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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の無線通信規格に従って通信装置と無線通信し、前記通信装置を介してテキスト入
力デバイスを有する情報端末を含むネットワークと無線通信する情報処理装置において、
　前記所定の無線通信規格に従って前記通信装置と無線通信する無線通信手段と、
　前記通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録された非接触ＩＣカー
ドの存在を検出し、検出した前記非接触ＩＣカードから、非接触通信によって前記第１の
設定情報を読み出す非接触通信手段と、
　前記非接触通信手段によって読み出された前記第１の設定情報に従って前記無線通信手
段の設定を制御する制御手段とを含み、
　前記非接触通信手段は、前記テキスト入力デバイスを用いて前記情報端末にユーザから
入力され、前記情報端末から前記ネットワークを介して前記通信装置に供給され、前記通
信装置によって前記非接触ＩＣカードに記録された、前記ネットワークに無線接続するた
めに必要な第２の設定情報も読み出し、
　前記制御手段は、前記非接触通信手段によって読み出された前記第２の設定情報にも従
って前記無線通信手段の設定を制御する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記所定の無線通信規格は、IEEE８０２．１１bである
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。



(2) JP 4040403 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記所定の無線通信規格は、Bluetoothである
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記非接触通信は、FeliCaシステムを用いる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記設定情報は、ＩＤ情報、前記ＩＤ情報に対応するパスワード、ユーザ名、および前
記ユーザ名に対応するパスワードのうちの少なくとも１つを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　所定の無線通信規格に従って通信装置と無線通信し、前記通信装置を介してテキスト入
力デバイスを有する情報端末を含むネットワークと無線通信する無線通信手段を備える情
報処理装置の情報処理方法において、
　前記通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録された非接触ＩＣカー
ドの存在を検出し、検出した前記非接触ＩＣカードから、非接触通信によって前記第１の
設定情報を読み出す非接触通信ステップと、
　前記非接触通信ステップの処理で読み出された前記第１の設定情報に従って前記無線通
信手段の設定を制御する制御ステップとを含み、
　前記非接触通信ステップは、前記テキスト入力デバイスを用いて前記情報端末にユーザ
から入力され、前記情報端末から前記ネットワークを介して前記通信装置に供給され、前
記通信装置によって前記非接触ＩＣカードに記録された、前記ネットワークに無線接続す
るために必要な第２の設定情報も読み出し、
　前記制御ステップは、前記非接触通信ステップの処理で読み出された前記第２の設定情
報にも従って前記無線通信手段の設定を制御する
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項７】
　所定の無線通信規格に従って通信装置と無線通信し、前記通信装置を介してテキスト入
力デバイスを有する情報端末を含むネットワークと無線通信する無線通信手段を備える情
報処理装置を制御するためのプログラムであって、
　前記通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録された非接触ＩＣカー
ドの存在を検出し、検出した前記非接触ＩＣカードから、非接触通信によって前記第１の
設定情報を読み出す非接触通信ステップと、
　前記非接触通信ステップの処理で読み出された前記第１の設定情報に従って前記無線通
信手段の設定を制御する制御ステップとを含み、
　前記非接触通信ステップは、前記テキスト入力デバイスを用いて前記情報端末にユーザ
から入力され、前記情報端末から前記ネットワークを介して前記通信装置に供給され、前
記通信装置によって前記非接触ＩＣカードに記録された、前記ネットワークに無線接続す
るために必要な第２の設定情報も読み出し、
　前記制御ステップは、前記非接触通信ステップの処理で読み出された前記第２の設定情
報にも従って前記無線通信手段の設定を制御する
　処理を情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラムが記録されていることを特
徴とする記録媒体。
【請求項８】
　所定の無線通信規格に従って通信装置と無線通信し、前記通信装置を介してテキスト入
力デバイスを有する情報端末を含むネットワークと無線通信する無線通信手段を備える情
