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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントの通信方法であって、
　端末が送信機会（ＴＸＯＰ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）
区間の間にパワーセービングモードで動作するかどうかを示す情報を含むアソシエーショ
ン要求フレーム（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｒａｍｅ）を前記端末か
ら受信するステップと、
　前記アクセスポイントが前記アソシエーション要求フレームに応答して前記パワーセー
ビングモードをサポートするか否かを示す情報を前記端末に送信するステップと、を有す
ることを特徴とするアクセスポイントの通信方法。
【請求項２】
　前記パワーセービングモードは、前記送信機会区間の間に前記端末の動作状態が変更可
能なモードであることを特徴とする請求項１に記載のアクセスポイントの通信方法。
【請求項３】
　前記端末に、ＶＨＴ－ＳＩＧ（ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ　ｓｉｇｎ
ａｌ）フィールド及びＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ヘッダを含
むデータフレームを送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のア
クセスポイントの通信方法。
【請求項４】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、グループＩＤを含むことを特徴とする請求項３に記
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載のアクセスポイントの通信方法。
【請求項５】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、前記端末を対象としたストリーム数の情報を含むこ
とを特徴とする請求項３に記載のアクセスポイントの通信方法。
【請求項６】
　前記ＭＡＣヘッダは、前記端末に送信される追加的なストリームの有無情報を含むこと
を特徴とする請求項３に記載のアクセスポイントの通信方法。
【請求項７】
　送信機会（ＴＸＯＰ）区間の間に端末がパワーセービングモードで動作するか否かを示
す情報を含むアソシエーション要求フレームを前記端末から受信する受信機と、
　前記アソシエーション要求フレームに応答して、前記パワーセービングモードをサポー
トするか否かを示す情報を前記端末に送信する送信機と、を有することを特徴とするアク
セスポイント。
【請求項８】
　前記パワーセービングモードは、前記送信機会区間の間に前記端末の動作状態が変更可
能なモードであることを特徴とする請求項７に記載のアクセスポイント。
【請求項９】
　前記送信機は、前記端末にＶＨＴ－ＳＩＧ（ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒｏｕｇｈｏｕ
ｔ　ｓｉｇｎａｌ）フィールド及びＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）ヘッダを含むデータフレームを送信することを特徴とする請求項７に記載のアクセスポ
イント。
【請求項１０】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、グループＩＤを含むことを特徴とする請求項９に記
載のアクセスポイント。
【請求項１１】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、前記端末を対象としたストリーム数の情報を含むこ
とを特徴とする請求項９に記載のアクセスポイント。
【請求項１２】
　前記ＭＡＣヘッダは、前記端末に送信される追加的なストリームの有無情報を含むこと
を特徴とする請求項９に記載のアクセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクセスポイントの通信方法及びアクセスポイントに関し、特に、端末のパ
ワーセービングモードへの動作有無の選択をサポートするアクセスポイントの通信方法及
びアクセスポイントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、スマートフォンのような移動端末の性能の急速な発展に伴い、１つの端末によっ
て、電話通話だけでなく、動画、音楽ファイル再生、ＤＭＢ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）視聴、デジタルカメラ、ブルートゥース（登
録商標）、無線インターネット接続などを含む多様な機能を同時に実行できるようになっ
た。また、移動通信網、ブルートゥース（登録商標）、無線インターネットなどのデータ
送信速度の急速な増加に伴って端末の電力消費も増加している。これによって各端末が高
容量のバッテリを採用することは勿論、端末の消費電力を節減することのできる通信方法
が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、端末の
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パワーセービングモードへの動作有無の選択をサポートするアクセスポイントの通信方法
及びアクセスポイントを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するためになされた本発明によるアクセスポイントの通信方法は、アク
セスポイントの通信方法であって、端末が送信機会（ＴＸＯＰ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）区間の間にパワーセービングモードで動作するかどうかを
示す情報を含むアソシエーション要求フレーム（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ　ｆｒａｍｅ）を前記端末から受信するステップと、前記アクセスポイントが前記アソ
シエーション要求フレームに応答して前記パワーセービングモードをサポートするか否か
を示す情報を前記端末に送信するステップと、を有することを特徴とする。
【０００５】
　前記パワーセービングモードは、前記送信機会区間の間に前記端末の動作状態が変更可
能なモードであることが好ましい。
　前記端末に、ＶＨＴ－ＳＩＧ（ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ　ｓｉｇｎ
ａｌ）フィールド及びＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ヘッダを含
