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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な複数の基地局と、管理装置と、前記複数
の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する中継装置と、を含む通信システムであっ
て、
　前記中継装置は、
　受信したメッセージの転送先の決定に用いる情報を記憶する記憶手段を有し、
　前記管理装置は、
　第１の基地局に無線接続している無線端末に対して、第２の基地局への無線接続の切替
えを指示する指示手段と、
　前記指示手段により切替えを指示した無線端末を宛先とする第１のメッセージをブロー
ドキャストで送信する報知手段とを有し、
　前記無線端末は、
　前記指示手段による切替えの指示に基づいて、前記第２の基地局へ無線接続を切替える
切替え手段と、
　前記切替え手段による切替えが完了した後に、前記記憶手段により記憶している情報を
前記中継装置が更新するための第２のメッセージを前記管理装置から送信された第１のメ
ッセージに対する応答メッセージとして送信する送信手段と、を有し、
　前記中継装置は、
　前記送信手段により前記無線端末から送信された第２のメッセージに基づいて、前記記
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憶手段により記憶している情報を更新する更新手段を有する、
　通信システム。
【請求項２】
　前記報知手段により送信されるメッセージは、ＡＲＰ要求メッセージである請求項１記
載の通信システム。
【請求項３】
　前記管理装置は、
　無線端末のＩＰアドレスとＭＡＣアドレスとを対応付けて管理する管理手段と、
　前記管理手段により管理しているＭＡＣアドレスのうち、前記指示手段により切替えを
指示した無線端末のＭＡＣアドレスを削除する削除手段を有し、
　前記削除手段によりＭＡＣアドレスを削除した後に、前記指示手段により切替えを指示
した無線端末のＩＰアドレスを指定したＰＩＮＧコマンドの送信処理を行うことにより、
前記報知手段は前記ＡＲＰ要求メッセージを送信する請求項２記載の通信システム。
【請求項４】
　前記管理装置は、
　前記報知手段により送信したメッセージに対する前記無線端末からの応答メッセージを
受信する受信手段と、
　前記受信手段による受信に応じて、前記無線端末に対するＰＩＮＧプロトコルを実行す
る実行手段と、
　を有する請求項２または３に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記送信手段は、前記切替え手段による切替えの完了に応じて、前記管理装置で受信可
能なメッセージを送信する請求項１記載の通信システム。
【請求項６】
　前記送信手段により送信されるメッセージは、前記切替え手段による切替えが完了した
ことを通知するためのメッセージである請求項５記載の通信システム。
【請求項７】
　前記管理装置は、
　前記複数の基地局における無線リソースを管理する装置であり、
　前記指示手段は、前記第１の基地局における無線リソースの使用状態に基づいて、前記
第２の基地局への無線接続の切替えを指示する請求項１から６のいずれか１項に記載の通
信システム。
【請求項８】
　無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な複数の基地局と、管理装置と、前記複数
の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する中継装置と、を含む通信システムにおけ
る管理装置であって、
　第１の基地局に無線接続している無線端末に対して、第２の基地局への無線接続の切替
えを指示する指示手段と、
　前記指示手段により切替えを指示した無線端末を宛先とするメッセージをブロードキャ
ストで送信する報知手段と、
　前記メッセージに対する応答メッセージであって、前記中継装置に転送先の決定に用い
る情報を更新させるための応答メッセージを前記無線端末から前記中継装置を介して受信
する受信手段と
　を有することを特徴とする管理装置。
【請求項９】
　無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な複数の基地局と、管理装置と、前記複数
の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する中継装置と、を含む通信システムにおけ
る管理装置によって実行されるプログラムであって、
　第１の基地局に無線接続している無線端末に対して、第２の基地局への無線接続の切替
えを指示する指示工程と、
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　前記指示工程において切替えを指示した無線端末を宛先とするメッセージをブロードキ
ャストで送信する報知工程と、
　前記メッセージに対する応答メッセージであって、前記中継装置に転送先の決定に用い
る情報を更新させるための応答メッセージを前記無線端末から前記中継装置を介して受信
する受信工程と
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
　無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な複数の基地局と、管理装置と、前記複数
の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する中継装置と、を含む通信システムにおけ
る無線端末であって、
　前記管理装置からの第１の基地局から第２の基地局への無線接続の切替えの指示に基づ
いて、前記第２の基地局へ無線接続を切替える切替え手段と、
　前記切替え手段による切替えが完了した後に、前記管理装置から無線端末を宛先とし、
ブロードキャストで送信されたメッセージを受信した場合、当該メッセージの応答メッセ
―ジとして、前記中継装置に転送先の決定に用いる情報を更新させるための情報を送信す
る送信手段と、
　を有することを特徴とする無線端末。
【請求項１１】
　無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な複数の基地局と、管理装置と、前記複数
の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する中継装置と、を含む通信システムにおけ
る無線端末によって実行されるプログラムであって、
　前記管理装置からの第１の基地局から第２の基地局への無線接続の切替えの指示に基づ
いて、前記第２の基地局へ無線接続を切替える切替え工程と、
　前記切替え工程において切替えが完了した後に、前記管理装置から無線端末を宛先とし
、ブロードキャストで送信されたメッセージを受信した場合、当該メッセージの応答メッ
セ―ジとして、前記中継装置に転送先の決定に用いる情報を更新させるための情報を送信
する送信工程と、
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１２】
　無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な複数の基地局と、管理装置と、前記複数
の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する中継装置と、を含む通信システムの制御
方法であって、
　前記管理装置は、
　第１の基地局に無線接続している無線端末に対して、第２の基地局への無線接続の切替
えを指示し、
　切替えを指示した無線端末を宛先とする第１のメッセージをブロードキャストで送信し
、
　前記切替えを指示された無線端末は、
　前記第２の基地局へ無線接続を切替えた後に、前記中継装置が受信したメッセージの転
送先の決定に用いる情報を更新するための第２のメッセージを前記管理装置から送信され
た第１のメッセージに対する応答メッセージとして送信し、
　前記中継装置は、
　前記無線端末から送信された第２のメッセージに基づいて、受信したメッセージの転送
