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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントから送信されるビーコンを受信して近傍のアクセスポイントを探索し
、探索したアクセスポイントに無線回線を用いて接続する無線端末装置において、
　アクセスポイントから受信したビーコンのインターバル情報を記憶するビーコンインタ
ーバル情報記憶手段と、
　自無線端末装置のアクセスポイントへの帰属状態を管理する帰属状態管理手段と、
　電波の状態が悪化したときには、上記帰属状態管理手段および上記ビーコンインターバ
ル情報記憶手段を参照して得た情報に基づき、自無線端末装置が帰属しているアクセスポ
イントにおけるビーコンのインターバル情報を取得する手段と、
　この取得する手段により取得した自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにお
けるビーコンのインターバル情報に応じたスキャン時間を、パッシブスキャンを行うため
のスキャン時間として決定するスキャン時間決定手段と
　を備えたことを特徴とする無線端末装置。
【請求項２】
　前記スキャン時間決定手段は、自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにおけ
るビーコンのインターバルに相当する時間に、さらに所定時間を追加した時間をスキャン
時間として決定する手段を備えた請求項１記載の無線端末装置。
【請求項３】
　前記スキャン時間決定手段が決定したスキャン時間によりアクセスポイントが探索でき
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ないときには、デフォルトのスキャン時間によりパッシブスキャンを実施する手段を備え
た請求項１または２記載の無線端末装置。
【請求項４】
　前記スキャン時間決定手段が決定したスキャン時間を複数の時間に分割し、分割した個
々の時間による複数回のパッシブスキャンを、分割する以前のスキャン時間の間隔を設け
てそれぞれ実施する手段を備えた請求項１から３のいずれか１項記載の無線端末装置。
【請求項５】
　アクセスポイントから送信されるビーコンを受信して近傍のアクセスポイントを探索し
、探索したアクセスポイントに無線回線を用いて接続する無線端末装置に適用されるアク
セスポイント探索方法において、
　ビーコンインターバル情報記憶手段が、アクセスポイントから受信したビーコンのイン
ターバル情報を記憶し、
　帰属状態管理手段が、自無線端末装置のアクセスポイントへの帰属状態を管理し、
　取得する手段が、電波の状態が悪化したときには、上記帰属状態管理手段および上記ビ
ーコンインターバル情報記憶手段を参照して得た情報に基づき、自無線端末装置が帰属し
ているアクセスポイントにおけるビーコンのインターバル情報を取得し、
　スキャン時間決定手段が、この取得する手段により取得した自無線端末装置が帰属して
いるアクセスポイントにおけるビーコンのインターバル情報に応じたスキャン時間を、パ
ッシブスキャンを行うためのスキャン時間として決定する
　ことを特徴とするアクセスポイント探索方法。
【請求項６】
　前記スキャン時間決定手段が、自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにおけ
るビーコンのインターバルに相当する時間に、さらに所定時間を追加した時間をスキャン
時間として決定する請求項５記載のアクセスポイント探索方法。
【請求項７】
　前記スキャン時間決定手段が決定したスキャン時間によりアクセスポイントが探索でき
ないときには、デフォルトのスキャン時間によりパッシブスキャンを実施する請求項５ま
たは６記載のアクセスポイント探索方法。
【請求項８】
　前記スキャン時間決定手段が決定したスキャン時間を複数の時間に分割し、分割した個
々の時間による複数回のパッシブスキャンを、分割する以前のスキャン時間の間隔を設け
てそれぞれ実施する請求項５から７のいずれか１項記載のアクセスポイント探索方法。
【請求項９】
　情報処理装置にインストールすることにより、その情報処理装置に、
　アクセスポイントから送信されるビーコンを受信して近傍のアクセスポイントを探索し
