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(57)【要約】
【課題】無線基地局の識別子またはＥＳＳＩＤが同じネ
ットワークにおいて単一のウェイクアップ信号で複数の
無線基地局が起動する無駄を抑制可能な端末装置を提供
する。
【解決手段】無線信号をそれぞれ通信範囲ＲＥＧ１～Ｒ
ＥＧ３内に到達させる端末装置１０における送信電力は
、ＰＷ１，ＰＷ２（＞ＰＷ１），ＰＷ３（＞ＰＷ２）で
ある。端末装置１０は、無線基地局ＣＮからウェイクア
ップ通知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮを受信するまで
、送信電力ＰＷをＰＷ１，ＰＷ２，ＰＷ３へと増加させ
ながらウェイクアップ信号ＷＫＥをブロードキャストす
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スリープ状態にある無線基地局を起動させるためのウェイクアップ信号を生成する信号
生成手段と、
　前記信号生成手段によって生成されたウェイクアップ信号をブロードキャストするとと
もに、前記ウェイクアップ信号の送信回数の最大値の範囲内において、前記無線基地局が
起動したことを示すウェイクアップ通知または前記無線基地局が起動状態であることを示
すアクティブ通知を前記無線基地局から受信するまで送信電力を増加させながら前記ウェ
イクアップ信号をブロードキャストする送信手段とを備える端末装置。
【請求項２】
　前記最大値は、当該端末装置が無線基地局に接続するまでの許容遅延時間を前記ウェイ
クアップ信号の送信から次の送信までの時間によって除算した除算結果を超えない最大の
整数値からなる、請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記ウェイクアップ通知のみ、または前記アクティブ通知のみを受信したとき、受信信
号強度が最大であるウェイクアップ通知または受信信号強度が最大であるアクティブ通知
を送信した無線基地局と無線リンクを確立する通信手段を更に備える、請求項１または請
求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記ウェイクアップ通知および前記アクティブ通知の両方の通知を複数の無線基地局か
ら受信したとき、前記アクティブ通知の最大の受信信号強度が基準値以上であれば、前記
最大の受信信号強度を有するアクティブ通知を送信した無線基地局と無線リンクを確立し
、前記アクティブ通知の最大の受信信号強度が前記基準値よりも小さければ、最大の受信
信号強度を有するウェイクアップ通知を送信した無線基地局と無線リンクを確立する通信
手段を更に備える、請求項１または請求項２に記載の端末装置。
【請求項５】
　スリープ状態にある無線基地局を起動させるためのウェイクアップ信号を端末装置から
受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信されたウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させるこ
とを示すか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記ウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させることを示
すと判定されると、前記端末装置の通信範囲において前記端末装置の周囲に存在する複数
の無線基地局のうち、起動する無線基地局の割合を示す起動確率で起動信号を生成する起
動手段と、
　前記起動手段によって生成された起動信号に応じて起動する通信手段とを備える無線基
地局。
【請求項６】
　前記複数の無線基地局の個数を推定する推定手段を更に備え、
　前記起動手段は、前記複数の無線基地局のうち、起動する無線基地局の個数を調整する
ための定数を前記推定された無線基地局の個数によって除算して前記起動確率を決定する
とともに、乱数を発生し、その発生した乱数が前記起動確率以下であるとき、前記起動信
号を前記通信手段へ出力し、前記発生した乱数が前記起動確率よりも大きいとき、前記起
動信号の前記通信手段への出力を停止する、請求項５に記載の無線基地局。
【請求項７】
　前記受信手段は、更に、前記ウェイクアップ信号を受信したときの受信信号強度を検出
し、
　前記起動手段は、前記判定手段によって前記ウェイクアップ信号が当該無線基地局を起
動させることを示すと判定されると、前記検出された受信信号強度が最小の受信信号強度
よりも大きい強度を有する基準値よりも大きいとき、無線基地局を起動させる割合である
起動確率を１に設定し、前記検出された受信信号強度が前記最小の受信信号強度以上であ
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り、かつ、前記基準値以下であるとき、前記検出された受信信号強度を前記基準値で除算
した値に前記起動確率を設定し、前記検出された受信信号強度が前記最小の受信信号強度
よりも小さいとき、前記起動確率を零に設定することによって前記起動確率を決定すると
ともに、乱数を発生し、その発生した乱数が前記起動確率以下であるとき、前記起動信号
を前記通信手段へ出力し、前記発生した乱数が前記起動確率よりも大きいとき、前記起動
信号の前記通信手段への出力を停止する、請求項５に記載の無線基地局。
【請求項８】
　前記起動手段は、前記ウェイクアップ信号の受信回数が増えるに従って前記基準値を小
さくして前記起動確率を決定する、請求項７に記載の無線基地局。
【請求項９】
　　前記複数の無線基地局の個数を推定する推定手段を更に備え、
　前記受信手段は、更に、前記ウェイクアップ信号を受信したときの受信信号強度を検出
し、
　前記起動手段は、前記判定手段によって前記ウェイクアップ信号が当該無線基地局を起
動させることを示すと判定されると、前記検出された受信信号強度が最小の受信信号強度
よりも大きい強度を有する基準値よりも大きいとき、無線基地局を起動させる割合である
起動確率を１に設定し、前記検出された受信信号強度が前記最小の受信信号強度以上であ
り、かつ、前記基準値以下であるとき、前記検出された受信信号強度を前記基準値で除算
した値に前記起動確率を設定し、前記検出された受信信号強度が前記最小の受信信号強度
よりも小さいとき、前記起動確率を零に設定することによって第１の起動確率を決定し、
前記複数の無線基地局のうち、起動する無線基地局の個数を調整するための定数を前記推
定された無線基地局の個数によって除算して第２の起動確率を決定し、前記第１の起動確
率と前記第２の起動確率との重み付け和を総合起動確率として決定するとともに、乱数を
発生し、その発生した乱数が前記総合起動確率以下であるとき、前記起動信号を前記通信
手段へ出力し、前記発生した乱数が前記総合起動確率よりも大きいとき、前記起動信号の
前記通信手段への出力を停止する、請求項５に記載の無線基地局。
【請求項１０】
　前記受信手段に接続された第１のアンテナと、
　前記通信手段からの指示によって無線通信を行う無線通信手段に接続された第２のアン
テナとを更に備える、請求項５から請求項９のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項１１】
　前記通信手段は、起動状態であるときに、前記起動手段から前記起動信号を受けると、
当該無線基地局が起動状態であることを示すアクティブ通知を前記端末装置へ送信し、前
記端末装置と無線リンクを確立する、請求項１０に記載の無線基地局。
【請求項１２】
　スリープ状態にある無線基地局を起動させるためのウェイクアップ信号を端末装置から
受信するとともに、前記ウェイクアップ信号を受信したときの受信信号強度を検出する受
信手段と、
　前記受信手段によって受信されたウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させるこ
とを示すか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記ウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させることを示
すと判定されると、起動信号を生成する起動手段と、
　前記起動手段によって生成された起動信号に応じて起動する通信手段とを備え、
　前記通信手段は、前記起動信号に応じて起動すると、前記ウェイクアップ信号の受信信
号強度と、当該無線基地局がスリープ状態であったかアクティブ状態であったかを示す状
態情報とを含むウェイクアップ広告を当該無線基地局以外の他の無線基地局へブロードキ
ャストし、前記他の無線基地局から前記ウェイクアップ広告を受信しないとき、当該無線
基地局が起動したことを示すウェイクアップ通知を前記端末装置へ送信して前記端末装置
と無線リンクを確立し、またはスリープ状態へ移行する第１の処理を実行し、前記他の無
線基地局から前記ウェイクアップ広告を受信したとき、その受信したウェイクアップ広告
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に基づいて、前記第１の処理を実行し、または前記ウェイクアップ通知を前記端末装置へ
送信せずにスリープ状態へ移行する第２の処理を実行する、無線基地局。
【請求項１３】
　前記通信手段は、前記他の無線基地局から前記ウェイクアップ広告を受信しないとき、
前記ウェイクアップ通知を前記端末装置へ送信し、前記ウェイクアップ通知に対する応答
であるウェイクアップ通知応答を基準期間内に前記端末装置から受信すると、前記端末装
置と無線リンクを確立し、前記ウェイクアップ通知応答を前記基準期間内に前記端末装置
から受信しなければ、スリープ状態へ移行して前記第１の処理を実行する、請求項１２に
記載の無線基地局。
【請求項１４】
　前記通信手段は、前記他の無線基地局から前記ウェイクアップ広告を受信したとき、そ
の受信したウェイクアップ広告に基づいて、前記受信信号強度が当該無線基地局よりも大
きい他の無線基地局が存在しない第１の条件と、アクティブ状態であった無線基地局にお
ける前記受信信号強度が基準強度よりも大きい他の無線基地局が存在しない第２の条件と
の両方を満たすと判定したとき、前記ウェイクアップ通知を端末装置へ送信し、前記ウェ
イクアップ通知に対する応答であるウェイクアップ通知応答を基準期間内に前記端末装置
から受信すると、前記端末装置と無線リンクを確立し、前記ウェイクアップ通知応答を前
記基準期間内に前記端末装置から受信しなければ、スリープ状態へ移行して前記第１の処
理を実行し、前記受信したウェイクアップ広告に基づいて、前記第１および第２の条件の
少なくとも１つを満たさないと判定したとき、前記第２の処理を実行する、請求項１２に
記載の無線基地局。
【請求項１５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の端末装置からなる端末装置と、
　同一のネットワーク識別子が割り当てられた複数の無線基地局のグループを少なくとも
２つ含み、スリープ状態にある無線基地局を起動させるためのウェイクアップ信号を前記
端末装置から受信するｎ（ｎは４以上の整数）個の無線基地局とを備え、
　前記ｎ個の無線基地局の各々は、請求項５から請求項１４のいずれか１項に記載の無線
基地局からなる、無線通信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、端末装置、それと無線通信を行う無線基地局およびこれらを備える無線通
信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、端末装置から簡易な無線信号を送信することによって、スリープ状態である無線
基地局を必要な時だけ起動させて利用する省電力無線システムが知られている（非特許文
献１～３）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】伊藤哲也，近藤良久，阪田史郎，池永全志，四方博之，“無駄な消費電
力量を削減するRadio-On-Demand Networks 概要，”　電子情報通信学会2011年総合大会 
B-6-132 ．
【非特許文献２】近藤良久，四方博之，湯素華，田中利康，岩井優仁，筒井英夫，　小花
貞夫，“無線LAN信号を用いた無線LANアクセスポイントのオンデマンド　ウェイクアップ
方式,” 電子情報通信学会技術研究報告NS2010-185 (2011年3月)．
【非特許文献３】難波耕祐，四方博之，近藤良久，湯素華，“ウェイクアップ受信機を用
いたRadio-On-Demand NetworksのためのID設計に関する一検討,” 電子情報通信学会技術
研究報告NS2010-187 (2011年3月)．
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、同じネットワーク識別子（ＥＳＳＩＤ：Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）が複数の無線基地局に割り当てられているネットワーク
構成においては、単一の端末装置からのウェイクアップ要求にも拘わらず、複数の無線基
地局が同時に起動し、無駄な電力を消費するという問題がある。また、ウェイクアップ信
号がブロードキャストまたはマルチキャストで送信された場合も、同様の問題がある。
【０００５】
　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、
無線基地局の識別子またはＥＳＳＩＤが同じネットワークにおいて単一のウェイクアップ
信号で複数の無線基地局が起動する無駄を抑制可能な端末装置を提供することである。
【０００６】
　また、この発明の別の目的は、無線基地局の識別子またはＥＳＳＩＤが同じネットワー
クにおいて単一のウェイクアップ信号で複数の無線基地局が起動する無駄を抑制可能な無
線基地局を提供することである。
【０００７】
　更に、この発明の別の目的は、無線基地局の識別子またはＥＳＳＩＤが同じネットワー
クにおいて単一のウェイクアップ信号で複数の無線基地局が起動する無駄を抑制可能な無
線通信システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の実施の形態によれば、端末装置は、信号生成手段と、送信手段とを備える。
信号生成手段は、スリープ状態にある無線基地局を起動させるためのウェイクアップ信号
を生成する。送信手段は、信号生成手段によって生成されたウェイクアップ信号をブロー
ドキャストするとともに、ウェイクアップ信号の送信回数の最大値の範囲内において、無
線基地局が起動したことを示すウェイクアップ通知または無線基地局が起動状態であるこ
とを示すアクティブ通知を無線基地局から受信するまで送信電力を増加させながらウェイ
クアップ信号をブロードキャストする。
【０００９】
　また、この発明の実施の形態によれば、無線基地局は、受信手段と、判定手段と、起動
手段と、通信手段とを備える。受信手段は、スリープ状態にある無線基地局を起動させる
ためのウェイクアップ信号を端末装置から受信する。判定手段は、受信手段によって受信
されたウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させることを示すか否かを判定する。
起動手段は、判定手段によってウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させることを
示すと判定されると、端末装置の通信範囲において端末装置の周囲に存在する複数の無線
基地局のうち、起動する無線基地局の割合を示す起動確率で起動信号を生成する。通信手
段は、起動手段によって生成された起動信号に応じて起動する。
【００１０】
　更に、この発明の実施の形態によれば、無線基地局は、受信手段と、判定手段と、起動
手段と、通信手段とを備える。受信手段は、スリープ状態にある無線基地局を起動させる
ためのウェイクアップ信号を端末装置から受信するとともに、ウェイクアップ信号を受信
したときの受信信号強度を検出する。判定手段は、受信手段によって受信されたウェイク
アップ信号が当該無線基地局を起動させることを示すか否かを判定する。起動手段は、判
定手段によってウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させることを示すと判定され
ると、起動信号を生成する。通信手段は、起動手段によって生成された起動信号に応じて
起動する。そして、通信手段は、起動信号に応じて起動すると、ウェイクアップ信号の受
信信号強度と、当該無線基地局がスリープ状態であったかアクティブ状態であったかを示
す状態情報とを含むウェイクアップ広告を当該無線基地局以外の他の無線基地局へブロー
ドキャストし、他の無線基地局からウェイクアップ広告を受信しないとき、当該無線基地