先の決定に用いる情報を更新する通信システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な複数の基地局と、管理装置と
、前記複数の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する中継装置と、を含む通信シス
テム、及び通信システムの制御方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、８０２．１１無線ＬＡＮ（以下、無線ＬＡＮ）の普及により、無線ＬＡＮを介し
て、映像データ等のストリーム通信が可能なホームネットワークシステムが開発されてい
る。
【０００３】
　特許文献１には、複数のアクセスポイント装置で使用される無線リソースを管理する管
理装置について開示されている。特許文献１記載の管理装置は、各アクセスポイント装置
が使用している無線リソースの使用状況に応じて、無線端末に対して接続先のアクセスポ
イント装置を指示する。例えば、無線端末が接続されている第１のアクセスポイント装置
の無線リソースが枯渇すると、無線リソースに空きがある第２のアクセスポイント装置へ
の接続切替えを指示する。そして、無線端末は、管理装置からの指示に従って第２のアク
セスポイント装置へ接続を切替え、引き続き無線通信を行う。このように、ネットワーク
内に管理装置を設けることにより、各無線端末はシステム内の適切な無線リソースを利用
してストリーム通信を行うことができる。
【０００４】
　また、特許文献２、３には、無線端末の移動により接続先のアクセスポイント装置が切
替わった場合の無線端末のＩＰアドレス、及びＭＡＣアドレスの管理方法について開示さ
れている。なお、ＩＰはＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌの略であり、ＭＡＣはＭｅ
ｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌの略である。
【特許文献１】特開２００７－０６７７４５号公報
【特許文献２】特開２０００－０５９３８０号公報
【特許文献３】特開２００３－１９８５５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数のアクセスポイント（基地局）装置の無線リソースを管理する管理装置が、ブリッ
ジを介して前記複数のアクセスポイント装置と接続されている場合について考える。ここ
で、第１のアクセスポイント装置を介してストリーム通信を行っている２台の無線端末が
、管理装置の指示により第２のアクセスポイント装置へ接続を切替えたものとする。この
場合、上記２台の無線端末は、第２のアクセスポイント装置を介してストリーム通信を継
続することができる。
【０００６】
　一方、接続先を第２のアクセスポイント装置に切替えた無線端末に対する管理装置から
のＩＰメッセージは、無線端末に未到達となってしまう可能性がある。これは、ブリッジ
で管理するｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルが更新されておらず、管理装置からのＩＰメッ
セージを受信したブリッジが、無線端末がそれまで接続されていた第１のアクセスポイン
ト装置に対してＩＰメッセージを転送してしまうためである。その結果、管理装置からの
重要な制御メッセージを無線端末が受信できなくなってしまう。
【０００７】
　本発明は、管理装置からの指示により無線端末が第１の基地局から第２の基地局へ無線
接続を切替えた場合の課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】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明は、無線端末と、前記無線端末と無線通信が可能な
複数の基地局と、管理装置と、前記複数の基地局と前記管理装置との間の通信を中継する
中継装置と、を含む通信システムであって、前記中継装置は、受信したメッセージの転送
先の決定に用いる情報を記憶する記憶手段を有し、前記管理装置は、第１の基地局に無線
接続している無線端末に対して、第２の基地局への無線接続の切替えを指示する指示手段
と、前記指示手段により切替えを指示した無線端末を宛先とする第１のメッセージをブロ
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ードキャストで送信する報知手段とを有し、前記無線端末は、前記指示手段による切替え
の指示に基づいて、前記第２の基地局へ無線接続を切替える切替え手段と、前記切替え手
段による切替えが完了した後に、前記記憶手段により記憶している情報を前記中継装置が
更新するための第２のメッセージを前記管理装置から送信された第１のメッセージに対す
る応答メッセージとして送信する送信手段と、を有し、前記中継装置は、前記送信手段に
より前記無線端末から送信されたメッセージに基づいて、前記記憶手段により記憶してい
る情報を更新する更新手段を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、管理装置が無線端末に対して接続先の基地局の切替えを指示した場合
に、中継装置は無線端末から送信されたメッセージに基づいて、受信したメッセージの転
送先の決定に用いる情報を更新することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本実施形態における通信システム、及びその制御方法ついて、図１～図１０を用いて説
明する。
【００１２】
　図１は、本実施形態に係る通信システムを説明するものである。
【００１３】
　１０１は、システム内の各アクセスポイント（基地局）装置の情報、及び各アクセスポ
イント装置で使用される無線リソース（周波数帯域等）を管理するネットワーク資源管理
装置（以下、管理装置）である。
【００１４】
　１０２は、アクセスポイント装置１であり、１０３は、アクセスポイントアクセスポイ
ント装置２である。
【００１５】
　１０４は、管理装置１０１と、アクセスポイント装置１（１０２）、及びアクセスポイ
ント装置２（１０３）に接続され、ネットワーク通信の中継装置として動作するブリッジ
である。管理装置１０１はブリッジ１０４の接続ポート０に接続されている。アクセスポ
イント装置１（１０２）はブリッジ１０４の接続ポート１に接続され、アクセスポイント
装置２（１０３）はブリッジ１０４の接続ポート２に接続されている。
【００１６】
　１０５、及び１０６は、８０２．１１無線ＬＡＮによる無線通信機能を内蔵した無線端
末である。１０５はデジタルビデオカメラ（以下ＤＶＣ）であり、１０６はディスプレイ
である。
【００１７】
　ＤＶＣ１０５、ディスプレイ１０６は、アクセスポイント装置１（１０２）、又はアク
セスポイント装置２（１０３）を介して無線通信を行うことが可能である。なお、無線に
よる動画伝送時には、ＤＶＣ１０５がサーバー、ディスプレイ１０６がプレイヤーとなり
無線ネットワークを構成する。
【００１８】
　図１では、ＤＶＣ１０５とディスプレイ１０６が、アクセスポイント装置１（１０２）
を中継装置として動画伝送を実施していることを示している。
【００１９】
　１０７は、ブリッジ１０４で管理するｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルであり、接続ポー
ト１及び２に登録されたネットワーク通信の宛先情報を示している。なお、ｆｏｒｗａｒ
ｄｉｎｇテーブルとは、受信したメッセージの転送先を決定するためのテーブルである。
【００２０】
　図２は、ＤＶＣ１０５及びディスプレイ１０６がアクセスポイント装置２（１０３）へ
接続を切替えて動画伝送を行う場合のネットワークの状態を示したものである。
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【００２１】
　２０１は、後述する本実施形態による処理を実施した後のｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブ
ルを示したものである。
【００２２】
