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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　通信で用いるパラメータの設定処理を第１の設定方式により実行する第１の設定手段と
、
　通信で用いるパラメータの設定処理を前記第１の設定方式とは異なる第２の設定方式に
より実行する第２の設定手段と、
　前記第１の設定方式によりパラメータを設定した後に、前記第２の設定方式によりパラ
メータを設定する場合、前記第１の設定方式によりパラメータが設定される他の装置と前
記第２の設定方式によりパラメータが設定される他の装置とで共通に設定できるパラメー
タを選択する選択手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記第１の設定方式は、前記他の装置にパラメータを設定する際に、管理装置が管理す
るパラメータを前記他の装置に通知する方式であることを特徴とする請求項１に記載の通
信装置。
【請求項３】
　前記選択手段により選択したパラメータを前記管理装置に通知する通知手段を更に有す
ることを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
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　前記通信装置が、前記管理装置を有していることを特徴とする請求項２又は３に記載の
通信装置。
【請求項５】
　前記パラメータは、少なくとも認証方式と暗号化方式を示す情報であることを特徴とす
る請求項１乃至４の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記共通に設定できるパラメータが存在しない場合、前記第２の設定方式によるパラメ
ータの設定を終了することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記選択手段は、前記第１の設定方式によりパラメータが設定される他の装置と前記第
２の設定方式によりパラメータが設定される他の装置とで共通に設定できるパラメータの
中でセキュリティ強度の高いパラメータを選択することを特徴とする請求項１乃至６の何
れか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記選択手段は、前記通信装置に接続する他の装置が、前記通信装置が形成するネット
ワークから離脱した場合に、前記通信装置に接続中の他の装置に共通に設定できるパラメ
ータに変更することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記パラメータの変更を禁止する変更禁止手段を更に有し、
　前記選択手段は、前記変更禁止手段により変更が禁止されている場合、前記パラメータ
の変更を行わないことを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記選択手段により選択されたパラメータを設定する設定手段を更に有することを特徴
とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　通信装置の制御方法であって、
　通信で用いるパラメータの設定処理を第１の設定方式により実行する第１の設定工程と
、
　通信で用いるパラメータの設定処理を前記第１の設定方式とは異なる第２の設定方式に
より実行する第２の設定工程と、
　前記第１の設定方式によりパラメータを設定した後に、前記第２の設定方式によりパラ
メータを設定する場合、前記第１の設定方式によりパラメータが設定される他の装置と前
記第２の設定方式によりパラメータが設定される他の装置とで共通に設定できるパラメー
タを選択する選択工程と、
　を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の通信装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信パラメータを設定する複数の設定方式に対応する通信装置及びその制御
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＥＥＥ８０２.１１規格群に準拠した無線ＬＡＮの普及に伴い、ユーザにとって煩雑
なネットワーク識別子（ＳＳＩＤ）や暗号化方式、暗号鍵、認証方式、認証鍵などの無線
ＬＡＮ通信に必要な無線パラメータの設定を簡単に行う技術への要求が高まっている。
【０００３】
　従来、無線ＬＡＮ機器には、各社独自に開発した無線パラメータの設定技術が搭載され
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、無線パラメータの設定を簡単化させている。
【０００４】
　無線パラメータを設定する技術は、端末と基地局との間で、無線ＬＡＮ通信に必要なパ
