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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、当該識別情報を表
示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し、当該無線ネット
ワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第２の表示部および
前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該無線ネットワーク
への参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行う仮決
定部と、
　前記第１の表示部と、
　前記第１の入力部と、
　前記仮決定の結果を示す仮表示端末情報と、自端末の表示部の有無および自端末の入力
部の有無に関する第１の情報とを含む無線データを前記設定端末に対して送信する送信部
と、
　前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記無線データを受信した
無線通信端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報とを含み、前記無線
データを受信した無線通信端末から送信される応答データを前記設定端末から受信する受
信部と、
　前記希望表示端末情報と、前記第２の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参
加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する決定部と、
　を有し、前記参加希望端末である無線通信端末。



(2) JP 5468963 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

【請求項２】
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、当該識別情報を表
示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し、当該無線ネット
ワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第２の表示部および
前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該無線ネットワーク
への参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行った結
果を示す仮表示端末情報と、表示部の有無および入力部の有無に関する第１の情報とを含
む無線データを前記参加希望端末から受信する受信部と、
　前記第２の表示部と、
　前記第２の入力部と、
　前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加
希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する決定部と、
　決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、自端末の表示部の
有無および自端末の入力部の有無に関する第２の情報とを含む応答データを、前記参加希
望端末へ送信する送信部と、
　を有し、前記設定端末である無線通信端末。
【請求項３】
　前記第１の表示部は、前記決定部によって決定された前記表示端末の役割を担う端末が
自端末であった場合、前記無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する請求項１に記
載の無線通信端末。
【請求項４】
　前記第２の表示部は、前記決定部によって決定された前記表示端末の役割を担う端末が
自端末であった場合、前記無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する請求項２に記
載の無線通信端末。
【請求項５】
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、当該識別情報を表
示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し、当該無線ネット
ワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第２の表示部および
前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該無線ネットワーク
への参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行った結
果を示す仮表示端末情報と、前記参加希望端末の表示部の有無および入力部の有無に関す
る第１の情報とを含む第１の無線データを前記参加希望端末から受信し、前記設定端末の
表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報を含む第２の無線データを前記設定
端末から受信する受信部と、
　前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加
希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する決定部と、
　決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記第２の情報と
を含む応答データを前記参加希望端末へ送信し、前記希望表示端末情報を含む通知データ
を前記設定端末へ送信する送信部と、
　を有し、前記無線ネットワークに参加中の前記設定端末とは異なる参加中端末である無
線通信端末。
【請求項６】
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、当該識別情報を表
示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し、当該無線ネット
ワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第２の表示部および
前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該無線ネットワーク
への参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を、前記参
加希望端末が行う仮決定ステップと、
　前記仮決定の結果を示す仮表示端末情報と、自端末の表示部の有無および自端末の入力
部の有無に関する第１の情報とを含む無線データを、前記参加希望端末が送信する送信ス
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テップと、
　前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記無線データを受信した
無線通信端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報とを含み、前記無線
データを受信した無線通信端末から送信される応答データを、前記参加希望端末が受信す
る受信ステップと、
　前記希望表示端末情報と、前記第２の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参
加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを、前記参加希望端末が決定する決定ス
テップと、
　を有する無線通信方法。
【請求項７】
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、当該識別情報を表
示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し、当該無線ネット
ワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第２の表示部および
前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該無線ネットワーク
への参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行った結
果を示す仮表示端末情報と、表示部の有無および入力部の有無に関する第１の情報とを含
む無線データを、前記設定端末が受信する受信ステップと、
　前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加
希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを、前記設定端末が決定する決定ステップ
と、
　決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、自端末の表示部の
有無および自端末の入力部の有無に関する第２の情報とを含む応答データを、前記設定端
末が前記無線データを送信した無線通信端末へ送信する送信ステップと、
　を有する無線通信方法。
【請求項８】
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、当該識別情報を表
示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し、当該無線ネット
ワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第２の表示部および
前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該無線ネットワーク
への参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行った結
果を示す仮表示端末情報と、前記参加希望端末の表示部の有無および入力部の有無に関す
る第１の情報とを含む第１の無線データを前記参加希望端末から受信し、前記設定端末の
表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報を含む第２の無線データを、前記無
線ネットワークに参加中の前記設定端末とは異なる参加中端末が前記設定端末から受信す
る受信ステップと、
　前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加
希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを、前記参加中端末が決定する決定ステッ
プと、
　決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記第２の情報と
を含む応答データを前記参加希望端末へ送信し、前記希望表示端末情報を含む通知データ
を、前記参加中端末が前記設定端末へ送信する送信ステップと、
　を有する無線通信方法。
【請求項９】
　無線通信を行う参加希望端末と設定端末とを有する無線通信システムであって、
　前記参加希望端末は、
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を当該無線ネットワー
クへの参加を希望する参加希望端末と、当該参加希望端末が当該無線ネットワークへの参
加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行う仮決定部と
、
　前記識別情報を表示する第１の表示部と、
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　前記識別情報を入力する第１の入力部と、
　前記仮決定の結果を示す仮表示端末情報と、自端末の表示部の有無および自端末の入力
部の有無に関する第１の情報とを含む無線データを送信する第１の送信部と、
　前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記無線データを受信した
前記設定端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報とを含み、前記設定
端末から送信される応答データを受信する第１の受信部と、
　前記希望表示端末情報と、前記第２の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参
加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する第１の決定部と、を有し、
　前記設定端末は、
　前記識別情報を表示する第２の表示部と、
　前記識別情報を入力する第２の入力部と、
　前記無線データを受信する第２の受信部と、
　前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加
希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する第２の決定部と、
　決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す前記希望表示端末情報と、自端末の表示
部の有無および自端末の入力部の有無に関する前記第２の情報とを含む応答データを前記
参加希望端末へ送信する第２の送信部と、
　を有する無線通信システム。
【請求項１０】
　無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該参加希望端末が当該無線ネ
ットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、当該無線ネットワークに参加
しており、前記設定端末とは異なる参加中端末とを有する無線通信システムであって、
　前記参加希望端末は、
　無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、前記参加希望端末
と前記設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行う仮決定部と、
　前記識別情報を表示する第１の表示部と、
　前記識別情報を入力する第１の入力部と、
　前記仮決定の結果を示す仮表示端末情報と、自端末の表示部の有無および自端末の入力
部の有無に関する第１の情報とを含む第１の無線データを送信する第１の送信部と、
　前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記第１の無線データを受
信した前記設定端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報とを含み、前
記参加中端末から送信される応答データを受信する第１の受信部と、
　前記希望表示端末情報と、前記第２の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参
