないと、隣家のコンピュータＰＣ３の無線ＬＡＮ装
置の電波が、自家のプリンタＰｒ１の無線ＬＡＮ装置に届き、この場合、隣家のコンピュ
ータＰＣ３が、プリンタＰｒ２と接続しようと試みると、プリンタＰｒ１にも接続され、
プリンタ出力されるという問題がある。
【００４９】
　この問題から、無線ＬＡＮカードをプリンタに接続して用いる場合には、無線ＬＡＮカ
ードを接続した直後、または無線ＬＡＮカードを接続し、プリンタの電源を入れた直後に
、無線ＬＡＮカードのＩＰアドレスの設定を変え、このＩＰアドレスの変更と、暗号鍵の
設定とが終わるまで、無線通信ができないようになっていることが望ましい。
【００５０】
　また、ドライバソフトをインストールしたコンピュータからプリンタＰｒ１へのＩＤ、
暗号鍵の伝送において、通信エラーが生じているにも関わらず、エラー検出できずに、Ａ
ｃｋをコンピュータに返信した場合、プリンタＰｒ１の設定が間違ったものになる可能性
がある。
【００５１】
　このように、通信プロトコルによるエラー訂正能力を超えた通信エラーが生じた場合、
通常は、上位プロトコルによるエラー検出等で、再送要求されるが、前記実施例の場合、
プリンタの設定を行っているコンピュータは、プリンタからＡｃｋが返送されてくると、
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元の通信諸設定に戻るので、再送要求を受信できない可能性がある。
【００５２】
　このような場合を想定して、コンピュータの無線ＬＡＮ装置の設定は、プリンタの無線
ＬＡＮ装置からのＡｃｋを受信し、再送要求が一定時間来ないことを確認した後に、元の
通信諸設定に戻すようにしてもよい。
【００５３】
　前記のようなプリンタの無線ＬＡＮ装置の設定に、通信エラーが生じ、無線ＬＡＮ装置
に、誤ったＩＤ、暗号鍵が設定されると、結果として、コンピュータからプリンタが検出
できない状態になる。このようなときに、プリンタにおいて、プリンタに接続されている
無線ＬＡＮ装置用の通信諸設定を、プリンタのシリアル番号に基づいて計算されるＩＰア
ドレス、暗号鍵に戻し、アドホックモードで待機するためのスイッチコンポーネントが必
要である。このスイッチとして、機械的なリセットボタンを使用するようにしてもよく、
また、無線ＬＡＮカードの抜き差しを実行するようにしてもよい。
【００５４】
　また、ネットワークの変更等の場合に、無線通信で初期化するコマンドによって、コン
ピュータから、プリンタに接続されている無線ＬＡＮ装置の通信諸設定を、プリンタのシ
リアル番号に基づいて計算されるＩＰアドレス、暗号鍵に戻し、アドホックモードで待機
するようにしてもよい。
【００５５】
　ここで、コンピュータとプリンタとを互いに接続する周波数チャネルとして、それまで
使われていた無線通信のチャネルを用いる。ただし、プリンタの無線ＬＡＮシステムを設
定するチャネルは、どのチャネルでもよく、もし、プリンタの無線ＬＡＮシステムを設定
するチャネルと、それまでコンピュータが使用していたチャネルとが、互いに異なる場合
、チャネル情報をも伝達し、プリンタ側の無線ＬＡＮ装置に設定させる。
【００５６】
　また、プリンタの無線ＬＡＮシステムを設定するチャネルは、今までコンピュータが使
用していたチャネル以外の空いているチャネルにし、なるべく他の通信と重ならないよう
にしてもよい。
【００５７】
　さらに、プリンタドライバは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶メディアからのインストールでも
、ネットワークからのインストールでも、同様に実行することができる。
【００５８】
　本実施例では、コンピュータの周辺装置としてプリンタを用いているが、ディジタルカ
メラやスキャナ等、他のコンピュータの周辺装置を、前記コンピュータの周辺装置として
使用するようにしてもよい。
【実施例２】
【００５９】
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。
【００６０】
　図３は、本発明の実施例２である自家の無線ＬＡＮシステム３００、隣家の無線ＬＡＮ
システム４００を示すブロック図である。
【００６１】
　コンピュータＰＣ１、ＰＣ２は、自家コンピュータであり、コンピュータＰＣ３は、隣
