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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントを介さずに、コンピュータが、第１、第２のデータ処理機器のそれぞ
れを、直接無線ネットワーク接続することによって、上記第１、第２のデータ処理機器の
それぞれのデータ処理機能を利用する設定方法であって、
　上記コンピュータは、
　上記第１のデータ処理機器のドライバソフトをインストールする際に、ユーザによって
、入力された上記第１のデータ処理機器の識別情報に基づいて、上記第１のデータ処理機
器と無線通信する際に使用するネットワークＩＤと暗号鍵とを算出する第１の算出ステッ
プと、
　上記第１の算出ステップにおいて算出されたネットワークＩＤと暗号鍵とをメモリに記
憶する第１の記憶ステップと、
　上記第２のデータ処理機器のドライバソフトをインストールする際に、ユーザによって
、入力された上記第２のデータ処理機器の識別情報に基づいて、上記第２のデータ処理機
器と無線通信する際に使用するネットワークＩＤと暗号鍵とを算出する第２の算出ステッ
プと、
　上記第２の算出ステップにおいて算出されたネットワークＩＤと暗号鍵とをメモリに記
憶する第２の記憶ステップと、
　上記第１のデータ処理機器によるデータ処理機能を利用する際に、上記第１の記憶ステ
ップにおいて記憶されたネットワークＩＤと暗号鍵とを上記コンピュータに接続された無
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線通信装置に設定し、上記第２のデータ処理機器によるデータ処理機能を利用する際に、
上記第２の記憶ステップにおいて記憶されたネットワークＩＤと暗号鍵とを、上記コンピ
ュータの無線通信装置に設定する第１の設定ステップと、
　を有し、
　上記第１、第２のデータ処理機器のそれぞれは、
　自機器の識別情報に基づいて、無線通信に使用するネットワークＩＤと暗号鍵とを算出
する第３の算出ステップと、
　上記第３の算出ステップにおいて算出されたネットワークＩＤと暗号鍵とを、自機器の
無線通信装置に設定する第２の設定ステップと、
　を有し、
　上記第１の設定ステップにおいて上記コンピュータの無線通信装置に設定されたネット
ワークＩＤと暗号鍵と、上記第２の設定ステップにおいて上記第１又は第２のデータ処理
機器の無線通信装置に設定されたネットワークＩＤと暗号鍵とを用いることによって、上
記コンピュータは上記第１又は第２のデータ処理機器と無線ネットワーク接続し、該デー
タ処理機器のデータ処理機能を利用し、
　また、上記第１、第２の算出ステップにおいて、上記第１、第２のデータ処理機器の機
種毎に異なるアルゴリズムによって上記ネットワークＩＤと暗号鍵とを算出することを特
徴とする設定方法。
【請求項２】
　請求項１であって、
　上記第３の算出ステップにおける算出は、上記無線通信装置を上記データ処理機器に接
続したときに、または、上記無線通信装置を、上記データ処理機器に接続し、初めて電源
を投入したときに実行されることを特徴とする設定方法。
【請求項３】
　請求項１であって、
　上記第１、第２のデータ処理機器の識別情報は、上記第１、第２のデータ処理機器の製
造番号であることを特徴とする設定方法。
【請求項４】
　請求項１であって、
　上記第１、第２の算出ステップにおいては、上記第１、第２のデータ処理機器の製造番
号および上記第１、第２のデータ処理機器の機種情報に基づいて、上記ネットワークＩＤ
と暗号鍵とを算出することを特徴とする設定方法。
【請求項５】
　請求項２であって、
　上記コンピュータは、
　空き周波数チャネルを検出する検出ステップと、
　上記検出ステップにおいて検出された周波数チャネルを通知する通知ステップと、