報処理装置を制御するためのプログラムであって、
　前記通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録された非接触ＩＣカー
ドの存在を検出し、検出した前記非接触ＩＣカードから、非接触通信によって前記第１の
設定情報を読み出す非接触通信ステップと、
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　前記非接触通信ステップの処理で読み出された前記第１の設定情報に従って前記無線通
信手段の設定を制御する制御ステップとを含み、
　前記非接触通信ステップは、前記テキスト入力デバイスを用いて前記情報端末にユーザ
から入力され、前記情報端末から前記ネットワークを介して前記通信装置に供給され、前
記通信装置によって前記非接触ＩＣカードに記録された、前記ネットワークに無線接続す
るために必要な第２の設定情報も読み出し、
　前記制御ステップは、前記非接触通信ステップの処理で読み出された前記第２の設定情
報にも従って前記無線通信手段の設定を制御する
　処理を情報処理装置のコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関し、例えば、他
の電子機器と無線接続してデータを通信する場合に用いて好適な情報処理装置および方法
、記録媒体、並びにプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
複数の電子機器を無線接続する技術として、IEEE(Institute of Electrical and Electro
nics Engineers)802.11bや、Bluetooth（商標）が知られている。ただし、本明細書にお
いて、無線接続、無線通信とは、電波を利用したものを指すものとする。
【０００３】
IEEE802.11bは、例えば、複数のパーソナルコンピュータやアクセスポイント装置などを
無線接続して、いわゆる無線LAN(Local Area Network)を構築するために用いられる。
【０００４】
　Bluetoothは、例えば、パーソナルコンピュータ、PDA(Personal Digital Assistant)、
携帯電話機、ディジタルビデオカメラなどの間で、所定のデータ（制御コマンドのデータ
、テキストデータ、静止画データ、動画データ、オーディオデータなど）を通信する用途
に用いられる（例えば、非特許文献１参照）。
【非特許文献１】
宮津和弘著「Bluetoothガイドブック」日刊工業新聞社、２０００年８月２８日発行
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述したような無線接続技術を用い、周辺に複数存在する無線接続可能な電子
機器のうち、意図する電子機器だけを接続して無線LANを構築する場合、意図しない電子
機器が当該無線LANに接続できないようにすることを目的として、無線LANに接続させる電
子機器に対して、ＩＤ情報やパスワードなどを予め設定する方法がある。
【０００６】
しかしながら、無線接続したい電子機器に対してＩＤ情報やパスワードを入力するネット
ワーク設定の操作は、ユーザにとって面倒である課題があった。
【０００７】
また、ネットワーク設定の操作は、無線接続したい電子機器の操作に習熟しているユーザ
でなければ困難であり、誰もが容易に実行できる操作とは言い難い課題があった。
【０００８】
さらに、ＩＤ情報やパスワードは、それ自体が意味のない文字や数字の羅列であることが
多いので、ユーザが手動で入力する場合、入力間違いが発生し得る課題があった。
【０００９】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザが面倒な設定操作を行うこ
となく、無線接続のための設定が自動的に実行されるようにすることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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　本発明の情報処理装置は、所定の無線通信規格に従って通信装置と無線通信する無線通
信手段と、通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録された非接触ＩＣ
カードの存在を検出し、検出した非接触ＩＣカードから、非接触通信によって第１の設定
情報を読み出す非接触通信手段と、非接触通信手段によって読み出された第１の設定情報
に従って無線通信手段の設定を制御する制御手段とを含み、非接触通信手段は、テキスト
入力デバイスを用いて情報端末にユーザから入力され、情報端末からネットワークを介し
て通信装置に供給され、通信装置によって非接触ＩＣカードに記録された、ネットワーク
に無線接続するために必要な第２の設定情報も読み出し、制御手段は、非接触通信手段に
よって読み出された第２の設定情報にも従って無線通信手段の設定を制御することを特徴
とする。
【００１１】
前記所定の無線通信規格は、IEEE８０２．１１bであるようにすることができる。
【００１２】
　前記所定の無線通信規格は、Bluetoothであるようにすることができる。
