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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間でインフラストラクチャモード
無線接続を構築し、且つ、前記無線クライアントとの間でダイレクトリンクセットアップ
モード無線接続（ＤＬＳモード無線接続）を構築するクライアントステーションの通信回
路と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つに基づいて、前記無線クライアントとの通信について、インフラストラ
クチャモードまたはＤＬＳモードのいずれかを選択し、前記ＤＬＳモードが選択された場
合に前記クライアントステーションが省電力モードに入るように制御するクライアントス
テーションの制御回路と
　を備え、
　前記通信回路は、前記選択されたモードを用いて、前記無線クライアントとの間でデー
タフレームをやり取りし、
　前記制御回路は、前記無線アクセスポイントによって送信されたビーコン信号から受信
した共通タイマ同期関数（ＴＳＦ）に基づいて、通信スケジュールを直接取り決め、
　前記制御回路は、前記クライアントステーションが省電力モードに入るように制御して
、
　前記通信回路は、前記クライアントステーションが前記省電力モードにある間は、前記
無線アクセスポイントから前記ビーコン信号を受信して、



(2) JP 4921558 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

　Ｎが０より大きい数である場合に、Ｎ個のビーコン毎に、前記制御回路は、前記クライ
アントステーションが前記省電力モードを離脱するように制御して、前記通信回路は続い
て、前記ＤＬＳモードが選択されると前記ＤＬＳモード無線接続を用いて前記無線クライ
アントと通信し、前記制御回路は続いて、前記通信スケジュールに基づいて、前記クライ
アントステーションが前記省電力モードに再び入るように制御する、
　クライアントステーション。
【請求項２】
　前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、
　前記ビーコン信号を受信し、
　前記クライアントステーションが前記省電力モードを離脱するように前記制御回路が制
御すると、前記省電力モードを離脱し、
　前記クライアントステーションが前記省電力モードに入るように前記制御回路が制御す
ると、前記省電力モードに入る
　請求項１に記載のクライアントステーション。
【請求項３】
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントに対して、前記クライアントステーション
が前記省電力モードに入ることを通知するメッセージを送信する
　請求項１に記載のクライアントステーション。
【請求項４】
　無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間でインフラストラクチャモード
無線接続を構築し、且つ、前記無線クライアントとの間でダイレクトリンクセットアップ
モード無線接続（ＤＬＳモード無線接続）を構築するクライアントステーションの通信回
路と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つに基づいて、前記無線クライアントとの通信について、インフラストラ
クチャモードまたはＤＬＳモードのいずれかを選択し、前記ＤＬＳモードが選択された場
合に前記クライアントステーションが省電力モードに入るように制御するクライアントス
テーションの制御回路と
　を備え、
　前記通信回路は、前記選択されたモードを用いて、前記無線クライアントとの間でデー
タフレームをやり取りし、
　前記制御回路は、前記無線アクセスポイントによって送信されたビーコン信号から受信
した共通タイマ同期関数（ＴＳＦ）に基づいて、通信スケジュールを直接取り決め、
　前記通信回路および前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、前記
無線アクセスポイントからビーコン信号を受信し、
　前記通信スケジュールに基づいて、前記制御回路は、前記クライアントステーションが
前記省電力モードを離脱するように制御して、前記通信回路は続いて、前記無線クライア
ントとの間で前記ＤＬＳモード無線接続を構築し、
　前記通信スケジュールに基づいて、前記無線クライアントは前記省電力モードを離脱し
、前記クライアントステーションとの間でＤＬＳ接続を構築する
　クライアントステーション。
【請求項５】
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントに対して、前記クライアントステーション
が前記省電力モードに入ることを通知するメッセージを送信する
　請求項４に記載のクライアントステーション。
【請求項６】
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つは、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のサービス
の品質と、
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　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の電力消費
と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の受信信号
強度と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続を介したフ
レーム送信に必要な時間と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の最高デー
タレートと、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のパケット
ロス率と
　から成る群のうち少なくとも１つを含む
　請求項１から５のいずれか１項に記載のクライアントステーション。
【請求項７】
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントから、前記無線クライアントのメディアア
クセス制御（ＭＡＣ）アドレスを特定するメッセージを受信し、
　前記制御回路は、前記メッセージに基づいて前記無線クライアントを特定する
　請求項１から６のいずれか１項に記載のクライアントステーション。
【請求項８】
　前記メッセージは、前記無線クライアントが前記ＤＬＳモード無線接続を構築する機能
を持つかどうかを示す
　請求項７に記載のクライアントステーション。
【請求項９】
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントから前記メッセージを受信する前に、前記
無線アクセスポイントに対して、前記クライアントステーションがサポートする１以上の
データストリームタイプを特定する別のメッセージを送信し、
　前記無線アクセスポイントから受信する前記メッセージは、前記クライアントステーシ
ョンがサポートする前記１以上のデータストリームタイプを前記無線クライアントがサポ
ートする場合に、前記無線クライアントを特定する
　請求項７に記載のクライアントステーション。
【請求項１０】
　前記制御回路は、前記無線アクセスポイントが送信するフレームに含まれるデスティネ
ーションメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスをまとめることによって、前記無線ク
ライアントを特定する
　請求項１から９のいずれか１項に記載のクライアントステーション。
【請求項１１】
　前記制御回路は、前記無線クライアントについて前記ＤＬＳモードを選択した後、ある
イベントに応じて前記無線クライアントについて前記インフラストラクチャモードを選択
する
　請求項１から１０のいずれか１項に記載のクライアントステーション。
【請求項１２】
　前記イベントは、
　前記無線クライアントとの前記ＤＬＳモード無線接続の受信信号強度が予め定められる
しきい値を下回ることと、
　前記制御回路が、予め定められる間隔の間に、前記無線クライアント宛てのフレームを
検出しないことと
　から成る群から選択される
　請求項１１に記載のクライアントステーション。
【請求項１３】
　前記制御回路は、前記無線クライアントについて近接度情報を決定し、前記近接度情報
に基づいて、前記ＤＬＳモード無線接続について前記無線クライアントを選択する
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　請求項１から１２のいずれか１項に記載のクライアントステーション。
【請求項１４】
　前記通信回路は、第１のチャネルで前記インフラストラクチャモード無線接続を構築し
、
　前記通信回路は、第２のチャネルで前記ＤＬＳモード無線接続を構築し、
　前記制御回路は、前記ＤＬＳモードを選択する場合には、前記第２のチャネルを選択す
る
　請求項１から１３のいずれか１項に記載のクライアントステーション。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してデータ通信に関し、特にＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク
）用のＤＬＳ（ダイレクトリンクセットアップ）メカニズムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）は、電子機器間でのデータ通信方法とし
て多用されるようになっている。ＷＬＡＮは、無線クライアントと呼ばれる電子機器間で
無線アクセスポイントがデータを中継するモードである、インフラストラクチャモードで
機能することが多い。インフラストラクチャモードにおける２つの無線クライアント間で
の各通信では、送信を順次２回行う必要がある。つまり、送り手側無線クライアントから
無線アクセスポイントまでと、無線アクセスポイントから受け手側無線クライアントまで
である。これら２つの無線クライアント間に直接（ダイレクト）リンクを設けることが好
ましい場合が多い。
【０００３】
　この機能は、ＩＥＥＥ（米国電気電子学会）規格８０２．１１ｅに記載されているＤＬ
Ｓ（ダイレクトリンクセットアップ）によって実現される。図１は、接続１０６Ａおよび
１０６Ｂを介してインフラストラクチャモードで２つの無線クライアント１０４Ａおよび
１０４Ｂの間でトラフィックを受け渡す無線アクセスポイント１０２を備える、従来のＩ
ＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮ１００を示す図である。無線クライアント１０４Ａおよび１
０４Ｂは、ＤＬＳによって、直接接続１０８を構築することができるようになる。しかし
、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅ規格に記載されているＤＬＳには、課題がいくつかある。
【０００４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｅ規格では、無線クライアントが、所属するベーシックサービス
セット（ＢＳＳ）ではＤＬＳ用に同じチャネルを用いる必要がある。このような要件は、
ほかのチャネルが利用可能な状態であれば、不要な制限である。さらに、ＩＥＥＥ８０２
．１１ｅ規格のＤＬＳでは、レガシー省電力および自動省電力配信（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｐｏｗｅｒ　Ｓａｖｅ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ：ＡＰＳＤ）を明確にディセーブルしており
、この結果、ＤＬＳモードで動作する無線クライアントについて電力消費が大きくなって
しまう。また、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅ規格のＤＬＳでは、ＤＬＳセッションを開始／解
除するための正確な条件またはＤＬＳセッションにおいて使用される動作パラメータが定
義されていない。さらに、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅ規格のＤＬＳでは、ほかのトラフィッ
クソースからの干渉を緩和するべくＤＬＳデータ転送において使用される具体的な保護メ
カニズムが規定されていない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、一側面において、無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間で
インフラストラクチャモード無線接続を構築し、且つ、無線クライアントとの間でダイレ
クトリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード無線接続を構築する通信回路と、インフラスト
ラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無線接続の特性のうち少なくとも１つに基づ
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いて、無線クライアントとの通信について、インフラストラクチャモードまたはＤＬＳモ
ードのいずれかを選択する制御回路とを備え、通信回路は、選択されたモードを用いて、
無線クライアントとの間でデータフレームをやり取りする装置を特徴とする。
【０００６】
　一部の実施形態によると、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無
線接続の特性のうち少なくとも１つは、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続のサービスの品質と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続の電力消費と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモー
ド無線接続の受信信号強度と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード
無線接続を介したフレーム送信に必要な時間と、インフラストラクチャモード無線接続お
よびＤＬＳモード無線接続の最高データレートと、インフラストラクチャモード無線接続
およびＤＬＳモード無線接続のパケットロス率とから成る群のうち少なくとも１つを含む
。一部の実施形態によると、通信回路は、無線アクセスポイントから、無線クライアント
のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを特定するメッセージを受信し、制御回路は
、メッセージに基づいて無線クライアントを特定する。一部の実施形態によると、メッセ
ージは、無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能を持つかどうかを示す。一部の実
施形態によると、通信回路は、無線アクセスポイントからメッセージを受信する前に、無
線アクセスポイントに対して、装置がサポートする１以上のデータストリームタイプを特
定する別のメッセージを送信し、無線アクセスポイントから受信するメッセージは、装置
がサポートする１以上のデータストリームタイプを無線クライアントがサポートする場合
に限って、無線クライアントを特定する。一部の実施形態によると、制御回路は、無線ア
クセスポイントが送信するフレームに含まれるデスティネーションメディアアクセス制御
（ＭＡＣ）アドレスをまとめることによって、無線クライアントを特定する。一部の実施
形態によると、制御回路は、無線クライアントについてＤＬＳモードを選択した後、ある
イベントに応じて無線クライアントについてインフラストラクチャモードを選択する。一
部の実施形態によると、イベントは、無線クライアントとのＤＬＳ接続の受信信号強度が
予め定められるしきい値を下回ることと、制御回路が、予め定められる間隔の間に、無線
クライアント宛てのフレームを検出しないこととから成る群から選択される。一部の実施
形態によると、制御回路は、無線クライアントについて近接度情報を決定し、近接度情報
に基づいて、ＤＬＳモード通信について無線クライアントを選択する。一部の実施形態に
よると、通信回路は、第１のチャネルでインフラストラクチャモード無線接続を構築し、
通信回路は、第２のチャネルでＤＬＳモード無線接続を構築し、制御回路は、ＤＬＳモー
ドを選択する場合には、第２のチャネルを選択する。一部の実施形態によると、制御回路
は、装置が省電力モードに入るように制御して、通信回路は、装置が省電力モードにある
間は、無線アクセスポイントからビーコン信号を受信して、Ｎが０より大きい数である場
合に、Ｎ個のビーコン毎に、制御回路は、装置が省電力モードを離脱するように制御して
、通信回路は続いて、ＤＬＳモードが選択されるとＤＬＳモード接続を用いて無線クライ
アントと通信し、制御回路は続いて、装置が省電力モードに再び入るように制御する。一
部の実施形態によると、無線クライアントは、ＤＬＳモードが選択されると、ビーコン信
号を受信し、装置が省電力モードを離脱するように制御回路が制御すると、省電力モード
を離脱し、装置が省電力モードに入るように制御回路が制御すると、省電力モードに入る
。一部の実施形態によると、通信回路は、無線アクセスポイントに対して、装置が省電力
モードに入ることを通知するメッセージを送信する。一部の実施形態によると、通信回路
および無線クライアントは、ＤＬＳモードが選択されると、無線アクセスポイントからビ
ーコン信号を受信し、制御回路は、ビーコン信号に従って、無線クライアントとの通信ス
ケジュールを構築し、通信スケジュールに従って、制御回路は、装置が省電力モードを離
脱するように制御して、通信回路は続いて、無線クライアントとの間でＤＬＳ接続を構築
し、通信スケジュールに従って、無線クライアントは省電力モードを離脱し、装置との間
でＤＬＳ接続を構築する。一部の実施形態によると、通信回路は、無線アクセスポイント
に対して、装置が省電力モードに入ることを通知するメッセージを送信する。一部の実施
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形態は、上記の装置を備えるメディアアクセスコントローラ（ＭＡＣ）を構成する。一部
の実施形態は、上記のＭＡＣを備える集積回路を構成する。一部の実施形態は、上記の集
積回路を備える無線デバイスを構成する。一部の実施形態によると、無線デバイスは、８
０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｅ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｉ、８
０２．１１ｋ、８０２．１１ｎ、８０２．１１ｖ、および８０２．１１ｗ等のドラフトお
よび承認された補正を含む、ＩＥＥＥ規格８０２．１１の一部または全てに準拠している
。
【０００７】
　本発明は、一側面において、無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間で
インフラストラクチャモード無線接続を構築し、且つ、無線クライアントとの間でダイレ
クトリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード無線接続を構築する通信手段と、インフラスト
ラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無線接続の特性のうち少なくとも１つに基づ
いて、無線クライアントとの通信について、インフラストラクチャモードまたはＤＬＳモ
ードのいずれかを選択する制御手段とを備え、通信手段は、選択されたモードを用いて、
無線クライアントとの間でデータフレームをやり取りする装置を特徴とする。
【０００８】
　一部の実施形態によると、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無
線接続の特性のうち少なくとも１つは、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続のサービスの品質と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続の電力消費と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモー
ド無線接続の受信信号強度と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード
無線接続を介したフレーム送信に必要な時間と、インフラストラクチャモード無線接続お
よびＤＬＳモード無線接続の最高データレートと、インフラストラクチャモード無線接続
およびＤＬＳモード無線接続のパケットロス率とから成る群のうち少なくとも１つを含む
。一部の実施形態によると、通信手段は、無線アクセスポイントから、無線クライアント
のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを特定するメッセージを受信し、制御手段は
、メッセージに基づいて無線クライアントを特定する。一部の実施形態によると、メッセ
ージは、無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能を持つかどうかを示す。一部の実
施形態によると、通信手段は、無線アクセスポイントからメッセージを受信する前に、無
線アクセスポイントに対して、装置がサポートする１以上のデータストリームタイプを特
定する別のメッセージを送信し、無線アクセスポイントから受信するメッセージは、装置
がサポートする１以上のデータストリームタイプを無線クライアントがサポートする場合
に限って、無線クライアントを特定する。一部の実施形態によると、制御手段は、無線ア
クセスポイントが送信するフレームに含まれるデスティネーションメディアアクセス制御
（ＭＡＣ）アドレスをまとめることによって、無線クライアントを特定する。一部の実施
形態によると、制御手段は、無線クライアントについてＤＬＳモードを選択した後、ある
イベントに応じて無線クライアントについてインフラストラクチャモードを選択する。一
部の実施形態によると、イベントは、無線クライアントとのＤＬＳ接続の受信信号強度が
予め定められるしきい値を下回ることと、制御手段が、予め定められる間隔の間に、無線
クライアント宛てのフレームを検出しないこととから成る群から選択される。一部の実施
形態によると、制御手段は、無線クライアントについて近接度情報を決定し、近接度情報
に基づいて、ＤＬＳモード通信について無線クライアントを選択する。一部の実施形態に
よると、通信手段は、第１のチャネルでインフラストラクチャモード無線接続を構築し、
通信手段は、第２のチャネルでＤＬＳモード無線接続を構築し、制御手段は、ＤＬＳモー
ドを選択する場合には、第２のチャネルを選択する。一部の実施形態によると、制御手段
は、装置が省電力モードに入るように制御して、通信手段は、装置が省電力モードにある
間は、無線アクセスポイントからビーコン信号を受信して、Ｎが０より大きい数である場
合に、Ｎ個のビーコン毎に、制御手段は、装置が省電力モードを離脱するように制御して
、通信手段は続いて、ＤＬＳモードが選択されるとＤＬＳモード接続を用いて無線クライ
アントと通信し、制御手段は続いて、装置が省電力モードに再び入るように制御する。一
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部の実施形態によると、無線クライアントは、ＤＬＳモードが選択されると、ビーコン信
号を受信し、装置が省電力モードを離脱するように制御手段が制御すると、省電力モード
を離脱し、装置が省電力モードに入るように制御手段が制御すると、省電力モードに入る
。一部の実施形態によると、通信手段は、無線アクセスポイントに対して、装置が省電力
モードに入ることを通知するメッセージを送信する。一部の実施形態によると、通信手段
および無線クライアントは、ＤＬＳモードが選択されると、無線アクセスポイントからビ
ーコン信号を受信し、制御手段は、ビーコン信号に従って、無線クライアントとの通信ス
ケジュールを構築し、通信スケジュールに従って、制御手段は、装置が省電力モードを離
脱するように制御して、通信手段は続いて、無線クライアントとの間でＤＬＳ接続を構築
し、通信スケジュールに従って、無線クライアントは省電力モードを離脱し、装置との間
でＤＬＳ接続を構築する。一部の実施形態によると、通信手段は、無線アクセスポイント
に対して、装置が省電力モードに入ることを通知するメッセージを送信する。一部の実施
形態は、上記の装置を備えるメディアアクセスコントローラ（ＭＡＣ）を構成する。一部
の実施形態は、上記のＭＡＣを備える集積回路を構成する。一部の実施形態は、上記の集
積回路を備える無線デバイスを構成する。一部の実施形態によると、無線デバイスは、８
０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｅ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｉ、８
０２．１１ｋ、８０２．１１ｎ、８０２．１１ｖ、および８０２．１１ｗ等のドラフトお
よび承認された補正を含む、ＩＥＥＥ規格８０２．１１の一部または全てに準拠している
。
【０００９】
　本発明は、一側面において、無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間で
インフラストラクチャモード無線接続を構築する段階、および、無線クライアントとの間
でダイレクトリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード無線接続を構築する段階と、インフラ
ストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無線接続の特性のうち少なくとも１つに
基づいて、無線クライアントとの通信について、インフラストラクチャモードまたはＤＬ
Ｓモードのいずれかを選択する段階と、選択されたモードを用いて、無線クライアントと
の間でデータフレームをやり取りする段階とを備える方法を特徴とする。
【００１０】
　一部の実施形態によると、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無
線接続の特性のうち少なくとも１つは、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続のサービスの品質と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続の電力消費と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモー
ド無線接続の受信信号強度と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード
無線接続を介したフレーム送信に必要な時間と、インフラストラクチャモード無線接続お
よびＤＬＳモード無線接続の最高データレートと、インフラストラクチャモード無線接続
およびＤＬＳモード無線接続のパケットロス率とから成る群のうち少なくとも１つを含む
。一部の実施形態は、無線アクセスポイントから、無線クライアントのＭＡＣアドレスを
特定するメッセージを受信することによって、無線クライアントを特定する段階を含む。
一部の実施形態によると、メッセージは、無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能
を持つかどうかを示す。一部の実施形態は、無線アクセスポイントからメッセージを受信
する前に、無線アクセスポイントに対して、１以上のデータストリームタイプを特定する
別のメッセージを送信する段階を含み、無線アクセスポイントから受信するメッセージは
、１以上のデータストリームタイプを無線クライアントがサポートする場合に限って、無
線クライアントを特定する。一部の実施形態は、無線アクセスポイントが送信するフレー
ムに含まれるデスティネーションＭＡＣアドレスをまとめることによって、無線クライア
ントを特定する段階を含む。一部の実施形態は、無線クライアントについてＤＬＳモード
を選択した後、あるイベントに応じて無線クライアントについてインフラストラクチャモ
ードを選択する段階を含む。一部の実施形態によると、イベントは、無線クライアントと
のＤＬＳ接続の受信信号強度が予め定められるしきい値を下回ることと、予め定められる
間隔の間に、無線クライアント宛てのフレームが検出されないこととから成る群から選択
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される。一部の実施形態は、無線クライアントについて近接度情報を決定する段階と、近
接度情報に基づいて、ＤＬＳモード通信について無線クライアントを選択する段階を含む
。一部の実施形態は、第１のチャネルでインフラストラクチャモード無線接続を構築する
段階と、第２のチャネルでＤＬＳモード無線接続を構築する段階と、ＤＬＳモードを選択
する場合には、第２のチャネルを選択する段階とを含む。一部の実施形態は、省電力モー
ドに入る段階と、省電力モードの間は、無線アクセスポイントからビーコン信号を受信す
る段階と、Ｎが０より大きい数である場合に、Ｎ個のビーコン毎に省電力モードを離脱し
