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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置とサーバ装置との間で通信の中継を行う中継手段と、
　前記クライアント装置が情報を要求するためのリクエストを前記サーバ装置宛てに送信
した時から、当該リクエストが前記中継手段によって中継されて前記サーバ装置に到達す
る時までに要するリクエスト伝送所要時間を、前記中継手段が当該リクエストを前記サー
バ装置に送信してから当該リクエストに対する当該サーバ装置の応答を受信するまでの往
復伝搬遅延時間を計算することによって予測する予測手段と、
　前記サーバ装置が前記クライアント装置宛てに情報を送信し始めた時から、当該情報を
前記中継手段が受信し終わる時までに要する情報伝送所要時間を前記サーバ装置から受信
する受信手段と、
　前記予測手段によって予測されたリクエスト伝送所要時間と、前記受信手段によって受
信された情報伝送所要時間とに基づいて、前記クライアント装置において通信を行わない
状態を継続し得る休止状態継続時間を計算する計算手段と、
　前記計算手段によって計算された休止状態継続時間を前記クライアント装置に通知する
通知手段と
　を備える中継装置。
【請求項２】
　クライアント装置によって送信されてくるリクエストに応じて当該クライアント装置宛
てに情報を送信するサーバ装置と、
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　前記クライアント装置と前記サーバ装置との間で通信の中継を行う中継装置とを備え、
　前記サーバ装置は、
　前記中継装置と自サーバ装置との間の通信路における情報伝送速度を取得する取得手段
と、
　前記リクエストによって要求されている情報の情報量と前記取得手段によって取得され
た情報伝送速度とに基づいて、当該情報を前記クライアント装置宛てに送信し始めた時か
ら、送信された前記情報を前記中継装置が受信し終わる時までに要する情報伝送所要時間
を計算する計算手段と、
　前記計算手段によって計算された情報伝送所要時間を前記中継装置に通知する通知手段
とを有し、
　前記中継装置は、
　前記クライアント装置が情報を要求するためのリクエストを前記サーバ装置宛てに送信
した時から、当該リクエストが自中継装置によって中継されて前記サーバ装置に到達する
時までに要するリクエスト伝送所要時間を、自装置が当該リクエストを前記サーバ装置に
送信してから当該リクエストに対する当該サーバ装置の応答を受信するまでの往復伝搬遅
延時間を計算することによって予測する予測手段と、
　前記サーバ装置によって送信されてくる情報伝送所要時間を受信する受信手段と、
　前記予測手段によって予測されたリクエスト伝送所要時間と、前記受信手段によって受
信された情報伝送所要時間とに基づいて、前記クライアント装置において通信を行わない
状態を継続し得る休止状態継続時間を計算する計算手段と、
　前記計算手段によって計算された休止状態継続時間を前記クライアント装置に通知する
通知手段とを有する通信システム。
【請求項３】
　クライアント装置とサーバ装置との間で通信を中継する中継装置が行う通信方法であっ
て、
　前記中継装置が、前記クライアント装置から前記サーバ装置宛てに情報を要求するため
のリクエストが送信された時から、当該リクエストが自中継装置を経由して前記サーバ装
置に到達する時までに要するリクエスト伝送所要時間を、自装置が当該リクエストを前記
サーバ装置に送信してから当該リクエストに対する当該サーバ装置の応答を受信するまで
の往復伝搬遅延時間を計算することによって予測する予測ステップと、
　前記中継装置が、前記サーバ装置から前記クライアント装置宛てに情報を送信し始めた
時から当該情報を自中継装置が受信し終わる時までに要する情報伝送所要時間を前記サー
バ装置から受信する受信ステップと、
　前記中継装置が、前記予測ステップにおいて予測されたリクエスト伝送所要時間と、前
記受信ステップにおいて受信された情報伝送所要時間とに基づいて、前記クライアント装
置において通信を行わない状態を継続し得る休止状態継続時間を計算する計算ステップと
、
　前記中継装置が、前記計算ステップにおいて計算された休止状態継続時間を前記クライ
アント装置に通知する通知ステップと
　を備える通信方法。
【請求項４】
　サーバ装置が、クライアント装置によって送信されてくるリクエストを中継装置を介し
て受信する受信ステップと、
　前記サーバ装置が、前記リクエストによって要求されている情報の情報量と、前記中継
装置と自サーバ装置との間の通信路における情報伝送速度とに基づいて、当該情報を前記
クライアント装置宛てに送信し始めた時から前記中継装置が受信し終わる時までに要する
情報伝送所要時間を計算する計算ステップと、
　前記サーバ装置が、前記計算ステップにおいて計算された情報伝送所要時間を前記中継
装置に通知する所要時間通知ステップと、
　前記中継装置が、前記クライアント装置によって前記サーバ装置宛てにリクエストが送
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信された時から、当該リクエストが自中継装置を経由して前記サーバ装置に到達する時ま
