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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークを連結するためのデジタル装置（ｄｉｇｉｔａｌ ｄｅｖｉｃｅ）に
おいて、
　少なくとも一つの周辺機器（ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ ｄｅｖｉｃｅ）から装置情報を受
信する通信部、ここで、前記装置情報は、前記少なくとも一つの周辺機器のそれぞれの属
性に関する情報を含み；
　前記受信された装置情報を利用して周辺機器の近接性を決定するために使用される閾値
を決定し、
　前記周辺機器の受信信号の強度を測定し、
　前記受信信号の強度が前記閾値より高い場合、前記周辺機器と連結するために前記通信
部を制御し、
　前記受信信号の強度が前記閾値より低いまたは同じ場合、前記周辺機器の周辺に移動す
ることを要請する情報を出力する制御部を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記デジタル装置に関連づけられたデジタル装置情報を生成し、前記生
成されたデジタル装置情報を前記少なくとも一つの周辺機器に伝送するように制御し、
　ここで、前記生成されたデジタル装置情報は、前記少なくとも一つの周辺機器が前記デ
ジタル装置の属性に関する情報を決定するために使用される請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記制御部は、前記デジタル装置情報を管理フレームに追加することによって前記デジ
タル装置情報を前記少なくとも一つの周辺機器に伝送する請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記受信された装置情報を利用して前記閾値を調整する請求項１に記載
の装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記周辺機器が分析された装置情報を利用して提供されたサービスの優
先順位に応じて周辺機器に対して連結するための優先順位を設定することによって少なく
とも一つの周辺機器と連結するように構成された請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記周辺機器が分析された装置情報を利用して連結された装置の個数に
応じて周辺機器に対して連結するための優先順位を設定することによって少なくとも一つ
の周辺機器と連結するように構成された請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記装置情報は、装置のタイプ、基準距離、基準信号の強度、連結装置の数、生産年度
、装置モデルの情報のうち少なくとも一つを含む請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記デジタル装置の基準距離に移動することを要請するメッセージをユ
ーザに表示することによって、前記周辺機器の周辺に移動することを要請する情報を出力
する請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記制御部は、ユーザ入力による選択に基づいて連結可能な周辺機器のリストをフィル
タリングする請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記装置の属性情報を獲得し、前記獲得された情報を貯蔵し、特定機器
に関する情報要請を検出した後、既に貯蔵した属性情報を利用して要請のための情報を提
供する請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　無線ネットワークを連結するためのデジタル装置（ｄｉｇｉｔａｌ ｄｅｖｉｃｅ）の
方法は、
　少なくとも一つの周辺機器（ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ ｄｅｖｉｃｅ）から装置情報を受
信する動作、ここで、前記装置情報は、前記少なくとも一つの周辺機器のそれぞれの属性
に関する情報を含み；
　前記受信された装置情報を利用して周辺機器の近接性を決定するために使用される閾値
を決定し、
　前記周辺機器の受信信号の強度を測定し、
　前記受信信号の強度が前記閾値より高い場合、前記周辺機器と連結するために通信部を
制御し、
　前記受信信号の強度が前記閾値より低いまたは同じ場合、前記周辺機器の周辺に移動す
ることを要請する情報を出力する動作を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記デジタル装置に関連づけられたデジタル装置情報を生成し、前記生成されたデジタ
ル装置情報を前記少なくとも一つの周辺機器に伝送する動作を含み、
　ここで、前記生成されたデジタル装置情報は、前記少なくとも一つの周辺機器が前記デ
ジタル装置の属性に関する情報を決定するために使用される請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記デジタル装置情報を前記周辺機器に伝送する動作は、
　デジタル情報を管理フレームに追加する動作を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記受信された装置情報を利用して前記閾値を調整する動作をさらに含む請求項１１に
