
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理装置との間で無線により通信するとともに、前記管理装置を介して、他の情報処理
装置にデータを送信する情報処理装置において、
　前記管理装置に、データを送信するとともに、前記管理装置との無線通信を制御するた
めの情報を送信または受信する通信手段と、
　前記通信手段により受信された前記情報または前記データの受信レベルを測定する測定
手段と、
　前記通信手段による前記情報または前記データの送信電力を制御する制御手段と
　を備え、
　前記制御手段は

前記情報のうち、 第１の情報が、
第１の大きさの送信電力で送信されるように制御し、

　前記第１の情報に基づいて前記管理装置により送信された、前記データの送信開始を許
可する第２の情報が、前記通信手段により受信された場合、
　　前記測定手段は、前記第２の情報の受信レベルを測定し、
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、
　送信する前記データのデータ長を閾値と比較する処理を実行し、
　前記データのデータ長が前記閾値より短い場合、前記データの送信開始を通知する第１
の情報を送信することなく、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い第１
の大きさの送信電力で、前記データが送信されるように制御し、
　前記データのデータ長が前記閾値より長い場合、 前記
前記



　　前記制御手段は、前記測定手段により測定された前記
、前記データの送信電力を制御する

　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の情報または前記データを送信する信号のレベルを増幅する複数の増幅手段を
更に備え、
　複数の前記増幅手段は、それぞれ異なる増幅率で前記信号のレベルを増幅し、
　前記制御手段は、複数の前記増幅手段のうちのいずれかを選択することにより、前記第
１の情報または前記データの送信電力を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記管理装置との通信は、 IEEE802.11の規定に基づいて実行され、
　前記第１の情報は、ＲＴＳであり、前記第２の情報は、ＣＴＳである
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　管理装置との間で無線により通信するとともに、前記管理装置を介して、他の情報処理
装置にデータを送信する情報処理装置の情報処理方法において、
　

データの送信開始を通知する第１の情
報が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い 大きさの送信電力で
送信されるように制御する第１の送信制御ステップと、
　前記第１の情報に基づいて前記管理装置により送信された、前記データの送信開始を許
可する第２の情報の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記第２の情報の受信レベルを測定する測定ステップと、
　前記測定ステップの処理により測定された前記第２の情報の

制御された送信電力で、前記データが送信されるように
制御する第２の送信制御ステップと

　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項５】
　管理装置との間で無線により通信するとともに、前記管理装置を介して、他の情報処理
装置にデータを送信する処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　

データの送信開始を通知する第１の情
報が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い 大きさの送信電力で
送信されるように制御する第１の送信制御ステップと、
　前記第１の情報に基づいて前記管理装置により送信された、前記データの送信開始を許
可する第２の情報の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記第２の情報の受信レベルを測定する測定ステップと、
　前記測定ステップの処理により測定された前記第２の情報の

制御された送信電力で、前記データが送信されるように
制御する第２の送信制御ステップと

　を含むことを特徴とするコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記
録媒体。
【請求項６】
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受信レベルに基づいた第２の大
きさの送信電力となるように

送信する前記データのデータ長を閾値と比較する比較ステップと、
　前記データのデータ長が前記閾値より長い場合、

第１の

受信レベルに基づいた第２
の大きさの送信電力となるように

、
　前記データのデータ長が前記閾値より短い場合、前記第１の情報を送信することなく、
前記第１の大きさの送信電力で、前記データが送信されるように制御する第３の送信制御
ステップと

送信する前記データのデータ長を閾値と比較する比較ステップと、
　前記データのデータ長が前記閾値より長い場合、

第１の

受信レベルに基づいた第２
の大きさの送信電力となるように

、
　前記データのデータ長が前記閾値より短い場合、前記第１の情報を送信することなく、
前記第１の大きさの送信電力で、前記データが送信されるように制御する第３の送信制御
ステップと



　管理装置との間で無線により通信するとともに、前記管理装置を介して、他の情報処理
装置にデータを送信する処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　

データの送信開始を通知する第１の情
報が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い 大きさの送信電力で
送信されるように制御する第１の送信制御ステップと、
　前記第１の情報に基づいて前記管理装置により送信された、前記データの送信開始を許
可する第２の情報の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記第２の情報の受信レベルを測定する測定ステップと、
　前記測定ステップの処理により測定された前記第２の情報の

制御された送信電力で、前記データが送信されるように
制御する第２の送信制御ステップと

　を含むことを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　データ送信開始の許可を求める第１の情報を受信したとき、送信開始を許可する第２の
情報を送信する機能を有する管理装置を介して、他の情報処理装置にデータを送信する情
報処理装置において、
　前記管理装置から送信された情報を受信するとともに、前記他の情報処理装置に前記デ
ータを送信するとき、前記第２の情報を送信した後、前記管理装置に、前記データを送信
する通信手段
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　前記通信手段は、受信側アドレスに自分自身のアドレスを指定して前記第２の情報を送
信する
　ことを特徴とする に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記通信手段により受信された、前記管理装置が送信した前記情報、もしくは、前記管
理装置が、他の情報処理装置に送信したデータの受信レベルを測定する測定手段と、
　前記通信手段による前記第２の情報および前記データの送信電力を制御する制御手段と
　を更に備え、
　前記通信手段による前記管理装置との通信は、無線により行われ、
　前記制御手段は、前記第２の情報が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それ
に近い第１の大きさの送信電力で送信されるように制御したのち、前記データが、前記測
定手段により測定された前記受信レベルに基づいた送信電力で送信されるように制御する
　ことを特徴とする に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第２の情報または前記データを送信する信号のレベルを増幅する複数の増幅手段を
更に備え、
　複数の前記増幅手段は、それぞれ異なる増幅率で前記信号のレベルを増幅し、
　前記制御手段は、複数の前記増幅手段のうちのいずれかを選択することにより、前記第
２の情報または前記データの送信電力を制御する
　ことを特徴とする に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、送信する前記データのデータ長を閾値と比較する処理を更に実行し、
　前記データのデータ長が前記閾値より短い場合、前記制御手段は、前記第１の大きさの
送信電力で、前記データが送信されるように制御し、
　前記データのデータ長が前記閾値より長い場合、前記制御手段は、前記第１の大きさよ
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送信する前記データのデータ長を閾値と比較する比較ステップと、
　前記データのデータ長が前記閾値より長い場合、

第１の

受信レベルに基づいた第２
の大きさの送信電力となるように

、
　前記データのデータ長が前記閾値より短い場合、前記第１の情報を送信することなく、
前記第１の大きさの送信電力で、前記データが送信されるように制御する第３の送信制御
ステップと

