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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線信号の送受信を行う無線通信部と、
　前記無線通信部を制御して、無線通信による通信が可能な通信可能装置をスキャンする
スキャン制御部と、
　前記スキャン制御部のスキャンによって検出された一以上の通信可能装置から取得した
セキュリティ方式を含む情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部を参照して、所定のセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む
通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させる通信相手選択部と、
　複数のセキュリティ方式の中から、セキュリティ方式の選択を受け付けるセキュリティ
選択部と、を備え、
　前記通信相手選択部は、選択されたセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を
含む通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させ、選択されたセキュリティ方式よりセ
キュリティレベルの低いセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手
候補を表示装置に表示させない無線通信装置。
【請求項２】
　前記通信相手選択部は、選択されたセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を
含む通信相手候補、および、選択されたセキュリティ方式よりセキュアなセキュリティ方
式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させる
請求項１に記載の無線通信装置。
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【請求項３】
　複数の暗号化方式の中から、一または二以上の暗号化方式の選択を受け付ける暗号選択
部をさらに備える、請求項１または２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　通信速度の選択を受け付ける通信速度選択部をさらに備える、請求項１または２に記載
の無線通信装置。
【請求項５】
　無線通信装置を備えた印刷装置であって、
　前記無線通信装置は、
　無線信号の送受信を行う無線通信部と、
　前記無線通信部を制御して、無線通信による通信が可能な通信可能装置をスキャンする
スキャン制御部と、
　前記スキャン制御部のスキャンによって検出された一以上の通信可能装置から取得した
セキュリティ方式を含む情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部を参照して、所定のセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む
通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させる通信相手選択部と、
　複数のセキュリティ方式の中から、セキュリティ方式の選択を受け付けるセキュリティ
選択部と、を備え、
　前記通信相手選択部は、選択されたセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を
含む通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させ、選択されたセキュリティ方式よりセ
キュリティレベルの低いセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手
候補を表示装置に表示させない印刷装置。
【請求項６】
　無線信号の送受信を行う無線通信部を制御して、無線通信による通信が可能な通信可能
装置をスキャンするステップと、
　前記スキャン制御部によるスキャンによって検出された一以上の通信可能装置から取得
したセキュリティ方式を含む情報を記憶部に記憶するステップと、
　前記記憶部を参照して、所定のセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む
通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させるステップと、
　複数のセキュリティ方式の中から、セキュリティ方式の選択を受け付けるステップと、
を含み、
　選択されたセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手候補を選択
可能に表示装置に表示させ、選択されたセキュリティ方式よりセキュリティレベルの低い
セキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手候補を表示装置に表示さ
せない通信相手候補の表示方法。
【請求項７】
　無線通信装置に実行されると、
　無線信号の送受信を行う無線通信部を制御して、無線通信による通信が可能な通信可能
装置をスキャンするステップと、
　前記スキャン制御部によるスキャンによって検出された一以上の通信可能装置から取得
したセキュリティ方式を含む情報を記憶部に記憶するステップと、
　前記記憶部を参照して、所定のセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む
通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させるステップと、
　複数のセキュリティ方式の中から、セキュリティ方式の選択を受け付けるステップと、
が行われ、
　選択されたセキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手候補を選択
可能に表示装置に表示させ、選択されたセキュリティ方式よりセキュリティレベルの低い
セキュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手候補を表示装置に表示さ
せない通信相手候補を表示するためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、さまざまな機器に搭載が可能な無線通信装置のための技術に関し、特に周囲
に多数の無線通信装置があるときに、その中から通信相手を簡単に選択するための技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を利用可能な無線通信装置が広
く普及している。通常、ある無線通信装置を無線ＬＡＮに接続しようとする場合、その無
線通信装置は周囲に存在する他の無線通信装置を検索し、見つかったすべての無線通信装
置を、通信相手候補のリストとして表示する。そして、ユーザによってそのリスト内のい
ずれかの無線通信装置が選択されると、その選択された無線通信装置と接続する。
【０００３】
　ここで、通信相手候補のリストは、無線通信装置が有する表示画面の大きさなどの制約
から、一度に表示される無線通信装置の台数が制限されたり、あるいは全体で表示される
最大数が定められていたりする場合がある。そのため、周囲に存在する無線通信装置の台
数が多くなると、ユーザが所望する装置以外の装置が多数表示されるようになり、所望の
装置の選択に手間取ることになる。
【０００４】
　これに対して、ネットワーク上の機器のカテゴリを指定して、リストに表示させる機器
をフィルタリングする技術が特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－７４３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、無線ＬＡＮの場合、盗聴防止などの観点から、有線で接続する場合よりもさ
らに通信のセキュリティが重要になる。そのため、一般のユーザであっても、自分が使用
する無線ＬＡＮのセキュリティに対する関心は高い。つまり、所定のセキュリティレベル
以下では、無線で接続しないユーザも多い。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、所定以上のセキュリティレベルを確保しつつ、通信相手の無
線通信装置を容易に選択するための技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一つの実施態様に従う無線通信装置は、
無線信号の送受信を行う無線通信部と、前記無線通信部を制御して、無線通信による通信
が可能な通信可能装置をスキャンするスキャン制御部と、前記スキャン制御部のスキャン
によって検出された一以上の通信可能装置から取得したセキュリティ方式を含む情報を記
憶する記憶部と、前記記憶部を参照して、所定のセキュリティ方式に従う通信可能装置の
識別情報を含む通信相手候補を選択可能に表示装置に表示させる通信相手選択部と、を備
える。
【０００９】
　これにより、通信相手候補を表示装置に表示させる場合には、所定のセキュリティ方式
に従う通信可能装置を選び出して表示させることができる。つまり、多数の通信可能装置
が周囲に存在するときは、所定のセキュリティ方式の装置だけをフィルタリングして表示
させることができる。
【００１０】
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　好適な実施態様では、複数のセキュリティ方式の中から、セキュリティ方式の選択を受
け付けるセキュリティ選択部をさらに備えてもよい。
【００１１】
　これにより、ユーザが所望するセキュリティ方式に従う通信可能装置を選び出して通信
相手候補を表示装置に表示させることができる。
【００１２】
　好適な実施態様では、複数の暗号化方式の中から、一または二以上の暗号化方式の選択
