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(57)【要約】
【課題】通信のデータ量や通信の発生状態を考慮して、
無線接続されるアクセスポイントを切り替えることがで
きる無線接続装置および無線接続方法を提供すること。
【解決手段】車載装置１は、複数のアプリケーションを
選択的に実行するアプリケーション実行手段としての制
御部５０と、アプリケーションの起動時に、この起動し
たアプリケーションに対応して設定される優先順位にし
たがって無線通信のアクセスポイントを選択するアクセ
スポイント選択部６１と、アクセスポイント選択部６１
によって選択されたアクセスポイントに接続するアクセ
スポイント接続部６３とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアプリケーションを選択的に実行するアプリケーション実行手段と、
　前記アプリケーション実行手段による前記アプリケーションの起動時に、この起動した
アプリケーションに対応して設定される優先順位にしたがって無線通信のアクセスポイン
トを選択するアクセスポイント選択手段と、
　前記アクセスポイント選択手段によって選択されたアクセスポイントに接続するアクセ
スポイント接続手段と、
　を備えることを特徴とする無線接続装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記アクセスポイントには、設置位置が固定された固定アクセスポイントと、利用者の
移動に伴って移動可能な可搬型アクセスポイントが含まれ、
　前記アクセスポイント選択手段は、前記アプリケーション毎に、前記固定アクセスポイ
ントと前記可搬型アクセスポイントのいずれかを選択することを特徴とする無線接続装置
。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記優先順位は、前記アプリケーション毎に予め設定されていることを特徴とする無線
接続装置。
【請求項４】
　請求項１または２において、
　前記優先順位は、前記アプリケーション毎の過去の通信量に応じて設定されることを特
徴とする無線接続装置。
【請求項５】
　請求項１または２において、
　前記優先順位は、前記アプリケーション毎に予め設定されている場合にはこの設定され
た内容が用いられ、予め設定されていない場合には前記アプリケーション毎の過去の通信
量に応じて設定されることを特徴とする無線接続装置。
【請求項６】
　請求項２～５のいずれか一項において、
　前記アクセスポイント接続手段は、前記アプリケーション実行手段による前記アプリケ
ーションの起動に先立って、前記可搬型アクセスポイントに接続することを特徴とする無
線接続装置。
【請求項７】
　請求項２～６のいずれか一項において、
　前記固定アクセスポイントを検出するアクセスポイント検出手段をさらに備え、
　前記アクセスポイント接続手段は、前記アクセスポイント検出手段によって前記固定ア
クセスポイントが検出できなかった場合に、前記固定アクセスポイントに代えて前記可搬
型アクセスポイントに接続することを特徴とする無線接続装置。
【請求項８】
　アプリケーション実行手段によって複数のアプリケーションを選択的に実行するステッ
プと、
　前記アプリケーション実行手段による前記アプリケーションの起動時に、この起動した
アプリケーションに対応して設定される優先順位にしたがって、アクセスポイント選択手
段によって無線通信のアクセスポイントを選択するステップと、
　前記アクセスポイント選択手段によって選択されたアクセスポイントに、アクセスポイ
ント接続手段によって接続するステップと、
　を有することを特徴とする無線接続方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部アクセスポイントと可搬型アクセスポイントの両方に接続可能な無線接
続装置および無線接続方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、外部アクセスポイントと車載アクセスポイントの両方に無線接続可能であっ
て、無線端末が車載アクセスポイントと無線接続されているときに外部アクセスポイント
が検出された場合に、無線接続先を外部アクセスポイントに切り替えるようにした構成が
