
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線 LAN(Local Area Network)を用いて、パーソナルコンピュータを、前記無線 LANのため
のアクセスポイントが設置された接続対象のネットワークに接続する際に必要な一組のパ
ラメータの設定を行うパラメータ設定システムにおいて、
前記アクセスポイントは、前記パーソナルコンピュータからの通信パケット中の該パーソ
ナルコンピュータにユニークな識別情報で前記パーソナルコンピュータを判別するもので
あり、
前記アクセスポイントは、前記パーソナルコンピュータのユニークな識別情報と関連付け
された前記一組のパラメータを記憶しており、前記パーソナルコンピュータからの通信パ
ケット中の前記ユニークな識別情報を判別すると、前記アクセスポイントから前記一組の
パラメータを前記無線 LANを介して前記パーソナルコンピュータに配信するものであり、
前記パーソナルコンピュータは、
レジストリと、
前記無線 LANを介して受信した前記一組のパラメータを検出パラメータとして出力し、前
記検出パラメータを、設定されたパラメータとして前記レジストリに書き込むパラメータ
検出器とを有することを特徴とするパラメータ設定システム。
【請求項２】
無線 LAN(Local Area Network)を用いて、パーソナルコンピュータを、前記無線 LANのため
のアクセスポイントが設置された接続対象のネットワークに接続する際に必要な一組のパ
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ラメータの設定を行うパラメータ設定システムにおいて、
前記接続対象のネットワークは、前記アクセスポイントに接続されたサーバを有し、この
サーバは、前記一組のパラメータを記憶しており、
前記アクセスポイントは、前記パーソナルコンピュータのユニークな識別情報と関連付け
された前記パーソナルコンピュータからの通信パケット中の該パーソナルコンピュータに
ユニークな識別情報で前記パーソナルコンピュータを判別するものであり、
前記アクセスポイントは、前記パーソナルコンピュータからの通信パケット中の前記ユニ
ークな識別情報を判別すると、前記サーバから前記一組のパラメータを前記無線 LANを介
して前記パーソナルコンピュータに配信するものであり、
前記パーソナルコンピュータは、
レジストリと、
前記無線 LANを介して受信した前記一組のパラメータを検出パラメータとして出力し、前
記検出パラメータを、設定されたパラメータとして前記レジストリに書き込むパラメータ
検出器とを有することを特徴とするパラメータ設定システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パーソナルコンピュータを無線ＬＡＮを用いて、接続対象のネットワークに接
続する際に設定すべきパラメータをパーソナルコンピュータに設定するシステムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
無線（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ）ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）は、無線Ｌ
ＡＮアダプタ及びアクセスポイントを有し、無線ＬＡＮアダプタをパーソナルコンピュー
タに設置し、アクセスポイントを接続対象のネットワークに設置することにより、パーソ
ナルコンピュータと所定のネットワークとの間に構築される。この無線ＬＡＮを用いれば
、パーソナルコンピュータをネットワークに簡単に接続できるようになった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
パーソナルコンピュータを、無線ＬＡＮを用いて、ネットワークに接続する際には、ＴＣ
Ｐ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）／ＩＰ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）設定（ＩＰアドレスやサブネットマスクやゲートウェイや