　を更に有することを特徴とする設定方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ又はコンピュータ周辺機器が通信するための無線通信装置の設
定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮ装置が増え、無線ＬＡＮ装置を用いて接続されるコンピュータ周辺機
器が出てきている。
【０００３】
　無線ＬＡＮの方式として、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に則ったものが普及し、特に、Ｉ
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ＥＥＥ８０２．１１ｂ規格の無線ＬＡＮは、世界的な標準になっている。ＩＥＥＥ８０２
．１１ｂ規格の無線ＬＡＮ装置搭載のパソコンの普及に伴い、ＰＣ周辺機器においても、
ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格の無線ＬＡＮ装置を搭載し、パソコンとの通信が可能なもの
が増えている。
【０００４】
　ここで、無線ＬＡＮにおける最大の問題は、セキュリティの問題である。特に、一般家
庭で、無線ＬＡＮ装置を使用する場合、一般的に、初期設定時に設定したＥＳＳＩＤ（Ｅ
ｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）等のＩＤを、以後も
そのまま使い、暗号鍵等によるセキュリティをかけない場合が多い。
【０００５】
　マンション等の集合住宅や都会の住宅密集地において、隣家で無線ＬＡＮを使用してい
る場合、隣家の無線ＬＡＮシステムに接続されることがあるという問題があり、また、プ
ライベートなデータが、隣家に流れる可能性があるという問題がある。
【０００６】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｂの無線ＬＡＮ装置においては、インフラストラクチャモードと
いわれるスター型接続と、アドホックモードと呼ばれる１対１通信との両方のモードで通
信可能である。
【０００７】
　上記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、初期グループＩＤとして用いられる。
【０００８】
　上記アドホックモードの通信では、無線ＬＡＮ装置のＩＤの初期値は、無線ＬＡＮ装置
のＭＡＣアドレスを使用している場合が多いので、一方のＩＤに、他方が合わせて用いら
れる。
【０００９】
　ここで、上記「ＭＡＣアドレス」は、機器に固有の番号であるので、隣家のＩＤと重な
ることがなく、隣家のパソコンや周辺機器と接続されることがない。また、ＩＥＥＥ８０
２．１１ｂ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、４チャ
ネルとれるので、通常、他者が使用しているチャネルは使わず、なるべく妨害波が少ない
チャネルを使用する。
【００１０】
　なお、無線ＬＡＮ装置のシリアル番号から周波数チャネルを決める技術が知られている
（たとえば、特許文献１参照）。
【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】
【００１１】
　しかし、初期ＩＤが、「Ａｎｙｏｎｅ」のように単純な初期値になっている場合があり
、また暗号鍵が設定されていないことが多いので、初期設定のままのＩＤを、ユーザが使
用していると、新たに追加された隣家の無線ＬＡＮ装置が、自家の無線ネットワークに接
続され、隣家のパソコンと自家のプリンタとが接続され、印刷されることがあり、また、
ファイル情報やファイルの中身等のデータが、隣家のパソコンを介して、直接見られるこ
とがある。
【００１２】
