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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線データ通信先が設定される設定部及び上記設定部に設定された無線データ通信先と
無線データ通信する無線データ通信部を有する複数の無線通信装置と、所定距離内に近接
された上記無線通信装置と無線通信する近接無線通信装置とを具え、
　上記近接無線通信装置は、
　近接された上記無線通信装置から当該無線通信装置を通信相手として特定させるための
通信相手特定情報を受信すると当該受信した通信相手特定情報を記憶する記憶部と、
　上記記憶部に通信相手特定情報を記憶している場合当該通信相手特定情報を近接された
上記無線通信装置に対して送信する無線送信部と
　を有し、
　上記無線通信装置は、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報が記憶されていない場合自身を
通信相手として特定させるための通信相手特定情報を上記近接無線通信装置に対して送信
する無線送信部と、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報が記憶されている場合当該近接
無線通信装置から送信される通信相手特定情報を受信し当該受信した通信相手特定情報に
より特定される上記無線通信装置を無線データ通信先として上記設定部に設定することに
より、当該無線通信装置を無線データ通信先として特定し、当該無線通信装置に対し、自
身を通信相手として特定させるための通信相手特定情報を送信する設定制御部と
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　を有する無線通信システム。
【請求項２】
　上記近接無線通信装置は、
　近接された上記無線通信装置から、上記通信相手特定情報と共に無線ネットワークを識
別するための無線ネットワーク識別情報を受信すると、当該受信した無線ネットワーク識
別情報を上記記憶部に記憶し、
　上記記憶部に上記通信相手特定情報と共に上記無線ネットワーク識別情報を記憶してい
る場合、当該通信相手特定情報と共に当該無線ネットワーク識別情報を近接された上記無
線通信装置に対して送信し、
　上記無線通信装置は、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報及び上記無線ネットワーク識別
情報が記憶されていない場合、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情報
と共に上記無線ネットワーク識別情報を上記近接無線通信装置に対して送信し、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報及び上記無線ネットワーク識別
情報が記憶されている場合、当該近接無線通信装置から上記通信相手特定情報と共に送信
される上記無線ネットワーク識別情報を受信し、当該受信した無線ネットワーク識別情報
を上記設定部に設定し、
　上記設定部に設定された無線ネットワーク識別情報により識別される無線ネットワーク
中の無線通信装置のうち、上記設定部に無線データ通信先として設定した無線通信装置と
無線データ通信する
　請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　上記近接無線通信装置は、
　近接された上記無線通信装置から、上記通信相手特定情報と共にデータを暗号化するた
めの暗号鍵情報を受信すると、当該受信した暗号鍵情報を上記記憶部に記憶し、
　上記記憶部に上記通信相手特定情報と共に上記暗号鍵情報を記憶している場合、当該通
信相手特定情報と共に当該暗号鍵情報を近接された上記無線通信装置に対して送信し、
　上記無線通信装置は、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報及び上記暗号鍵情報が記憶され
ていない場合、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情報と共に上記暗号
鍵情報を上記近接無線通信装置に対して送信し、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報及び上記暗号鍵情報が記憶され
ている場合、当該近接無線通信装置から上記通信相手特定情報と共に送信される上記暗号
鍵情報を受信し、当該受信した暗号鍵情報を上記設定部に設定し、
　上記設定部に無線データ通信先として設定した無線通信装置と無線データ通信している
際、当該無線データ通信により受信したデータにかけられている暗号化を上記設定部に設
定した暗号鍵情報を用いて復号する共に、当該無線データ通信により送信するデータに対
して上記設定部に設定した暗号鍵情報を用いた暗号化を施す
　請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　無線データ通信先が設定される設定部及び上記設定部に設定された無線データ通信先と
無線データ通信する無線データ通信部を有する複数の無線通信装置と、所定距離内に近接
された上記無線通信装置と無線通信する近接無線通信装置とを具える無線通信システムの
無線通信設定方法であって、
　上記近接無線通信装置は、
　近接された上記無線通信装置から当該無線通信装置を通信相手として特定させるための
通信相手特定情報を受信すると当該受信した通信相手特定情報を記憶部に記憶し、
　上記記憶部に通信相手特定情報を記憶している場合当該通信相手特定情報を近接された
上記無線通信装置に対して送信し、
　上記無線通信装置は、
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　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報が記憶されていない場合自身を
通信相手として特定させるための通信相手特定情報を上記近接無線通信装置に対して送信
し、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報が記憶されている場合当該近接
無線通信装置から送信される通信相手特定情報を受信し当該受信した通信相手特定情報に
より特定される上記無線通信装置を無線データ通信先として上記設定部に設定することに
より、当該無線通信装置を無線データ通信先として特定し、当該無線通信装置に対し、自
身を通信相手として特定させるための通信相手特定情報を送信する
　無線通信設定方法。
【請求項５】
　無線データ通信先が設定される設定部と、
　上記設定部に設定された無線データ通信先と無線データ通信する無線データ通信部と、
　所定距離内に近接された無線通信装置から当該無線通信装置を通信相手として特定させ
るための通信相手特定情報を受信すると当該受信した通信相手特定情報を記憶する記憶部
と、
　上記記憶部に通信相手特定情報を記憶している場合当該通信相手特定情報を近接された
無線通信装置に対して送信する無線送信部とを有する近接無線通信装置に上記通信相手特
定情報が記憶されていない場合、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情
報を近接した上記近接無線通信装置に対して送信する無線送信部と、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報が記憶されている場合当該近接
無線通信装置から送信される上記通信相手特定情報を受信し当該受信した通信相手特定情
報により特定される上記無線通信装置を無線データ通信先として上記設定部に設定するこ