加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する第１の決定部と、を有し、
　前記参加中端末は、
　前記参加希望端末から前記第１の無線データを受信し、前記設定端末から前記第２の情
報を含む第２の無線データを受信する第２の受信部と、
　前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加
希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する第２の決定部と、
　決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す前記希望表示端末情報と前記第２の情報
とを含む応答データを前記参加希望端末へ送信し、前記希望表示端末情報を含む通知デー
タを前記設定端末へ送信する第２の送信部と、を有し、
　前記設定端末は、
　前記識別情報を表示する第２の表示部と、
　前記識別情報を入力する第２の入力部と、
　前記第２の無線データを送信する第３の送信部と、
　前記通知データを受信する第３の受信部と、
　を有する無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を決定する
無線通信端末、無線通信方法、および無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線ＬＡＮ機能を有する通信端末がアクセスポイント（以下、ＡＰと略記する）
の提供するネットワーク（インフラストラクチャネットワーク）に参加するには、通信端
末において無線の接続やセキュリティのセットアップを行う必要があり、これには通信端
末上で様々な設定の入力を要していた。この設定の入力は複雑なものであったため、特に
無線ＬＡＮ技術に不慣れなユーザにとっては、セットアップを行うのは困難であった。
【０００３】
　この問題に対し、無線の接続やセキュリティのセットアップを簡単に行い、通信端末を
インフラストラクチャネットワークに参加させるための無線ＬＡＮの業界標準の技術とし
て、非特許文献１が公開されている。この非特許文献１であるＷｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃ
ｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ（ＴＭ）　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　１．０（以下、ＷＰＳと略
する）は、例えば、ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｗｉ－ｆｉ．ｏｒｇ／ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
＿ｃｅｎｔｅｒ＿ｏｖｅｒｖｉｅｗ．ｐｈｐ？ｔｙｐｅ＝４より入手可能である。
【０００４】
　ＷＰＳではいくつかのセットアップ方法が規定されており、そのうちの一つとして、無
線ネットワークの表示用の識別情報であるＰＩＮコードを用いる方式（以下、ＰＩＮ方式
と略する）がある。ＰＩＮ方式では、無線ＬＡＮ機能を有しネットワークへの参加を希望
する外部端末に表示されたＰＩＮコードをＡＰへ入力することでセットアップを行うこと
ができる。ここで、ＡＰへのＰＩＮコードの入力は、例えばＡＰのネットワーク内の端末
からブラウザを用いて入力することにより実施できる。
【０００５】
　一方、近年、ＡＰを必要とするインフラストラクチャモードとは異なり、通信端末同士
が直接無線ＬＡＮ通信を行うアドホックモードが、ゲーム機やカメラといった携帯型端末
を中心に普及し始めている。アドホックモードでは、インフラストラクチャモードにおけ
るＡＰのような、ネットワーク内で中心となる端末は存在せず、それぞれの端末が対等な
立場で通信を行う。ｈｔｔｐ：／／ｓｔａｎｄａｒｄｓ．ｉｅｅｅ．ｏｒｇ／ｇｅｔｉｅ
ｅｅ８０２／ｄｏｗｎｌｏａｄ／８０２．１１－２００７．ｐｄｆとして公開されている
非特許文献２には、インフラストラクチャモードおよびアドホックモードにおける通信方
法が記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ（ＴＭ）　Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　１．０
【非特許文献２】ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ．　８０２．１１（ＴＭ）－２００７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　アドホックモードにおいても、インフラストラクチャモードと同様に無線の接続やセキ
ュリティのセットアップは複雑であり、従来のＷＰＳをアドホックネットワークでも動作
できるように適用することが望ましい。しかし、それぞれの端末は対等な立場であるため
、それぞれの端末がＰＩＮコードの表示と入力のいずれも可能である場合に、ＰＩＮコー
ドの表示をどちらの端末で行うか、またＰＩＮコードの入力をどちらの端末で行うかを決
定することができない。これにより、双方の端末でＰＩＮコードが表示される、または双
方の端末でＰＩＮコードの入力待ちになるというように表示と入力の関係が成立せずにセ
ットアップ失敗、あるいはＰＩＮコードの表示または入力を行う端末を決定できずにエラ
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ー終了といった結果に終わる可能性がある。簡単にセットアップを行うためにユーザはＷ
ＰＳを使用したにもかかわらずセットアップが失敗に終わるようではユーザの利便性が低
下してしまう。
【０００８】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、無線ネットワークの表示用の
識別情報を表示する表示端末の役割を決定し、無線通信に係る接続設定の失敗を低減する
ことができる無線通信端末、無線通信方法、および無線通信システム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】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、無線ネットワークの表示用の
識別情報を表示する表示端末の役割を、当該識別情報を表示する第１の表示部および前記
識別情報を入力する第１の入力部を有し、当該無線ネットワークへの参加を希望する参加
希望端末と、当該識別情報を表示する第２の表示部および前記識別情報を入力する第２の
入力部を有し、当該参加希望端末が当該無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手で
ある設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行う仮決定部と、前記第１の表示部およ
び前記第１の入力部と、前記仮決定の結果を示す仮表示端末情報と、自端末の表示部の有
無および自端末の入力部の有無に関する第１の情報とを含む無線データを前記設定端末に
対して送信する送信部と、前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前
記無線データを受信した無線通信端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の
情報とを含み、前記無線データを受信した無線通信端末から送信される応答データを前記
設定端末から受信する受信部と、前記希望表示端末情報と、前記第２の情報とに基づいて
、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定す
る決定部と、を有し、前記参加希望端末である無線通信端末である。
【００１１】
　また、本発明は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、
当該識別情報を表示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し
、当該無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第
２の表示部および前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該
無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの
仮決定を行った結果を示す仮表示端末情報と、表示部の有無および入力部の有無に関する
第１の情報とを含む無線データを前記参加希望端末から受信する受信部と、前記第２の表
示部および前記第２の入力部と、前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、
前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定する
決定部と、決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、自端末の
表示部の有無および自端末の入力部の有無に関する第２の情報とを含む応答データを、前
記参加希望端末へ送信する送信部と、を有し、前記設定端末である無線通信端末である。
【００１２】
　また、本発明の無線通信端末において、前記第１の表示部は、前記決定部によって決定
された前記表示端末の役割を担う端末が自端末であった場合、前記無線ネットワークの表
示用の識別情報を表示する。
【００１３】
　また、本発明の無線通信端末において、前記第２の表示部は、前記決定部によって決定
された前記表示端末の役割を担う端末が自端末であった場合、前記無線ネットワークの表
示用の識別情報を表示する。
【００１４】
　また、本発明は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、
当該識別情報を表示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し
、当該無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第
２の表示部および前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該
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無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの
仮決定を行った結果を示す仮表示端末情報と、前記参加希望端末の表示部の有無および入
力部の有無に関する第１の情報とを含む第１の無線データを前記参加希望端末から受信し
、前記設定端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報を含む第２の無線
データを前記設定端末から受信する受信部と、前記仮表示端末情報と、前記第１の情報と
に基づいて、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うの
かを決定する決定部と、決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報
と、前記第２の情報とを含む応答データを前記参加希望端末へ送信し、前記希望表示端末
情報を含む通知データを前記設定端末へ送信する送信部と、を有し、前記無線ネットワー
クに参加中の前記設定端末とは異なる参加中端末である無線通信端末である。
【００１５】
　また、本発明は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、
当該識別情報を表示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し
、当該無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第
２の表示部および前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該
無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの
仮決定を、前記参加希望端末が行う仮決定ステップと、前記仮決定の結果を示す仮表示端
末情報と、自端末の表示部の有無および自端末の入力部の有無に関する第１の情報とを含
む無線データを、前記参加希望端末が送信する送信ステップと、前記表示端末の役割を担
う端末を示す希望表示端末情報と、前記無線データを受信した無線通信端末の表示部の有
無および入力部の有無に関する第２の情報とを含み、前記無線データを受信した無線通信
端末から送信される応答データを、前記参加希望端末が受信する受信ステップと、前記希
望表示端末情報と、前記第２の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加希望端
末と前記設定端末とのいずれが担うのかを、前記参加希望端末が決定する決定ステップと
、を有する無線通信方法である。
【００１６】
　また、本発明は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、
当該識別情報を表示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し
、当該無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第
２の表示部および前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該
無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの
仮決定を行った結果を示す仮表示端末情報と、表示部の有無および入力部の有無に関する
第１の情報とを含む無線データを、前記設定端末が受信する受信ステップと、前記仮表示
端末情報と、前記第１の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前
記設定端末とのいずれが担うのかを、前記設定端末が決定する決定ステップと、決定した
前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、自端末の表示部の有無および
自端末の入力部の有無に関する第２の情報とを含む応答データを、前記設定端末が前記無
線データを送信した無線通信端末へ送信する送信ステップと、を有する無線通信方法であ
る。
【００１７】
　また、本発明は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を、
当該識別情報を表示する第１の表示部および前記識別情報を入力する第１の入力部を有し
