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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の周波数帯域を複数に区分けした一の帯域を個別に示す第１無線チャンネルを複数
使用して副通信装置との間で無線通信を行う第１無線通信手段を備えた主通信装置におい
て、
　外部の通信装置が無線通信に使用する無線チャンネルであって、前記所定の周波数帯域
のうち連続する前記第１無線チャンネルの帯域を含んで一の無線チャンネルが構成される
第２無線チャンネルであり、その第２無線チャンネルの使用状況を検出する状況検出手段
と、
　その状況検出手段により検出される第２無線チャンネルを使用して行われる無線通信の
中で、前記第１無線通信手段が行う無線通信を基準とし、その基準よりも優先度の高い無
線通信を設定する第１設定手段と、
　その第１設定手段により設定される無線通信に基づいて、電波の相互作用の影響が少な
い所定数の第１無線チャンネルを、前記複数の第１無線チャンネルの中から選定する選定
手段と、
　その選定手段により選定された前記所定数の第１無線チャンネルの一つを第１周期毎に
決定するチャンネル決定手段と、
　そのチャンネル決定手段により決定された第１無線チャンネルを使用して前記副通信装
置との間で無線通信を実行する通信実行手段とを備え、
　前記外部の通信装置は、前記第２無線チャンネルを使用して無線通信を行う場合に、そ
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の無線通信の通信相手を識別するための識別情報を含む無線信号を送信するように構成さ
れ、
　前記状況検出手段は、前記第２無線チャンネルの使用状況として、前記第２無線チャン
ネルによる無線通信で送信される識別情報を検出するものであり、
　前記状況検出手段により検出される識別情報に応じた表示を行う表示手段と、
　その表示手段に表示された識別情報に応じた表示の中から、ユーザ操作により指示され
た識別情報を取得する操作取得手段とを備え、
　前記第１設定手段は、
　前記第２無線チャンネルを使用して行われる無線通信の中で、前記操作取得手段により
取得される識別情報により識別される無線通信を、前記基準よりも優先度の高い無線通信
に設定することを特徴とする主通信装置。
【請求項２】
　前記第１設定手段は、前記第１無線通信手段が行う無線通信を基準とし、その基準より
も優先度の高い無線通信に順位を付けて設定するものであり、
　前記選定手段は、
　前記優先度の順位が高い無線通信順に、その無線通信で使用される第２無線チャンネル
を取得する優先チャンネル取得手段と、
　その優先チャンネル取得手段により取得される第２無線チャンネルに含まれる第１無線
チャンネルを、前記複数の第１無線チャンネルの中から除外する第１除外手段とを備え、
　前記第１除外手段により除外される場合に残存する第１無線チャンネルの中から所定数
の第１無線チャンネルを選定することを特徴とする請求項１記載の主通信装置。
【請求項３】
　前記第１設定手段は、
　前記第１除外手段により除外される場合に残存する第１無線チャンネルの残数が前記所
定数以上であるかを判定する第１判定手段と、
　その第１判定手段により前記第１無線チャンネルの残数が前記所定数未満であると判定
される場合に、その第１無線チャンネルの残数が前記所定数以上となるまで、前記基準よ
りも優先度の高い無線通信の中で前記優先度の順位が低い無線通信を、前記基準よりも優
先度が低い無線通信に設定する第２設定手段とを備えていることを特徴とする請求項２記
載の主通信装置。
【請求項４】
　前記状況検出手段は、前記第２無線チャンネルの使用状況を定期的に検出するものであ
り、
　前記第１設定手段は、前記状況検出手段により検出される第２無線チャンネルの使用状
況が変化した場合に、再度、前記基準よりも優先度の高い無線通信を設定することを特徴
とする請求項１から３のいずれかに記載の主通信装置。
【請求項５】
　前記外部の通信装置との間で前記第２無線チャンネルを使用して無線通信を行う第２無
線通信手段と、
　その第２無線通信手段が前記外部の通信装置との無線通信に使用する第２無線チャンネ
ルを取得するチャンネル取得手段とを備え、
　前記選定手段は、
　前記チャンネル取得手段により取得される第２無線チャンネルに含まれる第１無線チャ
ンネルを前記複数の第１無線チャンネルから除外する第２除外手段を備え、
　前記第２除外手段により除外された場合に残存する第１無線チャンネルの中から前記所
定数の第１無線チャンネルを選定することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載
の主通信装置。
【請求項６】
　前記第１設定手段は、
　前記第２無線チャンネルによる無線通信が行われているかを判定する第２判定手段と、
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　その第２判定手段により前記第２無線チャンネルによる無線通信が行われていないと判
定された無線通信を、前記基準よりも優先度が低い無線通信に設定する第３設定手段とを
備えていることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の主通信装置。
【請求項７】
　前記第１設定手段は、前記第１無線通信手段が行う無線通信を基準とし、その基準より
も優先度の低い無線通信に順位を付けて設定するものであり、
　前記選定手段は、
　前記優先度の順位が低い無線通信順に、その無線通信で使用される第２無線チャンネル
を取得する低チャンネル取得手段を備え、
　その低チャンネル取得手段により取得される第２無線チャンネルに含まれる第１無線チ
ャンネルを優先して、前記所定数の第１無線チャンネルに選定することを特徴とする請求
項１から６のいずれかに記載の主通信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主通信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、所定の周波数帯域を使用してデータ通信や通話を行う通信装置が知られてい
る。この種の通信装置では、データ通信や通話に使用される周波数帯域が重複して使用さ
れる。例えば、データ通信を目的とした無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）や、通話を目的としたデジタルコードレス電話（以下、「ＤＣＬ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｃｏｒｄｌｅｓｓ）」と称する）は、いずれも２．４ＧＨｚ帯という同一の周波数帯域
を使用する。
【０００３】
　ここで、図１０を参照して、無線ＬＡＮおよびＤＣＬで使用される周波数帯域及び周波
数チャンネルについて説明する。図１０は、無線ＬＡＮおよびＤＣＬで使用される周波数
帯域及び周波数チャンネルを示した概略図である。
【０００４】
　図１０に示すように、無線ＬＡＮ、ＤＣＬの各通信方式は、いずれも２．４ＧＨｚから
２．５ＧＨｚまでの周波数帯域（２．４ＧＨｚ帯）を使用している。そして、無線ＬＡＮ
やＤＣＬの通信方式に対応して、周波数帯域内を複数分割したチャンネルが設定されてい
る。なお、各々の通信方式におけるチャンネルを区別するために、以下、無線ＬＡＮで使
用されるチャンネルを無線ＬＡＮチャンネルと称し、ＤＣＬで使用されるチャンネルをＤ
ＣＬチャンネルと称する。
【０００５】
　無線ＬＡＮでは、２．４ＧＨｚから２．５ＧＨｚまでの周波数帯域が１４の無線ＬＡＮ
チャンネル（ｗｃｈ１～ｗｃｈ１４）に分けられている。そして、無線ＬＡＮでは、１４
の無線ＬＡＮチャンネルのうち、１つの無線ＬＡＮチャンネルが継続して使用される。
【０００６】
　一方、ＤＣＬでは、２．４ＧＨｚから２．５ＧＨｚまでの周波数帯域が８９のＤＣＬチ
ャンネル（ｄｃｈ１～ｄｃｈ８９）に分けられている。そして、ホッピング周期と称され
る所定の周期（例えば、１／１００秒）毎に、８９あるＤＣＬチャンネルのうち予め選択
された例えば４５のＤＣＬチャンネルの間で、使用されるＤＣＬチャンネルが変更（ホッ
ピング）される。
【０００７】
　上述したような通信方式が２以上混在するような状況下では、同一の周波数帯域が各々
の通信方式によって使用されるので、各々の通信方式の間で電波干渉が生ずる恐れがある
。



(4) JP 5003564 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

【０００８】
　これに対し、次の特許文献１では、無線通信を開始する前に、無線通信に使用可能な複
数の無線チャンネルの全てについて、その無線チャンネルを使用した無線通信が行われて
いるかを検出し、無線通信が行われていない（空いている）無線チャンネルを使用して、
無線通信を開始する技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００３－１１０５７２号公報（００３７段落など）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された技術では、全ての無線チャンネルにお
いて無線通信が行われ、空いている無線チャンネルが存在しない場合には、無線通信に使
用する無線チャンネルを決定できず、無線通信を開始することができないという問題点が
あった。
【００１０】
　本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、無線通信の電波干渉を
抑えつつ、無線通信に使用する無線チャンネルを確保することができる主通信装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的を達成するために、請求項１記載の主通信装置は、所定の周波数帯域を複数に
区分けした一の帯域を個別に示す第１無線チャンネルを複数使用して副通信装置との間で
無線通信を行う第１無線通信手段を備えたものであり、外部の通信装置が無線通信に使用
する無線チャンネルであって、前記所定の周波数帯域のうち連続する前記第１無線チャン
ネルの帯域を含んで一の無線チャンネルが構成される第２無線チャンネルであり、その第
２無線チャンネルの使用状況を検出する状況検出手段と、その状況検出手段により検出さ
れる第２無線チャンネルを使用して行われる無線通信の中で、前記第１無線通信手段が行
う無線通信を基準とし、その基準よりも優先度の高い無線通信を設定する第１設定手段と
、その第１設定手段により設定される無線通信に基づいて、電波の相互作用の影響が少な
い所定数の第１無線チャンネルを、前記複数の第１無線チャンネルの中から選定する選定
手段と、その選定手段により選定された前記所定数の第１無線チャンネルの一つを第１周
期毎に決定するチャンネル決定手段と、そのチャンネル決定手段により決定された第１無
線チャンネルを使用して前記副通信装置との間で無線通信を実行する通信実行手段とを備
え、前記外部の通信装置は、前記第２無線チャンネルを使用して無線通信を行う場合に、
その無線通信の通信相手を識別するための識別情報を含む無線信号を送信するように構成
され、前記状況検出手段は、前記第２無線チャンネルの使用状況として、前記第２無線チ
ャンネルによる無線通信で送信される識別情報を検出するものであり、前記状況検出手段
により検出される識別情報に応じた表示を行う表示手段と、その表示手段に表示された識
別情報に応じた表示の中から、ユーザ操作により指示された識別情報を取得する操作取得
手段とを備え、前記第１設定手段は、前記第２無線チャンネルを使用して行われる無線通
信の中で、前記操作取得手段により取得される識別情報により識別される無線通信を、前
記基準よりも優先度の高い無線通信に設定する。
 