知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２３４２１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述した特許文献１に開示された構成では、外部アクセスポイントに接続可
能な場所では常に外部アクセスポイントが優先的に選択されるため、送受信されるデータ
量が少ない場合であっても外部アクセスポイントへの切り替えが発生し、接続切替に要す
る時間を考慮するとかえって通信時間が長くなるという問題があった。また、外部アクセ
スポイントの通信範囲が狭い場合には、外部アクセスポイントと車載アクセスポイントと
の間で短時間に切り替えが発生し、通信が不安定になるという問題があった。これらの問
題は、通信が必要となる用途等に応じて変化する通信のデータ量や通信の発生状態を考慮
して外部アクセスポイントと車載アクセスポイント（可搬型アクセスポイント）を使い分
けることにより改善することができると考えられるが、従来はそのような通信は行われて
いなかった。
【０００５】
　本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、通信のデータ量
や通信の発生状態を考慮して、無線接続されるアクセスポイントを切り替えることができ
る無線接続装置および無線接続方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明の無線接続装置は、複数のアプリケーションを
選択的に実行するアプリケーション実行手段と、アプリケーション実行手段によるアプリ
ケーションの起動時に、この起動したアプリケーションに対応して設定される優先順位に
したがって無線通信のアクセスポイントを選択するアクセスポイント選択手段と、アクセ
スポイント選択手段によって選択されたアクセスポイントに接続するアクセスポイント接
続手段とを備えている。
【０００７】
　また、本発明の無線接続方法は、アプリケーション実行手段によって複数のアプリケー
ションを選択的に実行するステップと、アプリケーション実行手段によるアプリケーショ
ンの起動時に、この起動したアプリケーションに対応して設定される優先順位にしたがっ
て、アクセスポイント選択手段によって無線通信のアクセスポイントを選択するステップ
と、アクセスポイント選択手段によって選択されたアクセスポイントに、アクセスポイン
ト接続手段によって接続するステップとを有している。
【０００８】
　通信のデータ量や通信の発生状態がアプリケーション毎に異なる場合であっても、アプ
リケーション毎にアクセスポイントを切り替えて無線接続することができる。これにより
、アクセスポイントの優先順位を固定した場合に生じるような、通信時間が必要以上に長
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くなったり、通信が不安定になることを防止することができる。
【０００９】
　また、上述したアクセスポイントには、設置位置が固定された固定アクセスポイントと
、利用者の移動に伴って移動可能な可搬型アクセスポイントが含まれ、アクセスポイント
選択手段は、アプリケーション毎に、固定アクセスポイントと可搬型アクセスポイントの
いずれかを選択することが望ましい。これにより、常時あるいは頻繁に通信が発生したり
、通信のデータ量が少ないアプリケーションについては可搬型アクセスポイントに接続し
、一時的に大量の通信が発生するアプリケーションについては固定アクセスポイントに接
続するなど、個々のアプリケーションに合わせたアクセスポイントの選択が可能となる。
【００１０】
　また、上述した優先順位は、アプリケーション毎に予め設定されていることが望ましい
。アプリケーションの内容によって通信のデータ量や通信の発生状態が予め予想できるた
め、優先順位を予め設定しておくことにより、その都度優先順位を設定する場合に比べて
処理を簡略化することができる。
【００１１】
　また、上述した優先順位は、アプリケーション毎の過去の通信量に応じて設定されるこ
とが望ましい。これにより、通信のデータ量が多いアプリケーションについては固定アク
セスポイントを選択し、それ以外のアプリケーションについては可搬型アクセスポイント
を選択して接続を行うことが可能となる。
【００１２】
　また、上述した優先順位は、アプリケーション毎に予め設定されている場合にはこの設
定された内容が用いられ、予め設定されていない場合にはアプリケーション毎の過去の通