、そしてＤＬＳモードが選択されるとＤＬＳ接続を用いて無線クライアントと通信し、そ
して省電力モードに再び入る段階とを含む。一部の実施形態によると、無線クライアント
は、ＤＬＳモードが選択されると、ビーコン信号を受信し、方法が省電力モードを離脱す
ると、省電力モードを離脱し、方法が省電力モードに入ると、省電力モードに入る。一部
の実施形態は、無線アクセスポイントからビーコン信号を受信する段階と、ビーコン信号
に従って、無線クライアントとの通信スケジュールを構築する段階と、通信スケジュール
に従って、省電力モードを離脱して、無線クライアントとの間でＤＬＳ接続を構築する段
階とを含み、無線クライアントは、ＤＬＳモードが選択されると、無線アクセスポイント
からビーコン信号を受信し、無線クライアントは、通信スケジュールに従って、省電力モ
ードを離脱して、ＤＬＳ接続を構築するを含む。
【００１１】
　本発明は、一側面において、無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間で
インフラストラクチャモード無線接続を構築し、無線クライアントとの間でダイレクトリ
ンクセットアップ（ＤＬＳ）モード無線接続を構築するための命令と、インフラストラク
チャモード無線接続およびＤＬＳモード無線接続の特性のうち少なくとも１つに基づいて
、無線クライアントとの通信について、インフラストラクチャモードまたはＤＬＳモード
のいずれかを選択するための命令と、選択されたモードを用いて、無線クライアントとの
間でデータフレームをやり取りするための命令とプロセッサで実行可能なコンピュータプ
ログラムを特徴とする。
【００１２】
　一部の実施形態によると、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無
線接続の特性のうち少なくとも１つは、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続のサービスの品質と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬ
Ｓモード無線接続の電力消費と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモー
ド無線接続の受信信号強度と、インフラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード
無線接続を介したフレーム送信に必要な時間と、インフラストラクチャモード無線接続お
よびＤＬＳモード無線接続の最高データレートと、インフラストラクチャモード無線接続
およびＤＬＳモード無線接続のパケットロス率とから成る群のうち少なくとも１つを含む
。一部の実施形態は、無線アクセスポイントから受信する、無線クライアントのＭＡＣア
ドレスを特定するメッセージに応じて、無線クライアントを特定するための命令を含む。
一部の実施形態によると、メッセージは、無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能
を持つかどうかを示す。一部の実施形態は、無線アクセスポイントからメッセージを受信
する前に、無線アクセスポイントに対して、１以上のデータストリームタイプを特定する
別のメッセージを送信するための命令を含み、無線アクセスポイントから受信するメッセ
ージは、１以上のデータストリームタイプを無線クライアントがサポートする場合に限っ
て、無線クライアントを特定する。一部の実施形態は、無線アクセスポイントが送信する
フレームに含まれるデスティネーションＭＡＣアドレスをまとめることによって、無線ク
ライアントを特定するための命令を含む。一部の実施形態は、無線クライアントについて
ＤＬＳモードを選択した後、あるイベントに応じて無線クライアントについてインフラス
トラクチャモードを選択するための命令を含む。一部の実施形態によると、イベントは、
無線クライアントとのＤＬＳ接続の受信信号強度が予め定められるしきい値を下回ること
と、予め定められる間隔の間に、無線クライアント宛てのフレームが検出されないことと
から成る群から選択される。一部の実施形態は、無線クライアントについて近接度情報を
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決定するための命令と、近接度情報に基づいて、ＤＬＳモード通信について無線クライア
ントを選択するための命令を含む。一部の実施形態は、第１のチャネルでインフラストラ
クチャモード無線接続を構築するための命令と、第２のチャネルでＤＬＳモード無線接続
を構築するための命令と、ＤＬＳモードを選択する場合には、第２のチャネルを選択する
ための命令とを含む。一部の実施形態は、省電力モードに入るための命令と、Ｎが０より
大きい数である場合に、Ｎ個のビーコン毎に省電力モードを離脱し、そしてＤＬＳモード
が選択されるとＤＬＳ接続を用いて無線クライアントと通信し、そして省電力モードに再
び入るための命令とを含み、省電力モードの間は、無線アクセスポイントからビーコン信
号を受信する。一部の実施形態によると、無線クライアントは、ＤＬＳモードが選択され
ると、ビーコン信号を受信し、コンピュータプログラムが省電力モードを離脱すると、省
電力モードを離脱し、コンピュータプログラムが省電力モードに入ると、省電力モードに
入る。一部の実施形態は、無線アクセスポイントからビーコン信号を受信し、無線クライ
アントは、ＤＬＳモードが選択されると、無線アクセスポイントからビーコン信号を受信
し、コンピュータプログラムはさらに、ビーコン信号に従って、無線クライアントとの通
信スケジュールを構築するための命令と、通信スケジュールに従って、省電力モードを離
脱して、無線クライアントとの間でＤＬＳ接続を構築するための命令とを含み、無線クラ
イアントは、通信スケジュールに従って、省電力モードを離脱して、ＤＬＳ接続を構築す
る。
【００１３】
　本発明は、一側面において、複数の無線クライアントと通信する通信回路と、複数の無
線クライアントのアドレスを格納するメモリとを備え、通信回路は、複数の無線クライア
ントのうち少なくとも１つに対してメッセージを送信する送信機を有し、メッセージは、
複数の無線クライアントのアドレスを含むと共にダイレクトリンクセットアップ（ＤＬＳ
）モード通信の機能を持つ複数の無線クライアントを特定する無線アクセスポイントを特
徴とする。
【００１４】
　一部の実施形態によると、複数の無線クライアントのアドレスは、メディアアクセス制
御（ＭＡＣ）アドレスである。一部の実施形態によると、通信回路は、複数の無線クライ
アントのうち少なくとも１つから別のメッセージを受信する受信機を有し、別のメッセー
ジは、複数の無線クライアントのアドレスに対する要求を含み、送信機は、別のメッセー
ジに応じて、複数の無線クライアントのアドレスを含むメッセージを送信する。一部の実
施形態によると、通信回路は、複数の無線クライアントのうち１以上の無線クライアント
から１以上の別のメッセージを受信する受信機を有し、１以上の別のメッセージはそれぞ
れ、１以上の無線クライアントのそれぞれがサポートする１以上のデータストリームタイ
プを示し、複数の無線クライアントのアドレスを含むメッセージは、メッセージの送信先
である無線クライアントがサポートするデータストリームタイプをサポートする無線クラ
イアントのアドレスのみを含む。
【００１５】
　本発明は、一側面において、複数の無線クライアントと通信する通信手段と、複数の無
線クライアントのアドレスを格納するメモリ手段とを備え、通信手段は、複数の無線クラ
イアントのうち少なくとも１つに対してメッセージを送信する送信手段を有し、メッセー
ジは、複数の無線クライアントのアドレスを含むと共にダイレクトリンクセットアップ（
ＤＬＳ）モード通信の機能を持つ複数の無線クライアントを特定する無線アクセスポイン
トを特徴とする。
【００１６】
　一部の実施形態によると、複数の無線クライアントのアドレスは、メディアアクセス制
御（ＭＡＣ）アドレスである。一部の実施形態によると、通信手段は、複数の無線クライ
アントのうち少なくとも１つから別のメッセージを受信する受信手段を有し、別のメッセ
ージは、複数の無線クライアントのアドレスに対する要求を含み、送信手段は、別のメッ
セージに応じて、複数の無線クライアントのアドレスを含むメッセージを送信する。一部
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の実施形態によると、通信手段は、複数の無線クライアントのうち１以上の無線クライア
ントから１以上の別のメッセージを受信する受信手段を有し、１以上の別のメッセージは
それぞれ、１以上の無線クライアントのそれぞれがサポートする１以上のデータストリー
ムタイプを示し、複数の無線クライアントのアドレスを含むメッセージは、メッセージの
送信先である無線クライアントがサポートするデータストリームタイプをサポートする無
線クライアントのアドレスのみを含む。
【００１７】
　本発明は、一側面において、複数の無線クライアントと通信する段階と、複数の無線ク
ライアントのアドレスを格納する段階と、複数の無線クライアントのうち少なくとも１つ
に対してメッセージを送信する段階とを備え、メッセージは、複数の無線クライアントの
アドレスを含むと共にダイレクトリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード通信の機能を持つ
複数の無線クライアントを特定する無線アクセスポイント用の方法を特徴とする。一部の
実施形態によると、複数の無線クライアントのアドレスは、メディアアクセス制御（ＭＡ
Ｃ）アドレスである。一部の実施形態は、複数の無線クライアントのうち少なくとも１つ
から別のメッセージを受信する段階と、別のメッセージに応じて、複数の無線クライアン
トのアドレスを含むメッセージを送信する段階とを含み、別のメッセージは、複数の無線
クライアントのアドレスに対する要求を含む。一部の実施形態は、複数の無線クライアン
トのうち１以上の無線クライアントから１以上の別のメッセージを受信する段階を含み、
１以上の別のメッセージはそれぞれ、１以上の無線クライアントのそれぞれがサポートす
る１以上のデータストリームタイプを示し、複数の無線クライアントのアドレスを含むメ
ッセージは、メッセージの送信先である無線クライアントがサポートするデータストリー
ムタイプをサポートする無線クライアントのアドレスのみを含む。
【００１８】
　本発明は、一側面において、複数の無線クライアントと通信するための命令と、複数の
無線クライアントのアドレスを格納するための命令と、複数の無線クライアントのうち少
なくとも１つに対してメッセージを送信するための命令とを備え、メッセージは、複数の
無線クライアントのアドレスを含むと共にダイレクトリンクセットアップ（ＤＬＳ）モー
ド通信の機能を持つ複数の無線クライアントを特定する無線アクセスポイント用のプロセ
ッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを特徴とする。
【００１９】
　一部の実施形態によると、複数の無線クライアントのアドレスは、メディアアクセス制
御（ＭＡＣ）アドレスである。一部の実施形態は、無線アクセスポイントは、複数の無線
クライアントのうち少なくとも１つから別のメッセージを受信し、別のメッセージは、複
数の無線クライアントのアドレスに対する要求を含み、コンピュータプログラムはさらに
、別のメッセージに応じて、複数の無線クライアントのアドレスを含むメッセージを送信
するための命令を含む。一部の実施形態によると、無線アクセスポイントは、複数の無線
クライアントのうち１以上の無線クライアントから１以上の別のメッセージを受信し、１
以上の別のメッセージはそれぞれ、１以上の無線クライアントのそれぞれがサポートする
１以上のデータストリームタイプを示し、複数の無線クライアントのアドレスを含むメッ
セージは、メッセージの送信先である無線クライアントがサポートするデータストリーム
タイプをサポートする無線クライアントのアドレスのみを含む。
【００２０】
　添付図面および以下の説明によって、１以上の実施例を詳細に記載する。以下の説明、
図面および請求項においてその他の特徴を明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】インフラストラクチャモードにおいて２つの無線クライアント間でトラフィック
を受け渡す無線アクセスポイントを備える従来のＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮを示す図
である。
【００２２】
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【図２】本発明の好ましい実施形態に係るＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮを示す図である
。
【００２３】
【図３】図２に示す本発明の好ましい実施形態に係る無線クライアントを詳細に示す図で
ある。
【００２４】
【図４】本発明の好ましい実施形態に係る、図２に示す無線クライアント用の処理を示す
図である。
【００２５】
【図５】本発明の好ましい実施形態に係る、図２に示す無線クライアントのＭＡＣ用の処
理を示す図である。
【００２６】
【図６】本発明の好ましい実施形態に係る、共通ＤＬＳ通信ウィンドウを特徴とする省電
力メカニズムを採用するための、図２に示す無線クライアントのＭＡＣ用の処理を示す図
である。
【００２７】
【図７】本発明の好ましい実施形態に係る、ＤＬＳピアによって構築されるＤＬＳ共通ス
ケジュールを特徴とする省電力メカニズムを採用するための、図２に示す無線クライアン
トのＭＡＣ用の処理を示す図である。
【００２８】
【図８】本発明の好ましい実施形態に係る、ＤＬＳ通信を実行可能な無線クライアントを
特徴とする家庭用エンターテインメントシステムの一例を示す図である。
【００２９】
【図９Ａ】本発明の実施例を示す図である。
【図９Ｂ】本発明の実施例を示す図である。
【図９Ｃ】本発明の実施例を示す図である。
【図９Ｄ】本発明の実施例を示す図である。
【図９Ｅ】本発明の実施例を示す図である。
【００３０】
　本明細書で使用する参照番号の最大桁の数字は、当該参照番号が最初に使用される図面
の番号を示すものとする。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の実施形態は、さまざまな方法でＤＬＳを実装する。一部の実施形態では、無線
クライアントが属しているＢＳＳが利用するチャネル以外のチャネル上でＤＬＳ接続を利
用するための、無線クライアント用メカニズムを提供する。一部の実施形態では、ＤＬＳ
接続を採用する無線クライアント用の省電力メカニズムを提供する。一部の実施形態では