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記載の方法。
【請求項１５】
　前記周辺機器と連結を設定する動作は、
　前記周辺機器が分析された装置情報を利用して提供されたサービスの優先順位に応じて
周辺機器に対して連結するための優先順位を設定することによって少なくとも一つの周辺
機器と連結する動作を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記周辺機器と連結を設定する動作は
　前記周辺機器が分析された装置情報を利用して連結された装置の個数に応じて周辺機器
に対して連結するための優先順位を設定することによって少なくとも一つの周辺機器と連
結する動作を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記装置情報は、装置のタイプ、基準距離、基準信号の強度、連結装置の数、生産年度
、装置モデルの情報のうち少なくとも一つを含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記周辺機器の周辺に移動することを要請する情報を出力する動作は、
　前記デジタル装置の基準距離に移動することを要請するメッセージをユーザに表示する
動作を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　ユーザ入力による選択に基づいて連結可能な周辺機器のリストをフィルタリングする動
作をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　装置の属性情報を獲得した後、前記獲得した情報を貯蔵する動作；及び
特定機器に関する情報要請を検出した後、既に貯蔵した属性情報を利用して前記要請のた
めの情報を提供する動作をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、デジタル機器間に無線ＬＡＮを自動的に連結し、無線ＬＡＮ基盤のアプリケ
ーションプログラムを実行する方法及びその装置に関するものであり、特にデジタル機器
における自らの属性を示す装置情報を生成し、周辺機器の装置情報を分析して周辺機器の
属性を把握するための装置及びその方法に関するものである。
【０００２】
　無線技術の発展によって、ノートパソコン、ＰＤＡなどのようなデジタル機器で無線Ｌ
ＡＮ通信を支援するための研究が進められている。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＷＦ
Ａ　ＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ）、ＷＦＡ　Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄ
ｉｒｅｃｔ標準において、前記デジタル機器の無線ラン通信方式を研究している。従来知
られている無線ＬＡＮ通信方式は、ステーション（ｓｔａｔｉｏｎ）として動作するデジ
タル機器がアクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）として動作するデジタル機器
に連結して通信するインフラストラクチャモードとステーションとして動作する複数のデ
ジタル機器間に直接連結するアドホックモードとで区分される。
【０００３】
　前記ＩＥＥＥ８８０２．１１標準では、前記インフラストラクチャモードとアドホック
モードを全て支援する。前記ＩＥＥＥ８０２．１１標準のインフラストラクチャモードと
アドホックモードでは、一つのデジタル機器がＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）、セキュリティキー及びＩＰアドレス割当方式を設定すると、相手の
デジタル機器が前記ＳＳＩＤを検索してセキュリティキーを入力し、前記設定されたＩＤ
アドレス割当方式に応じてＩＰアドレスを設定することでデジタル機器間の無線ＬＡＮ連
結を行う。
【０００４】
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　一方、前記ＷＦＡ　ＷＰＳ標準では前記インフラストラクチャモードを支援し、前記Ｗ
ＦＡ　Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ標準では前記アドホックモードを支援する。ここで、前
記ＷＦＡ　ＷＰＳ標準のインフラストラクチャモードとＷＦＡ　Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃ
ｔ標準のアドホックモードでは、連結しようとするデジタル機器でＰＢＣ（Ｐｕｃｈ　Ｂ
ｕｔｔｏｎ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）ボタンをクリックするか、一つのデジタル機
器でＰＩＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ）を生成
すると、相手のデジタル機器で前記ＰＩＮを入力することで無線ＬＡＮ連結を行う。
【０００５】
　前記のような従来の無線ＬＡＮ連結方式は、デジタル機器で無線ＬＡＮ連結のためにユ
ーザが無線ＬＡＮ連結に必要な情報、即ち、ＳＳＩＤ、セキュリティキー、ＩＰアドレス
、ＰＩＮなどを直接設定して入力しなければならない。しかし、このように無線ＬＡＮ連
結に必要な情報を直接設定し入力する方式は無線ＬＡＮに対する事前知識を要求するため