信量に応じて設定されることが望ましい。これにより、優先順位が予め設定されているア
プリケーションについてはこの優先順位にしたがってアクセスポイントを選択し、優先順
位が予め設定されていないアプリケーションについては過去のデータ量にしたがって設定
する優先順位にしたがってアクセスポイントを選択することができ、優先順位の設定状況
にかかわらず適切なアクセスポイントを選択することが可能となる。
【００１３】
　また、上述したアクセスポイント接続手段は、アプリケーション実行手段によるアプリ
ケーションの起動に先立って、可搬型アクセスポイントに接続することが望ましい。これ
により、可搬型アクセスポイントの優先順位が高い場合に、アプリケーション実行時にア
クセスポイント経由で通信を開始するまでの時間を短縮することが可能となる。
【００１４】
　また、上述した固定アクセスポイントを検出するアクセスポイント検出手段をさらに備
え、アクセスポイント接続手段は、アクセスポイント検出手段によって固定アクセスポイ
ントが検出できなかった場合に、固定アクセスポイントに代えて可搬型アクセスポイント
に接続することが望ましい。これにより、固定アクセスポイントの通信エリアを外れた場
合であっても、代替的に可搬型アクセスポイントを経由して通信を行うことができ、固定
アクセスポイントを選択した際に通信不能となることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一実施形態の車載装置の構成を示す図である。
【図２】車載装置と接続可能なアクセスポイントの説明図である。
【図３】アプリケーション起動時（各処理部の起動時）に無線回線の接続をアプリケーシ
ョン毎の優先順位にしたがって選択的に行う動作手順を示す流れ図である。
【図４】アプリケーション終了時（各処理部の終了時）に無線回線の確認および切り替え
を行う動作手順を示す流れ図である。
【図５】アプリケーション起動時に無線回線の接続をアプリケーション毎の過去の通信量
にしたがって選択的に行う変形例の動作手順を示す流れ図である。
【図６】アプリケーション終了時の変形例の動作手順を示す流れ図である。
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【図７】アプリケーション起動時に無線回線の接続をアプリケーション毎の過去の通信量
あるいは予め設定された優先順位にしたがって選択的に行う他の変形例の動作手順を示す
流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の無線接続装置を適用した一実施形態の車載装置について、図面を参照し
ながら説明する。図１は、一実施形態の車載装置の構成を示す図である。図１に示すよう
に、車載装置１は、操作部１０、タッチパネル１２、入力制御部１４、表示処理部２０、
表示装置２２、デジタル－アナログ変換器（Ｄ／Ａ）３０、スピーカ３２、制御部５０、
ハードディスク装置（ＨＤＤ）７０、無線ＬＡＮ（Local Area Network）インタフェース
部（Ｉ／Ｆ）８０を備えている。
【００１７】
　操作部１０は、車載装置１に対する利用者による操作を受け付けるためのものであり、
表示装置２２の周囲に配置された各種の操作キー、操作スイッチ、操作つまみ等を含んで
構成されている。また、表示装置２２に各種の操作画面や入力画面が表示された時点で、
これらの操作画面や入力画面の一部を利用者が指などで直接指し示すことにより、操作画
面や入力画面の表示項目を選択することができるようになっており、このような操作画面
や入力画面を用いた操作を可能とするために、指し示された指などの位置を検出するタッ
チパネル１２が備わっている。なお、タッチパネルを用いる代わりに、リモートコントロ
ールユニット等を用いて操作画面や入力画面の一部を利用者の指示に応じて選択するよう
にしてもよい。入力制御部１４は、操作部１０やタッチパネル１２を監視しており、それ
らの操作内容を決定する。
【００１８】
　表示処理部２０は、各種の操作画面や入力画面等を表示する映像信号を出力して表示装
置２２にこれらの画面を表示するとともに、インターネット画面や動画に対応する映像画
面等を表示する映像信号を出力して表示装置２２にこれらの画面を表示する。表示装置２
２は、運転席と助手席の中央前方に設置されており、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）を用