でに要するリクエスト伝送所要時間を、自装置が当該リクエストを前記サーバ装置に送信
してから当該リクエストに対する当該サーバ装置の応答を受信するまでの往復伝搬遅延時
間を計算することによって予測する予測ステップと、
　前記中継装置が、前記所要時間通知ステップにおいて前記サーバ装置によって通知され
てくる情報伝送所要時間と、前記予測ステップにおいて予測されたリクエスト伝送所要時
間とに基づいて、前記クライアント装置において通信を行わない状態を継続し得る休止状
態継続時間を計算する計算ステップと、
　前記中継装置が、前記計算ステップにおいて計算された休止状態継続時間を前記クライ
アント装置に通知する継続時間通知ステップと
　を備える通信方法。
【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ＬＡＮの無線ステーションのようなクライアント端末において通信動作モ
ードを適切に切り換えるための技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線ＬＡＮ（Local Area Network）においては、無線ステーションが「transmit」、「aw
ake」及び「doze」という３つの通信動作モードを切り換えながらアクセスポイントと通
信を行うようになっている。ここで、「transmit」モードとは、無線ステーションがアク
セスポイントにデータを送信可能な状態にあることを意味している。このモードにある場
合、無線ステーションの送信回路には送信処理に必要な電力が供給されるため、その消費
電力は比較的大きい。次に、「awake」モードとは、無線ステーションがアクセスポイン
トからデータを受信可能な状態にあることを意味しており、給電対象は主として受信回路
のみでよいため消費電力は中程度である。そして、「doze」モードとは、無線ステーショ
ンがアクセスポイントとの間で送受信を一切行っていない状態を意味しており、その消費
電力は非常に小さい。このように複数の通信動作モードが用意されているため、無線ステ
ーションは、アクセスポイントと通信を行う必要がある場合には「transmit」モード或い
は「awake」モードに切り換えて送信処理或いは受信処理を行うし、通信を行う必要がな
い場合には「doze」モードに切り換えて消費電力を節約することができる。なお、以下の
説明においては、「transmit」モード及び「awake」モードを合わせて「通信実行状態」
といい、「doze」モードを「通信休止状態」という。
【０００３】
非特許文献１には、無線ステーションにおいて通信動作モードを切り換えるための仕組み
が開示されている。以下、この記載例について図７に示したシーケンスに沿って説明する
。なお、図７においては、無線ステーションとＷＷＷ（World Wide Web）サーバ装置との
間に、通信の中継を行うゲートウェイ装置が介在している場合を想定している。
【０００４】
まず、通信実行状態にある無線ステーションは、ファイル名「index.html」のデータファ
イル（以降、「index.html」ファイルという）を要求するため、ＧＥＴメソッドを用いた
ＨＴＴＰ（Hypertext　Transfer　Protocol）メッセージ（以降、ＨＴＴＰリクエストと
いう）をＷＷＷサーバ装置に送信する（ステップＳ１）。ＷＷＷサーバ装置は、ゲートウ
ェイ装置を介して上記ＨＴＴＰリクエストを受信すると、「index.html」ファイルをメモ
リから読み出して無線ステーションに送信する（ステップＳ２）。無線ステーションは、
ゲートウェイ装置を介して「index.html」ファイルを受信すると、このファイル内におい
て指定されているテキストオブジェクトや画像オブジェクトなどの複数のオブジェクト１
～ｎを要求するべく、再度、ＨＴＴＰリクエストをＷＷＷサーバ装置に送信する（ステッ
プＳ３）。ＷＷＷサーバ装置は、上記ＨＴＴＰリクエストを受信すると、このリクエスト
によって要求されているオブジェクト１～ｎを１オブジェクトずつ無線ステーションに宛
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てて送信する。これらの各オブジェクトは、ゲートウェイ装置においてオブジェクト１～
ｎの全てが揃うまで一時的に記憶（キャッシュ）され、全てのオブジェクトがゲートウェ
イ装置によってキャッシュされた後に、ゲートウェイ装置から無線ステーションへ連続し
て転送されるようになっている。
【０００５】
このときゲートウェイ装置では、受信したオブジェクトの統計情報に基づいて、ＷＷＷサ
ーバ装置からオブジェクト１～ｎの全てを受信するまでに要する時間ｘを予測し、予測し
た時間ｘを無線ステーションに通知する。これによって、無線ステーションは、通知され
た時間ｘの期間だけは通信休止状態を維持することができる。なぜなら、この時間ｘにお
いては、ゲートウェイ装置がＷＷＷサーバ装置からオブジェクトを受信し続けるだけであ
って、ゲートウェイ装置と無線ステーションとの間では通信を一切行う必要がないからで
ある。
【０００６】