、一般的なユーザが容易に利用するには難しい短所がある。
【０００６】
　上記のような問題点を解決するために、無線ＬＡＮを搭載した２つの機器が互いに近接
すると自動的にランダムなＰＩＮを交換し、ＰＩＮ交換に成功すると次にＷＰＳ　ＰＩＮ
方式で連結を行うようにする技術（特許出願１：出願番号１０－２０１０－００７５５０
４、三星電子）が本出願人によって提案された。この技術は、連結を望む機器に自らの機
器を近接させるだけで無線ＬＡＮが自動的に連結されるようにしたものである。
【０００７】
　しかし、前記のような技術は周りに存在する機器に対する詳細な情報を確認することが
できないため、ユーザが確認しようとする周辺機器のみを検索することができないという
問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上述した問題点を解決するために導出されたものであり、本発明の目的は、デ
ジタル機器におけるデジタル機器の装置情報を生成するための装置及びその方法を提供す
ることにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、デジタル機器において、装置情報を受信して周辺機器に対する属
性を把握するための装置及びその方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明のまた他の目的は、デジタル機器において、装置情報を利用して周辺機器に対す
る設定を変更するための装置及びその方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の更に他の目的は、デジタル機器において、無線ＬＡＮ連結のための管理フレー
ムを利用して装置情報を伝送するための方法及びその装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した目的を達成するための本発明の第１態様によると、デジタル機器における無線
ネットワーク連結装置は、自らの属性を分析して前記属性に対する情報を含む装置情報を
生成する装置情報生成部と、前記周辺機器の装置情報を受信する場合、受信した装置情報
に当たる機器の属性情報を把握する機器認識部と、前記装置情報生成部によって生成され
た装置情報を周辺機器に伝送するように制御する制御部と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　上述した目的を達成するための本発明の第２態様によると、デジタル機器における無線
ネットワーク連結方法は、自らの属性を分析して前記属性に対する情報を含む装置情報を
生成して周辺機器に伝送する過程と、前記周辺機器の装置情報を受信する場合、受信した
装置情報に当たる機器の属性情報を把握する過程と、を含むことを特徴とする。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明によって装置情報を生成し、装置情報を利用して周辺機器の属性を把握す
るデジタル機器の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例によるデジタル機器における装置情報を含む管理フレームの構成
を示す図である。
【図３】本発明の実施例によるデジタル機器で生成する装置情報の構成を示す図である。
【図４】本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における装置情報を生成する過程
を示すフローチャートである。
【図５】本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における装置情報を分析して処理
する過程を示すフローチャートである。
【図６】本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における周辺機器の認識に使われ
る閾値の変更過程を示すフローチャートである。
【図７】本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における周辺機器の優先順位を設
定する過程を示すフローチャートである。
【図８】本発明の好ましい他の実施例によるデジタル機器における周辺機器の優先順位を
設定する過程を示すフローチャートである。
【図９】本発明の好ましい他の実施例によるデジタル機器における周辺機器の優先順位を
設定する過程を示す図である。
【図１０】本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における周辺機器の認識に使わ
れる閾値を変更する過程を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の好ましい実施例を添付した図面を参照して詳細に説明する。そして、本
発明を説明するに当たって、関連する公知機能或いは構成に対する具体的な説明が本発明
の要旨を不明確にする恐れがあると判断される場合、その詳細な説明は省略する。
【００１６】
　以下の説明では、本発明によるデジタル機器において、デジタル機器の属性を示す装置
情報を生成し、前記装置情報を利用して周辺機器に対する属性を把握するための装置及び
その方法について説明する。
【００１７】
　図１は、本発明によって装置情報を生成し、装置情報を利用して周辺機器の属性を把握
するデジタル機器の構成を示すブロック図である。
【００１８】