請求項７

請求項７

請求項９



り小さな第２の大きさの送信電力で、前記データが送信されるように制御する
　ことを特徴とする に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記管理装置との通信は、 IEEE802.11の規定に基づいて実行され、
　前記第１の情報は、ＲＴＳであり、前記第２の情報は、ＣＴＳである
　ことを特徴とする に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　データ送信開始の許可を求める第１の情報を受信したとき、送信開始を許可する第２の
情報を送信する機能を有する管理装置を介して、他の情報処理装置にデータを送信する情
報処理装置の情報処理方法であって、
　前記第２の情報の送信を制御する第１の送信制御ステップと、
　前記管理装置を介した、前記他の情報処理装置への前記データの送信を制御する第２の
送信制御ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１４】
　データ送信開始の許可を求める第１の情報を受信したとき、送信開始を許可する第２の
情報を送信する機能を有する管理装置を介して、他の情報処理装置にデータを送信する処
理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記第２の情報の送信を制御する第１の送信制御ステップと、
　前記管理装置を介した、前記他の情報処理装置への前記データの送信を制御する第２の
送信制御ステップと
　を含むことを特徴とするコンピュータが読み取り可能なプログラムが記録されている記
録媒体。
【請求項１５】
　データ送信開始の許可を求める第１の情報を受信したとき、送信開始を許可する第２の
情報を送信する機能を有する管理装置を介して、他の情報処理装置にデータを送信する処
理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記第２の情報の送信を制御する第１の送信制御ステップと、
　前記管理装置を介した、前記他の情報処理装置への前記データの送信を制御する第２の
送信制御ステップと
　を含むことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理装置および情報処理方法、記録媒体、並びに、プログラムに関し、特
に、無線通信における送信電力を削減する場合に用いて好適な、情報処理装置および情報
処理方法、記録媒体、並びに、プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、無線 LAN（ Local Area Network）の需要は拡大し、 2.4GHz帯を用いる IEEE802.11bや
５ GHz帯を用いる IEEE802.11aなどを代表とする無線ＬＡＮは、例えば、オフィス、家庭、
もしくは、ホットスポットなどにおいて、広く利用されている。ホットスポットとは、無
線通信機能を備えた情報処理装置（例えば、ＰＤＡ（ Personal Digital（ Data）  Assista
nts）、パーソナルコンピュータなど）のユーザが、外出先でもインターネットにアクセ
スできるように、無線ＬＡＮによるネットワークを備えた場所である。ユーザは、ホット
スポットに設置されている基地局から半径約 100ｍの範囲内において、ＰＤＡやパーソナ
ルコンピュータを、無線通信により基地局と通信させることが可能であり、基地局と有線
で接続されているインターネットに、高速でアクセスさせることが可能である。
【０００３】
IEEE802.11bにおいては、 CCK（ Complimentary Code Keying）と称されるコーディング技
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術が用いられており、変調方式として直接拡散方式が採用され、データ伝送速度は最大で
11Mbpsである。一方、 IEEE802.11aにおいては、変調方式としてＯＦＤＭ（ Orthogonal Fr
equency Division Multiplex：直交周波数分割多重 )方式が採用され、最大伝送速度は 54M
bpsである。
【０００４】
IEEE802.11方式の基本アクセス手順は、 DCF（ Distributed Coordination Function）と称
され、自律分散的なアクセス制御ができる CSMA/CA方式が用いられている。 CSMA/CA方式の
基本動作では、他の無線局が送信している信号との衝突を避けるために、信号送信を試み
ようとする無線局が、事前に無線チャネルの使用状況を確認（キャリアセンス）し、「未
使用（アイドル）」であれば、直ちにデータを送信し、「使用中（ビジー）」であれば、
アイドルになるまでデータの送信を延期する。そして、データ受信側は、データを受信し
終わった場合、「確かに受信しました」という応答（ＡＣＫ［ ACKnowledge：肯定応答］
）を返信する。データ送信側は、ＡＣＫ応答がなかった場合、データを再送信するように
なされている。
【０００５】
IEEE 802.11においては、メディアそのものの仕様である物理層と、それを使って基本的
なコミュニケーションを確立するためのＭＡＣ（ Media Access Control）層の仕様がまと
められている。（例えば、非特許文献１参照）。
【０００６】
【非特許文献１】
Wireless ＬＡＮ  Medium Access Control（ MAC) and Physical Layer（ PHY) Specificati
ons　 ANSI/IEEE Std 802.11,1999 Edition
【０００７】
特に、ＰＤＡなどのように、小型で、バッテリ駆動される情報処理装置を、無線ＬＡＮの
端末局として利用しようとする場合、無線通信において消費する電力量を低減することが
求められる。
【０００８】
無線通信の通信相手 (例えば、基地局 )が十分に近い場所に存在する場合、端末局は、低消
費電力化のため、その距離に応じて、送信電力をパワーダウンすることが可能である。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
送信電力のパワーダウンは、例えば、通信相手が基地局であった場合、基地局のサービス
エリア内に他の端末局が存在しない場合に有効な方法であるが、サービスエリア内の他の
端末局が存在した場合、データ通信に、不都合が生じる場合がある。
【００１０】
図１を用いて、従来の無線通信システムについて説明する。
【００１１】
基地局３のサービスエリア１１内に存在する端末局１および端末局２は、基地局３と無線
通信が可能である。基地局３は、有線で、インターネット４と接続されている。すなわち
、端末局１および端末局２は、基地局３およびインターネット４を介して、サーバ５にア
クセスすることが可能である。
【００１２】
端末局１は、基地局３との距離に対応した送信電力で、データを送信するパワーダウンモ
ードを実行することが可能なようになされている。端末局２は、パワーダウンモードを実
行することができず、常に、フルパワーで、基地局３にデータを送信するものとする。端
末局１がパワーダウンモードにてデータを送信した場合のデータの到達範囲は、端末局１
と基地局３との距離と略同じであり、図中、範囲１２に示される範囲となるので、端末局
２などの他の端末装置が、範囲１２に存在していない場合、端末局１が送信しているデー
タをキャリアセンスすることができない。
【００１３】
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図２に示されるように、端末局１がパワーダウンモードで基地局３へのデータ送信を実行
している場合、範囲１２の外部に存在する端末局２が、基地局３にデータ送信を実行しよ
うとして、データ送信に先立って、キャリアセンスを実行しても、端末局１がパワーダウ
ンモードで送信しているデータをキャリアセンスすることはできない。したがって、端末
局２は、基地局３の通信がアイドル状態であると判断してしまい、フルパワーで基地局３
へのデータパケットの送信を開始する。このため、基地局３では、端末局１から送信され
たデータパケットの受信処理の途中で、端末局２が送信したデータパケットによる受信妨
害を受けてしまう。
【００１４】
このように、キャリアセンスが正しく機能しないために発生する受信妨害は、隠れ端末問
題と称され、端末局１、端末局２、および、基地局３のそれぞれの距離が、図１を用いて
説明したような関係になっているときのみならず、例えば、それぞれの端末局間に電波を
妨害する障害物があるような場合にも発生する。
【００１５】
IEEE802.11においては、隠れ端末問題を解決するために、ＲＴＳ（ Request To Send）お
よびＣＴＳ（ Clear To Send）を用いるようになされている。ＲＴＳおよびＣＴＳの送受
信処理について説明する。
【００１６】
端末局１は、データ伝送に先立って、送信したいデータのデータ長に対応して、ＲＴＳ送
信から基地局３へのデータの送信が終了して、基地局３からＡＣＫを受信するまでの通信
の占有時間を算出し、通信の占有時間情報を含むＲＴＳを、基地局３に送信する。
【００１７】
基地局３は、端末局１からＲＴＳを正常に受信した場合、自分自身がＣＴＳを送信した後
、ＲＴＳの送信元からデータを受信し、ＡＣＫを送信するまでの通信の占有時間情報を含
むＣＴＳを、サービスエリア１１内に送信する。ＣＴＳを受信した端末局２は、基地局３
と端末局１との通信の占有時間を認識し、データ送信禁止区間を設定する。端末局１は、
ＣＴＳを正常に受信した後、基地局３にデータを送信し、基地局３は、端末局１から送信
されたデータパケットを正常に受信したのち、ＡＣＫを送信する。
【００１８】
ＲＴＳに含まれる占有時間も、ＣＴＳに含まれる占有時間も、基地局３によるＡＣＫフレ
ームの送信までの時間を示している。そのため、端末局２をはじめとする、隠れ端末にな
りうる他の端末装置は、ＲＴＳまたはＣＴＳを受信することにより、伝送路の占有時間を
認識し、その間のデータパケットの送信を停止するようになされているため、送信データ
の衝突が回避される。
【００１９】
しかしながら、図３に示されるように、端末局１が、ローパワーで基地局３にＲＴＳを送
信した場合、端末局２は、基地局３からＣＴＳを受信するまでの間、端末局１と基地局３
とでデータの送受信が開始されたことを認識することができない。したがって、端末局２
は、基地局３がアイドル状態であると判断してしまい、フルパワーで、基地局３へのＲＴ
Ｓまたはデータパケットの送信を開始してしまうので、端末局１と基地局３とのデータ通
信を妨害してしまう可能性がある。
【００２０】
このように、ＲＴＳおよびＣＴＳを用いた場合においても、基地局３において、端末局１
とのローパワーモードでのデータ通信処理の途中で、端末局２が送信した、フルパワーの
データパケットまたはＲＴＳによる受信妨害を受けてしまう可能性がある。
【００２１】
以上説明したように、同一サービスエリア１１に複数の端末局が存在するような無線ＬＡ
Ｎシステムにおいては、特に、パワーダウンを行わずに常にフルパワーでデータを送信す
る端末局２と、パワーダウンを行う端末局１が混在する場合、パワーダウンを行った端末
局１から送信されるデータは、常にフルパワーでデータを送信する端末局２が送信するデ

10

20

30

40

50

(6) JP 3922571 B2 2007.5.30



ータによる通信妨害を受け易いという問題が発生する。
【００２２】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、ローパワーモードを用いた無線通
信において、他の端末局がデータ送信を行うことによる通信妨害を防止することができる
ようにするものである。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の情報処理装置は、管理装置に、データを送信するとともに、管理装置と
の無線通信を制御するための情報を送信または受信する通信手段と、通信手段により受信
された情報またはデータの受信レベルを測定する測定手段と、通信手段による情報または
データの送信電力を制御する制御手段とを備え、制御手段は、

情報のうち 第１の情報が 第１の大きさの送信電力で送信
されるように制御し、第１の情報に基づいて管理装置により送信された、データの送信開
始を許可する第２の情報が、通信手段により受信された場合、測定手段は、第２の情報の
受信レベルを測定し、制御手段は、測定手段により測定された

、データの送信電力を制御することを特徴とする。
【００２４】
第１の情報またはデータを送信する信号のレベルを増幅する複数の増幅手段を更に備えさ
せるようにすることができ、複数の増幅手段には、それぞれ異なる増幅率で信号のレベル
を増幅させるようにすることができ、制御手段には、複数の増幅手段のうちのいずれかを
選択させることにより、第１の情報またはデータの送信電力を制御させるようにすること
ができる。
【００２６】
管理装置との通信は、 IEEE802.11の規定に基づいて実行されるものとすることができ、第
１の情報は、ＲＴＳであるものとすることができ、第２の情報は、ＣＴＳであるものとす
ることができる。
【００２７】
　本発明の第１の情報処理方法は、

データの送信開始を通知する第１の情報
が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い 大きさの送信電力で送
信されるように制御する第１の送信制御ステップと、第１の情報に基づいて管理装置によ
り送信された、データの送信開始を許可する第２の情報の受信を制御する受信制御ステッ
プと、第２の情報の受信レベルを測定する測定ステップと、測定ステップの処理により測
定された第２の情報の 制御さ
れた送信電力で、データが送信されるように制御する第２の送信制御ステップと

を含むことを特徴と
する。
【００２８】
　本発明の第１の記録媒体に記録されているプログラムは、

データの送信開
始を通知する第１の情報が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い大き
さの 送信電力で送信されるように制御する第１の送信制御ステップと、第１の情報
に基づいて管理装置により送信された、データの送信開始を許可する第２の情報の受信を
制御する受信制御ステップと、第２の情報の受信レベルを測定する測定ステップと、測定
ステップの処理により測定された第２の情報の

制御された送信電力で、データが送信されるように制御する第２の送信
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送信するデータのデータ長
を閾値と比較する処理を実行し、データのデータ長が閾値より短い場合、データの送信開
始を通知する第１の情報を送信することなく、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは
、それに近い第１の大きさの送信電力で、データが送信されるように制御し、データのデ
ータ長が閾値より長い場合、 、 、

受信レベルに基づいた第２
の大きさの送信電力となるように

送信するデータのデータ長を閾値と比較する比較ステ
ップと、データのデータ長が閾値より長い場合、

第１の

受信レベルに基づいた第２の大きさの送信電力となるように
、データ

のデータ長が閾値より短い場合、第１の情報を送信することなく、第１の大きさの送信電
力で、データが送信されるように制御する第３の送信制御ステップと

送信するデータのデータ長を
閾値と比較する比較ステップと、データのデータ長が閾値より長い場合、

第１の

受信レベルに基づいた第２の大きさの送信
電力となるように



制御ステップと

を含むことを特徴とする。
【００２９】
　本発明の第１のプログラムは、

データの送信開始を通知する第１の情報が
、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い大きさの 送信電力で送信
されるように制御する第１の送信制御ステップと、第１の情報に基づいて管理装置により
送信された、データの送信開始を許可する第２の情報の受信を制御する受信制御ステップ
と、第２の情報の受信レベルを測定する測定ステップと、測定ステップの処理により測定
された第２の情報の 制御され
た送信電力で、データが送信されるように制御する第２の送信制御ステップと