いて構成されている。
【００１９】
　デジタル－アナログ変換器３０は、動画再生や音楽再生に伴って生成される音声データ
や音楽データをアナログの音声信号に変換してスピーカ３２から出力する。なお、実際に
は、デジタル－アナログ変換器３０とスピーカ３２の間には信号を増幅する増幅器が接続
されているが、図１ではこの増幅器は省略されている。また、デジタル－アナログ変換器
３０とスピーカ３２との組合せは再生チャンネル数分備わっているが、図１では一組のみ
が図示されている。
【００２０】
　制御部５０は、車載装置１の全体を制御するとともに、インターネット接続やメール送
受信および動画再生などの各種処理を行うためのものであり、ＲＯＭやＲＡＭなどに格納
された所定のアプリケーション（プログラム）をＣＰＵで実行することにより各種処理部
が実現される。
【００２１】
　無線ＬＡＮインタフェース部８０は、所定の無線周波数帯域を利用して外部の無線機器
とＬＡＮ接続するのため通信装置である。例えば、本実施形態では、少なくともＳＴＡ（
Station）モードがサポートされている。
【００２２】
　また、上述した制御部５０は、インターネット処理部５１、メール処理部５２、ラジオ
処理部５３、ナビゲーション処理部５４、映像コンテンツ処理部５５、ソフトウェアダウ
ンロード（ＤＬ）処理部５６、アクセスポイント（ＡＰ）選択部６１、アクセスポイント
（ＡＰ）検出部６２、アクセスポイント（ＡＰ）接続部６３、通信量検出・記憶部６４を
有する。
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【００２３】
　インターネット処理部５１は、インターネット接続用アプリケーションを実行すること
により実現される。このインターネット処理部５１は、ウェブブラウザの機能を有し、上
述したＳＴＡモードを用いて無線ＬＡＮインタフェース部８０を介してインターネット接
続を行い、各種のサーバとの間でデータの送受信を行う。
【００２４】
　メール処理部５２は、メール処理用アプリケーションを実行することにより実現される
。このメール処理部５２は、メールを作成したり、上述したＳＴＡモードを用いて無線Ｌ
ＡＮインタフェース部８０を介してメールサーバに接続してメールを送受信する処理を行
う。
【００２５】
　ラジオ処理部５３は、ラジオ受信用アプリケーションを実行することにより実現される
。このラジオ処理部５３は、特定のＡＭ放送局あるいはＦＭ放送局から配信される番組ス
トリーミングデータをインターネット経由でサーバから取得し、放送番組の音声をスピー
カ３２から出力するとともに、番組関連画面を表示装置２２に表示する。
【００２６】
　ナビゲーション処理部５４は、ナビ用アプリケーションを実行することにより実現され
る。このナビゲーション処理部５４は、例えば、自車位置周辺の地図画像表示に必要な地
図データをインターネット経由でサーバから取得し、表示装置２２に地図画像を表示する
。
【００２７】
　映像コンテンツ処理部５５は、映像アプリケーションを実行することにより実現される
。この映像コンテンツ処理部５５は、例えば、動画配信サーバから配信された映像データ
をインターネット経由で取得し、表示装置２２に映像を表示するとともにこの映像に対応
する音声をスピーカ３２から出力する。
【００２８】
　ソフトウェアダウンロード処理部５６は、ダウンロードアプリを実行することにより実
現される。このソフトウェアダウンロード処理部５６は、アプリケーション購入サイトで
購入したアプリケーションをインターネット経由でダウンロードする。
【００２９】
　アクセスポイント選択部６１は、制御部５０によるアプリケーションの起動時（各種処
理部の起動時）に、この起動したアプリケーションに対応して設定される優先順位にした
がって無線通信のアクセスポイントを選択する。
【００３０】
　図２は、車載装置１と接続可能なアクセスポイントの説明図である。図２に示すように
、本実施形態では、アクセスポイントとして、利用者の移動に伴って移動可能な可搬型ア
クセスポイントとしてのモバイルルータ２と、設置位置が固定された固定アクセスポイン
トとしての外部アクセスポイント（ＡＰ）３とが含まれる。モバイルルータ２は、常時、
接続が可能であるが、外部アクセスポイント３に比較して通信速度が遅く、通信量が制限