むデータフレームを送信するステップをさらに含むことが好ましい。
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、グループＩＤを含むことが好ましい。
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、前記端末を対象としたストリーム数の情報を含むこ
とが好ましい。
　前記ＭＡＣヘッダは、前記端末に送信される追加的なストリームの有無情報を含むこと
が好ましい。
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明によるアクセスポイントは、送信機会（ＴＸ
ＯＰ）区間の間に端末がパワーセービングモードで動作するか否かを示す情報を含むアソ
シエーション要求フレームを前記端末から受信する受信機と、前記アソシエーション要求
フレームに応答して、前記パワーセービングモードをサポートするか否かを示す情報を前
記端末に送信する送信機と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　前記パワーセービングモードは、前記送信機会区間の間に前記端末の動作状態が変更可
能なモードであることが好ましい。
　前記送信機は、前記端末にＶＨＴ－ＳＩＧ（ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ　ｔｈｒｏｕｇｈｏｕ
ｔ　ｓｉｇｎａｌ）フィールド及びＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）ヘッダを含むデータフレームを送信することが好ましい。
【００１０】
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、グループＩＤを含むことが好ましい。
　前記ＶＨＴ－ＳＩＧフィールドは、前記端末を対象としたストリーム数の情報を含むこ
とが好ましい。
　前記ＭＡＣヘッダは、前記端末に送信される追加的なストリームの有無情報を含むこと
が好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るアクセスポイントの通信方法及びアクセスポイントによれば、アクティブ
モードで作動する端末のうち、パワーセービングモードで作動しようとする端末が該当モ
ードに設定されたフレームをアクセスポイントに送信することによって端末のパワーセー
ビングモードへの動作有無の選択をサポートすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態によるＴＸＯＰパワーセービングモードにおける受信装置の
動作を示す図である。
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【図２】本発明の一実施形態による受信装置の通信方法を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態による送信装置の通信方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態による受信装置がパワー管理モードをパワーセービングモー
ドに設定する図である。
【図５】本発明の一実施形態によるＴＸＯＰデュレーション中のフレーム送受信を示す図
である。
【図６】本発明の一実施形態によるＴＸＯＰ設定フレーム及びＴＸＯＰデュレーションを
示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による受信装置を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による送信装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態によるＴＸＯＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｐｐｏｒ
ｔｕｎｉｔｙ）パワーセービングモードにおける受信装置の動作を示す図である。
【００１７】
　アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：ＡＰ）のような送信装置からデータを
受信する１つ又はそれ以上の受信装置（例えば、端末又はＳＴＡ（ｓｔａｔｉｏｎ））は
、自身に送信されるパケット（又は、フレーム）を受信するためにアクティブモードを保
持する。例えば、受信装置は移動端末であり、送信装置はアクセスポイントである。受信
装置はアクティブモードに留まる。
【００１８】
　例えば、受信装置は、自身に送信されるパケットがない場合でも、他の端末に送信され
るパケットに対するオーバーヒヤリング（Ｏｖｅｒｈｅａｒｉｎｇ）を行うためにアクテ
ィブモードに留まる。ここで記述した受信装置は、例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃ
、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｎなどのＩＥＥＥ　８０２．１１プロトコルなどの様々なプロ
トコルをサポートする。
【００１９】
　該当する受信装置に対応するデータ送信がない場合、又は受信装置に対するデータの送
信が終了した場合に、該当する受信装置の動作モードを調節することによって受信待機時
間及び受信待機電力を節減することができる。例えば、受信装置は、アウェイク状態（ａ
ｗａｋｅ　ｓｔａｔｅ）からスリープ状態（ｌｅｅｐ　ｓｔａｔｅ）又はドーズ状態（ｄ
ｏｚｅ　ｓｔａｔｅ）に転換される。
【００２０】
　図１を参照すると、受信装置のパワー管理モード（Ｐｏｗｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｍｏｄｅ：ＰＭ　Ｍｏｄｅｓ）は、アクティブモード（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍｏｄｅ）１１
０とパワーセーブモード（ＰＳ　Ｍｏｄｅ）１２０に分類される。
【００２１】
　アクティブモード１１０にある間、受信装置は、受信装置がアウェイクに留まるノン－
ＴＸＯＰパワーセービングモード（Ｎｏｎ－ＴＸＯＰ　ＰＳ　Ｍｏｄｅ）、及び受信装置
がアウェイク状態（Ａｗａｋｅ　ｓｔａｔｅ）１５０とドーズ状態（Ｄｏｚｅ　ｓｔａｔ
ｅ）１６０との間で切り替えられるＴＸＯＰパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　
Ｍｏｄｅ）の２つのパワー管理モードに進入する。
【００２２】
　アクティブモード１１０は、受信装置が送信装置とデータを送受信するために継続して
動作中にある状態である。一方、パワーセーブモード１２０は、該当する受信装置が全く
動作を行っていないか、又は全体電力消費を減らす状態（例えば、アイドル状態）である