を含むことを特徴とす
る。
【００３０】
　本発明の第１の情報処理装置および情報処理方法、並びに、プログラムにおいては、

第１の情報が、 の送信電力で送信され、第１の情報に基づい
て管理装置により送信された、データの送信開始を許可する第２の情報が受信され、第２
の情報の受信レベルが測定され、測定された第２の情報の

制御された送信電力で、データが送信される。
【００３１】
本発明の第２の情報処理装置は、管理装置から送信された情報を受信するとともに、他の
情報処理装置にデータを送信するとき、第２の情報を送信した後、管理装置に、データを
送信する通信手段を備えることを特徴とする。
【００３２】
通信手段には、受信側アドレスに自分自身のアドレスを指定して第２の情報を送信させる
ようにすることができる。
【００３３】
通信手段により受信された、管理装置が送信した情報、もしくは、管理装置が、他の情報
処理装置に送信したデータの受信レベルを測定する測定手段と、通信手段による第２の情
報およびデータの送信電力を制御する制御手段とを更に備えさせるようにすることができ
、通信手段による管理装置との通信は、無線により行われるものとすることができ、制御
手段には、第２の情報が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い第１の
大きさの送信電力で送信されるように制御したのち、データが、測定手段により測定され
た受信レベルに基づいた送信電力で送信されるように制御させるようにすることができる
。
【００３４】
第２の情報またはデータを送信する信号のレベルを増幅する複数の増幅手段を更に備えさ
せるようにすることができ、複数の増幅手段には、それぞれ異なる増幅率で信号のレベル
を増幅させるようにすることができ、制御手段には、複数の増幅手段のうちのいずれかを
選択させることにより、第２の情報またはデータの送信電力を制御させるようにすること
ができる。
【００３５】
制御手段には、送信するデータのデータ長を閾値と比較する処理を更に実行させるように
することができ、データのデータ長が閾値より短い場合、制御手段には、第１の大きさの
送信電力で、データが送信されるように制御させるようにすることができ、データのデー
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、データのデータ長が閾値より短い場合、第１の情報を送信することなく
、第１の大きさの送信電力で、データが送信されるように制御する第３の送信制御ステッ
プと

送信するデータのデータ長を閾値と比較する比較ステッ
プと、データのデータ長が閾値より長い場合、

第１の

受信レベルに基づいた第２の大きさの送信電力となるように
、データの

データ長が閾値より短い場合、第１の情報を送信することなく、第１の大きさの送信電力
で、データが送信されるように制御する第３の送信制御ステップと

送
信するデータのデータ長が閾値と比較され、データのデータ長が閾値より短い場合、デー
タの送信開始を通知する第１の情報を送信することなく、制御可能な範囲のうちの最大値
、もしくは、それに近い大きさの第１の送信電力で、データが送信され、データのデータ
長が閾値より長い場合、 第１

受信レベルに基づいた第２の大
きさの送信電力となるように



タ長が閾値より長い場合、制御手段には、第１の大きさより小さな第２の大きさの送信電
力で、データが送信されるように制御させるようにすることができる。
【００３６】
管理装置との通信は、 IEEE802.11の規定に基づいて実行されるものとすることができ、第
１の情報は、ＲＴＳであるものとすることができ、第２の情報は、ＣＴＳであるものとす
ることができる。
【００３７】
本発明の第２の情報処理方法は、第２の情報の送信を制御する第１の送信制御ステップと
、管理装置を介した、他の情報処理装置へのデータの送信を制御する第２の送信制御ステ
ップとを含むことを特徴とする。
【００３８】
本発明の第２の記録媒体に記録されているプログラムは、第２の情報の送信を制御する第
１の送信制御ステップと、管理装置を介した、他の情報処理装置へのデータの送信を制御
する第２の送信制御ステップとを含むことを特徴とする。
【００３９】
本発明の第２のプログラムは、第２の情報の送信を制御する第１の送信制御ステップと、
管理装置を介した、他の情報処理装置へのデータの送信を制御する第２の送信制御ステッ
プとを含むことを特徴とする。
【００４０】
本発明の第２の情報処理装置および情報処理方法、並びに、プログラムにおいては、通常
の処理において、データの送信開始を許可を求める第１の情報を受信した管理装置が送信
する、データの送信開始を許可する第２の情報が送信され、管理装置を介して、他の情報
処理装置へデータが送信される。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を説明するが、特許請求の範囲に記載の発明の各手段と以下の
実施の形態との対応関係を明らかにするために、各手段またはステップなどの後の括弧内
に、対応する実施の形態（但し一例）を付加して本発明の特徴を記述すると、次のように
なる。但し、もちろんこの記載は、各手段またはステップなどを記載したものに限定する
ことを意味するものではない。
【００４２】
　請求項１に記載の情報処理装置（例えば、図４の端末局３１または端末局３２）は、管
理装置（例えば、図４の基地局３）との間で無線により通信するとともに、管理装置を介
して、他の情報処理装置（例えば、図４のサーバ５）にデータを送信する情報処理装置で
あって、管理装置に、データを送信するとともに、管理装置との無線通信を制御するため
の情報を送信または受信する通信手段（例えば、図５または図６のアンテナ６７）と、通
信手段により受信された情報またはデータの受信レベルを測定する測定手段（例えば、図
５または図６の受信部６８）と、通信手段による情報またはデータの送信電力を制御する
制御手段（例えば、図５のＣＰＵ８１、または、図６のＣＰＵ１２１）とを備え、制御手
段は、

情報のうち 第１の情報（たとえば、ＲＴＳ）が 第１の大き
さの送信電力で送信（例えば、フルパワーの送信）されるように制御し、第１の情報に基
づいて管理装置により送信された、データの送信開始を許可する第２の情報（たとえば、
ＣＴＳ）が、通信手段により受信された場合、測定手段は、第２の情報の受信レベルを測
定し、制御手段は、測定手段により測定された

、データの送信電力を制御（例えば、ローパワーで送信）することを特
徴とする。
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送信するデータのデータ長を閾値と比較する処理を実行し、データのデータ長が閾
値より短い場合、データの送信開始を通知する第１の情報（たとえば、ＲＴＳ）を送信す
ることなく、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い第１の大きさの送信
電力で、データが送信（例えば、フルパワーの送信）されるように制御し、データのデー
タ長が閾値より長い場合、 、 、

受信レベルに基づいた第２の大きさの送信
電力となるように



【００４３】
請求項２に記載の情報処理装置は、第１の情報またはデータを送信する信号のレベルを増
幅する複数の増幅手段（例えば、図６のハイパワーアンプ１１２およびローパワーアンプ
１１３）を更に備え、複数の増幅手段は、それぞれ異なる増幅率で信号のレベルを増幅し
、制御手段は、複数の増幅手段のうちのいずれかを選択することにより、第１の情報また
はデータの送信電力を制御することを特徴とする。
【００４４】
　 に記載の情報処理方法、 に記載の記録媒体に記録されているプログラ
ム、および、 に記載のプログラムは、

データの送信開始を通知する第１の情報（たとえば、ＲＴＳ
）が、制御可能な範囲のうちの最大値、もしくは、それに近い 大きさの送信電力で
送信（例えば、フルパワーの送信）されるように制御する第１の送信制御ステップ（例え
ば、 の処理）と、第１の情報に基づいて管理装置により送信され
た、データの送信開始を許可する第２の情報（例えば、ＣＴＳ）の受信を制御する受信制
御ステップ（例えば、 の処理）と、第２の情報の受信レベルを測
定する測定ステップ（例えば、 の処理）と、測定ステップの処理
により測定された第２の情報の

制御された送信電力で、データが送信されるように制御する第２の送信制御ステップ
例えば、 の処理）と

（例えば、 の処理） を含むこと
を特徴とする。
【００４５】
　 に記載の情報処理装置（例えば、図４の端末局３１または端末局３２）は、管
理装置（例えば、図４の基地局３）から送信された情報を受信するとともに、他の情報処
理装置（例えば、図４のサーバ５）にデータを送信するとき、第２の情報を送信した後、
管理装置に、データを送信する通信手段（例えば、図５または図６のアンテナ６７）を備
えることを特徴とする情報処理装置。
【００４６】
　 に記載の情報処理装置は、通信手段により受信された、管理装置が送信した情
報（例えば、ビーコンなど、基地局３から送信された情報であれば、どのような情報であ
ってもかまわない）、もしくは、管理装置が、他の情報処理装置（例えば、図４の端末局
２）に送信したデータの受信レベルを測定する測定手段（例えば、図５または図６の受信
部６８）と、通信手段による第２の情報およびデータの送信電力を制御する制御手段（例
えば、図５のＣＰＵ８１、または、図６のＣＰＵ１２１）とを更に備え、通信手段による
管理装置との通信は、無線により行われ、制御手段は、第２の情報が、制御可能な範囲の
うちの最大値、もしくは、それに近い第１の大きさの送信電力で送信（例えば、フルパワ
ーの送信）されるように制御したのち、データが、測定手段により測定された受信レベル
に基づいた送信電力で送信（例えば、ローパワーで送信）されるように制御することを特
徴とする。
【００４７】
　 に記載の情報処理装置は、第２の情報またはデータを送信する信号のレベル
を増幅する複数の増幅手段（例えば、図６のハイパワーアンプ１１２およびローパワーア
ンプ１１３）を更に備え、複数の増幅手段は、それぞれ異なる増幅率で信号のレベルを増
幅し、制御手段は、複数の増幅手段のうちのいずれかを選択することにより、第２の情報
またはデータの送信電力を制御するとを特徴とする。
【００４８】
　 の情報処理方法、 の記録媒体に記録されているプログラム、およ
び、 のプログラムは、第２の情報の送信を制御する第１の送信制御ステップ（
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請求項４ 請求項５
請求項６ 送信する前記データのデータ長を閾値と比

