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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信パラメータを管理する管理装置と通信装置との間で通信パラメータを設定する方法
であって、
　前記通信装置又は前記管理装置は、通信装置へ通信パラメータを設定する設定モードの
管理装置を検出する検出工程と、
　前記管理装置は、前記検出工程において前記設定モードの管理装置が複数検出された場
合に、前記設定モードの複数の管理装置が管理する通信パラメータを比較する比較工程と
、
　前記管理装置は、前記比較工程による比較の結果に応じて、前記通信パラメータを通信
装置に設定するための設定モードの状態を継続、もしくは、通信装置に通信パラメータを
設定せずに前記設定モードを終了する工程と、
　を有することを特徴とする通信パラメータの設定方法。
【請求項２】
　前記通信装置又は前記管理装置は、前記検出工程において前記設定モードの管理装置が
複数検出された場合に、前記設定モードの管理装置が複数存在することを、前記設定モー
ドの管理装置に通知する通知工程を有することを特徴とする請求項１に記載の通信パラメ
ータの設定方法。
【請求項３】
　前記管理装置が前記設定モードを終了した場合に、前記通信パラメータの設定のための
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操作をユーザに促す表示を行う表示工程を有することを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の通信パラメータの設定方法。
【請求項４】
　前記管理装置が前記設定モードを終了した後に、前記通信装置において該通信装置に通
信パラメータを設定するための設定モードへの遷移のための操作が行われると、該通信装
置は、該通信装置が始めに検出した前記設定モードの管理装置との間で通信パラメータの
設定処理を行うことを特徴とする請求項３に記載の通信パラメータの設定方法。
【請求項５】
　前記比較工程における比較は、該管理装置が管理対象とする基地局が送信する信号に基
づいて行われることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の通信パラ
メータの設定方法。
【請求項６】
　前記検出工程において前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記通信装
置は、前記基地局からの信号の状態に基づいて、該通信装置との間で通信パラメータの設
定を行う管理装置を選択する選択工程を有し、
　前記比較工程は、前記選択工程において前記管理装置が選択されなかった場合に前記設
定モードの複数の管理装置が管理する通信パラメータを比較することを特徴とする請求項
５に記載の通信パラメータの設定方法。
【請求項７】
　前記検出工程において前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記通信装
置は、前記管理装置が管理対象とする前記基地局からの信号の状態に基づいて、該通信装
置との間で通信パラメータの設定を行う管理装置を選択するか否かを判断する判断工程と
、
　前記判断工程における判断に応じて、前記設定モードの管理装置が複数存在することを
、前記設定モードの管理装置に通知する通知工程を有することを特徴とする請求項１に記
載の通信パラメータの設定方法。
【請求項８】
　前記選択工程において選択された管理装置に前記通信装置に対応する表示を行わせる表
示工程を有することを特徴とする請求項６に記載の通信パラメータの設定方法。
【請求項９】
　通信装置へ通信パラメータを設定する設定モードの管理装置を検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記設定モー
ドの管理装置が複数存在することを、前記設定モードの管理装置に通知する通知手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項１０】
　前記検出手段は、前記設定モードの管理装置が管理対象とする基地局が送信する信号に
基づいて行われることを特徴とする請求項９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記検出手段により前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記通知手段
は、前記複数の管理装置が管理する通信パラメータに応じて、前記通知を行うことを特徴
とする請求項９または請求項１０に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記設定モードの管理装置が前記設定モードを終了したことを検知する検知手段と、前
記検知手段による検知に基づいて、前記通信装置の設定モードを終了する終了手段と、を
有することを特徴とする請求項９乃至請求項１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記設定モードの管理装置が前記設定モードを終了したことを検知する検知手段と、前
記検知手段による検知に応じて、前記通信パラメータの設定のための操作をユーザに促す
表示を行う表示手段を有することを特徴とする請求項９乃至請求項１２のいずれか１項に
記載の通信装置。
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【請求項１４】
　前記管理装置が前記設定モードを終了した後に、前記通信装置において該通信装置に通
信パラメータを設定するための設定モードへの遷移のための操作が行われると、該通信装
置は、該通信装置が始めに検出した前記設定モードの管理装置との間で通信パラメータの
設定処理を行うことを特徴とする請求項１３に記載の通信装置。
【請求項１５】
　前記検出手段により前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記基地局か
らの信号の状態に基づいて、通信パラメータの設定を行う管理装置を選択する選択手段を
有することを特徴とする請求項１０に記載の通信装置。
【請求項１６】
　前記検出手段により前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記基地局か
らの信号の状態に基づいて、通信パラメータの設定を行う管理装置を選択するか否かを判
断する判断手段と、
　前記通知手段は、前記判断手段による判断に応じて、前記通知を行うことを特徴とする
請求項１０に記載の通信装置。
【請求項１７】
　前記選択手段により選択された管理装置に、前記通信装置に対応する表示を行わせる情
報を送信する送信手段を有することを特徴とする請求項１５に記載の通信装置。
【請求項１８】
　通信装置に設定する通信パラメータを管理する管理装置であって、
　通信装置に設定する通信パラメータを管理する管理手段と、
　通信装置に通信パラメータを設定する設定モードの他の管理装置を検出する検出手段と
、
　前記検出手段により検出された前記他の管理装置が管理する通信パラメータと前記管理
手段により管理される通信パラメータとを比較する比較手段と、
　前記比較手段による比較の結果に応じて、前記通信パラメータの設定を継続するか否か
を判断する判断手段と、
　を有することを特徴とする管理装置。
【請求項１９】
　通信装置に通信パラメータを設定する設定モードへの遷移、または、前記設定モードの
終了を、前記管理装置が管理対象とする基地局に通知する通知手段と、を有することを特
徴とする請求項１８に記載の管理装置。
【請求項２０】
　前記基地局が送信する信号の内容変更を前記基地局に要求する要求手段と、を有するこ
とを特徴とする請求項１８または請求項１９に記載の管理装置。
【請求項２１】
　前記検出手段は、前記通信装置からの通知に基づいて前記他の管理装置を検出すること
を特徴とする請求項１８乃至請求項２０のいずれか１項に記載の管理装置。
【請求項２２】
　前記検出手段は、基地局からの信号に基づいて前記他の管理装置を検出することを特徴
とする請求項１８乃至請求項２０のいずれか１項に記載の管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信パラメータを管理する管理装置と通信装置間で通信パラメータを設定す
る際の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信を行うためには、様々な無線パラメータを機器に設定する必要がある。例えば
、ＩＥＥＥ８０２．１１規格の無線ＬＡＮでは、ネットワーク識別子であるＳＳＩＤ、暗
