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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを再生するコンテンツ再生部と、
　前記コンテンツ再生部が再生している前記コンテンツデータを他の通信装置に送信する
送信コンテンツデータとして指定するコンテンツ指定部と、
　前記他の通信装置に無線通信を介してアクセスするためのアクセス情報及び前記無線通
信を行うための設定情報を、前記他の通信装置から近距離通信により受信する近距離通信
部と、
　前記コンテンツ指定部により指定された前記コンテンツデータを前記アクセス情報に基
づき、前記設定情報に基づいた前記無線通信を介して前記他の通信装置に送信する無線通
信部と、
を備える、通信装置。
【請求項２】
　前記コンテンツデータの再生位置の情報を前記他の通信装置に送信する、請求項１に記
載の通信装置。
【請求項３】
　前記再生位置の情報を前記コンテンツデータとともに前記他の通信装置に送信する、請
求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記設定情報は鍵情報を含む、請求項１に記載の通信装置。
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【請求項５】
　前記コンテンツデータは、音楽コンテンツのコンテンツデータである、請求項１～４の
いずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
　前記コンテンツデータは、音声コンテンツ、映像コンテンツ、電子図書、ゲーム、ソフ
トウェアまたは撮影された画像コンテンツのコンテンツデータである、請求項１～４のい
ずれかに記載の通信装置。
【請求項７】
　コンテンツデータを再生するコンテンツ再生ステップと、
　前記コンテンツ再生ステップで再生されている前記コンテンツデータを他の通信装置に
送信する送信コンテンツデータとして指定するコンテンツ指定ステップと、
　前記他の通信装置に無線通信を介してアクセスするためのアクセス情報及び前記無線通
信を行うための設定情報を、前記他の通信装置から近距離通信により受信する近距離通信
ステップと、
　前記コンテンツ指定ステップにより指定された前記コンテンツデータを前記アクセス情
報に基づき、前記設定情報に基づいた前記無線通信を介して前記他の通信装置に送信する
無線通信ステップと、
を備える、通信方法。
【請求項８】
　コンピュータに、
　コンテンツデータを再生するコンテンツ再生ステップと、
　前記コンテンツ再生ステップで再生されている前記コンテンツデータを他の通信装置に
送信する送信コンテンツデータとして指定するコンテンツ指定ステップと、
　前記他の通信装置に無線通信を介してアクセスするためのアクセス情報及び前記無線通
信を行うための設定情報を、前記他の通信装置から近距離通信により受信する近距離通信
ステップと、
　前記コンテンツ指定ステップにより指定された前記コンテンツデータを前記アクセス情
報に基づき、前記設定情報に基づいた前記無線通信を介して前記他の通信装置に送信する
無線通信ステップと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
【請求項９】
　他の通信装置が無線通信を介して自装置にアクセスするためのアクセス情報及び前記無
線通信を行うための設定情報を、前記他の通信装置に近距離通信により送信する近距離通
信部と、
　前記他の通信装置が再生しているコンテンツデータ及び前記コンテンツデータの再生位
置の情報を、前記アクセス情報に基づき、前記設定情報に基づいた前記無線通信を介して
前記他の通信装置から受信する無線通信部と、
を備える、通信装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツデータを再生するコンテンツ再生部をさらに備え、
　前記無線通信部は、前記コンテンツ再生部が再生する前記コンテンツデータの前記再生
位置の情報を前記他の通信装置から受信する、請求項９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記無線通信部は、前記再生位置の情報を前記コンテンツデータとともに前記他の通信
装置から受信する、請求項１０に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記コンテンツ再生部は、前記コンテンツデータを、前記無線通信部が受信した前記再
生位置の情報に対応する位置から再生する、請求項１０または１１に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記設定情報は鍵情報を含む、請求項９に記載の通信装置。
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【請求項１４】
　前記コンテンツデータは、音楽コンテンツのコンテンツデータである、請求項９～１３
のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１５】
　前記コンテンツデータは、音声コンテンツ、映像コンテンツ、電子図書、ゲーム、ソフ
トウェアまたは撮影された画像コンテンツのコンテンツデータである、請求項９～１４の
いずれかに記載の通信装置。
【請求項１６】
　他の通信装置が無線通信を介して自装置にアクセスするためのアクセス情報及び前記無
線通信を行うための設定情報を、前記他の通信装置に近距離通信により送信する近距離通
信ステップと、
　前記他の通信装置が再生しているコンテンツデータ及び前記コンテンツデータの再生位
置の情報を、前記アクセス情報に基づき、前記設定情報に基づいた前記無線通信を介して
前記他の通信装置から受信する無線通信ステップと、
を備える、通信方法。
【請求項１７】
　コンピュータに、
　他の通信装置が無線通信を介して自装置にアクセスするためのアクセス情報及び前記無
線通信を行うための設定情報を、前記他の通信装置に近距離通信により送信する近距離通
信ステップと、
　前記他の通信装置が再生しているコンテンツデータ及び前記コンテンツデータの再生位
置の情報を、前記アクセス情報に基づき、前記設定情報に基づいた前記無線通信を介して
前記他の通信装置から受信する無線通信ステップと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
【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、通信装置、設定情報提供方法、設定情報取得方法、およ
びコンピュータプログラムに関する。詳細には、アクセスポイントを介して無線通信を行
う無線通信システムにおいて、アクセスポイントへのアクセスに必要な設定情報を通信装
置が簡単に取得し、迅速に無線通信を開始することの可能な無線通信システム、その無線
通信システムに用いられる通信装置、設定情報提供方法、設定情報取得方法、およびコン
ピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の通信装置同士がアクセスポイントを介して無線通信を行う無線通信システムでは
、アクセスポイントにアクセスするために必要な設定情報を各通信装置が有している。設
定情報には、例えばアクセスポイントのＩＤや鍵情報などが含まれる。従来、通信装置に
設定情報を新規に登録する場合や、アクセスポイントの変更に伴い設定情報を更新する場
合などには、ユーザが手動で設定情報を入力しなくてはならなかった。
【０００３】
　そこで、非接触インタフェースを利用して通信機器の設定を簡単にする方法が提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。上記文献に記載の方法では、非接触ＩＣカードが携
帯電話に備えられている。携帯電話は、非接触ＩＣカードを用いた近距離の無線通信を用
いて、携帯電話が備える非接触ＩＣカードのカードＩＤと、携帯電話がブルートゥースに
より通信したい相手のブルートゥースデバイス名とを、ブルートゥース通信のマスタ制御
装置であるパーソナルコンピュータに送信し、パーソナルコンピュータに通信相手を特定
させる。このような方法によれば、ユーザが手動でデバイス名等を入力しなくてもよく、
携帯電話による無線通信を簡単に行わせることができる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３２２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記方法では、アクセスポイントと近距離の無線通信が可能な距離範囲内に通
信装置を移動させなくてはならない。そのため、アクセスポイントが屋根裏などのような
ユーザの手の届き難い場所に設置されている場合には、ユーザに不便を強いるという問題
があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは
、アクセスポイントを介して無線通信を行う無線通信システムにおいて、アクセスポイン
トへのアクセスに必要な設定情報を通信装置が簡単に取得し、迅速に無線通信を開始する