ラメータを無線で通信するものである（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、ネットワークに参加する端末の増減に応じて基地局の無線パラメータを変更する
方法がある（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
　更に、近年では、機器間で無線パラメータを簡単に設定するための標準規格の策定が進
められている。
【０００７】
　そのため、今後無線ＬＡＮ機器には、各社独自の設定方式（以下、独自方式）と、標準
規格の設定方式（以下、標準方式）の双方が搭載されることが予想される。
【特許文献１】特開２００４－２１５２３２号公報
【特許文献２】特開２００５－３１１６５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述の各設定方式は、各々の設定アルゴリズムに基づいて基地局と接続される無線装置
の無線パラメータを設定するものである。ここで、標準方式と独自方式の２つの設定方式
に対応する基地局の場合、第１の設定方式で設定した無線パラメータを第２の設定方式の
無線パラメータに変更すると、先に接続している無線装置が通信不能となる場合がある。
【０００９】
　また、第１の設定方式で設定した無線パラメータを第２の設定方式の無線パラメータに
変更すると、第１の設定方式で管理する基地局での無線パラメータの設定状態が現状の設
定状態と違いが生じてしまう。その結果、無線パラメータ変更後に第１の設定方式による
設定が行われると、現状の基地局の設定とは異なる無線パラメータが無線装置に設定され
、通信不能となる場合もある。
【００１０】
　即ち、基地局において複数の異なる無線パラメータ設定方式が動作した場合、各設定方
式が独立して動作することで、最適な無線パラメータ設定を行うことができないという問
題があった。
【００１１】
　本発明は、複数の通信パラメータ設定方式に対応する場合に、各設定方式による通信パ
ラメータ設定を連携させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、通信装置であって、通信で用いるパラメータの設定処理を第１の設定方式に
より実行する第１の設定手段と、通信で用いるパラメータの設定処理を前記第１の設定方
式とは異なる第２の設定方式により実行する第２の設定手段と、前記第１の設定方式によ
りパラメータを設定した後に、前記第２の設定方式によりパラメータを設定する場合、前
記第１の設定方式によりパラメータが設定される他の装置と前記第２の設定方式によりパ
ラメータが設定される他の装置とで共通に設定できるパラメータを選択する選択手段と、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複数のパラメータ設定方式に対応する場合に、各設定方式によるパラ
メータ設定を連携させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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　以下、図面を参照しながら発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００１６】
　［第１の実施形態］
　図１は、第１の実施形態における無線ＬＡＮシステムの構成の一例を示す図である。図
１に示す無線ＬＡＮシステムは、基地局１０１、無線装置１０２、１０３、管理装置１０
４によって構成される。ここで、基地局１０１、無線装置１０２、１０３は、IEEE 802.1
1x準拠の無線ＬＡＮ通信機能を備え、インフラストラクチャモード（以下、インフラモー
ド）のネットワークにて無線通信を行う。インフラモードで無線通信する際には、基地局
１０１は、アクセスポイントとして動作し、無線装置１０２、１０３は、ステーションと
して動作する。また、管理装置１０４は基地局１０１と有線ＬＡＮによって接続される。
【００１７】
　第１の実施形態では、無線パラメータを設定する方法として、２つの方法が存在する。
第１の設定方式は、無線装置が基地局１０１を中継して管理装置１０４から無線パラメー
タを受信して設定する方法である。第２の設定方式は、無線装置が基地局１０１から無線
パラメータを受信して設定する方法である。
【００１８】
　ここで、無線装置１０２は第１の設定方式に対応し、無線装置１０３は第２の設定方式
に対応し、基地局１０１は第１及び第２の設定方式に対応するものとする。また、管理装
置１０４は、基地局１０１に設定されている無線パラメータを記憶、管理し、第１の設定
方式に対応する無線装置からの要求に従い無線装置へ無線パラメータを提供する。
【００１９】
　次に、図１の無線ＬＡＮシステムを構成する基地局１０１、無線装置１０２、１０３、
管理装置１０４の構成例を、図２～図５を用いて説明する。
【００２０】
　図２は、第１の実施形態における基地局１０１の構成の一例を示すブロック図である。
図２において、２０１は基地局１０１の全体を制御する制御部である。制御部２０１は、
ＲＯＭ２０２に格納されているプログラムを実行することにより後述の各種制御を行う。