　図１を参照すると、前記デジタル機器は制御部１００、無線ＬＡＮモジュール１１０、
ユーザインターフェース１２０を含んで構成され、特に前記制御部１００は装置情報生成
部１０２、機器認識部１０４、閾値設定部１０６及び優先順位設定部１０８を含んで構成
される。
【００１９】
　前記制御部１００は前記デジタル機器の全般的な動作を制御及び処理し、無線ＬＡＮ連
結に必要な情報及び前記アプリケーションプログラムの実行に必要な情報及び無線ＬＡＮ
連結のために必要な各種情報を含む管理フレームを生成する。これは、特許出願１に当た
る当社出願特許の内容に該当する。
【００２０】
　それだけでなく、前記制御部１００は前記装置情報生成部１０２、機器認識部１０４、
閾値設定部１０６及び優先順位設定部１０８を含むことで、デジタル機器の装置情報を生
成するための機能を制御及び処理する。
【００２１】
　前記制御部１００の動作を詳しく説明すると、前記デジタル機器の装置情報を生成し、
周辺機器から装置情報を受信する場合、周辺装置の属性情報を分析するように処理する。
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また、前記制御部１００は前記生成した装置情報をビーコンフレーム（Ｂｅａｃｏｎ　Ｆ
ｒａｍｅ）、探索要請フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｆｒａｍｅ）及び探査応
答フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｆｒａｍｅ）などを含む管理フレームに含
ませて周辺デジタル機器に伝送するものであり、前記管理フレームは図２に示したように
構成されてもよい。
【００２２】
　前記装置情報生成部１０２は、前記デジタル機器自らの種類、生産年度、機器のモデル
名などのような属性情報を分析し、前記分析した情報を含む装置情報を生成する。
【００２３】
　前記機器認識部１０４は、周辺機器から装置情報を受信する場合、前記受信した情報の
うちから周辺機器の属性情報を分析して貯蔵し、前記分析した属性情報を利用して周辺に
位置するデジタル機器を認識する。
【００２４】
　前記閾値設定部１０６は、前記機器認識部１０４によって属性情報を利用し、周辺に位
置するデジタル機器を認識するのに使用する閾値を変更する。これは、前記制御部１００
が閾値以上の受信信号を感知する場合、相手のデジタル機器が自らの位置に近接している
と判断するが、周辺に位置する機器の特性に応じて正確な判断が不可能な問題を解決しよ
うとするためである。一例に、外装型アンテナで構成された周辺機器は内蔵型アンテナで
構成された周辺機器より送信信号の強度は弱いが、２つの周辺機器に対して同じ閾値を使
う場合、内蔵型アンテナで構成された周辺機器の近接を判断することができない状況が発
生するため、内蔵型アンテナで構成された周辺機器に対する閾値を変更するようにするの
である。前記周辺機器の近接を判断するための閾値の変更過程は、下記図１０で詳しく説
明する。
【００２５】
　前記優先順位設定部１０８は、周辺機器ごとに差別化されたサービスを提供するために
自らと通信する多数の機器の優先順位を変更する。一例に、前記優先順位設定部１０８は
音声サービス（Ｖｏｉｃｅ）、ビデオサービス（Ｖｉｄｅｏ）、非信頼性サービス（Ｂｅ
ｓｔ　Ｅｆｆｏｒｔ）を利用する周辺機器が自らと通信する場合、前記装置情報を利用し
て優先順位が高い音声サービスを利用する周辺機器に優先順位を設定し、ＣＷ（Ｃｏｎｔ
ｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗ）とＡＩＦＳ（Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒ
ａｍｅ　Ｓｐａｃｅ）間隔を調節する。
【００２６】
　また、前記優先順位設定部１０８は、本発明の他の実施例に応じて前記装置情報を利用
して周辺機器ごとに通信している機器の数を確認し、多数の機器と通信する周辺機器に優
先順位を設定してもよい。
【００２７】
　例えば、前記優先順位設定部１０８は自らに連結するテレビにカメラ、ノートパソコン
が連結されており、他の周辺機器は他の機器に連結されていない場合、前記テレビの優先
順位を高めてテレビに連結された機器が円滑なインターネットサービスを行うことができ
るようにする。
【００２８】
　前記無線ＬＡＮモジュール１１０は、前記制御部１００の制御に応じて無線ＬＡＮネッ
トワークを介して送受信される信号を処理する。前記無線ＬＡＮモジュール１１０は、前
記制御部１００の制御に応じて活性又は非活性状態に転換される。また、前記無線ＬＡＮ
モジュール１１０は、前記制御部１００で設定された装置情報を相手のデジタル機器に伝
送する。
【００２９】
　前記ユーザインターフェース１２０は、少なくとも一つの機能キーを含む入力部と、前
器デジタル機器の動作中に発生する情報をディスプレイする表示部を含んで構成される。
前記入力部１２０はキーパッド或いはタッチセンサーを含んで構成され、ユーザの入力に
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対応するデータを前記制御部１００に提供する。即ち、前記入力部は前記ユーザによって
押されるキーに対応するデータ或いはユーザのタッチに対応する位置の座標を前記制御部
１００に提供する。また、前記表示部は前記制御部１００の制御に応じて、前記デジタル