とにより、当該無線通信装置を無線データ通信先として特定し、当該無線通信装置に対し
、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情報を送信する設定制御部と
　を有する無線通信装置。
【請求項６】
　無線データ通信先が設定される設定部及び上記設定部に設定された無線データ通信先と
無線データ通信する無線データ通信部を有する無線通信装置に対し、
　所定距離内に近接された無線通信装置から当該無線通信装置を通信相手として特定させ
るための通信相手特定情報を受信すると当該受信した通信相手特定情報を記憶する記憶部
と上記記憶部に通信相手特定情報を記憶している場合当該通信相手特定情報を近接された
無線通信装置に対して送信する無線送信部とを有する近接無線通信装置に上記通信相手特
定情報が記憶されていない場合、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情
報を近接した上記近接無線通信装置に対して送信する無線送信ステップと、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報が記憶されている場合当該近接
無線通信装置から送信される上記通信相手特定情報を受信し当該受信した通信相手特定情
報により特定される上記無線通信装置を無線データ通信先として上記設定部に設定するこ
とにより、当該無線通信装置を無線データ通信先として特定し、当該無線通信装置に対し
、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情報を送信する設定ステップと
　を実行させるための無線通信設定プログラム。
【請求項７】
　無線データ通信先が設定される設定部及び上記設定部に設定された無線データ通信先と
無線データ通信する無線データ通信部を有する無線通信装置に対し、
　所定距離内に近接された無線通信装置から当該無線通信装置を通信相手として特定させ
るための通信相手特定情報を受信すると当該受信した通信相手特定情報を記憶する記憶部
と上記記憶部に通信相手特定情報を記憶している場合当該通信相手特定情報を近接された
無線通信装置に対して送信する無線送信部とを有する近接無線通信装置に上記通信相手特
定情報が記憶されていない場合、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情
報を近接した上記近接無線通信装置に対して送信する無線送信ステップと、
　近接した上記近接無線通信装置に上記通信相手特定情報が記憶されている場合当該近接
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無線通信装置から送信される上記通信相手特定情報を受信し当該受信した通信相手特定情
報により特定される上記無線通信装置を無線データ通信先として上記設定部に設定するこ
とにより、当該無線通信装置を無線データ通信先として特定し、当該無線通信装置に対し
、自身を通信相手として特定させるための通信相手特定情報を送信する設定ステップと
　を具える無線通信設定プログラムを実行させる無線通信設定プログラム格納媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システム、無線通信設定方法、無線通信装置、無線通信設定プログラ
ム及び無線通信設定プログラム格納媒体に関し、例えば、複数の無線通信装置が相互に無
線データ通信し得るように、各無線通信装置に対して設定作業をする場合に適用して好適
なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の無線通信システムには、各無線通信装置が例えばIEEE802.11b等の規格に基づい
て相互に無線データ通信するようになされたものがある（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、図２０に示すような第１の無線通信装置１０１と第２の無線通信装置１０２と
を相互に無線データ通信させるようにするためには、図２１に示すように第１の無線通信
装置１０１及び第２の無線通信装置１０２のそれぞれに対して設定情報Ｉ１０１、Ｉ１０
２を手作業で入力する必要があった。
【０００４】
　ここで各設定情報Ｉ１０１、Ｉ１０２の内容を説明する。例えば第１の無線通信装置１
０１に入力される第１の設定情報Ｉ１０１には、無線データ通信先となる第２の無線通信
装置１０２を特定するための通信先特定情報（例えば、ＩＰ（Internet Protocol）アド
レス）が設定される。またこの第１の設定情報Ｉ１０１には、第２の無線通信装置１０２
との間で形成する無線ネットワーク（無線ＬＡＮ（Local Area Network））を識別するた
めの無線ネットワーク識別情報（例えば、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier））が設定
される。さらにこの第１の設定情報Ｉ１０１には、第２の無線通信装置１０２との間で送
受するデータを暗号化するための暗号鍵情報（例えば、ＷＥＰ（Wired Equivalent Priva
cy）キー）が設定される。
【０００５】
　一方、第２の無線通信装置１０２に入力される第２の設定情報Ｉ１０２においても、無
線データ通信先となる第１の無線通信装置１０１を特定するための通信先特定情報が設定
される。またこの第２の設定情報Ｉ１０２には、第１の無線通信装置１０１に設定される
ものと同じ無線ネットワーク識別情報及び暗号鍵情報が設定される。
【０００６】
　これにより第１の無線通信装置１０１は、第１の設定情報Ｉ１０１中の通信先特定情報
に基づいて、第２の無線通信装置１０２を無線データ通信先として特定することができる
。また第２の無線通信装置１０２も、第２の設定情報Ｉ１０２中の通信先特定情報に基づ
いて、第１の無線通信装置１０１を無線データ通信先として特定することができる。かく
して第１の無線通信装置１０１及び第２の無線通信装置１０２は、双方向に無線データ通
信することが可能となり、その結果データを相互に送受することができる。
【０００７】
　また実際上、第１の無線通信装置１０１及び第２の無線通信装置１０２は、それぞれに
設定されている無線ネットワーク識別情報が同じであるか否かを判断し、それぞれに設定
されている無線ネットワーク識別情報が同じである場合に、双方向に無線データ通信する
ようになされている。これにより第１の無線通信装置１０１及び第２の無線通信装置１０
２は、それぞれに設定されている無線ネットワーク識別情報と異なる無線ネットワーク識
別情報が設定されている他の無線通信装置と混信してしまうことを防止することができ、



(5) JP 4774823 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

かくして第１の無線通信装置１０１と第２の無線通信装置１０２との間における無線デー
タ通信の安全性（セキュリティ）を向上させることができるようになされている。
【０００８】
　さらに第１の無線通信装置１０１及び第２の無線通信装置１０２は、それぞれに設定さ
れている同じ暗号鍵情報を用いて、無線データ通信により送受するデータを暗号化するよ
うになされている。これにより、第１の無線通信装置１０１及び第２の無線通信装置１０
２に設定されている暗号鍵情報と異なる暗号鍵情報が設定されている他の無線通信装置は
、第１の無線通信装置１０１と第２の無線通信装置１０２との間で送受されているデータ
を傍受したとしても、当該傍受したデータにかけられている暗号化を復号することができ
ず、かくして第１の無線通信装置１０１と第２の無線通信装置１０２との間における無線
データ通信の安全性を向上させることができるようになされている。