【００１３】
前記非接触通信は、FeliCAシステムを用いるようにすることができる。
【００１４】
前記情報記録媒体は、ＩＣカードであるようにすることができる。
【００１５】
前記設定情報は、ＩＤ情報、ＩＤ情報に対応するパスワード、ユーザ名、およびユーザ名
に対応するパスワードのうちの少なくとも１つを含むようにすることができる。
【００１７】
　本発明の情報処理方法は、通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録
された非接触ＩＣカードの存在を検出し、検出した非接触ＩＣカードから、非接触通信に
よって第１の設定情報を読み出す非接触通信ステップと、非接触通信ステップの処理で読
み出された第１の設定情報に従って無線通信手段の設定を制御する制御ステップとを含み
、非接触通信ステップは、テキスト入力デバイスを用いて情報端末にユーザから入力され
、情報端末からネットワークを介して通信装置に供給され、通信装置によって非接触ＩＣ
カードに記録された、ネットワークに無線接続するために必要な第２の設定情報も読み出
し、制御ステップは、非接触通信ステップの処理で読み出された第２の設定情報にも従っ
て無線通信手段の設定を制御することを特徴とする。
【００１８】
　本発明の記録媒体のプログラムは、通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情
報が記録された非接触ＩＣカードの存在を検出し、検出した非接触ＩＣカードから、非接
触通信によって第１の設定情報を読み出す非接触通信ステップと、非接触通信ステップの
処理で読み出された第１の設定情報に従って無線通信手段の設定を制御する制御ステップ
とを含み、非接触通信ステップは、テキスト入力デバイスを用いて情報端末にユーザから
入力され、情報端末からネットワークを介して通信装置に供給され、通信装置によって非
接触ＩＣカードに記録された、ネットワークに無線接続するために必要な第２の設定情報
も読み出し、制御ステップは、非接触通信ステップの処理で読み出された第２の設定情報
にも従って無線通信手段の設定を制御する処理を情報処理装置のコンピュータに実行させ
ることを特徴とする。
【００１９】
　本発明のプログラムは、通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録さ
れた非接触ＩＣカードの存在を検出し、検出した非接触ＩＣカードから、非接触通信によ
って第１の設定情報を読み出す非接触通信ステップと、非接触通信ステップの処理で読み
出された第１の設定情報に従って無線通信手段の設定を制御する制御ステップとを含み、
非接触通信ステップは、テキスト入力デバイスを用いて情報端末にユーザから入力され、
情報端末からネットワークを介して通信装置に供給され、通信装置によって非接触ＩＣカ
ードに記録された、ネットワークに無線接続するために必要な第２の設定情報も読み出し
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、制御ステップは、非接触通信ステップの処理で読み出された第２の設定情報にも従って
無線通信手段の設定を制御する処理を情報処理装置のコンピュータに実行させることを特
徴とする。
【００３０】
　本発明においては、通信装置に無線接続するために必要な第１の設定情報が記録された
非接触ＩＣカードの存在が検出され、検出された非接触ＩＣカードから、非接触通信によ
って第１の設定情報が読み出され、読み出された第１の設定情報に従って無線通信手段の
設定が制御される。また、テキスト入力デバイスを用いて情報端末にユーザから入力され
、情報端末からネットワークを介して通信装置に供給され、通信装置によって非接触ＩＣ
カードに記録された、ネットワークに無線接続するために必要な第２の設定情報も読み出
され、読み出された第２の設定情報にも従って無線通信手段の設定が制御される。
【００３２】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の一実施の形態であるパーソナルコンピュータ１と、アクセスポイント装
置３との無線接続の概念を示している。
【００３３】
パーソナルコンピュータ１は、内蔵する無線通信部２０（図２）のIEEE802.11bに従った
無線通信機能によってアクセスポイント装置３と無線接続し、アクセスポイント装置３を
介して、インタネットに代表されるネットワーク４に接続されているサーバ（不図示）な
どとデータを通信する。
【００３４】
ただし、パーソナルコンピュータ１の無線通信部２０に対しては、アクセスポイント装置
３と無線接続する前に、IEEE802.11bで規定されているＩＤ情報SSID、およびパスワードW
EP KEY（以下、アクセスポイント情報と記述する）を設定する必要がある。
【００３５】
アクセスポイント情報の設定は、アクセスポイント情報が記録されたＩＣカード２を、パ
ーソナルコンピュータ１のＩＣカード非接触通信部１９に、所定の距離まで接近させる（
または瞬間的に接触させる）だけで実行されるようになされている。
【００３６】
図２は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）１の構成例を示している。パーソナルコンピュ