【００１３】
　請求項２記載の主通信装置は、請求項１記載の主通信装置において、前記第１設定手段
は、前記第１無線通信手段が行う無線通信を基準とし、その基準よりも優先度の高い無線
通信に順位を付けて設定するものであり、前記選定手段は、前記優先度の順位が高い無線
通信順に、その無線通信で使用される第２無線チャンネルを取得する優先チャンネル取得
手段と、その優先チャンネル取得手段により取得される第２無線チャンネルに含まれる第
１無線チャンネルを、前記複数の第１無線チャンネルの中から除外する第１除外手段とを
備え、前記第１除外手段により除外される場合に残存する第１無線チャンネルの中から所
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定数の第１無線チャンネルを選定する。
 
【００１４】
　請求項３記載の主通信装置は、請求項２記載の主通信装置において、前記第１設定手段
は、前記第１除外手段により除外される場合に残存する第１無線チャンネルの残数が前記
所定数以上であるかを判定する第１判定手段と、その第１判定手段により前記第１無線チ
ャンネルの残数が前記所定数未満であると判定される場合に、その第１無線チャンネルの
残数が前記所定数以上となるまで、前記基準よりも優先度の高い無線通信の中で前記優先
度の順位が低い無線通信を、前記基準よりも優先度が低い無線通信に設定する第２設定手
段とを備えている。
 
【００１５】
　請求項４記載の主通信装置は、請求項１から３のいずれかに記載の主通信装置において
、前記状況検出手段は、前記第２無線チャンネルの使用状況を定期的に検出するものであ
り、前記第１設定手段は、前記状況検出手段により検出される第２無線チャンネルの使用
状況が変化した場合に、再度、前記基準よりも優先度の高い無線通信を設定する。
 
【００１６】
　請求項５記載の主通信装置は、請求項１から４のいずれかに記載の主通信装置において
、前記外部の通信装置との間で前記第２無線チャンネルを使用して無線通信を行う第２無
線通信手段と、その第２無線通信手段が前記外部の通信装置との無線通信に使用する第２
無線チャンネルを取得するチャンネル取得手段とを備え、前記選定手段は、前記チャンネ
ル取得手段により取得される第２無線チャンネルに含まれる第１無線チャンネルを前記複
数の第１無線チャンネルから除外する第２除外手段を備え、前記第２除外手段により除外
された場合に残存する第１無線チャンネルの中から前記所定数の第１無線チャンネルを選
定する。
 
【００１７】
　また、請求項５記載の主通信装置において、前記第１設定手段は、前記第２除外手段に
より除外される場合に残存する第１無線チャンネルの残数が前記所定数以上であるかを判
定する第１判定手段と、その第１判定手段により前記第１無線チャンネルの残数が前記所
定数未満であると判定される場合に、その第１無線チャンネルの残数が前記所定数以上と
なるまで、前記基準よりも優先度の高い無線通信の中で前記優先度の順位が低い無線通信
を、前記基準よりも優先度が低い無線通信に設定する第２設定手段とを備えていても良い
。
 
【００１８】
　請求項６記載の主通信装置は、請求項１から５のいずれかに記載の主通信装置において
、前記第１設定手段は、前記第２無線チャンネルによる無線通信が行われているかを判定
する第２判定手段と、その第２判定手段により前記第２無線チャンネルによる無線通信が
行われていないと判定された無線通信を、前記基準よりも優先度が低い無線通信に設定す
る第３設定手段とを備えている。
 
【００１９】
　請求項７記載の主通信装置は、請求項１から６のいずれかに記載の主通信装置において
、前記第１設定手段は、前記第１無線通信手段が行う無線通信を基準とし、その基準より
も優先度の低い無線通信に順位を付けて設定するものであり、前記選定手段は、前記優先
度の順位が低い無線通信順に、その無線通信で使用される第２無線チャンネルを取得する
低チャンネル取得手段を備え、その低チャンネル取得手段により取得される第２無線チャ
ンネルに含まれる第１無線チャンネルを優先して、前記所定数の第１無線チャンネルに選
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定する。
 
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１記載の主通信装置によれば、外部の通信装置により使用される無線チャンネル
であって、第１無線チャンネルに対応する帯域を含んで構成される第２無線チャンネルの
使用状況が状況検出手段により検出され、その検出された第２無線チャンネルによる無線
通信の中で、副通信装置との間で行う無線通信よりも優先度の高い無線通信が第１設定手
段により設定される。その設定された優先度の高い無線通信に基づいて、電波の相互作用
の影響が少ない所定数の第１無線チャンネルが選定手段によって選定され、その選定され
た所定数の第１無線チャンネルの一つが第１周期毎にチャンネル決定手段により決定され
、その決定された第１無線チャンネルにより副通信装置との間の無線通信が通信実行手段
により実行される。よって、主通信装置は、優先度の高い第２無線チャンネルによる無線
通信および第１無線通信手段による無線通信の電波干渉を抑えつつ、無線通信に使用する
第１無線チャンネルを確保し、副通信装置との間で無線通信を行うことができるという効
果がある。
【００２１】
　更に、第２無線チャンネルの通信状況として第２無線チャンネルによる無線通信で送信
される識別情報が状況検出手段により検出され、その検出された識別情報に応じた表示が
表示手段により行われる。その識別情報に応じた表示の中から、ユーザ操作により指示さ
れた識別情報が操作取得手段により取得され、その取得された識別情報により識別される
無線通信が、基準とされる無線通信よりも優先度の高い無線通信に第１設定手段により設
定される。よって、ユーザは、表示手段に表示される識別情報に応じた表示の中から、優
先度を高くしたい無線通信を識別する識別情報を指示することができるので、使い勝手が
良いという効果がある。
 
【００２２】
　請求項２記載の主通信装置によれば、請求項１記載の主通信装置の奏する効果に加え、
優先度の順位が高い無線通信順に、その無線通信で使用される第２無線チャンネルが優先
チャンネル取得手段により取得され、その取得された第２無線チャンネルの帯域に含まれ
る第１無線チャンネルが、複数の第１無線チャンネルの中から第１除外手段により除外さ
れる。そして、第１除外手段による除外後に残存する第１無線チャンネルの中から所定数
の第１無線チャンネルが選定手段により選定される。よって、優先度の順位が高い無線通
信になるほど、第２無線チャンネルと第１無線チャンネルとの帯域が重複する可能性を低
くすることができる。従って、主通信装置は、無線通信への電波干渉において、優先度の
順位が高い無線通信ほど電波が干渉する可能性を低くして、副通信装置との間で無線通信
を行うことができるという効果がある。
 
【００２３】
　請求項３記載の主通信装置によれば、請求項２記載の主通信装置の奏する効果に加え、
第１除外手段により除外される場合に残存する第１無線チャンネルの残数が所定数以上で
あるかが第１判定手段により判定され、その第１無線チャンネルの残数が所定数未満であ
ると判定されると、第１無線チャンネルの残数が所定数以上となるまで、基準よりも優先
度の高い無線通信の中で優先度の順位が低い無線通信が、基準よりも優先度が低い無線通
信に第２設定手段により設定される。よって、第１無線チャネルの残数が所定数未満であ
る場合には、優先度の順位が低い無線通信で使用される第２無線チャンネルの帯域に含ま
れる第１無線チャンネルから、残存する第１無線チャンネルの中に含めることができる。
従って、主通信装置は、第１無線チャネルの残数が所定数未満である場合でも、無線通信
への電波干渉において、優先度の順位が高い無線通信ほど電波干渉を抑えつつ所定数の第
１無線チャンネルを確保することができるという効果がある。
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【００２４】
　請求項４記載の主通信装置によれば、請求項１から３のいずれかに記載の主通信装置の
奏する効果に加え、第２無線チャンネルの使用状況が定期的に状況検出手段により検出さ
れ、その検出される第２無線チャンネルの使用状況が変化した場合に、再度、基準よりも
優先度の高い無線通信が第１設定手段により設定される。よって、第２無線チャンネルの
使用状況が変化した場合に、再度、電波の相互作用の影響が少ない所定数の第１無線チャ
ンネルを選定することができるので、第２無線チャンネルの使用状況の変化に対応して、
副通信装置との間で無線通信を行うことができるという効果がある。
 
【００２５】
　例えば、優先度の高い無線通信で使用されている第２無線チャンネルが外部の通信装置
により変更されると、優先度の高い無線通信に対し電波の相互作用の影響を抑えることが
できなくなる場合がある。そのような場合でも、再度、基準よりも優先度の高い無線通信
が第１設定手段により設定され、その設定された無線通信に基づいて、電波の相互作用の
影響が少ない所定数の第１無線チャンネルが選定手段により選定されるので、外部の通信
装置などにより、優先度の高い無線通信で使用されている第２無線チャンネルが変更され
る場合でも、主通信装置は、基準よりも優先度の高い無線通信に対し電波干渉を抑えつつ
、副通信装置との間で無線通信を行うことができるという効果がある。
【００２６】
　請求項５記載の主通信装置によれば、請求項１から４のいずれかに記載の主通信装置の
奏する効果に加え、外部の通信装置との間で第２無線チャンネルを使用した無線通信が第
２無線通信手段により行われ、その第２無線通信手段による無線通信で使用される第２無
線チャンネルがチャンネル取得手段により取得される。その取得された第２無線チャンネ
ルの帯域に含まれる第１無線チャンネルが、複数の第１無線チャンネルの中から第２除外
手段により除外され、その除外されて残存した第１無線チャンネルの中から、所定数の第
１無線チャンネルが選定手段により選定される。よって、第２無線通信手段により使用さ
れる第２無線チャンネルと、残存した第１無線チャンネルとの帯域の重複が抑制されるの
で、主通信装置が備える第１無線通信手段および第２無線通信手段の間の電波干渉を抑え
つつ、副通信装置との間で無線通信を行うことができるという効果がある。
 
【００２７】
　請求項６記載の主通信装置によれば、請求項１から５のいずれかに記載の主通信装置の
奏する効果に加え、第２無線チャンネルによる無線通信が行われているかが第２判定手段
により判定され、第２無線チャンネルによる無線通信が行われていないと判定された無線
通信が、副通信装置との間で行う無線通信よりも優先度が低い無線通信に第３設定手段に
より設定される。よって、無線通信で使用されていない第２無線チャンネルの帯域に含ま
れる第１無線チャンネルが、残存する第１無線チャンネルの中に含まれることになるので
、第２無線チャンネルへの電波干渉する可能性が低い第１無線チャンネルを増やすことが
できる。従って、主通信装置は、優先度の順位が高い無線通信に対し電波干渉する可能性
をさらに低くして、副通信装置との間で無線通信を行うことができるという効果がある。
 