　また、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂのチャネルは、周波数帯が重ならないように選ぶと、３
～４チャネルしか選べないので、無線ＬＡＮ装置のシリアル番号に基づいて周波数チャネ
ルを決めているだけでは、ＩＤが同一である場合、隣家のネットワークに容易につながる
可能性が高い。
【００１３】
　本発明は、コンピュータおよびコンピュータ周辺装置が通信するための無線通信装置に
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対して、無線通信パラメータを簡単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】
【００１４】
　本発明は、アクセスポイントを介さずに、コンピュータが、第１、第２のデータ処理機
器のそれぞれを、直接無線ネットワーク接続することによって、上記第１、第２のデータ
処理機器のそれぞれのデータ処理機能を利用する設定方法であって、上記コンピュータは
、上記第１のデータ処理機器のドライバソフトをインストールする際に、ユーザによって
、入力された上記第１のデータ処理機器の識別情報に基づいて、上記第１のデータ処理機
器と無線通信する際に使用するネットワークＩＤと暗号鍵とを算出する第１の算出ステッ
プと、上記第１の算出ステップにおいて算出されたネットワークＩＤと暗号鍵とをメモリ
に記憶する第１の記憶ステップと、上記第２のデータ処理機器のドライバソフトをインス
トールする際に、ユーザによって、入力された上記第２のデータ処理機器の識別情報に基
づいて、上記第２のデータ処理機器と無線通信する際に使用するネットワークＩＤと暗号
鍵とを算出する第２の算出ステップと、上記第２の算出ステップにおいて算出されたネッ
トワークＩＤと暗号鍵とをメモリに記憶する第２の記憶ステップと、上記第１のデータ処
理機器によるデータ処理機能を利用する際に、上記第１の記憶ステップにおいて記憶され
たネットワークＩＤと暗号鍵とを上記コンピュータに接続された無線通信装置に設定し、
上記第２のデータ処理機器によるデータ処理機能を利用する際に、上記第２の記憶ステッ
プにおいて記憶されたネットワークＩＤと暗号鍵とを、上記コンピュータの無線通信装置
に設定する第１の設定ステップとを有し、上記第１、第２のデータ処理機器のそれぞれは
、自機器の識別情報に基づいて、無線通信に使用するネットワークＩＤと暗号鍵とを算出
する第３の算出ステップと、上記第３の算出ステップにおいて算出されたネットワークＩ
Ｄと暗号鍵とを、自機器の無線通信装置に設定する第２の設定ステップとを有し、上記第
１の設定ステップにおいて上記コンピュータの無線通信装置に設定されたネットワークＩ
Ｄと暗号鍵と、上記第２の設定ステップにおいて上記第１又は第２のデータ処理機器の無
線通信装置に設定されたネットワークＩＤと暗号鍵とを用いることによって、上記コンピ
ュータは上記第１又は第２のデータ処理機器と無線ネットワーク接続し、該データ処理機
器のデータ処理機能を利用し、また、上記第１、第２の算出ステップにおいて、上記第１
、第２のデータ処理機器の機種毎に異なるアルゴリズムによって上記ネットワークＩＤと
暗号鍵とを算出することを特徴とする設定方法である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、コンピュータおよびコンピュータ周辺装置が通信するための無線通信
装置に対して、無線通信パラメータを簡単に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】
【００２５】
　下記に説明する実施例では、第１に、無線ＬＡＮ装置を用いて接続されるコンピュータ
周辺機器とコンピュータの無線ＬＡＮ装置とを初期設定する場合、上記コンピュータ周辺
機器の無線ＬＡＮ装置のＩＤ、暗号鍵を、上記コンピュータ周辺機器の製造番号に基づい