機器の動作中に発生する各種状態情報、数字、文字、静止画像及び動画をディスプレイす
る。
【００３０】
　図２は、本発明の実施例によるデジタル機器における装置情報を含む管理フレームの構
成を示す図である。
【００３１】
　前記図２に示したように、本発明の実施例による管理フレームは、エレメントＩＤ２０
０、長さ２０２、ＯＵＩ（Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）２０４、ＯＵＩタイプ２０６及び装置属性２０８フィールドで構成され、
特に前記装置属性２０８フィールドは複数の属性情報を含んでもよく、それぞれの属性情
報は属性ＩＤ２１０、長さ２１２及び属性本体２１４フィールドで構成される。 
【００３２】
　前記エレメントＩＤ２００は、標準で事業者が任意に使用するように定義した値（例え
ば、０ＸＤＤ）を使用する。前記長さ２０２は次に含まれた情報の長さを示し、ＯＵＩは
事業者を示すＩＤであり、ＯＵＩタイプは該当事業者に対するバージョン（Ｖｅｒｓｉｏ
ｎ）情報を示す。もちろん、設計方式に応じて前記ＯＵＩを４バイトで示し、前記ＯＵＩ
タイプは省略してもよい。前記装置属性２０８は、本発明に応じてデジタル機器自らの属
性情報を含むフィールドとして使用する。
【００３３】
　前記装置属性２０８に含まれる装置情報は、下記図３で詳しく説明する。
【００３４】
　図３は、本発明の実施例によるデジタル機器で生成する装置情報の構成を示す図である
。
【００３５】
　前記図３を参照すると、前記装置情報は上述したように管理フレームの装置属性２０８
に含まれるものであって属性ＩＤ３００、長さ３０２及び属性本体３１６で構成され、前
記属性本体３１６は装置タイプ３０４、基準距離３０６、基準信号の強度３０８、連結装
置の数３１０、生産年度３１２、装置モデルの情報３１４を含むフィールドで構成される
。
【００３６】
　前記属性ＩＤ３００は前記管理フレームの装置属性２０８に含まれた情報が装置情報で
あることを示す情報であり、事業者が任意に使用するように定義した値（例えば、０Ｘ０
３）を使用する。前記長さ３０２は、次に含まれる情報の長さを示す。前記属性本体３１
６の装置タイプ３０４は前記装置情報に当たるデジタル機器の種類を予め割り当てた固有
値を示すものであり、テレビの場合「０Ｘ００」、移動通信端末機の場合「０Ｘ０１」な
どを使用して示してもよい。
【００３７】
　前記基準距離３０６は周辺機器との近接認識可否を判断する基準距離を示し、前記基準
信号の強度３０８は前記基準距離ほど離れた位置で測定した平均受信信号の強度を示す。
即ち、前記基準距離３０６と基準信号の強度３０８は周辺機器の近接認識可否を判断する
ものであり、下記図１０で詳しく説明する。
【００３８】
　前記連結装置の数３１０は前記デジタル機器がＡＰとして動作することによって自らに
連結された機器の数又は現在データを交換している機器の数を示すものであり、該当機器
がＡＰに連結された周辺装置である場合、前記連結装置の数のフィールドは「０」の値を
有する。また、前記生産年度３１２は前記デジタル機器が生産された日付に対する情報を
示し、前記装置モデルの情報３１４は前記デジタル装置情報に当たるデジタル機器のモデ
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ル名又はモデル番号などを示す。
【００３９】
　前記のような情報を含む装置情報は、管理フレームの装置属性２０８に含まれて周辺機
器に伝送される。
【００４０】
　図４は、本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における装置情報を生成する過
程を示すフローチャートである。
【００４１】
　前記図４を参照すると、前記デジタル装置はまずステップ４０１で装置属性を分析する
。ここで、前記デジタル機器は上述したように前記デジタル機器の属性を分析する。前記
デジタル機器の属性は、前記機器の基本情報及び前記機器の現在通信状態を示す情報であ
り、装置タイプ、連結装置の数、生産年度、装置モデルの情報を含む。
【００４２】
　次に、前記デジタル機器はステップ４０３に進行し、前記ステップ４０１で分析した属
性を含む装置情報を生成する。前記図２乃至図３で説明したように、属性ＩＤ３００、長
さ３０２及び属性本体３１２で構成される装置情報は、管理フレームの装置属性２０８に
含まれる。
【００４３】
　次に、前記デジタル機器はステップ４０５に進行し、ユーザ操作によって無線ＬＡＮモ
ジュールを活性化する。即ち、前記デジタル機器のユーザは、前記無線ＬＡＮモジュール
の活性状態を検査し、前記無線ＬＡＮモジュールが非活性状態である場合活性状態に変更
させてもよい。
【００４４】
　次に、前記デジタル機器はステップ４０７に進行し、前記ステップ４０３で生成した装
置情報を周辺機器に伝送する。この際、前記デジタル機器はビーコンフレーム（Ｂｅａｃ
ｏｎ　Ｆｒａｍｅ）、探索要請フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｆｒａｍｅ）及
び探査応答フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｆｒａｍｅ）などを含む管理フレ
ームに前記装置情報を含ませて伝送してもよい。
【００４５】
　次に、前記デジタル機器は本アルゴリズムを終了する。
【００４６】
　図５は、本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における装置情報を分析して処
