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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
チャネル使用期間中にフレームを送信可能な通信装置であって、
　フレームを宛先端末へ送信するためのチャネル使用期間を獲得する獲得手段と、
　各々がヘッダ情報及び誤り検出のための情報を有する複数のＭＡＣフレームを含んだ第
一の物理フレームを構築する手段と、
　前記第一の物理フレームを前記宛先端末に送信する送信手段とを具備し、
　前記第一の物理フレームは、送達確認フレームのみならず送達確認フレーム以外のＭＡ
Ｃフレームをも前記宛先端末が送信することを許可する許可情報を含み、
　前記第一の物理フレームには、前記宛先端末が前記送達確認フレームおよび前記送達確
認フレーム以外のＭＡＣフレームの送信を許可される許可期間が記載されており、
　該許可期間は、前記チャネル使用期間の範囲内で設定されることを特徴とする通信装置
。
【請求項２】
前記獲得手段は、競合アクセス制御により前記チャネル使用期間を獲得することを特徴と
する請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
前記第一の物理フレームに含まれる複数のＭＡＣフレームは、データフレーム、送達確認
フレーム、又は送達確認要求フレームのいずれか又はその組み合わせであることを特徴と
する請求項１又は２に記載の通信装置。
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【請求項４】
前記許可情報が送信許可フレームに含まれており、
　前記許可期間は、前記チャネル使用期間の範囲内で設定されることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
前記宛先端末が送信可能なＭＡＣフレームの数が、前記許可期間に応じて決定されること
を特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
前記送信許可情報を前記第一の物理フレームに含めるか否かをチャネル使用許可期間の残
期間に応じて決定する手段をさらに具備する請求項１乃至５のいずれかに記載の通信装置
。
【請求項７】
前記宛先端末から、前記送達確認フレームと前記送達確認フレーム以外のＭＡＣフレーム
とを受信する受信手段と、
　前記第一の物理フレームの送信後から最小フレーム時間後に、前記宛先端末から受信し
たフレームに送達確認フレームが含まれるか否かを判定する手段と、
　前記送達確認フレームが含まれない場合に、該送達確認フレームの再送を要求する手段
とをさらに具備する請求項１乃至６のいずれかに記載の通信装置。
【請求項８】
　前記送達確認フレームと前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレームとは、単一の
第二の物理フレームに含まれ、
　前記宛先端末から送信された第二の物理フレームの特定フレーム位置にエラーが検出さ
れたならば、前記第二の物理フレームに前記送達確認フレームが含まれていないと判定す
る請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
各々がヘッダ情報及び誤り検出のための情報を有する複数のＭＡＣフレームを含んだ第一
の物理フレームを受信する手段と、
　前記第一の物理フレームの送信元端末によって獲得されたチャネル使用期間に、前記第
一の物理フレームに対する送達確認フレームのみならず送達確認フレーム以外のＭＡＣフ
レームをも前記送信元端末に送信する送信手段とを具備し、
　前記第一の物理フレームは、前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレームの送信を
許可する許可情報を含み、
　前記第一の物理フレームには、前記送達確認フレームおよび前記ＭＡＣフレームの送信
が許可される許可期間が記載されており、
　該許可期間は、前記チャネル使用期間の範囲内で設定されることを特徴とする通信装置
。
【請求項１０】
前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレームに対する送達確認が受信されないことに
よるタイムアウトを検出する手段と、
　前記タイムアウトが検出されたならば、前記送信手段は、前記第一の物理フレームに対
する送達確認フレームと前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレームについての送達
確認要求フレームとを送信するか、又は前記第一の物理フレームに対する送達確認フレー
ムと再送に係る前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレームとを送信することを特徴
とする請求項９に記載の通信装置。
【請求項１１】
前記宛先端末から、前記送達確認フレームと前記送達確認フレーム以外のＭＡＣフレーム
とを受信する受信手段をさらに備え、
　前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレームに対する送達確認フレームの送信を遅
延型にする旨の確認を通知するためのノーマルACKフレームに代えて、前記宛先端末とは
異なる宛先端末に対する前記第一の物理フレームを送信することにより、前記送達確認フ
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レーム以外の前記ＭＡＣフレームを送信した前記宛先端末に対して前記通知を行うことを
特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項１２】
前記送信手段は、前記通知から一定時間後に前記送達確認フレームと前記送達確認フレー
ム以外のＭＡＣフレームに対する送達確認フレームを送信することを特徴とする請求項１
１に記載の通信装置。
【請求項１３】
送達確認フレームの送信を遅延型にする旨の確認を通知するためのノーマルACKフレーム
に代えて前記送信元端末から送信された他の宛先端末に対する前記第一の物理フレームに
基づいて、前記通知を検知することを特徴とする請求項９に記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記受信手段は、前記通知の検知から一定時間後に前記送達確認フレーム以外の前記Ｍ
ＡＣフレームに対する送達確認フレームを受信することを特徴とする請求項１３に記載の
通信装置。
【請求項１５】
前記第一の物理フレームは、複数の宛先端末のそれぞれについて前記許可情報を含んでお
り、
　前記複数の宛先端末から、前記送達確認フレームと前記送達確認フレーム以外のＭＡＣ
フレームとを受信する受信手段をさらに備え、
　前記複数の宛先端末のいずれかからの前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレーム
を受信した後、前記送達確認フレーム以外の該ＭＡＣフレームに対する送達確認フレーム
の送信を遅延型にする旨の確認を通知するためのノーマルＡＣＫフレームに代えて、前記
複数の宛先端末の他のいずれかの宛先端末に対する前記第一の物理フレームを送信するこ
とにより、前記送達確認フレーム以外の前記ＭＡＣフレームを送信した前記複数の宛先端
末のいずれかに対して前記通知を行うことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項１６】
前記第一の物理フレームは、複数の宛先端末のそれぞれについての宛先情報を含む複数宛
先制御情報、及び前記許可情報を含むことを特徴とする請求項９に記載の通信装置。
【請求項１７】
前記複数宛先制御情報内に自身のアドレスが存在する場合、更に前記許可情報が正しく受
信できており、かつ送達確認フレームの送信を遅延型にする旨の確認を通知するための通
知フラグが有効であれば、遅延型ポリシーの適用に成功したと判断する請求項１６に記載
の通信装置。
【請求項１８】
チャネル使用期間中にフレームを送信可能な通信方法であって、
　フレームを宛先端末へ送信するためのチャネル使用期間を獲得する獲得ステップと、
　各々がヘッダ情報及び誤り検出のための情報を有する複数のＭＡＣフレームを含んだ第
一の物理フレームを構築するステップと、
　前記第一の物理フレームを前記宛先端末に送信するステップとを含み、
　前記第一の物理フレームは、送達確認フレームのみならず送達確認フレーム以外のＭＡ
Ｃフレームをも前記宛先端末が送信することを許可する許可情報を含み、
　前記第一の物理フレームには、前記宛先端末が前記送達確認フレームおよび前記送達確
認フレーム以外のＭＡＣフレームの送信の送信を許可される許可期間が記載されており、
　該許可期間は、前記チャネル使用期間の範囲内で設定されることを特徴とする通信方法
。
【請求項１９】
各々がヘッダ情報及び誤り検出のための情報を有する複数のＭＡＣフレームを含んだ第一
の物理フレームを受信するステップと、
　前記第一の物理フレームの送信元端末が獲得したチャネル使用期間において、前記第一
の物理フレームに対する送達確認フレームのみならず送達確認フレーム以外のＭＡＣフレ
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ームをも前記送信元端末に送信するステップとを含み、
　前記第一の物理フレームは、前記送達確認フレームおよび前記送達確認フレーム以外の
ＭＡＣフレームの送信を許可する許可情報を含み、
　前記第一の物理フレームには、前記送達確認フレームおよび前記送達確認フレーム以外
のＭＡＣフレームの送信が許可される許可期間が記載されており、
　該許可期間は、前記チャネル使用期間の範囲内で設定されることを特徴とする通信方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物理層のキャリアセンス情報とＭＡＣ層のキャリアセンス情報に基づいて媒
体アクセス制御を行なう通信装置および通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　同一の媒体を共有して通信を行なう複数の通信装置がどのように媒体を利用して通信デ
ータを送信するかを決めるのが、媒体アクセス制御(ＭＡＣ: Media Access Control)であ
る。媒体アクセス制御は、同時に２つ以上の通信装置が同一の媒体を利用して通信データ
の送信を行なった結果、受信側の通信装置が通信データを分離できなくなる事象（衝突）
がなるべく少なくなり、一方、送信要求を持つ通信装置が存在するにもかかわらず媒体が
いずれの通信装置によっても利用されない事象がなるべく少なくなるように、通信装置か
ら媒体へのアクセスを制御するための技術である。
【０００３】
　しかし、特に無線通信においては、通信装置がデータを送信しながら同時に送信データ
をモニタすることは困難であることから、衝突検出を前提としない媒体アクセス制御（Ｍ
ＡＣ）が必要である。無線ＬＡＮの代表的な技術標準であるIEEE802.11はＣＳＭＡ／ＣＡ
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)を採用している。IEEE802.
11のＣＳＭＡ／ＣＡでは、ＭＡＣフレームのヘッダーに、該フレームに続く１つ以上のフ
レーム交換からなる一連のシーケンスが終了するまでの期間(Duration)が設定される。こ
の期間において、該シーケンスに関係がなく送信権を持たない通信装置は、媒体の仮想的
な占有状態を判断することにより、送信を待機する。したがって、衝突の発生が回避され
る。一方、該シーケンスで送信権を持つ通信装置は、実際に物理媒体が占有されている期
間を除き、媒体は使用されていないものと認識する。IEEE802.11では、このようなＭＡＣ
層の仮想キャリアセンスと、物理層の物理キャリアセンスとの組み合わせによって媒体の
状態を判定し、媒体アクセスを制御する旨が規定されている。
【０００４】
　ＣＳＭＡ／ＣＡを採用しているIEEE802.11は、これまで主として物理層プロトコルを変
更することによって通信速度の高速化を図ってきた。２．４ＧＨｚ帯についてはIEEE802.