以下、上記時間ｘの算出手法について具体的に説明する。
まず、ゲートウェイ装置は、オブジェクト１以降の幾つかのオブジェクトを受信した時点
で、それらオブジェクトの統計情報に基づいて、オブジェクト１～ｎの全てを受信するま
でに要するであろう時間ｘ１を算出し（ステップＳ４）、この時間ｘ１を無線ステーショ
ンに通知する（ステップＳ５）。一方、無線ステーションは、時間ｘ１を受け取るまでは
通信実行状態であるが、時間ｘ１を受け取ると、自らの通信動作モードを通信実行状態か
ら通信休止状態へと切り換える。
【０００７】
時間ｘは、より多くの統計情報に基づいて算出した方がより正確な値に近づくことが知ら
れており、上記のようなごく少数の統計情報にのみ基づいた時間ｘ１はあまり正確ではな
い。よって、ゲートウェイ装置は、時間ｘ１を算出した後、引き続き受信した幾つかのオ
ブジェクトの統計情報を用いて、さらに正確であろうと思われる時間ｘ２を算出する（ス
テップＳ６）。一方、無線ステーションは、時間ｘ１を受け取った後、この時間ｘ１が経
過するのを待たずに、すぐに通信休止状態から通信実行状態へ切り換えて、ゲートウェイ
装置に対し時間ｘを問い合わせるためのポーリングメッセージを送信する（ステップＳ７
）。このとき、ゲートウェイ装置が時間ｘ２を算出していれば、これを無線ステーション
に送信する（ステップＳ８）。無線ステーションは時間ｘ２を受け取ると直ちに通信休止
状態に切り換えるが、上記と同じように、この時間ｘ２が経過するのを待たずに通信実行
状態へ切り換えてゲートウェイ装置にポーリングメッセージを送信する。
【０００８】
このようにして、ゲートウェイ装置が時間ｘの予測を何回か試み、最も正確であろうと思
われる最終的な所要時間ｘLastを算出する一方（ステップＳ９）、無線ステーション側も
、通信実行状態と通信休止状態とを適宜切り換えながらポーリングメッセージの送信を何
回か試みる（ステップＳ１０）。そして、無線ステーションは最終的な時間ｘLaxtを取得
することができたなら（ステップＳ１１）、以降、この時間ｘLastの間だけは通信休止状
態を維持する。そして、この時間ｘLastが経過すると、無線ステーションは、通信休止状
態から通信実行状態へ切り換え、ポーリングメッセージをゲートウェイ装置に送信する（
ステップＳ１２）。このとき、ゲートウェイ装置が全てのオブジェクト１～ｎを受信し終
わっていれば、これらを順次、無線ステーションに送信する(ステップＳ１３～ステップ
Ｓ１５）。そして、無線ステーションは、受信したオブジェクト１～ｎを「index.html」
ファイルに記述された内容に従って表示する。
【０００９】
【非特許文献１】
ジー、アナスタシ（G.Anastasi）,エム、コンティ（M.Conti）,イー、グレゴリ（E.Grego
ri）,エイ、パサレラ（A.Passarella），ア・パワーセービング・アーキテクチャ・フォ
ァ・ウェブアクセス・フロム・モバイルコンピュータ（A Power Saving Architecture fo
r Web Access from Mobile Computers），ピサ（イタリア）におけるアイエフアイピー・



(5) JP 4170838 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

ティーシー６・ネットワーク協議会会報（Proceeding of the IFIP TC-6 Networking Con
ference,Pisa(I)）,２００２年５月１９日－２４日
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上述した技術によれば、無線ステーションは、ゲートウェイ装置によって通知されてくる
時間ｘに基づいて通信実行状態から通信休止状態に切り替えるようになっている。しかし
、その時間ｘの信頼性が低いために、無線ステーションは頻繁に通信休止状態から通信実
行状態に切り換えて、正確な時間ｘを得ることができるまで何度もポーリングを行わなけ
ればならない。即ち、本来は無線ステーションが通信休止状態を維持できるはずの時間内
であるのに、通信休止状態から通信実行状態に切り換えなければならないので、その分だ
け無駄に電力を消費してしまうことになる。また、通信休止状態と通信休止状態とを切り
換える際には瞬間的に大きな電力が必要とされるため、この切替処理を頻繁に行わなけれ
ばならないこと自体も消費電力を増大させる要因になってしまう。
【００１１】
本発明は上記のような背景に鑑みてなされたものであり、その目的は、無線ステーション
のようなクライアント端末において通信休止状態を継続し得る時間をより正確に予測し、
クライアント端末における消費電力を低減させることにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明は、クライアント装置とサーバ装置との間で通信の中
継を行う中継手段と、前記クライアント装置が情報を要求するためのリクエストを前記サ
ーバ装置宛てに送信した時から、当該リクエストが前記中継手段によって中継されて前記
サーバ装置に到達する時までに要するリクエスト伝送所要時間を、前記中継手段が当該リ
クエストを前記サーバ装置に送信してから当該リクエストに対する当該サーバ装置の応答