。
【００２３】
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　例えば、アクティブモード１１０で作動する受信装置は、ノン－ＴＸＯＰパワーセービ
ングモード１３０で作動する場合とＴＸＯＰパワーセービングモード１４０で作動する場
合とに分類される。
【００２４】
　ノン－ＴＸＯＰパワーセービングモード１３０で作動する受信装置は、電力節減のため
の別途の動作を行わずに継続してアウェイク状態（Ａｗａｋｅ　Ｓｔａｔｅ）を保持する
。従って、自身に送信されるパケットの受信を待機する受信待機時間中に継続して電力を
消耗する。
【００２５】
　ＴＸＯＰパワーセービングモード１４０で作動する受信装置は、予め設定された条件が
満たされるか否かに応じて、動作状態をアウェイク状態（Ａｗａｋｅ　Ｓｔａｔｅ）又は
スリープ状態（ｌｅｅｐ　Ｓｔａｔｅ）（又は、ドーズ状態（Ｄｏｚｅ　Ｓｔａｔｅ））
に変更する。
【００２６】
　例えば、予め設定された条件は、送信装置から受信したフレームのプリアンブルに含ま
れるグループＩＤのグループの中に該当する受信装置のＩＤが含まれていない場合に満た
される。他の例として、予め設定された条件は、該当する受信装置のＩＤがグループＩＤ
のグループに含まれているが、受信したフレームのＶＨＴ－ＳＩＧ（ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ
　ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ　ｓｉｇｎａｌ）フィールドに含まれるＮＳＴＳ（Ｎｕｍｂｅｒ
　ｏｆ　ｓｔａｔｅ　ｔｉｍｅ　ｓｐａｃｅ）が送信機会（ＴＸＯＰ）中に受信装置に送
信されるデータを有しない送信装置を示すために「０」に設定される場合に満たされる。
他の例として、予め設定された条件は、受信したフレームのＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ヘッダに含まれるＭＤＢ（Ｍｏｒｅ　Ｄａｔａ　Ｂｉｔ）が「
０」である場合等に満たされる。
【００２７】
　例えば、受信したフレームのＶＨＴ－ＳＩＧフィールドに含まれるＮＳＴＳが「０」で
ある条件は、該当する受信装置に対応するデータ又はストリームが存在しないことを意味
する。上述した例として、ビット値は単に一実施形態として記載したものであり、その他
のビット値でも用いられる。
【００２８】
　また、受信したフレームのＭＡＣヘッダに含まれるＭＤＢが「０」である条件は、ＴＸ
ＯＰ中に送信されなければならない該当する受信装置に対応するストリームがこれ以上存
在しないこと、即ち該当する受信装置に対応するストリームの送信が完了したことを意味
する。
【００２９】
　ここで、グループＩＤ（ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）は受信装置がグループに含まれることを示
し、ＮＳＴＳフィールドは送信装置が受信装置に送信するデータがあることを示す。ＭＡ
Ｃヘッダに含まれるＭＤＢは、ＴＸＯＰ中に送信装置が受信装置にデータ送信を完了した
ことを示すために設定される。
【００３０】
　上述した条件が満たされた受信装置は、アウェイク状態からスリープ状態（又は、ドー
ズ状態）に動作状態を変更することによって、ＴＸＯＰデュレーション（ｄｕｒａｔｉｏ
ｎ）のうちの残りの時間に受信待機電力を節減することができる。ＴＸＯＰデュレーショ
ンは、送信装置が取得したチャネルに対する送信機会（ＴＸＯＰ）に対応する時間区間で
ある。
【００３１】
　例えば、ＴＸＯＰパワーセービングモード１４０で作動する受信装置は、予め設定され
た条件に応じてＴＸＯＰデュレーション中に動作状態を変更することによって、受信待機
電力及び受信装置の消費電力を節減することができる。以下、「パワーセービングモード
」はＴＸＯＰパワーセービングモード１４０を言う。
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【００３２】
　受信装置は、ＭＡＣヘッダのＶＨＴ制御フィールドを用いて端末のパワー管理モードに
ついて送信装置に通知する。例えば、パワー管理モードは、パワーセーブモード（ＰＳ　
Ｍｏｄｅ）１２０、ノン－パワーセービングモード（Ｎｏｎ－ＴＸＯＰ　ＰＳ　Ｍｏｄｅ
）１３０、又はパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）１４０である。
【００３３】
　受信装置は、受信装置がどのパワーセービングモードにあるかを示すために、制御フィ
ールドの少なくとも１つのビットを用いる。
【００３４】
　図２は、本発明の一実施形態による受信装置の通信方法を示すフローチャートである。
【００３５】
　例えば、受信装置は、アクティブモードで作動する受信装置のうちのいずれか１つの受
信装置であり、ＴＸＯＰの間、受信装置に対応するストリームは送信装置から同時に送信
される。
【００３６】
　受信装置は、自身がパワーセービングモードで作動するか否かを判断する（２１０）。
受信装置は、自身がパワーセービングモードで作動する場合、送信装置にパワー管理モー
ドをパワーセービングモードに設定したフレームを送信する（２２０）。
【００３７】
　パワー管理モードをパワーセービングモードに設定する方法として、送信装置に送信す
るフレームでパワーセービングモードの使用有無を示すフィールド（ｆｉｅｌｄ）又はビ
ット（ｂｉｔ）を一定の値に設定することを例にする。
【００３８】
　受信装置は、パワーセービングモードで作動しない場合（例えば、図１のノン－ＴＸＯ
Ｐパワーセービングモード１３０で作動しようとする場合）、動作状態をアウェイク状態
に保持する（２８０）。
【００３９】
　受信装置は、送信装置からパワーセービングモードに設定したフレームに応答したＡＣ
Ｋを受信したか否かを判断する（２３０）。
【００４０】
　ステップ２３０において送信装置からＡＣＫを受信することができない場合、受信装置
は動作状態をアウェイク状態に保持する（２８０）。受信装置は、送信装置からＡＣＫを
受信することができない場合、パワーセービングモードで動作しない場合もある。
【００４１】
　ステップ２３０において送信装置からＡＣＫを受信した受信装置は、ＴＸＯＰデュレー
ションでのパワー管理モードをパワーセービングモードに設定する（２４０）。
【００４２】
　受信装置は、送信装置からＴＸＯＰデュレーションに関連する情報を含むＴＸＯＰ設定
フレーム（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔｉｎｇ　ｆｒａｍｅ）を受信する（２５０）。
【００４３】
　例えば、ＴＸＯＰ設定フレームは、パワー管理モードをパワーセービングモードに設定
した受信装置及びパワー管理モードをパワーセービングモードに設定しなかった受信装置