11（１９９７年、２Ｍｂｐｓ）からIEEE802.11b（１９９９年、１１Ｍｂｐｓ）へ、そし
てIEEE802.11g（２００３年、５４Ｍｂｐｓ）へと変遷している。５ＧＨｚ帯については
、今のところIEEE802.11a（１９９９年、５４Ｍｂｐｓ）のみが標準として存在する。そ
して、２．４ＧＨｚ帯および５ＧＨｚ帯の両方で更なる高速化を目指す標準規格を策定す
るためにIEEE802.11 TGn(Task Group n)が既に設立されている。
【０００５】
　さらに、サービス品質(ＱｏＳ：Quality of Service)向上のためのアクセス制御も幾つ
か知られている。例えば、指定された帯域幅や遅延時間などのパラメータを保証するＱｏ
Ｓとして、従来のポーリング手順を拡張したＨＣＣＡ（HCF Controlled Access；ＨＣＦ
コントロールド・アクセス）がある。ＨＣＣＡでは、帯域幅や遅延時間などのパラメータ
を保証できるように、ポーリング手順において所要の品質を考慮したスケジューリングを
行う。特許文献２は、IEEE802.11e規格のＱｏＳについて言及しており、無線ネットワー
クにおける通信装置間の通信に優先順位を付与する方法を開示する。
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【特許文献１】米国特許第５３２９５３１号明細書
【特許文献２】特開２００２－３１４５４６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　通信速度の高速化の実現において既存の規格と同一の周波数帯を用いるのであれば、新
たに提供される通信装置は、既存の規格に従う通信装置との共存が可能であって、後方互
換性も維持されることが好ましい。したがって、ＭＡＣ層のプロトコルは基本的には既存
の規格と整合するＣＳＭＡ／ＣＡに従うのが良いと考えられる。この場合、ＣＳＭＡ／Ｃ
Ａに係わる時間的なパラメータ、例えばフレーム間の時間間隔(IFS: Interframe Space)
やバックオフ期間を既存の規格と揃える必要がある。
【０００７】
　ここで、物理層に関して通信速度の高速化を図れたとしても、通信の実質的なスループ
ットを向上できないという問題点がある。すなわち、物理層の高速化が実現された場合、
ＰＨＹフレームのフォーマットはもはや効率的ではなくなり、このことに起因するオーバ
ーヘッドがスループットの向上を阻害すると考えられる。ＰＨＹフレームにおいて、ＣＳ
ＭＡ／ＣＡに係わる時間的なパラメータはＭＡＣフレームに固定的に付随している。また
、ＰＨＹフレームヘッダーは各ＭＡＣフレーム毎にそれぞれ必要である。
【０００８】
　オーバーヘッドを削減してスループットを向上させる方法の一つとして、最近のdraft 
IEEE802.11e draft 5.0 (IEEE802.11のQoS強化) で導入されたBlock ACKがある。これを
用いれば、バックオフ無しで複数のMACフレームを連続的に送信できるため、バックオフ
の量は削減できるが、物理層のヘッダーは削減されない。また、初期のdraft IEEE802.11
eで導入されたアグリゲーションによれば、バックオフ量と物理層ヘッダーのいずれも削
減可能だが、従来の物理層の制約によりMACフレームが含まれる物理層のフレームの長さ
を約4k byte以上にはできないため、効率の向上には大きな制約がある。仮に物理層のフ
レームを長くできたとしても、エラー耐性が低下するという問題が生じる。
【０００９】
　本発明はかかる問題を解決すべくなされたものであり、既存の装置との共存が可能であ
って、しかもフレームフォーマットの効率化により複数のフレームを送信することに伴う
オーバーヘッドを解消して通信の実質的なスループットを向上できる通信装置および通信
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一観点に係る通信装置は、データフレーム、送達確認フレーム、及び送達確認
要求フレームのいずれかと、宛先端末に対してピギーバック送信を許可する送信許可フレ
ームとがアグリゲートされた物理フレームを構築する手段と、前記物理フレームを前記宛
先端末に送信する手段とを具備する通信装置である。前記ピギーバック送信は、送達確認
フレームと少なくとも一つのＭＡＣフレームとがアグリゲートされた物理フレームを前記
宛先端末から送信元に送信することである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、フレームフォーマットの効率化により複数のフレームを送信すること
に伴うオーバーヘッドを解消して通信の実質的なスループットを向上できる通信装置およ
び通信方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１は本発明の第一の実施形態に係る通信装置の構成を示すブロック図である。この通
信装置１は無線リンクを介して他の通信装置と通信する装置であり、物理層、ＭＡＣ層、
およびリンク層のそれぞれに相当する処理ユニット２、３、４を有する。これら処理ユニ
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ットは実装に応じてアナログ又はデジタルの電子回路として、あるいはＬＳＩに組み込ま
れたＣＰＵにより実行されるファームウェア等として実現される。物理層の処理ユニット
（以下、「処理ユニット」の表記を省略）２にはアンテナ５が接続されている。ＭＡＣ層
３はＭＡＣフレームのアグリゲーション（集約）処理部６を有する。このアグリゲーショ
ン処理部６は、キャリアセンス制御部７と、再送制御部８とを備え、後に詳しく説明する
ブロックACK（複数のＭＡＣフレームに対する送達確認）フレームの送受信及びブロックA
CKフレームに基づく再送制御等を行う。
【００１３】
　物理層２は、二種類の物理層プロトコルに対応可能に構成される。それぞれのプロトコ
ル処理のために、物理層２は第一種の物理層プロトコル処理部９および第二種の物理層プ
ロトコル処理部１０を有する。なお、実装では第一種の物理層プロトコル処理部９と第二
種の物理層プロトコル処理部１０との間で回路の共用などがしばしば行なわれるため、こ
れらは必ずしも独立して存在するわけではない。
【００１４】
　本発明の実施形態では、第一種の物理層プロトコルはIEEE802.11aに規定されるプロト
コルとし、第二種の物理層プロトコルは送信側と受信側とでそれぞれ複数のアンテナを用
いる、いわゆるＭＩＭＯ(Multiple Input Multiple Output)によるプロトコルと仮定する
。周波数帯域を同一に保ってもアンテナの数にほぼ比例した伝送容量の増加が見込めるこ
とから、ＭＩＭＯはIEEE802.11の更なる高スループット化を目指すために利用可能な技術
の一つである。リンク層４に関しては、IEEE802で規定される通常のリンク層機能を有す
るものとする。伝送レートを向上するために採用する技術はMIMOに限定されない。例えば
、周波数占有帯域を増やすような方法、およびそれとMIMOの組み合わせでも構わない。
【００１５】
　IEEE802.11e Draft 8.0によれば、MAC(媒体アクセス制御；Media Access Control)層の
伝送効率を改善するための技術として、ブロックACK(Block ACK)が提案されている。ブロ
ックACKでは、端末が、あるチャネル使用期間(TXOP: Transmission Opportunity)の間、Q
oS(Quality of Service)データをSIFS(Short Inter Frame Space)とよばれる最小フレー
ム間隔で送信し、その後、受信端末に対し、過去の受信履歴状況を要求するためにブロッ
クACK要求(Block ACK Request)を任意のタイミングで送信する。受信側では、ブロックAC
K要求の定める始点シーケンス番号を元に、過去の受信ステータス状況をビットマップ形
式に変換し、ブロックACK(Block ACK)として応答する。
【００１６】
　本発明の実施形態の詳細を説明する前に、ブロックACK及びブロックACKの受信側端末に
おけるバッファ管理の既存技術について説明する。IEEE802.11e Draft 10.0によれば、MA
C(Media Access Control)層の伝送効率を改善するための技術として、ブロックACK(Block
 ACK)が知られている。ブロックACKでは、端末があるチャネル使用期間(TXOP: Transmiss
ion Opportunity)の間、QoS(Quality of Service)データをSIFS(Short Inter Frame Spac
e)とよばれる最小フレーム間隔で送信し、その後、受信端末に対し、過去の受信履歴状況
を要求するためにブロックACK要求(Block ACK Request)を任意のタイミングで送信する。
受信側では、ブロックACK要求の定める始点シーケンス番号に従い、過去の受信ステータ
ス状況をビットマップ形式に変換し、ブロックACK(Block ACK)として応答する。
【００１７】
　図２及び図３は、IEEE802.11e Draft 10.0で規定されているブロックACK要求フレーム
及びブロックACKフレームのフォーマットをそれぞれ示したものである。図２及び図３に
示されるフレームはそれぞれMACフレームであり、IEEE802.11で規定されているMACヘッダ
ーを有する。該MACヘッダーは、Frame Control(フレーム制御)フィールド、Duration(期
間)フィールド、Receiver Address(宛先アドレス)、Transmitter Address(送信元アドレ
ス)から構成されている。
【００１８】
　BAR Control(Block ACK Request Control)２０は、4ビットのTID(Traffic Identifier:
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 優先度識別子)フィールドを有する。QoSデータは優先度(TID)毎に存在し、それぞれに独
自のシーケンス番号、及びフラグメント番号が割り当てられることから、図３のブロック
ACKにおける受信ステータスについても、これを優先度毎に用意する必要がある。ブロッ
クACK要求のBAR Control２０のTIDフィールドは、このような優先度を指定するために用
いられる。
【００１９】
　図２のブロックACK要求のBlock ACK Starting Sequence Control２１は、4ビットのフ
ラグメント番号フィールド、及び12ビットのStarting Sequence Number(始点シーケンス
番号)フィールドから構成される。Starting Sequence Numberは、受信端末が過去の受信
履歴を遡り、Starting Sequence Numberに対応するシーケンス番号からの相対的な受信ス
テータスに基づいてブロックACKを作成するために用いられる。
【００２０】
　図３のブロックACKのBA Control３０は、図２のBAR Control２０と同様に、4ビットのT
IDフィールドを含む。Block ACK Starting Sequence Control（ブロックACK始点シーケン
ス番号）３１は、該ブロックACK中のBlock ACK Bitmap３２の示す受信ステータスの始点
シーケンス番号を示す。IEEE802.11e Draft 10.0によれば、Block ACK Bitmapのサイズは
1024ビットの固定長であり、これにより最大64MSDU(MAC Size Data Unit)のデータに対す
る受信履歴を通知することが可能である。1MSDUは、最大で16個のフラグメント(分割)化
されたMPDU(MAC Protocol Data Unit)を含む。尚、図２及び図３のそれぞれのMACフレー
ムには、誤り検査のためのFCS(Frame Check Sequence)が付加される。
【００２１】
　図４及び図５はHCCA(Hybrid coordination function Controlled Channel Access)にお
けるブロックACKのシーケンス例を示している。図に示されるHC(Hybrid Coordinator)は
、IEEE802.11eにおけるQoSアクセスポイント(QoS-AP)であり、スケジューリングの主体と
なって、QoS端末(QSTA: QoS Station)へのチャネル使用期間(TXOP)の付与、ダウンリンク
(HCからQSTAへの下り方向)伝送を行う。QSTAへのTXOPの付与は、HCからのQoS CF-Pollフ
レーム(QoS Contention Free-Poll: HCがQSTAに送信を許可するために送信するQoS対応ポ
ーリングフレーム)に基づいて行われる。
【００２２】
　図４において、まずHCがQSTA1に対し、QoS CF-Pollフレーム４０を送信することでチャ
ネル使用期間(TXOP1)を与える。QSTAはTXOPの間、任意のフレームを送信することが可能
である。図４の例では、QSTA2にQoSデータフレーム４１をSIFS間隔でバースト的に送信し
、その最後にブロックACK要求フレーム４２を送信した後、QSTA2からのブロックACKフレ
ーム４３を受信している。QSTA1のTXOP期間が終了すると、次にHCがTXOP期間2を獲得し、
TXOP期間2において、QSTA1に対しQoSデータ４４をやはりバースト的に送信している。TXO
P期間2の最後には、QSTA1のTXOP期間1と同様に、ブロックACK要求４５をHCが送信し、HC 
はQSTA1からのブロックACK４６を受信している。ブロックACK要求４２，４５は、Block A