、探索したアクセスポイントに無線回線を用いて接続する無線端末装置に適用されるアク
セスポイント探索機能を実現するプログラムにおいて、
　アクセスポイントから受信したビーコンのインターバル情報を記憶するビーコンインタ
ーバル情報記憶機能と、
　自無線端末装置のアクセスポイントへの帰属状態を管理する帰属状態管理機能と、
　電波の状態が悪化したときには、上記帰属状態管理機能および上記ビーコンインターバ
ル情報記憶機能を参照して得た情報に基づき、自無線端末装置が帰属しているアクセスポ
イントにおけるビーコンのインターバル情報を取得する機能と、
　この取得する機能により取得した自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにお
けるビーコンのインターバル情報に応じたスキャン時間を、パッシブスキャンを行うため
のスキャン時間として決定するスキャン時間決定機能と
　を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　前記スキャン時間決定機能として、自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントに
おけるビーコンのインターバルに相当する時間に、さらに所定時間を追加した時間をスキ
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ャン時間として決定する機能を実現する請求項９記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記スキャン時間決定機能が決定したスキャン時間によりアクセスポイントが探索でき
ないときには、デフォルトのスキャン時間によりパッシブスキャンを実施する機能を実現
する請求項９または１０記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記スキャン時間決定機能が決定したスキャン時間を複数の時間に分割し、分割した個
々の時間による複数回のパッシブスキャンを、分割する以前のスキャン時間の間隔を設け
てそれぞれ実施する機能を実現する請求項９から１１のいずれか１項記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末装置およびアクセスポイント探索方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に無線ＬＡＮ(Local Area Network)環境において、無線端末装置は帰属可能なア
クセスポイントへの探索を行うためスキャンを行う。このスキャンは、アクティブスキャ
ンとパッシブスキャンの２つに分類できる。
【０００３】
　アクティブスキャンは、プローブリクエストフレームを送信し、アクセスポイントがプ
ローブレスポンスフレームを返信することで、帰属可能なアクセスポイントを能動的に探
索する。一方、パッシブスキャンは、アクセスポイントから定期的に送信されるビーコン
フレームを受信することで受動的に探索する。
【０００４】
　パッシブスキャンは、スキャン時間が長く消費電力も大きいため、アクティブスキャン
に比べこの点は劣っている。しかし、アクティブスキャンだけを行えばよいわけではない
。例えば、国家のようなドメインにおいて、無線ＬＡＮで許可された周波数帯や最大送信
電力は独自に決定している。また、同じドメイン内においても、周波数帯によって、屋内
のみ使用可能など用途も異なることがある。無線端末装置は、ドメイン間や屋内外を移動
するため、現在置かれている環境下でプローブリクエスト等のフレームを送信してもドメ
インの規定違反にならないかわからない。
【０００５】
　そのため、受信能力のみを用いて探索を行うパッシブスキャンを行うことで、規定違反
することなく情報を収集できる。
【０００６】
　もし、パッシブスキャンでビーコン等のフレームを受信できれば、ＩＥＥＥ８０２．１
１ｄで規定されているインフォメーションエレメントを受信することにより、そのドメイ
ンで使用可能な周波数帯などの情報を得ることができる。また、ＩＥＥＥ８０２．１１ｄ
で規定されているインフォメーションエレメントが無い場合でも、ビーコン等のフレーム
を受信できたチャネルは、少なくとも使用可能なことがわかる。
【０００７】