較する比較ステップ（例えば、図１３のステップＳ４２の処理）と、前記データのデータ
長が前記閾値より長い場合、

第１の

図１３のステップＳ４３

図１３のステップＳ４４
図１３のステップＳ４７
受信レベルに基づいた第２の大きさの送信電力となるよう

に （
図１３のステップＳ４８ 、データのデータ長が閾値より短い場合、第

１の情報を送信することなく、第１の大きさの送信電力で、データが送信されるように制
御する第３の送信制御ステップ 図１３のステップＳ４９ と

請求項７

請求項９

請求項１０

請求項１３ 請求項１４
請求項１５



例えば、図１４のステップＳ７６の処理）と、管理装置を介した、他の情報処理装置への
データの送信を制御する第２の送信制御ステップ（例えば、図１４のステップＳ７７の処
理）とを含むことを特徴とする。
【００４９】
以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００５０】
図４を用いて、パワーダウンを行わずに常にフルパワーでデータを送信する端末局と、パ
ワーダウンを行う端末局が、同一サービスエリアに混在する無線ＬＡＮのシステムについ
て説明する。
【００５１】
なお、従来の場合と対応する部分には同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する
。すなわち、図４の無線ＬＡＮのシステムは、端末局１に代わって、本発明を適用した端
末局３１および端末局３２が設けられている以外は、図１を用いて説明した無線ＬＡＮシ
ステムと基本的に同様の構成を有しているものである。
【００５２】
端末局３１および端末局３２は、ローパワーモードで、基地局３およびインターネット４
を介して、サーバ５に送信するデータ、または、ＣＴＳ，ＲＴＳなどの通信を制御する情
報（通信制御情報）を送信することが可能なようになされている。端末局３１がローパワ
ーモードを用いてデータまたは通信制御情報を送信した場合の到達範囲は、端末局３１と
基地局３との距離と略同じ半径を有する範囲４１であり、端末局３２がローパワーモード
を用いてデータまたは通信制御情報を送信した場合の到達範囲は、端末局３２と基地局３
との距離と略同じ半径を有する範囲４２である。すなわち、範囲４１および範囲４２に含
まれない位置に存在する端末局２は、端末局３１および端末局３２がローパワーモードで
データまたは通信制御情報を送信している場合、端末局３１および端末局３２が送信して
いるデータまたは通信制御情報をキャリアセンスすることができない。また、端末局２は
、端末局３１および端末局３２がフルパワーモード、すなわち、端末局３１および端末局
３２が制御可能な最大の送信電力、または、それに近い電力で、データまたは通信制御情
報を送信している場合、端末局３１および端末局３２が送信しているデータまたは通信制
御情報をキャリアセンスすることができるものとする。
【００５３】
図５は、本発明を適用した、端末局３１の構成を示すブロック図である。端末局３１は、
ＰＤＡ（ Personal Digital（ Data）  Assistants）５２と、ＰＤＡ５２に装着され、無線
通信処理を実行するカード５１で構成される。ここでは、端末局３１は、周波数５ GHz帯
、変調方式としてＯＦＤＭ（ Orthogonal Frequency Division Multiplexing；直行型多重
化）を用いて、基地局３との無線通信を実行しているものとして説明する。
【００５４】
ホストインタフェース部６１は、ＰＤＡ５２とのインタフェースであり、ＰＤＡ５２から
、カードバスを介して、送信するためのデータの入力を受け、ＭＡＣ制御部６２に供給し
たり、ＭＡＣ制御部６２から供給された処理済の受信信号を、カードバスを介して、カー
ド５１のホスト機器であるＰＤＡ５２に出力する。
【００５５】
ＭＡＣ制御部６２には、ＣＰＵ８１、無線フレーム生成・分解部８２、および、メモリ８
３が設けられている。無線フレーム生成・分解部８２は、ホストインタフェース部６１か
ら供給された送信データまたは通信制御情報を無線フレームに組み立てて、変調部９１に
供給したり、復調部９２からデジタルデータの供給を受け、無線フレームを分解し、ホス
トインタフェース部６１に供給する。ＣＰＵ８１は、カード５１全体の処理を制御する。
具体的には、ＣＰＵ８１は、 CSMA/CA（ Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoid
ance）の制御、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信の制御、データまたは通信制御情報の送受信
タイミングの制御、送信されるデータまたは通信制御情報の送信パワーの制御、並びに、
データまたは通信制御情報の再送制御等を行う。メモリ８３は、受信部６８から供給され
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た受信レベルを保存する。ＣＰＵ８１は、メモリ８３により保存された、受信部６８から
供給された受信レベルを基に、データまたは通信制御情報の送信パワーを制御する。
【００５６】
また、ＣＰＵ８１には、必要に応じて、ドライブ６９も接続されており、磁気ディスク７
１、光ディスク７２、光磁気ディスク７３、もしくは、半導体メモリ７４などが適宜装着
され、ＣＰＵ８１との情報の授受が可能なようになされている。
【００５７】
ＯＦＤＭモデム部６３には、変調部９１と復調部９２が設けられている。変調部９１は、
ＭＡＣ制御部６２から供給された、無線フレームに組み立てられた送信データまたは通信
制御情報をＯＦＤＭ方式で変調して、生成したＯＦＤＭ信号を、送信部６４に供給する。
復調部９２は、受信部６８から供給されたＯＦＤＭ信号を、デジタルデータに復調して、
ＭＡＣ制御部６２に供給する。
【００５８】
送信部６４は、ＯＦＤＭモデム部６３の変調部９１で変調されたＯＦＤＭ変調信号の供給
を受け、ＣＰＵ８１の制御に基づいて、供給された信号のパワー制御を行い、パワーアン
プ６５に供給する。パワーアンプ６５は、ＣＰＵ８１の制御に基づいて、供給された信号
を増幅し、アンテナスイッチ６６を介して、アンテナ６７に供給する。
【００５９】
アンテナ６７は、基地局３または、他の端末局３１から送信された受信信号であるＯＦＤ
Ｍ信号を受信して、受信部６８に供給したり、送信部６４で処理されて、パワーアンプ６
５で増幅された送信信号であるＯＦＤＭ信号を送信する。アンテナスイッチ６６は、受信
処理中は、アンテナ６７が受信した受信信号が受信部６８に供給されるように、送信処理
中は、送信部６４で処理されて、パワーアンプ６５で増幅された送信信号が、アンテナ６
７に供給されるように、信号の授受を制御する。受信部６８は、アンテナ６７から供給さ
れた受信信号の受信レベルを検出して、ＭＡＣ（ Media Access Control）制御部６２に供
給するとともに、供給された受信信号を、ＯＦＤＭモデム部６３に供給する。
【００６０】
次に、図５のカード５１の動作について説明する。
【００６１】
ホストインタフェース部６１は、ＰＤＡ５２からデータの供給を受け、ＭＡＣ制御部６２
に供給する。ＭＡＣ制御部６２の無線フレーム生成・分解部８２は、ホストインタフェー
ス部６１から供給されたデータ、または、ＣＰＵ８１の処理により生成される通信制御情
報を、無線フレームに組み立てて、ＯＦＤＭモデム部６３の変調部９１に供給する。ＯＦ
ＤＭモデム部６３の変調部９１は、ＭＡＣ制御部６２から供給された、無線フレームに組
み立てられた送信信号をＯＦＤＭ方式で変調して、生成したＯＦＤＭ信号を、送信部６４
に供給する。
【００６２】
ＣＰＵ８１は、送信するべきデータがある場合、予めキャリアセンスを実行するか、もし
くは、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信により、データの送信が可能であるか否かを判断する
。ＣＰＵ８１は、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信により、データの送信が可能であるか否か
を判断する場合、受信したＣＴＳにより、現在、他の端末装置がデータ送信中であり、デ
ータ送信禁止区間内であると設定されているか否かを判断し、データ送信禁止区間内では
ない場合、ＲＴＳを送信し、受信したＣＴＳを基に、データの送信が可能であるか否かを
判断する。
【００６３】
ＣＰＵ８１は、データの送信が可能であると判断した場合、メモリ８３に保存された、受
信部６８から供給された受信レベルを基に、送信データの送信パワーを制御するための制
御信号を生成し、送信部６４およびパワーアンプ６５に供給する。
【００６４】
送信部６４は、ＯＦＤＭモデム部６３の変調部９１で変調されたＯＦＤＭ変調信号の供給
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を受け、ＣＰＵ８１の制御に基づいて、供給された信号のパワー制御を行い、パワーアン
プ６５に供給する。パワーアンプ６５は、ＣＰＵ８１の制御に基づいて、供給された信号
を増幅し、アンテナスイッチ６６を介して、アンテナ６７に供給する。アンテナスイッチ
６６は、データ送信中は、送信部６４で処理されて、パワーアンプ６５で増幅されたデー
タまたは通信制御情報が、アンテナ６７に供給されるように、データの授受を制御する。
アンテナ６７から基地局３にＯＦＤＭ変調信号が送信される。
【００６５】
アンテナ６７は、基地局３または、他の端末局３１から送信された受信信号であるＯＦＤ
Ｍ信号を受信し、アンテナスイッチ６６を介して、受信部６８に供給する。アンテナスイ
ッチ６６は、受信処理中は、アンテナ６７が受信した受信信号が受信部６８に供給される
ように、データの授受を制御する。受信部６８は、アンテナ６７から供給された受信信号
の受信レベルを検出して、ＭＡＣ制御部６２に供給するとともに、供給された受信信号を
、ＯＦＤＭモデム部６３に供給する。ＭＡＣ制御部６２のメモリ８３は、供給された受信
信号の受信レベルを保存する。
【００６６】
ＯＦＤＭモデム部６３の復調部９２は、受信部６８から供給されたＯＦＤＭ信号を、デジ
タルデータに復調して、ＭＡＣ制御部６２に供給する。ＭＡＣ制御部６２の無線フレーム
生成・分解部８２は、復調部９２からデジタルデータの供給を受け、無線フレームを分解
し、通信制御情報はＣＰＵ８１に供給し、データは、ホストインタフェース部６１に供給
する。ＣＰＵ８１は、無線フレーム生成・分解部８２から供給された信号を基に、カード
５１の動作を制御する。ホストインタフェース部６１は、ＭＡＣ制御部６２から供給され
た処理済の受信データを、カードバスを介して、カード５１のホスト機器であるＰＤＡ５
２に出力する。
【００６７】
図５を用いて説明した端末局３１においては、カード５１のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８
１が、パワーアンプ６５を制御して、送信パワーを変更することができるものとして説明
したが、パワーアンプに、一般的な線形性の高いアンプが用いられた場合、ＣＰＵ８１の
制御により、送信電力の低減を行っても、端末局３１の消費電流を大幅に減少させること
は困難である。
【００６８】
それに対して、端末局３２においては、送信信号の増幅アンプに、ハイパワーアンプとロ
ーパワーアンプの２種類のアンプを用い、データパケットの送信時に、使用するアンプを