CK Starting Sequence Controlで指定される相対的な受信ステータスを宛先に要求する。
図４は、即時型ブロックACK(Immediate Block ACK)の例であり、この場合、ブロックACK
要求４２，４５を受信した端末はSIFS期間後に必ずブロックACK４３，４６を応答しなく
てはならない。
【００２３】
　一方、図５は、遅延型ブロックACK(Delayed Block ACK)の例を示している。ブロックAC
K要求５０を受信した端末は、まずIEEE802.11のACK(IEEE802.11e Draft 10.0ではノーマ
ルACKと呼ばれている)５１を返し、任意の期間後にブロックACK５２を送信する。ブロッ
クACK５２を最後に受け取ったデータ送信端末は、ノーマルACK５３を返信することで遅延
型ブロックACKの一連のシーケンスが完了する。尚、ブロックACK対象のQoSデータは、従
来のMACヘッダーに対しIEEE802.11e用に拡張されたQoS Control field中の、Ack Policy
フィールドを用いて受信側に通知される。Ack Policyフィールドでは、IEEE802.11の通常
のACKであるノーマルACK(Normal ACK)、IEEE802.11eのブロックACK(Block ACK)、更にACK



(8) JP 4331088 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

を必要としないノーマルACK(No ACK)方式などを指定することが可能である。
【００２４】
　本発明の実施形態は、単一のPPDU(PHY Protocol Data Unit)について、PSDU(PHY Servi
ce Data Unit)内に複数のMPDU(MAC Protocol Data Unitをアグリゲートして送信する通信
装置に関する。なお、PPDUはPHYフレーム及びPSDUを内部に含んだ物理フレームに相当す
る。また、MPDUはMACヘッダー及びMSDU(MAC Service Data Unit)を内部に含んだMACフレ
ームに相当する。
【００２５】
　無線LANでハイスループットを達成するには、フレーム間隔やバックオフ期間といったM
AC層のオーバーヘッド、及び物理層のオーバーヘッドを削減する必要がある。図６及び図
７に示すように、複数のMPDUを1つのPSDU(Physical layer convergence protocol Size D
ata Unit)にアグリゲートして送信することで、これらのオーバーヘッドを削減すること
が可能である。図６の例では、複数のMPDUをアグリゲートしたPSDU６０の先頭部分に、MA
CヘッダーからFCSまでを含むMPDUの長さをオクテット単位で示すヘッダー情報６１が存在
する。以後、このヘッダー情報６１を「MACスーパーフレームヘッダー」と呼ぶ。MACスー
パーフレームヘッダー６１には、該ヘッダー６１自体の誤りを検出するためのCRC(Cyclic
 Redundancy Check)６２を付加する。MPDUが存在しない部分のMPDU長フィールドには0を
記載する。また、MACスーパーフレームヘッダー６１が誤っていれば、全てのMPDUの受信
に失敗したとみなす。
【００２６】
　図７は、PSDU７０内にアグリゲートされた各MPDUの前方に、後続するMPDUの長さを示す
情報が存在する。更に、MPDU長情報の誤りを検出するためのCRCが付加され、これらMPDU
長情報及びCRCを併せて、「MPDUセパレーション」と呼ぶ。図７の構成の物理フレームを
受信した端末は、まず先頭のMPDUセパレーション７１のCRCを検査する。先頭のMPDUセパ
レーション７１を正常に受信していれば、後続するMPDUを切り出してFCSの計算を行なう
。FCSの結果が正常であれば、該MPDUを正常に受信したと判断する。FCSの結果が異常であ
れば、該MPDUの受信に失敗したとみなし、MPDUセパレーション７１のMPDU長が示す分だけ
スキップし、次のMPDUセパレーション７２のCRCを検査する。このように、MPDUセパレー
ションが誤っていた場合、連続的にオクテット単位でスキップしてCRC検査を行い、その
結果が正常であれば、そのMPDUセパレーションに後続するMPDUに対するFCSを計算し、正
常に受信できたかどうかの判断をする。
【００２７】
　本発明の実施形態において、複数のMPDUがアグリゲートされた物理フレームに対する部
分応答には、IEEE802.11eのブロックACKフレームを拡張したものを利用することとする。
図８に、拡張したブロックACKのフレーム構成を示す。IEEE802.11e Draft 10.0によれば
、ブロックACKフレームは、フラグメント化を考慮して、1024ビットの固定長のビットマ
ップを持つ。フラグメントは一般にオーバーヘッドが大きいことから、ハイスループット
を達成するには、MSDUをフラグメント化しないことが望ましい。図８の拡張したブロック
ACKフレームは、フラグメント化を行なわない前提で、64MSDUに対応するBlock ACK Bitma
p８０を用意する。Block ACK Bitmap８０は、従来のブロックACKフレームに比べ、16分の
1のサイズに圧縮することが可能である。以後、圧縮されたBlock ACK Bitmap８０を有す
るブロックACKのことを、「圧縮ブロックACK」と呼ぶことにする。尚、圧縮ブロックACK
のBlock ACK Bitmap８０は、1つの物理フレームにアグリゲートされたMPDUの数に応じて
可変長としても良い。
【００２８】
　図９に、複数MPDUをアグリゲートして送信する例を示す。本発明の実施形態において、
複数のMPDUがアグリゲートされた物理フレームを受信した端末（STA及びHC）は、該物理
フレーム内にブロックACK要求が含まれていなくても、最小フレーム間隔であるSIFS後に
圧縮ブロックACKを送信元に返信する。例えば、まずHCは、QoS CF-Pollフレーム９０をQS
TA1に送信することにより、QSTA1に対してTXOP期間1を与える。TXOP期間1において、QSTA



(9) JP 4331088 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

1は、シーケンス番号「1」～「3」のMPDUがアグリゲートされた物理フレーム９１をQSTA2
に対して送信し、QSTA2は物理フレーム９３内のMPDUの受信状況をSIFS後に圧縮ブロックA
CK９２としてQSTA1応答している。続くTXOP期間2においては、HCが物理フレーム９３をQS
TA1に対して送信し、QSTA1は物理フレーム９３内のMPDUの受信状況を圧縮ブロックACK９
４としてSIFS後にHCに応答している。また、TXOP期間3においては、HCはQoS CF-Pollフレ
ーム９７をQSTA2に送信し、QSTA2に対してTXOP期間3を与えている。QSTA2は、物理フレー
ム９５をHCに対して送信し、HCは物理フレーム９５内のMPDUの受信状況をSIFS後に圧縮ブ
ロックACK９６としてQSTA2に対し応答している。ここで、本発明の実施形態においては、
ブロックACK要求を物理フレーム内に含まなくとも圧縮ブロックACKの返信を可能としてい
るが、従来のIEEE802.11e Draft 10.0のように、ブロックACK要求フレームを物理フレー
ムの最後にアグリゲートして送信し、受信側ではブロックACK要求フレームの示す情報に
従って、圧縮ブロックACKを返信することとしてもよい。
【００２９】
　複数MPDUをアグリゲートして送信し、以上のような圧縮ブロックACKによるセレクティ
ブ・リピート型の再送制御を行なうことで、MAC効率を高めることができる。
【００３０】
　　（第一の実施形態）　
　そして本発明の第一の実施形態は、複数のMPDUをアグリゲートした後、宛先からの部分
応答フレームに逆方向のMPDUをピギーバックする（便乗させる）ことで、MAC効率を高め
る。また、IEEE802.11e Draft 10.0で規定されている、即時型ブロックACK、及び遅延型
ブロックACKに対する適用方法を併せて説明する。
【００３１】
　具体的には、第一実施形態の通信装置は、即時型ブロックACK伝送において、ブロックA
CKフレームに少なくとも一つのデータフレームをピギーバックする。このため、データ送
信開始側で、宛先に対し複数データをピギーバックすることを許可する送信許可フレーム
をデータフレーム、ブロックACK要求フレーム、又はブロックACKフレームのいずれかにア
グリゲートして送信する。このような第一実施形態の通信装置は、送信側端末として動作
する際に、宛先から返信された物理フレームの内部を検索し、ブロックACKフレームが含
まれていなければ、タイムアウトが発生したとみなす。一方、受信側では、ブロックACK
に関するタイムアウトが発生した場合、次のピギーバック可能期間に、前回送信した全て
のデータフレームを再送対象として送信する方法と、代わりにブロックACK要求をピギー
バックする方法とのどちらかを選択する。
【００３２】
　宛先からの部分応答フレームに逆方向(宛先から送信元へ)の複数MPDUをピギーバックす
ることで、MAC効率を高めることが可能であるが、本来、IEEE802.11e Draft 10.0の規定
によると、TXOPを獲得したデータ送信端末に対し、宛先端末はデータフレームに対する応
答フレームを返信するなどしかできない。そこで、宛先端末に対し、ピギーバック送信を
可能にするために、送信許可を与えるフレームを図１０のような構成の場合で考える。
【００３３】
　データ送信元を始点端末と考えることで、この図１０のフレーム１００を「IAC(Initia
tor Aggregation Control)フレーム」と呼ぶことにする。図１０に示すように、IACフレ
ーム１００は、Frame Control(フレーム制御)フィールド、Duration(期間)フィールド、R
eceiver Address(宛先アドレス)、およびTransmitter Address(送信元アドレス)からなる
IEEE802.11で規定されているものと同一のMACヘッダーを有する。
【００３４】
　MACヘッダーに続くIAC Maskフィールド１０１は、当該IACフレーム１００の用途(RTS、
MIMOフィードバック、ピギーバック送信許可)をビットマップ形式で指定する。Next PPDU
 (PLCP Protocol Data Unit) Sizeフィールド１０２は、送信元が該TXOP期間内で次に送
信する物理フレームの長さをオクテット単位で示す。Next PPDU Default MCSフィールド
１０３は、Next PPDU Size１０２で指定された物理フレームを送信する際の物理伝送レー



(10) JP 4331088 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

トを表す。Reverse Direction Limitフィールド１０４、Reverse Direction Grantフィー
ルド１０５、及びResponse Period Offsetフィールド１０６は、宛先に対してピギーバッ
クに必要な送信許可時間を付与する目的で設けられる。宛先に対してピギーバックのため
の送信時間を付与する場合は、送信元端末が現在保持しているTXOP期間の中から任意の時
間を切り取る。送信元が与えられたTXOP期間自体を延長することは許されない。RDTID(Re
verse Direction Traffic Identifier)フィールド１０７は、ピギーバック対象のTIDを指
定する。MCS Feedbackフィールド１０８は、伝播路環境に応じた伝送レート設定(リンク
アダプテーション)のために使用する。IACフレーム１００の末尾には、IEEE802.11の規定
に従って4オクテットのFCSが付加される。
【００３５】
　図１１は、IACフレームを用いる場合の、複数MPDUのアグリゲーションと宛先に対する
ピギーバックの許可の様子を示す図である。この図１１に示す例は、HCCAの場合のフレー
ムシーケンスであるが、本発明はコンテンションベースのQoSアクセス制御方式であるEDC
A(Enhanced Distributed Channel Access)にも適用可能である。図１１において、TXOP期
間1を得たHCは、QSTA1に対するIACフレーム１１０とシーケンス番号「1」～「4」の複数
データフレーム１１１とがアグリゲートされた物理フレーム１１２を送信する。QSTA1は
、物理フレーム１１２を受信すると、SIFS期間後に圧縮ブロックACK１１３を返信するこ
とになるが、IACフレーム１１０によりピギーバック送信が許可されているため、QSTA1は
、自身のHCに対するアップリンク方向のデータ１１４がアグリゲートされた物理フレーム
１１５を送信する。QSTA1がHCへの圧縮ブロックACKにピギーバック可能なMPDUの数は、HC
より付与されたReverse Direction LimitあるいはReverse Direction Grantの時間の範囲
内で決定する。Reverse Direction LimitあるいはReverse Direction Grantは、HCのTXOP
期間1の範囲内で調整する。QSTA1が圧縮ブロックACK１１３とアップリンク方向のシーケ
ンス番号「1」～「4」のデータ１１４とがアグリゲートゲートされた物理フレーム１１５
を送信すると、SIFS後にHCはQSTA1のデータ１１４に対する圧縮ブロックACK１１６を返信
してTXOP期間1を終了する。TXOP期間2では、HCからQSTA2に対し、IACフレーム１１７とシ
ーケンス番号「1001」～「1004」のデータフレーム１１８とがアグリゲートされた物理フ
レーム１１９を送信している。QSTA2では、HCへのアップリンク方向のデータ、すなわち
