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(57)【要約】
ワイヤレス端末は、複数のワイヤレスローカルエリアネ
ットワークと同時に関係する。ワイヤレス端末は、いず
れのＷＬＡＮ上の通信の中断もを防止するように両方の
ＷＬＡＮ上において省電力モードで動作することができ
る。たとえ異なるＷＬＡＮについてのビーコンが時間的
にオーバーラップしている可能性があるとしても、ワイ
ヤレス端末がビーコン情報の受信を可能とするように、
ビーコンについてリッスンする時間を、ワイヤレス端末
は、調整することができる。ビーコン送信時間はまた、
異なるＷＬＡＮ上のビーコンのオーバーラップした送信
を回避するようにスケジュールされることもできる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと、第２のワイヤレスローカルエリアネ
ットワークと、を識別することと、
　省電力モードで動作することにより、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワー
クと、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークと、に同時に関係することと、
　を備えるワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記の前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークと関係することは、前記の第
１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で同時に送信されるビーコンに
関連する情報の受信を容易にするように、ビーコンリッスン間隔を定義すること、を備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記の前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークと関係することは、前記の第
１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で同時に送信されるビーコンに
関連する情報の受信を容易にするように、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワ
ークと関係する時間を定義すること、を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上でダウンリンクデー
タの送信を制御すること、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記の省電力モードで動作することは、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエ
リアネットワーク上でダウンリンクデータの送信を制御するために、前記の第１および第
２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のおのおので省電力モードで同時に動作す
ること、を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの一方を経由し
てダウンリンクデータを取り出すために、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエ
リアネットワーク上で省電力モードにある間にポールメッセージを送信すること、をさら
に備える請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で省電力モードにあ
る間に、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの一方を
経由してダウンリンクデータを受信すること、をさらに備える請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で省電力モードにあ
る間に、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークのうちの一方を
経由してアップリンクデータを送信すること、をさらに備える請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して１組のダウンリンクデー
タを受信するために、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で省電力モー
ドを一時的に出ることと、
　前記１組のダウンリンクデータを受信しながら前記第２のワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク上で省電力モードに留まることと、
　をさらに備える請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　関連したワイヤレスローカルエリアネットワークを示す情報を保持すること、
　をさらに備え、
　同時関連性についての前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク
の前記識別は、前記保持される情報に基づいている、
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　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記保持される情報は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クのオーバーラップしたカバレージの第１の発見の後に学習される、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由してデータを受
信すること、をさらに備え、前記データは、前記の第１および第２のワイヤレスローカル
エリアネットワークに関連するアクセスポイントの間の協調の結果として受信される、請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、第１のチャネルに関連づけられ
、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、第２のチャネルに関連づけられ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、共通のサービスセ
ット識別子に関連づけられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、異なるサービスセ
ット識別子に関連づけられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、リアルタイムトラフィックを搬
送し、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、ベストエフォートトラフィ
ックを搬送する、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記の第１および第２のワイヤレスネットワークの前記識別は、少なくとも１つのネッ
トワークを検出すること、および／または少なくとも１つのネットワークを定義すること
、を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのネットワークの前記検出は、少なくとも１つのインフラストラク
チャワイヤレスローカルエリアネットワークを検出すること、および／または少なくとも
１つのアドホックワイヤレスローカルエリアネットワークを検出すること、を備え、そし
て
　前記少なくとも１つのネットワークの前記定義することは、少なくとも１つのアドホッ
クワイヤレスローカルエリアネットワークを定義すること、を備える、
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、アドホックワイヤレスローカル
エリアネットワークを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの送信に
おけるオーバーラップを回避するように、前記アドホックワイヤレスローカルエリアネッ
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トワークについてのビーコン送信時間を定義すること、をさらに備える請求項２０に記載
の方法。
【請求項２２】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送
信を回避するように、前記アドホックワイヤレスローカルエリアネットワークについての
ビーコン送信時間を調整すること、をさらに備える請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと、第２のワイヤレスローカルエリアネ
ットワークと、を識別するように構成されたネットワーク識別器と、
　省電力モードで動作することにより、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワー
クと、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークと、に同時に関係するように構
成されたネットワークコントローラと、
　を備えるワイヤレス通信のための装置。
【請求項２４】
　前記ネットワークコントローラは、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリア
ネットワーク上で同時に送信されるビーコンに関連する情報の受信を容易にするために、
ビーコンリッスン間隔を定義するように構成されたビーコン間隔セレクタ、を備える、請
求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ネットワークコントローラは、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリア
ネットワーク上で同時に送信されるビーコンに関連する情報の受信を容易にするために、
前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークと関係する時間を定義するように構成
された関連性タイミングセレクタ、を備える、請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記装置は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上でダウ
ンリンクデータの送信を制御するために、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエ
リアネットワーク上のおのおのので省電力モードで同時に動作する、請求項２３に記載の
装置。
【請求項２７】
　前記装置が、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で省電
力モードにある間、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークのう
ちの一方を経由してダウンリンクデータを受信するように構成されたレシーバ、をさらに
備える請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記装置が、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で省電
力モードにある間、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークのう
ちの一方を経由してアップリンクデータを送信するように構成されたトランスミッタ、を
さらに備える請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　関連したワイヤレスローカルエリアネットワークを示す情報を保持するように構成され
たデータメモリ、
　をさらに備え、
　同時関連性についての前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク
の前記識別は、前記保持される情報に基づいている、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項３０】
　前記保持される情報は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クのオーバーラップしたカバレージの第１の発見の後に学習される、請求項２９に記載の
装置。
【請求項３１】
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　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項３２】
　前記ネットワーク識別器は、さらに、少なくとも１つのネットワークを検出し、かつ／
または少なくとも１つのネットワークを定義するように構成されている、請求項２３に記
載の装置。
【請求項３３】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、アドホックワイヤレスローカル
エリアネットワークを備える、請求項２３に記載の装置。
【請求項３４】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの送信に
おけるオーバーラップを回避するために、前記アドホックワイヤレスローカルエリアネッ
トワークについてのビーコン送信時間を定義するように構成されたビーコンジェネレータ
、をさらに備える請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送
信を回避するために、前記アドホックワイヤレスローカルエリアネットワークについての
ビーコン送信時間を調整するように構成されたビーコンジェネレータ、をさらに備える請
求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと、第２のワイヤレスローカルエリアネ
ットワークと、を識別するための手段と、
　省電力モードで動作することにより、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワー
クと、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークと、に同時に関係するための手
段と、
　を備えるワイヤレス通信のための装置。
【請求項３７】
　同時に関係するための前記手段は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリア
ネットワーク上で同時に送信されるビーコンに関連する情報の受信を容易にするように、
ビーコンリッスン間隔を定義するための手段、を備える、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　同時に関係するための前記手段は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリア
ネットワーク上で同時に送信されるビーコンに関連する情報の受信を容易にするように、
前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークと関係する時間を定義するための手段
、を備える、請求項３６に記載の装置。
【請求項３９】
　前記装置は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のダウ
ンリンクデータの送信を制御するために、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエ
リアネットワーク上のおのおのので省電力モードで同時に動作する、請求項３６に記載の
装置。
【請求項４０】
　前記装置が、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で省電
力モードにある間に、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークの
うちの一方を経由してダウンリンクデータを受信するための手段、をさらに備える請求項
３９に記載の装置。
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【請求項４１】
　前記装置が、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上で省電
力モードにある間に、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークの
うちの一方を経由してアップリンクデータを送信するための手段、をさらに備える請求項
３９に記載の装置。
【請求項４２】
　関連したワイヤレスローカルエリアネットワークを示す情報を保持するための手段、
　をさらに備え、
　同時関連性についての前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク
の前記識別は、前記保持される情報に基づいている、
　請求項３６に記載の装置。
【請求項４３】
　前記保持される情報は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クのオーバーラップしたカバレージの第１の発見の後に学習される、請求項４２に記載の
装置。
【請求項４４】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項３６に記載の装置。
【請求項４５】
　識別するための前記手段は、少なくとも１つのネットワークを検出し、かつ／または少
なくとも１つのネットワークを定義する、請求項３６に記載の装置。
【請求項４６】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、アドホックワイヤレスローカル
エリアネットワークを備える、請求項３６に記載の装置。
【請求項４７】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの送信に
おけるオーバーラップを回避するように、前記アドホックワイヤレスローカルエリアネッ
トワークについてのビーコン送信時間を定義するための手段、をさらに備える請求項４６
に記載の装置。
【請求項４８】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送
信を回避するように、前記アドホックワイヤレスローカルエリアネットワークについての
ビーコン送信時間を調整するための手段、をさらに備える請求項４６に記載の装置。
【請求項４９】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
　コンピュータに、第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークとを識別させるためのコードと、
　コンピュータに、省電力モードで動作することにより前記第１のワイヤレスローカルエ
リアネットワークと前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークとに同時に関係さ
せるためのコードと、
　を備えるコンピュータ可読媒体、を備えるコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５０】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上で同時に送信されるビーコンに関連する情報の受信を容易に
するように、ビーコンリッスン間隔を定義させるためのコード、をさらに備える、請求項
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４９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５１】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上で同時に送信されるビーコンに関連する情報の受信を容易に