切り替えることができるようにすることにより、送信電力の低減を行った場合に、端末局
３２の消費電流を大幅に減少させるようにすることができるようになされている。
【００６９】
図６は、端末局３２の構成を示すブロック図である。なお、図５の場合と対応する部分に
は同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
【００７０】
すなわち、カード５１に代わって、ＰＤＡ５２に装着されているカード１０１は、ＭＡＣ
制御部６２に代わって、ＭＡＣ制御部１１１が設けられ、パワーアンプ６５に代わって、
ハイパワーアンプ１１２およびローパワーアンプ１１３、並びに、アンプスイッチ１１４
が設けられている以外は、基本的に、図５のカード５１と同様の構成を有するものである
。ＭＡＣ制御部１１１は、ＣＰＵ８１に代わって、ＣＰＵ１２１が設けられている以外は
、基本的に、図５のＭＡＣ制御部１１１と同様の構成を有するものである。
【００７１】
ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、カード１０１の動作を制御するものであり、例え
ば、データの送信が可能であると判断した場合、メモリ８３に保存された、受信部６８か
ら供給された受信レベルを基に、送信データの送信パワーを制御するための制御信号を生
成し、送信部６４、ハイパワーアンプ１１２、ローパワーアンプ１１３、および、パワー
スイッチ１１４に供給する。
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【００７２】
送信部６４は、送信するＯＦＤＭ信号を、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１の制御に基
づいて、ハイパワーアンプ１１２またはローパワーアンプ１１３に供給する。ハイパワー
アンプ１１２は、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１の制御に基づいて、供給されたＯＦ
ＤＭ信号を、フルパワーのデータ送信のために増幅する。ローパワーアンプ１１３は、Ｍ
ＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１の制御に基づいて、供給されたＯＦＤＭ信号を、ローパ
ワーのデータ送信のために増幅する。
【００７３】
パワースイッチ１１４は、ＣＰＵ１２１の制御に基づいて、フルパワーでデータ送信を行
う場合、ハイパワーアンプ１１２の出力をアンテナスイッチ６６に供給し、ローパワーで
データ送信を行う場合、ローパワーアンプ１１３の出力をアンテナスイッチ６６に供給す
る。
【００７４】
なお、図６においては、ハイパワーアンプ１１２およびローパワーアンプ１１３の２つの
アンプのうちのいずれか一方を選択することにより、送信電力を制御するものとして説明
しているが、アンプの数は、２つ以上のいかなる数であっても良く、ＣＰＵ１２１は、複
数のアンプのうち、送信電力の制御値に基づいたアンプを選択することにより、送信電力
を制御することが可能となる。
【００７５】
図５および図６においては、ＰＤＡ５２にカード５１またはカード１０１が装着され、端
末局３１または端末局３２として、無線通信処理が行われるものとして説明したが、カー
ド５１またはカード１０１は、ＰＤＡ５２に対して着脱可能に構成されるのみならず、カ
ード５１またはカード１０１とＰＤＡ５２とが一体として構成（着脱不可に構成）されて
いてもよい。更に、ＰＤＡ５２の内部に、カード５１またはカード１０１と同様の構成を
有する通信処理部を設けるようにしても良い。
【００７６】
更に、ＰＤＡ５２のみならず、例えば、パーソナルコンピュータや、携帯型電話機など、
各種の情報処理装置に、カード５１またはカード１０１を着脱可能なようにしたり、カー
ド５１またはカード１０１とこれらの情報処理装置とを一体として構成するようにしたり
、これらの情報処理装置の内部に、カード５１またはカード１０１と同様の構成を有する
通信処理部を設けるようにしても良い。
【００７７】
また、ローパワーモードでデータを送信する機能を有さない端末局２は、受信部６８によ
って受信レベルが検出されず、ＣＰＵ８１またはＣＰＵ１２１によって、送信電力の制御
が行われないこと以外は、端末局３１または端末局３２と基本的に同様の構成を有し、デ
ータの送受信の動作も、端末局３１または端末局３２と基本的に同様であるので、その詳
細な説明は省略する。
【００７８】
次に、図７のフローチャートを参照して、端末局３１または端末局３２が実行する、デー
タ送信処理１について説明する。
【００７９】
ステップＳ１において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１
のＣＰＵ１２１は、ＰＤＡ５２から、ホストインタフェース部６１を介して供給された信
号を基に、基地局３にデータ送信するか否かを判断する。ステップＳ１において、データ
送信しないと判断された場合、データ送信すると判断されるまで、ステップＳ１の処理が
繰り返される。
【００８０】
ステップＳ１において、データ送信すると判断された場合、ステップＳ２において、ＭＡ
Ｃ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、無線フレ
ーム生成・分解部８２において、ＲＴＳのフレームを生成させ、ＯＦＤＭモデム部６３の
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変調部９１においてＯＦＤＭ変調させる。そして、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、送
信部６４およびパワーアンプ６５を制御し、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、送信
部６４、ハイパワーアンプ１１２、および、パワースイッチ１１４を制御して、送信する
ＯＦＤＭ信号を、フルパワーの送信レベルに増幅し、アンテナスイッチ６６およびアンテ
ナ６７を介して、基地局３に RＴＳを送信する。
【００８１】
図８に示されるように、本発明を適用した端末局３１または端末局３２は、フルパワーで
ＲＴＳを送信する。ＲＴＳには、端末局３１または端末局３２自身が、データパケットを
基地局３に送信し、基地局３からＡＣＫを受信するまでの時間に関する情報が記載されて
いる。
【００８２】
ＲＴＳのフォーマットを図９に示す。ＲＴＳは、ＰＨＹ（ Physical sublayer）ヘッダフ
ィールド、フレームコントロール（ Frame Control）フィールド、デュレーション（ Durat
ion）フィールド、ＲＡ（ Receiver Address；受信側アドレス）フィールド、ＴＡ（ Trans
mitting Address；送信側アドレス）フィールド、および、ＦＣＳ（ Frame Check Sequenc
e；フレームチェックシーケンス）フィールドで構成される。ＰＨＹヘッダフィールドに
は、通信に先立って必要なプリアンブル等の信号が格納される。フレームコントロールフ
ィールドには、そのパケットの内容を示す情報が格納されるので、ここでは、このパケッ
トがＲＴＳであることを示す情報が記載されている。デュレーションフィールドには、端
末局３１または端末局３２自身が、データパケットを基地局３に送信し、基地局３からＡ
ＣＫを受信するまでの時間、すなわち、通信路を占有する時間が記載されている。ＲＡフ
ィールドには、ＲＴＳの送信先となる基地局３のアドレスが格納される。ＴＡフィールド
には、ＲＴＳを送信した端末局３１または端末局３２自身のアドレスが格納される。ＦＣ
Ｓフィールドには、誤り検査のためのビットが記載されている。
【００８３】
ＲＴＳを受信した端末局２は、デュレーションフィールドを参照して、図８に示されるよ
うに、ＮＡＶ（ Network Allocation Vector）と称される送信禁止区間を設定する（後述
する図１２のステップＳ２１およびステップＳ２２の処理）。また、ＲＴＳを受信した基
地局３は、図８に示されるように、サービスエリア１１内の全ての端末局に対して、ＣＴ
Ｓを送信する。ＣＴＳには、基地局３がＡＣＫの送信を終了するまでの時間に関する情報
が記載されている。
【００８４】
ＣＴＳのフォーマットを図１０に示す。ＣＴＳは、ＰＨＹヘッダフィールド、フレームコ
ントロールフィールド、デュレーションフィールド、ＲＡフィールド、および、ＦＣＳフ
ィールドで構成される。ＰＨＹヘッダフィールドには、通信に先立って必要なプリアンブ
ル等の信号が格納される。フレームコントロールフィールドには、そのパケットの内容を
示す情報が格納されるので、ここでは、このパケットがＣＴＳであることを示す情報が記
載されている。デュレーションフィールドには、基地局３がＡＣＫの送信を終了するまで
の時間が記載されている。ＲＡフィールドには、受信したＲＴＳのＴＡフィールドに記載
されていた、ＲＴＳを送信した端末局３１または端末局３２のアドレスが格納される。Ｆ
ＣＳフィールドには、誤り検査のためのビットが記載されている。
【００８５】
基地局３から送信されたＯＦＤＭ信号が、アンテナ６７において受信された場合、アンテ
ナスイッチ６６を介して、受信部６８にＯＦＤＭ信号が供給され、受信信号の受信レベル
が検出されて、ＭＡＣ制御部６２またはＭＡＣ制御部１１１のメモリ８３に供給されて保
存されるとともに、供給された受信信号が、ＯＦＤＭモデム部６３に供給される。
【００８６】
受信部６８から供給されたＯＦＤＭ信号は、ＯＦＤＭモデム部６３の復調部９２で、デジ
タルデータに復調されて、ＭＡＣ制御部６２にまたはＭＡＣ制御部１１１の無線フレーム
生成・分解部８２に供給されて、無線フレームが分解される。そして、分解されたデジタ
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ルデータが、例えば、ＣＴＳなどの通信制御情報であった場合、ＣＰＵ８１に供給され、
例えば、ストリームデータなどの、ＰＤＡ５２に供給するべきデータであった場合、ホス
トインタフェース部６１に供給される。
【００８７】
ステップＳ３において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１
のＣＰＵ１２１は、無線フレーム生成・分解部８２から供給される信号を基に、基地局３
から、ＲＡフィールドに、自分自身のアドレスが記載されているＣＴＳ、すなわち、デー
タを送信することを許可するＣＴＳを受信したか否かを判断する。
【００８８】
ステップＳ３において、データ送信許可のＣＴＳを受信していないと判断された場合、ス
テップＳ４において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１の
ＣＰＵ１２１は、無線フレーム生成・分解部８２から供給される信号を基に、基地局３か
ら、ＲＡフィールドに、他の端末局のアドレスが記載されたＣＴＳを受信したか否かを判
断する。ステップＳ４において、他の端末局のアドレスが記載されたＣＴＳを受信してい
ないと判断された場合、処理は、ステップＳ３に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【００８９】
ステップＳ４において、他の端末局のアドレスが記載されたＣＴＳが受信されたと判断さ