ＷＩＮＳ（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｎａｍｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）やＤＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）の設定）や無線ＬＡＮ設定（Ｓ
ＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）コードの設定や暗号
化設定など）や、またインターネットを閲覧するためにはブラウザのプロキシ設定など、
多くのパラメータの設定が必要であった。
【０００４】
また、これらパラメータの設定はすべて、パーソナルコンピュータのキーボードを使用し
た手動で行われていたため、時間もかかり、誤入力もたびたび引き起こしていた。
【０００５】
それ故、本発明の課題は、パーソナルコンピュータを無線ＬＡＮを用いて接続対象のネッ
トワークに接続する際に必要なパラメータの設定を、簡単かつ正確に行うことができるパ
ラメータ設定システムを提供することにある。
【０００６】
本発明のもう一つの課題は、前記パラメータの設定を自動的に行うことができるパラメー
タ設定システムを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明によるパラメータ設定システムは、以下の通りである。
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【０００８】
（１）　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いて、パーソナルコ
ンピュータを、前記無線ＬＡＮのためのアクセスポイントが設置された接続対象のネット
ワークに接続する際に必要な一組のパラメータの設定を行うパラメータ設定システムにお
いて、
前記アクセスポイントは、該アクセスポイントに特有なコードであり且つ前記一組のパラ
メータの内の一つのパラメータであるＳＳＩＤ（サービス・セット・アイデンティフィケ
ーション）コードを割当てられており、該ＳＳＩＤコードを含むビーコンを送出するもの
であり、
前記パーソナルコンピュータは、
前記アクセスポイントから送出されるビーコンを、前記無線ＬＡＮを介して受信して、前
記ＳＳＩＤコードを抽出するＳＳＩＤ抽出器と、
前記接続対象のネットワークに接続するために必要な前記一組のパラメータを有するネッ
トワーク接続情報ファイルと、
レジストリと、
前記ＳＳＩＤ抽出器と前記ネットワーク接続情報ファイルとに接続され、前記ＳＳＩＤ抽
出器から受けた前記ＳＳＩＤコードが前記ネットワーク接続情報ファイル中の前記一組の
パラメータの内の一つに一致した時に、前記ネットワーク接続情報ファイル中の前記一組
のパラメータを検出パラメータとして出力し、前記検出パラメータを、設定されたパラメ
ータとして前記レジストリに書き込むパラメータ検出器とを有することを特徴とするパラ
メータ設定システム。
【０００９】
（２）　無線 LAN(Local Area Network)を用いて、パーソナルコンピュータを、前記無線 L
ANのためのアクセスポイントがそれぞれ設置された第１乃至第Ｎ（Ｎは２以上の整数）の
接続対象のネットワークの一つに選択的に接続する際に必要な一組のパラメータの設定を
行うパラメータ設定システムにおいて、
前記第１乃至第Ｎの接続対象のネットワークの前記一つのための前記アクセスポイントは
、該アクセスポイントに特有なコードであり且つ前記一組のパラメータの一つである SSID
(サービス・セット・アイデンティフィケーション )コードを割当てられており、該 SSIDコ
ードを含むビーコンを送出するものであり、
前記パーソナルコンピュータは、
前記第１乃至第Ｎの接続対象のネットワークの前記一つのための前記アクセスポイントか
ら送出されるビーコンを、前記無線 LANを介して受信して、前記 SSIDコードを抽出する SSI
D抽出器と、
前記第１乃至前記第Ｎの接続対象のネットワークに接続するために必要なそれぞれ１組の
パラメータを有する第１乃至第Ｎのネットワーク接続情報ファイルと、
レジストリと、
前記 SSID抽出器と前記第１乃至前記第Ｎのネットワーク接続情報ファイルとに接続され、
前記 SSID抽出器から受けた前記 SSIDコードが前記第１乃至前記第Ｎのネットワーク接続情
報 の一つの前記１組のパラメータの一つに一致した時に、前記第１乃至前記第Ｎ