を受け付ける暗号選択部をさらに備えてもよい。
【００１３】
　これにより、ユーザが所望する暗号化方式に従う通信可能装置を選び出して通信相手候
補を表示装置に表示させることができる。
【００１４】
　好適な実施態様では、通信速度の選択を受け付ける通信速度選択部をさらに備えてもよ
い。
【００１５】
　これにより、ユーザが所望する通信速度に従う通信可能装置を選び出して通信相手候補
を表示装置に表示させることができる。
【００１６】
　本発明の一つの実施態様に従う印刷装置は、以下の構成を備える無線通信装置を備える
。すなわち、前記無線通信装置は、無線信号の送受信を行う無線通信部と、前記無線通信
部を制御して、無線通信による通信が可能な通信可能装置をスキャンするスキャン制御部
と、前記スキャン制御部のスキャンによって検出された一以上の通信可能装置から取得し
たセキュリティ方式を含む情報を記憶する記憶部と、前記記憶部を参照して、所定のセキ
ュリティ方式に従う通信可能装置の識別情報を含む通信相手候補を選択可能に表示装置に
表示させる通信相手選択部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係るプリンタ１００に搭載された無線通信装置２０７の通
信範囲Ａを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るプリンタ１００の構成図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る無線通信装置２０７の機能構成図である。
【図４】通信相手選択画面５００の一例を示す。
【図５】セキュリティ選択画面６００の一例を示す。
【図６】暗号選択画面７００の一例を示す。
【図７】通信速度選択画面８００の一例を示す。
【図８】無線ネットワークへ接続する際のユーザインタフェース画面の遷移の一例を示す
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一つの実施形態に係る無線通信装置を備えた電子機器の一例としての印
刷装置（プリンタ）について、図面を参照して説明する。なお、本実施形態における無線
通信は、無線ＬＡＮ規格（ＩＥＥＥ８０２．１１）に準拠するものとする。
【００１９】
　図１は、プリンタ１００に搭載された無線通信装置２０７がインフラストラクチャ型の
通信を行う場合の、無線通信装置２０７の通信範囲Ａを示す図である。すなわち、無線通
信装置２０７が出力する無線信号が届く範囲が通信範囲Ａとなり、その範囲内のＡＰ（Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）が通信可能な装置となる。無線通信装置２０７は、通信範囲Ａ
内のＡＰを検出するためスキャンを行う。スキャンには、無線通信装置２０７が自らスキ
ャンするアクティブスキャンと、ＡＰからの信号を受信するパッシブスキャンがある。ア
クティブスキャンでは、無線通信装置２０７がプローブリクエストフレームをブロードキ
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ャストし、これを受信したＡＰが出力したプローブレスポンスフレームを受信することに
より、通信可能なＡＰを検出する。パッシブスキャンでは、ＡＰが定期的または不定期に
出力したビーコンフレームを無線通信装置２０７が受信すると、そのＡＰが検出される。
図１の例では、無線通信装置２０７は、通信範囲Ａ内に存在するＡＰ１～ＡＰ４をスキャ
ンにより検出可能であり、通信範囲Ａ外のＡＰ５を検出することができない。
【００２０】
　図２は、プリンタ１００の構成図である。同図に示すように、プリンタ１００は、印刷
機構２０１と、印刷制御部２０２と、表示部２０３と、入力部２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０
５とを備えている。そして、通信Ｉ／Ｆ２０５は、有線通信装置２０６と、無線通信装置
２０７とを備えている。
【００２１】
　印刷機構２０１は、印刷ヘッド及び印刷媒体の搬送機構などを備え、印刷制御部２０２
の制御に基づき、紙などの印刷媒体に印刷を行う。
【００２２】
　印刷制御部２０２は、予め定められている各種設定及び通信Ｉ／Ｆ２０５を介して取得
した印刷データに基づき、印刷機構２０１を制御して印刷を実行する。
【００２３】
　表示部２０３は、液晶パネルなどの表示装置を有し、プリンタ１００の様々な情報を表
示する。例えば、表示部２０３には、印刷状況、印刷データの受信状況、及びインクの残
量など印刷に関する情報が表示される。この他に、表示部２０３には、後に説明するよう
に、無線通信装置２０７が無線通信を行うための各種設定に関する画面が表示される。
【００２４】
　入力部２０４は、操作ボタンなどの入力装置を有し、ユーザの入力操作を受け付ける。
例えば、入力部２０４は、表示部２０３に無線通信に関する各種設定画面が表示されてい