て計算し、この計算されたＩＤ、暗号鍵が、上記コンピュータ周辺機器の無線ＬＡＮ装置
に記憶される。そして、上記コンピュータ周辺機器と無線接続されるコンピュータにおい
て、上記コンピュータ周辺機器のドライバソフトを上記コンピュータにインストールする
際に、上記コンピュータ周辺機器の製造番号を入力し、この入力された製造番号に基づい
て、上記コンピュータ上で無線ＬＡＮ装置のＩＤ、暗号鍵が、上記コンピュータ周辺機器
における場合と同じアルゴリズムで計算され、上記コンピュータの無線ＬＡＮ装置に記憶
される。
【００２６】
　このようにすることによって、コンピュータ周辺機器と同じＩＤ、暗号鍵を設定するこ
とができ、つまり、コンピュータとコンピュータ周辺機器とは、ドライバをインストール
するだけで、固有のＩＤ、暗号鍵がセットされるので、１対１通信であるアドホックモー
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ドが選ばれていれば、コンピュータとコンピュータ周辺機器とを、容易に接続することが
でき、しかも隣家のネットワークと接続されることなく、高い安全性を確保することがで
きる。
【００２７】
　また、第２に、無線ＬＡＮカード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機器において、無線ＬＡＮカードを上記コンピュータ周辺機器
に接続したときに、または、無線ＬＡＮカードを上記コンピュータ周辺機器に接続し、初
めて電源を投入したときに、上記コンピュータ周辺機器から上記無線ＬＡＮカードに、上
記コンピュータ周辺機器の製造番号に基づいて計算されたＩＤ、暗号鍵が、無線ＬＡＮカ
ードに設定される。
【００２８】
　プリンタ等のコンピュータ周辺機器において、従来、無線ＬＡＮカードを装着すると、
無線ＬＡＮカードの初期設定でＩＤが決められ、コンピュータの無線ＬＡＮ装置もプリン
タの無線ＬＡＮカードと同じ設定にして通信しなければならない。ところが、下記の実施
例では、無線ＬＡＮカードを装着し、プリンタ等のコンピュータ周辺機器の電源を入れる
だけで、コンピュータの周辺機器内で計算されたＩＤ、暗号鍵が、コンピュータ周辺機器
に装着された無線ＬＡＮカードに設定されるので、無線ＬＡＮカードの初期設定に依存せ
ず、１対１通信であるアドホックモードが選ばれていれば、コンピュータとコンピュータ
周辺機器とが容易に接続され、しかも隣家のネットワークと接続されることなく、高い安
全性を確保することができる。
【００２９】
　さらに、第３に、無線ＬＡＮ装置を用いて接続される複数のコンピュータ周辺機器とコ
ンピュータの無線ＬＡＮ装置とを設定する場合、上記複数のコンピュータ周辺機器の無線
ＬＡＮ装置のＩＤ、暗号鍵は、上記複数のコンピュータ周辺機器の各製造番号に基づいて
計算され、上記複数のコンピュータの周辺機器の各無線ＬＡＮ装置に記憶され、上記複数
のコンピュータ周辺機器と無線接続される。
【００３０】
　したがって、コンピュータにおいて、上記複数のコンピュータ周辺機器の各ドライバソ
フトを上記コンピュータにインストールする際に、上記コンピュータ周辺機器の製造番号
を入力すれば、上記コンピュータ上で、無線ＬＡＮ装置のＩＤ、暗号鍵が、各コンピュー
タ周辺機器と同様のアルゴリズムによって計算され、各コンピュータ周辺機器と接続する
際に、上記コンピュータの無線ＬＡＮ装置に、上記コンピュータ周辺機器の製造番号に基
づいて計算されたＩＤ、暗号鍵が選ばれ、設定されることによって、上記各コンピュータ
周辺機器と同じＩＤ、暗号鍵を設定することができる。
【００３１】
　また、無線ＬＡＮで接続されるプリンタやスキャナ等のコンピュータ周辺機器が複数存
在する場合、プリンタやスキャナ等のコンピュータ周辺機器では、コンピュータ周辺機器
の無線ＬＡＮ装置のＩＤ、暗号鍵は、各製造番号から計算され、各無線ＬＡＮ装置に記憶