家のコンピュータであり、プリンタＰｒ１は、自家のプリンタであり、プリンタＰｒ２は
、隣家のプリンタである。
【００６２】
　コンピュータＰＣ１～ＰＣ３とプリンタＰｒ１、Ｐｒ２とは、それぞれ、無線ＬＡＮ装
置を具備し、コンピュータＰＣ１、ＰＣ２は、ＩＥＥＥ８０２．１１のアドホックモード
で自家の無線ネットワークを形成している。
【００６３】
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　この場合、この自家の無線ネットワークにおいて、コンピュータＰＣ１は、ＩＰアドレ
スが、「ＩＰｃ１」であり、コンピュータＰＣ２のＩＰアドレスが、「ＩＰｃ２」であり
、プリンタＰｒ１のＩＰアドレスが、「ＩＰｐ１」であり、暗号鍵として、「ＫＥＹ」を
用いて通信している。
【００６４】
　また、隣家のコンピュータＰＣ３と隣家のプリンタＰｒ２とは、ともに、ＩＥＥＥ８０
２．１１のアドホックモードで無線通信できるように設定され、プリンタＰｒ２のＩＰア
ドレスは、初期値の「０：０：０：０」であり、コンピュータＰＣ３のＩＰアドレスは、
「０：０：０：１」が用いられ、暗号鍵は設定されていない。
【００６５】
　次に、実施例２の動作について説明する。
【００６６】
　図４は、実施例２の動作を示すフローチャートである。
【００６７】
　コンピュータＰＣ１は、ＩＰアドレス「ＩＰｃ１」、暗号鍵「ＫＥＹ１」に設定し（Ｓ
１２１）、コンピュータＰＣ２は、ＩＰアドレス「ＩＰｃ２」、暗号鍵「ＫＥＹ」に設定
し（Ｓ１１２）、アドホックモード（Ｓ１１１）で待機している。
【００６８】
　プリンタＰｒ１に無線ＬＡＮ装置が装着された後に（Ｓ１３２）、初めてのプリンタの
電源が投入されると、プリンタＰｒ１はプリンタの製造番号に基づいてＩＰアドレス「Ｉ
Ｐｐ１」、暗号鍵「ＫＥＹｐ１」を算出し（Ｓ１３４）、無線ＬＡＮ装置に初期値として
設定されていたＩＰアドレス「０：０：０：０」（Ｓ１３１）を、算出したＩＰアドレス
「ＩＰｐ１」、暗号鍵「ＫＥＹｐ１」に設定し、アドホックモードで待機する（Ｓ１３３
）。
【００６９】
　一方、コンピュータＰＣ１においては、プリンタＰｒ１のドライバをインストールする
際に（Ｓ１２２）、プリンタＰｒ１の製造番号をユーザが入力する。プリンタドライバは
、入力されたプリンタＰｒ１の製造番号に基づいて、プリンタＰｒ１と同様のアルゴリズ
ムによって、プリンタＰｒ１との無線ＬＡＮ装置用のＩＰアドレス「ＩＰｐ１」、暗号鍵
「ＫＥＹｐ１」を、コンピュータに計算させ、コンピュータＰＣ１の無線ＬＡＮ装置の通
信用に、暗号鍵「ＫＥＹｐ１」を設定する。このときに、今まで使用していた暗号鍵「Ｋ
ＥＹ１」を、コンピュータのメモリに記憶する（Ｓ１２３）。
【００７０】
　また、コンピュータＰＣ１は、プリンタＰｒ１の無線ＬＡＮ装置のＩＰアドレス「ＩＰ
ｐ１」が分かっているので、プリンタＰｒ１と暗号鍵「ＫＥＹｐ１」を用いてアドホック
モードで無線通信し、コンピュータのメモリに記憶されている暗号鍵「ＫＥＹ１」を、プ
リンタＰｒ１に伝送する（Ｓ１２４）。
【００７１】
　暗号鍵「ＫＥＹ１」がプリンタＰｒ１で正常に伝送され、信号（Ａｃｋ）がプリンタＰ
ｒ１から返信されると（Ｓ１２５）、コンピュータＰＣ１は、無線ＬＡＮ装置の暗号鍵を
、プリンタＰｒ１の設定前の「ＫＥＹ１」に戻す（Ｓ１２６）。
【００７２】
　また、プリンタＰｒ１は、コンピュータＰＣ１から伝送されてきた暗号鍵「ＫＥＹ１」
を、無線ＬＡＮ用の暗号鍵に設定する（Ｓ１３５）。
【００７３】
　そして、プリンタＰｒ１は、コンピュータＰＣ１がＤＨＣＰサーバ機能を有している場
合には、コンピュータＰＣ１から、新しいＩＰアドレスを受け（Ｓ１２７）、このＩＰア
ドレスを自動設定する（Ｓ１３６）。コンピュータＰＣ１は、プリンタのＩＰアドレスを
変更した後に、プリンタを再検出し（Ｓ１２８）、プリンタＰｒ１がコンピュータＰＣ１
と接続される（Ｓ１３７）。
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【００７４】
　このようにすることにより、既に自家の無線ＬＡＮネットワークで利用されていた暗号
鍵を、新規に設置されたプリンタＰｒ１にも設定することができる。
【００７５】
　なお、暗号鍵の設定のために用いられたプリンタのＩＰアドレスを、そのまま用いるよ
うにしてもよく、また、他のコンピュータから、新たなＩＰアドレスを割り当てるように