ータ１は、CPU(Central Processing Unit)１１を内蔵している。CPU１１にはバス１４を
介して、入出力インタフェース１５が接続されている。バス１４には、ROM(Read Only Me
mory)１２およびRAM(Random Access Memory)１３が接続されている。
【００３７】
入出力インタフェース１５には、ユーザが操作コマンドを入力するキーボード、マウスな
どの入力デバイスよりなる操作入力部１６、操作画面を表示するCRT(Cathode Ray Tube)
またはLCD(Liquid Crystal Display)等に映像信号を出力する表示制御部１７、プログラ
ムや各種データを格納するハードディスクドライブなどよりなる記憶部１８、至近距離に
接近されたＩＣカード２を検知して、ＩＣカード２に対してデータを読み書きするＩＣカ
ード非接触通信部１９、IEEE802.11bに従った無線通信機能により、CPU１１によって設定
されるアクセスポイント情報またはローカルネットワーク情報などに従ってアクセスポイ
ント装置３などに無線接続してデータを通信する無線通信部２０、および磁気ディスク２
２（フレキシブルディスクを含む）、光ディスク２３（CD-ROM(Compact Disc-Read Only 
Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク２４（ＭＤ(Mini Disc
)を含む）、もしくは半導体メモリ２５などの記録媒体に対してデータを読み書きするド
ライブ２１が接続されている。
【００３８】
さらに、入出力インタフェース１５には、赤外線信号を用いて他の電子機器（例えば、図
１４のPDA７１）とローカルネットワーク情報などを通信する赤外線通信部２６が接続さ
れている。赤外線通信部２６の発光部および受光部は、パーソナルコンピュータ１の筐体
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外部に設けられている。
【００３９】
CPU１１は、ROM１２に記憶されているプログラムまたは磁気ディスク２２乃至半導体メモ
リ２５から読み出されて記憶部１８に記憶され、記憶部１８からRAM１３にロードされた
プログラムに従って各部を制御し、各種の処理を実行する。
【００４０】
ＩＣカード非接触通信部１９は、図１に示されたようにパーソナルコンピュータ１の筐体
外部に設けてもよいし、筐体内部の例えば側面などに設けてもよい。また、ＩＣカード２
に対して非接触でデータを読み書きする方法は、例えばFeliCaシステムを適用することが
できる。
【００４１】
また、ＩＣカード非接触通信部１９は、至近距離に接近されたPDA４１の非接触通信部５
９（図１２）と、ローカルネットワーク情報等を通信することができる。
【００４２】
図１に戻る。ＩＣカード２は、例えば、アクセスポイント装置３とセットで販売されるも
のであり、アクセスポイント装置３に接続するためのアクセスポイント情報が予め記録さ
れている。
【００４３】
図３は、ＩＣカード２に予め記録されているアクセスポイント情報をXML(Extensible Mar
kup Language)で記述した一例を示している。同図においては、"＊＊＊＊"がＩＤ情報SSI
Dを示し、"＃＃＃＃＃"がパスワードWep keyを示している。なお、通常、"＊＊＊＊"およ
び"＃＃＃＃＃"は、意味のない文字や数字の羅列である。
【００４４】
アクセスポイント装置３は、パーソナルコンピュータ１が内蔵する無線通信部２０とIEEE
802.11bに従って無線通信する機能を備えており、パーソナルコンピュータ１からの要求
に対応し、パーソナルコンピュータ１とネットワーク４上のサーバなどとのデータ通信を
中継する。
【００４５】
なお、アクセスポイント装置３には、パーソナルコンピュータ１の他、パーソナルコンピ
ュータ１と同等の複数のパーソナルコンピュータ（不図示、以下、パーソナルコンピュー
タ１'と記述する）を同時に無線接続することができる。その場合、アクセスポイント装
置３は、パーソナルコンピュータ１とパーソナルコンピュータ１'とのデータ通信も中継
する。
【００４６】
次に、パーソナルコンピュータ１によるアクセスポイント設定処理について、図４のフロ
ーチャートを参照して説明する。ステップＳ１において、ＩＣカード非接触通信部１９は
、ＩＣカード２の検出を開始し、ＩＣカード２を検出するまで待機する。
【００４７】
このとき、ユーザが、ＩＣカード２をパーソナルコンピュータ１のＩＣカード非接触通信
部１９に近づけると、ＩＣカード非接触通信部１９がＩＣカード２を検出して、処理はス
テップＳ２に進む。
【００４８】
ステップＳ２において、ＩＣカード非接触通信部１９は、検出したＩＣカード２にアクセ
スポイント情報が記録されているか否かを判定する。検出したＩＣカード２にアクセスポ
イント情報が記録されていると判定された場合、処理はステップＳ３に進む。
【００４９】
ステップＳ３において、ＩＣカード非接触通信部１９は、ＩＣカード２に記録されている
アクセスポイント情報を読み出す。CPU１１は、ＩＣカード非接触通信部１９が読み出し
たアクセスポイント情報に従い、無線通信部２０に対する設定を実行する。これにより、
