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(57)【要約】
【課題】エンドツーエンドの通信品質の低下を抑制可能
な無線通信システムを提供する。
【解決手段】基地局１０，２０は、それぞれ、自己にお
ける混雑度Ｃ１，Ｃ２を測定し、その測定した混雑度Ｃ
１，Ｃ２をＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ１，ＢＣＦ２に
含めて無線装置３０へ送信する。無線装置３０は、Ｂｅ
ａｃｏｎフレームＢＣＦ１，ＢＣＦ２を受信したときの
受信信号強度ＲＳＳＩ１，ＲＳＳＩ２を検出する。そし
て、無線装置３０は、混雑度Ｃ１，Ｃ２および受信信号
強度ＲＳＳＩ１，ＲＳＳＩ２に基づいて、受信信号強度
がしきい値ＲＳＳＩ＿ｔｈ以上であり、混雑度がしきい
値Ｃ＿ｔｈ以下である基地局を接続先の基地局として基
地局１０，２０から選択する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が当該基地局における混雑度を測定し、その測定した混雑度を含む制御フレームを
送信する複数の基地局と、
　前記複数の基地局から送信された複数の制御フレームを受信し、前記複数の制御フレー
ムを受信したときの複数の受信信号強度と前記複数の制御フレームに含まれる複数の混雑
度とに基づいて、前記受信信号強度が第１のしきい値以上であり、かつ、前記混雑度が第
２のしきい値以下である基地局を前記接続先の基地局として選択する無線装置とを備える
無線通信システム。
【請求項２】
　前記無線装置は、前記受信信号強度が前記第１のしきい値以上であり、かつ、前記混雑
度が前記第２のしきい値以下である基地局が複数個存在する場合、前記混雑度が最小であ
る基地局を前記接続先の基地局として選択する、請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記複数の基地局の各々は、当該基地局が使用するチャネルのチャネル混雑度、当該基
地局に接続済みの無線装置の個数、当該基地局を通過するセッション数、当該基地局にお
ける演算処理装置の使用率、当該基地局に入力する入力トラフィック量および当該基地局
から出力される出力トラフィック量のいずれかを前記混雑度として測定する、請求項１ま
たは請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　配下の無線装置へ基地局を選択するための選択情報を送信する基地局であって、
　当該基地局における混雑度を測定する測定手段と、
　前記測定手段が測定した混雑度を含む制御フレームを作成し、その作成した制御フレー
ムを前記配下の無線装置へ送信する送信手段とを備える基地局。
【請求項５】
　前記測定手段は、当該基地局が使用するチャネルのチャネル混雑度、当該基地局に接続
済みの無線装置の個数、当該基地局を通過するセッション数、当該基地局における演算処
理装置の使用率、当該基地局に入力する入力トラフィック量および当該基地局から出力さ
れる出力トラフィック量のいずれかを前記混雑度として測定する、請求項４に記載の基地
局。
【請求項６】
　前記送信手段は、前記配下の無線装置からの要求に応じて、前記制御フレームを作成し
て前記配下の無線装置へ送信する、請求項４または請求項５に記載の基地局。
【請求項７】
　複数の基地局から接続先の基地局を選択する無線装置であって、
　前記基地局における混雑度を含む制御フレームを前記複数の基地局から受信する受信手
段と、
　前記受信手段が前記複数の基地局から複数の制御フレームを受信したときの複数の受信
信号強度を検出する検出手段と、
　前記複数の受信信号強度と前記複数の制御フレームに含まれる複数の混雑度とに基づい
て、前記受信信号強度が第１のしきい値以上であり、かつ、前記混雑度が第２のしきい値
以下である基地局を前記接続先の基地局として選択する選択手段とを備える無線装置。
【請求項８】
　前記複数の基地局を識別するための複数の識別子と、前記複数の識別子に対応付けられ
た複数の受信信号強度と、前記複数の識別子に対応付けられた複数の混雑度とからなる選
択表を作成する作成手段を更に備え、