れた場合、ステップＳ５において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制
御部１１１のＣＰＵ１２１は、受信したＣＴＳのデュレーションフィールドを参照して、
送信禁止区間（ＮＡＶ）を設定し、カウントする。ステップＳ５における送信禁止区間の
カウント処理の終了後、処理は、ステップＳ２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【００９０】
ステップＳ３において、データ送信許可のＣＴＳを受信したと判断された場合、ステップ
Ｓ６において、受信部６８は、受信したＣＴＳの受信レベルの測定結果を、ＭＡＣ制御部
６２またはＭＡＣ制御部１１１に供給する。ＭＡＣ制御部６２またはＭＡＣ制御部１１１
のメモリ８３は、供給された受信レベルを記憶する。
【００９１】
ステップＳ７において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１
のＣＰＵ１２１は、ホストインタフェース６１を介して、ＰＤＡ５２から供給されたデー
タを、無線フレーム生成・分解部８２に供給して、無線フレームを構成させ、ＯＦＤＭモ
デム部６３の変調部９１においてＯＦＤＭ変調させる。そして、ＭＡＣ制御部６２のＣＰ
Ｕ８１は、メモリ８３に記憶された受信レベルを基に、送信部６４およびパワーアンプ６
５を制御し、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、メモリ８３に記憶された受信レベル
を基に、送信部６４、ローパワーアンプ１１３、および、パワースイッチ１１４を制御し
て、送信するＯＦＤＭデータを、ローパワーのデータ送信レベルに増幅し、アンテナスイ
ッチ６６およびアンテナ６７を介して、基地局３にデータパケットを送信する。
【００９２】
ステップＳ８において、受信部６８は、基地局３からＡＣＫ信号を受信し、処理が終了さ
れる。
【００９３】
ＡＣＫのフォーマットを図１１に示す。ＣＴＳは、ＰＨＹヘッダフィールド、フレームコ
ントロールフィールド、デュレーションフィールド、ＲＡフィールド、および、ＦＣＳフ
ィールドで構成される。ＰＨＹヘッダフィールドには、通信に先立って必要なプリアンブ
ル等の信号が格納される。フレームコントロールフィールドには、そのパケットの内容を
示す情報が格納されるので、ここでは、このパケットがＡＣＫであることを示す情報が記
載されている。デュレーションフィールドには、基地局３がＡＣＫの送信を終了するまで
の時間が記載されている。ＲＡフィールドには、データフィールドを送信した端末局３１
または端末局３２のアドレスが格納される。ＦＣＳフィールドには、誤り検査のためのビ
ットが記載されている。
【００９４】
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図８に示されるように、ＲＴＳまたはＣＴＳのうち、少なくとも一方を受信した端末局２
においては、図１２を用いて後述する処理により、送信禁止区間が設定される。したがっ
て、ステップＳ７の処理において、端末局３１または端末局３２からローパワーでデータ
パケットが送信されている間、端末局２は、基地局３にデータを送信することはない。す
なわち、端末局３１または端末局３２は、このような処理により、ローパワーでデータパ
ケットを送信しても、他の端末局のフルパワーのデータ送信により通信が妨害されること
を未然に防ぐことが可能となる。
【００９５】
次に、図１２のフローチャートを参照して、図７を用いて説明した処理を実行する端末局
３１または端末局３２と同一の基地局３のサービスエリア１１内に存在する端末局２が実
行する、データ送信禁止区間設定処理１について説明する。なお、ここでは、端末局２の
構成は、図５を用いて説明した端末局３１と基本的に同様であるものとして説明する。
【００９６】
ステップＳ２１において、端末局２のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、無線フレーム生
成・分解部８２から供給される信号を基に、例えば、端末局３１または端末局３２など、
他の端末局が送信したＲＴＳを受信したか否かを判断する。
【００９７】
ステップＳ２１において、他の端末局が送信したＲＴＳを受信したと判断された場合、ス
テップＳ２２において、端末局２のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、受信されたＲＴＳ
のデュレーションフィールドを参照して、データ送信禁止区間（ＮＡＶ）を設定して、処
理が終了される。
【００９８】
上述したように、端末局３１または端末局３２がフルパワーでＲＴＳを送信した場合、端
末局２は、送信されたＲＴＳを受信することができる可能性が、図３を用いて説明した従
来における場合よりも、非常に高くなる。したがって、端末局２のＭＡＣ制御部６２のＣ
ＰＵ８１は、図８に示される２種類のＮＡＶのうち、より区間の長いＲＴＳによる送信禁
止区間を設定することができるので、図３を用いて説明した従来における場合と比較して
、先に開始されている通信を妨害することを防ぐようにすることができる。
【００９９】
ステップＳ２１において、他の端末局が送信したＲＴＳを受信しなかったと判断された場
合、ステップＳ２３において、端末局２のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、無線フレー
ム生成・分解部８２から供給される信号を基に、例えば、端末局３１または端末局３２な
ど、他の端末局のアドレスがＲＡフィールドに記載されているＣＴＳを受信したか否かを
判断する。ステップＳ２３において、他の端末局のアドレスが記載されているＣＴＳを受
信しなかったと判断された場合、処理は、ステップＳ２１に戻り、それ以降の処理が繰り
返される。
【０１００】
ステップＳ２３において、他の端末局のアドレスが記載されているＣＴＳを受信したと判
断された場合、ステップＳ２４において、端末局２のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、
受信されたＣＴＳのデュレーションフィールドを参照して、データ送信禁止区間（ＮＡＶ
）を設定して、処理が終了される。
【０１０１】
このような処理が実行されることにより、端末局３１または端末局３２がフルパワーでＲ
ＴＳを送信した場合、端末局２は、送信されたＲＴＳを受信することができる可能性が、
図３を用いて説明した従来における場合よりも、非常に高くなる。したがって、端末局２
のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、図８に示される２種類のＮＡＶのうち、より区間の
長いＲＴＳによる送信禁止区間を設定することができるので、図３を用いて説明した従来
における場合と比較して、先に開始されているローパワーモードでの通信を妨害すること
を防ぐようにすることができる。また、端末局２が、ＲＴＳを受信できなかった場合にお
いても、ＣＴＳを受信することにより、先に開始されているローパワーモードでの通信を
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妨害することを防ぐようにすることができる。
【０１０２】
また、図７を用いて説明した処理では、データパケットの送信に先立って、ＲＴＳおよび
ＣＴＳの送受信を行うようになされていたが、送信データ長が短い場合であっても、デー
タパケットの送信に先立って、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信を行うようにしてしまっては
、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信のために通信経路が占有される時間の割合が、データパケ
ットの送信に必要な時間に対して高くなってしまい、必要以上にスループットが低下して
しまう。すなわち、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信処理がオーバヘッドとなり、スループッ
トの低下の原因となってしまう。このため、送信データのデータ長が短い場合においては
、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信を基にしたローパワーでのデータ送信処理を行わないよう
にすることにより、端末局の消費電力の低減と、スループットの向上とのバランスを考慮
した、より高性能の通信を実現することができる。
【０１０３】
次に、図１３のフローチャートを参照して、送信データ長を基に、ローパワーでのデータ
送信処理を実行するか否かを決定することができる、データ送信処理２について説明する
。
【０１０４】
ステップＳ４１において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１
１のＣＰＵ１２１は、ＰＤＡ５２から、ホストインタフェース部６１を介して供給された
信号を基に、基地局３にデータ送信するか否かを判断する。ステップＳ４１において、デ
ータ送信しないと判断された場合、データ送信すると判断されるまで、ステップＳ４１の
処理が繰り返される。
【０１０５】
ステップＳ４１において、データ送信すると判断された場合、ステップＳ４２において、
ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、ホス
トインタフェース部６１を介して供給されたデータを基に、送信データ長は、所定の値（
閾値）以上であるか否かを判断する。ここで、所定の値とは、端末局３１または端末局３
２の消費電力の低減と、スループットの向上とのバランスに応じて設定することが可能な
値である。
【０１０６】
ステップＳ４２において、送信データ長は、所定の値以上であると判断された場合、ステ
ップＳ４３乃至ステップＳ４８において、図７のステップＳ２乃至ステップＳ７と同様の
処理が実行される。
【０１０７】
すなわち、ＲＴＳのフレームが生成されて、ＯＦＤＭ変調され、フルパワーの送信レベル
に増幅されて、基地局３に送信される。ＲＴＳを受信した端末局２は、デュレーションフ
ィールドを参照して、図８に示されるように、送信禁止区間（ＮＡＶ）を設定し、ＲＴＳ
を受信した基地局３は、図８に示されるように、サービスエリア１１内の全ての端末局に
対して、ＣＴＳを送信する。
【０１０８】
そして、ＲＡフィールドに自分自身のアドレスが記載されているＣＴＳを受信したか否か
が判断され、ＣＴＳを受信していないと判断された場合、ＲＡフィールドに、他の端末局
のアドレスが記載されたＣＴＳを受信したか否かが判断される。他の端末局のアドレスが
記載されたＣＴＳを受信したと判断された場合、受信したＣＴＳのデュレーションフィー
ルドを参照して、送信禁止区間（ＮＡＶ）を設定し、カウントする。ＲＡフィールドに自
分自身のアドレスが記載されている、すなわち、データ送信許可のＣＴＳを受信したと判
断された場合、受信したＣＴＳの受信レベルの測定結果がメモリ８３に記憶される。
【０１０９】
そして、ＰＤＡ５２から供給されたデータにより、無線フレームが構成され、ＯＦＤＭ変
調され、メモリ８３に記憶された受信レベルを基に、ローパワーのデータ送信レベルに増
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幅されて、基地局３に送信される。
【０１１０】
ステップＳ４２において、送信データ長は、所定の値以上ではないと判断された場合、ス