　図６は、本実施形態に係る通信システム内で送受信されるＡＲＰ（Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｒ
ｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）メッセージのフレームフォーマットの概略を示
した図であり、以下の説明に必要となる情報要素を模式的に表現したものである。従って
、実際に使用されるフレームは、同一のフォーマットである必要はなく、本図で示された
情報要素以外の情報が含まれていてもよい。なお、ＡＲＰとは、ＴＣＰ／ＩＰネットワー
クにおいて、ＩＰアドレスからＭＡＣアドレスを求めるのに使用されるプロトコルである
。
【００２３】
　ＡＲＰメッセージのパケットはヘッダ部とデータ部で構成される。ヘッダ部にはＡＲＰ
メッセージの送信先ＭＡＣアドレス（ＤｓｔＭＡＣ）と送信元ＭＡＣアドレス（ＳｒｃＭ
ＡＣ）が設定される。なお、後述するように、ＡＲＰ要求メッセージはブロードキャスト
形式で送信されるため、ヘッダ部の送信先ＭＡＣアドレスにはブロードキャストアドレス
が設定される。
【００２４】
　図６では、データ部を構成する宛先情報６００に含まれる情報要素について詳細に示し
ている。
【００２５】
　Ｅ６０１には、ＡＲＰメッセージで使用される固定データが設定され、Ｅ６０２には、
ＡＲＰ要求、ＡＲＰ応答などのＡＲＰメッセージの種別を識別するための識別コードが設
定される。
【００２６】
　Ｅ６０３には、ＡＲＰメッセージの送信元ＭＡＣアドレス、Ｅ６０４には、ＡＲＰメッ
セージの送信元ＩＰアドレスが設定される。またＥ６０５には、ＡＲＰメッセージの送信
先ＭＡＣアドレス、Ｅ６０６には、ＡＲＰメッセージの送信先ＩＰアドレスが設定される
。
【００２７】
　図８は、本実施形態に係る管理装置１０１及びＤＶＣ１０５、ディスプレイ１０６のブ
ロック構成図である。なお、ＤＶＣ１０１及びディスプレイ１０６のブロック構成は共通
である。
【００２８】
　８０１は、管理装置１０１に実装されるミドルウエアモジュールである。
【００２９】
　８０２は、宛先情報管理部である。８０３は、ＡＲＰテーブルが格納されているデータ
ベースであり、ＡＲＰテーブルにはメッセージの宛先情報であるＭＡＣアドレスとＩＰア
ドレスとが対応付けて記憶されている。８０４は、ミドルウエアモジュール８０１全体を
制御する制御部である。
【００３０】
　８０５は、有線ネットワーク制御部である。
【００３１】
　ここで、宛先情報管理部８０２について図９を用いて詳細に説明する。
【００３２】
　９０１は、データベース８０３にアクセスするための情報アクセス部である。９０２は
、ＡＲＰ要求メッセージの送信先の無線端末（接続先アクセスポイント装置を切替えた無
線端末）を選択する装置選択部である。
【００３３】
　９０３は、受信したメッセージの送信先を識別する装置識別部であり、９０４は、各種
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メッセージの送受信を制御するメッセージ送受信部である。
【００３４】
　図８の説明に戻る。８１１は、ＤＶＣ１０５とディスプレイ１０６に実装されるミドル
ウエアモジュールである。
【００３５】
　８１２は、宛先情報管理部である。８１３は、ＡＲＰテーブルが格納されているデータ
ベースであり、ＡＲＰテーブルにはメッセージの宛先情報であるＭＡＣアドレスとＩＰア
ドレスとが対応付けて記憶されている。８１４は、ミドルウエアモジュール８１１全体を
制御する制御部である。
【００３６】
　８１５は、無線ネットワーク制御部である。
【００３７】
　ここで、宛先情報管理部８１２について図１０を用いて詳細に説明する。
【００３８】
　１００１は、データベース８１３にアクセスするための情報アクセス部である。１００
２は、受信したメッセージの送信先を識別する装置識別部であり、１００３は、各種メッ
セージの送受信を制御する送受信部である。
【００３９】
　図８の説明に戻る。８２０、８２１は、アクセスポイント装置１（１０２）、アクセス
ポイント装置２（１０３）およびブリッジ１０４を経由して送受信されるメッセージの経
路である。
【００４０】
　メッセージ経路８２０は、管理装置１０１から送信され、ＤＶＣ１０５又はディスプレ
イ１０６で受信されるメッセージの経路を簡易的に示している。
【００４１】
　またメッセージ経路８２１は、ＤＶＣ１０５又はディスプレイ１０６から送信され、管
理装置１０１で受信されるメッセージの経路を簡易的に示している。
【００４２】
　＜第１の実施形態＞
　以下に、図１～図６、及び図８～図１０を用いて第１の実施形態の詳細を説明する。
【００４３】
　図３は、本実施形態におけるシーケンスチャートの一例を示した図であり、図４は管理
装置１０１の処理フローを示した図であり、図５は無線端末であるＤＶＣ１０５及びディ
スプレイ１０６の処理フローを示した図である。
【００４４】
　図１に示すように、ＤＶＣ１０５とディスプレイ１０６間において、アクセスポイント
装置１（１０２）を介して動画伝送が行われているものとする。このとき、ブリッジ１０
４が管理しているｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルは１０７のようになっている。接続ポー
ト１には、アクセスポイント装置１（１０２）に無線接続されたＤＶＣ１０５及びディス
プレイ１０６のＭＡＣアドレスが登録されていることを示している。アクセスポイント装
置２（１０３）には無線端末が接続されていないため、接続ポート２にはＭＡＣアドレス
が登録されていないことを示している。
【００４５】
　ここで、不図示の複数台の無線端末がアクセスポイント装置１（１０２）を経由して通
信を開始したことにより、アクセスポイント装置１（１０２）における無線リソースの不
足が発生した場合、管理装置１０１では以下の処理が実施される。
【００４６】
　管理装置１０１の制御部８０４は、システム内で使用可能な他のアクセスポイント装置
における無線リソースの使用状態を確認する。本実施形態ではアクセスポイント装置２（
１０３）の無線リソースの使用状態を確認する。
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【００４７】
　アクセスポイント装置２（１０３）の無線リソースに十分な空きがあることが確認され
た場合、制御部８０４は、ＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６の接続先をアクセスポ
イント装置２（１０３）へ切替えさせることを決定する（Ｓ４０１のＹｅｓ）。
【００４８】
　そして、管理装置１０１の有線ネットワーク制御部８０５により、アクセスポイント装
置２（１０３）への接続切替えを指示するための切替え指示メッセージ（Ｍ３０１）をＤ
ＶＣ１０５に送信する（Ｓ４０２）。
【００４９】
　また、同様に管理装置１０１の有線ネットワーク制御部８０５により、切替え指示メッ
セージ（Ｍ３０２）をディスプレイ１０６に対して送信する（Ｓ４０２）。
【００５０】
　次に、管理装置１０１の制御部８０４は、ＤＶＣ１０５とディスプレイ１０６の夫々に
ついて管理される宛先情報確認メッセージ送信タイマーを起動する（Ｓ４０３）。
【００５１】
　管理装置１０１の制御部８０４は、ＤＶＣ１０５とディスプレイ１０６からのブロード
キャスト形式のＡＲＰ要求メッセージの受信を、宛先情報確認メッセージ送信タイマーが
満了するまで監視する（Ｓ４０４、Ｓ４０５）。
【００５２】
　ＤＶＣ１０５は、切替え指示メッセージ（Ｍ３０１）を受信すると（Ｓ５０１のＹｅｓ
）、切替え先のアクセスポイント装置２（１０３）に対する接続切替え処理を行う（Ｓ５
０２）。具体的には、ＤＶＣ１０５は、アクセスポイント装置２（１０３）との間で認証
、及びアソシエーションの確立（Ｍ３０３）を行う。なお、図示はしていないが、ＤＶＣ
１０５はアクセスポイント装置１（１０２）との間で認証、及びアソシエーションの解除
を行ってからアクセスポイント装置２（１０３）との無線接続処理を行うようにしてもよ
い。
【００５３】