　前記検出手段は、前記受信手段が１つの基地局から制御フレームを受信するときの受信
信号強度を検出し、
　前記選択手段は、前記受信手段が前記１つの基地局から受信した制御フレームから前記
１つの基地局の識別子と混雑度とを抽出し、その抽出した前記１つの基地局の識別子およ
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び混雑度と前記検出手段が検出した受信信号強度とを対応付けて前記選択表に格納する、
請求項７に記載の無線装置。
【請求項９】
　前記選択手段は、前記受信信号強度が前記第１のしきい値以上であり、かつ、前記混雑
度が前記第２のしきい値以下である基地局が複数個存在する場合、前記混雑度が最小であ
る基地局を前記接続先の基地局として選択する、請求項８に記載の無線装置。
【請求項１０】
　前記受信手段は、当該無線装置からの要求に対応する応答として前記制御フレームを受
信する、請求項７から請求項９のいずれか１項に記載の無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線通信システム、それに用いられる基地局および無線装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ステーションがアクセスポイントに接続する際の手順は、以下のようになってい
る。
【０００３】
　ステーションは、各アクセスポイントが送信するＢｅａｃｏｎフレームを収集したり（
パッシブスキャン）、自身が送信するＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔフレームに対する各ア
クセスポイントからのＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅフレームを収集したり（アクティブ
スキャン）して、全てのチャネル上に存在する全ての基地局をスキャンする。
【０００４】
　そして、ステーションは、スキャン結果としてスキャンレポートを生成する。スキャン
レポートには、スキャンで発見した全ての基地局と、そのパラメータが含まれる。
【０００５】
　パラメータには、ＢＳＳＩＤ，ＳＳＩＤ，ＢＳＳｔｙｐｅ、ビーコン間隔、ＤＴＩＭ間
隔、タイミングパラメータ、ＰＨＹパラメータ、ＣＦパラメータ、ＩＢＳＳパラメータ、
ＢＳＳ基本レート集合、およびアクセスポイントからの信号強度などの情報が含まれる。
【０００６】
　ステーションは、スキャンレポートを生成すると、アクセスポイントからの信号強度を
判断基準としてどの基地局に参加するかを決定する（非特許文献１）。
【非特許文献１】Matthew Gast著，「802.11無線ネットワーク管理」，オライリー・ジャ
パン，ISBN4-87311-308-3．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来技術では、アクセスポイントからの信号強度をアクセスポイント選択基準
としているが、接続したアクセスポイントからの信号強度が高くても、そのアクセスポイ
ントの処理負荷が高かったり、そのアクセスポイントが使用している無線チャネルが混雑
していたりすると、エンドツーエンドの通信品質が悪くなってしまうという問題がある。
【０００８】
　そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、
エンドツーエンドの通信品質の低下を抑制可能な無線通信システムを提供することである
。
【０００９】
　また、この発明の別の目的は、エンドツーエンドの通信品質の低下を抑制可能な無線通
信システムに用いられる基地局を提供することである。
【００１０】
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　更に、この発明の別の目的は、エンドツーエンドの通信品質の低下を抑制可能な無線通
信システムに用いられる無線装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明によれば、無線通信システムは、複数の基地局と、無線装置とを備える。複数
の基地局の各々は、当該基地局における混雑度を測定し、その測定した混雑度を含む制御