るときに、その各種設定を行うための入力操作を受け付ける。なお、表示部２０３及び入
力部２０４は、いわゆるタッチパネルのように両者が外見上一体となるように構成されて
いてもよい。
【００２５】
　通信Ｉ／Ｆ２０５は、有線通信装置２０６と無線通信装置２０７とを備え、有線または
無線で他の通信機能を有する装置と所定のデータ通信を行う。例えば、通信Ｉ／Ｆ２０５
は、有線通信または無線通信を介して、ホスト装置であるＰＣなどを通信相手として、印
刷データを受信したり、印刷状況あるいはプリンタ１００のステータスを示すデータを送
信したりする。
【００２６】
　有線通信装置２０６は、ＬＡＮケーブルなどを介して、ＬＡＮに接続されている他の装
置と通信を行う。
【００２７】
　無線通信装置２０７は、無線信号を介して、ＬＡＮに接続されている他の装置と通信を
行う。例えば、後述する通信相手の選択画面５００で選択されたＡＰと無線通信を行って
印刷データ等を取得する。
【００２８】
　図３は、無線通信装置２０７の機能構成図である。同図に示すように、無線通信装置２
０７は、無線通信部３０１と、スキャン制御部３０２と、記憶部３０３と、通信相手選択
部３０４と、接続制御部３０５と、セキュリティ選択部３０６と、暗号選択部３０７と、
通信速度選択部３０８とを備えている。
【００２９】
　無線通信部３０１は、無線通信信号の送受信など、無線通信信号を処理する。例えば、
無線通信部３０１は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ等に対応する信号処理、通信
データ処理、通信データの暗号化処理及び複合化処理、及び通信速度制御処理などを行う
。
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【００３０】
　無線通信部３０１は、例えば、無線通信信号の送受信アンテナなどのハードウェアと、
そのハードウェアを制御するための所定のプロセッサなどにより実現してもよい。また、
以下の各制御部及び記憶部等の構成ないし機能は、プロセッサ及びメモリを用いて所定の
コンピュータプログラムを実行させることにより実現することができる。
【００３１】
　スキャン制御部３０２は、無線通信部３０１を制御して、通信可能範囲Ａ内に存在する
無線通信可能なＡＰ（通信可能装置）のスキャンを行う。例えば、アクティブスキャンの
ときは、ユーザから指示されたタイミング、あるいは周期的に、無線通信部３０１にプロ
ーブリクエストフレームをブロードキャストさせ、その応答として返ってきたプローブレ
スポンスフレームの有無によって通信可能なＡＰを検出する。パッシブスキャンのときは
、無線通信部３０１がビーコンフレームを受信することにより通信可能なＡＰを検出する
。スキャン制御部３０２は、受信したプローブレスポンスフレームあるいはビーコンフレ
ームに含まれる情報を記憶部３０３に保存する。
【００３２】
　記憶部３０３は、スキャン制御部３０２の指示に従って行われたスキャンにより取得し
たプローブレスポンスフレームあるいはビーコンフレームに含まれる情報（以下、ＡＰ属
性情報と称する）を記憶する。複数のＡＰに関するプローブレスポンスフレームあるいは
ビーコンフレームが取得されたときは、すべてのプローブレスポンスフレームあるいはビ
ーコンフレームに含まれるＡＰ属性情報が記憶部３０３に記憶される。例えば、ＡＰ属性
情報には、そのプローブレスポンスフレームを発行したＡＰの識別情報（ＳＳＩＤ；Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、サポー
トしているセキュリティ方式、暗号化方式、通信速度などの情報が含まれている。記憶部
３０３には、上述したようなプローブレスポンスフレームあるいはビーコンフレームに含
まれる情報とともに、プローブレスポンスフレームあるいはビーコンフレームの受信時刻
も対応付けて記憶されるようにしてもよい。
【００３３】
　通信相手選択部３０４は、スキャン制御部３０２が検出した複数のＡＰの中から通信相
手となるＡＰをユーザに選択可能にさせる処理を行う。例えば、通信相手選択部３０４は
、記憶部３０３を参照して、通信相手となり得る無線通信装置（通信可能装置）を含む通
信相手候補のリストを生成して、表示部２０３に表示させる。ユーザは、通信相手候補リ
ストから所望の通信相手となるＡＰを選択する。通信相手選択部３０４は、通信相手候補
リストを生成する際に、セキュリティ選択部３０６、暗号選択部３０７及び通信速度選択
部３０８で選択された条件に従うようにしてもよい。通信相手の選択処理の詳細について
は後述する。
【００３４】
　接続制御部３０５は、通信相手選択部３０４で選択されたＡＰとの接続開始処理を行う
。具体的には、ＡＰとのＡｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ及びＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ処理