２０２は制御命令、つまり、プログラムが格納されているＲＯＭである。ＲＯＭ２０２に
格納されるプログラムは制御部２０１が後述の各種制御を実行するためのプログラムであ
る。２０３はＲＡＭである。ＲＡＭ２０３には、詳細は後述する無線パラメータ調整テー
ブルが記憶される。２０４は無線通信処理部であり、無線ＬＡＮの通信制御を行う。２０
５はアンテナである。２０６はアンテナ制御部である。
【００２１】
　２０７は電源部である。２０８はＵＳＢやIEEE1394などの有線ＬＡＮインタフェース部
である。２０９は無線パラメータ設定ボタンであり、無線パラメータの設定処理を起動す
るボタンである。２１０は第１設定処理部であり、第１の設定方式による無線パラメータ
の設定処理を制御する。２１１は第２設定処理部であり、第２の設定方式による無線パラ
メータの設定処理を制御する。第１設定処理部２１０、第２設定処理部２１１は、無線パ
ラメータ設定処理の際に、設定相手の無線装置が対応する無線パラメータを当該無線装置
から受信し、受信した無線パラメータを無線パラメータ調整部２１３に通知する。２１２
は無線パラメータ通知処理部であり、管理装置１０４へ無線パラメータを通知する。２１
３は無線パラメータ調整部であり、詳細は後述する無線パラメータ調整テーブルに基づい
て無線パラメータの調整処理を行う。
【００２２】
　図３は、第１の実施形態における無線装置１０２の構成の一例を示すブロック図である
。図３において、３０１は無線装置１０２の全体を制御する制御部である。制御部３０１
は、ＲＯＭ３０２に格納されているプログラムを実行することにより後述の各種制御を行
う。３０２は制御命令、つまり、プログラムが格納されているＲＯＭである。ＲＯＭ３０
２に格納されるプログラムは制御部３０１が後述の各種制御を実行するためのプログラム
である。３０３はＲＡＭである。３０４は無線通信処理部であり、無線ＬＡＮの通信制御
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を行う。３０５はアンテナである。３０６はアンテナ制御部である。
【００２３】
　３０７は電源部である。３０８はＵＳＢやIEEE1394などの通信インタフェース部である
。３０９はユーザインタフェース部である。３１０は第１設定処理部であり、第１の設定
方式による無線パラメータの設定処理を制御する。
【００２４】
　図４は、第１の実施形態における無線装置１０３の構成の一例を示すブロック図である
。図４において、４０１は無線装置１０３の全体を制御する制御部である。制御部４０１
は、ＲＯＭ４０２に格納されているプログラムを実行することにより後述の各種制御を行
う。４０２は制御命令、つまり、プログラムが格納されているＲＯＭである。ＲＯＭ４０
２に格納されるプログラムは制御部４０１が後述の各種制御を実行するためのプログラム
である。４０３はＲＡＭである。４０４は無線通信処理部であり、無線ＬＡＮの通信制御
を行う。４０５はアンテナである。４０６はアンテナ制御部である。
【００２５】
　４０７は電源部である。４０８はＵＳＢやIEEE1394などの通信インタフェース部である
。４０９はユーザインタフェース部である。４１０は第２設定処理部であり、第２の設定
方式による無線パラメータの設定処理を制御する。
【００２６】
　図５は、第１の実施形態における管理装置１０４の構成の一例を示すブロック図である
。図５において、５０１は管理装置１０４の全体を制御する制御部である。制御部５０１
は、ＲＯＭ５０２に格納されているプログラムを実行することにより後述の各種制御を行
う。５０２は制御命令、つまり、プログラムが格納されているＲＯＭである。５０３はＲ
ＡＭである。ＲＯＭ５０２に格納されるプログラムは制御部５０１が後述の各種制御を実
行するためのプログラムである。
【００２７】
　５０４は電源部である。５０５はＵＳＢやIEEE1394などの有線ＬＡＮインタフェース部
である。５０６はユーザインタフェース部である。５０７は無線パラメータ設定管理部で
あり、第１の設定方式による無線パラメータを記憶、管理する。５０８は第１設定処理部
であり、第１の設定方式による無線パラメータの設定処理を制御する。
【００２８】
　図６は、基地局１０１のＲＡＭ２０３に記憶される無線パラメータ調整テーブルの構成
の一例を示す図である。図６に示す（Ａ）のように、無線パラメータ調整テーブルには、
第１の設定方式に対応する無線パラメータ６０１と、第２の設定方式に対応する無線パラ
メータ６０２と、基地局１０１に現在設定されている無線パラメータ６０３とが登録され
る。ここで無線パラメータ６０１には、基地局１０１に接続し、第１の設定方式に対応す
る全ての無線装置が共通に対応する無線パラメータ（認証方式と暗号化方式）を示す情報
が登録される。また、無線パラメータ６０２には、基地局１０１に接続し、第２の設定方
式に対応する全ての無線装置が共通に対応する認証方式と暗号化方式を示す情報が登録さ
れる。無線パラメータ調整部２１３は、第１設定処理部２１０が無線装置と無線パラメー