される。
【００３２】
　一方、コンピュータ側では、プリンタやスキャナ等のコンピュータ周辺機器の各ドライ
バソフトを、上記コンピュータにインストールする際に、コンピュータ周辺機器の製造番
号を入力することによって、上記コンピュータ上で無線ＬＡＮ装置のＩＤ、暗号鍵が、各
コンピュータ周辺機器と同じアルゴリズムによって計算され、記憶される。コンピュータ
が所定の１つのコンピュータ周辺機器と接続する際には、コンピュータの無線ＬＡＮ装置
に、選ばれたコンピュータ周辺機器の製造番号に基づいて計算されたＩＤ、暗号鍵が選ば
れ、設定されることによって、選ばれたコンピュータ周辺機器と同じＩＤ、暗号鍵がコン
ピュータの無線ＬＡＮカードに設定される。上記のようにして、複数の周辺機器とパソコ
ンとが無線ＬＡＮで接続されている場合でも、各周辺機器の製造番号に基づいて計算され
たＩＤ、暗号鍵で接続できるので、アドホックモードであれば、簡単に隣家のネットワー
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クと接続されることなく、高い安全性を維持しつつ接続できる。
【実施例１】
【００３３】
　図１、図２は、本発明の実施例１である無線ＬＡＮシステム１００を示す図である。
【００３４】
　無線ＬＡＮシステム１００は、コンピュータＰＣ１、ＰＣ２と、プリンタＰｒ１、Ｐｒ
２と、コンピュータ用無線ＬＡＮカードＰＣＣ１、ＰＣＣ２と、プリンタ用無線ＬＡＮカ
ードＰｒＣ１、ＰｒＣ２とを有する。
【００３５】
　コンピュータＰＣ１は、自家コンピュータであり、コンピュータＰＣ２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。
【００３６】
　コンピュータＰＣ１は、無線ＬＡＮカードＰＣＣ１を具備し、コンピュータＰＣ２は、
無線ＬＡＮカードＰＣＣ２を具備し、プリンタＰｒ１は、無線ＬＡＮカードＰｒＣ１を具
備し、プリンタＰｒ２は、無線ＬＡＮカードＰｒＣ２を具備している。
【００３７】
　図２は、無線ＬＡＮカードＰＣＣ１、ＰＣＣ２、無線ＬＡＮカードＰｒＣ１、ＰｒＣ２
を装着する前の状態を示す図である。
【００３８】
　ここで、無線ＬＡＮカードＰＣＣ１、コンピュータＰＣＣ２、無線ＬＡＮカードＰｒＣ
１、ＰｒＣ２のそれぞれに、共通の初期ＩＤ「Ａｎｙｏｎｅ」が設定され、暗号鍵は、入
力されていないとする。
【００３９】
　図１に示す状態において、プリンタＰｒ１に、無線ＬＡＮカードＰｒＣ１が装着され、
プリンタＰｒ１に電源を初めて投入すると、プリンタＰｒ１はプリンタＰｒ１の製造番号
に基づいて、ＩＤ「ＩＤｐ１」と暗号鍵「ＫＥＹｐ１」とを計算し、この計算されたＩＤ
「ＩＤｐ１」と暗号鍵「ＫＥＹｐ１」とを、無線ＬＡＮカードＰｒＣ１に設定する。
【００４０】
　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。ユーザが入力したプリンタＰｒ１の
製造番号に基づいて、プリンタドライバは、無線ＬＡＮカードＰＣＣ１のＩＤ「ＩＤｐ１
」と暗号鍵「ＫＥＹｐ１」とを、プリンタと同様のアルゴリズムで計算し、この計算され
たＩＤ「ＩＤｐ１」と暗号鍵「ＫＥＹｐ１」とを、コンピュータＰＣ１の無線ＬＡＮカー
ドＰＣＣ１に設定する。
【００４１】
　コンピュータＰＣ１は、プリンタＰｒ１と無線接続する際には、１対１の通信でよく、
アドホックモードに設定してあれば、プリンタＰｒ１と簡単に接続される。
【００４２】
　また、上記自家のコンピュータとプリンタにおけるＩＤ「ＩＤｐ１」と暗号鍵「ＫＥＹ
ｐ１」との設定と同様に、隣家のコンピュータＰＣ２の無線ＬＡＮカードＰＣＣ２と、プ
リンタＰｒ２の無線ＬＡＮカードＰｒＣ２との間でも、ＩＤ「ＩＤｐ２」と暗号鍵「ＫＥ
Ｙｐ２」とを設定する。
【００４３】
　上記のようにして、無線ＬＡＮを設定する際に、固有のＩＤが自動的に設定されるので