(6) JP 2013-46393 A 2013.3.4

10

20

30

40

50

局が起動したことを示すウェイクアップ通知を端末装置へ送信して端末装置と無線リンク
を確立し、またはスリープ状態へ移行する第１の処理を実行し、他の無線基地局からウェ
イクアップ広告を受信したとき、その受信したウェイクアップ広告に基づいて、第１の処
理を実行し、またはウェイクアップ通知を端末装置へ送信せずにスリープ状態へ移行する
第２の処理を実行する。
【００１１】
　更に、この発明の実施の形態によれば、無線通信システムは、端末装置と、ｎ（ｎは２
以上の整数）個の無線基地局とを備える。端末装置は、請求項１から請求項４のいずれか
１項に記載の端末装置からなる。ｎ個の無線基地局は、同一のネットワーク識別子が割り
当てられた複数の無線基地局のグループを少なくとも２つ含み、スリープ状態にある無線
基地局を起動させるためのウェイクアップ信号を端末装置から受信する。そして、ｎ個の
無線基地局の各々は、請求項５から請求項１４のいずれか１項に記載の無線基地局からな
る。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明の実施の形態による端末装置は、送信電力を増加させながらウェイクアップ信
号をブロードキャストする。その結果、ウェイクアップ信号は、徐々に端末装置からより
遠くへ届き、端末装置の周囲に存在する複数の無線基地局は、端末装置に近い順にウェイ
クアップ信号を受信し、スリープ状態から起動状態へ移行する。
【００１３】
　従って、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【００１４】
　また、この発明の実施の形態による無線基地局は、ウェイクアップ信号が自局を起動さ
せることを示すと判定したとき、起動確率に従って起動する。その結果、ウェイクアップ
信号が自局を起動させることを示すと判定したときに即座に無線基地局が起動する場合に
比べ、ウェイクアップ信号によって起動される無線基地局の個数が抑制される。
【００１５】
　従って、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【００１６】
　更に、この発明の実施の形態による無線基地局は、ウェイクアップ信号によって起動さ
れると、ウェイクアップ広告を他の無線基地局とやり取りし、ウェイクアップ広告の受信
の有無に応じて、端末装置と無線リンクを確立し、またはスリープ状態へ移行する。その
結果、ウェイクアップ信号によって起動されると、全ての無線基地局が端末装置と無線リ
ンクを確立する場合に比べ、最終的に起動状態を維持する無線基地局の個数が少なくなる
。
【００１７】
　従って、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【００１８】
　更に、この発明の実施の形態によれば、無線通信システムは、上述した端末装置および
無線基地局を備える。
【００１９】
　従って、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明の実施の形態による無線通信システムの概略図である。
【図２】図１に示す無線基地局の実施の形態１における構成図である。
【図３】図１に示す端末装置の構成図である。
【図４】実施の形態１における無線基地局を起動させる方法を説明するための概念図であ
る。
【図５】送信回数と送信電力との関係を示すテーブルの概念図である。
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【図６】無線基地局がスリープ状態であるときの端末装置および無線基地局の動作を説明
するためのフローチャートである。
【図７】無線基地局が起動状態であるときの端末装置および無線基地局の動作を説明する
ためのフローチャートである。
【図８】端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】無線基地局の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】実施の形態２における無線基地局の構成図である。
【図１１】端末装置の周囲に存在する無線基地局の個数Ｎを推定する方法を説明するため
の概念図である。
【図１２】無線基地局の実施の形態２における動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１３】実施の形態３における無線基地局の構成図である。
【図１４】ウェイクアップ信号の受信回数と定数βとの関係を示すテーブルの概念図であ
る。
【図１５】実施の形態４における無線基地局の構成図である。
【図１６】実施の形態５における無線基地局の構成図である。
【図１７】実施の形態５における無線基地局および端末装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１８】実施の形態５における無線基地局の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　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。
【００２２】
　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概略図である。図１を参照し
て、この発明の実施の形態による無線通信システム１００は、無線基地局１～ｎ（ｎは２
以上の整数）と、端末装置１０とを備える。
【００２３】
　無線基地局１～ｎの各々は、端末装置１０と無線通信を行う起動状態と、端末装置１０
と無線通信（＝データの送受信）を行うことができないスリープ状態とを有する。また、
この発明の実施の形態においては、無線基地局１～ｎのうち、複数の無線基地局は、同じ
ＥＳＳＩＤが割り当てられており、無線基地局１～ｎのうち、別の複数の無線基地局は、
別の同じＥＳＳＩＤが割り当てられていてもよい。即ち、無線基地局１～ｎは、同一のネ
ットワーク識別子（ＥＳＳＩＤ）が割り当てられた複数の無線基地局のグループを少なく
とも２つ含んでいてもよい。
【００２４】
　無線基地局１～ｎの各々は、スリープ状態にあるときに、無線基地局を起動させるため
のウェイクアップ信号ＷＫＥを端末装置１０から受信すると、後述する方法によってスリ
ープ状態から起動状態へ移行する。そして、無線基地局１～ｎの各々は、起動状態へ移行
すると、端末装置１０を管理するためのビーコンフレームＢｅａｃｏｎ（＝管理フレーム
）を定期的に送信し、端末装置１０との間で無線リンクを確立する。そうすると、無線基
地局１～ｎの各々は、例えば、２．４５ＧＨｚ帯で端末装置１０と無線通信を行う。
【００２５】
　端末装置１０は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを生成してブロードキャストする。そして
、端末装置１０は、後述する方法によって、無線基地局１～ｎのいずれかと無線リンクを
確立し、２．４５ＧＨｚ帯で無線通信を行う。
【００２６】
　［実施の形態１］
　図２は、図１に示す無線基地局１の実施の形態１における構成図である。図２を参照し
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て、無線基地局１は、アンテナ１１，１２と、ウェイクアップ装置１３と、メイン装置１
４と、電源１５とを含む。
【００２７】
　アンテナ１１は、ウェイクアップ装置１３に接続される。アンテナ１２は、メイン装置
１４に接続される。
【００２８】
　ウェイクアップ装置１３は、例えば、１００μＷの電力を電源１５から受け、その受け
た電力によって駆動される。また、ウェイクアップ装置１３は、メイン装置１４から無線
基地局１のＩＤを受けて保持している。そして、ウェイクアップ装置１３は、アンテナ１
１を介して端末装置１０からウェイクアップ信号ＷＫＥをチャネルＸで受信すると、その
受信したウェイクアップ信号ＷＫＥに含まれるウェイクアップＩＤが無線基地局１のＩＤ
に一致するか否かを判定する。ウェイクアップ装置１３は、ウェイクアップＩＤが無線基
地局１のＩＤに一致すると判定したとき、起動信号を生成し、その生成した起動信号をメ
イン装置１４へ出力する。
【００２９】
　一方、ウェイクアップ装置１３は、ウェイクアップＩＤが無線基地局１のＩＤに一致し
ないとき、ウェイクアップ信号を破棄する。そして、ウェイクアップ装置１３は、ウェイ
クアップ信号の受信を待つ状態になる。
【００３０】
　なお、ウェイクアップ装置１３は、ウェイクアップ信号ＷＫＥ等のパケットを受信する
機能のみを有し、パケットを送信する機能を有しない。また、チャネルＸは、２．４５Ｇ
Ｈｚ帯の１つの周波数に設定され、固定されたチャネルである。
【００３１】
　メイン装置１４は、例えば、７Ｗの電力を電源１５から受け、その受けた電力によって
駆動される。また、メイン装置１４は、無線基地局１のＩＤをウェイクアップ装置１３へ
出力する。
【００３２】
　メイン装置１４は、スリープ状態にあるときに、ウェイクアップ装置１３から起動信号
を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。そして、メイン装置１４は、無線基
地局１が起動したことを示すウェイクアップ通知ＷＮ（Ｗａｋｅ－ｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）を生成し、その生成したウェイクアップ通知ＷＮをアンテナ１２を介してチ
ャネルＸで端末装置１０へ送信する。その後、メイン装置１４は、ウェイクアップ通知Ｗ
Ｎに対する応答であるウェイクアップ通知応答ＲＷＮ（Ｒｅｐｌｙ　ｔｏ　ＷＮ）をアン
テナ１２を介してチャネルＸで端末装置１０から受信すると、チャネルＹで端末装置１０
との間でアソシエーションを行い、端末装置１０との間で無線リンクを確立する。そうす
ると、メイン装置１４は、端末装置１０とチャネルＹで無線通信を行う。また、メイン装
置１４は、有線ケーブル（図示せず）を介して他の通信装置と通信を行う。
【００３３】
　更に、メイン装置１４は、起動状態であるときに、ウェイクアップ装置１３から起動信
号を受けると、無線基地局１が起動中であることを示すアクティブ通知ＡＮ（Ａｃｔｉｖ
ｅ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を生成し、その生成したアクティブ通知ＡＮをアンテナ
１２を介してチャネルＸで端末装置１０へ送信する。そして、メイン装置１４は、チャネ
ルＹで端末装置１０との間でＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い、端末装置
１０との間で無線リンクを確立する。そうすると、メイン装置１４は、チャネルＹで端末
装置１０と無線通信を行う。
【００３４】
　電源１５は、１００μＷの電力をウェイクアップ装置１３へ供給し、７Ｗの電力をメイ
ン装置１４へ供給する。
【００３５】
　ウェイクアップ装置１３は、ウェイクアップ信号受信器１３１と、ウェイクアップ判定
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器１３２とを含む。メイン装置１４は、無線通信モジュール１４１と、有線通信モジュー
ル１４２と、ホストシステム１４３とを含む。
【００３６】
　ウェイクアップ信号受信器１３１は、パケットを受信する機能のみを有し、パケットを
送信する機能を有しない。
【００３７】
　ウェイクアップ信号受信器１３１は、チャネルＸを有する。そして、ウェイクアップ信
号受信器１３１は、チャネルＸでウェイクアップ信号ＷＫＥを待ち受ける。
【００３８】
　ウェイクアップ信号受信器１３１は、ウェイクアップ信号ＷＫＥをアンテナ１１を介し
て受信すると、その受信したウェイクアップ信号ＷＫＥを復調し、その復調したウェイク
アップ信号ＷＫＥをウェイクアップ判定器１３２へ出力する。
【００３９】
　ウェイクアップ判定器１３２は、無線基地局１のＩＤをホストシステム１４３から受け
て保持している。ウェイクアップ判定器１３２は、復調されたウェイクアップ信号ＷＫＥ
をウェイクアップ信号受信器１３１から受ける。そして、ウェイクアップ判定器１３２は
、その受けたウェイクアップ信号ＷＫＥに含まれるウェイクアップＩＤを抽出する。
【００４０】
　そうすると、ウェイクアップ判定器１３２は、ウェイクアップＩＤが無線基地局１のＩ
Ｄに一致するか否かを判定する。ウェイクアップ判定器１３２は、ウェイクアップＩＤが
無線基地局１のＩＤに一致すると判定したとき、起動信号を生成し、その生成した起動信
号をメイン装置１４のホストシステム１４３へ出力する。一方、ウェイクアップ判定器１
３２は、ウェイクアップＩＤが無線基地局１のＩＤに一致しないと判定したとき、その抽
出したウェイクアップＩＤを破棄する。
【００４１】
　無線通信モジュール１４１は、ホストシステム１４３からコマンド信号ＣＯＭ１を受け
ると、起動状態からスリープ状態へ移行し、ホストシステム１４３からコマンド信号ＣＯ
Ｍ２を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。なお、このスリープ状態は、無
線通信モジュール１４１が動作を停止した状態である。
【００４２】
　無線通信モジュール１４１は、スリープ状態から起動状態へ移行し、かつ、ウェイクア
ップ通知ＷＮをホストシステム１４３から受けると、その受けたウェイクアップ通知ＷＮ
を無線ＬＡＮの通信方式によって変調してチャネルＸで端末装置１０へ送信する。
【００４３】
　その後、無線通信モジュール１４１は、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮをアンテナ１２
を介して端末装置１０からチャネルＸで受信し、その受信したウェイクアップ通知応答Ｒ
ＷＮをホストシステム１４３へ出力する。そして、無線通信モジュール１４１は、端末装
置１０との間でアソシエーションを行う指示をホストシステム１４３から受けると、チャ
ネルＹで端末装置１０との間でＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い、端末装
置１０との間で無線リンクを確立する。そうすると、無線通信モジュール１４１は、ホス
トシステム１４３から受けたデータを含むパケットを生成し、その生成したパケットをチ
ャネルＹで端末装置１０へ送信する。なお、チャネルＹは、メイン装置１４がスリープ状
態へ移行する前に決定されており、２．４５ＧＨｚ帯において任意に決定された１つの周
波数を有する周波数チャネルからなる。そして、チャネルＹは、２．４５ＧＨｚ帯におい
て任意の１つの周波数チャネルに決定されるので、チャネルＸと同一になる場合もあれば
、チャネルＸと異なる場合もある。
【００４４】
　また、無線通信モジュール１４１は、アクティブ通知ＡＮをホストシステム１４３から
受けると、その受けたアクティブ通知ＡＮを無線ＬＡＮの通信方式によって変調してチャ
ネルＸで端末装置１０へ送信する。