フレームを送信する。無線装置は、複数の基地局から送信された複数の制御フレームを受
信し、複数の制御フレームを受信したときの複数の受信信号強度と複数の制御フレームに
含まれる複数の混雑度とに基づいて、受信信号強度が第１のしきい値以上であり、かつ、
混雑度が第２のしきい値以下である基地局を接続先の基地局として選択する。
【００１２】
　好ましくは、無線装置は、受信信号強度が第１のしきい値以上であり、かつ、混雑度が
第２のしきい値以下である基地局が複数個存在する場合、混雑度が最小である基地局を接
続先の基地局として選択する。
【００１３】
　好ましくは、複数の基地局の各々は、当該基地局が使用するチャネルのチャネル混雑度
、当該基地局に接続済みの無線装置の個数、当該基地局を通過するセッション数、当該基
地局における演算処理装置の使用率、当該基地局に入力する入力トラフィック量および当
該基地局から出力される出力トラフィック量のいずれかを混雑度として測定する。
【００１４】
　また、この発明によれば、基地局は、配下の無線装置へ基地局を選択するための選択情
報を送信する基地局であって、測定手段と、送信手段とを備える。測定手段は、当該基地
局における混雑度を測定する。送信手段は、測定手段が測定した混雑度を含む制御フレー
ムを作成し、その作成した制御フレームを配下の無線装置へ送信する。
【００１５】
　好ましくは、測定手段は、当該基地局が使用するチャネルのチャネル混雑度、当該基地
局に接続済みの無線装置の個数、当該基地局を通過するセッション数、当該基地局におけ
る演算処理装置の使用率、当該基地局に入力する入力トラフィック量および当該基地局か
ら出力される出力トラフィック量のいずれかを混雑度として測定する。
【００１６】
　好ましくは、送信手段は、配下の無線装置からの要求に応じて、制御フレームを作成し
て配下の無線装置へ送信する。
【００１７】
　更に、この発明によれば、無線装置は、複数の基地局から接続先の基地局を選択する無
線装置であって、受信手段と、検出手段と、選択手段とを備える。受信手段は、基地局に
おける混雑度を含む制御フレームを複数の基地局から受信する。検出手段は、受信手段が
複数の基地局から複数の制御フレームを受信したときの複数の受信信号強度を検出する。
選択手段は、複数の受信信号強度と複数の制御フレームに含まれる複数の混雑度とに基づ
いて、受信信号強度が第１のしきい値以上であり、かつ、混雑度が第２のしきい値以下で
ある基地局を接続先の基地局として選択する。
【００１８】
　好ましくは、無線装置は、作成手段を更に備える。作成手段は、複数の基地局を識別す
るための複数の識別子と、複数の識別子に対応付けられた複数の受信信号強度と、複数の
識別子に対応付けられた複数の混雑度とからなる選択表を作成する。そして、検出手段は
、受信手段が１つの基地局から制御フレームを受信するときの受信信号強度を検出する。
選択手段は、受信手段が１つの基地局から受信した制御フレームから１つの基地局の識別
子と混雑度とを抽出し、その抽出した１つの基地局の識別子および混雑度と検出手段が検
出した受信信号強度とを対応付けて選択表に格納する。
【００１９】
　好ましくは、選択手段は、受信信号強度が第１のしきい値以上であり、かつ、混雑度が



(5) JP 2009-225053 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

第２のしきい値以下である基地局が複数個存在する場合、混雑度が最小である基地局を接
続先の基地局として選択する。
【００２０】
　好ましくは、受信手段は、当該無線装置からの要求に対応する応答として制御フレーム
を受信する。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明においては、受信信号強度が第１のしきい値以上であり、かつ、混雑度が第２
のしきい値以下である基地局が接続先の基地局として選択される。その結果、無線装置は
、接続先の基地局と安定して無線通信を行なうことができる。
【００２２】
　従って、この発明によれば、エンドツーエンドの通信品質の低下を抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２４】