の両方が復号化されるように生成される。
【００４４】
　受信装置がＴＸＯＰ設定フレームを受信する区間は、必ずしも上記の順序のように制限
されることなく、送信装置との通信を行う過程で変更され得る。
【００４５】
　ここで、受信装置は、送信装置から受信したＴＸＯＰ設定フレームに基づいて自身（こ
こでは、受信装置）が該当ストリームを受信する受信装置であるか否かを判断する。そし
て、受信装置は、判断結果に応じて送信装置にＴＸＯＰ設定フレームに対する応答フレー
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ムを送信する。
【００４６】
　受信装置は、送信装置から送信された情報に基づいて予め設定された条件が満たされる
か否かを判断する（２６０）。受信装置は、予め設定された条件が満たされるか否かを判
断することによって、受信装置の動作状態を決定する。
【００４７】
　例えば、送信装置から送信される情報は、受信装置を含むグループのグループＩＤ（Ｇ
ｒｏｕｐ　ＩＤ）、受信装置に対応するデータストリームがＴＸＯＰ中に送信装置から送
信されるか否かを示す情報、及び受信装置に送信される追加的なストリームがこれ以上存
在しないことを示す情報のうちの少なくとも１つを含む。
【００４８】
　予め設定された条件は、例えば、第１条件、第２条件、及び第３条件を含む。これらの
条件のいずれか１つを満足した場合、受信装置は、送信装置のＴＸＯＰの残りの時間中に
アウェイク状態（ａｗａｋｅ　ｓｔａｔｅ）からドーズ状態（ｄｏｚｅ　ｓｔａｔｅ）に
転換される。
【００４９】
　例えば、受信装置が受信装置の属するセル内の受信装置の集合で構成されたグループＩ
Ｄ（Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）のグループに含まれていない場合に第１条件が満たされ、受信装
置がグループＩＤのグループに含まれているが受信装置に対応するストリームがＴＸＯＰ
中に送信装置から送信されない場合に第２条件が満たされ、ＴＸＯＰの残りの時間に受信
装置に送信される追加的なストリームがこれ以上存在しないことを示す指示子を受信した
場合に第３条件が満たされる。
【００５０】
　ここで、送信装置はＴＸＯＰ中に受信装置にデータストリームを送信し、送信装置が受
信装置にデータストリームの送信を完了した時に、送信装置は受信装置に指示子（ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）を用いて送信が完了したことを通知する。これによって、受信装置はＴＸ
ＯＰの残りの時間中にスリープ状態に進入（ｅｎｔｅｒ）する。
【００５１】
　受信装置は、送信装置から送信された各フレームに含まれるイネーブリングビット（ｅ
ｎａｂｌｉｎｇ　ｂｉｔ）を用いて上述の第１条件及び第２条件に基づいて受信装置の動
作状態を変更するか否かを選択的に決定する。
【００５２】
　ステップ２６０において、受信装置は、送信装置から送信された情報に基づいて予め設
定された条件が満たされた場合、受信装置の動作状態をアウェイク状態からスリープ状態
に変更する（２７０）。受信装置は、ＴＸＯＰの残りの時間にスリープ状態を保持するこ
とによって、受信待機電力及びデータ受信のための電力消耗を減らすことができる。
【００５３】
　ステップ２６０において予め設定された条件が満たされない場合、受信装置はＴＸＯＰ
中の動作状態をアウェイク状態に保持する（２８０）。
【００５４】
　図３は、本発明の一実施形態による送信装置の通信方法を示すフローチャートである。
【００５５】
　送信装置は、パワー管理モードとしてアクティブモードを有する受信装置のうち、パワ
ーセービングモードで作動しようとする受信装置からパワー管理モードがパワーセービン
グモードに設定されたフレームを受信する（３１０）。
【００５６】
　送信装置は、受信装置にパワーセービングモードに設定されたフレームに応答するＡＣ
Ｋを送信する（３２０）。
【００５７】
　送信装置は、チャネルに対する送信機会（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏｐｐｏｒｔｕ



(8) JP 6148700 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

ｎｉｔｙ：ＴＸＯＰ）を取得する（３３０）。
【００５８】
　送信装置は、パワー管理モードとしてアクティブモードを有する受信装置に対応するス
トリームを保持する（３４０）。
【００５９】
　送信装置は、受信装置のそれぞれの動作状態を決定するために用いられる情報を送信す
る（３５０）。
【００６０】
　例えば、受信装置のそれぞれの動作状態を決定するために受信装置で用いられる情報は
、送信装置がデータを送信するセルに対応する受信装置のそれぞれを含むグループのグル
ープＩＤ、受信装置のそれぞれに対応するストリームがＴＸＯＰ中に送信装置から送信さ
れるか否かを示す情報、及びＴＸＯＰ中に受信装置に送信される追加的なストリームが存
在するか否かを示す情報のうちの少なくとも１つを含む。
【００６１】
　送信装置は、ＴＸＯＰ中に受信装置のうちの少なくとも１つにストリームを同時に送信
する（３６０）。
【００６２】
　ここで、「同時に」送信するという意味は、空間的（ｐａｔｉａｌ）に同時に送信する
か、又は多重ユーザによるＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　ｏｕｔｐｕｔ）通信を用いることを意味し、少なくとも１つの端末のそれぞれに対応す
るストリームの送信が必ずしも同時に始まって同時に終わることを意味するものではない
。
【００６３】
　送信装置は、動作状態を決定するために用いられる情報に基づいて予め設定された条件
を満たす受信装置がＴＸＯＰデュレーションのうちの残りの時間に動作状態をスリープ状
態に保持するように、受信装置に対応するストリームを送信しないこともある。
【００６４】
　例えば、動作状態を決定するために用いられる情報及びストリームは同一のフレーム内
に含まれる。
【００６５】
　予め設定された条件は、例えば、第１条件、第２条件、及び第３条件を含み、受信装置
が、受信装置が属するセル内の受信装置の集合で構成されたグループＩＤのグループに含
まれていない場合に第１条件が満たされ、受信装置がグループＩＤのグループに含まれて
いるが、受信装置に対応するストリームがＴＸＯＰ中に送信装置から送信されない場合に
第２条件が満たされ、ＴＸＯＰの残りの区間に受信装置に送信される追加的なストリーム
がこれ以上存在しないことを示す指示子を受信した場合に第３条件が満たされる。
【００６６】
　グループＩＤのグループは、受信装置が属するセル内の受信装置の集合で構成される。
【００６７】
　送信装置は、受信装置が上述の第１条件及び第２条件に基づいて動作状態を変更するか
否かを選択的に決定するイネーブリングビット（ｅｎａｂｌｉｎｇ　ｂｉｔ）が含まれる
