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(57)【要約】
【課題】スキャニングの所要時間を短縮することが可能
な通信装置を得ること。
【解決手段】本発明にかかる通信装置は、通信可能な他
の通信装置から識別情報を収集する収集手段と、通信装
置の探索のためにブロードキャストされたフレームであ
る探索用フレームを受信した場合に、情報収集手段によ
り収集された識別情報を含んだフレームを探索用フレー
ムに対する応答フレームとして生成し、探索用フレーム
の送信元の通信装置から指定された応答チャネルで送信
する応答フレーム送信手段と、を備える。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信可能な他の通信装置から識別情報を収集する情報収集手段と、
　通信装置の探索のためにブロードキャストされたフレームである探索用フレームを受信
した場合に、前記情報収集手段により収集された前記識別情報を含んだフレームを前記探
索用フレームに対する応答フレームとして生成し、当該応答フレームを前記探索用フレー
ムの送信元の通信装置から指定されたチャネルである応答チャネルで送信する応答フレー
ム送信手段と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記情報収集手段は、前記探索用フレームを受信した場合に、前記探索用フレームで指
定された期間において前記識別情報を収集することを特徴とする請求項１に記載の通信装
置。
【請求項３】
　前記探索用フレームが送信されてきたチャネルと前記応答チャネルが同じ場合、
　前記情報収集手段は前記他の通信装置の識別情報を収集せずに、
　前記応答フレーム送信手段は、前記識別情報を含まない前記応答フレームを生成するこ
とを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記探索用フレームにより前記応答チャネルの指定を受けることを特徴とする請求項１
、２または３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記応答フレーム送信手段が前記応答フレームを送信する前に、前記情報収集手段が収
集した前記識別情報が示す他の通信装置に対して、前記識別情報の収集が成功したことを
示す情報を送信する情報収集結果送信手段、
　を備えることを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の通信装置。
【請求項６】
　通信装置の探索のためにブロードキャストされたフレームである探索用フレームを受信
した場合に、予め決定しておいた他の通信装置へ自装置の識別情報を送信するとともに、
前記探索用フレームに対する応答フレームを自装置に代わって前記探索用フレームの送信
元の通信装置へ送信するように要求する代理応答要求手段、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項７】
　前記代理応答要求手段による前記要求を前記他の通信装置が受け付けなかった場合に前
記応答フレームを前記探索用フレームの送信元の通信装置から指定されたチャネルである
応答チャネルで前記探索用フレームの送信元の通信装置へ送信する応答フレーム送信手段
、
　を備えることを特徴とする請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記他の通信装置がフレームの送信動作を実行しない省電力動作中の場合、
　前記代理応答要求手段は前記要求を行わず、
　前記応答フレーム送信手段が前記応答フレームを前記応答チャネルで前記探索用フレー
ムの送信元の通信装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項６または７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記探索用フレームは前記応答フレームを送信するチャネルである応答チャネルの情報
を含み、
　前記探索用フレームが送信されてきたチャネルと前記応答チャネルが同じ場合、
　前記代理応答要求手段は前記要求を行わず、
　前記応答フレーム送信手段が前記応答フレームを前記応答チャネルで前記探索用フレー
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ムの送信元の通信装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項６、７または８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記他の通信装置と自装置の距離がしきい値未満の場合、
　前記代理応答要求手段は前記要求を行わず、
　前記応答フレーム送信手段が前記応答フレームを前記応答チャネルで前記探索用フレー
ムの送信元の通信装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項６から９のいずれか一つに記載の通信装置。
【請求項１１】
　通信可能な他の通信装置を探索する第１の通信装置と、
　前記探索フレームを受信した場合に前記第１の通信装置に対して応答する第２の通信装
置と、
　を備え、
　前記第１の通信装置は、
　使用可能な複数チャネルを順番に切り替えながら当該複数のチャネルを全て使用して前
記第２の通信装置の探索のためのフレームである探索用フレームを送信し、
　前記探索用フレームを受信した前記第２の通信装置から送信される応答フレームを前記
複数チャネルの中の予め決定しておいたチャネルである応答チャネルで待ち受け、
　前記第２の通信装置は、同じチャネルを使用して通信するグループを形成し、当該グル
ープは、前記探索用フレームを受信した場合に前記応答フレームを前記応答チャネルで前
記第１の通信装置へ送信する親の通信装置と、前記探索用フレームを受信した場合に前記
応答フレームを自装置に代わって送信するよう前記親の通信装置に要求する子の通信装置
とを含み、
　前記親の通信装置は、前記探索用フレームを受信した子の通信装置から識別情報を収集
し、収集した識別情報を含んだ前記応答フレームを送信する、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１２】
　前記第１の通信装置は、前記複数チャネルのうち前記応答チャネル以外のチャネルで前
記探索用フレームを送信した後に前記応答チャネルで前記探索用フレームを送信すること
を特徴とする請求項１１に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　前記探索用フレームが送信されてきたチャネルと前記応答チャネルが同じ場合、
　前記親の通信装置は前記探索用フレームを受信した子の通信装置の識別情報を含まない
前記応答フレームを送信し、
　前記子の通信装置は前記親の通信装置に前記要求を行わずに、前記応答フレームを前記
応答チャネルで前記第１の通信装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の無線通信システム。
【請求項１４】
　前記子の通信装置は、前記親の通信装置がフレームの送信動作を実行しない省電力動作
中に前記探索用フレームを受信した場合、前記応答フレームを前記応答チャネルで前記第
１の通信装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１１、１２または１３に記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　前記子の通信装置は、前記親の通信装置と自装置の距離がしきい値未満の場合には前記
要求を行わずに、前記応答フレームを前記応答チャネルで前記第１の通信装置へ送信する
ことを特徴とする請求項１１から１４のいずれか一つに記載の無線通信システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、通信相手を探索する機能を有する通信装置およびこの通信装置を備えた無線
通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車などの移動体に搭載される車載機器には無線ＬＡＮ（Local　Area　Netwo
rk）等の無線通信機能が搭載され始め、他方ではスマートフォン、タブレット等が普及し
てきており多くの歩行者が無線通信装置を所持するようになっている。このため、無線通
信装置間の無線通信、具体的には、歩行者が所持している無線通信装置と無線通信機能を
有する車載機器との間の通信である歩車間通信、道路などに設置された無線通信機器と無
線通信機能を有する車載機器との間の通信である路車間通信、などを利用して危険予知を
行うことが検討されている。このような、無線通信端末を利用した危険通知を行う場合、
無線通信装置間の無線通信では、利用可能なチャネルをスキャンすることで通信相手の無
線通信装置を発見し、通信可能であれば通信を開始する。
【０００３】
　従来、無線ＬＡＮ、すなわち、ＩＥＥＥ（the　Institute　of　Electrical　and　Ele
ctronics　Engineers,　Inc.）８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ／ａｄ／ａｈ／ａｆな
どの規格に準拠した無線通信システムにおいて通信相手を発見する手段として、アクティ
ブスキャニング（Active　Scanning）とパッシブスキャニング（Passive　Scanning）が
存在する。
【０００４】
　アクティブスキャニングでは、無線通信装置は、「ＳｃａｎＴｙｐｅ」が「Ａｃｔｉｖ
ｅＳｃａｎ」である「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミティブを受け取り次
第、アクティブスキャニングを開始する。
【０００５】
　なお、「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミティブとは、無線通信装置がス
キャニングにより通信相手を探索する際にＳＭＥ（Station　Management　Entity）が生
成し、ＭＬＭＥ（MAC　subLayer　Management　Entity）に通知されるプリミティブ（命
令）である。
【０００６】
　アクティブスキャニングでは、無線通信装置は、あるチャネルで一定時間（Probe　Del
ay時間という）が経過するまで、または、アクセスポイントから送信されるビーコンフレ
ームを受信するまで、待機する。ビーコンフレームを受信せずに一定時間が経過した場合
には、無線通信装置は、通信相手を発見するためのプローブ要求（Probe　Request）フレ
ームのブロードキャストを開始する。無線通信装置は、プローブ要求フレームの送信に合
わせてプローブタイマー（Probe　Timer）をスタートさせ、スタート後の一定期間（MinC
hannelTimeという）において「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が
物理層からＭＡＣ（Medium　Access　Control）層に渡されたか否かを判断する。
【０００７】
　なお、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」は、物理層からＭＡＣ
層へ、チャネルが他の無線通信装置により使用されている状態にあることを通知するプリ
ミティブ（命令）である。
【０００８】
　「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」において「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
（ｂｕｓｙ）」が物理層からＭＡＣ層に通知されなかった場合、無線通信装置は、次のチ
ャネルでのスキャンを開始する。
【０００９】
　一方、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」において「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が物理層から通知された場合には、プローブタイマーのスタートか
ら「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」経過後、受信したすべてのプローブ応答（Probe　R
esponse）フレームを処理する。その後、次のチャネルでスキャンを開始する。
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【００１０】
　なお、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」はスキャンの際に各チャネルにて費やされる
最小時間であり、「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」はスキャンの際に各チャネルにて費
やされる最大時間である。「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」は「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌ
Ｔｉｍｅ」以上の値として定義される。アクティブスキャニングでは、以上の動作を「Ｃ
ｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」で指定された各チャネルで行う。
【００１１】
　「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」はアクティブスキャニングの対象となるチャネルを示す。
【００１２】
　ここで、通信相手を探索する無線通信装置をＳＴＡ１とし、通信相手の無線通信装置を
ＡＰ１とする。通信相手を探索する端末ＳＴＡ１は、スキャンするチャネルの決定後、プ
ローブ要求フレームのブロードキャストを開始する。
【００１３】
　プローブ要求フレームを受信した端末ＡＰ１は、プローブ応答フレームをＤＩＦＳ（DC
F（Distributed　Coordination　Function）　Interframe　Space）時間経過後にＳＴＡ
１へ送信する。プローブ応答フレームを受信した端末ＳＴＡ１は、ＳＩＦＳ（Short　Int
erframe　Space）時間経過後に、ＡＣＫ（acknowledgment）フレームを送信する。端末Ｓ
ＴＡ１は、プローブ要求フレームの送信開始から「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」経過
後に、受信したすべてのプローブ応答フレームを処理する。そして、「ＳｃａｎＴｙｐｅ
」を設定することで、アクティブスキャニングまたはパッシブスキャニングを開始する。
また、「ＰｒｏｂｅＤｅｌａｙ」により、プローブ要求である「Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」を送信するまでの時間を設定する。また、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」及び
「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」により、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」の値と「
ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」の値を固定値として設定する。
【００１４】
　スキャンするチャネルについては、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」によって、端末の利用
可能な物理周波数リストが設定される。無線通信装置の物理層は、プローブ応答フレーム
を受信すると、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」をＭＡＣ層に通
知する。「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」があるということは、
他の無線通信装置からプローブ応答フレームを受信したということであり、そのチャネル
を現在使用している他の無線通信装置があり、その無線通信装置と通信できる可能性があ
るということである。「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」がないと
いうことは、他の無線通信装置がないということである。
【００１５】