を受信するまでの往復伝搬遅延時間を計算することによって予測する予測手段と、前記サ
ーバ装置が前記クライアント装置宛てに情報を送信し始めた時から、当該情報を前記中継
手段が受信し終わる時までに要する情報伝送所要時間を前記サーバ装置から受信する受信
手段と、前記予測手段によって予測されたリクエスト伝送所要時間と、前記受信手段によ
って受信された情報伝送所要時間とに基づいて、前記クライアント装置において通信を行
わない状態を継続し得る休止状態継続時間を計算する計算手段と、前記計算手段によって
計算された休止状態継続時間を前記クライアント装置に通知する通知手段とを備える中継
装置を提供する。
　この中継装置によれば、クライアント端末において通信休止状態を継続し得る時間をよ
り正確に予測し、これをクライアント端末に通知する。よって、クライアント端末は必要
十分な時間だけ通信休止状態を維持することができる。
【００１６】
　また、本発明は、クライアント装置によって送信されてくるリクエストに応じて当該ク
ライアント装置宛てに情報を送信するサーバ装置と、前記クライアント装置と前記サーバ
装置との間で通信の中継を行う中継装置とを備え、前記サーバ装置は、前記中継装置と自
サーバ装置との間の通信路における情報伝送速度を取得する取得手段と、前記リクエスト
によって要求されている情報の情報量と前記取得手段によって取得された情報伝送速度と
に基づいて、当該情報を前記クライアント装置宛てに送信し始めた時から、送信された前
記情報を前記中継装置が受信し終わる時までに要する情報伝送所要時間を計算する計算手
段と、前記計算手段によって計算された情報伝送所要時間を前記中継装置に通知する通知
手段とを有し、前記中継装置は、前記クライアント装置が情報を要求するためのリクエス
トを前記サーバ装置宛てに送信した時から、当該リクエストが自中継装置によって中継さ
れて前記サーバ装置に到達する時までに要するリクエスト伝送所要時間を、自装置が当該
リクエストを前記サーバ装置に送信してから当該リクエストに対する当該サーバ装置の応
答を受信するまでの往復伝搬遅延時間を計算することによって予測する予測手段と、前記
サーバ装置によって送信されてくる情報伝送所要時間を受信する受信手段と、前記予測手
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段によって予測されたリクエスト伝送所要時間と、前記受信手段によって受信された情報
伝送所要時間とに基づいて、前記クライアント装置において通信を行わない状態を継続し
得る休止状態継続時間を計算する計算手段と、前記計算手段によって計算された休止状態
継続時間を前記クライアント装置に通知する通知手段とを有する通信システムを提供する
。
【００１７】
【発明の実施の形態】
前述した図７を参照してわかるように、無線ステーションが通信休止状態を維持すること
ができる時間は、無線ステーションがオブジェクト１～ｎを要求するためのＨＴＴＰリク
エストを送信した時から、そのリクエストに応じてＷＷＷサーバ装置からゲートウェイ装
置に全てのオブジェクト１～ｎが送信されてゲートウェイ装置がこれらを受信し終わった
時（即ちキャッシュし終わった時）までの時間である。この時間は、さらに詳細に分析す
ると、無線ステーションがオブジェクトを要求するためのＨＴＴＰリクエストを送信して
から、このＨＴＴＰリクエストがゲートウェイ装置を経由してＷＷＷサーバ装置に到達し
た時までに要する時間（以下、「リクエスト伝送所要時間」という）と、ＷＷＷサーバ装
置が無線ステーション宛てに最初のオブジェクト１が送信し始めたときから、ゲートウェ
イ装置が最後のオブジェクトｎを受信し終わった時までに要する時間（以下、「情報伝送
所要時間」という）との和である。
【００１８】
本実施形態では、上記の「リクエスト伝送所要時間」と「情報伝送所要時間」とを、それ
ぞれ次のようにして算出するようにしている。
まず、「情報伝送所要時間」については、ＷＷＷサーバ装置から無線ステーションに送信
すべきオブジェクトの総データ量を、ＷＷＷサーバ装置とゲートウェイ装置との間におけ
るＴＣＰ（Transmission Control Protocol）コネクションのデータ伝送速度（bps）で除
算することによって求める。ＴＣＰコネクションのデータ伝送速度は、ＷＷＷサーバ装置
とゲートウェイ装置との間で常にほぼ一定値であることが予めわかっているならその値を
用いればよいし、一方の装置から所定サイズのパケットを送信してこれに他方の装置が応
答してくるまでの時間を検出するなどの周知の手法を用いて取得してもよい。
次に、「リクエスト伝送所要時間」については、ゲートウェイ装置とＷＷＷサーバ装置と
の間の往復伝搬遅延時間（ＲＴＴ；Round Trip Time）をもってこのリクエスト伝送所要
時間とみなすことにしている。厳密にいえば、無線ステーション及びサーバ装置間のリク
エスト伝送所要時間と、ゲートウェイ装置及びＷＷＷサーバ装置間の往復伝搬遅延時間と
は少し異なる値を取るであろう。しかしながら、これら両者はいずれも、ゲートウェイ装
置から送信されたリクエストがＷＷＷサーバ装置に到達するまでの時間を含んでいるから