　図１は、この発明の実施の形態による無線通信システムの構成を示す概略図である。こ
の発明の実施の形態による無線通信システム１００は、基地局１０，２０と、無線装置３
０とを備える。
【００２５】
　基地局１０，２０の各々は、アクセスポイントからなる。そして、基地局１０，２０の
各々は、後述する方法によって、自己における混雑度を測定し、その測定した混雑度をＢ
ｅａｃｏｎフレームに含めて無線装置３０へ送信する。
【００２６】
　無線装置３０は、基地局１０，２０から送信されるＢｅａｃｏｎフレームを受信し、Ｂ
ｅａｃｏｎフレームを受信したときの受信信号強度と、Ｂｅａｃｏｎフレームに含まれて
いる混雑度とに基づいて、後述する方法によって、基地局１０，２０から接続先の基地局
を選択する。そして、無線装置３０は、その選択した基地局へ接続する。
【００２７】
　図２は、図１に示す基地局１０の構成を示す概略図である。基地局１０は、無線モジュ
ール１と、モニターモジュール２と、キュー３と、通信モジュール４とを含む。
【００２８】
　無線モジュール１は、タイマーを内蔵している。そして、無線モジュール１は、キュー
３からパケットを取り出し、その取り出したパケットを無線装置３０へ送信するとともに
、無線装置３０からパケットを受信し、その受信したパケットを通信モジュール４へ出力
する。
【００２９】
　また、無線モジュール１は、パケットの送信が完了した時刻を計測してモニターモジュ
ール２へ出力する。
【００３０】
　モニターモジュール２は、通信モジュール２がパケットをキュー３に格納した時刻Ｔ１
を通信モジュール４から受け、無線モジュール１がパケットの送信を完了した時刻Ｔ２を
無線モジュール１から受ける。そして、モニターモジュール２は、時刻Ｔ２から時刻Ｔ１
を減算して基地局１０における送信時間Ｔｔｘを演算し、その演算した送信時間Ｔｔｘを
基地局１０における混雑度として通信モジュール４へ出力する。
【００３１】
　キュー３は、通信モジュール４から受けたパケットを一定時間保持する。通信モジュー
ル４は、タイマーを内蔵している。そして、通信モジュール４は、上位層から受けたパケ
ットをキュー３に格納するとともに、パケットをキュー３に格納した時刻Ｔ１を計測して
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モニターモジュール２へ出力する。
【００３２】
　また、通信モジュール４は、無線モジュール１からパケットを受ける。更に、通信モジ
ュール４は、混雑度（＝送信時間Ｔｔｘ）をモニターモジュール２から受けると、その受
けた混雑度（＝送信時間Ｔｔｘ）をＢｅａｃｏｎフレームに格納し、キュー３および無線
モジュール１を介して無線装置３０へ送信する。
【００３３】
　なお、図１に示す基地局２０は、図２に示す基地局１０と同じ構成からなる。
【００３４】
　図３は、図１に示す無線装置３０の構成を示す概略図である。無線装置３０は、送受信
モジュール３１と、検出手段３２と、作成手段３３と、選択表３４と、選択手段３５と、
通信モジュール３６とを含む。
【００３５】
　送受信モジュール３１は、基地局１０，２０から送信されたＢｅａｃｏｎフレームを受
信し、その受信したＢｅａｃｏｎフレームを作成手段３３へ出力する。また、送受信モジ
ュール３１は、基地局１０，２０から送信されたパケットを受信し、その受信したパケッ
トを通信モジュール３６へ出力する。
【００３６】
　更に、送受信モジュール３１は、通信モジュール３６から受けたパケットを基地局１０
，２０へ送信する。
【００３７】
　検出手段３２は、送受信モジュール３１がＢｅａｃｏｎフレームを受信したときの受信
信号強度ＲＳＳＩを検出し、その検出した受信信号強度ＲＳＳＩを作成手段３３へ出力す
る。
【００３８】
　作成手段３３は、送受信モジュール３１からＢｅａｃｏｎフレームを受け、検出手段３
２から受信信号強度ＲＳＳＩを受ける。そして、作成手段３３は、Ｂｅａｃｏｎフレーム
および受信信号強度に基づいて、後述する方法によって選択表３４を作成する。
【００３９】
　選択表３４は、基地局１０，２０の識別子、基地局１０，２０からのパケット等を受信
したときの受信信号強度および基地局１０，２０における混雑度を相互に対応付けた表か
