
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有線ＬＡＮに接続する無線基地局であって、
　前記有線ＬＡＮに接続する有線通信部と、
　無線によってＬＡＮ端末と通信する無線通信部と、
自己の通信可能領域にある第一の周波数帯の電波を発信する第一の装置を検出する制御装
置
　
を 、
　前記制御装置は、 前記第一の周波数帯と異なる第二の周波数帯
を利用する設定をおこなう

ことを特徴とする無線基地局
。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線基地局であって、
　前記第一の装置は、前記有線ＬＡＮに接続される他の無線基地局であることを特徴とす
る無線基地局。
【請求項３】
　請求項１に記載の無線基地局であって、
　前記第一の装置は、前記有線ＬＡＮに接続される他の無線基地局と無線で通信をおこな
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と、
無線基地局間の干渉情報と各無線基地局の設定情報からなる位置情報を記憶する記憶部
備え

前記位置情報を参照して
とともに、前記記録部の位置情報を更新し、さらに、更新され

位置情報を前記有線通信部により他の無線基地局に通知する



う無線端末であることを特徴とする無線基地局。
【請求項４】
　請求項 に記載の無線基地局であって、
　前記有線ＬＡＮに接続する無線装置からの要求に応じて、前記第一の利用周波数帯を第
二の利用周波数帯に再設定し、することを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線設備に関し、特にＬＡＮに接続される無線設備における各々の通信可能エ
リア間の干渉、無線設備に無線で接続する無線端末による干渉、外来ノイズ等による干渉
を最小にするための最適な周波数設定を行うＬＡＮシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、無線ＬＡＮにおいては、外部からのノイズ対策等のために、直接拡散方式 (以下Ｄ
Ｓ方式 )、周波数ホッピング方式（以下ＦＨ方式）、またはそれらの複合した方式による
周波数拡散をする通信方式が一般的である。ＤＳ方式は、各無線設備（例えば無線ＨＵＢ
）が、その無線設備が占有する特定の周波数帯域を示す符号を信号に付加して転送するこ
とにより、周波数を拡散させる手法である。ＦＨ方式は、各ＨＵＢが、一定の時間間隔で
信号転送に使用する周波数を変えて転送する手法である。共にノイズ耐性を考慮した方法
であるが、一定の周波数帯域を占有し、データを転送するＤＳ方式の方が、一つのデータ
を各周波数帯域で転送するＦＨ方式よりも、高速な信号転送が可能である。
【０００３】
ここで、１つの無線ＨＵＢに無線で接続できる無線端末の数は実使用上では２０台程度に
限られている。従って、多数の無線端末を使用する条件においては、無線設備を増設して
いく必要がある。このように、複数の無線設備を同一エリアに配置させる場合には、ノイ
ズ対策だけでなく、さらに、無線設備同士の干渉を起こさないような配置または手法が必
要となる。
【０００４】
このような技術として、特開平９－２７５４０１号公報記載の無線ＬＡＮシステムがある
。この例では、ＦＨ方式を用いた無線ＬＡＮシステムの通信可能エリア間の干渉を最小に
するためのホッピング系列やホッピング開始周波数を決定している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記の特開平９－２７５４０１号公報記載の従来技術は、特定の周波数帯域を占有しない
ＦＨ方式を用いた場合の例であり、特定の周波数帯域を占有するＤＳ方式には適用できな
い。
【０００６】
ＤＳ方式は、上記のようにある周波数帯域を占有する方式であるため、複数の通信可能エ
リアが重なって存在する場合に、無線設備が同じ帯域を共有することができない。従って