、大体において、近似する値となると考えることができる。
このようにして得たリクエスト伝送所要時間と情報伝送所要時間との和を通信休止状態を
継続し得る休止状態継続時間として無線ステーションに通知すれば、無線ステーションは
、この休止状態継続時間の間だけは通信休止状態を維持することができる。
以上が本実施形態の概略である。
【００１９】
次に、図面を参照しながら、本発明の実施の一形態について詳細に説明する。なお、図面
において、共通する部分には同一の符号が付されている。
（１）構成
図１は、本実施形態に係る通信システムの全体構成を示す図である。図１に示すように、
この通信システムは、複数のユーザによりそれぞれクライアント装置として利用される複
数の無線ステーション１０ａ～１０ｄと、複数のアクセスポイント２０ａ～２０ｄが通信
ケーブルによって接続されて形成された無線ＬＡＮ２００と、無線ＬＡＮ２００とインタ
ーネット４０とを接続するゲートウェイ装置３０と、インターネット４０に接続された複
数のＷＷＷサーバ装置５０ａ、５０ｂとを備えている。なお、図１においては、説明の便
宜のため、無線ステーション及びアクセスポイントを４つずつ、そしてＷＷＷサーバ装置
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を２つしか図示していないが、実際にはこれらはもっと多数存在してもよい。無線ステー
ション１０ａ～１０ｄは、いずれもほぼ同様の構成及び動作であるから、以下では、これ
らを特に区別して説明する必要がある場合を除き、「無線ステーション１０」という用語
で総称する。アクセスポイント２０ａ～２０ｄｃやＷＷＷサーバ装置５０ａ、５０ｂにつ
いても同様に、「アクセスポイント２０」や「ＷＷＷサーバ装置５０」という用語で総称
する。
【００２０】
無線ステーション１０は、オフィス或いは家庭に設置されたデスクトップコンピュータや
家電製品などの固定ステーションや、ユーザが携帯可能な携帯電話機やＰＤＡ（Personal
 Digital Assistants）などの移動ステーションである。この無線ステーション１０は、
図２に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）や各種メモリからなる制御部１
１と、ハードディスクやＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Programmable Read 
Only Memory）などの不揮発性メモリからなる記憶部１２と、アクセスポイント２０と無
線による通信を行うためのアンテナや通信回路からなる無線通信部１３と、ユーザによる
入力操作を受け付ける操作キーやマウスなどからなる入力操作部１４と、各種情報を表示
するＣＲＴ(Cathode Ray Tube)や液晶ディスプレイなどの表示部１５とを備えている。
【００２１】
記憶部１２には、情報閲覧プログラムであるＷＷＷブラウザソフトウェアが記憶されてい
る。制御部１１は、このＷＷＷブラウザソフトウェアを実行することによって、無線ＬＡ
Ｎ２００及びインターネット４０を介してＷＷＷサーバ装置５０にＨＴＴＰリクエストを
送信したり、ＷＷＷサーバ装置５０から送信されてくるＨＴＴＰレスポンスを受信し、受
信したレスポンスに含まれるＨＴＭＬ（Hypertext Markup Language）形式のデータ（以
下、ＨＴＭＬデータという）を解釈して表示部１５に表示する。また、記憶部１２には、
制御部１１が、「transmit」、「awake」及び「doze」という３つの通信動作モードを切
り換えるための手順が記述されたモード切替プログラムが記憶されている。なお、以下の
説明においては、「transmit」モード及び「awake」モードを合わせて「通信実行状態」
といい、「doze」モードを「通信休止状態」という。
【００２２】
ＷＷＷサーバ装置５０は、図３に示すように、ＣＰＵや各種メモリからなる制御部５１と
、ハードディスクなどの不揮発性メモリからなる記憶部５２と、インターネット４０に接
続されてこのインターネット４０を介して通信を行う通信部５３とを備えている。記憶部
５２には、テキスト、画像或いはオーディオなどの様々な情報と、無線ステーション１０
とＨＴＴＰに基づいてデータ通信を行うためのＷＷＷサーバソフトウェアとが記憶されて
いる。このＷＷＷサーバソフトウェアには、ＷＷＷサーバ装置５０とゲートウェイ装置３
０との間におけるＴＣＰコネクションのデータ伝送速度を検出するための手順が記述され
ている。制御部５１は、このＷＷＷサーバプログラムを実行して、適宜、ＴＣＰコネクシ
ョンのデータ伝送速度を検出し、これを取得しておくことができる。また、ＷＷＷサーバ
ソフトウェアには、無線ステーション１０に送信すべきデータの総データ量を上記データ
伝送速度で除算することによって、ＷＷＷサーバ装置５０が無線ステーション１０宛てに
データを送信し始めた時から当該データをゲートウェイ装置３０が受信し終わる時までに
要する情報伝送所要時間を計算するための手順が記述されている。このようにして計算さ
れた情報伝送所要時間は、ＷＷＷサーバ装置５０からゲートウェイ装置３０に通知される
ようになっている。
【００２３】