　上記では、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」があれば、そのチ
ャネルに通信相手の候補があるとし、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓ
ｙ）」がなければ、そのチャネルに通信相手の候補がないとする。
【００１６】
　一方、パッシブスキャニングでは、無線通信装置は、「ＳｃａｎＴｙｐｅ」が「Ｐａｓ
ｓｉｖｅＳｃａｎ」である「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミティブを受け
取り次第、スキャニングを開始する。無線通信装置は、パッシブスキャニングを開始する
と、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」で指定された各チャネルにてビーコンフレームの待ち受
けを行い、「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」経過後に次のチャネルで待ち受けを行う。
【００１７】
　例えば、特許文献１には、アクセスポイントを介さない端末間の直接通信において、相
互の端末はチャネルのスキャンの順序をランダムに設定するとともに、チャネルをスキャ
ンする際のスキャニング開始時刻をランダムに決定し、「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ
」および「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」を、「ＭＡＸ＿ＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」お
よび「Ｍａｘ＿ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」を超えない範囲でランダムに決定し、シ
ーケンシャルスキャンを行うことで、相互の端末を早期検出する技術が開示されている。
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【００１８】
　次に無線ＬＡＮにおける伝送媒体へのアクセス方式について詳細に説明する。無線ＬＡ
Ｎにおける伝送媒体へのアクセス方式は非特許文献１で規定されている。無線ＬＡＮでは
ＭＡＣプロトコルとして、ＤＣＦ（Distributed　Coordination　Function）とＰＣＦ（P
oint　Coordination　Function）の方式が定められているが、現在普及している多くの無
線通信装置は、ＤＣＦ方式を採用している。ＤＣＦ方式では、各無線通信装置が伝送媒体
（無線）にアクセスする際に競合の発生をさけるために、アクセス制御プロトコルとして
ＣＳＭＡ／ＣＡ（Carrier　Sense　Multiple　Access/Collision　Avoidance）方式を用
いる。
【００１９】
　ＣＳＭＡ／ＣＡ方式における、無線通信装置が媒体にアクセスする際の手順について説
明する。まず無線通信装置は伝送媒体に対してキャリアセンスを行い、伝送媒体がビジー
からアイドルに移行したことを契機として、ＤＩＦＳ時間待機し、さらにバックオフ（Ba
ckOff）時間分キャリアセンスを継続する。このバックオフ時間は、ＣＷ（Contetion　Wi
ndow）＋ａＳｌｏｔＴｉｍｅで求められる。ＣＷの値は、ＣＷ＝（ＣＷｍｉｎ＋１）×２
のｎ乗－１（ＣＷｍｉｎ＝１５、ｎは再送回数）で定義される。初回バックオフ時のＣＷ
は０～１５の間のランダム値となり、フレーム送信失敗による再送のたびにＣＷの値は大
きくなり、最大ＣＷｍａｘ＝２５５以下のランダム値となる。ａＳｌｏｔＴｉｍｅの値は
伝送規格に依存する。バックオフ時間経過まで伝送媒体がアイドルであれば、無線通信装
置はフレームの送信を行う。
【００２０】
　バックオフ時間が経過するまでに伝送媒体がビジーとなった場合、残りのバックオフ時
間を持ち越し、次に伝送媒体がアイドルになったときに、持ち越したバックオフ時間のキ
ャリアセンスを行う。持ち越したバックオフ時間経過まで伝送媒体がアイドルであれば、
無線通信装置はフレームの送信を行う。
【００２１】
　ユニキャスト通信の場合であれば、無線通信装置は、宛先無線通信装置からのＡＣＫの
応答によりフレームの送信が成功したことを判断する。フレーム送信後のＥＩＦＳ（Exte
nded　Interframe　Space）時間経過までにＡＣＫによる応答がなければ、フレーム送信
が失敗したと判断し、ＢａｃｋＯｆｆ時間待機後、再送を行う。ＥＩＦＳ時間経過までに
ＡＣＫによる応答があれば、無線通信装置はフレーム送信が成功したと判断する。フレー
ムの再送回数は、無線通信装置により上限が定められており、上限を超えた場合、フレー
ム送信失敗と判断する。ブロードキャスト／グループキャスト通信の場合であれば、ＡＣ
Ｋによる応答確認は行わない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】特開２００９－１５５８７号公報
【非特許文献】
【００２３】
【非特許文献１】IEEE　Std　802.11-2012　“Part　11:　Wireless　LAN　Medium　Acce
ss　Control（MAC）　and　Physical　Layer（PHY）　Specifications”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、上記従来技術によれば、無線通信装置が周囲の無線通信装置を探索する
場合、周囲に多くの無線通信装置が存在する場合には、プローブ応答フレームの衝突発生
およびフレーム再送の増加により、多くの時間伝送媒体がビジーとなる。その結果、他の
無線通信装置が媒体を使用出来ない時間が増加するため、通信効率が悪化するとともに、
スキャニングの所要時間が増加するという問題がある。
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【００２５】
　上記の非特許文献１におけるＤＣＦのＣＳＭＡ／ＣＡによる伝送媒体アクセス制御では
、初回バックオフ時のＣＷは０～１５の間のランダム値となることから、無線通信装置が
アクティブスキャニングにより周囲の無線通信装置を探索する際、１７台以上の無線通信
装置が無線通信範囲内に存在すると、プローブ要求フレームを受信した無線通信装置が送
信するプローブ応答フレーム間でフレーム衝突が発生し、最低２台の無線通信装置はフレ
ーム送信に失敗する。フレームが衝突する確率は、無線通信装置の増加に比例する。
【００２６】
　探索を行う無線通信装置を１台、周囲の無線通信装置の数をＮ台、フレーム再送の平均
数をＲとすると、周囲の無線通信装置が探索を行う無線通信装置に応答を行う際の通信量
のオーダは、Ｏ（Ｎ×（Ｒ＋１））で求めることができる。（Ｒ＋１）は、応答フレーム
フレームが、Ｒ回送信され、ＡＣＫフレームが１回送信されることを示す。なお再送平均
数Ｒは、Ｎの数が増加するに従い大きい値となる。
【００２７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、スキャニングの所要時間を短縮するこ
とが可能な通信装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる通信装置は、通信可能
な他の通信装置から識別情報を収集し、通信装置の探索のためにブロードキャストされた
フレームである探索用フレームを受信した場合、収集した識別情報を含んだフレームを探
索用フレームに対する応答フレームとして生成し、探索用フレームの送信元の通信装置か
ら指定された応答チャネルで送信する。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、スキャニングの所要時間を短縮し、かつ応答フレームの送受信数を削
減することができる、という効果を奏する。
【００３０】
　本発明において、探索を行う無線通信装置を１台、周囲の無線通信装置の数をＮ台、１
つの無線通信装置のグループにおける平均無線通信装置の数をＧ、フレーム再送の平均数
をＲとすると、周囲の無線通信装置が探索を行う無線通信装置に応答を行う際の通信量の
オーダは、Ｏ（Ｎ×（Ｒ＋１）÷Ｇ）で求めることができる。つまり１つの無線通信装置
のグループにおける平均無線通信装置の数Ｇが大きくなるほど通信量を削減できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施の形態１にかかる無線通信システムの構成例を示す図
【図２】実施の形態１にかかる無線通信システムの他の構成例を示す図
【図３】実施の形態１にかかる無線通信システムの他の構成例を示す図
【図４】実施の形態１にかかる通信装置の構成例を示す図
【図５】実施の形態１の通信装置が実施するアクティブスキャニングの動作例を示すフロ
ーチャート
【図６】実施の形態１のアクティブスキャニングにおける周波数チャネルの変更例を示す
図
【図７】実施の形態１の「Ｆａｓｔ　Ｓｃａｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」の構成例を示す図
【図８】実施の形態１の通信装置がパッシブスキャン端末の親である場合に実施するパッ
シブスキャニングの動作例を示すフローチャート
【図９】代理応答要求フレームのフォーマット例を示す図
【図１０】代理応答通知フレームのフォーマット例を示す図
【図１１】プローブ応答フレームの要素として含まれる「Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」のフォーマット例を示す図
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【図１２】実施の形態１の通信装置がパッシブスキャン端末の子である場合に実施するパ
ッシブスキャニングの動作例を示すフローチャート
【図１３】実施の形態１の通信装置がパッシブスキャン端末である場合に実施するパッシ
ブスキャニングの動作例を示すフローチャート
【図１４】パッシブスキャン端末の親として動作する通信装置が管理するグループ情報管
理テーブルの一例を示す図
【図１５】ビーコンフレームに含まれる、Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｐｏｒｔ
　Ｅｌｅｍｅｎｔのフォーマットの例を示す図
【図１６】実施の形態１のアクティブスキャニングおよびパッシブスキャニング（immedi
ate　Unicast　notification）の動作例を示すシーケンス図
【図１７】実施の形態１のアクティブスキャニングおよびパッシブスキャニング（immedi
ate　broadcast　notification）の動作例を示すシーケンス図
【図１８】実施の形態１のアクティブスキャニングおよびパッシブスキャニング（delaye
d　notification）の動作例を示すシーケンス図
【図１９】実施の形態２の通信装置が保持するグループ無線通信情報管理テーブルの一例
を示す図
【図２０】実施の形態２の通信装置がパッシブスキャン端末の子である場合に実施するパ
ッシブスキャニングの動作例を示すフローチャート
【図２１】実施の形態１および２の通信装置を実現するハードウェア構成の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下に、本発明の実施の形態にかかる通信装置および無線通信システムを図面に基づい
て詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００３３】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる通信装置を含んだ無線通信システムの構成例を
示す図である。通信装置１は、自動車５に設置されるものであり、例えば無線ＬＡＮの基
地局（AP、WI-Fi　Direct　Group　Owner、ＩＥＥＥ802.11pなど）として動作し、通信装
置２Ａおよび２Ｂと無線リンク４にて接続して通信を行う。通信装置２Ａおよび２Ｂは、
例えば無線ＬＡＮの端末局（STA、WI-Fi　Direct　Group　Client、ＩＥＥＥ802.11pなど
）で動作する。通信装置１を無線ＬＡＮの基地局、通信装置２Ａおよび２Ｂを無線ＬＡＮ
の端末局としたが動作方式を限定するものではない。
【００３４】
　無線リンク４は４７０～７１０ＭＨｚ帯、９００ＭＨｚ帯、２．４ＧＨｚ帯、５ＧＨｚ
帯、６０ＧＨｚ帯等の無線ＬＡＮ装置が使用する周波数帯域であれば、何れの周波数帯域
の周波数チャネルを使用しても構わないし、複数の周波数チャネルを使用しても構わない
。
【００３５】
　図２は、実施の形態１にかかる通信装置を含んだ無線通信システムの他の構成例を示す
図である。図２に示した無線通信システムは、自動車５に搭載された通信装置１と、自動
車５の車内に持ち込まれた通信装置２Ａおよび２Ｂと、車外の通信装置３Ａ、３Ｂおよび
３Ｃとを含んで構成されている。通信装置１、２Ａおよび２Ｂは図１に示した通信装置１
、２Ａおよび２Ｂと同じものである。すなわち、通信装置２Ａが無線ＬＡＮの基地局とし
て動作し、通信装置２Ａおよび２Ｂが無線ＬＡＮの端末局として動作する。車外の通信装
置３Ａ、３Ｂおよび３Ｃは、通信装置２Ａおよび２Ｂと無線ＬＡＮ通信を行う端末局とし
て動作する。例えば、通信装置１は自動車に搭載されるＨｅａｄ　Ｕｎｉｔ、カーナビゲ
ーションシステム、オーディオ、リアシートモニター等が考えられる。また、自動車５に
持ち込まれている通信装置２Ａおよび２Ｂは、タブレット端末、スマートフォン、携帯ゲ
ーム機器、音楽プレイヤ、パソコン、ウェアラブルデバイス等が考えられる。同様に、車
外の通信装置３Ａ、３Ｂおよび３Ｃは、スマートフォン、ゲーム機器、タブレット端末、
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ウェアラブルデバイス、モバイルルータ、公衆無線ＬＡＮシステムの機器（ホットスポッ
ト、中継局、など）、無線ＬＡＮ対応の広告システム（ディジタルサイネージ、など）が
考えられる。なお、本実施の形態では通信装置１，２Ａ，２Ｂ，３Ａ，３Ｂ，３Ｃの構成
、動作方式等を限定するものでは無い。
【００３６】
　通信装置３Ａ、３Ｂおよび３Ｃはグループ化された通信装置群であり、通信装置３Ａを
親とし、通信装置３Ｂおよび３Ｃを子とする帰属関係がある。通信装置３Ａ，３Ｂおよび
３Ｃのグルーピング方法は、文献「WI-Fi　Peer-to-Peer（Ｐ２Ｐ）Technical　Specific
ation　Version　1.2」で定義されている方法を使用する。具体的には、親をP2P　Group
　Ownerとし、子をP2P　Group　ClientとするP2P　Groupの帰属関係とする。なお、上記
文献に示されているP2P　Groupによるグルーピングおよび通信装置のロールは動作方式を
限定するものではない。例えば、非特許文献１で定義される帰属関係、すなわち、親をＡ
Ｐとし、子をＳＴＡとする無線ＬＡＮのインフラストラクチャの帰属関係としてもよいし
、非特許文献１で定義さている、親をＭＡＰ（Mesh　Access　Point）とし、子をＳＴＡ
とするＭｅｓｈネットワークの帰属関係でもよい。また、文献「IEEE　Std　802.11ad-20
12　“Part　11:　Wireless　LAN　Medium　Access　Control（MAC）　and　Physical　L
ayer（PHY）　Specifications”　Amendment3:　Enhancements　for　Very　High　Throu
ghput　in　the　60　GHz　Band」において定義されている、親をＡＰまたはＰＣＰ（PBS
S（personal　basic　service　set）　Control　Point）とし、子をＳＴＡとするＰＢＳ
Ｓの帰属関係でもよい。文献「WI-Fi　NAN（Neighbor　Awareness　Networking）　Techn
ical　Specification　Version　0.0　(Draft　19）」で定義されている、ＮＡＮ　Ｍａ
ｓｔｅｒを親とし、ＮＡＮ　Ｄｅｖｉｃｅを子とするＮＡＮ　Ｃｌｕｓｔｅｒの帰属関係
でもよい。また、通信装置のグループは、同一周波数チャネルで動作しているものとし、
基本的に親となる通信装置が動作している周波数チャネルで子となる通信装置は動作する
ものとする。
【００３７】
　図３は、実施の形態１にかかる通信装置を含んだ無線通信システムの他の構成例を示す
図である。図３に示した無線通信システムは、自動車５Ａに搭載された通信装置１Ａと、
自動車５Ｂに搭載された通信装置１Ｂと、車外に存在する通信装置３とを含んで構成され
ている。通信装置１Ａと通信装置１Ｂはグループ化された通信装置群であり、通信装置１