のネットワーク接続情報 の前記一つの前記１組のパラメータを検出パラメータと
して出力し、前記検出パラメータを、設定されたパラメータとして前記レジストリに書き
込むパラメータ検出器とを有することを特徴とするパラメータ設定システム。
【００１０】
（３）　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いて、パーソナルコ
ンピュータを、前記無線ＬＡＮのためのアクセスポイントが設置された接続対象のネット
ワークに接続する際に必要な一組のパラメータの設定を行うパラメータ設定システムにお
いて、
前記アクセスポイントは、該アクセスポイントに特有なコードであり且つ前記一組のパラ
メータの内の一つのパラメータであるＳＳＩＤ（サービス・セット・アイデンティフィケ
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ーション）コードを割当てられており、該ＳＳＩＤコードを含むビーコンを送出するもの
であり、
前記パーソナルコンピュータは、
前記アクセスポイントから送出されるビーコンを、前記無線ＬＡＮを介して受信して、前
記ＳＳＩＤコードを抽出するＳＳＩＤ抽出器と、
前記接続対象のネットワークに接続するために必要な前記一組のパラメータから、所定部
を除いた残りの部分を有し、該残りの部分には前記ＳＳＩＤコードが一つのパラメータと
して含まれているネットワーク接続情報ファイルと、
レジストリと、
前記ＳＳＩＤ抽出器と前記ネットワーク接続情報ファイルとに接続され、前記ＳＳＩＤ抽
出器から受けた前記ＳＳＩＤコードが前記ネットワーク接続情報ファイル中の前記一組の
パラメータの内の前記残りの部分の一つのパラメータに一致した時に、前記ネットワーク
接続情報ファイル中の前記一組のパラメータの内の前記残りの部分を検出パラメータとし
て出力し、前記検出パラメータを、設定されたパラメータとして前記レジストリに書き込
むパラメータ検出器とを有し、
前記接続対象のネットワークの前記アクセスポイントは、前記一組のパラメータの所定部
を記憶しており、前記パーソナルコンピュータからの要求に応答して、前記アクセスポイ
ントから前記所定部を前記無線ＬＡＮを介して前記パーソナルコンピュータに配信し、前
記パーソナルコンピュータは、前記レジストリに前記所定部をも、前記設定されたパラメ
ータとして書き込むことを特徴とするパラメータ設定システム。
【００１１】
（４）　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いて、パーソナルコ
ンピュータを、前記無線ＬＡＮのためのアクセスポイントが設置された接続対象のネット
ワークに接続する際に必要な一組のパラメータの設定を行うパラメータ設定システムにお
いて、
前記アクセスポイントは、該アクセスポイントに特有なコードであり且つ前記一組のパラ
メータの内の一つのパラメータであるＳＳＩＤ（サービス・セット・アイデンティフィケ
ーション）コードを割当てられており、該ＳＳＩＤコードを含むビーコンを送出するもの
であり、
前記パーソナルコンピュータは、
前記アクセスポイントから送出されるビーコンを、前記無線ＬＡＮを介して受信して、前
記ＳＳＩＤコードを抽出するＳＳＩＤ抽出器と、
前記接続対象のネットワークに接続するために必要な前記一組のパラメータから、所定部
を除いた残りの部分を有し、該残りの部分には前記ＳＳＩＤコードが一つのパラメータと
して含まれているネットワーク接続情報ファイルと、
レジストリと、
前記ＳＳＩＤ抽出器と前記ネットワーク接続情報ファイルとに接続され、前記ＳＳＩＤ抽
出器から受けた前記ＳＳＩＤコードが前記ネットワーク接続情報ファイル中の前記一組の
パラメータの内の前記残りの部分の一つのパラメータに一致した時に、前記ネットワーク
接続情報ファイル中の前記一組のパラメータの内の前記残りの部分を検出パラメータとし
て出力し、前記検出パラメータを、設定されたパラメータとして前記レジストリに書き込
むパラメータ検出器とを有し、
前記接続対象のネットワークは、前記アクセスポイントに接続されたサーバを有し、この
サーバは、前記一組のパラメータの所定部を記憶しており、前記パーソナルコンピュータ
からの要求に応答して、前記アクセスポイントから前記所定部を前記無線ＬＡＮを介して