タ設定処理を実行する際に、無線パラメータを設定する無線装置が対応する無線パラメー
タを第１設定処理部２１０から受信する。無線パラメータを受信した無線パラメータ調整
部２１３は、既に無線パラメータ６０１に登録されている無線パラメータと、受信した無
線パラメータとを比較し、共通に対応するパラメータを無線パラメータ６０１として更新
し、登録する。同様に、無線パラメータ調整部２１３は、第２設定処理部２１１が無線装
置と無線パラメータ設定処理を実行する際に、無線パラメータを設定する無線装置が対応
する無線パラメータを第２設定処理部２１１から受信する。無線パラメータを受信した無
線パラメータ調整部２１３は、既に無線パラメータ６０２に登録されている無線パラメー
タと、受信した無線パラメータとを比較し、共通に対応するパラメータを無線パラメータ
６０２として更新し、登録する。
【００２９】
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　この例では、無線パラメータ６０１には、第１の設定方式に対応する無線装置１０２が
使用できる無線パラメータが登録されている。また、基地局１０１の現在の設定は、認証
方式（ＷＰＡ）、暗号化方式（ＡＥＳ）となっていることから、無線装置１０２は認証方
式（ＷＰＡ）、暗号化方式（ＡＥＳ）を用いて基地局１０１と接続している。
【００３０】
　また、基地局１０１で現在の無線パラメータが変更禁止に設定されている場合は、無線
パラメータ調整テーブルの現在の無線パラメータ６０３に変更禁止を示す情報が付加され
る（図６に示す（Ｂ）の６０４、６０５）。
【００３１】
　尚、無線パラメータ調整テーブルは、詳細は後述する無線パラメータの調整処理で参照
される。また、無線パラメータとして認証方式及び暗号化方式を例に挙げたが、本発明は
これだけに限らず、例えばネットワーク識別情報など、無線通信の際に設定が必要な他の
情報を追加しても良い。
【００３２】
　次に、基地局１０１が無線装置１０２とインフラモードのネットワークを形成後、無線
装置１０３がネットワークに参加する際の処理を、図７及び図８を用いて説明する。
【００３３】
　尚、無線パラメータ調整部２１３の調整処理は、無線装置１０３が第２の設定方式を用
いて基地局１０１のネットワークに参加する際に、第２設定処理部２１１により起動され
る。
【００３４】
　図７は、第１の実施形態における基地局１０１の調整処理と通知処理を示すフローチャ
ートである。
【００３５】
　無線装置１０３が基地局１０１のネットワークに参加するために、無線装置１０３は第
２の設定方式により基地局１０１に無線パラメータを要求する。該要求の際に、無線装置
１０３は無線装置１０３が使用可能な無線パラメータ（認証方式と暗号方式）を基地局１
０１に通知する。
【００３６】
　ステップＳ７０１において、第２設定処理部２１１は、無線装置１０３から無線パラメ
ータを受信すると、受信した無線パラメータを無線パラメータ調整部２１３に通知する。
無線パラメータ調整部２１３は、第２設定処理部２１１から無線パラメータを取得して無
線パラメータ調整テーブルに追加する。
【００３７】
　図８は、第１の実施形態における調整処理で更新された無線パラメータ調整テーブルを
示す図である。図８に示す（Ａ）は、第１の設定方式に対応する無線パラメータ８０１に
加え、第２の設定方式に対応する無線パラメータ８０２が追加された状態である。また、
現在の無線パラメータ８０３は、この状態では無線パラメータが変更されていないので図
６と同様にＷＰＡとＡＥＳが登録されている。なお、無線パラメータ調整部２１３は、第
２の設定方式に対応する無線パラメータ８０２に既に無線パラメータが登録されている場
合には、無線装置１０３から取得した無線パラメータと既に登録されている無線パラメー
タとを比較する。そして、互いに共通の無線パラメータに更新する。このようにすること
により、無線パラメータ８０２には、基地局１０１に接続し、第２の設定方式に対応する
全ての無線装置が共通に対応する認証方式と暗号化方式を示す情報が登録される。
【００３８】
　図７に戻り、上述のテーブル更新後、ステップＳ７０２において、無線パラメータ調整
部２１３は、無線パラメータ調整テーブルを参照し、基地局１０１の無線パラメータが変
更禁止か否かを確認する。ここで、変更禁止の場合はステップＳ７０３へ進み、変更禁止
ではない場合はステップＳ７０４へ進む。
【００３９】
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　ステップＳ７０３では、無線パラメータ調整部２１３は第２設定処理部２１１に対して
調整失敗を通知し、この調整処理を終了する。一方、第２設定処理部２１１は、この通知
を受信すると、無線装置１０３との間で行っている第２の設定方式による設定処理をエラ
ー終了とする。
【００４０】
　ステップＳ７０４では、無線パラメータ調整部２１３は無線パラメータ調整テーブルを
参照し、第１及び第２の設定方式において対応可能な共通の認証方式の有無を確認する。
その結果、共通の認証方式が無い場合はステップＳ７０３へ進み、上述したように、調整