Ａを親とし、通信装置１Ｂを子とする帰属関係がある。
【００３８】
　通信装置１Ａと１Ｂのグルーピング方法は図２に示した通信装置３Ａ、３Ｂおよび３Ｃ
のグルーピング方法と同様とする。
【００３９】
　図４は、図１および図２に示した実施の形態１にかかる通信装置１の構成例を示す図で
ある。なお、図１～図３に示した通信装置２Ａ、２Ｂ、３、３Ａ、３Ｂおよび３Ｃの構成
も同様である。
【００４０】
　通信装置１は、送信部１１、受信部１２、ＭＡＣ層制御部１３、パラメータ制御部１４
およびグループ情報管理部１５を備え、アクティブスキャニングまたはパッシブスキャニ
ングを行うことにより他の通信装置を探索することが可能である。通信装置１は、パッシ
ブスキャニングを行う場合、他の通信装置とともにグループを形成し、同じグループの他
の通信装置と連携して動作する。
【００４１】
　送信部１１は、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠した送信処理を行う。送信部１１は、ＭＡ
Ｃ層制御部１３から通知された無線ＬＡＮフレームの送信を行う他、ＣＳＭＡ／ＣＡによ
るキャリアセンスの判断を行う。
【００４２】
　受信部１２は、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠した受信処理を行う。受信部１２は、無線
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ＬＡＮフレームの受信を行うとともに、宛先がユニキャストである無線ＬＡＮフレームに
対するＡＣＫフレームの送信判断を行う。
【００４３】
　ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを行う際の周波数チャネルの制御、パラメータ制
御部１４から通知された情報に基づく無線ＬＡＮフレームの送受信、などを行う。
【００４４】
　パラメータ制御部１４は、「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミティブに含
まれている各種パラメータを決定し、スキャニングを行う際にＭＡＣ層制御部１３に通知
する。
【００４５】
　グループ情報管理部１５は、本実施の形態にかかるパッシブスキャニングを行う際に使
用する情報である、自装置と同じグループに属する他の通信装置の情報を管理する。
【００４６】
　送信部１１、受信部１２、ＭＡＣ制御部１３、パラメータ制御部１４及びグループ情報
管理部１５は、例えば、図示しないＣＰＵ（Central　Processing　Unit）がコンピュー
タプログラムを実行し、そのコンピュータプログラムに従った処理を実行することによっ
て実現される。
【００４７】
　通信装置１、１Ａ、１Ｂ、２Ａ、２Ｂ、３、３Ａ、３Ｂおよび３Ｃは、アクティブスキ
ャニングを実施して周囲の通信装置を探索する端末（以下、アクティブスキャン端末）と
、パッシブスキャニングを実施して周囲の通信装置を探索する端末（以下、パッシブスキ
ャン端末）と、に分類するものとする。パッシブスキャン端末は、事前にパッシブスキャ
ン端末同士でグルーピングされているものとし、パッシブスキャン端末はアクティブスキ
ャニングを実施せず、アクティブスキャン端末から送信されるプローブ要求フレームを受
信後、プローブ応答フレームにてパッシブスキャン端末のグループにおける一部の端末が
応答を行うものとする。図２に示した無線通信システムおいては、通信装置１、２Ａおよ
び２Ｂがアクティブスキャン端末であり、通信装置３Ａ、３Ｂおよび３Ｃがパッシブスキ
ャン端末である。図３に示した無線通信システムにおいては、通信装置３がアクティブス
キャン端末であり、通信装置１Ａおよび１Ｂがパッシブスキャン端末である。
【００４８】
　なお、アクティブスキャニングおよびパッシブスキャニングで送受信するフレーム、フ
レーム内に設定するパラメータは、上述した従来のアクティブスキャニングおよびパッシ
ブスキャニングで使用するものと同様とする。ただし、使用するフレーム、パラメータは
以下の説明で使用するものに限定されない。
【００４９】
　ここで、本実施の形態の通信装置が実行する他の通信装置の探索動作、すなわちスキャ
ニング動作について、簡単に説明する。
【００５０】
　スキャニングを行う場合、通信装置は、使用可能な全ての周波数チャネル（以下、単に
「チャネル」と記載する）に対して、チャネルを切り替えながらプローブ要求フレームを
連続して送信し、使用可能なチャネルのうち、予め決定しておいた応答チャネルでプロー
ブ応答フレームを待ち受ける。このとき、応答チャネルでのプローブ要求フレームの送信
は他のチャネルでのプローブ要求フレームの送信が終了した後、最後に行うようにして、
チャネル切り替えの実施回数が少なくなるようにする。また、応答チャネルの情報をプロ
ーブ要求フレームに含ませる。プローブ要求フレームを受信した通信装置は、自装置が他
の通信装置を代表して応答を行う通信装置である親の通信装置に設定されている場合、プ
ローブ要求フレームを受信した他の通信装置の情報と自装置の情報とを含んだプローブ応
答フレームを応答チャネルで送信する。プローブ要求フレームを受信した通信装置は、自
装置が他の通信装置を代表して応答を行う通信装置に設定されていない場合、すなわち、
子の通信装置である場合、自装置に代わってプローブ応答フレームを送信するように依頼
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するための代理応答要求フレームを親の通信装置に対して送信する。このような手順でス
キャニングを行うことにより、通信装置が通信可能な他の通信装置を探索するスキャニン
グの所要時間を短縮化できるとともに、送信されるプローブ応答フレームの数を削減して
通信効率を高めることができる。
【００５１】
　以下に、本実施の形態の通信装置によるスキャニング動作について、詳しく説明する。
【００５２】
　図５は、実施の形態１の通信装置が実施するアクティブスキャニングの動作例を示すフ
ローチャートである。アクティブスキャン端末の通信装置は、予め決められた開始条件を
満足した場合にアクティブスキャニングを開始する。例えば、電源投入による起動を開始
条件とする。アクティブスキャニングを最後に実行してから一定時間が経過した場合を開
始条件としてもよい。通信装置を所有するユーザがスキャニング開始を指示する操作を行
った場合にスキャニングを開始するようにしてもよい。アクティブスキャン端末の通信装
置においては、ＭＡＣ層制御部１３および送信部１１が探索フレーム送信手段を構成し、
ＭＡＣ層制御部１３および受信部１２が応答フレーム受信手段を構成する。
【００５３】
　アクティブスキャン端末の通信装置は、アクティブスキャニングの開始条件を満足する
と、図５に示したように、スキャニング、すなわちアクティブスキャニングを開始し（ス
テップＳ１０１）、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」≒０とする（ステップＳ１０２）
。このステップＳ１０２では、できるだけ小さな値、例えば、システムで設定可能な最小
値が設定される。次に、使用可能な全てのチャネルを対象としてステップＳ１０３および
Ｓ１０４を繰り返し実行する。本実施の形態では使用可能なチャネルが１１チャネル（Ｃ
ｈ１～Ｃｈ１１）であるものとする。通信装置は、まず、Ｃｈ１が応答チャネル（Respon
se　Channel）か否かを判定し（ステップＳ１０３）、応答チャネルではない場合（ステ
ップＳ１０３：Ｎｏ）、他の通信装置の探索のためのフレームであるプローブ要求フレー
ムを送信する（ステップＳ１０４）。プローブ要求フレームを送信した後はＣｈ２に切り
替える。一方、通信装置は、Ｃｈ１が応答チャネルの場合には（ステップＳ１０３：Ｙｅ
ｓ）、プローブ要求フレームを送信せずにＣｈ２に切り替える。これをＣｈ１～Ｃｈ１１
まで行う。その後、通信装置は、予め決められている応答チャネルに遷移し（ステップＳ
１０５）、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」＝待ち受け時間とする（ステップＳ１０６
）。待ち受け時間は、各チャネルで動作する通信装置が送信するプローブ要求フレームに
対する応答フレーム（プローブ応答フレーム）を受信するために十分な時間、具体的には
、利用可能なチャネル数×（プローブ探索フレームの送信時間＋通信装置のチャネル切り
替え時間）＋プローブ応答フレームの送信時間以上の値とする。なお、待ち受け時間をこ
れに限定するものではない。そして、通信装置は、プローブ要求フレームを送信し（ステ
ップＳ１０７）、プローブタイマー（Probe　Timer）をスタートする（ステップＳ１０８
）。その後、通信装置は、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」中に「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉ
ｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたか否かを判定し（ステップＳ１０９）、
通知された場合には（ステップＳ１０９：Ｙｅｓ）、「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」
が経過後にプローブ応答フレームを処理し、プローブ応答フレームの送信元の通信装置お
よびプローブ応答フレームに含まれている情報が示す通信装置が自装置の周囲に存在する
通信装置、すなわち、通信が可能な位置に存在している通信装置であると把握する（ステ
ップＳ１１０）。通信装置は、プローブ応答フレームの処理が終了するとスキャニングを
終了する（ステップＳ１１１）。一方、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」中に「ＰＨＹ
－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されていない場合（ステップＳ１
０９：Ｎｏ）、通信装置はスキャニングを終了する（ステップＳ１１１）。この場合、通
信装置は、他の通信装置が発見できなかった、すなわち、通信可能な他の通信装置が存在
しないと判断する。
【００５４】
　このように、アクティブスキャニングを行う通信装置は、使用可能な全てのチャネルを
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切り替えながら、プローブ要求フレームを送信し、予め決められている応答チャネルにお
いて、プローブ応答フレームを待ち受ける。すなわち、応答チャネル以外のチャネルでは
プローブ要求フレームの送信のみを行い、プローブ応答フレームの待ち受けは行わない。
各チャネルで送信したプローブ要求フレームに対するプローブ応答フレームを応答チャネ
ルで待ち受ける。図５の例では、ステップＳ１０３を実行することにより、応答チャネル
でのプローブ要求フレームの送信を最後に行うようにしているが、このステップＳ１０３
は省略しても構わない。ステップＳ１０３を省略した場合でも、チャネルごとにプローブ
要求フレームの送信とプローブ応答フレームの待ち受けとを行う従来のスキャニングより
も処理時間を短縮することができる。ステップＳ１０３を実行した場合には、チャネル切
り替えの実行化指数がより少なくなるため、処理時間のさらなる短縮化を実現できる。
【００５５】
　なお、本実施の形態では、スキャニングの開始前に、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ
」、「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」、「ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」、
「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅｌ」、「ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」が決定される。「
ＳｃａｎＴｙｐｅ」は「ＡｃｔｉｖｅＳｃａｎ」とし、「ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」は
「Ｔｒｕｅ」とし、「ＰｒｏｂｅＤｅｌａｙ」は０とする。「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉ
ｍｅ」は、非特許文献１などに記載されている従来の方式と同様に「ＭｉｎＣｈａｎｎｅ
ｌＴｉｍｅ＋ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」とし、「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴ
ｉｍｅ」は、従来の方式と同様に「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ＋ＲｅｓｐｏｎｓｅＯ
ｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」とする。なお、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」および「Ｍａｘ
ＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」の決め方はこの限りではない。「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に
は、スキャンを行う周波数リストをスキャンの順番に登録する。そして、これらのパラメ
ータを「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミティブにより、ＳＭＥからＭＬＭ
Ｅへ通知する。
【００５６】
　ＭＬＭＥに通知されるプリミティブ（命令）である「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」について説明する。「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」は、通信装置のＳＭ
Ｅで生成される。図４に示した構成の通信装置においては、ＭＡＣ層制御部１３がＭＬＭ
Ｅに相当し、パラメータ制御部１４がＳＭＥに相当する。そのため、「ＭＬＭＥ－ＳＣＡ
Ｎ．ｒｅｑｕｅｓｔ」は、パラメータ制御部１４により生成され、ＭＡＣ層制御部１３に
通知される。
【００５７】
　「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」は、「ＢＳＳＴｙｐｅ」と、「ＢＳＳＩＤ」
と、「ＳＳＩＤ」と、「ＳｃａｎＴｙｐｅ」と、「ＰｒｏｂｅＤｅｌａｙ」と、「Ｃｈａ
ｎｎｅｌＬｉｓｔ」と、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」と、「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌ
Ｔｉｍｅ」と、「ＲｅｑｕｅｓｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」と、「ＳＳＩＤ　Ｌｉｓｔ」
と、「ＣｈａｎｎｅｌＵｓａｇｅ」と、「ＡｃｃｅｓｓＮｅｔｗｏｒｋＴｙｐｅ」と、「
ＨＥＳＳＩＤ」と、「ＭｅｓｈＩＤ」と、「ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」と
、「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅｌ」と、「ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」と、「Ｇｒｏ
ｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ」と、「ＶｅｎｄｏｒＳｐｅｃｉｆｉｃＩｎｆｏ
」と、を含む。本実施の形態にかかる発明においては、上記の、（１）「Ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」、（２）「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅｌ」、（３）「Ｆａ
ｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」、および（４）「ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
」を従来の方式に追加する事で、上述したアクティブスキャニングを実現している。これ