、当該無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該識別情報を表示する第
２の表示部および前記識別情報を入力する第２の入力部を有し、当該参加希望端末が当該
無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担うのかの
仮決定を行った結果を示す仮表示端末情報と、前記参加希望端末の表示部の有無および入
力部の有無に関する第１の情報とを含む第１の無線データを前記参加希望端末から受信し
、前記設定端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報を含む第２の無線
データを、前記無線ネットワークに参加中の前記設定端末とは異なる参加中端末が前記設
定端末から受信する受信ステップと、前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づい
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て、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを、前
記参加中端末が決定する決定ステップと、決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す
希望表示端末情報と、前記第２の情報とを含む応答データを前記参加希望端末へ送信し、
前記希望表示端末情報を含む通知データを、前記参加中端末が前記設定端末へ送信する送
信ステップと、を有する無線通信方法である。
【００１８】
　また、本発明は、無線通信を行う参加希望端末と設定端末とを有する無線通信システム
であって、前記参加希望端末は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表示端
末の役割を当該無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該参加希望端末
が当該無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、のいずれが担う
のかの仮決定を行う仮決定部と、前記識別情報を表示する第１の表示部と、前記識別情報
を入力する第１の入力部と、前記仮決定の結果を示す仮表示端末情報と、自端末の表示部
の有無および自端末の入力部の有無に関する第１の情報とを含む無線データを送信する第
１の送信部と、前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記無線デー
タを受信した前記設定端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報とを含
み、前記設定端末から送信される応答データを受信する第１の受信部と、前記希望表示端
末情報と、前記第２の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記
設定端末とのいずれが担うのかを決定する第１の決定部と、を有し、前記設定端末は、前
記識別情報を表示する第２の表示部と、前記識別情報を入力する第２の入力部と、前記無
線データを受信する第２の受信部と、前記仮表示端末情報と、前記第１の情報とに基づい
て、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記設定端末とのいずれが担うのかを決定
する第２の決定部と、決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す前記希望表示端末情
報と、自端末の表示部の有無および自端末の入力部の有無に関する前記第２の情報とを含
む応答データを前記参加希望端末へ送信する第２の送信部と、を有する無線通信システム
である。
【００１９】
　また、本発明は、無線ネットワークへの参加を希望する参加希望端末と、当該参加希望
端末が当該無線ネットワークへの参加接続設定を行う相手である設定端末と、当該無線ネ
ットワークに参加しており、前記設定端末とは異なる参加中端末とを有する無線通信シス
テムであって、前記参加希望端末は、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示する表
示端末の役割を、前記参加希望端末と前記設定端末と、のいずれが担うのかの仮決定を行
う仮決定部と、前記識別情報を表示する第１の表示部と、前記識別情報を入力する第１の
入力部と、前記仮決定の結果を示す仮表示端末情報と、自端末の表示部の有無および自端
末の入力部の有無に関する第１の情報とを含む第１の無線データを送信する第１の送信部
と、前記表示端末の役割を担う端末を示す希望表示端末情報と、前記第１の無線データを
受信した前記設定端末の表示部の有無および入力部の有無に関する第２の情報とを含み、
前記参加中端末から送信される応答データを受信する第１の受信部と、前記希望表示端末
情報と、前記第２の情報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記設
定端末とのいずれが担うのかを決定する第１の決定部と、を有し、前記参加中端末は、前
記参加希望端末から前記第１の無線データを受信し、前記設定端末から前記第２の情報を
含む第２の無線データを受信する第２の受信部と、前記仮表示端末情報と、前記第１の情
報とに基づいて、前記表示端末の役割を前記参加希望端末と前記設定端末とのいずれが担
うのかを決定する第２の決定部と、決定した前記表示端末の役割を担う端末を示す前記希
望表示端末情報と前記第２の情報とを含む応答データを前記参加希望端末へ送信し、前記
希望表示端末情報を含む通知データを前記設定端末へ送信する第２の送信部と、を有し、
前記設定端末は、前記識別情報を表示する第２の表示部と、前記識別情報を入力する第２
の入力部と、前記第２の無線データを送信する第３の送信部と、前記通知データを受信す
る第３の受信部と、を有する無線通信システムである。
【発明の効果】
【００２０】
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　本発明によれば、無線通信端末は、通信相手となる他の無線通信端末の表示部の有無お
よび入力部の有無に関する情報と希望表示端末情報または仮表示端末情報とに基づいて、
表示端末の役割を参加希望端末と設定端末とのいずれが担うのかを決定するので、無線ネ
ットワークの表示用の識別情報を表示する表示端末の役割を決定し、無線通信に係る接続
設定の失敗を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態による無線通信端末の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による無線通信システムの構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャート
である。
【図４】本発明の第１の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャート
である。
【図５】本発明の第１の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャート
である。
【図６】本発明の第１の実施形態による設定端末の動作を示すシーケンス図である。
【図７】本発明の第１の実施形態による参加希望端末の動作を示すシーケンス図である。
【図８】本発明の第２の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャート
である。
【図９】本発明の第２の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャート
である。
【図１０】本発明の第２の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャー
トである。
【図１１】本発明の第２の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャー
トである。
【図１２】本発明の第２の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャー
トである。
【図１３】本発明の第２の実施形態による無線通信端末の動作の手順を示すフローチャー
トである。
【図１４】本発明の第２の実施形態による設定端末の動作を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態による参加希望端末の動作を示すシーケンス図である
。
【図１６】従来の設定端末の動作を示すシーケンス図である。
【図１７】従来の参加希望端末の動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態を説明する。
【００２３】
　（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態を説明する。図１は、本実施形態による無線通信端末の
構成を示している。図１に示す無線通信端末１は、制御部１０と、入力部１３と、表示部
１４と、記憶部１５と、送信部１６と、受信部１７とを有する。
【００２４】
　制御部１０は、決定部１１と、設定部１２とを有し、無線通信に係る各種制御を行う。
決定部１１は、無線ネットワークの表示用の識別情報であるＰＩＮコードの表示端末の役
割を有する無線通信端末を決定する処理を行う。設定部１２は、他の無線通信端末とアド
ホックネットワークを形成する際に必要なＰＩＮコードの生成や、暗号化方式および暗号
鍵等の設定を行う。
【００２５】
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　入力部１３は、ユーザが無線通信端末１に情報を入力するために使用するフルキーボー
ド、テンキー、あるいは十字キーとＯＫ／キャンセルボタン等を有する。本実施形態では
、ユーザが入力部１３を使用してＰＩＮコードを入力することを想定している。表示部１
４は、無線通信端末１の状態やＰＩＮコード等の各種情報を表示する。記憶部１５は、無
線通信端末１の状態等の各種情報を記憶する。送信部１６は無線通信により他の無線通信
端末へ情報を送信する。受信部１７は無線通信により他の無線通信端末から情報を受信す
る。
【００２６】
　図２は、アドホックネットワークに新たな無線通信端末が参加する状況を示している。
アドホックネットワーク１８０には端末１３０と端末１４０が参加している。端末１３０
は設定端末として動作し、端末１４０は参加中端末として動作する。これら２台の端末が
参加しているアドホックネットワーク１８０に対して参加希望端末１５０が参加を希望す
る。
【００２７】
　本明細書における設定端末、参加中端末、参加希望端末は以下の通りである。アドホッ
クネットワークに所属している端末は、セットアップ用のアプリケーションが開始される
と設定端末として動作する。アドホックネットワークに所属している端末は、セットアッ
プ用のアプリケーションが開始されていないと参加中端末として動作する。
【００２８】
　一方、アドホックネットワークに所属していない端末は、セットアップ用のアプリケー
ションが開始されると、まず設定端末として動作を開始して参加希望端末を探す。設定端
末として動作を開始してから所定の期間内に参加希望端末を発見できなかった場合、端末
は設定端末としての動作を中止して参加希望端末として動作を開始して設定端末または参
加中端末を探す。参加希望端末として動作を開始してから所定の期間内に設定端末あるい
は参加中端末のいずれも発見できなかった場合、端末は参加希望端末としての動作を中止
して再度設定端末としての動作を開始する。以降、端末を発見できるまで設定端末、参加
希望端末としての動作を繰り返す。
【００２９】
　なお、設定端末が所属しているネットワークに関する無線およびセキュリティ情報を、
ＥＡＰメッセージを用いて設定端末から参加希望端末へ安全に送信するＲｅｇｉｓｔｒａ
ｔｉｏｎが完了（例えば図６のように、Ｍ８までのＥＡＰメッセージ交換が完了して、Ｅ
ＡＰ－Ｆａｉｌで終了）すると、参加希望端末および設定端末はその役割を終了する。
【００３０】
　本実施形態のＰＩＮ方式では、アドホックネットワークに所属している端末と、アドホ
ックネットワークに所属せずアドホックネットワークへの参加を希望する端末とのうち一
方がＰＩＮコードの表示端末となり、他方がＰＩＮコードの入力端末となる。ユーザが、
表示端末によって表示されたＰＩＮコードを入力端末に入力することで自動的にセットア
ップが行われる。
【００３１】
　図３および図４は、ＰＩＮ方式によるセットアップの手順を示しており、主に設定端末
側の動作手順を示している。図３および図４に示す手順の概要は以下の通りである。
　（１）ＰＩＮコードを表示する表示端末の役割を、設定端末、参加希望端末のどちらが
担うのかを仮決定する。
　（２）仮決定の内容に応じた値をＢｅａｃｏｎにセットして繰り返し送信する。
　（３）参加希望端末から送信されたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信し、参加希望端
末がＰＩＮコードの表示、入力のいずれも可能である場合は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔに含まれるＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの値に従い、ＰＩＮコードの表示端
末を採用する。
　（４）採用した内容に従い、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを参加希望端末へ送信する
。
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　（５）採用した内容に従い、ＰＩＮコードの生成・表示、またはＰＩＮコードの入力受
付を行う。
【００３２】
　以下、図３および図４の詳細を説明する。なお、図３および図４に示す手順に従って動
作する設定端末は、図１に示す無線通信端末１であるものとする。決定部１１は、ＰＩＮ
コードの表示端末の役割を、設定端末（Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ）と参加希望端末（Ｅｎｒｏ
ｌｌｅｅ）のいずれが担うのかを仮決定し、仮決定の結果を記憶部１５に記録する（ステ
ップＳ１０１）。
【００３３】
　ステップＳ１０１においてＰＩＮコードの表示端末を仮決定する方法として、以下のよ
うに様々な方法を用いることができる。なお、以下の方法は、他のステップでＰＩＮコー
ドの表示端末を仮決定する際にも用いることができる。
　・自端末の表示能力（ＬＣＤの解像度や色数など）や入力能力（フルキーボード、テン
キー、あるいは十字キーとＯＫ／キャンセルボタンのみ等）を考慮して決定する。自端末
の表示能力が高ければ自端末を、入力能力が高ければ相手端末を表示端末とする。
　・常に自端末を表示端末とする。あるいは常に相手端末を表示端末とする。
　・ＣＰＵが生成する乱数に基づきランダムに表示端末を決定する。
　・ＢｅａｃｏｎやＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ等のフレームを受信していれば、そのフ
レームによって通知される送信元端末のＭＡＣアドレスと自端末のＭＡＣアドレスとの大
小を比較して表示端末を決定する。例えば、ＭＡＣアドレスが大きいほうを表示端末とす
る。
　・ＢｅａｃｏｎやＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ等のフレームを受信していれば、そのフ
レームに含まれるＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの値に基づいて決定する。
【００３４】
　続いて、決定部１１は、自端末が設定端末であるか否かを判定する（ステップＳ１０２
）。記憶部１５には、自端末が設定端末、参加中端末、参加希望端末のいずれであるのか
を識別する情報が記憶されており、ステップＳ１０２ではこの情報に基づいて判定が行わ
れる。自端末が設定端末でなかった場合、処理は図５のステップＳ１３０に移行する。自
端末が設定端末であった場合、決定部１１は、ステップＳ１０１で仮決定した表示端末の
役割を担う端末が設定端末であるか否かを判定する（ステップＳ１０３）。
【００３５】
　表示端末の役割を担う端末が設定端末でない場合、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　
Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄを
セットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセットしたＢｅａ
ｃｏｎを所定のタイミングで繰り返し送信する（ステップＳ１０４）。表示端末の役割を
担う端末が設定端末である場合、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ
　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉ
ｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄをセットした
Ｂｅａｃｏｎを所定のタイミングで繰り返し送信する（ステップＳ１０５）。
【００３６】
　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓは、設定端末
となった端末がサポートするセットアップ方法を示している。ＤｉｓｐｌａｙはＰＩＮコ
ード表示が可能な表示機能を有することを示し、ＬａｂｅｌはＰＩＮコードをシールなど
で端末に添付していることを示している。ＫｅｙｐａｄはＰＩＮコードを入力可能なイン
ターフェースを有していることを示している。Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤは
、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの動作中に使用するＰＩＮコードに何を用いるかを示してい
る。ＤｅｆａｕｌｔはＥｎｒｏｌｌｅｅのＰＩＮコードを使用することを示し、Ｒｅｇｉ
ｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄはＲｅｇｉｓｔｒａｒのＰＩＮコードを使用することを
示している。Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓお
よびＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの詳細は非特許文献１に記載されている。
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【００３７】
　Ｂｅａｃｏｎは、アドホックネットワークを形成する装置それぞれが所定の手続きに従
って順次交代して送信し続けるメッセージである。Ｂｅａｃｏｎの詳細は非特許文献２に
記載されている。
【００３８】
　続いて、決定部１１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信したか否かを判定する（ス
テップＳ１０６）。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信していない場合、再度ステップＳ
１０６の処理が行われる。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信した場合、決定部１１は、
Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ内のＣｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙまたは
Ｌａｂｅｌ（第１の情報）が含まれるか否かを判定する（ステップＳ１０７）。この判定
は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信した参加希望端末の表示能力に関する判定である
。Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓは、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信した端末がサポ
ートするセットアップ方法を示している。値については、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓ
ｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓと同様である。
【００３９】
　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙまたはＬａｂｅｌが含まれる場合、決
定部１１は、Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄ（第１の情報）が含まれるか
否かを判定する（ステップＳ１０８）。この判定は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信
した参加希望端末の入力能力に関する判定である。
【００４０】
　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄが含まれる場合、決定部１１は、Ｐｒｏ
ｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ内のＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＤｅｆａｕｌｔ（仮
表示端末情報）の場合には参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として採用し、Ｄｅｖ
ｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ（仮表示端
末情報）の場合には設定端末をＰＩＮコードの表示端末として採用すると決定し、決定の
結果を記憶部１５に記録する（ステップＳ１０９）。Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫ
ｅｙｐａｄが含まれない場合、決定部１１は、参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末と
して採用すると決定し、決定の結果を記憶部１５に記録する（ステップＳ１１０）。
【００４１】
　ステップＳ１０７において、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ内のＣｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙもＬａｂｅｌも含まれない場合、決定部１１は、Ｃｏｎｆｉｇ　
ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄ（第１の情報）が含まれるか否かを判定する（ステップＳ
１１１）。この判定は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信した参加希望端末の入力能力
に関する判定である。
【００４２】
　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄが含まれる場合、決定部１１は、設定端
末をＰＩＮコードの表示端末として採用すると決定し、決定の結果を記憶部１５に記録す
る（ステップＳ１１２）。Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄが含まれない場
合、処理が終了する。
【００４３】
　ステップＳ１０７～Ｓ１１２では、決定部１１は、参加希望端末がＰＩＮコードの表示
端末として希望する端末の情報、または参加希望端末の表示能力・入力能力の情報に基づ
いて、表示端末の役割を担う端末を決定している。ステップＳ１０９では、ステップＳ１
０７，Ｓ１０８での判定により参加希望端末の表示能力・入力能力は十分であるため、設
定端末と参加希望端末のどちらが表示端末になってもよい。そこで、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａ
ｓｓｗｏｒｄ　ＩＤによって参加希望端末がＰＩＮコードの表示端末として希望する希望
する端末が表示端末として採用される。
【００４４】
　ステップＳ１１０では、ステップＳ１０７，Ｓ１０８での判定により参加希望端末の表
示能力は十分であるが入力能力は十分でないため、参加希望端末がＰＩＮコードの表示端



(13) JP 5468963 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

末として採用され、設定端末がＰＩＮコードの入力端末となる。ステップＳ１１２では、
ステップＳ１０７，Ｓ１１１での判定により参加希望端末の表示能力は十分でないが入力
能力は十分であるため、設定端末がＰＩＮコードの表示端末として採用され、参加希望端
末がＰＩＮコードの入力端末となる。
【００４５】
　ステップＳ１０９，Ｓ１１０，Ｓ１１２に続いて、決定部１１は、ステップＳ１０９，
Ｓ１１０，Ｓ１１２のいずれかで採用したＰＩＮコードの表示端末が設定端末であるか否
かを判定する（ステップＳ１１３）。採用したＰＩＮコードの表示端末が設定端末である
場合、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄ（第２の情報）をセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａ
ｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ（希望表示端末情報）を
セットしたＰｒｏｂｅ　ＲｅｓｐｏｎｓｅをＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元の参加
希望端末へ送信する（ステップＳ１１４）。これにより、設定端末がＰＩＮコードの表示
端末に決定されたことが参加希望端末に通知される。
【００４６】
　続いて、決定部１１は、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されたか否かを判定する（ス
テップＳ１１５）。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎは、設定端末が所属しているネットワーク
に関する無線およびセキュリティ情報を、ＥＡＰメッセージを用いて設定端末から参加希
望端末へ安全に送信することである。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの詳細は非特許文献１に
記載されている。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの開始については、ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ（Ｍ１）の送信または受信によりＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの開始としてもよいし、例
えばＥＡＰＯＬ－ＳｔａｒｔあるいはＥＡＰ－Ｒｅｑｕｅｓｔ（Ｓｔａｒｔ）の送信また
は受信によりＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの開始としてもよいし、それ以外のタイミングで
Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの開始としてもよい。
【００４７】
　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されていない場合、ステップＳ１１５の判定が再度行
われる。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始された場合、設定部１２はＰＩＮコードを生成
し、表示部１４にＰＩＮコードを表示させる（ステップＳ１１６）。ＰＩＮコードには主
に８桁の数字が使われる。その生成方法に関しては非特許文献１に記載されている。続い
て、設定部１２は、送信部１６および受信部１７を介して参加希望端末と各種メッセージ
を送受信し、無線通信の設定に係るＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施する（ステップＳ１
２１）。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎで交換した暗号鍵等の情報は記憶部１５に記録される
。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了するとセットアップが終了する。
【００４８】
　ステップＳ１１３において、採用したＰＩＮコードの表示端末が設定端末でない場合、
送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
にＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄ（第２の情報）をセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗ
ｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔ（希望端末情報）をセットしたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅをＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元の参加希望端末へ送信する（ステップＳ１１
７）。これにより、参加希望端末がＰＩＮコードの表示端末に決定されたことが参加希望