【特許文献１】特開平１０－９３５０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところでかかる構成の無線通信システムにおいて、第１の無線通信装置１０１と第２の
無線通信装置１０２とを相互に無線データ通信させるためには、通信先特定情報や無線ネ
ットワーク識別情報や暗号鍵情報を第１の設定情報Ｉ１０１として第１の無線通信装置１
０１に手作業で入力する必要があり、また同じように、通信先特定情報や無線ネットワー
ク識別情報や暗号鍵情報を第２の設定情報Ｉ１０２として第２の無線通信装置１０２に手
作業で入力しなければならない。この結果、第１の無線通信装置１０１及び第２の無線通
信装置１０２に対する設定作業が容易であるとは言い難い問題があった。
【００１０】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、格段と容易に無線通信装置を設定し得る
無線通信システム、無線通信設定方法、無線通信装置、無線通信設定プログラム及び無線
通信設定プログラム格納媒体を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　かかる課題を解決するため本発明においては、無線データ通信先が設定される設定部及
び設定部に設定された無線データ通信先と無線データ通信する無線データ通信部を有する
複数の無線通信装置と、所定距離内に近接された無線通信装置と無線通信する近接無線通
信装置とを具え、近接無線通信装置は、近接された無線通信装置から当該無線通信装置を
通信相手として特定させるための通信相手特定情報を受信すると当該受信した通信相手特
定情報を記憶する記憶部と、記憶部に通信相手特定情報を記憶している場合当該通信相手
特定情報を近接された無線通信装置に対して送信する無線送信部とを有し、無線通信装置
は、近接した近接無線通信装置に通信相手特定情報が記憶されていない場合自身を通信相
手として特定させるための通信相手特定情報を近接無線通信装置に対して送信する無線送
信部と、近接した近接無線通信装置に通信相手特定情報が記憶されている場合当該近接無
線通信装置から送信される通信相手特定情報を受信し当該受信した通信相手特定情報によ
り特定される無線通信装置を無線データ通信先として設定部に設定することにより、当該
無線通信装置を無線データ通信先として特定し、当該無線通信装置に対し、自身を通信相
手として特定させるための通信相手特定情報を送信する設定制御部とを設けるようにした
。
【００１２】
　これにより、通信相手特定情報が記憶されていない近接無線通信装置を無線通信装置に
近接させると、この無線通信装置を通信相手として特定させるための通信相手特定情報を
近接無線通信装置に記憶させることができ、そしてこの通信相手特定情報が記憶された近
接無線通信装置を他の無線通信装置に近接させると、この通信相手特定情報により特定さ
れる無線通信装置を無線データ通信先として当該他の無線通信装置に設定することができ
る。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、通信相手特定情報が記憶されていない近接無線通信装置を無線通信装
置に近接させると、この無線通信装置を通信相手として特定させるための通信相手特定情
報を近接無線通信装置に記憶させることができ、そしてこの通信相手特定情報が記憶され
た近接無線通信装置を他の無線通信装置に近接させると、この通信相手特定情報により特
定される無線通信装置を無線データ通信先として当該他の無線通信装置に設定することが
できる。これにより各無線通信装置に対して設定情報を手作業で入力しなくて済み、かく
して格段と容易に無線通信装置を設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１５】
（１）無線通信システムの構成
　図１において１は全体として無線通信システムを示し、この無線通信システム１は、例
えばIEEE802.11b等の規格に基づいて無線データ通信可能な第１の無線通信装置２Ａ及び
第２の無線通信装置２Ｂと、非接触ＩＣ（Integrated Circuit）カード３とを有する。
【００１６】
　ここで、図２を用いて第１の無線通信装置２Ａの構成を説明する。この第１の無線通信
装置２Ａは、無線データ通信先を特定するための通信先特定情報等が示された設定情報を
記憶する設定情報記憶部４を有する。この第１の無線通信装置２Ａ全体を統括的に制御す
る制御部５は、この設定情報記憶部４に記憶される設定情報中の通信先特定情報を参照し
、当該参照した通信先特定情報により特定される無線データ通信先と、無線通信部６及び
無線通信用アンテナ７を介して、IEEE802.11b等の規格に基づく無線データ通信を実行す
るようになされている。またこの第１の無線通信装置２Ａは、所定距離内に近接した非接
触ＩＣカード３と無線通信するための近接無線通信用アンテナ８及び近接無線通信部９を
有する。またこの第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、外部入出力インターフェース部
１０を介して操作部１１及び表示部１２に接続されている。因みに本実施の形態の場合第
２の無線通信装置２Ｂも、第１の無線通信装置２Ａと同様に構成された各回路部（４～１
２）を有する。
【００１７】
　このときこの第１の無線通信装置２Ａに対して設定作業が行われていないので、この第
１の無線通信装置２Ａの設定情報記憶部４には、例えば図３（Ａ）に示すような仮設定情
報Ｉｔが記憶されている。この仮設定情報Ｉｔには、第１の無線通信装置２Ａ自身を無線
データ通信先に通信相手として特定させるための通信相手特定情報ＩＰＳ１（この場合、
第１の無線通信装置２Ａに割り当てられたＩＰアドレス）や、無線データ通信先との間で
形成する無線ネットワークを識別するための無線ネットワーク識別情報ＳＩＤ（この場合
、ＳＳＩＤ）や、無線データ通信先との間で送受するデータを暗号化するための暗号鍵情
報ＷＫ（この場合、ＷＥＰキー）が示される。
【００１８】
　因みに本実施の形態の場合この仮設定情報Ｉｔ中の無線ネットワーク識別情報ＳＩＤと
して、この第１の無線通信装置２Ａ固有の装置固有情報（この場合、ＭＡＣ（Media Acce
ss Control）アドレス）が割り当てられる。これにより、第１の無線通信装置２Ａにより
形成される無線ネットワークと、他の無線通信装置により形成される無線ネットワークと
が、競合してしまうことを回避することができる。また本実施の形態の場合この仮設定情
報Ｉｔには、通信相手特定情報ＩＰＳ１としてクラスＣ（192.168．….…）のＩＰアドレ
スが採用されているため、これに対応するサブネットマスク（255.255.255.0）等も併せ
て示されている。またこの場合この仮設定情報Ｉｔには、第１の無線通信装置２Ａがアク
セスポイントを介することなく無線データ通信先と直接無線データ通信するアドホックモ
ード（Ad hoc）が設定されている。
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【００１９】
　この第１の無線通信装置２Ａの操作部１１に対して、非接触ＩＣカード３を検出するよ
うに命令する非接触ＩＣカード検出命令操作が行われると、この第１の無線通信装置２Ａ
の制御部５は、非接触ＩＣカード３を検出するための検出処理を実行する。実際上この検
出処理において第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、仮設定情報Ｉｔを記憶している状
態か否かを通知するように非接触ＩＣカード３に対して要求する記憶状態通知要求信号を
、近接無線通信部９及び近接無線通信用アンテナ８を順次介して、所定時間間隔で繰り返