失敗を通知し、エラー終了とする。しかし、共通の認証方式が有る場合には、共通の認証
方式の中で最もセキュリティ強度の高い認証方式を選択する。ここで図８に示す（Ａ）の
例では、共通の認証方式の中で最もセキュリティ強度の高いＷＰＡＰＳＫが選択される。
【００４１】
　次に、ステップＳ７０５において、無線パラメータ調整部２１３は無線パラメータ調整
テーブルを参照し、第１及び第２の設定方式において対応可能な共通の暗号化方式の有無
を確認する。その結果、共通の暗号化方式が無い場合はステップＳ７０３へ進み、上述し
たように、調整失敗を通知し、エラー終了とする。しかし、共通の暗号化方式が有る場合
には、共通の暗号化方式の中で最もセキュリティ強度の高い暗号化方式を選択する。ここ
で図８に示す（Ａ）の例では、共通の暗号化方式の中で最もセキュリティ強度の高いＴＫ
ＩＰが選択される。
【００４２】
　そして、ステップＳ７０６において、無線パラメータ調整部２１３は無線パラメータの
調整成功を第２設定処理部２１１に通知すると共に、ステップＳ７０４及びＳ７０５で選
択した無線パラメータを第２設定処理部２１１に通知する。一方、第２設定処理部２１１
は、この通知を受信すると、通知された無線パラメータを無線装置１０３へ送信する。　
　次に、ステップＳ７０７において、無線パラメータ調整部２１３は、ステップＳ７０４
及びＳ７０５で選択した無線パラメータが基地局１０１に設定されている現在の無線パラ
メータ８０３と異なっているかを確認する。ここで、異なっている場合はステップＳ７０
８へ進み、異なっていない場合は、この調整処理を終了する。
【００４３】
　ステップＳ７０８では、無線パラメータ調整部２１３は、無線パラメータ通知処理部２
１４を起動する。そして、無線パラメータ通知処理部２１４は、ステップＳ７０４及びＳ
７０５で選択した無線パラメータを有線ＬＡＮ通信により管理装置１０４へ通知する。管
理装置１０４は基地局から通知された無線パラメータを現在の基地局の設定として管理す
る。
【００４４】
　次に、ステップＳ７０９において、パラメータ調整部２１３は、現在のネットワークの
無線パラメータ８０３をステップＳ７０４及びＳ７０５で選択した無線パラメータ８０４
に変更する。そして、この処理を終了する。
【００４５】
　この例では、図８に示す（Ａ）の現在の無線パラメータ８０３が、図８に示す（Ｂ）の
８０４のように変更される。即ち、無線装置１０３のネットワークへの参加に伴い、基地
局１０１は、無線パラメータの認証方式をＷＰＡＰＳＫに変更し、暗号化方式をＴＫＩＰ
に変更する。
【００４６】
　無線装置１０３は、Ｓ７０６において通知された無線パラメータを設定し、基地局１０
１のネットワークに参加する。
【００４７】
　以上の処理により、基地局１０１のネットワークの無線パラメータが変更されると、無
線装置１０２は、このネットワークから切断される。そこで、無線装置１０２は接続可能
な無線パラメータを得るために、管理装置１０４と通信を行い、基地局１０１の現在の無
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線パラメータ８０４を獲得する。無線装置１０２は管理装置１０４から獲得した無線パラ
メータ８０４を用いて基地局１０１へ再接続を行う。このとき無線装置１０２は、基地局
１０１の設定に関係なく基地局１０１と通信できるパケットを用いて、基地局１０１の第
１設定処理部２１０の制御により管理装置１０４と通信し、無線パラメータ８０４を獲得
する。
【００４８】
　上述した第１の実施形態によれば、無線パラメータの設定方式が異なる無線装置がネッ
トワークに参加する際に、基地局が各設定方式に対応する無線装置に共通の無線パラメー
タを基地局の設定及び無線装置に設定できる。よって、無線パラメータが変更されても、
既に基地局に接続していた無線装置が基地局と接続できなくなることを防止できる。また
、無線装置での面倒な設定を行うことなく、参加が可能となる。
【００４９】
　また、複数の無線パラメータ設定方式を備えた基地局が無線パラメータ設定の調整を行
い、調整結果を管理装置へ通知することで、異なる設定方式により変更された無線パラメ
ータを反映することができる。
【００５０】
　［第２の実施形態］
　次に、図面を参照しながら本発明に係る第２の実施形態を詳細に説明する。第１の実施
形態では、第２の設定方式に対応する無線装置１０３が基地局１０１に接続する場合の調
整処理と通知処理を説明した。第２の実施形態では、無線装置１０３が基地局１０１のネ
ットワークから離脱した際の基地局１０１の処理を説明する。
【００５１】
　尚、第２の実施形態における無線ＬＡＮシステムの構成は、図１～図６を用いて説明し
た第１の実施形態の構成と同様である。
【００５２】
　ここで、基地局１０１が無線装置１０３の離脱を検知した際に無線パラメータ通知処理
部２１２及び無線パラメータ調整部２１３が行う処理を、図９及び図１０を用いて説明す
る。
【００５３】
　尚、無線パラメータ調整部２１３の調整処理は、無線装置１０３がネットワークから離