ゲートウェイ装置３０は、ＷＷＷサーバ装置５０と無線ステーション１０との間でデータ
通信の中継処理を行う。このゲートウェイ装置３０は、図４に示すように、ＣＰＵや各種
メモリからなる制御部３１と、ハードディスクなどの不揮発性メモリからなる記憶部３２
と、インターネット４０に接続されてこのインターネット４０を介してＷＷＷサーバ装置
５０と通信を行うインターネット通信部３３と、無線ＬＡＮ２００に接続されてこの無線
ＬＡＮ２００を介して無線ステーション１０とデータ通信を行うＬＡＮ通信部３４とを備
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えている。制御部３１は、図示せぬクロック回路から出力されるクロック信号に基づいて
、時間を計測する計時機能を備えている。記憶部３２には、無線ステーション１０とＷＷ
Ｗサーバ装置５０との間で中継処理を行うための手順が記述された中継プログラムが記憶
されている。この中継プログラムには、制御部３１が往復伝搬遅延時間ＲＴＴを計算する
ことによってリクエスト伝送所要時間を予測するための手順が記述されている。また、記
憶部３２には、ＷＷＷサーバ装置５０によって無線ステーション１０宛てに送信されてく
るデータを一時的に記憶するためのキャッシュ領域が設けられている。
【００２４】
（２）動作
図５は、ゲートウェイ装置３０の制御部３１が上記中継プログラムに記述された手順に従
って行う動作フローを示す図である。
図５において、制御部３１は、インターネット通信部３３或いはＬＡＮ通信部３４がメッ
セージを受信したことを検知すると（ステップＳ５１；Ｙｅｓ）、受信したメッセージが
ＨＴＴＰメッセージかポーリングメッセージかを判断する（ステップＳ５２）。ＨＴＴＰ
メッセージであれば（ステップＳ５２；HTTP）、制御部３１は、受信したＨＴＴＰメッセ
ージがＨＴＴＰリクエストかＨＴＴＰレスポンスかを判断し（ステップＳ５３）、これが
ＨＴＴＰリクエストであれば（ステップＳ５３；リクエスト）、そのＨＴＴＰリクエスト
を受信した時刻（以下、リクエスト受信時刻という）を記憶部３２の所定領域に記憶する
（ステップＳ５４）。このとき、制御部３１は、受信したＨＴＴＰリクエストのオプショ
ンフィールドである「タイムスタンプ」フィールドを参照すれば、上述した計時機能によ
って計測された受信時刻が記述されているはずであるから、上記リクエスト受信時刻を容
易に認識できる。
【００２５】
次いで、制御部３１は、上記ＨＴＴＰリクエストをその宛先であるＷＷＷサーバ装置５０
に送信する（ステップＳ５５）。この後、上記ＨＴＴＰリクエストに応じてＷＷＷサーバ
装置５０からＨＴＴＰレスポンスが送信されてくる。制御部３１は、上述したようなステ
ップＳ５１～ステップＳ５３の手順を踏んで、ＨＴＴＰレスポンスを受信したことを検知
すると（ステップＳ５３；レスポンス）、そのレスポンスにテキストや画像などのオブジ
ェクトが含まれているか否かを判断する（ステップＳ５６）。オブジェクトが含まれてい
なければ（ステップＳ５６；Ｎｏ）、制御部３１は、受信したＨＴＴＰレスポンスはオブ
ジェクトを含まない「index.html」ファイルなどのＨＴＭＬファイルであると判断し、こ
のレスポンス内に情報伝送所要時間が含まれているか否かを判断する（ステップＳ５８）
。情報伝送所要時間が含まれていれば（ステップＳ５８；Ｙｅｓ）、制御部３１は、その
レスポンスを受信した時刻（以下、レスポンス受信時刻という）を記憶部３２の所定領域
に記憶する（ステップＳ５９）。このとき、制御部３１は、受信したＨＴＴＰレスポンス
の「タイムスタンプ」フィールドを参照すれば、上述した計時機能によって計測された受
信時刻が記述されているはずであるから、容易にレスポンス受信時刻を認識できる。
【００２６】
次に、制御部３１は、ステップＳ５９において記憶したレスポンス受信時刻と、それに先
だってステップＳ５４において記憶したリクエスト受信時刻との差を計算することによっ
て、ゲートウェイ装置３０とＷＷＷサーバ装置５０との間の往復伝搬遅延時間ＲＴＴを求
める（ステップＳ６０）。次いで、制御部３１は、求めた往復伝搬遅延時間ＲＴＴと、ス
テップＳ５８において既に検出している情報伝送所要時間とを加算する。そして、制御部
３１は、この加算結果を休止状態継続時間として上記ＨＴＴＰレスポンスの所定領域に挿
入して（ステップＳ６１）、無線ステーション１０に送信する（ステップＳ５５）。前述
したように、この休止状態継続時間は無線ステーション１０が通信を行う必要がない時間
である。従って、無線ステーション１０はゲートウェイ装置３０によって休止状態継続時
間が通知されてくると、直ちに通信実行状態から通信休止状態へと切り換えて、その休止
状態継続時間の間だけは通信休止状態を維持する。
【００２７】
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一方、ステップＳ５６において、受信したＨＴＴＰレスポンスにオブジェクトが含まれて
いれば（ステップＳ５６；Ｙｅｓ）、制御部３１は、そのオブジェクトを記憶部３２のキ
ャッシュ領域に記憶する（ステップＳ５７）。ＷＷＷサーバ装置５０から無線ステーショ