し無線送出するようになされている（いわゆるポーリング処理）。
【００２０】
　このとき第１の無線通信装置２Ａに設けられた近接無線通信用アンテナ８に対して非接
触ＩＣカード３が近接されると、これに応じて図４に示す非接触ＩＣカード３の制御部１
２は、第１の無線通信装置２Ａから無線送出された記憶状態通知要求信号を、アンテナ１
３及び通信部１４を介して受信する。そしてこの記憶状態通知要求信号を受信した非接触
ＩＣカード３の制御部１２は、仮設定情報記憶部１５に仮設定情報Ｉｔが記憶されていな
いことを確認すると、仮設定情報Ｉｔを記憶していない旨を通知するための記憶状態通知
信号を、通信部１４及びアンテナ１３を介して無線送出する。因みに本実施の形態の場合
この記憶状態通知信号は、図５に示すようなパケット構造でなり、仮設定情報Ｉｔを記憶
している旨や仮設定情報Ｉｔを記憶していない旨等が制御情報中に含まれるようになされ
ている。
【００２１】
　第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、非接触ＩＣカード３からの記憶状態通知信号を
近接無線通信用アンテナ８及び近接無線通信部９を順次介して受信し、これにより非接触
ＩＣカード３に対して仮設定情報Ｉｔが記憶されていない旨を認識すると、これに応じて
設定情報記憶部４に記憶されている仮設定情報Ｉｔを読み出し、当該読み出した仮設定情
報Ｉｔを近接無線通信部９及び近接無線通信用アンテナ８を順次介して、非接触ＩＣカー
ド３に対して無線送出する。
【００２２】
　この非接触ＩＣカード３の制御部１２は、第１の無線通信装置２Ａからの仮設定情報Ｉ
ｔをアンテナ１３及び通信部１４を順次介して受信すると、当該受信した仮設定情報Ｉｔ
を仮設定情報記憶部１５に記憶する。
【００２３】
　このようにこの無線通信システム１においては、図６に示すように、第１の無線通信装
置２Ａに対して非接触ＩＣカード３を近接させるだけで、第１の無線通信装置２Ａに記憶
されている仮設定情報Ｉｔを非接触ＩＣカード３に記憶させることができる。
【００２４】
　この後第２の無線通信装置２Ｂの操作部１１に対して、非接触ＩＣカード３を検出する
ように命令する非接触ＩＣカード検出命令操作が行われると、この第２の無線通信装置２
Ｂの制御部５は、非接触ＩＣカード３を検出するための検出処理を実行する。実際上この
検出処理において第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、仮設定情報Ｉｔを記憶している
状態か否かを通知するように非接触ＩＣカード３に対して要求する記憶状態通知要求信号
を、近接無線通信部９及び近接無線通信用アンテナ８を順次介して、所定時間間隔で繰り
返し無線送出するようになされている。
【００２５】
　このとき第２の無線通信装置２Ｂに設けられた近接無線通信用アンテナ８に対して非接
触ＩＣカード３が近接されると、これに応じて非接触ＩＣカード３の制御部１２は、第２
の無線通信装置２Ｂから無線送出された記憶状態通知要求信号を、アンテナ１３及び通信
部１４を介して受信する。そしてこの記憶状態通知要求信号を受信した非接触ＩＣカード
３の制御部１２は、仮設定情報記憶部１５に仮設定情報Ｉｔが記憶されていることを確認
すると、仮設定情報Ｉｔを記憶している旨を通知するための記憶状態通知信号を、通信部
１４及びアンテナ１３を介して無線送出する。
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【００２６】
　第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、非接触ＩＣカード３からの記憶状態通知信号を
近接無線通信用アンテナ８及び近接無線通信部９を順次介して受信し、これにより非接触
ＩＣカード３に対して仮設定情報Ｉｔが記憶されている旨を認識すると、これに応じて仮
設定情報Ｉｔを送出するように非接触ＩＣカード３に対して要求する仮設定情報送出要求
信号を、近接無線通信部９及び近接無線通信用アンテナ８を順次介して無線送出する。
【００２７】
　非接触ＩＣカード３の制御部１２は、第２の無線通信装置２Ｂからの仮設定情報送出要
求信号をアンテナ１３及び通信部１４を順次介して受信すると、これに応じて仮設定情報
記憶部１５から仮設定情報Ｉｔを読み出し、当該読み出した仮設定情報Ｉｔを通信部１４
及びアンテナ１３を順次介して無線送出する。因みにこの場合この仮設定情報Ｉｔは、例
えば図７に示すようなパケット構造により、非接触ＩＣカード３から無線送出されるよう
になされている。
【００２８】
　かくして第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、非接触ＩＣカード３からの仮設定情報
Ｉｔを近接無線通信用アンテナ８及び近接無線通信部９を順次介して受信し、当該受信し
た仮設定情報Ｉｔを設定情報記憶部４に記憶する。
【００２９】
　このようにこの無線通信システム１においては、図８に示すように、第２の無線通信装
置２Ｂに対して非接触ＩＣカード３を近接させるだけで、第１の無線通信装置２Ａから非
接触ＩＣカード３に記憶させた仮設定情報Ｉｔを第２の無線通信装置２Ｂに対して記憶さ
せることができる。
【００３０】
　次いでこの第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、設定情報記憶部４に記憶した仮設定
情報Ｉｔに基づいて、無線データ通信するための設定情報を生成する（以下では説明の便
宜上、第１の無線通信装置２Ａに設定される設定情報を「第１の設定情報」と呼び、第２
の無線通信装置２Ｂに設定される設定情報を「第２の設定情報」と呼ぶ）。
【００３１】
　すなわち第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、この仮設定情報Ｉｔ（図３（Ａ））に
示されている通信相手特定情報ＩＰＳ１を、この第２の無線通信装置２Ｂの無線データ通
信先を特定するものと判断し、その結果図９に示すようにこの通信相手特定情報ＩＰＳ１
を通信先特定情報ＩＰＴ２として第２の設定情報Ｉ２に設定する。このようにして第２の
無線通信装置２Ｂの制御部５は、無線データ通信先となる第１の無線通信装置２Ａを特定
するための通信先特定情報ＩＰＴ２を第２の設定情報Ｉ２として設定することができる。
【００３２】
　また第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、第２の無線通信装置２Ｂ自身を無線データ
通信先に通信相手として特定させるための通信相手特定情報ＩＰＳ２を、設定した通信先
特定情報ＩＰＴ２と重複しないように生成する。さらに第２の無線通信装置２Ｂの制御部
５は、この仮設定情報Ｉｔに示されている無線ネットワーク識別情報ＳＩＤ及び暗号鍵情
報ＷＫを、そのまま第２の設定情報Ｉ２に設定する。因みに本実施の形態の場合、この仮
設定情報Ｉｔにはアドホックモードが設定されているので、第２の無線通信装置２Ｂの制
御部５は、同じようにアドホックモードを第２の設定情報Ｉ２に設定する。また第２の無
線通信装置２Ｂの制御部５は、この仮設定情報Ｉｔに示されているサブネットマスクをそ
のまま第２の設定情報Ｉ２に設定するようになされている。
【００３３】
　この後第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂは、相互に無線通信するこ
とにより第２の無線通信装置２Ｂに設定された無線ネットワーク識別情報ＳＩＤと第１の
無線通信装置２Ａに設定されている無線ネットワーク識別情報ＳＩＤとが一致するか否か
を判断し、その結果第２の無線通信装置２Ｂに設定された無線ネットワーク識別情報ＳＩ