ことの可能な無線通信システム、通信装置、設定情報提供方法、設定情報取得方法、およ
びコンピュータプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、アクセスポイントを介した無
線通信を行う親側通信装置および子側通信装置を含む無線通信システムが提供される。上
記無線通信システムにおいて、親側通信装置は、アクセスポイントへのアクセスに必要な
設定情報を記憶する親側設定情報記憶部と；親側設定情報記憶部に記憶された設定情報を
用いてアクセスポイントを介した無線通信を行う親側無線通信部と；子側通信装置との間
で近距離無線通信を行う親側近距離通信部と；親側近距離通信部を介して、子側通信装置
から、設定情報の取得を要求する設定情報取得要求を受信し、それに応じて、親側設定情
報記憶部に記憶されている設定情報を子側通信装置に送信する設定情報転送部と；を備え
る。子側通信装置は、親側通信装置との間で近距離無線通信を行う子側近距離通信部と；
設定情報取得要求を、子側近距離通信部を介して親側通信装置に送信し、親側通信装置か
ら設定情報を子側近距離通信部を介して受信する設定情報取得部と；設定情報取得部が取
得した設定情報を記憶する子側設定情報記憶部と；子側設定情報記憶部に記憶された設定
情報を用いてアクセスポイントを介した無線通信を行う子側無線通信部と；を備える。
【０００８】
　上記発明によれば、アクセスポイントへのアクセスに必要な設定情報を未だ保有してい
ない子側通信装置は、アクセス情報を既に保有している親側通信装置から近距離無線通信
により取得することができる。従って、ユーザが手動で子側通信装置に設定情報を入力す
る必要はなく、また、直接アクセスポイントから設定情報を取得する必要もなく、ユーザ
は子側通信装置を親側通信装置と近距離無線通信が可能な場所に移動させるだけで、子側
通信装置に設定情報を自動で取得させ、アクセスポイントを介した無線通信が可能な状態
にさせることができる。
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、アクセスポイントを介した無
線通信を行う通信装置において：アクセスポイントへのアクセスに必要な設定情報を記憶
する設定情報記憶部と；設定情報記憶部に記憶された設定情報を用いてアクセスポイント
を介した無線通信を行う無線通信部と；他の通信装置との間で近距離無線通信を行う近距
離通信部と；近距離通信部を介して、他の通信装置から、設定情報の取得を要求する設定
情報取得要求を受信し、それに応じて、設定情報記憶部に記憶されている設定情報を他の
通信装置に送信する設定情報転送部と；を備えることを特徴とする通信装置が提供される
。
【００１０】
　上記発明によれば、通信装置は、設定情報を保有していない他の通信装置に、自己が保
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有している設定情報を近距離無線通信により送信することができる。そのため、ユーザは
、既に設定情報を保有している通信装置を、未だ設定情報を保有していない通信装置に近
づけるだけで、設定情報を転送させることができる。つまり、上記発明による通信装置が
ひとつでもあれば、ユーザは他の通信装置を簡便にアクセスポイントを介した無線通信が
可能な状態にさせることができる。
【００１１】
　上記通信装置は、コンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶部と；設定情報転送部が
設定情報を送信した他の通信装置から、該他の通信装置へのアクセスポイントを介したア
クセスに必要なアクセス情報を近距離通信部を介して受信するアクセス情報取得部と；無
線通信部を介して、アクセス情報により特定される他の通信装置にアクセスし、コンテン
ツ記憶部に記憶されているコンテンツデータを送信するコンテンツ転送部と；をさらに備
えていてもよい。かかる構成によれば、通信装置は、近距離無線通信により設定情報を送
信した他の通信装置に、アクセスポイントを介した無線通信によりコンテンツデータを送
信することができる。一般に、近距離無線通信よりもアクセスポイントを介した無線通信
の方が通信速度が速いため、コンテンツデータのデータサイズが大きい場合であっても、
そのコンテンツデータをアクセスポイントを介した無線通信によりに転送することで、上
記通信装置は他の通信装置にコンテンツデータを効率よく転送することができる。
【００１２】
　上記近距離通信部は、非接触ＩＣカードに対してデータの読み書きを行うリーダライタ
を含んで構成されてもよい。また、上記近距離通信部は、具体的には例えば、近距離無線
規格（ＮＦＣ：Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）を利用した双方向
近距離無線通信を行うようにしてもよい。
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータに上記の通信装
置として機能させるコンピュータプログラムが提供される。コンピュータプログラムは、
コンピュータが備える記憶部に格納され、コンピュータが備えるＣＰＵに読み込まれて実
行されることにより、そのコンピュータを上記の通信装置として機能させる。また、コン
ピュータプログラムが記録された、コンピュータで読み取り可能な記録媒体も提供される
。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスクなどである。
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、アクセスポイントへのアクセ
スに必要な設定情報を用いてアクセスポイントを介した無線通信を行う無線通信部と、他
の通信装置との間で近距離無線通信を行う近距離通信部と、を備えた通信装置による設定
情報提供方法において；他の通信装置から、設定情報の取得を要求する設定情報取得要求
を近距離通信部を介して受信する設定情報取得要求受信ステップと；設定情報取得要求に
応じて、設定情報を近距離通信部を介して他の通信装置に送信する設定情報転送ステップ
と；を含むことを特徴とする設定情報提供方法が提供される。設定情報転送ステップによ
り転送される設定情報は、設定情報が記憶されている設定情報記憶部から読み出された設
定情報であってもよい。
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、アクセスポイントを介した無
線通信を行う通信装置において：他の通信装置との間で近距離無線通信を行う近距離通信
部と；近距離通信部を介して、アクセスポイントへのアクセスに必要な設定情報の取得を
要求する設定情報取得要求を他の通信装置に送信し、他の通信装置から設定情報を受信す
る設定情報取得部と；設定情報取得部が取得した設定情報を記憶する設定情報記憶部と；
設定情報記憶部に記憶された設定情報を用いてアクセスポイントを介した無線通信を行う
無線通信部と；を備えることを特徴とする通信装置が提供される。
【００１６】
　上記発明によれば、設定情報を未だ保有していない通信装置は、設定情報を既に保有し
ていない他の通信装置から、その設定情報を近距離無線通信により受信することができる
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。そのため、ユーザは、未だ設定情報を保有していない通信装置を、既に設定情報を保有
している通信装置に近づけるだけで、設定情報を転送させることができる。つまり、ユー
ザは、既に設定情報を保有している他の通信装置に上記発明による通信装置を近づけると
いう簡単な操作により、その通信装置をアクセスポイントを介した無線通信が可能な状態
にさせることができる。
【００１７】
　上記通信装置は、コンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と；設定情報取得部が取得し
た設定情報の送信元である他の通信装置から、該他の通信装置へのアクセスポイントを介
したアクセスに必要なアクセス情報を近距離通信部を介して受信するアクセス情報取得部
と；無線通信部を介して、アクセス情報により特定される他の通信装置にアクセスし、コ
ンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツデータを送信するコンテンツ転送部と；をさ
らに備えていてもよい。かかる構成によれば、通信装置は、近距離無線通信により受信し
た設定情報の送信元である他の通信装置に、アクセスポイントを介した無線通信によりコ
ンテンツデータを送信することができる。つまり、ユーザは、既に設定情報を保有してい
る他の通信装置に上記発明による通信装置を近づけるという簡単な操作により、その通信
装置をアクセスポイントを介した無線通信が可能な状態にさせ、かつ、近づけた通信装置
にコンテンツを転送させることができる。
【００１８】
　上記通信装置は、コンテンツ転送部により転送されるコンテンツをコンテンツ記憶部か
ら選択する転送コンテンツ選択部をさらに備えていてもよい。かかる構成によれば、コン
テンツ記憶部に複数のコンテンツが記憶されている場合に、他の通信装置に転送させるコ
ンテンツを任意に選択することができる。