　同様に、ディスプレイ装置１０６は、切替え指示メッセージ（Ｍ３０２）を受信すると
（Ｓ５０１のＹｅｓ）、アクセスポイント装置２（１０３）に対する接続切替え処理を行
う（Ｓ５０２、Ｍ３０４）。
【００５４】
　そして、ＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６の制御部８１４は、宛先情報確認メッ
セージ送信タイマーを起動する（Ｓ５０３）。
【００５５】
　接続切替え処理が完了すると（Ｓ５０４のＹｅｓ）、引き続き、ＤＶＣ１０５とディス
プレイ１０６間においては、アクセスポイント装置２（１０３）を介して動画伝送が行わ
れる。
【００５６】
　接続切替え処理の完了後、ＤＶＣ１０５とディスプレイ１０６の制御部８１４は、管理
装置１０１からのブロードキャスト形式のＡＲＰ要求メッセージの受信を、宛先情報確認
メッセージ送信タイマーが満了するまで監視する（Ｓ５０５、Ｓ５０６）。
【００５７】
　なお、以降の処理（Ｍ３０５～Ｍ３１２）は、管理装置１０１がＤＶＣ１０５、ディス
プレイ１０６夫々に対して順番に行うが、説明を簡略化するため、まとめて説明する。
【００５８】
　管理装置１０１の制御部８０４は、ＡＲＰ要求メッセージを受信しないまま宛先情報確
認メッセージ送信タイマーがタイムアウトしたことを検出すると（Ｓ４０５）、宛先情報
管理部８０２に対して以下に示す処理の実行を指示する。
【００５９】
　宛先情報管理部８０２の装置選択部９０１は、ＰＩＮＧコマンドの送信先として、接続
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先アクセスポイント装置を切替えたＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６を選択する。
なお、ＰＩＮＧとは、Ｐａｃｋｅｔ　ＩＮｔｅｒｎｅｔ　Ｇｒｏｐｅｒの略であり、指定
したＩＰアドレスの相手とのネットワークの疎通を確認するためのコマンドである。
【００６０】
　そして宛先情報管理部８０２は、情報アクセス部９０１を用いて、データベース８０３
上のＡＲＰテーブルに記憶されているＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６のＩＰアド
レスを、データベース８０３のテンポラリー領域にコピーする。
【００６１】
　また、宛先情報管理部８０２は、情報アクセス部９０１を用いて、データベース８０３
上のＡＲＰテーブルに格納されているＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６のＭＡＣア
ドレス及びＩＰアドレスを削除する（Ｓ４０６）。
【００６２】
　次に、宛先情報管理部８０２は、データベース８０３のテンポラリー領域にコピーした
ＤＶＣ１０５及びディスプレイ１０６のＩＰアドレスを指定したＰＩＮＧコマンドの送信
処理を実施する。
【００６３】
　宛先情報管理部８０２は、メッセージ送受信部９０４を用いて、ＰＩＮＧコマンドを有
線ネットワーク制御部８０５に送信する。ここで、Ｓ４０６において参照先のＡＲＰテー
ブルからＤＶＣ１０５及びディスプレイ１０６のＩＰアドレスとＭＡＣアドレスが削除さ
れている。ＰＩＮＧで指定したＩＰアドレスに対応するＭＡＣアドレスがＡＲＰテーブル
に登録されていない場合、ＡＲＰ要求メッセージがブロードキャストで送信される。そこ
で、有線ネットワーク制御部８０５はＰＩＮＧプロトコルの実行前にＡＲＰ要求メッセー
ジ（Ｍ３０５、Ｍ３０９）をブロードキャストで送信する（Ｓ４０７）。
【００６４】
　ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ３０５）のデータ部を構成する宛先情報６００に設定される
情報要素Ｅ６０２～Ｅ６０６について図６を用いて説明する。なお、ＡＲＰ要求メッセー
ジはブロードキャスト形式で送信されるため、ヘッダ部には送信先ＭＡＣアドレスとして
ブロードキャストアドレスが設定される。
【００６５】
　Ｅ６０２には、ＡＲＰメッセージの種別がＡＲＰ要求であることを示す識別コード、Ｅ
６０３には、管理装置１０１のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ０）、Ｅ６０４には、管理装置１
０１のＩＰアドレス（ＩＰ－０）が設定される。
【００６６】
　Ｅ６０５には送信先ＭＡＣアドレスが設定されるが、ＡＲＰ要求メッセージを送信する
際は送信先ＭＡＣアドレスが不明なので未設定（０クリア）とする。Ｅ６０６には、ＭＡ
Ｃアドレスの問合せの対象であるＤＶＣ１０５のＩＰアドレス（ＩＰ－１）が設定される
。
【００６７】
　なお、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ３０９）の宛先情報６００については、Ｅ６０２～Ｅ
６０５まではＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ３０５）と同じであり、Ｅ６０６には、ディスプ
レイ１０６のＩＰアドレス（ＩＰ－２）が設定される。
【００６８】
　ＡＲＰ要求メッセージの送信後（Ｓ４０７）、宛先情報管理部８０２はメッセージ送信
タイマーを起動する（Ｓ４０８）。
【００６９】
　そして、宛先情報管理部８０２は、ＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６からのＡＲ
Ｐ応答メッセージの受信を、メッセージ送信タイマーが満了するまで監視する（Ｓ４０９
、Ｓ４１０）。
【００７０】
　次に、ＡＲＰ要求メッセージを受信したブリッジ１０４は、接続ポート１に接続されて
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いるアクセスポイント装置１（１０２）にＡＲＰ要求メッセージを転送する（Ｍ３０５、
Ｍ３０９）。また、ブリッジ１０４は、接続ポート２に接続されているアクセスポイント
装置２（１０３）にＡＲＰ要求メッセージを転送する（Ｍ３０６、Ｍ３１０）。
【００７１】
　接続ポート１に接続されているアクセスポイント装置１（１０２）は、管理下にある無
線ネットワークに対して、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ３０５、Ｍ３０９）を転送する。
【００７２】
　また、接続ポート２に接続されているアクセスポイント装置２（１０３）においても、
管理下にある無線ネットワークに対して、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ３０６、Ｍ３１０）
を転送する。
【００７３】
　ＤＶＣ１０５、ディスプレイ装置１０６は、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ３０６、Ｍ３１
０）がメッセージ経路８２０を経て、無線ネットワーク制御部８１５に到達すると、以下
の処理を実行する。
【００７４】
　無線ネットワーク制御部８１５は、ＡＲＰ要求メッセージが自身宛のメッセージの場合
、ＡＲＰ要求メッセージを宛先情報管理部８１２内のメッセージ送受信部１００３に引き
渡す。なお、ＡＲＰ要求メッセージのヘッダ部に設定された送信先ＭＡＣアドレスがブロ
ードキャストアドレスであるため、無線ネットワーク制御部８１５は、ＡＲＰ要求メッセ
ージをメッセージ送受信部１００３に引き渡す。
【００７５】
　宛先情報管理部８１２のメッセージ送受信部１００３は、ＡＲＰ要求メッセージを受信
すると、ＡＲＰ要求メッセージの宛先情報６００を装置識別部１００２に引き渡す。
【００７６】
　装置識別部１００２は、情報アクセス部１００１を用いてデータベース８１３に格納さ
れている自身のＩＰアドレスを参照し、送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰア
ドレスを比較する。
【００７７】
　ＡＲＰ要求メッセージの送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰアドレスが一致
した場合（Ｓ５０５のＹｅｓ）、制御部８１４は宛先情報確認メッセージ送信タイマーを
停止する（Ｓ５１５）。