【００２８】
　請求項７記載の主通信装置によれば、請求項１から６のいずれかに記載の主通信装置の
奏する効果に加え、優先度の順位が低い無線通信順に、その無線通信で使用される第２無
線チャンネルが低チャンネル取得手段により取得され、その取得された第２無線チャンネ
ルの帯域に含まれる第１無線チャンネルが優先されて、所定数の第１無線チャンネルとし
て選定手段により選定される。よって、優先度の順位が低い無線通信になるほど、その無
線通信で使用される第２無線チャンネルの帯域に含まれる第１無線チャンネルが、所定数
の第１無線チャンネルに選定される可能性が高くなるので、その結果、優先度の順位が高
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い無線通信への電波干渉を低くして、副通信装置との間で無線通信を行うことができると
いう効果がある。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図１は、本
発明の実施形態における主通信装置を有した多機能周辺装置（以下、「ＭＦＰ（Ｍｕｌｔ
ｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）」と称する）１と、アクセスポイント（
以下、「ＡＰ」と称する）５１と、ＤＣＬ子機６１との電気的構成を示したブロック図で
ある。ＭＦＰ１およびＡＰ５１は、ＬＡＮ無線通信２００を介して互いにデータ通信が可
能に構成されており、ＭＦＰ１（親機）およびＤＣＬ子機６１は、ＤＣＬ無線通信３００
を介して互いに通話が行えるように構成されている。
【００３０】
　本実施形態のＭＦＰ１は、ＤＣＬ無線通信３００を基準として、ＭＦＰ１周辺で行われ
ているＬＡＮ無線通信２００のそれぞれに優先順位を付け、８９のＤＣＬチャンネルの中
から、ＤＣＬ無線通信３００よりも優先順位が高いＬＡＮ無線通信２００に対し、電波干
渉を抑制できる複数（例えば、４５）のＤＣＬチャンネルを選択して、ＤＣＬ子機６１と
の間でＤＣＬ無線通信３００を行うものである。
【００３１】
　次に、ＭＦＰ１の電気的構成について説明する。ＭＦＰ１は、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２
、ＲＡＭ１３、操作ボタン１５、ＬＣＤ１６、無線ＬＡＮ通信制御回路１７、デジタルコ
ードレス通信制御回路（以下、「ＤＣＬ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｒｄｌｅｓｓ）通信制御
回路」と称する）１９、スキャナ２１、プリンタ２２、送受話器２３、音声処理回路２４
、ＮＣＵ２５を主に有している。
【００３２】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、及びＲＡＭ１３は、バスライン２８を介して互いに接続され
ている。また、送受話器２３とＮＣＵ２５とは、音声処理回路２４に接続されている。更
に、操作ボタン１５、ＬＣＤ１６、無線ＬＡＮ通信制御回路１７、ＤＣＬ通信制御回路１
９、スキャナ２１、プリンタ２２、音声処理回路２４、ＮＣＵ２５、及びバスライン２８
は、入出力ポート２９を介して互いに接続されている。
【００３３】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２やＲＡＭ１３に記憶される固定値やプログラム或いは、無線
ＬＡＮ通信制御回路１７、ＤＣＬ通信制御回路１９、またはＮＣＵ２５を介して送受信さ
れる各種信号に従って、ＭＦＰ１が有している各機能の制御や、入出力ポート２９と接続
された各部を制御する演算装置である。
【００３４】
　ＲＯＭ１２は、ＭＦＰ１で実行される制御プログラムなどを格納した書換可能な不揮発
性のメモリである。図５のフローチャートに示す優先順位設定処理、図７のフローチャー
トに示す通信チャンネル選定処理、および図８のフローチャートに示すＤＣＬチャンネル
選定処理を実行する各プログラムは、このＲＯＭ１２に格納されている。
【００３５】
　また、ＲＯＭ１２には、チャンネル対応テーブルメモリ１２ａが設けられている。この
チャンネル対応テーブルメモリ１２ａは、無線ＬＡＮチャンネル（ｗｃｈ１～ｗｃｈ１４
）と周波数帯域が重複するＤＣＬチャンネル（ｄｃｈ１～ｄｃｈ８９）を示すチャンネル
対応テーブルが格納されるメモリである。
【００３６】
　ここで、図２を参照してチャンネル対応テーブルについて説明する。図２は、チャンネ
ル対応テーブルの内容を模式的に示した模式図である。チャンネル対応テーブルは、無線
ＬＡＮチャンネルと、ＤＣＬチャンネルとにより構成されており、一の無線ＬＡＮチャン
ネル毎に、その一の無線ＬＡＮチャンネルと周波数帯域が重複する全てのＤＣＬチャンネ