、リンク層（ＯＳＩ層２）においてＤＬＳ接続を自動的にセットアップおよび解除するた
めのメカニズムを提供する。一部の実施形態では、ほかのトラフィックソースによって生
じ得る干渉からＤＬＳ接続を保護するためのメカニズムを提供する。
【００３２】
　図２は、本発明の好ましい実施形態に係るＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮ２００を示す
図である。実施形態を説明する際には、ＷＬＡＮ２００の構成要素の配置はある１つの配
置に限定して説明するが、本明細書に記載する開示内容および教示内容から当業者には明
らかであるように、ほかの実施形態ではほかの配置を特徴とするとしてもよい。ＷＬＡＮ
２００は、無線アクセスポイント２０２と、複数の無線クライアント２０４Ａ－２０４Ｎ
と、無線クライアント２１０とを備える。無線クライアント２１０は、インフラストラク
チャモードにおいて、接続２０６および無線アクセスポイント２０２を介して、または、
ＤＬＳ接続２０８を介して直接、無線クライアント２０４と通信可能である。無線クライ
アント２１０は本発明の１以上の実施形態に従って実装されるが、無線クライアント２０
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４は本発明の実施形態に従って実装されるとしてもよいし、または、従来の無線クライア
ントとして実装されるとしてもよい。無線アクセスポイント２０２は、無線通信回路２１
２およびメモリ２１４を有する。無線通信回路２１２は、無線送信機２１６および無線受
信機２１８を含む。
【００３３】
　図３は、図２に示す本発明の好ましい実施形態に係る無線クライアント２１０を詳細に
示す図である。実施形態を説明する際には、無線クライアント２１０の構成要素の配置は
ある１つの配置に限定して説明するが、本明細書に記載する開示内容および教示内容から
当業者には明らかであるように、ほかの実施形態ではほかの配置を特徴とするとしてもよ
い。例えば、無線クライアント２１０の構成要素は、ハードウェア、ソフトウェア、また
は両者の組み合わせによって実装され得る。無線クライアント２１０は、ホスト３０２と
、メディアアクセスコントローラ（ＭＡＣ）３０４と、物理層デバイス（ＰＨＹ）３０６
とを備える。ＭＡＣ３０４は、通信回路３０８と制御回路３１０とを有する。ＰＨＹ３０
６は、ベースバンドプロセッサ３１２と、無線（ＲＦ）送受信機３１４と、ＲＦアンテナ
３１６とを有する。無線クライアント２１０は、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０
２．１１ｅ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｉ、８０２．１１ｋ、８０２．１１ｎ、８０
２．１１ｖ、および８０２．１１ｗ等のドラフトおよび承認された補正を含むＩＥＥＥ規
格８０２．１１の一部または全てに準拠しているのが好ましい。
【００３４】
　図４は、本発明の好ましい実施形態に係る、図２に示す無線クライアント２１０用の処
理４００を示す図である。実施形態を説明する際には、処理４００のステップの順序はあ
る１つの順序に限定して説明するが、本明細書に記載する開示内容および教示内容から当
業者には明らかであるように、ほかの実施形態ではほかの順序を特徴とするとしてもよい
。無線クライアント２１０はまず、ＤＬＳ接続を行う候補となる無線クライアント２０４
を決定する（ステップ４０２）。
【００３５】
　一部の実施形態によると、無線アクセスポイントの２０２は、無線クライアント２０４
および２１０に対応付けられるアドレスのリストを作成し、当該リストをメモリ２１４に
格納し、当該アドレスリストを含むメッセージを無線クライアント２１０に送信する。尚
、上記のアドレスは、ＭＡＣアドレスまたはＩＰアドレス等である。一部の実施形態によ
ると、無線クライアント２１０は、当該リストを要求するメッセージを無線アクセスポイ
ント２０２に送信し、無線アクセスポイント２０２はこれに応じて当該リストを含むメッ
セージを送信する。この目的のために、ＩＥＥＥ８０２．１１アクションマネージメント
フレームを利用するとしてもよい。
【００３６】
　一部の実施形態によると、当該リストにはさらに、どの無線クライアント２０４および
２１０がＤＬＳ接続を実行可能かも示されている。無線アクセスポイント２０２は、無線
クライアント２０４および２１０のＤＬＳ機能を識別するメッセージを、無線クライアン
ト２０４および２１０から受信し、受信したメッセージに基づいて当該リストを編集し得
る。
【００３７】
　一部の実施形態によると、各無線クライアント２０４および２１０は、対応するデータ
ストリームタイプを示すことができる。例えば、無線ビデオ再生装置は、ビデオデータス
トリームのみに対応する旨を示すことができる。このような実施形態では、無線アクセス
ポイント２０２は、無線クライアント２０４および２１０がそれぞれ、無線クライアント
２０４および２１０に送信されるリストのうち、当該無線クライアント２０４または２１
０が特定するデータストリームタイプをサポートするリストにのみ含まれるように、メッ
セージを調整することができる。
【００３８】
　一部の実施形態によると、例えば、無線アクセスポイント２０２が送信するビーコンの
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後のランダムバックオフインターバルにおいて、無線クライアント２０４および２１０は
自らのＤＬＳ機能を指し示すメッセージをブロードキャストする。各メッセージは、同一
ＢＳＳの無線クライアントによってのみ使用されるように、ＢＳＳＩＤを含むことが好ま
しい。
【００３９】
　一部の実施形態によると、無線クライアント２１０の制御回路３１０は、無線アクセス
ポイント２０２から送信されるフレームに含まれている、ＭＡＣアドレスまたはＩＰアド
レス等のアドレスをまとめることによって、ＤＬＳ候補のリストを作成する。
【００４０】
　図４の処理４００に戻って、無線クライアント２１０は続いて、ＤＬＳ候補の中からＤ
ＬＳピアを特定する。つまり、無線クライアント２１０は、ステップ４０２においてＤＬ
Ｓ接続の候補として決定された無線クライアント２０４のうちどれが、ＤＬＳ接続によっ
て到達可能かを決定する（ステップ４０４）。通信回路３０８が各ＤＬＳ候補との間でＤ
ＬＳモードの無線接続を確立して、ＤＬＳ接続が成功すれば、対応するＤＬＳ候補をＤＬ
Ｓピアのリストに加えるのが好ましい。このような「テスト」ＤＬＳ接続はそれぞれ、Ｄ
ＬＳピア間においてサービスの質（ＱｏＳ）情報をやり取りするために用いられるのが好
ましい。一部の実施形態によると、各テストＤＬＳ接続には、１秒オーダーのＤＬＳタイ
ムアウト値がある。ほかの実施形態によると、各テストＤＬＳ接続は、明示的に解除され
る。
【００４１】
　図４の処理４００に戻って、無線クライアント２１０は、ＤＬＳピアのリストを時間経
過に応じて変更して、および／または、ＤＬＳピアのリストをフィルタリングして、ＤＬ
Ｓピアとして適切でなくなった無線クライアント２０４を除外する（ステップ４０６）。
一部の実施形態によると、無線クライアント２１０の制御回路３１０がＤＬＳピアリスト
からある無線クライアント２０４を除外するのは、当該無線クライアント２０４との間の
ＤＬＳ接続の受信信号強度が所定のしきい値未満となった場合である。受信信号強度は、
例えば、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）に基づいて決定され得る。一部の実施形態による
と、無線クライアント２１０の制御回路３１０がＤＬＳピアリストからある無線クライア
ント２０４を除外するのは、所定の期間中に制御回路３１０が当該無線クライアント２０
４宛てのフレームを検出しない場合である。
【００４２】
　図４の処理４００に戻って、無線クライアント２１０はＤＬＳピアのＤＬＳトポロジー
を特定する（ステップ４０８）。つまり、無線クライアント２１０の制御回路３１０は、
ＤＬＳピアリストに含まれる無線クライアント２０４それぞれについて、どのくらい近接
しているかを示す近接度情報を決定する。この近接度に基づいて、例えば、同様のリソー
スの中から選択するとしてもよい。例えば、複数のピアからビデオストリームが利用可能
である場合、制御回路３１０は、ビデオストリームの転送について最良のＤＬＳ接続を得
るべく、最も近接するピアを選択するとしてもよい。
【００４３】
　一部の実施形態によると、各ピアの近接度は、当該ピアとの間のＤＬＳ接続についての
、ＲＳＳＩおよびサポート可能な送信レートに基づいて決定される。ＤＬＳ接続を維持し
ている間、無線クライアント２１０は、受信フレームのＲＳＳＩと共に、送信が成功した
場合に用いられているデータレートをモニタリングする。オーバーヘッドを最小限に抑え
るべく、無線クライアント２１０は、各ＤＬＳピアに対して、さまざまなレートでデータ
ヌルフレームを送信して、サポート可能な送信レートのうち最高レート（最高ＤＬＳレー
ト）に注目する。ＤＬＳ要求／応答ハンドシェイクの一部として、無線クライアント２１
０はまた、各ＤＬＳピアのＱｏＳ機能を取得する。このＱｏＳ機能に基づいて、最高ＤＬ
Ｓレートを確立させる。最高ＤＬＳレートは、受信されるＲＳＳＩと共に、ＤＬＳピアの
近接度を推定するべく利用される。
【００４４】
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　処理４００は時に、（例えば、ステップ４０２に戻って）繰り返し実行されて、新規Ｄ
ＬＳ候補が無線アクセスポイント２０２のＢＳＳに入ったかどうか判断するのが好ましい
。
【００４５】
　場合によっては、ＤＬＳピアとの間でＤＬＳモード通信が可能であっても、当該ピアと
はインフラストラクチャモード通信で通信するのが好ましい場合がある。これは、例えば
、インフラストラクチャモードで接続する方が、ＤＬＳモードで接続するよりも、データ
レートが高くなるためである。一部の実施形態によると、無線クライアント２１０のＭＡ
Ｃ３０４は、各ＤＬＳピア毎に、インフラストラクチャモード通信またはＤＬＳモード通
信を自動的に選択する。
【００４６】
　図５は、本発明の好ましい実施形態に係る、図２に示す無線クライアント２１０のＭＡ
Ｃ３０４用の処理５００を示す図である。実施形態を説明する際には、処理５００のステ
ップの順序はある１つの順序に限定して説明するが、本明細書に記載する開示内容および
教示内容から当業者には明らかであるように、ほかの実施形態ではほかの順序を特徴とす
るとしてもよい。
【００４７】
　ＭＡＣ３０４の通信回路３０８は、無線アクセスポイント２０２を介して、各無線クラ
イアント２０４との間で、少なくとも１つのインフラストラクチャモード無線接続を確立
させる（ステップ５０２）。無線クライアント２０４は、図４の処理４００で作成される
ピアリストから選択されるのが好ましい。
【００４８】
　制御回路３１０は、インフラストラクチャモード無線接続それぞれについて、少なくと
も１つの特性を決定する（ステップ５０４）。この特性には、例えば、当該無線接続のサ
ービスの品質、当該無線接続の電力消費、当該無線接続の受信信号強度、当該無線接続で
フレーム送信に必要な時間、当該無線接続の最高データレート、および当該無線接続のパ
ケットロス率のうち１以上が含まれ得る。
【００４９】
　ＭＡＣ３０４の通信回路３０８は、各無線クライアント２０４との間で、少なくとも１
つのＤＬＳモード無線接続を確立させる（ステップ５０６）。制御回路３１０は、ＤＬＳ
モード無線接続それぞれについて、上述した特性のうち少なくとも１つの特性を決定する
（ステップ５０８）。一部の実施形態によると、通信回路３０８は、各無線クライアント
２０４について、複数のチャネルでＤＬＳ接続を構築して、最良チャネルを、各無線クラ
イアント２０４についての好ましいＤＬＳチャネルとして選択する。この情報は、ＤＬＳ
ピアリストで保持され得る。
【００５０】
　ＭＡＣ３０４の制御回路３１０は、各無線クライアント２０４との通信について、イン
フラストラクチャモード無線接続およびＤＬＳモード無線接続の特性のうち少なくとも１
つに基づいて、インフラストラクチャモードまたはＤＬＳモードを選択する（ステップ５
１０）。一部の実施形態によると、無線クライアント２１０は、無線クライアント２０４
に対して、ＤＬＳモードおよびインフラストラクチャモードの両方における、パケットロ
スが最小限に抑えられる最高データレートを決定して、当該無線クライアント２０４につ
いてパケットロスがより低いモードを選択する。両方のモードのパケットロス率が同様の
場合には、無線クライアント２１０は、電力消費が小さい方のモードを選択する。電力消
費は、数多く存在する公知の方法に従って決定され得る。１つの方法としては、アウェイ
ク状態であり続ける平均時間、送信モードに費やされる時間、受信モードに費やされる時
間を決定する方法が挙げられる。
【００５１】
　一部の実施形態によると、無線クライアント２１０は、無線クライアント２０４につい
て、ＤＬＳモードおよびインフラストラクチャモードの両方において、最高データレート
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で１ブロックのデータをユニキャストする際に必要な時間を決定し、当該無線クライアン
ト２０４について、伝播時間がより短い方のモードを選択する。本例においては、追加の
メトリックとして、パケットロスおよび／または電力消費を利用するとしてもよい。
【００５２】
　ＭＡＣ３０４の通信回路３０８は続いて、各無線クライアント２０４と、当該無線クラ
イアント２０４に対して選択されたモードを用いてデータフレームをやり取りする（ステ
ップ５１２）。処理５００の一部または全ては時に、（例えばステップ５０２に戻ること
によって）繰り返し実行され、例えばＤＬＳピアリストへの変更を反映すること、または
、通信モードの選択に影響を与え得るトポロジーの変化を反映することが好ましい。
【００５３】
　一部の実施形態によると、無線クライアント２０４および２１０は、無線アクセスポイ
ント２０２が送信するビーコン信号に従って構築される共通ＤＬＳ通信ウィンドウを特徴
とする省電力メカニズムを採用する。このような実施形態では、ビーコン毎に（または、
Ｎ個のビーコン毎に）、ＤＬＳ通信ウィンドウが規定される。ここで、ＮはＤＬＳピア間
で取り決められ得る数である。ＤＬＳピアはすべて、この所定のウィンドウの間はアウェ
イク状態でいなければならない。ＤＬＳピアは、このウィンドウ中において、別のＤＬＳ
ピアと通信する意思を発表することができる。このウィンドウにおいて通信に同意するＤ
ＬＳピアは、その通信を完了させるべくアウェイク状態を維持する。当該通信が終了する
と（明確な信号で通知され得る）、ＤＬＳピアはすぐにスリープ状態に入ることができる