するように、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークに関連する時間を定義さ
せるためのコード、をさらに備える、請求項４９に記載のコンピュータプログラムプロダ
クト。
【請求項５２】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上でダウンリンクデータの送信を制御するために、前記の第１
および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のおのおので、省電力モードで同
時に動作させるためのコード、をさらに備える、請求項４９に記載のコンピュータプログ
ラムプロダクト。
【請求項５３】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上で省電力モードにある間に、前記の第１および第２のワイヤ
レスローカルエリアネットワークのうちの一方を経由してダウンリンクデータを受信させ
るためのコード、をさらに備える、請求項５２に記載のコンピュータプログラムプロダク
ト。
【請求項５４】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上で省電力モードにある間に、前記の第１および第２のワイヤ
レスローカルエリアネットワークのうちの一方を経由してアップリンクデータを送信させ
るためのコード、をさらに備える、請求項５２に記載のコンピュータプログラムプロダク
ト。
【請求項５５】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、
　関連したワイヤレスローカルエリアネットワークを示す情報を保持させるためのコード
、
　をさらに備え、
　同時関連性についての前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク
の前記識別は、前記保持される情報に基づいている、
　請求項４９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５６】
　前記保持される情報は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クのオーバーラップしたカバレージの第１の発見の後に学習される、請求項５５に記載の
コンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５７】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項４９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５８】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、少なくとも１つのネットワークを検出
させ、かつ／または、少なくとも１つのネットワークを定義させる、ためのコード、をさ
らに備える、請求項４９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５９】
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　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、アドホックワイヤレスローカル
エリアネットワークを備える、請求項４９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項６０】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上のビーコンの送信におけるオーバーラップを回避するように
、前記アドホックワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビーコン送信時間を
定義させるためのコード、をさらに備える、請求項５９に記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
【請求項６１】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送信を回避するように、前記アドホックワ
イヤレスローカルエリアネットワークについてのビーコン送信時間を調整させるためのコ
ード、をさらに備える、請求項５９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項６２】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークのビーコン送信時間を決定することと、
　第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビーコン送信時間を前記の第
１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上におけるビーコンの同時送信を
回避するように定義することと、
　を備えるワイヤレス通信の方法。
【請求項６３】
　ビーコン送信時間の前記決定は、ビーコンについてチャネルをスキャンすること、を備
える、請求項６２に記載の方法。
【請求項６４】
　ビーコン送信時間の前記決定は、アクセスポイントから前記第１のワイヤレスローカル
エリアネットワークの前記ビーコン送信時間を示す情報を受信すること、を備える、請求
項６２に記載の方法。
【請求項６５】
　アクセスポイントは、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク
を管理し、そして
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークの前記ビーコン送信時間の前記決定
は、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについて前記アクセスポイントに
よって保持される情報にアクセスすること、を備える、
　請求項６２に記載の方法。
【請求項６６】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間は
、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークを確立することに関連して定義され
る、請求項６２に記載の方法。
【請求項６７】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義することを備える、請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、以前に定義されたビーコン送信時間を調整すること、を備える、請求項６２
に記載の方法。
【請求項７０】
　アクセスポイントは、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを管理し、
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　ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークに
関連づけられ、そして
　前記方法は、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して前記ワイヤ
レス端末への、そして前記ワイヤレス端末からの、データを転送することを容易にするた
めに、前記アクセスポイントと協調すること、をさらに備える、
　請求項６２に記載の方法。
【請求項７１】
　前記協調は、前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報を前記アクセスポイントへ
と送信すること、または、前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報を前記アクセス
ポイントから受信すること、を備える、請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群の
うちの少なくとも１つに関する、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークに
同時に関連づけられる、請求項６２に記載の方法。
【請求項７４】
　前記ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クを経由して前記ワイヤレス端末へのダウンリンクデータの送信を制御するために、前記
の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のおのおので、省電力モー
ドで同時に動作する、請求項７３に記載の方法。
【請求項７５】
　前記ワイヤレス端末が、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
ク上において省電力モードにある間に、前記ワイヤレス端末は、前記の第１および第２の
ワイヤレスローカルエリアネットワークを経由してデータを送信し、そして受信する、請
求項７３に記載の方法。
【請求項７６】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、第１のチャネルに関連づけられ
、そして、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、第２のチャネルに関連
づけられる、請求項６２に記載の方法。
【請求項７７】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、共通のサービスセ
ット識別子に関連づけられる、請求項６２に記載の方法。
【請求項７８】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、異なるサービスセ
ット識別子に関連づけられる、請求項６２に記載の方法。
【請求項７９】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項６２に記載の方法。
【請求項８０】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークのビーコン送信時間を決定するように構
成されたビーコンタイミングプロセッサと、
　前記第１のおよび第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上におけるビーコンの
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同時送信を回避するために、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについて
のビーコン送信時間を定義するように構成されたビーコンジェネレータと、
　を備えるワイヤレス通信のための装置。
【請求項８１】
　前記ビーコンタイミングプロセッサは、さらに、ビーコンについてチャネルをスキャン
するように構成されている、請求項８０に記載の装置。
【請求項８２】
　前記ビーコンタイミングプロセッサは、さらに、アクセスポイントから前記第１のワイ
ヤレスローカルエリアネットワークの前記ビーコン送信時間を示す情報を受信するように
構成されている、請求項８０に記載の装置。
【請求項８３】
　前記装置は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークを管理す
るアクセスポイントにおいてインプリメントされており、
　前記ビーコンタイミングプロセッサは、さらに、前記第１のワイヤレスローカルエリア
ネットワークについて前記アクセスポイントによって保持される情報にアクセスすること
により、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークの前記ビーコン送信時間を決
定するように構成されている、
　請求項８０に記載の装置。
【請求項８４】
　前記ビーコンジェネレータは、さらに、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワ
ークの確立に関連して、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前
記ビーコン送信時間を定義するように構成されている、請求項８０に記載の装置。
【請求項８５】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義することを備える、請求項８４に記載の装置。
【請求項８６】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項８５に記載の装置。
【請求項８７】
　前記ビーコンジェネレータは、さらに、以前に定義されたビーコン送信時間を調整する
ように構成されている、請求項８０に記載の装置。
【請求項８８】
　アクセスポイントは、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを管理し、
　ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークに
関連づけられ、そして
　前記装置は、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して、前記ワイ
ヤレス端末への、そして前記ワイヤレス端末からの、データを転送することを容易にする
ために、前記アクセスポイントと協調するように構成されたトラフィックコーディネータ
、をさらに備える、
　請求項８０に記載の装置。
【請求項８９】
　前記トラフィックコーディネータは、さらに、前記ワイヤレス端末に関連するステータ
ス情報を前記アクセスポイントへと送信するように、かつ／または、前記ワイヤレス端末
に関連するステータス情報を前記アクセスポイントから受信するように、構成されている
、請求項８８に記載の装置。
【請求項９０】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
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　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項８０に記載の装置。
【請求項９１】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークのビーコン送信時間を決定するための手
段と、
　第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビーコン送信時間を前記の第
１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上におけるビーコンの同時送信を
回避するように定義するための手段と、
　を備えるワイヤレス通信のための装置。
【請求項９２】
　ビーコン送信時間を決定するための前記手段は、ビーコンについてチャネルをスキャン
する、請求項９１に記載の装置。
【請求項９３】
　ビーコン送信時間を決定するための前記手段は、アクセスポイントから前記第１のワイ
ヤレスローカルエリアネットワークの前記ビーコン送信時間を示す情報を受信する、請求
項９１に記載の装置。
【請求項９４】
　前記装置は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークを管理す
るアクセスポイントにおいてインプリメントされ、そして
　ビーコン送信時間を定義するための前記手段は、前記第１のワイヤレスローカルエリア
ネットワークについて前記アクセスポイントによって保持される情報にアクセスすること
により、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークの前記ビーコン送信時間を決
定する、
　請求項９１に記載の装置。
【請求項９５】
　ビーコン送信時間を定義するための前記手段は、前記第２のワイヤレスローカルエリア
ネットワークの確立に関連して前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについ
ての前記ビーコン送信時間を定義する、請求項９１に記載の装置。
【請求項９６】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義すること、を備える、請求項９５に記載の装置。
【請求項９７】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項９６に記載の装置。
【請求項９８】
　ビーコン送信時間を定義するための前記手段は、以前に定義されたビーコン送信時間を
調整する、請求項９１に記載の装置。
【請求項９９】
　アクセスポイントは、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを管理し、
　ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークに
関連づけられ、そして
　前記装置は、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して、前記ワイ
ヤレス端末への、そして前記ワイヤレス端末からの、データを転送することを容易にする
ために前記アクセスポイントと協調するための手段、をさらに備える、
　請求項９１に記載の装置。
【請求項１００】
　協調させるための前記手段は、前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報を前記ア
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クセスポイントへと送信し、かつ／または前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報
を前記アクセスポイントから受信する、請求項９９に記載の装置。
【請求項１０１】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項９１に記載の装置。
【請求項１０２】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
　コンピュータに、第１のワイヤレスローカルエリアネットワークのビーコン送信時間を
決定させるためのコードと、
　コンピュータに、第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビーコン送
信時間を前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上におけるビー
コンの同時送信を回避するように定義させるためのコードと、
　を備えるコンピュータ可読媒体、を備えるコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１０３】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、ビーコンについてチャネルをスキャン
させるためのコード、をさらに備える、請求項１０２に記載のコンピュータプログラムプ
ロダクト。
【請求項１０４】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、アクセスポイントから前記第１のワイ
ヤレスローカルエリアネットワークの前記ビーコン送信時間を示す情報を受信させるため
のコード、をさらに備える、請求項１０２に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１０５】
　アクセスポイントは、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク
を管理し、そして
　前記コンピュータ可読媒体は、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークにつ
いて前記アクセスポイントによって保持される情報にアクセスすることにより、前記第１