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号方式、暗号鍵等の無線パラメータを設定する必要がある。
【０００３】
　無線パラメータを無線機器に設定するためには、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）と無
線機器を有線接続し、ＰＣの操作により無線機器に無線パラメータを設定していた。無線
ＬＡＮでは、アクセスポイントとなる基地局と、ユーザ端末としての無線端末があり、ユ
ーザはこれらの機器を夫々ＰＣに接続し、設定を行う必要がある。
【０００４】
　これら無線パラメータの無線機器への設定は煩雑であるため、無線パラメータの簡単な
設定方法の実現が望まれている。
【０００５】
　特許文献１には、無線パラメータを設定するためのボタン操作が行われた機器同士が自
動的に無線接続し、無線接続時の操作を簡略化する構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－３２８２８９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＰＣを用いて無線機器の設定を行う場合、複数のＰＣが存在するとユーザが望む無線パ
ラメータを無線端末に設定できない場合がある。例えば、ＰＣ１を用いて基地局１に無線
パラメータ１を設定し、ＰＣ２を用いて基地局２に無線パラメータ２を設定し、ＰＣ１、
ＰＣ２は、設定した無線パラメータを記憶、管理している場合を考える。
【０００７】
　無線端末を所有するユーザは、基地局１に設定されている無線パラメータを無線端末に
設定したいとする。しかし、無線パラメータを記憶、管理するＰＣは２台あり、どちらの
ＰＣを用いて無線パラメータを設定すればよいのか判らない。ユーザが間違ってＰＣ２を
用いて無線パラメータを設定してしまうと、基地局１に接続してデータ通信することがで
きなくなってしまう。
【０００８】
　また、無線パラメータの簡単設定を実現するために、無線端末をＰＣと無線により無線
パラメータを設定できるようにし、ＰＣと無線端末とにおける設定用の操作（例えば、設
定ボタンの押下）により無線パラメータの設定を開始するようにしたとする。このとき、
他のユーザが隣接するＰＣで設定用操作を行うと、無線端末は隣接するＰＣが管理する無
線パラメータを設定してしまうことがあり、この場合も誤った無線パラメータが設定され
てしまう。
【０００９】
　本発明は、通信パラメータを管理する管理装置が複数存在する場合に発生する問題を解
決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、通信パラメータを管理する管理装置と通信装置との間で通信パラメータを設
定する方法であって、前記通信装置又は前記管理装置は、通信装置へ通信パラメータを設
定する設定モードの管理装置を検出する検出工程と、前記管理装置は、前記検出工程にお
いて前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記設定モードの複数の管理装
置が管理する通信パラメータを比較する比較工程と、前記管理装置は、前記比較工程によ
る比較の結果に応じて、前記通信パラメータを通信装置に設定するための設定モードの状
態を継続、もしくは、通信装置に通信パラメータを設定せずに前記設定モードを終了する
工程と、を有することを特徴とする通信パラメータの設定方法を提供する。
【００１１】
　また、通信装置へ通信パラメータを設定する設定モードの管理装置を検出する検出手段
と、前記検出手段により前記設定モードの管理装置が複数検出された場合に、前記設定モ
ードの管理装置が複数存在することを、前記設定モードの管理装置に通知する通知手段と
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、を有することを特徴とする通信装置を提供する。
【００１２】
　また、通信装置に設定する通信パラメータを管理する管理装置であって、通信装置に設
定する通信パラメータを管理する管理手段と、通信装置に通信パラメータを設定する設定
モードの他の管理装置を検出する検出手段と、前記検出手段により検出された前記他の管
理装置が管理する通信パラメータと前記管理手段により管理される通信パラメータとを比
較する比較手段と、前記比較手段による比較の結果に応じて、前記通信パラメータの設定
を継続するか否かを判断する判断手段と、を有することを特徴とする管理装置を提供する
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、通信装置に誤った通信パラメータが設定されてしまう事態の発生を低
減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態におけるシステム構成図である。
【００１５】
　図１では、基地局１０３、１０５、管理装置１０２、１０６は有線ＬＡＮに接続されて
いる。基地局１０３、１０５と無線端末１００、１０４は、ＩＥＥＥ８０２．１１準拠の
無線ＬＡＮ通信により互いに無線通信する。また、無線端末１００は、基地局１０３と基
地局１０５の通信エリア内に位置している。
【００１６】
　管理装置１０２は、基地局１０３で使用される無線パラメータを管理し、無線端末に無
線パラメータを通知する。管理装置１０２が管理する無線パラメータは、基地局１０３が
形成する無線ネットワークの識別子であるＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）、基地局１０３が使用する暗号方式、暗号鍵等の無線ネットワーク情報で
ある。管理装置１０６は、基地局１０５で使用される無線パラメータを管理し、無線端末
に無線パラメータを通知する。管理装置１０６が管理する無線パラメータは、基地局１０
５が形成する無線ネットワークの識別子であるＳＳＩＤ、基地局１０５が使用する暗号方
式、暗号鍵等の無線ネットワーク情報である。
【００１７】
　図２は、本実施形態における無線端末１００、１０４の構成である。
【００１８】
　ＣＰＵ２００は、ＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに従って、無線端末の機能を制
御する。ＲＯＭ２０１は、無線端末を動作させる為のプログラムを格納している。ＣＰＵ
２００がＲＯＭ２０１に格納されるプログラムを実行することにより、無線端末は後述す
る動作を実行する。ＲＡＭ２０２は、動作時に必要となるメモリ領域として使用する。Ｒ
ＡＭ２０２には、基地局情報を記憶する基地局情報部２０５、タイマ２０６が含まれる。
【００１９】
　設定ボタン２０３は、スイッチ操作による無線パラメータ設定の際に使用するボタンで
ある。設定ボタン２０３がユーザにより押下されると、無線端末はＣＰＵ２００の制御に
より無線パラメータ設定のための後述の動作を開始する。無線部２０４は、データを無線
により送受信する。本実施形態では、無線部２０４は、ＩＥＥＥ８０２．１１準拠の無線
ＬＡＮ通信を行う。表示部２０７は、各種情報を表示し、ユーザに通知を行う。
【００２０】
　図３は、本実施形態における管理装置１０２、１０６の構成である。
【００２１】
　ＣＰＵ３００は、ＲＯＭ３０１に格納されるプログラムに従って、管理装置の機能を制
御する。ＲＯＭ３０１は、管理装置を動作させる為のプログラムを格納している。ＣＰＵ
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３００がＲＯＭ３０１に格納されるプログラムを実行することにより、管理装置１０２、
１０６は後述する動作を実行する。ＲＡＭ３０２は、動作時に必要となるメモリ領域とし
て使用する。ＲＡＭ３０２には、管理装置の情報を記憶する管理装置情報部３０５がある
。
【００２２】
　設定ボタン３０４は、スイッチ操作による無線パラメータ設定の際に使用するボタンで
ある。設定ボタン３０４がユーザにより押下されると、管理装置はＣＰＵ３００の制御に
より無線パラメータ設定のための後述の動作を開始する。
有線ＬＡＮＩ／Ｆ３０３は、有線ＬＡＮ１０７を介してデータ通信するためのインターフ
ェース部である。
【００２３】
　図４は、本実施形態における基地局が送信する報知信号の予約領域の例である。
【００２４】
　基地局１０３、１０５は、報知信号（Ｂｅａｃｏｎ）を送信し、基地局が形成する無線
ネットワークに関する情報を報知する。この報知信号には、未使用領域の予約領域があり
、本実施形態では、この予約領域の一部を基地局の動作モードを示す情報を挿入する領域
として利用する。
【００２５】
　モード領域４００が「１」であれば、基地局は設定モードとして動作していることを示