　スキャン時間を短縮するために、例えば、特許文献１では、元帰属していたアクセスポ
イントと次に帰属するアクセスポイントとが同一ドメインだと判断した場合には、規定違
反することは無いとしてパッシブスキャンを行わずにアクティブスキャンを行うものであ
る。また、特許文献２では、サイトタイミングテーブルを生成することにより、パッシブ
スキャンをスケジュールすることで効率的にパッシブスキャンを行うというものである。
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２２９２７８号公報
【特許文献２】特表２００７－５０７９８２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　第１の問題点は、特開２００４－２２９２７８号公報の方法では、アクセスポイントか
ら送信されるフレームにドメイン情報がない場合はスキャン時間を短縮することができな
い。その理由は、ドメイン情報を保持していない状態ではセーフティなスキャンを行うた
めに、通常のパッシブスキャンが必要となるからである。
【００１０】
　第２の問題点は、特開２００４－２２９２７８号公報の方法では、例えば８０２．１１
ａの周波数帯の屋外での送信が禁止されている場合には、屋外かどうかを判定する必要が
あり、スキャン時間を短縮することができない。その理由は、ドメイン情報を得たとして
も屋内外などの判断には使用できず、通常のパッシブスキャンが必要となるからである。
【００１１】
　第３の問題点は、特表２００７－５０７９８２号公報の方法では、無線端末装置が移動
する場合には、トータルのスキャン時間を短縮できないことがある。その理由は、新たな
近傍のアクセスポイントのサイトタイミングテーブルの情報を得るまで、近傍のアクセス
ポイントのスケジュールを実施することができず、通常のパッシブスキャンが必要となる
からである。
【００１２】
　本発明は、このような背景の下に行われたものであって、スキャン時間の短縮およびス
キャンによる無通信時間の短縮を図ることができる好適なパッシブスキャンを実現する無
線端末装置およびアクセスポイント探索方法およびプログラム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】
【００１３】
　本発明は、アクセスポイントから送信されるビーコンを受信して近傍のアクセスポイン
トを探索し、探索したアクセスポイントに無線回線を用いて接続する無線端末装置である
。
【００１４】
　ここで、本発明の特徴とするところは、アクセスポイントから受信したビーコンのイン
ターバル情報を記憶するビーコンインターバル情報記憶手段と、自無線端末装置のアクセ
スポイントへの帰属状態を管理する帰属状態管理手段と、電波の状態が悪化したときには
、上記帰属状態管理手段および上記ビーコンインターバル情報記憶手段を参照して得た情
報に基づき、自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにおけるビーコンのインタ
ーバル情報を取得する手段と、この取得する手段により取得した自無線端末装置が帰属し
ているアクセスポイントにおけるビーコンのインターバル情報に応じたスキャン時間を、
パッシブスキャンを行うためのスキャン時間として決定するスキャン時間決定手段とを備
えたところにある。
【００１５】
　また、本発明をアクセスポイント探索方法としての観点から観ると、本発明は、アクセ
スポイントから送信されるビーコンを受信して近傍のアクセスポイントを探索し、探索し
たアクセスポイントに無線回線を用いて接続する無線端末装置に適用されるアクセスポイ
ント探索方法である。
【００１６】
　ここで、本発明の特徴とするところは、ビーコンインターバル情報記憶手段が、アクセ
スポイントから受信したビーコンのインターバル情報を記憶し、帰属状態管理手段が、自
無線端末装置のアクセスポイントへの帰属状態を管理し、取得する手段が、電波の状態が
悪化したときには、上記帰属状態管理手段および上記ビーコンインターバル情報記憶手段
を参照して得た情報に基づき、自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにおける
ビーコンのインターバル情報を取得し、スキャン時間決定手段が、この取得する手段によ