パーソナルコンピュータ１は、アクセスポイント装置３との無線接続が確立し、アクセス
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ポイント装置３を介してネットワーク４上のサーバなどにアクセスすることが可能となる
。
【００５０】
なお、ステップＳ２において、検出したＩＣカード２にアクセスポイント情報が記録され
ていないと判定された場合、ステップＳ３の処理はスキップされて処理は終了される。こ
の場合、パーソナルコンピュータ１とアクセスポイント装置３との無線接続は確立されな
い。以上で、パーソナルコンピュータ１によるアクセスポイント設定処理の説明を終了す
る。
【００５１】
次に、図５は、パーソナルコンピュータ１と、ＩＣカード２に対してデータを読み書きす
ることができるアクセスポイント装置３１との無線接続の概念を示している。
【００５２】
アクセスポイント装置３１は、図１のアクセスポイント装置３に、パーソナルコンピュー
タ１のＩＣカード非接触通信部１９と同等の機能を持たせたものである。
【００５３】
アクセスポイント装置３１がＩＣカード２に対してデータを書き込む機能を有することに
より、アクセスポイント装置３１を用いて、既にアクセスポイント情報が記録されている
ＩＣカード２に対し、アクセスポイント装置３１を介して構築される無線LANに接続する
ためのユーザ情報（例えば、パーソナルコンピュータ１のユーザに対して設定されるユー
ザ名、および当該ユーザ名に対応するパスワードなど）を追加記録することが可能となる
。
【００５４】
図６は、図３に示されたXMLで記述されたアクセスポイント情報に、ユーザ情報を追加し
た一例を示している。同図においては、"ＡＢＣ"がパーソナルコンピュータ１に対して設
定されるユーザ名を示し、"ＡＢＣ１２３"がユーザ名に対応するパスワードを示している
。
【００５５】
なお、ＩＣカード２に追加記録するユーザ情報は、既にアクセスポイント装置３１に接続
している他のパーソナルコンピュータ（不図示）などから入力することができる。
【００５６】
このようにしてユーザ情報が追加記録されたＩＣカード２をパーソナルコンピュータ１の
ＩＣカード非接触通信部１９に近づければ、パーソナルコンピュータ１は、ＩＣカード２
に記録されているアクセスポイント情報を用いてアクセスポイント装置３１と無線通信す
ることができ、さらに、ＩＣカード２に記録されているユーザ情報を用いてアクセスポイ
ント装置３１を介して構築される無線LANに接続することが可能となる。
【００５７】
ただし、図６に示されたように、ＩＣカード２に、パーソナルコンピュータ１に対して設
定されるユーザ名とそれに対応するパスワードを記録した場合、ＩＣカード２をパーソナ
ルコンピュータ１と同等の他のパーソナルコンピュータ１'に近づけると、パーソナルコ
ンピュータ１'のユーザ名が"ＡＢＣ"に設定されて無線LANに接続してしまうことになる。
【００５８】
このような事態を防ぐために、ユーザ情報のうちのユーザ名に対応するパスワード（図６
の場合、"ＡＢＣ１２３"）をＩＣカード２に記録せず、パーソナルコンピュータ１に保持
させるようにしてもよい。この場合、ＩＣカード非接触通信部１９が、ユーザ情報として
パーソナルコンピュータ１に対して設定されるユーザ名"ＡＢＣ"が記録されているＩＣカ
ード２を検出したとき、保持されているパスワードが読み出されて設定されるようにすれ
ばよい。
【００５９】
次に、図７は、パーソナルコンピュータ１－１とパーソナルコンピュータ１－２が、アド
ホック(Ad-hoc)モードで無線LANを構築する処理の概念を示している。
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【００６０】
なお、パーソナルコンピュータ１－１，１－２は、パーソナルコンピュータ１と同様に構
成されている。以下、パーソナルコンピュータ１－１のCPUをCPU１１－１、パーソナルコ
ンピュータ１－２のCPUをCPU１１－２と記述する。他の構成要素についても同様とする。
【００６１】
アドホックモードで無線LANを構築するパーソナルコンピュータ１－１，１－２の処理に
ついて、図８乃至図１０を参照して説明する。なお、図８はパーソナルコンピュータ１－
１の処理を説明するフローチャートであり、図１０はパーソナルコンピュータ１－２の処
理を説明するフローチャートである。
【００６２】
パーソナルコンピュータ１－１の処理は、ユーザから、パーソナルコンピュータ１－２が
パーソナルコンピュータ１－１に対して無線接続するために必要なローカルネットワーク
情報をＩＣカード２に記録するように指示する操作が行われたとき開始される。
【００６３】
ステップＳ１１において、パーソナルコンピュータ１－１のＩＣカード非接触通信部１９
－１は、ＩＣカード２の検出を開始し、ＩＣカード２を検出するまで待機する。
【００６４】
このとき、ユーザが、ＩＣカード２をパーソナルコンピュータ１－１のＩＣカード非接触
通信部１９－１に近づけると、ＩＣカード非接触通信部１９－１がＩＣカード２を検出し
て、処理はステップＳ１２に進む。ステップＳ１２において、ＩＣカード非接触通信部１