。通信終了の通知は、個別のメッセージとして送信されるとしてもよいし、または、ピア
が送信する最終メッセージに（ＭＡＣヘッダの保留ビットを設定することによって）乗せ
られるとしてもよい。
【００５４】
　図６は、本発明の好ましい実施形態に係る、共通ＤＬＳ通信ウィンドウを特徴とする省
電力メカニズムを採用する、図２に示す無線クライアント２１０のＭＡＣ３０４用の処理
６００を示す図である。実施形態を説明する際には、処理６００のステップの順序はある
１つの順序に限定して説明するが、本明細書に記載する開示内容および教示内容から当業
者には明らかであるように、ほかの実施形態ではほかの順序を特徴とするとしてもよい。
【００５５】
　制御回路３１０は、無線クライアント２１０が省電力モードに入るように制御する（ス
テップ６０２）。無線クライアント２１０が省電力モードにある間、通信回路３０８はア
ウェイク状態を維持して、無線アクセスポイント２０２からビーコン信号を受信する（ス
テップ６０４）。
【００５６】
　Ｎ個目のビーコンを受信する毎に（ステップ６０６）、制御回路３１０は無線クライア
ント２１０が省電力モードから出るように制御する（ステップ６０８）。ここでＮは０よ
り大きい。通信回路３０８は続いて、ＤＬＳモードが選択された無線クライアント２０４
と、ＤＬＳ接続を用いて通信する（ステップ６１０）。続いて制御回路３１０は、無線ク
ライアント２１０が省電力モードに再度入るように制御する（ステップ６１２）。処理６
００は、（例えばステップ６０４に戻ることによって）繰り返し実行されるのが好ましい
。
【００５７】
　一部の実施形態によると、無線クライアント２０４および２１０は、無線アクセスポイ
ント２０２が送信するビーコン信号に従ってＤＬＳピアが構築するＤＬＳ通信スケジュー
ルを特徴とする省電力メカニズムを採用する。このような実施形態では、ＤＬＳピアは、
無線アクセスポイント２０２が送信するビーコン信号から受信する、共通タイマ同期関数
（Ｔｉｍｅｒ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ：ＴＳＦ）に基づい
て通信スケジュールを取り決める。当該スケジュールでは、開始時刻と通信間隔が規定す
ることができるので、固定間隔で互いから離れている一連の通信ウィンドウを定義するこ
とができる。ＤＬＳピアは双方が、スケジュールで定められた各開始時間に省電力モード
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から離脱して、通信ウィンドウ中は通信を実行し、省電力モードを再開する。
【００５８】
　図７は、本発明の好ましい実施形態に係る、ＤＬＳピアによって構築されるＤＬＳ共通
スケジュールを特徴とする省電力メカニズムを採用する、図２に示す無線クライアント２
１０のＭＡＣ３０４用の処理７００を示す図である。実施形態を説明する際には、処理７
００のステップの順序はある１つの順序に限定して説明するが、本明細書に記載する開示
内容および教示内容から当業者には明らかであるように、ほかの実施形態ではほかの順序
を特徴とするとしてもよい。
【００５９】
　通信回路３０８は、無線アクセスポイント２０２からビーコン信号を受信する（ステッ
プ７０２）。制御回路３１０は、無線アクセスポイントの２０２が送信するビーコン信号
に従って、無線クライアント２０４のうち１つに対して、通信スケジュールを構築する（
ステップ７０４）。制御回路３１０は、通信スケジュールに従って、無線クライアント２
１０が省電力モードを離脱するように制御する（ステップ７０６）。通信回路３０８は続
いて、無線クライアント２０４とＤＬＳ接続を構築して（ステップ７０８）、無線クライ
アント２０４とデータをやり取りする（ステップ７１０）。制御回路３１０は続いて、通
信スケジュールに従って、無線クライアント２１０が省電力モードに入るように制御する
（ステップ７１２）。処理７００は（例えばステップ７０６に戻ることによって）繰り返
し実行されるのが好ましい。
【００６０】
　一部の実施形態によると、無線クライアント２１０は、対応付けられているＢＳＳ（メ
インＢＳＳ）の一員であり続ける一方、サブＢＳＳを操作したり、または、メインＢＳＳ
のチャネルとは別のチャネルでＤＬＳ接続を構築することができるので、干渉を低減させ
つつ性能を改善する。無線アクセスポイント２０２にとっては、サブＢＳＳの無線クライ
アント２１０が省電力モードで動作しているように見える。このため、無線アクセスポイ
ント２０２は、サブＢＳＳの無線クライアント２１０にはフレームを転送しない。サブＢ
ＳＳのステーションは全て、メインＢＳＳにおける無線アクセスポイント２０２からのビ
ーコンを定期的に聞くことによって、メインＢＳＳに同期し続ける。無線クライアント２
１０は、図４の処理４００および／または図５の処理５００をサブＢＳＳで採用して、サ
ブＢＳＳのほかの無線クライアント２０４との間でＤＬＳ接続を自動的に構築することが
できる。サブＢＳＳの無線クライアント２０４および２１０は、無線アクセスポイント２
０２が送信するビーコンに従って、テストＤＬＳ接続のスケジュールを決めることができ
る。メインＢＳＳのチャネルとは異なるチャネルでサブＢＳＳのＤＬＳ接続を用いること
には、ＤＬＳ接続がメインＢＳＳとの間で生じる干渉から保護されるという利点がある。
【００６１】
　一部の実施形態によると、無線クライアント２１０は、省電力モードに入る際に、無線
アクセスポイント２０２にその旨を通知する。例えば、通信回路２１２は、無線アクセス
ポイント２０２に対して、無線クライアント２１０が省電力モードに入ることを無線アク
セスポイント２０２に通知するためのメッセージを送信する。一部の実施形態によると、
一対の無線クライアント２１０は、ＤＬＳ接続を開始する前に、無線アクセスポイント２
０２がＤＬＳモードのクライアントに対して省電力モードを認めているかどうか判断する
。例えば、無線クライアント２１０は、無線アクセスポイント２０２に無線クライアント
が省電力モードに入ることを通知した後、無線アクセスポイント２０２を介してトラフィ
ックをやり取りすることができる。無線アクセスポイント２０２がトラフィックをバッフ
ァリングして、ビーコン内に適切なトラフィック指標マップ（ＴＩＭ）ビットを設定する
と、無線アクセスポイントはＤＬＳモードのクライアントに対して省電力モードを認める
。
【００６２】
　図８は、本発明の好ましい実施形態に係る、ＤＬＳ通信を実行可能な無線クライアント
を特徴とする家庭用エンターテインメントシステム８００の一例を示す図である。家庭用
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エンターテインメントシステム８００は、テレビセット（ＴＶ）８０４に接続されている
パーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）８０２と、ＭＰ３プレーヤ８０６と、動画用カメラ
８０８と、無線アクセスポイント８１０とを備える。ＰＶＲ８０２、ＭＰ３プレーヤ８０
６、およびカメラ８０８はそれぞれ、本発明の好ましい実施形態に係る無線デバイスとし
て実装され、無線アクセスポイント８１０に対応付けられている。ＰＶＲ８０２、ＭＰ３
プレーヤ８０６、およびカメラ８０８はそれぞれ、例えば、図２に示す無線クライアント
２１０のような無線クライアント８１２Ａ、８１２Ｂおよび８１２Ｃを有する。
【００６３】
　各無線デバイス（ＰＶＲ８０２、ＭＰ３プレーヤ８０６、およびカメラ８０８）は、ほ
かの無線デバイスでは利用できないメディアコンテンツをキャッシュすることができる。
例えば、ＰＶＲ８０２は、テレビ番組の録画内容等の動画、および、ＭＰ３ファイル等の
音楽を格納することができる。ＭＰ３プレーヤ８０６は、音楽ファイルを格納することが
できる。カメラ８０８は、動画を格納することができる。これらの無線デバイスは、互い
を特定することができ、ユーザが所望するコンテンツを識別して、当該所望コンテンツを
取得するために最適なピアデバイスを決定する。家庭用エンターテインメントシステム８
００によれば、上記の技術に従って、無線アクセスポイント８１０を介することなく、所
望コンテンツをＤＬＳ接続を用いて無線デバイス間で転送できるようになる。このため、
チャネルリソースをより効率的に利用することができるようになると共に、インフラスト
ラクチャのみの無線ＷＬＡＮに比べて性能が高まる。
【００６４】
　本発明のさまざまな実施例を図９Ａから図９Ｅに示す。図９Ａを参照すると、本発明は
高精細テレビ（ＨＤＴＶ）９１２において実現され得る。本発明は、図９Ａにおいて９１
３として一般的に識別される、信号処理回路および／または制御回路のどちらか一方また
は両方、ＨＤＴＶ９１２のＷＬＡＮインターフェースおよび／または大容量データストレ
ージを実現するとしてもよい。ＨＤＴＶ９１２は、有線または無線でＨＤＴＶ入力信号を
受信し、ディスプレイ９１４用のＨＤＴＶ出力信号を生成する。実施形態によっては、Ｈ
ＤＴＶ９１２の信号処理回路および／または制御回路９１３および／またはその他の回路
（不図示）は、データを処理し、符号化および／または暗号化を行って、演算を実施し、
データをフォーマットし、および／または、必要に応じてその他のＨＤＴＶ関連処理を行
うとしてもよい。
【００６５】
　ＨＤＴＶ９１２は、光学および／または磁気ストレージデバイスのように不揮発にデー
タを格納する大容量データストレージ９１５と通信し得る。ＨＤＤは、約１．８"未満の
直径を持つプラッタを１以上有するミニＨＤＤであってよい。ＨＤＴＶ９１２は、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、フラッシュメモリなどの低レイテンシ不揮発性メモリおよび／またはそれ以外
の適切な電子データストレージなどであるメモリ９１６に接続され得る。ＨＤＴＶ９１２
はまた、ＷＬＡＮネットワークインターフェース９１７を介したＷＬＡＮとの接続をサポ
ートし得る。
【００６６】
　図９Ｂを参照すると、本発明は、車両９１８の制御システム、車両制御システムのＷＬ
ＡＮインターフェースおよび／または大容量データストレージにおいて実現されるとして
もよい。実施形態によっては、本発明は、１以上のセンサから入力を受信するパワートレ
イン制御システム９１９を実施する。センサの例を挙げると、温度センサ、圧力センサ、
回転センサ、気流センサ、および／または、エンジン操作パラメータ、トランスミッショ
ン操作パラメータ、および／またはそれ以外の制御信号といった出力制御信号を１以上生
成するそれ以外の適切なセンサなどがある。
【００６７】
　本発明は、車両９１８の別の制御システム９２２においても実現され得る。制御システ
ム９２２も同様に、入力センサ９２３から信号を受信し、および／または、１以上の出力
デバイス９２４に制御信号を出力するとしてもよい。実施形態によっては、制御システム
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９２２は、アンチロックブレーキングシステム（ＡＢＳ）、ナビゲーションシステム、テ
レマティックスシステム、車両テレマティックスシステム、車線逸脱システム、車間距離
制御システム、およびステレオ、ＤＶＤ、コンパクトディスク等の車両内エンターテイン
メントシステムの一部であってよい。これ以外にも実施例は検討されている。
【００６８】
　パワートレイン制御システム９１９は、不揮発にデータを格納する大容量データストレ
ージ９２５と通信し得る。大容量データストレージ９２５は、光学および／または磁気ス
トレージデバイス（例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）および／またはＤＶＤド
ライブ）を含み得る。ＨＤＤは、約１．８"未満の直径を持つプラッタを１以上有するミ
ニＨＤＤであってよい。パワートレイン制御システム９１９は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッ
シュメモリなどの低レイテンシ不揮発性メモリおよび／またはそれ以外の適切な電子デー
タストレージなどであるメモリ９２６に接続され得る。パワートレイン制御システム９１
９はまた、ＷＬＡＮネットワークインターフェース９２７を介したＷＬＡＮとの接続をサ
ポートし得る。制御システム９２２はまた、大容量データストレージ、メモリおよび／ま
たはＷＬＡＮインターフェース（全て不図示）を含み得る。
【００６９】
　図９Ｃを参照すると、本発明は携帯電話用アンテナ９２９を含み得る携帯電話９２８に
おいて実現され得る。本発明は、図９Ｃにおいて９３０として一般的に識別される、信号
処理回路および／または制御回路のどちらか一方または両方、携帯電話９２８のＷＬＡＮ
インターフェースおよび／または大容量データストレージを実現するとしてもよい。実施
形態によっては、携帯電話９２８は、マイクロフォン９３１、スピーカおよび／または音
声出力ジャックなどの音声出力９３２、ディスプレイ９３３、および／または、キーパッ
ド、ポインティングデバイス、音声起動デバイスおよび／またはそれ以外の入力デバイス
である入力デバイス９３４を備える。携帯電話９２８の信号処理回路および／または制御
回路９３０および／またはその他の回路（不図示）は、データを処理し、符号化および／
または暗号化を行って、演算を実施し、データをフォーマットし、および／または、その
他の携帯電話機能を実施するとしてもよい。
【００７０】
　携帯電話９２８は、光学および／または磁気ストレージデバイス（例えばハードディス
クドライブ（ＨＤＤ）および／またはＤＶＤドライブ）のように不揮発にデータを格納す
る大容量データストレージ９３５と通信し得る。ＨＤＤは、約１．８"未満の直径を持つ
プラッタを１以上有するミニＨＤＤであってよい。携帯電話９２８は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、
フラッシュメモリなどの低レイテンシ不揮発性メモリおよび／またはそれ以外の適切な電
子データストレージなどであるメモリ９３６に接続され得る。携帯電話９２８はまた、Ｗ
ＬＡＮネットワークインターフェース９３７を介したＷＬＡＮとの接続をサポートし得る
。
【００７１】
　図９Ｄを参照すると、本発明はセットトップボックス９３８において実施され得る。本
発明は、図９Ｄにおいて９３９として一般的に識別される、信号処理回路および／または
制御回路のどちらか一方または両方、セットトップボックス９３８のＷＬＡＮインターフ
ェースおよび／または大容量データストレージを実現するとしてもよい。セットトップボ
ックス９３８は、ブロードバンドソースなどのソースから信号を受信し、テレビおよび／
またはモニタおよび／またはその他のビデオおよび／またはオーディオ出力デバイスのよ
うなディスプレイ９４０に適切な標準および／または高精細オーディオ／ビデオ信号を出