等を行う。接続制御部３０５は、さらに、ＡＰとの接続終了処理も行う。
【００３５】
　通信相手の選択処理について詳細に説明する。
【００３６】
　例えば、通信相手選択部３０４は、記憶部３０３を参照して、セキュリティ選択部３０
６、暗号選択部３０７及び通信速度選択部３０８のいずれか一つ以上で選択された条件に
従う通信可能装置を抽出し、抽出された通信可能装置の識別情報を含む通信相手候補リス
トを生成する。
【００３７】
　図４は、通信相手選択画面５００の一例を示す。同図に示すように、通信相手選択画面
５００は、通信相手候補の識別情報であるＳＳＩＤをリスト化したリスト表示部５１０と
、そのリストから一つ以上のＳＳＩＤの選択を受け付ける選択部５２０とを有する。通信
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相手選択画面５００が表示部２０３に表示されているとき、ユーザは入力部２０４を利用
してＳＳＩＤを選択する。図４では、リスト表示部５１０と選択部５２０との表示位置を
異ならせて表示しているが、リスト表示部５１０と選択部５２０とを兼用させることによ
り、例えば、リスト表示部５１０に表示されたリストから一つ以上のＳＳＩＤの表示位置
をタッチすることによりＳＳＩＤの選択を受け付けるようにしてもよい。
【００３８】
　セキュリティ選択部３０６は、セキュリティ選択画面を表示部２０３に表示させて、複
数のセキュリティ方式の中から、ユーザが所望するセキュリティ方式の選択を受け付ける
。
【００３９】
　図５は、セキュリティ選択画面６００の一例を示す。同図に示すように、セキュリティ
選択画面６００は、複数のセキュリティ方式をリスト化したセキュリティリスト表示部６
１０と、そのリストから一つ以上のセキュリティ方式の選択を受け付ける選択部６２０と
を有する。セキュリティ選択画面６００が表示部２０３に表示されているとき、ユーザは
入力部２０４を利用して、一つ以上のセキュリティ方式を選択できる。図５では、セキュ
リティリスト表示部６１０と選択部６２０との表示位置を異ならせて表示しているが、セ
キュリティリスト表示部６１０と選択部６２０とを兼用させることにより、例えば、セキ
ュリティリスト表示部６１０に表示されたリストから一つ以上のセキュリティ方式の表示
位置をタッチすることによりセキュリティ方式の選択を受け付けるようにしてもよい。
【００４０】
　通信相手選択部３０４は、通信相手選択画面５００を生成する際に、記憶部３０３に記
憶されているＡＰ属性情報に基づいて、セキュリティ選択部３０６で選択されたセキュリ
ティレベルと同じ、またはよりセキュアなセキュリティレベルで通信可能なＡＰを選択す
る。
【００４１】
　暗号選択部３０７は、暗号選択画面を表示部２０３に表示させて、複数の暗号化方式の
中から、一または二以上の暗号化方式の選択を受け付ける。
【００４２】
　図６は、暗号選択画面７００の一例を示す。同図に示すように、暗号選択画面７００は
、複数の暗号化方式を示す暗号リスト表示部７１０と、そのリストから一つ以上の暗号化
方式の選択を受け付ける選択部７２０とを有する。暗号選択画面７００が表示部２０３に
表示されているとき、ユーザは入力部２０４を利用して、一つ以上の暗号化方式を選択で
きる。図６では、暗号リスト表示部７１０と選択部７２０との表示位置を異ならせて表示
しているが、暗号リスト表示部７１０と選択部７２０とを兼用させることにより、例えば
、暗号リスト表示部７１０に表示されたリストから一つ以上の暗号化方式の表示位置をタ
ッチすることにより暗号化方式の選択を受け付けるようにしてもよい。
【００４３】
　通信相手選択部３０４は、通信相手選択画面５００を生成する際に、記憶部３０３に記
憶されているＡＰ属性情報に基づいて、暗号選択部３０７で選択された暗号化方式または
選択された暗号化方式よりもセキュアな暗号化方式で通信可能なＡＰを選択する。
【００４４】
　通信速度選択部３０８は、通信速度選択画面を表示部２０３に表示させて、通信速度の
選択を受け付ける。
【００４５】
　図７は、通信速度選択画面８００の一例を示す。同図に示すように、通信速度選択画面
８００は、複数の通信速度を示す通信速度リスト表示部８１０と、そのリストから一つ以
上の通信速度の選択を受け付ける選択部８２０とを有する。通信速度選択画面８００が表
示部２０３に表示されているとき、ユーザは入力部２０４を利用して、一つ以上の通信速
度を選択できる。図７では、通信速度リスト表示部８１０と選択部８２０との表示位置を
異ならせて表示しているが、通信速度リスト表示部８１０と選択部８２０とを兼用させる
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ことにより、例えば、通信速度リスト表示部８１０に表示されたリストから一つ以上の通
信速度の表示位置をタッチすることにより通信速度の選択を受け付けるようにしてもよい
。
【００４６】
　通信相手選択部３０４は、通信相手候補リストを生成する際に、記憶部３０３に記憶さ