(10) JP 2013-46393 A 2013.3.4

10

20

30

40

50

【００４５】
　そして、無線通信モジュール１４１は、端末装置１０との間でアソシエーションを行う
指示をホストシステム１４３から受けると、端末装置１０との間でチャネルＹでＩＥＥＥ
８０２．１１のアソシエーションを行い、端末装置１０との間で無線リンクを確立する。
そうすると、無線通信モジュール１４１は、ホストシステム１４３から受けたデータを含
むパケットを生成し、その生成したパケットをチャネルＹで端末装置１０へ送信する。
【００４６】
　更に、無線通信モジュール１４１は、アンテナ１２を介してチャネルＹで端末装置１０
からパケットを受信すると、その受信したパケットからデータを取り出してホストシステ
ム１４３へ出力する。
【００４７】
　有線通信モジュール１４２は、有線ケーブル（図示せず）を介して他の通信装置からデ
ータを受信し、その受信したデータをホストシステム１４３へ出力する。
【００４８】
　また、有線通信モジュール１４２は、ホストシステム１４３からデータを受け、その受
けたデータを有線ケーブル（図示せず）を介して他の通信装置へ送信する。
【００４９】
　更に、有線通信モジュール１４２は、ホストシステム１４３からコマンド信号ＣＯＭ１
を受けると、起動状態からスリープ状態へ移行し、ホストシステム１４３からコマンド信
号ＣＯＭ２を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。なお、このスリープ状態
は、有線通信モジュール１４２が動作を停止した状態である。
【００５０】
　ホストシステム１４３は、無線基地局１のＩＤを予め保持しており、起動状態であると
きに、その保持している無線基地局１のＩＤをウェイクアップ判定器１３２へ出力する。
【００５１】
　また、ホストシステム１４３は、スリープ状態へ移行する前に端末装置１０との間でデ
ータを送受信するために使用していたチャネルＹを保持している。
【００５２】
　更に、ホストシステム１４３は、スリープ状態であるときにウェイクアップ判定器１３
２から起動信号を受けると、スリープ状態から起動状態へ移行する。そして、ホストシス
テム１４３は、コマンド信号ＣＯＭ２を生成して無線通信モジュール１４１および有線通
信モジュール１４２へ出力する。その後、ホストシステム１４３は、チャネルＹと無線基
地局１のアドレスとを含むウェイクアップ通知ＷＮを生成し、その生成したウェイクアッ
プ通知ＷＮを無線通信モジュール１４１へ出力する。
【００５３】
　ホストシステム１４３は、ウェイクアップ通知ＷＮを無線通信モジュール１４１へ出力
した後、一定期間、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを無線通信モジュール１４１から受け
ないとき、コマンド信号ＣＯＭ１を無線通信モジュール１４１および有線通信モジュール
１４２へ出力し、その後、起動状態からスリープ状態へ移行する。
【００５４】
　一方、ホストシステム１４３は、ウェイクアップ通知ＷＮを無線通信モジュール１４１
へ出力した後、一定期間内に、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを無線通信モジュール１４
１から受けると、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを送信した端末装置１０との間でアソシ
エーションを行う指示を無線通信モジュール１４１へ出力する。
【００５５】
　更に、ホストシステム１４３は、起動状態であるときに、ウェイクアップ判定器１３２
から起動信号を受けると、チャネルＹと無線基地局１のアドレスとを含むアクティブ通知
ＡＮを生成し、その生成したアクティブ通知ＡＮを無線通信モジュール１４１へ出力する
。そして、ホストシステム１４３は、端末装置１０との間でアソシエーションを行う指示
を無線通信モジュール１４１へ出力する。
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【００５６】
　更に、ホストシステム１４３は、無線通信モジュール１４１からデータを受けると、そ
の受けたデータを有線通信モジュール１４２へ出力する。
【００５７】
　更に、ホストシステム１４３は、有線通信モジュール１４２からデータを受けると、そ
の受けたデータを無線通信モジュール１４１へ出力する。
【００５８】
　更に、ホストシステム１４３は、無線基地局１の通信範囲内に存在する端末装置を管理
する。
【００５９】
　なお、図１に示す無線基地局２～ｎの各々も、図２に示す無線基地局１と同じ構成から
なる。
【００６０】
　図３は、図１に示す端末装置１０の構成図である。図３を参照して、端末装置１０は、
アンテナ２１と、無線通信モジュール２２と、ホストシステム２３とを含む。
【００６１】
　無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥをブロードキャストするための
チャネルＸが予め設定されている。また、無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信
号ＷＫＥを１回送信するのに要する時間Ｔｒｅｔｒｙと、無線基地局と接続するまでに要
する許容遅延時間Ｔｄｅｌａｙとを予め保持している。
【００６２】
　無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥをホストシステム２３から受け
、その受けたウェイクアップ信号ＷＫＥをオンオフキーイングの変調方式によって変調し
、その変調したウェイクアップ信号ＷＫＥをアンテナ２１を介してチャネルＸでブロード
キャストする。
【００６３】
　このオンオフキーイングの変調方式は、伝送レートが数十ｋｂｐｓ～数百ｋｂｐｓであ
る変調方式であり、通常の無線ＬＡＮに用いられる変調方式よりも伝送レートが低い。こ
のように伝送レートが低い変調方式によってウェイクアップ信号ＷＫＥを変調するのは、
１００μＷという非常に低い電力で動作するウェイクアップ装置１３によってウェイクア
ップ信号ＷＫＥを復調できるようにするためである。
【００６４】
　無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥをブロードキャストしてから一
定期間の間に、ウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮを受信しないとき、送
信電力を大きくしてウェイクアップ信号ＷＫＥを再びブロードキャストする。その後、無
線通信モジュール２２は、一定期間の間に、ウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通
知ＡＮを受信しないとき、送信電力を更に大きくしてウェイクアップ信号ＷＫＥを再びブ
ロードキャストする。無線通信モジュール２２は、この動作をウェイクアップ信号ＷＫＥ
の送信回数が最大送信回数Ｒｍａｘに達するまで繰り返し行う。
【００６５】
　なお、最大送信回数Ｒｍａｘは、許容遅延時間Ｔｄｅｌａｙを時間Ｔｒｅｔｒｙによっ
て除算した除算結果を超えない最大の整数からなる。
【００６６】
　そして、無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥをブロードキャストし
た後、接続先の無線基地局ＣＮ（＝無線基地局１～ｎのいずれか）からアンテナ２１を介
してウェイクアップ通知ＷＮをチャネルＸで受信し、その受信したウェイクアップ通知Ｗ
Ｎをホストシステム２３へ出力する。
【００６７】
　また、無線通信モジュール２２は、ホストシステム２３からウェイクアップ通知応答Ｒ
ＷＮを受けると、その受けたウェイクアップ通知応答ＲＷＮを無線ＬＡＮの変調方式によ
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って変調し、その変調したウェイクアップ通知応答ＲＷＮをチャネルＸでアンテナ２１を
介して無線基地局ＣＮへ送信する。その後、無線通信モジュール２２は、無線基地局ＣＮ
との間でデータを送受信するためのチャネルＹをホストシステム２３から受けると、アン
テナ２１を介してチャネルＹでビーコンフレームＢｅａｃｏｎを無線基地局ＣＮから受信
する。そして、無線通信モジュール２２は、ホストシステム２３からの指示に従ってチャ
ネルＹで無線基地局ＣＮとの間でＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い、無線
基地局ＣＮとの間で無線リンクを確立する。
【００６８】
　更に、無線通信モジュール２２は、アンテナ２１を介して無線基地局ＣＮからアクティ
ブ通知ＡＮをチャネルＸで受信し、その受信したアクティブ通知ＡＮをホストシステム２
３へ出力する。そして、無線通信モジュール２２は、チャネルＹをホストシステム２３か
ら受けると、ホストシステム２３からの指示に従ってチャネルＹで無線基地局ＣＮとの間
でＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い、無線基地局ＣＮとの間で無線リンク
を確立する。
【００６９】
　無線通信モジュール２２は、無線基地局ＣＮとの間で無線リンクを確立すると、無線基
地局ＣＮとチャネルＹで無線通信を行う。より具体的には、無線通信モジュール２２は、
アンテナ２１を介して無線基地局ＣＮからパケットをチャネルＹで受信し、その受信した
パケットを復調してデータを取り出し、その取り出したデータをホストシステム２３へ出
力する。また、無線通信モジュール２２は、ホストシステム２３からデータを受け、その
受けたデータを含むパケットを生成し、その生成したパケットを無線ＬＡＮによる変調方
式によって変調し、その変調したパケットをチャネルＹでアンテナ２１を介して無線基地
局ＣＮへ送信する。
【００７０】
　ホストシステム２３は、ウェイクアップ信号生成器２３１を含む。ウェイクアップ信号
生成器２３１は、コマンド信号ＣＯＭ３およびＥＳＳＩＤ（またはＢＳＳＩＤ）をホスト
システム２３から受けると、ＥＳＳＩＤ、ＢＳＳＩＤおよびそれらのハッシュ値のいずれ
かからなるウェイクアップＩＤを生成し、その生成したウェイクアップＩＤを含むウェイ
クアップ信号ＷＫＥを生成する。なお、ウェイクアップＩＤは、端末装置１０が起動させ
る無線基地局を示す情報である。
【００７１】
　そして、ウェイクアップ信号生成器２３１は、その生成したウェイクアップ信号ＷＫＥ
を無線通信モジュール２２へ出力する。
【００７２】
　ホストシステム２３は、無線通信モジュール２２がアンテナ２１を介して受信したビー
コンフレームＢｅａｃｏｎを無線通信モジュール２２から受ける。そして、ホストシステ
ム２３は、その受けたビーコンフレームＢｅａｃｏｎに含まれるＥＳＳＩＤまたはＢＳＳ
ＩＤを取り出して管理するとともに、ＥＳＳＩＤまたはＢＳＳＩＤに基づいて、端末装置
１０が帰属する無線基地局ＣＮを管理する。
【００７３】
　また、ホストシステム２３は、無線基地局ＣＮからビーコンフレームＢｅａｃｏｎを受
信しないとき、無線基地局ＣＮがスリープ状態であると判定し、コマンド信号ＣＯＭ３お
よびＥＳＳＩＤ（またはＢＳＳＩＤ）をウェイクアップ信号生成器２３１へ出力する。
【００７４】
　更に、ホストシステム２３は、ウェイクアップ通知ＷＮを無線通信モジュール２２から
受けると、ウェイクアップ通知ＷＮからチャネルＹを取り出し、その取り出したチャネル
Ｙを無線通信モジュール２２へ出力する。そして、ホストシステム２３は、ウェイクアッ
プ通知ＷＮに対する応答であるウェイクアップ通知応答ＲＷＮを生成して無線通信モジュ
ール２２へ出力する。このウェイクアップ通知応答ＲＷＮは、無線基地局ＣＮのアドレス
と、端末装置１０のアドレスとを含む。その後、ホストシステム２３は、無線基地局ＣＮ
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との間でアソシエーションを行うための指示を無線通信モジュール２２へ出力する。
【００７５】
　更に、ホストシステム２３は、アクティブ通知ＡＮを無線通信モジュール２２から受け
ると、アクティブ通知ＡＮからチャネルＹを取り出し、その取り出したチャネルＹを無線
通信モジュール２２へ出力する。そして、ホストシステム２３は、無線基地局ＣＮとの間
でアソシエーションを行うための指示を無線通信モジュール２２へ出力する。
【００７６】
　更に、ホストシステム２３は、無線通信モジュール２２からデータを受けるとともに、
データを生成して無線通信モジュール２２へ出力する。
【００７７】
　図４は、実施の形態１における無線基地局を起動させる方法を説明するための概念図で
ある。また、図５は、送信回数と送信電力との関係を示すテーブルの概念図である。
【００７８】
　図４を参照して、端末装置１０が接続しようとする無線基地局ＣＮは、端末装置１０の
通信範囲ＲＥＧ１，ＲＥＧ２外であり、かつ、端末装置１０の通信範囲ＲＥＧ３内に存在
する。そして、通信範囲ＲＥＧ１～ＲＥＧ３は、端末装置１０の送信電力によって規定さ
れるウェイクアップ信号ＷＫＥの到達可能領域である。従って、ウェイクアップ信号ＷＫ
Ｅは、端末装置１０の送信電力が大きくなるに従って、より遠くまで送信される。
【００７９】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、図５に示すテーブルＴＢＬ１を保持してい
る。図５を参照して、テーブルＴＢＬ１は、送信回数と送信電力とを含む。送信回数およ
び送信電力は、相互に対応付けられる。送信回数は、ウェイクアップ信号ＷＫＥの送信回
数であり、送信電力は、ウェイクアップ信号ＷＫＥの送信電力である。
【００８０】
　送信回数が１回目であるときの送信電力（＝０［ｄＢｍ］）は、送信電力の初期値であ
り、無線基地局をウェイクアップさせることができた前回の電力値からなっていてもよい
し、ＷＬＡＮにおけるデータ通信の範囲までウェイクアップ信号ＷＫＥを到達可能な電力
値からなっていてもよい。
【００８１】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを最初にブロー
ドキャストする場合、テーブルＴＢＬ１を参照して、０［ｄＢｍ］の送信電力を検出し、
その検出した０ｄＢｍの送信電力でウェイクアップ信号ＷＫＥをブロードキャストする。
この０［ｄＢｍ］の送信電力は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを通信範囲ＲＥＧ１内へ送信
可能な送信電力である。
【００８２】
　無線基地局ＣＮは、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信できないので、ウェイクアップ通
知ＷＮおよびアクティブ通知ＡＮのいずれも端末装置１０へ送信しない。
【００８３】
　そして、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを最初
にブロードキャストしてから一定期間内に、ウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通
知ＡＮを無線基地局ＣＮから受信しないとき、テーブルＴＢＬ１を参照して、２回目の送
信回数に対応する４［ｄＢｍ］の送信電力を検出する。この４［ｄＢｍ］の送信電力は、
ウェイクアップ信号ＷＫＥを通信範囲ＲＥＧ２内へ送信可能な送信電力である。
【００８４】
　この場合も、無線基地局ＣＮは、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信できないので、ウェ
イクアップ通知ＷＮおよびアクティブ通知ＡＮのいずれも端末装置１０へ送信しない。
【００８５】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを２回目にブロ
ードキャストしてから一定期間内に、ウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮ
を無線基地局ＣＮから受信しないとき、テーブルＴＢＬ１を参照して、３回目の送信回数