脱し、無線通信処理部２０４が無線装置１０３の離脱を検知した際に、無線通信処理部２
０４より起動される。
【００５４】
　図９は、第２の実施形態における基地局１０１の調整処理と通知処理を示すフローチャ
ートである。
【００５５】
　無線装置１０３は基地局１０１が形成するネットワークから離脱する場合に、基地局１
０１に対して離脱を通知する。ステップＳ９０１において、無線通信処理部２０４が無線
装置１０３の離脱を無線パラメータ調整部２１３に通知する。無線パラメータ調整部２１
３は無線装置１０３からの離脱通知を検出する。次に、ステップＳ９０２において、無線
パラメータ調整部２１３は、無線装置１０３の離脱に基づいて無線パラメータ調整テーブ
ルを更新する。
【００５６】
　図１０は、第２の実施形態における調整処理で更新された無線パラメータ調整テーブル
を示す図である。図１０に示す（Ａ）は、無線装置１０３の離脱に伴い、第２の設定方式
に対応する無線装置が共通に対応する無線パラメータ１００１が更新された状態である。
図１０に示す（Ａ）は、図１に示す例では、第２設定方式に対応するのは無線装置１０３
だけなので、第２の設定方式に対応する無線装置が共通に対応する無線パラメータ１００
１は空欄になっている。しかし、第２設定方式に対応する他の無線装置が基地局と接続し
ている場合には、それら無線装置に共通に対応する認証方式と暗号化方式を示す情報に更
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新される。また、現在の無線パラメータ１００２は、この状態ではＷＰＡＰＳＫとＴＫＩ
Ｐが登録されている。
【００５７】
　図９に戻り、上述のテーブル更新後、ステップＳ９０３において、無線パラメータ調整
部２１３は、無線パラメータ調整テーブルを参照し、基地局１０１の無線パラメータが変
更禁止か否かを確認する。ここで、変更禁止の場合は、この処理を終了し、変更禁止では
ない場合はステップＳ９０４へ進む。
【００５８】
　ステップＳ９０４では、無線パラメータ調整部２１３は無線パラメータ調整テーブルを
参照し、第１及び第２の設定方式において対応可能で、かつ最もセキュリティ強度の高い
認証方式と暗号化方式とを選択する。ここでは、第２の設定方式に対応する無線装置１０
３がネットワークから離脱したので、基地局に接続し、第１の設定方式に対応する無線装
置が共通に対応する無線パラメータの中で最もセキュリティ強度の高い方式を選択する。
【００５９】
　次に、ステップＳ９０５において、無線パラメータ調整部２１３は、ステップＳ９０４
で選択した無線パラメータが、基地局１０１に設定されている現在の無線パラメータ１０
０２と異なっているか否かを確認する。異なっている場合はステップＳ９０６へ進み、異
なっていない場合は、この処理を終了する。
【００６０】
　このステップＳ９０６では、無線パラメータ調整部２１３は無線パラメータ通知処理部
２１４を起動する。起動した無線パラメータ通知処理部２１４は、ステップＳ９０４で選
択した無線パラメータを有線ＬＡＮ通信により管理装置１０４へ通知する。
【００６１】
　次に、ステップＳ９０７において、無線パラメータ調整部２１３は、基地局１０１のネ
ットワークの無線パラメータを、ステップＳ９０４で選択した無線パラメータに変更し、
この処理を終了する。
【００６２】
　この例では、図１０に示す（Ａ）の現在の無線パラメータ１００２が、図１０に示す（
Ｂ）の１００３のように変更される。即ち、無線装置１０３のネットワークからの離脱に
伴い、基地局１０１は、第１の設定方式に対応する無線装置が対応する認証方式の中で最
もセキュリティ強度の高いＷＰＡに変更し、暗号化方式も最もセキュリティ強度の高いＡ
ＥＳに変更する。
【００６３】
　以上の処理により、基地局１０１のネットワークの無線パラメータが変更されると、無
線装置１０２は、このネットワークから切断される。そこで、無線装置１０２は接続可能
な無線パラメータを得るために、管理装置１０４と通信を行い、基地局１０１の現在の無
線パラメータ１００３を獲得する。そして、無線装置１０２は管理装置１０４より獲得し
た無線パラメータ１００３を用いて基地局１０１へ再接続を行う。このとき無線装置１０
２は、基地局１０１の設定に関係なく基地局１０１と通信できるパケットを用いて、基地
局１０１の第１設定処理部２１０の制御により管理装置１０４と通信し、無線パラメータ
１００３を獲得する。
【００６４】
　上述した第２の実施形態によれば、無線パラメータの設定方式が異なる無線装置がネッ
トワークから離脱した際に、基地局が無線パラメータを変更することで接続中の無線装置
での面倒な設定を行うことなく、再接続が可能となる。
【００６５】
　また、無線装置が離脱した場合にも、複数の無線パラメータ設定方式を備えた基地局が
無線パラメータ設定の調整を行い、調整結果を管理装置へ通知することで、異なる設定方
式により変更された無線パラメータを反映することができる。
【００６６】
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　［第３の実施形態］