れているＡＰ属性情報に基づいて、通信速度選択部３０８で選択された通信速度以上で通
信可能なＡＰを選択する。
【００４７】
　セキュリティ選択部３０６、暗号選択部３０７及び通信速度選択部３０８は、それぞれ
が選択を受け付けた条件を記憶部３０３または所定の記憶部に保存することができる。そ
して、通信相手選択部３０４は、通信相手候補リストを生成する際にその記憶部を参照す
ることにより、セキュリティ選択部３０６、暗号選択部３０７及び通信速度選択部３０８
が毎回ユーザに条件を選択させることを省略することができる。
【００４８】
　通信相手選択部３０４は、通信相手候補リストを表示部２０３に表示させるときに、例
えば、電波の受信強度の強い順、ＳＳＩＤのアルファベット順、各ＡＰの製品名（メーカ
名、機種名等）の順など、何らかの順序でソートさせて表示してもよい。あるいは、過去
のＡＰとの接続履歴が所定の記憶部に保存されている場合、通信相手選択部３０４は、そ
の接続履歴に基づいて、通信相手候補リストの表示順序を変えてもよい。例えば、接続時
刻が新しいＡＰから順に表示するようにしてもよいし、所定期間内に接続回数が多いＡＰ
から順に表示するようにしてもよい。さらには、通信相手候補リストを表示させるときの
曜日、時間帯などに応じてＡＰの表示順序を変えてもよい。例えば、平日の昼間の時間帯
、平日の夜間の時間帯、あるいは休日など、それぞれの曜日及び時間帯に接続されること
が多いＡＰがリストの上位に来るように表示してもよい。
【００４９】
　次に、上記のような構成を備えるプリンタ１００が無線ネットワークに接続するための
処理の流れについて、ユーザインタフェース画面の遷移を通じて説明する。
【００５０】
　図８は、無線ネットワークへ接続する際に、表示部２０３に表示されるユーザインタフ
ェース画面の遷移の一例を示す。同図の例は、通信相手選択画面５００を表示させる前に
、セキュリティ選択画面６００によってセキュリティ方式を選択させている。つまり、同
図は、セキュリティ選択画面６００で選択されたセキュリティ方式のＡＰだけが通信相手
選択画面５００のリスト表示部５１０に表示される場合の例を示している。
【００５１】
　まず、表示部２０３には、接続方法の選択画面９００が表示される（図８（Ａ））。こ
こで、ユーザは有線接続または無線接続のいずれかを選択することができる。有線接続が
選択された場合、有線通信装置２０６がＬＡＮケーブルを介してＬＡＮに接続する。
【００５２】
　接続方法の選択画面９００で無線接続が選択されると、セキュリティ選択部３０６がセ
キュリティ選択画面６００Ａを表示部２０３に表示させる（図８（Ｂ））。ここで、例え
ば“ＷＰＡ－ＰＳＫ”が選択されると、通信相手選択部３０４は、記憶部３０３から“Ｗ
ＰＡ－ＰＳＫ”をサポートしているＡＰを抽出して、抽出されたＡＰのＳＳＩＤを含む通
信相手選択画面５００Ａを表示部２０３に表示させる（図８（Ｃ））。つまり、通信相手
選択画面５００Ａには、ユーザが所望する“ＷＰＡ－ＰＳＫ”をサポートするＡＰだけが
絞り込まれて表示されるので、所望のＡＰを容易に選択することができる。
【００５３】
　通信相手選択画面５００Ａで、例えばユーザが所望する“ＡＡＡＡ”が選択されると、
パスワード入力画面１０００が表示部２０３に表示されて、ユーザからパスワードの入力
を受け付ける（図８（Ｄ））。パスワードが入力されると、接続制御部３０５が所定の手
順で“ＡＡＡＡ”と通信を行って認証を受け、無線通信を開始する。
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【００５４】
　上述した本発明の実施形態では、無線通信装置を備えたプリンタを例に説明しているが
、無線通信装置又は無線通信機能を備えた電子機器であれば適用することが可能である。
例えば、コンピュータ、コンピュータ周辺装置、製造装置、電化製品等に適用することも
可能である。すなわち、上述した本発明の実施形態は、本発明の説明のための例示であり
、本発明の範囲をそれらの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要
旨を逸脱することなしに、他の様々な態様で本発明を実施することができる。
【００５５】
　例えば、上述した実施形態では、無線通信装置がＡＰとインフラストラクチャ型の通信
を行う場合を例にとって説明したが、本発明は無線通信装置同士が直接通信を行うアドホ
ック型通信にも適用可能である。
【符号の説明】
【００５６】
１００　プリンタ
２０１　印刷機構
２０２　印刷制御部
２０３　表示部
２０４　入力部
２０６　有線通信装置
２０７　無線通信装置
３０１　無線通信部
３０２　スキャン制御部
３０３　記憶部
３０４　通信相手選択部
３０５　接続制御部
３０６　セキュリティ選択部
３０７　暗号選択部
３０８　通信速度選択部
５００　通信相手選択画面
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