フレームを送信する。
【００６８】
　送信装置は、ＴＸＯＰ中に受信装置に送信される追加的なストリームがこれ以上存在し
ないことを示す指示子を生成する（３７０）。
【００６９】
　例えば、ステップ３７０において、送信装置は、受信装置に送信されるパケットのプリ
アンブル又は受信装置に送信されるＭＡＣフレームのヘッダを用いて、受信装置に送信さ
れる追加的なストリームがこれ以上存在しないことを示す指示子を生成する。指示子は、
例えば、ＭＡＣヘッダのＭＤＢ（Ｍｏｒｅ　Ｄａｔａ　Ｂｉｔ）である。
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【００７０】
　送信装置は、ＴＸＯＰデュレーションの残りの時間に受信装置に送信するストリームを
バッファリングする（３８０）。
【００７１】
　例えば、ＴＸＯＰは予想外の様々な理由によって突然中断することがあり、受信装置は
中断されたＴＸＯＰの残りの時間で未だスリープ状態にある。従って、送信装置は受信装
置に送信しなければならないデータをバッファする。
【００７２】
　例えば、受信装置がパワーセービングモードで作動しようとする場合、受信装置は、送
信装置に、パワー管理モードがパワーセービングモードに設定されたフレームを送信する
。送信装置は、フレームに応答して受信装置にＡＣＫを送信する。
【００７３】
　これに応答して、送信装置は、受信装置に、グループＩＤ（Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）、受信
装置のためのデータストリームが存在するか否か、及び受信装置のための追加的なデータ
ストリームが存在するか否かのようなＴＸＯＰに関する情報を送信する。
【００７４】
　受信装置は、この情報に基づいて予め決定された条件が満たされるか否かを決定する。
ここで、この情報は送信装置から送信されるため、送信装置もまた受信装置のそれぞれで
予め決定された条件が満たされるか否かが分かる。
【００７５】
　従って、受信装置は、受信装置がスリープ状態に進入するという追加情報を送信しなく
ても、送信装置は受信装置がスリープ状態に進入することを認識することができる。
【００７６】
　図４は、本発明の一実施形態による受信装置がパワー管理モードをパワーセービングモ
ード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）に設定する図である。
【００７７】
　以下、ＳＴＡは、例えば、受信装置、端末、或いはステーション（ｓｔａｔｉｏｎ）な
どであり、ＡＰは、例えば、送信装置、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）
などである。
【００７８】
　パワーセービングモードで作動しようとするＳＴＡ１（４０３）は、ＡＰ１（４０１）
にパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）を「１」に設定したフレーム４
１１を送信する。ここで、パワーセービングモードを「１」に設定することは、該当する
ＳＴＡが自身のパワー管理モードをパワーセービングモードに設定することを意味する。
【００７９】
　該当するＳＴＡは、ＳＴＡがパワーセービングモードで作動することを示すＳＴＡのパ
ワー管理モードを設定するために、例えばアソシエーション要求フレーム（ａｓｓｏｃｉ
ａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｒａｍｅ）の性能／サポート（ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅ
ｓ／ｓｕｐｐｏｒｔ）フィールドを用いる。
【００８０】
　ＳＴＡ１（４０３）は、ＡＰ１（４０１）から該当するフレーム（ここでは、フレーム
４１１）に応答したＡＣＫ４１３を受信する。
【００８１】
　ＳＴＡ１（４０３）は、ＡＣＫ４１３を受信した後、パワーセービングモードで作動す
る。
【００８２】
　ＳＴＡ２（４０５）も同様に、パワーセービングモードが「１」に設定されたフレーム
４１５をＡＰ１（４０１）に送信し、ＡＰ１（４０１）からＡＣＫ４１７を受信した後に
パワーセービングモードで作動する。
【００８３】
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　ＳＴＡ１（４０３）及びＳＴＡ２（４０５）は、パワーセービングモード設定（ＴＸＯ
Ｐ　ＰＳ　ｍｏｄｅ　ｓｅｔｔｉｎｇ）区間４１０で、ＡＰ１（４０１）と上述した動作
を行ってパワーセービングモードで作動するように設定する。
【００８４】
　その後、ＡＰ１（４０１）とＳＴＡ１（４０３）、ＳＴＡ２（４０５）は、ＴＸＯＰデ
ュレーション設定（ＴＸＯＰ　ｄｕｒａｔｉｏｎ　ｓｅｔｔｉｎｇ）区間４３０で、ＲＴ
Ｓ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｓｅｎｄ：送信要求）フレーム４３１とＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ
　Ｔｏ　Ｓｅｎｄ：送信確認）フレーム４３３を用いてＴＸＯＰデュレーション４５０を
設定する。
【００８５】
　ＴＸＯＰデュレーション設定区間４３０は、後述するＴＸＯＰ設定区間（ＴＸＯＰ　ｓ
ｅｔｔｉｎｇ　ｐｅｒｉｏｄ）である。
【００８６】
　ＲＴＳフレーム４３１とＣＴＳフレーム４３３は、隠れノード問題（ｈｉｄｄｅｎ　ｎ
ｏｄｅ　ｉｓｓｕｅ）として知られたフレーム衝突を防ぐために用いられる。データ送信
を所望するノード（ここでは、ＡＰ１（４０１））がＲＴＳフレーム４３１を送信するこ
とによってプロセスが始まる。送受信中である他の信号がなくて送信が可能な無線環境の
場合、目的地ノード（ここでは、ＳＴＡ１（４０３））は、この信号に対してＣＴＳフレ
ーム４３３を送って応答する。
【００８７】
　ＲＴＳフレーム４３１又はＣＴＳフレーム４３３を受信した他の全てのノードは、所定
時間中のデータ送信を制限することによって隠れノードの問題を解決することができる。
送信を制限する所定時間はそれぞれＲＴＳフレーム４３１とＣＴＳフレーム４３３内に含
まれる。
【００８８】
　図５は、本発明の一実施形態によるＴＸＯＰデュレーション中のフレーム送受信を示す
図である。
【００８９】
　図５を参照すると、いずれか１つのセル又はＢＳＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓ
ｅｔ）内には、ＡＰ１（５０１）と６個のＳＴＡ、例えばＳＴＡ１（５０３）、ＳＴＡ２
（５０５）、ＳＴＡ３（５０７）、ＳＴＡ４（５０９）、ＳＴＡ５（５１１）、及びＳＴ
Ａ６（５１３）が存在し、各ＳＴＡは下記の表１の通りである。
【００９０】
【表１】

 
【００９１】
　表１を参照すると、６個のＳＴＡのうちのＳＴＡ１（５０３）、ＳＴＡ２（５０５）、