　次に、図面を参照しながら本発明に係る第３の実施形態を詳細に説明する。第１及び第
２の実施形態では、管理装置１０４は有線ＬＡＮで基地局１０１に接続される外部装置と
して説明した。第３の実施形態では、管理装置１０４と同等の機能を基地局が備える場合
を説明する。
【００６７】
　図１１は、第３の実施形態における無線ＬＡＮシステムの構成の一例を示す図である。
図１１の無線ＬＡＮシステムは、基地局１１０１、無線装置１１０２、１１０３によって
構成される。
【００６８】
　次に、図１１の無線ＬＡＮシステムを構成する基地局１１０１の構成例を、図１２を用
いて説明する。尚、無線端末装置１１０２、１１０３の構成は、図３、図４を用いて説明
した第１の実施形態の構成と同様である。
【００６９】
　図１２は、第３の実施形態における基地局１１０１の構成の一例を示すブロック図であ
る。図１２において、１２０１は基地局１１０１の全体を制御する制御部である。制御部
１２０１は、ＲＯＭ１２０２に格納されているプログラムを実行することにより後述の各
種制御を行う。１２０２は制御命令、つまり、プログラムが格納されているＲＯＭである
。ＲＯＭ１２０２に格納されるプログラムは制御部１２０１が後述の各種制御を実行する
ためのプログラムである。１２０３はＲＡＭである。ＲＡＭ１２０３には、詳細は後述す
る無線パラメータ調整テーブルが記憶される。１２０４は無線通信処理部であり、無線Ｌ
ＡＮの通信制御を行う。１２０５はアンテナである。１２０６はアンテナ制御部である。
【００７０】
　１２０７は電源部である。１２０８はＵＳＢやIEEE1394などの有線ＬＡＮインタフェー
ス部である。１２０９は無線パラメータ設定ボタンであり、無線パラメータの設定処理を
起動するボタンである。１２１０は第１設定処理部であり、第１の設定方式による無線パ
ラメータの設定処理を制御する。１２１１は第２設定処理部であり、第２の設定方式によ
る無線パラメータの設定処理を制御する。１２１２は無線パラメータ通知処理部であり、
無線設定管理部１２１４へ無線パラメータを通知する。１２１３は無線パラメータ調整部
であり、無線パラメータ調整テーブルに基づいて無線パラメータの調整処理を行う。１２
１４は無線設定管理部であり、基地局１１０１に設定されている無線パラメータを記憶し
、第１の設定方式に対応する無線装置１１０２へ無線パラメータを提供する。
【００７１】
　第３の実施形態における無線パラメータ調整テーブルの構成は、図６に示す構成と同様
であり、第１及び第２の設定方式も同様とする。
【００７２】
　第３の実施形態では、無線装置１１０３が基地局１１０１に参加又は離脱する際に第１
の実施形態（Ｓ７０１～Ｓ７０６）又は第２の実施形態（Ｓ９０１～Ｓ９０４）と同様に
、無線パラメータを選択する。そして、選択した無線パラメータにより基地局１１０１の
無線パラメータが変更される場合に、無線パラメータ通知処理部１２１２は無線設定管理
部１２１４へ変更する無線パラメータを通知する。
【００７３】
　この処理により、基地局１１０１のネットワークの無線パラメータが変更されたため、
無線装置１１０２は一時的にこのネットワークから切断される。そこで、無線装置１１０
２は第１の設定方式による無線パラメータを設定するために、基地局１１０１と通信を行
い、基地局１１０１の現在の無線パラメータを獲得する。そして、無線装置１１０２は基
地局１１０１から獲得した無線パラメータを設定し、基地局１１０１へ再接続を行う。
【００７４】
　上述した第３の実施形態によれば、基地局が無線設定管理部を備えている場合でも、第
１及び第２の実施形態と同様な効果を得ることができる。
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【００７５】
　尚、本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ，インタフェース機器，リーダ
，プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装置（例え
ば、複写機，ファクシミリ装置など）に適用しても良い。
【００７６】
　また、前述した実施形態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、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（Ｃ
ＰＵ若しくはＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行する。これ
によっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【００７７】
　この場合、記録媒体から読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
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記録媒体は本発明を構成すること