【００１９】
　上記通信装置は、コンテンツを再生するコンテンツ再生部を備えていてもよく、その場
合、上記転送コンテンツ選択部は、コンテンツを選択する際にコンテンツ再生部により再
生されているコンテンツがある場合に、該コンテンツをコンテンツ転送部により転送され
るコンテンツとして選択するようにしてもよい。かかる構成によれば、通信装置は、ユー
ザにより転送対象のコンテンツを明示的に指定されなくても、再生中のコンテンツを自動
的に再生対象として指定し、他の通信装置に送信することができる。
【００２０】
　上記コンテンツ転送部は、コンテンツ再生部により再生されているコンテンツを転送さ
れるコンテンツとして選択された場合に、コンテンツ再生部により再生されているコンテ
ンツの再生位置の情報をコンテンツデータとともに他の通信装置に送信するようにしても
よい。再生位置の情報は、再生されているコンテンツがどこまで再生されたかを識別する
ための情報であり、例えば、コンテンツ再生開始からの経過時間などである。かかる構成
によれば、コンテンツデータおよび再生位置の情報の送信先である他の通信装置において
、再生位置の情報に従って、途中からコンテンツデータを再生することを可能にする。つ
まり、上記発明にかかる通信装置においてコンテンツデータが再生されていた場合、コン
テンツデータの転送先である他の通信装置において、その続きからコンテンツデータを再
生することができる。
【００２１】
　上記近距離通信部は、非接触ＩＣカード機能を実行する非接触ＩＣカード機能実行部を
含んで構成されてもよい。非接触ＩＣカード機能は、リーダライタとの間で非接触の近距
離通信を行いデータを送受信する機能を含む。非接触ＩＣカード機能実行部は、非接触Ｉ
Ｃカードとして実現されていてもよいが、カード形状に限定されるものではない。
【００２２】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータに上記の通信装
置として機能させるコンピュータプログラムが提供される。
【００２３】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、アクセスポイントへのアクセ
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スに必要な設定情報を用いてアクセスポイントを介した無線通信を行う無線通信部と、他
の通信装置との間で近距離無線通信を行う近距離通信部と、を備えた通信装置による設定
情報取得方法において；設定情報の取得を要求する設定情報取得要求を、近距離通信部を
介して他の通信装置に送信する設定情報取得要求送信ステップと；他の通信装置から設定
情報を近距離通信部を介して受信する設定情報取得ステップと；を含むことを特徴とする
設定情報取得方法が提供される。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、アクセスポイントを介して無線通信を行う無線通
信システムにおいて、アクセスポイントへのアクセスに必要な設定情報を通信装置が簡単
に取得し、迅速に無線通信を開始することの可能な無線通信システム、通信装置、設定情
報提供方法、設定情報取得方法、およびコンピュータプログラムを提供できるものである
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる無線通信システムの全体構成を示す説明図であ
る。
【図２】同実施の形態におけるアクセスポイント、親側通信装置、子側通信装置の機能構
成を示すブロック図である。
【図３】同実施の形態における設定情報を示す説明図である。
【図４】同実施の形態におけるデータの流れを示すタイミングチャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態にかかるアクセスポイント、親側通信装置、子側通信装
置の機能構成を示すブロック図である。
【図６】同実施の形態におけるデータの流れを示すタイミングチャートである。
【図７】同実施の形態における子側通信装置の情報処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図８】同実施の形態における親側通信装置の情報処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図９】本発明の第３の実施形態にかかるアクセスポイント、親側通信装置、子側通信装
置の機能構成を示すブロック図である。
【図１０】同実施の形態におけるデータの流れを示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２７】
　以下の実施形態では、複数の通信装置がアクセスポイントを介して無線通信を行う無線
通信システムにおいて、アクセスポイントへのアクセスに必要な設定情報を未だ保持して
いない通信装置に、既に設定情報を保持している通信装置からその設定情報を転送するこ
とにより設定情報を取得させる。既に設定情報を保持している通信装置からその設定情報
を他の通信装置に転送するようにすれば、通信装置は、ユーザにより手動で設定情報を入
力される必要も、アクセスポイントから直接設定情報を取得する必要もない。以下、実施
形態について詳細に説明する。
【００２８】
（第１実施形態）
　第１実施形態では、本発明にかかる無線通信システムを、アクセスポイント１０２を介
した無線通信が可能な親側通信装置１０４および子側通信装置１０６を含む無線通信シス
テム１００に適用して説明する。
【００２９】
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＜無線通信システム１００の全体構成＞
　まず、図１に基づいて、本実施形態にかかる無線通信システム１００の全体構成につい
て説明する。無線通信システム１００は、アクセスポイント１０２、親側通信装置１０４
、子側通信装置１０６を含んで構成される。なお、図中では通信装置は親側通信装置１０
４、子側通信装置１０６の２つであるが、より多くの通信装置を含んでもよい。
【００３０】
　アクセスポイント１０２は、無線通信システム１００において各通信装置間の無線通信
を中継する機能を有する。詳細には、アクセスポイント１０２は無線ＬＡＮアクセスポイ
ントであり、ＩＥＥＥ８０２．１１諸規格に準拠した無線通信装置である通信装置１０４
、１０６等により構成される無線ＬＡＮにおいて、各通信装置間の電波を中継して通信装
置間の通信を遂行させる役割を担う。アクセスポイント１０２は、有線ＬＡＮとの接続機
能を有していてもよい。アクセスポイント１０２には、ネットワークを識別するためのＥ
ＳＳＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）が付与
されている。アクセスポイント１０２は、自己に付与されているＥＳＳＩＤと同じＥＳＳ
ＩＤを持つ通信装置とのみ通信を行う。
【００３１】
　また、アクセスポイント１０２は、ＷＥＰ（Ｗｉｒｅｄ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒ
ｉｖａｃｙ）鍵を保有している。このＷＥＰ鍵は、アクセスポイント１０２により通信を
中継される各通信装置に配布され、各通信装置は、通信するデータをそのＷＥＰ鍵を用い
て暗号化、復号化する。つまり、各通信装置は、アクセスポイント１０２にアクセスする
ためにＥＳＳＩＤを必要とし、アクセスポイント１０２を介して他の通信装置と無線通信
を行うためにＷＥＰ鍵を必要とする。そこで本実施形態では、通信装置がアクセスポイン
ト１０２にアクセスするために必要な設定情報には、ＥＳＳＩＤとＷＥＰ鍵が少なくとも
含まれる。
【００３２】
　通信装置１０４、１０６は、アクセスポイント１０２を介した無線通信を行うことが可
能なコンピュータである。詳細には、通信装置１０４、１０６は、ＩＥＥＥ８０２．１１
諸規格に準拠した無線ＬＡＮアダプタを備えており、アクセスポイント１０２に付与され
たＥＳＳＩＤと同一のＩＤがその無線ＬＡＮアダプタに設定されることにより、アクセス
ポイント１０２を介して自己と同じＥＳＳＩＤを持つ通信装置と無線通信することができ
る。
【００３３】
　また、各通信装置は、アクセスポイント１０２が保有しているＷＥＰ鍵と同様のＷＥＰ
鍵を持つことにより、そのＷＥＰ鍵で通信するデータを暗号化、復号化することができる
。つまり、各通信装置は、設定情報を保有することにより、アクセスポイント１０２を介
して他の通信装置と無線通信を行い、データを送受信することができる。本実施形態では
、各通信装置の機能に鑑み、通信装置１０４を親側通信装置１０４と称し、通信装置１０
６を子側通信装置１０６と称する。
【００３４】
　親側通信装置１０４は、既に設定情報を保有しており、その設定情報を子側通信装置１
０６に提供する機能を有する。子側通信装置１０６は、未だ設定情報を保有しておらず、
親側通信装置１０４から設定情報を取得する機能を有する。親側通信装置１０４と子側通
信装置１０６との間での設定情報の送受信は、近距離無線通信を用いて行われる。近距離
無線通信は、例えば近距離無線規格（ＮＦＣ：Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ）を利用した非接触な通信とすることができる。ＮＦＣは、その利用範囲が１