らなる。
【００４０】
　選択手段３５は、選択表３４を参照して、後述する方法によって、無線装置３０が接続
する接続先の基地局を基地局１０，２０から選択する。そして、選択手段３５は、その選
択した基地局を通信モジュール３６へ通知する。
【００４１】
　通信モジュール３６は、送受信モジュール３１からパケットを受ける。また、通信モジ
ュール３６は、無線装置３０の接続先の基地局を選択手段３５から受けると、その接続先
の基地局へアクセスして無線リンクを確立する。そして、通信モジュール３６は、その接
続先の基地局と無線通信を行なう。
【００４２】
　図４は、ＭＡＣ管理フレームとしてのＢｅａｃｏｎフレームの構成図である。Ｂｅａｃ
ｏｎフレームは、ＭＡＣヘッダと、フレーム本体と、フレームチェックサムシーケンス（
ＦＣＳ）とからなる。
【００４３】
　ＭＡＣヘッダは、フレームサブタイプに関係無く、一定である。そして、ＭＡＣヘッダ
は、ＢＳＳＩＤを含む。フレーム本体は、情報エレメント（ＩＥ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）と、固定フィールドとからなる。
【００４４】
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　情報エレメントは、ノード間の情報のやり取りに用いられ、可変長である。
【００４５】
　図５は、図４に示す情報エレメントの構成図である。情報エレメントは、エレメントＩ
Ｄと、長さと、測定情報とからなる。エレメントＩＤは、この発明においては、一般的に
用いられていないエレメントＩＤとして、例えば、“２２４”が格納される。長さは、情
報エレメントの長さを示す。測定情報は、混雑度およびＳＳＩＤが格納される。
【００４６】
　基地局１０，２０の通信モジュール４は、モニターモジュール２から混雑度を受けると
、その受けた混雑度をＢｅａｃｏｎフレームの情報エレメントの測定情報に格納し、その
混雑度を格納したＢｅａｃｏｎフレームを無線装置３０へ送信する。
【００４７】
　図６は、図３に示す選択表３４の構成図である。選択表３４は、ＢＳＳＩＤと、ＳＳＩ
Ｄと、受信信号強度と、混雑度とを含む。ＳＳＩＤ、ＳＳＩＤ、受信信号強度および混雑
度は、相互に対応付けられる。
【００４８】
　ＢＳＳＩＤは、基地局１０，２０の識別子であり、基地局１０，２０のＭＡＣアドレス
からなる。ＳＳＩＤは、同じ運用がなされる基地局（アクセスピント）のＩＤであり、ユ
ーザによって設定される。
【００４９】
　受信信号強度は、Ｂｅａｃｏｎフレームを受信したときの受信信号強度からなる。混雑
度は、基地局１０，２０における混雑度からなる。
【００５０】
　無線装置３０の作成手段３３は、送受信モジュール３１からＢｅａｃｏｎフレームを受
けると、その受けたＢｅａｃｏｎフレームからＢＳＳＩＤ、ＳＳＩＤおよび混雑度を取り
出す。また、作成手段３３は、Ｂｅａｃｏｎフレームを受信したときの受信信号強度を検
出手段３２から受ける。そうすると、作成手段３３は、ＢＳＳＩＤ、ＳＳＩＤ、受信信号
強度および混雑度を相互に対応付けて選択表３４に格納する。
【００５１】
　図７は、選択表３４の具体例を示す図である。作成手段３３は、基地局１０，２０から
受信したＢｅａｃｏｎフレームに基づいて、選択表３４Ａを作成する。選択表３４Ａにお
いては、基地局１０，２０に対して同じＳＳＩＤが付与されている。
【００５２】
　選択手段３５は、選択表３４Ａを参照して、無線装置３０の接続先の基地局を基地局１
０，２０から選択する。より具体的には、選択手段３５は、受信信号強度ＲＳＳＩ１，Ｒ
ＲＳＩ２および混雑度Ｃ１，Ｃ２を選択表３４Ａから取り出し、その取り出した受信信号
強度ＲＳＳＩ１，ＲＲＳＩ２をしきい値ＲＳＳＩ＿ｔｈと比較し、混雑度Ｃ１，Ｃ２をし
きい値Ｃ＿ｔｈと比較する。
【００５３】
　そして、選択手段３５は、受信信号強度ＲＳＳＩがしきい値ＲＳＳＩ＿ｔｈ以上であり
、かつ、混雑度Ｃがしきい値Ｃ＿ｔｈ以下である基地局を無線装置３０の接続先の基地局
として選択する。
【００５４】
　なお、受信信号強度ＲＳＳＩがしきい値ＲＳＳＩ＿ｔｈ以上であり、かつ、混雑度Ｃが