(14) JP 2013-46393 A 2013.3.4

10

20

30

40

50

に対応する１０［ｄＢｍ］の送信電力を検出する。この１０［ｄＢｍ］の送信電力は、ウ
ェイクアップ信号ＷＫＥを通信範囲ＲＥＧ３内へ送信可能な送信電力である。
【００８６】
　無線基地局ＣＮは、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信し、スリープ状態から起動状態へ
移行する。そして、無線基地局ＣＮは、ウェイクアップ通知ＷＮを生成して端末装置１０
へ送信する。なお、無線基地局ＣＮは、起動中に、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信した
とき、アクティブ通知ＡＮを生成して端末装置１０へ送信する。
【００８７】
　そして、端末装置１０は、ウェイクアップ通知ＷＮを無線基地局ＣＮから受信し、ウェ
イクアップ通知応答ＲＷＮを無線基地局ＣＮへユニキャストする。その後、端末装置１０
は、チャネルＹでビーコンフレームＢｅａｃｏｎを無線基地局ＣＮから受信し、チャネル
Ｙで無線基地局ＣＮとＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い、無線基地局ＣＮ
と無線リンクを確立する。そうすると、端末装置１０は、無線基地局ＣＮとチャネルＹで
無線通信を行う。
【００８８】
　なお、端末装置１０は、アクティブ通知ＡＮを無線基地局ＣＮから受信したとき、ウェ
イクアップ通知応答ＲＷＮを無線基地局ＣＮへ送信せずに、チャネルＹで即座に無線基地
局ＣＮとの間でＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い、無線基地局ＣＮと無線
リンクを確立する。
【００８９】
　このように、端末装置１０は、ウェイクアップ信号ＷＫＥの最大送信回数Ｒｍａｘの範
囲内において、ウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮを受信するまで、テー
ブルＴＢＬ１に従って送信電力を増加させながらウェイクアップ信号ＷＫＥを繰り返しブ
ロードキャストし、無線基地局ＣＮに接続する。
【００９０】
　図６は、無線基地局ＣＮがスリープ状態であるときの端末装置１０および無線基地局Ｃ
Ｎの動作を説明するためのフローチャートである。なお、図６においては、ホストシステ
ム１４３の下側の縦の点線は、ホストシステム１４３がスリープ状態であることを意味し
、縦の実線は、ホストシステム１４３が起動状態であることを意味する。また、図６にお
いては、端末装置１０が送信電力を増加させながらウェイクアップ信号ＷＫＥをブロード
キャストし、無線基地局ＣＮが最大送信回数Ｒｍａｘの範囲内においてウェイクアップ信
号ＷＫＥを受信することを前提として端末装置１０および無線基地局ＣＮの動作を説明す
る。
【００９１】
　図６を参照して、端末装置１０は、上述した動作によってウェイクアップ信号ＷＫＥを
チャネルＸでブロードキャストする（ステップＳ１）。そして、無線基地局ＣＮのウェイ
クアップ装置１３は、アンテナ１１を介してウェイクアップ信号ＷＫＥをチャネルＸで受
信し、その受信したウェイクアップ信号ＷＫＥを復調してウェイクアップＩＤを取り出す
。その後、無線基地局ＣＮのウェイクアップ装置１３は、ウェイクアップＩＤが無線基地
局ＣＮのＩＤに一致すると判定し、起動信号を生成してホストシステム１４３へ出力する
（ステップＳ２）。
【００９２】
　そうすると、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、起動信号に応じてスリープ状
態から起動状態へ移行する（ステップＳ３）。そして、無線基地局ＣＮのホストシステム
１４３は、コマンド信号ＣＯＭ２を生成して無線通信モジュール１４１へ出力する。その
後、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、チャネルＹと無線基地局ＣＮのアドレス
とを含むウェイクアップ通知ＷＮを生成し、その生成したウェイクアップ通知ＷＮを無線
通信モジュール１４１へ出力する。
【００９３】
　無線基地局ＣＮの無線通信モジュール１４１は、ホストシステム１４３からのコマンド
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信号ＣＯＭ２に応じてスリープ状態から起動状態へ移行する。そして、無線基地局ＣＮの
無線通信モジュール１４１は、ウェイクアップ通知ＷＮをホストシステム１４３から受け
ると、その受けたウェイクアップ通知ＷＮを無線ＬＡＮの変調方式によって変調し、その
変調したウェイクアップ通知ＷＮをチャネルＸでアンテナ１２を介して端末装置１０へ送
信する（ステップＳ４）。
【００９４】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、アンテナ２１を介してチャネルＸでウェイ
クアップ通知ＷＮを受信し、その受信したウェイクアップ通知ＷＮをホストシステム２３
へ出力する。
【００９５】
　端末装置１０のホストシステム２３は、ウェイクアップ通知ＷＮを無線通信モジュール
２２から受け、その受けたウェイクアップ通知ＷＮからチャネルＹを取り出して無線通信
モジュール２２へ出力する。また、端末装置１０のホストシステム２３は、ウェイクアッ
プ通知ＷＮに応じてウェイクアップ通知応答ＲＷＮを生成して無線通信モジュール２２へ
出力する。
【００９６】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮをホストシ
ステム２３から受け、その受けたウェイクアップ通知応答ＲＷＮを無線ＬＡＮの変調方式
によって変調し、その変調したウェイクアップ通知応答ＲＷＮをチャネルＸで無線基地局
ＣＮへユニキャストする（ステップＳ５）。
【００９７】
　無線基地局ＣＮの無線通信モジュール１４１は、アンテナ１２を介してチャネルＸでウ
ェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信し、その受信したウェイクアップ通知応答ＲＷＮをホ
ストシステム１４３へ出力する。
【００９８】
　無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを無線通信
モジュール１４１から受け、端末装置１０が無線基地局ＣＮの起動状態への移行を検知し
たことを検出する。
【００９９】
　そして、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、チャネルの変更を無線通信モジュ
ール１４１へ指示する。無線基地局ＣＮの無線通信モジュール１４１は、ホストシステム
１４３からの指示に応じて、チャネルをチャネルＹに変更する（ステップＳ６）。
【０１００】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２も、同様にしてチャネルをチャネルＹに変更す
る（ステップＳ７）。
【０１０１】
　その後、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎを
生成して無線通信モジュール１４１へ出力し、端末装置１０との間でアソシエーションを
行うように無線通信モジュール１４１に指示する。
【０１０２】
　そうすると、無線基地局ＣＮの無線通信モジュール１４１は、ホストシステム１４３か
らの指示に応じて、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎをチャネルＹで送信する。
【０１０３】
　そして、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、無線通信モジュール１４１を介し
て端末装置１０とチャネルＹでＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い（ステッ
プＳ８）、端末装置１０との間で無線リンクを確立する。
【０１０４】
　その後、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、無線通信モジュール１４１を介し
て端末装置１０とチャネルＹで無線通信を行う（ステップＳ９）。
【０１０５】
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　これによって、一連の動作が終了する。
【０１０６】
　このように、無線基地局ＣＮは、スリープ状態であるときに端末装置１０からウェイク
アップ信号ＷＫＥを受信すると、スリープ状態から起動状態へ移行し、ウェイクアップ通
知ＷＮの端末装置１０への送信と、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮの端末装置１０からの
受信とをチャネルＸで行うとともに、端末装置１０との間でＩＥＥＥ８０２．１１のアソ
シエーションおよび無線通信をチャネルＹで行う。
【０１０７】
　図７は、無線基地局ＣＮが起動状態であるときの端末装置１０および無線基地局ＣＮの
動作を説明するためのフローチャートである。
【０１０８】
　図７を参照して、一連の動作が開始されると、端末装置１０は、上述した動作に従って
ウェイクアップ信号ＷＫＥをチャネルＸでブロードキャストする（ステップＳ１１）。
【０１０９】
　そして、無線基地局ＣＮのウェイクアップ装置１３は、アンテナ１１を介してウェイク
アップ信号ＷＫＥをチャネルＸで受信し、その受信したウェイクアップ信号ＷＫＥを復調
してウェイクアップＩＤを取り出す。その後、無線基地局ＣＮのウェイクアップ装置１３
は、ウェイクアップＩＤが無線基地局ＣＮのＩＤに一致すると判定し、起動信号を生成し
てホストシステム１４３へ出力する（ステップＳ１２）。
【０１１０】
　そうすると、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、起動信号に応じて、チャネル
をチャネルＸに変更するように無線通信モジュール１４１に指示する。無線基地局ＣＮの
無線通信モジュール１４１は、ホストシステム１４３からの指示に応じて、チャネルをチ
ャネルＸに変更する（ステップＳ１３）。
【０１１１】
　その後、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、チャネルＹと無線基地局ＣＮのア
ドレスとを含むアクティブ通知ＡＮを生成して無線通信モジュール１４１へ出力し、無線
通信モジュール１４１は、ホストシステム１４３から受けたアクティブ通知ＡＮを無線Ｌ
ＡＮの変調方式によって変調し、その変調したアクティブ通知ＡＮをチャネルＸで端末装
置１０へ送信する（ステップＳ１４）。
【０１１２】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、アンテナ２１を介してキャリアセンスを行
い、アクティブ通知ＡＮをチャネルＸで受信し、その受信したアクティブ通知ＡＮを復調
してホストシステム２３へ出力する。
【０１１３】
　端末装置１０のホストシステム２３は、無線通信モジュール２２からのアクティブ通知
ＡＮに応じて、無線基地局ＣＮが起動中であることを検知する。そして、端末装置１０の
ホストシステム２３は、アクティブ通知ＡＮからチャネルＹを取り出して無線通信モジュ
ール２２へ出力し、チャネルを無線通信用のチャネルＹに変更するように無線通信モジュ
ール２２に指示する。
【０１１４】
　そして、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ホストシステム２３からの指示に
応じてチャネルをチャネルＹに変更する（ステップＳ１５）。
【０１１５】
　無線基地局ＣＮの無線通信モジュール１４１も、同様にしてチャネルをチャネルＹへ変
更する（ステップＳ１６）。
【０１１６】
　その後、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎを
生成して無線通信モジュール１４１へ出力し、端末装置１０との間でアソシエーションを
行うように無線通信モジュール１４１に指示する。
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【０１１７】
　そうすると、無線基地局ＣＮの無線通信モジュール１４１は、ホストシステム１４３か
らの指示に応じて、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎをチャネルＹで送信する。
【０１１８】
　そして、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、無線通信モジュール１４１を介し
て端末装置１０とチャネルＹでＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行い（ステッ
プＳ１７）、端末装置１０との間で無線リンクを確立する。
【０１１９】
　その後、無線基地局ＣＮのホストシステム１４３は、無線通信モジュール１４１を介し
て端末装置１０とチャネルＹで無線通信を行う（ステップＳ１８）。
【０１２０】
　これによって、一連の動作が終了する。
【０１２１】
　このように、無線基地局ＣＮは、起動中にウェイクアップ信号ＷＫＥを受信すると、ウ
ェイクアップ通知ＷＮを端末装置１０へ送信せずにアクティブ通知ＡＮを端末装置１０へ
送信し、その後、即座に端末装置１０との間でＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーション
を行い、無線リンクを確立する。
【０１２２】
　無線基地局ＣＮがスリープ状態である場合、端末装置１０がウェイクアップ信号ＷＫＥ
を送信してからアソシエーションが開始されるまでに、１秒程度が必要であるが、無線基
地局ＣＮが起動状態である場合、端末装置１０がウェイクアップ信号ＷＫＥを送信してか
らアソシエーションが開始されるまでに要する時間は、数十ミリ秒程度である。これは、
無線基地局ＣＮが２つのアンテナ１１，１２を備え、無線基地局ＣＮがアンテナ１２を用
いて無線通信を行っている場合でもウェイクアップ信号ＷＫＥをアンテナ１１を用いて受
信でき、無線基地局ＣＮが起動状態である場合、ウェイクアップ通知ＷＮおよびウェイク
アップ通知応答ＲＷＮが端末装置１０と無線基地局ＣＮとの間でやり取りされないからで
ある（図７参照）。
【０１２３】
　従って、無線基地局ＣＮが起動状態である場合、端末装置１０は、無線基地局ＣＮとの
間で迅速に無線通信を開始できる。
【０１２４】
　図８は、端末装置１０の動作を説明するためのフローチャートである。図８を参照して
、端末装置１０の動作が開始されると、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ウェ
イクアップ信号ＷＫＥをウェイクアップ信号生成器２３１から受け、ウェイクアップ信号
ＷＫＥの送信回数ｔをｔ＝１に設定する（ステップＳ２１）。
【０１２５】
　そして、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、テーブルＴＢＬ１を参照して、送
信回数ｔに対応する送信電力ＰＷｔを検出し、その検出した送信電力ＰＷｔを用いてウェ
イクアップ信号ＷＫＥをチャネルＸでブロードキャストする（ステップＳ２２）。
【０１２６】
　その後、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、Ｔ１秒内にウェイクアップ通知Ｗ
Ｎまたはアクティブ通知ＡＮを受信したか否かを判定する（ステップＳ２３）。なお、Ｔ
１は、例えば、１秒に設定される。
【０１２７】
　ステップＳ２３において、Ｔ１秒内にウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通知Ａ
Ｎが受信されたと判定されたとき、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、その受信
したウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮと、ウェイクアップ通知ＷＮまた
はアクティブ通知ＡＮの受信信号強度とをホストシステム２３へ出力する。
【０１２８】
　そして、端末装置１０のホストシステム２３は、複数のウェイクアップ通知ＷＮおよび
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アクティブ通知ＡＮを受信した場合、接続先の無線基地局を決定する（ステップＳ２４）
。より具体的には、端末装置１０のホストシステム２３は、ウェイクアップ通知ＷＮのみ
、またはアクティブ通知ＡＮのみを複数の無線基地局から受信した場合、最も受信信号強
度が大きいウェイクアップ通知ＷＮまたは最も受信信号強度が大きいアクティブ通知ＡＮ
を送信した無線基地局を接続先の無線基地局として決定する。なお、端末装置１０のホス
トシステム２３は、最も大きい受信信号強度が複数個存在する場合、複数の最大受信信号
強度の中から任意の１個の最大受信信号強度を選択し、その選択した最大受信信号強度を
有するウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮを送信した無線基地局を接続先
の無線基地局として決定する。
【０１２９】
　また、端末装置１０のホストシステム２３は、ウェイクアップ通知ＷＮおよびアクティ
ブ通知ＡＮの両方を複数の無線基地局から受信した場合、アクティブ通知ＡＮの複数の受
信信号強度のうち、アクティブ通知ＡＮの最大の受信信号強度が基準値ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ
１以上であれば、その最大の受信信号強度を有するアクティブ通知ＡＮを送信した無線基
地局を接続先の無線基地局として決定する。一方、アクティブ通知ＡＮの最大の受信信号
強度が基準値ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ１以上でなければ、最大の受信信号強度を有するウェイク
アップ通知ＷＮを送信した無線基地局を接続先の無線基地局として決定する。なお、最大
の受信信号強度が複数個存在する場合、複数の最大受信信号強度の中から任意の１個の最
大受信信号強度を選択し、その選択した最大受信信号強度を有するウェイクアップ通知Ｗ
Ｎを送信した無線基地局を接続先の無線基地局として決定する。また、基準値ＲＳＳＩ＿
ｓｔｄ１は、例えば、－７０［ｄＢｍ］に設定される。
【０１３０】
　ステップＳ２４の後、端末装置１０のホストシステム２３は、接続先の無線基地局から
ウェイクアップ通知ＷＮを受信したか否かを判定する（ステップＳ２５）。
【０１３１】
　ステップＳ２５において、接続先の無線基地局からウェイクアップ通知ＷＮを受信した
と判定されたとき、端末装置１０のホストシステム２３は、ウェイクアップ通知ＷＮから
チャネルＹを取り出し、その取り出したチャネルＹを無線通信モジュール２２へ出力する
とともに、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを生成して無線通信モジュール２２へ出力する
。端末装置１０の無線通信モジュール２２は、チャネルＹおよびウェイクアップ通信応答
ＲＷＮをホストシステム２３から受ける。そして、端末装置１０の無線通信モジュール２
２は、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを無線ＬＡＮの変調方式によって変調し、その変調
したウェイクアップ通知応答ＲＷＮをチャネルＸで接続先の無線基地局へ送信する（ステ
ップＳ２６）。
【０１３２】
　そして、ステップＳ２６の後、またはステップＳ２５において接続先の無線基地局から
ウェイクアップ通知ＷＮを受信しなかったと判定されたとき、端末装置１０のホストシス
テム２３は、チャネルをチャネルＹ（＝サービスチャネル）に変更するように無線通信モ
ジュール２２に指示し、無線通信モジュール２２は、ホストシステム２３の指示に従って
チャネルをサービスチャネル（＝チャネルＹ）に変更する（ステップＳ２７）。
【０１３３】
　なお、ステップＳ２５において、接続先の無線基地局からウェイクアップ通知ＷＮを受
信しなかったと判定され、一連の動作がステップＳ２７へ移行する場合としては、端末装
置１０がアクティブ通知ＡＮを受信する場合である。
【０１３４】
　その後、端末装置１０のホストシステム２３は、無線通信モジュール２２を介してチャ
ネルＹで接続先の無線基地局とＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを実行する（ス
テップＳ２８）。
【０１３５】
　そして、端末装置１０のホストシステム２３は、アソシエーションが成功したか否かを
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判定する（ステップＳ２９）。
【０１３６】
　ステップＳ２９において、アソシエーションが成功しなかったと判定されたとき、端末
装置１０のホストシステム２３は、チャネルをチャネルＸ（＝ウェイクアップチャネル）
に変更するように無線通信モジュール２２を指示し、無線通信モジュール２２は、ホスト
システム２３の指示に従ってチャネルをウェイクアップチャネル（＝チャネルＸ）に変更
する（ステップＳ３０）。その後、一連の動作は、ステップＳ２１へ移行する。
【０１３７】
　一方、ステップＳ２３において、Ｔ１秒内にウェイクアップ通知ＷＮまたはアクティブ
通知ＡＮを受信しなかったと判定されたとき、端末装置１０の無線通信モジュール２２は
、ウェイクアップ信号ＷＫＥの送信回数ｔが最大送信回数Ｒｍａｘに達したか否かを更に
判定する（ステップＳ３１）。
【０１３８】
　ステップＳ３１において、ウェイクアップ信号ＷＫＥの送信回数ｔが最大送信回数Ｒｍ