０ｃｍ程度と狭いので、ハンドアクションにより通信相手を限定する等セキュリティに優
れている。
【００３５】
　詳細には、例えば、子側通信装置１０６に、非接触ＩＣカード機能を実行する非接触Ｉ
Ｃカード機能実行部の一例である非接触ＩＣチップが内蔵されており、親側通信装置１０
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４には、子側通信装置１０６の非接触ＩＣチップと通信するリーダライタが備えられてい
る。その場合、親側通信装置１０４と子側通信装置１０６との間の距離をＮＦＣの利用範
囲内にすると、親側通信装置１０４のリーダライタと子側通信装置１０６のＩＣチップと
の間で通信が行われ、設定情報が送受信される。
【００３６】
　なお、親側通信装置１０４が保有している設定情報は、親側通信装置１０４がアクセス
ポイント１０２から直接取得したものであってもよいし、また、親側通信装置１０４が他
の通信装置から近距離無線通信により取得したものであってもよい。その場合、設定情報
の取得元である他の通信装置との関係では、親側通信装置１０４は子側の通信装置となる
。また、同様に、子側通信装置１０６は、親側通信装置１０４から設定情報を取得した後
、さらに他の通信装置にその設定情報を近距離無線通信により送信することができてもよ
い。その場合、設定情報の送信先である他の通信装置との関係では、子側通信装置１０６
は親側の通信装置となる。つまり、無線通信システム１００に属する各通信装置は、親側
通信装置としての機能と子側通信装置としての機能を兼ね備えることができる。
【００３７】
　親側通信装置１０４、子側通信装置１０６は、アクセスポイント１０２を介した無線通
信機能と、近距離無線通信機能とを兼ね備えたコンピュータであり、具体的には、パーソ
ナルコンピュータ、テレビ、カメラ、音楽プレーヤ、ゲーム機器、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などを例示することができる。
【００３８】
　以上、無線通信システム１００の全体構成について説明した。次に、図２に基づいて、
アクセスポイント１０２、親側無線通信装置１０４、および子側無線通信装置１０６の機
能構成について説明する。
【００３９】
＜アクセスポイント１０２の機能構成＞
　アクセスポイント１０２は、設定情報格納部１１２、設定情報送信部１１４、および無
線通信中継部１１６などを主に備える。設定情報格納部１１２には、設定情報が格納され
ている。詳細には、設定情報格納部１１２には、アクセスポイント１０２に付与されてい
るＥＳＳＩＤと、ＷＥＰ鍵を含む設定情報が格納されている。図３に設定情報の一例を示
した。図３に示したように、設定情報１１２０には、アクセスポイント１０２の名前と、
ＳＳＩＤ（ＥＳＳＩＤ）と、ＷＥＰ鍵などが含まれている。
【００４０】
　設定情報送信部１１４は、設定情報格納部１１２に格納されている設定情報を通信装置
に送信する。本実施形態では、設定情報送信部１１４は、親側通信装置１０４に、近距離
無線通信により設定情報を送信する。なお、アクセスポイント１０２と親側通信装置１０
４は有線の通信回線により接続されていてもよく、その場合、設定情報送信部１１４は有
線通信により設定情報を親側通信装置１０４に送信してもよい。
【００４１】
　無線通信中継部１１６は、親側通信装置１０４と子側通信装置１０６との間の無線通信
を中継する。詳細には、無線通信中継部１１６は、設定情報格納部１１２に格納されてい
る設定情報に含まれるＥＳＳＩＤと同一のＩＤを持つ通信装置間の通信を中継し、親側通
信装置１０４および子側通信装置１０６の双方がそのＥＳＳＩＤを保有している場合にの
み、両者間の無線通信を中継する。
【００４２】
＜親側通信装置１０４の機能構成＞
　親側通信装置１０４は、設定情報受信部１２２、親側無線通信部１２４、親側設定情報
記憶部１２６、設定情報転送部１２８、および親側近距離通信部１３０などを主に備える
。
【００４３】
　設定情報受信部１２２は、アクセスポイント１０２から設定情報を受信する。詳細には
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、設定情報受信部１２２は、アクセスポイント１０２が近距離通信機能を備えている場合
には、親側近距離通信部１３０を介して近距離無線通信によりアクセスポイント１０２か
ら設定情報を取得する。また、親側通信装置１０４とアクセスポイント１０２が有線の通
信回線網で接続されている場合には、有線通信により設定情報を取得する。設定情報受信
部１２２は、受信した設定情報を親側設定情報記憶部１２６に格納する。
【００４４】
　親側設定情報記憶部１２６は、設定情報を記憶している。詳細には、親側設定情報記憶
部１２６は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄａｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ
　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等のメモリを含んで構成され、設定情報受信部１２２から取得
した設定情報を記憶している。
【００４５】
　親側無線通信部１２４は、アクセスポイント１０２を介して他の通信装置と無線通信を
行う。詳細には、親側無線通信部１２４は、ＩＥＥＥ８０２．１１諸規格に準拠した無線
ＬＡＮアダプタを含んで構成され、親側設定情報記憶部１２６に記憶されている設定情報
を用いて無線通信を行う。つまり、親側無線通信部１２４は、設定情報に含まれるＥＳＳ
ＩＤを含むデータを電波により送出し、そのＥＳＳＩＤと同じＩＤを持つアクセスポイン
ト１０２に電波を中継されることにより、同じＥＳＳＩＤを持つ他の通信装置にデータを
送信する。また、親側無線通信部１２４は、他の通信装置から送信されたデータをアクセ
スポイント１０２を介して受信する。データの送受信の際、親側無線通信部１２４は、設
定情報に含まれるＷＥＰ鍵を用いて送信するデータの暗号化、受信したデータの復号化を
行う。
【００４６】
　親側近距離通信部１３０は、子側通信装置１０６と近距離無線通信を行う。詳細には、
親側近距離通信部１３０は、ＮＦＣに準拠した非接触ＩＣチップとの間で通信を行うリー
ダライタを含んで構成され、子側通信装置１０６が備える非接触ＩＣチップとの間でデー
タの送受信を行う。なお、本実施形態では、親側近距離通信部１３０はリーダライタを含
んで構成されるが、本発明はかかる例には限定されない。例えば、親側近距離通信部１３
０が非接触ＩＣチップを含んで構成され、子側通信装置１０６がリーダライタを備えてい
てもよい。また、親側通信装置１０４と子側通信装置１０６が各々、リーダライタと非接
触ＩＣチップの双方を備えていてもよい。
【００４７】
　設定情報転送部１２８は、親側設定情報記憶部１２６に記憶される設定情報を、親側近
距離通信部１３０を介して子側通信装置１０６に送信する。詳細には、設定情報転送部１
２８は、親側近距離通信部１３０を介して、子側通信装置１０６から設定情報の取得を要
求する設定情報取得要求を受信し、その設定情報取得要求に応じて、親側設定情報記憶部
１２６から設定情報を読み出し、読み出した設定情報を子側通信装置１０６に送信する。
【００４８】
＜子側通信装置１０６の機能構成＞
　子側通信装置１０６は、子側無線通信部１４２、子側設定情報記憶部１４４、子側近距
離通信部１４６、および設定情報取得部１４８などを主に備える。
【００４９】
　子側無線通信部１４２は、親側無線通信部１２４と同様に、アクセスポイント１０２を
介して他の通信装置と無線通信を行う。詳細には、子側無線通信部１４２は、ＩＥＥＥ８
０２．１１諸規格に準拠した無線ＬＡＮアダプタを含んで構成され、子側設定情報記憶部
１４４に記憶されている設定情報を用いて無線通信を行う。つまり、子側無線通信部１４
２は、設定情報に含まれるＥＳＳＩＤを含むデータを電波により送出し、そのＥＳＳＩＤ
と同じＩＤを持つアクセスポイント１０２に電波を中継されることにより、同じＥＳＳＩ
Ｄを持つ他の通信装置にデータを送信する。また、子側無線通信部１４２は、他の通信装
置から送信されたデータをアクセスポイント１０２を介して受信する。データの送受信の
際、子側無線通信部１４２は、設定情報に含まれるＷＥＰ鍵を用いて送信するデータの暗



(11) JP 5837462 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

号化、受信したデータの復号化を行う。
【００５０】
　子側設定情報記憶部１４４は、設定情報を記憶している。子側設定情報記憶部１４４に
記憶される設定情報は、設定情報取得部１４８によって親側通信装置１０４から取得され
る。
【００５１】
　子側近距離通信部１４６は、親側通信装置１０４と近距離無線通信を行う。詳細には、
子側近距離通信部１４６は、ＮＦＣに準拠した非接触ＩＣチップを含んで構成され、親側
通信装置１０４が備えるリーダライタとの間でデータの送受信を行う。ＮＦＣに準拠した
非接触ＩＣチップの具体例として、フェリカ（登録商標）チップを挙げることができる。