Ｄと第１の無線通信装置２Ａに設定されている無線ネットワーク識別情報ＳＩＤとが一致
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していることを認識すると、図１０に示すように、第１の無線通信装置２Ａと第２の無線
通信装置２Ｂとからなる無線ネットワークを形成する。
【００３４】
　そして第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、第２の設定情報Ｉ２の設定を完了した旨
を通知するための設定完了通知信号を、無線通信部６及び無線通信用アンテナ７を介して
、第２の設定情報Ｉ２中の通信先特定情報ＩＰＴ２により特定される第１の無線通信装置
２Ａに対して送信する。因みに本実施の形態の場合この設定完了通知信号は、例えば図１
１に示すようなパケット構造でなり、第２の無線通信装置２Ｂを通信相手として特定させ
るための通信相手特定情報ＩＰＳ２がヘッダに含まれるようになされている。
【００３５】
　第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、第２の無線通信装置２Ｂからの設定通知完了信
号を無線通信用アンテナ７及び無線通信部６を介して受信すると、当該受信した設定通知
完了信号に含まれている通信相手特定情報ＩＰＳ２を、第１の無線通信装置２Ａの無線デ
ータ通信先を特定するものと判断し、その結果図３（Ｂ）に示すように、この通信相手特
定情報ＩＰＳ２を通信先特定情報ＩＰＴ１として仮設定情報Ｉｔに設定することにより第
１の設定情報Ｉ１を生成する。このようにして第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、無
線データ通信先となる第２の無線通信装置２Ｂを特定するための通信先特定情報ＩＰＴ１
を第１の設定情報Ｉ１として設定することができる。
【００３６】
　かくするにつき第１の無線通信装置２Ａは、設定された第１の設定情報Ｉ１中の通信先
特定情報ＩＰＴ１に基づいて第２の無線通信装置２Ｂを無線データ通信先として特定する
ことができ、また第２の無線通信装置２Ｂも、設定された第２の設定情報Ｉ２中の通信先
特定情報ＩＰＴ２に基づいて第１の無線通信装置２Ａを無線データ通信先として特定する
ことができる。この結果、第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂは、それ
ぞれの無線通信部６及び無線通信用アンテナ７を介して、図１２に示すように双方向に無
線データ通信することができ、その結果データを相互に送受することができる。
【００３７】
　また、第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂには同じ暗号鍵情報ＷＫが
設定されるので、第１の無線通信装置２Ａが、第１の設定情報Ｉ１に設定されている暗号
鍵情報ＷＫを用いてデータを暗号化した後、これを無線データ通信により第２の無線通信
装置２Ｂに対して送信したとしても、このデータを受信した第２の無線通信装置２Ｂは、
第２の設定情報Ｉ２に設定されている暗号鍵情報ＷＫを用いて、当該受信したデータにか
けられている暗号化を復号することができる。
【００３８】
（２）設定処理手順
　次に、図１３、図１４及び図１５に示すフローチャートを用いて、第１の無線通信装置
２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂに対して設定情報を設定する際に実行される設定処理手
順ＲＴ１を説明する。ここでは最初に、第１の無線通信装置２Ａがこの設定処理手順ＲＴ
１を実行する場合を説明し、次に、第２の無線通信装置２Ｂがこの設定処理手順ＲＴ１を
実行する場合について説明する。
【００３９】
（２－１）第１の無線通信装置による設定処理手順の実行
　図１３に示すステップＳＰ１において第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、操作部１
１を介して非接触ＩＣカード検出命令操作が行われると、非接触ＩＣカード３を検出する
ための検出処理を実行する。実際上この検出処理において第１の無線通信装置２Ａの制御
部５は、仮設定情報Ｉｔを記憶している状態か否かを通知するように非接触ＩＣカード３
に対して要求する記憶状態通知要求信号を、近接無線通信部９及び近接無線通信用アンテ
ナ８を順次介して、所定時間間隔で繰り返し無線送出するようになされている。
【００４０】
　因みに本実施の形態の場合第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、表示部１２に表示し
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たカード検出処理制御画面（図１６）中の、カード検出開始ボタンＢ１が操作部１１を介
して指定されると、これを非接触ＩＣカード検出命令操作として認識し、検出処理を実行
するようになされている。また第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、このカード検出処
理制御画面中のカード検出終了ボタンＢ２が操作部１１を介して指定されると、検出処理
を中止するようにもなされている。このようにこの第１の無線通信装置２Ａは、ユーザの
操作に応じて検出処理を開始／中止するようになされているので、検出処理を常時実行す
る場合と比べて消費電力を低減することができる。また第１の無線通信装置２Ａの制御部
５は、このカード検出処理制御画面中の通信状況表示領域ＡＲ１に対して無線データ通信
先との通信状況を表示するようになされている。
【００４１】
　次いでステップＳＰ２において第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、非接触ＩＣカー
ド３からの記憶状態通知信号を受信すると、当該受信した記憶状態通知信号に基づいて非
接触ＩＣカード３に仮設定情報Ｉｔが記憶されているか否かを判断する。
【００４２】
　この場合この第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、受信した記憶状態通知信号に基づ
いて非接触ＩＣカード３に仮設定情報Ｉｔが記憶されていないと判断し、サブルーチンＳ
ＲＴ１に移って仮設定情報書込処理を実行する。
【００４３】
　すなわち第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、図１４に示す仮設定情報書込処理手順
ＳＲＴ１のステップＳＰ１１に移り、設定情報記憶部４に記憶している仮設定情報Ｉｔを
非接触ＩＣカード３に対して送信するためのパケットを生成する。
【００４４】
　次いで第１の無線通信装置２Ａの制御部５はステップＳＰ１２に移り、生成したパケッ
トにより仮設定情報Ｉｔを非接触ＩＣカード３に対して無線送出する。
【００４５】
　続いて第１の無線通信装置２Ａの制御部５はステップＳＰ１３に移り、非接触ＩＣカー
ド３と無線通信することにより非接触ＩＣカード３に対して仮設定情報Ｉｔが書き込まれ
たか否かを判断する。
【００４６】
　このステップＳＰ１３において否定結果が得られると、このことは、送出した仮設定情
報Ｉｔが非接触ＩＣカード３の仮設定情報記憶部１５に正しく記憶されていないことを意
味しており、このとき第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、仮設定情報Ｉｔが書き込ま
れなかったと判断してステップＳＰ１４に移り、この旨を通知するためのエラー情報を表
示部１２に表示し、終了ステップＳＰ１５に移って仮設定情報書込処理手順ＳＲＴ１を終
了する。
【００４７】