【００７８】
　次に、宛先情報管理部８１２は、管理装置１０１に対するＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３
０７、Ｍ３１１）を生成する。
【００７９】
　ここで、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３０７）の宛先情報６００に設定される情報要素Ｅ
６０２～Ｅ６０６の詳細を以下に示す。
【００８０】
　Ｅ６０２には、ＡＲＰメッセージの種別がＡＲＰ応答であることを示す識別コード、Ｅ
６０３には、ＤＶＣ１０５のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ１）、Ｅ６０４には、ＤＶＣ１０５
のＩＰアドレス（ＩＰ－１）が設定される。
【００８１】
　Ｅ６０５には、管理装置１０１のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ０）、Ｅ６０６には、管理装
置１０１のＩＰアドレス（ＩＰ－０）が設定される。
【００８２】
　なお、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３１１）の宛先情報６００は、Ｅ６０３にディスプレ
イ１０６のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ２）、Ｅ６０４にディスプレイ１０６のＩＰアドレス
（ＩＰ－２）が設定される以外は、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３０７）と同じである。
【００８３】
　宛先情報管理部８１２は、メッセージ送受信部１００３を用いて、生成したＡＲＰ応答
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メッセージを無線ネットワーク制御部８１５に引き渡す。
【００８４】
　無線ネットワーク制御部８１５は、無線接続中のアクセスポイント装置２（１０３）を
介して、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３０７、Ｍ３１１）を管理装置１０１に送信する（Ｓ
５１６）。
【００８５】
　そして、宛先情報管理部８１２は、情報アクセス部１００１を用いて、データベース８
１３に格納されているＡＲＰテーブルを更新する（Ｓ５１３）。
【００８６】
　アクセスポイント装置２（１０３）は、受信したＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３０７、Ｍ
３１１）を、ブリッジ１０４を介して管理装置１０１に転送する。
【００８７】
　ブリッジ１０４は、受信したＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３０７、Ｍ３１１）に基づいて
、ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルを更新する。図２における２０１は、ブリッジ１０４に
よって更新されたｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルを示している。ＤＶＣ１０５及びディス
プレイ１０６がアクセスポイント装置２（１０３）に接続を切替えたことにより、接続ポ
ート２には、ＤＶＣ１０５及びディスプレイ１０６のＭＡＣアドレスが登録されているこ
とを示している。また、アクセスポイント装置１（１０２）にそれまで接続されていたＤ
ＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６が離脱したため、接続ポート１にはＭＡＣアドレス
が登録されていないことを示している。
【００８８】
　管理装置１０１は、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３０７、Ｍ３１１）がメッセージ経路８
２１を経て、有線ネットワーク制御部８０５に到達すると、以下の処理を実行する。
【００８９】
　有線ネットワーク制御部８０５は、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ３０７、Ｍ３１１）が自
身宛のメッセージの場合、ＡＲＰ応答メッセージを宛先情報管理部８０２のメッセージ送
受信部９０４に引き渡す。
【００９０】
　宛先情報管理部８０２のメッセージ送受信部９０４は、ＡＲＰ応答メッセージの宛先情
報６００を装置識別部９０３に引き渡す。
【００９１】
　装置識別部９０３は、情報アクセス部９０１を用いてデータベース８０３に格納されて
いる自身のＩＰアドレスを参照し、送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰアドレ
スを比較する。
【００９２】
　ＡＲＰ応答メッセージの送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰアドレスが一致
した場合（Ｓ４１０のＹｅｓ）、宛先情報管理部８０２は、メッセージ送信タイマーを停
止する（Ｓ４１１）。
【００９３】
　そして、宛先情報管理部８０２は、情報アクセス部９０１を用いて、データベース８０
３に格納されているＡＲＰテーブルを更新する（Ｓ４１２）。
【００９４】
　ＡＲＰテーブル更新後、有線ネットワーク制御部８０５は、情報アクセス部９０１を用
いてデータベース８０３に格納されているＡＲＰテーブルを参照し、ＰＩＮＧプロトコル
メッセージ処理（Ｍ３０８、Ｍ３１２）を実施する。この時点では、ブリッジ１０４が管
理するｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルが更新されているため、管理装置１０１が送信した
ＰＩＮＧコマンドはＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６に到達し、応答が管理装置１
０１に返送される。その結果、管理装置１０１とＤＶＣ１０５間、及び管理装置１０１と
ディスプレイ１０６間のネットワークの疎通を確認することができる。
【００９５】
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　なお、管理装置１０１を送信先とするＡＲＰ応答メッセージを受信しないまま、メッセ
ージ送信タイマーがタイムアウトした場合（Ｓ４０９のＹｅｓ）、タイムアウトの回数が
規定回数に達したか否かを判断する（Ｓ４１３）。規定回数以内であれば（Ｓ４１３のＮ
ｏ）、Ｓ４０７に戻ってＡＲＰ要求メッセージを再送し、規定回数以上であれば（Ｓ４１
３のＹｅｓ）、処理を終了する。
【００９６】
　なお、図３のシーケンスでは、管理装置１０１とＤＶＣ１０５間での処理（Ｍ３０５～
Ｍ３０８）の後に管理装置１０１とディスプレイ１０６間の処理（Ｍ３０９～Ｍ３１２）
が行われているが、どちらの処理を先に行っても構わない。
【００９７】
　このように、本実施形態では、管理装置１０１は、無線端末に対して接続先アクセスポ
イント装置の切替えを指示した後、ＡＲＰ要求メッセージをブロードキャストで送信する
。無線端末が接続先アクセスポイント装置を切替えた時点ではブリッジ１０４が管理する
ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルは更新されていない。しかし、ＡＲＰ要求メッセージはブ
ロードキャストで送信されるため、接続先アクセスポイント装置を切替えた無線端末にも
到達する。そして、ＡＲＰ要求を受信した無線端末からのＡＲＰ応答メッセージはブリッ
ジ１０４を介して管理装置へ送信されるため、ブリッジ１０４はｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテ
ーブルを更新することができる。その結果、ブリッジ１０４は、管理装置１０１から無線
端末に対するメッセージを適切に中継することができるようになる。このように、ブリッ
ジ１０４に特別な機能を持たせなくても、適切にｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルを更新さ