ン１０宛に複数のオブジェクトが連続して送信されてくる場合には、制御部３１は、上記
ステップＳ５１～Ｓ５３及びステップＳ５６～Ｓ５７）の手順を踏んで、受信したオブジ
ェクトを次々とキャッシュ領域に記憶することになる。
【００２８】
そして、ステップＳ５２において受信したメッセージがポーリングメッセージであった場
合（ステップＳ５２；ポーリング）、制御部３１は、そのポーリングメッセージを送信し
てきた無線ステーション１０を宛先とする全てのオブジェクトを記憶部３２のキャッシュ
領域に記憶し終わっているか否かを判断する（ステップＳ６２）。記憶し終わっていなけ
れば（ステップＳ６２；Ｎｏ）、制御部３１はその旨を無線ステーション１０に返信する
し（ステップＳ６３）、記憶し終わっていれば（ステップＳ６２；Ｙｅｓ）、制御部３１
は、キャッシュ領域からオブジェクトを１つずつ読み出し（ステップＳ６４）、これらを
順次無線ステーション１０に送信する（ステップＳ５５）。
【００２９】
次に、図６を参照しながら、システム全体の動作例について説明する。なお、図６におい
ては、無線ステーション１０ａがＷＷＷサーバ装置５０ａにアクセスし、ファイル名「in
dex.html」のデータファイル（「index.html」ファイルという）を取得する場合を例に挙
げて説明する。
まず、通信実行状態にある無線ステーション１０ａは、「index.html」ファイルを要求す
るため、ＨＴＴＰリクエストをＷＷＷサーバ装置５０ａに送信する（ステップＳ１０１）
。ゲートウェイ装置３０は、受信したＨＴＴＰリクエストの「タイムスタンプ」フィール
ドを参照し、リクエスト受信時刻を記憶部３２に記憶する（ステップＳ１０２）。次いで
、ゲートウェイ装置３０は、上記ＨＴＴＰリクエストをＷＷＷサーバ装置５０ａに転送す
る（ステップＳ１０３）。
【００３０】
ＷＷＷサーバ装置５０ａは、上記ＨＴＴＰリクエストを受信すると、まず、このＨＴＴＰ
リクエストによって要求されている「index.html」ファイル内の全てのオブジェクト（オ
ブジェクト１～ｎ）の総データ量を、予め検出しているＴＣＰコネクションのデータ伝送
速度で除算して情報伝送所要時間を計算する（ステップＳ１０４）。次に、ＷＷＷサーバ
装置５０ａは、「index.html」ファイルと上記情報伝送所要時間を含むＨＴＴＰレスポン
スを無線ステーション１０ａ宛てに送信する（ステップＳ１０５）。ゲートウェイ装置３
０は、このＨＴＴＰレスポンスを受信すると、このＨＴＴＰレスポンスの「タイムスタン
プ」フィールドを参照し、レスポンス受信時刻を記憶部３２に記憶する。さらにゲートウ
ェイ装置３０は、このレスポンス受信時刻と、それに先だって既に記憶しているリクエス
ト受信時刻との差を計算することによって往復伝搬遅延時間ＲＴＴを求める（ステップＳ
１０６）。そして、ゲートウェイ装置３０は、ＷＷＷサーバ装置５０ａから受信している
情報伝送所要時間と、求めた往復伝搬遅延時間ＲＴＴとを加算し、その加算結果を休止状
態継続時間として上記ＨＴＴＰレスポンスに挿入し、無線ステーション１０ａに送信する
（ステップＳ１０７）。
【００３１】
無線ステーション１０ａは、上記ＨＴＴＰレスポンスを受信すると、このレスポンスの中
から「index.html」ファイルと休止状態継続時間とを抽出し、「index.html」ファイル内
において指定されているオブジェクト１～ｎを要求するためのＨＴＴＰリクエストをＷＷ
Ｗサーバ装置５０ａに送信する（ステップＳ１０８）。この後、無線ステーション１０ａ
は、モード切替プログラムの手順に従って直ちに通信実行状態から通信休止状態に切り換
えて（ステップＳ１０９）、上記休止状態継続時間の間だけは通信休止状態を維持する。
【００３２】
一方、ＷＷＷサーバ装置５０ａは、ゲートウェイ装置３０を介して上記ＨＴＴＰリクエス
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トを受信すると、このリクエストによって要求されているオブジェクト１～ｎを１オブジ
ェクトずつ無線ステーション１０ａに宛てて送信する（ステップＳ１１０～Ｓ１１３）。
これらの各オブジェクトは、ゲートウェイ装置３０においてオブジェクト１～ｎの全てが
揃うまで一時的に記憶（キャッシュ）される。
【００３３】
さて、無線ステーション１０ａは、ステップＳ１０９の時点から休止状態継続時間が経過
すると、モード切替プログラムの手順に従って通信休止状態から通信実行状態へ切り換え
て（ステップＳ１１４）、ゲートウェイ装置３０に対しオブジェクトを要求するためのポ
ーリングメッセージを送信する（ステップＳ１１５）。このとき、ゲートウェイ装置３０
が全てのオブジェクト１～ｎを受信しキャッシュし終わっていれば、これらを順次、無線
ステーション１０ａに送信する(ステップＳ１１６～Ｓ１１９）。そして、無線ステーシ
ョン１０ａは、受信したオブジェクト１～ｎを「index.html」に記述された内容に従って
表示部１５に表示する。
【００３４】
以上のように、本実施形態によれば、ゲートウェイ装置３０とＷＷＷサーバ装置５０とが
連携することによって、無線ステーション１０において通信休止状態を継続し得る時間を
より正確に予測可能となるので、無線ステーション１０における消費電力を低減させるこ