　これに対してこのステップＳＰ１３において肯定結果が得られると、このことは、送出
した仮設定情報Ｉｔが非接触ＩＣカード３の仮設定情報記憶部１５に正しく記憶されてい
ることを意味しており、このとき第１の無線通信装置２Ａの制御部５はステップＳＰ１６
に移って、無線データ通信先（この場合第２の無線通信装置２Ｂ）から設定完了通知信号
を受信するのを待ち受ける状態になる。
【００４８】
　次いで第１の無線通信装置２Ａの制御部５はステップＳＰ１７において、無線データ通
信先から設定完了通知信号を受信したか否かを判断し、この設定完了通知信号を受信して
いない場合はステップＳＰ１８に移って、タイムアウトすべきか否かを判断する。
【００４９】
　このステップＳＰ１８において肯定結果が得られると、このことは、設定完了通知信号
を待ち受ける状態になってから所定時間が経過したことを意味しており、このとき第１の
無線通信装置２Ａの制御部５はステップＳＰ１９に移って、設定完了通知信号を受信し得
なかった旨を示すエラー情報を表示部１２に表示し、終了ステップＳＰ１５に移って仮設
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定情報書込処理手順ＳＲＴ１を終了する。これに対してこのステップＳＰ１８において否
定結果が得られると、このことは、設定完了通知信号を待ち受ける状態になってから所定
時間が未だ経過していないことを意味しており、このとき第１の無線通信装置２Ａの制御
部５はステップＳＰ１６に戻って、無線データ通信先から設定完了通知信号を受信するの
を待ち受け続ける。
【００５０】
　ところで第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、無線データ通信先である第２の無線通
信装置２Ｂから設定完了通知信号を受信した場合、ステップＳＰ１７において肯定結果を
得てステップＳＰ２０へ移る。
【００５１】
　そしてこのステップＳＰ２０において第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、第２の無
線通信装置２Ｂから受信した設定通信完了信号に基づいて第１の設定情報Ｉ１を生成する
。この結果第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、図１２に示すように第２の無線通信装
置２Ｂとの間で無線データ通信を開始すると共に、無線データ通信を開始した旨を表示部
１２に表示し、終了ステップＳＰ１５に移って仮設定情報書込処理手順ＳＲＴ１を終了す
る。
【００５２】
（２－２）第２の無線通信装置による設定処理手順の実行
　図１３に示すステップＳＰ１において第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、操作部１
１を介して非接触ＩＣカード検出命令操作が行われると、非接触ＩＣカード３を検出する
ための検出処理を実行する。実際上この検出処理において第２の無線通信装置２Ｂの制御
部５は、仮設定情報Ｉｔを記憶している状態か否かを通知するように非接触ＩＣカード３
に対して要求する記憶状態通知要求信号を、近接無線通信部９及び近接無線通信用アンテ
ナ８を順次介して、所定時間間隔で繰り返し無線送出するようになされている。
【００５３】
　次いでステップＳＰ２において第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、非接触ＩＣカー
ド３からの記憶状態通知信号を受信すると、当該受信した記憶状態通知信号に基づいて非
接触ＩＣカード３に仮設定情報Ｉｔが記憶されているか否かを判断する。
【００５４】
　この場合この第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、受信した記憶状態通知信号に基づ
いて非接触ＩＣカード３に仮設定情報Ｉｔが記憶されていると判断し、サブルーチンＳＲ
Ｔ２に移って仮設定情報読込処理を実行する。
【００５５】
　すなわち第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、図１５に示す仮設定情報読込処理手順
ＳＲＴ２のステップＳＰ３１に移り、仮設定情報Ｉｔを送出するように非接触ＩＣカード
３に対して要求する仮設定情報送出要求信号を無線送出する。
【００５６】
　次いで第２の無線通信装置２Ｂの制御部５はステップＳＰ３２において、非接触ＩＣカ
ード３から仮設定情報Ｉｔを読み込めたか否かを判断する。
【００５７】
　つまりこのステップＳＰ３２において否定結果が得られると、このことは、非接触ＩＣ
カード３から仮設定情報Ｉｔを受信できなかったことから、仮設定情報Ｉｔの読み込みが
失敗したことを意味しており、このとき第２の無線通信装置２Ｂの制御部５はステップＳ
Ｐ３３に移って、仮設定情報Ｉｔの読み込み失敗を通知するエラー情報を表示部１２に表
示し、終了ステップＳＰ３４に移って仮設定情報読込処理手順ＳＲＴ２を終了する。
【００５８】
　これに対してこのステップＳＰ３２において肯定結果が得られると、このことは、非接
触ＩＣカード３から仮設定情報Ｉｔを受信できたことから、仮設定情報Ｉｔの読み込みが
成功したことを意味しており、このとき第２の無線通信装置２Ｂの制御部５はステップＳ
Ｐ３５に移って、当該読み込んだ仮設定情報Ｉｔに基づいて第２の設定情報Ｉ２を生成す
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る。
【００５９】
　そして第２の無線通信装置２Ｂの制御部５はステップＳＰ３６に移り、第２の設定情報
Ｉ２の設定を完了した旨を通知する設定完了通知信号を、無線通信部６及び無線通信用ア
ンテナ７を介して、第１の無線通信装置２Ａに対して送信し、終了ステップＳＰ３４に移
って仮設定情報読込処理手順ＳＲＴ２を終了する。
【００６０】
（３）動作及び効果
　以上の構成においてこの無線通信システム１は、無線データ通信可能な第１の無線通信
装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂと、所定距離内に近接された第１の無線通信装置２
Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂと無線通信可能な非接触ＩＣカード３とを有する。
【００６１】
　第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂは、無線データ通信先を特定する
ための通信先特定情報が示された設定情報を記憶するための設定情報記憶部４と、設定情
報記憶部４に記憶された設定情報中の通信先特定情報により特定される無線データ通信先
と無線データ通信する無線通信部６と、所定距離内に近接した非接触ＩＣカード３と近接
無線通信するための近接無線通信部９とを有する。
【００６２】
　第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂに第１の設定情報Ｉ１及び第２の
設定情報Ｉ２が設定されていない状態において、例えば第１の無線通信装置２Ａの制御部
５は、近接された非接触ＩＣカード３に仮設定情報Ｉｔが記憶されていないことを認識す
ると、自身を無線データ通信先に通信相手として特定させるための通信相手特定情報ＩＰ
Ｓ１を示した仮設定情報Ｉｔを、非接触ＩＣカード３に対して無線送出する。このとき非
接触ＩＣカード３の制御部１２は、第１の無線通信装置２Ａから送出された仮設定情報Ｉ
ｔを受信すると、当該受信した仮設定情報Ｉｔを仮設定情報記憶部１５に記憶する。
【００６３】
　そしてこの仮設定情報Ｉｔを記憶した非接触ＩＣカード３が第２の無線通信装置２Ｂに
対して近接され、これに応じて第２の無線通信装置２Ｂの制御部５が、近接された非接触