(9) JP 5003564 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

ルが関連づけられている。
【００３７】
　例えば、無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ１」で使用される周波数帯域は、ＤＣＬチャン
ネル「ｄｃｈ４～ｄｃｈ２５」で使用される周波数帯域と重複しているため、チャンネル
対応テーブルにおいて、無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ１」と、ＤＣＬチャンネル「ｄｃ
ｈ４～ｄｃｈ２５」とが関連づけられている。
【００３８】
　以下同様に、無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ２」と、ＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ９～ｄ
ｃｈ３０」とが関連づけられ、無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ３」と、ＤＣＬチャンネル
「ｄｃｈ１５～ｄｃｈ３６」とが関連づけられている。他の無線ＬＡＮチャンネル（ｗｃ
ｈ４～ｗｃｈ１４）についても同様に、各無線ＬＡＮチャンネルと、その無線ＬＡＮチャ
ンネルと周波数帯域が重複する全てのＤＣＬチャンネルが関連づけられているので、その
説明を省略する。
【００３９】
　ここで図１に戻り、説明を続ける。ＲＡＭ１３は、書き替え可能な揮発性のメモリであ
り、ＭＦＰ１の各操作の実行時に各種のデータを一時的に記憶するためのメモリである。
このＲＡＭ１３には、無線ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａと、ＳＳＩＤメモリ１３ｂと、
ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃと、通信状況テーブルメモリ１３ｄと、優先順位テーブル
メモリ１３ｅと、ＤＣＬ順位変更フラグメモリ１３ｆと、ＤＣＬチャンネル選定テーブル
メモリ１３ｇとが設けられている。
【００４０】
　無線ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａは、無線ＬＡＮ通信制御回路１７がＡＰ５１との間
のＬＡＮ無線通信２００に使用する一の無線ＬＡＮチャンネルが記憶されるメモリである
。詳細については後述するが、ＬＡＮ無線通信２００に使用する一の無線ＬＡＮチャンネ
ルは、ＡＰ５１において決定され、ＡＰ５１からＭＦＰ１へ通知される。ＭＦＰ１は、Ａ
Ｐ５１から一の無線ＬＡＮチャンネルが通知されたら、その無線ＬＡＮチャンネルを無線
ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａに記憶する。
【００４１】
　ＳＳＩＤメモリ１３ｂは、無線ＬＡＮ通信制御回路１７がＡＰ５１との間でＬＡＮ無線
通信２００を行う場合に、通信相手のＡＰ５１を識別するために用いるＳＳＩＤが記憶さ
れるメモリである。
【００４２】
　ＳＳＩＤは、複数のＡＰ５１がＬＡＮ無線通信２００を行っている場合などに、無線Ｌ
ＡＮ通信制御回路１７およびＡＰ５１が、通信相手を識別するために用いる識別情報であ
る。ＳＳＩＤは、最大３２文字までの英数字により構成されており、例えば、「ＡＡＡ」
という英数字が、ＳＳＩＤメモリ１３ｂに記憶される。
【００４３】
　詳細については後述するが、ＭＦＰ１やＡＰ５１には、予めユーザなどにより予めＳＳ
ＩＤが設定されており、ＭＦＰ１やＡＰ５１はＬＡＮ無線通信２００中に、互いにＳＳＩ
Ｄを送信する。そして、互いにＳＳＩＤが一致するＡＰ５１やＭＦＰ１との間でのみ、Ｌ
ＡＮ無線通信２００が継続して行われる。
【００４４】
　ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃは、ＤＣＬ通信制御回路１９が、ＤＣＬ子機６１のＤＣ
Ｌ通信制御回路６１ａとの間のＤＣＬ無線通信３００に使用する例えば４５のＤＣＬチャ
ンネルが記憶されるメモリである。後述するＤＣＬチャンネル選定処理（図８参照）が実
行されると、ＤＣＬ無線通信３００に使用する４５のＤＣＬチャンネルが決定され、この
ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶される。また、決定された各ＤＣＬチャンネルは、
ＤＣＬ子機６１に対して通知される。
【００４５】
　詳細については後述するが、ＤＣＬ通信制御回路１９は、ホッピング周期（例えば、１
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／１００秒）毎に、ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶される４５のＤＣＬチャンネル
の中から、一のＤＣＬチャンネルを選択してＤＣＬ子機６１との間のＤＣＬ無線通信３０
０を行う。
【００４６】
　通信状況テーブルメモリ１３ｄは、ＭＦＰ１周辺で行われているＬＡＮ無線通信２００
の通信状況を示す通信状況テーブルが記憶されるメモリである。無線ＬＡＮ通信制御回路
１７の通信状況取得回路１７ａにより、無線ＬＡＮチャンネルの使用状況（使用されてい
る無線ＬＡＮチャンネル、ＳＳＩＤ、および受信電界強度）が取得されると、その内容に
基づいて、ＭＦＰ１周辺で行われているＬＡＮ無線通信２００の通信状況を示す通信状況
テーブルが作成される（図５のＳ２の処理）。
【００４７】
　ここで、図３（ａ）を参照して、通信状況テーブルについて説明する。図３（ａ）は、
ＲＡＭ１３の通信状況テーブルメモリ１３ｄに記憶される通信状況テーブルの内容を模式
的に示した模式図である。通信状況テーブルは、ＭＦＰ１周辺で行われているＬＡＮ無線
通信２００の通信状況を示すテーブルであり、通信状況リストにより構成されている。一
の通信状況リストには、一のＳＳＩＤと、そのＳＳＩＤが送信されている一の無線ＬＡＮ
チャンネルと、その一の無線ＬＡＮチャンネルの受信電界強度とが含まれている。
【００４８】
　以後、説明を分かり易くするために、一の通信状況リストに含まれている内容（ＳＳＩ
Ｄ、無線ＬＡＮチャンネル、および受信電界強度）を、通信状況リスト（ＳＳＩＤ，無線
ＬＡＮチャンネル，受信電界強度）と称する。
【００４９】
　なお、同一のＳＳＩＤが複数の無線ＬＡＮチャンネルにおいて送信されている場合には
、それぞれの無線ＬＡＮチャンネル別に、その同一のＳＳＩＤと、その無線ＬＡＮチャン
ネルの受信電界強度とが含まれる通信状況リストが作成される。
【００５０】
　そして、受信電界強度とは、測定対象となる帯域（ここでは、一の無線ＬＡＮチャンネ
ルに対応する帯域）において受信された電波の強度のことを示し、「０」から「１０」ま
での値で示される。なお、受信電界強度が「０」に近いほど、受信した電波の強度が弱い
ことを示し、受信電界強度が「１０」に近いほど、受信した電波の強度が強いことを示す
。例えば、測定した一の無線ＬＡＮチャンネルの受信電界強度が「０」であった場合は、
測定した無線ＬＡＮチャンネルに対応する帯域において、電波を受信しなかったことを示
す。つまり、測定した無線ＬＡＮチャンネルは、ＭＦＰ１周辺におけるＬＡＮ無線通信２
００で使用されていないことを示す。
【００５１】
　一方、測定した一の無線ＬＡＮチャンネルの受信電界強度が「１０」であった場合は、
測定した無線ＬＡＮチャンネルに対応する帯域において、非常に強い電波を受信したこと
を示す。具体的には、測定した無線ＬＡＮチャンネルが、ＭＦＰ１周辺におけるＬＡＮ無
線通信２００で使用されており、その無線ＬＡＮチャンネルと帯域が重複するＤＣＬチャ
ンネルをＤＣＬ子機６１との間の無線通信３００に使用すると、電波干渉が生じて通話が
行えない状態を示す。なお、その他の受信電界強度（「１」～「９」）については、受信
電界強度「０」と「１０」との間を等分に区切るものである。
【００５２】
　そして、例えば、通信状況取得回路１７ａにより取得された無線ＬＡＮチャンネルの使
用状況が、無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ１」において、ＳＳＩＤ「ＡＡＡ」が送信され
、その受信電界強度が「３」というものであったら、図３（ａ）に示すように、通信状況
リスト（ＡＡＡ，ｗｃｈ１，３）が作成される。
【００５３】
　また、通信状況取得回路１７ａにより取得された無線ＬＡＮチャンネルの使用状況が、
無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ１３」において、ＳＳＩＤ「ＡＡＡ」が送信され、その受
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信電界強度が「５」というものであったら、同一のＳＳＩＤであってもチャンネル別に通
信状況リストが作成されるので、図３（ａ）に示すように、新たに、通信状況リスト（Ａ
ＡＡ，ｗｃｈ１３，５）が作成される。
【００５４】
　以下同様に、通信状況取得回路１７ａにより取得されたＳＳＩＤや、無線ＬＡＮチャン
ネルや、無線ＬＡＮチャンネルの受信電界強度に基づいて、通信状況リストが作成される
ので、その説明を省略する。
【００５５】
　ここで図１に戻り、説明を続ける。優先順位テーブルメモリ１３ｅは、優先順位テーブ
ルＡおよび優先順位テーブルＢが記憶されるメモリである。優先順位テーブルメモリ１３
ｅには、優先順位テーブルＡが記憶される優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１と、優先順
位テーブルＢが記憶される優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２とが設けられている。優先
順位テーブルＡおよび優先順位テーブルＢは、後述するＤＣＬチャンネル選定処理（図８
参照）において使用されるテーブルである。
【００５６】
　ここで、図３（ｂ）および図４を参照して、優先順位テーブルＡおよび優先順位テーブ
ルＢについて説明する。図３（ｂ）は、ＲＡＭ１３の優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１
に記憶される優先順位テーブルＡの内容を模式的に示した模式図である。図４は、ＲＡＭ
１３の優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２に記憶される優先順位テーブルＢの内容を模式
的に示した模式図である。
【００５７】
　まず、優先順位テーブルＡについて説明する。優先順位テーブルＡは、通信状況テーブ
ルの各通信状況リストに対して、ユーザの入力操作（図５のＳ４～Ｓ５の処理）により優
