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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべき親機として前記
複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システムであって、
　前記各親機は、
　前記子機から接続要求を受信したなら、当該親機に接続された子機の数を取得する状態
監視部と、当該親機に接続可能な子機の数に対する前記子機の数の割合である収容率を含
む選択要求を前記親機選択装置に送信する選択要求送信部とを備え、
　前記親機選択装置は、
　前記選択要求を受信する選択要求受信部と、受信された前記選択要求における収容率を
用いて、前記子機に接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１つ
を選択する接続先親機選択部と、前記選択された１つの親機に接続許可の通知を送信する
一方、前記選択されなかった親機に接続不許可の通知を送信する親機設定変更部とを備え
る
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべき親機として前記
複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システムであって、
　前記各親機は、
　前記子機から接続要求を受信したなら、当該親機における通信量を取得する状態監視部
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と、当該親機において通信可能な最大通信量に対する前記親機における通信量の割合であ
る通信割合を含む選択要求を前記親機選択装置に送信する選択要求送信部とを備え、
　前記親機選択装置は、
　前記選択要求を受信する選択要求受信部と、受信された前記選択要求における通信割合
を用いて、前記子機に接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１
つを選択する接続先親機選択部と、前記選択された１つの親機に接続許可の通知を送信す
る一方、前記選択されなかった親機に接続不許可の通知を送信する親機設定変更部とを備
える
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべき親機として前記
複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システムであって、
　前記各親機は、
　前記子機から接続要求を受信したなら、当該接続要求に含まれる、当該子機が当該親機
から受信した電波の受信強度を取得する状態監視部と、前記受信強度を含む選択要求を前
記親機選択装置に送信する選択要求送信部とを備え、
　前記親機選択装置は、
　前記選択要求を受信する選択要求受信部と、受信された前記選択要求における受信強度
を用いて、前記子機に接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１
つを選択する接続先親機選択部と、前記選択された１つの親機に接続許可の通知を送信す
る一方、前記選択されなかった親機に接続不許可の通知を送信する親機設定変更部とを備
える
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべき親機として前記
複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システムの動作方法であ
って、
　前記各親機は、
　前記子機から接続要求を受信したなら、当該親機に接続された子機の数を取得し、当該
親機に接続可能な子機の数に対する前記子機の数の割合である収容率を含む選択要求を前
記親機選択装置に送信し、
　前記親機選択装置は、
　前記選択要求を受信し、受信された前記選択要求における収容率を用いて、前記子機に
接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択し、前記選択
された１つの親機に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった親機に接続不
許可の通知を送信する
　ことを特徴とする通信システムの動作方法。
【請求項５】
　１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべき親機として前記
複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システムの動作方法であ
って、
　前記各親機は、
　前記子機から接続要求を受信したなら、当該親機における通信量を取得し、当該親機に
おいて通信可能な最大通信量に対する前記親機における通信量の割合である通信割合を含
む選択要求を前記親機選択装置に送信し、
　前記親機選択装置は、
　前記選択要求を受信し、受信された前記選択要求における通信割合を用いて、前記子機
に接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択し、前記選
択された１つの親機に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった親機に接続
不許可の通知を送信する
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　ことを特徴とする通信システムの動作方法。
【請求項６】
　１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべき親機として前記