している。モード領域４００が「０」であれば通常モードで動作していることを示してい
る。
【００２６】
　図５は、無線端末１００、１０４のＲＡＭ２０２に記憶される基地局情報部２０５の構
成である。
【００２７】
　５００は、基地局を識別するためのインデックス番号である。５０１は、基地局のＭＡ
Ｃ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスである。５０２は、基地局の
ＳＳＩＤであり、基地局が形成する無線ネットワークの識別子である。５０３は、基地局
が通常モードか設定モードのいずれかで動作しているかを示す動作モードであり、通常モ
ードの時は「０」、設定モードの時は「１」が記憶される。５０４は、設定モードの基地
局が複数あった場合に、後述の重複通知を該当する基地局へ行ったか否かを示す通知フラ
グであり、通知を行っていれば「１」、通知を行っていなければ「０」が記憶される。
【００２８】
　図６は、管理装置１０２、１０６のＲＡＭ３０２に記憶される管理装置情報部３０５の
構成である。
【００２９】
　６００は、管理装置を識別するインデックス番号であり、自装置も管理対象となる。６
０１は、管理装置のＭＡＣアドレスである。６０２は、管理装置が管理しているＳＳＩＤ
である。６０３は、管理装置が管理している暗号方式である。６０４は、管理装置が管理
している暗号鍵である。管理装置が管理するＳＳＩＤ、暗号方式、暗号鍵は、管理対象の
基地局に通知、設定される。６０５は、管理装置の動作モードを示し、通常モードの時は
「０」、設定モードの時は「１」が記憶される。
【００３０】
　図７、図１０は本実施形態のシーケンス図である。図８は、本実施形態の無線端末の動
作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ２００がＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに
従って実行される。図９は、本実施形態の管理装置の動作を示すフローチャートであり、
ＣＰＵ３００がＲＯＭ３０１に格納されるプログラムに従って実行される。
【００３１】
　無線端末１００は、基地局１０３、基地局１０５が定期的に送信する報知信号（通常モ
ード）を受信している（Ｓ７００、Ｓ７０１）。ここで、無線端末１００のユーザは、無
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線端末１００を基地局１０３に接続し、データ通信することを望んでいる。そのため、無
線端末１００のユーザは、管理装置１０２が管理する基地局１０３の無線パラメータを無
線端末１００に設定したい。
【００３２】
　無線端末１００のユーザは、基地局１０３の無線パラメータを管理する管理装置１０２
を設定モードにし、管理装置１０２を用いて無線端末１００の無線パラメータ自動設定を
行うために、管理装置１０２の設定ボタン３０４を押下する（Ｓ７０２、９００）。管理
装置１０２は、設定ボタン３０４の押下を検出すると、管理装置情報部３０５の自装置に
該当する動作モードを「１」に変更して通常モードから設定モードに遷移し、管理対象の
基地局１０３に対して設定モードの開始を通知する（Ｓ７０３、９０１）。このとき、管
理装置１０６の設定ボタン３０４も他のユーザにより押下されたとする（Ｓ７０４、９０
０）。管理装置１０６は、設定ボタン３０４の押下を検出すると、基地局１０５に対して
設定モードの開始を通知する（Ｓ７０５、９０１）。管理装置１０２、１０６は、設定モ
ードになると、後述する無線端末からの重複通知、設定要求が受信されるかを監視する。
【００３３】
　設定モードの開始を通知された基地局１０３および基地局１０５は、報知信号の予約領
域内のモード領域４００を「１」にして、報知信号（設定モード）を送信する。
【００３４】
　無線端末１００のユーザは、無線端末１００も設定モードにするために、設定ボタン２
０３を押下する（Ｓ７０６、８００）。無線端末１００は、設定ボタン２０３の押下を検
出すると、管理装置１０２と接続する基地局であり、設定モードで動作している基地局１
０３を探索するために、一定時間、スキャンを開始する（８０１）。スキャン開始後、無
線端末１００は、基地局１０３、１０５が送信した報知信号（設定モード）を受信すると
（Ｓ７０７、Ｓ７０８、８０２）、基地局情報部２０５に、受信した報知信号から分かる
基地局の情報を記憶する（８０３）。
【００３５】
　図７の例のように、基地局１０３、１０５の報知信号を受信した場合の基地局情報部２
０５の状態を図５に示す。図５によれば、基地局１０３と基地局１０５は、ＭＡＣアドレ
ス５０１以外は同一であることが分かる。
【００３６】
　無線端末１００は、スキャンが終了すると（８０４でＹＥＳ）、設定モードの基地局の
数を判断する（８０５）。
【００３７】
　ここで、設定モードの基地局が１つならば（８０５で「１」）、無線端末１００は、基
地局に設定されている無線パラメータに関係なく通信できるパケットを用いてその基地局
と接続して管理装置に設定要求を送信する。この設定要求を受信した基地局は、自身の無
線パラメータを管理する管理装置に転送する。管理装置は、設定要求を検出すると、該要
求を送信した無線端末に管理している無線パラメータを通知し、無線端末と管理装置間で
無線パラメータの設定処理を行う（８１１、９０６）。無線パラメータの設定が終了する
と、管理装置は基地局に対して設定モード終了通知を行う。基地局は管理装置から設定モ
ード終了通知を受けると、通常モードに切り換える。無線端末１００は、管理装置１０２
から提供された無線通信パラメータを設定し、通常モードで動作する基地局１０３と接続
してデータ通信が可能になる。なお、上記説明では、基地局に設定されている無線パラメ
ータに関係なく通信できるパケットを用いて管理装置と通信した。しかし、設定モードに
なると基地局と無線端末は予め定められた設定用の無線パラメータに切り替わることによ
り、無線端末、基地局間の通信を行えるようにし、無線端末と管理装置の通信を行えるよ
うにしてもよい。以下の説明においても、無線パラメータの設定時の通信は、同様な方法
により行われる。
【００３８】
　また、設定モードの基地局が１つもなく、０ならば（８０５で「０」）、自身の設定モ
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ードを終了する（８１２）。
【００３９】
　図５の例では、基地局１０３と基地局１０５は共に設定モードで動作しているので、無
線端末１００は設定モードの基地局は複数であると判断する（８０５で「複数」）。この
場合、無線端末１００は、設定モードで動作している基地局１０３と基地局１０４に対し
て、設定モードの重複通知を行う（Ｓ７０９、Ｓ７１０、８０６）。そして、設定モード
で動作している全ての基地局に対して、重複通知を行うと（８０７でＹＥＳ）、無線端末
１００は、タイマ２０６を起動する（Ｓ７１１、８０８）。
【００４０】
　管理装置１０２は、Ｓ７０９において基地局１０３が受信した設定モード重複通知を、
基地局１００から転送されると（９０２でＹＥＳ）、管理装置の探索を行う（９０３）。
そして、探索した管理装置の情報を管理装置情報部３０５に記憶する。探索方法としては
、有線ＬＡＮ１０７上に接続されている機器のすべてに対して探索要求を行う方法などが
ある。
【００４１】
　管理装置１０２は、Ｓ７１２において送信した探索要求に対して、管理装置１０６から
、探索応答を受信する（Ｓ７１３）。そして、管理装置１０２と管理装置１０６は、管理
している無線パラメータを相互に確認し（Ｓ７１４、９０４）、管理装置情報部３０５に
、確認した無線パラメータを記憶する。そして、管理装置１０２は、管理装置情報部３０
５に記憶した、管理装置１０６の無線パラメータが、自身が管理している無線パラメータ
と同一であるか比較して確認する（９０５）。
【００４２】
　図６に、その時点での管理装置情報部３０５の状態を示す。図６によれば、自装置（つ
まり、管理装置１０２）が管理する無線パラメータと、管理装置１０６が管理する無線パ
ラメータは、同一であることが分かる（９０５でＹＥＳ）。ところで、設定モードで動作
する基地局が複数あったとしても、無線パラメータが同一であれば、無線端末１００はど
の管理装置から無線パラメータを受信してもよいことは明白である。つまり、基地局１０
３、１０５が設定モードで動作していても、基地局１０３の無線パラメータを管理する管
理装置１０２と、基地局１０５の無線パラメータを管理する管理装置１０６が同じ無線パ
ラメータを管理している場合は、無線端末１００はどの管理装置から無線パラメータを受
信しても同じ無線パラメータが設定される。従って、このような場合には、基地局１０３