力する。セットトップボックス９３８の信号処理回路および／または制御回路９３９およ
び／またはその他の回路（不図示）は、データを処理し、符号化および／または暗号化を
行って、演算を実施し、データをフォーマットし、および／または、その他のセットトッ
プボックス機能を実施するとしてもよい。
【００７２】
　セットトップボックス９３８は、不揮発にデータを格納する大容量データストレージ９
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４１と通信し得る。大容量データストレージ９４１は、光学および／または磁気ストレー
ジデバイス（例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）および／またはＤＶＤドライブ
）を含み得る。ＨＤＤは、約１．８"未満の直径を持つプラッタを１以上有するミニＨＤ
Ｄであってよい。セットトップボックス９３８は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリな
どの低レイテンシ不揮発性メモリおよび／またはそれ以外の適切な電子データストレージ
などであるメモリ９４２に接続され得る。セットトップボックス９３８はまた、ＷＬＡＮ
ネットワークインターフェース９４３を介したＷＬＡＮとの接続をサポートし得る。
【００７３】
　図９Ｅを参照すると、本発明はメディアプレーヤ９４４において実現され得る。本発明
は、図９Ｅにおいて９４５として一般的に識別される、信号処理回路および／または制御
回路のどちらか一方または両方、メディアプレーヤ９４４のＷＬＡＮインターフェースお
よび／または大容量データストレージを実現するとしてもよい。実施形態によっては、メ
ディアプレーヤ９４４は、ディスプレイ９４６および／またはキーパッド、タッチパッド
等のユーザ入力９４７を有する。実施形態によっては、メディアプレーヤ９４４は、ディ
スプレイ９４６および／またはユーザ入力９４７を介して、メニュー、ドロップダウンメ
ニュー、アイコンおよび／またはポイントアンドクリックインターフェースを通常使用す
るグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を利用し得る。メディアプレーヤ９４
４はさらに、スピーカおよび／または音声出力ジャックなどの音声出力９４８を有する。
メディアプレーヤ９４４の信号処理回路および／または制御回路９４５および／またはそ
の他の回路（不図示）は、データを処理し、符号化および／または暗号化を行って、演算
を実施し、データをフォーマットし、および／または、その他のメディアプレーヤ機能を
実施するとしてもよい。
【００７４】
　メディアプレーヤ９４４は、圧縮オーディオおよび／またはビデオコンテンツなどのデ
ータを不揮発に格納する大容量データストレージ９４９と通信し得る。実施例によっては
、圧縮オーディオファイルは、ＭＰ３フォーマットまたはそれ以外の適切な圧縮オーディ
オおよび／またはビデオフォーマットに準拠したファイルを含む。大容量データストレー
ジは、光学および／または磁気ストレージデバイス（例えば、ハードディスクドライブ（
ＨＤＤ）および／またはＤＶＤドライブ）を含み得る。ＨＤＤは、約１．８"未満の直径
を持つプラッタを１以上有するミニＨＤＤであってよい。メディアプレーヤ９４４は、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリなどの低レイテンシ不揮発性メモリおよび／またはそれ
以外の適切な電子データストレージなどであるメモリ９５０に接続され得る。メディアプ
レーヤ９４４はまた、ＷＬＡＮネットワークインターフェース９５１を介したＷＬＡＮと
の接続をサポートし得る。上述した実施形態に加えて、他の実施形態も検討されている。
【００７５】
　本発明の実施形態は、デジタル電子回路において、または、コンピュータハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェアもしくはこれらの組み合わせにおいて実装され得る。本
発明に係る装置は、プログラミング可能なプロセッサによって実行される、機械可読スト
レージデバイスにおいて有形に実施される、コンピュータプログラム製品において実装さ
れ得る。本発明に係る方法のステップは、入力データに対して演算を行って出力を生成す
ることによって本発明に係る機能を実行するべく、複数の命令を含むプログラムを実行す
るプログラム可能なプロセッサによって実行され得る。本発明は、データストレージシス
テムからデータおよび命令を受信するべく、且つ、データストレージシステムへとデータ
および命令を送信するべく接合されている少なくとも１つのプログラミング可能なプロセ
ッサと、少なくとも１つの入力デバイスと、少なくとも１つの出力デバイスとを備える、
プログラミング可能なシステムにおいて実行可能な１以上のコンピュータプログラムにお
いて実装されると有益である。各コンピュータプログラムは、高級プロシージャプログラ
ミング言語またはオブジェクト指向プログラミング言語において実装されるとしてもよい
し、または、所望される場合は、アセンブリ言語またはマシン言語で実装されるとしても
よい。どの場合でも、実装する言語は、コンパイラ型言語またはインタープリタ型言語で
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あってよい。適切なプロセッサの例を挙げると、汎用マイクロプロセッサであってもよい
し、特定用途向けマイクロプロセッサであってもよい。プロセッサは通常、命令およびデ
ータを読み出し専用メモリおよび／またはランダムアクセスメモリから受信する。コンピ
ュータは通常、データファイルを格納するための大容量ストレージデバイスを１以上備え
る。当該大容量ストレージデバイスには、内蔵されているハードディスクおよび取り外し
可能なディスク等の磁気ディスク、光磁気ディスクおよび光ディスクがある。コンピュー
タプログラムの命令およびデータを有形に実施するのに適しているストレージデバイスに
は、例えばＥＰＲＯＭおよびＥＥＰＲＯＭ（登録商標）等の半導体メモリデバイスならび
にフラッシュメモリデバイスを含む全ての形態の不揮発性メモリや、内蔵されているハー
ドディスクおよび取り外し可能なディスク等の磁気ディスク、光磁気ディスクおよびＣＤ
－ＲＯＭディスクがある。上述した内容はいずれも、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）
によって補完され得るとしてもよいし、またはＡＳＩＣに組み込まれるとしてもよい。
【００７６】
　本発明について、数多くの実装例を説明してきた。しかし、本発明の精神および範囲を
逸脱することなく、さまざまな変形が可能であると理解されたい。したがって、上記以外
の実装例も本願特許請求の範囲に含まれるものである。
（項目１）
　無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間でインフラストラクチャモード
無線接続を構築し、且つ、前記無線クライアントとの間でダイレクトリンクセットアップ
（ＤＬＳ）モード無線接続を構築する通信回路と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つに基づいて、前記無線クライアントとの通信について、インフラストラ
クチャモードまたはＤＬＳモードのいずれかを選択する制御回路と
　を備え、
　前記通信回路は、前記選択されたモードを用いて、前記無線クライアントとの間でデー
タフレームをやり取りする
　装置。
（項目２）
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つは、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のサービス
の品質と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の電力消費
と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の受信信号
強度と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続を介したフ
レーム送信に必要な時間と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の最高デー
タレートと、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のパケット
ロス率と
　から成る群のうち少なくとも１つを含む
　項目１に記載の装置。
（項目３）
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントから、前記無線クライアントのメディアア
クセス制御（ＭＡＣ）アドレスを特定するメッセージを受信し、
　前記制御回路は、前記メッセージに基づいて前記無線クライアントを特定する
　項目１に記載の装置。
（項目４）
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　前記メッセージは、前記無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能を持つかどうか
を示す
　項目３に記載の装置。
（項目５）
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントから前記メッセージを受信する前に、前記
無線アクセスポイントに対して、前記装置がサポートする１以上のデータストリームタイ
プを特定する別のメッセージを送信し、
　前記無線アクセスポイントから受信する前記メッセージは、前記装置がサポートする前
記１以上のデータストリームタイプを前記無線クライアントがサポートする場合に限って
、前記無線クライアントを特定する
　項目３に記載の装置。
（項目６）
　前記制御回路は、前記無線アクセスポイントが送信するフレームに含まれるデスティネ
ーションメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスをまとめることによって、前記無線ク
ライアントを特定する
　項目１に記載の装置。
（項目７）
　前記制御回路は、前記無線クライアントについて前記ＤＬＳモードを選択した後、ある
イベントに応じて前記無線クライアントについて前記インフラストラクチャモードを選択
する
　項目１に記載の装置。
（項目８）
　前記イベントは、
　前記無線クライアントとのＤＬＳ接続の受信信号強度が予め定められるしきい値を下回
ることと、
　前記制御回路が、予め定められる間隔の間に、前記無線クライアント宛てのフレームを
検出しないことと
　から成る群から選択される
　項目７に記載の装置。
（項目９）
　前記制御回路は、前記無線クライアントについて近接度情報を決定し、前記近接度情報
に基づいて、ＤＬＳモード通信について前記無線クライアントを選択する
　項目１に記載の装置。
（項目１０）
　前記通信回路は、第１のチャネルで前記インフラストラクチャモード無線接続を構築し
、
　前記通信回路は、第２のチャネルで前記ＤＬＳモード無線接続を構築し、
　前記制御回路は、前記ＤＬＳモードを選択する場合には、前記第２のチャネルを選択す
る
　項目１に記載の装置。
（項目１１）
　前記制御回路は、前記装置が省電力モードに入るように制御して、
　前記通信回路は、前記装置が前記省電力モードにある間は、前記無線アクセスポイント
からビーコン信号を受信して、
　Ｎが０より大きい数である場合に、Ｎ個のビーコン毎に、前記制御回路は、前記装置が
前記省電力モードを離脱するように制御して、前記通信回路は続いて、前記ＤＬＳモード
が選択されると前記ＤＬＳモード無線接続を用いて前記無線クライアントと通信し、前記
制御回路は続いて、前記装置が前記省電力モードに再び入るように制御する
　項目１に記載の装置。
（項目１２）
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　前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、
　前記ビーコン信号を受信し、
　前記装置が前記省電力モードを離脱するように前記制御回路が制御すると、前記省電力
モードを離脱し、
　前記装置が前記省電力モードに入るように前記制御回路が制御すると、前記省電力モー
ドに入る
　項目１１に記載の装置。
（項目１３）
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントに対して、前記装置が前記省電力モードに
入ることを通知するメッセージを送信する
　項目１１に記載の装置。
（項目１４）
　前記通信回路および前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、前記
無線アクセスポイントからビーコン信号を受信し、
　前記制御回路は、前記ビーコン信号に従って、前記無線クライアントとの通信スケジュ
ールを構築し、
　前記通信スケジュールに従って、前記制御回路は、前記装置が省電力モードを離脱する
ように制御して、前記通信回路は続いて、前記無線クライアントとの間でＤＬＳ接続を構
築し、
　前記通信スケジュールに従って、前記無線クライアントは前記省電力モードを離脱し、
前記装置との間でＤＬＳ接続を構築する
　項目１に記載の装置。
（項目１５）
　前記通信回路は、前記無線アクセスポイントに対して、前記装置が前記省電力モードに
入ることを通知するメッセージを送信する
　項目１４に記載の装置。
（項目１６）
　項目１に記載の装置を備えるメディアアクセスコントローラ（ＭＡＣ）。
（項目１７）
　項目１６に記載のＭＡＣを備える集積回路。
（項目１８）
　項目１７に記載の集積回路を備える無線デバイス。
（項目１９）
　前記無線デバイスは、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｅ、８０２．１
１ｇ、８０２．１１ｉ、８０２．１１ｋ、８０２．１１ｎ、８０２．１１ｖ、および８０
２．１１ｗ等のドラフトおよび承認された補正を含む、ＩＥＥＥ規格８０２．１１の一部
または全てに準拠している
　項目１８に記載の無線デバイス。
（項目２０）
　無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間でインフラストラクチャモード
無線接続を構築し、且つ、前記無線クライアントとの間でダイレクトリンクセットアップ
（ＤＬＳ）モード無線接続を構築する通信手段と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つに基づいて、前記無線クライアントとの通信について、インフラストラ
クチャモードまたはＤＬＳモードのいずれかを選択する制御手段と
　を備え、