先順位が設定されたテーブルであり、優先順位リストにより構成されている。一の優先順
位リストには、一の優先順位と、一のＳＳＩＤと、そのＳＳＩＤが送信されている一の無
線ＬＡＮチャンネルと、その一の無線ＬＡＮチャンネルの受信電界強度とが含まれている
。
【００５８】
　以後、説明を分かり易くするために、一の優先順位リストに含まれている内容（優先順
位、ＳＳＩＤ、無線ＬＡＮチャンネル、および受信電界強度）を、優先順位リスト（優先
順位，ＳＳＩＤ，無線ＬＡＮチャンネル，受信電界強度）と称する。
【００５９】
　そして、ここでの優先順位とは、ＤＣＬ子機６１との間で行うＤＣＬ無線通信３００を
基準とし、ＭＦＰ１周辺で行われているＬＡＮ無線通信２００の中で電波干渉を優先して
抑制するＬＡＮ無線通信２００の順位のことを示す。つまり、優先順位が高いＬＡＮ無線
通信２００ほど、ＤＣＬ無線通信３００との電波干渉が抑制されることになる。
【００６０】
　具体的には、優先順位テーブルＡの中に、ＤＣＬ無線通信３００に対応する優先順位リ
スト（以下、「ＤＣＬ優先順位リスト」と称する）が含まれており、そのＤＣＬ優先順位
リストよりも、優先順位が高い優先順位リストに対応するＬＡＮ無線通信２００ほど、Ｄ
ＣＬ無線通信３００との電波干渉が抑制されることになる。本実施形態の優先順位テーブ
ルＡ（優先順位テーブルＢ）では、ＤＣＬ無線通信３００に対応する優先順位リストを、
優先順位リスト（優先順位，ＤＣＬ，－，－）と称する。
【００６１】
　例えば、ユーザの入力操作によって、優先順位が指定されると、図３（ｂ）に示すよう
に、優先順位リスト（１，ＡＡＡ，ｗｃｈ１３，５）や、ＤＣＬ優先順位リスト（４，Ｄ
ＣＬ，－，－）が作成される。以下同様に、ユーザの入力操作に基づいて、優先順位リス
トが作成されるので、その説明を省略する。なお、この優先順位テーブルＡ（優先順位テ
ーブルＢ）では、ＤＣＬ優先順位リスト（４，ＤＣＬ，－，－）よりも、優先順位が低い
優先順位リストは、ユーザの入力操作に関係なく、受信電界強度が強い順に高い優先順位
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が設定される。
【００６２】
　次に、優先順位テーブルＢについて説明する。図４は、ＲＡＭ１３の優先順位テーブル
Ｂメモリ１３ｅ２に記憶される優先順位テーブルＢの内容を模式的に示した模式図である
。
【００６３】
　優先順位テーブルＢは、優先順位テーブルＡにおいて、無線ＬＡＮ通信制御回路１７に
より送信されるＳＳＩＤと同一のＳＳＩＤが含まれている優先順位リストの優先順位を、
ＤＣＬ優先順位リストより下に移動させたテーブルである。
【００６４】
　例えば、優先順位テーブルＡの内容が、図３（ｂ）に示す状態であり、無線ＬＡＮ通信
制御回路１７により送信されるＳＳＩＤが「ＡＡＡ」である場合には、優先順位リスト（
１，ＡＡＡ，ｗｃｈ１３，５）、および、優先順位リスト（２，ＡＡＡ，ｗｃｈ１，３）
の各優先順位リストが、ＤＣＬ優先順位リスト（４，ＤＣＬ，－，－）より下に移動させ
られる。
【００６５】
　具体的には、図４に示すように、優先順位リスト（３，ＥＥＥ，ｗｃｈ７，４）の優先
順位が「１」に設定され、ＤＣＬ優先順位リスト（４，ＤＣＬ，－，－）の優先順位が「
２」に設定される。そして、ＤＣＬ優先順位リスト（２，ＤＣＬ，－，－）よりも、優先
順位が低い優先順位リストは、優先順位テーブルＡの場合と同様に、受信電界強度が強い
順に高い優先順位が設定される。
【００６６】
　従って、図４に示すように、優先順位リスト（１，ＡＡＡ，ｗｃｈ１３，５）の優先順
位は「７」に設定され、優先順位リスト（２，ＡＡＡ，ｗｃｈ１，３）の優先順位は「８
」に設定される。
【００６７】
　ここで図１に戻り、説明を続ける。ＤＣＬ順位変更フラグメモリ１３ｆは、ＤＣＬ順位
変更フラグが記憶されるメモリである。ＤＣＬ順位変更フラグは、無線ＬＡＮ通信制御回
路１７によりＬＡＮ無線通信２００が行われていない場合に、無線ＬＡＮ通信制御回路１
７と同一のＳＳＩＤが送信されるＬＡＮ無線通信２００の電波干渉を抑制するよりも、Ｄ
ＣＬ無線通信３００の電波干渉を優先して抑制するかを示すフラグである。
【００６８】
　ＤＣＬ無線通信３００の電波干渉を優先して抑制する場合は、ＤＣＬ順位変更フラグが
オン（例えば、「１」）に設定され、それ以外では、オフ（例えば、「０」）に設定され
る。なお、ＤＣＬ順位変更フラグがオフの場合には、後述するＤＣＬチャンネル選定処理
（図８参照）において、優先順位テーブルＡが処理に用いられ、ＤＣＬ順位変更フラグが
オンの場合には、優先順位テーブルＢが処理に用いられる。
【００６９】
　ＤＣＬチャンネル選定テーブルメモリ１３ｇは、ＤＣＬチャンネル選定テーブルが記憶
されるメモリである。ＤＣＬチャンネル選定テーブルは、後述するＤＣＬチャンネル選定
処理（図８参照）において使用されるテーブルであり、各ＤＣＬチャンネル（ｄｃｈ１～
ｄｃｈ８９）の中で、優先順位テーブルＡまたは優先順テーブルＢに応じた優先順位で、
ＭＦＰ１周辺において行われているＬＡＮ無線通信２００との電波干渉が抑制される４５
のＤＣＬチャンネルを選定するためのテーブルである（図９（ａ）参照）。
【００７０】
　ＤＣＬチャンネル選定テーブルは、ＤＣＬチャンネルと、ＤＣＬチャンネルをＤＣＬ無
線通信３００に使用するか否かを示すステータス値とにより構成されており、一のＤＣＬ
チャンネル毎に、その一のＤＣＬチャンネルに対応するステータス値が関連づけられてい
る。
【００７１】
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　ステータス値とは、関連づけられているＤＣＬチャンネルを、ＭＦＰ１およびＤＣＬ子
機６１の間のＤＣＬ無線通信３００に使用するか否かを示す値であり、使用禁止を示す値
（例えば、「－１」）と、使用可能を示す値（例えば、「１」）との２つが設けられてい
る。以後、説明を分かり易くするために、使用禁止を示すステータス値を「×」と称し、
使用可能を示すステータス値を「○」と称する。
【００７２】
　　ここで図１に戻り、説明を続ける。操作ボタン１５には、ＭＦＰ１周辺で行われてい
るＬＡＮ無線通信２００の優先順位の設定を行うための優先順位設定ボタン１５ａと、無
線ＬＡＮによる無線通信機能、ＤＣＬによる無線通信機能、およびプリント機能などの各
機能の設定を行うためのボタンや、各種動作の指示を行うための入力ボタンや、電話番号
を入力するための数字ボタンなどが設けられている。
【００７３】
　ＬＣＤ１６は、操作ボタン１５の操作に応じてメニューや動作状態などを表示するため
の表示デバイスである。ユーザは操作ボタン１５を操作することにより、その操作に対応
する情報がＬＣＤ１６に表示される。
【００７４】
　無線ＬＡＮ通信制御回路１７は、無線ＬＡＮ用アンテナ１８を有しており、ＡＰ５１と
の間で、ＬＡＮ無線通信２００を行いながら、各種のデータを構成するデジタル信号を送
受信する既知の回路である。ＭＦＰ１やＡＰ５１には、予めユーザなどにより予めＳＳＩ
Ｄが設定されており、それぞれによりＬＡＮ無線通信２００が行われる場合には、互いに
ＳＳＩＤが送信される。そして、互いにＳＳＩＤが一致するＡＰ５１や無線ＬＡＮ制御回
路１７との間でのみ、ＬＡＮ無線通信２００が継続して行われるように構成されている。
【００７５】
　具体的には、無線ＬＡＮ通信制御回路１７は、ＡＰ５１との間でＬＡＮ無線通信２００
を行う場合に、各種のデータと共に、ＲＡＭ１３のＳＳＩＤメモリ１３ｂに記憶されてい
るＳＳＩＤを送信すると共に、受信したＬＡＮ無線通信２００の中から、ＳＳＩＤメモリ
１３ｂに記憶されているＳＳＩＤと一致するデジタル信号のみを抽出して、各種のデータ
を構成する。
【００７６】
　また、無線ＬＡＮ通信制御装置１７は、ＡＰ５１との間でＬＡＮ無線通信２００を開始
する場合に、ＡＰ５１から通知される一の無線ＬＡＮチャンネル値を無線ＬＡＮチャンネ
ルメモリ１３ａに記憶する。そして、その記憶した無線ＬＡＮチャンネルを使用して、Ａ
Ｐ５１との間でＬＡＮ無線通信２００を行う。また、ＡＰ５１との間のＬＡＮ無線通信２
００が終了した場合には、無線ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａに記憶した無線ＬＡＮチャ
ンネル値をクリア（削除）する。
【００７７】
　なお、ＡＰ５１は、既に、無線ＬＡＮ通信制御回路１７との間でＬＡＮ無線通信２００
を開始している場合でも、電波干渉の状況に応じて、ＬＡＮ無線通信２００に使用する無
線ＬＡＮチャンネルを変更する。無線ＬＡＮ通信制御回路１７は、ＡＰ５１から無線ＬＡ
Ｎチャンネルの変更を通知されると、その通知された無線ＬＡＮチャンネルを無線ＬＡＮ
チャンネルメモリ１３ａに記憶し、その記憶した無線ＬＡＮチャンネルを使用して、引き
続きＡＰ５１との間でＬＡＮ無線通信２００を行う。
【００７８】
　ＤＣＬ通信制御回路１９は、ＤＣＬ用アンテナ２０を有しており、ＤＣＬ子機６１のＤ
ＣＬ通信制御回路６１ａとの間でＤＣＬ無線通信３００を行いながら、通話の音声を構成
するデジタル信号（音声データ）を送受信する回路である。
【００７９】
　このＤＣＬ通信制御回路１９と、ＤＣＬ子機６１のＤＣＬ通信制御回路６１ａとの間で
は、ホッピング周期（例えば、１／１００秒）毎に、ＤＣＬ無線通信３００に使用する一
のＤＣＬチャンネルを変更する周波数ホッピング方式によりＤＣＬ無線通信３００が行わ
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れる。なお、このＤＣＬ無線通信３００に使用されるＤＣＬチャンネルは、ＲＡＭ１３の
ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶されている４５のＤＣＬチャンネルの中から一つ選
択される。
【００８０】
　スキャナ２１は、所定の読取位置（非図示）にセットされた原稿から画像の読み取りを
行うと共に、その画像をＬＣＤ１６に表示したりプリンタ２２で印刷可能な画像データを
生成するものである。このスキャナ２１により読み取られた画像データは、ＲＡＭ１３に
おける所定の記憶領域に記憶される。
【００８１】
　プリンタ２２は、所定の給紙位置（非図示）にセットされた記録用紙に画像を印刷する
インクジェット方式のプリンタで構成されている。プリンタ２２は、Ｃ（シアン）、Ｍ（
マゼンダ）、Ｙ（イエロー）、Ｋ（ブラック）の４色のインクを使用する印刷ヘッド、紙
送り装置、回復装置を備えカラー印刷を行う。印刷ヘッドには複数個のノズル（インク吐
出口）が設けられており、ノズルからインク吐出を行いながら、紙送り装置で記録用紙を
送り画像を記録用紙に印刷する。
【００８２】
　送受話器２３は、通話を行うための装置であり、マイクロフォンとスピーカとを有して
いる。音声処理回路２４は、アナログ音声信号をデジタル信号へ、デジタル信号をアナロ