および基地局１０５は、設定モードを終了せずに、設定モードの報知信号を定期的に送信
し続ける（Ｓ７１５、Ｓ７１６）。
【００４３】
　管理装置１０２は、探索した管理装置１０６の無線パラメータが、自身が管理している
無線パラメータと同一の場合（９０５でＹＥＳ）、無線端末からの設定要求を待ち、設定
要求が検出されると、無線端末との間で無線パラメータの設定処理を行う（９０６）。
【００４４】
　無線端末１００は、８０８において起動したタイマ２０６がタイムアウトするまでに、
基地局１０３および基地局１０５が設定モードを終了するかどうかを判断する。図７の例
では、基地局１０３および基地局１０５は、設定モードの報知信号を定期的に送信してい
る（Ｓ７１５、Ｓ７１６）ので、無線端末１００は、基地局の設定モードの終了を検出せ
ず（８０９でＮＯ）、タイマ２０６はタイムアウトする（Ｓ７１７、８１０）。そして、
無線端末１００は、設定モードで動作している基地局と接続して管理装置に設定要求を送
信し、管理装置との間で無線パラメータの設定処理を行う（８１１、９０６）。図７の例
では、無線端末１００は、基地局１０３と接続し（Ｓ７１８）、管理装置１０２との間で
、無線通信パラメータの設定を行う（Ｓ７２０、８１１、９０６）。無線パラメータの設
定が終了すると、管理装置は基地局に対して設定モード終了通知を行う。基地局は管理装
置から設定モード終了通知を受けると、通常モードに切り換える。無線端末１００は、管
理装置１０２から提供された無線通信パラメータを設定し、通常モードで動作する基地局
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１０３と接続してデータ通信が可能になる。
【００４５】
　ここで、管理装置１０２および管理装置１０６が管理する無線パラメータが異なってい
た場合のシーケンスを図１０に示す。
【００４６】
　管理装置１０２および管理装置１０６は、無線パラメータが同一でないと判断すると（
９０５でＮＯ）、それぞれ基地局１０３、基地局１０５に対して、設定モード終了通知を
行う（Ｓ１０００、Ｓ１００１、９０８）。そして、管理装置１０２および管理装置１０
６は、自身の設定モードを終了する（９０９）。基地局１０３および基地局１０５は、設
定モード終了通知を受信すると（Ｓ１０００、Ｓ１００１）、報知信号のモード領域４０
０を「０」にした通常モードの報知信号を定期的に送信する（Ｓ１００２、Ｓ１００３）
。
【００４７】
　無線端末１００は、タイマ２０６がタイムアウトする前に通常モードの報知信号を受信
し（Ｓ１００２、Ｓ１００３）、基地局１０３と基地局１０５が設定モードを終了したこ
とを検出し（８０９でＹＥＳ）、設定モードを終了する（Ｓ１００４、８１２）。
【００４８】
　以上のように、本実施形態では、設定モードで動作する基地局を複数検出した場合には
、無線端末がそれらの基地局に重複通知を行い、基地局経由で管理装置に対して、設定モ
ードの重複通知を行うようにした。これにより、管理装置及び基地局は、早期に設定モー
ドを終了することができる。
【００４９】
　また、設定モードである管理装置が複数あった場合には、管理装置が、各々が管理する
無線パラメータの一致、不一致を確認するようにした。これにより、設定モードである管
理装置が管理する無線パラメータが一致し、どの管理装置から無線パラメータを設定して
も無線端末に同じ無線パラメータが設定される場合は、設定モードを継続するようにし、
無線パラメータ設定を行えるようにすることができる。
【００５０】
　なお、本実施形態では、無線端末１００は、タイマ２０６の起動から終了までの間に、
基地局の設定モード終了を検出すると設定モードを終了した。しかしながら、管理装置が
基地局経由で無線パラメータ一致通知または不一致通知を無線端末に送信するようにして
もよい。この場合、無線端末は不一致通知を受信した場合には設定モードを終了し、一致
通知を受信した場合には、設定モードを継続する。
【００５１】
　（第２の実施形態）
　本実施形態では、管理装置が管理する無線パラメータを予めグループ分けし、基地局が
、管理装置が管理する無線パラメータのグループの識別情報を報知する。無線端末は、グ
ループの識別情報から、パラメータの一致、不一致を類推する。
【００５２】
　以下、本実施形態について図を用いて説明する。なお、すでに説明した部分に関しては
、同一の符号を付すことにより説明を省略する。無線端末１００、１０４、管理装置１０
２、１０６の構成は、第１の実施形態と同様である。
【００５３】
　図１１は、本実施形態における基地局が送信する報知信号の予約領域である。本実施形
態では、予約領域の１部を基地局が属するグループを示す為に使用する。本実施形態では
、同一グループの基地局には、同一の無線パラメータが設定されているとする。
【００５４】
　図１２は本実施形態における無線端末の基地局情報部２０５の構成である。基地局情報
部２０５は、各基地局が属するグループの識別情報１２００が記憶されている。
【００５５】
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　図１３は、本実施形態の無線端末の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ２００が
ＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに従って実行される。図１４は、本実施形態の管理
装置の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ３００がＲＯＭ３０１に格納されるプロ
グラムに従って実行される。
【００５６】
　本実施形態においても無線端末１００のユーザは、無線端末１００を基地局１０３に接
続し、データ通信することを望んでいる。そのため、無線端末１００のユーザは、管理装
置１０２が管理する基地局１０３の無線パラメータを無線端末１００に設定したい。
【００５７】
　無線端末１００のユーザは、基地局１０３の無線パラメータを管理する管理装置１０２
を設定モードにし、管理装置１０２を用いて無線端末１００の無線パラメータ自動設定を
行うために、管理装置１０２の設定ボタン３０４を押下する（９００）。
【００５８】
　管理装置１０２は、設定ボタン３０４の押下を検出すると、管理装置情報部３０５の自
装置に該当する動作モードを「１」に変更して通常モードから設定モードに遷移し、管理
対象の基地局１０３に対して、設定モードの開始を通知する（９０１）。また、管理装置
１０２は、管理する無線パラメータのグループ番号を基地局１０３に通知する（１４００
）。ここでは、管理装置１０２は、グループ番号「１」を基地局１０３に通知するものと
する。基地局１０３は、設定モードを示し、グループ番号「１」を示す報知信号を定期的
に送信し始める。このとき、管理装置１０６の設定ボタン３０４も他のユーザにより押下
されたとする。管理装置１０６は、設定ボタン３０４の押下を検出すると（９００）、基
地局１０５に対して設定モードの開始を通知する（９０１）。また、管理装置１０６は、
管理する無線パラメータのグループ番号を基地局１０５に通知する（１４００）。ここで
は、管理装置１０６も、グループ番号「１」を基地局１０５に通知するものとする。基地
局１０５は、設定モードを示し、グループ番号「１」を示す報知信号を定期的に送信し始
める。また、管理装置１０２、１０６は、設定モードになると、無線端末からの重複通知
、設定要求が受信されるかを監視する。
【００５９】
　無線端末１００のユーザは、無線端末１００も設定モードにするために、設定ボタン２
０３を押下する（８００）。無線端末１００は、設定ボタン２０３の押下を検出すると、
管理装置１０２と接続する基地局であり、設定モードで動作している基地局１０３を探索
するために、一定時間、スキャンを開始する（８０１）。スキャン開始後、無線端末１０
０は、基地局１０３、１０５が送信した報知信号（設定モード）を受信すると（８０２）
、基地局情報部２０５に、受信した報知信号から分かる基地局１０３、１０５の情報を記
憶する（８０３）。基地局１０３と基地局１０５の報知信号を受信した場合の基地局情報
部２０５の状態を図１２に示す。図１２によれば、設定グループの基地局が２つ存在し、
その基地局１０３と基地局１０５は、同じグループ番号の報知信号を送信していることが
分かる。
【００６０】
　無線端末１００は、スキャンが終了すると（８０４でＹＥＳ）、設定モードの基地局の
数を判断する（８０５）。図１２の基地局情報部２０５を参照すると、設定モードの基地
局は２つであるので（８０５で「複数」）、無線端末１００は、基地局情報部２０５に記