らの追加した情報について、以下に説明する。追加した情報以外については非特許文献１
において説明されているため、説明を省略する。
【００５８】
（１）ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ
　「ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」は、通信装置がプローブ要求フレームを送
信する際に、「ＶｅｎｄｏｒＳｐｅｃｉｆｉｃＩｎｆｏ」に応答オフセット時間として設
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定するパラメータである。プローブ要求フレームを受信した通信装置は、受信したプロー
ブ要求フレームに設定されている「ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」が経過した
後に、送信元の通信装置にプローブ応答フレームを送信する。
【００５９】
（２）ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅｌ
　「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅｌ」は、アクティブスキャン端末の通信装置がプロー
ブ要求フレームを送信する際に、「ＶｅｎｄｏｒＳｐｅｃｉｆｉｃＩｎｆｏ」に応答チャ
ネルとして設定するパラメータである。アクティブスキャン端末の通信装置は、「Ｃｈａ
ｎｎｅｌＬｉｓｔ」のうち、「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅｌ」に指定したチャネルを
除いたチャネルすべてにプローブ要求フレーム送信後、最後に「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａ
ｎｎｅｌ」に指定したチャネルでプローブ要求フレームの送信を行った後、プローブ応答
フレームの待ち受けを行う。プローブ要求フレームを受信したパッシブスキャン端末の通
信装置のＭＡＣ層制御部１３は、送信元のアクティブスキャン端末の通信装置へプローブ
応答フレームを送信する際、応答チャネルに指定されたチャネルにてプローブ応答フレー
ムを送信する。
【００６０】
（３）ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ
　「ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」は、本実施の形態にかかるスキャン方式を適用するか否
かを通知するフラグである。通信装置は、「ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」が「Ｔｒｕｅ」
の場合に「ＳｃａｎＴｙｐｅ」が「ＡｃｔｉｖｅＳｃａｎ」であればアクティブスキャン
端末として動作する。「ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」が「Ｆａｌｓｅ」の場合にはパッシ
ブスキャン端末として動作し、パッシブスキャンまたは従来の方式のアクティブスキャン
を行う。「ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅ」が「Ｔｒｕｅ」かつ「ＳｃａｎＴｙｐｅ」が「Ａ
ｃｔｉｖｅＳｃａｎ」を示す場合、通信装置は、図５に示したアクティブスキャニングを
実行する。
【００６１】
（４）ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
　「ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ」は、パッシブスキャン端末の通信装
置に対して、実行するパッシブスキャニングを通知するためのパラメータである。
【００６２】
　なお、ここで説明した「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」は一例であり、本発明
で使用するフレームの構成、パラメータの内容などをこれに限定するものではない。
【００６３】
　アクティブスキャン端末の通信装置においては、ＭＡＣ層制御部１３がパラメータ制御
部１４から「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミティブを受け取ると、アクテ
ィブスキャニングを開始する。アクティブスキャニングを開始すると、ＭＡＣ層制御部１
３は、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に指定されたチャネルを順番に送信チャネルとして選
択し、選択したチャネルでプローブ要求フレームをブロードキャストする。ＭＡＣ層制御
部１３は、プローブ要求フレームを送信後、すぐに使用するチャネルを次のチャネルに変
更する。または、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」≒０としてプローブタイマーをスタ
ートする。
【００６４】
　ＭＡＣ層制御部１３は、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に指定された各チャネルでプロー
ブ要求フレームの送信を行う場合に、例えば図６に示すように、「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈ
ａｎｎｅｌ」で指定されたチャネルである応答チャネルにおけるプローブ要求フレームの
送信を後回しにする。図６は、実施の形態１のアクティブスキャニングにおけるチャネル
の変更例を示す図である。図６に示した例では、２．４ＧＨｚ帯のチャネルＣｈ１～Ｃｈ
１１が「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に登録されており、「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅ
ｌ」はＣｈ６である。ＭＡＣ層制御部１３は、Ｃｈ１～Ｃｈ１１の各々について、応答チ
ャネルであるか否かを判定し、応答チャネルの場合にはプローブ要求フレームを送信せず
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、応答チャネルでない場合にはプローブ要求フレームを送信する。図６の例では、応答チ
ャネル以外のＣｈ１～Ｃｈ５、Ｃｈ７～Ｃｈ１１で先にプローブ要求フレームを送信し、
応答チャネルであるＣｈ６では最後にプローブ要求フレームを送信する。
【００６５】
　ＭＡＣ層制御部１３は、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」で指定された各チャネルにおける
プローブ要求フレームの送信が完了後、「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈａｎｎｅｌ」で指定され
たチャネルである応答チャネルでプローブ要求フレームを送信する。「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
Ｃｈａｎｎｅｌ」で指定された応答チャネルにてプローブ要求フレームを送信する際には
、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」を「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミ
ティブにより通知された「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」の値に設定した後、送信を行
う。
【００６６】
　ＭＡＣ層制御部１３は、プローブタイマーをスタート後、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉ
ｍｅ」が経過する前に「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が物理層
からＭＡＣ層に通知されたか否かを判定する。
【００６７】
　「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」が経過する前に「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が物理層に通知されなかった場合には、ＭＡＣ層制御部１３は、応
答チャネルでのプローブ応答フレームの待ち受けを終了する。「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄ
ｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が物理層に通知されなかったということは、他の通信装置
からプローブ応答フレームを受信していないということであり、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓ
ｔ」に指定された各チャネルを現在使用している他の通信装置が存在しないということで
ある。
【００６８】
　一方、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」が経過する前に「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が物理層から通知された場合、プローブ応答フレームを受信
しているので、ＭＡＣ層制御部１３は、受信したプローブ応答フレームの処理を、プロー
ブタイマーのスタートから「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」が経過した後に開始する。
「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたということは、他
の通信装置からプローブ応答フレームを受信したということであり、「ＣｈａｎｎｅｌＬ
ｉｓｔ」で指定した各チャネルのいずれかを現在使用している他の通信装置があり、その
通信装置と通信できる可能性があるということである。
【００６９】
　「ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」は、パラメータ制御部１４が決定する。「
ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」の値は、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に登録さ
れているチャネルの数に基づいて決定される。具体的には、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔに
登録されているチャネル数×（チャネルの変更回数＋Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信
処理時間＋チャネル変更時間）の値」よりも大きな値となるように決定する。このように
、応答の待ち受け時間は、探索フレームを送信するチャネル数に基づいて決定する。なお
、応答フレームの受信数に基づいて決定してもよい。すなわち、「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓ
ｔに登録されているチャネル数」に代えて、前回のアクティブスキャニングで受信したプ
ローブ応答フレームの数（プローブ応答フレームの受信数）を使用して、「プローブ応答
フレームの受信数×（チャネルの変更回数＋Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔの送信処理時間
＋チャネル変更時間）の値」よりも大きな値に決定する。
【００７０】
　「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に登録するチャネルは、パラメータ制御部１４が決定する
。「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に登録可能なチャネルは、通信装置がサポートする無線Ｌ
ＡＮの規格においてサポートされるチャネルであり、また通信装置を使用する国において
使用が許可されているチャネルから選択される。ＭＡＣ層制御部１３は、通知された「Ｃ
ｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」に登録されているチャネルの順番にシーケンシャルスキャンを行
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う。「ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ」の登録順序は、例えば２．４ＧＨｚ帯のチャネルＣｈ１
～Ｃｈ１１が使用可能な場合には、Ｃｈ１～Ｃｈ１１を順番に指定してもよいし、ランダ
ムに指定してもよい。アクティブスキャン端末の通信装置が送信するプローブ要求フレー
ムには、「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」である「Ｆａｓｔ　Ｓｃ
ａｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」が含まれる。
【００７１】
　図７は、実施の形態１における「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」
である「Ｆａｓｔ　Ｓｃａｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」の構成例を示す図である。「Ｅｌｅｍｅ
ｎｔ　ＩＤ」は、フレームの種別を示し、「Ｆａｓｔ　Ｓｃａｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」を示
す値が設定される。「Ｌｅｎｇｔｈ」には後続のデータ長を示す値、すなわちＯＵＩ～ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのサイズが設定される。「ＯＵＩ」は固定値「０ｘ００２６９２」
に設定され、「ＯＵＩ　Ｔｙｐｅ」は固定値「０ｘＦＦ」に設定されるものとする。なお
、「ＯＵＩ」及び「ＯＵＩ　Ｔｙｐｅ」については、この値に限定されるものではなく、
従来のフィールドとの識別が可能であり、且つ本発明を適用しない従来の無線ＬＡＮ装置
に対して影響を及ぼさないものであり、同様の効果を奏するものであればよい。例えば、
既存のプローブ要求フレームのＲｅｓｅｒｖｅｄフィールド等を使用して同様の内容を通
知する事も可能である。Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｏｆｆｓｅｔ　Ｔｉｍｅフィールドには、上
述した「ＲｅｓｐｏｎｓｅＯｆｆＳｅｔＴｉｍｅ」の値が設定される。Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　Ｃｈａｎｎｅｌフィールドには、上述した応答チャネルを示す「ＲｅｓｐｏｎｓｅＣｈ
ａｎｎｅｌ」の値が設定される。ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｎｕｍフィールドには、ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールドとｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドの組合せ
の数を示すフィールドである。ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールドは、ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎの種別を示すフィールドであり、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドは
、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールドで示された種別ごとの情報が設定される
。例えば、ｉｎｆｏｍａｒｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅフィールドが０ｘ０１であればＧＰＳ（Gl
obal　Positioning　System）であることを示し、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドに
は、ＧＰＳ情報が入る。
【００７２】
　つづいて、パッシブスキャン端末として動作する通信装置について説明する。
【００７３】
　本実施の形態では、パッシブスキャン端末の通信装置同士のグループ内の通信制御方式