せることが可能となる。
【００９８】
　更に、ＡＲＰ応答メッセージを受信後、管理装置１０１はＰＩＮＧプロトコルを実行す
ることにより、無線端末に対する制御データ等の重要なメッセージが到達可能な否かを確
認することができる。このように、ＡＲＰテーブルからＩＰアドレスとＭＡＣアドレスを
削除してからＰＩＮＧコマンドを送信することにより、ＡＲＰ要求メッセージの送信から
ＰＩＮＧプロトコルの処理まで一括して実行することができる。
【００９９】
　上記説明において、管理装置１０１は、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ３０５）を送信する
ために、Ｓ４０６で参照先のＩＰアドレスとＭＡＣアドレスを削除している。しかしなが
ら、ＭＡＣアドレスを削除しておけばＡＲＰ要求メッセージは送信されるため、ＩＰアド
レスは削除しなくてもよい。
【０１００】
　また、管理装置１０１は、無線端末が応答するようなメッセージをブロードキャストす
ればよく、必ずしもＡＲＰメッセージでなくてもよい。例えば、ＤＶＣ１０５のＩＰアド
レスを指定したブロードキャストのＤｉｓｃｏｖｅｒｙメッセージを送信してもよい。こ
の場合はＳ４０６における宛先情報の削除は行わなくてもよい。
【０１０１】
　＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態では、管理装置１０１が接続先アクセスポイント装置の切替えを指示し
た後に、接続切替え処理を行ったＤＶＣ１０５、ディスプレイ１０６に応答させるための
メッセージをブロードキャストする場合について説明した。第２の実施形態では、ＤＶＣ
１０５及びディスプレイ１０６がアクセスポイント装置の接続切替え処理完了後に、自律
的に管理装置に対してメッセージを送信する場合について、図３、図４、図７を中心に説
明する。
【０１０２】
　図７は、第２の実施形態におけるシーケンスチャートの一例を示した図である。図７に
おけるＭ３０１～Ｍ３０４については、図４と同様であるため、説明を省略する。
【０１０３】
　また、図４におけるＳ４０１～Ｓ４０４の処理、及び図５におけるＳ５０１～Ｓ５０５
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の処理についても、第１の実施形態と同様であるため、説明を省略する。以降、第１の実
施形態とは異なる処理を中心に説明する。なお、Ｍ７０１～Ｍ７０８の処理は、ＤＶＣ１
０５、ディスプレイ１０６夫々が管理装置との間で行うが、ここではまとめて説明を行う
。
【０１０４】
　アクセスポイント装置２（１０３）への接続切替えが完了した後、ＤＶＣ１０５、及び
ディスプレイ１０６の制御部８１４は、管理装置１０１からのブロードキャスト形式のＡ
ＲＰ要求メッセージの受信を監視する（Ｓ５０５）。
【０１０５】
　そして、ＡＲＰ要求メッセージを受信しないまま、Ｓ５０３で起動した宛先情報確認メ
ッセージ送信タイマーがタイムアウトすると（Ｓ５０６のＹｅｓ）、制御部８１４の指示
により、宛先情報管理部８１２は以下の処理を行う。
【０１０６】
　宛先情報管理部８１２は、情報アクセス部１００１を用いて、データベース８１３上の
ＡＲＰテーブルに記憶されている管理装置１０１のＩＰアドレスを、データベース８１３
のテンポラリー領域にコピーする。
【０１０７】
　そして、宛先情報管理部８１２は、情報アクセス部１００１を用いて、データベース８
１３上のＡＲＰテーブルに記憶されている管理装置１０１のＭＡＣアドレス及びＩＰアド
レスを削除する（Ｓ５０７）。
【０１０８】
　次に、宛先情報管理部８１２は、データベース８０３のテンポラリー領域にコピーした
管理装置１０１のＩＰアドレスを指定したＰＩＮＧコマンドの送信処理を実施する。
【０１０９】
　宛先情報管理部８１２は、メッセージ送受信部１００３を用いて、ＰＩＮＧコマンドを
無線ネットワーク制御部８１５に送信する。ここで、Ｓ５０７において参照先のＡＲＰテ
ーブルから管理装置１０１のＩＰアドレスとＭＡＣアドレスが削除されている。そこで、
無線ネットワーク制御部８１５は、ＰＩＮＧプロトコルの実行前にＡＲＰ要求メッセージ
（Ｍ７０１、Ｍ７０５）をブロードキャストで送信する（Ｓ５０８）。
【０１１０】
　ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１）のデータ部を構成する宛先情報６００に含まれる情
報要素Ｅ６０２～Ｅ６０６について図６を用いて説明する。なお、ＡＲＰ要求メッセージ
はブロードキャスト形式で送信されるため、ヘッダ部には送信先ＭＡＣアドレスとしてブ
ロードキャストアドレスが設定される。
【０１１１】
　Ｅ６０２には、ＡＲＰメッセージの種別がＡＲＰ要求であることを示す識別コード、Ｅ
６０３には、ＤＶＣ１０５のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ１）、Ｅ６０４には、ＤＶＣ１０５
のＩＰアドレス（ＩＰ－１）が設定される。
【０１１２】
　Ｅ６０５には送信先ＭＡＣアドレスが設定されるが、ＡＲＰ要求メッセージを送信する
際は送信先ＭＡＣアドレスが不明なので、未設定（０クリア）にする。Ｅ６０６には、Ｍ
ＡＣアドレスの問合せの対象である管理装置１０１のＩＰアドレス（ＩＰ－０）が設定さ
れる。
【０１１３】
　なお、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０５）の宛先情報６００は、Ｅ６０２にディスプレ
イ１０６のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ２）、Ｅ６０３にディスプレイ１０６のＩＰアドレス
（ＩＰ－２）が設定される以外は、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１）と同じである。
【０１１４】
　ＡＲＰ要求メッセージの送信後（Ｓ５０８）、宛先情報管理部８１２は、メッセージ送
信タイマーを起動する（Ｓ５０９）。そして、宛先情報管理部８１２は、管理装置１０１
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からのＡＲＰ応答メッセージの受信を、メッセージ送信タイマーが満了するまで監視する
（Ｓ５１０、Ｓ５１１）。
【０１１５】
　次に、ＡＲＰ要求メッセージを受信したアクセスポイント装置２（１０３）は、有線Ｌ
ＡＮ側に接続されるブリッジ１０４にＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１、Ｍ７０５）を転
送する。
【０１１６】
　ブリッジ１０４は、接続ポート２に接続されているアクセスポイント装置２（１０３）
からＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１、Ｍ７０５）を受信する。
【０１１７】
　ブリッジ１０４は、受信したＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１、Ｍ７０５）に基づいて
、ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルを更新する。図２における２０１は、ブリッジ１０４に
よって更新されたｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルを示している。ＤＶＣ１０５及びディス
プレイ１０６がアクセスポイント装置２（１０３）に接続を切替えたことにより、接続ポ
ート２には、ＤＶＣ１０５及びディスプレイ１０６のＭＡＣアドレスが登録されているこ
とを示している。また、アクセスポイント装置１（１０２）にそれまで接続されていたＤ
ＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６が離脱したため、接続ポート１にはＭＡＣアドレス
が登録されていないことを示している。
【０１１８】
　次に、ブリッジ１０４は、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１、Ｍ７０５）を接続ポート