９－１は、パーソナルコンピュータ１－２がパーソナルコンピュータ１－１に対して無線
接続するために必要なローカルネットワーク情報をＩＣカード２に記録する。
【００６５】
図９は、ＩＣカード非接触通信部１９－１によってＩＣカード２に記録されるローカルネ
ットワーク情報をXMLで記述した一例を示している。同図においては、"＊＊＊＊"がＩＤ
情報SSIDを示し、"＃＃＃＃＃"がパスワードWep keyを示している。
【００６６】
次に、パーソナルコンピュータ１－２の処理について説明する。この処理は、ユーザから
、ＩＣカード２に記録されているローカルネットワーク情報に基づいて、無線通信部２０
に対する設定を実行するように指示する操作が行われたときに開始される。
【００６７】
ステップＳ２１において、パーソナルコンピュータ１－２のＩＣカード非接触通信部１９
－２は、ＩＣカード２の検出を開始し、ＩＣカード２を検出するまで待機する。
【００６８】
このとき、ユーザが、ＩＣカード２をパーソナルコンピュータ１－２のＩＣカード非接触
通信部１９－２に近づけると、ＩＣカード非接触通信部１９－２がＩＣカード２を検出し
て、処理はステップＳ２２に進む。ステップＳ２２において、ＩＣカード非接触通信部１
９－２は、検出したＩＣカード２にローカルネットワーク情報が記録されているか否かを
判定する。ＩＣカード２にローカルネットワーク情報が記録されていると判定された場合
、処理はステップＳ２３に進む。
【００６９】
ステップＳ２３において、ＩＣカード非接触通信部１９－２は、ＩＣカード２に記録され
ているローカルネットワーク情報を読み出す。CPU１１－２は、ＩＣカード非接触通信部
１９－２が読み出したローカルネットワーク情報に従い、無線通信部２０－２のネットワ
ーク設定を実行する。これにより、パーソナルコンピュータ１－１とパーソナルコンピュ
ータ１－２とによるアドホックモードの無線LANが構築される。
【００７０】
以上で、アドホックモードで無線LANを構築するパーソナルコンピュータ１－１とパーソ
ナルコンピュータ１－２の処理の説明を終了する。なお、当然ながら、上述したパーソナ
ルコンピュータ１－１の処理をパーソナルコンピュータ１－２が実行し、パーソナルコン
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ピュータ１－２の処理をパーソナルコンピュータ１－１が実行するようにしてもよい。
【００７１】
次に、図１１は、パーソナルコンピュータ１とPDA４１が、ＩＣカード２を用いることな
く、非接触通信によって、アドホックモードで無線LANを構築する概念を示している。す
なわち、パーソナルコンピュータ１にPDA４１を接近させることによって非接触通信が確
立されて、ローカルネットワーク情報が通信され、それにより無線通信の設定が行われる
。
【００７２】
図１２は、PDA４１の構成例を示している。PDA４１は、CPU５１を内蔵している。CPU５１
にはバス５４を介して、入出力インタフェース５５が接続されている。バス５４には、RO
M５２およびRAM５３が接続されている。
【００７３】
入出力インタフェース１５には、ユーザが操作コマンドを入力する操作入力部５６、操作
画面を表示する表示部５７、プログラムや各種データを記憶する記憶部５８、至近距離に
近接するパーソナルコンピュータ１のＩＣカード非接触通信部１９とローカルネットワー
ク情報等を非接触で通信する非接触通信部５９、IEEE802.11bに従った無線通信機能によ
り、CPU５１によって設定されるローカルネットワーク情報などに従ってパーソナルコン
ピュータ１の無線通信部２０などに無線接続してデータを通信する無線通信部６０、およ
び記録媒体６２に対してデータを読み書きするドライブ６１が接続されている。
【００７４】
CPU５１は、ROM５２に記憶されているプログラムまたは記録媒体６２から読み出されて記
憶部５８に記憶され、記憶部５８からRAM５３にロードされたプログラムに従って各部を
制御し、各種の処理を実行する。
【００７５】
ＩＣカード２を用いることなく非接触通信によって、アドホックモードで無線LANを構築
するパーソナルコンピュータ１とPDA４１の処理について、図１３を参照して説明する。
【００７６】
ステップＳ３１において、パーソナルコンピュータ１のＩＣカード非接触通信部１９は、
ユーザの操作に基づくCPU１１の制御に従い、非接触通信によってローカルネットワーク
情報を送信する状態に設定される。
【００７７】
一方、PDA４１の非接触通信部５９は、ステップＳ４１において、ユーザの操作に基づくC
PU５１の制御に従い、非接触通信によってローカルネットワーク情報を受信する状態に設
定される。
【００７８】
ステップＳ３２において、パーソナルコンピュータ１のＩＣカード非接触通信部１９は、
PDA４１の非接触通信部５９の検出を開始し、非接触通信部５９を検出して非接触の通信
を確立するまで待機する。
【００７９】
このとき、ユーザが、PDA４１をパーソナルコンピュータ１のＩＣカード非接触通信部１
９に近づけると、PDA４１の非接触通信部５９が検出されて非接触の通信が確立され、処
理はステップＳ３３に進む。
【００８０】
ステップＳ３３において、ＩＣカード非接触通信部１９は、PDA４１の非接触通信部５９