しきい値Ｃ＿ｔｈ以下である基地局が複数個存在する場合、選択手段３５は、混雑度Ｃが
最小である基地局を無線装置３０の接続先の基地局として選択する。
【００５５】
　このように、この発明においては、受信信号強度ＲＳＳＩがしきい値ＲＳＳＩ＿ｔｈ以
上であり、かつ、混雑度Ｃがしきい値Ｃ＿ｔｈ以下である基地局を無線装置３０の接続先
の基地局として選択するので、無線装置３０は、エンドツーエンドの通信品質の低下を抑
制して無線通信を行なうことができる。
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【００５６】
　図８は、基地局を選択する動作を説明するためのフローチャートである。一連の動作が
開始されると、基地局１０は、上述した方法によって混雑度Ｃ１を測定し、基地局２０は
、上述した方法によって混雑度Ｃ２を測定する（ステップＳ１）。
【００５７】
　そして、基地局１０は、混雑度Ｃ１を含むＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ１を作成し、そ
の作成したＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ１を無線装置３０へ送信し、基地局２０は、混雑
度Ｃ２を含むＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ２を作成し、その作成したＢｅａｃｏｎフレー
ムＢＣＦ２を無線装置３０へ送信する（ステップＳ２）。
【００５８】
　無線装置３０の送受信モジュール３１は、基地局１０，２０からそれぞれＢｅａｃｏｎ
フレームＢＣＦ１，ＢＣＦ２を受信し（ステップＳ３）、その受信したＢｅａｃｏｎフレ
ームＢＣＦ１，ＢＣＦ２を作成手段３３へ出力する。
【００５９】
　そして、無線装置３０の検出手段３２は、送受信モジュール３１がＢｅａｃｏｎフレー
ムＢＣＦ１を受信したときの受信信号強度ＲＳＳＩ１を検出し、送受信モジュール３１が
ＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ２を受信したときの受信信号強度ＲＳＳＩ２を検出する（ス
テップＳ４）。
【００６０】
　その後、無線装置３０の検出手段３２は、その検出した受信信号強度ＲＳＳＩ１，ＲＳ
ＳＩ２を作成手段３３へ出力する。
【００６１】
　無線装置３０の作成手段３３は、送受信モジュール３１からＢｅａｃｏｎフレームＢＣ
Ｆ１，ＢＣＦ２を受け、検出手段３２から受信信号強度ＲＳＳＩ１，ＲＳＳい２を受ける
。そして、無線装置３０の作成手段３３は、ＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ１からＢＳＳＩ
Ｄ（＝ＭＡＣａｄｄ１０），ＳＳＩＤ（＝ＳＳＩＤ＿Ａ）および混雑度Ｃ１を取り出し、
その取り出したＢＳＳＩＤ（＝ＭＡＣａｄｄ１０），ＳＳＩＤ（＝ＳＳＩＤ＿Ａ）および
混雑度Ｃ１と、受信信号強度ＲＳＳＩ１とを相互に対応付けて選択表３４に格納する。
【００６２】
　また、無線装置３０の作成手段３３は、ＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ２からＢＳＳＩＤ
（＝ＭＡＣａｄｄ２０），ＳＳＩＤ（＝ＳＳＩＤ＿Ａ）および混雑度Ｃ２を取り出し、そ
の取り出したＢＳＳＩＤ（＝ＭＡＣａｄｄ２０），ＳＳＩＤ（＝ＳＳＩＤ＿Ａ）および混
雑度Ｃ２と、受信信号強度ＲＳＳＩ２とを相互に対応付けて選択表３４に格納する。これ
によって、選択表３４Ａが作成される（ステップＳ５）。
【００６３】
　そうすると、無線装置３０の選択手段３５は、選択表３４Ａから混雑度Ｃ１，Ｃ２およ
び受信信号強度ＲＳＳＩ１，ＴＳＳＩ２を取り出し、その取り出した混雑度Ｃ１，Ｃ２お
よび受信信号強度ＲＳＳＩ１，ＴＳＳＩ２に基づいて、受信信号強度ＲＳＳＩがしきい値
ＲＳＳＩ＿ｔｈ以上であり、かつ、混雑度Ｃがしきい値Ｃ＿ｔｈ以下である基地局を抽出
する（ステップＳ６）。
【００６４】
　そして、無線装置３０の選択手段３５は、抽出した基地局が複数であるか否かを判定す
る（ステップＳ７）。
【００６５】
　ステップＳ７において、抽出した基地局が複数であると判定されたとき、無線装置３０