　前記通信手段は、前記選択されたモードを用いて、前記無線クライアントとの間でデー
タフレームをやり取りする
　装置。
（項目２１）
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　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つは、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のサービス
の品質と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の電力消費
と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の受信信号
強度と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続を介したフ
レーム送信に必要な時間と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の最高デー
タレートと、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のパケット
ロス率と
　から成る群のうち少なくとも１つを含む
　項目２０に記載の装置。
（項目２２）
　前記通信手段は、前記無線アクセスポイントから、前記無線クライアントのメディアア
クセス制御（ＭＡＣ）アドレスを特定するメッセージを受信し、
　前記制御手段は、前記メッセージに基づいて前記無線クライアントを特定する
　項目２０に記載の装置。
（項目２３）
　前記メッセージは、前記無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能を持つかどうか
を示す
　項目２２に記載の装置。
（項目２４）
　前記通信手段は、前記無線アクセスポイントから前記メッセージを受信する前に、前記
無線アクセスポイントに対して、前記装置がサポートする１以上のデータストリームタイ
プを特定する別のメッセージを送信し、
　前記無線アクセスポイントから受信する前記メッセージは、前記装置がサポートする前
記１以上のデータストリームタイプを前記無線クライアントがサポートする場合に限って
、前記無線クライアントを特定する
　項目２２に記載の装置。
（項目２５）
　前記制御手段は、前記無線アクセスポイントが送信するフレームに含まれるデスティネ
ーションメディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレスをまとめることによって、前記無線ク
ライアントを特定する
　項目２０に記載の装置。
（項目２６）
　前記制御手段は、前記無線クライアントについて前記ＤＬＳモードを選択した後、ある
イベントに応じて前記無線クライアントについて前記インフラストラクチャモードを選択
する
　項目２０に記載の装置。
（項目２７）
　前記イベントは、
　前記無線クライアントとのＤＬＳ接続の受信信号強度が予め定められるしきい値を下回
ることと、
　前記制御手段が、予め定められる間隔の間に、前記無線クライアント宛てのフレームを
検出しないことと
　から成る群から選択される
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　項目２６に記載の装置。
（項目２８）
　前記制御手段は、前記無線クライアントについて近接度情報を決定し、前記近接度情報
に基づいて、ＤＬＳモード通信について前記無線クライアントを選択する
　項目２０に記載の装置。
（項目２９）
　前記通信手段は、第１のチャネルで前記インフラストラクチャモード無線接続を構築し
、
　前記通信手段は、第２のチャネルで前記ＤＬＳモード無線接続を構築し、
　前記制御手段は、前記ＤＬＳモードを選択する場合には、前記第２のチャネルを選択す
る
　項目２０に記載の装置。
（項目３０）
　前記制御手段は、前記装置が省電力モードに入るように制御して、
　前記通信手段は、前記装置が前記省電力モードにある間は、前記無線アクセスポイント
からビーコン信号を受信して、
　Ｎが０より大きい数である場合に、Ｎ個のビーコン毎に、前記制御手段は、前記装置が
前記省電力モードを離脱するように制御して、前記通信手段は続いて、前記ＤＬＳモード
が選択されると前記ＤＬＳモード接続を用いて前記無線クライアントと通信し、前記制御
手段は続いて、前記装置が前記省電力モードに再び入るように制御する
　項目２０に記載の装置。
（項目３１）
　前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、
　前記ビーコン信号を受信し、
　前記装置が前記省電力モードを離脱するように前記制御手段が制御すると、前記省電力
モードを離脱し、
　前記装置が前記省電力モードに入るように前記制御手段が制御すると、前記省電力モー
ドに入る
　項目３０に記載の装置。
（項目３２）
　前記通信手段は、前記無線アクセスポイントに対して、前記装置が前記省電力モードに
入ることを通知するメッセージを送信する
　項目３０に記載の装置。
（項目３３）
　前記通信手段および前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、前記
無線アクセスポイントからビーコン信号を受信し、
　前記制御手段は、前記ビーコン信号に従って、前記無線クライアントとの通信スケジュ
ールを構築し、
　前記通信スケジュールに従って、前記制御手段は、前記装置が省電力モードを離脱する
ように制御して、前記通信手段は続いて、前記無線クライアントとの間でＤＬＳ接続を構
築し、
　前記通信スケジュールに従って、前記無線クライアントは前記省電力モードを離脱し、
前記装置との間でＤＬＳ接続を構築する
　項目２０に記載の装置。
（項目３４）
　前記通信手段は、前記無線アクセスポイントに対して、前記装置が前記省電力モードに
入ることを通知するメッセージを送信する
　項目３３に記載の装置。
（項目３５）
　項目２０に記載の装置を備えるメディアアクセスコントローラ（ＭＡＣ）。
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（項目３６）
　項目３５に記載のＭＡＣを備える集積回路。
（項目３７）
　項目３６に記載の集積回路を備える無線デバイス。
（項目３８）
　前記無線デバイスは、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｅ、８０２．１
１ｇ、８０２．１１ｉ、８０２．１１ｋ、８０２．１１ｎ、８０２．１１ｖ、および８０
２．１１ｗ等のドラフトおよび承認された補正を含む、ＩＥＥＥ規格８０２．１１の一部
または全てに準拠している
　項目３７に記載の無線デバイス。
（項目３９）
　無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間でインフラストラクチャモード
無線接続を構築する段階、および、前記無線クライアントとの間でダイレクトリンクセッ
トアップ（ＤＬＳ）モード無線接続を構築する段階と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つに基づいて、前記無線クライアントとの通信について、インフラストラ
クチャモードまたはＤＬＳモードのいずれかを選択する段階と、
　前記選択されたモードを用いて、前記無線クライアントとの間でデータフレームをやり
取りする段階と
　を備える方法。
（項目４０）
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つは、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のサービス
の品質と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の電力消費
と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の受信信号
強度と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続を介したフ
レーム送信に必要な時間と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の最高デー
タレートと、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のパケット
ロス率と
　から成る群のうち少なくとも１つを含む
　項目３９に記載の方法。
（項目４１）
　前記無線アクセスポイントから、前記無線クライアントのＭＡＣアドレスを特定するメ
ッセージを受信することによって、前記無線クライアントを特定する段階
　をさらに備える、項目３９に記載の方法。
（項目４２）
　前記メッセージは、前記無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能を持つかどうか
を示す
　項目４１に記載の方法。
（項目４３）
　前記無線アクセスポイントから前記メッセージを受信する前に、前記無線アクセスポイ
ントに対して、１以上のデータストリームタイプを特定する別のメッセージを送信する段
階
　をさらに備え、
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　前記無線アクセスポイントから受信する前記メッセージは、前記１以上のデータストリ
ームタイプを前記無線クライアントがサポートする場合に限って、前記無線クライアント
を特定する
　項目４１に記載の方法。
（項目４４）
　前記無線アクセスポイントが送信するフレームに含まれるデスティネーションＭＡＣア
ドレスをまとめることによって、前記無線クライアントを特定する段階
　をさらに備える、項目３９に記載の方法。
（項目４５）
　前記無線クライアントについて前記ＤＬＳモードを選択した後、あるイベントに応じて
前記無線クライアントについて前記インフラストラクチャモードを選択する段階
　をさらに備える、項目３９に記載の方法。
（項目４６）
　前記イベントは、
　前記無線クライアントとのＤＬＳ接続の受信信号強度が予め定められるしきい値を下回
ることと、
　予め定められる間隔の間に、前記無線クライアント宛てのフレームが検出されないこと
と
　から成る群から選択される
　項目３９に記載の方法。
（項目４７）
　前記無線クライアントについて近接度情報を決定する段階と、
　前記近接度情報に基づいて、ＤＬＳモード通信について前記無線クライアントを選択す
る段階
　をさらに備える、項目３９に記載の方法。
（項目４８）
　第１のチャネルで前記インフラストラクチャモード無線接続を構築する段階と、
　第２のチャネルで前記ＤＬＳモード無線接続を構築する段階と、
　前記ＤＬＳモードを選択する場合には、前記第２のチャネルを選択する段階と
　をさらに備える、項目３９に記載の方法。
（項目４９）
　省電力モードに入る段階と、
　前記省電力モードの間は、前記無線アクセスポイントからビーコン信号を受信する段階
と、
　Ｎが０より大きい数である場合に、Ｎ個のビーコン毎に前記省電力モードを離脱し、そ
して前記ＤＬＳモードが選択されるとＤＬＳ接続を用いて前記無線クライアントと通信し
、そして前記省電力モードに再び入る段階と
　をさらに備える、項目３９に記載の方法。
（項目５０）
　前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、
　前記ビーコン信号を受信し、
　前記方法が前記省電力モードを離脱すると、前記省電力モードを離脱し、
　前記方法が前記省電力モードに入ると、前記省電力モードに入る
　項目４９に記載の方法。
（項目５１）
　前記無線アクセスポイントからビーコン信号を受信する段階と、
　前記ビーコン信号に従って、前記無線クライアントとの通信スケジュールを構築する段
階と、
　前記通信スケジュールに従って、省電力モードを離脱して、前記無線クライアントとの
間でＤＬＳ接続を構築する段階と
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　をさらに備え、
　前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、前記無線アクセスポイン
トから前記ビーコン信号を受信し、
　前記無線クライアントは、前記通信スケジュールに従って、前記省電力モードを離脱し
て、前記ＤＬＳ接続を構築する
　項目３９に記載の方法。
（項目５２）
　無線アクセスポイントを介して無線クライアントとの間でインフラストラクチャモード
無線接続を構築し、前記無線クライアントとの間でダイレクトリンクセットアップ（ＤＬ
Ｓ）モード無線接続を構築するための命令と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つに基づいて、前記無線クライアントとの通信について、インフラストラ
クチャモードまたはＤＬＳモードのいずれかを選択するための命令と、
　前記選択されたモードを用いて、前記無線クライアントとの間でデータフレームをやり
取りするための命令と
　プロセッサで実行可能なコンピュータプログラム。
（項目５３）
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の特性のう
ち少なくとも１つは、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のサービス
の品質と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の電力消費
と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の受信信号
強度と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続を介したフ
レーム送信に必要な時間と、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続の最高デー
タレートと、
　前記インフラストラクチャモード無線接続および前記ＤＬＳモード無線接続のパケット
ロス率と
　から成る群のうち少なくとも１つを含む
　項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目５４）
　前記無線アクセスポイントから受信する、前記無線クライアントのＭＡＣアドレスを特
定するメッセージに応じて、前記無線クライアントを特定するための命令
　をさらに備える、項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目５５）
　前記メッセージは、前記無線クライアントがＤＬＳ接続を構築する機能を持つかどうか
を示す
　項目５４に記載のコンピュータプログラム。