ピギーバックするためのデータが存在しなければ、Reverse Direction Grant(あるいはRe
verse Direction Limit)が与えられていれも、HCのデータに対する圧縮ブロックACKのみ
を返信する。尚、図１１において、2つのTXOP期間の間はPIFS(PCF Inter Frame Space)だ
け隔てられている。
【００３６】
　このような第一の実施形態によれば、IACフレームにより宛先端末に対し意図的にピギ
ーバック送信を許可できる。そして、ピギーバック送信の許可を得た宛先端末がデータフ
レーム等をピギーバック送信することにより、ＭＡＣ効率を向上できる。
【００３７】
　以下、図１２～図２３を参照し、物理フレームに誤りが生じた場合のシーケンス例を幾
つか説明する。
【００３８】
　図１２及び図１３は、HCがIACフレーム１２１とシーケンス番号「1」～「4」の複数デ
ータフレーム１２２がアグリゲートされた物理フレーム１２３をQSTA1に送信した後、SIF
S後にキャリアセンスでビジー１２４を検出したが、FCS計算の結果、全てのMPDUが誤って
いた場合のシーケンス例である。
【００３９】
　尚、IEEE802.11の規定によると、ある一定の値よりも大きい電力を検知した場合、無線
チャネルは使用中(ビジー)であるとみなす。また、IEEE802.11e Draft 10.0の規定による
と、HCCAによるチャネルアクセス時において、HCがQoS CF-Pollフレームを送信してからS
IFS後にビジーを検知したが、FCS計算の結果、受信フレームが誤っていた場合には、チャ
ネルが未使用(アイドル)状態になってからPIFS後に、TXOP期間を再度獲得できるようQoS 
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CF-Pollフレームを再送する。一方、HCがデータフレームの送信後にビジーを検出し、FCS
検査が誤っていた場合に、該HCはSIFS後にデータフレームを再送する。ポールフレーム送
信の場合ではTXOP期間を正しく獲得できたか否かが不明であるが、データフレーム送信の
場合では、送信元は既にTXOP期間を獲得しているために、SIFS後に任意のフレームの送信
が可能である。
【００４０】
　図１２及び図１３の場合では、QSTA1からHC方向への圧縮ブロックACK（およびピギーバ
ックされたデータ）が存在し、HCにおいてそれら全てのMPDUがFCS計算で誤ったならば、
該HCにおいて圧縮ブロックACKを受信するまでの時間をカウントするタイマーがタイムア
ウトすることになる。HCは、このタイムアウトにより圧縮ブロックACKを受信できなかっ
たことを検知し、無線チャネルがアイドルになってからSIFS後に（明示的な）ブロックAC
K要求を送信する。HCがこのブロックACK要求を送信できるのは、該HCはピギーバックの開
始側であって、TXOPを獲得しているものと解釈できるからである。該ブロックACK要求のB
lock ACK Starting Sequence Controlには、送信した先頭MPDUのシーケンス番号「1」が
指定される。図１２の例では、HCがブロックACK要求１２５を送信する際に、IACフレーム
は同一物理フレームにアグリゲートされていない。このためQSTA1は前回受信したHCから
のデータに対する送達確認を圧縮ブロックACK１２６によって返信するのみにとどまる。
なぜなら、IACフレームが存在しないために、QSTA1からのピギーバック送信は許可されて
いないからである。
【００４１】
　第一の実施形態に係る通信装置は、送信端末として動作する際に、宛先端末に対し、部
分応答フレームに複数MPDUをアグリゲートして返信することを許可するためのフレーム、
すなわちIACフレームを送信するか否かを、該送信端末に与えられたチャネル使用期間（
すなわちTXOP）の残期間に応じて決定する。
【００４２】
　図１２に示すように、HCがQSTA1からの圧縮ブロックACK１２６を受信した後、HCのTXOP
期間1が終了し、PIFS時間後に次のTXOP期間2が開始する。TXOP期間2において、HCはQSTA2
に対し、IACフレーム１２７とシーケンス番号「1001」～「1004」のデータフレーム１２
８とがアグリゲートされた物理フレーム１２９を送信している。
【００４３】
　これに対し図１３に示す例は、HCが保持するTXOP期間1に余裕がある場合であり、HCはI
ACフレーム１３０とブロックACK要求１３１とがアグリゲートされた物理フレーム１３２
を送信することによりQSTA1に対してピギーバック送信を許可する。この物理フレーム１
３２を受信したQSTA1は、IACフレーム１３０によりピギーバック送信が許可され、HCに対
するアップリンク方向のデータフレーム１３４を圧縮ブロックACK(HCが最初に送信したシ
ーケンス番号「1」～「4」のMPDUに対応)１３３にピギーバックして送信することができ
る。HCは、QSTA1からのデータフレーム１３４に対する圧縮ブロックACK１３６をSIFS後に
送信した後、TXOP期間1を終了している。
【００４４】
　したがって、TXOPを獲得している側のスケジューリング状況に応じて、宛先端末に対し
、ピギーバックの許可、不許可を選択的に制御することができる。
【００４５】
　図１４は、QSTAからHCに対するアップリンク方向の送信時に、アグリゲートされた複数
MPDUが部分的に誤った場合の例を示している。まずHCは、IACフレーム１４０とシーケン
ス番号「1」～「4」のデータフレーム１４１とを1つの物理フレーム１４２にアグリゲー
トしてQSTA1に送信する。そのSIFS後に、QSTA1はHCからのデータフレーム１４１に対する
圧縮ブロックACK１４３にHCへのアップリンク方向の複数データをピギーバックして送信
する。図１４の例では、QSTA1からの圧縮ブロックACKとシーケンス番号「4」のMPDU１４
４がFCS計算の結果、誤っていた場合を表している。
【００４６】
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　第一の実施形態では、複数MPDUをアグリゲートして送信した後、SIFS後にチャネルがビ
ジーを検出しても、ビジーの要因となった物理フレーム内に正常な圧縮ブロックACKが存
在しない場合、送信したMPDUはリカバリーの対象とみなす。このため、IEEE802.11e Draf
t 10.0の規定に従い、ブロックACK要求を送信し、宛先からのブロックACKの再送を促す必
要がある。
【００４７】
　図１４の例によると、HCがQSTA1に送信したシーケンス番号「1」～「4」のMPDU１４１
に対する圧縮ブロックACKをHCが受信できていない。そこでHCは、TXOP期間1の範囲の中で
あれば、QSTA1からのアップリンク方向のデータ(シーケンス番号「1」～「4」)に対する
圧縮ブロックACK１４６にブロックACK要求１４７をアグリゲート(ピギーバック)し、これ
によりブロックACKの再送をQSTA1に対して要求し、更にQSTA1に対して送信を許可するた
めのIACフレーム１４５を同一物理フレーム１４８にアグリゲートして送信する。そのSIF
S後に、QSTA1は、前回送信した圧縮ブロックACKの内容をそのまま（鸚鵡返し的に）送信
し、IACフレーム内のReverse Direction Grant(あるいはReverse Direction Limit)情報
に基づいてアップリンク方向のデータをピギーバックする。図１４では、シーケンス番号
「4」のMPDU１５０がHCからの圧縮ブロックACK１４６によって送信に失敗したことが検出
されており、このMPDU１５０を再送用として、HCへの圧縮ブロックACK１４９にピギーバ
ックする。その後、HCはQSTA1から再送されたシーケンス番号「4」のMPDU１５０に対する
圧縮ブロックACK１５１を送信し、TXOP期間1を終了する。
【００４８】
　ここで、HCが獲得したTXOP期間1が短く、QSTA1からのフレーム送信を促す時間的余裕が
無ければ、ブロックACK要求をアグリゲートせず、圧縮ブロックACKのみを送信してTXOP期
間を終了することも可能である。
【００４９】
　また、宛先端末から返信される物理フレームの特定フレーム位置のエラー検出に基づい
て、送達確認フレームの有無を判定してもよい、例えば、圧縮ブロックACKに複数データ
をピギーバックして応答する場合であって、かつ圧縮ブロックACKを必ず物理フレーム内
の先頭部分にアグリゲートするなどの前提を送受信端末間で相互に認識している場合、先
頭MPDUに対するFCS計算結果が誤りであれば、他の複数MPDUを検索せずに、部分応答フレ
ームに対するタイムアウトの発生、すなわち圧縮ブロックACKの受信に失敗したとみなす
ことができる。
【００５０】
　図１４の例のように、圧縮ブロックACKの他に、IACフレームがHCからの物理フレームの
先頭にアグリゲートされている場合、先頭MPDUだけでなく、2番目のMPDUに対するFCSまで
計算して、圧縮ブロックACKを正常に受信できたかどうかの判断を行なう。ここで、IACフ
レームが必ず物理フレーム内の先頭に、圧縮ブロックACKがそれ以降で一番前に（すなわ
ち同物理フレーム内においてIACフレームの次に）アグリゲートされているとすれば、該
物理フレームを受信した端末は、2番目のMPDUに対するFCS計算の結果が誤りであれば、圧
縮ブロックACKの受信に失敗したとみなす。すなわち、圧縮ブロックACKをアグリゲートす
る位置を予め送受信端末間で認識していれば、該部分に対するFCS計算の結果を、圧縮ブ
ロックACKの受信成功、失敗の判断材料とすることができる。
【００５１】
　図１５及び図１６は、HCからQSTAに対するダウンリンク方向の物理フレーム内のMPDUに
誤りが発生した場合の再送例を示している。HCがIACフレームとシーケンス番号「1」～「
4」の複数MPDUをアグリゲートして送信し、シーケンス番号「1」と「4」のMPDU１５２，
１５３が誤っていたとする。物理フレーム受信からSIFS後に、QSTA1はHCのシーケンス番
号「1」と「4」のMPDUが誤っていたことを示す圧縮ブロックACK１５４に、QSTA1からHCに
対するアップリンク方向のデータ(シーケンス番号「1」～「4」)１５５をピギーバックし
て送信する。HCはQSTA1からの物理フレーム受信からSIFS後に、アップリンク方向のデー
タに対する圧縮ブロックACK１５６を送信してTXOP期間1を終了する。そして、PIFSの間キ
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ャリアセンスを行なって無線チャネルがアイドルであれば、次のTXOP期間2を獲得し、IAC
フレーム１５７と再送の対象となったシーケンス番号「1」と「4」のデータフレーム１５
８とをアグリゲートして送信する。QSTA1はSIFS後に、HCが再送したシーケンス番号「1」
及び「4」を正常に受信したことを示す圧縮ブロックACK１５９を送信し、TXOP期間2が終
了している。HCからQSTA2にデータを送信するための次のTXOP期間3は、PIFSのキャリアセ
ンスを行なった後、獲得されている。ここで、図１６に示すように、HCに与えられたTXOP
期間1に余裕があれば、QSTA1からHCへのアップリンク方向の複数データフレーム１５５に
対する圧縮ブロックACK１５６と共に、HCからQSTA1へのダウンリンク方向の再送用データ
フレーム１６０及びIACフレーム１６１をアグリゲートして送信することも可能である。
この場合、図１５の例に比べてMAC効率が更に高くなっている。
【００５２】
　図１７及び図１８は、ダウンリンク及びアップリンク双方の物理フレーム内のMPDUに誤
りが発生した場合の再送例を示している。図１７において、HCはQSTA1に対するダウンリ
ンク方向に、IACフレームとシーケンス番号「1」～「4」のデータフレームをアグリゲー
トして送信する。そして、シーケンス番号「1」と「4」が誤っていたとする。QSTA1は、H
Cからの物理フレームを受信してからSIFS後に、HCからのデータフレームに対する圧縮ブ
ロックACK１７０にHCへのアップリンク方向のシーケンス番号「1」～「4」のデータフレ
ーム１７１をピギーバックして送信する。図１７はHCへのアップリンクの複数MPDUの中で
、シーケンス番号「2」と「3」の部分がFCS計算の結果、誤っていたことを表している。
【００５３】
　図１７のTXOP期間1は短く、誤ったMPDUを再送する余裕がないため、HCはQSTA1からのア
ップリンク方向のデータに対する圧縮ブロックACK１７２を送信してTXOPを終了している
。図１７において、PIFS後にHCが再度TXOP期間を獲得(TXOP期間2)すると、IACフレーム１
７３と再送対象のシーケンス番号「1」「4」のMPDU１７４をアグリゲートしてQSTA1に送
信する。QSTA1は、HCからのダウンリンクのデータに対する送達確認を圧縮ブロックACK１
７５として送信し、IAC１７３で付与された送信許可時間の範囲内で、再送用のMPDUをピ
ギーバックする。図１７において、QSTA1は、再送用のシーケンス番号「2」「3」のMPDU
に加え、新しいシーケンス番号「5」のMPDUをHCへの圧縮ブロックACK１７５にピギーバッ
クしている。その後、HCがQSTA1からのデータに対する圧縮ブロックACK１７６を送信し、
TXOP期間2を終了する。
【００５４】
　図１８の例では、HCが保持するTXOP期間1が比較的長く、QSTA1からのアップリンクデー
タを受信してからSIFS後に、IACフレーム１８０と圧縮ブロックACK１８１、及び再送の必
要なシーケンス番号「1」「4」のデータフレーム１８２をアグリゲートして送信している