り取得した自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにおけるビーコンのインター
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バル情報に応じたスキャン時間を、パッシブスキャンを行うためのスキャン時間として決
定するところにある。
【００１７】
　本発明をプログラムとしての観点から観ると、本発明は、情報処理装置にインストール
することにより、その情報処理装置に、アクセスポイントから送信されるビーコンを受信
して近傍のアクセスポイントを探索し、探索したアクセスポイントに無線回線を用いて接
続する無線端末装置に適用されるアクセスポイント探索機能を実現するプログラムである
。
【００１８】
　ここで、本発明の特徴とするところは、アクセスポイントから受信したビーコンのイン
ターバル情報を記憶するビーコンインターバル情報記憶機能と、自無線端末装置のアクセ
スポイントへの帰属状態を管理する帰属状態管理機能と、電波の状態が悪化したときには
、上記帰属状態管理機能および上記ビーコンインターバル情報記憶機能を参照して得た情
報に基づき、自無線端末装置が帰属しているアクセスポイントにおけるビーコンのインタ
ーバル情報を取得する機能と、この取得する機能により取得した自無線端末装置が帰属し
ているアクセスポイントにおけるビーコンのインターバル情報に応じたスキャン時間を、
パッシブスキャンを行うためのスキャン時間として決定するスキャン時間決定機能とを実
現するところにある。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、スキャン時間の短縮およびスキャンによる無通信時間の短縮を図るこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（第一の実施形態）
　本発明の第一の実施形態について図１から図４を参照して詳細に説明する。図１は、第
一の実施形態の無線端末装置１のブロック構成図である。図２は、第一の実施形態の無線
端末装置１の動作を説明するための無線端末装置１の移動経路、アクセスポイント１０～
１２、通信範囲２１～２３、基幹ネットワーク２４および２５を示す図である。ここでは
、図２の状況を参照して説明する。図２を参照すると、無線端末装置１は、アクセスポイ
ント１０、１１、１２から送信されるビーコンを受信して近傍のアクセスポイント１０ま
たは１１または１２を探索し、探索したアクセスポイント１０または１１または１２に無
線回線を用いて接続する。
【００２１】
　無線端末装置１は、図１に示すように、アクセスポイント１０から受信したビーコンの
インターバル情報を記憶するビーコンインターバル情報記憶手段である記憶部３と、自無
線端末装置１のアクセスポイント１０への帰属状態を管理する帰属状態管理手段である管
理部４とを備え、電波の状態が悪化したときには、管理部４および記憶部３を参照して得
た情報に基づき、自無線端末装置１が帰属しているアクセスポイントにおけるビーコンの
インターバル情報を取得する手段と、この取得する手段により取得した自無線端末装置１
が帰属しているアクセスポイント１０におけるビーコンのインターバル情報に応じたスキ
ャン時間を、パッシブスキャンを行うためのスキャン時間として決定するスキャン時間決
定手段とを含む決定部５を備える。
【００２２】
　すなわち、無線端末装置１は、無線通信を行う無線入出力処理部２と、無線入出力処理
部２で受信したアクセスポイントのビーコンインターバルの情報を記憶する記憶部３と、
帰属状態を管理する管理部４とを備える。また、管理部４で管理されている帰属状態によ
って、記憶部３で記憶されているビーコンインターバルの情報を使用するかどうかを判断
し、スキャン時間を決定する決定部５を備える。さらに、無線入出力処理部２と記憶部３
と管理部４と決定部５を制御する制御部６を備える。
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【００２３】
　次に、第一の実施形態の無線端末装置１の動作を図２から図４を参照して説明する。図
２を参照すると、アクセスポイント１０、１１、１２が設置されていて、通信範囲２１は
、アクセスポイント１０の通信可能な範囲を示している。同様に、通信範囲２２は、アク