理する過程を示すフローチャートである。
【００４７】
　前記図５を参照すると、前記デジタル機器はまずステップ５０１で周辺機器からデジタ
ル機器の属性情報を含む装置情報を受信するのかを確認する。
【００４８】
　前記のように装置情報を受信するためのデジタル機器は、ユーザ操作によって無線ＬＡ
Ｎ基盤のアプリケーションプログラムが始まると無線ＬＡＮモジュールの活性状態を検査
し、前記無線ＬＡＮモジュールが非活性状態であると活性状態に変更させる。次に、前記
デジタル機器は周辺機器から探索要請フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｆｒａｍ
ｅ）に応じた探査応答フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｆｒａｍｅ）が受信さ
れるか又はビーコンフレームのような管理フレームが受信される場合、周辺機器の属性情
報が入っている装置情報が装置属性フィールドに含まれているのかを確認する。この際、
前記デジタル機器は前記ビーコンフレームに０ＸＤＤ値を有するエレメントＩＤ２００が
存在する場合、前記ビーコンフレームに装置属性情報が含まれていると判断する。
【００４９】
　もし、前記ステップ５０１で装置情報が受信されないことを確認する場合、前記デジタ
ル機器は前記ステップ５０１の過程を再び行う。
【００５０】
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　一方、前記ステップ５０１で装置情報が受信されることを確認する場合、前記デジタル
機器はステップ５０３に進行し、前記装置情報を分析して前記装置情報を伝送したデジタ
ル機器の属性情報を分析し、装置タイプ、連結装置の数、生産年度、装置モデルの情報を
確認し、ステップ５０５に進行して前記ステップ５０３の属性情報を貯蔵するように処理
する。この際、前記デジタル機器は前記属性情報に含まれた属性ＩＤを利用し、それぞれ
の機器に当たる属性情報を区分してもよい。
【００５１】
　次に、前記携帯用端末機はステップ５０７に進行し、ユーザから特定機器に対する情報
要請が発生したのかを確認する。ここで、前記特定機器に対する情報要請は、前記属性情
報のいずれか一項目に当たる特定機器に対する情報を要請することを意味する。
【００５２】
　もし、前記ステップ５０７で特定機器に対する情報要請が発生しない場合、前記デジタ
ル機器は前記ステップ５０７の過程を再び行う。
【００５３】
　一方、前記ステップ５０７で特定機器に対する情報要請が発生することを確認する場合
、前記デジタル機器はステップ５０９に進行し、既に貯蔵された装置別属性情報を確認し
てユーザの要請に当たる属性情報を獲得する。
【００５４】
　次に、前記デジタル機器はステップ５１１に進行し、ユーザの要請に応じた属性情報に
当たる装置を出力する。
【００５５】
　一例に、周辺機器から装置情報を受信する場合、前記デジタル機器は装置情報を分析し
て周辺機器の種類、生産年度、機器のモデル名、前記機器と現在通信している機器の数な
どを把握した後、該当情報を貯蔵する。
【００５６】
　もし、ユーザが三星電子の製品に対する情報を要請する場合、前記デジタル機器は周辺
機器の種類、生産年度、機器のモデル名を知ることができるため、周辺機器のうちから三
星電子の製品（例えば、カメラ、ノートパソコン、テレビなど）のみを分類してユーザに
提供する。それだけでなく、前記デジタル機器はユーザの要請に応じて特定年度に生産さ
れた製品、特定モデル命に当たる製品のみを分類してユーザに提供し、その上特定機器が
支援する機能をユーザに提供することができる。
【００５７】
　次に、前記デジタル機器は本アルゴリズムを終了する。
【００５８】
　図６は、本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における周辺機器の認識に使わ
れる閾値の変更過程を示すフローチャートである。
【００５９】
　前記図６を参照すると、前記デジタル装置は他のデジタル機器が周辺に近接しているの
かを判断するのに使用する閾値を変更する。これは、前記デジタル機器が閾値以上の受信
信号を感知する場合、相手のデジタル機器が自らの位置に近接していると判断するが、周
辺に位置する機器の特性に応じて正確な判断が不可能な問題を解決するためである。一例
に、外装型アンテナで構成された周辺機器は内蔵型アンテナで構成された周辺機器より送
信信号の強度は弱いが、２つの周辺機器に対して同じ閾値を使う場合、内蔵型アンテナで
構成された周辺機器の近接を判断することができない状況が発生するため、内蔵型アンテ
ナで構成された周辺機器に対する閾値を変更するようにするのである。
【００６０】
　前記のような動作を行うために、前記デジタル機器はまず周辺機器から受信した装置情
報を分析して属性情報を獲得した後、ステップ６０１で前記獲得した属性情報を貯蔵する
ように処理する。前記のような過程は上述した図５に記載された内容であるため詳細な説
明は省略する。
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【００６１】
　次に、前記デジタル機器はステップ６０３に進行して周辺機器を探索した後、ステップ
６０５に進行して探索した周辺機器に対する属性情報を確認する。
【００６２】
　次に、前記デジタル機器はステップ６０７に進行し、閾値の調節が必要な周辺機器を探