。QSTA1は、「1」「4」に対する圧縮ブロックACK１８３に、再送の必要なシーケンス番号
「2」「3」と新しいシーケンス番号「5」のMPDU１８４をピギーバックして送信している
。最後に、HCがQSTA1に対して圧縮ブロックACK１８５を返信し、TXOP期間1を終えている
。ここで、無線チャネル上の誤り率が高く、ダウンリンク、アップリンク双方の間で再送
が度重なると、データ送信の公平性が損なわれる可能性がある。再送の品質を高めるため
、連続的に送信可能なMPDU数の上限を総ウィンドウサイズとして定めたり、再送も含めた
連続送信回数の上限を定めたり、HCのスケジューラ部の管理によって、IACのReverse Dir
ection Grant(あるいはReverse Direction Limit)の値を調整したりする方法が考えられ
る。
【００５５】
　図１９及び図２０は、QSTAからHCへのアップリンク方向のデータが全て誤った場合の再
送例を示している。図１９において、HCはIACフレーム１９０と、シーケンス番号「1」「
2」のデータフレーム１９１をアグリゲートして送信する。SIFS後、QSTA1はMPDUを正常に
受信したことを通知するための圧縮ブロックACK１９２に、アップリンク方向のシーケン
ス番号「1」「2」のデータフレーム１９３をピギーバックして送信する。この時、QSTA1
からHCへのアップリンク方向のデータがFCS計算の結果全て誤っていた場合(図１９ではシ
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ーケンス番号「1」「2」)、HCはQSTA1のデータの存在を知らないため、圧縮ブロックACK
を作成せず、TXOP期間1が終了する。IEEE802.11e Draft 10.0の規定に従うならば、QSTA1
は、HCに向けてデータフレームを送信した後、応答フレームを受信するためのタイマーを
セットする。物理フレーム送信後、SIFS+1スロット時間内にビジーを検出すれば、タイマ
ーをリセットし、受信したMACフレームに対するFCS計算を行なう。このスロット時間は、
物理的な処理誤差を許容するために用いられ、物理伝送規格によって値も異なる。逆に、
物理フレーム送信からSIFS+1スロット時間経過してもビジーを検出しなければ、送信した
データフレームをリカバリーの対象とみなす。無論、ビジーを検出してもMACフレームに
対するFCS計算の結果が異常であれば、送信したデータフレームをリカバリーの対象とみ
なす。図１９において、TXOP期間1を保有しているHCは、QSTA1からの圧縮ブロックACK１
９２を受信し、PIFS経過してから次のTXOP期間2を獲得する。TXOP期間2では、HCはIACフ
レーム１９４とシーケンス番号「1001」「1002」のデータフレーム１９５をアグリゲート
して送信する。TXOP期間2が開始した時点で、QSTA1はアップリンクに送信したシーケンス
番号「1」「2」のMPDUをリカバリー対象とみなす。図１９のTXOP期間2で、QSTA2からHCへ
のアップリンク方向のシーケンス番号「1」「2」のデータフレーム１９６の送信後に、SI
FS+1スロット時間経過してもビジーの要因となる応答フレームの送信が行なわれていない
ため、これらのデータフレーム１９６をリカバリーの対象とする。HCがTXOP期間2を終了
し、PIFS後に次のTXOP期間3を獲得する。TXOP期間3において、HCはQSTA1に対して、IACフ
レーム１９７と新しいシーケンス番号「3」「4」のデータフレーム１９８をアグリゲート
して送信する。IACフレーム１９７により、QSTA1はシーケンス番号「3」「4」に対する圧
縮ブロックACK１９９に、ブロックACK要求２００をピギーバック可能となっている。IEEE
802.11e Draft 10.0の規定によれば、即時型ブロックACK伝送を行う際、Ack PolicyがBlo
ck ACKのQoSデータをSIFS間隔で送信した後、ブロックACK要求フレームを送信し、一定時
間経過しても宛先からのブロックACKフレームを受信できなければ、ブロックACK要求フレ
ームを再送する。図１９の例では、QSTA1がHCへのアップリンク方向に送信したデータに
対する圧縮ブロックACKを受信していないため、ブロックACK要求フレーム２００をピギー
バックして、HCからの圧縮ブロックACKフレームの送信を促す。SIFS後、HCはQSTA1に対す
るIACフレーム２０１と、ブロックACK要求２００に対する圧縮ブロックACK２０２をアグ
リゲートして送信する。この圧縮ブロックACK２０２のBlock ACK Bitmapは、QSTA1からの
データでブロックACK要求フレーム２００のBlock ACK Starting Sequence Control以降の
MPDUを1つも正常に受信していないため、ビットマップは全て0の状態となっている。HCが
IACフレームと圧縮ブロックACKを併せて送信することで、QSTA1は、送信に失敗した2つの
MPDUの存在を確認すると共に、それらをHCに向けて再送する。
【００５６】
　図２０に示すように、QSTA1がHCに送信したデータフレームにリカバリーの必要が生じ
た際、次の送信可能期間で、ブロックACK要求を送信する代わりに、直接データフレーム
のみを再送することも可能である。IEEE802.11e Draft 10.0の規定によれば、QoSデータ
には遅延許容時間が存在するため、図１９に示すようにブロックACK要求を送信し、宛先
からの圧縮ブロックACKを受信してからデータフレームを再送している余裕がないことが
スケジューリング的に分かっている場合、図２０に示すようにデータフレーム２０３を直
接再送する。このような実施形態によれば、リカバリーが生じた際、ブロックACK要求を
送信するか、全てのデータフレームを直接再送するかを選択的に用いることで、QoS要求
を満たすだけでなく、MAC効率を高めることが可能である。
【００５７】
　また、図１９に示すように、HCからQSTAにピギーバック許可が与えられた場合にリカバ
リー処理を行う方法だけでなく、EDCA期間におけるTXOP獲得時の最初、あるいはHCからの
QoS CF-PollによるTXOP獲得時の最初に、リカバリー処理を行う方法を用いても実現可能
である。尚、本発明の第一の実施形態では、TXOPを保有する主体がHCとなっているが、も
ちろん、QSTA1が完全にTXOPを獲得して、該期間内に任意のMACフレームを自由に送信する
場合にも、ピギーバック手法の適用が可能であることは言うまでもない。
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【００５８】
　また、図１９のTXOP期間3では、HCがQSTA1に対し、圧縮ブロックACK２０２にIACフレー
ム２０１をアグリゲートしている。HCがTXOPを保有している場合、ピギーバックを行うた
めのスケジューリングの主体もHCにある。従って、遅延許容時間の観点から、QSTA1に直
ちにデータフレームの再送を行わせたい場合、図１９の例のようにIACフレーム２０１を
圧縮ブロックACK２０２にアグリゲートする。図１９の例では、QSTA1に対する圧縮ブロッ
クACKフレーム２０２のBlock ACK Bitmapが全て0であるため、HC側ではQSTA1が再送処理
を行う必要があることを認識する。ここで、QSTAに対する圧縮ブロックACKフレームのBlo
ck ACK Bitmapにおいて、受信成功と受信失敗を示すビットが交互に並んでいる場合や、
ブロックACK要求Block ACK Starting Sequence Controlと圧縮ブロックACKのBlock ACK S
tarting Sequence Controlの値が異なる場合(データ送信側では圧縮ブロックACKのBlock 
ACK Starting Sequence Controlよりも前のシーケンス番号のMPDUは全て送信に失敗した
とみなす)も、HCはQSTA1が再送の必要があると認識する。その場合、HCのスケジューラ部
の判断に応じて、QSTAにピギーバックを許可するためのIACフレームを送信する。あるい
は、IACフレームで指定されたReverse Direction Grant(あるいはReverse Direction Lim
it)は、必ずしもQSTA側で全て消化する必要はないため、予めIACフレームを送信して、ピ
ギーバックにおける再送用のマージンを与えることも可能である。
【００５９】
　図２１及び図２２は、HCからのダウンリンクにアグリゲートして送信した全てのMPDUが
誤っていた場合の再送例を示している。図２１では、HCがIACフレーム２１０とシーケン
ス番号「1」～「4」のデータフレーム２１１をアグリゲートしてQSTA1に送信している。
そして、無線チャネル上の衝突や、高いビット誤り率などを要因として、IACフレームを
含む全てのMPDUが誤ったとする。その場合、QSTA1はHCが送信した物理フレーム内のMPDU
を全く理解できず、自分宛のMPDUが含まれているかどうかの判断もできない。そのため、
HCがIACフレームを送信しても、QSTA1はアップリンク方向のデータを送信しない。IEEE80
2.11e Draft 10.0の規定によれば、HCCAによるチャネルアクセスを行なっている際、HCが
あるTXOP期間の一番初めのフレーム(データ、あるいはQoS CF-Poll)を送信しても、宛先
からの反応がない場合、PIFSのキャリアセンスを行なった後、再度フレームを送信するこ
とが定められている。従って、図２１の例では、PIFS後にTXOP期間2を獲得し、QSTAに対
してNAVを張らせる目的も含めたブロックACK要求２１２を送信する。更に、図２１の例で
は、ブロックACK要求２１２にIACフレーム２１３をアグリゲートしている。これにより、
QSTA1は、TXOP期間1において受信に失敗したシーケンス番号「1」～「4」のMPDUに対する
圧縮ブロックACKフレーム２１４に、HCへのアップリンク方向の複数データ２１５をピギ
ーバックする。図２１では、HCがQSTA1に対する圧縮ブロックACK２１６を送信してTXOP期
間2を終了している。尚、図２１において、QSTA1がTXOP期間2でHCに対して送信する圧縮
ブロックACK２１４のBlock ACK Bitmapは、全てのMPDUを受信失敗したことを表すために
、全て0で埋められている。あるいは、図２２の例のように、HCからのダウンリンクのデ
ータ送信が全て誤っていた場合、PIFS後にブロックACK要求２２０のみを送信する。この
ブロックACK要求フレーム２２０には、IACフレームがアグリゲートされていないため、QS
TA1は圧縮ブロックACK２２１を送信するのみにとどまる。TXOP期間2が終了後、HCが獲得
するTXOP期間3において、シーケンス番号「1」～「4」のデータフレーム２２２が再送さ
れることになる。すなわち、図２１の例の場合に比べ、ダウンリンクのデータの再送タイ
ミングを早めることができる。従って、HCのスケジューリング処理部は、遅延許容時間な
どを考慮し、IACフレームをQSTAに送信するか否かを判断することで、MAC効率を高めるこ
とが可能である。
【００６０】
　本発明の第一の実施形態においては、ブロックACK要求を含まず複数のデータを1つの物
理フレームにアグリゲートして送信し、該物理フレームを受信した端末は、SIFS後にMPDU
の受信ステータスを圧縮ブロックACKとして応答する。ここで、図２３に示すように、複
数データをアグリゲートした物理フレームの最後にブロックACK要求を含む場合にも、本
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発明は適用可能である。基本的な動作は、ブロックACK要求を含まない場合と同一である
が、図２３を用いて再送例を示す。
【００６１】
　図２３において、TXOP期間1を獲得したHCは、IACフレーム２３０とシーケンス番号「1
」～「4」の複数データ２３１、及びBlock ACK Starting Sequence Controlが「1」のブ
ロックACK要求フレーム２３２をアグリゲートして送信する。この時点で、シーケンス番
号「1」「4」のデータ２３１、ブロックACK要求フレーム２３２がQSTA1で正常に受信でき
なかったとする。QSTA1は、HCからのブロックACK要求を受信していないため、圧縮ブロッ
クACKを送信することはできないが、過去1回分の物理フレームの受信ステータスとして、
Block ACK Starting Sequence Controlを「2」、Block ACK Bitmapを110…のように受信
情報を記憶しておく。TXOP期間1において、QSTA1は、シーケンス番号「1」～「3」のデー
タフレーム２３３とBlock ACK Starting Sequence Controlが「1」のブロックACK要求２
３４をアグリゲートして送信する。ここで、このブロックACK要求フレーム２３４がHCに
おいて正常に受信されないと、HCは圧縮ブロックACKを応答しない。データフレーム送信
側は、SIFS+1スロット時間内にビジーを検出するが、受信した物理フレームの中に自分宛
の圧縮ブロックACKフレームが存在しない場合、送信したフレームをリカバリーの対象と
みなす。HCは、IACフレーム２３５と、QSTA1に圧縮ブロックACKの再送を促すためのブロ
ックACK要求フレーム２３６をアグリゲートして送信する。QSTA1は、シーケンス番号「1
」「4」のMPDUが誤ったことを示す圧縮ブロックACK２３７に、HCに対するブロックACK要
求フレーム２３８をピギーバックして送信する。そして、HCは、IACフレーム２３９、QST
A1からのブロックACK要求に対する圧縮ブロックACK２４０と、再送用のシーケンス番号「