ａｘに達していないと判定されたとき、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ｔ＝
ｔ＋１を設定し（ステップＳ３２）、Ｔ２秒待機する（ステップＳ３３）。このＴ２は、
例えば、５秒に設定される。そして、ステップＳ３３の後、一連の動作は、ステップＳ２
２へ移行する。
【０１３９】
　一方、ステップＳ３１において、ウェイクアップ信号ＷＫＥの送信回数ｔが最大送信回
数Ｒｍａｘに達したと判定されたとき、端末装置１０の無線通信モジュール２２は、送信
回数ｔを初期化し、アンテナ２１を介してスキャンを行う（ステップＳ３４）。
【０１４０】
　そして、端末装置１０のホストシステム２３は、アンテナ２１および無線通信モジュー
ル２２を介してビーコンフレームＢｅａｃｏｎを受信したか否かを判定することによって
、所望の無線基地局を発見したか否かを判定する（ステップＳ３５）。この場合、端末装
置１０のホストシステム２３は、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎを受信したと判定したと
き、所望の無線基地局を発見したと判定し、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎを受信しなか
ったとき、所望の無線基地局を発見しなかったと判定する。
【０１４１】
　ステップＳ３５において、所望の無線基地局を発見したと判定されたとき、一連の動作
は、上述したステップＳ２８へ移行する。
【０１４２】
　一方、ステップＳ３５において、所望の無線基地局を発見しなかったと判定されたとき
、端末装置１０のホストシステム２３は、接続先のＥＳＳＩＤが複数設定されていれば、
次のＥＳＳＩＤへ接続先を変更する（ステップＳ３６）。より具体的には、端末装置１０
のホストシステム２３は、次のＥＳＳＩＤをウェイクアップ信号生成器２３１へ出力し、
ウェイクアップ信号生成器２３１は、次のＥＳＳＩＤに基づいて新たなウェイクアップＩ
Ｄを生成し、その生成したウェイクアップＩＤを含むウェイクアップ信号ＷＫＥを生成し
て無線通信モジュール２２へ出力する。そして、端末装置１０の無線通信モジュール２２
は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを上述した方法によって送信電力ＰＷｔを増加させながら
チャネルＸでブロードキャストする。
【０１４３】
　ステップＳ３６が終了すると、一連の動作は、上述したステップＳ３３へ移行する。
【０１４４】
　そして、ステップＳ２９において、アソシエーションが成功したと判定されるまで、上
述したステップＳ２１～ステップＳ３６が繰り返し実行され、ステップＳ２９において、
アソシエーションが成功したと判定されると、一連の動作は、終了する。
【０１４５】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ステップＳ２２，Ｓ２３の“ＮＯ”，Ｓ３
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１の“ＮＯ”，Ｓ３２，Ｓ３３からなるループを複数回実行することによって、最大送信
回数Ｒｍａｘの範囲内において、テーブルＴＢＬ１を参照して送信電力ＰＷｔを増加させ
ながらウェイクアップ信号ＷＫＥをブロードキャストする。従って、端末装置１０がステ
ップＳ２２，Ｓ２３の“ＮＯ”，Ｓ３１の“ＮＯ”，Ｓ３２，Ｓ３３からなるループに従
ってウェイクアップ信号ＷＫＥをブロードキャストすることによって、ウェイクアップ信
号ＷＫＥは、端末装置１０から徐々に遠くまで到達する。
【０１４６】
　その結果、原則として、端末装置１０から最も近くに存在する無線基地局（無線基地局
１～ｎのいずれか）がウェイクアップ信号ＷＫＥを最初に受信してスリープ状態から起動
状態へ移行する。
【０１４７】
　無線基地局（無線基地局１～ｎのいずれか）が端末装置１０からフェージング等の理由
によって、ウェイクアップ信号ＷＫＥを正確に受信できない場合でも、端末装置１０によ
り近い無線基地局（無線基地局１～ｎのいずれか）がウェイクアップ信号ＷＫＥを正確に
受信してスリープ状態から起動状態へ移行する。
【０１４８】
　従って、ネットワーク識別子（ＥＳＳＩＤ）が複数の無線基地局１～ｎに割り当てられ
ていても、より少数の無線基地局をスリープ状態から起動状態へ移行させることができ、
複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【０１４９】
　また、ステップＳ３５において、所望の無線基地局を発見したと判定されたとき、端末
装置１０がアソシエーションを実行するのは、ウェイクアップ信号ＷＫＥによってスリー
プ状態から起動状態へ移行する方式を採用していない無線基地局に端末装置１０が接続で
きるようにするためである。
【０１５０】
　更に、許容遅延時間Ｔｄｅｌａｙを時間Ｔｒｅｔｒｙで除算した除算結果を超えない整
数に最大送信回数Ｒｍａｘを設定することによって、許容遅延時間Ｔｄｅｌａｙ内に端末
装置１０を無線基地局ＣＮに接続できる。
【０１５１】
　更に、ステップＳ２４において、端末装置１０がウェイクアップ通知ＷＮのみ、または
アクティブ通知ＡＮのみを受信した場合、最大の受信信号強度を有するウェイクアップ通
知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮを送信した無線基地局を接続先の無線基地局として決定
することによって、端末装置１０に最も近い無線基地局に端末装置１０を接続することが
できる。
【０１５２】
　更に、ステップＳ２４において、端末装置１０がウェイクアップ通知ＷＮおよびアクテ
ィブ通知ＡＮの両方を受信した場合、優先して、最大の受信信号強度を有するアクティブ
通知ＡＮを送信した無線基地局を接続先の無線基地局として決定することによって、端末
装置１０を無線基地局に迅速に接続できる。また、同時に既に起動している無線基地局（
サービスを行っている無線基地局）に優先的に端末装置１０を接続させることによって、
新たに起動（サービスを開始）する無線基地局の数を抑制し、省電力化を図ることができ
る。
【０１５３】
　図９は、無線基地局の動作を説明するためのフローチャートである。図９を参照して、
一連の動作が開始されると、無線基地局１～ｎのホストシステム１４３は、ウェイクアッ
プ装置１３から起動信号を受けてスリープ状態から起動状態へ移行する（ステップＳ４１
）。
【０１５４】
　そして、無線基地局１～ｎのホストシステム１４３は、チャネルＹと自己のアドレスと
を含むウェイクアップ通知ＷＮを生成し、その生成したウェイクアップ通知ＷＮを無線通
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信モジュール１４１およびアンテナ１２を介してチャネルＸで端末装置１０へ送信する（
ステップＳ４２）。
【０１５５】
　その後、無線基地局１～ｎのホストシステム１４３は、Ｔ３秒内にウェイクアップ通知
応答ＲＷＮを受信したか否かを判定する（ステップＳ４３）。なお、Ｔ３は、例えば、１
秒に設定される。
【０１５６】
　ステップＳ４３において、Ｔ３秒内にウェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信しなかった
と判定されたとき、無線基地局１～ｎのホストシステム１４３は、コマンド信号ＣＯＭ１
を出力して無線通信モジュール１４１および有線通信モジュール１４２をスリープ状態へ
移行させ、自己もスリープ状態へ移行する。即ち、無線基地局１～ｎのメイン装置１４は
、スリープ状態へ再び移行する（ステップＳ４４）。
【０１５７】
　一方、ステップＳ４３において、Ｔ３秒内にウェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信した
と判定されたとき、無線基地局１～ｎのホストシステム１４３は、チャネルをチャネルＹ
（＝サービスチャネル）に変更するように無線通信モジュール１４１に指示し、無線通信
モジュール１４１は、ホストシステム１４３からの指示に従ってチャネルをサービスチャ
ネル（＝チャネルＹ）に変更する。その後、無線基地局１～ｎのホストシステム１４３は
、無線通信モジュール１４１を介して端末装置１０とチャネルＹで無線通信を行う。即ち
、無線基地局１～ｎのホストシステム１４３は、サービスを開始する（ステップＳ４５）
。
【０１５８】
　そして、ステップＳ４４またはステップＳ４５の後、一連の動作が終了する。
【０１５９】
　このように、無線基地局１～ｎは、端末装置１０からのウェイクアップ信号ＷＫＥによ
ってスリープ状態から起動状態へ移行しても、ウェイクアップ通知ＷＮを送信してからＴ
３秒内にウェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信しない場合、スリープ状態へ再び移行する
（ステップＳ４１，ステップＳ４２，ステップＳ４３の“ＮＯ”，ステップＳ４４参照）
。
【０１６０】
　従って、複数の無線基地局がウェイクアップ信号ＷＫＥによって起動されても、端末装
置１０からウェイクアップ通知応答ＲＷＮをＴ３秒内に受信しない無線基地局は、スリー
プ状態へ移行し、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信した無線基地局だけが起動状態を
維持するので、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【０１６１】
　なお、テーブルＴＢＬ１における送信電力は、図５に示す値に限らず、他の値であって
もよい。また、送信回数の増加に対する送信電力の増加割合は、図５に示す増加割合に限
らず、他の増加割合であってもよい。更に、送信電力の初期値は、０［ｄＢｍ］に限らず
、他の値であってもよい。そして、実施の形態１においては、過去における端末装置１０
と無線基地局１～ｎとの接続状況および無線基地局１～ｎの分布状況に応じて、送信電力
の初期値および送信電力の増加割合を変えてもよい。
【０１６２】
　また、実施の形態１においては、ウェイクアップ信号ＷＫＥを生成するウェイクアップ
信号生成器２３１は、「信号生成手段」を構成する。
【０１６３】
　更に、実施の形態１においては、最大送信回数Ｒｍａｘの範囲内において、ウェイクア
ップ通知ＷＮまたはアクティブ通知ＡＮを受信するまで送信電力を増加させながらウェイ
クアップ信号ＷＫＥを送信する無線通信モジュール２２は、「送信手段」を構成する。
【０１６４】
　更に、実施の形態１においては、複数のウェイクアップ通知ＷＮおよびアクティブ通知
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成する。
【０１６５】
　［実施の形態２］
　図１０は、実施の形態２における無線基地局１～ｎの構成図である。実施の形態２にお
いては、無線基地局１～ｎは、図１０に示す無線基地局１Ａからなる。
【０１６６】
　なお、実施の形態２においては、端末装置１０は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを一定の
送信電力ＰＷで送信するものとする。
【０１６７】
　図１０を参照して、無線基地局１Ａは、図２に示す無線基地局１のウェイクアップ装置
１３をウェイクアップ装置１３Ａに代え、メイン装置１４をメイン装置１４Ａに代えたも
のであり、その他は、無線基地局１と同じである。
【０１６８】
　ウェイクアップ装置１３Ａは、図２に示すウェイクアップ装置１３に信号生成器１３３
を追加したものであり、その他は、ウェイクアップ装置１３と同じである。
【０１６９】
　また、メイン装置１４Ａは、図２に示すメイン装置１４のホストシステム１４３をホス
トシステム１４３Ａに代えたものであり、その他は、メイン装置１４と同じである。
【０１７０】
　実施の形態２においては、無線通信モジュール１４１は、他の無線基地局からのビーコ
ンフレームＢｅａｃｏｎをアンテナ１２を介して受信し、その受信したビーコンフレーム
Ｂｅａｃｏｎをホストシステム１４３Ａへ出力する。
【０１７１】
　ホストシステム１４３Ａは、端末装置１０がウェイクアップ信号ＷＫＥの送信に用いる
送信電力ＰＷ（＝一定値）を予め保持している。
【０１７２】
　また、ホストシステム１４３Ａは、例えば、１週間または１ヶ月の期間において、受信
信号強度ＲＳＳＩ＿ＳＴＡおよび送信電力ＰＷに基づいて端末装置１０の周囲に存在する
無線基地局の個数Ｎを後述する方法によって推定する。
【０１７３】
　そして、ホストシステム１４３Ａは、その推定した無線基地局の個数Ｎを信号生成器１
３３へ出力する。
【０１７４】
　更に、ホストシステム１４３Ａは、信号生成器１３３からの起動信号に応じて、スリー
プ状態から起動状態へ移行する。
【０１７５】
　ホストシステム１４３Ａは、その他、ホストシステム１４３と同じ機能を果たす。
【０１７６】
　信号生成器１３３は、定数αを予め保持している。この定数αは、起動させる無線基地
局の個数を調整するための定数であり、無線通信システム１００の設計者によって予め決
定されている。そして、定数αは、無線基地局の個数Ｎよりも小さい値に設定される。
【０１７７】
　信号生成器１３３は、無線基地局の個数Ｎをホストシステム１４３Ａから受けると、無
線基地局の個数Ｎおよび定数αを用いて、無線基地局を起動させるための確率である起動
確率Ｚ１を次式によって演算する。
【０１７８】
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【数１】

【０１７９】
　そして、信号生成器１３３は、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致した
ことを示す一致信号ＭＴＣＨをウェイクアップ判定器１３２から受けると、内蔵した乱数
発生器によって乱数ＲＮを発生する。なお、乱数ＲＮは、０≦ＲＮ＜１を満たす数である
。
【０１８０】
　そうすると、信号生成器１３３は、その発生した乱数ＲＮが起動確率Ｚ１以下であるか
否かを判定し、その発生した乱数ＲＮが起動確率Ｚ１以下であれば、起動信号を生成して
ホストシステム１４３Ａへ出力し、その発生した乱数ＲＮが起動確率Ｚ１よりも大きけれ
ば、起動信号を生成せず、ホストシステム１４３Ａへ何も出力しない。
【０１８１】
　なお、実施の形態２においては、ウェイクアップ判定器１３２は、ウェイクアップＩＤ
が無線基地局１ＡのＩＤに一致するか否かを判定し、ウェイクアップＩＤが無線基地局１
ＡのＩＤに一致すると判定したとき、一致信号ＭＴＣＨを生成して信号生成器１３３へ出
力する。また、ウェイクアップ判定器１３２は、ウェイクアップＩＤが無線基地局１Ａの
ＩＤに一致しないと判定したとき、信号発生器１３３へ何も出力しない。
【０１８２】
　従って、実施の形態２においては、メイン装置１４Ａは、ウェイクアップＩＤが無線基
地局１ＡのＩＤに一致し、かつ、乱数ＲＮが起動確率Ｚ１以下であるとき、スリープ状態
から起動状態へ移行し、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致しないとき、
または乱数ＲＮが起動確率Ｚ１よりも大きいとき、スリープ状態を維持する。
【０１８３】
　また、実施の形態２においては、電源１５は、１００μＷの電力をウェイクアップ装置
１３Ａへ供給し、７Ｗの電力をメイン装置１４Ａへ供給する。
【０１８４】
　図１１は、端末装置１０の周囲に存在する無線基地局の個数Ｎを推定する方法を説明す
るための概念図である。なお、図１１において、三角印は、無線基地局１Ａ以外の無線基
地局を表す。
【０１８５】
　図１１を参照して、端末装置１０は、一定の送信電力ＰＷでウェイクアップ信号ＷＫＥ
を到達させることができる通信範囲ＲＥＧ４を有する。
【０１８６】
　無線基地局１Ａのホストシステム１４３Ａは、無線基地局１Ａの周辺に存在する無線基
地局から無線通信モジュール１４１を介してビーコンフレームＢｅａｃｏｎを受信し、そ
の受信したビーコンフレームＢｅａｃｏｎに基づいて、無線基地局１Ａの周辺に存在する
無線基地局の個数Ｍ（Ｍは正の整数）をカウントする。
【０１８７】
　また、無線基地局１Ａのホストシステム１４３Ａは、無線基地局１Ａがビーコンフレー
ムＢｅａｃｏｎを受信できる範囲（＝面積ＳＡＰ）を予め保持している。なお、面積ＳＡ

Ｐは、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎの受信信号強度からビーコンフレームＢｅａｃｏｎ
が到達可能な距離を決定し、その決定した距離を半径とする円の面積として決定される。
【０１８８】
　そして、無線基地局１Ａのホストシステム１４３Ａは、無線基地局１Ａの周辺に存在す
る無線基地局の密度をＭ／ＳＡＰによって演算する。
【０１８９】
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　その後、無線基地局１Ａのホストシステム１４３Ａは、端末装置１０からのウェイクア
ップ信号ＷＫＥが到達可能な距離ＤＭＡＸを用いて、（Ｍ／ＳＡＰ）π（ＤＭＡＸ）２を
演算する。なお、無線基地局１Ａのホストシステム１４３Ａは、送信電力と距離との関係
と、端末装置１０がウェイクアップ信号ＷＫＥを送信するときの送信電力とを保持してい
るので、その保持している送信電力に対応する距離を送信電力と距離との関係から検出し
、その検出した距離を距離ＤＭＡＸとする。
【０１９０】
　そうすると、無線基地局１Ａのホストシステム１４３Ａは、端末装置１０の周辺に存在
する無線基地局の密度が無線基地局１Ａの周辺に存在する無線基地局の密度Ｍ／ＳＡＰと
同じであると仮定し、（Ｍ／ＳＡＰ）π（ＤＭＡＸ）２を端末装置１０の周辺に存在する
無線基地局の個数Ｎとして推定する。
【０１９１】
　図１２は、無線基地局１Ａの実施の形態２における動作を説明するためのフローチャー
トである。
【０１９２】
　図１２に示すフローチャートは、図９に示すフローチャートのステップＳ４１をステッ
プＳ４１Ａ，Ｓ４１Ｂ，Ｓ４１Ｃ，Ｓ４１Ｄ，４１Ｅに代えたものであり、その他は、図
９に示すフローチャートと同じである。
【０１９３】
　図１２を参照して、無線基地局１Ａのウェイクアップ装置１３Ａにおいて、ウェイクア
ップ信号受信機１３１は、アンテナ１１を介してウェイクアップ信号ＷＫＥをチャネルＸ
で受信し（ステップＳ４１Ａ）、その受信したウェイクアップ信号ＷＫＥを復調する。そ
して、ウェイクアップ信号受信機１３１は、その復調したウェイクアップ信号ＷＫＥをウ
ェイクアップ判定器１３２へ出力する。
【０１９４】
　ウェイクアップ判定器１３２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥをウェイクアップ信号受信
器１３１から受け、その受けたウェイクアップ信号ＷＫＥに含まれるウェイクアップＩＤ
が無線基地局１ＡのＩＤに一致するか否かを判定する（ステップＳ４１Ｂ）。
【０１９５】
　ステップＳ４１Ｂにおいて、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致しない
と判定されたとき、一連の動作は、ステップＳ４４へ移行する。
【０１９６】
　一方、ステップＳ４１Ｂにおいて、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致
すると判定されたとき、ウェイクアップ判定器１３２は、一致信号ＭＴＣＨを生成して信
号生成器１３３へ出力する。
【０１９７】
　そして、信号生成器１３３は、一致信号ＭＴＣＨをウェイクアップ判定器１３２から受
けると、内蔵した乱数発生器によって乱数ＲＮを発生し（ステップＳ４１Ｃ）、その発生
した乱数ＲＮが起動確率Ｚ１以下であるか否かを判定する（ステップＳ４１Ｄ）。
【０１９８】
　ステップＳ４１Ｄにおいて、乱数ＲＮが起動確率Ｚ１よりも大きいと判定されたとき、
一連の動作は、ステップＳ４４へ移行する。
【０１９９】
　一方、ステップＳ４１Ｄにおいて、乱数ＲＮが起動確率Ｚ１以下であると判定されたと
き、信号生成器１３３は、起動信号を生成し、その生成した起動信号をホストシステム１
４３Ａへ出力する。
【０２００】
　そして、ホストシステム１４３Ａは、信号生成器１３３からの起動信号に応じてスリー
プ状態から起動状態へ移行する（ステップＳ４１Ｅ）。
【０２０１】
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　その後、上述したステップＳ４２～ステップＳ４５が実行され、一連の動作が終了する
。
【０２０２】
　このように、実施の形態２においては、無線基地局１～ｎ（＝１Ａ）は、ウェイクアッ
プＩＤが無線基地局１～ｎ（＝１Ａ）のＩＤに一致すると判定され、かつ、乱数ＲＮが起
動確率Ｚ１以下であるときに、スリープ状態から起動状態へ移行する（ステップＳ４１Ｂ
の“ＹＥＳ”，Ｓ４１Ｃ，Ｓ４１Ｄの“ＹＥＳ”，Ｓ４１Ｅ参照）。そして、起動確率Ｚ