（項目５６）
　前記無線アクセスポイントから前記メッセージを受信する前に、前記無線アクセスポイ
ントに対して、１以上のデータストリームタイプを特定する別のメッセージを送信するた
めの命令
　をさらに備え、
　前記無線アクセスポイントから受信する前記メッセージは、前記１以上のデータストリ
ームタイプを前記無線クライアントがサポートする場合に限って、前記無線クライアント
を特定する
　項目５４に記載のコンピュータプログラム。
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（項目５７）
　前記無線アクセスポイントが送信するフレームに含まれるデスティネーションＭＡＣア
ドレスをまとめることによって、前記無線クライアントを特定するための命令
　をさらに備える、項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目５８）
　前記無線クライアントについて前記ＤＬＳモードを選択した後、あるイベントに応じて
前記無線クライアントについて前記インフラストラクチャモードを選択するための命令
　をさらに備える、項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目５９）
　前記イベントは、
　前記無線クライアントとのＤＬＳ接続の受信信号強度が予め定められるしきい値を下回
ることと、
　予め定められる間隔の間に、前記無線クライアント宛てのフレームが検出されないこと
と
　から成る群から選択される
　項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目６０）
　前記無線クライアントについて近接度情報を決定するための命令と、
　前記近接度情報に基づいて、ＤＬＳモード通信について前記無線クライアントを選択す
るための命令
　をさらに備える、項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目６１）
　第１のチャネルで前記インフラストラクチャモード無線接続を構築するための命令と、
　第２のチャネルで前記ＤＬＳモード無線接続を構築するための命令と、
　前記ＤＬＳモードを選択する場合には、前記第２のチャネルを選択するための命令と
　をさらに備える、項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目６２）
　省電力モードに入るための命令と、
　Ｎが０より大きい数である場合に、Ｎ個のビーコン毎に前記省電力モードを離脱し、そ
して前記ＤＬＳモードが選択されるとＤＬＳ接続を用いて前記無線クライアントと通信し
、そして前記省電力モードに再び入るための命令と
　をさらに備え、
　前記省電力モードの間は、前記無線アクセスポイントからビーコン信号を受信する
　項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目６３）
　前記無線クライアントは、前記ＤＬＳモードが選択されると、
　前記ビーコン信号を受信し、
　前記コンピュータプログラムが前記省電力モードを離脱すると、前記省電力モードを離
脱し、
　前記コンピュータプログラムが前記省電力モードに入ると、前記省電力モードに入る
　項目６２に記載のコンピュータプログラム。
（項目６４）
　前記無線アクセスポイントからビーコン信号を受信し、前記無線クライアントは、前記
ＤＬＳモードが選択されると、前記無線アクセスポイントから前記ビーコン信号を受信し
、
　前記コンピュータプログラムはさらに、
　前記ビーコン信号に従って、前記無線クライアントとの通信スケジュールを構築するた
めの命令と、
　前記通信スケジュールに従って、省電力モードを離脱して、前記無線クライアントとの
間でＤＬＳ接続を構築するための命令と
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　を備え、
　前記無線クライアントは、前記通信スケジュールに従って、前記省電力モードを離脱し
て、前記ＤＬＳ接続を構築する
　項目５２に記載のコンピュータプログラム。
（項目６５）
　複数の無線クライアントと通信する通信回路と、
　前記複数の無線クライアントのアドレスを格納するメモリと
　を備え、
　前記通信回路は、前記複数の無線クライアントのうち少なくとも１つに対してメッセー
ジを送信する送信機を有し、前記メッセージは、前記複数の無線クライアントの前記アド
レスを含むと共にダイレクトリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード通信の機能を持つ前記
複数の無線クライアントを特定する
　無線アクセスポイント。
（項目６６）
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスは、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アド
レスである
　項目６５に記載の無線アクセスポイント。
（項目６７）
　前記通信回路は、前記複数の無線クライアントのうち前記少なくとも１つから別のメッ
セージを受信する受信機を有し、前記別のメッセージは、前記複数の無線クライアントの
前記アドレスに対する要求を含み、
　前記送信機は、前記別のメッセージに応じて、前記複数の無線クライアントの前記アド
レスを含む前記メッセージを送信する
　項目６５に記載の無線アクセスポイント。
（項目６８）
　前記通信回路は、前記複数の無線クライアントのうち１以上の無線クライアントから１
以上の別のメッセージを受信する受信機を有し、前記１以上の別のメッセージはそれぞれ
、前記１以上の無線クライアントのそれぞれがサポートする１以上のデータストリームタ
イプを示し、
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含む前記メッセージは、前記メッセージ
の送信先である無線クライアントがサポートするデータストリームタイプをサポートする
無線クライアントのアドレスのみを含む
　項目６５に記載の無線アクセスポイント。
（項目６９）
　複数の無線クライアントと通信する通信手段と、
　前記複数の無線クライアントのアドレスを格納するメモリ手段と
　を備え、
　前記通信手段は、前記複数の無線クライアントのうち少なくとも１つに対してメッセー
ジを送信する送信手段を有し、前記メッセージは、前記複数の無線クライアントの前記ア
ドレスを含むと共にダイレクトリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード通信の機能を持つ前
記複数の無線クライアントを特定する
　無線アクセスポイント。
（項目７０）
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスは、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アド
レスである
　項目６９に記載の無線アクセスポイント。
（項目７１）
　前記通信手段は、前記複数の無線クライアントのうち前記少なくとも１つから別のメッ
セージを受信する受信手段を有し、前記別のメッセージは、前記複数の無線クライアント
の前記アドレスに対する要求を含み、
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　前記送信手段は、前記別のメッセージに応じて、前記複数の無線クライアントの前記ア
ドレスを含む前記メッセージを送信する
　項目６９に記載の無線アクセスポイント。
（項目７２）
　前記通信手段は、前記複数の無線クライアントのうち１以上の無線クライアントから１
以上の別のメッセージを受信する受信手段を有し、前記１以上の別のメッセージはそれぞ
れ、前記１以上の無線クライアントのそれぞれがサポートする１以上のデータストリーム
タイプを示し、
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含む前記メッセージは、前記メッセージ
の送信先である無線クライアントがサポートするデータストリームタイプをサポートする
無線クライアントのアドレスのみを含む
　項目６９に記載の無線アクセスポイント。
（項目７３）
　複数の無線クライアントと通信する段階と、
　前記複数の無線クライアントのアドレスを格納する段階と、
　前記複数の無線クライアントのうち少なくとも１つに対してメッセージを送信する段階
と
　を備え、
　前記メッセージは、前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含むと共にダイレク
トリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード通信の機能を持つ前記複数の無線クライアントを
特定する
　無線アクセスポイント用の方法。
（項目７４）
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスは、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アド
レスである
　項目７３に記載の方法。
（項目７５）
　前記複数の無線クライアントのうち前記少なくとも１つから別のメッセージを受信する
段階と、
　前記別のメッセージに応じて、前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含む前記
メッセージを送信する段階と
　をさらに備え、
　前記別のメッセージは、前記複数の無線クライアントの前記アドレスに対する要求を含
む
　項目７３に記載の方法。
（項目７６）
　前記複数の無線クライアントのうち１以上の無線クライアントから１以上の別のメッセ
ージを受信する段階
　をさらに備え、
　前記１以上の別のメッセージはそれぞれ、前記１以上の無線クライアントのそれぞれが
サポートする１以上のデータストリームタイプを示し、
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含む前記メッセージは、前記メッセージ
の送信先である無線クライアントがサポートするデータストリームタイプをサポートする
無線クライアントのアドレスのみを含む
　項目７３に記載の方法。
（項目７７）
　複数の無線クライアントと通信するための命令と、
　前記複数の無線クライアントのアドレスを格納するための命令と、
　前記複数の無線クライアントのうち少なくとも１つに対してメッセージを送信するため
の命令と
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　を備え、
　前記メッセージは、前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含むと共にダイレク
トリンクセットアップ（ＤＬＳ）モード通信の機能を持つ前記複数の無線クライアントを
特定する
　無線アクセスポイント用のプロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラム。
（項目７８）
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスは、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アド
レスである
　項目７７に記載のコンピュータプログラム。
（項目７９）
　前記無線アクセスポイントは、前記複数の無線クライアントのうち前記少なくとも１つ
から別のメッセージを受信し、前記別のメッセージは、前記複数の無線クライアントの前
記アドレスに対する要求を含み、
　前記コンピュータプログラムはさらに、
　前記別のメッセージに応じて、前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含む前記
メッセージを送信するための命令
　を備える
　項目７７に記載のコンピュータプログラム。
（項目８０）
　前記無線アクセスポイントは、前記複数の無線クライアントのうち１以上の無線クライ
アントから１以上の別のメッセージを受信し、前記１以上の別のメッセージはそれぞれ、
前記１以上の無線クライアントのそれぞれがサポートする１以上のデータストリームタイ
プを示し、
　前記複数の無線クライアントの前記アドレスを含む前記メッセージは、前記メッセージ
の送信先である無線クライアントがサポートするデータストリームタイプをサポートする
無線クライアントのアドレスのみを含む
　項目７７に記載のコンピュータプログラム。



(32) JP 4921558 B2 2012.4.25

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(33) JP 4921558 B2 2012.4.25

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(34) JP 4921558 B2 2012.4.25

【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図９Ｅ】



(35) JP 4921558 B2 2012.4.25

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ゴエル、サンデシュ
            アメリカ合衆国、９５０５４　カリフォルニア州、サンタ　クララ、マーベル　レーン　５４８８
            　マーベル　セミコンダクター　インコーポレイテッド内
(72)発明者  コピカレ、ミリンド
            アメリカ合衆国、９５０５４　カリフォルニア州、サンタ　クララ、マーベル　レーン　５４８８
            　マーベル　セミコンダクター　インコーポレイテッド内
(72)発明者  チェン、ジェイムズ　チエ－ズン
            アメリカ合衆国、９５０５４　カリフォルニア州、サンタ　クララ、マーベル　レーン　５４８８
            　マーベル　セミコンダクター　インコーポレイテッド内

    審査官  齋藤　哲

(56)参考文献  国際公開第２００６／０８１１２３（ＷＯ，Ａ１）
              特開２００４－３３６７７９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－１６５９８２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１７１２８３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B 7/24-7/26
              H04W 4/00-99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