には、即時ユニキャスト通知（Immediate　Unicast　notification）、即時ブロードキャ
スト通知（immediate　broadcast　notification）、および遅延通知（delayed　notific
ation）の３つの方式が存在する。
【００７４】
　本実施の形態にかかるパッシブスキャン端末の通信装置においては、パッシブスキャニ
ングを開始する際、ＳｃａｎＴｙｐｅパラメータがＰａｓｓｉｖｅＳｃａｎに設定され、
ＦａｓｔＳｃａｎＴｙｐｅがＴｒｕｅに設定され、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
Ｔｙｐｅが０～２の間の値に設定された「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒｅｑｕｅｓｔ」プリミ
ティブがＳＭＥであるパラメータ制御部１４からＭＬＭＥであるＭＡＣ層制御部１３に通
知される。通信装置は、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「０」であれば
即時ユニキャスト通知、「１」であれば即時ブロードキャスト通知、「２」であれば遅延
通知として動作する。
【００７５】
　パッシブスキャン端末の通信装置のＭＡＣ層制御部１３は、「ＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ．ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」プリミティブを受け取ると、任意のチャネルで、アクティブスキャン端末
が送信するプローブ要求フレームを待ち受ける。
【００７６】
　図８は、実施の形態１の通信装置がパッシブスキャン端末である場合に実施するパッシ
ブスキャニングの動作例を示すフローチャートである。図８は、通信装置がグループ内の
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帰属関係における親のロール、かつ、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０
または１である場合のパッシブスキャニングを示している。通信装置は起動した場合にパ
ッシブスキャニングを開始するものとする。パッシブスキャン端末の親として動作する通
信装置においては、ＭＡＣ層制御部１３および受信部１２が情報収集手段を構成し、ＭＡ
Ｃ層制御部１３および送信部１１が応答フレーム送信手段を構成する。また、ＭＡＣ層制
御部１３および送信部１１が情報収集結果送信手段を構成する。
【００７７】
　ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１のパッシブスキャン端末の
親として動作する通信装置である親端末は、特定のチャネルで起動するとスキャニングを
開始する（ステップＳ２０１）。親端末においては、スキャニングを開始すると、ＭＡＣ
層制御部１３が、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知された
か否かを確認する（ステップＳ２０２）。「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂ
ｕｓｙ）」が通知されない場合（ステップＳ２０２：Ｎｏ）、ＭＡＣ層制御部１３は、「
ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたか否かを確認する動
作を繰り返し実行する。
【００７８】
　これに対して、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知された
場合（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、ＭＡＣ層制御部１３は、アクティブスキャン端末か
らプローブ要求フレームを受信したか否かを確認する（ステップＳ２０３）。アクティブ
スキャン端末からプローブ要求フレームを受信していない場合（ステップＳ２０３：Ｎｏ
）、ステップＳ２０２に戻る。アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームを受信
した場合（ステップＳ２０３：Ｙｅｓ）、受信したプローブ要求フレームを処理する（ス
テップＳ２０４）。
【００７９】
　ステップＳ２０４において、ＭＡＣ層制御部１３は、プローブ要求フレームに含まれる
、端末製造者固有の情報である「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」の
うち、ＯＵＩが０ｘ００２６９２であり、ＯＵＩ　Ｓｕｂｔｙｐｅが０ｘＦＦである「Ｆ
ａｓｔ　Ｓｃａｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」から、応答オフセット時間「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｏ
ｆｆｓｅｔ　Ｔｉｍｅ」と、応答チャネル「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ」と、各
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅごとのｉｎｆｏｍａｒｔｉｏｎ情報とを取り出す。そ
して、応答オフセットタイマー（Response　Offset　Timer）をスタートさせる。ＭＡＣ
層制御部１３は、応答オフセットタイマーをスタートさせた後、代理応答要求待ち受けを
開始する（ステップＳ２０５）。代理応答要求待ち受けは、後述するステップＳ２０６～
Ｓ２０９の処理である。代理応答要求待ち受けは、「Ｆａｓｔ　Ｓｃａｎ　Ｅｌｅｍｅｎ
ｔ」の応答オフセット時間（Response　Offset　Time）フィールドで指定された時間（応
答オフセット時間）に基づき、「応答オフセット時間－１フレーム送信時間」の間、すな
わち、「応答オフセットタイマー＜（応答オフセット時間－１フレーム送信時間）」を満
足している間、行う。
【００８０】
　「応答オフセットタイマー＜（応答オフセット時間－１フレーム送信時間）」を満足し
ている間に実行する代理応答要求待ち受けにおいて、ＭＡＣ層制御部１３は、「ＰＨＹ－
ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたか否かを確認し（ステップＳ
２０６）、通知された場合（ステップＳ２０６：Ｙｅｓ）、代理応答要求（Action（Prox
y　Response　Request））フレームを受信したか否かを確認する（ステップ２０７）。こ
こで、代理応答要求フレームは、パッシブスキャン端末の子として動作する通信装置（以
下、子端末）から送信されるフレームである。代理応答要求フレームは、子端末が、アク
ティブスキャン端末から受信したプローブ要求フレームに対するプローブ応答フレームの
送信を代理で送信するように親端末に依頼するためのフレームである。なお、子端末は、
ユニキャストまたはブロードキャストで代理応答要求フレームを送信する。
【００８１】
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　代理応答要求フレームを受信した場合（ステップＳ２０７：Ｙｅｓ）、ＭＡＣ層制御部
１３は、代理応答要求フレームを処理し（ステップＳ２０８）、グループ情報管理部１５
が管理しているグループ情報管理テーブルを更新する（ステップＳ２０９）。ステップＳ
２０８では、例えば、代理応答要求フレームに含まれている情報の中から必要な情報を取
り出す。必要な情報としては、代理応答要求フレームの送信元の子端末がアクティブスキ
ャン端末からプローブ要求フレームを受信した時間、プローブ要求フレームの送信元のア
クティブスキャン端末の識別情報であるＭＡＣアドレス、代理応答要求フレームの送信元
の子端末の識別情報であるＭＡＣアドレスなどがある。取り出した情報はメモリなどで保
持しておく。
【００８２】
　ＭＡＣ層制御部１３は、応答オフセットタイマーがスタートしてから「応答オフセット
時間（Response　Offset　Time）－１フレーム送信時間」が経過した場合、すなわち、「
応答オフセットタイマー＜（応答オフセット時間－１フレーム送信時間）」を満足しなく
なった場合、子のパッシブスキャン端末の通信装置に対して、代理応答通知（Action(Pro
xy　Response　Notification)）フレームをブロードキャストで送信する（ステップＳ２
１０）。ＭＡＣ層制御部１３は、次に、応答チャネルにチャネルを変更し（ステップＳ２
１１）、プローブ応答（Probe　Response）フレームをプローブ要求フレームの送信元に
送信する（ステップＳ２１２）。プローブ応答フレームの送信後、起動した際のチャネル
である元のチャネルにチャネルを変更する（ステップＳ２１３）。ステップＳ２１２では
、プローブ要求フレームを受信して応答オフセットタイマーをスタートさせてから「応答
オフセット時間－１フレーム送信時間」が経過するまでの間に受信した代理応答要求の送
信元のパッシブスキャン端末のＭＡＣアドレスを含んだプローブ応答フレームを送信する
。プローブ応答フレームを受信したアクティブスキャン端末は、プローブ応答フレームに
含まれているＭＡＣアドレスの端末、およびプローブ応答フレームの送信元の端末が自装
置の周囲に存在していると判断する。なお、ステップＳ２１２でプローブ応答フレームの
送信が失敗した場合、プローブ応答フレームを再送してもよい。
【００８３】
　ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを開始してから規定時間が経過するとスキャニン
グを終了する（ステップＳ２１４）。ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを終了した後
、規定時間が経過した時点で再度スキャニングを開始してもよい。
【００８４】
　図９は、上記の代理応答要求フレームのフォーマット例を示す図である。図示した代理
応答要求フレームにおいて、Ｃａｔｅｇｏｒｙフィールドは１０３、Ａｃｔｉｏｎ　Ｃｏ
ｄｅフィールドは０で固定とするが、その限りではない。Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍ
ｏｄｅフィールドには、パッシブスキャン端末の通信装置がグループ内で動作するタイプ
を示す情報が設定される。このＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅフィールドには、０
～２の間の値を設定する。設定値が「０」であれば即時ユニキャスト通知を行う端末、「
１」であれば即時ブロードキャスト通知を行う端末、「２」であれば遅延通知を行う端末
として動作していることを示す。Ｖｅｈｉｃｌｅ　ＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓフィールドには
、アクティブスキャン端末から受信したプローブ要求フレームの送信元通信装置、すなわ
ちアクティブスキャン端末のＭＡＣアドレスが設定される。Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐフィー
ルドは、プローブ要求フレームを受信した時間を示す。Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｏｆｆｓｅｔ
　Ｔｉｍｅは、応答オフセット時間を示し、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｃｈａｎｎｅｌフィール
ドは、応答チャネルを示す。ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｎｕｍフィールドには、ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールドとｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドの組合せの数
を示すフィールドである。ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールドは、ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎの種別を示すフィールドであり、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドは、ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールドで示された種別ごとの情報が設定される。例
えば、ｉｎｆｏｍａｒｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅフィールドが０ｘ０１であればＧＰＳであるこ
とを示し、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドには、ＧＰＳ情報すなわち位置情報が入る
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。
【００８５】
　図１０は、上記の代理応答通知フレームのフォーマット例を示す図である。図示した代
理応答通知フレームにおいて、Ｃａｔｅｇｏｒｙフィールドは１０３、Ａｃｔｉｏｎ　Ｃ
ｏｄｅフィールドは１で固定とするが、その限りではない。Ｖｅｈｉｃｌｅ　ＭＡＣＡｄ
ｄｒｅｓｓフィールドには、アクティブスキャン端末から受信したプローブ要求フレーム
の送信元通信装置、すなわちアクティブスキャン端末のＭＡＣアドレスが設定される。Ｔ
ｉｍｅ　Ｓｔａｍｐフィールドは、プローブ要求フレームを受信した時間を示す。Ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅ　Ｃｈａｎｎｅｌフィールドは、代理応答通知フレームを送信した親端末がア
クティブスキャン端末からのプローブ要求フレームに応答する際の応答チャネルを示す。
「Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　
Ｅｌｅｍｅｎｔ」のＥｌｅｍｅｎｔ　ＩＤフィールドは１７５で固定とするが、その限り
ではない。ｌｅｎｇｔｈフィールドは、「Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」のサイズを示し、ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｎｕｍフィー
ルドは、後続のＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ（ｓ）フィールドにおけるＭＡＣアドレス数を示
し、ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ（ｓ）フィールドには、親端末が、受信した代理応答要求フ
レームの送信元の子端末のＭＡＣアドレスが格納される。なお、「Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」のＥｌ
ｅｍｅｎｔ　ＩＤフィールドは１７５で固定とするが、非特許文献１で定義されているＥ
ｌｅｍｅｎｔと重複しないものであれば、これに限るものではない。「Ｎｏｔｉｃｅ　ｏ
ｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」のＥｌｅｍｅｎｔ　ＩＤフィールドは１７６で固
定とするが、その限りではない。ｌｅｎｇｔｈフィールドは、「Ｎｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ａ
ｂｓｅｎｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」のサイズを示す。ＣＴＷｉｎｄｏｗ　ａｎｄ　ＯｐｐＰ
Ｓ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒフィールドは、親端末がＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅになる期間、すな
わち省電力動作状態になる期間を示すフィールドである。Ｎｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ａｂｓｅ
ｎｃｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ（ｓ）フィールドは親端末がパッシブスキャン端末のグル
ープが動作するチャネルとは異なるチャネルに移動する期間を示すフィールドである。Ｃ