してもよい。
【００７６】
　自家のもう１台のコンピュータＰＣ２においては、前記暗号鍵、ＩＰアドレスを設定し
た後に、シリアル番号を入力しないで、プリンタＰｒ１のプリンタドライバをインストー
ルする（Ｓ１１３）。プリンタＰｒ１のプリンタドライバは、シリアル番号を入力しなけ
れば、無線ＬＡＮ装置の設定をしないように設定されている。ＰＣ２にプリンタドライバ
を入力すると、有線接続の場合と同様に、プリンタを自動検索するので（Ｓ１１４）、自
動検索されたプリンタＰｒ１を設定すれば、プリンタＰｒ１と接続することができる（Ｓ
１１５）。
【００７７】
　ここで、コンピュータとプリンタとを接続する周波数チャネルは、それまで使われてい
た無線通信のチャネルである。ただし、プリンタの無線ＬＡＮシステムを設定するチャネ
ルは、どのチャネルでもよく、もし、プリンタの無線ＬＡＮシステムを設定するチャネル
と、それまでコンピュータが使用していたチャネルとが違う場合には、チャネル情報をも
伝達し、プリンタ側の無線ＬＡＮ装置に設定させる。
【００７８】
　また、プリンタの無線ＬＡＮシステムを設定するチャネルは、今までコンピュータが使
用していたチャネル以外の空いているチャネルにし、なるべく他の通信と重ならないよう
にしてもよい。
【００７９】
　なお、隣家のコンピュータＰＣ３は、ＩＰアドレス「０：０：０：１」に設定し（Ｓ１
４２）、隣家のプリンタＰｒ２は、ＩＰアドレス「０：０：０：０」に設定し（Ｓ１５１
）、アドホックモード（Ｓ１４１）で待機し、その後、互いに接続される（Ｓ１４３）。
【００８０】
　実施例２では、コンピュータの周辺装置としてプリンタを想定しているが、ディジタル
カメラやスキャナ等、他の周辺装置を、コンピュータの周辺装置として使用するようにし
てもよい。
【００８１】
　本発明によれば、プリンタのようにユーザインタフェースが悪いコンピュータの周辺装
置においても、非常に簡単に、無線ＬＡＮ装置の通信設定が自動でなされ、しかも、マン
ション等の集合住宅や都会の住宅密集地やオフィス街において、隣家や近隣のオフィスで
無線ＬＡＮを使用している場合でも、隣家や近隣のオフィスの無線ＬＡＮシステムに接続
されることなく、安全に無線ＬＡＮで接続できるという効果を奏する。
【実施例３】
【００８２】
　本実施例では、上述のパーソナルコンピュータなどの情報処理装置、上述のプリンタな
どの周辺装置およびこれらの制御プログラムについて詳しく説明する。この例では、情報
処理装置が周辺装置への無線接続を希望しているものとする。
【００８３】
　図５は、実施例に係る情報処理装置の例示的なブロック図である。
【００８４】
　図５において、制御部５０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどを含む制御ユニット
である。記憶部５０２は、各種のデータ、プログラムなどを記憶する記憶ユニットであり
、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびハードディスクドライブなどの少なくとも１つを備えている。無
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線ＬＡＮ装置５０３は、無線ＬＡＮカードなどの無線通信回路であり、パーソナルコンピ
ュータに内蔵されてもよいし、パーソナルコンピュータの外部に接続されてもよい。入力
部５０４は、キーボードやマウスなどの入力装置である。
【００８５】
　記憶部５０２には、無線ＬＡＮに接続する際に必要となるＩＤや暗号鍵などの設定情報
である無線ＬＡＮ設定情報５０５と、周辺装置のインストールプログラム５０６と、オリ
ジナルの無線ＬＡＮ設定情報の控え（バックアップデータ）である設定情報の控え５０７
とが記憶されている。
【００８６】
　図６は、実施例に係る周辺装置の例示的なブロック図である。
【００８７】
　図６において、制御部６０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどを含む制御ユニット
である。記憶部６０２は、各種のデータ、プログラムなどを記憶する記憶ユニットであり
、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびハードディスクドライブなどの少なくとも１つを備えている。無