憶されている基地局のグループを確認する（１３００）。
【００６１】
　設定モードの基地局数が１つまたは０の場合は、図８と同様の処理を行う。
【００６２】
　図１２の例では、基地局１０３と基地局１０５のグループ（１２００）は共に「１」で
あるので無線端末１００は、同一グループと判断する（１３０１でＹＥＳ）。設定モード
の基地局が送信する報知信号が示すグループ番号が全て一致する場合は、それら基地局の
無線パラメータを管理する管理装置が管理する無線パラメータは同一である。従って、ど
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の管理装置から無線パラメータを受信しても同じ無線パラメータが設定される。このよう
な場合には、無線端末１００は設定モードを継続し、設定モードの基地局と接続して管理
装置との間で無線パラメータの設定処理を行う（８１１）。無線パラメータの設定が終了
すると、管理装置は基地局に対して設定モード終了通知を行う。基地局は管理装置から設
定モード終了通知を受けると、通常モードに切り換える。無線端末１００は、管理装置１
０２から提供された無線通信パラメータを設定し、通常モードで動作する基地局１０３と
接続してデータ通信が可能になる。
【００６３】
　また、８０３で記憶した基地局情報部２０５のグループ１２００が異なる場合は、無線
端末１００は、基地局のインデックス番号５００に記憶されている全ての基地局に設定モ
ードの重複通知を行い（８０６）、設定モードを終了する（８１２）。ここでは、基地局
１０３と基地局１０５に重複通知を行うことになる。
【００６４】
　管理装置１０２および管理装置１０６は、重複通知を、基地局１０３、基地局１０５か
ら転送されると（９０２でＹＥＳ）、基地局１０３、基地局１０５に対して、設定モード
終了通知を行い（９０８）、設定モードを終了する（９０９）。
【００６５】
　以上のように、本実施形態では、無線端末は、報知信号に含まれるグループ番号の不一
致を検出すると、重複通知を送信するようにした。また、管理装置は、重複通知を受信す
ると、設定モードを終了するようにした。これにより、図１０（第一の実施形態のシーケ
ンス）の探索要求（Ｓ７１２）、探索応答（Ｓ７１３）、無線通信パラメータ確認（Ｓ７
１４）の処理を省くことが可能となり、より早期に管理装置および基地局の設定モードを
終了することが可能となる。また、第１の実施形態と同様に、設定モードである管理装置
が複数あった場合にも、それらが管理する無線パラメータが一致した場合は、設定モード
を継続し、無線パラメータ設定を行えるようにすることができる。
【００６６】
　（第３の実施形態）
　本実施形態では、無線端末は、図８、図１３において無線端末が自身の設定モードを終
了する前に、表示部２０７に管理装置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を一定時間
行うようにする。
【００６７】
　図１５は本実施形態のシーケンス図である。図１６は、本実施形態の無線端末の動作を
示すフローチャートであり、ＣＰＵ２００がＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに従っ
て実行される。なお、すでに説明した部分に関しては、同一の符号を付すことにより説明
を省略する。無線端末１００、１０４、管理装置１０２、１０６の構成は、第１の実施形
態と同様である。
【００６８】
　無線端末１００は、Ｓ１００２およびＳ１００３において、基地局１０３と基地局１０
５が設定モードを終了したことを検知すると（８０９でＹＥＳ）、表示部２０７に管理装
置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を一定時間行う（Ｓ１５００、１６００）。ま
た、ステップ８０５において、設定モードの基地局が１つも検出できなかった場合も、無
線端末１００は、表示部２０７に管理装置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を一定
時間行う（１６００）。
【００６９】
　無線端末１００のユーザは前記表示に従い、管理装置１０２の設定ボタン３０４を再度
、押下したとする（Ｓ１５０１）。管理装置１０２は、設定モードを終了後に（図９の９
０９）、再度、設定ボタン３０４が押下されると、ステップ９００に戻り、基地局１０３
へ設定モードの開始通知を行う（９０１、Ｓ１５０２）。
【００７０】
　基地局１０３は、自身が設定モードであることを示す報知信号を送信する（Ｓ１５０３
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）。このとき、管理装置１０６は設定ボタン３０４が押下されなければ、基地局１０５は
、通常モードの報知信号を送信している。
【００７１】
　無線端末１００は、報知信号をＳ１５０３で受信し、設定モードである基地局１０３を
検出する（１６０１）。無線端末１００は、設定ボタンの再押下の表示後に、最初に検出
した設定モードの基地局と接続し、管理装置との間で無線通信パラメータの設定を実行す
る（８１１）。図１５の例では、基地局１０３からの報知信号（設定モード）を検出する
ので（Ｓ１６０１）、基地局１０３と接続し、管理装置１０２との間で無線通信パラメー
タの設定を実行する（Ｓ１５０６、８１１）。無線パラメータの設定が終了すると、管理
装置は基地局に対して設定モード終了通知を行う。基地局は管理装置から設定モード終了
通知を受けると、通常モードに切り換える。無線端末１００は、管理装置１０２から提供
された無線通信パラメータを設定し、通常モードで動作する基地局１０３と接続してデー
タ通信が可能になる。また、無線端末１００は、設定ボタンの再押下の表示後、一定時間
が経過しても設定モードの基地局が検出できない場合は、自身の設定モードを終了する（
８１２）。
【００７２】
　なお、上記説明では、図１６において基地局の設定モードの終了を検出すると、表示部
２０７に管理装置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を行った。しかし、図１３に示
した基地局への重複通知（８０６）の後に、上記表示を行ってもよい。この場合も、無線
端末１００は、設定ボタンの再押下の表示後に、最初に検出した設定モードの基地局と接
続し、管理装置との間で無線通信パラメータの設定を実行する。
【００７３】
　以上のように、本実施形態では、無線端末は、基地局が設定モードを終了したことを検
知すると、表示部に管理装置の設定ボタンを再押下することを促す表示を行う。そして、
最初に検出した設定モードの基地局を介して管理装置との間で無線パラメータの設定を行
う。これにより、第１の実施形態、第２の実施形態の効果に加えて、所望の管理装置から
無線パラメータを受信することが容易になる。
【００７４】
　（第４の実施形態）
　本実施形態でも、無線端末は、図８、図１３において無線端末が自身の設定モードを終
了する前に、表示部２０７に管理装置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を一定時間
行うようにする。そして、管理装置の設定ボタン３０４が再押下されると、管理装置は基
地局に報知信号の内容変更を要求し、報知信号の内容を変更させるようにする。
【００７５】
　図１７は、本実施形態の無線端末の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ２００が
ＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに従って実行される。図１８は、本実施形態の管理
装置の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ３００がＲＯＭ３０１に格納されるプロ
グラムに従って実行される。なお、すでに説明した部分に関しては、同一の符号を付すこ
とにより説明を省略する。
【００７６】
　無線端末１００は、Ｓ１００２およびＳ１００３において、基地局１０３と基地局１０
５が設定モードを終了したことを検知すると（８０９でＹＥＳ）、表示部２０７に管理装
置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を一定時間行う（Ｓ１５００、１６００）。ま
た、ステップ８０５において、設定モードの基地局が１つも検出できなかった場合も、無
線端末１００は、表示部２０７に管理装置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を一定
時間行う（１６００）。
【００７７】
　無線端末１００のユーザは前記表示に従い、管理装置１０２の設定ボタン３０４を再度