ＴＷｉｎｄｏｗ　ａｎｄ　ＯｐｐＰＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒフィールド、および、Ｎｏｔ
ｉｃｅ　ｏｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒフィールドは、それぞれ、Ｄｕｒ
ａｔｉｏｎフィールド、ＩｎｔｅｒｖａｌフィールドおよびＳｔａｒｔ　Ｔｉｍｅフィー
ルドを含んでいる。
【００８６】
　親端末は、子端末から代理応答通知フレームを受信した場合に、そのフレームに含まれ
るＴｉｍｅ　Ｓｔａｍｐフィールドの時間が、「自身が同じＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓのアク
ティブスキャン端末からプローブ要求フレームを受信した時間＋応答オフセット時間」よ
り経過している場合であれば、代理応答通知フレームを破棄してもよい。
【００８７】
　図１１は、パッシブスキャン端末の親の通信装置である親端末が送信するプローブ応答
フレームの要素として含まれる「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」で
ある「Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」のフ
ォーマット例を示す図である。Ｅｌｅｍｅｎｔ　ＩＤフィールドは、２２１で固定とする
が、その限りではない。ｌｅｎｇｔｈフィールドは、「Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」全体のサイズを示す。「ＯＵＩ」は固定値「
０ｘ００２６９２」に設定され、「ＯＵＩ　Ｔｙｐｅ」は固定値「０ｘ０１」に設定され
るものとする。なお、「ＯＵＩ」及び「ＯＵＩ　Ｔｙｐｅ」については、この値に限定さ
れるものではなく、従来のフィールドとの識別が可能であり、且つ本発明を適用しない従
来の無線ＬＡＮ装置に対して影響を及ぼさないものであり、同様の効果を奏するものであ
ればよい。ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｎｕｍフィールドは、続くＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ
（ｓ）フィールドに格納されているＭＡＣアドレス数を示し、ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ（
ｓ）フィールドは、親端末が、パッシブスキャン端末の子の通信装置である子端末から受
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信した代理応答要求フレームの送信元の子端末のＭＡＣアドレスが格納される。ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　ｎｕｍフィールドには、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールド
とｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドの組合せの数を示すフィールドである。ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィールドは、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎの種別を示すフィールド
であり、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドは、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐｅフィ
ールドで示された種別ごとの情報が設定される。例えば、ｉｎｆｏｍａｒｔｉｏｎ　Ｔｙ
ｐｅフィールドが０ｘ０１であればＧＰＳであることを示し、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフ
ィールドには、ＧＰＳ情報が入る。
【００８８】
　図１２は、実施の形態１の通信装置がパッシブスキャン端末である場合に実施するパッ
シブスキャニングの動作例を示すフローチャートである。図１２は、通信装置がグループ
内の帰属関係における子のロール、かつ、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が０または１である場合のパッシブスキャニングを示している。通信装置は起動した場合
にパッシブスキャニングを開始するものとする。パッシブスキャン端末の子として動作す
る通信装置においては、ＭＡＣ層制御部１３および送信部１１が代理応答要求手段を構成
する。
【００８９】
　ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１であるパッシブスキャン端
末の子として動作する通信装置である子端末は、特定のチャネルで起動するとスキャニン
グを開始する（ステップＳ３０１）。子端末においては、スキャニングを開始すると、Ｍ
ＡＣ層制御部１３が、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知さ
れたか否かを確認する（ステップＳ３０２）。「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
（ｂｕｓｙ）」が通知されない場合（ステップＳ３０２：Ｎｏ）、ＭＡＣ層制御部１３は
、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたか否かを確認す
る動作を繰り返し実行する。
【００９０】
　これに対して、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知された
場合（ステップＳ３０２：Ｙｅｓ）、ＭＡＣ層制御部１３は、アクティブスキャン端末か
らプローブ要求フレームを受信したか否かを確認する（ステップＳ３０３）。アクティブ
スキャン端末からプローブ要求フレームを受信していない場合（ステップＳ３０３：Ｎｏ
）、ステップＳ３０２に戻る。アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームを受信
した場合（ステップＳ３０３：Ｙｅｓ）、受信したプローブ要求フレームを処理する（ス
テップＳ３０４）。
【００９１】
　ステップＳ３０４の処理は、図８に示したステップＳ２０４と同様、すなわち、通信装
置が親端末である場合のプローブ要求フレームの処理と同様である。このステップＳ３０
４において、ＭＡＣ層制御部１３は、プローブ要求フレームに含まれる、端末製造者固有
の情報である「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」のうちＯＵＩが０ｘ
００２６９２であり、ＯＵＩ　Ｓｕｂｔｙｐｅが０ｘＦＦである「Ｆａｓｔ　Ｓｃａｎ　
Ｅｌｅｍｅｎｔ」から、応答オフセット時間「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｏｆｆｓｅｔ　Ｔｉｍ
ｅ」と、応答チャネル「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ」と、各Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｔｙｐｅごとのｉｎｆｏｍａｒｔｉｏｎ情報を取り出す。そして、応答オフセット
タイマー（Response　Offset　Timer）をスタートさせる。
【００９２】
　ＭＡＣ層制御部１３は、応答オフセットタイマーをスタートさせた後、親端末に対して
代理応答要求フレームを送信し、代理応答通知フレームの待受けを開始する（ステップＳ
３０５）。このステップＳ３０５において、ＭＡＣ層制御部１３は、自装置（子端末）の
ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「０」の場合は代理応答要求フレームを
ユニキャストで送信し、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「１」の場合は
代理応答要求フレームをブロードキャストで送信する。また、ＭＡＣ層制御部１３は、自
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装置のＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「０」の場合、代理応答要求フレ
ームの送信が成功するまで、または、応答オフセットタイマーが応答オフセット時間を経
過するまで、再送上限回数に達していなければ、代理応答要求フレームを再送する。
【００９３】
　ＭＡＣ層制御部１３は、応答オフセットタイマーが応答オフセット時間を経過すると、
親端末から代理応答通知フレームを受信しているか否かを確認する（ステップＳ３０６）
。代理応答通知フレームを受信していなければ（ステップＳ３０６：Ｎｏ）、応答チャネ
ルにチャネルを変更し（ステップＳ３０９）、プローブ要求フレームの送信元にプローブ
応答フレームを送信する（ステップＳ３１０）。ＭＡＣ層制御部１３は、プローブ応答フ
レームを送信後、起動した際のチャネルである元のチャネルにチャネルを変更する（ステ
ップＳ３１１）。一方、代理応答通知フレームを受信している場合（ステップＳ３０６：
Ｙｅｓ）、代理応答通知フレームを処理し（ステップＳ３０７）、代理応答要求が正常に
行われたか否かを確認する（ステップＳ３０８）。すなわち、代理応答通知フレームのＰ
ｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔのＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓ（ｓ）フィールドに自装置のＭＡＣアドレスが格納さ
れているか否かを確認する。このフィールドに自装置のＭＡＣアドレスが格納されている
場合は代理応答要求が正常に行われたことになる。代理応答要求が正常に行われた場合（
ステップＳ３０８：Ｙｅｓ）、ステップＳ３０２に戻る。代理応答要求が正常に行われて
いない場合（ステップＳ３０８：Ｎｏ）、応答チャネルにチャネルを変更し（ステップＳ
３０９）、プローブ要求フレームの送信元にプローブ応答フレームを送信する（ステップ
Ｓ３１０）。プローブ応答フレームの送信後、起動した際のチャネルである元のチャネル
にチャネルを変更する（ステップＳ３１１）。なお、ステップＳ３１０でプローブ応答フ
レームの送信が失敗した場合、プローブ応答フレームを再送してもよい。
【００９４】
　ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを開始してから規定時間が経過するとスキャニン
グを終了する（ステップＳ３１２）。ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを終了した後
、規定時間が経過した時点で再度スキャニングを開始してもよい。
【００９５】
　なお、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「０」の場合、代理応答要求フ
レームの送信が成功していれば、親端末が送信した代理応答通知フレームの「Ｐｒｏｘｙ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅｌｅｍｅｎ
ｔ」のＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓ（ｓ）フィールドに自装置のＭＡＣアドレスが格納されて
いなくても、プローブ応答フレームを送信しなくてもよい。
【００９６】
　このように、子端末は、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１で
ある場合、アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームを受信すると、自装置と同
じグループの親端末に対して代理応答要求フレームを送信し、代理応答通知フレームが送
信されてくるのを応答オフセット時間だけ待つ。そして、代理応答通知フレームを受信す
ることなく応答オフセット時間が経過した場合は、プローブ要求フレームの送信元のアク
ティブスキャン端末に対して、応答チャネルにてプローブ応答フレームを送信する。また
、応答オフセット時間が経過する前に代理応答通知フレームを受信したが、代理応答通知
フレームに自装置のＭＡＣアドレスが格納されていない場合、すなわち、親端末による代
理応答が正常に行われなかった場合、プローブ要求フレームの送信元のアクティブスキャ
ン端末に対して、応答チャネルにてプローブ応答フレームを送信する。
【００９７】
　通信装置は、親端末として動作し、かつＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が０または１である場合において、アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームを
受信していないにも関わらず、同じグループ内の子端末から代理応答要求フレームを受信
した場合、子端末が受信したプローブ要求フレームの送信元のアクティブスキャン端末に
対して、プローブ応答フレームの送信を行ってもよい。この場合、応答オフセットタイマ
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ーで待つ時間Ｔwaitは、代理応答要求フレームのＴｉｍｅ　Ｓｔａｍｐフィールドの値を
Ｔstamp、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｏｆｆｓｅｔ　Ｔｉｍｅフィールドの値をＴoffset、現在
時刻をｔとした場合、「Ｔwait＝Ｔstamp＋Ｔoffset－ｔ」とする。このＴwaitの値が０
以下の場合は、すぐにプローブ応答フレームを送信する。
【００９８】
　通信装置は、親端末として動作し、かつＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が０または１である場合において、アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームを
受信していないにも関わらず、同じグループ内の子端末から代理応答通知フレームを受信
した場合、子端末に対して、自装置の識別情報すなわちＭＡＣアドレスをＩｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎフィールドに設定した代理応答通知フレームをユニキャストし、子端末に自装置
の代わりにアクティブスキャン端末に対してプローブ応答フレームを送信してもらうよう
にしてもよい。複数の子端末から代理応答通知フレームが送信されてきた場合には、代理
応答通知フレームを送信してきたすべての子端末に対して同様に、自装置の識別情報をＩ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドに設定した代理応答通知フレームをユニキャストする。
このとき、代理応答通知フレームのＶｅｈｉｃｌｅ　ＭＡＣ　Ａｄｄｒｅｓｓフィールド
、Ｔｉｍe　Ｓｔａｍｐフィールド、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｏｆｆｓｅｔ　Ｔｉｍｅフィー
ルド、Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｃｈａｎｎｅｌフィールドは、子端末から受信した代理応答通
知フレームの同フィールドと同じ値を設定する。この代理応答通知フレームを受信した子
端末の各々は、自装置の情報に加えて、親端末の情報を合わせてアクティブスキャン端末
に対してプローブ応答フレームを送信する。
【００９９】
　通信装置は、子端末として動作し、かつＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が０または１の場合、同じグループの親端末に対して代理応答要求フレームを送信する際
、以下の方法で送信してもよい。すなわち、親端末と子端末がグループを作成するための
接続において従来の無線ＬＡＮと同様に割り振られ、親端末により管理されるＡｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ　ＩＤを用いて、各子端末が代理応答要求フレームを送信する順番を決定し
、決定した順番で代理応答要求フレームを送信するようにしてもよい。例えば、Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ　ＩＤの小さい順に代理応答要求フレームを送信する。この場合、例えば