、無線ＬＡＮカードの初期設定によって通信されることはない。したがって、たとえ隣家
で、無線ＬＡＮカードの初期設定のままＬＡＮを運用し、隣家の無線ＬＡＮ装置の電波が
、自家のＬＡＮ装置に届いていても、隣家のコンピュータやプリンタが、ネットワーク上
で見えないので、自家のコンピュータＰＣ１、プリンタＰｒ１が隣家のネットワークに接
続される心配がない。また、暗号鍵も自動的に設定されるので、盗聴等に関するセキュリ
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ティも容易に保つことができる。
【００４４】
　プリンタの無線ＬＡＮ装置は、プリンタに内蔵されている場合と、無線ＬＡＮカードを
プリンタに装着する場合とがあり、無線ＬＡＮ装置がプリンタに接続された後に、初めて
プリンタに電源を入れたときに、プリンタ本体に記憶されているＩＤ、暗号鍵が、無線Ｌ
ＡＮ装置に記憶されるので、無線ＬＡＮカードを装着する場合でも、その初期設定を気に
することなく、固有のＩＤ、暗号鍵を、簡単に設定することができ、自家のコンピュータ
と安全に接続することができ、隣家のネットワークに接続される心配もない。
【００４５】
　さらに、隣家のプリンタＰｒ２が、自家のプリンタＰｒ１と同一メーカの他機種である
場合、製造番号に基づいて、同じアルゴリズムで、ＩＤ、暗号鍵を計算すると、同一のＩ
Ｄ、暗号鍵とが設定される可能性がある。これを防止するには、製造番号と機種との組み
合わせに基づいて、ＩＤ、暗号鍵を計算するようにしてもよい。また、機種ごとに、互い
に異なるアルゴリズムで、ＩＤ、暗号鍵を計算するようにしてもよい。
【００４６】
　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、コンピュータの無線
ＬＡＮ装置でパッシブスキャンを行い、空いているチャネルをユーザに指示し、プリンタ
側の無線ＬＡＮ装置に設定させる。
【００４７】
　また、初期接続チャネルを予め決め、空いているチャネルを無線で指示し、自動的に設
定するようにしてもよい。
【実施例２】
【００４８】
　図３は、本発明の実施例２である無線ＬＡＮシステム２００を示す図である。
【００４９】
　無線ＬＡＮシステム２００は、１つのコンピュータが複数のコンピュータ周辺装置に接
続される場合の実施例であり、コンピュータＰＣ１と、プリンタＰｒ１と、スキャナＳｃ
１とを有する。
【００５０】
　無線ＬＡＮシステム２００において、コンピュータＰＣ１と、プリンタＰｒ１と、スキ
ャナＳｃ１とは、それぞれ無線ＬＡＮ装置を具備しているとする。
【００５１】
　プリンタＰｒ１の無線ＬＡＮ装置は、無線ＬＡＮ装置が装着された後における初めての
電源投入時に、プリンタの製造番号に基づいて計算されたＩＤ「ＩＤｐ１」と、暗号鍵「
ＫＥＹｐ１」とが、プリンタＰｒ１の無線ＬＡＮ装置に設定される。また、スキャナＳｃ
１の無線ＬＡＮ装置では、無線ＬＡＮ装置が装着された後における初めての電源投入時に
、スキャナの製造番号に基づいて計算されたＩＤ「ＩＤｓ１」、暗号鍵「ＫＥＹｓ１」が
、スキャナＳｃ１の無線ＬＡＮ装置に設定される。
【００５２】
　一方、コンピュータＰＣ１側では、プリンタＰｒ１のドライバソフトをコンピュータＰ
Ｃ１にインストールするときに、プリンタＰｒ１の製造番号を入力することによって、コ
ンピュータＰＣ１上で、無線ＬＡＮ装置のプリンタ用のＩＤ「ＩＤｐ１」、暗号鍵「ＫＥ
Ｙｐ１」が計算され、記憶される。
【００５３】
　また、スキャナＳｃ１のドライバソフトをコンピュータＰＣ１にインストールするとき
に、スキャナＳｃ１の製造番号を入力することによって、コンピュータＰＣ１上で、無線
ＬＡＮ装置のスキャナ用のＩＤ「ＩＤｓ１」、暗号鍵「ＫＥＹｓ１」を計算し、記憶され
る。
【００５４】
　コンピュータＰＣ１が、プリンタＰｒ１を使用して印刷するときに、プリンタドライバ