1」「4」のMPDU２４１、及びブロックACK要求フレーム２４２をアグリゲートして送信す
る。TXOP期間1の最後に、QSTA1が圧縮ブロックACK２４３を送達確認として送信する。IAC
フレームでピギーバックが許可されており、かつHC宛に送信するデータが送信用キュー内
に存在すれば、併せて送信する。前述したように、QSTA1に対してピギーバックを許可す
るか否かは、HCのスケジューリング処理部の判断に従って決定する。
【００６２】
　本発明の第一の実施形態によれば、複数のMPDUをアグリゲートして送信し、宛先からの
部分応答フレームに逆方向のデータをピギーバックして送信することで、MAC効率を向上
させることができる。本実施形態では、コンテンションフリーのQoSアクセス制御方式で
あるHCCAを中心に説明を進めたが、コンテンションベースのEDCAにおいても適用可能であ
ることは言うまでもない。EDCAの場合では、TXOPを獲得した端末がスケジューリングの主
体として、IACフレームを用いて宛先端末にピギーバックのフレーム送信量を調節する。
また、HCCAにおいても、HCからQoS CF-Pollフレームを受信してTXOPを獲得したQSTAは、
該TXOP期間の範囲内であれば、IACフレームを用いて宛先端末にピギーバック送信を許可
する。これらのスケジューリングは、QoSデータの遅延許容時間等に依存する。
【００６３】
　　（第二の実施形態）　
　本発明の第二の実施形態は、遅延型ブロックACK伝送に関し、ブロックACKの送信を後回
しにすることを了解するためのACKフレームを、第一の実施形態で説明したIACフレームに
よって代替するというものである。具体的には、本発明の第二の実施形態に係る通信装置
は、複数のデータフレームを送信した後、宛先端末から他の宛先に対するIACフレームを
、遅延型ブロックACKに対するノーマルACKの代替として使用し、宛先端末は一定時間後に
、該ブロックACKフレームを複数データとアグリゲートして送信する。
【００６４】
　IEEE802.11e Draft 10.0によれば、ブロックACK要求フレームを受信してからSIFS後に
ブロックACKフレームを返信することが困難な場合、図５に示したような遅延型ブロックA
CKを行なうことができる。遅延型ブロックACKでは、ブロックACK要求に対するACK応答を
まず行い、任意の時間経過した後にブロックACKフレームを送信し、それに対するACK応答
を行なう。遅延型ブロックACKでは、ブロックACK要求やブロックACKを送信した後、一定
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時間経過してもACKを受信できない場合、それらのフレームの送信に失敗したとみなす。
本発明の第二の実施形態は、遅延型ブロックACKを用いた場合のピギーバック送信に関す
るものである。
【００６５】
　図２４に、IEEE802.11eの従来の遅延型ブロックACKのポリシーを用いて、本発明の第一
の実施形態で示したピギーバックを行なった場合のフレーム交換の様子を示す。図２４に
おいて、TXOP期間1を獲得したHCは、IACフレーム２４４とシーケンス番号「1」「2」のデ
ータフレーム２４５をアグリゲートして送信する。QSTA1は、HCからのデータ２４５に対
する圧縮ブロックACK２４６に対し、IACフレーム２４４によって付加された期間内でアッ
プリンク方向のデータ２４７をピギーバックして送信する。ここで、HCからの応答に遅延
型ブロックACKのポリシーを適用するならば、IEEE802.11のACKフレーム２４８を送信する
ことで、遅延型ブロックACKを受け付けた旨を通知する。HCがACKフレームを送信しない場
合や、ACKフレームが誤りによってQSTA1で正常に受信できない場合、QSTA1はデータフレ
ーム(あるいはブロックACK要求フレーム)をリカバリーの対象とみなす。図２４のTXOP期
間2においても、TXOP期間1の場合と同様に、HCからQSTA2への圧縮ブロックACKに遅延型ポ
リシーを適用した場合で、QSTA2に対するACK２４９を送信した後、TXOPを終了している。
TXOP期間3で、QSTA1に対してダウンリンク方向のシーケンス番号「3」のデータフレーム
２５０と、TXOP期間1で送信を延長したBlock ACK Starting Sequence Control「1」の圧
縮ブロックACK２５１をアグリゲートして送信し、QSTA1がACKフレーム２５２を送信する
ことで、遅延型ブロックACKの1シーケンスを完了している。図２４のTXOP期間3では、ACK
フレーム２５２に、HCからのダウンリンクのデータに対するBlock ACK Starting Sequenc
e Control「3」の圧縮ブロックACK２５３をピギーバックしている。以上のように、遅延
型ブロックACKを用いてピギーバックを行なう際、IEEE802.11のACKフレームを介すること
で、MAC効率が低下してしまうことが避けられない。そこで本発明の第二の実施形態は、
かかる問題を解決する仕組みを実現する。尚、以下では、遅延型ブロックACKポリシーを
、HCからQSTA方向の圧縮ブロックACK送信に適用した場合について主に説明していくが、
アップリンク、ダウンリンク双方の場合にも、本発明が適用可能であることは言うまでも
ない。
【００６６】
　図２５及び図２６に、遅延型ブロックACKへの適用についての本発明の基本的な実施形
態を示す。図２５のHCにおいて、QSTA1からのアップリンク方向のデータに対する圧縮ブ
ロックACKの送信を先延ばしにしたい場合、通常ならばIEEE802.11のACKフレームを送信す
るが、代わりに他の宛先に対するIACフレームをSIFS後に送信することで代用する。IACフ
レームは、図１０に示したIAC Maskフィールドの各ビットに1を立てることで、様々な用
途に利用できる。ここで、遅延型ブロックACKの送信を了解したことを示すために、IAC M
askフィールドの中に1ビットサイズの識別フラグを用意する。
【００６７】
　HCからQSTA2に対してシーケンス番号「1001」「1002」のデータフレーム２５５を送信
する時点で、同時にアグリゲートするIACフレーム２５４の宛先MACアドレスは、QSTA2と
なっている。本発明の第二の実施形態では、HCはQSTA2への送信時に、IACフレームのIAC 
Maskフィールド内に拡張した、遅延型ブロックACKを受け付けた旨のフラグに1の値を設定
する(無論、負論理にも適応可能である)。QSTA1はHCが応答する圧縮ブロックACKには、遅
延型ブロックACKポリシーが適用されていることを予め認識している。そこで、HCへアッ
プリンク方向のデータを送信してからSIFS+1スロット時間以内に無線チャネルのビジーを
検出した場合、該物理フレーム内にアグリゲートされたIACフレームを正常に受信してお
り、かつIACフレームのIAC Maskフィールド内の遅延型ブロックACKを受け付けた旨のフラ
グが1(負論理の場合は0)になっていれば、宛先側で遅延型ブロックACKの送信を受け付け
たと認識する。
【００６８】
　ここで、図２５のHCは、QSTA1からの物理フレームを受信してから、SIFS後にQSTA2にデ
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ータを送信している。IEEE802.11e Draft 10.0の規定によれば、ブロックACK要求あるい
はデータを送信してからSIFS+1スロット時間内に無線チャネルのビジーを検出しなければ
、送信したフレームをリカバリーの対象とみなす。従って、HCがQSTA1に対して遅延型ブ
ロックACKを受け付けた旨を通知するフレームも、SIFS後に送信する必要がある。QSTA1は
、HCへのフレーム送信からSIFS後にビジーを検出することで、タイマーをリセットする。
そして、ビジーの要因となった物理フレーム内のIACフレームの宛先が自分宛以外であっ
たとしても、IAC Mask内のフラグが1になっていれば、遅延型ブロックACKポリシーによっ
て、圧縮ブロックACKが返信されてくることを確認する。もしIAC Maskのフラグが0のまま
(負論理の場合は1のまま)であれば、遅延型ブロックACKシーケンスの確立に失敗したと判
断する。
【００６９】
　図２５では、HCがQSTA2からのアップリンク方向のフレーム受信を終了してからSIFS後
にQSTA1に対するシーケンス番号「3」のデータ２５６と、QSTA1に対するIACフレーム２５
７、及びBlock ACK Starting Sequence Control「1」の圧縮ブロックACK２５８をアグリ
ゲートして送信する。この圧縮ブロックACKフレーム２５８は、QSTA1が最初に送信したシ
ーケンス番号「1」「2」のMPDUに対する送達確認フレームである。尚、IACフレーム２５
７の宛先はQSTA1であるが、IAC Mask内のフラグを立てることにより、QSTA2からのアップ
リンク方向のデータに対する遅延型ブロックACK送信を受け付けた旨を通知する。また、I
EEE802.11e Draft 10.0の規定によれば、ブロックACKフレームに対するACK応答も必要で
あるが、本発明の第二の実施形態において、ACKフレームとHCからのダウンリンク方向の
データに対する圧縮ブロックACKをアグリゲートするような場合、圧縮ブロックACKを送信
することで、IEEE802.11のACKフレームを送信したことと兼用する。すなわち、HCは、シ
ーケンス番号「3」のデータと、遅延型ポリシーの圧縮ブロックACKを送信した後、宛先(
図２５の例ではQSTA1)が即時型ポリシーで圧縮ブロックACKを返してくれば、IEEE802.11e
 Draft 10.0で規定されている、ブロックACKに対するACKフレーム受信とみなす。
【００７０】
　図２５のように、他の宛先に向けて送信するデータが存在すれば、IACフレームを併せ
てアグリゲートし、該フレームを用いて、遅延型ブロックACKを受け付けた旨を通知する
。ここで、図２６の例のように、ダウンリンクのデータが存在しなくなった時は、IEEE80
2.11のACKフレームを送信してTXOP期間を終了する。図２６の例では、QSTA2からのフレー
ム２６０を受信した後、SIFS後に送信すべきデータが存在しないため、通常のACKフレー
ム２６１をQSTA2宛に送信して、遅延型ブロックACKを受け付けた旨を通知する。TXOP期間
1が終了して、TXOP期間2が開始した時点で、QSTA1に対する遅延型ポリシーの圧縮ブロッ
クACK２６２とダウンリンクのデータ２６３をアグリゲートして送信する。図２５に示し
たように、QSTA1からの圧縮ブロックACKは、通常のACKの役割(ブロックACKに対するACK)
も兼ね備えている。本発明の第二の実施形態では、決められたTXOP期間の間で、かつSIFS
間隔で送信するデータが存在する場合に、他の宛先に対するIACフレームを用いて、遅延
型ブロックACKに対するACK応答とみなす。よって、図２５及び図２６のように、IACフレ
ームを遅延型ブロックACKにおけるACKの意味で用いることによって、従来のIEEE802.11e 
Draft 10.0の遅延型ブロックACKのポリシーを適用した場合に比べ、MAC効率を向上するこ
とが可能である。
【００７１】
　図２７～図３０において、誤りによる再送を行う場合のフレーム交換の様子を示す。基
本的な動作としては、本発明の第一の実施形態の場合と同じである。まず、図２７に示す
ように、HCがIACフレーム２７０と、シーケンス番号「1」「2」のダウンリンクのデータ
２７１をQSTA1に対して送信する。ここで、QSTA1がSIFS後に送信する応答フレームが誤っ
た場合、HCはビジー２７２のみを検出する。すると、HCはSIFS後にブロックACK要求フレ
ーム２７４とIACフレーム２７３をアグリゲートしてQSTA1に送信する。QSTA1からHCへの
圧縮ブロックACKに、即時型ブロックACKポリシーが適用されているとした場合、QSTA1はH
CからのブロックACK要求２７４の受信からSIFS後に圧縮ブロックACK２７５を送信する。
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図２７の例では、Block ACK Starting Sequence Control「1」の圧縮ブロックACK２７５
と、HCへのアップリンク方向のデータ２７６をピギーバックして送信する。HCからQSTA方
向の圧縮ブロックACKには遅延型ポリシーが適用されていると仮定して、図２５の場合と
同様に、QSTA2宛へのIACフレーム２７７を用いて、遅延型ブロックACK適用を受け付けた
旨を通知する。その後、QSTA2からHCへのアップリンク方向のフレーム送信が終了した時
点でHCの持つTXOP期間1が残り少なくなっており、スケジューリングの観点からHCはQSTA1
への遅延型ポリシーの圧縮ブロックACKを送信したとする。QSTA1は、HCから受信した物理
フレーム内に遅延型の圧縮ブロックACKが存在していることから、IEEE802.11のACKフレー
ムを返信して遅延型ブロックACKシーケンスを完了する。この時、本発明の第二の実施形
態では、図２５の例のように、HCが遅延型の圧縮ブロックACKにダウンリンクのデータを
送信しており、かつQSTA1からHCへの圧縮ブロックACKに即時型ポリシーが適用されている
ならば、前述のように、圧縮ブロックACKだけを送信することで、IEEE802.11の通常のACK
の役割を兼用することが可能である。図２７の例では、TXOP期間1の最後にHCが送信する
物理フレームには、データがアグリゲートされていないため、QSTA1は通常のACK２７８を
送信して遅延型ブロックACKのシーケンスを完了する。
【００７２】
　図２８に、QSTAからHCへのアップリンク方向のMPDUが部分的に誤った場合の例を示す。