セスポイント１１の通信可能な範囲を示し、通信範囲２３は、アクセスポイント１２の通
信可能な範囲を示している。
【００２４】
　アクセスポイント１０とアクセスポイント１１とは同一基幹ネットワーク２４に接続さ
れており、帰属状態を継続したままハンドオーバ可能となるように設置されているとする
。また、アクセスポイント１２は、基幹ネットワーク２５に接続されており、アクセスポ
イント１０、１１とは、帰属状態を継続したままのハンドオーバはできないとする。
【００２５】
　今、無線端末装置１はアクセスポイント１０に帰属しているとする。このとき、無線端
末装置１はアクセスポイント１０のビーコンインターバル情報を記憶部３に記憶する。ま
た、管理部４に「帰属中」の状態が管理される。その後、無線端末装置１がアクセスポイ
ント１１の方向へ移動するとする。無線端末装置１は、ポイントａまで移動すると、アク
セスポイント１０との電波状態が悪くなり、他のアクセスポイント１１へ帰属を試みるた
めスキャンを実行する。
【００２６】
　一般的にハンドオーバ可能となるような同一システム内に設置されているアクセスポイ
ント１０および１１のビーコンインターバルは同一のことが多い。そのため、記憶部３に
記憶されているビーコンインターバル情報と、管理部４に管理されている帰属状態とから
、無線端末装置１は、それぞれのチャネルを記憶部３に記憶されているビーコンインター
バル情報の時間だけパッシブスキャンを行えば十分であると決定する。これによりパッシ
ブスキャン時間の短縮が可能となる。
【００２７】
　なお、本実施形態ではビーコンインターバル情報の時間だけパッシブスキャンを行うと
しているが、ビーコンのジッタを考慮し、ビーコンインターバル情報の時間に加え固定の
時間だけ、スキャン時間を増減させてもよい。
【００２８】
　次に、無線端末装置１はアクセスポイント１１に帰属しているため、アクセスポイント
１１のビーコンインターバル情報を記憶部３に記憶する。また、管理部４に「帰属中」の
状態が管理される。その後、無線端末装置１がアクセスポイント１２の方向へ移動すると
する。無線端末装置１は、ポイントｂまで移動すると、アクセスポイント１１との電波状
態が悪くなり、他のアクセスポイント１２へ帰属を試みるためスキャンを実行する。しか
し、ポイントｂでは新たなアクセスポイントが発見できないため無線端末装置１は、帰属
が外れ、管理部に「圏外」の状態が管理される。
【００２９】
　無線端末装置１は、新たなアクセスポイント１２を探索するため、周期的またはあるタ
イミングでスキャンを実行する。このとき、記憶部３にアクセスポイント１１のビーコン
インターバル情報が記憶されているが、管理部４に「圏外」の状態が管理されるため、次
に同一システムのアクセスポイントに帰属するとは限らないと判断し、記憶部３に記憶さ
れているビーコンインターバル情報は使用せず、無線端末装置１が持つデフォルトのスキ
ャン時間でアクセスポイント探索を行う。これによりビーコンインターバルが不明な別の
システムであっても、好適なアクセスポイントの探索が可能となる。
【００３０】
　以上説明した動作を図３のフローチャートに示す。図３は、制御部６の動作を示すフロ
ーチャートである。また、図４に、ビーコンインターバルに追加分のスキャン時間を付与
したスキャン時間を示す。図３に示すように、制御部６は、無線入出力処理部２における
電波状態の悪化を認識すると（ステップＳ１）、記憶部３にビーコンインターバル情報の



(7) JP 5093486 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

記憶が有り（ステップＳ２のＹｅｓ）、その記憶しているビーコンインターバル情報のア
クセスポイント（ＡＰと図示）に無線端末装置１が帰属しているか否かを管理部４を参照
して調べ、帰属している場合には（ステップＳ３のＹｅｓ）、記憶部３が記憶しているビ
ーコンインターバル情報に基づいてパッシブスキャンを実施する（ステップＳ４）。
【００３１】
　なお、記憶部３が記憶しているビーコンインターバル情報に基づいてパッシブスキャン
を実施してもアクセスポイントが見つからなかった場合には（ステップＳ５のＮｏ）、デ
フォルトのスキャン時間でパッシブスキャンを実施する（ステップＳ６）。