のワイヤレスローカルエリアネットワークの前記ビーコン送信時間を決定させるためのコ
ード、をさらに備える、
　請求項１０２に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１０６】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記第２のワイヤレスローカルエリア
ネットワークの確立に関連して前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについ
ての前記ビーコン送信時間を定義させるためのコード、をさらに備える、請求項１０２に
記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１０７】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義すること、を備える、請求項１０６に記載のコンピュー
タプログラムプロダクト。
【請求項１０８】
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項１０７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１０９】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、以前に定義されたビーコン送信時間を
調整するようにさせるためのコード、をさらに備える、請求項１０２に記載のコンピュー
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タプログラムプロダクト。
【請求項１１０】
　アクセスポイントは、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを管理し、
　ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークに
関連づけられ、そして
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記第２のワイヤレスローカルエリア
ネットワークを経由して、前記ワイヤレス端末への、そして前記ワイヤレス端末からの、
データを転送することを容易にするために、前記アクセスポイントと協調させるためのコ
ード、をさらに備える、請求項１０２に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１１１】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記ワイヤレス端末に関連するステー
タス情報を前記アクセスポイントへと送信させ、かつ／または、前記ワイヤレス端末に関
連するステータス情報を前記アクセスポイントから受信させる、ためのコード、をさらに
備える、請求項１１０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１１２】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備え、そして
　前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、インフラストラクチャワイヤレ
スローカルエリアネットワーク、またはアドホックワイヤレスローカルエリアネットワー
クを備える、
　請求項１０２に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１１３】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと第２のワイヤレスローカルエリアネッ
トワークとに関連するワイヤレス端末を識別することと、
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して、前記ワイヤレス端末へ
の、または前記ワイヤレス端末からの、データの転送を制御するために、前記第２のワイ
ヤレスローカルエリアネットワークに関連するアクセスポイントと協調させることと、
　を備えるワイヤレス通信の方法。
【請求項１１４】
　前記協調は、前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報を前記アクセスポイントか
ら受信すること、を備える、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１１５】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群の
うちの少なくとも１つに関する、請求項１１４に記載の方法。
【請求項１１６】
　前記ステータス情報に基づいて前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークにつ
いてのデータをバッファすること、をさらに備える請求項１１４に記載の方法。
【請求項１１７】
　前記協調は、前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報を前記アクセスポイントへ
と送信すること、を備える、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１１８】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群の
うちの少なくとも１つに関する、請求項１１７に記載の方法。
【請求項１１９】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上でビーコンの同時送
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信を回避するように、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビー
コン送信時間を定義すること、をさらに備える請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２０】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義すること、を備える、請求項１１９に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項１２０に記載の方法。
【請求項１２２】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送
信を回避するように、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビー
コン送信時間を調整すること、をさらに備える請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２３】
　前記ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クを経由して前記ワイヤレス端末に対するダウンリンクデータの送信を制御するために、
前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のおのおので、省電力
モードで同時に動作する、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記ワイヤレス端末が、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
ク上で省電力モードにある間に、前記ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤ
レスローカルエリアネットワークのうちの一方を経由して、データを送信し、そして受信
する、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２５】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークは、第１のチャネルに関連づけられ
、そして、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、第２のチャネルに関連
づけられる、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２６】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、共通のサービスセ
ット識別子に関連づけられる、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２７】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワークは、異なるサービスセ
ット識別子に関連づけられる、請求項１１３に記載の方法。
【請求項１２８】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと第２のワイヤレスローカルエリアネッ
トワークとに関連するワイヤレス端末を識別するように構成された、ワイヤレス端末識別
器と、
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して、前記ワイヤレス端末へ
の、または、前記ワイヤレス端末からの、データの転送を制御するために、前記第２のワ
イヤレスローカルエリアネットワークに関連するアクセスポイントと協調するように構成
された、トラフィックコーディネータと、
　を備えるワイヤレス通信のための装置。
【請求項１２９】
　前記トラフィックコーディネータは、さらに、前記ワイヤレス端末に関連するステータ
ス情報を前記アクセスポイントから受信するように構成されている、請求項１２８に記載
の装置。
【請求項１３０】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群の
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うちの少なくとも１つに関する、請求項１２９に記載の装置。
【請求項１３１】
　前記ステータス情報に基づいて前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークにつ
いてのデータをバッファするように構成されたネットワークコントローラ、をさらに備え
る請求項１２９に記載の装置。
【請求項１３２】
　前記トラフィックコーディネータは、さらに、前記ワイヤレス端末に関連するステータ
ス情報を前記アクセスポイントへと送信するように構成されている、請求項１２８に記載
の装置。
【請求項１３３】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
と、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群
のうちの少なくとも１つに関する、請求項１３２に記載の装置。
【請求項１３４】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上でビーコンの同時送
信を回避するために、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビー
コン送信時間を定義するように構成されたビーコンジェネレータ、をさらに備える請求項
１２８に記載の装置。
【請求項１３５】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義すること、を備える、請求項１３４に記載の装置。
【請求項１３６】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項１３５に記載の装置。
【請求項１３７】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送
信を回避するために、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビー
コン送信時間を調整するように構成されたビーコンジェネレータ、をさらに備える請求項
１２８に記載の装置。
【請求項１３８】
　前記ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クを経由して前記ワイヤレス端末に対するダウンリンクデータの送信を制御するために、
前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のおのおので、省電力
モードで同時に動作する、請求項１２８に記載の装置。
【請求項１３９】
　第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと第２のワイヤレスローカルエリアネッ
トワークとに関連するワイヤレス端末を識別するための手段と、
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して、前記ワイヤレス端末へ
の、または前記ワイヤレス端末からの、データの転送を制御するために、前記第２のワイ
ヤレスローカルエリアネットワークに関連するアクセスポイントと協調するための手段と
、
　を備えるワイヤレス通信のための装置。
【請求項１４０】
　協調させるための前記手段は、前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報を前記ア
クセスポイントから受信する、請求項１３９に記載の装置。
【請求項１４１】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
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、データが、前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群
のうちの少なくとも１つに関する、請求項１４０に記載の装置。
【請求項１４２】
　前記ステータス情報に基づいて前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークにつ
いてのデータをバッファするための手段、をさらに備える請求項１４０に記載の装置。
【請求項１４３】
　協調させるための前記手段は、前記ワイヤレス端末に関連するステータス情報を前記ア
クセスポイントへと送信する、請求項１３９に記載の装置。
【請求項１４４】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群の
うちの少なくとも１つに関する、請求項１４３に記載の装置。
【請求項１４５】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上でビーコンの同時送
信を回避するように、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビー
コン送信時間を定義するための手段、をさらに備える請求項１３９に記載の装置。
【請求項１４６】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義すること、を備える、請求項１４５に記載の装置。
【請求項１４７】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項１４６に記載の装置。
【請求項１４８】
　前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送
信を回避するように、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのビー
コン送信時間を調整するための手段、をさらに備える請求項１３９に記載の装置。
【請求項１４９】
　前記ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クを経由して前記ワイヤレス端末に対するダウンリンクデータの送信を制御するために、
前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のおのおので、省電力
モードで同時に動作する、請求項１３９に記載の装置。
【請求項１５０】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
　コンピュータに、第１のワイヤレスローカルエリアネットワークと第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワークとに関連するワイヤレス端末を識別させるためのコードと、
　コンピュータに、前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークを経由して、前記
ワイヤレス端末への、または前記ワイヤレス端末からの、データの転送を制御するために
、前記第２のワイヤレスローカルエリアネットワークに関連するアクセスポイントと協調
させるためのコードと、
　を備えるコンピュータ可読媒体、を備えるコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１５１】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記ワイヤレス端末に関連するステー
タス情報を前記アクセスポイントから受信させるためのコード、をさらに備える、請求項
１５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１５２】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群の
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うちの少なくとも１つに関する、請求項１５１に記載のコンピュータプログラムプロダク
ト。
【請求項１５３】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記ステータス情報に基づいて前記第
１のワイヤレスローカルエリアネットワークについてのデータをバッファさせるためのコ
ード、をさらに備える、請求項１５１に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１５４】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記ワイヤレス端末に関連するステー
タス情報を前記アクセスポイントへと送信させるためのコード、をさらに備える、請求項
１５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１５５】
　前記ステータス情報は、前記ワイヤレス端末が省電力モードにあるかどうか、前記ワイ
ヤレス端末が、データ、前記ワイヤレス端末のリッスン間隔を現在転送しているかどうか
、データが前記ワイヤレス端末についてキューに入れられているかどうか、からなる群の
うちの少なくとも１つに関する、請求項１５４に記載のコンピュータプログラムプロダク
ト。
【請求項１５６】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上でビーコンの同時送信を回避するように、前記第１のワイヤ
レスローカルエリアネットワークについてのビーコン送信時間を定義させるためのコード
、をさらに備える、請求項１５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１５７】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、ビーコン間隔を定義すること、を備える、請求項１５６に記載のコンピュー
タプログラムプロダクト。
【請求項１５８】
　前記第１のワイヤレスローカルエリアネットワークについての前記ビーコン送信時間の
前記定義は、前記ビーコン間隔に関連するビーコン開始時刻を定義すること、を備える、
請求項１５７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１５９】