前記パーソナルコンピュータに配信し、前記パーソナルコンピュータは、前記レジストリ
に前記所定部をも、前記設定されたパラメータとして書き込むことを特徴とするパラメー
タ設定システム。
【００１２】
（５）　無線 LAN(Local Area Network)を用いて、パーソナルコンピュータを、前記無線 L
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ANのためのアクセスポイントが設置された接続対象のネットワークに接続する際に必要な
一組のパラメータの設定を行うパラメータ設定システムにおいて、
前記アクセスポイントは、前記パーソナルコンピュータからの通信パケット中の該パーソ
ナルコンピュータにユニークな識別情報で前記パーソナルコンピュータを判別するもので
あり、
前記アクセスポイントは、

前記一組のパラメータを記憶しており、前記パーソナルコンピュータからの通信パ
ケット中の前記ユニークな識別情報を判別すると、前記アクセスポイントから前記一組の
パラメータを前記無線 LANを介して前記パーソナルコンピュータに配信するものであり、
前記パーソナルコンピュータは、
レジストリと、
前記無線 LANを介して受信した前記一組のパラメータを検出パラメータとして出力し、前
記検出パラメータを、設定されたパラメータとして前記レジストリに書き込むパラメータ
検出器とを有することを特徴とするパラメータ設定システム。
【００１３】
（６）　無線 LAN(Local Area Network)を用いて、パーソナルコンピュータを、前記無線 L
ANのためのアクセスポイントが設置された接続対象のネットワークに接続する際に必要な
一組のパラメータの設定を行うパラメータ設定システムにおいて、
前記接続対象のネットワークは、前記アクセスポイントに接続されたサーバを有し、この
サーバは、 前記一組
のパラメー 記憶しており、
前記アクセスポイントは、前記パーソナルコンピュータからの通信パケット中の該パーソ
ナルコンピュータにユニークな識別情報で前記パーソナルコンピュータを判別するもので
あり、
前記アクセスポイントは、前記パーソナルコンピュータからの通信パケット中の前記ユニ
ークな識別情報を判別すると、前記サーバから前記一組のパラメータを前記無線 LANを介
して前記パーソナルコンピュータに配信するものであり、
前記パーソナルコンピュータは、
レジストリと、
前記無線 LANを介して受信した前記一組のパラメータを検出パラメータとして出力し、前
記検出パラメータを、設定されたパラメータとして前記レジストリに書き込むパラメータ
検出器とを有することを特徴とするパラメータ設定システム。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００１５】
後に詳しく述べるように、本発明によるパラメータ設定回路は、パーソナルコンピュータ
、特に、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のオペレーション・システムで動作するノート型パ
ーソナルコンピュータを、無線ＬＡＮを使用し、アクセスポイントを設置した接続対象の
ネットワークに接続して使用する場合に用いられる。特に、本発明は、場所を移動して別
のネットワークへ接続することを容易にするという無線ＬＡＮ特有の性質を生かして、ネ
ットワーク環境が異なる複数の使用場所にアクセスポイントを設置したネットワークが複
数あり、パーソナルコンピュータの接続先のネットワークを変更して使用する場合、無線
ＬＡＮ設定やネットワーク接続設定、ブラウザ（インターネット閲覧ツール）接続設定を
自動に行えるようにしたものである。
【００１６】
本発明は、接続するネットワーク毎に各設定（ＴＣＰ／ＩＰ設定、無線ＬＡＮ設定、ブラ
ウザ設定）のパラメータをネットワーク接続情報ファイルとして記憶しておき、接続場所
でパーソナルコンピュータの無線ＬＡＮが、アクセスポイントから発信するビーコン（ｂ
ｅａｃｏｎ）からＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
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コードを検索し、検索したＳＳＩＤコードが記憶されたネットワーク接続情報ファイルに
ある場合にネットワーク接続情報ファイルの内容をパーソナルコンピュータのレジストリ