図２８の例では、QSTA1からHCへの圧縮ブロックACK２８０と、アップリンク方向のシーケ
ンス番号「2」のデータ２８１が誤っている。HCは、QSTA1から圧縮ブロックACKを受信で
きないため、送信したフレームをリカバリーの対象とみなし、ブロックACK要求２８２を
送信する。ここで、HCが送信するブロックACK要求２８２には、IACフレーム２８３がアグ
リゲートされている。このIACフレーム２８３の宛先はQSTA1であり、IAC Maskフィールド
内のフラグには1(負論理の場合は0)が立っている。IACフレーム２８３を受信したQSTA1は
、自身が送信したシーケンス番号「1」「2」のデータに対する圧縮ブロックACKに、遅延
型ポリシーが正しく適用されたことを確認する。そして、QSTA1は、Block ACK Starting 
Sequence Control「1」の圧縮ブロックACK２８３を再送する。SIFS後に、HCはQSTA2に対
し、IACフレーム２８４、シーケンス番号「1001」「1002」のデータ２８５をアグリゲー
トして送信する。この時、IACフレーム２８４のIAC Maskフィールドのフラグの値は、初
期値である0(負論理の場合は1)のままにしておく。QSTA1からのデータに対する遅延型ブ
ロックACKポリシーの受付通知は、既に完了しているためである。QSTA2からHCにデータが
送信された後、HCはQSTA1へのダウンリンクのデータ(シーケンス番号「3」)２８６と、遅
延型ポリシーのBlock ACK Starting Sequence Control「1」の圧縮ブロックACK２８７を
送信する。QSTA1は、HCのシーケンス番号「3」に対する圧縮ブロックACK２８８を、IEEE8
02.11eのブロックACKに対するACKフレームとして兼用させる。更に、IACフレームにより
ピギーバックが許可されている場合、送信に失敗したシーケンス番号「2」のデータフレ
ーム２８９をピギーバックして再送する。
【００７３】
　図２９に、ダウンリンク方向の物理フレームにアグリゲートしたMPDUが部分的に誤った
場合の再送例を示す。図２９の例では、QSTAからHCへの圧縮ブロックACK送信に即時型ポ
リシーを適用しているため、QSTA1がHCからのシーケンス番号「1」のMPDUが誤ったことを
圧縮ブロックACK２９０で応答し、HCはシーケンス番号「1」のMPDU２９１を再送する。TX
OP期間2において、HCがQSTA2にシーケンス番号「1001」「1002」のデータフレーム２９２
とIACフレーム２９３をアグリゲートして送信する。QSTA2は即時型ポリシーのHCへの圧縮
ブロックACK２９４と、アップリンク方向のデータ２９５をピギーバックして送信する。H
Cは、QSTA2のフレーム受信からSIFS後にQSTA1へデータ２９６を送信する際、併せてアグ
リゲートしたIACフレーム２９７のIAC Maskフィールド内のフラグに1をセットして送信す
る。QSTA2は、QSTA1宛のIACフレーム２９７のフラグが1になっている場合、自身の送信し
たアプリンク方向のデータに対するHCからの部分応答に、遅延型のポリシーが適用された
ことを確認する。
【００７４】
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　図３０は、QSTAからHCへのアップリンク方向の全てのデータが誤り、HCが圧縮ブックAC
Kを返信できなかった場合を示している。図３０において、QSTA1はHCからのIACフレーム
によりピギーバック送信を許可されているため、アップリンク方向のデータ(シーケンス
番号「1」「2」)３００を圧縮ブロックACK３０１にピギーバックする。この時、QSTA1の
送信したデータフレームがFCS計算の結果、全て誤っていた場合、HCは圧縮ブロックACKを
返信しない。そしてTXOP期間1の範囲内で、HCはSIFS後にQSTA2へのダウンリンクの送信を
行なう。ここで、QSTA2に対するIACフレーム３０２のIAC Maskフィールド内のフラグは、
初期値0(負論理の場合は1)のままである。QSTA1は、HCの送信した物理フレームを監視し
ており、IACフレーム３０２内のフラグを検査するが、値が0のままであるため、遅延型ポ
リシーの圧縮ブロックACKの適用に失敗したと判断し、送信したデータフレーム３００を
リカバリーの対象とみなす。その後、HCがQSTA1へのシーケンス番号「3」のデータ３０３
と、IACフレーム３０４をアグリゲートして送信すると、QSTA1はHCからのデータ３０３に
対する圧縮ブロックACK(Block ACK Starting Sequence Control「3」)３０５に、ブロッ
クACK要求３０６をピギーバックする。あるいは、本発明の第一の実施形態のように、シ
ーケンス番号「1」「2」を再送対象として直接アグリゲートしても良い。ブロックACK要
求３０６をピギーバックするか再送対象のフレームを直接アグリゲートするかは、QSTA1
のスケジューリング処理部が選択する。QSTA1のフレームを受信してからSIFS後に、HCが
他のQSTAにデータを送信する場合、IACフレームのIAC Maskフィールド内にフラグに1を立
てる。(負論理の場合は0)これにより、QSTA1は、自身の送信したブロックACK要求(あるい
はデータ)に対する、遅延型ポリシーの圧縮ブロックACK返信がHC側で適用されたと認識す
る。
【００７５】
　以上説明したように、本発明の第二の実施形態によれば、遅延型ブロックACKに対して
ピギーバック手法を効率良く適用し、MAC効率を高めることができる。尚、第二の実施形
態では、HCからQSTAへの圧縮ブロックACK(すなわちQSTAからアップリンクのデータ)に遅
延型ポリシーを、QSTAからHCへの圧縮ブロックACK(すなわちQSTAへのダウンリンクのデー
タ)に即時型ポリシーを用いた場合の例を示した。本発明は、アップリンク、ダウンリン
ク双方向の圧縮ブロックACKに遅延型ポリシーを用いることも可能であることは言うまで
もない。
【００７６】
　また、第一の実施形態で示したように、EDCAによるTXOPを獲得した際にも、アクセス権
のある端末が主導となって、IACフレームによる遅延型ブロックACKを実施する方法にも適
用可能である。更に、ブロックACK要求を物理フレームの最後尾にアグリゲートする場合
にも第一の実施形態と同じように適用することが可能である。この場合、ブロックACK要
求フレームがFCS計算の結果誤っていれば、データ受信側は圧縮ブロックACKを送信しない
。その後、データ送信端末は、ブロックACK要求フレームを再送するなどして、受信側か
らの圧縮ブロックACKの再送を要求する。
【００７７】
　　（第三の実施形態）　
　本発明の第三の実施形態は、複数の宛先に対して複数MPDUをアグリゲートして送信する
場合における即時型ブロックACKの適用および遅延型ブロックACKの適用に関するものであ
る。同一の宛先へのMACフレームのみをアグリゲートして送信する場合、宛先が切り替わ
る毎に、キャリアセンスやバックオフのオーバーヘッドが生じる。これに対し、複数の異
なる宛先へのMACフレームを1つの物理フレームにアグリゲートすることで、これらのオー
バーヘッドを削減し、MAC効率を高めることが可能となる。
【００７８】
　図３１に複数宛先に関する情報を含むMACフレームの一例を示す。このようなMACフレー
ム３１０を物理フレームの先頭にアグリゲートすることで、物理フレーム受信端末は自分
宛のMPDUが存在するか否かを即座に判断することができる。図３１に示すようなMACフレ
ーム３１０を、以後「MRAD(Multiple Receiver Aggregation Descriptor)フレーム」と呼
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ぶ。図３１に示すように、MRADフレーム３１０は、Frame Control、Duration、Receiver 
Address、Transmitter AddressなどのIEEE802.11の従来のMACヘッダー３１１を有する。M
RADフレーム３１０には、物理フレーム内にアグリゲートされた宛先数をNumber of recei
versフィールド３１２で示し、宛先MACアドレス情報を示すReceiver Address Infoフィー
ルド３１３と、宛先毎に占有する情報サイズをオクテット単位で指定するLengthフィール
ド３１４が存在する。図３１の例では、Receiver Address Info 3までの情報を表してい
るが、この数に限定されず、任意の可変長とすることが可能である。つまり、宛先の数は
任意である。
【００７９】
　図３２に、即時型ブロックACKのポリシーを適用した場合のフレーム交換例を示す。TXO
Pを獲得したHCは、MRADフレーム３２０、QSTA1に対するIAC３２１とデータフレーム(シー
ケンス番号「1」「2」)３２２、QSTA2に対するIAC３２３とデータフレーム(シーケンス番
号「1001」「1002」)３２４を1つの物理フレーム３２５にアグリゲートして送信する。MR
ADフレーム３２０の情報を用いることで、QSTA1とQSTA2以外の端末は、省電力モードに移
行するなど自由に処理を行うことができる。また、QSTA1、QSTA2宛のIACフレーム３２１
、３２３には、HCの物理フレーム送信終了からのオフセット時間を記載することで、QSTA
1、QSTA2が応答するタイミングを指定する。このオフセット時間は、図１０に示した例に
おけるResponse Period Offsetフィールドを使用する。QSTA1は自分宛のIACフレームを正
常に受信した場合、図３２に示すように、ピギーバック送信可能時間の範囲内で、HCへの
圧縮ブロックACK３２６にアップリンクのデータ３２７をアグリゲートして送信する。同
様に、QSTA2もQSTA1のフレーム送信に引き続き、HCへの圧縮ブロックACK３２８とアップ
リンクのデータ３２９をアグリゲートして送信する。この時、図３２の例は、QSTA2の送
信したデータフレーム３２９が誤っていることを示している。即時型ブロックACKポリシ
ーを適用した場合、QSTA2のフレーム送信が終了してからSIFS後に、HCはMRADフレーム３
３０、QSTA1に対するIAC３３１と圧縮ブロックACKフレーム３３２をアグリゲートして送
信する。QSTA2のデータは全て誤っているため、HCからQSTA2に対する圧縮ブロックACKフ
レームはアグリゲートされない。ここで、HCがQSTA2に逆方向(アップリンク)のフレーム
送信を許可しない場合、MRADフレーム３３０のReceiver Address InfoフィールドにQSTA2
のMACアドレスは含まれないことになる。Number of receiversフィールドは1であり、QST
A1のMACアドレスおよび長さ情報のみが記載される。もし、QSTA2の送信を許可する場合、
QSTA2宛のIACフレームをアグリゲートし、Number of receiversは2とし、QSTA2のMACアド
レスも追加される。
【００８０】
　本発明の第三の実施形態において、TXOP期間1内に再びHCが物理フレームを送信した場
合、QSTA1とQSTA2はHCからの物理フレーム内にアグリゲートされたMRADフレーム内のRece
iver Address Infoフィールドを検査し、自分のMACアドレスが存在しない場合、送信した
フレームをリカバリーの対象とみなす。すなわち、図３２の例では、QSTA2が送信したシ
ーケンス番号「1」「2」に対する即時型圧縮ブロックACKの受信に失敗したと判断し、適
切なリカバリー動作を行なう。
【００８１】
　図３３及び図３４に、遅延型ブロックACKポリシーへの適用例を示す。図３３において
、HCは、MRADフレーム３３０、QSTA1へのIAC３３１とデータフレーム(シーケンス番号「1
」)３３２、QSTA2へのIAC３３３とデータフレーム(シーケンス番号「1001」)３３４を1つ
の物理フレーム３３５にアグリゲートして送信する。QSTA1、QSTA2は、それぞれのIACフ
レーム情報に基づいて、アップリンクに送信するタイミングを認識し、HCからのデータに
対する圧縮ブロックACK３３６，３３７にアップリンクのデータ３３８,３３９をピギーバ
ックして送信する。
【００８２】
　遅延型ポリシーを適用する場合、QSTAの送信が終了してから即座に圧縮ブロックACKを
送信する必要はない。その代わりに、第二の実施形態で示したように、逆方向の送信を許
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可(TXOPを持たない端末の送信を許可)するフレームを、IEEE802.11e Draft 10.0遅延型ブ
ロックACK伝送のブロックACK要求フレームに対するACKフレームとみなすことができる。
ここで、HCはQSTA1、QSTA2、QSTA3へのIACフレーム３４０と、QSTA3へのダウンリンク方
向のデータ(シーケンス番号「2001」)３４１をアグリゲートして送信する。QSTA1、QSTA2
へのIACフレームのReverse Direction Grant、Response Period Offsetはいずれも0にす
る。すなわち、QSTA1、QSTA2のアップリンク方向の送信は許可しない。ただし、遅延型ブ
ロックACKを受け付けた旨のフラグはオンに設定する。この物理フレームを受信したQSTA1
、QSTA2は自身の送信したデータに対して遅延型ブロックACKポリシーが適用されたことを
確認する。その後、QSTA3は、HCのデータ(シーケンス番号「2001」)に対する圧縮ブロッ
クACK３４２と、アップリンク方向のデータ３４３をアグリゲートして送信する。図３３