線ＬＡＮ装置６０３は、無線ＬＡＮカードなどの無線通信回路であり、周辺装置に内蔵さ
れてもよいし、周辺装置の外部に接続されてもよい。
【００８８】
　記憶部６０２には、無線ＬＡＮ設定情報６０４、制御プログラム６０５、固有情報６０
６などが記憶されている。
【００８９】
　図７は、実施例に係るインストールプログラムに関する例示的な動作を示すフローチャ
ートである。
【００９０】
　本フローチャートは、コンピュータＰＣ１やＰＣ２上で起動されると実行される。
【００９１】
　ステップＳ７０１において、制御部５０１は、入力部５０４から入力される周辺装置の
固有情報を受け付ける。
【００９２】
　ステップＳ７０２において、制御部５０１は、アクセスポイントＡＰ１と接続する際に
使用していたオリジナルの無線ＬＡＮ設定情報５０５を、設定情報の控え５０７として記
憶部５０２にバックアップする。
【００９３】
　ステップＳ７０３において、制御部５０１は、入力された周辺装置の固有情報に所定の
生成アルゴリズムを適用して、暫定の無線ＬＡＮ設定情報を生成する。この生成アルゴリ
ズムは、周辺装置の制御プログラム６０５にも搭載されている。
【００９４】
　ステップＳ７０４において、制御部５０１は、生成した暫定の無線ＬＡＮ設定情報を無
線ＬＡＮ装置５０３が使用できるように登録する。たとえば、記憶部５０２に記憶されて
いる無線ＬＡＮ設定情報５０５を、生成した無線ＬＡＮ設定情報で上書きする。
【００９５】
　なお、無線ＬＡＮ装置５０３がインフラストラクチャモードに設定されていた場合、制
御部５０１は、アドホックモードに通信モードを変更する。
【００９６】
　ステップＳ７０５において、制御部５０１は、暫定の無線ＬＡＮ設定情報を無線ＬＡＮ
装置５０３に適用することで、周辺装置と無線通信回線を確立する。なお、周辺装置は後
述のフローチャートに従って、固有情報に基づく同一の無線ＬＡＮ設定情報が設定されて
いるものとする。
【００９７】
　ステップＳ７０６において、制御部５０１は、記憶部５０２からオリジナルの無線ＬＡ
Ｎ設定情報の控え５０７を読み出し、無線ＬＡＮ設定情報の控え５０７を、無線ＬＡＮ装
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置５０３から周辺装置へ送信する。
【００９８】
　ステップＳ７０７において、制御部５０１は、周辺装置への無線ＬＡＮ設定情報の設定
（コピー）が成功したか否かを判定する。周辺装置から設定の成功を表すＡｃｋなどの情
報が送信されてきた場合は、成功と判定する。もちろん、上述したように、制御部５０１
は、Ａｃｋが到着してからタイマをスタートさせ、所定時間が過ぎるまでに再送要求を受
信したか否かを判定し、再送要求を受信しなかった場合に、設定が成功したと判定しても
よい。
【００９９】
　ステップＳ７０８において、制御部５０１は、記憶部５０２からオリジナルの無線ＬＡ
Ｎ設定情報の控え５０７を読み出し、無線ＬＡＮ設定情報５０５に上書きする。これによ
り、オリジナルの無線ＬＡＮ設定情報が無線ＬＡＮ装置５０３に再登録されることになる
。なお、オリジナルの無線ＬＡＮ設定情報が、インフラストラクチャモードで使用されて
いた場合、制御部５０１は、通信モードをインフラストラクチャモードに変更する。
【０１００】
　ステップＳ７０９において、制御部５０１は、無線通信回線を介して周辺装置を検索す
る。通常は、検索用のパケットが、アクセスポイントＡＰ１を介して周辺装置にルーティ
ングされる。周辺装置は、検索用のパケットを受信すると、当該周辺装置を特定すること
ができる情報を搭載した応答パケットを送信する。これにより、パーソナルコンピュータ
は、ＬＡＮに周辺装置が存在することを認識することができる。
【０１０１】
　ステップＳ７１０において、制御部５０１は、検索処理により見つかった周辺装置に対
応するドライバをインストールする。
【０１０２】
　図８は、実施例に係る周辺装置の無線ＬＡＮ設定処理に関する例示的な動作を示すフロ
ーチャートである。
【０１０３】
　ステップＳ８０１において、制御部６０１は、無線ＬＡＮ設定のトリガーであるか否か
を判定する。このトリガーは、上述したように、無線ＬＡＮ装置が周辺装置に接続された
とき、無線ＬＡＮ装置接続された周辺装置に初めて電源が投入されたとき、またはハード