に設定値として書き込むことを行い、ネットワーク接続に必要なネットワーク接続情報の
設定を行う。
【００１７】
接続するネットワーク設定値をネットワーク接続情報として保存するネットワーク接続情
報ファイルは、パーソナルコンピュータ内に存在させる方法と、アクセスポイントまたは
サーバのどちらかに存在させる方法がある。
【００１８】
また、アクセスポイントとパーソナルコンピュータの無線ＬＡＮの区間はＳＳＩＤを設定
せずに接続する簡易接続設定で、パーソナルコンピュータがアクセスポイントに接続した
時点にアクセスポイントがパーソナルコンピュータにネットワーク接続に必要なネットワ
ーク接続情報を送信しパーソナルコンピュータはこのネットワーク接続情報を自身のレジ
ストリに設定値として書き込み、ネットワーク接続を可能にする方法がある。
【００１９】
通常、パーソナルコンピュータを異なるネットワークに接続する場合は、ＴＣＰ／ＩＰ設
定ではＩＰアドレスやサブネットマスクやゲートウェイやＷＩＮＳやＤＮＳ設定など、無
線ＬＡＮ設定ではＳＳＩＤや暗号化設定など、ブラウザ設定ではプロキシ設定などを行う
必要がある。これらの設定はパラメータが多く、使用者はかなりの時間を費やして設定を
行っていた。
【００２０】
本発明は、パーソナルコンピュータがＳＳＩＤを自動検索し、ネットワークに接続するパ
ラメータを自動的に書き込むことから、使用者が移動毎に行うパーソナルコンピュータの
設定作業を削減することができる。
【００２１】
図１を参照すると、本発明の第１の実施例によるパラメータ設定回路２０が示されている
。このパラメータ設定回路２０は、図２に示すパーソナルコンピュータ（パソコン）１２
に設けられるものである。
【００２２】
図２を参照すると、パーソナルコンピュータ１２は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のオペ
レーション・システムで動作するノート型パーソナルコンピュータであって、無線ＬＡＮ
を使用し、第１、第２、及び第３のネットワーク１、７、及び１０の一つに選択的に接続
して使用するものとする。
【００２３】
すなわち、第１、第２、及び第３のネットワーク１、７、及び１０は、パーソナルコンピ
ュータ１２を無線ＬＡＮを用いて接続することのできる３つのネットワーク例である。
【００２４】
第１及び第２のネットワーク１及び７は一般オフィス用のネットワークのイメージである
。第１のネットワーク１では、公衆網６をルータ５を介して LAN４に接続し、また、この L
AN４にはプロキシ・サーバ２と、アクセスポイント３が接続されている。第２のネットワ
ーク７では、公衆網６をルータ５を介して LAN に接続し、また、この LAN には
プロキシ・サーバ８と、アクセスポイント９が接続されている。 LAN４及び LAN はま
ったく異なるサブネットの IPアドレスで構成されているものとする。また、プロキシ・サ
ーバ２とプロキシ・サーバ８もまったく異なる設定とする。また、無線 LANのアクセスポ
イント３とアクセスポイント９もまったく異なる設定とする。一方、第３のネットワーク
１０は家庭用のネットワークのイメージであり、公衆回線網６をルータ５を介してアクセ
スポイント１１に接続している。第３のネットワーク１０のプロキシ・サーバは公衆網６
の外のインターネット・サービス・プロバイダ内にあるものとする。アクセスポイント３
、９、及び１１は、互いに異なるサービス・セット・アイデンティフィケーション (SSID)
コードａ、ｂ、及びｃが割当てられている。
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【００２５】
このように第１、第２、及び第３のネットワーク１、７、及び１０を構成する場所により
設定がまったく異り、パーソナルコンピュータ１２はこれら３箇所のネットワーク１、７
、及び１０に接続させる場合、パーソナルコンピュータ１２のネットワーク設定を行う必
要がある。この設定を自動的に行うことを実現させるのが本発明である。
【００２６】
図３はパーソナルコンピュータ（パソコン）１２を第１のネットワーク１に接続し、ブラ
ウザでインターネットの閲覧をできるようにするための設定パラメータの一例である。
【００２７】
図１に戻って、パーソナルコンピュータ１２（図２）に設けられるパラメータ設定回路２