０に接続されている管理装置１０１に転送する。
【０１１９】
　また、ブリッジ１０４は、接続ポート１に接続されているアクセスポイント装置１（１
０２）にＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０２、Ｍ７０６）を転送する。
【０１２０】
　管理装置１０１は、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１、Ｍ７０５）がメッセージ経路８
２１を経て、有線ネットワーク制御部８０５に到達すると以下の処理を実行する。
【０１２１】
　有線ネットワーク制御部８０５は、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０１、Ｍ７０５）が自
身宛のメッセージの場合、ＡＲＰ要求メッセージを宛先情報管理部８０２のメッセージ送
受信部９０４に引き渡す。なお、ＡＲＰ要求メッセージのヘッダ部に設定された送信先Ｍ
ＡＣアドレスがブロードキャストアドレスであるため、有線ネットワーク制御部８０５は
、ＡＲＰ要求メッセージをメッセージ送受信部９０４に引き渡す。
【０１２２】
　宛先情報管理部８０２のメッセージ送受信部９０４は、ＡＲＰ要求メッセージ（Ｍ７０
１、Ｍ７０５）を受信すると、ＡＲＰ要求メッセージの宛先情報６００を装置識別部９０
３に引き渡す。
【０１２３】
　装置識別部９０３は、情報アクセス部９０１を用いてデータベース８０３に格納されて
いる自身のＩＰアドレスを参照し、送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰアドレ
スを比較する。
【０１２４】
　ＡＲＰ要求メッセージの送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰアドレスが一致
した場合（Ｓ４０４のＹｅｓ）、宛先情報確認メッセージ送信タイマーを停止する（Ｓ４
１４）。
【０１２５】
　次に、宛先情報管理部８０２は、ＤＶＣ１０５、ディスプレイ１０６に対するＡＲＰ応
答メッセージ（Ｍ７０３、Ｍ７０７）を生成する。
【０１２６】
　ここで、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ７０３）の宛先情報６００に設定される情報要素Ｅ
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６０２～Ｅ６０６の詳細を以下に示す。
【０１２７】
　Ｅ６０２には、ＡＲＰメッセージの種別がＡＲＰ応答であることを示す識別コード、Ｅ
６０３には、管理装置１０１のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ０）、Ｅ６０４には、管理装置１
０１のＩＰアドレス（ＩＰ－０）が設定される。
【０１２８】
　Ｅ６０５には、ＤＶＣ１０５のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ１）、Ｅ６０６には、ＤＶＣ１
０５のＩＰアドレス（ＩＰ－１）が設定される。
【０１２９】
　なお、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ７０７）の宛先情報６００は、Ｅ６０５にディスプレ
イ１０６のＭＡＣアドレス（ＭＡＣ２）、Ｅ６０６にディスプレイ１０６のＩＰアドレス
（ＩＰ－２）が設定される以外は、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ７０３）と同じである。
【０１３０】
　宛先情報管理部８０２は、メッセージ送受信部９０４を用いて、生成したＡＲＰ応答メ
ッセージを有線ネットワーク制御部８０５に引き渡す。
【０１３１】
　有線ネットワーク制御部８０５は、ブリッジ１０４を介して、ＡＲＰ応答メッセージ（
Ｍ７０３、Ｍ７０７）をアクセスポイント装置２（１０３）に送信する（Ｓ４１５）。な
お、この時点ではブリッジ１０４のｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルが更新されているため
、ブリッジ１０４が誤ってＡＲＰ応答メッセージをアクセスポイント１（１０２）に中継
することはない。
【０１３２】
　そして、宛先情報管理部８０２は、情報アクセス部９０１を用いて、データベース８０
３に格納されているＡＲＰテーブルを更新する（Ｓ４１２）。
【０１３３】
　アクセスポイント装置２（１０３）は、受信したＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ７０３、Ｍ
７０７）を、無線接続中のＤＶＣ１０５、ディスプレイ１０６に転送する。
【０１３４】
　ＤＶＣ１０５及びディスプレイ１０６は、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ７０３、Ｍ７０７
）がメッセージ経路８２０を経て無線ネットワーク制御部８１５に到達すると、以下の処
理を実行する。
【０１３５】
　無線ネットワーク制御部８１５は、ＡＲＰ応答メッセージ（Ｍ７０３、Ｍ７０７）が自
身宛のメッセージの場合、ＡＲＰ応答メッセージを宛先情報管理部８１２のメッセージ送
受信部１００３に引き渡す。
【０１３６】
　宛先情報管理部８１２のメッセージ送受信部１００３は、ＡＲＰ応答メッセージの宛先
情報６００を装置識別部１００２に引き渡す。
【０１３７】
　装置識別部１００２は、情報アクセス部１００１を用いてデータベース８１３に格納さ
れている自身のＩＰアドレスを参照し、送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰア
ドレスを比較する。
【０１３８】
　ＡＲＰ応答メッセージの送信先ＩＰアドレス情報Ｅ６０６と自身のＩＰアドレスが一致
した場合（Ｓ５１１のＹｅｓ）、宛先情報管理部８１２は、メッセージ送信タイマーを停
止する（Ｓ５１２）。
【０１３９】
　そして、宛先情報管理部８１２は、情報アクセス部１００１を用いて、データベース８
１３に格納されているＡＲＰテーブルを更新する（Ｓ５１３）。
【０１４０】
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　ＡＲＰテーブル更新後、無線ネットワーク制御部８１５は、情報アクセス部１００１を
用いてデータベース８１３に格納されているＡＲＰテーブルを参照し、ＰＩＮＧプロトコ
ルメッセージ処理（Ｍ７０４、Ｍ７０８）を実施する。この時点では、ブリッジ１０４が
管理するｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルが更新されているため、ＤＶＣ、及びディスプレ
イ１０６が送信したＰＩＮＧコマンドは管理装置１０１に到達し、応答がＤＶＣ、及びデ
ィスプレイ１０６に返送される。その結果、ＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６は、
管理装置１０１との間のネットワークの疎通を確認することができる。
【０１４１】
　なお、ＤＶＣ１０５、ディスプレイ１０６は管理装置１０１からのＡＲＰ応答メッセー
ジを受信することができれば、その時点で管理装置１０１との間のネットワークの疎通が
確認できる。従って、その場合は、ＰＩＮＧプロトコルメッセージ処理（Ｍ３０８、Ｍ３
１２）を省略してもよい。
【０１４２】
　なお、ＤＶＣ１０５、又はディスプレイ１０６を送信先とするＡＲＰ応答メッセージを
受信しないまま、メッセージ送信タイマーがタイムアウトした場合（Ｓ５１０のＹｅｓ）
、タイムアウトの回数が規定回数に達したか否かを判断する（Ｓ５１４）。規定回数以内
であれば（Ｓ５１４のＮｏ）、Ｓ５０８に戻ってＡＲＰ要求メッセージを再送し、規定回
数以上であれば（Ｓ５１４のＹｅｓ）、処理を終了する。
【０１４３】
　なお、図７のシーケンスでは、管理装置１０１とＤＶＣ１０５間での処理（Ｍ７０１～
Ｍ７０４）の後に管理装置１０１とディスプレイ１０６間の処理（Ｍ７０５～Ｍ７０８）
が行われているが、どちらの処理を先に行っても構わない。
【０１４４】
　このように、本実施形態では、管理装置１０１から接続先アクセスポイント装置の切替