グ音声信号へ変換する回路であり、ＤＣＬ子機６１から送信されＤＣＬ通信制御回路１９
により受信されるデジタル信号をアナログ音声信号に変換して、送受話器２３やＮＣＵ２
５へ出力する。
【００８３】
　また、送受話器２３に音声が入力された時に出力されるアナログ音声信号、及び、外部
装置（図示しない）から電話回線網１００を介してＮＣＵ２５によって受信されるアナロ
グ音声信号をデジタル信号（音声データ）に変換して、ＤＣＬ通信制御回路１９へ出力す
る。なお、ＤＣＬ通信制御回路１９に入力されたデジタル信号（音声データ）は、ＤＣＬ
無線通信３００を介してＤＣＬ子機６１へ送信される。
【００８４】
　ＮＣＵ２５は、電話回線網１００と接続されており、電話回線網１００へのダイヤル信
号の送出や、電話回線網１００からの呼出信号の応答などを行って、外部装置（図示しな
い）との通話を制御するものである。
【００８５】
　次に、ＡＰ５１の電気的構成について説明する。ＡＰ５１は、ＬＡＮ５００と接続され
ており、ＬＡＮ無線通信２００を介して接続される端末装置（ＡＰ５１に接続される各通
信装置のこと）を、ＬＡＮ５００へ接続するための既知の回路を有した中継器である。
【００８６】
　ＡＰ５１は、無線ＬＡＮ用アンテナ５１ａを有しており、ＭＦＰ１の無線ＬＡＮ通信制
御回路１７とＬＡＮ無線通信２００を可能に構成されている。ＡＰ５１には、ＭＦＰ１を
始め、複数の端末装置が同時に接続可能であり、ＡＰ５１と接続された各端末装置（ＭＦ
Ｐ１や、その他の通信装置（図示しない））は、それぞれＬＡＮ５００へと接続される。
【００８７】
　また、ＡＰ５１には、予めユーザなどにより予めＳＳＩＤが設定されており、設定され
たＳＳＩＤとＳＳＩＤが一致する無線ＬＡＮ制御回路１７との間でのみ、ＬＡＮ無線通信
２００が継続して行われるに構成されている。
【００８８】
　次に、ＤＣＬ子機６１の電気的構成について説明する。ＤＣＬ子機６１は、ＭＦＰ１と
の間で行われるＤＣＬ無線通信３００を介して、ＭＦＰ１や電話回線網１００を介して接
続される外部装置（図示しない）との間で通話を行うための装置である。ＤＣＬ子機６１
は、主に、ＤＣＬ通信制御回路６１ａを有している。
【００８９】
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　ＤＣＬ通信制御回路６１ａは、ＤＣＬ用アンテナ６１ｂを有しており、親機であるＭＦ
Ｐ１のＤＣＬ通信制御回路１９との間でＤＣＬ無線通信３００を行いながら、通話の音声
を構成するデジタル信号を送受信する既知の回路である。ＤＣＬ通信制御回路６１ａは、
ＭＦＰ１のＤＣＬ通信制御回路１９から通知される４５のＤＣＬチャンネルを使用して、
周波数ホッピング方式によりＭＦＰ１との間でＤＣＬ無線通信３００を行う。
【００９０】
　次に、図５を参照して、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１により実行される優先順位設定処理につ
いて説明する。図５は、ＭＦＰ１の優先順位設定処理を示すフローチャートである。この
優先順位設定処理は、ＤＣＬ無線通信３００を基準とし、ＭＦＰ１周辺で行われているＬ
ＡＮ無線通信２００の中で電波干渉を優先して抑制するＬＡＮ無線通信２００の順位を設
定するための処理であり、操作ボタン１５の優先順位設定ボタン１５ａが押下された場合
に実行される処理である。
【００９１】
　この優先順位設定処理では、まず、無線ＬＡＮ通信制御回路１７の通信状況取得回路１
７ａにより、無線ＬＡＮチャンネルの使用状況を取得する（Ｓ１）。これにより、ＬＡＮ
無線通信２００で使用されている無線ＬＡＮチャンネル、ＳＳＩＤ、および受信電界強度
が取得される。
【００９２】
　次に、取得した無線ＬＡＮチャンネルと、その受信電界強度とを、ＳＳＩＤ毎に分類し
た通信状況テーブル（図６参照）を作成して、ＲＡＭ１３の通信状況テーブルメモリ１３
ｄに記憶する（Ｓ２）。そして、通信状況テーブルメモリ１３ｄの通信状況テーブルの各
ＳＳＩＤに対して、仮の優先順位を付与した優先順位設定テーブルを作成し、その内容を
ＬＣＤ１６に表示する（Ｓ３）。
【００９３】
　次に、ユーザの入力操作によるＳＳＩＤの優先順位の指定が終了したかを判定し（Ｓ４
）、ユーザによる入力操作が継続中の場合は（Ｓ４：Ｎｏ）、ユーザにより指定された優
先順位を優先順位設定テーブルに反映させ、ＬＣＤ１６に表示し（Ｓ５）、Ｓ４の処理に
戻り、Ｓ４およびＳ５の処理を繰り返す。
【００９４】
　ここで、図６を参照して、優先順位設定テーブルと、ユーザによる優先順位の変更方法
とについて説明する。図６は、優先順位設定テーブルの内容を模式的に示した模式図であ
る。
【００９５】
　優先順位設定テーブルは、通信状況テーブルの通信状況リストをＳＳＩＤ毎に分類する
と共に、ＤＣＬ無線通信３００に対応する通信状況リストを加えて、それぞれのＳＳＩＤ
およびＤＣＬ無線通信３００に対して仮の優先順位を付与したテーブルである。この優先
順位設定テーブルがＬＣＤ１６に表示されている場合に、ユーザは、ボタン操作を行うこ
とで、ＳＳＩＤの優先順位を指定することができる。
【００９６】
　例えば、矢印ボタンなどでＳＳＩＤが指定された順番に、各ＳＳＩＤに高い優先順位が
付与される。より具体的には、図６に示す優先順位設定テーブルにおいて、矢印ボタンな
どでＳＳＩＤが「ＡＡＡ」→「ＥＥＥ」→「ＤＣＬ」→「ＢＢＢ」→「ＣＣＣ」という順
番で指定されると、ＳＳＩＤ「ＡＡＡ」の優先順位が「１」と設定され、ＳＳＩＤ「ＥＥ
Ｅ」の優先順位が「２」と設定され、「ＤＣＬ」の優先順位が「３」と設定され、以後は
同様に、優先順位が設定される。
【００９７】
　ここで図５に戻り、説明を続ける。Ｓ４の処理において、ユーザによる入力操作が終了
した場合は（Ｓ４：Ｙｅｓ）、優先順位設定テーブルにおいて、優先順位の高いＳＳＩＤ
を含む通信状況リストから順番に、全ての通信状況リストに優先順位を付与した優先順位
テーブルＡを作成し、ＲＡＭ１３の優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１に記憶する（Ｓ６
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）。
【００９８】
　次に、ＲＡＭ１３の優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１に記憶される優先順位テーブル
Ａにおいて、ＲＡＭ１３のＳＳＩＤメモリ１３ｂに記憶されているＳＳＩＤを含む優先順
位リストの優先順位を、ＤＣＬ優先順位リストよりも低くした優先順位テーブルＢを作成
し、ＲＡＭ１３の優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２に記憶する（Ｓ７）。
【００９９】
　次に、ＬＣＤ１６に、「自機で無線ＬＡＮが使用されていない時には、自機と同一のＳ
ＳＩＤが送信されるＬＡＮ無線通信２００の電波干渉を抑制するよりも、ＤＣＬ無線通信
３００の電波干渉を優先して抑制しますか？」と表示する（Ｓ８）。
【０１００】
　そして、「はい」ボタンが押下されたかを判定し（Ｓ９）、「はい」ボタンが押下され
た場合は（Ｓ９：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１３のＤＣＬ順位変更フラグメモリ１３ｆに記憶され
るＤＣＬ順位変更フラグをオンに設定し（Ｓ１０）、この優先順位設定処理を終了する。
一方、その他のボタンが押下された場合は（Ｓ９：Ｎｏ）、ＲＡＭ１３のＤＣＬ順位変更
フラグメモリ１３ｆに記憶されるＤＣＬ順位変更フラグをオフに設定し（Ｓ１１）、この
優先順位設定処理を終了する。
【０１０１】
　以上の図５のフローチャートの優先順位設定処理により、ユーザにより操作ボタン１５
の優先順位設定ボタン１５ａが押下された場合に、優先順位選定テーブルＡまたは優先順
位選定テーブルＢを作成でき、ユーザのボタン操作に従ってＤＣＬ順位変更フラグの状態
を設定することができる。
【０１０２】
　また、ＬＣＤ１６には、ＭＦＰ１周辺で行われているＬＡＮ無線通信２００の通信状況
が一覧表示されるので、ユーザは、その表示を見ながらＤＣＬ無線通信３００よりも優先
順位を高くするＬＡＮ無線通信２００を指定することができ、使い勝手がよい。
【０１０３】
　次に、図７を参照して、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１により実行される通信チャンネル選定処
理について説明する。図７は、ＭＦＰ１の通信チャンネル選定処理を示すフローチャート
である。この通信チャンネル選定処理は、ＤＣＬ通信制御回路１９とＤＣＬ子機６１との
間で無線通信３００を開始するための処理であり、ＭＦＰ１とＤＣＬ子機６１との間、ま
たは、電話回線網１００に接続される外部装置（図示しない）とＤＣＬ子機６１との間で
、通話が開始される場合に実行される処理である。
【０１０４】
　この通信チャンネル選定処理では、まず、ＲＡＭ１３の優先順位テーブルＡメモリ１３
ｅ１に優先順位テーブルＡ、および、優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２に優先順位テー
ブルＢが記憶されているかを判定し（Ｓ２１）、優先順位テーブルＡおよび優先テーブル
Ｂが記憶されていない場合は（Ｓ２１：Ｎｏ）、優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１およ
び優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２を初期化する（Ｓ２２）。より具体的には、ＤＣＬ
優先順位リストのみで構成される優先順位テーブルＡおよび優先順位テーブルＢを作成し
、その作成した優先順位テーブルＡを優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１に記憶し、その
作成した優先順位テーブルＢを優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２に記憶する。
【０１０５】
　Ｓ２１の処理において、優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１に優先順位テーブルＡ、お
よび、優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２に優先順位テーブルＢが記憶されている場合は
（Ｓ２１：Ｙｅｓ）、Ｓ２２の処理をスキップして、Ｓ２３の処理へ移行する。
【０１０６】
　そして、ＤＣＬチャンネル選定処理を実行する（Ｓ２３）。詳細については後述するが
（図８参照）、ＤＣＬチャンネル選定処理（Ｓ２３）は、優先順位テーブルＡまたは優先
順位テーブルＢの優先順位に基づいて、８９のＤＣＬチャンネル（ｄｃｈ１～ｄｃｈ８９