０は、無線ＬＡＮアダプタ２１を含むＳＳＩＤ抽出器１４を有する。このＳＳＩＤ抽出器
１４は、無線ＬＡＮのアクセスポイント３、９、或いは１０から送出されるビーコン１３
を、無線ＬＡＮアダプタ２１を介して受信して、アクセスポイント３、９、或いは１０へ
の接続に必要なパラメータのひとつであるＳＳＩＤコード１５を抽出する。パーソナルコ
ンピュータ１２は、更に、第１、第２、及び第３のネットワーク１、７、及び１０（図２
）に接続するために必要な第１、第２、及び第３のネットワーク接続情報ファイル１７を
有する。パーソナルコンピュータ１２は、加えて、パラメータ検出器１６と、レジストリ
１９とを有する。
【００２８】
パラメータ検出器１６は、ＳＳＩＤコード１５と第１乃至第３のネットワーク接続情報フ
ァイル１７とから、受信したビーコン１３を発したネットワークに接続するためのパラメ
ータを検出し、検出したパラメータをネットワーク設定パラメータ１８としてレジストリ
１９に書き込む。
【００２９】
次に図１のパラメータ設定回路２０の動作を図２をも参照して説明する。
【００３０】
パラメータ設定回路２０を有するパーソナルコンピュータ１２が第１のネットワーク１に
接続しようとしてアクセスポイント３の通信圏内に入った場合、パーソナルコンピュータ
１２内のパラメータ設定回路２０のＳＳＩＤ抽出器１４は最初にアクセスポイント３の送
出する無線接続に必要なＳＳＩＤコード“ａ”を含む信号のビーコン１３を受信し、ＳＳ
ＩＤコード“ａ”の抽出を行う。ＳＳＩＤコード“ａ”の抽出が終わりパラメータ検出器
１６がＳＳＩＤコード１５として“ａ”を受け取ると、ＳＳＩＤコードの値“ａ”と第１
乃至第３のネットワーク接続情報ファイル１７のデータベースの値と比較を行いＳＳＩＤ
コードが一致するデータベースがあった時、ネットワーク接続情報ファイル１７から必要
なパラメータの値であるネットワーク設定パラメータ１８を得る。
【００３１】
たとえば、第１乃至第３のネットワーク接続情報ファイル１７には、図４に示すようなパ
ラメータ設定値が記憶されている場合で、ＳＳＩＤ抽出器１４が抽出した値が“ａ”とい
う値であったときは、ＳＳＩＤコードの値が“ａ”は図４の“ネットワーク１の設定”と
いうことになる。したがって図４の“ネットワーク１の設定”の列（ＳＳＩＤからプロキ
シ・サーバまで）の値がネットワーク設定パラメータ１８となる。なお、図４のパラメー
タＲＴＳ／ＣＴＳは、“Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｓｅｎｄ／Ｃｌｅａｒ　Ｔｏ　Ｓｅｎｄ
”である。
【００３２】
図１及び図２において、ネットワーク設定パラメータ１８の値は、パラメータ検出器１６
によって、パーソナルコンピュータ１２のアプリケーションの設定値を保存しているファ
イルのレジストリ１９の該当項目にすべて書き込まれる。レジストリ１９は書き込むだけ
ではアプリケーションに値を反映しないため、パーソナルコンピュータ１２の再立ち上げ
が必要となる。このため、レジストリ１９への書き込みが終了するとパーソナルコンピュ
ータ１２の再立ち上げを行う。再立ち上げが完了すると、パーソナルコンピュータ１２は
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アクセスポイント３への接続とネットワーク１への接続、プロキシ・サーバ２を使用した
インターネットへの接続が可能となる。
【００３３】
上述した実施例によれば、ネットワークに接続が許可されていて、接続に必要なパラメー
タ値がネットワーク管理者から提供されているパーソナルコンピュータの使用者は、すべ
てのネットワークのパラメータ値をあらかじめパーソナルコンピュータに登録しておくこ
とにより、接続場所ごとに多くのパラメータを設定する労力が削減される。
【００３４】
また、従来はすべて手動で値を入力していたため誤入力もあったが、本発明の方法ではす
べて正確に行われる。
【００３５】
図５を参照すると、本発明の第２の実施例によるパラメータ設定回路２０’が示されてい
る。このパラメータ設定回路２０’も、図２に示すパーソナルコンピュータ１２に設けら
れるものであるが、このパラメータ設定回路２０’における第１乃至第３のネットワーク
接続情報ファイル１７’は、図１のパラメータ設定回路２０の第１乃至第３のネットワー