、図１２に示すように、有線ＬＡＮ１２０に接続された無線設備１２１Ａが構成する通信
可能エリア１２３Ａと、無線設備１２１Ｂが構成する通信可能エリア１２３Ｂの領域とが
重ならないようにするか、無線設備１２１Ａ、１２１Ｂの使用する周波数帯域をさらに分
けるしかない。
【０００７】
現状、これらの設定エリアや周波数の割り当てなどの設定は、人手にて行っている。従っ
て、同一エリア内の無線設備の数が増えてくると、最適な設定が難しくなり、大変な時間
がかかるという問題が生じる。また、同一エリア内の無線設備が増えることは、無線で無
線設備に接続する無線端末の数も当然増えることを意味し、さらに設定が難しくなる。さ
らに、突発的に発生する外来ノイズや移動して使用する無線端末の干渉に対しても回避が
できないという問題がある。
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【０００８】
本願発明の解決しようとする課題は、このようにＦＨ方式を用いる無線設備を含む無線Ｌ
ＡＮシステムにおいて、無線設備同士の干渉を最小とするように、周波数帯の設定を行う
システム及び方法を提供することである。また、本願発明は、各無線設備同士の干渉を回
避するための設定にかかる工数を低減すると共に、設定ミスを減らすことを目的とするも
のである。その他、本願発明の目的は、明細書のなかで明らかになるであろう。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を解決するため、本発明の有線ＬＡＮに接続される無線基地局は、無線によって
ＬＡＮ端末と通信する無線通信部と、自己の利用周波数帯を設定する制御装置を有し、無
線通信部を介して、自己の通信可能領域にある第一の周波数帯の電波を発信する第一の装
置を検出する。さらに、制御装置は、検出した第一の装置から発生される周波数帯とは異
なる周波数帯を利用する設定をおこなう。
【００１０】
さらに、本発明の無線基地局の制御装置は、自己が無線通信部を用いて通信可能な領域に
存在する他の無線装置のエリア内他の無線装置についての情報を生成し、この情報を用い
て周波数帯の設定を行う。
【００１１】
さらに、本発明の無線基地局の制御装置は、自己が接続する有線 LANに接続される他の無
線基地局についての情報を取得し、それらの情報を無線基地局が有する記憶装置に格納す
る。
【００１２】
望ましくは、他の無線基地局についての情報とは、その無線基地局が利用する周波数帯や
、無線における通信可能領域内に含まれる無線基地局の数などを含む。
【００１３】
本発明の無線基地局によれば、他の無線基地局と電波干渉をおこさないように、自己の利
用する周波数帯を設定することが可能となる。また、各基地局における周波数帯の設定変
更処理を低減しつつ、自己の利用する周波数帯を利用することが可能となる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図を用いて詳細に説明する。
図１は、本発明の一実施例を示す図である。図１が示す実施例では、新規に無線設備を接
続する場合に、無線設備同士が相互の通信可能エリアに存在する場合である。この場合は
、既存の無線設備については、設定変更を行わずに、新規の無線設備を干渉がおこらない
ように設定する。
【００１５】
図１では、有線ＬＡＮ１０に接続する２つの無線設備１１Ａ、１１Ｂがあり、さらにこれ
らの無線設備Ａ１、Ａ２（１１Ａ、１１Ｂ）に無線で接続する無線端末（１２Ａ、１２Ｂ
）によって構成される。ここで、無線設備とは、例えば、ターミナルアダプタ（以下ＴＡ
）、無線ＬＡＮのＨＵＢなどである。無線端末とは、例えば無線 LANシステムを備えるパ
ーソナルコンピュータ、周辺機器等である。無線設備Ａ１（１１Ａ）の通信可能エリアが
１３Ａで囲まれる範囲であり、無線設備Ａ２（１１Ｂ）の通信可能エリアが１３Ｂで囲ま