になる。
【００７８】
　このプログラムコードを供給するための記録媒体として、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などを用いることができる。
【００７９】
　また、コンピュータが読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
形態の機能が実現されるだけでなく、次の場合も含まれることは言うまでもない。即ち、
プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティン
グシステム）などが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理により前述した実施形態
の機能が実現される場合である。
【００８０】
　更に、記録媒体から読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込む。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又は全部を行い、その処理により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】
【００８１】
【図１】第１の実施形態における無線ＬＡＮシステムの構成の一例を示す図である。
【図２】第１の実施形態における無線基地局装置１０１の構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図３】第１の実施形態における無線端末装置１０２の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図４】第１の実施形態における無線端末装置１０３の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図５】第１の実施形態における無線設定管理装置１０４の構成の一例を示すブロック図
である。
【図６】無線基地局装置１０１のＲＡＭ２０３に記憶される無線パラメータ調整テーブル
の構成の一例を示す図である。
【図７】第１の実施形態における無線基地局装置１０１の調整処理と通知処理を示すフロ
ーチャートである。
【図８】第１の実施形態における調整処理で更新された無線パラメータ調整テーブルを示
す図である。
【図９】第２の実施形態における無線基地局装置１０１の調整処理と通知処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】第２の実施形態における調整処理で更新された無線パラメータ調整テーブルを
示す図である。
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【図１１】第３の実施形態における無線ＬＡＮシステムの構成の一例を示す図である。
【図１２】第３の実施形態における無線基地局装置１１０１の構成の一例を示すブロック
図である。
【符号の説明】
【００８２】
１０１　無線基地局装置
１０２　無線端末装置
１０３　無線端末装置
１０４　無線設定管理装置
２０１　制御部
２０２　ＲＯＭ
２０３　ＲＡＭ
２０４　無線通信処理部
２０５　アンテナ
２０６　アンテナ制御部
２０７　電源部
２０８　有線ＬＡＮインタフェース部
２０９　無線パラメータ設定ボタン
２１０　第１設定処理部
２１１　第２設定処理部
２１２　無線パラメータ通知処理部
２１３　無線パラメータ調整部
３０１　制御部
３０２　ＲＯＭ
３０３　ＲＡＭ
３０４　無線通信処理部
３０５　アンテナ
３０６　アンテナ制御部
３０７　電源部
３０８　通信インタフェース部
３０９　ユーザインタフェース部
３１０　第１設定処理部
４０１　制御部
４０２　ＲＯＭ
４０３　ＲＡＭ
４０４　無線通信処理部
４０５　アンテナ
４０６　アンテナ制御部
４０７　電源部
４０８　通信インタフェース部
４０９　ユーザインタフェース部
４１０　第２設定処理部
５０１　制御部
５０２　ＲＯＭ
５０３　ＲＡＭ
５０４　電源部
５０５　有線ＬＡＮインタフェース部
５０６　ユーザインタフェース部
５０７　無線パラメータ設定管理部
５０８　第１設定処理部
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１１０１　無線基地局装置
１１０２　無線端末装置
１１０３　無線端末装置
１２０１　制御部
１２０２　ＲＯＭ
１２０３　ＲＡＭ
１２０４　無線通信処理部
１２０５　アンテナ
１２０６　アンテナ制御部
１２０７　電源部
１２０８　有線ＬＡＮインタフェース部
１２０９　無線パラメータ設定ボタン
１２１０　第１設定処理部
１２１１　第２設定処理部
１２１２　無線パラメータ通知処理部
１２１３　無線パラメータ調整部
１２１４　無線パラメータ設定管理部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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