１は、端末装置１０の周囲に存在する無線基地局の個数Ｎに反比例するように決定される
。従って、起動確率Ｚ１は、無線基地局の個数Ｎが相対的に多くなれば、相対的に小さく
なり、無線基地局の個数Ｎが相対的に少なくなれば、相対的に大きくなる。
【０２０３】
　その結果、無線基地局１～ｎ（＝１Ａ）は、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信したとき
、実施の形態１における場合よりも小さい確率でスリープ状態から起動状態へ移行し、端
末装置１０がウェイクアップ信号ＷＫＥを送信したことによって起動状態へ移行する無線
基地局の個数は、実施の形態１における場合よりも少なくなる。そして、起動確率Ｚ１を
用いて起動状態へ移行した無線基地局が複数個存在する場合でも、ウェイクアップ通知応
答ＲＷＮを受信しない無線基地局は、再び、スリープ状態へ移行する（ステップＳ４３の
“ＮＯ”，Ｓ４４参照）。従って、一旦、スリープ状態から起動状態へ移行し、その後、
ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信しないことに起因して、再び、スリープ状態へ移行
する無線基地局の個数を実施の形態１における場合よりも少なくできる。よって、複数の
無線基地局が同時に起動状態へ移行する無駄を実施の形態１における場合よりも更に抑制
できる。
【０２０４】
　実施の形態２においては、例えば、推定された無線基地局の個数Ｎが“１０”である場
合、定数αは、例えば、“１”に設定される。その結果、無線基地局１～ｎ（＝１Ａ）の
起動確率Ｚ１は、１／１０になり、端末装置１０の通信範囲ＲＥＧ４内に存在する１０個
の無線基地局は、その１割である１個の無線基地局がウェイクアップ信号ＷＫＥの受信に
応じて起動される。その結果、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信しないことに起因し
て、再び、スリープ状態へ移行する無線基地局の個数が“０”になり、一旦、無駄に起動
させる無線基地局をなくすことができる。
【０２０５】
　なお、無線基地局ＣＮ（＝１Ａ）がスリープ状態であるときの端末装置１０および無線
基地局ＣＮ（＝１Ａ）の実施の形態２における動作は、図６に示すフローチャートに従っ
て実行される。また、無線基地局ＣＮ（＝１Ａ）が起動状態であるときの端末装置１０お
よび無線基地局ＣＮ（＝１Ａ）の実施の形態２における動作は、図７に示すフローチャー
トに従って実行される。更に、実施の形態２における端末装置１０の動作は、図８に示す
フローチャートに従って実行される。
【０２０６】
　上記においては、端末装置１０は、一定の送信電力ＰＷでウェイクアップ信号ＷＫＥを
ブロードキャストすると説明したが、実施の形態２においては、これに限らず、端末装置
１０は、実施の形態１におけるように送信電力を増加させながらウェイクアップ信号ＷＫ
Ｅをブロードキャストしてもよい。
【０２０７】
　この場合、無線基地局１Ａは、端末装置１０の各送信電力ごとに、端末装置１０の周囲
に存在する無線基地局の個数Ｎを推定し、起動確率Ｚ１を求める。そして、無線基地局１
Ａは、端末装置１０の各送信電力ごとに求めた起動確率Ｚ１を用いてスリープ状態から起
動状態へ移行する。その結果、端末装置１０の各送信電力ごとに、複数の無線基地局が同
時に起動状態へ移行する無駄を抑制できる。
【０２０８】
　なお、実施の形態２においては、ウェイクアップ信号ＷＫＥを端末装置１０から受信す
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るウェイクアップ信号受信器１３１は、「受信手段」を構成する。
【０２０９】
　また、実施の形態２においては、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致す
るか否かを判定することは、ウェイクアップ信号ＷＫＥが無線基地局１Ａを起動させるこ
とを示すか否かを判定することに相当する。ウェイクアップ信号ＷＫＥがウェイクアップ
ＩＤを含み、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致すれば、無線基地局１Ａ
がスリープ状態から起動状態へ移行するからである。そして、ウェイクアップ判定器１３
２は、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致するか否かを判定する。従って
、ウェイクアップ判定器１３２は、「判定手段」を構成する。
【０２１０】
　更に、実施の形態２においては、起動確率Ｚ１を用いて起動信号を生成する信号生成器
１３３は、「起動手段」を構成する。
【０２１１】
　更に、実施の形態２においては、ホストシステム１４３Ａは、信号生成器１３３からの
起動信号に応じて起動するので、「通信手段」を構成する。
【０２１２】
　更に、実施の形態２においては、ホストシステム１４３Ａは、端末装置１０の周囲に存
在する無線基地局の個数Ｎを推定するので、「推定手段」を構成する。
【０２１３】
　［実施の形態３］
　図１３は、実施の形態３における無線基地局の構成図である。実施の形態３においては
、無線基地局１～ｎは、図１３に示す無線基地局１Ｂからなる。
【０２１４】
　図１３を参照して、無線基地局１Ｂは、図２に示す無線基地局１のウェイクアップ装置
１３をウェイクアップ装置１３Ｂに代えたものであり、その他は、無線基地局１と同じで
ある。
【０２１５】
　ウェイクアップ装置１３Ｂは、図２に示すウェイクアップ装置１３のウェイクアップ信
号受信器１３１をウェイクアップ信号受信器１３１Ａに代え、信号生成器１３３Ａを追加
したものであり、その他は、ウェイクアップ装置１３と同じである。
【０２１６】
　ウェイクアップ信号受信器１３１Ａは、アンテナ１１を介して端末装置１０からウェイ
クアップ信号ＷＫＥを受信するとともに、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信したときの受
信信号強度Ｓを検出する。
【０２１７】
　そして、ウェイクアップ信号受信器１３１Ａは、ウェイクアップ信号ＷＫＥを復調し、
その復調したウェイクアップ信号ＷＫＥをウェイクアップ判定器１３２へ出力する。また
、ウェイクアップ信号受信器１３１Ａは、その検出した受信信号強度Ｓを信号生成器１３
３Ａへ出力する。
【０２１８】
　信号生成器１３３Ａは、ウェイクアップ信号受信器１３１Ａから受信信号強度Ｓを受け
、ウェイクアップ判定器１３２から一致信号ＭＴＣＨを受ける。また、信号生成器１３３
Ａは、定数βおよび最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎを予め保持している。ここで、定
数βは、最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎよりも大きい値に設定される。そして、定数
β、最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎおよび受信信号強度Ｓの全ては、マイナスのｄＢ
ｍの単位を有する。なお、最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎは、例えば、－９０［ｄＢ
ｍ］に設定される。
【０２１９】
　図１４は、ウェイクアップ信号ＷＫＥの受信回数と定数βとの関係を示すテーブルの概
念図である。図１４を参照して、テーブルＴＢＬ２は、ウェイクアップ信号ＷＫＥの受信
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回数と、定数βとを含む。受信回数および定数βは、相互に対応付けられる。定数βは、
ウェイクアップ信号ＷＫＥの受信回数が増加するに従って小さくなる。
【０２２０】
　信号生成器１３３Ａは、テーブルＴＢＬ２を保持している。そして、信号生成器１３３
Ａは、一致信号ＭＴＣＨをウェイクアップ判定器１３２から受けると、テーブルＴＢＬ２
を参照して、ウェイクアップ信号ＷＫＥの受信回数に応じた定数βを検出する。
【０２２１】
　そうすると、信号生成器１３３Ａは、その検出した定数β、受信信号強度Ｓおよび最小
の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎを用いて次式によって無線基地局１Ｂの起動確率Ｚ２を求
める。
【０２２２】
【数２】

【０２２３】
　信号生成器１３３Ａは、受信信号強度Ｓが定数βよりも大きいとき、起動確率Ｚ２を“
１”に設定する。また、信号生成器１３３Ａは、受信信号強度Ｓが最小の受信信号強度Ｒ
ＳＳＩｍｉｎ以上であり、かつ、受信信号強度Ｓが定数β以下であるとき、起動確率Ｚ２

を“Ｓ／β”に設定する。更に、信号生成器１３３Ａは、受信信号強度Ｓが最小の受信信
号強度ＲＳＳＩｍｉｎよりも小さいとき、起動確率Ｚ２を“０”に設定する。
【０２２４】
　無線基地局１Ｂは、受信信号強度Ｓが最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎよりも小さい
とき、スリープ状態から起動状態へ移行しないことになるが、これは、次の理由による。
【０２２５】
　最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎは、－９０［ｄＢｍ］に設定されるので、受信信号
強度Ｓが－９０［ｄＢｍ］よりも小さい無線通信環境では、ウェイクアップ信号受信器１
３１Ａは、殆ど雑音レベルの無線信号を受信することになる。従って、無線基地局１Ｂが
雑音レベルの無線信号によって起動状態へ移行するのを防止する必要があるからである。
【０２２６】
　また、信号生成器１３３Ａは、受信信号強度Ｓをウェイクアップ信号受信器１３１Ａか
ら新たに受ければ（即ち、ウェイクアップ装置１３Ｂがウェイクアップ信号ＷＫＥを新た
に受信すれば）、受信回数を“１”だけ増やし、その増やした受信回数に対応する定数β
をテーブルＴＢＬ２を参照して検出する。そして、信号生成器１３３Ａは、その検出した
定数βを用いて式（２）によって起動確率Ｚ２を求める。
【０２２７】
　更に、信号生成器１３３Ａは、一定時間（例えば、１０秒）、受信信号強度Ｓをウェイ
クアップ信号受信器１３１Ａから受けなければ（即ち、ウェイクアップ装置１３Ｂが、一
定時間、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信しなければ）、受信回数を“０”に初期化する
。
【０２２８】
　そして、信号生成器１３３Ａは、起動確率Ｚ２を求めると、内蔵した乱数発生器によっ
て乱数ＲＮを発生するとともに、その発生した乱数ＲＮが起動確率Ｚ２以下であれば、起
動信号を生成してホストシステム１４３へ出力し、その発生した乱数ＲＮが起動確率Ｚ２

よりも大きければ、ホストシステム１４３へ何も出力しない。
【０２２９】
　なお、実施の形態３においては、ウェイクアップ判定器１３２は、実施の形態２と同様
に、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＢのＩＤに一致するか否かを判定し、ウェイクア
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ップＩＤが無線基地局１ＢのＩＤに一致すると判定したとき、一致信号ＭＴＣＨを生成し
て信号生成器１３３Ａへ出力する。また、ウェイクアップ判定器１３２は、ウェイクアッ
プＩＤが無線基地局１ＢのＩＤに一致しないと判定したとき、信号発生器１３３Ａへ何も
出力しない。
【０２３０】
　従って、実施の形態３においては、メイン装置１４は、ウェイクアップＩＤが無線基地
局１ＢのＩＤに一致し、かつ、乱数ＲＮが起動確率Ｚ２以下であるとき、スリープ状態か
ら起動状態へ移行し、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＢのＩＤに一致しないとき、ま
たは乱数ＲＮが起動確率Ｚ２よりも大きいとき、スリープ状態を維持する。
【０２３１】
　また、実施の形態３においては、電源１５は、１００μＷの電力をウェイクアップ装置
１３Ｂへ供給し、７Ｗの電力をメイン装置１４へ供給する。
【０２３２】
　実施の形態３における無線基地局１Ｂの動作は、図１２に示すフローチャートに従って
実行される。この場合、ステップＳ４１Ｄにおける起動確率Ｚ１は、起動確率Ｚ２に置き
換えられる。
【０２３３】
　その結果、無線基地局１～ｎ（＝１Ｂ）は、ウェイクアップ信号ＷＫＥの受信信号強度
Ｓに応じた起動確率Ｚ２に従ってスリープ状態から起動状態へ移行される。即ち、無線基
地局１～ｎ（＝１Ｂ）は、受信信号強度Ｓが相対的に大きくなれば、相対的に高い起動確
率Ｚ２で起動状態へ移行し、受信信号強度Ｓが相対的に小さくなれば、相対的に低い起動
確率Ｚ２で起動状態へ移行する。
【０２３４】
　従って、無線基地局１～ｎ（＝１Ｂ）は、端末装置１０に近いほど、起動状態へ移行す
る確率が高くなり、端末装置１０から遠いほど、起動状態へ移行する確率が低くなる。
【０２３５】
　よって、複数の無線基地局が同時に起動状態へ移行する無駄を実施の形態１における場
合よりも更に抑制できる。
【０２３６】
　また、定数βは、ウェイクアップ信号ＷＫＥの受信回数が増えるに従って小さくなるの
で、ウェイクアップ信号ＷＫＥが無線基地局へ届き難い無線通信環境においても、起動状
態へ移行させる無線基地局を安定して決定できる。
【０２３７】
　なお、無線基地局ＣＮ（＝１Ｂ）がスリープ状態であるときの端末装置１０および無線
基地局ＣＮ（＝１Ｂ）の実施の形態３における動作は、図６に示すフローチャートに従っ
て実行される。また、無線基地局ＣＮ（＝１Ｂ）が起動状態であるときの端末装置１０お
よび無線基地局ＣＮ（＝１Ｂ）の実施の形態３における動作は、図７に示すフローチャー
トに従って実行される。更に、実施の形態３における端末装置１０の動作は、図８に示す
フローチャートに従って実行される。
【０２３８】
　なお、実施の形態３においては、ウェイクアップ信号受信器１３１Ａは、ウェイクアッ
プ信号ＷＫＥを端末装置１０から受信するとともに、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信し
たときの受信信号強度を検出するので、「受信手段」を構成する。
【０２３９】
　また、実施の形態３においては、ウェイクアップ判定器１３２は、実施の形態２と同様
に、「判定手段」を構成する。
【０２４０】
　更に、実施の形態３においては、起動確率Ｚ２を用いて起動信号を生成する信号生成器
１３３Ａは、「起動手段」を構成する。
【０２４１】
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　更に、実施の形態３においては、ホストシステム１４３は、信号生成器１３３Ａからの
起動信号に応じて起動するので、「通信手段」を構成する。
【０２４２】
　［実施の形態４］
　図１５は、実施の形態４における無線基地局の構成図である。実施の形態４においては
、無線基地局１～ｎは、図１５に示す無線基地局１Ｃからなる。
【０２４３】
　図１５を参照して、無線基地局１Ｃは、図１０に示す無線基地局１Ａのウェイクアップ
装置１３Ａをウェイクアップ装置１３Ｃに代えたものであり、その他は、無線基地局１Ａ
と同じである。
【０２４４】
　ウェイクアップ装置１３Ｃは、図１０に示すウェイクアップ装置１３Ａのウェイクアッ
プ信号受信器１３１をウェイクアップ信号受信器１３１Ａに代え、信号生成器１３３を信
号生成器１３３Ｂに代えたものであり、その他は、ウェイクアップ装置１３Ａと同じであ
る。
【０２４５】
　ウェイクアップ信号受信器１３１Ａは、上述したように、ウェイクアップ信号ＷＫＥを
復調するとともに、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信したときの受信信号強度Ｓを検出す
る。そして、ウェイクアップ信号受信器１３１Ａは、その復調したウェイクアップ信号Ｗ
ＫＥをウェイクアップ判定器１３２へ出力し、その検出した受信信号強度Ｓを信号生成器
１３３Ｂへ出力する。
【０２４６】
　信号生成器１３３Ｂは、ウェイクアップ判定器１３２から一致信号ＭＴＣＨを受け、ウ
ェイクアップ信号受信器１３１Ａから受信信号強度Ｓを受け、無線基地局の個数Ｎをホス
トシステム１４３Ａから受ける。
【０２４７】
　また、信号生成器１３３Ｂは、上述した定数α，β、最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉ

ｎおよびテーブルＴＢＬ２を保持している。
【０２４８】
　そして、信号生成器１３３Ｂは、無線基地局の個数Ｎを受けると、定数αおよび無線基
地局の個数Ｎを式（１）に代入して起動確率Ｚ１を求める。
【０２４９】
　また、信号生成器１３３Ｂは、受信信号強度Ｓを受けると、テーブルＴＢＬ２を参照し
てウェイクアップ信号ＷＫＥの受信回数に対応する定数βを検出する。そして、信号生成
器１３３Ｂは、その検出した定数β、最小の受信信号強度ＲＳＳＩｍｉｎおよび受信信号
強度Ｓを用いて式（２）によって起動確率Ｚ２を求める。
【０２５０】
　そうすると、信号生成器１３３Ｂは、起動確率Ｚ１，Ｚ２を次式に代入して起動確率Ｚ
を求める。
【０２５１】
【数３】

【０２５２】
　式（３）における定数γは、各無線基地局１～ｎ（＝１Ｃ）の周囲の状況が解らないと
き、例えば、無線通信システム１００が起動されたとき、例えば、０．１に設定され、各
無線基地局１～ｎ（＝１Ｃ）の周囲の状況が解ったとき、例えば、０．７～０．８に設定
される。
【０２５３】
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　このように、信号生成器１３３Ｂは、各無線基地局１～ｎ（＝１Ｃ）の周囲の状況が解
らないときは、起動確率Ｚ１よりも起動確率Ｚ２に重みを置いて起動確率Ｚを決定し、各
無線基地局１～ｎ（＝１Ｃ）の周囲の状況が解ったとき、起動確率Ｚ２よりも起動確率Ｚ