テップＳ４９において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１
のＣＰＵ１２１は、ＰＤＡ５２から供給されたデータを、無線フレーム生成・分解部８２
に供給して、無線フレームを構成させ、ＯＦＤＭモデム部６３の変調部９１においてＯＦ
ＤＭ変調させる。そして、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、送信部６４およびパワーア
ンプ６５を制御し、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、送信部６４、ハイパワーアン
プ１１２、および、パワースイッチ１１４を制御して、送信するＯＦＤＭデータを、フル
パワーのデータ送信レベルに増幅し、アンテナスイッチ６６およびアンテナ６７を介して
、基地局３にデータパケットを送信する。
【０１１１】
ステップＳ４８もしくはステップＳ４９の処理の終了後、ステップＳ５０において、受信
部６８は、基地局３からＡＣＫ信号を受信し、処理が終了される。
【０１１２】
このような処理により、所定の値以下の短いデータ長のデータ送信においては、ＲＴＳお
よびＣＴＳの送受信が行われずに、フルパワーでデータパケットが送信されるようにした
ので、データ送受信のスループットが向上する。また、所定の値以上の長いデータ長のデ
ータ送信においては、図８を用いて説明した場合と同様に、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信
が予め実行されるので、ＲＴＳまたはＣＴＳのうち、少なくとも一方を受信した端末局２
においては、図１２を用いて説明した処理により、送信禁止区間が設定されるので、端末
局３１または端末局３２からローパワーでデータパケットが送信されている間、基地局３
にデータを送信することはない。したがって、端末局３１または端末局３２からローパワ
ーで送信されたデータパケットは、端末局２のデータ送信により妨害されることはない。
【０１１３】
また、データパケットの送信に先立って、ＲＴＳおよびＣＴＳの送受信を行うことによる
スループットの低下を防ぐために、端末局３１または端末局３２が、基地局３にＲＴＳを
送信して、基地局３がＣＴＳを送信するのではなく、端末局３１または端末局３２が、基
地局３に代わって、ＣＴＳを送信することができるようにしても良い。
【０１１４】
なお、端末局３１または端末局３２が、基地局３に代わって、ＣＴＳを送信することがで
きるようになされている場合、端末局３１または端末局３２は、基地局３が定期的（例え
ば、 100msec間隔）に送信するビーコンなどの信号の受信レベルを基に、データパケット
の送信レベルを設定する。受信部６８が受信レベルを測定するために用いられる情報また
はデータは、基地局３が送信したものであれば、例えば、ＣＴＳやＡＣＫなどの通信制御
情報や、他の端末局に送信したデータなど、ビーコン以外のものであっても良いことは言
うまでもない。
【０１１５】
図１４のフローチャートを参照して、ＣＴＳを送信することができる端末局３１または端
末局３２が実行する、データ送信処理３について説明する。
【０１１６】
ステップＳ７１において、受信部６８は、アンテナスイッチ６６を介して信号が供給され
たか否かを基に、例えば、 100msecで基地局３から定期的に送信されるビーコンなど、基
地局３から送信されたデータまたは通信制御情報を受信したか否かを判断する。
【０１１７】
ステップＳ７１において、基地局３から送信されたデータまたは通信制御情報を受信した
と判断された場合、ステップＳ７２において、受信部６８は、アンテナスイッチ６６を介
して供給された受信信号の受信レベルを測定して、ＭＡＣ制御部６２またはＭＡＣ制御部
１１１に供給する。ＭＡＣ制御部６２またはＭＡＣ制御部１１１のメモリ８３は、供給さ
れた受信レベルを記憶する
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【０１１８】
ステップＳ７１において、基地局３から送信されたデータまたは通信制御情報を受信して
いないと判断された場合、もしくは、ステップＳ７２の処理の終了後、ステップＳ７３に
おいて、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１
は、ＰＤＡ５２から、ホストインタフェース部６１を介して供給された信号を基に、基地
局３にデータ送信するか否かを判断する。ステップＳ７３において、データ送信しないと
判断された場合、処理は、ステップＳ７１に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１１９】
ステップＳ７３において、データ送信すると判断された場合、ステップＳ７４において、
ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、過去
に受信したＣＴＳのデュレーションフィールドを参照して設定された送信禁止区間内であ
るか否かを判断する。
【０１２０】
ステップＳ７４において、送信禁止区間内であると判断された場合、ステップＳ７５にお
いて、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は
、送信禁止区間をカウントし、送信禁止区間のカウント処理の終了後、処理は、ステップ
Ｓ７３に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１２１】
ステップＳ７４において、送信禁止区間内ではないと判断された場合、端末局３１または
端末局３２は、通信可能な状態（基地局３がアイドルであると判断している状態）である
ので、ステップＳ７６において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御
部１１１のＣＰＵ１２１は、無線フレーム生成・分解部８２において、受信側アドレスに
自分自身を指定したＣＴＳのフレームを生成させ、ＯＦＤＭモデム部６３の変調部９１に
おいてＯＦＤＭ変調させる。そして、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、送信部６４およ
びパワーアンプ６５を制御し、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、送信部６４、ハイ
パワーアンプ１１２、および、パワースイッチ１１４を制御して、送信するＯＦＤＭデー
タを、フルパワーの送信レベルに増幅し、アンテナスイッチ６６およびアンテナ６７を介
して、基地局３にＣＴＳを送信する。
【０１２２】
すなわち、端末局３１または端末局３２は、図１０を用いて説明したＣＴＳと同一のパケ
ットを生成して送信する。ＣＴＳのＲＡフィールドには、端末局３１または端末局３２の
アドレスが記載され、デュレーションフィールドには、基地局３がＡＣＫの送信を終了す
るまでの時間が記載される。
【０１２３】
図１５に示されるように、端末局３１または端末局３２が、フルパワーで、受信側アドレ
スに自分自身を指定したＣＴＳのフレームを送信した場合、そのＣＴＳを受信した端末局
２は、端末局３１または端末局３２が送信したＲＴＳに対して、基地局３が送信したＣＴ
Ｓを受信したと認識し、その場合と同様の処理を実行するため、ＣＴＳに含まれるデュレ
ーションフィールドを参照して、ＣＴＳによる送信禁止区間（ＮＡＶ）を設定し、その区
間中は、基地局３にデータを送信しない。
【０１２４】
ステップＳ７７において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１
１のＣＰＵ１２１は、ホストインタフェース６１を介して、ＰＤＡ５２から供給されたデ
ータを、無線フレーム生成・分解部８２に供給して、無線フレームを構成させ、ＯＦＤＭ
モデム部６３の変調部９１においてＯＦＤＭ変調させる。そして、ステップＳ７２の処理
により、メモリ８３には、ＣＴＳの送信以前に基地局３から受信した信号 (例えば、ビー
コンなど )を基に、受信レベルが測定されて、記憶されているので、ＭＡＣ制御部６２の
ＣＰＵ８１は、メモリ８３に記憶された受信レベルを基に、送信部６４およびパワーアン
プ６５を制御し、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、メモリ８３に記憶された受信レ
ベルを基に、送信部６４、ローパワーアンプ１１３、および、パワースイッチ１１４を制
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御して、送信するＯＦＤＭデータを、ローパワーのデータ送信レベルに増幅し、アンテナ
スイッチ６６およびアンテナ６７を介して、基地局３にデータパケットを送信する。
【０１２５】
ステップＳ７８において、受信部６８は、基地局３からＡＣＫ信号を受信し、処理が終了
される。
【０１２６】
端末局３１または端末局３２から送信されるＣＴＳを受信した端末局２においては、図１
６を用いて後述する処理により、送信禁止区間が設定される。したがって、端末局３１ま
たは端末局３２からローパワーでデータパケットが送信されている間、端末局２は、基地
局３にデータを送信することはない。すなわち、このような処理により、端末局３１また
は端末局３２からローパワーでデータパケットが送信されても、スループットを向上させ
つつ、他の端末局のデータ送信により通信が妨害されてしまうことを未然に防ぐことが可
能となる。
【０１２７】
次に、図１６のフローチャートを参照して、図１４を用いて説明した処理と並行して実行
される、端末局２のデータ送信禁止区間設定処理２について説明する。なお、ここでも、
端末局２の構成は、図５を用いて説明した端末局３１と基本的に同様であるものとして説
明する。
【０１２８】
ステップＳ９１において、端末局２のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、無線フレーム生
成・分解部８２から供給される信号を基に、例えば、端末局３１または端末局３２など、
他の端末局のアドレスがＲＡフィールドに記載されているＣＴＳを受信したか否かを判断
する。ステップＳ９１において、他の端末局のアドレスが記載されているＣＴＳを受信し
なかったと判断された場合、他の端末局のアドレスが記載されているＣＴＳを受信したと
判断されるまで、ステップＳ９１の処理が繰り返される。
【０１２９】
ステップＳ９１において、他の端末局のアドレスが記載されているＣＴＳを受信したと判
断された場合、ステップＳ９２において、端末局２のＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、
受信されたＣＴＳのデュレーションフィールドを参照して、データ送信禁止区間（ＮＡＶ
）を設定して、処理が終了される。
【０１３０】
この処理において端末局２が受信するＣＴＳは、図１４のステップＳ７６において、端末
局３１または端末局３２から送信されるＣＴＳであるが、端末局２は、例えば、図１２を
用いて説明したステップＳ２３およびステップＳ２４の処理において受信する、基地局３
が送信するＣＴＳを受信した場合と同一の処理を実行する。
【０１３１】
したがって、同一サービスエリア１１内に存在する他の端末局２が、従来と同一の、ＣＴ
ＳおよびＲＴＳの送受信によるデータ送信および送信禁止区間設定の処理を行うことが可