　前記コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、前記の第１および第２のワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク上のビーコンの同時送信を回避するように、前記第１のワイヤ
レスローカルエリアネットワークについてのビーコン送信時間を調整させるためのコード
、をさらに備える、請求項１５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１６０】
　前記ワイヤレス端末は、前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワー
クを経由して前記ワイヤレス端末に対するダウンリンクデータの送信を制御するために、
前記の第１および第２のワイヤレスローカルエリアネットワーク上のおのおので、省電力
モードで同時に動作する、請求項１５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
［３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９の下の優先権の主張］
　本願は、その開示が、ここでの参照によりここに組み込まれている、アトーニィドケッ
ト番号０６１７８８Ｐ１が割り当てられ、２００６年８月２９日に出願された、共通に所
有される米国仮特許出願第６０／８４１，１０５号の利益と優先権を主張するものである
。
【背景】
【０００２】
［分野］
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　本願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、但し排他的ではなく、複数のワ
イヤレスローカルエリアネットワーク(multiple wireless local area networks)におけ
る同時オペレーションをサポートすることに関する。
【０００３】
［背景］
　電子デバイスは、他の電子デバイスへと情報を送信し、かつ／または他の電子デバイス
から情報を受信する１つまたは複数の通信技術をサポートすることができる。例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉなどの（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１１に基づいた）ワイヤレス技術は、２つ
以上のワイヤレスデバイスの間のエアウェーブ(airwave)上での通信を容易にする。２つ
の一般的なタイプのＷｉ－Ｆｉネットワークは、インフラストラクチャネットワーク(inf
rastructure network)およびアドホックネットワーク(ad hoc network)である。
【０００４】
　一般に、インフラストラクチャワイヤレスネットワークは、ネットワークのカバレージ
エリア内のワイヤレスデバイスが、互いに、そして関連するインフラストラクチャを介し
て別のネットワークに結合される他のデバイスと通信することを可能にする。例えば、８
０２．１１－ベースのアクセスポイントは、ワイヤレス端末（例えば、局）が、アクセス
ポイントを経由して別のネットワーク（例えば、インターネットなどのワイドエリアネッ
トワーク）と通信することを可能にする接続性を提供することができる。
【０００５】
　対照的に、アドホックワイヤレスネットワークは、一般に、互いの通信範囲内にある１
組のワイヤレス端末の間の通信を可能にする。換言すれば、アドホックネットワークは、
別のネットワークに対して接続性を提供するアクセスポイントなどの中央コーディネータ
(central coordinator)なしに定義されることができる。この場合には、そうでなければ
（例えば、ビーコン(beacon)を生成し、トラフィックをバッファする）アクセスポイント
によって提供されることになる機能は、その代わりにアドホックネットワークを形成する
ワイヤレス端末にインプリメントされ、ワイヤレス端末のすべての間で共用されることが
できる。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示の態様の例(sample aspects)の概要(summary)が、以下に続いている。ここにお
ける態様への任意の言及は、本開示の１つまたは複数の態様を指すことがあり得るという
ことを理解すべきである。
【０００７】
　本開示は、いくつかの態様においては、複数のワイヤレスローカルエリアネットワーク
(wireless local area networks)（「ＷＬＡＮｓ」）における同時オペレーション(concu
rrent operation)をサポートすることに関する。ここで、そうでなければＷＬＡＮのうち
の別の１つの上でデータを送信し、あるいは他の何らかのオペレーションを実行するとき
に、生ずる可能性があるＷＬＡＮｓのうちの１つでの通信の中断を防止するために、様々
な用意が、行われることができる。
【０００８】
　本開示は、いくつかの態様においては、複数のＷＬＡＮと関係する(associate with)ワ
イヤレス端末に関し、省電力モード(power save mode)においては、いずれかのＷＬＡＮ
上の通信の中断を防止するように両方のＷＬＡＮ上で動作する。このようにして、ワイヤ
レス端末がＷＬＡＮのうちの１つの上で通信している場合には、ワイヤレス端末に向かう
ことになっている他のＷＬＡＮ上のトラフィックは、後での取出しのためにバッファされ
ることができる。それ故に、ワイヤレス端末は、ワイヤレスデバイスがそのＷＬＡＮ上の
トラフィックを受信する用意が整っているときはいつでも、与えられたＷＬＡＮ上のダウ
ンリンクトラフィックについて単にポーリングすることにより、ワイヤレス端末に対する
トラフィックの送信を制御することができる。
【０００９】
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　本開示は、いくつかの態様においては、複数のＷＬＡＮに関連するワイヤレス端末に関
し、たとえ異なるＷＬＡＮについてのビーコンが同時に送信されることができるとしても
、ワイヤレス端末が、ビーコン情報を受信する試みにおいてビーコンをリッスンする(lis
ten)時間を調整する(adjust)ように構成される。例えば、ワイヤレス端末は、ワイヤレス
端末が、異なる時間に異なるＷＬＡＮからのビーコンをリッスンするように、リッスン間
隔(listen interval)を選択することができる。さらに、ワイヤレス端末は、異なるＷＬ
ＡＮについてのビーコン間隔が時間において一致しないことを保証するように、そのワイ
ヤレス端末が、与えられたＷＬＡＮと関係する(associates with)時間を選択することが
できる。
【００１０】
　本開示は、いくつかの態様においては、異なるＷＬＡＮ上におけるビーコンの同時送信
を回避する、ビーコン送信時間のスケジューリングに関する。例えば、第１のＷＬＡＮに
ついてのビーコンを生成するワイヤレスデバイスは、第２のＷＬＡＮのビーコン送信時間
を決定し、次いで第２のＷＬＡＮのビーコンとのオーバーラップを回避する第１のＷＬＡ
Ｎについてのビーコン送信時間を選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】図１は、図１Ａおよび１Ｂを含み、複数のワイヤレスネットワークにおける同
時オペレーションをサポートするように構成された通信システムのいくつかの態様の例(s
everal sample aspects)の簡略化されたブロック図を示す。
【図１Ｂ】図１は、図１Ａおよび１Ｂを含み、複数のワイヤレスネットワークにおける同
時オペレーションをサポートするように構成された通信システムのいくつかの態様の例の
簡略化されたブロック図を示す。
【図２】図２は、複数のワイヤレスネットワークにおける同時オペレーションをサポート
するように実行されることができるオペレーションのいくつかの態様の例のフローチャー
トである。
【図３Ａ】図３は、図３Ａおよび３Ｂを含み、複数のワイヤレスネットワークにおける同
時オペレーションをサポートするワイヤレス端末によって実行されることができるオペレ
ーションのいくつかの態様の例のフローチャートである。
【図３Ｂ】図３は、図３Ａおよび３Ｂを含み、複数のワイヤレスネットワークにおける同
時オペレーションをサポートするワイヤレス端末によって実行されることができるオペレ
ーションのいくつかの態様の例のフローチャートである。
【図４】図４は、ワイヤレス端末のいくつかの態様の例の簡略化されたブロック図である
。
【図５】図５は、１対のワイヤレスネットワークについてのビーコン送信時間の例の簡略
化されたタイミング図である。
【図６】図６は、アクティブモードのオペレーションにおいてデータを送信するために、
ワイヤレス端末によって実行されることができるオペレーションのいくつかの態様の例の
フローチャートである。
【図７】図７は、複数のワイヤレスネットワークにおける同時オペレーションをサポート
するために、インフラストラクチャネットワークについてのアクセスポイント、またはア
ドホックネットワークについてのワイヤレス端末などのワイヤレスデバイスによって実行
されることができるオペレーションのいくつかの態様の例のフローチャートである。
【図８】図８は、インフラストラクチャネットワークについてのアクセスポイント、また
はアドホックネットワークについてのワイヤレス端末などのワイヤレスデバイスのいくつ
かの態様の例の簡略化されたブロック図である。
【図９】図９は、複数のワイヤレスネットワークにおける同時オペレーションに関連して
データの転送を協調させるように(to coordinate)実行されることができるオペレーショ
ンのいくつかの態様の例のフローチャートである。
【図１０】図１０は、与えられたワイヤレスデバイスによって確立された複数のワイヤレ
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スネットワークにおける同時オペレーションをサポートするように実行されることができ
るオペレーションのいくつかの態様の例のフローチャートである。
【図１１】図１１は、複数のワイヤレスネットワークにおける同時オペレーションに関連
してビーコン送信時間を調整するように(to adjust)実行されることができるオペレーシ
ョンのいくつかの態様の例のフローチャートである。
【図１２】図１２は、通信コンポーネントのいくつかの態様の例の簡略化されたブロック
図である。
【図１３】図１３は、複数のワイヤレスネットワークにおける同時オペレーションをサポ
ートするように構成された装置のいくつかの態様の例の簡略化されたブロック図である。
【図１４】図１４は、複数のワイヤレスネットワークにおける同時オペレーションをサポ
ートするように構成された装置のいくつかの態様の例の簡略化されたブロック図である。
【図１５】図１５は、複数のワイヤレスネットワークにおける同時オペレーションをサポ
ートするように構成された装置のいくつかの態様の例の簡略化されたブロック図である。
【詳細な説明】
【００１２】
　本開示の特徴、態様、および利点の例は、以下に続く詳細な説明および添付の特許請求
の範囲の中で、そして添付図面の中で説明されることになる。
【００１３】
　一般的な方法に従って、図面に示される様々な特徴は、スケール変更するように描かれ
なくてもよい。したがって、様々な特徴の寸法は、明確にするために任意に拡大され、あ
るいは縮小されることができる。さらに、図面のうちのいくつかは、明確にするために簡
略化されることができる。それ故に、図面は、与えられた装置（例えば、デバイス）また
は方法のコンポーネントのすべてを描いていなくてもよい。最後に、同様な参照番号は、
明細書および図面の全体を通して同様な特徴を示すために使用されることができる。
【００１４】
　本開示の様々な態様が、下記に説明される。ここにおける教示は、多種多様な形態で実
施されることができることと、ここにおいて開示されている特定の任意の構造、機能、あ
るいはその両方は、単に代表的なものにすぎないことと、は、明らかなはずである。ここ
における教示に基づいて、当業者(one skilled in the art)は、ここにおいて開示される
一態様は、他の任意の態様とは独立にインプリメントされることができることと、２つ以
上のこれらの態様が、様々なやり方で組み合わされることができることと、を理解すべき
である。例えば、ここにおいて述べられる任意数の態様を使用して、装置が、インプリメ
ントされることができ、あるいは方法が、実行されることができる。さらに、ここにおい
て述べられる態様のうちの１つまたは複数に追加して、あるいはそれら以外に、他の構造
、機能、あるいは構造および機能を使用して、そのような装置はインプリメントされるこ
とができ、あるいはそのような方法は、実行されることができる。
【００１５】
　図１は、１対の通信システム１００Ａおよび１００Ｂの態様の例を示しており、ここで
ワイヤレス端末１０２は、２つ以上のワイヤレスネットワークと同時に通信することがで
きる。例えば、図１Ａにおいて、ワイヤレス端末１０２は、アクセスポイント１０４によ
って確立される第１のＷＬＡＮ（ＷＬＡＮ１）に関連づけられることができ、またアクセ
スポイント１０６によって確立される第２のＷＬＡＮ（ＷＬＡＮ２）に関連づけられるこ
ともできる。さらに、ワイヤレス端末１０２は、アクセスポイント１０６によって確立さ
れる両方のＷＬＡＮ（ＷＬＡＮ２および３）に関連づけられることができる。図１Ａの例
においては、ＬＡＮのすべては、アクセスポイント１０４および１０６がワイドエリアネ
ットワーク１０８（例えば、インターネット）に対する接続性を提供するインフラストラ
クチャＷＬＡＮである。
【００１６】
　図１Ｂは、ワイヤレス端末１０２が、アドホックワイヤレスネットワーク（例えば、Ｗ
ＬＡＮ４）と、１つまたは複数の他のワイヤレスネットワークとに同時に関連づけられる
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こともできることを示している。例えば、ワイヤレス端末１０２は、１つまたは複数の他
のワイヤレス端末（例えば、ワイヤレス端末１１０および１１２）によって確立されるア
ドホックワイヤレスネットワーク（ＷＬＡＮ４）に参加することもができ、あるいはそれ
自体のアドホックワイヤレスネットワークを確立することもできる。上記に述べられる１
つまたは複数の他のワイヤレスネットワークは、インフラストラクチャワイヤレスネット
ワーク（例えば、ＷＬＡＮ１）、別のアドホックワイヤレスネットワーク（図１には示さ
れず）、あるいは他の何らかのタイプのワイヤレスネットワークを備えることができる。
【００１７】
　以下に続く考察は、一般に、複数のＷＬＡＮにおける同時オペレーションに関与する様
々なインプリメンテーションを説明している。しかしながら、ここにおける教示は、他の
タイプのオペレーション、および他のタイプの通信ネットワークに適用可能なものとする
こともできることを理解すべきである。
【００１８】
　本開示のいくつかの態様に従って、ワイヤレス端末１０２は、異なるタイプのデータが
、異なるワイヤレスチャネル上で送信され、あるいは受信されることを可能にするように
、異なるＷＬＡＮと同時に関係する(concurrently associate with)ことができる。例え
ば、音声やビデオなどのリアルタイムトラフィック(real-time traffic)は、１つのＷＬ
ＡＮ上で送信され、受信されることができるが、ウェブブラウジングや電子メールなどの
ベストエフォートトラフィック(best- effort traffic)は、別のＷＬＡＮ上で送信され、
受信されることができる。
【００１９】
　異なるＷＬＡＮ上のトラフィックのそのような分割(division)は、ある種の状況におい
て１つまたは複数の利点を提供することができる。例えば、ワイヤレスデバイスは、異な
るデータを異なるワイヤレスチャネル上で転送することにより、より効率的に動作できる
可能性があり、あるいはより高い全体的なレートでデータを送信できる可能性がある。ま
た、複数のＷＬＡＮ上での同時オペレーションは、例えば加入管理アプリケーション、ま
たはトランスポート管理(transport management)アプリケーションにおいて使用されるこ
とができる。
【００２０】
　いくつかの態様において、トラフィックの分割は、異なるタイプのトラフィックが、異
なるタイプのトラフィックを処理するのによりよく適しているチャネル上で経路指定され
ることを可能にすることができる。例えば、リアルタイムトラフィックは、５ＧＨｚのＵ
ＮＩワイヤレス帯域において展開されることができるが、ベストエフォートトラフィック
は、２．４ＧＨｚのＩＳＭワイヤレス帯域において展開されることができる。ここで、２
．４ＧＨｚのＩＳＭ帯域は、比較的混雑している可能性があり、結果として干渉の影響を
受ける可能性がある。その結果、そのような２．４ＧＨｚ帯域において動作するＷＬＡＮ
は、リアルタイムトラフィックをサポートするために必要な帯域幅およびサービス品質を
欠いている可能性がある。対照的に、そのようなＷＬＡＮは、厳密なサービス品質要件(a
s strict of quality of service requirements)を有さないベストエフォートトラフィッ
クなどのデータ送信を十分にサポートすることができる。
【００２１】
　トラフィックの分割はまた、通信キャリアが、異なるタイプのトラフィックを使用する
、加入者についての加入をよりよく管理することを可能にすることもできる。例えば、リ
アルタイムトラフィックを搬送するように指定されたＷＬＡＮは、ベストエフォートトラ
フィックを搬送するように指定されたＷＬＡＮとは異なるサービスセット識別子(service
 set identifier)（「ＳＳＩＤ」）を有することができる。その結果、異なる認証証明書
(authentication credential)が、異なるＷＬＡＮによって提供されるサービスにアクセ
スするために必要とされる可能性がある。これは、次にはキャリアが、異なるタイプのト
ラフィックにアクセスしている加入者に、より適切に課金することを可能にすることがで
きる。
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【００２２】
　インフラストラクチャＷＬＡＮと、アドホックＷＬＡＮとの間のトラフィックの分割は
、ある種の状況において１つまたは複数の利点を提供することもできる。例えば、ユーザ
は、インターネットまたは企業イントラネットにアクセスするためにインフラストラクチ
ャＷＬＡＮに接続することができる。同時に、ユーザは、アドホックＷＬＡＮに参加した
いと望むことができ、ここでアドホックＷＬＡＮに参加するユーザは、インフラストラク
チャＷＬＡＮに接続するために、そして関連するアクセスポイントを経由して通信するた
めに必ずしも必要な証明書を持っていない可能性がある。
【００２３】
　さらに、８０２．１１ｎの出現と共に、ＷＬＡＮチップセットは、セットトップボック
ス(set-top box)、ゲームコンソール(game console)、ＨＤＴＶなどのディスプレイデバ
イスなどの大衆消費電子製品デバイスにおける一般的な機能とすることができる。これら
などの大衆消費電子製品デバイスは、いくつかの状況の下で、インフラストラクチャＷＬ
ＡＮに参加し、あるいはそれら自体のアドホックＷＬＡＮを形成するかのいずれかとする
ことができる。その結果、ワイヤレス端末上で実行されるアプリケーションは、消費者デ
バイスによって形成されるインフラストラクチャＷＬＡＮと、１つまたは複数のアドホッ
クＷＬＡＮとに参加することができる可能性がある。例えば、アドホックＷＬＡＮが、イ
ンフラストラクチャＷＬＡＮによって提供される２－ホップルート(two-hop route)と比
べて、１－ホップルート(one-hop route)を提供することができるので、比較的高い帯域
幅要件を有するＨＤＴＶなどのアプリケーションは、アドホックＷＬＡＮによって、より
よくサーブ(serve)されることができる。
【００２４】
　複数のＷＬＡＮの同時使用は、アドホックネットワークに参加する端末について１つま
たは複数の利点を提供することができる。例えば、アドホックネットワークにおいて、メ