１に重みを置いて起動確率Ｚを決定する。
【０２５４】
　各無線基地局１～ｎ（＝１Ｃ）は、自己の周囲の状況が解らないとき、端末装置１０の
周囲に存在する無線基地局の個数Ｎを推定するのが困難であるので、ウェイクアップ信号
ＷＫＥの受信信号強度Ｓに応じて決定される起動確率Ｚ２に重みを置いて起動確率Ｚを決
定した方が、起動状態へ移行する無線基地局を安定して決定できる。従って、各無線基地
局１～ｎ（＝１Ｃ）は、自己の周囲の状況が解らないとき、起動確率Ｚ１よりも起動確率
Ｚ２に重みを置いて起動確率Ｚを決定することにしたものである。
【０２５５】
　一方、各無線基地局１～ｎ（＝１Ｃ）は、自己の周囲の状況が解るとき、端末装置１０
の周囲に存在する無線基地局の個数Ｎを容易に推定できるので、無線基地局の個数Ｎに応
じて決定される起動確率Ｚ１に重みを置いて起動確率Ｚを決定した方が、実際の無線通信
環境に応じて起動状態へ移行する無線基地局を決定できる。従って、各無線基地局１～ｎ
（＝１Ｃ）は、自己の周囲の状況が解るとき、起動確率Ｚ２よりも起動確率Ｚ１に重みを
置いて起動確率Ｚを決定することにしたものである。
【０２５６】
　実施の形態４における無線基地局１Ｃの動作は、図１２に示すフローチャートに従って
実行される。この場合、ステップＳ４１Ｄにおける起動確率Ｚ１は、起動確率Ｚに置き換
えられる。
【０２５７】
　その結果、無線基地局１～ｎ（＝１Ｃ）は、端末装置１０の周囲に存在する無線基地局
の個数Ｎに応じた起動確率Ｚ１と、ウェイクアップ信号ＷＫＥの受信信号強度Ｓに応じた
起動確率Ｚ２とに従ってスリープ状態から起動状態へ移行される。即ち、無線基地局１～
ｎ（＝１Ｃ）は、無線基地局の個数Ｎが相対的に少なくなり、かつ、受信信号強度Ｓが相
対的に大きくなれば、相対的に高い起動確率Ｚで起動状態へ移行し、無線基地局の個数Ｎ
が相対的に多くなり、かつ、受信信号強度Ｓが相対的に小さくなれば、相対的に低い起動
確率Ｚで起動状態へ移行する。
【０２５８】
　従って、端末装置１０の周囲に存在する無線基地局の個数Ｎおよびウェイクアップ信号
ＷＫＥの受信信号強度Ｓの両方に応じて、起動状態へ移行する無線基地局の確率Ｚを決定
できる。
【０２５９】
　その他、実施の形態２，３における効果を享受できる。
【０２６０】
　なお、無線基地局ＣＮ（＝１Ｃ）がスリープ状態であるときの端末装置１０および無線
基地局ＣＮ（＝１Ｃ）の実施の形態４における動作は、図６に示すフローチャートに従っ
て実行される。また、無線基地局ＣＮ（＝１Ｃ）が起動状態であるときの端末装置１０お
よび無線基地局ＣＮ（＝１Ｃ）の実施の形態４における動作は、図７に示すフローチャー
トに従って実行される。更に、実施の形態４における端末装置１０の動作は、図８に示す
フローチャートに従って実行される。
【０２６１】
　なお、実施の形態４においては、ウェイクアップ信号受信器１３１Ａは、実施の形態３
と同様に、「受信手段」を構成する。
【０２６２】
　また、実施の形態４においては、ウェイクアップ判定器１３２は、実施の形態２と同様
に、「判定手段」を構成する。
【０２６３】
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　更に、実施の形態４においては、起動確率Ｚを用いて起動信号を生成する信号生成器１
３３Ｂは、「起動手段」を構成する。そして、起動確率Ｚ２は、「第１の起動確率」を構
成し、起動確率Ｚ１は、「第２の起動確率」を構成し、起動確率Ｚは、「総合起動確率」
を構成する。
【０２６４】
　更に、実施の形態４においては、ホストシステム１４３Ａは、信号生成器１３３Ｂから
の起動信号に応じて起動するので、「通信手段」を構成する。
【０２６５】
　［実施の形態５］
　図１６は、実施の形態５における無線基地局の構成図である。実施の形態５においては
、無線基地局１～ｎは、図１６に示す無線基地局１Ｄからなる。
【０２６６】
　図１６を参照して、無線基地局１Ｄは、図２に示す無線基地局１のウェイクアップ装置
１３をウェイクアップ装置１３Ｄに代え、メイン装置１４をメイン装置１４Ｂに代えたも
のであり、その他は、無線基地局１と同じである。
【０２６７】
　ウェイクアップ装置１３Ｄは、図２に示すウェイクアップ装置１３のウェイクアップ信
号受信器１３１をウェイクアップ信号受信機１３１Ｄに代えたものであり、その他は、ウ
ェイクアップ装置１３と同じである。
【０２６８】
　メイン装置１４Ｂは、図２に示すメイン装置１４のホストシステム１４３をホストシス
テム１４３Ｂに代えたものであり、その他は、メイン装置１４と同じである。
【０２６９】
　ウェイクアップ信号受信器１３１Ｄは、アンテナ１１を介してウェイクアップ信号ＷＫ
Ｅを受信するとともに、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信したときの受信信号強度ＲＳＳ
Ｉ＿ＷＫＥを検出する。そして、ウェイクアップ信号受信器１３１Ｄは、ウェイクアップ
信号ＷＫＥを復調し、その復調したウェイクアップ信号ＷＫＥをウェイクアップ判定器１
３２へ出力する。また、ウェイクアップ信号受信器１３１Ｄは、その検出した受信信号強
度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥをホストシステム１４３Ｂへ出力する。
【０２７０】
　ホストシステム１４３Ｂは、ウェイクアップ信号受信器１３１Ｄから受信信号強度ＲＳ
ＳＩ＿ＷＫＥを受けると、受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥと、自己がスリープ状態であっ
たか起動状態であったかを示す状態情報Ｓｔａｔｕｓとを含むウェイクアップ広告ＷＡ（
Ｗａｋｅ－ｕｐ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ）を生成する。この場合、状態情報Ｓｔａ
ｔｕｓは、ホストシステム１４３Ｂがスリープであるとき、Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬＰ）から
なり、ホストシステム１４３Ｂが起動状態であるとき、Ｓｔａｔｕｓ（ＤＲＶ）からなる
。
【０２７１】
　そして、ホストシステム１４３Ｂは、その生成したウェイクアップ広告ＷＡを無線通信
モジュール１４１およびアンテナ１２を介して他の無線基地局へブロードキャストする。
【０２７２】
　また、ホストシステム１４３Ｂは、アンテナ１２および無線通信モジュール１４１を介
して他の無線基地局からウェイクアップ広告ＷＡを受信する。そして、ホストシステム１
４３Ｂは、自己が起動状態であったときにウェイクアップ広告ＷＡを受信した場合、無線
基地局１Ｄが端末装置１０と既に接続しており、起動するか否かを他の無線基地局と調整
する必要がないので、ウェイクアップ広告ＷＡを無視する。
【０２７３】
　一方、ホストシステム１４３Ｂは、自己がスリープ状態から起動状態へ移行した後にウ
ェイクアップ広告ＷＡを受信した場合、ウェイクアップ広告ＷＡに含まれる受信信号強度
ＲＳＳＩ＿ＷＫＥがウェイクアップ信号受信器１３１Ｄから受けた受信信号強度ＲＳＳＩ
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＿ＷＫＥよりも大きければ、スリープ状態へ移行する。
【０２７４】
　また、ホストシステム１４３Ｂは、起動状態であったことを示す状態情報Ｓｔａｔｕｓ
（ＤＲＶ）がウェイクアップ広告ＷＡに含まれており、かつ、ウェイクアップ広告ＷＡに
含まれる受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥが基準値ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ２よりも大きいとき、
スリープ状態へ移行する。なお、基準値ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ２は、例えば、－７０［ｄＢｍ
］に設定される。
【０２７５】
　ホストシステム１４３Ｂは、その他、ホストシステム１４３と同じ機能を果たす。
【０２７６】
　なお、実施の形態５においては、電源１５は、１００μＷの電力をウェイクアップ装置
１３Ｄへ供給し、７Ｗの電力をメイン装置１４Ｂへ供給する。
【０２７７】
　図１７は、実施の形態５における無線基地局および端末装置の動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【０２７８】
　なお、図１７においては、同じＥＳＳＩＤを有する複数の無線基地局として無線基地局
１（＝１Ｄ），２（＝１Ｄ）を示す。また、図１７に示す縦の点線は、スリープ状態であ
ることを意味し、縦の実線は、起動状態であることを意味する。
【０２７９】
　図１７を参照して、端末装置１０は、上述した動作によってウェイクアップ信号ＷＫＥ
をチャネルＸでブロードキャストする（ステップＳ６１）。そして、無線基地局１（＝１
Ｄ）のウェイクアップ装置１３Ｄは、アンテナ１１を介してウェイクアップ信号ＷＫＥを
チャネルＸで受信し、ウェイクアップ信号ＷＫＥを受信したときの受信信号強度ＲＳＳＩ
＿ＷＫＥ１を検出する。その後、無線基地局１（＝１Ｄ）のウェイクアップ装置１３Ｄは
、その検出した受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１をホストシステム１４３Ｂへ出力する。
また、無線基地局１（＝１Ｄ）のウェイクアップ装置１３Ｄは、その受信したウェイクア
ップ信号ＷＫＥを復調してウェイクアップＩＤを取り出す。そして、無線基地局１（＝１
Ｄ）のウェイクアップ装置１３Ｄは、ウェイクアップＩＤが無線基地局１（＝１Ｄ）のＩ
Ｄに一致すると判定し、起動信号を生成してホストシステム１４３Ｂへ出力する（ステッ
プＳ６２）。
【０２８０】
　そうすると、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、起動信号に応じて
スリープ状態から起動状態へ移行するとともに（ステップＳ６３）、受信信号強度ＲＳＳ
Ｉ＿ＷＫＥ１を受ける。そして、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、
コマンド信号ＣＯＭ２を生成して無線通信モジュール１４１および有線通信モジュール１
４２へ出力する。無線基地局１（＝１Ｄ）の無線通信モジュール１４１および有線通信モ
ジュール１４２は、コマンド信号ＣＯＭ２に応じてスリープ状態から起動状態へ移行する
。
【０２８１】
　また、無線基地局２（＝１Ｄ）のウェイクアップ装置１３Ｄは、同様にして、アンテナ
１１を介してウェイクアップ信号ＷＫＥをチャネルＸで受信し、ウェイクアップ信号ＷＫ
Ｅの受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２を検出してホストシステム１４３Ｂへ出力するとと
もに、起動信号をホストシステム１４３Ｂへ出力し（ステップＳ６４）、ホストシステム
１４３Ｂは、起動信号に応じてスリープ状態から起動状態へ移行するとともに（ステップ
Ｓ６５）、受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２を受ける。また、無線基地局２（＝１Ｄ）の
無線通信モジュール１４１および有線通信モジュール１４２は、ホストシステム１４３Ｂ
からのコマンド信号ＣＯＭ２に応じてスリープ状態から起動状態へ移行する。
【０２８２】
　そして、無線基地局２（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、受信信号強度ＲＳＳＩ
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＿ＷＫＥ２と、スリープ状態であったことを示す状態情報Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬＰ）とを含
むウェイクアップ広告ＷＡ１＝［ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２／Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬＰ）］を生成
し、その生成したウェイクアップ広告ＷＡ１＝［ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２／Ｓｔａｔｕｓ（Ｓ
ＬＰ）］を他の無線基地局へブロードキャストする（ステップＳ６６）。
【０２８３】
　また、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、受信信号強度ＲＳＳＩ＿
ＷＫＥ１と、スリープ状態であったことを示す状態情報Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬＰ）とを含む
ウェイクアップ広告ＷＡ２＝［ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１／Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬＰ）］を生成し
、その生成したウェイクアップ広告ＷＡ２＝［ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１／Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬ
Ｐ）］を他の無線基地局へブロードキャストする（ステップＳ６７）。
【０２８４】
　無線基地局２（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、ウェイクアップ広告ＷＡ２＝［
ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１／Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬＰ）］をアンテナ１２および無線通信モジュー
ル１４１を介して受信し、自局における受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２がウェイクアッ
プ広告ＷＡ２に含まれる受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１よりも小さいので、起動状態か
らスリープ状態へ移行する（ステップＳ６８）。
【０２８５】
　一方、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、ウェイクアップ広告ＷＡ
１＝［ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２／Ｓｔａｔｕｓ（ＳＬＰ）］をアンテナ１２および無線通信モ
ジュール１４１を介して受信し、自局における受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１がウェイ
クアップ広告ＷＡ１に含まれる受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２よりも大きいので、起動
状態を維持する。
【０２８６】
　そして、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、チャネルＹと無線基地
局１（＝１Ｄ）のアドレスとを含むウェイクアップ通知ＷＮを生成し、その生成したウェ
イクアップ通知ＷＮを無線通信モジュール１４１へ出力する。
【０２８７】
　無線基地局１（＝１Ｄ）の無線通信モジュール１４１は、ウェイクアップ通知ＷＮをホ
ストシステム１４３Ｂから受けると、その受けたウェイクアップ通知ＷＮを無線ＬＡＮの
変調方式によって変調し、その変調したウェイクアップ通知ＷＮをチャネルＸでアンテナ
１２を介して端末装置１０へ送信する（ステップＳ６９）。
【０２８８】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、アンテナ２１を介してチャネルＸでウェイ
クアップ通知ＷＮを受信し、その受信したウェイクアップ通知ＷＮをホストシステム２３
へ出力する。
【０２８９】
　端末装置１０のホストシステム２３は、ウェイクアップ通知ＷＮを無線通信モジュール
２２から受け、ウェイクアップ通知ＷＮからチャネルＹを取り出して無線通信モジュール
２２へ出力する。また、端末装置１０のホストシステム２３は、ウェイクアップ通知ＷＮ
に応じてウェイクアップ通知応答ＲＷＮを生成して無線通信モジュール２２へ出力する。
【０２９０】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２は、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮをホストシ
ステム２３から受け、その受けたウェイクアップ通知応答ＲＷＮを無線ＬＡＮの変調方式
によって変調し、その変調したウェイクアップ通知応答ＲＷＮをチャネルＸで無線基地局
１（＝１Ｄ）へユニキャストする（ステップＳ７０）。
【０２９１】
　無線基地局１（＝１Ｄ）の無線通信モジュール１４１は、アンテナ１２を介してチャネ
ルＸでウェイクアップ通知応答ＲＷＮを受信し、その受信したウェイクアップ通知応答Ｒ
ＷＮをホストシステム１４３Ｂへ出力する。
【０２９２】
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　無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、ウェイクアップ通知応答ＲＷＮ
を無線通信モジュール１４１から受け、端末装置１０が無線基地局１（＝１Ｄ）の起動状
態への移行を検知したことを検出する。
【０２９３】
　そして、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、チャネルの変更を無線
通信モジュール１４１に指示する。無線基地局１（＝１Ｄ）の無線通信モジュール１４１
は、ホストシステム１４３Ｂからの指示に応じて、チャネルをチャネルＹへ変更する（ス
テップＳ７１）。
【０２９４】
　端末装置１０の無線通信モジュール２２も、同様にしてチャネルをチャネルＹへ変更す
る（ステップＳ７２）。
【０２９５】
　その後、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、ビーコンフレームＢｅ
ａｃｏｎを生成して無線通信モジュール１４１へ出力し、端末装置１０との間でアソシエ
ーションを行うように無線通信モジュール１４１に指示する。
【０２９６】
　そうすると、無線基地局１（＝１Ｄ）の無線通信モジュール１４１は、ホストシステム
１４３Ｂからの指示に応じて、ビーコンフレームＢｅａｃｏｎをチャネルＹで送信する。
【０２９７】
　そして、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、無線通信モジュール１
４１を介して端末装置１０との間でチャネルＹでＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーショ
ンを行い（ステップＳ７３）、端末装置１０との間で無線リンクを確立する。
【０２９８】
　その後、無線基地局１（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、無線通信モジュール１
４１を介して端末装置１０とチャネルＹで無線通信を行う（ステップＳ７４）。
【０２９９】
　これによって、一連の動作が終了する。
【０３００】
　このように、端末装置１０の通信範囲内に２個の無線基地局１（＝１Ｄ），２（＝１Ｄ
）が存在する場合、無線基地局１（＝１Ｄ），２（＝１Ｄ）は、端末装置１０からのウェ
イクアップ信号ＷＫＥを受信してスリープ状態から起動状態へ移行し（ステップＳ６３，
Ｓ６５参照）、ウェイクアップ広告ＷＡ２，ＷＡ１をそれぞれ他の無線基地局へブロード
キャストする（ステップＳ６６，Ｓ６７参照）。そして、無線基地局１（＝１Ｄ）は、自
局における受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１が無線基地局２（＝１Ｄ）における受信信号
強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２よりも大きいので、起動状態を維持する。また、無線基地局２（
＝１Ｄ）は、自局における受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ２が無線基地局１（＝１Ｄ）に
おける受信信号強度ＲＳＳＩ＿ＷＫＥ１よりも小さいので、スリープ状態へ移行する（ス
テップＳ６８参照）。
【０３０１】
　その後、起動状態を維持した無線基地局１（＝１Ｄ）は、端末装置１０との間でウェイ
クアップ通知ＷＮおよびウェイクアップ通知応答ＲＷＮをやり取りするとともに、端末装
置１０との間でＩＥＥＥ８０２．１１のアソシエーションを行って無線リンクを確立し、
無線通信を行う（ステップＳ６９～ステップＳ７４参照）。
【０３０２】
　このように、２個の無線基地局１（＝１Ｄ），２（＝１Ｄ）が起動状態へ移行するが、
最終的に、無線基地局１（＝１Ｄ）だけが起動状態を維持し、端末装置１０との間で無線
通信を行う。
【０３０３】
　従って、複数の無線基地局が同時に起動状態へ移行する無駄を抑制できる。
【０３０４】
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　図１８は、実施の形態５における無線基地局の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【０３０５】
　図１８に示すフローチャートは、図９に示すフローチャートにステップＳ５１～ステッ
プＳ５３を追加したものであり、その他は、図９に示すフローチャートと同じである。
【０３０６】
　図１８を参照して、一連の動作が開始されると、上述したステップＳ４１が実行される
。そして、無線基地局１～ｎ（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、上述した方法によ
ってウェイクアップ広告ＷＡを生成し、その生成したウェイクアップ広告ＷＡを無線通信
モジュール１４１およびアンテナ１２を介して他の無線基地局へブロードキャストする（
ステップＳ５１）。
【０３０７】
　その後、無線基地局１～ｎ（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、他の無線基地局か
らウェイクアップ広告ＷＡを受信したか否かを判定する（ステップＳ５２）。
【０３０８】
　ステップＳ５２において、ウェイクアップ広告ＷＡを受信しなかったと判定されたとき
、一連の動作は、ステップＳ４２へ移行する。
【０３０９】
　一方、ステップＳ５２において、ウェイクアップ広告ＷＡを受信したと判定されたとき
、無線基地局１～ｎ（＝１Ｄ）のホストシステム１４３Ｂは、他の無線基地局から受信し
たウェイクアップ広告ＷＡに基づいて、自局よりも受信信号強度が大きい無線基地局が存
在するか否か、または起動状態であった無線基地局における受信信号強度が基準値ＲＳＳ
Ｉ＿ｓｔｄ２よりも大きい無線基地局が存在するか否かを更に判定する（ステップＳ５３
）。
【０３１０】
　ステップＳ５３において、自局よりも受信信号強度が大きい無線基地局が存在せず、か
つ、起動状態であった無線基地局における受信信号強度が基準値ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ２より
も大きい無線基地局が存在しないと判定されたとき、一連の動作は、ステップＳ４２へ移
行する。
【０３１１】
　一方、ステップＳ５３において、自局よりも受信信号強度が大きい無線基地局が存在す
ると判定されたとき、または起動状態であった無線基地局における受信信号強度が基準値
ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ２よりも大きい無線基地局が存在すると判定されたとき、一連の動作は
、ステップＳ４４へ移行する。
【０３１２】
　そして、上述したステップＳ４２～ステップＳ４５またはステップＳ４４が実行された
後、一連の動作は終了する。
【０３１３】
　このように、無線基地局１Ｄは、ウェイクアップ広告ＷＡを受信しないとき、ウェイク
アップ通知ＷＮを端末装置１０へ送信し、端末装置１０と無線リンクを確立し、またはス
リープ状態へ移行する第１の処理を実行する（ステップＳ５２の“ＮＯ”，Ｓ４２～Ｓ４
５参照）。この場合、無線基地局１Ｄ以外にウェイクアップ信号ＷＫＥを送信した無線基
地局が存在しないことになる。従って、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制で
きる。
【０３１４】
　また、無線基地局１Ｄは、ウェイクアップ広告ＷＡを受信したとき、その受信したウェ
イクアップ広告ＷＡに基づいて、自局よりも受信信号強度が大きい無線基地局が存在しな
い第１の条件と、起動状態であった無線基地局における受信信号強度が基準値ＲＳＳＩ＿
ｓｔｄ２よりも大きい無線基地局が存在しない第２の条件との両方を満たすと判定したと
き、上述した第１の処理を実行する（ステップＳ５２の“ＹＥＳ”，Ｓ５３の“ＮＯ”，
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Ｓ４２～Ｓ４５参照）。この場合、無線基地局１Ｄだけが起動状態を維持し、他の無線基
地局は、ウェイクアップ通知ＷＮを送信せずにスリープ状態へ移行する（ステップＳ４４
参照）。従って、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【０３１５】
　更に、無線基地局１Ｄは、ウェイクアップ広告ＷＡを受信したとき、その受信したウェ
イクアップ広告ＷＡに基づいて、第１および第２の条件の少なくとも１つを満たさないと
判定したとき、ウェイクアップ通知ＷＮを端末装置１０へ送信せずにスリープ状態へ移行
する第２の処理を実行する（ステップＳ５２の“ＹＥＳ”，Ｓ５３の“ＹＥＳ”，Ｓ４４
参照）。この場合、無線基地局１Ｄ以外の無線基地局が起動状態を維持する。従って、複
数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制できる。
【０３１６】
　なお、ステップＳ５２において、ウェイクアップ広告ＷＡを受信しなかったと判定され
たとき、一連の動作がステップＳ４２へ移行するのは、端末装置１０が接続可能な無線基
地局が自局だけだからである。
【０３１７】
　また、ステップＳ５３において、自局よりも受信信号強度が大きい無線基地局が存在せ
ず、かつ、起動状態であった無線基地局における受信信号強度が基準値ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ
２よりも大きい無線基地局が存在しないと判定されたとき、一連の動作がステップＳ４２
へ移行するのは、自局が端末装置１０に最も近く、かつ、端末装置１０が起動状態である
他の無線基地局に接続することができないからである。
【０３１８】
　更に、ステップＳ５３において、自局よりも受信信号強度が大きい無線基地局が存在す
ると判定されたとき、一連の動作がステップＳ４４へ移行するのは、端末装置１０が自局
よりも他の無線基地局に安定して接続できるからである。
【０３１９】
　更に、ステップＳ５３において、起動状態であった無線基地局における受信信号強度が
基準値ＲＳＳＩ＿ｓｔｄ２よりも大きい無線基地局が存在すると判定されたとき、一連の
動作がステップＳ４４へ移行するのは、端末装置１０は、自局よりも起動状態であった他
の無線基地局へ接続した方がウェイクアップ通知ＷＮおよびウェイクアップ通知応答ＲＷ
Ｎをやり取りする必要がなく（図７参照）、短時間で無線基地局と接続できるからである
。
【０３２０】
　上述したように、実施の形態５においては、端末装置１０からウェイクアップ信号ＷＫ
Ｅを受信して起動状態へ移行した複数の無線基地局が相互にウェイクアップ広告ＷＡをや
り取りすることによって、最終的に起動状態を維持する無線基地局が、ウェイクアップ信
号ＷＫＥによって起動状態へ移行した複数の無線基地局（図１８に示すステップＳ４１参
照）よりも少なくなる。
【０３２１】
　従って、複数の無線基地局が同時に起動状態へ移行する無駄を抑制できる。
【０３２２】
　なお、実施の形態５においては、各無線基地局１～ｎ（＝１Ｄ）は、上述した起動確率
Ｚ１、起動確率Ｚ２および起動確率Ｚのいずれかを更に用いてスリープ状態から起動状態
へ移行するようにしてもよい。この場合、図１０に示す信号生成器１３３、図１３に示す
信号生成器１３３Ａ、および図１５に示す信号生成器１３３Ｂのいずれかがウェイクアッ
プ装置１３Ｄに追加される。そして、無線基地局１Ｄの動作は、図１８に示すフローチャ
ートのステップＳ４１を図１２に示すステップＳ４１Ａ，Ｓ４１Ｂ，Ｓ４１Ｃ，Ｓ４１Ｄ
，Ｓ４１Ｅに代えたフローチャートに従って実行される。
【０３２３】
　起動確率Ｚ１，Ｚ２，Ｚのいずれかを更に用いて無線基地局１～ｎ（＝１Ｄ）をスリー
プ状態から起動状態へ移行させることによって、上述した実施の形態２～実施の形態５に
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おける場合よりも同時に起動する無線基地局の個数が更に減少する。従って、複数の無線
基地局が同時に起動する無駄を更に抑制できる。
【０３２４】
　また、実施の形態５においては、ウェイクアップ信号受信器１３１Ｄは、実施の形態３
と同様に、「受信手段」を構成する。
【０３２５】
　更に、実施の形態５においては、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＤのＩＤに一致す
るか否かを判定するウェイクアップ判定器１３２は、「判定手段」を構成する。
【０３２６】
　更に、実施の形態５においては、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＤのＩＤに一致す
ると判定したとき、起動信号を生成してホストシステム１４３Ｂへ出力するウェイクアッ
プ判定器１３２は、「起動手段」を構成する。
【０３２７】
　更に、実施の形態５においては、ホストシステム１４３Ｂは、ウェイクアップ判定器１
３２からの起動信号に応じて起動するので、「通信手段」を構成する。
【０３２８】
　上述した実施の形態２においては、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＡのＩＤに一致
すると判定されたとき、起動確率Ｚ１で無線基地局を起動させることを説明した。また、
上述した実施の形態３においては、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＢのＩＤに一致す
ると判定されたとき、起動確率Ｚ２で無線基地局を起動させることを説明した。更に、上
述した実施の形態４においては、ウェイクアップＩＤが無線基地局１ＣのＩＤに一致する
と判定されたとき、起動確率Ｚ（＝γＺ１＋（１－γ）Ｚ２）で無線基地局を起動させる
ことを説明した。
【０３２９】
　従って、この発明の実施の形態による無線基地局は、スリープ状態にある無線基地局を
起動させるためのウェイクアップ信号を端末装置から受信する受信手段と、受信手段によ
って受信されたウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させることを示すか否かを判
定する判定手段と、判定手段によってウェイクアップ信号が当該無線基地局を起動させる
ことを示すと判定されると、端末装置の通信範囲において端末装置の周囲に存在する複数
の無線基地局のうち、起動する無線基地局の割合を示す起動確率で起動信号を生成する起
動手段と、起動手段によって生成された起動信号に応じて起動する通信手段とを備えてい
ればよい。
【０３３０】
　その理由は、次のとおりである。起動確率は、“１”よりも小さい値であるので、起動
確率で無線基地局を起動させることによって、ウェイクアップ信号が当該無線基地局を起
動させることを示すと判定されたとき、即座に無線基地局を起動させる場合に比べ、起動
させる無線基地局の個数が少なくなり、複数の無線基地局が同時に起動する無駄を抑制で
きるからである。
【０３３１】
　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】
【０３３２】
　この発明は、端末装置、それと無線通信を行う無線基地局およびこれらを備える無線通
信システムに適用される。
【符号の説明】
【０３３３】
　１～ｎ，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　無線基地局、１０　端末装置、１００　無線通信シ
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ステム、１１，１２，２１　アンテナ、１３，１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃ，１３Ｄ　ウェイ
クアップ装置、１４，１４Ａ，１４Ｂ　メイン装置、１５　電源、２２，１４１　無線通
信モジュール、２３，１４３，１４３Ａ　ホストシステム、１３１，１３１Ａ，１３１Ｄ
　ウェイクアップ信号受信器、１３２　ウェイクアップ判定器、１３３，１３３Ａ，１３
３Ｂ　信号生成器、１４２　有線通信モジュール、２３１　ウェイクアップ信号生成器。
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【図３】
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