【００５２】
　設定情報取得部１４８は、子側近距離通信部１４６を介して、親側通信装置１０４から
設定情報を取得する。詳細には、設定情報取得部１４８は、子側近距離通信部１４６を介
して、設定情報の取得を要求する設定情報取得要求を親側通信装置１０４に送信し、設定
情報を受信する。設定情報取得部１４８は、取得した設定情報を子側設定情報記憶部１４
４に格納する。
【００５３】
　以上、アクセスポイント１０２、親側無線通信装置１０４、および子側無線通信装置１
０６の機能構成について説明した。次に、図４に基づいて、無線通信システム１００にお
いて、子側通信装置１０６が親側通信装置１０４から設定情報を取得する際のデータの流
れについて説明する。
【００５４】
＜無線通信システム１００におけるデータの流れ＞
　図４に示すように、まず、親側通信装置１０４と子側通信装置１０６との間で近距離無
線通信が開始される（Ｓ１０２）。詳細には、例えば子側通信装置１０６が親側通信装置
１０４に翳されるなどして、子側通信装置１０６と親側通信装置１０４との距離が近距離
無線通信が可能な範囲内になった場合に、双方の近距離通信部により近距離無線通信が開
始される。
【００５５】
　次に、子側通信装置１０６が、親側通信装置１０４に、近距離無線通信により、設定情
報取得要求を送信する（Ｓ１０４）。親側通信装置１０４は、設定情報取得要求を受信す
ると、それに応じて、自己が保有している設定情報を近距離無線通信により子側通信装置
１０６に送信する（Ｓ１０６）。子側通信装置１０６は、設定情報を受信すると、その設
定情報を用いて、アクセスポイント１０２を介した無線通信を行う。詳細には、子側通信
装置１０６は、取得した設定情報に含まれるＥＳＳＩＤを含むデータを電波により送出し
、同じＥＳＳＩＤを持つアクセスポイント１０２にその電波を中継してもらい、同じＥＳ
ＳＩＤを持つ他の通信装置にデータを送信する。また、その際に、設定情報に含まれるＷ
ＥＰ鍵によりデータを暗号化する。
【００５６】
　例えば、子側通信装置１０６が親側通信装置１０４と無線通信を行いたい場合には、子
側通信装置１０６は親側通信装置１０４にアクセスポイント１０２を介して接続要求を送
信する（Ｓ１０８）。子側通信装置１０６が送信した接続要求に対して、親側通信装置１
０４が同様にアクセスポイント１０２を介して接続応答を返す（Ｓ１１０）ことにより、
子側通信装置１０６と親側通信装置１０４との間での、アクセスポイント１０２を介した
無線通信が開始される（Ｓ１１２）。以上、データの流れについて説明した。
【００５７】
　上述のように、第１実施形態にかかる無線通信システム１００によれば、子側通信装置
１０６が近距離無線通信により親側通信装置１０４から設定情報を取得するので、子側通
信装置１０６のユーザは、子側通信装置１０６を親側通信装置１０４と近距離無線通信が
可能な範囲内に移動させて設定情報を取得させ、その後、アクセスポイント１０２を介し
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た無線通信を行わせることができる。つまり、子側通信装置１０６は、既に設定情報を保
有している他の通信装置（親側通信装置１０４）から設定情報を取得できるため、従来の
ようにアクセスポイント１０２から直接設定情報を取得しなくてもよく、また、ユーザに
よる設定情報の手入力も必要ない。
【００５８】
　さらに、子側通信装置１０６と親側通信装置１０４との間での設定情報の送受信は近距
離無線通信により行われるため、ユーザは子側通信装置１０６を親側通信装置１０４に例
えば翳すだけで、子側通信装置１０６をアクセスポイント１０２を介した無線通信を実施
可能な状態にすることができ、簡便である。
【００５９】
（第２実施形態）
　第２実施形態では、本発明にかかる無線通信システムを、アクセスポイント１０２を介
した無線通信が可能な親側通信装置２０４および子側通信装置２０６を含む無線通信シス
テム２００に適用して説明する。本実施形態では、子側通信装置２０６が、アクセスポイ
ント１０２へのアクセスに必要な設定情報を親側通信装置２０４から近距離無線通信によ
り取得する点では、第１実施形態と同様である。本実施形態では、さらに、子側通信装置
２０６が、設定情報を取得した親側通信装置２０４を、アクセスポイント１０２を介した
無線通信の通信相手として特定し、データを送信する点で第１実施形態と異なる。以下、
第１実施形態との相違点を中心に説明する。
【００６０】
＜無線通信システム２００の全体構成＞
　まず、図５に基づいて、第２実施形態にかかる無線通信システム２００の全体構成につ
いて説明する。図示のように無線通信システム２００は、アクセスポイント１０２と、親
側通信装置２０４と、子側通信装置２０６を含んで構成される。第１実施形態と同様に、
親側通信装置２０４と子側通信装置２０６とは、近距離無線通信を行う。また、親側通信
装置２０４と子側通信装置２０６は、設定情報を用いてアクセスポイント１０２を介した
無線通信を行うことができる。
【００６１】
　親側通信装置２０４は、既に設定情報を保有しており、子側通信装置２０６に設定情報
を転送することができる。子側通信装置２０６は、親側通信装置２０４から設定情報を取
得することができ、設定情報の取得後、アクセスポイント１０２を介した無線通信を行う
ことができる。また、子側通信装置２０６は、アクセスポイント１０２を介した無線通信
により親側通信装置２０４と通信するために必要なアクセス情報を親側通信装置２０４か
ら近距離無線通信により取得し、取得したアクセス情報を用いて、アクセスポイント１０
２を介して親側通信装置２０４にアクセスすることができる。
【００６２】
　本実施形態では、子側通信装置２０６を、アクセスポイント１０２を介した無線通信機
能と近距離通信機能とを兼ね備えたデジタルカメラとする。また、親側通信装置２０４を
、アクセスポイント１０２を介した無線通信機能と近距離通信機能とを兼ね備え、画像コ
ンテンツを出力する表示装置を備えたパーソナルコンピュータとする。そして、親側通信
装置２０４と子側通信装置２０６との間で近距離無線通信により設定情報およびアクセス
情報を送受信した後、アクセスポイント１０２を介した無線通信により子側通信装置２０
６に蓄積されている撮影画像等の画像コンテンツの送受信を行い、親側通信装置２０４は
子側通信装置２０６から受信した画像コンテンツを表示装置に出力する。
【００６３】
　一般に、近距離無線通信に比べてアクセスポイント１０２を介した無線通信の方が通信
速度が早いため、データサイズが大きい画像コンテンツはアクセスポイント１０２を介し
た無線通信で送受信した方が効率が良い。また、近距離無線通信は、通信装置間を１０ｃ
ｍ以内等の比較的近い状態に保たなければ通信を行うことができないため、画像コンテン
ツ等のコンテンツを転送している間中、ユーザは子側通信装置２０６と親側通信装置２０
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４とを近づけておかなければならない。アクセスポイント１０２を介した無線通信により
コンテンツを転送するようにすれば、ユーザにそのような不便を強いることはない。
【００６４】
　以上、無線通信システム２００の全体構成について説明した。次に、図５を参照して、
親側通信装置２０４と子側通信装置２０６の機能構成について説明する。なお、アクセス
ポイント１０２の機能構成は第１実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００６５】
＜親側通信装置２０４の機能構成＞
　図５に示すように、親側通信装置２０４は、設定情報受信部１２２、親側無線通信部１
２４、親側設定情報記憶部１２６、親側コンテンツ受信部２１０、親側コンテンツ出力部
２１２、親側アクセス情報送信部２１４、設定情報転送部１２８、および親側近距離通信
部１３０などを主に備える。第１実施形態と同様の機能を有するものには、同一の符号を
付しており、説明を省略する。
【００６６】
　親側アクセス情報送信部２１４は、アクセス情報を子側通信装置２０６に送信する。ア
クセス情報は、他の通信装置が、アクセスポイント１０２を介した無線通信により親側通
信装置２０４と無線通信を行うために必要な情報であり、例えば、無線通信システム２０
０内で親側通信装置２０４を一意に識別する識別子などが含まれる。親側アクセス情報送
信部２１４は、親側近距離通信部１３０を介して、子側通信装置２０６からアクセスポイ
ントの取得要求を受信し、その要求に応じて、アクセス情報を子側通信装置２０６に近距
離無線通信により送信する。
【００６７】
　親側コンテンツ受信部２１０は、子側通信装置２０６から送信されたコンテンツを受信
する。コンテンツとしては、例えば、音楽コンテンツ、公演、ラジオ番組等の音声（Ａｕ
ｄｉｏ）コンテンツや、映画、テレビジョン番組、ビデオプログラム、写真、絵画、図表
等を構成する静止画若しくは動画からなる映像（Ｖｉｄｅｏ）コンテンツ、電子図書（Ｅ
－ｂｏｏｋ）、ゲーム、ソフトウェアなどを挙げることができる。本実施形態ではコンテ
ンツを、デジタルカメラである子側通信装置２０６により撮影された画像コンテンツとし
て説明する。
【００６８】