複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システムの動作方法であ
って、
　前記各親機は、
　前記子機から接続要求を受信したなら、当該接続要求に含まれる、当該子機が当該親機
から受信した電波の受信強度を取得し、前記受信強度を含む選択要求を前記親機選択装置
に送信し、
　前記親機選択装置は、
　前記選択要求を受信し、受信された前記選択要求における受信強度を用いて、前記子機
に接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択し、前記選
択された１つの親機に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった親機に接続
不許可の通知を送信する
　ことを特徴とする通信システムの動作方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムとその動作方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　新たな無線機器をネットワーク管理装置に登録する方法として、ネットワーク管理部に
ＰＣ等で直接ログインし、ユーザインタフェース等により、登録したい子機の情報（ＭＡ
Ｃアドレスなど）を入力するというものがある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１４０７４３号公報
【特許文献２】特開平０６－１２４２５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、この方法では、１）ＰＣ等がネットワーク管理装置と直接接続されていなけれ
ばならず、また、２）子機の情報を手で入力する必要がある。
【０００５】
　また、子機と親機を接続する場合において、例えば、子機を最も近い親機に接続すると
、その親機に収容される子機の数が多い場合などにおいては、通信の安定性を欠く可能性
がある。
【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、子機を
親機に接続する場合の通信の安定性を高められる通信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、第１の本発明は、１つの子機に対し無線で接続可能な複
数の親機と前記子機に接続すべき親機として前記複数の親機から１つの親機を選択する親
機選択装置とを含む通信システムであって、前記各親機は、前記子機から接続要求を受信
したなら、当該親機に接続された子機の数を取得する状態監視部と、当該親機に接続可能
な子機の数に対する前記子機の数の割合である収容率を含む選択要求を前記親機選択装置
に送信する選択要求送信部とを備え、前記親機選択装置は、前記選択要求を受信する選択
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要求受信部と、受信された前記選択要求における収容率を用いて、前記子機に接続すべき
親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択する接続先親機選択部と
、前記選択された１つの親機に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった親
機に接続不許可の通知を送信する親機設定変更部とを備える
　ことを特徴とする。
【０００８】
　第２の本発明は、１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべ
き親機として前記複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システ
ムであって、前記各親機は、前記子機から接続要求を受信したなら、当該親機における通
信量を取得する状態監視部と、当該親機において通信可能な最大通信量に対する前記親機
における通信量の割合である通信割合を含む選択要求を前記親機選択装置に送信する選択
要求送信部とを備え、前記親機選択装置は、前記選択要求を受信する選択要求受信部と、
受信された前記選択要求における通信割合を用いて、前記子機に接続すべき親機として、
前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択する接続先親機選択部と、前記選択さ
れた１つの親機に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった親機に接続不許
可の通知を送信する親機設定変更部とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　第３の本発明は、１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべ
き親機として前記複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システ
ムであって、前記各親機は、前記子機から接続要求を受信したなら、当該接続要求に含ま
れる、当該子機が当該親機から受信した電波の受信強度を取得する状態監視部と、前記受
信強度を含む選択要求を前記親機選択装置に送信する選択要求送信部とを備え、前記親機
選択装置は、前記選択要求を受信する選択要求受信部と、受信された前記選択要求におけ
る受信強度を用いて、前記子機に接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の
親機から１つを選択する接続先親機選択部と、前記選択された１つの親機に接続許可の通