索したのかを判断する。この際、前記デジタル機器は内蔵型アンテナとして具備されたも
ののように送信信号の強度が弱い機器が周辺に存在するのかを確認するものである。
【００６３】
　もし、前記ステップ６０７で閾値の調節が必要な周辺機器を探索しなかった場合、前記
デジタル機器は前記ステップ６０３の過程を再び行う。
【００６４】
　一方、前記ステップ６０７で閾値の調節が必要な周辺機器を探索した場合、前記デジタ
ル機器は前記ステップ６０９に進行し、周辺機器に対する閾値を減らすか高めるように処
理する。
【００６５】
　次に、前記デジタル機器は本アルゴリズムを終了する。
【００６６】
　図７は、本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における周辺機器の優先順位を
設定する過程を示すフローチャートである。
【００６７】
　前記図７を参照すると、前記デジタル機器は周辺機器ごとに差別化されたサービスを提
供するために自らと通信する多数の機器の優先順位を変更する。一例に、前記優先順位設
定部は音声サービス（Ｖｏｉｃｅ）、ビデオサービス（Ｖｉｄｅｏ）、非信頼性サービス
（Ｂｅｓｔ　Ｅｆｆｏｒｔ）を利用する周辺機器が自らと通信する場合、前記装置情報を
利用して優先順位が高い音声サービスを利用する周辺機器に優先順位を設定し、ＣＷ（Ｃ
ｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗ）とＡＩＦＳ（Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒ
　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｅ）間隔を調節して特定機器に対する円滑なサービス提供を可能
にする。
【００６８】
　前記のような動作を行うために、前記デジタル機器はまず周辺機器から受信した装置情
報を分析して属性情報を獲得した後、ステップ７０１で前記獲得した属性情報を貯蔵する
ように処理する。前記のような過程は上述した図５に記載された内容であるため詳細な説
明は省略する。
【００６９】
　次に、前記デジタル機器はステップ７０３に進行して自らに連結された周辺機器を探索
した後、ステップ７０５に進行して周辺機器で利用するサービスの種類を確認する。
【００７０】
　次に、前記デジタル機器はステップ７０７に進行し、自らに連結された周辺機器のうち
から優先順位が高いサービスを利用する機器を把握する。次に、前記デジタル機器はステ
ップ７０９に進行し、前記ステップ７０７の結果を利用して優先順位が高い機器順に整列
し、周辺機器に対する優先順位を設定して優先順位に設定された周辺機器にサービスが円
滑に提供されるようにする。
【００７１】
　次に、前記デジタル機器は本アルゴリズムを終了する。
【００７２】
　図８は、本発明の好ましい他の実施例によるデジタル機器における周辺機器の優先順位
を設定する過程を示すフローチャートである。
【００７３】
　前記図８を参照すると、前記デジタル機器は装置情報を利用して周辺機器ごとに通信し
ている機器の数を確認し、多数の機器と通信している周辺機器に優先順位を設定する。例
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えば、自らに連結されているテレビにカメラ、ノートパソコンが連結されており、他の周
辺機器は他の機器に連結されていない場合、前記デジタル機器はテレビの優先順位を高め
てテレビに連結された機器が円滑なインターネットサービスを行うことができるようにす
る。
【００７４】
　前記のような動作を行うために、前記デジタル機器はまず周辺機器から受信した装置情
報を分析して属性情報を獲得した後、ステップ８０１で前記獲得した属性情報を貯蔵する
ように処理する。前記のような過程は上述した図５に記載された内容であるため詳細な説
明は省略する。
【００７５】
　次に、前記デジタル機器はステップ８０３に進行して自らに連結された周辺機器を探索
した後、ステップ８０５に進行して周辺機器が通信している周辺機器に対する情報を確認
する。即ち、ステップ８０５は自らに連結された周辺機器がまた他の周辺機器に連結され
ているのかを確認する過程である。
【００７６】
　次に、前記デジタル機器はステップ８０７に進行して自らに連結された周辺機器のうち
から多数の周辺機器に連結している機器を確認した後、ステップ８０９に進行して前記確
認した周辺機器に優先順位を与え、優先順位に設定された周辺機器に連結された機器に円
滑なサービスを提供するようにする。
【００７７】
　次に、前記デジタル機器は本アルゴリズムを終了する。
【００７８】
　図９は、本発明の好ましい他の実施例によるデジタル機器における周辺機器の優先順位
を設定する過程を示す図である。
【００７９】
　前記図９を参照すると、前記デジタル機器はＡＰとして動作しており、携帯用端末機、
ノートパソコン、カメラ、テレビに当たる機器に連結されている。また、前記テレビはま
た他のノートパソコン、カメラに連結されている状況である。
【００８０】
　前記デジタル機器はそれぞれの機器から装置情報を受信し、それぞれの機器が利用して
いるサービスを確認する。
【００８１】
　即ち、前記デジタル機器は、携帯用端末機は音声サービス、ノートパソコンは画像サー
ビス、カメラはイメージ伝送サービス、テレビは無線インターネットサービスを利用して
いるということを確認する。
【００８２】
　この際、前記デジタル機器は優先順位が高いサービスを利用する携帯用端末機に優先順