能な端末局であれば、本発明を適用した端末局３１または端末局３２は、図１４を用いて
説明した処理により、ローパワーモードでデータパケットを送信する場合であっても、ス
ループットを向上させつつ、データ送信妨害を未然に防ぐようにすることが可能となる。
【０１３２】
また、図１４を用いて説明した処理では、データパケットの送信に先立って、ＣＴＳの送
受信を行うようになされていたが、送信データ長が短い場合においては、ＣＴＳの送受信
を基にしたローパワーでのデータ送信処理を行わないようにすることにより、更にスルー
プットを向上させることができる。
【０１３３】
次に、図１７のフローチャートを参照して、送信データ長を基に、ローパワーでのデータ
送信処理を実行するか否かを決定することができる、データ送信処理４について説明する
。
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【０１３４】
ステップＳ１０１乃至ステップＳ１０５において、図１４を用いて説明した、ステップＳ
７１乃至ステップＳ７５と同様の処理が実行される。
【０１３５】
すなわち、例えば、ビーコンなど、基地局３から送信された情報を受信したか否かが判断
されて、基地局３から送信された情報を受信したと判断された場合、受信レベルが測定さ
れて、記憶される。
【０１３６】
そして、基地局３にデータ送信するか否かが判断され、データ送信すると判断された場合
、過去に受信したＣＴＳのデュレーションフィールドを参照して設定された送信禁止区間
内であるか否かが判断される。送信禁止区間内であると判断された場合、送信禁止区間が
カウントされ、送信禁止区間のカウント処理の終了後、処理は、ステップＳ１０３に戻り
、それ以降の処理が繰り返される。
【０１３７】
ステップＳ１０４において、送信禁止区間内ではないと判断された場合、ステップＳ１０
６において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１
２１は、ホストインタフェース部６１を介して供給されたデータを基に、送信データ長は
、所定の値以上であるか否かを判断する。ここで、所定の値とは、端末局３１または端末
局３２の消費電力の低減と、スループットの向上とのバランスに応じて設定することが可
能な値である。
【０１３８】
ステップＳ１０６において、送信データ長は、所定の値以上であると判断された場合、ス
テップＳ１０７およびステップＳ１０８において、図１４のステップＳ７６およびステッ
プＳ７７と同様の処理が実行される。すなわち、受信側アドレスに自分自身を指定したＣ
ＴＳのフレームが生成されてＯＦＤＭ変調され、フルパワーの送信レベルに増幅されて、
基地局３にＣＴＳが送信される。
【０１３９】
すなわち、端末局３１または端末局３２は、図１０を用いて説明したＣＴＳと同一のパケ
ットを生成して送信する。ＣＴＳのＲＡフィールドには、端末局３１または端末局３２の
アドレスが記載され、デュレーションフィールドには、基地局３がＡＣＫの送信を終了す
るまでの時間が記載される。したがって、ＣＴＳを受信した端末局２は、基地局３が送信
したＣＴＳであると認識するため、ＣＴＳに含まれるデュレーションフィールドを参照し
て、ＣＴＳによる送信禁止区間（ＮＡＶ）を設定し、その区間中は、基地局３にデータを
送信しない。
【０１４０】
そして、ＰＤＡ５２から供給されたデータによって、無線フレームが構成されてＯＦＤＭ
変調され、ＣＴＳの送信以前に基地局３から受信した信号 (例えば、ビーコンなど )を基に
、ステップＳ１０２において測定されて記憶されている受信レベルを基に、ローパワーの
データ送信レベルに増幅されて、基地局３にデータパケットが送信される。
【０１４１】
ステップＳ１０６において、送信データ長は、所定の値以上ではないと判断された場合、
ステップＳ１０９において、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１、もしくは、ＭＡＣ制御部１
１１のＣＰＵ１２１は、ＰＤＡ５２から供給されたデータを、無線フレーム生成・分解部
８２に供給して、無線フレームを構成させ、ＯＦＤＭモデム部６３の変調部９１において
ＯＦＤＭ変調させる。そして、ＭＡＣ制御部６２のＣＰＵ８１は、送信部６４およびパワ
ーアンプ６５を制御し、ＭＡＣ制御部１１１のＣＰＵ１２１は、送信部６４、ハイパワー
アンプ１１２、および、パワースイッチ１１４を制御して、送信するＯＦＤＭデータを、
フルパワーのデータ送信レベルに増幅し、アンテナスイッチ６６およびアンテナ６７を介
して、基地局３にデータパケットを送信する。
【０１４２】
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ステップＳ１０８またはステップＳ１０９の処理の終了後、ステップＳ１１０において、
受信部６８は、基地局３からＡＣＫ信号を受信し、処理が終了される。
【０１４３】
このように、図１７を用いて説明した処理を実行することにより、送信データ長が短い場
合においては、ＣＴＳの送受信を基にしたローパワーでのデータ送信処理を行わないよう
にすることができ、データ長が短い場合においては、図１４を用いて説明した処理よりも
、更にスループットを向上させることができる。
【０１４４】
以上説明した本発明を適用することにより、 IEEE802.11のＭＡＣの規格に準拠したまま、
他の端末局から送信されるデータによる通信妨害を受けることなく、無線通信による消費
電力を減少させることができる。
【０１４５】
このため、例えば、ホットスポットなどの、不特定多数の端末局が存在する無線ＬＡＮ環
境においても、他の端末局（例えば、端末局２）から送信されるデータによる通信妨害を
受けることなく、無線通信相手（例えば、基地局３）との距離に対応したデータ送信電力
でデータを送信するローパワーモードを用いることにより、消費電力を減少させることが
できる。
【０１４６】
特に、本発明をＰＤＡなどの小型の情報処理装置、または、これらの小型の情報処理装置
に装着可能な無線通信処理を実行する装置（例えば、カード５１またはカード１０１）に
適用することにより、バッテリの寿命を延ばしたり、バッテリを小型化することが可能と
なる。
【０１４７】
なお、端末局３１または端末局３２が、ローパワーモードにより、低電力でデータを送信
することができない場合においても、図１４乃至図１７を用いて説明した処理のように、
基地局３に代わって、自分自身のアドレスをＲＡフィールドに記載したＣＴＳを送信する
ことができるようにすることにより、通常のＲＴＳおよびＣＴＳを用いて実行される処理
と比較して、ＲＴＳの送信が必要ない分、スループットを向上させることができる。
【０１４８】
以上説明した処理においては、端末局３１または端末局３２が、基地局３、および、イン
ターネット４を介して、サーバ５に対してデータを送信する場合について説明したが、端
末局３１または端末局３２が、他の端末局に対してデータを送信する場合においても、本
発明は適用可能であることは言うまでもない。
【０１４９】
上述した一連の処理は、ソフトウェアにより実行することもできる。そのソフトウェアは
、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコ
ンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行す
ることが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストー
ルされる。
【０１５０】
この記録媒体は、図５または図６に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプログ
ラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク７１（フレ
キシブルディスクを含む）、光ディスク７２（ CD-ROM（ Compact Disk-Read Only Memory
）， DVD（ Digital Versatile Disk）を含む）、光磁気ディスク７３（ＭＤ（ Mini-Disk)
（商標）を含む）、もしくは半導体メモリ７４などよりなるパッケージメディアなどによ
り構成される。
【０１５１】
また、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
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【０１５２】
なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１５３】
【発明の効果】
このように、本発明によれば、無線通信を実行することができる。特に、ＲＴＳなどの通
信に関する情報を大きな送信電力で送信し、データの送信電力は、データ送信先から送信
された情報の受信レベルを基に制御することができるので、低電力で無線通信を実行する
ことが可能となる。
【０１５４】
また、他の本発明によれば、通信を実行することができる他、例えば、ＣＴＳなどの、管
理装置が通常送信する情報を送信し他の値、データを送信することにより、スループット
を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の無線ＬＡＮシステムについて説明するためのブロック図である。
【図２】ローパワーでデータが送信されている場合のキャリアセンスについて説明するた
めの図である。
【図３】ローパワーでデータが送信されている場合のＲＴＳおよびＣＴＳ、並びに、デー
タの授受について説明するための図である。
【図４】本発明を適用した無線ＬＡＮシステムについて説明するためのブロック図である
。
【図５】図４の端末局の構成を示すブロック図である。
【図６】図４の端末局の、図５とは異なる構成を示すブロック図である。
【図７】データ送信処理１について説明するフローチャートである。
【図８】図７のデータ送信処理１が実行された場合のＲＴＳおよびＣＴＳ、並びに、デー
タの授受について説明するための図である。
【図９】ＲＴＳのデータ構成を示す図である。
【図１０】ＣＴＳのデータ構成を示す図である。
【図１１】ＡＣＫのデータ構成を示す図である。
【図１２】データ送信禁止区間設定処理１について説明するフローチャートである。
【図１３】データ送信処理２について説明するフローチャートである。
【図１４】データ送信処理３について説明するフローチャートである。
【図１５】図１４のデータ送信処理１が実行された場合のＲＴＳおよびＣＴＳ、並びに、
データの授受について説明するための図である。
【図１６】データ送信禁止区間設定処理２について説明するフローチャートである。
【図１７】データ送信処理４について説明するフローチャートである。
【符号の説明】
２　端末局，　３　基地局，　１１　サービスエリア，　３１，３２　端末局，　５１　
カード，　５２　ＰＤＡ，　６３　ＭＡＣ制御部，　６３　ＯＦＤＭモデム部，　６４　
送信部，　６５　パワーアンプ，　６７　アンテナ，　６８受信部，　８１　ＣＰＵ，　
８３　メモリ，　１０１　カード，１１１　ＭＡＣ制御部，　１１２　ハイパワーアンプ
，　１１３　ローパワーアンプ，　１１４　アンプスイッチ，　１２１　ＣＰＵ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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