　親側コンテンツ受信部２１０は、子側通信装置２０６がアクセスポイント１０２を介し
た無線通信により送信した画像コンテンツを、親側無線通信部１２４を介して受信し、親
側コンテンツ出力部２１２に提供する。
【００６９】
　親側コンテンツ出力部２１２は、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ等
の表示装置を含んで構成され、親側コンテンツ受信部２１０から取得した画像コンテンツ
を表示装置に表示する。
【００７０】
＜子側通信装置２０６の機能構成＞
　続いて、図５を参照して、子側通信装置２０６の機能構成について説明する。子側通信
装置２０６は、子側無線通信部１４２、子側設定情報記憶部１４４、子側コンテンツ転送
部２２０、子側転送コンテンツ指定部２２２、子側アクセス情報取得部２２６、子側近距
離通信部１４６、設定情報取得部１４８などを主に備える。
【００７１】
　子側アクセス情報取得部２２６は、親側通信装置２０４からアクセス情報を取得する。
詳細には、子側アクセス情報取得部２２６は、子側近距離通信部１４６を介して、親側通
信装置２０４のアクセス情報の取得を要求するアクセス情報取得要求を親側通信装置２０
４に送信し、それに応じて親側通信装置２０４から送信されるアクセス情報を、子側近距
離通信部１４６を介して受信する。子側アクセス情報取得部２２６が取得したアクセス情
報は、子側コンテンツ転送部２２０が親側通信装置２０４にアクセスポイント１０２を介
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した無線通信により画像コンテンツを送信する際に、送信先の通信装置を親側通信装置２
０４に特定するために用いられる。
【００７２】
　子側転送コンテンツ指定部２２２は、例えば、操作ボタン、タッチパネルなどの入力装
置と、画像コンテンツを表示する液晶モニタ等の出力装置を含んで構成され、子側コンテ
ンツ記憶部２２４に格納されている複数の画像コンテンツの中から、転送対象のコンテン
ツを指定する。詳細には、子側転送コンテンツ指定部２２２は、出力装置に画像一覧を表
示させるなどしてユーザに転送対象のコンテンツを選択させ、ユーザにより入力装置を介
して指定された１または複数の画像コンテンツを、子側コンテンツ記憶部２２４から取得
し、子側コンテンツ転送部２２０に提供する。
【００７３】
　子側コンテンツ記憶部２２４には、コンテンツが格納されている。本実施形態では、子
側通信装置２０６の画像撮影部（図示せず）により撮影された画像のデジタルデータが子
側コンテンツ記憶部２２４に記憶されている。
【００７４】
　子側コンテンツ転送部２２０は、子側コンテンツ指定部２２２により指定された画像コ
ンテンツを親側通信装置２０４に送信する。詳細には、子側コンテンツ転送部２２０は、
設定情報取得部１４８により親側通信装置２０４から取得され、子側設定情報記憶部１４
４に記憶されている設定情報を用いて、アクセスポイント１０２を介した無線通信を行う
。その際に、子側コンテンツ転送部２２０は、子側アクセス情報取得部２２６が取得した
親側通信装置２０４のアクセス情報を用いて、親側通信装置２０４にアクセスを行う。そ
して、子側コンテンツ転送部２２０は、アクセス情報により特定される親側通信装置２０
４に、子側転送コンテンツ指定部２２２により指定された画像コンテンツを、アクセスポ
イント１０２を介した無線通信により送信する。
【００７５】
　以上、親側無線通信装置２０４、および子側無線通信装置２０６の機能構成について説
明した。次に、図６に基づいて、無線通信システム２００において、子側通信装置２０６
が親側通信装置２０４から設定情報を取得し、続けてコンテンツの転送を行う際のデータ
の流れについて説明する。
【００７６】
＜無線通信システム２００におけるデータの流れ＞
　まず、子側通信装置２０６が、転送対象のコンテンツを指定する（Ｓ２０２）。詳細に
は、子側通信装置２０６が、ユーザからの入力装置を介した指示に従って、親側通信装置
２０４に転送するコンテンツを指定する。その後、親側通信装置２０４と子側通信装置２
０６との間で近距離無線通信が開始される（Ｓ２０４）。詳細には、例えば子側通信装置
２０６が親側通信装置２０４に翳されるなどして、子側通信装置２０６と親側通信装置２
０４との距離が近距離無線通信が可能な範囲内になった場合に、双方の近距離通信部によ
り近距離無線通信が開始される。
【００７７】
　次に、子側通信装置２０６が、親側通信装置２０４に、近距離無線通信により、設定情
報取得要求を送信する（Ｓ２０６）。親側通信装置２０４は、設定情報取得要求を受信す
ると、それに応じて、自己が保有している設定情報を近距離無線通信により子側通信装置
２０６に送信する（Ｓ２０８）。子側通信装置２０６は、設定情報を受信すると、その設
定情報を用いて、アクセスポイント１０２を介した無線通信を行うことが可能になる。
【００７８】
　子側通信装置２０６は、Ｓ２０８で設定情報を取得すると、続いて親側通信装置２０４
に親側通信装置２０４のアクセス情報の取得を近距離無線通信により要求する（Ｓ２１０
）。その要求に応じて、親側通信装置２０４はアクセス情報を子側通信装置２０６に近距
離無線通信により送信する（Ｓ２１２）。
【００７９】
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　子側通信装置２０６は、親側通信装置２０４からアクセス情報を取得すると、続いて、
そのアクセス情報とＳ２０８で取得した設定情報とを用いて、アクセスポイント１０２を
介した無線通信により親側通信装置２０４に接続を要求する（Ｓ２１４）。親側通信装置
２０４が、接続の要求に応じて、接続ＯＫの応答を送信すると（Ｓ２１６）、親側通信装
置２０４と子側通信装置２０６との間でのアクセスポイント１０２を介した無線通信が開
始される（Ｓ２１８）。無線通信が開始されると、子側通信装置２０６は、Ｓ２０２で指
定されたコンテンツを親側通信装置２０４に送信し（Ｓ２２０）、親側通信装置２０４は
受信したコンテンツを出力する（Ｓ２２２）。
【００８０】
　以上、親側通信装置２０４と子側通信装置２０６との間でのデータの流れについて説明
した。次に、子側通信装置２０６と親側通信装置２０４が各々行う情報処理の流れについ
て説明する。
【００８１】
＜子側通信装置２０６の情報処理の流れ＞
　図７に示すように、子側通信装置２０６は、まず転送対象のコンテンツを指定する（Ｓ
３０２）。次に、子側通信装置２０６がユーザにより親側通信装置２０４に近づけられる
（Ｓ３０４）。子側通信装置２０６と親側通信装置２０４との間の距離が所定距離以下に
なると、子側通信装置２０６は親側通信装置２０４と近距離無線通信を開始する（Ｓ３０
６）。近距離無線通信を開始すると、子側通信装置２０６は、近距離無線通信により親側
通信装置２０４から設定情報を取得する（Ｓ３０８）。続いて、子側通信装置２０６は、
親側通信装置２０４を通信相手に特定する（Ｓ３１０）。詳細には、子側通信装置２０６
は、親側通信装置２０４からアクセス情報を取得し、アクセス情報により特定される親側
通信装置２０４を、アクセスポイント１０２を介した無線通信の通信相手として指定する
。
【００８２】
　続いて、子側通信装置２０６は、Ｓ３０８で取得した設定情報を用いてアクセスポイン
ト１０２にアクセス（Ｓ３１２）し、アクセスポイント１０２を介した無線通信を開始す
る（Ｓ３１４）。そして、Ｓ３１０で通信相手として特定した親側通信装置２０４に、Ｓ
３０２で指定したコンテンツを転送する（Ｓ３１６）。
【００８３】
＜親側通信装置２０４の情報処理の流れ＞
　図８に示すように、まず、親側通信装置２０４に子側通信装置２０６が近づけられる（
Ｓ４０２）。親側通信装置２０４と子側通信装置２０６との間の距離が所定距離以下にな
ると、親側通信装置２０４は子側通信装置２０６と近距離無線通信を開始する（Ｓ４０４
）。近距離無線通信を開始すると、親側通信装置２０４は、子側通信装置２０６から、設
定情報取得要求を受信する（Ｓ４０６）。親側通信装置２０４は、受信した要求に応じて
、設定情報を子側通信装置２０６に近距離無線通信により送信する（Ｓ４０８）。また、
親側通信装置２０４は、子側通信装置２０６から、アクセス情報取得要求を受信して、そ
れに応じてアクセス情報を送信する（Ｓ４１０）。
【００８４】
　その後、子側通信装置２０６からの、アクセスポイント１０２を介した無線通信による
接続要求に応じて、子側通信装置２０６との間で、アクセスポイント１０２を介した無線
通信を開始する（Ｓ４１２）。続いて、親側通信装置２０４は、子側通信装置２０６から
コンテンツを受信し（Ｓ４１４）、受信したコンテンツを出力する（Ｓ４１６）。以上、
各通信装置の情報処理の流れを説明した。
【００８５】
　上述のように、本実施形態では、子側通信装置２０６が、設定情報を取得した親側通信
装置２０４を、アクセスポイント１０２を介した無線通信の通信相手として特定し、コン
テンツを転送する。つまり、子側通信装置２０６は、子側通信装置２０６と近距離無線通
信を行った相手装置である親側通信装置２０４にコンテンツを転送する。そのため、ユー
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ザは子側通信装置２０６を親側通信装置２０４に近づけるだけで、指定したコンテンツを