ウエアまたはソフトウエアによるリセットキーが押し下げられたときなどである。あるい
は、無線ＬＡＮ装置６０３が、ＰＣなどから送信される初期化コマンドを受信したことを
トリガーとしてもよい。
【０１０４】
　ステップＳ８０２において、制御部６０１は、記憶部６０２に記憶されている固有情報
６０６を読み出し、生成アルゴリズムを適用して暫定の無線ＬＡＮ設定情報を生成する。
【０１０５】
　ステップＳ８０３において、制御部６０１は、生成した暫定の無線ＬＡＮ設定情報を無
線ＬＡＮ設定情報６０４として登録する。なお、周辺装置の製造時に、予め暫定の無線Ｌ
ＡＮ設定情報をＲＯＭなどの不揮発性の記憶コンポーネントに記憶しておいてもよい。こ
の場合は、ステップＳ８０２の生成処理は不要であろう。
【０１０６】
　ステップＳ８０４において、制御部６０１は、暫定の無線ＬＡＮ設定情報を無線ＬＡＮ
装置６０３に適用し、ＰＣと無線通信回線を確立する。
【０１０７】
　ステップＳ８０５において、制御部６０１は、無線ＬＡＮ装置６０３を制御し、ＰＣか
らオリジナルの無線ＬＡＮ設定情報を受信する。
【０１０８】
　ステップＳ８０６において、制御部６０１は、無線ＬＡＮ装置６０３により受信された
無線ＬＡＮ設定情報を登録する。すなわち、記憶部６０２の無線ＬＡＮ設定情報を、受信
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６０３に、受信された無線ＬＡＮ設定情報を適用して、無線通信回線を確立する。無線Ｌ
ＡＮ設定情報において、インフラストラクチャモードを適用すべきことが指示されている
ときは、制御部６０１は、無線ＬＡＮ設定装置６０３をインフラストラクチャモードに設
定する。
【０１０９】
　ステップＳ８０７において、制御部６０１は、ＰＣからの検索パケットに応答する。
【０１１０】
　以上説明したように、本実施例に係る発明では、パーソナルコンピュータ等の情報処理
装置から、周辺装置に対して無線ＬＡＮに関する設定情報を登録する際に、情報処理装置
に設定されているのオリジナルの無線ＬＡＮ設定情報をバックアックした後に、周辺装置
の固有情報を起源とする無線ＬＡＮ設定情報を情報処理装置と周辺装置の双方に設定する
ことで、情報処理装置と周辺装置間で無線通信回線を確立し、当該無線通信回線を介して
、オリジナルの無線ＬＡＮ設定情報を周辺装置にコピーする。その後、情報処理装置は、
バックアップしておいたオリジナルの無線ＬＡＮ設定情報を回復する。
【０１１１】
　このようにして、プアなユーザインタフェースを備える周辺装置にも、無線ＬＡＮに関
する設定情報を容易に登録できるようになる。また、設定の際には、周辺装置の固有情報
を起源とする暫定的な無線ＬＡＮ設定情報を使用することで、隣家や近隣のオフィスに設
置されている無線ＬＡＮシステムに接続される可能性を低減できるようになる。そのため
、安全に所望の周辺装置を所望の無線ＬＡＮシステムに接続できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の実施例１である自家の無線ＬＡＮシステム１００、隣家の無線ＬＡＮシ
ステム２００を示すブロック図である。
【図２】実施例１の動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施例２である自家の無線ＬＡＮシステム３００、隣家の無線ＬＡＮシ
ステム４００を示すブロック図である。
【図４】実施例２の動作を示すフローチャートである。
【図５】実施例に係る情報処理装置の例示的なブロック図である。
【図６】実施例に係る周辺装置の例示的なブロック図である。
【図７】実施例に係るインストールプログラムに関する例示的なフローチャートである。
【図８】実施例に係る周辺装置の無線ＬＡＮ設定処理に関する例示的なフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【０１１３】
　１００、３００…自家のＬＡＮシステム、
　２００、４００…隣家のＬＡＮシステム、
　ＰＣ１、ＰＣ２…自家のコンピュータ、
　ＰＣ３…隣家のコンピュータ、
　Ｐｒ１…自家のプリンタ、
　Ｐｒ２…隣家のプリンタ、
　ＡＰ１…自家のアクセスポイント。
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