【００３２】
　また、記憶部３にビーコンインターバル情報の記憶が無い場合（ステップＳ２のＮｏ）
、あるいは、記憶部３が記憶しているビーコンインターバル情報のアクセスポイントに無
線端末装置１が帰属していない場合には（ステップＳ３のＮｏ）、初めからデフォルトの
スキャン時間でパッシブスキャンを実施する（ステップＳ６）。
【００３３】
　また、決定部５は、図４に示すように、実際のビーコンインターバルに追加分の時間を
付与したスキャン時間を決定することにより、ジッタによるビーコンの遅延が有ってもビ
ーコンの受信が可能となる。
（第二の実施形態）
【００３４】
　本発明の第二の実施形態の無線端末装置３０を図５から図７を参照して説明する。図５
は、第二の実施形態の無線端末装置３０のブロック構成図である。図３を参照すると、無
線端末装置３０は、無線通信を行う無線入出力処理部３１と、無線入出力処理部３１で受
信したアクセスポイントのビーコンインターバルの情報を記憶する記憶部３２と、帰属状
態を管理する管理部３３とを備える。また、管理部３３で管理されている帰属状態によっ
て、記憶部３２で記憶されているビーコンインターバルの情報を使用するかどうかを判断
し、スキャン時間を決定する決定部３４と、決定したスキャン時間を分割する分割部３５
とを備える。さらに、無線入出力処理部３１と記憶部３２と管理部３３と決定部３４と分
割部３５とを制御する制御部３６を備える。
【００３５】
　次に、第二の実施形態の動作を図６および図７を参照して説明する。図６は、第二の実
施形態の無線端末装置３０の動作を説明するための無線端末装置３０の移動経路、アクセ
スポイント４０および４１、通信範囲５１および５２、基幹ネットワーク５３を示す図で
ある。
【００３６】
　アクセスポイント４０、４１が設置されていて、通信範囲５１は、アクセスポイント４
０の通信可能な範囲を示している。同様に、通信範囲５２は、アクセスポイント４１の通
信可能な範囲を示している。アクセスポイント４０および４１は同一基幹ネットワーク５
３に接続されており、帰属状態を継続したままハンドオーバ可能となるように設置されて
いるとする。
【００３７】
　今、無線端末装置３０はアクセスポイント４０に帰属しているとする。このとき、無線
端末装置３０はアクセスポイント４０のビーコンインターバル情報を記憶部３２に記憶す
る。また、管理部３３に「帰属中」の状態が管理される。その後、無線端末装置３０がア
クセスポイント４１の方向へ移動するとする。無線端末装置３０は、ポイントｃまで移動
すると、アクセスポイント４０との電波状態が悪くなり、他のアクセスポイント４１へ帰
属を試みるためスキャンを実行する。
【００３８】
　このとき、記憶部３２に記憶されているビーコンインターバル情報と、管理部３３に管
理されている帰属状態とから、無線端末装置３０は、それぞれのチャネルを記憶部３２に
記憶されているビーコンインターバル情報の時間だけパッシブスキャンを行うことを決定
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する。ここまでの説明は第一の実施形態と同様である。
【００３９】
　第二の実施形態では、分割部３５により、決定部３４が決定したスキャン時間を分割す
る。例えば、図７に、スキャン時間を二等分した場合のスキャンとアクセスポイントのビ
ーコンインターバルとの時間の関係を示した図を示す。スキャン６０、６１は、分割した
パッシブスキャンを示す。ビーコンＡ－１、Ａ－２、Ａ－３、Ａ－４は、アクセスポイン
トＡのビーコンを示し、ビーコンＢ－１、Ｂ－２、Ｂ－３、Ｂ－４は、アクセスポイント
Ｂのビーコンを示し、ビーコンＣ－１、Ｃ－２、Ｃ－３、Ｃ－４は、アクセスポイントＣ
のビーコンを示す。
【００４０】
　初めにビーコンインターバル情報の半分の時間（Ｔ／２）だけパッシブスキャンを行い
、次にビーコンインターバル情報の時間（Ｔ）後に残りの時間（Ｔ／２）だけパッシブス
キャンを行う。このように分割することで、ビーコンインターバルが同じ他のアクセスポ
イントが、どのタイミングでビーコンを送信していても、アクセスポイントを発見可能と
なる。これにより、一回のスキャンによる無通信時間を短縮することが可能となる。
【００４１】
　図７の例では、スキャン時間を二等分した例を示したが、三等分、またはそれ以上に等