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が起動され、プリンタＰｒ１の製造番号に基づいて、プリンタ用のＩＤ「ＩＤｐ１」、暗
号鍵「ＫＥＹｐ１」が計算され、この計算されたプリンタ用のＩＤ「ＩＤｐ１」、暗号鍵
「ＫＥＹｐ１」が、コンピュータＰＣ１の無線ＬＡＮ装置にダウンロードされる。これに
よって、コンピュータＰＣ１の無線ＬＡＮ装置には、プリンタＰｒ１と同じＩＤや暗号鍵
が設定され、通信が可能になり、印刷することができる。
【００５５】
　次に、コンピュータＰＣ１が、スキャナＳｃ１から画像を取り込むときに、スキャナＳ
ｃ１のドライバが起動され、スキャナＳｃ１の製造番号に基づいて、スキャナ用のＩＤ「
ＩＤｓ１」、暗号鍵「ＫＥＹｓ１」が計算され、この計算されたスキャナ用のＩＤ「ＩＤ
ｓ１」、暗号鍵「ＫＥＹｓ１」が、コンピュータＰＣ１の無線ＬＡＮ装置にダウンロード
される。これによって、コンピュータＰＣ１の無線ＬＡＮ装置には、スキャナＳｃ１と同
じＩＤ、暗号鍵が設定され、スキャナＳｃ１との間で通信可能になり、スキャナＳｃ１か
ら画像を取り込むことができる。
【００５６】
　上記実施例によれば、パソコンと複数の周辺機器とが無線ＬＡＮで接続されている場合
に、各周辺機器の製造番号に基づいて、ＩＤ、暗号鍵が計算され、この計算されたＩＤ、
暗号鍵を使用して接続できるので、１対１通信であるアドホックモードが選ばれていれば
、隣家のネットワークと接続されることなく、高い安全性で接続することができる。
【００５７】
　次に、上記実施例の動作について、より具体的に説明する。
【００５８】
　図４は、上記実施例において、プリンタとコンピュータとについて、ＩＤ、暗号鍵を設
定する動作を示すフローチャートである。
【００５９】
　まず、無線ＬＡＮ装置を実装する（Ｓ１）。この無線ＬＡＮ装置のＩＤは、「Ａｎｙｏ
ｎｅ」であり、暗号鍵は設定されていないとする。次に、プリンタのシリアル番号に基づ
いて、ＩＤ「ＩＤｐ１」、暗号鍵「ＫＥＹｐ１」を計算する（Ｓ２）。そして、プリンタ
が、無線ＬＡＮ装置のＩＤ「ＩＤｐ１」、暗号鍵「ＫＥＹｐ１」を自動設定する（Ｓ３）
。
【００６０】
　一方、無線ＬＡＮ装置を実装し（Ｓ１１）、この場合におけるＩＤが、「Ａｎｙｏｎｅ
」であり、暗号鍵が設定されていないとする。そして、周辺装置のドライバをインストー
ルし（Ｓ１２）、周辺装置のシリアル番号をユーザが入力する（Ｓ１３）。
【００６１】
　次に、上記実装された周辺装置のシリアル番号に基づいて、ＩＤ「ＩＤｐ１」、暗号鍵
「ＫＥＹｐ１」を計算する（Ｓ１４）。その後、コンピュータが無線ＬＡＮ装置のＩＤ「
ＩＤｐ１」、暗号鍵「ＫＥＹｐ１」を自動設定する（Ｓ１５）。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の実施例１である無線ＬＡＮシステム１００を示す図である。
【図２】本発明の実施例１である無線ＬＡＮシステム１００を示す図である。
【図３】本発明の実施例２である無線ＬＡＮシステム２００を示す図である。
【図４】上記実施例において、プリンタとコンピュータとについて、ＩＤ、暗号鍵を設定
する動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６３】
　１００、２００…無線ＬＡＮシステム、
　ＰＣ１、ＰＣ２…パソコン、
　Ｐｒ１、Ｐｒ２…プリンタ、
　ＰＣＣ１、ＰＣＣ２…パソコン用無線ＬＡＮカード、
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　ＰｒＣ１、ＰｒＣ２…プリンタ用無線ＬＡＮカード、
　Ｓｃ１…スキャナ。

【図１】

【図２】

【図３】
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