及びＳＴＡ３（５０７）は、パワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）にあ
る端末である。
【００９２】
　この例で、ＡＰ１（５０１）は、ＳＴＡ１（５０３）、ＳＴＡ２（５０５）、ＳＴＡ４
（５０９）、ＳＴＡ５（５１１）、及びＳＴＡ６（５１３）に送信するデータがある。
【００９３】
　図５を参照すると、フレーム１（５２０）は、プリアンブル５２１に含まれるグループ
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ＩＤ（Ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）のグループに、全てのＳＴＡ（ＳＴＡ１～ＳＴＡ６）を含む。
従って、フレーム１（５２０）を受信した後、第１条件はいかなるＳＴＡに対しても満た
されずスリープ状態にならない。
【００９４】
　フレーム１（５２０）は、ＳＴＡ１（５０３）とＳＴＡ４（５０９）に送信されるデー
タ５２３、５２５を含み、ＳＴＡ１（５０３）のＭＤＢは「０」に設定される。
【００９５】
　ＳＴＡ１（５０３）のＭＤＢが「０」に設定されることは、フレーム１（５２０）の後
にＡＰ１（５０１）からＳＴＡ１（５０３）に追加的に送信されるデータがないことを示
す。従って、ＳＴＡ１（５０３）は、ＡＰ１（５０１）でＢｌｏｃｋ　Ａｃｋ（ＢＡ）５
９０を送信した後にＴＸＯＰの最後までパワーセービングモードで作動することによって
待機電力の消耗を減らすことができる。パワーセービング状態の一例として、スリープ状
態又はドーズ状態が挙げられる。
【００９６】
　ＳＴＡ１（５０３）は、ＭＤＢにより該当ストリームの受信を終了した後、又は該当ス
トリームに対するブロックＡＣＫ（Ｂｌｏｃｋ　ＡＣＫ）を送信した後、ＴＸＯＰデュレ
ーションの残りの時間にＳＴＡ１（５０３）の動作状態をスリープ状態に保持する。
【００９７】
　フレーム２（５４０）は、プリアンブル５４１に含まれるグループＩＤのグループにＳ
ＴＡ２（５０５）、ＳＴＡ３（５０７）、ＳＴＡ４（５０９）を含み、ＳＴＡ２（５０５
）とＳＴＡ４（５０９）に送信されるデータ５４３、５４５を含む。
【００９８】
　パワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）にあるＳＴＡ３（５０７）の場
合、たとえＡＰ１（５０１）から受信するデータがなくても、グループＩＤのグループに
含まれているためスリープ状態になれない。即ち、図５に示す実施形態において、ＳＴＡ
は、第１及び第３条件を考慮するが、第２条件は考慮しない。
【００９９】
　ＳＴＡ２（５０５）は、フレーム２（５４０）でＭＤＢが「１」であるため、依然とし
てアウェイク状態に留まる。
【０１００】
　ＳＴＡ４（５０９）は、フレーム２（５４０）でＭＤＢが「０」であるが、パワーセー
ビングモードを使用しないＳＴＡである。従って、ＳＴＡ４（５０９）は、ＡＰ１（５０
１）にフレーム１（５２０）とフレーム２（５４０）に応答するＢＡ５９３、５９４を送
信した後にもパワーセービングを行うことなく、継続してアウェイク状態に留まる。
【０１０１】
　フレーム３（５６０）は、プリアンブル５６１に含まれるグループＩＤのグループにＳ
ＴＡ２（５０５）とＳＴＡ５（５１１）のＩＤを含み、ＳＴＡ２（５０５）とＳＴＡ５（
５１１）に送信されるデータ５６３、５６５を含む。
【０１０２】
　パワーセービングモードで動作中であるＳＴＡ３（５０７）は、フレーム４（５８０）
のグループＩＤのグループに含まれているため、ＴＸＯＰの残りの時間の間パワーセービ
ングモードで作動する。
【０１０３】
　図５の例で、パワーセービングモードで作動するということはスリープ状態に留まるこ
とを意味する。
【０１０４】
　ＳＴＡ２（５０５）の場合、フレーム３（５６０）でＭＤＢが「０」であるため、デー
タ受信の後にＴＸＯＰデュレーションの残りの時間の間スリープ状態を保持する。
【０１０５】
　フレーム４（５８０）は、プリアンブル５８１に含まれるグループＩＤのグループにＳ
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ＴＡ５（５１１）とＳＴＡ６（５１３）のＩＤを含み、ＳＴＡ５（５１１）とＳＴＡ６（
５１３）に送信されるデータ５２３、５２５を含む。フレーム４（５８０）は、ＳＴＡ３
（５０７）も含むが、ＳＴＡ３（５０７）は、既にスリープ状態にあるため、ＴＸＯＰデ
ュレーションの間継続してスリープ状態を維持する。
【０１０６】
　ＳＴＡ５（５１１）及びＳＴＡ６（５１３）は、フレーム４（５８０）を受信し、ＡＰ
１（５０１）にＢＡ５９６、５９７を送信する。
【０１０７】
　ＡＰ１（５０１）は、送信されるフレームのグループＩＤのグループ内のいかなるＳＴ
Ａを含んでもよい。しかし、既にスリープ状態にあるＳＴＡは該当フレームを受信するこ
とができない。従って、ＡＰ１（５０１）は該当するＳＴＡがスリープ状態にある間に送
信されるデータをバッファリングする。
【０１０８】
　図６は、本発明の一実施形態によるＴＸＯＰ設定フレーム（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔｉｎｇ
　ｆｒａｍｅ）及びＴＸＯＰデュレーションを示す図である。
【０１０９】
　図６を参照すると、ＡＰ１（６０１）はＴＸＯＰ設定区間（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔｉｎｇ
　ｐｅｒｉｏｄ）６１０中にＴＸＯＰ設定フレーム（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔｉｎｇ　ｆｒａ
ｍｅ）６２０を送信してチャネルに対する送信機会（ＴＸＯＰ）に対応する時間区間、即
ちＴＸＯＰデュレーション６３０を設定する。
【０１１０】
　ＴＸＯＰ設定フレーム６２０は、送信機会（ＴＸＯＰ）に対応する時間区間、即ちＴＸ
ＯＰデュレーション６３０を設定するために用いられる情報を含む。ＴＸＯＰ設定フレー
ム６２０は、セル或いはＢＳＳ内の全てのＳＴＡ（例えば、パワー管理モードをパワーセ
ービングモードに設定した受信装置及びパワー管理モードをパワーセービングモードに設
定していない受信装置）が分かる形態で送信される。
【０１１１】
　例えば、ＴＸＯＰ設定フレーム６２０は、多重ユーザプリコーディング（ｐｒｅ－ｃｏ
ｄｉｎｇ）方式などを適用せず、スリープ状態にあるＳＴＡのみならずセル内の全てのＳ
ＴＡが該当フレームを復号化できるように生成される。
【０１１２】
　ＴＸＯＰ設定フレーム６２０は、パワーセービングモードに対する適用可否、又は該当
ＴＸＯＰデュレーション６３０中にフレームの送信対象となるターゲット受信グループの
情報を含む。ここで、ターゲット受信グループの情報は、同一のグループＩＤを有する特