、子端末は、プローブ要求フレームを受信した後、Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ＩＤに一定
値を乗算した時間だけ待機してから代理応答要求フレームを送信するようにすればよい。
また、Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ＩＤを用いて代理応答通知フレームの送信順を制御する
場合と、制御しない場合とを、例えば、子端末の数などに応じて動的に変更してもよい。
例えば、子端末が一定数に達している場合に送信順を制御するようにする。制御を行うか
否かの通知は例えばビーコンフレームにて親端末から各子端末へ通知する。
【０１００】
　通信装置は、親端末として動作し、かつＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が０または１である場合、代理応答通知フレームを送信する際に、代理応答通知フレーム
の構成を示した図１０のＮｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔに含まれ
ているＮｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒフィールドを以下の
ように設定する。Ｎｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒフィール
ドのＤｕｒａｔｉｏｎフィールドには、通信装置が応答チャネルにチャネルを変更し始め
る時間から、アクティブスキャン端末にプローブ応答フレームを送信し、元のチャネルに
変更が終わるまでの時間を設定する。Ｓｔａｒｔ　Ｔｉｍｅフィールドには応答チャネル
にチャネルを変更する時刻を設定する。Ｉｎｔｅｒｖａｌフィールドには、既に他のアク
ティブスキャン端末からプローブ要求フレームを受信している場合、応答オフセットタイ
マーが応答オフセット時間を経過するまでの時間を設定する。他のアクティブスキャン端
末からプローブ要求フレームを受信していない場合には「０」を設定する。通信装置は、
子端末として動作し、かつＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１で
ある場合、代理応答通知フレームを受信すると、Ｎｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　
Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒフィールドを確認し、Ｓｔａｒｔ　Ｔｉｍｅフィールドで示された
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時間から、Ｄｕｒａｔｉｏｎフィールドで示された時間が経過するまで、すなわち、親端
末が他のチャネルに移動している間は、親端末へのフレームの送信を待機する。
【０１０１】
　親端末がＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅを行う場合、代理応答通知フレームのＮｏｔｉｃｅ　ｏ
ｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔに含まれているＣＴＷｉｎｄｏｗ　ａｎｄ　Ｏｐｐ
ＰＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｏｙフィールドを以下のように設定し、子端末に通知する。Ｃ
ＴＷｉｎｄｏｗ　ａｎｄ　ＯｐｐＰＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｏｙフィールド内のＤｕｒａ
ｔｉｏｎフィールドには、親端末すなわち代理応答フレームの送信元の通信装置がＰｏｗ
ｅｒ　Ｓａｖｅを行う期間を設定する。このＤｕｒａｔｉｏｎフィールドの値は、一定周
期で送信されるＢｅａｃｏｎフレームの送信間隔であるＢｅａｃｏｎ間隔よりも短い値と
する。Ｓｔａｒｔ　Ｔｉｍｅフィールドには親端末がＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅを開始する時
間を設定する。Ｉｎｔｅｒｖａｌフィールドには、親端末が次にＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅを
開始するまでの間隔を設定する。
【０１０２】
　通信装置は、子端末として動作し、かつＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が０または１である場合、親端末がＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅで動作する期間、すなわち、応
答通知フレームのＮｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ａｂｓｅｎｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔに含まれている
ＣＴＷｉｎｄｏｗ　ａｎｄ　ＯｐｐＰＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｏｙフィールドで通知され
た期間は、アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームを受信しても、親端末に代
理応答要求フレームを送信せずに、アクティブスキャン端末にプローブ応答フレームを送
信する。つまり、親端末がＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅで動作している間は、パッシブスキャン
端末の通信装置はグループ化されていないことと同様である。
【０１０３】
　ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１であるパッシブスキャン端
末として動作している通信装置のグループが使用しているチャネルと、アクティブスキャ
ン端末として動作している通信装置が送信したプローブ要求フレームの「Ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅＣｈａｎｎｅｌ」が示すチャネルである応答チャネルとが同じである場合、グループに
属するすべての通信装置の各々は、応答オフセットタイマーをスタートしてから応答オフ
セット時間が経過した後に、プローブ要求フレームの送信元のアクティブスキャン端末の
通信装置に対してプローブ応答フレームを送信する。この時、グループに属する通信装置
のうち、子端末として動作している通信装置は、親端末として動作している通信装置に対
して代理応答要求フレームの送信を行わない。すなわち、パッシブスキャン端末は、自装
置が使用中のチャネルとアクティブスキャン端末が送信したプローブ要求フレームで指定
された応答チャネルが同じ場合、代理応答要求フレームの送受信を行わずに、プローブ応
答フレームをアクティブスキャン端末へ送信する。仮に、代理応答要求フレームの送受信
を行う場合、応答チャネルに設定されているチャネルで送信されるフレームの数がかえっ
て増加してしまうため、これを回避する目的で、各パッシブスキャン端末はプローブ応答
フレームを個別に送信する。
【０１０４】
　図１３は、実施の形態１の通信装置がパッシブスキャン端末である場合に実施するパッ
シブスキャニングの動作例を示すフローチャートである。図１３は、通信装置がグループ
内の帰属関係における親のロール、かつ、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が２である場合のパッシブスキャニングを示している。通信装置は起動した場合にパッシ
ブスキャニングを開始するものとする。
【０１０５】
　ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが２のパッシブスキャン端末の親として
動作する通信装置である親端末は、特定のチャネルで起動するとスキャニングを開始する
（ステップＳ４０１）。親端末においては、スキャニングを開始すると、ＭＡＣ層制御部
１３が、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたか否かを
確認する（ステップＳ４０２）。「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）
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」が通知されない場合（ステップＳ４０２：Ｎｏ）、ＭＡＣ層制御部１３は、「ＰＨＹ－
ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたか否かを確認する動作を繰り
返し実行する。
【０１０６】
　これに対して、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知された
場合（ステップＳ４０２：Ｙｅｓ）、ＭＡＣ層制御部１３は、アクティブスキャン端末か
らプローブ要求フレームを受信したか否かを確認する（ステップＳ４０３）。アクティブ
スキャン端末からプローブ要求フレームを受信していない場合（ステップＳ４０３：Ｎｏ
）、パッシブスキャン端末の子として動作している通信装置である子端末から代理応答要
求を受信したかどうかを確認する（ステップＳ４０９）。代理応答要求フレームを受信し
ていない場合（ステップＳ４０９：Ｎｏ）、ステップＳ４０２に戻る。代理応答要求フレ
ームを受信した場合（ステップＳ４０９）、グループ情報管理部１５が管理しているグル
ープ情報管理テーブルを更新し（ステップＳ４１０）、ステップＳ４０２に戻る。
【０１０７】
　図１４は、親端末のグループ情報管理部１５が管理するグループ情報管理テーブルの一
例を示す図である。ＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓカラムには、自装置と同じグループの子端末の
ＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓが設定される。Ｔｉｍe　Ｓｔａｍｐカラムには、ＭＡＣＡｄｄｒ
ｅｓｓカラムに設定したＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓが示す通信装置の情報を更新した時刻が設
定される。Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎカラムには、例えば、図示したように、通信装置の位
置情報であるＧＰＳ情報が設定される。なお、Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎカラムに設定する
情報をＧＰＳ情報に限定するものではない。他の情報を設定しても構わない。また複数の
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎの種別ごとに複数のＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎカラムを保持してよ
い。なお、レコードは、親端末に子端末が接続した際に追加される。また、親端末と子端
末が切断した場合には、グループ情報管理テーブルから該当のレコードが削除される。よ
って、グループ情報管理テーブルには親端末に接続中の全ての子端末の情報が登録されて
いることになる。レコードの追加および削除はＭＡＣ層制御部１３が行う。
【０１０８】
　図１３の説明に戻り、ＭＡＣ層制御部１３は、アクティブスキャン端末からプローブ要
求フレームを受信した場合（ステップＳ４０３：Ｙｅｓ）、受信したプローブ要求フレー
ムを処理し（ステップＳ４０４）、応答オフセットタイマーをスタートし、応答オフセッ
ト時間待機する（ステップＳ４０５）。すなわち、ＭＡＣ層制御部１３は、ＭＡＣ層制御
部１３は、プローブ要求フレームに含まれる、応答オフセット時間（Response　Offset　
Time）を取り出す。そして、応答オフセットタイマー（Response　Offset　Timer）をス
タートさせ、応答オフセット時間が経過するまで待機する。応答オフセット時間が経過し
た後、ＭＡＣ層制御部１３は、応答チャネルにチャネルを変更し（ステップＳ４０６）、
プローブ応答フレームをプローブ要求フレームの送信元に送信する（ステップＳ４０７）
。プローブ応答フレームの送信後、起動した際のチャネルである元のチャネルにチャネル
を変更する（ステップＳ４０８）。なお、ステップＳ４０７でプローブ応答フレームの送
信が失敗した場合、プローブ応答フレームを再送してもよい。
【０１０９】
　ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを開始してから規定時間が経過するとスキャニン
グを終了する（ステップＳ４１１）。ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを終了した後
、規定時間が経過した時点で再度スキャニングを開始してもよい。
【０１１０】
　ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが２の親端末は、上記のステップＳ４０
７において、グループ情報管理部１５が管理しているグループ情報管理テーブルのすべて
の通信装置すなわち子端末の情報を含んだプローブ応答フレームを送信する。これにより
、プローブ応答フレームを受信したアクティブスキャン端末は、親端末および親端末に接
続中の全ての子端末を認識することができる。
【０１１１】
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　なお、親端末は、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１である場
合においても、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが２である場合と同様に、
グループ情報管理部１５が管理するグループ情報管理テーブルに登録されている情報をプ
ローブ応答フレームで送信してもよい。具体的には、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎＴｙｐｅが０または１の親端末は、アクティブスキャン端末が送信したプローブ要求フ
レームを受信してから応答オフセット時間が経過するまでの間に子端末から代理応答要求
フレームを受信しなかった場合、アクティブスキャン端末に対して、グループ情報管理部
１５が管理しているグループ情報管理テーブルに登録されているすべての通信装置すなわ
ち子端末の情報を含んだプローブ応答フレームを送信してもよい。
【０１１２】
　次に、通信装置がグループ内の帰属関係における子のロール、かつ、ＧｒｏｕｐＮｏｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが２である場合のパッシブスキャニングを説明する。通信装
置は起動した場合にパッシブスキャニングを開始するものとする。
【０１１３】
　ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが２のパッシブスキャン端末の子として
動作する通信装置である子端末は、特定のチャネルで起動すると、パッシブスキャン端末
の親として動作する通信装置である親端末から送信されたビーコンフレームを受信し、ビ
ーコンフレームが送信される間隔（Ｂｅａｃｏｎ間隔）を確認する。また、ビーコンフレ
ームに含まれるＰｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔに含まれ
るＳｔａｒｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ＴｉｍｅフィールドおよびＮｏｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎフィールドを確認し、自装置の情報を親端末へ通知する期間
を確認する。子端末は、前記の期間において、親端末に対して代理応答要求フレームによ
り自装置の情報を通知する。子端末は、Ｂｅａｃｏｎ間隔またはビーコンフレームのＴＩ
Ｍフィールドで示されるＤＴＩＭ間隔のタイミングおよび親端末に自身の情報を通知する
タイミング以外ではＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅモードになってもよい。なお、前記期間以外で
送信し、親端末に自身の最新の情報を通知してもよい。
【０１１４】