とができる。
【００３５】
（３）変形例
本発明は、上述した実施形態に限定されず、次のような変更が可能である。
（３－１）第１変形例
実施形態では、リクエスト伝送所要時間が、ゲートウェイ装置３０とＷＷＷサーバ装置５
０との間の往復伝搬遅延時間ＲＴＴとほぼ同値であるとみなしていた。しかし、無線ステ
ーション１０の計時機能とＷＷＷサーバ装置５０の計時機能とがほぼ正確に同期して計時
処理を行うことが保証されていれば、次のようにしてもよい。
即ち、無線ステーション１０が送信したＨＴＴＰリクエストに付与されている送信時刻と
、ＷＷＷサーバ装置５０が無線ステーション１０宛てに送信したＨＴＴＰレスポンスに付
与されている送信時刻との差をゲートウェイ装置３０が計算し、これをリクエスト伝送所
要時間とみなしてもよい。具体的には、図６のステップＳ１０１において、通信実行状態
にある無線ステーション１０ａが「index.html」ファイルを要求するためのＨＴＴＰリク
エストをＷＷＷサーバ装置５０ａに送信する際にそのリクエスト送信時刻をＨＴＴＰリク
エストの所定領域に書き込んでおく。ゲートウェイ装置３０は、ステップＳ１０２におい
て受信したＨＴＴＰリクエストを参照してリクエスト送信時刻を記憶した後に、ステップ
Ｓ１０３において上記ＨＴＴＰリクエストをＷＷＷサーバ装置５０ａに転送する。一方、
ＷＷＷサーバ装置５０ａは、ゲートウェイ装置３０を介して上記ＨＴＴＰリクエストを受
信すると、ステップＳ１０５において「index.html」ファイルと情報伝送所要時間とを含
むＨＴＴＰレスポンスを無線ステーション１０ａに送信するが、このときのレスポンス送
信時刻を上記ＨＴＴＰレスポンスの所定領域に書き込んで送信する。そして、ゲートウェ
イ装置３０は、ステップＳ１０６において受信したＨＴＴＰレスポンスを参照してレスポ
ンス送信時刻を記憶した後、既に記憶しているリクエスト送信時刻とレスポンス送信時刻
との差を算出する。そして、ステップＳ１０７において、ゲートウェイ装置３０は、ＷＷ
Ｗサーバ装置５０ａから受信している情報伝送所要時間と、求めた差とを加算し、その加
算結果を休止状態継続時間として上記ＨＴＴＰレスポンスに挿入し、無線ステーション１
０ａに送信する。
なお、リクエスト伝送所要時間と情報伝送所要時間については、いずれも上述した方法に
よって算出したものをそのまま利用するのではなく、その算出値に対して適当な補正を施
し、補正後の値を利用するようにしてもよい。
【００３６】
（３－２）第２変形例
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上述したゲートウェイ装置３０、無線ステーション１０及びＷＷＷサーバ装置５０の制御
部が実行するコンピュータプログラムは、制御部によって読み取り可能な磁気記録媒体、
光記録媒体あるいはＲＯＭ等の記録媒体に記録して提供することが可能である。また、こ
れらプログラムを、インターネットのようなネットワーク経由でゲートウェイ装置３０、
無線ステーション１０及びＷＷＷサーバ装置５０にダウンロードさせることももちろん可
能である。
【００３７】
（３－３）第３変形例
なお、本発明は無線ＬＡＮにのみ適用されるものではなく、クライアント装置とサーバ装
置との間にゲートウェイ装置のような中継装置が介在して通信を中継するような場合には
適用可能である。
また、クライアント装置は通信動作モードを切り換えて通信を行うものであれば、無線に
よる通信を行うものに限らず、有線によって通信を行うものであってもよい。
また、ＷＷＷサーバ装置５０とゲートウェイ装置３０とは、インターネット４０ではなく
、専用線によって直接接続されていてもよい。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、無線ステーションのようなクライアント端末にお
いて通信休止状態を継続し得る時間をより正確に予測し、クライアント端末における消費
電力を従来よりも低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の一形態に係るシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】　同システムにおける無線ステーションの構成を示すブロック図である。
【図３】　同システムにおけるＷＷＷサーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図４】　同システムにおけるゲートウェイ装置の構成を示すブロック図である。
【図５】　同システムにおけるゲートウェイ装置の制御部が行う動作フローを示す図であ
る。
【図６】　同システムにおける動作例を示すシーケンス図である。
【図７】　従来の動作例を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
１０・・・無線ステーション（クライアント装置）、２０・・・アクセスポイント、３０
・・・ゲートウェイ装置（中継装置）、４０・・・インターネット、５０・・・ＷＷＷサ
ーバ装置（サーバ装置）。
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