端末に通知される。
【００４９】
　続いて、決定部１１は、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されたか否かを判定する（ス
テップＳ１１８）。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されていない場合、ステップＳ１１
８の判定が再度行われる。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始された場合、設定部１２は表
示部１４にＰＩＮコードの入力画面を表示させる（ステップＳ１１９）。
【００５０】
　設定部１２はＰＩＮコードの入力待ちとなり、ＰＩＮコードが入力されたか否かを判定
する（ステップＳ１２０）。ＰＩＮコードが入力されていない場合、ステップＳ１２０の
判定が再度行われる。ＰＩＮコードが入力された場合、設定部１２は、送信部１６および
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受信部１７を介して参加希望端末と各種メッセージを送受信し、無線通信の設定に係るＲ
ｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施する（ステップＳ１２１）。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎで
交換した暗号鍵等の情報は記憶部１５に記録される。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了す
るとセットアップが終了する。
【００５１】
　図５は、ＰＩＮ方式によるセットアップの手順を示しており、主に参加希望端末側の動
作手順を示している。図５に示す手順の概要は以下の通りである。
　（１）ＰＩＮコードを表示する表示端末の役割を、設定端末、参加希望端末のどちらが
担うのかを仮決定する。
　（２）仮決定の内容に応じた値をＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔにセットして送信する。
　（３）設定端末から送信されたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信し、設定端末がＰ
ＩＮコードの表示、入力いずれも可能である場合は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに含
まれるＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの値に従い、ＰＩＮコードの表示端末を採
用する。
　（４）採用した内容に従い、ＰＩＮコードの生成・表示、またはＰＩＮコードの入力受
付を行う。
【００５２】
　以下、図５の詳細を説明する。なお、図５に示す手順に従って動作する参加希望端末は
、図１に示す無線通信端末１であるものとする。
【００５３】
　決定部１１は、ステップＳ１０１で仮決定した表示端末の役割を担う端末が参加希望端
末であるか否かを判定する（ステップＳ１３０）。表示端末の役割を担う端末が参加希望
端末でない場合、送信部１６は、Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅ
ｙｐａｄ（第１の情報）をセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉ
ｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ（仮表示端末情報）をセットしたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔを送信する（ステップＳ１３１）。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔは、例えば電波が
届く範囲内の全端末へのブロードキャストで送信されるが、特定のネットワーク内の全端
末へ送信したり、特定の端末へ送信したりすることも可能である。表示端末の役割を担う
端末が参加希望端末である場合、送信部１６は、Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓ
ｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄ（第１の情報）をセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　
ＩＤにＤｅｆａｕｌｔ（仮表示端末情報）をセットしたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送
信する（ステップＳ１３２）。
【００５４】
　続いて、決定部１１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信したか否かを判定する（
ステップＳ１３３）。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信していない場合、再度ステッ
プＳ１３３の処理が行われる。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信した場合、決定部１
１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内のＳｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏ
ｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙまたはＬａｂｅｌ（第２の情報）が含まれる
か否かを判定する（ステップＳ１３４）。この判定は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを
送信した設定端末の表示能力に関する判定である。
【００５５】
　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌ
ａｙまたはＬａｂｅｌが含まれる場合、決定部１１は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔ
ｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄ（第２の情報）が含まれるか否か
を判定する（ステップＳ１３５）。この判定は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを送信し
た設定端末の入力能力に関する判定である。
【００５６】
　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａ
ｄが含まれる場合、決定部１１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内のＤｅｖｉｃｅ　Ｐ
ａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＤｅｆａｕｌｔ（希望表示端末情報）の場合には参加希望端末を
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ＰＩＮコードの表示端末として採用し、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇ
ｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ（希望表示端末情報）の場合には設定端末をＰＩＮコ
ードの表示端末として採用すると決定し、決定の結果を記憶部１５に記録する（ステップ
Ｓ１３６）。Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓに
Ｋｅｙｐａｄが含まれない場合、決定部１１は、設定端末をＰＩＮコードの表示端末とし
て採用すると決定し、決定の結果を記憶部１５に記録する（ステップＳ１３７）。
【００５７】
　ステップＳ１３４において、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内のＳｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒ
ｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙもＬａｂｅｌも含ま
れない場合、決定部１１は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄ（第２の情報）が含まれるか否かを判定する（ステップＳ１
３８）。この判定は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを送信した設定端末の入力能力に関
する判定である。
【００５８】
　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａ
ｄが含まれる場合、決定部１１は、参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として採用す
ると決定し、決定の結果を記憶部１５に記録する（ステップＳ１３９）。Ｓｅｌｅｃｔｅ
ｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＫｅｙｐａｄが含まれない場
合、処理が終了する。
【００５９】
　ステップＳ１３４～Ｓ１３９では、決定部１１は、設定端末がＰＩＮコードの表示端末
として希望する端末の情報、または設定端末の表示能力・入力能力の情報に基づいて、表
示端末の役割を担う端末を決定している。ステップＳ１３６では、ステップＳ１３４，Ｓ
１３５での判定により設定端末の表示能力・入力能力は十分であるため、設定端末と参加
希望端末のどちらが表示端末になってもよい。そこで、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ
　ＩＤによって設定端末がＰＩＮコードの表示端末として希望する希望する端末が表示端
末として採用される。
【００６０】
　ステップＳ１３７では、ステップＳ１３４，Ｓ１３５での判定により設定端末の表示能
力は十分であるが入力能力は十分でないため、設定端末がＰＩＮコードの表示端末として
採用され、参加希望端末がＰＩＮコードの入力端末となる。ステップＳ１３９では、ステ
ップＳ１３４，Ｓ１３８での判定により設定端末の表示能力は十分でないが入力能力は十
分であるため、参加希望端末がＰＩＮコードの表示端末として採用され、設定端末がＰＩ
Ｎコードの入力端末となる。
【００６１】
　ステップＳ１３６，Ｓ１３７，Ｓ１３９に続いて、決定部１１は、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔ
ｉｏｎが開始されたか否かを判定する（ステップＳ１４０）。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ
が開始されていない場合、ステップＳ１４０の判定が再度行われる。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔ
ｉｏｎが開始された場合、決定部１１は、ステップＳ１３６，Ｓ１３７，Ｓ１３９のいず
れかで採用したＰＩＮコードの表示端末が参加希望端末であるか否かを判定する（ステッ
プＳ１４１）。
【００６２】
　採用したＰＩＮコードの表示端末が参加希望端末である場合、設定部１２はＰＩＮコー
ドを生成し、表示部１４にＰＩＮコードを表示させる（ステップＳ１４２）。続いて、設
定部１２は、送信部１６および受信部１７を介して参加希望端末と各種メッセージを送受
信し、無線通信の設定に係るＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施する（ステップＳ１４５）
。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎで交換した暗号鍵等の情報は記憶部１５に記録される。Ｒｅ
ｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了するとセットアップが終了する。
【００６３】
　ステップＳ１４１において、採用したＰＩＮコードの表示端末が参加希望端末でない場
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合、設定部１２は表示部１４にＰＩＮコードの入力画面を表示させる（ステップＳ１４３
）。設定部１２はＰＩＮコードの入力待ちとなり、ＰＩＮコードが入力されたか否かを判
定する（ステップＳ１４４）。ＰＩＮコードが入力されていない場合、ステップＳ１４４
の判定が再度行われる。ＰＩＮコードが入力された場合、設定部１２は、送信部１６およ
び受信部１７を介して参加希望端末と各種メッセージを送受信し、無線通信の設定に係る
Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施する（ステップＳ１４５）。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ
で交換した暗号鍵等の情報は記憶部１５に記録される。Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了
するとセットアップが終了する。
【００６４】
　図６は設定端末の動作の例を示している。設定端末はセットアップが開始されると、一
例であるが、参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として仮決定する（ステップＳ１０
１に対応）。自端末が設定端末であり（ステップＳ１０２に対応）、参加希望端末をＰＩ
Ｎコードの表示端末として仮決定したので（ステップＳ１０３に対応）、設定端末は、Ｓ
ｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ
とＫｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔを
セットしたＢｅａｃｏｎを送信し、その後もＢｅａｃｏｎを送信すべき所定のタイミング
でＢｅａｃｏｎの送信を繰り返す（ステップＳ１０４に対応）。
【００６５】
　設定端末は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信すると（ステップＳ１０６に対応）、
Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ内のＣｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓがＤｉｓｐｌａｙとＫｅ
ｙｐａｄの両方を含んでおり（ステップＳ１０７，Ｓ１０８に対応）、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐ
ａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄであるため、設定端末
をＰＩＮコードの表示端末として採用する（ステップＳ１０９に対応）。
【００６６】
　採用したＰＩＮコード表示端末は設定端末なので（ステップ１１３に対応）、設定端末
は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐ
ｌａｙとＫｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓ
ｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄをセットしたＰｒｏｂｅ　ＲｅｓｐｏｎｓｅをＰｒｏｂｅ
　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元の参加希望端末へ送信する（ステップＳ１１４に対応）。
【００６７】
　その後、設定端末は参加希望端末との間でＥＡＰの各種メッセージの送受信を行い、Ｅ
ＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（Ｍ１）を受信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されると（
ステップＳ１１５に対応）、設定端末はＰＩＮコードを生成して表示する（ステップＳ１
１６に対応）。続いて、設定端末はＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施し（ステップＳ１２
１に対応）、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了するとＰＩＮ方式によるセットアップを終
了する。
【００６８】
　図７は参加希望端末の動作の例を示している。参加希望端末はセットアップが開始され
ると、一例であるが、参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として仮決定する（ステッ
プＳ１０１に対応）。自端末が参加希望端末であり（ステップＳ１０２に対応）、参加希
望端末をＰＩＮコードの表示端末として仮決定したので（ステップＳ１３０に対応）、Ｃ
ｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙとＫｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ
　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセットしたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを
送信する（ステップＳ１３２に対応）。
【００６９】
　参加希望端末は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信すると（ステップＳ１３３に対
応）、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内のＣｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓがＤｉｓｐｌａ
ｙとＫｅｙｐａｄの両方を含んでおり（ステップＳ１３４，Ｓ１３５に対応）、Ｄｅｖｉ
ｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄであるため設
定端末をＰＩＮコードの表示端末として採用する（ステップＳ１３６に対応）。
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【００７０】
　その後、参加希望端末は設定端末との間でＥＡＰの各種メッセージの送受信を行い、Ｅ
ＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（Ｍ１）を送信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されると（
ステップＳ１４０に対応）、設定端末をＰＩＮコードの表示端末として採用したため（ス
テップＳ１４１に対応）、参加希望端末はＰＩＮコードの入力画面を表示し（ステップＳ
１４３に対応）、ユーザからＰＩＮコードが入力されるのを待つ（ステップＳ１４４に対
応）。ＰＩＮコードが入力されると参加希望端末はＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施し（
ステップＳ１４５に対応）、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了するとＰＩＮ方式によるセ
ットアップを終了する。
【００７１】
　本実施形態との比較のため、従来の設定端末と参加希望端末の動作を説明する。図１６
は従来の設定端末の動作を示している。設定端末はセットアップが開始されると、一例で
あるが、参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として決定する。設定端末は、Ｓｅｌｅ
ｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙとＫｅ
ｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセット
したＢｅａｃｏｎを送信し、その後もＢｅａｃｏｎを送信すべき所定のタイミングでＢｅ
ａｃｏｎの送信を繰り返す。
【００７２】
　設定端末は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信するが、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
内のＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ
、すなわち参加希望端末が設定端末をＰＩＮコードの表示端末として希望していても、一
旦決定したＰＩＮコードの表示端末を変更しない。そのため、ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
（Ｍ１）を受信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されても、設定端末は自身が表示端
末ではないことから、ＰＩＮコードの入力画面を表示し、ユーザからＰＩＮコードが入力
されるのを待つ。
【００７３】
　一方、設定端末をＰＩＮコードの表示端末として希望している参加希望端末は、ＥＡＰ
－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（Ｍ１）を送信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始された後、ＰＩ
Ｎコードの入力画面を表示し、ユーザからＰＩＮコードが入力されるのを待つ。このよう
に、設定端末と参加希望端末の双方がＰＩＮコードの表示端末ではなく入力端末として動
作するため、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎに失敗してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが繰り返さ
れ、タイムアウトによってセットアップに失敗してしまう。
【００７４】
　図１７は従来の参加希望端末の動作を示している。参加希望端末はセットアップが開始
されると、一例であるが、参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として決定する。参加
端末は、Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙとＫｅｙｐａｄをセットし、Ｄ
ｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセットしたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔを送信する。
【００７５】
　参加希望端末は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信するが、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ内のＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉ
ｆｉｅｄ、すなわち設定端末が設定端末をＰＩＮコードの表示端末として希望していても
、一旦決定したＰＩＮコードの表示端末を変更しない。そのため、ＥＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅ（Ｍ１）を送信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されても、参加希望端末は自身
が表示端末であることから、ＰＩＮコードを生成して表示する。
【００７６】
　一方、設定端末をＰＩＮコードの表示端末として希望している設定端末は、ＥＡＰ－Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ（Ｍ１）を受信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始された後、ＰＩＮコ
ードを生成して表示する。このように、設定端末と参加希望端末の双方がＰＩＮコードの
表示端末として動作するため、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎに失敗してＲｅｇｉｓｔｒａｔ
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ｉｏｎが繰り返され、タイムアウトによってセットアップに失敗してしまう。
【００７７】
　従来、アドホックモードにおいてＷＰＳを適用しＰＩＮ方式によりセットアップを行う
際、設定端末と参加希望端末の一方が決定したＰＩＮコードの表示端末と他方が希望する
ＰＩＮコードの表示端末とが一致する場合にはセットアップが成功するが、設定端末と参
加希望端末の一方が決定したＰＩＮコードの表示端末と他方が希望するＰＩＮコードの表
示端末とが一致しない場合には上記のようにセットアップが失敗する。
【００７８】
　これに対して、本実施形態では、設定端末と参加希望端末は、表示部の有無および入力
部の有無に関する情報を交換し、相手の表示能力・入力能力と、ＰＩＮコードの表示端末
として相手が希望する端末とを考慮して、ＰＩＮコードの表示端末を決定する。特に、自
身がＰＩＮコードの表示端末として希望する端末と、相手がＰＩＮコードの表示端末とし
て希望する端末とが異なる場合でも、相手側の意向に従ってＰＩＮコードの表示端末の役
割を担う端末を決定する。これによって、無線ネットワークの表示用の識別情報を表示す
る表示端末の役割を決定し、無線通信に係る接続設定の失敗を低減することができ、ユー
ザの利便性を高めることができる。
【００７９】
　なお、Ｂｅａｃｏｎ、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、およびＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ内のＣｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓに格納される値として、フロー中に明示された値
に加え、自端末がサポートしている他のセットアップ手段（例えばＰｕｓｈＢｕｔｔｏｎ
（押しボタン方式）等）を併記しても良い。
【００８０】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。本実施形態による無線通信端末の構成は図
１と同様である。同一のアドホックネットワークに所属する複数の端末がＢｅａｃｏｎを
送信しあっている状況で参加希望端末がＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信した場合、非
特許文献２では、最後にＢｅａｃｏｎを送信した端末がＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを
送信することが定められている。このため、最後にＢｅａｃｏｎを送信した端末が設定端
末ではない場合、参加希望端末は設定端末との間でセットアップを行うことができない。
本実施形態は、参加希望端末との間でセットアップを行う設定端末とは異なる参加中端末
がＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを送信する場合でも、参加中端末が、ＰＩＮコードの表
示端末の役割を担う端末として決定した端末を設定端末に通知することによって、参加希
望端末と設定端末との間でセットアップを行うことを可能とするものである。
【００８１】
　図８および図９は、ＰＩＮ方式によるセットアップの手順を示しており、主に設定端末
側の動作手順を示している。図８および図９に示す手順の概要は以下の通りである。
　（１）ＰＩＮコードを表示する表示端末の役割を、設定端末、参加希望端末のどちらが
担うのかを仮決定する。
　（２）仮決定の内容に応じた値と設定端末のＭＡＣアドレスとをセットした開始通知を
アドホックネットワーク内の参加中端末へ送信する。
　（３）仮決定の内容に応じた値をＢｅａｃｏｎにセットして繰り返し送信する。
　（４）参加希望端末から送信されたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信した場合、図３
および図４と同じ動作を行う。
　（５）Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信せず、決定通知を受信した場合、決定通知に
含まれるＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの値に従い、ＰＩＮコードの表示端末を
採用する。決定通知は、参加希望端末からのＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受けて、表示
端末の役割を担う端末を決定した参加中端末から送信される、その旨を通知するメッセー
ジである。
　（６）採用した内容に従い、ＰＩＮコードの生成・表示、またはＰＩＮコードの入力受
付を行う。
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【００８２】
　以下、図８および図９の詳細を説明する。なお、図８および図９に示す手順に従って動
作する設定端末は、図１に示す無線通信端末１であるものとする。決定部１１は、自端末
が参加中端末であるか否かを判定する（ステップＳ１００１）。記憶部１５には、自端末
が設定端末、参加中端末、参加希望端末のいずれであるのかを識別する情報が記憶されて
おり、ステップＳ１００１ではこの情報に基づいて判定が行われる。自端末が参加中端末