の選択手段３５は、混雑度が最小である基地局を接続先の基地局として選択する（ステッ
プＳ８）。
【００６６】
　一方、ステップＳ７において、抽出した基地局が複数でないと判定されたとき、無線装
置３０の選択手段３５は、ステップＳ６において抽出した基地局を接続先の基地局として
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選択する（ステップＳ９）。
【００６７】
　そして、ステップＳ８またはステップＳ９の後、一連の動作が終了する。
【００６８】
　無線装置３０は、接続先の基地局が選択されれば、その選択された基地局へアクセスし
て無線リンクを確立し、無線通信を行なう。
【００６９】
　なお、上記においては、基地局１０，２０は、それぞれ、測定した混雑度Ｃ１，Ｃ２を
ＢｅａｃｏｎフレームＢＣＦ１，ＢＣＦ２に格納して無線装置３０へ送信すると説明した
が、この発明においては、これに限らず、基地局１０，２０は、無線装置３０から受信し
たＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｔフレームに対応して送信するＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
フレームに混雑度Ｃ１，Ｃ２を格納して無線装置３０へ送信してもよい。
【００７０】
　Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅフレームは、図４および図５に示すＢｅａｃｏｎフレー
ムと同じ構成からなる。従って、基地局１０，２０の通信モジュール４は、混雑度Ｃ１，
Ｃ２をＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅフレームの情報エレメントの測定情報に格納して無
線装置３０へ送信する。
【００７１】
　このように、この発明においては、無線装置３０は、Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｔフレー
ムを基地局１０，２０へ送信し、基地局１０，２０における混雑度Ｃ１，Ｃ２を含むＰｒ
ｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅフレームを基地局１０，２０から受信することによって接続先
の基地局を選択するための情報を収集するようにしてもよい。つまり、無線装置３０は、
基地局１０，２０へ要求（＝Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｔフレーム）を送信し、その要求に
対応する応答であるＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅフレームを受信することによって接続
先の基地局を選択するための情報を収集するようにしてもよい。
【００７２】
　また、上記においては、混雑度は、基地局１０，２０において、パケットがキュー３に
格納されてからパケットの送信が完了するまでの時間からなると説明したが、この発明に
おいては、これに限らず、混雑度は、次の情報からなっていてもよい。
【００７３】
　即ち、混雑度は、基地局１０，２０におけるチャネルのチャネル混雑度、基地局１０，
２０に接続済みの無線装置の個数、基地局１０，２０を通過するセッション数、基地局１
０，２０における演算処理装置（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）の使用率、基地局１０，２０に入力される入力トラフィック量、および基地局１０
，２０から出力される出力トラフィック量のいずれかからなっていてもよい。
【００７４】
　混雑度がチャネル混雑度からなる場合、混雑度は、パケットがキュー３に格納されてか
らパケットがキュー３から取り出されるまでの時間としてモニターモジュール２によって
測定される。
【００７５】
　また、混雑度が接続済みの無線装置の個数からなる場合、混雑度は、通信モジュール４
が無線通信を行なっている無線装置の個数として通信モジュール４によって測定される。
【００７６】
　更に、混雑度が基地局１０，２０を通過するセッション数からなる場合、混雑度は、上