位を与え、音声サービスが円滑に提供されるようにする。
【００８３】
　それだけでなく、前記デジタル機器はそれぞれの機器から装置情報を受信し、それぞれ
の機器に連結された機器の数を確認する。
【００８４】
　即ち、前記デジタル機器は、携帯用端末機、ノートパソコン、カメラには他の機器が連
結されておらず、テレビには他のノートパソコンとカメラが連結されたことを確認するこ
とができる。
【００８５】
　この際、前記デジタル機器は、多数の機器に連結されたテレビに優先順位を設定し、テ
レビ、他のノートパソコンとカメラが円滑なサービスを提供し得る環境を提供する。
【００８６】
　図１０は、本発明の好ましい一実施例によるデジタル機器における周辺機器の認識に使
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われる閾値を変更する過程を示すフローチャートである。
【００８７】
　前記図１０を参照すると、前記デジタル機器は前記図６のステップ６０９の過程を示し
ており、まずステップ１００１で周辺機器の属性情報のうちから基準信号の強度を確認し
た後、ステップ１００３に進行して周辺機器に対する実際の受信信号の強度を確認する。
前記ステップ１００１は、周辺機器との近接認識可否を判断するために基準距離ほど離れ
た位置で測定した平均受信信号の強度を確認するものである。
【００８８】
　次に、前記デジタル機器はステップ１００５に進行し、周辺機器との連結を許容するの
かを判断する。
【００８９】
　前記ステップ１００５は周辺機器の実際の受信信号の強度が基準信号の強度より大きい
場合、又は実際の受信信号の強度が周辺機器との連結を許容する最小受信信号の強度より
大きい場合となる。
【００９０】
　もし、前記ステップ１００５で周辺機器との連結を許容する状況を確認する場合、前記
デジタル機器はステップ１００７に進行して周辺機器との近接連結を許容する。
【００９１】
　一方、前記ステップ１００５で周辺機器との連結を許容しない状況を確認する場合、前
記デジタル機器はステップ１００９に進行して周辺機器と近接連結をすることができる位
置に移動させる。
【００９２】
　この際、前記デジタル機器はデジタル機器自らの基準距離又は周辺機器の基準距離への
移動を要請するメッセージをユーザに提供し、前記周辺機器の周辺に移動するようにする
。
【００９３】
　一例に、前記デジタル機器は周辺機器の属性情報のうちから基準距離と基準信号の強度
を確認し、ＤｔとＰｔとして定義して貯蔵する。次に、前記デジタル機器は周辺機器に対
する実際の受信信号の強度を測定し、その値をＰｒとして定義して貯蔵する。
【００９４】
　また、前記デジタル機器は自らの属性情報のうちから基準距離と基準信号の強度をそれ
ぞれＤｓとＰｓとして定義し、自らが近接連結を許容し得る最小受信信号の強度をＰｃと
して定義した後、次の判断基準に応じて近接連結を行う。
【００９５】
　実際の受信信号の強度が周辺機器の近接を認識し得る定義（（Ｐｒ≧Ｐｔ）‖（Ｐｒ≧
Ｐｃ））であれば周辺機器との近接連結を許容し、近接を認識することができない程度で
あればデジタル機器のユーザに近接連結対象機器の周辺に移動せよというメッセージを示
して近接連結を行わない。前記説明では周辺機器に対する実際の受信信号の強度Ｐｒが周
辺機器の基準信号の強度Ｐｔより大きいか、又は周辺機器に対する実際の受信信号の強度
Ｐｒが自らが近接連結を許容し得る最小受信信号の強度Ｐｃより大きい（（Ｐｒ≧Ｐｔ）
‖（Ｐｒ≧Ｐｃ））場合、周辺機器との近接連結を許容するとしたが、前記デジタル機器
は周辺機器に対する実際の受信信号の強度Ｐｒが周辺機器の基準信号の強度Ｐｔより大き
くて周辺機器に対する実際の受信信号の強度Ｐｒが自らが近接連結を許容し得る最小受信
信号の強度Ｐｃより大きい（（Ｐｒ≧Ｐｔ）＆＆（Ｐｒ≧Ｐｃ））場合、周辺機器との近
接連結を許容することができる。
【００９６】
　次に、前記デジタル機器は本アルゴリズムを終了する。
【００９７】
　上述したように本発明は周辺機器の装置情報を分析して周辺機器の属性を把握するため
のものであり、自らの属性を分析して前記属性に対する情報を含む装置情報を生成して周
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辺機器に伝送する過程と、前記周辺機器の装置情報を受信する場合、受信した装置情報に
当たる機器の属性情報を把握する過程を含むため、ユーザの要請に応じて特定の周辺機器
を分類するか、特定の周辺機器に対する優先順位を設定することができる。
【００９８】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施例について説明したが、本発明の範囲を逸
脱しない範囲内で多様な変形が可能であることはもちろんである。従って、本発明の範囲
は説明された実施例に限定して決定してはならず、後述する特許請求の範囲だけでなく、
この特許請求の範囲と均等なものによって決められるべきである。
【符号の説明】
【００９９】
１００　　制御部
１０２　　装置情報生成部
１０４　　機器認識部
１０６　　閾値設定部
１０８　　優先順位設定部
１１０　　無線ＬＡＮモジュール
１２０　　ユーザインターフェース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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