であった場合、処理は図１２のステップＳ１５０に移行する。自端末が参加中端末でなか
った場合、処理はステップＳ１０１に移行する。ステップＳ１０１～Ｓ１０３の処理は図
３と同様である。
【００８３】
　ステップＳ１０３において、ステップＳ１０１で仮決定した表示端末の役割を担う端末
が設定端末でない場合、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎ
ｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐ
ａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセットし、自身のＭＡＣアドレスを含む開始通
知を送信する（ステップＳ１０３１）。この開始通知は、ブロードキャストにより、また
は同一アドホックネットワーク内の全端末を宛先とすることにより、同一アドホックネッ
トワーク内の他の端末へ送信される。
【００８４】
　続いて、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒ
ｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセットしたＢｅａｃｏｎを所定のタイミングで繰り返し送信
する（ステップＳ１０４）。
【００８５】
　ステップＳ１０３において、ステップＳ１０１で仮決定した表示端末の役割を担う端末
が設定端末である場合、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎ
ｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐ
ａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄをセットし、自身のＭ
ＡＣアドレスを含む開始通知を送信する（ステップＳ１０３２）。この開始通知は、ブロ
ードキャストにより、または同一アドホックネットワーク内の全端末を宛先とすることに
より、同一アドホックネットワーク内の他の端末へ送信される。
【００８６】
　続いて、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒ
ｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄをセットしたＢｅａｃｏｎを所定の
タイミングで繰り返し送信する（ステップＳ１０５）。
【００８７】
　続いて、決定部１１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信したか否かを判定する（ス
テップＳ１０６）。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信した場合、決定部１１は、Ｂｅａ
ｃｏｎを最後に送信した端末が自端末であるか否かを判定する（ステップＳ１０７０）。
Ｂｅａｃｏｎを最後に送信した端末が自端末でない場合、ステップＳ１０６の判定が再度
行われる。Ｂｅａｃｏｎを最後に送信した端末が自端末であった場合、処理はステップＳ
１０７に移行する。ステップＳ１０７～Ｓ１２１の処理は図３および図４と同様である。
【００８８】
　ステップＳ１０６においてＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信していない場合、決定部
１１は、決定通知を受信したか否かを判定する（ステップＳ１０６１）。決定通知を受信
していない場合、ステップＳ１０６の判定が再度行われる。決定通知を受信した場合、決
定部１１は、決定通知内のＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＤｅｆａｕｌｔの場
合には参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として採用し、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗ
ｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄの場合には設定端末をＰＩＮコ
ードの表示端末として採用すると決定し、決定の結果を記憶部１５に記録する（ステップ
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Ｓ１０６２）。
【００８９】
　続いて、決定部１１は、ステップＳ１０６２で採用したＰＩＮコードの表示端末が設定
端末であるか否かを判定する（ステップＳ１０６３）。採用したＰＩＮコードの表示端末
が設定端末である場合、処理はステップＳ１１５に移行する。採用したＰＩＮコードの表
示端末が設定端末でない場合、処理はステップＳ１１８に移行する。したがって、設定端
末は、決定通知を受信した場合、決定通知の内容に従ってＰＩＮコードの表示端末を決定
し、ＰＩＮコードの表示端末または入力端末として動作する。
【００９０】
　図１０および図１１は、ＰＩＮ方式によるセットアップの手順を示しており、主に参加
希望端末側の動作手順を示している。図１０および図１１に示す手順の概要は以下の通り
である。
　（１）ＰＩＮコードを表示する表示端末の役割を、設定端末、参加希望端末のどちらが
担うのかを仮決定する。
　（２）仮決定の内容に応じた値をＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔにセットして送信する。
　（３）他の端末から送信されたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信し、他の端末がＰ
ＩＮコードの表示、入力いずれも可能である場合は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに含
まれるＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの値に従い、ＰＩＮコードの表示端末を採
用する。
　（４）Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに設定端末のＭＡＣアドレスを示す情報が含まれ
ていればＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの対象をそのＭＡＣアドレスの端末（設定端末）とし
、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに設定端末のＭＡＣアドレスを示す情報が含まれていな
ければＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの対象をＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅの送信元の端末
とする。
　（５）採用した内容に従い、ＰＩＮコードの生成・表示、またはＰＩＮコードの入力受
付を行う。
【００９１】
　以下、図１０および図１１の詳細を説明する。なお、図１０および図１１に示す手順に
従って動作する参加希望端末は、図１に示す無線通信端末１であるものとする。ステップ
Ｓ１３０～Ｓ１３９の処理は図５と同様である。
【００９２】
　ステップＳ１３６，Ｓ１３７，Ｓ１３９に続いて、決定部１１は、他の端末から受信し
た（ステップＳ１３３に対応）Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに設定端末のＭＡＣアドレ
スが含まれているか否かを判定する（ステップＳ１３９１）。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅには設定端末のＭＡＣアドレスを格納するフィールドがあり、ステップＳ１３９１で
は、このフィールドに値が格納されているか否かの判定が行われる。
【００９３】
　Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに設定端末のＭＡＣアドレスが含まれている場合、決定
部１１は、ＭＡＣアドレスが示す設定端末をＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの対象（セットア
ップの相手）と決定する（ステップＳ１３９２）。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに設定
端末のＭＡＣアドレスが含まれていない場合、決定部１１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅの送信元の端末をＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの対象（セットアップの相手）と決定す
る（ステップＳ１３９３）。
【００９４】
　ステップＳ１３９２，Ｓ１３９３に続いて、処理はステップＳ１４０に移行する。ステ
ップＳ１４０～Ｓ１４５の処理は図４と同様である。
【００９５】
　図１２および図１３は、ＰＩＮ方式によるセットアップの手順を示しており、主に参加
中端末側の動作手順を示している。図１２および図１３に示す手順の概要は以下の通りで
ある。
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　（１）設定端末から送信される開始通知を受信すると、開始通知内の情報を用いてＢｅ
ａｃｏｎを送信する。
　（２）開始通知を受信した後で参加希望端末からのＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信
すると、参加希望端末がＰＩＮコードの表示、入力いずれも可能である場合は、Ｐｒｏｂ
ｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔに含まれるＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの値に従い、ＰＩ
Ｎコードの表示端末を採用する。
　（３）採用した内容に従い、Ｐｒｏｂｅ　ＲｅｓｐｏｎｓｅをＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔの送信元の参加希望端末へ送信する。
　（４）Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに含めたＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤ
と同一のＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤを含めた決定通知を設定端末へ送信する
。
【００９６】
　以下、図１２および図１３の詳細を説明する。なお、図１２および図１３に示す手順に
従って動作する参加中端末は、図１に示す無線通信端末１であるものとする。
【００９７】
　送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓおよびＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤに値をセットしていないＢｅａｃｏｎを
所定のタイミングで繰り返し送信する（ステップＳ１５０）。続いて、決定部１１は、Ｐ
ｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信したか否かを判定する（ステップＳ１５１）。Ｐｒｏｂ
ｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信していない場合、処理はステップＳ１７１に移行する。Ｐｒｏ
ｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信した場合、決定部１１は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの受
信に先立って既に開始通知を受信していたか否かを判定する（ステップＳ１５２）。
【００９８】
　Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの受信に先立って開始通知を受信していない場合、送信部
１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓおよび
Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤに値をセットしていないＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅをＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元の参加希望端末へ送信する（ステップＳ１
５３）。
【００９９】
　続いて、決定部１１は、開始通知を受信したか否かを判定する（ステップＳ１７１）。
開始通知を受信していない場合、処理はステップＳ１５１に移行する。開始通知を受信し
た場合、送信部１６は、開始通知に含まれるＳｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃ
ｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓおよびＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤの値をそれぞ
れＳｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓおよびＤｅｖ
ｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにセットしたＢｅａｃｏｎを所定のタイミングで繰り返
し送信する（ステップＳ１７２）。続いて、処理はステップＳ１５１に移行する。
【０１００】
　ステップＳ１５２において開始通知を受信した場合、処理はステップＳ１５７に移行す
る。ステップＳ１５７～Ｓ１６２の処理は図３のステップＳ１０７～Ｓ１１２の処理と同
様である。ステップＳ１５７～Ｓ１６２では、決定部１１は、参加希望端末がＰＩＮコー
ドの表示端末として希望する端末の情報、または参加希望端末の表示能力・入力能力の情
報に基づいて、表示端末の役割を担う端末を決定している。
【０１０１】
　ステップＳ１５９，Ｓ１６０，Ｓ１６２に続いて、決定部１１は、ステップＳ１５９，
Ｓ１６０，Ｓ１６２のいずれかで採用したＰＩＮコードの表示端末が設定端末であるか否
かを判定する（ステップＳ１６３）。採用したＰＩＮコードの表示端末が設定端末である
場合、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓに、設定端末からの開始通知に含まれていたＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄをセッ
トし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅ
ｄをセットし、開始通知に含まれる設定端末のＭＡＣアドレスを含むＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓ
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ｐｏｎｓｅをＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元の参加希望端末へ送信する（ステップ
Ｓ１６４）。これにより、設定端末がＰＩＮコードの表示端末に決定されたこと、および
設定端末のＭＡＣアドレスが参加希望端末に通知される。
【０１０２】
　採用したＰＩＮコードの表示端末が設定端末でない場合、送信部１６は、Ｓｅｌｅｃｔ
ｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓに設定端末からの開始通知に
含まれていたＤｉｓｐｌａｙ、Ｋｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒ
ｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセットし、開始通知に含まれる設定端末のＭＡＣアドレスを
含むＰｒｏｂｅ　ＲｅｓｐｏｎｓｅをＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信元の参加希望端
末へ送信する（ステップＳ１６７）。これにより、参加希望端末がＰＩＮコードの表示端
末に決定されたこと、および設定端末のＭＡＣアドレスが参加希望端末に通知される。
【０１０３】
　ステップＳ１６４，Ｓ１６７に続いて、送信部１６は、ステップＳ１６４，Ｓ１６７で
送信したＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに含まれているＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ
　ＩＤの値と同一の値をＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにセットした決定通知を
設定端末へ送信する（ステップＳ１７０）。これにより、ＰＩＮコードの表示端末として
決定された端末の情報が設定端末に通知される。
【０１０４】
　図１４は設定端末の動作の例を示している。設定端末は、セットアップが開始されると
、一例であるが、参加中端末ではなく（ステップＳ１００１に対応）参加希望端末をＰＩ
Ｎコードの表示端末として仮決定する（ステップＳ１０１に対応）。自端末が設定端末で
あり（ステップＳ１０２に対応）、参加希望端末をＰＩＮコードの表示端末として仮決定
したので（ステップＳ１０３に対応）、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎ
ｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａｙとＫｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐ
ａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＤｅｆａｕｌｔをセットし、自身のＭＡＣアドレスを含む開始通
知を送信する（ステップＳ１０３１に対応）。続いて、設定端末はＢｅａｃｏｎを送信し
、その後もＢｅａｃｏｎを送信すべき所定のタイミングでＢｅａｃｏｎの送信を繰り返す
（ステップＳ１０４に対応）。
【０１０５】
　一方、参加中端末は、セットアップが開始されると、自端末が参加中端末であるので（
ステップＳ１００１に対応）、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　
Ｍｅｔｈｏｄｓ，Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤをセットせずにＢｅａｃｏｎを
送信し、その後もＢｅａｃｏｎを送信すべき所定のタイミングでＢｅａｃｏｎの送信を繰
り返す（ステップＳ１５０に対応）。
【０１０６】
　参加中端末は、開始通知を受信すると（ステップＳ１７１に対応）、開始通知に含まれ
るＳｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓのＤｉｓｐｌ
ａｙ，Ｋｅｙｐａｄと、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤのＤｅｆａｕｌｔとをセ
ットしたＢｅａｃｏｎを送信し、その後もＢｅａｃｏｎを送信すべき所定のタイミングで
Ｂｅａｃｏｎの送信を繰り返す（ステップＳ１７２に対応）。
【０１０７】
　参加中端末は、参加希望端末からＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信したとき（ステッ
プＳ１５１に対応）、既に開始通知を受信済みである（ステップＳ１５２に対応）。Ｐｒ
ｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ内のＣｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓはＤｉｓｐｌａｙとＫｅｙｐ
ａｄの両方を含んでおり（ステップＳ１５７，Ｓ１５８に対応）、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓ
ｓｗｏｒｄ　ＩＤはＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄであるため、参加中端末は
設定端末をＰＩＮコードの表示端末として採用する（ステップＳ１５９に対応）。
【０１０８】
　採用したＰＩＮコード表示端末は設定端末なので（ステップＳ１６３に対応）、参加中
端末は、Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉ
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ｓｐｌａｙとＫｅｙｐａｄを、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓｔｒ
ａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄをセットし、さらに受信した開始通知に含まれる設定端末のＭ
ＡＣアドレスを含むＰｒｏｂｅ　ＲｅｓｐｏｎｓｅをＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信
元の参加希望端末へ送信する（ステップＳ１６４に対応）。
【０１０９】
　参加希望端末が送信したＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔは設定端末でも受信されるが（ス
テップＳ１０６に対応）、最後にＢｅａｃｏｎを送信したのは設定端末ではないので（ス
テップＳ１０７０に対応）、設定端末はＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを送信しない。参
加中端末は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅの送信後、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに
含めたＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤのＲｅｇｉｓｔｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅ
ｄをセットした決定通知を設定端末へ送信する（ステップＳ１７０に対応）。
【０１１０】
　設定端末は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信するが最後にＢｅａｃｏｎを送信した
のは設定端末ではないのでＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを処理しない（ステップＳ１０６
，Ｓ１０７０に対応）。続けて決定通知を受信し（ステップＳ１０６，Ｓ１０６１に対応
）、決定通知に含まれるＤｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤはＲｅｇｉｓｔｒａｒ－
ｓｐｅｃｉｆｉｅｄであるため、設定端末をＰＩＮコードの表示端末として採用する（ス
テップＳ１０６２に対応）。
【０１１１】
　採用したＰＩＮコード表示端末が設定端末であるため（ステップＳ１０６３に対応）、
設定端末は、その後、参加希望端末との間でＥＡＰの各種メッセージの送受信を行い、Ｅ
ＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（Ｍ１）を受信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されると（
ステップＳ１１５に対応）、ＰＩＮコードを生成して表示する（ステップＳ１１６に対応
）。続いて、設定端末はＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施し（ステップＳ１２１に対応）
、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了するとＰＩＮ方式によるセットアップを終了する。
【０１１２】
　図１５は参加希望端末の動作の例を示している。参加希望端末はセットアップが開始さ
れると、一例であるが、参加中端末ではなく（ステップＳ１００１に対応）設定端末をＰ
ＩＮコードの表示端末として仮決定する（ステップＳ１０１に対応）。自端末が参加希望
端末であり（ステップＳ１０２に対応）、設定端末をＰＩＮコードの表示端末として仮決
定したので（ステップＳ１３０に対応）、Ｃｏｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓにＤｉｓｐｌａ
ｙとＫｅｙｐａｄをセットし、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤにＲｅｇｉｓｔｒ
ａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄをセットしたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信する（ステッ
プＳ１３１に対応）。
【０１１３】
　参加希望端末は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受信すると（ステップＳ１３３に対
応）、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ内のＳｅｌｅｃｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏ
ｎｆｉｇ　ＭｅｔｈｏｄｓがＤｉｓｐｌａｙとＫｅｙｐａｄの両方を含んでおり（ステッ
プＳ１３４，Ｓ１３５に対応）、Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐａｓｓｗｏｒｄ　ＩＤがＲｅｇｉｓｔ
ｒａｒ－ｓｐｅｃｉｆｉｅｄであるため設定端末をＰＩＮコードの表示端末として採用す
る（ステップＳ１３６に対応）。
【０１１４】
　Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅは設定端末のＭＡＣアドレスを示す情報を含んでいるの
で（ステップＳ１３９１に対応）、参加希望端末は、そのＭＡＣアドレスが示す端末（設
定端末）をＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎの対象と決定する（ステップＳ１３９２に対応）。
【０１１５】
　その後、参加希望端末は設定端末との間でＥＡＰの各種メッセージの送受信を行い、Ｅ
ＡＰ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（Ｍ１）を送信してＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが開始されると（
ステップＳ１４０に対応）、設定端末をＰＩＮコードの表示端末として採用したため（ス
テップＳ１４１に対応）、参加希望端末はＰＩＮコードの入力画面を表示し（ステップＳ
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１４３に対応）、ユーザからＰＩＮコードが入力されるのを待つ（ステップＳ１４４に対
応）。ＰＩＮコードが入力されると参加希望端末はＲｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎを実施し（
ステップＳ１４５に対応）、Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎが終了するとＰＩＮ方式によるセ
ットアップを終了する。
【０１１６】
　上述したように、本実施形態では、参加中端末は参加希望端末からのＰｒｏｂｅ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔを受けてＰＩＮコードの表示端末を決定し、決定した表示端末を設定端末に通
知する。これによって、無線通信に係る接続設定の失敗を低減することができ、ユーザの
利便性を高めることができる。
【０１１７】
　なお、Ｂｅａｃｏｎ、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、開始通知に含めるＳｅｌｅｃｔ
ｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｒ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓ、およびＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔに含めるＣｏｎｆｉｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓに格納される値として、フロー中に明示
された値に加え、自端末がサポートしている他のセットアップ手段（例えばＰｕｓｈＢｕ
ｔｔｏｎ（押しボタン方式）等）を併記しても良い。
【０１１８】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成は上記
の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含ま
れる。
【符号の説明】
【０１１９】
　１・・・無線通信端末、１０・・・制御部、１１・・・決定部、１２・・・設定部、１
３・・・入力部、１４・・・表示部、１５・・・記憶部、１６・・・送信部、１７・・・
受信部
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