、押下したとする。
【００７８】
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　管理装置１０２は、設定モードを終了後に（図９の９０９）、再度、設定ボタン３０４
が押下されると（１８００）、基地局に報知信号の内容変更を要求し（１８０１）、基地
局に報知信号の予約領域の情報を変更させる。基地局は管理装置から報知信号の内容変更
を受けると、内容を変更した報知信号を送信する。報知信号の予約領域の情報変更は、例
えば、予約領域の特定の領域にランダムな値を格納しておき、それを変更する、などの方
法がある。
【００７９】
　無線端末１００は、報知信号の変化を検出すると（１７００でＹＥＳ）、報知信号の変
化を最初に検出した基地局と接続し、管理装置との間で無線パラメータの設定を実行する
（８１１、９０６）。無線パラメータの設定が終了すると、管理装置は基地局に対して設
定モード終了通知を行う。基地局は管理装置から設定モード終了通知を受けると、通常モ
ードに切り換える。無線端末１００は、管理装置１０２から提供された無線通信パラメー
タを設定し、通常モードで動作する基地局１０３と接続してデータ通信が可能になる。ま
た、無線端末１００は、設定ボタンの再押下の表示後、一定時間が経過しても設定モード
の基地局が検出できない場合は、自身の設定モードを終了する（８１２）。
【００８０】
　なお、上記説明では、図１７において基地局の設定モードの終了を検出すると、表示部
２０７に管理装置の設定ボタン３０４の再押下を促す表示を行った。しかし、図１３に示
した基地局への重複通知（８０６）の後に、上記表示を行ってもよい。この場合も、無線
端末１００は、設定ボタンの再押下の表示後に、最初に報知信号の変化を検出した基地局
と接続し、管理装置との間で無線通信パラメータの設定を実行する。
【００８１】
　このように、管理装置は、設定ボタンが再押下されると、基地局が送信する報知信号の
内容を変更させる。そして、無線端末は、報知信号が変更された最初の基地局に接続し、
管理装置との間で無線パラメータの設定を行うようにした。これにより、第１の実施形態
、第２の実施形態の効果に加えて、所望の管理装置から無線パラメータを受信することが
容易になる。
【００８２】
　（第５の実施形態）
　本実施形態では、設定モードの管理装置が複数存在した場合に、基地局が送信する報知
信号のＳＮ比（Ｓｉｇｎａｌ／Ｎｏｉｓｅ比）を比較し、接続する基地局を選択するよう
にした。これは、基地局と管理装置との距離が近い、たとえば、基地局と管理装置が同一
筐体内にあるような場合に有効である。つまり、基地局と管理装置の距離が近い場合は、
ユーザが無線端末を持って管理装置の設定ボタン３０４を押下すると、無線端末と基地局
との距離も近くなるからである。
【００８３】
　管理装置１０２、１０６の構成は、第１の実施形態と同様であるが、管理装置１０２は
基地局１０３に近接した位置に設置、または管理装置１０２と基地局１０３が同一筐体内
に構成される。また、管理装置１０６は基地局１０５に近接した位置に設置、または管理
装置１０６と基地局１０５が同一筐体内に構成される。無線端末１００、１０４の構成は
ＲＡＭの構成が異なるが、無線端末の他の構成は、第１の実施形態と同様である。
【００８４】
　図１９は、本実施形態における無線端末のＲＡＭ２０２の構成である。ＲＡＭ２０２に
は、ＳＮ差分記憶部１９００が存在する。
【００８５】
　図２０は、ＳＮ差分記憶部１９００の構成である。ＳＮ差分記憶部１９００は、無線端
末１００が、２つの基地局が送信する報知信号のＳＮ比を比較し、接続先を決定できるか
否かの判断を行うときに使用する。ＳＮ比の欄２０００には、比較するＳＮ比の内、大き
い方の値が対応し、一定の範囲毎に分けられている。差分の最小値欄２００１には、ＳＮ
比が大きい方の値に対するＳＮ比が小さい方の値との差分の最小値を示している。
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【００８６】
　例えば、無線端末１００が受信する基地局１０３の報知信号のＳＮ比が０ｘ１９であり
、基地局１０５の報知信号のＳＮ比が０ｘ１６であった場合は、差分は０ｘ０３である。
図２０によれば、ＳＮ比の大きい方が０ｘ２０―０ｘ１７（基地局１０３の報知信号のＳ
Ｎ比はここに該当）であれば、接続先が決定可能な差分の最小値は０ｘ０５である。基地
局１０３と基地局１０５のＳＮの差分は０ｘ０３であり、この条件に合致しない。よって
、接続先は決定できないと判断される。差分の最小値がＳＮ欄２０００毎に違うのは、電
波の伝搬特性に起因している。
【００８７】
　図２１は、本実施形態における無線端末１００の基地局情報部２０５である。本実施例
では、図５に示した基地局情報部に、基地局が送信した信号のＳＮ比２１００が追加され
ている。
【００８８】
　図２２は、本実施形態の無線端末の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ２００が
ＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに従って実行される。無線端末１００の動作を、図
１９から図２２を使用して、以下に説明する。管理装置の動作は、第１の実施形態と同様
なので説明は省略する。
【００８９】
　本実施形態においても無線端末１００のユーザは、無線端末１００を基地局１０３に接
続し、データ通信することを望んでいる。そのため、無線端末１００のユーザは、管理装
置１０２が管理する基地局１０３の無線パラメータを無線端末１００に設定したい。
【００９０】
　図２２において、無線端末１００は、設定ボタン２０３が押下されると（８００）、基
地局１０３を探索するために、一定時間、スキャンを開始する（８０１）。スキャン開始
後、無線端末１００は、基地局１０３、１０５が送信した報知信号（設定モード）を受信
すると（８０２）、基地局情報部２０５に、受信した報知信号から分かる基地局の情報を
記憶する（８０３）。
【００９１】
　無線端末１００は、スキャンが終了すると（８０４でＹＥＳ）、設定モードの基地局の
数を判断する（８０５）。
【００９２】
　設定モードの基地局が１つならば（８０５で「１」）、無線端末１００は、該当する基
地局に接続し、管理装置との間で無線パラメータの設定処理を行う（８１１）。設定モー
ドの基地局が０ならば（８０５で「０」）、自身の設定モードを終了する（８１２）。
【００９３】
　無線端末１００は、設定モードの基地局は複数であると判断すると（８０５で「複数」
）、各基地局が送信した報知信号のＳＮ比を比較する（２２００）。図２１の例では、無
線端末１００は、基地局１０３および基地局１０５が送信した報知信号のＳＮ比を比較す
る（２２００）。図２１によれば、無線端末１００が受信する基地局１０３から電波のＳ
Ｎ比は０ｘ１６であり、基地局１０５から受信する電波のＳＮ比は０ｘ０ｆである。その
差分は０ｘ０７である。
【００９４】
　ここで、図２０において、ＳＮ比が０ｘ１６の時に、接続先の決定が可能である差分の
最小値は０ｘ０４である。従って、無線端末１００は、接続先を選択可能と判断し（２２
０１でＹＥＳ）、ＳＮ比が大きい方の基地局１０３を接続先に決定する（２２０２）。そ
して、無線端末１００は、基地局１０３に接続し、管理装置１０２との間で無線パラメー
タの設定処理を行う（８１１）。無線パラメータの設定が終了すると、管理装置は基地局
に対して設定モード終了通知を行う。基地局は管理装置から設定モード終了通知を受ける
と、通常モードに切り換える。無線端末１００は、管理装置１０２から提供された無線通
信パラメータを設定し、通常モードで動作する基地局１０３と接続してデータ通信が可能
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になる。
【００９５】
　また、ステップ２２０１において、基地局１０３と基地局１０５の報知信号のＳＮ比の
差分が、図２０の差分の最小値２００１より小さい場合は、無線端末１００は、接続先を
選択不能と判断する（２２０１でＮＯ）。そして、基地局１０３および基地局１０５に対
して、重複通知を送信する（８０６）。以降の処理は、第１の実施形態と同様である。ま
た、第３の実施形態、第４の実施形態の処理を行っても良い。
【００９６】
　なお、上記説明では、設定モードの基地局が複数検出された場合に、ＳＮ比を比較した
。しかし、図１３において、設定モードの基地局が複数検出された場合に（８０５で「複
数」）、ＳＮ比を比較し、基地局の選択を行っても良い。
【００９７】
　また、本実施形態では、電波の質を表すものとしてＳＮ比を挙げて説明したが、受信電