定グループ及びその特定グループに属するＳＴＡに関する情報である。
【０１１３】
　ＴＸＯＰ設定フレーム６２０がターゲット受信グループの情報を含む場合、該当受信グ
ループに含まれていないＳＴＡはＴＸＯＰ設定フレーム６２０の後からＴＸＯＰデュレー
ション３３０の最後までスリープ状態を保持する。
【０１１４】
　ターゲット受信グループに属する１つのＳＴＡ或いは１つ以上のＳＴＡは、ＴＸＯＰ設
定フレーム６２０に対して応答フレーム（Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｒａｍｅ）６６０を送信
する。例えば、応答フレーム６６０は、ＴＸＯＰ設定フレーム６２０に含まれる内容の一
部或いは全体を含む。
【０１１５】
　これによって、ＴＸＯＰ設定フレーム６２０を受信することができない隠れノード（ｈ
ｉｄｄｅｎ　ｎｏｄｅ）も、ＴＸＯＰ設定ができるようになる。１つ以上のＳＴＡが応答
フレーム６６０を送信する場合、１つ以上のＳＴＡは予め定義された順序と方法によって
応答フレーム６６０を送信し、そうではない場合に該当情報はＴＸＯＰ設定フレーム６２
０に含まれる。
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【０１１６】
　ＴＸＯＰ設定区間（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔｉｎｇ　ｐｅｒｉｏｄ）６１０は、チャネルに
対する送信機会（ＴＸＯＰ）に対応する時間区間（例えば、ＴＸＯＰデュレーション６３
０）を設定するために用いられる。
【０１１７】
　一例として、ＴＸＯＰデュレーション６３０を設定するためのＴＸＯＰ設定区間６１０
の間に、ＡＰ１（６０１）は、セル内のＳＴＡ１（６０３）、ＳＴＡ２（６０５）、ＳＴ
Ａ３（６０７）、及びＳＴＡ４（６０９）にＴＸＯＰ設定フレーム（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔ
ｉｎｇ　ｆｒａｍｅ）６２０を送信する。
【０１１８】
　ＴＸＯＰ設定フレーム６２０は、該当する受信装置がＴＸＯＰデュレーション６３０中
に該当ストリームを受信するか、或いはパワーセービングモードで作動するために用いら
れる。
【０１１９】
　例えば、ＴＸＯＰ設定フレーム６２０は、プリアンブル６２１、Ｌ－ＳＩＧ（Ｌｅｇａ
ｃｙ　ＳＩＧｎａｌ　ｆｉｅｌｄ）６２３、及びＴＸＯＰデュレーション６３０を設定す
るためのＴＸＯＰ設定情報６２５を含む。
【０１２０】
　ＳＴＡ１（６０３）、ＳＴＡ２（６０５）、ＳＴＡ３（６０７）、及びＳＴＡ４（６０
９）の各々は、ＴＸＯＰ設定情報６２５に基づいて、チャネルに対するＴＸＯＰに対応す
る時間区間を設定する。
【０１２１】
　この例で、ＡＰ１（６０１）からデータを受信するＳＴＡ１（６０３）、ＳＴＡ２（６
０５）、及びＳＴＡ３（６０７）は、ＴＸＯＰデュレーション６３０中に無線チャネルに
アクセスしてＡＰ１（６０１）からパケット又はフレームを受信する。
【０１２２】
　しかし、ＡＰ１（６０１）からデータを受信しないＳＴＡ４（６０９）は、ＴＸＯＰデ
ュレーション６３０中に無線チャネルにアクセスしない。
【０１２３】
　ＴＸＯＰ設定情報６２５は、ＳＴＡ１（６０３）、ＳＴＡ２（６０５）、ＳＴＡ３（６
０７）、及びＳＴＡ４（６０９）のうちのＡＰ１（６０１）からデータを受信するＳＴＡ
のグループに関する情報を含む。
【０１２４】
　ＳＴＡ１（６０３）、ＳＴＡ２（６０５）、ＳＴＡ３（６０７）、及びＳＴＡ４（６０
９）の各々は、ＴＸＯＰ設定情報６２５に基づいてＴＸＯＰデュレーション６３０を設定
する。ＴＸＯＰデュレーション６３０中に、データ送信は、ＡＰ１（６０１）とＳＴＡ１
（６０３）、ＳＴＡ２（６０５）、ＳＴＡ３（６０７）、及びＳＴＡ２（６０９）との間
で、図５を参照して上述した方法と同様の方法を用いて行なわれる。
【０１２５】
　ＡＰ１（６０１）からデータを受信するＳＴＡ１（６０３）は、ＴＸＯＰ設定情報６２
５に対する応答フレーム６６０をＡＰ１（６０１）に送信する。ＴＸＯＰ設定情報６２５
に対する応答フレーム６６０は、複数のＡＰのカバレッジが互いに重なる場合、ＳＴＡ１
（６０３）、ＳＴＡ２（６０５）、ＳＴＡ３（６０７）、及びＳＴＡ４（６０９）の混信
を防止する。
【０１２６】
　図７は、本発明の一実施形態による受信装置を示す図である。
【０１２７】
　図７を参照すると、受信装置７００は、データを送信する送信部７１０、受信装置７０
０の動作を制御する制御部７２０、及びデータを受信する受信部７３０を備える。
【０１２８】
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　受信装置７００は、送信装置のＴＸＯＰ中に作動するパワー管理モードを決定すること
ができる。例えば、パワー管理モードは、少なくとも１つのノン－パワーセービングモー
ド（ｎｏｎ－ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）及びパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ
　ｍｏｄｅ）を含む。
【０１２９】
　制御部７２０は、受信装置７００がパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄ
ｅ）又はノン－パワーセービングモード（ｎｏｎ－ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）で作動す
るかを決定する。
【０１３０】
　受信装置がパワーセービングモードで作動するとの決定に応答して、制御部７２０は、
パワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）で作動しようとする受信装置７０
０を示すフレームのパワー管理フィールドを設定する。
【０１３１】
　例えば、このフレームはアソシエーション要求フレームであり、制御部７２０は、受信
装置がパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）又はノン－パワーセービン
グモード（ｎｏｎ－ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）で作動しようとするかを示すアソシエー
ション要求フレームの性能／サポート（ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ／ｓｕｐｐｏｒｔ）フ
ィールドを設定する。
【０１３２】
　送信部７１０は、受信装置７００がパワーセービングモード又はノン－パワーセービン
グモードで作動しようとするかを示すフレームを送信装置に送信する。
【０１３３】
　受信装置７００からのフレームの受信に応答して、送信装置は、受信装置７００にａｃ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ（ＡＣＫ）を送信する。