ＩＣカード３に仮設定情報Ｉｔが記憶されていることを認識すると、この仮設定情報Ｉｔ
を送出するように要求する仮設定情報送出要求信号を、非接触ＩＣカード３に対して無線
送出する。このとき非接触ＩＣカード３は、この仮設定情報送出要求信号を受信すると、
これに応じて仮設定情報記憶部１５に記憶している仮設定情報Ｉｔを、第２の無線通信装
置２Ｂに対して無線送出する。
【００６４】
　第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、非接触ＩＣカード３からの仮設定情報Ｉｔを受
信し、当該受信した仮設定情報Ｉｔに示されている通信相手特定情報ＩＰＳ１を通信先特
定情報ＩＰＴ２として設定することにより第２の設定情報Ｉ２を生成する。
【００６５】
　次にこの第２の無線通信装置２Ｂの制御部５は、自身を無線データ通信先に通信相手と
して特定させるための通信相手特定情報ＩＰＳ２を示した設定完了通知信号を、第２の設
定情報Ｉ２中の通信先特定情報ＩＰＴ２により特定される第１の無線通信装置２Ａに対し
て無線送出する。
【００６６】
　これにより第１の無線通信装置２Ａの制御部５は、第２の無線通信装置２Ｂからの設定
完了通知信号を受信すると、当該受信した設定完了通知信号に示されている通信相手特定
情報ＩＰＳ２を通信先特定情報ＩＰＴ１として設定することにより第１の設定情報Ｉ１を
生成するようになされている。
【００６７】
　よってユーザは、非接触ＩＣカード３を第１の無線通信装置２Ａに近接させた後この非
接触ＩＣカード３を第２の無線通信装置２Ｂに近接させるだけで、第２の無線通信装置２
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Ｂを特定するための通信先特定情報ＩＰＴ１が示された第１の設定情報Ｉ１を第１の無線
通信装置２Ａに対して設定することができると共に、第１の無線通信装置２Ａを特定する
ための通信先特定情報ＩＰＴ２が示された第２の設定情報Ｉ２を第２の無線通信装置２Ｂ
に対して設定することができる。
【００６８】
　従って第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂは、それぞれに設定された
第１の設定情報Ｉ１及び第２の設定情報Ｉ２に基づいて、それぞれお互いを無線データ通
信先として特定することができ、かくして無線データ通信を実行して相互にデータを送受
することができる。
【００６９】
　もっとも本実施の形態の場合第１の無線通信装置２Ａは、非接触ＩＣカード３に書き込
む仮設定情報Ｉｔに、無線ネットワーク識別情報ＳＩＤ及び暗号鍵情報ＷＫも設定するよ
うになされている。これにより非接触ＩＣカード３から仮設定情報Ｉｔを読み込んだ第２
の無線通信装置２Ｂは、この仮設定情報Ｉｔに基づいて第１の無線通信装置２Ａと同じ無
線ネットワーク識別情報ＳＩＤ及び暗号鍵情報ＷＫを第２の設定情報Ｉ２に設定すること
ができる。この結果第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂは、第１の無線
通信装置２Ａと第２の無線通信装置２Ｂとからなる無線ネットワークを形成することがで
きると共に、相互に送受するデータを暗号化することができ、かくして無線データ通信の
安全性を向上させることができる。
【００７０】
　ところで本実施の形態においては、第１の無線通信装置２Ａと第２の無線通信装置２Ｂ
とがアドホックモードにより無線データ通信する場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、例えば図１７に示すように、第１の無線通信装置２Ａと第２の無線通信装置２Ｂ
とがアクセスポイントＡＰを介して無線データ通信する場合に適用しても良い。この場合
、第１の無線通信装置２Ａに仮設定された仮設定情報Ｉｔ中の無線ネットワーク識別情報
ＳＩＤと、アクセスポイントＡＰに設定された無線ネットワーク識別情報ＳＩＤとを、予
め一致させておくという制約がある以外は、上述した手順と同様の手順により第１の無線
通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂを設定することができる。
【００７１】
　以上の構成によれば、通信相手特定情報が記憶されていない非接触ＩＣカード３を第１
の無線通信装置２Ａに近接させると、この第１の無線通信装置２Ａを通信相手として特定
させるための通信相手特定情報ＩＰＳ１を非接触ＩＣカード３に記憶させることができ、
そしてこの通信相手特定情報ＩＰＳ１が記憶された非接触ＩＣカード３を第２の無線通信
装置２Ｂに近接させると、この通信相手特定情報ＩＰＳ１により特定される第１の無線通
信装置２Ａを無線データ通信先として当該第２の無線通信装置２Ｂに設定することができ
る。これにより各無線通信装置２Ａ、２Ｂに対して設定情報を手作業で入力しなくて済み
、かくして格段と容易に無線通信装置２Ａ、２Ｂを設定することができる。
【００７２】
（４）他の実施の形態
　上述した実施の形態においては、第１の無線通信装置２Ａと第２の無線通信装置２Ｂと
を１対１で無線データ通信させる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば
図１８に示すように、１台の無線通信装置２Ｃと複数の無線通信装置２Ｄ、２Ｅ、２Ｆと
を無線データ通信させるようにしても良い。
【００７３】
　例えばこの場合第３の無線通信装置２Ｃは、記憶している３つの仮設定情報Ｉｔｘ、Ｉ
ｔｙ、Ｉｔｚを切り替えて使用するためのスイッチＳＷが、電気的又は物理的に設けられ
ている。この図１８に示す場合、第３の無線通信装置２Ｃに記憶されている３つの仮設定
情報Ｉｔｘ、Ｉｔｙ、Ｉｔｚは、それぞれ異なる暗号鍵情報ＷＫが示されている。そして
この第３の無線通信装置２Ｃは、スイッチＳＷを介して選択された仮設定情報Ｉｔｘ、Ｉ
ｔｙ、Ｉｔｚを、近接された非接触ＩＣカード３に書き込む。これによりユーザは、この
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スイッチＳＷを切り替えて各仮設定情報Ｉｔｘ、Ｉｔｙ、Ｉｔｚを非接触ＩＣカード３に
書き込ませ、この非接触ＩＣカード３に記憶された仮設定情報Ｉｔｘ、Ｉｔｙ、Ｉｔｚを
第４、第５及び第６の無線通信装置２Ｄ、２Ｅ、２Ｆに読み込ませる作業を、第４、第５
及び第６の無線通信装置２Ｄ、２Ｅ、２Ｆごとに行うことにより、図１９に示すように、
第４、第５及び第６の無線通信装置２Ｄ、２Ｅ、２Ｆに暗号鍵情報ＷＫがそれぞれ異なる
設定情報Ｉｘ、Ｉｙ、Ｉｚを設定することができると共に、これら設定情報Ｉｘ、Ｉｙ、
Ｉｚに対応する設定情報Ｉｘ’、Ｉｙ’、Ｉｚ’を第３の無線通信装置２Ｃに対して設定
することができる。この結果図１９に示すように、第３の無線通信装置２Ｃの設定情報Ｉ
ｚ’を使用するようにスイッチＳＷを操作すると、設定情報Ｉｚ’に対応する設定情報Ｉ
ｚを有する第６の無線通信装置２Ｆと、この第３の無線通信装置２Ｃとを無線データ通信
させることができる。
【００７４】
　また上述した実施の形態においては、図３（Ａ）に示す仮設定情報Ｉｔにおいて暗号鍵
情報ＷＫが既に設定されている場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば、
第１の無線通信装置２Ａが仮設定情報Ｉｔを非接触ＩＣカード３に書き込む直前にこの暗
号鍵情報ＷＫをランダムに生成するようにしても良い。
【００７５】
　また上述した実施の形態においては、第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置
２Ｂが、ユーザの非接触ＩＣカード検出命令操作に応じて検出処理を実行する場合につい