分してもよい。また、等分ではなく、スキャン時間の異なる分割を行ってもよい。
（プログラムの実施例）
【００４２】
　情報処理装置にインストールすることにより、その情報処理装置に、本実施形態の無線
端末装置１または３０の機能に相応する機能を実現させるプログラムの実施例を説明する
。ここで、情報処理装置とは、汎用のコンピュータ装置である。
【００４３】
　本実施例のプログラムは記録媒体に記録されることにより、情報処理装置は、この記録
媒体を用いて本実施例のプログラムをインストールすることができる。あるいは、本実施
例のプログラムを保持するサーバからネットワークを介して直接情報処理装置に本実施例
のプログラムをインストールすることもできる。
【００４４】
　これにより、情報処理装置を用いて、本実施形態の無線端末装置１または３０における
無線入出力処理部２または３１における通信制御機能、記憶部３または３２の機能、管理
部４または３３の機能、決定部５または３４の機能、制御部６または３６の機能、分割部
３５の機能を実現することができる。
【００４５】
　なお、本実施例のプログラムは、情報処理装置によって直接実行可能なものだけでなく
、ハードディスクなどにインストールすることによって実行可能となるものも含む。また
、圧縮されたり、暗号化されたりしたものも含む。
（効果の説明）
【００４６】
　第１の効果は、アクセスポイントから送信されるフレームにドメイン情報がない場合に
も、スキャン時間の短縮およびスキャンによる無通信時間の短縮が可能である。その理由
は、ドメイン情報を保持していない状態でも、アクセスポイントから受信したビーコンイ
ンターバルの情報を用いて、パッシブスキャンのスキャン時間を短縮することができるか
らである。
【００４７】
　第２の効果は、屋外かどうかを判定する場合のスキャンにおいても、スキャン時間の短
縮、およびスキャンによる無通信時間の短縮が可能である。その理由は、屋外かどうかを
判定することができないドメイン情報は使用せず、アクセスポイントから受信したビーコ
ンインターバルの情報を用いて、パッシブスキャンのスキャン時間を短縮することができ
るからである。
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【００４８】
　第３の効果は、無線端末装置が移動する場合でも、トータルのスキャン時間の短縮、お
よびスキャンによる無通信時間の短縮が可能である。その理由は、新たな近傍のアクセス
ポイントのサイトタイミングテーブルの情報を得る必要がないからである。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明によれば、スキャン時間の短縮およびスキャンによる無通信時間の短縮を図るこ
とができるので、ネットワークの使用効率の向上に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第一の実施形態における無線端末装置のブロック構成図である。
【図２】本発明の第一の実施形態の無線端末装置の動作を説明するための無線端末装置の
移動経路、アクセスポイント、通信範囲、基幹ネットワークを示す図である。
【図３】制御部の動作を示すフローチャートである。
【図４】ビーコンインターバルに追加分のスキャン時間を付与したスキャン時間を示す図
である。
【図５】本発明の第二の実施形態における無線端末装置のブロック構成図である。
【図６】本発明の第二の実施形態の無線端末装置の動作を説明するための無線端末装置の
移動経路、アクセスポイント、通信範囲、基幹ネットワークを示す図である。
【図７】スキャン時間を二等分した場合のスキャンとアクセスポイントのビーコンインタ
ーバルとの時間の関係を示した図である。
【符号の説明】
【００５１】
１、３０　無線端末装置
２、３１　無線入出力処理部
３、３２　記憶部
４、３３　管理部
５、３４　決定部
３５　分割部
６、３６　制御部
１０～１２、４０、４１　アクセスポイント
２１～２３、５１、５２　通信範囲
２４、２５、５３　基幹ネットワーク
６０、６１　スキャン
Ａ－１、Ａ－２、Ａ－３、Ａ－４、Ｂ－１、Ｂ－２、Ｂ－３、Ｂ－４、Ｃ－１、Ｃ－２、
Ｃ－３、Ｃ－４　　ビーコン
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