え指示を受けた無線端末は、接続切替えが完了すると自律的にＡＲＰ要求メッセージを送
信する。無線端末が接続先アクセスポイント装置を切替えた時点ではブリッジ１０４が管
理するｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブルは更新されていない。しかし、無線端末からのＡＲ
Ｐ要求メッセージを管理装置へ中継する際に、ブリッジ１０４はｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテ
ーブルを更新することができる。その結果、ブリッジ１０４は管理装置から無線端末に対
するＡＲＰ応答メッセージ、及びその他重要なメッセージを適切に中継することができる
ようになる。このように、ブリッジ１０４に特別な機能を持たせなくても、適切にｆｏｒ
ｗａｒｄｉｎｇテーブルを更新させることが可能となる。
【０１４５】
　上記説明において、ＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６は、ＡＲＰ要求メッセージ
（Ｍ７０１、Ｍ７０５）を送信するために、Ｓ５０７で参照先の宛先情報を削除している
。しかしながら、ＤＶＣ１０５、及びディスプレイ１０６は、管理装置１０１で受信可能
なメッセージを送信すればよく、必ずしもＡＲＰ要求メッセージのようなブロードキャス
トメッセージでなくてもよい。例えば、接続先アクセスポイントの切替えが完了したこと
を通知するメッセージを、管理装置１０１に対してユニキャストで送信してもよい。
【０１４６】
　なお、ＡＲＰ要求メッセージのようにブロードキャストで送信することにより、無線端
末がそれまで接続していたアクセスポイント装置にも当該メッセージが転送されるので、
接続切替えが完了したことを当該アクセスポイント装置も認識することができる。また、
ＡＲＰ要求メッセージのように管理装置１０１が応答するようなメッセージを、ユニキャ
ストで管理装置へ送信するようにしてもよい。これにより、ブリッジ１０４によるｆｏｒ
ｗａｒｄｉｎｇテーブルの更新と管理装置１０１との間のネットワーク疎通の確認を併せ
て行うことができる。この場合は、Ｓ５０７における宛先情報の削除は行わなくてもよい
。
【０１４７】
　なお、上記説明では、第１の実施形態として、管理装置が無線端末からのＡＰＲ要求メ
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ッセージを受信できない場合に（Ｓ４０４のＮｏ、Ｓ４０５のＹｅｓ）、管理装置がＡＲ
Ｐ要求メッセージを送信するものとして説明した。また、第２の実施形態として、無線端
末が管理装置からのＡＲＰ要求メッセージを受信できない場合に（Ｓ５０５のＮｏ、Ｓ５
０６のＹｅｓ）、無線端末がＡＲＰ要求メッセージを送信するものとして説明した。しか
しながら、こ夫々の実施形態において、管理装置、及び無線端末はＡＲＰ要求メッセージ
を受信するか否かの判断は行わずにＡＲＰ要求メッセージを送信するようにしてもよいこ
とは言うまでもない。
【０１４８】
　つまり、第１の実施形態では、管理装置はＳ４０４、Ｓ４０５の判断を省略してＳ４０
６以降の処理を行う。そして、無線端末はＳ５０５でＡＲＰ要求を受信した場合にＳ５１
５以降の処理を行い、Ｓ５０６でタイムアウトした場合はＳ５０７以降の処理は行わずに
処理を終了する。第２の実施形態では、管理装置はＳ４０４でＡＲＰ要求を受信した場合
にＳ４１４以降の処理を行い、Ｓ４０５でタイムアウトした場合はＳ４０６以降の処理は
行わずに処理を終了する。そして、無線端末はＳ５０５、Ｓ５０６の判断を省略してＳＳ
５０７の処理を行う。
【０１４９】
　なお、上記各実施形態では、ブリッジが１台の場合について説明したが、管理装置とア
クセスポイント装置との間にブリッジのような中継装置が複数存在する場合にも本発明は
適用可能である。
【０１５０】
　また、上記各実施形態では、８０２．１１無線ＬＡＮを用いる場合について説明したが
、ワイヤレスＵＳＢ、ＭＢＯＡ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＵＷＢ、ＺｉｇＢｅ
ｅ等の他の無線媒体において本発明は適用可能である。ここで、ＭＢＯＡは、Ｍｕｌｔｉ
　Ｂａｎｄ　ＯＦＤＭ　Ａｌｌｉａｎｃｅの略である。また、ＵＷＢは、ワイヤレスＵＳ
Ｂ、ワイヤレス１３９４、ＷＩＮＥＴなどが含まれる。
【０１５１】
　以上のように上記各実施形態によれば、管理装置の指示により無線端末の接続先アクセ
スポイントが切替わった場合であっても、中継装置であるブリッジのｆｏｒｗａｒｄｉｎ
ｇテーブルを即座に更新することができる。また、中継装置には特別な制御を行わせる必
要がなく、市販製品が使用可能であることからシステム構築が容易である。
【０１５２】
　本発明の目的は前述した実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記
録した記録媒体をシステムあるいは装置に供給することにある。
【０１５３】
　従って、システムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵまたはＭＰＵ）が記録媒
体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは
言うまでもない。
【０１５４】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能
を実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成するこ
とになる。
【０１５５】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体は、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮
発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤでも良い。
【０１５６】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施例の機能が実現される。
【０１５７】
　また、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯｐｅｒ
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によって前述した実施例の機能が実現される場合も含まれる。
【０１５８】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれ
る。
【０１５９】
　その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニッ
トに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行なう。
【０１６０】
　また、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】システム構成図
【図２】接続先アクセスポイント装置を切替えた後のシステム構成図
【図３】第１の実施形態におけるシーケンスチャート
【図４】ネットワーク資源管理装置のフローチャート
【図５】無線端末（ＤＶＣ１０５、ディスプレイ１０６）のフローチャート
【図６】ＡＲＰメッセージのフレームフォーマットの概略図
【図７】第２の実施形態におけるシーケンスチャート
【図８】ネットワーク資源管理装置と無線端末のブロック構成図
【図９】ネットワーク資源管理装置の宛先情報管理部のブロック構成図
【図１０】無線端末の宛先情報管理部のブロック構成図
【符号の説明】
【０１６２】
　１０１　ネットワーク資源管理装置
　１０２　アクセスポイント装置１
　１０３　アクセスポイント装置２
　１０４　ブリッジ
　１０５　ＤＶＣ（デジタルビデオカメラ）
　１０６　ディスプレイ
　１０７　ブリッジ１０４のｆｏｒｗａｒｄｉｎｇテーブル
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