(17) JP 5003564 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

）の中から、優先順位の高い優先順位リストに含まれる無線ＬＡＮチャンネル（ｗｃｈ１
～ｗｃｈ１４）との電波干渉が抑制される４５のＤＣＬチャンネルを選択する処理である
。このＤＣＬチャンネル選定処理（Ｓ２３）が実行されると、選択された４５のＤＣＬチ
ャンネルが、ＲＡＭ１３のＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶される。
【０１０７】
　次に、ＲＡＭ１３のＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶されている全て（４５個）の
ＤＣＬチャンネルをＤＣＬ子機６１へ通知し（Ｓ２４）、ＤＣＬ子機６１との間で無線通
信３００を開始して（Ｓ２５）、この通信チャンネル選定処理を終了する。
【０１０８】
　次に、図８および図９を参照して、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１により実行されるＤＣＬチャ
ンネル選定処理（Ｓ２３）について説明する。図８は、ＭＦＰ１のＤＣＬチャンネル選定
処理（Ｓ２３）を示すフローチャートである。図９（ａ）は、ＤＣＬチャンネル選定テー
ブルメモリ１３ｇに記憶されるＤＣＬチャンネル選定テーブルの内容の一例を模式的に示
した模式図である。図９（ｂ）は、ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶されるＤＣＬチ
ャンネルの内容の一例を模式的に示した模式図である。
【０１０９】
　図８に示すＤＣＬチャンネル選定処理（Ｓ２３）は、優先順位テーブルＡまたは優先順
位テーブルＢの優先順位に基づいて、８９のＤＣＬチャンネル（ｄｃｈ１～ｄｃｈ８９）
の中から、優先順位の高い優先順位リストに含まれる無線ＬＡＮチャンネル（ｗｃｈ１～
ｗｃｈ１４）との電波干渉が抑制される４５のＤＣＬチャンネルを選択する処理である。
【０１１０】
　このＤＣＬチャンネル選定処理（Ｓ２３）では、まず、ＲＡＭ１３のＤＣＬ順位変更フ
ラグメモリ１３ｆに記憶されているＤＣＬ順位変更フラグがオンであるかを判定し（Ｓ３
１）、ＤＣＬ順位変更フラグメモリ１３ｆのＤＣＬ順位変更フラグがオフである場合は（
Ｓ３１：Ｎｏ）、ＲＡＭ１３の優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１から優先順位テーブル
Ａを取得する（Ｓ３３）。
【０１１１】
　Ｓ３１の処理において、ＤＣＬ順位変更フラグがオンである場合は（Ｓ３１：Ｙｅｓ）
、ＲＡＭ１３の無線ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａに無線ＬＡＮチャンネルが記憶されて
いるかを判定する（Ｓ３２）。ここで、無線ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａに無線ＬＡＮ
チャンネルが記憶されている場合は、無線ＬＡＮ通信制御回路１７とＡＰ５１との間でＬ
ＡＮ無線通信２００が行われている状態であることを示し、一方、無線ＬＡＮチャンネル
が記憶されていない場合は、ＡＰ５１との間でＬＡＮ無線通信２００が行われていない状
態であることを示す。
【０１１２】
　Ｓ３２の処理において、無線ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａに無線ＬＡＮチャンネルが
記憶されている場合は（Ｓ３２：Ｙｅｓ）、Ｓ３３の処理に移行する。一方、無線ＬＡＮ
チャンネルメモリ１３ａに無線ＬＡＮチャンネルが記憶されていない場合は（Ｓ３２：Ｎ
ｏ）、ＲＡＭ１３の優先順位テーブルＢメモリ１３ｅ２から優先順位テーブルＢを取得す
る（Ｓ３４）。
【０１１３】
　次に、ＲＡＭ１３のＤＣＬチャンネル選定テーブルメモリ１３ｇを初期化する（Ｓ３５
）。具体的には、ＤＣＬチャンネル選定テーブルにおいて、全ての（８９の）ＤＣＬチャ
ンネルのステータス値を「○（使用可能）」に設定する。次に、Ｓ３３またはＳ３４の処
理で取得した一方の優先順位テーブルＡ（優先順位テーブルＢ）において、ＤＣＬ優先順
位リストよりも優先順位が高い優先順位リストを全て抽出する（Ｓ３６）。
【０１１４】
　そして、ＤＣＬチャンネル選定テーブルメモリ１３ｇのＤＣＬチャンネル選定テーブル
において、Ｓ３６の処理で抽出した全ての優先順位リストについて、その優先順位リスト
に含まれている無線ＬＡＮチャンネルと帯域が重複する全てのＤＣＬチャンネルのステー