親側通信装置２０４に転送することができる。
【００８６】
　従来、ユーザは、アクセスポイントにアクセスするための設定情報を無線通信装置に設
定し、さらに、アクセスポイントを介した無線通信を行う相手装置を手動で指定しなくて
はならなかった。しかし、本実施形態によれば、ユーザは、無線通信装置（子側通信装置
２０６）を他の無線通信装置（親側通信装置２０４）に近づけるという１つのアクション
だけで、設定情報の設定、および通信相手の特定を行うことができる。その結果、ユーザ
は、子側通信装置２０６内のコンテンツを簡単かつ迅速に親側通信装置２０４に転送し、
親側通信装置２０４にコンテンツを出力させることができる。
【００８７】
　また、子側通信装置２０６を親側通信装置２０４に近づけるという動作により、子側通
信装置２０６に蓄積されているコンテンツの転送相手を指定できるため、ユーザは直感的
な操作が可能となる。
【００８８】
　なお、上記実施形態では、コンテンツを画像コンテンツとして説明したが、本発明はか
かる例には限定されない。例えば、コンテンツは音楽であってもよい。その場合、子側通
信装置２０６をポータブル音楽プレーヤとし、親側通信装置２０４を、据え置き型の音楽
プレーヤとして構成することができる。
【００８９】
　子側通信装置２０６が転送対象のコンテンツを指定する場合に、ユーザによる入力装置
を介した入力のほか、子側通信装置２０６に備えられるコンテンツ再生部（図示なし）に
より再生中のコンテンツを転送対象として自動的に指定することもできる。再生中のコン
テンツを転送対象として指定する場合に、子側通信装置２０６において再生が終了してい
る位置（再生位置）の情報をコンテンツとともに親側通信装置２０４に送信すれば、親側
通信装置２０４は、取得した位置の情報に従って、その位置からコンテンツを再生するこ
とができる。
【００９０】
　つまり、子側通信装置２０６により再生、出力されていた楽曲が、子側通信装置２０６
により再生されていた続きから、親側通信装置２０４により再生、出力される。そのため
、ユーザは、子側通信装置２０６を用いて音楽コンテンツを再生させて楽曲を聴いている
時に、子側通信装置２０６を親側通信装置２０４に一度近づけることにより、楽曲の出力
先を親側通信装置２０４に移し、親側通信装置２０４から出力される楽曲を聴くことがで
きる。また、親側通信装置２０４は、ストリーミング方式により、子側通信装置２０６か
ら受信するコンテンツを再生してもよい。つまり、その場合、子側通信装置２０６が音楽
コンテンツをファイルとして親側通信装置２０４に転送するのではなく、ストリーミング
データとして親側通信装置２０４にデータを転送し、親側通信装置２０４は転送されてき
たデータを同期してスピーカから音声出力を行う。
【００９１】
（第３実施形態）
　第３実施形態では、本発明にかかる無線通信システムを、アクセスポイント１０２を介
した無線通信が可能な親側通信装置３０４および子側通信装置３０６を含む無線通信シス
テム３００に適用して説明する。本実施形態では、子側通信装置３０６が、アクセスポイ
ント１０２へのアクセスに必要な設定情報を親側通信装置３０４から近距離無線通信によ
り取得する点では、第１実施形態と同様である。本実施形態では、設定情報の送受信後、
親側通信装置３０４と子側通信装置３０６との間でアクセスポイント１０２を介したデー
タの送受信が行われる点で、第２実施形態と類似する。第２実施形態では、子側通信装置
２０６が、設定情報を取得した親側通信装置２０４を通信相手として特定し、データを送
信したが、本実施形態では、親側通信装置３０４が、設定情報を送信した子側通信装置３
０６を、アクセスポイント１０２を介した無線通信の通信相手として特定し、データを送
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信する点で第２実施形態と異なる。以下、第１実施形態および第２実施形態との相違点を
中心に説明する。
【００９２】
＜無線通信システム３００の全体構成＞
　まず、図９に基づいて、第３実施形態にかかる無線通信システム３００の全体構成につ
いて説明する。図示のように無線通信システム３００は、アクセスポイント１０２と、親
側通信装置３０４と、子側通信装置３０６を含んで構成される。第１実施形態と同様に、
親側通信装置３０４と子側通信装置３０６とは、近距離無線通信を行う。また、親側通信
装置３０４と子側通信装置３０６は、設定情報を用いてアクセスポイント１０２を介した
無線通信を行うことができる。
【００９３】
　親側通信装置３０４は、既に設定情報を保有しており、子側通信装置３０６に設定情報
を転送することができる。また、親側通信装置３０４は、アクセスポイント１０２を介し
た無線通信により子側通信装置３０６と通信するために必要なアクセス情報を子側通信装
置３０６から近距離無線通信により取得し、取得したアクセス情報を用いて、アクセスポ
イント１０２を介して子側通信装置３０６にアクセスすることができる。子側通信装置３
０６は、親側通信装置３０４から設定情報を取得することができ、設定情報の取得後、ア
クセスポイント１０２を介した無線通信を行うことができる。
【００９４】
　本実施形態では、子側通信装置３０６を、アクセスポイント１０２を介した無線通信機
能と近距離通信機能とを兼ね備えたポータブル音楽プレーヤとする。また、親側通信装置
３０４を、アクセスポイント１０２を介した無線通信機能と近距離通信機能とを兼ね備え
、音楽コンテンツを蓄積することの可能なパーソナルコンピュータとする。そして、親側
通信装置３０４と子側通信装置３０６との間で近距離無線通信により設定情報およびアク
セス情報を送受信した後、アクセスポイント１０２を介した無線通信により親側通信装置
３０４に蓄積されている音楽コンテンツの送受信を行い、子側通信装置３０６は親側通信
装置３０４から受信した音楽コンテンツを出力することができる。
【００９５】
　以上、無線通信システム３００の全体構成について説明した。次に、図９を参照して、
親側通信装置３０４と子側通信装置３０６の機能構成について説明する。なお、アクセス
ポイント１０２の機能構成は第１実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００９６】
＜親側通信装置３０４の機能構成＞
　図９に示すように、親側通信装置３０４は、設定情報受信部１２２、親側無線通信部１
２４、親側設定情報記憶部１２６、親側コンテンツ転送部３１０、親側コンテンツ記憶部
３１４、親側コンテンツ指定部３１２、親側アクセス情報取得部３１６、設定情報転送部
１２８、および親側近距離通信部１３０などを主に備える。第１実施形態と同様の機能を
有するものには、同一の符号を付しており、説明を省略する。
【００９７】
　親側アクセス情報取得部３１６は、子側通信装置３０６からアクセス情報を取得する。
アクセス情報には、無線通信システム３００内において子側通信装置３０６を一意に識別
する識別子が含まれる。親側アクセス情報取得部３１６は、親側近距離通信部１３０を介
して、子側通信装置３０６のアクセス情報の取得を要求する取得要求を子側通信装置３０
６に送信し、それに応じて子側通信装置３０６から送信されるアクセス情報を、親側近距
離通信部１３０を介して受信する。親側アクセス情報取得部３１６が取得したアクセス情
報は、親側コンテンツ転送部３１０が子側通信装置３０６にアクセスポイント１０２を介
した無線通信により音楽コンテンツを送信する際に、送信先の通信装置を子側通信装置３
０６に特定するために用いられる。
【００９８】
　親側転送コンテンツ指定部３１２は、例えば、キーボード、タッチパネル、マウスなど



(18) JP 5837462 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

の入力装置と、音楽コンテンツの一覧を表示する液晶ディスプレイ等の出力装置を含んで
構成され、親側コンテンツ記憶部３１４に格納されている複数の音楽コンテンツの中から
、転送対象のコンテンツを指定する。詳細には、親側転送コンテンツ指定部３１２は、出
力装置に、楽曲名、アーティスト名等を含む音楽コンテンツ一覧を表示させるなどしてユ
ーザに転送対象のコンテンツを選択させ、ユーザにより入力装置を介して指定された１ま
たは複数の音楽コンテンツを、親側コンテンツ記憶部３１４から取得し、親側コンテンツ
転送部３１０に提供する。
【００９９】
　親側コンテンツ記憶部３１４には、コンテンツが格納されている。本実施形態では、親
側通信装置３０４がインターネットを介してダウンロードし、音楽ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ
　Ｄｉｓｋ）からリッピングし、または、他の通信装置等から転送された、楽曲のデジタ
ルデータが親側コンテンツ記憶部３１４に記憶されている。
【０１００】
　親側コンテンツ転送部３１０は、親側コンテンツ指定部３１２により指定された音楽コ
ンテンツを子側通信装置３０６に送信する。詳細には、親側コンテンツ転送部３１０は、
親側設定情報記憶部１２６に記憶されている設定情報を用いて、アクセスポイント１０２