位層に存在するアプリケーションが確立しているセッションの個数としてアプリケーショ
ンによって測定される。そして、通信モジュール４は、アプリケーションからセッション
数を受ける。
【００７７】
　更に、混雑度が演算処理装置（ＣＰＵ）の使用率からなる場合、混雑度は、一定時間内
における演算処理装置（ＣＰＵ）の処理量として演算処理装置（ＣＰＵ）によって測定さ
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【００７８】
　更に、混雑度が入力トラフィック量からなる場合、混雑度は、一定時間内に通信モジュ
ール４へ入力されるビット量として通信モジュール４によって測定される。
【００７９】
　更に、混雑度が出力トラフィック量からなる場合、混雑度は、一定時間内に通信モジュ
ール４から出力されるビット量として通信モジュール４によって測定される。
【００８０】
　更に、上記においては、無線通信システム１００は、２個の基地局１０，２０を備える
と説明したが、この発明においては、これに限らず、無線通信システム１００は、３個以
上の基地局を備えていてもよく、一般的には、複数の基地局を備えていればよい。また、
無線装置についても、同様である。
【００８１】
　この発明においては、しきい値ＲＳＳＩ＿ｔｈは、「第１のしきい値」を構成し、しき
い値Ｃ＿ｔｈは、「第２のしきい値」を構成する。
【００８２】
　また、この発明においては、ＢｅａｃｏｎフレームおよびＰｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅフレームは、「制御フレーム」を構成する。
【００８３】
　更に、この発明においては、モニターモジュール２は、「測定手段」を構成し、通信モ
ジュール４は、「送信手段」を構成する。
【００８４】
　更に、この発明においては、送受信モジュール３１は、「受信手段」を構成する。
【００８５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　この発明は、エンドツーエンドの通信品質の低下を抑制可能な無線通信システムに適用
される。また、この発明は、エンドツーエンドの通信品質の低下を抑制可能な無線通信シ
ステムに用いられる基地局に適用される。更に、この発明は、エンドツーエンドの通信品
質の低下を抑制可能な無線通信システムに用いられる無線装置に適用される。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】この発明の実施の形態による無線通信システムの構成を示す概略図である。
【図２】図１に示す基地局の構成を示す概略図である。
【図３】図１に示す無線装置の構成を示す概略図である。
【図４】ＭＡＣ管理フレームとしてのＢｅａｃｏｎフレームの構成図である。
【図５】図４に示す情報エレメントの構成図である。
【図６】図３に示す選択表の構成図である。
【図７】選択表の具体例を示す図である。
【図８】基地局を選択する動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００８８】
　１　無線モジュール、２　モニターモジュール、３　キュー、４，３６　通信モジュー
ル、１０，２０　基地局、３０　無線装置、３１　送受信モジュール、３２　検出手段、
３３　作成手段、３４，３４Ａ　選択表、３５　選択手段、１００　無線通信システム。



(11) JP 2009-225053 A 2009.10.1

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(12) JP 2009-225053 A 2009.10.1

フロントページの続き

(72)発明者  小花　貞夫
            京都府相楽郡精華町光台二丁目２番地２　株式会社国際電気通信基礎技術研究所内
Ｆターム(参考) 5K067 AA23  AA33  DD19  DD24  DD25  DD43  DD44  EE02  EE10  EE24 
　　　　 　　        HH22  HH23  JJ73 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