れる範囲である。本実施例では、無線設備同士が干渉を起こさないようにするために、各
々の無線設備にそれぞれ異なる通信周波数を割り当てる。
【００１６】
通信周波数の割り当てを行うために用いられる位置情報を図２、図３に示す。これらは、
図１の構成の場合の位置情報である。
【００１７】
図２の位置情報は、簡易的な位置関係を示す情報でる。有線ＬＡＮに接続されている無線
設備であって、当該無線設備から見える無線設備がどれか、また同一エリアに存在する無
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線設備の位置関係を表すものである。例えば、本実施例では、無線設備が２つの場合であ
るため、２つの無線設備２１Ａ、２１Ｂの情報のみが存在する。無線設備２１Ａは図１の
無線設備Ａ１（１２Ａ）に対応し、無線設備２１Ｂは、図１の無線設備Ａ２（１２Ｂ）に
対応している。また、矢印（２０）は、無線設備Ａ１の通信可能エリアと無線設備Ａ２の
通信可能エリアが相互に重なっていることを示すものである。各無線設備Ａ１、Ａ２は、
それぞれこのような情報を保持し、相互の位置関係を把握している。
【００１８】
図３は、各無線設備の設定情報である。各々の無線設備の設定チャネルの情報や設定チャ
ネルの品質を表す Signal/Noise比、また Packet Error率などの情報などによって構成され
る。この設定情報により、周波数帯を変更する際の優先順位を決め、周波数のチャネル設
定を行う際に、再設定が繰り返されることを防ぐことができる。更に、この設定情報に各
無線設備から見た設定外のチャネルの品質の情報も持つようにすると、更に精度良い設定
が可能になる。
【００１９】
次に、無線設備の内部構成の一実施例を図１３に示す。無線設備（１３０）は、無線信号
を出力するＡｎｔｅｎｎａ部（１３１）、無線信号の変調や復調を行うＲａｄｉｏ  Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ（以下、ＲＦ）インタフェース（１３２）、有線ＬＡＮとのやり取りを行
う有線ＬＡＮインタフェース（１３４）、それらをコントロールするＣｏｎｔｒｏｌｌｅ
ｒ（１３３）、無線設備の設定情報などを記憶するＭｅｍｏｒｙ（１３５）等から構成さ
れる。
【００２０】
上記図２や図３で示される位置情報（１３６）は、このＭｅｍｏｒｙ（１３５）の内に格
納されている。無線にて位置情報（１３６）を得る場合は、他の無線設備や無線端末から
の電波をＡｎｔｅｎｎａ部（１３１）で受信し、ＲＦインタフェース（１３２）、Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｒ（１３３）を経由してＭｅｍｏｒｙ（１３５）内の位置情報ファイル（１
３６）に送られる。有線ＬＡＮにて位置情報を得る場合は、他の無線設備が送ったパケッ
トを有線ＬＡＮ（１３７）より有線ＬＡＮインタフェース（１３４）が受け、Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｒ（１３３）を経由してＭｅｍｏｒｙ（１３５）内の位置情報ファイル（１３６
）に送られる。
【００２１】
以上のような構成により、周波数帯の割り当てを行う手順を図４に示す。図４は、有線Ｌ
ＡＮに新規に無線設備を追加する場合に、動作周波数設定を行う場合の動作フロー図であ
る。ここでは、図１において、無線設備Ａ１が接続している既存の有線ＬＡＮ（５０）に
対して、新たに、無線設備Ａ２を接続する場合である。
【００２２】
まず、追加した無線設備Ａ２の電源をＯＮ (401)し、初期値のチャネル設定 (402)にて動作
を始める。ここで、チャネルとは、無線設備毎に決められている使用可能な周波数範囲を
有効に使用するために、いくつかに周波数帯域を分割し割り当てるものをいう。例えば無
線ＬＡＮの場合は、使用する周波数範囲が 2.4GHz～ 2.497GHzの 97MHzであり、この範囲を