知を送信する一方、前記選択されなかった親機に接続不許可の通知を送信する親機設定変
更部とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　第４の本発明は、１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべ
き親機として前記複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システ
ムの動作方法であって、前記各親機は、前記子機から接続要求を受信したなら、当該親機
に接続された子機の数を取得し、当該親機に接続可能な子機の数に対する前記子機の数の
割合である収容率を含む選択要求を前記親機選択装置に送信し、前記親機選択装置は、前
記選択要求を受信し、受信された前記選択要求における収容率を用いて、前記子機に接続
すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択し、前記選択され
た１つの親機に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった親機に接続不許可
の通知を送信することを特徴とする。
【００１１】
　第５の本発明は、１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべ
き親機として前記複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システ
ムの動作方法であって、前記各親機は、前記子機から接続要求を受信したなら、当該親機
における通信量を取得し、当該親機において通信可能な最大通信量に対する前記親機にお
ける通信量の割合である通信割合を含む選択要求を前記親機選択装置に送信し、前記親機
選択装置は、前記選択要求を受信し、受信された前記選択要求における通信割合を用いて
、前記子機に接続すべき親機として、前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択
し、前記選択された１つの親機に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった
親機に接続不許可の通知を送信することを特徴とする。
【００１２】
　第６の本発明は、１つの子機に対し無線で接続可能な複数の親機と前記子機に接続すべ
き親機として前記複数の親機から１つの親機を選択する親機選択装置とを含む通信システ
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ムの動作方法であって、前記各親機は、前記子機から接続要求を受信したなら、当該接続
要求に含まれる、当該子機が当該親機から受信した電波の受信強度を取得し、前記受信強
度を含む選択要求を前記親機選択装置に送信し、前記親機選択装置は、前記選択要求を受
信し、受信された前記選択要求における受信強度を用いて、前記子機に接続すべき親機と
して、前記選択要求を送信した複数の親機から１つを選択し、前記選択された１つの親機
に接続許可の通知を送信する一方、前記選択されなかった親機に接続不許可の通知を送信
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、子機を親機に接続する場合の通信の安定性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施の形態に係る通信システムを示す図である。
【図２】通信システムの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本実施の形態に係る通信システムを示す図である。
【００１７】
　通信システムは、１つの子機１に対し無線で接続可能な複数の親機２と子機１に接続す
べき親機として複数の親機２から１つの親機を選択する親機選択装置３とを含む。
【００１８】
　接続とは、ここでは、子機１が親機２を介して所望のネットワークに接続する場合の接
続をいうものとし、子機１は全ての親機２に対して単に接続し、情報等を送信すること自
体は可能であることとする。
【００１９】
　子機１は、多数の子機の中の１つである。子機１は、例えば、家庭内の機器であり、親
機２は、例えば、無線ルータであり、親機選択装置３は、例えば、インターネットに設け
られたサーバである。
【００２０】
　子機１は、電波を受信できる親機２、すなわち、近傍の親機２を検出する状態監視部１
１と、検出された親機２に対し、所望のネットワークに接続するための接続要求を送信す
る接続要求送信部１２とを備える。
【００２１】
　各親機２は、子機１から接続要求を受信したなら、親機２自身に関する状態を示す状態
要素を取得する状態監視部２１と、状態要素を含む選択要求を親機選択装置３に送信する
選択要求送信部２２とを備える。
【００２２】
　親機選択装置３は、選択要求を受信する選択要求受信部３１と、受信された選択要求に
おける状態要素を用いて、子機１に接続すべき親機として、選択要求を送信した複数の親
機から１つを選択する接続先親機選択部３２と、選択された１つの親機に接続許可の通知
を送信する一方、選択されなかった親機に接続不許可の通知を送信する親機設定変更部３
３とを備える。なお、親機選択装置３は、親機２の中の１つに組み込んでもよい。
【００２３】
　図２は、通信システムの動作を示すフローチャートである。
【００２４】
　子機１の状態監視部１１は、電波を受信できる親機２、すなわち、近傍の親機２を検出
する（Ｓ１）。子機１と親機２は無線で接続するので、周囲の電波状況や例えば、子機１
や親機２が移動体である場合の位置などにより、電波の受信強度が変化するので、状態監