(18) JP 5003564 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

タス値を「×（使用不可）」に設定する（Ｓ３７）。
【０１１５】
　ここで、一例として、ＤＣＬ順位変更フラグがオフである場合の処理について説明する
。ＤＣＬ順位変更フラグがオフである場合は、優先順位テーブルＡメモリ１３ｅ１から優
先順位テーブルＡを取得する。取得した優先順位テーブルＡの内容が、図３（ｂ）に示す
状態であれば、この優先順位テーブルＡの中から、ＤＣＬ優先順位リスト（４，ＤＣＬ，
－、－）よりも優先順位が高い優先順位リストとして、優先順位リスト（１，ＡＡＡ，ｗ
ｃｈ１３，５）と、優先順位リスト（２，ＡＡＡ，ｗｃｈ１，３）と、優先順位リスト（
３，ＥＥＥ，ｗｃｈ７，４）とを抽出する。
【０１１６】
　そして、ＤＣＬチャンネル選定テーブルメモリ１３ｇのＤＣＬチャンネル選定テーブル
において、抽出した優先順位リストに含まれている各無線ＬＡＮチャンネル（ｗｃｈ１３
、ｗｃｈ１、ｗｃｈ７）と帯域が重複するＤＣＬチャンネルのステータス値を「×（使用
不可）」に設定する。従って、無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ１３」と帯域が重複するＤ
ＣＬチャンネル「ｄｃｈ７０～ｄｃｈ８０」のステータス値と、無線ＬＡＮチャンネル「
ｗｃｈ１」と帯域が重複するＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ４～ｄｃｈ２５」のステータス値
と、無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ７」と帯域が重複するＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ３７
～ｄｃｈ５８」のステータス値を、それぞれ「×（使用不可）」に設定する。
【０１１７】
　次に、ＤＣＬチャンネル選定テーブルメモリ１３ｇのＤＣＬチャンネル選定テーブルに
おいて、ステータス値が「○（使用可能）」であるＤＣＬチャンネルの数が「４５ｃｈ」
以上あるかを判定する（Ｓ３８）。
【０１１８】
　Ｓ３８の処理において、ステータス値が「○（使用可能）」であるＤＣＬチャンネルの
数が「４５ｃｈ」未満である場合は（Ｓ３８：Ｎｏ）、Ｓ３３またはＳ３４の処理で取得
した一方の優先順位テーブルＡ（Ｂ）において、ＤＣＬ優先順位リストの優先順位を１つ
高く設定し（Ｓ３９）、Ｓ３５の処理に戻り、上述したＳ３５～Ｓ３９の処理を繰り返す
。
【０１１９】
　例えば、ＤＣＬチャンネル選定テーブルにおいて、ＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ４～ｄｃ
ｈ２５」と、ＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ３７～ｄｃｈ５８」と、ＤＣＬチャンネル「ｄｃ
ｈ７０～ｄｃｈ８９」とのステータス値が「×（使用不可）」に設定されていれば、ステ
ータス値が「○（使用可能）」であるＤＣＬチャンネルの数が「２５ｃｈ」となる。
【０１２０】
　この状態では、ＤＣＬチャンネルの残数が「２５ｃｈ」となり、残数が「４５ｃｈ」未
満であるため、抽出した優先順位テーブルＡにおいて、ＤＣＬ優先順位リストの優先順位
を１つ高く設定し、これまでＤＣＬ優先順位リストより優先順位が１つ高かった優先順位
リストの優先順位を１つ低く設定する。つまり、ＤＣＬ優先順位リスト（４，ＤＣＬ，－
，－）を、ＤＣＬ優先順位リスト（３，ＤＣＬ，－，－）と設定し、優先順位リスト（３
，ＥＥＥ，７，４）を、優先順位リスト（４，ＥＥＥ，７，４）と設定する。
【０１２１】
　そして、再度、ＤＣＬチャンネル選定テーブルを初期化し、Ｓ３５～Ｓ３７の処理を実
行する。すると、図９（ａ）に示すように、ＤＣＬチャンネル選定テーブルは、ＤＣＬチ
ャンネル「ｄｃｈ４～ｄｃｈ２５」のステータス値と、ＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ７０～
ｄｃｈ８９」のステータス値とが「×（使用不可）」に設定されるので、ステータス値が
「○（使用可能）」であるＤＣＬチャンネルの残数が「４７ｃｈ」となる。
【０１２２】
　Ｓ３８の処理において、ＤＣＬチャンネル選定テーブルメモリ１３ｇのＤＣＬチャンネ
ル選定テーブルにおいて、ステータス値が「○（使用可能）」であるＤＣＬチャンネルの
数が「４５ｃｈ」以上である場合は（Ｓ３８：Ｙｅｓ）、何れの無線ＬＡＮチャンネル（
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ｗｃｈ１～ｗｃｈ１４）とも帯域が重複しない３のＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ１～ｄｃｈ
３」を、ＲＡＭ１３のＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶する（Ｓ４０）。
【０１２３】
　次に、ＤＣＬチャンネル選定テーブルメモリ１３ｇのＤＣＬチャンネル選定テーブルに
おいてステータス値が「○（使用可能）」に設定されているＤＣＬチャンネルの中から、
Ｓ３３またはＳ３４の処理で取得した一方の優先順位テーブルＡ（優先順位テーブルＢ）
の中で優先順位が低い優先順位リスト順に、その優先順位リストに含まれている無線ＬＡ
Ｎチャンネルに対応（重複）するＤＣＬチャンネルを選出して、４２のＤＣＬチャンネル
を決定し、既に記憶されている３のＤＣＬチャンネルに加えて、その決定した４２のＤＣ
ＬチャンネルをＲＡＭ１３のＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶する（Ｓ４０）。すな
わち、ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃには、合計４５のＤＣＬチャンネルが記憶されるこ
とになる。そして、このＤＣＬチャンネル選定処理を終了する。
【０１２４】
　ここで、ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶される４５のＤＣＬチャンネルについて
説明する。例えば、ＤＣＬチャンネル選定テーブルが図９（ａ）に示す状態であるとする
。また、取得した優先順位テーブルＡの内容が、図３（ｂ）に示す状態から変更され、Ｄ
ＣＬ優先順位リスト（４，ＤＣＬ，－，－）が、ＤＣＬ優先順位リスト（３，ＤＣＬ，－
，－）と設定され、優先順位リスト（３，ＥＥＥ，７，４）が、優先順位リスト（４，Ｅ
ＥＥ，７，４）と設定された状態とする。すなわち、この状態では、ＤＣＬチャンネル選
定テーブルにおいて、ＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ１～ｄｃｈ３，ｄｃｈ２６～ｄｃｈ６９
」のステータス値が「○（使用可能）」と設定される。
【０１２５】
　そして、まず始めに、３のＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ１～ｄｃｈ３」を、ＲＡＭ１３の
ＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶する。次に、最も優先順位の低い優先順位リスト（
８，ＢＢＢ，ｗｃｈ１，５）を参照するが、この優先順位リストに含まれる無線ＬＡＮチ
ャンネル「ｗｃｈ１」と帯域が重複するＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ４～ｄｃｈ２５」は、
全てステータス値が「×（使用不可）」と設定されているので、選出できるＤＣＬチャン
ネルは存在しない。
【０１２６】
　次に、優先順位リスト（７，ＣＣＣ，ｗｃｈ４，６）を参照し、この優先順位リストに
含まれる無線ＬＡＮチャンネル「ｗｃｈ４」と帯域が重複するＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ
２０～ｄｃｈ４１」の中から、ステータス値が「○（使用可能）」である１６のＤＣＬチ
ャンネル「ｄｃｈ２６～ｄｃｈ４１」を選出する。
【０１２７】
　以下同様に、優先順位リスト（６，ＢＢＢ，ｗｃｈ７，７）を参照し、既に選出された
ＤＣＬチャンネルを除き、ステータス値が「○（使用可能）」である１７のＤＣＬチャン
ネル「ｄｃｈ４２～ｄｃｈ５８」を選出し、優先順位リスト（５，ＣＣＣ，ｗｃｈ９，８
）を参照し、既に選出されたＤＣＬチャンネルを除き、ステータス値が「○（使用可能）
」である９のＤＣＬチャンネル「ｄｃｈ５９～ｄｃｈ６７」を選出する。
【０１２８】
　このように、ＤＣＬチャンネル選出テーブルの内容に基づいて、４２のＤＣＬチャンネ
ルを選出し、先に記憶された３のＤＣＬチャンネルに加えて、合計４５のＤＣＬチャンネ
ルを、ＲＡＭ１３のＤＣＬチャンネルメモリ１３ｃに記憶する。
【０１２９】
　以上の図８のフローチャートのＤＣＬ通信チャンネル選定処理により、優先順位テーブ
ルＡ（または、優先順位テーブルＢ）の中のＤＣＬ優先順位リストを基準とし、優先順位
が高い優先順位リストに含まれる無線ＬＡＮチャンネルが全て抽出される。そして、抽出
された各無線ＬＡＮチャンネルと帯域が重複するＤＣＬチャンネルを、８９のＤＣＬチャ
ンネル（ｄｃｈ１～ｄｃｈ８９）の中から除外し、その除外したＤＣＬチャンネルの中か
ら４５のＤＣＬチャンネルが選定される。よって、ＤＣＬ無線通信３００で使用される帯
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域と、優先順位の高い優先順位リストに対応するＬＡＮ無線通信２００で使用される帯域
とが重複する可能性を低くすることができる。従って、ＭＦＰ１は、優先順位の高い優先
順位リストに対応するＬＡＮ無線通信２００と電波干渉する可能性を低くして、ＤＣＬ子
機６１との間でＤＣＬ無線通信３００を行うことができる。
【０１３０】
　また、ＤＣＬチャンネル選定テーブルの中から４５のＤＣＬチャンネルが選出される場
合には、始めに、ＤＣＬチャンネル選定テーブルの全てのＤＣＬチャンネルのステータス
値が「○（使用可能）」に初期化され、そして、抽出された各無線ＬＡＮチャンネルと帯
域が重複するＤＣＬチャンネルのステータス値が「×（使用不可）」に設定される。
【０１３１】
　つまり、残存するＤＣＬチャンネルの中には、予め、ＬＡＮ無線通信２００において使
用されていない無線ＬＡＮチャンネルと帯域が重複するＤＣＬチャンネルが含まれること
になる。ＬＡＮ無線通信２００において使用されていない無線ＬＡＮチャンネルとは、受
信電界強度が検出できなかった無線ＬＡＮチャンネルであるので、その帯域と重複するＤ
ＣＬチャンネルは、言うまでもなく電波干渉する可能性が低い。よって、ＭＦＰ１は、電
波干渉する可能性が低いＤＣＬチャンネルがより多く含まれるＤＣＬチャンネルの中から
、４５のＤＣＬチャンネルを選定することができるので、優先順位の高い優先順位リスト
に対応するＬＡＮ無線通信２００と電波干渉する可能性をさらに低くして、ＤＣＬ子機６
１との間でＤＣＬ無線通信３００を行うことができる。
【０１３２】
　また、無線ＬＡＮ通信制御回路１７とＡＰ５１との間で、ＬＡＮ無線通信２００が行わ
れていない場合には、無線ＬＡＮ通信制御回路１７により送信されるＳＳＩＤと同一のＳ
ＳＩＤが含まれている優先順位リストの優先順位を、ＤＣＬ優先順位リストより下に移動
させたテーブルである優先順位テーブルＢに基づいて、４５のＤＣＬチャンネルが選定さ
れる。優先順位テーブルＢを使用すると、残存するＤＣＬチャンネルの数を増加させるこ
とができるので、電波干渉する可能性が低いＤＣＬチャンネルが、残存するＤＣＬチャン
ネルの中に含まれる可能性を高くすることができる。
【０１３３】
　また、ＤＣＬチャンネル選定テーブルの中から４５のＤＣＬチャンネルが選出される場
合には、ＤＣＬ優先順位リストより優先順位が低い優先順位リストの中で、優先順位の低
い優先順位リスト順に、その優先順位リストに含まれる無線ＬＡＮチャンネルに対応する
ＤＣＬチャンネルが選出される。よって、ＭＦＰ１は、ＤＣＬ優先順位リストより優先順
位が低い優先順位リストが複数ある場合でも、その中で優先順位の高い優先順位リストに
対応するＬＡＮ無線通信２００に対するほど、電波干渉する可能性を低くして、ＤＣＬ子
機６１との間でＤＣＬ無線通信３００を行うことができる。
【０１３４】
　また、優先順位テーブルＡおよび優先順位テーブルＢにおいて、ＤＣＬ優先順位リスト
より優先順位が低い優先順位リストは、受信電界強度が強い順に高い優先順位に設定され
ている。そして、ＤＣＬチャンネル選定テーブルの中から４５のＤＣＬチャンネルが選出
される場合には、優先順位の低い優先順位リスト順に、その優先順位リストに含まれる無
線ＬＡＮチャンネルに対応するＤＣＬチャンネルが、４５のＤＣＬチャンネルとして選出
される。よって、ＭＦＰ１は、優先順位の高い優先順位リストに対応するＬＡＮ無線通信
２００に対するほど、電波干渉する可能性を低くして、ＤＣＬ子機６１との間でＤＣＬ無
線通信３００を行うことができる。
【０１３５】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であること
は容易に推察できるものである。例えば、上記各実施の形態で挙げた数値は一例であり、
他の数値を採用することは当然可能である。
【０１３６】
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　例えば、本実施形態のＭＦＰ１は、無線ＬＡＮ通信制御回路１７と、ＤＣＬ通信制御回
路１９とを備えた構成であるが、無線ＬＡＮ通信制御回路１７の代わりに、ＤＣＬ通信制
御回路１９と同じ周波数帯域を使用して無線通信を行うその他の通信制御回路（例えば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信制御回路）であっても良い。もちろん、無線ＬＡＮ
通信制御回路１７と、その他の通信制御回路と、ＤＣＬ通信制御回路１９とを備えた構成
であっても良い。そして、このような場合でも、ＭＦＰ１に、その他の通信制御回路が無
線通信に使用するチャンネルの使用状況を取得する回路を設けて、取得した各無線通信に
優先順位を設定することにより、優先順位の高い無線通信との電波干渉を抑制しつつ、Ｄ
ＣＬ子機６１との間で、ＤＣＬ無線通信３００を行うことができる。
【０１３７】
　また、本実施形態は、２．４ＧＨｚ帯の一部または全部を使用した無線通信の電波干渉
を抑制または低下させるものであるが、例えば、５ＧＨｚ帯や、２．５ＧＨｚ帯など、他
の周波数帯域を使用する無線通信においても適用することができる。
【０１３８】
　また、本実施形態では、ユーザにより操作ボタン１５の優先順位設定ボタン１５ａが押
下された場合に、図５の優先順位設定処理が実行され、優先順位テーブルＡおよび優先順
位テーブルＢが作成されるが、定期的（例えば、数分毎）にＭＦＰ１周辺で行われている
ＬＡＮ無線通信２００の通信状況を取得し、通信状況が変化していた場合には、優先順位
テーブルＡおよび優先順位テーブルＢが更新されるように構成しても良い。ＡＰ５１は、
ＬＡＮ無線通信２００に使用する一の無線ＬＡＮチャンネルを、電波干渉の状態などに応
じて変更するように構成されているので、ＡＰ５１によって、優先順位の高いＬＡＮ無線
通信２００に使用されている無線ＬＡＮチャンネルが変更されると、優先順位の高い無線
ＬＡＮ通信２００に対して電波干渉を抑制できなくなる。そのような場合でも、通信状況
の変化に対応して優先順位テーブルＡおよび優先順位テーブルＢを更新することで、優先
順位の高い無線ＬＡＮ通信２００に対して、電波干渉が抑制される４５のＤＣＬチャンネ
ルを選定することができる。
【０１３９】
　また、本実施形態のＤＣＬチャンネル選定処理（図８参照）の変形例として、ＭＦＰ１
の無線ＬＡＮチャンネルメモリ１３ａに無線ＬＡＮチャンネルが記憶されている場合に、
ＤＣＬチャンネル選定テーブルにおいて、その記憶されている無線ＬＡＮチャンネルと帯
域が重複する全てのＤＣＬチャンネルのステータス値を「×（使用不可）」と設定するよ
うに構成しても良い。そうすることにより、ＭＦＰ１は、無線ＬＡＮ通信制御回路１７が
行う無線ＬＡＮ通信２００との電波干渉を抑制する４５のＤＣＬチャンネルを選定するこ
とができるので、ＭＦＰ１が有する無線ＬＡＮ通信制御回路１７とＤＣＬ通信制御回路１
９とにより電波干渉が生じることを抑制しつつ、ＤＣＬ子機６１との間で、ＤＣＬ無線通
信３００を行うことができる。
【０１４０】
　また、本実施形態では、ユーザによって指定されるＳＳＩＤの優先順位に基づいて、優
先順位テーブルＡおよび優先順位テーブルＢが作成されるが、ユーザが直接、優先順位リ
ストの優先順位を設定できるように構成しても良い。
【０１４１】
　また、本実施形態では、ＭＦＰ１が主通信装置の機能を有し、ＤＣＬ子機６１が副通信
装置の機能を有しているが、ＤＣＬ子機３１が主通信装置の機能を有し、ＭＦＰ１が副通
信装置の機能を有していても良い。
【０１４２】
　また、本実施形態の優先順位テーブルＢは、優先順位テーブルＡにおいて、無線ＬＡＮ
通信制御回路１７により送信されるＳＳＩＤと同一のＳＳＩＤが含まれている優先順位リ
ストの優先順位を、ＤＣＬ優先順位リストより下に移動させたテーブルであるが、優先順
位テーブルＡにおいて、無線ＬＡＮ通信制御回路１７により行われるＬＡＮ無線通信２０
０に対応する優先順位リストのみを、ＤＣＬ優先順位リストより下に移動させたテーブル
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であっても良い。つまり、この優先順位テーブルＢは、無線ＬＡＮ通信制御回路１７によ
り行われるＬＡＮ無線通信２００に対応する通信状況リストを除き、各通信状況リストの
優先順位を、ユーザがボタン操作により指定したＳＳＩＤの優先順位に従って設定したテ
ーブルとなる。よって、無線ＬＡＮ通信制御回路１７によりＬＡＮ無線通信２００が行わ
れない場合でも、ユーザがボタン操作により指定したＳＳＩＤの優先順位に従って、各優
先順位リストの優先順位を設定ことができる。従って、ユーザがボタン操作により指定し
たＳＳＩＤの優先順位に従って設定された優先順位の高い無線通信との電波干渉を抑制し
つつ、ＤＣＬ子機６１との間で、ＤＣＬ無線通信３００を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】本発明の実施形態における主通信装置を有したＭＦＰと、ＡＰと、ＤＣＬ子機と
の電気的構成を示したブロック図である。
【図２】チャンネル対応テーブルの内容を模式的に示した模式図である。
【図３】（ａ）は、通信状況テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、（ｂ）は、
優先順位テーブルＡの内容を模式的に示した模式図である。
【図４】優先順位テーブルＢの内容を模式的に示した模式図である。
【図５】ＭＦＰの優先順位設定処理を示すフローチャートである。
【図６】優先順位設定テーブルの内容を模式的に示した模式図である。
【図７】ＭＦＰの通信チャンネル選定処理を示すフローチャートである。
【図８】ＭＦＰのＤＣＬチャンネル選定処理を示すフローチャートである。
【図９】（ａ）は、ＤＣＬチャンネル選定テーブルの内容の一例を模式的に示した模式図
であり、（ｂ）は、ＤＣＬチャンネルメモリの内容の一例を模式的に示した模式図である
。
【図１０】無線ＬＡＮおよびＤＣＬで使用される周波数帯域及び周波数チャンネルを示し
た概略図である。
【符号の説明】
【０１４４】
ｄｃｈ１～ｄｃｈ８９　　ＤＣＬチャンネル（第１無線チャンネルの一例）　
ｗｃｈ１～ｗｃｈ１４　　無線ＬＡＮチャンネル（第２無線チャンネルの一例）
１　　　　　　　　　　　ＭＦＰ（主通信装置の一例）
１７　　　　　　　　　　無線ＬＡＮ通信制御回路（第２無線通信手段の一例）
１７ａ　　　　　　　　　通信状況取得回路（状況検出手段の一例）
１９　　　　　　　　　　ＤＣＬ通信制御回路（チャンネル決定手段の一例、第１無線通
信手段の一例）
６１　　　　　　　　　　ＤＣＬ子機（副通信装置の一例）
５１　　　　　　　　　　ＡＰ（外部の通信装置の一例）
Ｓ３　　　　　　　　　　表示手段の一例
Ｓ４，Ｓ５　　　　　　　操作取得手段の一例
Ｓ６　　　　　　　　　　第１設定手段の一例
Ｓ２３　　　　　　　　　選定手段の一例
Ｓ２５　　　　　　　　　通信実行手段の一例
Ｓ３２　　　　　　　　　第２判定手段の一例
Ｓ３３　　　　　　　　　第３設定手段の一例
Ｓ３４　　　　　　　　　優先チャンネル取得手段の一例
Ｓ３６，Ｓ３７　　　　　第１除外手段の一例
Ｓ３７　　　　　　　　　第２除外手段の一例
Ｓ３８　　　　　　　　　第１判定手段の一例
Ｓ３９　　　　　　　　　第２設定手段の一例
Ｓ４１　　　　　　　　　低チャンネル取得手段の一例
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