１３個のチャネルに分割している。
【００２３】
次に初期値に設定したチャネル情報を当該無線設備Ａ２内に持っている位置情報に反映 (4
03)する。この場合、無線設備Ａ２は新規に追加される装置であるから、位置情報であら
かじめ把握しているのは、無線設備Ａ２だけである。次に、無線設備Ａ２の通信可能エリ
ア内に他の無線設備が存在しないか調べるために、当該無線設備Ａ２が使用することので
きる全周波数帯域 (全チャネル )をスキャン (404)する。スキャンとは、前記周波数帯域に
おいて図１３の anntena部（ 131）に、受信される信号があるかどうかをチェックする処理
をいう。
【００２４】
ここで、無線設備 A2の通信可能エリアに他の無線設備が存在するならば、その情報を無線
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設備 A２の位置情報に追加する (406)。このようにして得られた位置情報より、無線設備 A
２の通信可能エリアに存在する無線設備の数がチャネル選択可能な最大数を超えていない
か判断 (407)する。超えている場合は、当該無線設備 A２を他の場所に移動 (408)するよう
にする。本実施例の場合は、無線設備 A１と無線設備 A２の２つであるので、例えば、無線
LANの場合であれば、チャネル数１３よりは少ないことになる。
【００２５】
このように、最大数を超えていない場合には、現在のチャネル設定で問題ないかを位置情
報を使って判断する (409)。現在のチャネル設定に問題がある場合は位置情報より設定可
能なチャネルに設定を変更する。
【００２６】
新しく追加した無線設備 A２のチャネル設定処理は、これで終了であるが、さらに、無線
設備 A２の通信可能エリア外に存在する無線設備がないかを把握する必要がある。そのた
め、新しく追加した無線設備 A２は、有線ＬＡＮ上にブロードキャストパケットを出力 (41
2)し、自身が新しく追加された情報を、有線ＬＡＮに接続する他の無線設備に対して送信
する。また、このパケットには、当該無線設備がステップ４０６又は４１１において更新
した位置情報も合わせて出力する。
【００２７】
ブロードキャスタパケットを受け取った各無線設備は、無線設備 A２に自身の情報を送信
する必要があるかどうかを確認する。すなわち、無線設備 A２の通信可能エリア外に他の
無線設備が存在する場合や、なんらかの理由でスキャンが不完全におわり、無線設備Ａ２
がそれらの情報を把握していない場合には、有線ＬＡＮ経由で受け取ったブロードキャス
トパケットに当該無線設備の情報が含まれていないことになる。従って、自身の情報がな
いと判断した無線設備は、当該無線設備が持っている位置情報を無線設備Ａ２に対して有
線ＬＡＮ経由でパケットを返す (413)。
【００２８】
この処理によって、新しく追加した無線設備の位置情報が既存の無線設備と同じ内容にす
ることができる。尚、上記フローでは電源ＯＮした無線設備がチャネルを初期値に設定し
、動作させているが、電源ＯＮ後の自動設定まで新規追加の無線設備の動作を止めること
で、自動設定までの干渉を防ぐことができる。
【００２９】
次に、図５、図６を用いて本発明の第二の実施例について説明する。本実施例は、チャネ
ル設定後に干渉が発生する場合である。　　本実施例では、すでにチャネル設定後に設定
変更を行うので、無線設備ごとに設定変更の優先順位を設ける。
【００３０】
図５は、有線ＬＡＮ（５０）に無線設備Ａ１、Ａ２（５１Ａ、５１Ｂ）の２つが接続され
ている。無線設備Ａ１（５１Ａ）の通信エリアは５３Ａで囲まれる領域、無線設備Ａ２（
５１Ｂ）の通信可能エリアは５３Ｂで囲まれる領域である。さらに、図５の無線ＬＡＮシ
ステムは、無線設備Ａ１（５１Ａ）に無線で接続する無線端末Ａ１（５２Ａ）と、無線設
備Ａ２（５１Ｂ）に無線で接続する無線端末（５２Ｂ）から構成されている。無線端末５