においてHCは、QSTA1、QSTA2、QSTA3に対するIACフレーム３４４と、QSTA1、QSTA2への圧
縮ブロックACK３４５を送信する。この圧縮ブロックACK３４５は、QSTA1、QSTA2からのア
ップリンク方向のデータに対する遅延型ポリシーのブロックACKである。ここで、QSTA1、
QSTA2へのIACフレーム３４４のReverse Direction Grant、Response Period Offsetには
、それぞれのQSTAが最低限IEEE802.11のACKフレームを送信できるような値をセットする
。また、QSTA3のIAC Maskのフラグを立てることで遅延型ブロックACKを受け付けた旨を通
知する。尚、図３４に示すように、HCが保持するTXOP期間の残りが少なくなった場合は、
それぞれの宛先毎に用意され、アグリゲートされたIEEE802.11のACKフレーム３４６を送
信する。つまり、複数宛先のACKアグリゲーションとなる。
【００８３】
　図３５及び図３６を参照し、複数の宛先に対するデータをアグリゲートした場合の受信
側のバッファ管理について説明する。図３５のように、MRADフレーム３５０、QSTA1へのI
AC３５１、シーケンス番号「1」「2」のデータフレーム３５２，３５３、QSTA2へのIAC３
５４、シーケンス番号「1001」「1002」のデータフレーム３５５，３５６をアグリゲート
して送信する場合を考える。ここで、複数のフレームをアグリゲートする際のフォーマッ
トは、図６に示したようなフォーマットであっても良い。
【００８４】
　図３６に示すように、QSTA1へのシーケンス番号「1」のMPDU３５２がFCS計算の結果、
誤っていたとする。IACフレーム３５１で指定されたオフセット値を用いて、QSTA1はBloc
k ACK Starting Sequence Control「2」の圧縮ブロックACK３６０、QSTA2はBlock ACK St
arting Sequence Control「1001」の圧縮ブロックACK３６１を送信する。ブロックACK要
求を含まないアグリゲーションデータに対して、圧縮ブロックACKのBlock ACK Starting 
Sequence Controlの値は、正常に受信できた一番初めのMPDUのシーケンス番号を用いる。
図３６において、QSTA1の受信バッファ３６２にはシーケンス番号「0」「4095」のMPDU、
QSTA2の受信バッファ３６３にはシーケンス番号「999」と「1000」のMPDUが既に格納され
ていたとする。本発明の第三の実施形態において、IACフレームに対するFCS計算が正常で
、かつそれに続くデータフレームのFCS計算結果が正常な場合、該データフレームのシー
ケンス番号を、受信バッファ管理のための正規のシーケンス番号情報とみなす。図３６の
例で、QSTA1はHCに圧縮ブロックACKの送信を行なうが、受信バッファ３６２内のMACフレ
ームはそのままにしておく。一方、QSTA2は全てのフレームを正常に受信しているため、
シーケンス番号「1001」を正式なBlock ACK Starting Sequence Controlの値として、受
信バッファ管理を行なう。IEEE802.11e Draft 10.0の規定によれば、Block ACK Starting
 Sequence Controlの値よりも前のシーケンス番号を持つMACフレームは、全て受信バッフ
ァから開放し、上位層に渡す必要がある。そのため図３６のQSTA2は、シーケンス番号「9
99」～「1002」のMACフレームを受信バッファ３６３から開放して上位層に渡す。
【００８５】
　図３７に示すように、IACフレームを含まない構成にすることもできる。図３７の例で
は、QSTA2へのシーケンス番号2のデータがFCS計算の結果誤ったことを示している。この
場合、QSTA2のシーケンス番号「1001」のデータフレームに対するFCS計算結果が正常であ
っても、QSTA1のMPDUがどの部分までアグリゲートされているか判断することができない
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ため、圧縮ブロックACKを返信しても、受信バッファからMACフレームを開放することはで
きない。つまり、本発明の第三の実施形態において、異なる宛先アドレスを持つ連続した
二つのMPDUに対するFCS計算の結果が正常であれば、二つ目のMPDU(すなわち新しい宛先の
MPDU)のシーケンス番号を、次の宛先の正式なBlock ACK Starting Sequence Controlと判
断して、受信バッファ管理を行なう。
【００８６】
　ところで、IEEE802.11e Draft 10.0の規定によれば、MACフレームはトラフィックの優
先度毎に分類され、ブロックACK要求やブロックACKフレームも優先度毎に必要となる。図
２のブロックACK要求フレームのBAR(Block Ack Request)Controlフィールド、図３のブロ
ックACKフレームのBA(Block Ack)Controlフィールドには、4ビットのTID(Traffic Identi
fier)識別子が存在し、0-15の番号が記載される。尚、TIDに0-7の数値が割り当てられた
際は、該MACフレームがPrioritized QoS(優先度QoS)すなわちEDCAによる送信が行なわれ
ることを意味しており、8-15の数値が割り当てられた際は、該MACフレームがParameteriz
ed QoS(パラメータ化QoS)すなわちHCCAによる送信が行なわれることを表している。TIDは
、図８の圧縮ブロックACKや、図１０のIACフレームのRDTID(Reverse Direction Traffic 
Identifier)にも用いられる。IACフレームのRDTIDフィールドでは、TXOPを獲得している
送信端末が、宛先に対してピギーバック送信を許可する際に、ピギーバックするMACフレ
ームの優先度を指定する目的で使用する。IEEE802.11e Draft 10.0の規定によれば、MAC
フレームのシーケンス番号はTID毎に独立して割り当てる必要がある。従って、QoSデータ
の受信側では、受信バッファを優先度毎に管理することが望ましい。前述したように、IE
EE802.11eのブロックACKによる伝送では、ブロックACK要求フレームの示す始点シーケン
ス番号(Block ACK Starting Sequence Control)よりも前のシーケンス番号を持つMACフレ
ームは、受信バッファから全て開放する。ここで、ブロックACK要求フレームは、TID毎に
用意されるため、受信バッファ管理も優先度(TID)毎に行なう必要がある。これまで、図
３５、図３７において、単一の優先度(TIDが1種類)の場合に関して、複数の宛先へのMAC
フレームがアグリゲートされた物理フレームに関する場合の受信バッファ管理の説明を行
なった。本実施形態では、複数宛先のみならず、更に複数優先度のMACフレームを単一物
理フレームにアグリゲートする場合にも適用可能である。例えば、図３５において、MRAD
に続いてQSTA1へのIACフレーム、シーケンス番号1、2のデータフレーム、QSTA2へのIACフ
レーム、シーケンス番号1001、1002のデータフレームの順番でアグリゲートした場合を述
べたが、MRADに続きQSTA1への高優先度(TIDの値については任意)のIACフレーム、シーケ
ンス番号1、2のデータフレーム、QSTA1への中優先度のIACフレーム、シーケンス番号1、2
のデータフレーム、及びQSTA2への高優先度(TIDの値については任意)のIACフレーム、シ
ーケンス番号1001、1002のデータフレーム、QSTA1への中優先度のIACフレーム、シーケン
ス番号1001、1002のデータフレームの順にアグリゲートしたとする。この場合、各宛先、
優先度の先頭にIACフレームがアグリゲートされている前提の元で、IACフレームに対する
FCS計算の結果が正常で、かつ続くMPDUに対するFCS計算が正常であれば、該MPDUのシーケ
ンス番号を正規の始点シーケンス番号とみなして、受信端末内の優先度毎のバッファに対
して、始点シーケンス番号よりも前のシーケンス番号を持つMACフレームは全てバッファ
から開放し上位層に渡す。もしくは、図３７のように、IACフレームを必ずしも含む必要
がない場合、二つの連続したMPDUに対するFCS計算結果が正常で、かつ二つのMPDUの宛先
アドレス、あるいは優先度が異なる場合、二番目のMPDUのシーケンス番号は、該MPDUの宛
先端末内で優先度毎に用意される受信バッファ管理に用いられる。すなわち、正規の始点
シーケンス番号よりも前のシーケンス番号を持つMACフレームは、全て受信バッファから
開放して上位層に渡すことになる。
【００８７】
　本実施形態では、アクセスポイントからQSTAへのダウンリンクの送信時に、複数宛先の
MACフレームをアグリゲートして送信する例を示したが、QoS CF-PollフレームによりTXOP
を与えられていれば、QSTAが送信の主体となっても良い。QSTAが送信の主体となる場合、
複数宛先の候補としては、アクセスポイントの他に、DLP(Direct Lint Protocol)としてQ
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STA間で直接通信可能な端末などが挙げられる。更に、コンテンションフリーのQoSアクセ
ス制御方式であるHCCAだけでなく、コンテンションベースのEDCAにおいても適用可能であ
ることは言うまでもない。EDCAの場合では、TXOPを獲得した端末が複数宛先に対するデー
タ送信の起点となる。また、IACフレームによる宛先へのピギーバック送信許可も、TXOP
を獲得した端末のスケジューリング処理部によって実現される。
【００８８】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施形態に係る通信装置の構成を示すブロック図
【図２】IEEE802.11e Draft 10.0で規定されているブロックACK要求フレームのフォーマ
ットを示す図
【図３】IEEE802.11e Draft 10.0で規定されているブロックACKフレームのフォーマット
を示す図
【図４】即時型ブロックACKのシーケンス例を示す図
【図５】遅延型ブロックACKのシーケンス例を示す図
【図６】複数MPDUのアグリゲーションの一例を示す図
【図７】複数MPDUのアグリゲーションの別の例を示す図
【図８】圧縮ブロックACKのフォーマットを示す図
【図９】圧縮ブロックACKのシーケンス例を示す図
【図１０】IACフレームのフォーマットを示す図
【図１１】IACフレームによるピギーバック送信の一例を示す図
【図１２】送信エラーの発生により明示的なブロックACK要求を送信する場合を示す図
【図１３】明示的なブロックACK要求にIACを付加する場合を示す図
【図１４】アップリンク方向の送信フレームに部分的な誤りが生じた場合を示す図
【図１５】ダウンリンク方向の送信フレームに部分的な誤りが生じた場合を示す図
【図１６】ダウンリンク方向の送信フレームに部分的な誤りが生じた場合の別の例を示す
図
【図１７】アップリンク方向及びダウンリンク方向の双方向において、それぞれ、送信フ
レームに部分的な誤りが生じた場合を示す図
【図１８】アップリンク方向及びダウンリンク方向の双方向において、それぞれ、送信フ
レームに部分的な誤りが生じた場合の別の例を示す図
【図１９】アップリンク方向への圧縮ブロックACK送信についてタイムアウトが発生した
場合を示す図
【図２０】アップリンク方向への圧縮ブロックACK送信についてタイムアウトが発生した
場合の別の例を示す図
【図２１】HCからのダウンリンク方向にアグリゲート送信した全てのMPDUが誤っていた場
合を示す図
【図２２】HCからのダウンリンク方向にアグリゲート送信した全てのMPDUが誤っていた場
合の別の例を示す図
【図２３】複数データをアグリゲートした物理フレームの最後にブロックACK要求を含む
場合を示す図
【図２４】遅延型ブロックACKのポリシーを用いてピギーバックを行なう場合のフレーム
交換の様子を示す図
【図２５】遅延型ブロックACKに適用されたピギーバックを示す図
【図２６】遅延型ブロックACKに適用されたピギーバックの別の例を示す図
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【図２７】遅延型ブロックACKにおいてビジーのみが検出された場合を示す図
【図２８】アップリンク方向への送信データに部分的な誤りが生じた場合を示す図
【図２９】ダウンリンク方向への送信データに部分的な誤りが生じた場合を示す図
【図３０】アップリンク方向についてタイムアウトが生じた場合を示す図
【図３１】MRADフレームのフォーマットを示す図
【図３２】複数宛先への即時型ブロックACKのフレーム交換例を示す図
【図３３】複数宛先への即時型ブロックACKのフレーム交換の別の例を示す図
【図３４】複数宛先への即時型ブロックACKのフレーム交換の別の例を示す図
【図３５】複数宛先へのアグリゲーションと受信バッファ管理を説明するための図
【図３６】複数宛先へのアグリゲーションと受信バッファ管理を説明するための図
【図３７】複数宛先へのアグリゲーションと受信バッファ管理を説明するための図
【符号の説明】
【００９０】
１…通信装置；
２…物理層(PHY)；
３…ＭＡＣ（媒体アクセス制御）層；
４…リンク層；
５…アンテナ；
６…アグリゲーション処理部；
７…キャリアセンス制御部；
８…再送制御部；
９…第一種の物理層プロトコル処理部；
１０…第二種の物理層プロトコル処理部

【図１】

【図２】

【図３】
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