を介した無線通信を行う。その際に、親側コンテンツ転送部３１０は、親側アクセス情報
取得部３１６が取得した子側通信装置３０６のアクセス情報を用いて、子側通信装置３０
６にアクセスを行う。そして、親側コンテンツ転送部３１０は、アクセス情報により特定
される子側通信装置３０６に、親側転送コンテンツ指定部３１２により指定された音楽コ
ンテンツを、アクセスポイント１０２を介した無線通信により送信する。
【０１０１】
　なお、親側通信装置３０４が、子側通信装置３０６に転送可能な音楽コンテンツの一覧
リストを近距離無線通信により送信し、子側通信装置３０６により選択されたコンテンツ
を親側コンテンツ転送部３１０が送信するようにしてもよい。
【０１０２】
＜子側通信装置３０６の機能構成＞
　続いて、図９を参照して、子側通信装置３０６の機能構成について説明する。子側通信
装置３０６は、子側無線通信部１４２、子側設定情報記憶部１４４、子側コンテンツ受信
部３２０、子側コンテンツ出力部３２２、子側アクセス情報送信部３２４、子側近距離通
信部１４６、設定情報取得部１４８などを主に備える。
【０１０３】
　子側アクセス情報送信部３２４は、アクセス情報を親側通信装置３０４に送信する。詳
細には、子側アクセス情報送信部３２４は、子側近距離通信部１４６を介して、親側通信
装置３０４からアクセスポイントの取得要求を受信し、その要求に応じて、アクセス情報
を親側通信装置３０４に近距離無線通信により送信する。
【０１０４】
　子側コンテンツ受信部３２０は、親側通信装置３０４から送信された音楽コンテンツを
受信する。子側コンテンツ受信部３２０は、親側通信装置３０４がアクセスポイント１０
２を介した無線通信により送信した音楽コンテンツを、子側無線通信部１４２を介して受
信し、子側コンテンツ出力部３２２に提供する。なお、子側コンテンツ受信部３２０が受
信した音楽コンテンツを格納しておくための記憶部が子側通信装置３０６に設けられてい
てもよい。
【０１０５】
　子側コンテンツ出力部３２２は、スピーカ等の音声出力装置を含んで構成され、子側コ
ンテンツ受信部３２０から取得した音楽コンテンツを再生し、音声を出力する。
【０１０６】
　以上、親側無線通信装置３０４、および子側無線通信装置３０６の機能構成について説
明した。次に、図１０に基づいて、無線通信システム３００において、子側通信装置３０
６が親側通信装置３０４から設定情報を取得し、続けて、親側通信装置３０４が子側通信
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装置３０６にコンテンツの転送を行う際のデータの流れについて説明する。
【０１０７】
＜無線通信システム３００におけるデータの流れ＞
　以下では、親側通信装置３０４が、子側通信装置３０６に転送可能な音楽コンテンツの
一覧リストを近距離無線通信により送信し、子側通信装置３０６により選択されたコンテ
ンツを親側コンテンツ転送部３１０が送信する場合のデータの流れについて説明する。
【０１０８】
　まず、親側通信装置３０４と子側通信装置３０６との間で近距離無線通信が開始される
（Ｓ５０２）。次に、子側通信装置３０６が、親側通信装置３０４に、近距離無線通信に
より、設定情報取得要求を送信する（Ｓ５０４）。親側通信装置３０４は、設定情報取得
要求を受信すると、それに応じて、自己が保有している設定情報を近距離無線通信により
子側通信装置３０６に送信する（Ｓ５０６）。子側通信装置３０６は、設定情報を受信す
ると、その設定情報を用いて、アクセスポイント１０２を介した無線通信を行うことが可
能になる。
【０１０９】
　親側通信装置３０４は、Ｓ５０６で設定情報を送信すると、続いて、設定情報を送信し
た送信先である子側通信装置３０６に、子側通信装置３０６のアクセス情報の取得を近距
離無線通信により要求する（Ｓ５０８）。その要求に応じて、子側通信装置３０６はアク
セス情報を親側通信装置３０４に近距離無線通信により送信する（Ｓ５１０）。
【０１１０】
　親側通信装置３０４は、子側通信装置３０６からアクセス情報を取得すると、続いて、
親側通信装置３０４が保有している音楽コンテンツの一覧を示すコンテンツリスト（楽曲
名、アーティスト名、ジャンルなどを含む）を近距離無線通信により子側通信装置３０６
に送信する（Ｓ５１２）。子側通信装置３０６は、受信したコンテンツリストから、ユー
ザの指示に基づいて、１または複数のコンテンツを選択し（Ｓ５１４）、選択したコンテ
ンツの情報（コンテンツを一意に識別するＩＤなど）を近距離無線通信により親側通信装
置３０４に送信する（Ｓ５１６）。
【０１１１】
　親側通信装置３０４は、選択コンテンツ情報を受信すると、Ｓ５１０で取得したアクセ
ス情報を用いて、アクセスポイント１０２を介した無線通信により子側通信装置３０６に
接続を要求する（Ｓ５１８）。子側通信装置３０６が、接続の要求に応じて、接続ＯＫの
応答を送信すると（Ｓ５２０）、親側通信装置３０４と子側通信装置３０６との間でのア
クセスポイント１０２を介した無線通信が開始される（Ｓ５２２）。無線通信が開始され
ると、親側通信装置３０４は、Ｓ５１６で受信した選択コンテンツ情報に従って指定され
たコンテンツを、子側通信装置３０６に送信する（Ｓ５２４）。
【０１１２】
　上述のように、本実施形態では、親側通信装置３０４が、設定情報を送信した子側通信
装置３０６を、アクセスポイント１０２を介した無線通信の通信相手として特定し、コン
テンツを転送する。つまり、親側通信装置３０４は、親側通信装置３０４と近距離無線通
信を行った相手装置である子側通信装置３０６にコンテンツを転送する。そのため、ユー
ザは子側通信装置３０６を親側通信装置３０４に近づけるだけで、親側通信装置３０４に
蓄積されているコンテンツを子側通信装置３０６に転送することができる。コンテンツの
転送には、一般的に近距離無線通信よりも通信速度の速い、アクセスポイントを介した無
線通信が用いられるため、データサイズが大きい音楽コンテンツや映像コンテンツなども
効率良く転送することができる。また、近距離無線通信と異なり、転送している間中、子
側通信装置３０６と親側通信装置３０４との距離を所定距離以下に保たなければならない
ということもない。
【０１１３】
　また、第２実施形態と同様に、従来、ユーザは、アクセスポイントにアクセスするため
の設定情報を無線通信装置に設定し、さらに、アクセスポイントを介した無線通信を行う
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相手装置を手動で指定しなくてはならなかったが、本実施形態によれば、ユーザは、無線
通信装置（子側通信装置３０６）を他の無線通信装置（親側通信装置３０４）に近づける
という１つのアクションだけで、設定情報の設定、および通信相手の特定を行うことがで
きる。その結果、ユーザは、親側通信装置３０４内のコンテンツを簡単かつ迅速に子側通
信装置３０６に転送することができる。
【０１１４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１１５】
　例えば、上記第２実施形態および第３実施形態では、設定情報およびアクセス情報の送
受信後、直ちにコンテンツの送受信が行われたが、本発明はかかる例には限定されない。
例えば、設定情報およびアクセス情報の送受信後、所定時間経過後にコンテンツの送受信
が行われてもよいし、また、親側通信装置または子側通信装置がユーザの指示を受けてか
らコンテンツの送受信が行われてもよい。
【０１１６】
　また、上記第３実施形態では、コンテンツリストは近距離無線通信により転送されたが
、無線ＬＡＮなどを利用して転送されることもできる。
【０１１７】
　また、上記各実施形態では、アクセスポイントを介した無線通信として、無線ＬＡＮに
よる無線通信を例に挙げて説明したが、本発明はかかる例には限定されない。例えば、無
線通信を、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈやＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）による無線
通信とすることもできる。
【符号の説明】
【０１１８】
　１００、２００、３００　　　無線通信システム
　１０２　　　アクセスポイント
　１０４、２０４、３０４　　　親側通信装置
　１０６、２０６、３０６　　　子側通信装置
　１２４　　　親側無線通信部
　１２６　　　親側設定情報記憶部
　１２８　　　設定情報転送部
　１３０　　　親側近距離通信部
　１４２　　　子側無線通信部
　１４４　　　子側設定情報記憶部
　１４６　　　子側近距離通信部
　１４８　　　設定情報取得部
　２１０　　　親側コンテンツ受信部
　２１２　　　親側コンテンツ出力部
　２１４　　　親側アクセス情報送信部
　２２０　　　子側コンテンツ転送部
　２２２　　　子側転送コンテンツ指定部
　２２６　　　子側アクセス情報取得部
　３１０　　　親側コンテンツ転送部
　３１２　　　親側転送コンテンツ指定部
　３１６　　　親側アクセス情報取得部
　３２０　　　子側コンテンツ受信部
　３２２　　　子側コンテンツ出力部
　３２４　　　子側アクセス情報送信部
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