２Ａは、無線設備Ａ２（５１Ｂ）の通信可能エリア５３Ｂ内に存在し、無線設備Ａ２（５
１Ｂ）が干渉を受ける。
【００３１】
図６には、有線ＬＡＮに接続されている無線設備Ａ１（６１）と無線設備Ａ１（６１）に
無線で接続する無線端末（６２）から構成される無線ＬＡＮシステムを示す。図６では、
この無線設備Ａ１（６１）の通信可能エリア６４内に無線設備の使用している電波と同じ
周波数帯域の電波を発生する外来ノイズ６３により、無線設備６１が干渉を受ける。
これら図５、図６の場合のようにチャネル設定以降に干渉がおきた場合に行うチャネル設
定変更の動作フロー図を図７に示す。
【００３２】
無線設備が干渉を受けることにより、チャネル設定の切替が必要 (701)になる。図５にお
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いて、干渉を受ける無線設備Ａ２は、まず位置情報を元に設定可能な空きチャネルを探す
(702)。この際に、図３に示す位置情報を使用し、無線設備が割り当てられていない空き
チャネルを検索する。空きチャネルが存在しない場合には、 Signal/Noise比の許容範囲や
Packet Error率の許容範囲を変更 (704)し、一番良い条件のチャネルに設定を変更する。
その変更を当該無線設備の位置情報に反映 (706)し、位置情報で設定してある優先順位に
従って、優先順位の高い無線設備に対し、設定を変更したことを有線ＬＡＮを経由してパ
ケットで送る (707)。図５の場合は、無線設備 A1がこのパケットを受け取る。
【００３３】
無線設備 A1は位置情報を更新 (708)し、当該無線設備のチャネル設定が問題ないかを確認
する (709)。変更が必要な場合には、無線設備Ａ１は、図中▲１▼の破線内の処理を実行 (
710)し、設定終了後、再度次に優先順位の高い無線設備にパケットを送る (707)。
【００３４】
以上の処理を他の無線設備においてすべて行う。この動作により、無線設備が受ける干渉
を最小にした設定が可能になる。すなわち、干渉がチャネル設定後に発生した場合に、干
渉が生じて設定変更が不可欠な無線設備についてまず変更をおこない、その後は、優先順
位に応じてチャネルの割り当てを行うことにより、チャネルの割り当ての競合を防ぎつつ
、チャネルの設定変更をすることが可能となる。
【００３５】
尚、図６のように、外来ノイズ源として、該無線設備と同じ帯域を使用する別の無線設備
や同じ帯域の電気信号を扱う電子機器の場合でも同様の手順で設定することが可能である
ことは、いうまでもない。
【００３６】
また、第一の実施例のように、あらかじめ通信エリア範囲外にある他の無線設備を把握し
ておき、設定変更時にその情報を利用することも可能である。例えば、空きチャネルが存
在しない場合でも、無線設備Ａ２と無線設備Ａ１のいずれからも影響をうけない無線設備
と同じチャネルであれば、共有しても問題ないので、そのチャネルに設定変更をおこなう
ことができる。
【００３７】
そのような実施例について、次に説明する。
図８は、本発明の第三の実施例を示す図である。図８の無線ＬＡＮシステムは、有線ＬＡ
Ｎと、３つ以上の無線設備および、それらに無線で接続する複数の無線端末から構成され
ている。
図８において、無線設備設置領域（８０）には、無線設備Ａ１～Ａ６（８１Ａ～８１Ｆ）
と、６個の無線端末（８３ＡからＦ）が配置されている。無線設備Ａ 1（８１Ａ）は、有
線ＬＡＮ（８２Ａ）によりＨｕｂ（８４Ａ）に接続され、無線設備Ａ２（８１Ｂ）は、有
線ＬＡＮ（８２Ｂ）によりＨｕｂ（８４Ａ）に接続され、無線設備Ａ３（８１Ｃ）は有線
ＬＡＮ（８２Ｃ）によりＨｕｂ（８４Ｂ）に接続され、無線設備Ａ４（８１Ｄ）は有線Ｌ
ＡＮ（８２Ｄ）によりＨｕｂ（８４Ａ）に接続され、無線設備Ａ５（８１Ｅ）は、有線Ｌ
ＡＮ（８２Ｅ）によりＨｕｂ（８４Ａ）に接続され、無線設備Ａ６（８１Ｆ）は有線ＬＡ