ッシュポイント(mesh point)は、いくつかのＷＬＡＮに同時に参加することができる。そ
の結果、メッシュポイントは、アドホック端末についてこれらのＷＬＡＮを通して接続性
を提供することができる。
【００２５】
　同時ＷＬＡＮは、様々な方法で構成されることができる。例えば、いくつかのインプリ
メンテーションにおいては、各ＷＬＡＮは、固有のサービスセット識別子を有することが
できる。代わりに、他のインプリメンテーションにおいては、２つ以上のＷＬＡＮが、同
じサービスセット識別子に関連づけられることもできる。後者の場合には、与えられたＷ
ＬＡＮは、例えば、ＷＬＡＮを確立したアクセスポイントのメディアアクセス制御(media
 access control)（「ＭＡＣ」）アドレスによって識別されることができる。
【００２６】
　さらに、いくつかの態様においては、異なるＷＬＡＮは、異なるワイヤレスチャネル上
で確立されることができる。様々なインプリメンテーションにおいては、これらの異なる
チャネルは、同じワイヤレス帯域または異なるワイヤレス帯域のいずれかに関連づけられ
ることができる。
【００２７】
　複数のＷＬＡＮにおける同時オペレーションに関連したオペレーションの例の概要が、
次に図２のフローチャートの場合について提供されることになる。便宜上、図２のオペレ
ーション（あるいはここにおいて論じられ、または教示される他の任意のオペレーション
）は、特定のコンポーネント（例えば、システム１００Ａおよび１００Ｂのコンポーネン
ト）によって実行されているものとして説明されることができる。しかしながら、これら
のオペレーションは、他のタイプのコンポーネントによって実行されることができ、そし
て異なる数のコンポーネントを使用して実行されることができることを理解すべきである
。また、ここにおいて説明されるオペレーションのうちの１つまたは複数は、与えられた
インプリメンテーションにおいて使用されることができないことも理解すべきである。
【００２８】
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　図２におけるブロック２０２によって表されるように、ワイヤレス端末１０２は、それ
がワイヤレス通信を確立することができる第１のワイヤレスネットワークを識別する。上
記に述べられるように、このオペレーションは、インフラストラクチャＷＬＡＮまたはア
ドホックＷＬＡＮを検出することを必要とする可能性があり、あるいはこのオペレーショ
ンは、アドホックＷＬＡＮを定義することを必要とする可能性がある。適切なＷＬＡＮの
識別をするとすぐに、ワイヤレス端末は、指定されたワイヤレスチャネル上で、識別され
たＷＬＡＮ（例えば、ＷＬＡＮ１）と関係する（ブロック２０４）。
【００２９】
　ブロック２０６において、ワイヤレスデバイスは、第１のＷＬＡＮ上で省電力モードに
入る。その結果、ワイヤレス端末１０２に対して送信すべきデータを有する、第１のＷＬ
ＡＮ上の任意のワイヤレスデバイス（例えば、アクセスポイント１０４）は、後の時間に
おける送信のためにそのデータをバッファすることになる。この省電力モードに関連して
、ワイヤレス端末１０２は、ＷＬＡＮ上の別のワイヤレスデバイスが、ワイヤレス端末１
０２への送信のためにデータをバッファしている表示(indication)を含む任意のビーコン
について関連するワイヤレスチャネルを監視することができる。
【００３０】
　ブロック２０８において、ワイヤレス端末１０２は、それがワイヤレス通信を確立する
ことができる第２のワイヤレスネットワークを識別する。この場合にも、これは、インフ
ラストラクチャＷＬＡＮまたはアドホックＷＬＡＮを検出すること、あるいはアドホック
ＷＬＡＮを定義することを必要とする可能性がある。
【００３１】
　ブロック２１０において、ワイヤレス端末１０２は、指定されたワイヤレスチャネル上
の識別されたＷＬＡＮ（例えば、ＷＬＡＮ２）と関係する。ここで、２つのＷＬＡＮにお
ける同時の参加は、２つのＩＰアドレスのワイヤレス端末１０２に対する割当てをもたら
すことができる。ワイヤレス端末１０２におけるＴＣＰ／ＩＰスタックは、それ故に複数
のインターフェースの使用をサポートすることができる。
【００３２】
　複数のＷＬＡＮにおける同時オペレーションは、ワイヤレス端末１０２が、別のＷＬＡ
Ｎ上でアクティブに通信しているときはいつでも、１つのＷＬＡＮ上における通信におけ
る中断を潜在的にもたらす可能性があることを理解すべきである。例えば、ワイヤレス端
末１０２が、送信しているときに、それは、他の任意のワイヤレスデバイスからデータを
受け取ることができない可能性がある。その結果、これらの状況の下でワイヤレス端末１
０２と通信する任意の試みは、失敗した送信をもたらすことになる。これらの失敗した送
信は、次には対応するＷＬＡＮ上の輻輳を増大させる可能性があり、それによってＷＬＡ
Ｎの全体的なスループットを低減させる。さらに、与えられたＷＬＡＮ上のワイヤレス端
末１０２へのデータ送信が、繰り返して失敗している場合、ワイヤレス端末１０２がＷＬ
ＡＮを離れているという仮定が行われることができ、そしてワイヤレス端末１０２は、時
期尚早にＷＬＡＮから切り離されることができる。
【００３３】
　ＷＬＡＮが同じワイヤレスチャネル上で確立される場合のインプリメンテーションにお
いては、８０２．１１ＭＡＣプロシージャは、ＷＬＡＮの間の衝突のないオペレーション
を保証することができる。例えば、ビーコンの送信に先立って、アクセスポイントは、Ｃ
ＳＭＡ／ＣＡプロシージャに従うことができ、それによってアクセスポイントが、別のア
クセスポイントがそのビーコンを送信するのと同時にそのビーコンを送信しないことにな
ることを保証している。
【００３４】
　対照的に、第２のＷＬＡＮが、第１のＷＬＡＮとは異なるワイヤレスチャネル上で確立
されるインプリメンテーションにおいては、ここにおいて教示される１つまたは複数の技
法が、ＷＬＡＮのおのおのの上での信頼できるデータ送信を容易にするために使用される
ことができる。例えば、いくつかのインプリメンテーションにおいては、第１および第２
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のワイヤレスネットワークは、オーバーラップするビーコン送信時間を回避するように定
義されることができる。ここで、図７、９、および１０に関連して下記にもっと詳細に説
明されるように、ＷＬＡＮ上で異なる時刻にビーコン送信をスケジュールする、第１のＷ
ＬＡＮと第２のＷＬＡＮとの２つ以上のコンポーネントの間の何らかの形式の協調(some 
form of coordination)が存在することができる。
【００３５】
　さらに、いくつかのインプリメンテーションにおいては、ワイヤレス端末は、異なるＷ
ＬＡＮについてのビーコンが同時に送信されるときでさえ、ビーコン情報を受信すること
を容易にする方法で、１つまたは複数のＷＬＡＮと関係することができる。例えば、図３
および５に関連して下記に説明されるように、ワイヤレス端末は、ワイヤレス端末が、異
なる時刻に異なるＷＬＡＮに関連する適切なビーコンを受信することを可能にする方法で
、与えられたＷＬＡＮと関係するように、ビーコン間隔を選択し、あるいは時間を選択す
ることができる。
【００３６】
　ブロック２１２において、ワイヤレス端末１０２は、第２のＷＬＡＮ上で省電力モード
に入る。したがって、ワイヤレス端末１０２に対して送信すべきデータを有する、第２の
ＷＬＡＮ上の任意のワイヤレスデバイス（例えば、アクセスポイント１０６）は、後の時
間における送信のためにデータをバッファすることになる。この場合にも、次いで、ワイ
ヤレス端末１０２は、第２のＷＬＡＮ上の別のワイヤレスデバイスが、ワイヤレス端末１
０２への送信のためにデータをバッファしているという表示を含む任意のビーコンについ
て関連するワイヤレスチャネルを監視することができる。
【００３７】
　ブロック２１４によって表されるように、ワイヤレス端末１０２は、それがこれらのＷ
ＬＡＮのうちの１つを経由してデータを送信し、あるいは受信するときに、ＷＬＡＮの一
方または両方の上で省電力モードに留まることができる。換言すれば、ワイヤレス端末１
０２の状態は、それが与えられたＷＬＡＮ上の他のデバイスに知られているように、省電
力状態になる。しかしながら、ワイヤレス端末１０２は、この時間のすべてまたは一部分
の間に完全に機能的に、あるいはほぼ完全に機能的（例えば、パワーダウンされていない
）に留まることができる。例えば、ワイヤレス端末１０２は、ある程度までほとんどの時
間パワーダウンされることができる。そのときには、ワイヤレス端末１０２が、ポーリン
グメッセージを送信し、ビーコンについてスキャンし、データを送信し、あるいはデータ
を受信する必要があるときに、ワイヤレス端末は、必要とされる回路に電力を供給するこ
とができる。しかしながら、これらのコンポーネントがパワーダウンされるときでさえ、
ワイヤレス端末１０２は、関連する任意のＷＬＡＮに関して省電力モードに留まることが
できる。このようにして、そのＷＬＡＮ上のデバイスは、ワイヤレス端末１０２が、アク
ティブでなく、そしてそれ故にトラフィックを受信することができないことを仮定するこ
とになるので、ワイヤレス端末１０２は、ＷＬＡＮのうちの１つの上でデータを送信し、
または受信することができ、しかも別のＷＬＡＮ上の可能性のある任意のダウンリンクト
ラフィックは、後続の送信のためにバッファされることになる。
【００３８】
　簡単に要約すると、ワイヤレス端末が、アイドル状態であるときに、ワイヤレス端末は
、その関連するＷＬＡＮのすべてを監視することができる。さらに、ワイヤレス端末は、
あるポイントでアクティブモードに切り換わることができ、ここで、ワイヤレス端末は、
一時に１つのＷＬＡＮ上だけで動作するように選択することができ、あるいはワイヤレス
端末は、あらゆるＷＬＡＮ上での同時オペレーションをサポートしようと試みることがで
きる。これらおよび他の関連したオペレーションは、図３および６に関連して、より詳細
に取り扱われるであろう。
【００３９】
　一般に、図３～６は、複数のＷＬＡＮと同時に関係することができるワイヤレス端末、
または他の何らかのタイプのワイヤレスデバイスに関する。便宜上、そのようなデバイス
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は、以下に続く考察においては、単に「ワイヤレス端末」と称されることになる。簡単に
は、図３は、複数のＷＬＡＮにおいて同時に動作するワイヤレス端末によって実行される
ことができるオペレーションに関する。図４は、ワイヤレス端末の機能ブロックの例を示
している。図５は、複数のＷＬＡＮについてのビーコンタイミングの例を示している。図
６は、ワイヤレス端末が、アクティブ動作モードにおけるデータの送信または受信に関連
して実行することができるオペレーションの例を示している。
【００４０】
　実際には、ワイヤレス端末は、３つの、オペレーションの基本モードで既存のＷＬＡＮ
と相互に作用する。最初に、ワイヤレス端末は、適切なＷＬＡＮについてサーチするため
にサーチモードに入る。ひとたびワイヤレス端末がＷＬＡＮに関連づけられた後に、次い
でワイヤレス端末は、オペレーションのアイドルモードと、アクティブモードとの間で切
り換わることができる。
【００４１】
　例示の目的のために、図３および６のオペレーションは、図４に示されるようなワイヤ
レス端末４００の様々なコンポーネントによって実行されている場合について論じられる
ことになる。しかしながら、ワイヤレス端末４００の例示のコンポーネントは、単に、こ
こで使用されることができるコンポーネントの代表であるにすぎないことと、図３の１つ
または複数のオペレーションは、他の適切なコンポーネントによって、あるいはそれらの
コンポーネントに関連して実行されることができることと、を理解すべきである。
【００４２】
　図３のブロック３０２によって表されるように、ネットワーク識別器(network identif
ier)４０２（例えば、ネットワーク検出器）は、トランシーバ４０６のレシーバコンポー
ネント４０４と協力して、近くに動作している任意のＷＬＡＮが存在するかどうかを決定
するために１組のワイヤレスチャネルをスキャンする。このオペレーションは、例えば、
インフラストラクチャＷＬＡＮのアクセスポイント、またはアドホックＷＬＡＮに関連す
る１つまたは複数のワイヤレス端末によって送信されている可能性がある任意のビーコン
を獲得することを必要とする可能性がある。
【００４３】
　いくつかのインプリメンテーションにおいては、ワイヤレス端末４００は、サーチおよ
びシステム選択のアルゴリズムによって指定されるようにすべてのサポートされる帯域に
おいてすべてのチャネルをサーチすることができる。さらに、下記に論じられるように、
オーバーラップするＷＬＡＮの間の関連性が、データベースに記憶されることができる。
【００４４】
　ビーコン信号または他の類似したネットワーク信号が、ブロック３０２において検出さ
れる場合には、ネットワーク識別器４０２は、信号からネットワークに関連した情報を抽
出し、この情報を適切なデータメモリに記憶することができる。例えば、ネットワーク識
別器４０２は、与えられたＷＬＡＮのサービスセット識別子と、適用可能な場合には、Ｗ
ＬＡＮを確立するアクセスポイントのＭＡＣアドレスと、に関連した情報４０８を保持す
ることができる。さらに、ネットワーク識別器４０２は、ＷＬＡＮについて指定されるチ
ャネルおよび帯域を識別する情報４１０を保持することができる。また、検出されたＷＬ
ＡＮがアドホックネットワークである場合には、ネットワーク識別器４０２は、アドホッ
クネットワークに関連した（例えば、関連する任意のワイヤレス端末に関連した）情報４
１２を保持することができる。
【００４５】
　図３のブロック３０４によって表されるように、次いでネットワークコントローラ４１
４は、１つまたは複数の識別されたＷＬＡＮと関係し、認証し、そして各ＷＬＡＮ上でア
イドルモードオペレーションを開始することができる。便宜上、以下に続く考察は、単に
ワイヤレス端末４００が関係した第１のＷＬＡＮについて言及することになる。
【００４６】
　ブロック３０６において、モードコントローラ４１６は、第１のＷＬＡＮ上で（例えば
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、アイドルモードオペレーションの開始に応じてすぐに）ワイヤレス端末４００を省電力
モードに切り換えることができる。結果として、ワイヤレス端末４００にダウンロードさ
れるべきデータを有する任意のワイヤレスデバイス（例えば、インフラストラクチャアク
セスポイントまたはアドホック端末）は、後の時間での送信のためにデータをバッファす
ることができる。
【００４７】
　以下でより詳細に論じられるように、アイドルモード中に、ワイヤレス端末４００は、
ネゴシエートされたリッスン間隔で定期的にウェイクアップし、そしてトラフィックアク
ティビティの検出をするとすぐにアクティブモードのオペレーションに切り換わることが
できる。さらに、ワイヤレス端末４００が１つのＷＬＡＮ上でキャンプ(camp)していると
き、ワイヤレス端末４００は、使用可能なチャネルのすべての上で対象となる他のＷＬＡ
Ｎについてサーチし続けることができる。
【００４８】
　ブロック３０８によって表されるように、ある時点において（例えば、図３に示される
オペレーションに先立って）ワイヤレス端末４００は、１つまたは複数の組の関連したＷ
ＬＡＮに関連した情報４１８を取得することができる。情報４１８は、例えば、２つ以上
のＷＬＡＮ（例えば、固有のサービスセット識別子に対応する）が、オーバーラップした
カバレージエリアを有し、あるいはこれらのＷＬＡＮ上の同時オペレーションを容易にす
る他の何らかの方法で適合されることを指し示すことができる。一例として、１対のＷＬ
ＡＮは、トラフィックフローの分割をサポートするように定義されることができ、ここで
ＷＬＡＮのうちの１つは、１つのタイプのトラフィックを処理するのによりよく適してお
り、そして他のＷＬＡＮは、別のタイプのトラフィックを処理するのによりよく適してい
る。情報４１８は、例えば、アクセスポイントのサービスセット識別子とＭＡＣアドレス
とを含めて、各ＷＬＡＮの様々な属性を記述することができる。いくつかのインプリメン
テーションにおいては、ワイヤレス端末４００は、モビリティドメイン(mobility domain
) （例えば、企業インプリメンテーションにおいて見出されるような、あるいは８０２．
１１ｒに定義されるような）の存在を識別することができ、そして同じモビリティドメイ
ンの２つの同一なサービスセット識別子に二重に登録しようと試みることができない。
【００４９】
　情報４１８は、様々な方法で獲得されることができる。例えば、いくつかのインプリメ
ンテーションにおいては、情報４１８は、それが通信キャリアによって用意される（例え
ば、最初にサービスに位置する）ときにワイヤレス端末４００にダウンロードされること
ができる。また、ワイヤレス端末４００は、例えば、ワイヤレス端末４００のロケーショ
ンと、任意のＷＬＡＮが最近確立されているかどうかと、に応じて折に触れて情報４１８
を獲得することができる。いくつかの態様においては、２つ以上のＷＬＡＮの関連性が、
ＷＬＡＮのオーバーラップしたカバレージの第１の発見の後に学習される(learned)こと
ができる。対応する情報４１８は、次いで後の使用のためにローカルに記憶されることが
できる。
【００５０】
　図３においてブロック３１０によって表されるように、ある時点においてワイヤレス端
末４００は、別のＷＬＡＮ（例えば、異なるチャネル上の）と関係するように選択するこ
とができる。いくつかのインプリメンテーションにおいては、同時オペレーションについ
てのＷＬＡＮの選択は、関連したネットワーク情報４１８に基づいている。そのような場
合には、関連したネットワークセレクタコンポーネント４２０は、特にネットワーク識別
器４０２に、指定された１組のＷＬＡＮについてスキャンするようにさせることができる
。代わりに、ネットワーク識別器４０２は、使用可能な任意のＷＬＡＮについて単にスキ
ャンすることもできる。
【００５１】
　下記に図７に関連してもっと詳細に論じられるように、いくつかのインプリメンテーシ
ョンにおいては、ビーコン送信が、共通のカバレージエリアを（例えば、各ＷＬＡＮのコ
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ンポーネントの間の何らかの形式の協調を経由して）有するＷＬＡＮの間で同期化される
。ここで、少なくとも１つのＷＬＡＮは、そのビーコンと、他のＷＬＡＮのビーコンとが
、同時に送信されないように定義されることができる。そのような場合には、ワイヤレス
端末４００は、ビーコンの可能性のある任意のオーバーラップについて補償するどのよう
なステップも取ることなく、これらのＷＬＡＮと容易に関係することができる。
【００５２】
　対照的に、ＷＬＡＮのビーコン送信デバイス（例えば、アクセスポイント）が、互いに
同期化されない場合（例えば、ＷＬＡＮのビーコン送信時間が協調されないとき）のイン
プリメンテーションにおいては、ワイヤレス端末４００は、それが、ＷＬＡＮのおのおの
についてビーコン情報を受信することができるようになることを保証する試みにおいて、
１つまたは複数のオペレーションをオプショナルに実行することができる。例えば、ブロ
ック３１２によって表されるように、関連性タイミングセレクタ(association timing se
lector)４２２は、同時の（例えば、オーバーラップする）ビーコン送信時間を有するＷ
ＬＡＮおよび別のＷＬＡＮのビーコン間隔に基づいて与えられたＷＬＡＮと関係するよう
に適切な時間を決定することができる。また、ブロック３１４によって表されるように、
リッスン間隔セレクタ(listen interval selector)４２４は、そのＷＬＡＮからのビーコ
ンの受信を容易にする与えられたＷＬＡＮと、オーバーラップしたビーコン送信時間を有
する別のＷＬＡＮと、についてのリッスン間隔を選択することができる。ブロック３１２
および３１４のオペレーションは、図５を参照してよりよく理解されることができる。
【００５３】
　図５は、第１のＷＬＡＮ（図５においてネットワークＡと指定される）に関連する１組