て述べたが、これに限らず、第１の無線通信装置２Ａ及び第２の無線通信装置２Ｂが常に
検出処理を実行する場合などにも本発明を適用することができる。
【００７６】
　また上述の実施の形態においては、無線通信装置２Ａ、２Ｂとしてパーソナルコンピュ
ータ等を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ＰＤＡ（Personal Dig
ital Assistance）等のこの他種々の情報処理装置を適用することができる。
【００７７】
　また上述の実施の形態においては、所定距離内に近接された無線通信装置と無線通信す
る近接無線通信装置として、１３．５６［ＭＨｚ］帯のFeliCa（R）変調方式やISO14443A
/B等の方式により無線通信する非接触ＩＣカード３を適用する場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、Bluetooth（R）等のこの他種々の無線通信方式が適用された近接無
線通信装置等を適用しても良い。また上述の実施の形態においては、近接無線通信装置と
して、名刺大の大きさに形成されている非接触ＩＣカード３を想定したが、本発明はこれ
に限らず、この非接触ＩＣカード３の機能を内蔵した携帯電話機等を適用しても良い。
【００７８】
　また上述した実施の形態においては、無線通信装置２Ａ、２Ｂの制御部５が、予めイン
ストールされているプログラムに従って、上述の設定処理手順ＲＴ１や仮設定情報書込処
理手順ＳＲＴ１や仮設定情報読込処理手順ＳＲＴ２等をソフトウェア的に実行する場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、これら設定処理手順ＲＴ１や仮設定情報書込処
理手順ＳＲＴ１や仮設定情報読込処理手順ＳＲＴ２等を実行するための回路を無線通信装
置２Ａ、２Ｂに設けることにより、これら設定処理手順ＲＴ１や仮設定情報書込処理手順
ＳＲＴ１や仮設定情報読込処理手順ＳＲＴ２等をハードウェア的に実行するようにしても
良い。また、これら設定処理手順ＲＴ１や仮設定情報書込処理手順ＳＲＴ１や仮設定情報
読込処理手順ＳＲＴ２等を実行するためのプログラムを、ＣＤ（Compact Disc）等の記録
媒体に記録しておいても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、例えば、複数の無線通信装置が相互に無線データ通信し得るように、各無線
通信装置に対して設定作業をする場合等に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
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【図１】本実施の形態における無線通信システムの構成を示す略線図である。
【図２】無線通信装置の構成を示すブロック図である。
【図３】仮設定情報及び第１の設定情報の説明に供する略線図である。
【図４】非接触ＩＣカードの構成を示すブロック図である。
【図５】記憶状態通知時のパケット構造を示す略線図である。
【図６】非接触ＩＣカードに対して仮設定情報を記憶させた様子を示す略線図である。
【図７】仮設定情報送出時のパケット構造を示す略線図である。
【図８】非接触ＩＣカードに記憶させた仮設定情報を無線通信装置に対して記憶させる様
子を示した略線図である。
【図９】第２の設定情報の説明に供する略線図である。
【図１０】設定完了通知時の様子を示す略線図である。
【図１１】設定完了通知時のパケット構造を示す略線図である。
【図１２】双方向の無線データ通信が可能になった様子を示す略線図である。
【図１３】設定処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】仮設定情報書込処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】仮設定情報読込処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】カード検出処理制御画面を示す略線図である。
【図１７】アクセスポイントを介した無線データ通信の一例を示す略線図である。
【図１８】１台の無線通信装置が複数の無線通信装置と無線データ通信する無線データ通
信システム（１）を示す略線図である。
【図１９】１台の無線通信装置が複数の無線通信装置と無線データ通信する無線データ通
信システム（２）を示す略線図である。
【図２０】無線通信装置同士が接続されていない状態を示す略線図である。
【図２１】各無線通信装置に対する設定の様子を示す略線図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１……無線通信システム、２（Ａ、Ｂ、Ｃ、……）……無線通信装置、３……非接触Ｉ
Ｃカード、４……設定情報記憶部、５……制御部、６……無線通信部、７……無線通信用
アンテナ、８……近接無線通信用アンテナ、９……近接無線通信部、Ｉ……設定情報、Ｉ
ｔ……仮設定情報、ＩＰＳ……通信相手特定情報、ＩＰＴ……通信先特定情報、ＲＴ１…
…設定処理手順、ＳＲＴ１……仮設定情報書込処理手順、ＳＲＴ２……仮設定情報読込処
理手順。



(16) JP 4774823 B2 2011.9.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(17) JP 4774823 B2 2011.9.14

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(18) JP 4774823 B2 2011.9.14

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(19) JP 4774823 B2 2011.9.14

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(20) JP 4774823 B2 2011.9.14

10

フロントページの続き

    審査官  中木　努

(56)参考文献  特開２００１－１８９７２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３２８２８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１６９８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－００７３５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２９８７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００３／３４６６１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００３－３４８０９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３４７９１１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　２４／００　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　８４／１２　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　８８／０８　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　１２／２８－４６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