界強度（ＲＳＳＩ）、その他の情報であっても、電波の質を表すものであれば、同様の効
果が得られる。
【００９８】
　以上のように、本実施形態によれば、接続先の候補が複数存在した場合には、無線端末
は受信した電波の状態を用いて接続先を決定するようにした。さらに、電波状態の差分に
より、接続先の決定が可能か不可能かという判断をすることにしたので、所望しない接続
先と接続してしまう危険性を低減できる。
【００９９】
　本実施形態は特に、以下の場合に有効である。
１．基地局と管理装置が近接して設置、もしくは同一筐体の中にある。
２．ユーザが無線端末を身に付けた状態で、管理装置の設定ボタンと、無線端末の設定ボ
タンを押下する。
【０１００】
　上記のような状態では、接続を望む基地局の信号のＳＮ比は大きく、他の基地局のＳＮ
比は比較的小さいと予想されるため、ユーザが所望する基地局に接続するための無線パラ
メータを設定できる可能性が高くなる。
【０１０１】
　（第６の実施形態）
　本実施形態では、第５の実施形態において、ＳＮ比を用いて接続先を決定した際に、無
線端末と管理装置のＬＥＤの点滅パターンを使用して、ユーザに接続先を確認させるよう
にした。
【０１０２】
　本実施形態における無線端末、管理装置は、図２、図３に示した構成に、表示部である
ＬＥＤが付加される。
【０１０３】
　図２３は、本実施形態の無線端末の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ２００が
ＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに従って実行される。図２４は、本実施形態の管理
装置の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ３００がＲＯＭ３０１に格納されるプロ
グラムに従って実行される。なお、すでに説明した部分に関しては、同一の符号を付すこ
とにより、説明を省略する。
【０１０４】
　無線端末１００は、図２２で説明したように、２２０２においてＳＮ比を使用して接続
先を選択すると、当該接続先の基地局に対してＬＥＤの点滅パターンを送信する（２３０
０）。また、基地局に送信した点滅パターンと同じ点滅パターンで自身のＬＥＤを点滅さ
せる（２３０１）。
【０１０５】
　ＬＥＤの点滅パターンを受信した基地局は、自己の無線パラメータを管理する管理装置



(16) JP 4886463 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

にＬＥＤの点滅パターンを転送する。基地局１０３がＬＥＤの点滅パターンを受信した場
合には、管理装置１０２に受信した点滅パターンを転送する。
【０１０６】
　管理装置１０２は、基地局１０３からＬＥＤの点滅パターンを受信すると（２４００）
、自身のＬＥＤを受信した点滅パターンで点滅させる（２４０１）。
【０１０７】
　無線端末１００は、２３０１においてＬＥＤを点滅させたのち、表示部２０７に、ユー
ザに対して所望の接続先（この場合、管理装置１０２）のＬＥＤの点滅パターンを確認す
る旨の表示を行う。そして、無線端末１００は、ユーザに接続または切断を選択させる表
示を行う（２３０２）。
【０１０８】
　無線端末１００は、２３０２における表示を確認したユーザにより、「接続」が選択さ
れると（２３０３でＹＥＳ）、ＳＮ比を使用して選択した基地局（基地局１０３）に接続
し、管理装置１０２との間で無線パラメータ設定処理を行う（８１１、９０６）。無線パ
ラメータの設定が終了すると、管理装置は基地局に対して設定モード終了通知を行う。基
地局は管理装置から設定モード終了通知を受けると、通常モードに切り換える。無線端末
１００は、管理装置１０２から提供された無線通信パラメータを設定し、通常モードで動
作する基地局１０３と接続してデータ通信が可能になる。
【０１０９】
　２３０２における表示を確認したユーザにより、「終了」が選択されると、無線端末１
００は、全ての基地局に対して、重複通知を行う（８０６）。以降の処理は、第１の実施
形態と同様である。また、第３の実施形態、第４の実施形態の処理を行っても良い。
【０１１０】
　なお、上記説明では、設定モードの基地局が複数検出された場合に、ＳＮ比を比較した
。しかし、第５の実施形態と同様に、図１３において、設定モードの基地局が複数検出さ
れた場合に（８０５で「複数」）、ＳＮ比を用いて基地局を選択し、選択した基地局に対
して２３００以降の処理を行っても良い。
【０１１１】
　また、ＳＮ比に代えて、受信電界強度（ＲＳＳＩ）等の、電波の質を表す他の情報を用
いてもよい。
【０１１２】
　以上のように、本実施形態では、無線端末は、接続先を決定したのち、ＬＥＤの点滅パ
ターンによって、ユーザに接続／切断を選択させる表示を行うようにした。これにより、
無線端末のユーザは、接続先を目視で確認できるようなり、所望しない管理装置との間で
、無線パラメータを誤って設定してしまう危険性を低減できる。また、設定モードの基地
局が複数の場合に、ＬＥＤを使用して確認するようにしたので、設定モードの基地局が１
台の場合は、ＬＥＤの確認が必要なく、早期に無線パラメータの設定処理が行える。
【０１１３】
　本実施形態では、ＬＥＤの点滅パターンによってユーザが視覚で確認できるようにした
が、これは、ＬＥＤ以外の可視的なものであってもよいし、また、音であってもよい。
【０１１４】
　（第７の実施形態）
　第１から第６の実施形態では、無線端末が、設定モードである基地局の検出を行った（
例えば、図８の８０１から８０４）。本実施形態では、管理装置が設定モードの基地局の
探索、重複通知を行うようにする。
【０１１５】
　図２５は、本実施形態のシステム構成図である。管理装置１０２は、基地局１０３と無
線２５００によって接続されている。管理装置１０６は、基地局１０５と無線２５０１に
よって接続されている。第１から第６の実施形態では、基地局が基地局情報部２０５（図
５）をＲＡＭ２０２に有していた。本実施形態では、管理装置１０２、１０６が、同様の
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基地局情報部をＲＡＭ３０２に有している。
【０１１６】
　図２６は、本実施形態の無線端末の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ２００が
ＲＯＭ２０１に格納されるプログラムに従って実行される。図２７は、本実施形態の管理
装置の動作を示すフローチャートであり、ＣＰＵ３００がＲＯＭ３０１に格納されるプロ
グラムに従って実行される。なお、すでに説明した部分に関しては、同一の符号を付すこ
とにより説明を省略する。
【０１１７】
　管理装置１０２は、設定ボタン３０４が押下され（９００）、基地局１０３に設定モー
ドの開始通知を行い（９０１）、設定モードの基地局を探索するために、一定時間、スキ
ャンを開始する（２７００）。基地局１０３は、設定モードの開始通知を受信すると、設
定モードの報知信号を送信する。管理装置１０６でも設定ボタン３０４が押下されると、
基地局１０５に設定モードの開始通知を行い、基地局１０５が設定モードの報知信号の送
信を行う。
【０１１８】
　管理装置１０２は、設定モードの報知信号を検出すると（２７０４でＹＥＳ）、ＲＡＭ
３０２の基地局情報部に検出した基地局の情報を記憶する（２７０２）。管理装置１０２
は、スキャンが終了すると（２７０３でＹＥＳ）、設定モードの基地局の数を判断する（
２７０４）。
【０１１９】
　ここで、設定モードの基地局が１つならば（２７０４で「１」）、管理装置１０２は、
無線端末からの設定要求を待ち、設定要求を受信すると、基地局１０３の無線パラメータ
を通知して無線パラメータの設定処理を行う（９０６）。無線パラメータの設定が終了す
ると、管理装置は基地局に対して設定モード終了通知を行う。基地局は管理装置から設定
モード終了通知を受けると、通常モードに切り換える。無線端末１００は、管理装置１０
２から提供された無線通信パラメータを設定し、通常モードで動作する基地局１０３と接
続してデータ通信が可能になる。また、設定モードの基地局が０ならば（２７０４で「０
」）、基地局１０３への設定モードの開始通知が届いていなかったと判断し、再度、基地
局１０３に設定モードの開始通知を行う（９０１）。
【０１２０】
　また、管理装置１０２は、設定モードの基地局を複数検出した場合には（２７０４で「
複数」）、基地局１０３を介して重複通知をブロードキャストする。基地局１０３から送
信された重複通知は、無線端末１００にも送られる。また、有線ＬＡＮを介して基地局１
０５にも送られ、基地局１０５から管理装置１０６、無線端末１０４にも送られる。
【０１２１】