される場合もある。これに対し、外部アクセスポイント３は、通信速度が速く、通信量の
制限もない（あるいは、制限されることが少ない）が、設置位置が固定されているので、
その通信範囲に車両位置が含まれないと利用することができない。
【００３１】
　上述したアクセスポイント選択部６１は、アプリケーション毎の優先順位にしたがって
、モバイルルータ２と外部アクセスポイント３のいずれかを選択する。ところで、この優
先順位は、（１）アプリケーション毎に予め設定されている場合と、（２）アプリケーシ
ョン毎の過去の通信量に応じて設定される場合と、（３）これらを組み合わせる場合が考
えられる。それぞれの場合の具体例については後述する。
【００３２】
　アクセスポイント検出部６２は、無線通信規格で定められた所定の周波数範囲において
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周波数掃引（スキャン）を行い、通信可能な外部アクセスポイント３を検出する。
【００３３】
　アクセスポイント接続部６３は、アクセスポイント選択部６１によって選択されたアク
セスポイント、すなわち、モバイルルータ２または外部アクセスポイント３のいずれかに
対して、無線ＬＡＮインタフェース部８０を介して無線接続を行う。
【００３４】
　通信量検出・記憶部６４は、アプリケーションの実行終了時（各種処理部の動作終了時
）に、今回の起動から終了までに無線通信によって送受信した（あるいは受信した）通信
量を検出し、記憶する。この通信量は、アプリケーション毎に記憶される。なお、この通
信量は、アプリケーションの１回の実行毎の値を更新するのではなく、過去数回分の平均
値としてもよい。
【００３５】
　上述した制御部５０がアプリケーション実行手段に、アクセスポイント選択部６１がア
クセスポイント選択手段に、アクセスポイント接続部６３がアクセスポイント接続手段に
、アクセスポイント検出部６２がアクセスポイント検出手段にそれぞれ対応する。
【００３６】
　本実施形態の車載装置１はこのような構成を有しており、次にその動作を説明する。図
３は、アプリケーション起動時（各処理部の起動時）に無線回線の接続をアプリケーショ
ン毎の優先順位にしたがって選択的に行う動作手順を示す流れ図である。
【００３７】
　なお、本実施形態では、各種のアプリケーションを起動する前、例えば、アクセサリー
スイッチをオンして車載装置１に電源投入した際に、アクセスポイント接続部６３によっ
てモバイルルータ２に対する接続が行われる。以下の説明では、このようなモバイルルー
タ２の接続によって確保された無線回線を「モバイル回線」と称して説明を行うものとす
る。
【００３８】
　また、アプリケーション毎（各処理部毎）に、接続対象となるアクセスポイントの優先
順位が予め設定されている。例えば、上述したインターネット処理部５１、メール処理部
５２、ラジオ処理部５３、ナビゲーション処理部５４については、車両の走行中に通信が
発生し、あるいは、通信量が比較的少ないため、モバイルルータ２（モバイル回転）への
接続が優先される。これに対し、映像コンテンツ処理部５５、ソフトウエアダウンロード
処理部５６については、車両の停車中に通信が発生し、あるいは、通信量が多いため、外
部アクセスポイント３への接続が優先される。
【００３９】
　なお、インターネット処理部５１が起動された後に、この動作と並行して（あるいは、
その動作の一部として）映像コンテンツ処理部５５やソフトウェアダウンロード処理部５
６が起動される場合がある。このような場合には、映像コンテンツ処理部５５やソフトウ
ェアダウンロード処理部５６が起動された時点で新たなアプリケーションが起動されたも
のとして以下に示す本発明の動作が行われる。
【００４０】
　あるアプリケーションが起動されると、アクセスポイント選択部６１は、この起動され
たアプリケーションがモバイル回線（モバイルルータ２）優先か否かを判定する（ステッ
プ１００）。モバイル回線優先の場合には肯定判断が行われ、このアプリケーション本来
の動作が継続される。
【００４１】
　一方、モバイル回線優先でない場合（外部アクセスポイント３優先の場合）にはステッ
プ１００の判定において否定判断が行われる。次に、アクセスポイント検出部６２は、所
定の周波数範囲をスキャンし（ステップ１０２）、外部アクセスポイント３を検出したか
否かを判定する（ステップ１０４）。外部アクセスポイント３を検出できなかった場合（