のビーコンが、矢印５０２によって指定され、第２のＷＬＡＮ（ネットワークＢと指定さ
れる）に関連する１組のビーコンが、矢印５０４によって指定されるタイミング図５００
を示している。図５における中央線で表されるように、ワイヤレス端末は、２つのＷＬＡ
Ｎからビーコン５０２と、ビーコン５０４とを受信する。
【００５４】
　ここで２組のビーコン５０２と５０４との相対的配置は、これらのビーコンが同時に送
信される（例えばオーバーラップする）ことができることを示す。換言すれば、異なるＷ
ＬＡＮのビーコン送信時間は、同時に、あるいは時間的に互いに十分近くに生じ、それに
よってワイヤレスデバイスは、２つのＷＬＡＮ上でビーコンを受信するためにチャネルを
切り換えるのに十分な時間を有さない。それ故に、いくつかの態様においては、ある期間
内に生ずるビーコン送信を必要とするビーコンの同時送信は、レシーバ４０４が、１つの
ワイヤレスチャネル上の受信ビーコンから異なるワイヤレスチャネル（およびもしかする
と異なる周波数帯域）上の受信ビーコンへと切り換わるためにかかる時間の長さ(amount)
以下である。異なるチャネルについてのビーコンが、このようにしてオーバーラップする
場合には、１つのＷＬＡＮ上でビーコンのうちの１つ（例えば、ビーコン５０２Ａ）を受
信するワイヤレス端末による試みは、ワイヤレス端末が、他のＷＬＡＮ上でビーコンのう
ちの対応する１つ（例えば、ビーコン５０４Ｂ）を受信しないことをもたらす。
【００５５】
　しかしながら、適切に定義されたリッスン間隔の使用を通して、ワイヤレス端末は、ビ
ーコン送信デバイス（例えば、アクセスポイント）に、それが、ＷＬＡＮのビーコン間隔
の整数倍に対応する間隔でそのビーコン情報についてリッスンすることになることを指示
することができる。一例として、より長い矢印（例えば、矢印５０２Ａおよび矢印５０４
Ｂ）は、それぞれの各ＷＬＡＮについてワイヤレス端末によって指定されたリッスン間隔
に関連するビーコンを表す。ここで、同じビーコン間隔（すなわち、「２」のビーコン間
隔）は、両側矢印線(double-arrowed line)５０６および５０８によって表されるように
各ＷＬＡＮについて定義されている。換言すれば、ワイヤレスデバイスは、一つおきのビ
ーコン間隔でビーコン情報についてリッスンするだけになる。ワイヤレスデバイスは、Ｗ
ＬＡＮについて、より長いビーコン間隔を指定することができることを理解すべきである
。
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【００５６】
　図５が示すように、ワイヤレス端末は、異なるＷＬＡＮについてのそのリスニング時間
をオフセットすることができる可能性がある。この場合には、たとえＷＬＡＮがそれらの
ビーコンをほぼ同時に送信するとしても、ワイヤレス端末は、常にＷＬＡＮのおのおのか
らそのビーコン情報を信頼できるように受信することができる。すなわち、ワイヤレス端
末は、ビーコン５０２Ａによって表される時点において第１のＷＬＡＮからビーコンを受
信することになり、次いでワイヤレス端末は、ビーコン５０４Ａによって表される時点に
おいて第２のＷＬＡＮからビーコンを受信することになり、以下同様である。それ故に、
ワイヤレス端末は、そのワイヤレス端末についての情報（例えば、インフラストラクチャ
トラフィック表示マップ、またはアドホックトラフィック表示マップ）を含まないビーコ
ン５０２Ｂおよび５０４Ｂを無視することになる。
【００５７】
　いくつかのインプリメンテーションにおいては、ワイヤレス端末についてのオフセット
リスニング時間は、図５において、より長い矢印によって表されるように、ワイヤレス端
末が、ＷＬＡＮのうちの１つと関係する時間を選択することにより達成されることができ
る。例えば、アクセスポイントは、与えられたワイヤレス端末についてのリッスン間隔が
、そのワイヤレス端末がアクセスポイントと関係した後に送信される第１のビーコンから
開始されることを指定することができる。それ故に、図５において、ワイヤレス端末が最
初にネットワークＡと関係したと仮定すると、ワイヤレス端末は、それがネットワークＢ
と関係する時間を（例えば、関連性プロシージャ(association procedure)を遅延させる
ことにより）指定することができ、その結果、時間は、それが受信したいと思わないビー
コン（例えば、ビーコン５０４Ｂ）の後になり(fall)、そして受信したいと思わないビー
コン（例えば、ビーコン５０４Ａ）の前の十分な時間になる(fall a sufficient time)。
このようにして、ワイヤレス端末がＷＬＡＮと関係する時間に基づいて、アクセスポイン
トは、ワイヤレス端末についてのビーコン情報の送信を望ましい時刻に（例えば、ビーコ
ン５０４Ａに）スケジュールすることができる。
【００５８】
　再び図３を参照すると、ワイヤレス端末４００は、このようにしてブロック３１６にお
いて第２のＷＬＡＮとの関連付け(association)と認証とを完了することができる。モー
ドコントローラ４１６は、このようにして、ブロック３１８においてワイヤレス端末４０
０を第２のＷＬＡＮ上で省電力モードに切り換えることができる。
【００５９】
　ブロック３２０によって表されるように、ある時点で、ワイヤレス端末４００は、ＷＬ
ＡＮのうちの一方の上で送信される必要があるデータを有することができる。この場合に
は、ワイヤレス端末４００は、トランシーバ４０６のトランスミッタ４２６が、データを
転送する間、両方のＷＬＡＮ上で省電力モードに留まるように選択することができる。し
かしながら、ネットワークコントローラ４１４とトランシーバ４０６とは、この時にパワ
ーダウンされてはいない。したがって、省電力モードにある間、ネットワークコントロー
ラ４１４は、チャネルが別のワイヤレスデバイスによって現在使用されているかどうかを
決定するために、指定されたチャネルをスキャンするためにレシーバ４０４と協力するこ
とができる。次いで、ひとたびチャネルが自由になった後に、ネットワークコントローラ
４１４は、チャネルを獲得し指定されたデータを送信するために、トランスミッタ４２６
と協力することができる。ここで、たとえＷＬＡＮにおける別のワイヤレスデバイス（例
えば、アクセスポイント）が、ワイヤレス端末４００が省電力モードにあることを通知さ
れているとしても、このワイヤレスデバイスは、ワイヤレス端末４００がワイヤレスデバ
イスに送信する任意のデータを依然として受信することができる。
【００６０】
　ブロック３２２～３２６によって表されるように、ある時点において、関連するＷＬＡ
Ｎのうちの一方の別のワイヤレスデバイス（例えば、アクセスポイント）は、ワイヤレス
端末４００に送信される必要があるデータを有することができる。ここで、ワイヤレスデ
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バイスは、送信のためにキューに入れられたデータが存在することをワイヤレス端末４０
０に通知するためにビーコンを使用することができる。例えば、ワイヤレスデバイスは、
ワイヤレス端末４００のリッスン間隔に従って送信されるビーコンの中のトラフィック表
示マップ（例えば、ＴＩＭまたはＡＴＩＭ）の形で適切なビットを設定することができる
。
【００６１】
　ブロック３２２によって表されるように、ワイヤレス端末４００は、それ故にその関連
するＷＬＡＮのおのおのの上で適切な時刻にビーコンについてスキャンすることができる
。ここで、ワイヤレス端末４００は、それが、ビーコンについてスキャンし、あるいはそ
れが、ビーコンについてスキャンするためにアクティブモードに切り換わることができる
間、省電力モードに留まることができる。
【００６２】
　ＷＬＡＮ上にオーバーラップするビーコンが存在する場合のいくつかのインプリメンテ
ーションにおいては、ワイヤレス端末は、図５に示されるようにそのリッスン間隔に適合
することができない可能性がある。例えば、いくつかのアクセスポイントは、ビーコン間
隔よりも大きなリッスン間隔を許容しない可能性がある。そのような場合には、ワイヤレ
ス端末４００は、異なるＷＬＡＮについてのビーコンを交互に受信することができる。そ
の結果、ワイヤレス端末４００は、各ＷＬＡＮについての一部のビーコンを見失うことに
なる。そのようなミスをするとすぐに、省電力(power save)（「ＰＳ」）ポールジェネレ
ータ(poll generator)４２８は、対応するＷＬＡＮの適切なワイヤレスデバイス（例えば
、アクセスポイント）に対して無料のＰＳポールメッセージを発行することができる。こ
のようにして、ワイヤレス端末４００は、ワイヤレスデバイスが、ワイヤレス端末４００
への送信のために任意のデータをキューに入れているかどうかを決定することができる。
ＷＬＡＮのいずれかにキューに入れられたデータが存在する場合には、ワイヤレス端末４
００は、そのデータを取り出すために下記に説明されるプロシージャに従うことができる
。
【００６３】
　いくつかのシナリオにおいては、ワイヤレス端末４００は、どのビーコンをそれがブロ
ック３２２においてスキャンすることになるかを優先順位付けするように選択することが
できる。例えば、いくつかのインプリメンテーションにおいては、（例えば、サービスセ
ット識別子によって定義されるような）第１のＷＬＡＮに関連するビーコンは、第２のＷ
ＬＡＮに関連するビーコンよりも高い優先順位を有することができる。この場合において
、ワイヤレス端末４００は、第２のＷＬＡＮではなくて第１のＷＬＡＮ上でビーコンにつ
いてスキャンすることができる。同様に、ワイヤレス端末４００が、ある種のＷＬＡＮ上
でデータを予測する場合には、ワイヤレス端末４００は、ある期間にわたって他の任意の
ＷＬＡＮではなくてそのＷＬＡＮに関連するチャネル上でビーコンについてスキャンする
ように選択することができる。
【００６４】
　ワイヤレス端末４００が、送信のためにキューに入れられたダウンリンクトラフィック
が存在することを決定する場合には、ＰＳポールジェネレータ４２８は、ダウンリンクト
ラフィックの送信を開始するように適切なワイヤレスデバイス（例えば、アクセスポイン
ト）に通知するためにＰＳポールメッセージを生成する（ブロック３２４）。このメッセ
ージに応じて、ワイヤレスデバイスは、関連するワイヤレスチャネルが使用可能なときは
いつでもデータを送信することになる。
【００６５】
　この場合にも、ワイヤレス端末４００は、そのレシーバ４０４がデータを受信する間に
、両方のＷＬＡＮ上で省電力モードに留まるように選択することができる（ブロック３２
６）。上記のように、レシーバ４０４は、この省電力モード中には実際にはパワーダウン
されない。また、たとえワイヤレスデバイスが、ワイヤレス端末４００が省電力モードに
あることを通知されていたとしても、ワイヤレスデバイスは、ポールメッセージに応じて
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ワイヤレス端末４００に対してデータを依然として送信することもできる。
【００６６】
　アップリンクトラフィックを送信し、ダウンリンクトラフィックを受信するための省電
力モードの使用は、ＰＳポール送信に起因したこれらの通信についてのオーバーヘッドの
増大をもたらす。そのようなオーバーヘッドは、データを送信するとき、またはデータを
受信するときに、追加の遅延を引き起こす可能性がある。さらに、このオーバーヘッドは
、関連するＷＬＡＮ上で輻輳を増大させる可能性があり、それによってＷＬＡＮの全体的
な帯域幅効率を低下させる。それに応じて、図６によって表されるように、いくつかのイ
ンプリメンテーションにおいては、ワイヤレス端末４００は、ＷＬＡＮ上でトラフィック
を送信し、または受信するために、与えられたＷＬＡＮ上でアクティブモードに一時的に
切り換わるように選択することができる。
【００６７】
　図６においてブロック６０２によって表されるように、ある時点において、ワイヤレス
端末４００は、アクティブモードに切り換わるべきかどうかを決定することができる。例
えば、ワイヤレス端末４００は、それがそのＷＬＡＮのうちの一方を経由して送信され、
または受信されるべき比較的大きなバーストのトラフィックを有することをそれが決定す
るときにアクティブモードに切り換わることができる。
【００６８】
　ブロック６０４によって表されるように、次いで状態コントローラ４１６は、そのＷＬ
ＡＮ上で省電力モードからアクティブモードへと切り換わることができる。しかしながら
、他の関連する任意のＷＬＡＮ上の迷惑な送信が存在しないことを保証するために、モー
ドコントローラ４１６は、これらの他のＷＬＡＮ上で省電力モードを維持することになる
。
【００６９】
　ブロック６０６において、ワイヤレス端末４００が、指定されたＷＬＡＮ上でアクティ
ブモードにあるときに、それは、ＰＳポールプロシージャに関連するどのようなオーバー
ヘッドもなしにトラフィックを送信し受信することができる。例えば、ワイヤレス端末４
００は、それがチャネルを獲得するときはいつでも（例えば、チャネルが他のワイヤレス
デバイスによって使用されていないときは）上記に論じられるように１組のデータ（例え
ば、バーストのデータ）を送信することができる。代わりに、別のワイヤレスデバイスが
、ワイヤレス端末４００に向けられたデータを受信するときはいつでも、このワイヤレス
デバイスは、ワイヤレスデバイスがチャネルを獲得するときはいつでもワイヤレス端末４
００に対して対応する１組のデータ（例えば、バーストのデータ）を直ちに送信すること
もできる。
【００７０】
　ブロック６０８によって表されるように、次いで、状態コントローラ４１６は、ＷＬＡ
Ｎ（例えば、第１のＷＬＡＮ）上でアクティブモードから省電力モードへとスイッチバッ
クすることができる。この場合にも、モードコントローラ４１６は、他の任意のＷＬＡＮ
（例えば、第２のＷＬＡＮ）を省電力モードに維持し続けることができる。
【００７１】
　しかしながら、第１のＷＬＡＮが、省電力モードを出た後に、ＰＳポールジェネレータ
４２８は、第１のＷＬＡＮがアクティブモードにあったときに、任意のダウンリンクトラ
フィックが第２のＷＬＡＮについてキューに入れられたかどうかを決定するためにポール
メッセージを送信することができる（ブロック６１０）。送信のためにキューに入れられ
たデータが存在する場合に、ワイヤレスデバイス４００は、ここにおいて論じられるよう
にデータを取り出すことができる（ブロック６１２）。同様に、ワイヤレス端末４００が
、第１のＷＬＡＮがアクティブモードにあったときに第２のＷＬＡＮ上での送信のために
任意のデータをバッファした場合には、ワイヤレス端末４００は、ブロック６１２におい
てデータを送信することができる。この場合にも、ワイヤレス端末４００は、ここに教示
されるようなこれらの送信または受信中にその関連するＷＬＡＮのすべての上で省電力モ
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ードに留まることができる。
【００７２】
　次に図７～１１を参照すると、これらの図は、一般にＷＬＡＮについてのビーコンを生
成するワイヤレスデバイスに関する。そのようなデバイスは、いくつかの例においてはイ
ンフラストラクチャＷＬＡＮについてのアクセスポイント、あるいはアドホックＷＬＡＮ
についてのワイヤレス端末を備えることができる。便宜上、そのようなデバイスは、以下
に続く考察においては単に「ワイヤレスデバイス」と称されることができる。簡単には、
図７は、ビーコン送信時間を定義するように、そして省電力モードで動作しているワイヤ
レス端末と通信するようにワイヤレスデバイスによって実行されることができるオペレー
ションに関する。図８は、ワイヤレスデバイス８００の機能ブロックの例を示している。
図９は、アクセスポイントと協調するようにワイヤレスデバイスによって実行されること
ができるオペレーションの例を示している。図１０は、複数のＷＬＡＮを確立するワイヤ
レスデバイスによって実行されることができるオペレーションの例を示している。図１１
は、ビーコン送信時間に適合するようにワイヤレスデバイスによって実行されることがで
きるオペレーションの例を示している。
【００７３】
　例示の目的のために、図７および９～１１のオペレーションは、図８に示されるような
ワイヤレスデバイス８００（例えば、アクセスポイント）の様々なコンポーネントによっ
て実行されている場合について論じられることになる。この場合にも、参照されるコンポ
ーネントは、単に代表的なものにすぎないことと、これらの図のオペレーションは、他の
適切なコンポーネントにより、あるいはそれらのコンポーネントに関連して実行されるこ
とができることを理解すべきである。
【００７４】
　図７のブロック７０２によって表されるように、ビーコンタイミングプロセッサ(beaco
n timing processor)８０２は、１つまたは複数の既存のＷＬＡＮのビーコン送信時間を
決定する。いくつかの態様においては、このオペレーションは、電源投入に応じた初期化
中に、または他の何らかの時間において実行されることができる。いくつかのインプリメ
ンテーションにおいては、ビーコンタイミングプロセッサ８０２は、１組のワイヤレスチ
ャネルを（例えば、定期的ベースで）監視するように構成されたチャネルスキャナ８０４
を備えることができる。他のインプリメンテーションにおいては、既存のＷＬＡＮのビー
コンタイミング情報は、図９および１０に関連して下記に説明されるように他の技法を使
用して獲得されることができる。
【００７５】
　ブロック７０４において、ネットワークコントローラ８０８（例えば、ビーコンジェネ
レータコンポーネント８１０）は、ワイヤレスデバイス８００によって確立されるべき新
しいＷＬＡＮについてのビーコン送信時間を定義する。ここで、ビーコン送信時間は、ビ
ーコン開始時刻およびビーコン間隔に応じて定義されることができる。本開示のいくつか
の態様に従って、ビーコンジェネレータ８１０は、ブロック７０２において獲得されるビ
ーコン送信時間に基づいてこれらのビーコン送信時間を定義することができる。このよう
にしてそれぞれのＷＬＡＮについてのビーコンは、それらが時間的にオーバーラップしな
いように定義されることができる。とりわけ、オーバーラップしていないビーコンは、与
えられたワイヤレス端末によって同時に使用されることができる任意のＷＬＡＮについて
指定されることができる。次いでネットワークコントローラ８０８は、ワイヤレスデバイ
ス８００のＭＡＣアドレス８１２と、サービスセット識別子８１４と、指定されたワイヤ
レスチャネルおよびワイヤレス帯域に関連した情報８１６と、に関連する新しいＷＬＡＮ
を確立する。
【００７６】
　ブロック７０６において、ある時点において、ワイヤレスデバイス８００は、新しいＷ
ＬＡＮに参加するワイヤレス端末と関係することができる。上記に述べられるように、ワ
イヤレス端末は、新しいＷＬＡＮに関連した後に省電力モードに入ることができる。
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【００７７】
　必要に応じて、ワイヤレスデバイス８００は、ワイヤレス端末に向けられたそれが（例
えば、インターネットなど、別のネットワークを経由して）受信するデータをバッファす
る。適切な間隔（例えば、ビーコン間隔またはリッスン間隔）で、ビーコンジェネレータ
８１０は、ワイヤレス端末についてバッファされたデータが存在するかどうかを指し示す
ビーコンを生成する。次いで、ネットワークコントローラ８０８は、新しいＷＬＡＮ上で
そのビーコンを送信するためにトランシーバ８２０のトランスミッタ８１８と協力する。
【００７８】
　ブロック７０８によって表されるように、ある時点においてワイヤレスデバイス８００
のレシーバ８２２は、ワイヤレス端末から（例えば、ワイヤレス端末が省電力モードにあ
るときに）ポールメッセージを受信することができる。ここにおいて論じられるようにワ
イヤレス端末は、ビーコンのトラフィック表示マップの形で設定されているビットに応じ
てこのポールメッセージを送信している可能性がある。代わりに、ワイヤレス端末が、別
のＷＬＡＮ上で何らかのオペレーションを実行していた間に（例えば、他のＷＬＡＮ上で
アクティブモードにある間に）、ワイヤレス端末は、データが新しいＷＬＡＮについてキ