　管理装置１０２は、重複通知を行うと、管理装置の探索を行う（９０３）。そして、探
索した管理装置の情報を管理装置情報部３０５に記憶する。管理装置１０２は、探索が終
了すると、管理装置情報部３０５に記憶した、他の管理装置の無線パラメータが、自身が
管理している無線パラメータと同一であるか比較して確認する（９０４）。管理装置１０
２は、探索した他の管理装置の無線パラメータが、自身が管理している無線パラメータと
同一の場合（９０５でＹＥＳ）、無線端末からの設定要求を待ち、設定要求が検出される
と、無線端末との間で無線パラメータの設定処理を行う（９０６）。この場合は、無線端
末がどの管理装置が管理する無線パラメータを設定しても同じ無線パラメータが設定され
るので、設定モードを終了する必要はない。
【０１２２】
　管理装置１０２は、探索した他の管理装置の無線パラメータが、自身が管理している無
線パラメータと異なる場合（９０５でＮＯ）、基地局１０３に対して、設定モード終了通
知を行う（９０８）。そして、管理装置１０２は、自身の設定モードを終了する（９０９
）。基地局１０３は、設定モード終了通知を受信すると、報知信号のモード領域４００を
「０」にした通常モードの報知信号を定期的に送信する。
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【０１２３】
　無線端末１００は、設定ボタン２０３が押下されると（８００）、タイマ２０６を起動
し（２６００）、重複通知が受信されるかどうかを監視する。このタイマ２０６は、管理
装置１０２が設定モードの基地局のスキャンを行い、設定モードの重複通知を送信するま
での時間を確保するためのタイマである。
【０１２４】
　そして、無線端末１００は、設定モードで動作している基地局を探索するために、一定
時間、スキャンを開始する（８０１）。スキャン開始後、無線端末１００は、基地局が送
信した報知信号（設定モード）を受信と（８０２）、基地局情報部２０５に、受信した報
知信号から分かる基地局１０３の情報を記憶する（８０３）。無線端末１００は、スキャ
ンが終了すると（８０４でＹＥＳ）、重複通知が受信されたかどうかを判断する（２６０
１）。
【０１２５】
　無線端末１００は、重複通知が受信されないまま、２６００で起動したタイマがタイム
アウトした場合は（２６０１でＮＯ、２６０２でＹＥＳ）、８０３で記憶した基地局情報
部２０５を参照する。そして、設定モードの基地局と接続し、管理装置との間で無線通信
パラメータの設定を行う（８１１）。無線パラメータの設定が終了すると、管理装置は基
地局に対して設定モード終了通知を行う。基地局は管理装置から設定モード終了通知を受
けると、通常モードに切り換える。無線端末１００は、管理装置１０２から提供された無
線通信パラメータを設定し、通常モードで動作する基地局１０３と接続してデータ通信が
可能になる。
【０１２６】
　無線端末１００は、２６００で起動したタイマ２０６がタイムアウトする前に重複通知
を受信すると（２６０１でＹＥＳ）、タイマ２０６をリセットして再度タイマ２０６を起
動する（８０８）。無線端末１００は、８０８において起動したタイマ２０６がタイムア
ウトするまでに、基地局が設定モードを終了するかどうかを判断する。基地局の設定モー
ドの終了を検出せず（８０９でＮＯ）、タイマ２０６がタイムアウトすると（８１０でＹ
ＥＳ）。無線端末１００は、設定モードで動作している基地局と接続して管理装置に設定
要求を送信し、管理装置との間で無線パラメータの設定処理を行う（８１１）。
【０１２７】
　また、無線端末１００は、タイマ２０６がタイムアウトする前に、設定モードの報知信
号を送信していた基地局が通常モードの報知信号を送信したことを検出すると（８０９で
ＹＥＳ）、自身の設定モードを終了する（８１２）。なお、無線端末１００は、基地局情
報記憶部２０５を参照することにより、設定モードの基地局が通常モードに切り替わり、
設定モードを終了したことを判断する。
【０１２８】
　以上のように、本実施形態によれば、無線端末からの重複通知を受けなくても、管理装
置側で設定モードの重複を判断できる。従って、他の管理装置の探索（９０３）の処理を
速やかに開始でき、設定モードを終了するまでの時間を短縮できる。
【０１２９】
　なお、管理装置１０２は、スキャン後に（２７００から２７０３）、設定モードの基地
局がないと判断した場合に、設定モード開始通知（９０１）を行うようにしてもよい。こ
の場合は、スキャン開始時では基地局１０３は通常モードで動作している為、スキャンの
結果、設定モードの基地局が１台でも存在すれば、無線端末１００に対して設定モードの
重複通知を行う（２７０５）。また、無線端末は、重複通知を受信すると、自身の設定モ
ードを終了する。
【０１３０】
　このようにすることにより、設定モードを終了する場合に、基地局は設定モードの報知
信号を無駄に送信しなくてもすむ。
【０１３１】
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　また、無線端末側でも、設定モードの基地局が複数存在するかどうかを判断し、設定モ
ードの基地局が複数あるにも係らず、重複通知を受信したいままタイマがタイムアウトす
ると（２６０２）、第１の実施形態のように無線端末から重複通知を行ってもよい。
【０１３２】
　このようにすることにより、管理装置及び基地局は、より確実に設定モードを終了する
ことができる。
【０１３３】
　上記各実施形態の説明は、ＩＥＥＥ８０２．１１準拠の無線ＬＡＮを例に説明したが、
本発明は、ワイヤレスＵＳＢ、ＭＢＯＡ（Ｍｕｌｔｉ　Ｂａｎｄ　ＯＦＤＭ　Ａｌｌｉａ
ｎｃｅ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の他の無線媒体において実施してもよい。
【０１３４】
　また、上記実施形態の説明では、無線パラメータとしてネットワーク識別子、暗号方式
、暗号鍵を例にしたが、認証方式、認証鍵等、他の情報も無線パラメータには含まれるよ
うにしてもよい。
【０１３５】
　以上のように、上述した第１から第７の実施形態によれば、管理装置及び基地局は、早
期に設定モードを終了することができる。
【０１３６】
　また、設定モードの管理装置が複数あった場合でも、設定モードの管理装置が管理する
無線パラメータが一致する場合は、無線パラメータ設定を行うことができる。
【０１３７】
　よって、無線端末に誤った無線パラメータが設定されてしまう事態の発生を低減できる
。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】第１から第６の実施形態におけるシステム構成図
【図２】実施形態における無線端末の構成図
【図３】実施形態における管理装置の構成図
【図４】実施形態において基地局が送信する報知信号の予約領域
【図５】実施形態における基地局情報部
【図６】実施形態における管理装置情報部
【図７】第１の実施形態のシーケンス図
【図８】第１の実施形態における無線端末のフローチャート
【図９】第１の実施形態における無線パラメータ設定管理装置のフローチャート
【図１０】第１の実施形態のシーケンス図
【図１１】第２の実施形態において基地局が送信する報知信号の予約領域
【図１２】第２の実施形態における基地局情報部
【図１３】第２の実施形態における無線端末のフローチャート
【図１４】第２の実施形態における管理装置のフローチャート
【図１５】第３の実施形態のシーケンス図
【図１６】第３の実施形態における無線端末のフローチャート
【図１７】第４の実施形態における無線端末のフローチャート
【図１８】第４の実施形態における管理装置のフローチャート
【図１９】第５の実施形態におけるＲＡＭ（２０２）の構成
【図２０】第５の実施形態におけるＳＮ差分記憶部
【図２１】第５の実施形態における基地局情報部
【図２２】第５の実施形態における無線端末のフローチャート
【図２３】第６の実施形態における無線端末のフローチャート
【図２４】第６の実施形態における管理装置のフローチャート
【図２５】第７の実施形態のシステム構成図
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【図２６】第７の実施形態における無線端末のフローチャート
【図２７】第７の実施形態における管理装置のフローチャート
【符号の説明】
【０１３９】
　１００　無線端末
　１０２　管理装置
　１０３　基地局
　１０４　無線端末
　１０５　基地局
　１０６　管理装置
　１０７　有線ＬＡＮ

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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