外部アクセスポイント３の通信範囲に車両がいない場合）には否定判断が行われ、このア
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プリケーション本来の動作が継続される。
【００４２】
　また、外部アクセスポイント３が検出された場合にはステップ１０４の判定において肯
定判断が行われる。次に、アクセスポイント接続部６３は、接続先をそれまでのモバイル
ルータ２から外部アクセスポイント３に切り替え、外部アクセスポイント３との間で認証
処理を行う（ステップ１０６）。その後、起動したアプリケーション本来の動作が継続さ
れる。
【００４３】
　図４は、アプリケーション終了時（各処理部の終了時）に無線回線の確認および切り替
えを行う動作手順を示す流れ図である。
【００４４】
　アプリケーションの動作が終了した後、アクセスポイント選択部６１は、その時点でモ
バイル回線（モバイルルータ２）に接続されているか否かを判定する（ステップ１１０）
。モバイル回線の場合には肯定判断が行われ、このアプリケーションに関連する一連の動
作が終了する。
【００４５】
　また、アプリケーションの動作終了時に外部アクセスポイント３に接続されている場合
にはステップ１１０の判定において否定判断が行われる。次に、アクセスポイント接続部
６３は、接続先をそれまでの外部アクセスポイント３からモバイルルータ２に切り替え、
モバイルルータ２との間で認証処理を行う（ステップ１１２）。その後、このアプリケー
ションに関連する一連の動作が終了する。
【００４６】
　このように、本実施形態の車載装置１では、アプリケーション毎に使用する無線回線の
優先順位が予め設定されているため、通信のデータ量や通信の発生状態がアプリケーショ
ン毎に異なる場合であっても、アプリケーション毎にアクセスポイントを切り替えて無線
接続することができる。これにより、アクセスポイントの優先順位を固定した場合に生じ
るような、通信時間が必要以上に長くなったり、通信が不安定になることを防止すること
ができる。
【００４７】
　具体的には、アクセスポイントには、設置位置が固定された外部アクセスポイント３と
、利用者の移動に伴って移動可能なモバイルルータ２とが含まれており、アクセスポイン
ト選択部６１は、アプリケーション毎に、外部アクセスポイント３とモバイルルータ２の
いずれかを選択している。これにより、常時あるいは頻繁に通信が発生したり、通信のデ
ータ量が少ないアプリケーションについてはモバイルルータ２に接続し、一時的に大量の
通信が発生するアプリケーションについては外部アクセスポイント３に接続するなど、個
々のアプリケーションに合わせたアクセスポイントの選択が可能となる。
【００４８】
　また、アプリケーションの内容によって通信のデータ量や通信の発生状態が予め予想で
きるため、優先順位を予め設定しておくことにより、その都度優先順位を設定する場合に
比べて処理を簡略化することができる。
【００４９】
　また、アプリケーションの起動に先立って、モバイルルータ２への接続が行われている
。これにより、モバイルルータ２の優先順位が高い場合に、アプリケーション実行時にア
クセスポイント経由で通信を開始するまでの時間を短縮することが可能となる。
【００５０】
　また、外部アクセスポイント３の優先順位が高い場合に、外部アクセスポイント３の通
信エリアを外れた場合であっても、代替的にモバイルルータ２を経由して通信を行うこと
ができ、外部アクセスポイント３を選択した際に通信不能となることを防止することがで
きる。
【００５１】
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　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内におい
て種々の変形実施が可能である。上述した実施形態では、アプリケーション毎（各処理部
毎）に、接続対象となるアクセスポイントの優先順位が予め設定されているものとしたが
、予め優先順位が設定されていないアプリケーションについては、過去の通信量に応じて
アプリケーション起動時にこの優先順位を決定するようにしてもよい。
【００５２】
　図５は、アプリケーション起動時に無線回線の接続をアプリケーション毎の過去の通信
量にしたがって選択的に行う変形例の動作手順を示す流れ図である。図５に示す動作手順