ューに入れられたかどうかを決定するためにこのポールメッセージ（例えば、無料のポー
ル）を送信することもできる。
【００７９】
　いずれにしても、ネットワークコントローラ８０８は、トランスミッタ８１８と協力し
て、新しいＷＬＡＮを経由してワイヤレス端末に対してバッファダウンリンクデータ(buf
fer downlink data)を送信する。上記に述べられるように、ワイヤレス端末は、この時に
省電力モードまたはアクティブモードにある可能性がある。
【００８０】
　ブロック７１０によって表されるように、ある時点においてレシーバ８２２は、新しい
ワイヤレスネットワークを経由してワイヤレス端末からデータを受信することができる。
この場合にも、ワイヤレス端末は、この時に省電力モードまたはアクティブモードにある
可能性がある。
【００８１】
　次に図９を参照すると、上記に述べられるようにいくつかのインプリメンテーションに
おいては、ワイヤレスデバイス８００は、別のアクセスポイント（例えば、アクセスポイ
ント１０６）と協調するアクセスポイント（例えば、図１におけるアクセスポイント１０
４）としてインプリメントされることができる。ここで、他のアクセスポイントは、既存
のＷＬＡＮに関連づけられることができる。
【００８２】
　この協調をサポートするために、アクセスポイント８００は、例えば、他のアクセスポ
イントの相補的コンポーネントと通信することにより、別のＷＬＡＮに関する情報をオプ
ショナルに獲得するように構成されたトラフィックコーディネータ(traffic coordinator
)８２４と、情報獲得コンポーネント８０６と、を備えることができる。この通信は、例
えばバックエンド通信リンクを経由して（例えば、ＷＡＮ１０８を経由して）、ワイヤレ
スチャネルを経由して、あるいは他の何らかの通信リンクを経由して、達成されることが
できる。
【００８３】
　ブロック９０４によって表されるように、情報獲得コンポーネント８０６は、レシーバ
８２２と一緒に、他のアクセスポイントからビーコン送信時間などの情報を受信すること
ができる。いくつかの態様においては、このオペレーションは、電源投入に応じた初期化
中に、あるいは他の何らかの時にワイヤレスデバイス８００によって実行されることがで
きる。
【００８４】
　ブロック９０６によって表されるように、ネットワークコントローラ８０８は、他のＷ
ＬＡＮから受信される情報に基づいて、新しいＷＬＡＮについてのビーコン送信時間を定
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義することができる。ここで、アクセスポイントは、ビーコンが時間的にインタリーブさ
れることを保証することにより、異なるＷＬＡＮ上でのビーコンのオーバーラップを回避
することができる。さらにいくつかのインプリメンテーションにおいては、アクセスポイ
ントは、相対的な同期化が、ビーコンオーバーラップを回避するために、２つのＷＬＡＮ
のビーコン送信時間の間で時間にわたって維持されることを保証するように定期的に協調
することもできる。
【００８５】
　ブロック９０８によって表されるように、いくつかのインプリメンテーションにおいて
は、アクセスポイントは、ワイヤレス端末が、ビーコン間隔とは異なるリッスン間隔を定
義することを可能にすることにより、オーバーラップしたビーコン送信を防止するために
協調することができる。このようにして、ワイヤレス端末は、例えば、図５に関連して上
記に説明されるように、そのリッスン間隔を構成することができる。
【００８６】
　ブロック９１０によって表されるように、アクセスポイントは、ワイヤレス端末のステ
ータスに関して互いに協調することもできる。例えば、ワイヤレス端末識別器８２６は、
アクセスポイント８００によってサポートされるＷＬＡＮと、別のアクセスポイントによ
ってサポートされる別のＷＬＡＮと、に同時に関連づけられるワイヤレス端末を識別する
ことができる。この識別オペレーションは、例えば、他のアクセスポイントから、あるい
はワイヤレス端末が複数のＷＬＡＮに同時に関連づけられることを指し示すワイヤレス端
末から、情報を受信することを必要とする可能性がある。
【００８７】
　いくつかの態様においては、ブロック９１０の協調は、ワイヤレス端末に関連したステ
ータス情報の交換を必要とする可能性がある。例えば、トラフィックコーディネータ８２
４は、他のアクセスポイントからステータス情報を受信することができ、かつ／または他
のアクセスポイントに対してステータス情報を送信することができる。
【００８８】
　ワイヤレス端末に関連したステータス情報は、様々な形態を取ることができる。例えば
、いくつかのインプリメンテーションにおいては、ステータス情報は、ワイヤレス端末が
、特定のＷＬＡＮ上で省電力モードにあるか、あるいはアクティブモードにあるかを指し
示すことができる。いくつかのインプリメンテーションにおいては、ステータス情報は、
特定のＷＬＡＮ上のワイヤレス端末のリッスン間隔を指し示す。いくつかのインプリメン
テーションにおいては、ステータス情報は、データが、ワイヤレス端末への送信のために
か、あるいはワイヤレス端末からの送信のためにキューに入れられるのかを指し示す。い
くつかのインプリメンテーションにおいては、ステータス情報は、ワイヤレス端末が、与
えられたＷＬＡＮ上のデータ転送オペレーションに現在関与しているかどうかを指し示す
。
【００８９】
　アクセスポイント８００は、適切なデータメモリ８２８にこのワイヤレス端末ステータ
ス情報を保持することができる。すなわち、データメモリ８２８は、別のＷＬＡＮから受
信された情報、またはそのＷＬＡＮから取得され（そしてオプショナルに他のＷＬＡＮへ
と送信され）た情報を保持することができる。
【００９０】
　ブロック９１２によって表されるように、ワイヤレス端末への、かつ／またはワイヤレ
ス端末からのデータ転送は、ステータス情報に基づいて制御されることができる。例えば
、アクセスポイント８００が、（ワイヤレス端末が、アクセスポイント８００のＷＬＡＮ
上で省電力モードにあるかどうかにかかわらず）ワイヤレス端末が現在別のＷＬＡＮ上で
データを転送していることを決定する場合に、アクセスポイント８００は、ワイヤレス端
末に向けられている、それが有する任意のデータをバッファすることができる。同様に、
アクセスポイント８００が、ワイヤレス端末が他のＷＬＡＮ上で現在省電力モードにある
ことを決定する場合、あるいはアクセスポイント８００が、他のＷＬＡＮ上でワイヤレス
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端末についてバッファされるデータが存在することを決定する場合、アクセスポイント８
００は、ワイヤレス端末についてデータをバッファすることができる。また、アクセスポ
イント８００は、ワイヤレス端末ステータス情報に基づいてビーコン情報を定義すること
もできる。例えば、アクセスポイント８００は、それが別のＷＬＡＮ上のワイヤレス端末
のリッスン間隔に関して受信する情報に基づいて、そのビーコン送信のタイミング（例え
ば、ビーコン開始時刻およびビーコン間隔）を調整することができる。
【００９１】
　次に図１０を参照すると、いくつかのインプリメンテーションにおいては、ワイヤレス
デバイス８００は、複数のＷＬＡＮを確立することができる。そのような場合に、これら
のＷＬＡＮに関連する協調は、ただ単にワイヤレスデバイス８００の内部オペレーション
を必要とするだけの可能性がある。
【００９２】
　ブロック１００２において、ワイヤレスデバイス８００は、第１のＷＬＡＮを確立する
。このオペレーションに関連して、ワイヤレスデバイス８００は、第１のＷＬＡＮについ
てのビーコン送信時間を定義することができる。
【００９３】
　ブロック１００４において、ある時点において、ワイヤレスデバイス８００は、第２の
ＷＬＡＮを確立するように選択することができる。上記に述べられるように、これらのＷ
ＬＡＮは、同じサービスセット識別子または異なるサービスセット識別子に関連づけられ
ることができる。
【００９４】
　図１０のインプリメンテーションにおいては、異なるＷＬＡＮに関連する協調は、それ
故に、ワイヤレスデバイス８００が、ワイヤレスデバイス８００が第１のＷＬＡＮのビー
コン送信時間に関して保持する情報に基づいて、第２のＷＬＡＮのビーコン送信時間を定
義することを部分的に必要とする可能性がある。この場合にも、これらのビーコン送信時
間は、ブロック１００６において、異なるＷＬＡＮ上でオーバーラップするビーコンを回
避するように定義されることができる。
【００９５】
　ブロック１００８によって表されるように、異なるＷＬＡＮに関連する協調は、ワイヤ
レスデバイス８００が、ＷＬＡＮのおのおのに関連するワイヤレス端末のステータスに関
してその複数のＷＬＡＮの間で情報を共有することを必要とする可能性もある。上記に述
べられるように、ステータス情報は、データメモリ８２８に保持されることができる。
【００９６】
　ワイヤレスデバイス８００は、図９に関連して上記に論じられるような類似した方法で
このステータス情報を利用することもできる。したがって、ワイヤレスデバイス８００は
、ワイヤレス端末のステータスに基づいて、ワイヤレス端末へと、そしてワイヤレス端末
からデータを転送するかどうか、および／またはどのように転送するかを決定することが
できる（ブロック１０１０）。
【００９７】
　図１１を参照すると、いくつかのインプリメンテーションにおいて、ワイヤレスデバイ
ス８００は、既存のＷＬＡＮのビーコン送信時間を適合させることができる。これらのオ
ペレーションは、例えば、インフラストラクチャＷＬＡＮまたはアドホックＷＬＡＮに関
連して実行されることができる。
【００９８】
　ブロック１１０２において、ワイヤレスデバイス８００は、第１のワイヤレスネットワ
ークとの通信を確立する。例えば、インフラストラクチャネットワークにおいて、このオ
ペレーションは、アクセスポイントが、ＷＬＡＮを確立することを必要とする可能性があ
る。対照的に、アドホックネットワークにおいては、このオペレーションは、ワイヤレス
局が、アドホックネットワークを確立すること(establishing)、またはアドホックネット
ワークに参加すること(joining)（例えば、関係すること(associating with)）のいずれ
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かを必要とする可能性がある。
【００９９】
　ブロック１１０４において、ワイヤレスデバイス８００は、隣接する任意のＷＬＡＮの
ビーコン送信時間を決定するために１つまたは複数の指定されたワイヤレスチャネルを定
期的に監視することができる。いくつかの場合には、これは、任意のＷＬＡＮのビーコン
送信時間に変化があるかどうかを決定するために、ワイヤレスデバイス８００が関連する
チャネルのすべてをスキャンすることを必要とする可能性がある。いくつかの場合には、
これは、ワイヤレスデバイス８００が関連している新しいＷＬＡＮを識別することを必要
とする可能性がある。
【０１００】
　いずれにしても、ブロック１１０６によって表されるように、ワイヤレスデバイス８０
０は、ブロック１１０４において識別される任意のビーコン送信時間とのオーバーラップ
を回避するように第１のＷＬＡＮのビーコン送信時間を適合させることができる。ここで
、ビーコン送信時間の適合は、与えられたＷＬＡＮに関連するビーコンの現在定義されて
いる送信時間を進めること、または遅延させることを必要とする可能性がある。
【０１０１】
　適合がアクセスポイントによって実行されるインプリメンテーションにおいては、アク
セスポイントは、それが確立したＷＬＡＮのビーコン送信時間を調整することができる。
いくつかの場合において、アクセスポイントは、ＷＬＡＮに関連する他の任意のワイヤレ
スデバイス（例えば、ワイヤレス端末）におけるビーコンの受信における可能性のある任
意の中断を回避するように漸進的な方法でビーコン送信時間を調整することができる。例
えば、ビーコン送信時間に４０ミリ秒のシフトの影響を及ぼすために、アクセスポイント
は、与えられた期間にわたってビーコン送信時間の４０ミリ秒の調整(40 one millisecon
d adjustment)を実行することができる。
【０１０２】
　適合がアドホックＷＬＡＮに関連するワイヤレス端末によって実行されるインプリメン
テーションにおいては、ワイヤレス端末（例えば、図４におけるビーコンジェネレータ４
３０）は、それがアドホックＷＬＡＮについて送信する任意のビーコンのタイミングを調
整することができる。例えば、アドホックＷＬＡＮについての共用されるビーコン生成ス
キームが、このワイヤレス端末がアドホックＷＬＡＮについて次のビーコンを生成すべき
であることを指し示すときはいつでも、ワイヤレス端末は、以前に指定されたビーコン送
信時間の前または後のいずれかにビーコンを送信することができる。ビーコン送信タイミ
ングにおけるこのシフトは、それ故にアドホックＷＬＡＮにおけるこのワイヤレス局また
は他の任意のワイヤレス局による後続のビーコン送信のタイミングに影響を及ぼす可能性
がある。アクセスポイントの場合におけるように、ワイヤレス端末は、漸進的な方法で（
例えば、いくつかのビーコン送信上で）ビーコン送信時間を調整することができる。
【０１０３】
　様々な修正が、ここにおける教示に基づいて本開示の実施形態に対して行われることが
できることを理解すべきである。例えば、ここにおける教示は、異なるタイプのネットワ
ークに対して、そして異なるタイプのトラフィックの分割に対して適用可能とすることが
できる。ここで、ネットワーク、および関連するネットワークの情報を識別するために、
あるいはオーバーラップを回避し、またはそうでなければビーコンタイミングを適合させ
るようにビーコン送信時間を定義するために、他の方法が、使用されることができる。異
なる技法が、情報を共有するために２つ以上のデバイスの間で協調させるために使用され
ることができ、そしてそのような情報は、異なるやり方で使用されることができ、ワイヤ
レス端末の他の態様に関連したものにすることができる。さらに、省電力モードは、ワイ
ヤレス局へのデータの転送を制御するために異なるやり方でインプリメントされることが
できる。
【０１０４】
　ここにおける教示は、少なくとも１つの他のワイヤレスデバイスと通信するために様々
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なコンポーネントを使用したデバイスに組み込まれることができる。図１２は、デバイス
の間の通信を容易にするために使用されることができるいくつかのコンポーネントの例を
示している。ここで、第１のデバイス１２０２（例えば、アクセス端末）と、第２のデバ
イス１２０４（例えば、アクセスポイント）とは、適切な媒体上でワイヤレス通信リンク
１２０６を経由して通信するように適合される。
【０１０５】
　最初に、デバイス１２０２からデバイス１２０４（例えば、逆方向リンク(reverse lin
k)）へと情報を送信することに関与するコンポーネントが、取り扱われることになる。送
信（「ＴＸ」）データプロセッサ１２０８は、データバッファ１２１０または他の何らか
の適切なコンポーネントからトラフィックデータ（例えば、データパケット）を受信する
。送信データプロセッサ１２０８は、選択された符号化スキームおよび変調スキームに基
づいて各データパケットを処理し（例えば、符号化し、インタリーブし、そしてシンボル
マッピングし）、データシンボルを供給する。一般に、データシンボルは、データについ
ての変調シンボルであり、パイロットシンボルは、パイロットについての変調シンボルで
ある（これは、先験的に知られている）。変調器１２１２は、データシンボルと、パイロ
ットシンボルと、もしかすると逆方向リンクについてのシグナリングを受信し、システム
によって指定されるような変調（例えば、ＯＦＤＭまたは他の何らかの適切な変調）およ
び／または他の処理を実行し、そして出力チップのストリームを供給する。トランスミッ
タ（「ＴＭＴＲ」）１２１４は、出力チップストリームを処理し（例えば、アナログへ変
換し、フィルタをかけ、増幅し、そして周波数アップコンバートし）、そして被変調信号
を生成し、この被変調信号は、次いでアンテナ１２１６から送信される。
【０１０６】
　デバイス１２０２によって送信される被変調信号は、（デバイス１２０４と通信する他
のデバイスからの信号と一緒に）デバイス１２０４のアンテナ１２１８によって受信され
る。レシーバ（「ＲＣＶＲ」）１２２０は、アンテナ１２１８からの受信信号を処理し（
例えば、条件づけ、そしてデジタル化し）、受信サンプルを供給する。復調器（「ＤＥＭ
ＯＤ」）１２２２は、受信サンプルを処理し（例えば、復調し、検出し）、そして検出さ
れたデータシンボルを供給し、このデータシンボルは、他のデバイス（単数または複数）
によってデバイス１２０４に対して送信されるデータシンボルの雑音の多い推定値とする
ことができる。受信（「ＲＸ」）データプロセッサ１２２４は、検出されたデータシンボ
ルを処理し（例えば、シンボル逆マッピングし、デインタリーブし、そして復号し）、そ
して各送信デバイス（例えば、デバイス１２０２）に関連する復号されたデータを供給す
る。
【０１０７】
　次に、デバイス１２０４からデバイス１２０２へと情報を送信することに関与するコン
ポーネント（例えば、順方向リンク）が、取り扱われることになる。デバイス１２０４に
おいて、トラフィックデータは、データシンボルを生成するために送信（「ＴＸ」）デー
タプロセッサ１２２６によって処理される。変調器１２２８は、データシンボルと、パイ
ロットシンボルと、順方向リンクについてのシグナリングとを受信し、変調（例えば、Ｏ
ＦＤＭまたは他の何らかの適切な変調）および／または他の関連した処理を実行し、そし
て出力チップストリームを提供し、この出力チップストリームはさらに、トランスミッタ
（「ＴＭＴＲ」）１２３０によって条件付けされ、そしてアンテナ１２１８から送信され
る。いくつかのインプリメンテーションにおいては、順方向リンクについてのシグナリン
グは、デバイス１２０４に対して逆方向リンク上で送信するすべてのデバイス（例えば、
端末）について、コントローラ１２３２によって生成されるパワー制御コマンドと、他の
情報（例えば、通信チャネルに関連したもの）とを含むことができる。
【０１０８】
　デバイス１２０２において、デバイス１２０４によって送信される被変調信号は、アン
テナ１２１６によって受信され、レシーバ（「ＲＣＶＲ」）１２３４によって条件づけら
れデジタル化され、そして検出されたデータシンボルを取得するために復調器（「ＤＥＭ
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ＯＤ」）１２３６によって処理される。受信（「ＲＸ」）データプロセッサ１２３８は、
検出されたデータシンボルを処理し、そしてデバイス１２０２についての復号されたデー
タと、順方向リンクシグナリングとを供給する。コントローラ１２４０は、データ送信を
制御するために、そしてデバイス１２０４への逆方向リンク上の送信パワーを制御するた
めに、パワー制御コマンドと他の情報とを受信する。
【０１０９】
　コントローラ１２４０および１２３２は、それぞれデバイス１２０２およびデバイス１
２０４の様々なオペレーションを指示する。例えば、コントローラは、適切なフィルタと
、そのフィルタについての報告情報と、フィルタを使用した復号情報とを決定することが
できる。データメモリ１２４２および１２４４は、それぞれコントローラ１２４０および
１２３２によって使用されるプログラムコードおよびデータを記憶することができる。
【０１１０】
　図１２は、通信コンポーネントが、ここにおいて教示されるようにＷＬＡＮオペレーシ
ョンを実行する１つまたは複数のコンポーネントを含むことができることも示している。
例えば、ＷＬＡＮ制御コンポーネント１２４６は、ここにおいて教示されるように別のデ
バイス（例えば、デバイス１２０４）に対して信号を送信し受信するためにデバイス１２
０２のコントローラ１２４０および／または他のコンポーネントと協調することができる
。同様に、ＷＬＡＮ制御コンポーネント１２４８は、別のデバイス（例えば、デバイス１
２０２）に対して信号を送信し受信するためにデバイス１２０４のコントローラ１２３２