Ｎ（８２Ｆ）によりＨｕｂ（８４Ｂ）に接続されている。
【００３８】
さらに、Ｈｕｂ（８４Ａ）とＨｕｂ（８４Ｂ）は有線ＬＡＮ（８２Ｇ）で接続されている
。各々の無線設備は無線で無線端末（８３Ａ～Ｆ）と接続している。無線設備Ａ１（８１
Ａ）には無線端末（８３Ａ）が、無線設備Ａ２（８１Ｂ）には無線端末（８３Ｂ）が、無
線設備Ａ３（８１Ｃ）には無線端末（８３Ｃ）が、無線設備Ａ４（８１Ｄ）には無線端末
（８３Ｄ）が、無線設備Ａ５（８１Ｅ）には無線端末（８３Ｅ）が、無線設備Ａ６（８１
Ｆ）には無線端末（８３Ｆ）が、それぞれ接続している。
【００３９】
このような配置で、無線設備Ａ１（８１Ａ）の通信可能エリアが８５Ａ、無線設備Ａ２（
８１Ｂ）の通信可能エリアが８５Ｂ、無線設備Ａ３（８１Ｃ）の通信可能エリアが８５Ｃ
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、無線設備Ａ４（８１Ｄ）の通信可能エリアが８５Ｄ、無線設備Ａ５（８１Ｅ）の通信可
能エリアが８５Ｅ、無線設備Ａ６（８１Ｆ）の通信可能エリアが８５Ｆの場合の位置情報
を図９、図１０に示す。
【００４０】
図９の位置情報は、第一の実施例の図２に対応するものであって、簡易的な位置関係を示
す情報である。
【００４１】
図８の８１Ａが９１Ａに、８１Ｂが９１Ｂに、８１Ｃが９１Ｃに、８１Ｄが９１Ｄに、８
１Ｅが９１Ｅに、８１Ｆが９１Ｆにそれぞれ対応する。９０Ａ～９０Ｇの矢印はそれぞれ
の通信可能エリアがオーバラップしていることを示す。無線設備Ａ１（９１Ａ）は無線設
備Ａ２（９１Ｂ）、Ａ４（９１Ｄ）と通信可能エリアがオーバラップしていることが、こ
の情報により判定可能である。また、この図から無線設備Ａ３（９１Ｃ）、Ａ５（９１Ｅ
）、Ａ６（９１Ｆ）は無線設備Ａ１（９１Ａ）の通信可能エリア外であることが判る。こ
れら位置関係から、優先順位付けをした情報を図１０に示す。
【００４２】
図１０は、図３同様各無線設備の設定情報である。設定情報は、各々の無線設備の設定チ
ャネルの情報や設定チャネルの品質を表す Signal/Noise比、また Packet Error率などの情
報などから構成される。上記図９の通信可能エリアのオーバラップ数は、領域内無線局の
欄に格納されている。本実施例では、優先順位を決める場合に、最優先する事項は、この
項目である。これは使用可能なチャネルの数にもよるが、通信可能エリアのオーバーラッ
プが多いほどチャネル設定の自由度が少なくなるためである。図９の場合、無線設備９１
Ｂ、９１Ｅが通信可能エリアのオーバラップ数が４と一番多い為、優先順位も高くなって
いる。このように設定された優先順位に従って、図７に示されるような設定変更を行う。
【００４３】
なお、当該無線設備のチャネル設定以外のチャネルの状態が悪い場合には、この状態も考
慮し、チャネル設定を行う際に、再設定が繰り返されることを防ぎ、速やかに最適な設定
が行われるようにすることもできる。
【００４４】
図１１は、２つの有線ＬＡＮが存在する無線ＬＡＮシステムの構成例である。有線ＬＡＮ
（１１０Ａ）に無線設備Ａ１（１１１Ａ）、Ａ２（１１１Ｂ）が接続され、有線ＬＡＮ（
１１０Ｂ）に無線設備Ａ３（１１１Ｃ）、Ａ４（１１１Ｄ）が接続している。各無線設備
Ａ１～Ａ４（１１１Ａ～Ｄ）は、無線で無線端末（１１２Ａ～Ｄ）と各々接続しており、
無線設備Ａ１（１１１Ａ）には無線端末（１１２Ａ）が、無線設備Ａ２（１１１Ｂ）には
無線端末（１１２Ｂ）が、無線設備Ａ３（１１１Ｃ）には無線端末（１１２Ｃ）が、無線
設備Ａ４（１１１Ｄ）には無線端末（１１２Ｄ）がそれぞれ接続されている。
【００４５】
各々の無線設備Ａ１～Ａ４（１１１Ａ～Ｄ）の通信可能エリアについては、それぞれ、無
線設備Ａ１（１１１Ａ）がに対して１１３Ａ、無線設備Ａ２（１１１Ｂ）に対して１１３
Ｂ、無線設備Ａ３（１１１Ｃ）に対して１１３Ｃ、無線設備Ａ４（１１１Ｄ）に対して１