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視部１１は、各親機２から受信した電波の受信強度を測定し、例えば、受信強度が一定以
上の親機２を検出する。ここでは、複数の親機２が検出されたこととする。
【００２５】
　子機１の接続要求送信部１２は、検出された各親機２に対し、当該親機２から受信した
電波の受信強度を含む接続要求を送信する（Ｓ３）。この際、例えば、子機１と親機２は
ユーザＩＤとパスワード等で認証を行う。または、このような認証は実行済みとなってい
る。
【００２６】
　接続要求を受信した各親機２の状態監視部２１は、は、接続要求から受信強度を取りだ
し、また、当該親機２に接続された子機の数、該親機２における通信量、つまり、３つの
状態要素（受信強度、子機の数、通信量）を取得する（Ｓ５）。
【００２７】
　次に、各親機２の選択要求送信部２２は、当該親機２に接続可能な子機の数に対する、
取得された子機の数の割合である収容率、当該親機２において通信可能な最大通信量に対
する、取得された当該親機における通信量の割合である通信割合を計算する（Ｓ７）。つ
まり、選択要求送信部２２は、２つの状態要素（収容率、通信割合）を計算により求める
。
【００２８】
　次に、各親機２の選択要求送信部２２は、３つの状態要素（収容率、通信割合、受信強
度）ならびに子機１の識別情報を含む選択要求を親機選択装置３に送信する（Ｓ９）。
【００２９】
　親機選択装置３の選択要求受信部３１は、各親機２から選択要求を受信する。この際、
選択要求受信部３１は、最初に選択要求を受信してから一定期間（例えば１０秒）待機し
、最初に選択要求と当該期間に受信した選択要求を以降の処理の対象とする。
【００３０】
　次に、親機選択装置３の接続先親機選択部３２は、対象の選択要求における状態要素を
用いて、子機１に接続すべき親機として、選択要求を送信した複数の親機から１つを選択
する。
【００３１】
　具体的には、接続先親機選択部３２は、まず、最小の収容率を含む選択要求を送信して
きた親機２の数が１か２以上かを判定し（Ｓ１１）、親機２の数が１なら（Ｓ１１：１）
、その親機２を選択する（Ｓ１２）。
【００３２】
　接続先親機選択部３２は、最小の収容率を含む選択要求を送信してきた親機２の数が２
以上なら（Ｓ１１：２以上）、その２以上の親機２の中で最小の通信割合を含む選択要求
を送信してきた親機２の数が１か２以上かを判定し（Ｓ１５）、親機２の数が１なら（Ｓ
１５：１）、その親機２を選択する（Ｓ１６）。
【００３３】
　接続先親機選択部３２は、最小の通信割合を含む選択要求を送信してきた親機２の数が
２以上なら（Ｓ１５：２以上）、その２以上の親機２の中で最大の受信強度を含む選択要
求を送信してきた親機２の数が１か２以上かを判定し（Ｓ１７）、親機２の数が１なら（
Ｓ１７：１）、その親機２を選択する（Ｓ１８）。
【００３４】
　接続先親機選択部３２は、最大の受信強度を含む選択要求を送信してきた親機２の数が
２以上なら（Ｓ１５：２以上）、その２以上の親機２の中で、子機１の識別情報を例えば
、アルファベット順の辞書に記載する場合の記載順が最も早い識別情報を含む選択要求を
送信してきた親機２を選択する（Ｓ１９）。
【００３５】
　親機設定変更部３３は、親機２が選択されたら、選択された親機２に接続許可の通知を
送信し、選択されなかった他の親機２に接続不許可の通知を送信する（Ｓ２１）。
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【００３６】
　接続許可の通知を受信した親機２の状態監視部２１は、接続要求を送信してきた子機１
が接続可能なように設定を変更し、その子機１に対し、接続許可の応答を送信する（Ｓ２
３）。
【００３７】
　これにより、子機１とその親機２で接続手続きが実行され（Ｓ２５）、処理が終了する
。このように、子機１が親機２を接続されることで、子機１は親機２を介して所望のネッ
トワークに接続することが可能となる。
【００３８】
　なお、本実施の形態では、親機を選択するのに３つの状態要素つまり収容率、通信割合
、受信強度ならびに子機の識別情報を用いたが、これらの中の１つまたは２つ以上を任意
に用いて親機を選択してもよい。
【００３９】
　また、用いる順序はどのような順序でもよいが、受信強度と他の状態要素などを用いる
場合、受信強度を最初に用いることで、まず、子機１の近傍の親機２に絞りこむことがで
き、通信の安定性を高めることができる。
【００４０】
　以上のように、本実施の形態によれば、最小の収容率の親機、最小の通信割合の親機、
最大の受信強度に対応する親機を選択するので、子機を親機に接続する場合の通信の安定
性を高めることができる。
【００４１】
　なお、本実施の形態の子機、親機または親機選択装置としてコンピュータを機能させる
ためのコンピュータプログラムは、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気デ
ィスク、磁気テープなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録でき、また、イン
ターネットなどの通信網を介して伝送させて、広く流通させることができる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　子機
　２　親機
　３　親機選択装置
　１１　状態監視部
　１２　接続要求送信部
　２１　状態監視部
　２２　選択要求送信部
　３１　選択要求受信部
　３２　接続先親機選択部
　３３　親機設定変更部
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