に、無線接続するために必要なローカルネットワーク情報を送信する。
【００８１】
ステップＳ４２において、PDA４１の非接触通信部５９は、ＩＣカード非接触通信部１９
から送信されたローカルネットワーク情報を受信する。ステップＳ４３において、CPU５
１は、非接触通信部５９が受信したローカルネットワーク情報に従い、無線通信部６０の
ネットワーク設定を実行する。これにより、パーソナルコンピュータ１とPDA４１とのア
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ドホックモードでの無線LANが構築される。
【００８２】
以上で、ＩＣカード２を用いることなく非接触通信によって、アドホックモードで無線LA
Nを構築するパーソナルコンピュータ１とPDA４１の処理の説明を終了する。なお、上述し
たパーソナルコンピュータ１の処理をPDA４１が実行し、PDA４１の処理をパーソナルコン
ピュータ１が実行するようにしてもよい。
【００８３】
次に、図１４は、パーソナルコンピュータ１とPDA７１が、ＩＣカード２を用いることな
く、赤外線通信によって、アドホックモードで無線LANを構築する概念を示している。す
なわち、パーソナルコンピュータ１とPDA７１との間で赤外線によりローカルネットワー
ク情報が通信され、それにより無線通信の設定が行われる。
【００８４】
図１５は、PDA７１の構成例を示している。PDA７１は、図１２に示されたPDA４１の非接
触通信部５９を、赤外線通信部８１に置換したものである。赤外線通信部８１は、赤外通
信により、パーソナルコンピュータ１の赤外線通信部２６とローカルネットワーク情報を
通信する。
【００８５】
PDA７１を構成する赤外線通信部８１以外の各部については、PDA４１の対応する構成要素
と同一の符号を付与しているので、その説明は省略する。
【００８６】
ＩＣカード２を用いることなく赤外線通信によって、アドホックモードで無線LANを構築
するパーソナルコンピュータ１とPDA７１の処理について、図１６を参照して説明する。
【００８７】
ステップＳ５１において、パーソナルコンピュータ１の赤外線通信部２６は、ユーザの操
作に基づくCPU１１の制御に従い、赤外線通信によってローカルネットワーク情報を送信
する状態に設定される。
【００８８】
一方、PDA７１の赤外線通信部８１は、ステップＳ６１において、ユーザの操作に基づくC
PU５１の制御に従い、赤外線通信によってローカルネットワーク情報を受信する状態に設
定される。
【００８９】
ステップＳ５２において、パーソナルコンピュータ１の赤外線通信部２６は、PDA７１の
赤外線通信部８１との通信を確立するまで待機する。
【００９０】
このとき、ユーザが、PDA７１の赤外線通信部８１を、パーソナルコンピュータ１の赤外
線通信部２６に近づけて指向させると、赤外線通信部２６と赤外線通信部８１との通信が
確立され、処理はステップＳ５３に進む。
【００９１】
ステップＳ５３において、赤外線通信部２６は、PDA７１の赤外線通信部８１に、無線接
続するために必要なローカルネットワーク情報を送信する。
【００９２】
ステップＳ６２において、PDA７１の赤外線通信部８１は、赤外線通信部２６から送信さ
れたローカルネットワーク情報を受信する。ステップＳ６３において、CPU５１は、赤外
線通信部８１が受信したローカルネットワーク情報に従い、無線通信部６０のネットワー
ク設定を実行する。これにより、パーソナルコンピュータ１とPDA７１とのアドホックモ
ードでの無線LANが構築される。
【００９３】
以上で、ＩＣカード２を用いることなく赤外線通信によって、アドホックモードで無線LA
Nを構築するパーソナルコンピュータ１とPDA７１の処理の説明を終了する。なお、上述し
たパーソナルコンピュータ１の処理をPDA７１が実行し、PDA７１の処理をパーソナルコン
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ピュータ１が実行するようにしてもよい。
【００９４】
ところで、本発明は、パーソナルコンピュータ、PDAの他、例えば携帯電話機、ディジタ
ルビデオカメラ、テレビジョン受像器、ビデオレコーダ、電子レンジ、エアーコンディシ
ョナなどのあらゆる電子機器に適用することが可能である。
【００９５】
また、本実施の形態においては、無線通信の規格としてIEEE802.11bを採用したが、例え
ばIEEE802.11a、IEEE802.11g、Bluetoothなどの他の無線通信規格を適用することも可能
である。
【００９６】
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアに
より実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そ
のソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピ
ュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行するこ
とが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストールさ
れる。
【００９７】