および／または他のコンポーネントと協調することもできる。
【０１１１】
　複数のＷＬＡＮが別々の帯域において展開される場合、ワイヤレス端末は、別々の無線
周波数チェーン（例えば、追加の無線周波数およびＰＨＹハードウェアを必要とする）を
組み込むことができる。複数のＷＬＡＮが、同じ帯域における別々のチャネルにおいて展
開される場合には、別々の無線周波数チェーンは、使用されることができない。しかしな
がら、この場合には、同時オペレーションは、チャネル間で高速に切り換えるためのサポ
ートを必要とする可能性がある。いくつかの態様においては、ＭＡＣレイヤおよび他の上
位レイヤのソフトウェアが、同時オペレーションをサポートするためにマルチタスクモー
ド(multitasking mode)で使用されることができる。
【０１１２】
　ここにおける教示は、様々な装置（例えば、デバイス）へと組み込まれる（例えば、そ
の内部にインプリメントされ、またはそれにより実行される）ことができる。例えば、ワ
イヤレスデバイスは、アクセスポイント（「ＡＰ」）、ノードＢ(NodeB)、無線ネットワ
ークコントローラ(Radio Network Controller)（「ＲＮＣ」）、ｅＮｏｄｅＢ、基地局コ
ントローラ(Base Station Controller)（「ＢＳＣ」）、ベーストランシーバ局(Base Tra
nsceiver Station)（「ＢＴＳ」）、基地局（「ＢＳ」）、トランシーバファンクション(
Transceiver Function)（「ＴＦ」）、無線ルータ(Radio Router)、無線トランシーバ(Ra
dio Transceiver)、基本サービスセット(Basic Service Set)（「ＢＳＳ」）、拡張サー
ビスセット(Extended Service Set)（「ＥＳＳ」）、無線基地局(Radio Base Station)（
「ＲＢＳ」）、または他の何らかの専門用語として構成され、あるいは称されることがで
きる。他のワイヤレスデバイス（例えば、ワイヤレス端末）はまた、加入者局と称される
こともできる。加入者局はまた、加入者ユニット、移動局、リモート局、リモート端末、
アクセス端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ装置と
して知られていることもある。いくつかのインプリメンテーションにおいては、加入者局
は、セルラ電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(Session Initiation Prot
ocol)（「ＳＩＰ」）電話、ワイヤレスローカルループ(wireless local loop)（「ＷＬＬ
」）局、携帯型個人情報端末(personal digital assistant)（「ＰＤＡ」）、ワイヤレス
接続機能を有するハンドヘルドデバイス、あるいはワイヤレスモデムに接続された他の何
らかの適切な処理デバイスを備えることができる。それに応じて、ここにおいて教示され
る１つまたは複数の態様は、電話（例えば、セルラ電話またはスマートフォン）、コンピ
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ュータ（例えば、ラップトップ）、ポータブル通信デバイス、ポータブルコンピューティ
ングデバイス（例えばパーソナルデータアシスタント(personal data assistant)）、娯
楽デバイス（例えば、音楽またはビデオのデバイス、あるいは衛星無線(satellite radio
)）、全地球測位システムデバイス(global positioning system device)、あるいはワイ
ヤレス媒体を経由して通信するように構成された他の適切な任意のデバイスに組み込まれ
ることができる。
【０１１３】
　上記に述べられるように、いくつかの態様においては、ワイヤレスデバイスは、通信シ
ステムについてのアクセスデバイス（例えば、セルラまたはＷｉ－Ｆｉのアクセスポイン
ト）を備えることができる。そのようなアクセスデバイスは、例えば、有線またはワイヤ
レスの通信リンクを経由してネットワーク（例えば、インターネットやセルラネットワー
クなどのワイドエリアネットワーク）についての、あるいはそのネットワーク対する接続
性を提供することができる。それに応じて、アクセスデバイスは、別のデバイスが、ネッ
トワークまたは他の何らかの機能にアクセスすることを可能にすることができる。
【０１１４】
　ワイヤレスデバイスは、適切な任意のワイヤレス通信技術に基づいた、あるいはそうで
なければそれをサポートする１つまたは複数のワイヤレス通信リンクを経由して通信する
ことができる。例えば、いくつかの態様においては、ワイヤレスデバイスは、ネットワー
クと関係することができる。いくつかの態様においては、ネットワークは、ボディエリア
ネットワーク(body area network)またはパーソナルエリアネットワーク(personal area 
network)を備えることができる。いくつかの態様においては、ネットワークは、ローカル
エリアネットワークまたはワイドエリアネットワークを備えることができる。ワイヤレス
デバイスは、例えば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ、ＯＦＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ、Ｗｉ－
Ｆｉなど、様々なワイヤレス通信の技術、プロトコル、または規格のうちの１つまたは複
数をサポートし、あるいはそうでなければ使用することができる。同様に、ワイヤレスデ
バイスは、様々な対応する変調スキームまたは多重化スキームのうちの１つまたは複数を
サポートし、あるいはそうでなければ使用することができる。ワイヤレスデバイスは、そ
れ故に、上記のまたは他のワイヤレス通信技術を使用して１つまたは複数のワイヤレス通
信リンクを経由して確立し、そして通信すべき適切なコンポーネント（例えば、エアイン
ターフェース(air interface)）を含むことができる。例えば、デバイスは、ワイヤレス
媒体上での通信を容易にする様々なコンポーネント（例えば、信号ジェネレータおよび信
号プロセッサ）を含むことができる関連するトランスミッタコンポーネントおよびレシー
バコンポーネント（例えば、トランスミッタ４２６および８１８、ならびにレシーバ４０
４および８２２）を有するワイヤレストランシーバを備えることができる。
【０１１５】
　ここにおいて説明されるコンポーネントは、様々なやり方でインプリメントされること
ができる。図１３～１５を参照すると、装置１３００、１４００、および１５００は、お
のおの、一連の相互に関連した機能ブロックとして表される。いくつかの態様においては
、これらのブロックの機能は、１つまたは複数のプロセッサコンポーネントを含む処理シ
ステムとしてインプリメントされることができる。いくつかの態様においては、これらの
ブロックの機能は、例えば、１つまたは複数の集積回路（例えば、ＡＳＩＣ）のうちの少
なくとも一部分を使用して、インプリメントされることができる。ここにおいて論じられ
るように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、ここにおいて論じられる他の構造、
他のコンポーネント、またはその何らかの組合せを含むことができる。図１３～１５のブ
ロックは、ここにおいて教示されるように他の何らかの方法でインプリメントされること
もできる。いくつかの態様においては、図１３～１５の中の破線のボックスによって表さ
れる１つまたは複数のコンポーネントは、オプショナルである。
【０１１６】
　装置１３００、１４００、および１５００は、様々な図に関して上記に説明される１つ
または複数の機能を実行することができる１つまたは複数のモジュールを含むことができ



(39) JP 2010-503286 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

る。例えば、識別手段(identifying means)１３０２は、例えば、ここにおいて論じられ
るようなネットワーク識別器に対応することができる。同時関連付け手段(concurrently 
associating means)１３０４は、例えば、ここにおいて論じられるようなネットワークコ
ントローラに対応することができる。ビーコンリッスン間隔定義手段(beacon listen int
erval definition means)１３０６は、例えば、ここにおいて論じられるようなリッスン
間隔セレクタに対応することができる。関連性時間手段(association time means)１３０
８は、例えば、ここにおいて論じられるような関連性タイミングセレクタ(association t
iming selector)に対応することができる。情報保持手段(maintaining information mean
s)１３１０は、例えば、ここにおいて論じられるようなメモリに対応することができる。
送信手段１３１２、１４０８、または１５１０は、例えば、ここにおいて論じられるよう
なトランスミッタに対応することができる。受信手段１３１４、１４１０、または１５１
２は、例えば、ここにおいて論じられるようなレシーバに対応することができる。ビーコ
ン送信時間定義／調整手段１３１６は、例えば、ここにおいて論じられるようなビーコン
ジェネレータ(beacon generator)に対応することができる。ビーコン送信時間決定手段１
４０２は、例えば、ここにおいて論じられるようなビーコンタイミングプロセッサ(beaco
n timing processor)に対応することができる。ビーコン送信時間定義手段１４０４は、
例えば、ここにおいて論じられるようなビーコンジェネレータに対応することができる。
協調手段１４０６または１５０４は、例えば、ここにおいて論じられるようなトラフィッ
クコーディネータに対応することができる。ワイヤレス端末識別手段１５０２は、例えば
、ここにおいて論じられるようなワイヤレス端末識別器に対応することができる。ビーコ
ン情報定義手段１５０６と、ビーコン送信時間定義／調整手段１５０８とは、例えば、こ
こにおいて論じられるようなビーコンジェネレータに対応することができる。バッファリ
ング手段(buffering means)１５１４は、例えば、ここにおいて論じられるようなネット
ワークコントローラに対応することができる。
【０１１７】
　「第１の」、「第２の」などの指定を使用したここにおける要素に対する任意の言及は
、一般に、これらの要素の量または順序を限定するものではないことを理解すべきである
。もっと正確に言えば、これらの指定は、２つ以上の異なる要素の間で区別する便宜的な
方法としてここにおいて使用される。したがって、第１の要素および第２の要素について
の言及は、２つの要素だけがそこで使用されることができること、または第１の要素は、
何らかの方法で第２の要素に優先する必要があることを意味してはいない。また、別の方
法で述べられていない限り、１組の要素は、１つまたは複数の要素を備えることができる
。
【０１１８】
　当業者(those of skill in the art)は、情報および信号が、様々な異なる技術および
技法のうちの任意のものを使用して表されることができることを理解するであろう。例え
ば、上記説明全体を通して言及されることができるデータ、命令、コマンド、情報、信号
、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁気のフィールドまたは粒
子、光学的なフィールドまたは粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表されるこ
とができる。
【０１１９】
　当業者(those of skill)は、さらに、ここにおいて開示される態様に関連して説明され
る様々な例示の論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズ
ムステップのうちの任意のものは、電子のハードウェア（例えば、ソースコーディング技
法または他の何らかの技法を使用して設計されることができるデジタルインプリメンテー
ション、アナログインプリメンテーション、またはそれら２つの組合せ）、命令を組み込
んだ様々な形式のプログラムまたは設計のコード（これは、ここにおいて便宜上「ソフト
ウェア」または「ソフトウェアモジュール」と称されることができる）、あるいは両方の
組合せとしてインプリメントされることができることを理解するであろう。ハードウェア
およびソフトウェアのこの交換可能性を明確に示すために、様々な例示のコンポーネント
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、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点で上記に一般的
に説明されている。そのような機能が、ハードウェアとしてインプリメントされるか、あ
るいはソフトウェアとしてインプリメントされるかは、全体的なシステムに課される特定
のアプリケーションおよび設計の制約条件に依存する。当業者(skilled artisan)は、特
定の各アプリケーションについて変化するやり方で説明される機能をインプリメントする
ことができるが、そのようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範囲からの逸脱
(departure)を引き起こすものとしては解釈されるべきではない。
【０１２０】
　ここにおいて開示される態様に関連して説明される様々な例示の論理ブロック、モジュ
ール、および回路は、集積回路（「ＩＣ」）、アクセス端末、またはアクセスポイントの
内部にインプリメントされ、あるいはそれらによって実行されることができる。ＩＣは、
はここにおいて説明される機能を実行するように設計された汎用プロセッサ、デジタル信
号プロセッサ(digital signal processor)（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路(applicati
on specific integrated circuit)（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレ
イ(field programmable gate array)（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブルロジックデ
バイス、ディスクリートゲート(discrete gate)またはトランジスタロジック、ディスク
リートハードウェアコンポーネント(discrete hardware component)、電気コンポーネン
ト、光コンポーネント、機械コンポーネント、あるいはそれらの組合せを備えることがで
き、そしてＩＣ内に、ＩＣの外側に、または両方に存在するコードまたは命令を実行する
ことができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替案におい
ては、プロセッサは、従来の任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
または状態機械であってもよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、
例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコ
アと組み合わされた１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他のそのような任意
のコンフィギュレーションとしてインプリメントされることもできる。
【０１２１】
　開示された任意のプロセスの中のステップの特定の任意の順序または階層性は、サンプ
ルアプローチ(sample approach)の一例であることが、理解される。設計の好みに基づい
て、プロセスの中のステップの特定の順序または階層性は、本開示の範囲内に留まりなが
ら、再構成されることができる。付随する方法は、一例の順序における様々なステップの
本要素を請求しており、そして提示される特定の順序または階層性だけに限定されること
を意味するものではない。
【０１２２】
　１つまたは複数の例示の実施形態においては、説明される機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せの形でインプリメントされるこ
とができる。ソフトウェアでインプリメントされる場合、それらの機能は、コンピュータ
可読媒体上に１つまたは複数の命令またはコードとして記憶され、あるいは送信されるこ
とができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラ
ムの転送を容易にする任意の媒体を含めて、コンピュータストレージ媒体と、通信媒体と
の両方を含む。ストレージ媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる使
用可能な任意の媒体とすることができる。例として、限定ではないが、そのようなコンピ
ュータ可読媒体は、命令またはデータ構造の形態で望ましいプログラムコードを搬送し、
または記憶するために使用されることができ、そしてコンピュータによってアクセスされ
ることができるＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクスト
レージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは他の任意
の媒体を備えることができる。また、任意の接続は、コンピュータ可読媒体と適切に名前
が付けられこともある。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、
ツイストペア(twisted pair)、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、マイ
クロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソ
ースから送信される場合、そのときには同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペ
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ア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義の中
に含まれる。ここにおいて使用されるようなディスク(disk)およびディスク(disc)は、コ
ンパクトディスク(compact disc)（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）(laser disc)
、光ディスク(optical disc)、デジタル多用途ディスク(digital versatile disc)（ＤＶ
Ｄ）、フロッピー（登録商標）ディスク(floppy（登録商標）disk)、およびブルーレイデ
ィスク(blu-ray disc)を含み、ここでディスク(disk)は通常、データを磁気的に再生する
が、ディスク(disc)は、レーザを用いて光学的にデータを再生する。上記の組合せもまた
、コンピュータ可読媒体の範囲内に含められるべきである。
【０１２３】
　開示される態様についての上記説明は、任意の当業者が、本開示を作り、または使用す
ることを可能にするために提供される。これらの態様に対する様々な修正は、当業者には
容易に明らかであり、ここにおいて定義される包括的な原理は、本開示の範囲を逸脱する
ことなく、他の態様に対しても適用されることができる。したがって、本開示は、ここに
おいて示される態様だけに限定されるようには意図されず、ここにおいて開示される原理
および新規な特徴と整合する最も広い範囲が与えられるべきである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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