は、図３に示した動作手順に対してステップ１００をステップ２００、２０２に置き換え
た点が異なっている。以下では、この置き換えられたステップ２００、２０２について説
明する。
【００５３】
　あるアプリケーションが起動されると、アクセスポイント選択部６１は、通信量検出・
記憶部６４に記憶したこのアプリケーションの過去の通信量を読み出し（ステップ２００
）、この通信量が切替基準値以下か否かを判定する（ステップ２０２）。切替基準値以下
の場合には肯定判断が行われ、このアプリケーション本来の動作が継続される。
【００５４】
　一方、過去の通信量が切替基準値よりも多い場合にはステップ２０２の判定において否
定判断が行われる。この場合には、ステップ１０２に移行し、外部アクセスポイント検出
のためのスキャン動作が行われる。
【００５５】
　図６は、アプリケーション終了時の変形例の動作手順を示す流れ図である。図６に示す
動作手順は、図４に示す動作手順に対してステップ２１０が追加されている。このステッ
プ２１０では、通信量検出・記憶部６４は、今回のアプリケーション起動から終了までの
通信量を検出して記憶する。以後、ステップ１１０に移行してモバイル回線の接続判定が
行われる。
【００５６】
　このように、アプリケーション毎の過去の通信量に応じて設定される優先順位を用いる
ことにより、通信のデータ量が多いアプリケーションについては外部アクセスポイント３
を選択し、それ以外のアプリケーションについてはモバイルルータ２を選択して無線接続
を行うことが可能となる。
【００５７】
　図７は、アプリケーション起動時に無線回線の接続をアプリケーション毎の過去の通信
量あるいは予め設定された優先順位にしたがって選択的に行う他の変形例の動作手順を示
す流れ図である。図７に示す動作手順は、図３に示した動作手順と図５に示した動作手順
とを組み合わせたものであり、これらの動作手順に含まれる各ステップ以外にステップ３
００が追加されている。このステップ３００では、アクセスポイント選択部６１は、予め
アクセスポイントの優先順位が設定されているか否かを判定する。設定されている場合に
は肯定判断が行われ、図３に示したステップ１００以降の動作が行われる。また、予め優
先順位が設定されていない場合にはステップ３００の判定において否定判断が行われ、図
５に示したステップ２００以降の動作が行われる。なお、アプリケーション終了時には図
６に示した動作手順にしたがって、通信量の検出および記憶と、モバイル回線への切り替
えが行われる。
【００５８】
　このように、優先順位が予め設定されているアプリケーションについてはこの優先順位
にしたがってアクセスポイントを選択し、優先順位が予め設定されていないアプリケーシ
ョンについては過去の通信量にしたがって設定する優先順位にしたがってアクセスポイン
トを選択することができ、優先順位の設定状況にかかわらず適切なアクセスポイントを選
択することが可能となる。
【００５９】



(10) JP 2015-130591 A 2015.7.16

10

20

　また、上述した実施形態では、車両に搭載された車載装置１について説明したが、車載
装置１と同様あるいは類似の機能を有する携帯端末装置についても本発明を適用すること
ができる。例えば、電話接続の機能を持たない携帯端末装置やタブレット端末装置におい
て、モバイルルータ２と外部アクセスポイント３とを選択的に用いて無線接続を行う場合
について本発明を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　上述したように、本発明によれば、通信のデータ量や通信の発生状態がアプリケーショ
ン毎に異なる場合であっても、アプリケーション毎にアクセスポイントを切り替えて無線
接続することができる。これにより、アクセスポイントの優先順位を固定した場合に生じ
るような、通信時間が必要以上に長くなったり、通信が不安定になることを防止すること
ができる。
【符号の説明】
【００６１】
　１　車載装置
　１０　操作部
　１２　タッチパネル
　２２　表示装置
　５０　制御部
　６１　アクセスポイント選択部
　６２　アクセスポイント検出部
　６３　アクセスポイント接続部
　６４　通信量検出・記憶部
　８０　無線ＬＡＮインタフェース部（Ｉ／Ｆ）

【図１】 【図２】

【図３】
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