ク接続情報ファイル１７の各々から所定部を除いた残りの部分に相当するものである。ネ
ットワーク接続情報ファイル１７’の各々には無い上記所定部は、図２のアクセスポイン
ト３、９、或いは１１もしくはプロキシ・サーバ２または８に記憶させ、そこから前記所
定部をパーソナルコンピュータ１２に配信する。
【００３６】
このように、上記所定部を図２のアクセスポイント３、９、或いは１１もしくはプロキシ
・サーバ２または８に記憶させておく方法は、アクセスポイント３、９、或いは１１もし
くはプロキシ・サーバ２または８がＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）機能を有することを前提とする。図５のパラメータ
設定回路２０’において、第１乃至第３のネットワーク接続情報ファイル１７’の各々に
は図３の行番１から５の無線ＬＡＮの設定のみを前記残りの部分として記憶しておく。明
確に言えば、図５のパラメータ設定回路２０’の第１、第２、及び第３のネットワーク接
続情報ファイル１７’には図４の行番１から５のパラメータ値のみを第１、第２、及び第
３のネットワーク１、７、及び１０の設定として残しておく。
【００３７】
次に図５のパラメータ設定回路２０’の動作を図２及び図４をも参照して説明する。
【００３８】
パラメータ設定回路２０’を有するパーソナルコンピュータ１２が第１のネットワーク１
に接続しようとしてアクセスポイント３の通信圏内に入った場合、パーソナルコンピュー
タ１２内のパラメータ設定回路２０’の SSID抽出器１４は最初にアクセスポイント３の送
出する無線接続に必要な SSIDコード“ａ”を含む信号のビーコン１３を受信し、 SSIDコー
ド“ａ”の抽出を行う。 SSIDコード“ａ”の抽出が終わりパラメータ検出器 が SSID
コード１５として“ａ”を受け取ると、 SSIDコードの値“ａ”と第１乃至第３のネットワ
ーク接続情報ファイル１７’のデータベースの値と比較を行い SSIDコードが一致するデー
タベースがあった時、ネットワーク接続情報ファイル１７’から、図３の行番１から５の
無線 LANの設定の値（すなわち、図４の“ネットワーク１の設定”における行番１から５
のパラメータ値）を取り出して、ネットワーク設定パラメータ１８としてレジストリ１９
に書き込みを行う。
【００３９】
ここで、アクセスポイント３とパーソナルコンピュータ１２の無線接続が完了してから、
パーソナルコンピュータ１２のパラメータ設定回路２０’から DHCP機能を持つアクセスポ
イント３またはプロキシ・サーバ２に対して図３の行番１１から１５のパーソナルコンピ
ュータ１２のネットワーク設定値（すなわち、図４の“ネットワーク１の設定”における
行番１１から１５のパラメータ値に相当する）の要求を行い取得する。次に、パーソナル
コンピュータ１２のパラメータ設定回路２０’は、図３の行番６から８のパーソナルコン
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ピュータ識別情報、図３の行番９から１０のパーソナルコンピュータのネットワーク設定
、及び図３の行番１６から１７のブラウザの設定値を持つアクセスポイント３またはプロ
キシ・サーバ２に対してネットワーク接続情報の要求を行い、要求されたアクセスポイン
ト３またはプロキシ・サーバ２は、パーソナルコンピュータ１２の MAC(Media Access Con
trol)アドレス（ユニークな識別情報）をもとにネットワーク１への接続を許可するパー
ソナルコンピュータ１２を判別したあとネットワーク接続情報を送り、パーソナルコンピ
ュータ１２のパラメータ設定回路２０’はネットワーク接続情報の値を得る。パーソナル
コンピュータ１２のパラメータ設定回路２０’ はネットワーク
接続情報の値をレジストリ１９に書き込み、上述同様、再立ち上げが完了するとパーソナ
ルコンピュータ１２はネットワークへの接続、プロキシ・サーバを使用したインターネッ
トへの接続が可能となる。
【００４０】
図６を参照すると、本発明の第３の実施例によるパラメータ設定回路２０”が示されてい
る。このパラメータ設定回路２０”も、図２に示すパーソナルコンピュータ１２に設けら
れるものであるが、このパラメータ設定回路２０”中には、図１のパラメータ設定回路２
０の第１乃至第３のネットワーク接続情報ファイル１７は存在せず、これら第１、第２、