【０１３４】
　受信部７３０は、送信部７１０から送信されたアソシエーション要求フレームに応答し
て送信装置からＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）を受信する。
【０１３５】
　受信部７３０による送信装置からのＡＣＫ受信に応答して、制御部７２０は、受信装置
７００のパワー管理モードをパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）に設
定する。そして、受信部７３０が送信装置からＡＣＫを受信しない場合、制御部７２０は
、受信装置のパワー管理モードをノン－パワーセービングモード（ｎｏｎ－ＴＸＯＰ　Ｐ
Ｓ　ｍｏｄｅ）に設定する。
【０１３６】
　図８は、本発明の一実施形態による送信装置を示す図である。
【０１３７】
　図８を参照すると、送信装置８００は、データを受信する受信部８１０、送信装置８０
０を制御する制御部８２０、及びデータを送信する送信部８３０を備える。
【０１３８】
　送信装置８００は、ＴＸＯＰ中に少なくとも１つの端末にデータを送信する。
【０１３９】
　受信部８１０は、パワー管理モードがパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏ
ｄｅ）に設定されたフレームを受信する。
【０１４０】
　例えば、受信部８１０は送信装置からフレームを受信する。
【０１４１】
　このフレームはアソシエーション要求フレームであり、アソシエーション要求フレーム
の性能／サポート（ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ／ｓｕｐｐｏｒｔ）フィールドは、受信装
置がパワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ）で作動しようとすることを示
すために設定される。
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【０１４２】
　制御部８２０は、送信装置８００がパワーセービングモードをサポートすることが可能
か否かを決定する。
【０１４３】
　送信装置８００によるパワーセービングモードのサポート可能の決定に応答して、送信
部８３０は受信装置にＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信
する。
【０１４４】
　上記図１～図６を参照して記述した実施形態は、図７及び図８に記述した受信装置７０
０及び送信装置８００に同様に適用でき、これによりその他の説明は省略する。
【０１４５】
　上述した方法は、多様なコンピュータ手段によって実行が可能なプログラム命令形態で
具現され、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録することができる。コンピュータ
読み取り可能な記録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独又
は組み合わせて含んでもよい。記録媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のために
特別に設計されて構成されたものや、コンピュータソフトウェア当業者に公知されて使用
可能なものであってもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体の例としては、ハード
ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体、フロプティカルディスク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄ
ｉｓｋ）のような磁気－光媒体、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどのようなプ
ログラム命令を格納して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。
プログラム命令の例としては、コンパイラによって生成されるような機械語コードだけで
なく、インタープリタなどを使用してコンピュータによって実行される高級言語コードを
含む。上述したハードウェア装置は、本発明の動作を実行するために１つ以上のソフトウ
ェアモジュールとして作動するように構成されてもよく、その逆も同様である。
【０１４６】
　上述したように、本発明は限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は上
述した実施形態に限定されるものではなく、本発明が属する分野において通常の知識を有
する者であれば、このような記載から多様な修正及び変形が可能である。従って、本発明
の範囲は説明した実施形態に限定されて定められてはならず、特許請求の範囲だけでなく
、特許請求の範囲と均等なものによって定められなければならない。
【符号の説明】
【０１４７】
　１１０　　アクティブモード（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍｏｄｅ）
　１２０　　パワーセーブモード（ＰＳ　Ｍｏｄｅ）
　１３０　　ノン－（ＴＸＯＰ）パワーセービングモード（Ｎｏｎ－ＴＸＯＰ　ＰＳ　Ｍ
ｏｄｅ）
　１４０　　（ＴＸＯＰ）パワーセービングモード（ＴＸＯＰ　ＰＳ　Ｍｏｄｅ）
　１５０　　アウェイク状態（Ａｗａｋｅ　ｓｔａｔｅ）
　１６０　　ドーズ状態（Ｄｏｚｅ　ｓｔａｔｅ）
　４０１、６０１　　ＡＰ１
　４０３、５０３、６０３　　ＳＴＡ１
　４０５、５０５、６０５　　ＳＴＡ２
　４１０　　パワーセービングモード設定（ＴＸＯＰ　ＰＳ　ｍｏｄｅ　ｓｅｔｔｉｎｇ
）区間
　４３０　　ＴＸＯＰデュレーション設定（ＴＸＯＰ　ｄｕｒａｔｉｏｎ　ｓｅｔｔｉｎ
ｇ）区間
　４５０、６３０　　ＴＸＯＰデュレーション（ＴＸＯＰ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）
　５０７、６０７　　ＳＴＡ３
　５０９、６０９　　ＳＴＡ４
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　５１１　　ＳＴＡ５
　５１３　　ＳＴＡ６
　６１０　　ＴＸＯ設定区間（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔｉｎｇ　ｐｅｒｉｏｄ）
　６２０　　ＴＸＯＰ設定フレーム（ＴＸＯＰ　ｓｅｔｔｉｎｇ　ｆｒａｍｅ）
　７００　　受信装置
　７１０、８３０　　送信部
　７２０、８２０　　制御部
　７３０、８１０　　受信部
　８００　　送信装置
 

【図１】 【図２】
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