この記録媒体は、例えば、図２に示されたように、コンピュータとは別に、ユーザにプロ
グラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク２２乃至
半導体メモリ２５などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、コンピ
ュータに予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているROM
やハードディスクなどで構成される。
【００９８】
なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【００９９】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１００】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、ユーザによる特別な設定操作を必要とすることなく、無
線接続のための設定を自動的に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＩＣカードを用いて、パーソナルコンピュータ１とアクセスポイント装置３との
無線接続の設定を行う概念を示す図である。
【図２】図１のパーソナルコンピュータ１の構成例を示すブロック図である。
【図３】図２のＩＣカードに予め記録されているアクセスポイント情報の一例を示す図で
ある。
【図４】パーソナルコンピュータ１によるアクセスポイント設定の処理を説明するフロー
チャートである。
【図５】ＩＣカードを用いて、パーソナルコンピュータ１とアクセスポイント装置３１と
の無線接続の設定を行う概念を示す図である。
【図６】図３のアクセスポイント情報にユーザ情報を追加した一例を示す図である。
【図７】アドホックモードでパーソナルコンピュータ１－１とパーソナルコンピュータ１
－２との無線LANを構築する概念を示す図である。
【図８】アドホックモードで無線LANを構築するパーソナルコンピュータ１－１の処理を
説明するフローチャートである。
【図９】ＩＣカード２に記録されるローカルネットワーク情報の一例を示す図である。
【図１０】アドホックモードで無線LANを構築するパーソナルコンピュータ１－２の処理
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を説明するフローチャートである。
【図１１】ＩＣカード２を用いずに非接触通信により、アドホックモードで、パーソナル
コンピュータ１とPDA４１との無線LANを構築する概念を示す図である。
【図１２】図１１のPDA４１の構成例を示すブロック図である。
【図１３】ＩＣカード２を用いずに非接触通信により、アドホックモードで、パーソナル
コンピュータ１とPDA４１との無線LANを構築する処理を説明するフローチャートである。
【図１４】ＩＣカード２を用いずに赤外線通信により、アドホックモードで、パーソナル
コンピュータ１とPDA７１との無線LANを構築する概念を示す図である。
【図１５】図１４のPDA７１の構成例を示すブロック図である。
【図１６】ＩＣカード２を用いずに赤外線通信により、アドホックモードで、パーソナル
コンピュータ１とPDA７１との無線LANを構築する処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１　パーソナルコンピュータ，　２　ＩＣカード，　３　アクセスポイント装置，　４　
ネットワーク，　１１　CPU，　１９　ＩＣカード非接触通信部，　２０　無線通信部，
　２２　磁気ディスク，　２３　光ディスク，　２４　光磁気ディスク，　２５　半導体
メモリ，　２６　赤外線通信部，　３１　アクセスポイント装置，　４１　PDA，　５１
　CPU，　５９　非接触通信部，　６０　無線通信部，　６２　記録媒体，　７１　PDA，
　８１　赤外線通信部

【図１】 【図２】



(13) JP 4040403 B2 2008.1.30

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(14) JP 4040403 B2 2008.1.30

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】



(15) JP 4040403 B2 2008.1.30

【図１４】 【図１５】

【図１６】



(16) JP 4040403 B2 2008.1.30

10

フロントページの続き

    合議体
    審判長  石井　研一
    審判官  萩原　義則
    審判官  梶尾　誠哉

(56)参考文献  特開２００１－１８９７２２（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－２６１０４３（ＪＰ，Ａ）
              特開平２－２８０２９２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L12/28-46
              H04L9/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