及び第３のネットワーク接続情報ファイル１７は、図２のアクセスポイント３（或いプロ
キシ・サーバ２）、アクセスポイント９（或いプロキシ・サーバ８）、及びアクセスポイ
ント１１にそれぞれ記憶させ、そこからネットワーク接続情報をパーソナルコンピュータ
１２に配信する。
【００４１】
ここで、アクセスポイント３に第１のネットワーク接続情報ファイルの値がある場合の方
法を説明する。この方法では、図６のパラメータ設定回路２０”は、図１或いは図５のＳ
ＳＩＤ抽出器１４を持たない。また、パラメータ検出器１６”は、パーソナルコンピュー
タ１２内に構成されるが、アクセスポイント３から配信される値１５”をレジストリ１９
に書き込むことのみを行う。第１のネットワーク接続情報ファイルはアクセスポイント３
内に構成される。本方式ではパーソナルコンピュータ１２の無線ＬＡＮの設定はＳＳＩＤ
をアクセスポイント３と同じＳＳＩＤを設定しないで接続可能な簡易接続設定で、アクセ
スポイント３もこの簡易接続設定を受け付ける設定である場合に限る。
【００４２】
アクセスポイント３はＭＡＣアドレス（ユニークな識別情報）で接続を許可するパーソナ
ルコンピュータ１２を判別するものとし、この接続を許可するパーソナルコンピュータ１
２のネットワーク接続情報をＭＡＣアドレスと関連付けされた状態でネットワーク接続情
報ファイルとして記憶しておく。
【００４３】
たとえば図２のパーソナルコンピュータ１２はアクセスポイント３の通信圏内に入った場
合、簡易接続設定によりアクセスポイント３は無線区間の接続を許可する。その後、アク
セスポイント３はパーソナルコンピュータ１２からの通信パケットからＭＡＣアドレスを
抽出し、アクセスポイント３が持つネットワーク接続情報ファイルをＭＡＣアドレスで検
索を行う。この結果、ネットワーク接続情報ファイルの中に該当するＭＡＣアドレスがあ
る場合はパーソナルコンピュータ１２に対してネットワーク接続情報ファイルからネット
ワーク１に接続するために必要なパラメータ値を送信する。パーソナルコンピュータ１２
はこの情報を受け取り、パラメータ検出器１６”によりレジストリ１９にパラメータ値の
書き込みを行う。上述同様、再立ち上げが完了するとパーソナルコンピュータ１２はネッ
トワーク１への接続、プロキシ・サーバ３を使用したインターネットへの接続が可能とな
る。
【００４４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、パーソナルコンピュータを無線ＬＡＮを用いて接
続対象のネットワークに接続する際に必要なパラメータの設定を、自動的に、簡単かつ正
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確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例によるパラメータ設定回路のブロック図である。
【図２】本発明が適用されるシステムのブロック図である。
【図３】図２におけるパーソナルコンピュータ１２を第１のネットワーク１に接続し、ブ
ラウザでインターネットの閲覧をできるようにするための設定パラメータの一例である。
【図４】図１のパラメータ設定回路の第１乃至第３のネットワーク接続情報ファイル１７
に記憶されているパラメータ設定値を示した図である。
【図５】本発明の第２の実施例によるパラメータ設定回路のブロック図である。
【図６】本発明の第３の実施例によるパラメータ設定回路のブロック図である。
【符号の説明】
１　　第１のネットワーク
２　　プロキシ・サーバ
３　　アクセスポイント
４　　ＬＡＮ
５　　ルータ
６　　公衆網
７　　第２のネットワーク
８　　プロキシ・サーバ
９　　アクセスポイント
１０　　第３のネットワーク
１１　　アクセスポイント
１２　　パーソナルコンピュータ（パソコン）
１３　　ビーコン
１４　　ＳＳＩＤ抽出器
２１　　無線ＬＡＮアダプタ
１５　　ＳＳＩＤコード
１６　　パラメータ検出器
１７　　ネットワーク接続情報ファイル
１８　　ネットワーク設定パラメータ
１９　　レジストリ
２０　　パラメータ設定回路
２０’　　パラメータ設定回路
２０”　　パラメータ設定回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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