１３Ｄとなっている。また、図１１に示すように、通信可能エリア１１３Ｂと１１３Ｃの
オーバラップしたエリアには、無線設備Ａ２（１１１Ｂ）、Ａ３（１１１Ｃ）、無線端末
（１１２Ｂ、１１２Ｃ）が存在している。
【００４６】
別々の有線ＬＡＮ間で、設定に必要な位置情報を交換する場合は、上記した通信可能エリ
アがオーバラップしている領域に存在する無線端末を使用する。図の場合、例えば有線Ｌ
ＡＮ１１０Ａに接続している無線設備の位置情報を有線ＬＡＮ１１０Ｂに反映させる場合
、無線設備１１１Ｂから無線端末１１２Ｂに位置情報を送り、無線端末が強制的に接続先
を無線設備１１１Ｃに切り替えて、有線ＬＡＮ１１０Ａの位置情報を無線設備１１１Ｃに
送る。無線設備１１１Ｃは、この情報を有線ＬＡＮ１１０Ｂを経由して無線設備１１１Ｄ
に送る。これにより、別な有線ＬＡＮに接続している無線設備に対しても位置情報の共有
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化やチャネルの自動設定を行うことが可能になる。尚、有線ＬＡＮが異なる無線設備や無
線端末の間で通信可能エリアが全くオーバラップしない場合は、上記手法が適用できない
が、全く干渉が発生しない為、問題ない。
【００４７】
【発明の効果】
本発明を用いることにより、有線ＬＡＮを有する無線設備間の干渉を最小にするとともに
、無線設備に無線で接続している無線端末による干渉や、突発的な外来ノイズが発生した
場合においても速やかに最適な設定に自動的に変更することができる。また２つ以上の有
線ＬＡＮを有する無線設備においても別々の有線ＬＡＮに接続された無線設備間で通信可
能エリアのオーバーラップが存在する場合は、無線設備の自動設定手法およびその手法を
内蔵する無線設備を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の基本構成例である。
【図２】図１構成の簡易位置情報である。
【図３】図１構成の無線設備の設定情報である。
【図４】新しく設置した無線設備の自動設定動作フローである。
【図５】本発明の別構成例１である。
【図６】本発明の別構成例２である。
【図７】チャネル設定変更発生時の動作フローである。
【図８】本発明の別構成例３である。
【図９】図８構成の簡易位置情報である。
【図１０】図８構成の無線設備の設定情報である。
【図１１】本発明の別構成例４である。
【図１２】従来の基本構成例である。
【図１３】無線設備の内部構成例である。
【符号の説明】
１０：有線ＬＡＮ、１１Ａ／Ｂ：無線設備、１２Ａ／Ｂ：無線端末、１３Ａ／Ｂ：通信可
能エリア、２０：通信可能エリアオーバラップ、２１Ａ／Ｂ：無線設備、５０：有線ＬＡ
Ｎ、５１Ａ／Ｂ：無線設備、５２Ａ／Ｂ：無線端末、５３Ａ／Ｂ：通信可能エリア、６０
：有線ＬＡＮ、６１：無線設備、６２：無線端末、６３：外来ノイズ、６４：通信可能エ
リア、８０：無線設備設置領域、８１Ａ～Ｆ：無線設備、８２Ａ～Ｇ：有線ＬＡＮ、８３
Ａ～Ｆ：無線端末、８４Ａ／Ｂ：Ｈｕｂ、８５Ａ～Ｆ：通信可能エリア、９０Ａ～Ｇ：通
信可能エリアオーバラップ、９１Ａ～Ｆ：無線設備、１１０Ａ／Ｂ：有線ＬＡＮ、１１１
Ａ～Ｄ：無線設備、１１２Ａ～Ｄ：無線端末、１１３Ａ～Ｄ：通信可能エリア、１２０：
有線ＬＡＮ、１２１Ａ／Ｂ：無線設備、１２２Ａ／Ｂ：無線端末、１２３Ａ／Ｂ：通信可
能エリア、１３０：無線設備、１３１：Ａｎｔｅｎｎａ部、１３２：ＲＦ  Ｉ／Ｆ部、１
３３：Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ部、１３４：有線ＬＡＮ  Ｉ／Ｆ部、１３５：Ｍｅｍｏｒｙ
部、１３６：位置情報記憶部分、１３７：有線ＬＡＮ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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