　図１５は、親端末が定期的に送信するビーコンフレームに含まれる、Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅ
ｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔのフォーマットの例を示す図である。
【０１１５】
　図１５に示したＰｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔにおい
て、Ｅｌｅｍｅｎｔ　ＩＤフィールドには、２２１を設定する。ｌｅｎｇｔｈフィールド
は、「Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」全体のサイズを
示す。ＯＵＩフィールドは固定値０ｘ００２６９２に設定され、ＯＵＩ　Ｔｙｐｅフィー
ルドは固定値０ｘ０２に設定されるものとする。なお、ＯＵＩ及びＯＵＩ　Ｔｙｐｅにつ
いては、この値に限定されるものではない。Ｇｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｔ
ｙｐｅフィールドは、ビーコンフレームを送信する親端末のＧｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅを示し、Ｓａｍｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏ
ｄｅフィールドは、１であれば、グループ内では親端末のＧｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅと同じＧｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅで動作する
ことを示し、０であれば、グループ内の親端末と異なるＧｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｔｙｐｅで動作してよいことを示す。Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｔａｒｔ　
Ｔｉｍｅは、親端末が、子端末から最新の情報を受け取る期間の開始時間を示し、Ｎｏｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎフィールドは、親端末が、子端末から最新の情報
を受け取る期間の時間を示す。Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｎｕｍフィー
ルドは、後続のＶｅｈｉｃｌｅ　ＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓフィールド、Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍ
ｐフィールド、Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｎｕｍフィールド、Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
ｔｙｐｅフィールド、およびｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドの組がいくつあるかを示
す。これらのフィールドは前回のビーコンフレーム送信時から、今回のビーコンフレーム
を送信するまでの間にアクティブスキャン端末から受信したプローブ要求フレームの情報
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を渡すフィールドである。Ｖｅｈｉｃｌｅ　ＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓフィールドは、前回の
ビーコンフレーム送信時から、今回のビーコンフレームを送信するまでの間にアクティブ
スキャン端末から受信したプローブ要求フレームの送信元アクティブスキャン端末のＭＡ
Ｃアドレスを示し、Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐフィールドは、プローブ要求フレームを受信し
た時間を示し、Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｎｕｍは、受信したプローブ要求フレームに含
まれるＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎエレメントの数を示し、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｙｐ
ｅフィールドは、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎフィールドの種別を示し、ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎフィールドには、前記アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームで送信され
てきたＧＰＳ等の情報が設定される。
【０１１６】
　親端末は、定期的に送信するビーコンフレームに含まれるＰｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ　ＲｅｐｏｒｔエレメントのＧｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅフィー
ルドで、自装置のＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅを子端末に通知する。
【０１１７】
　また、子端末は、受信したビーコンフレームに含まれるＰｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　ＲｅｐｏｒｔエレメントのＳａｍｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏｄ
ｅフィールドが０の場合、Ｇｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅフィールド
で通知されたＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅで動作してもよいし、自装置
が設定したＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅで動作してもよい。パッシブス
キャン端末のグループには複数のＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅで動作す
る通信装置が混在してもよい。一方、Ｓａｍｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　Ｍｏｄｅフィールドが１の場合、同じパッシブスキャン端末のグループに属する通信装
置は、親端末のＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ、すなわち、ビーコンフレ
ームに含まれるＧｒｏｕｐ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅフィールドで通知され
たＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅで動作することとする。
【０１１８】
　図１６は、実施の形態１の無線通信システムにおけるアクティブスキャニングおよびパ
ッシブスキャニング（immediate　Unicast　notification）の動作例を示すシーケンス図
である。図１６において、パッシブスキャン端末Ｔp０～Ｔp２は事前にグループ化されて
いるものとし、パッシブスキャン端末Ｔp０が親端末、パッシブスキャン端末Ｔp１および
Ｔp２が子端末とする。パッシブスキャン端末Ｔp０～Ｔp２はＣｈ１で動作しているもの
とする。
【０１１９】
　図１６に示したように、アクティブスキャン端末Ｔaは、プローブ要求フレームを利用
可能なチャネルＣｈ１～Ｃｈ１１に連続で送信し、応答チャネルでパッシブスキャン端末
からの応答を待受ける。パッシブスキャン端末のうち、子端末Ｔp１およびＴp２は、アク
ティブスキャン端末Ｔaからプローブ要求（Probe　Request）フレームを受信すると、親
端末Ｔp０に対して、代理応答要求フレームをユニキャストで送信する。なお、図１６で
は、端末Ｔp１およびＴp２の時間軸上に存在する「Ａｃｔｉｏｎ」と記載された四角が代
理応答要求フレームを示している。図１６の例では、子端末Ｔp２が代理応答通知フレー
ムの送信を失敗している。親端末Ｔp０は、代理応答要求フレームを受信するとＡＣＫを
返送する。また、親端末Ｔp０は、アクティブスキャン端末Ｔaからプローブ要求フレーム
を受信してから「応答オフセット時間＋ＤＩＦＳ＋ＣＷ」が経過した後に、子端末Ｔp１
およびＴp２に対して、代理応答通知フレームを送信する。なお、応答オフセット時間は
プローブ要求フレームによりアクティブスキャン端末Ｔaから通知される。図１６では、
端末Ｔp０の時間軸上に存在する「Ａｃｔｉｏｎ」と記載された四角が代理応答通知フレ
ームを示している。親端末Ｔp０は、さらに、代理応答通知フレームを送信してから「Ｄ
ＩＦＳ＋ＣＷ」が経過した後、アクティブスキャン端末Ｔaに対して、プローブ応答（Pro
be　Response）フレームを送信する。このとき、アクティブスキャン端末Ｔaから受信し
たプローブ要求フレームで通知された応答チャネルを使用してプローブ応答フレームを送
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信する。
【０１２０】
　子端末Ｔp１およびＴp２は、親端末Ｔp０から図１０に示した構成の代理応答通知フレ
ームを受信すると、Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ
　Ｒｅｐｏｒｔ　ＥｌｅｍｅｎｔのＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓ（ｓ）フィールドに、自身のＭ
ＡＣアドレスが含まれているか確認する。図１６の例では、代理応答要求フレームの送信
に失敗しているパッシブスキャン端末Ｔp２のＭＡＣアドレスは代理応答通知フレームに
含まれていない。そのため、パッシブスキャン端末Ｔp２は、アクティブスキャン端末Ｔa

に対してプローブ応答フレームを送信する。なお、パッシブスキャン端末Ｔp２は、代理
応答通知フレームを受信してから「ＤＩＦＳ＋ＣＷ」が経過した後にプローブ応答フレー
ムを送信する。また、アクティブスキャン端末Ｔaから受信したプローブ要求フレームで
通知された応答チャネルを使用してプローブ応答フレームを送信する。一方、パッシブス
キャン端末Ｔp１については、親であるパッシブスキャン端末Ｔp０に対して代理応答要求
フレームの送信が成功している。すなわち、代理応答通知フレームのＰｒｏｘｙ　Ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　ＥｌｅｍｅｎｔのＭＡ
ＣＡｄｄｒｅｓｓ（ｓ）フィールドに、パッシブスキャン端末Ｔp１のＭＡＣアドレスが
含まれている。そのため、アクティブスキャン端末Ｔaに対してプローブ応答フレーム送
信は行わない。アクティブスキャン端末Ｔaは、パッシブスキャン端末ＴP０および端末Ｔ

P２からプローブ応答フレームを受信すると、「ＳＩＦＳ＋ＣＷ」が経過するのを待って
からＡＣＫを返送する。
【０１２１】
　図１７は、実施の形態１の無線通信システムにおけるアクティブスキャニングおよびパ
ッシブスキャニング（immediate　broadcast　notification）の動作例を示すシーケンス
図である。図１７において、パッシブスキャン端末Ｔp０～Ｔp２は事前にグループ化され
ているものとし、パッシブスキャン端末Ｔp０が親のロール、パッシブスキャン端末Ｔp１
およびＴp２が子のロールで動作しているものとする。パッシブスキャン端末Ｔp０～Ｔp

２はＣｈ１で動作しているものとする。
【０１２２】
　図１７に示したように、アクティブスキャン端末Ｔaは、プローブ要求フレームを利用
可能なチャネルＣｈ１～Ｃｈ１１に連続で送信し、応答チャネルでパッシブスキャン端末
からの応答を待受ける。パッシブスキャン端末のうち、子端末Ｔp１およびＴp２は、アク
ティブスキャン端末Ｔaからプローブ要求（Probe　Request）フレームを受信すると、親
端末Ｔp０に対して、代理応答要求フレームをブロードキャストで送信する。なお、図１
７では、端末Ｔp１およびＴp２の時間軸上に存在する「Ａｃｔｉｏｎ」と記載された四角
が代理応答要求フレームを示している。図１７の例では、パッシブスキャン端末Ｔp２が
代理応答通知フレームの送信を失敗している。親端末Ｔp０は、アクティブスキャン端末
Ｔaからプローブ要求フレームを受信してから「応答オフセット時間＋ＤＩＦＳ＋ＣＷ」
が経過した後に、子端末Ｔp１およびＴp２に対して、代理応答通知フレームを送信する。
なお、応答オフセット時間はプローブ要求フレームによりアクティブスキャン端末Ｔaか
ら通知される。図１７では、端末Ｔp０の時間軸上に存在する「Ａｃｔｉｏｎ」と記載さ
れた四角が代理応答通知フレームを示している。親端末Ｔp０は、さらに、代理応答通知
フレームを送信してから「ＤＩＦＳ＋ＣＷ」が経過した後、アクティブスキャン端末Ｔa

に対して、プローブ応答（Probe　Response）フレームを送信する。このとき、アクティ
ブスキャン端末Ｔaから受信したプローブ要求フレームで通知された応答チャネルを使用
してプローブ応答フレームを送信する。
【０１２３】
　子端末Ｔp１およびＴp２は、親端末Ｔp０から図１０に示した構成の代理応答通知フレ
ームを受信すると、Ｐｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ
　Ｒｅｐｏｒｔ　ＥｌｅｍｅｎｔのＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓ（ｓ）フィールドに、自身のＭ
ＡＣアドレスが含まれているか確認する。図１７の例では、代理応答要求フレームの送信
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に失敗しているパッシブスキャン端末Ｔp２のＭＡＣアドレスは代理応答通知フレームに
含まれていない。そのため、パッシブスキャン端末Ｔp２は、アクティブスキャン端末Ｔa

に対してプローブ応答フレームを送信する。なお、パッシブスキャン端末Ｔp２は、代理
応答通知フレームを受信してから「ＤＩＦＳ＋ＣＷ」が経過した後にプローブ応答フレー
ムを送信する。また、アクティブスキャン端末Ｔaから受信したプローブ要求フレームで
通知された応答チャネルを使用してプローブ応答フレームを送信する。一方、パッシブス
キャン端末Ｔp１については、親端末Ｔp０に対して代理応答要求フレームの送信が成功し
ている。すなわち、代理応答通知フレームのＰｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　ＥｌｅｍｅｎｔのＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓ（ｓ）
フィールドに、パッシブスキャン端末Ｔp１のＭＡＣアドレスが含まれている。そのため
、アクティブスキャン端末Ｔaに対してプローブ応答フレーム送信は行わない。アクティ
ブスキャン端末Ｔaは、パッシブスキャン端末ＴP０および端末ＴP２からプローブ応答フ
レームを受信すると、「ＳＩＦＳ＋ＣＷ」が経過するのを待ってからＡＣＫを返送する。
【０１２４】
　図１８は、実施の形態１の無線通信システムにおけるアクティブスキャニングおよびパ
ッシブスキャニング（delayed　notification）の動作例を示すシーケンス図である。図
１８において、パッシブスキャン端末Ｔp０～Ｔp２は事前にグループ化されているものと
し、パッシブスキャン端末Ｔp０が親のロール、パッシブスキャン端末Ｔp１およびＴp２
が子のロールで動作しているものとする。パッシブスキャン端末Ｔp０～Ｔp２はＣｈ１で
動作しているものとする。
【０１２５】
　図１８に示したように、親端末Ｔp０は、自端末と同じグループの子端末Ｔp１およびＴ

p２に対して、定期的にビーコンフレームをブロードキャストする。非特許文献１にある
ようにビーコンフレームを送信する間隔は、パッシブスキャン端末Ｔp０に設定されてい
るものとし、ビーコンフレームのＴＩＭ（Traffic　Indication　Map）フィールドで送信
間隔が示される。子であるパッシブスキャン端末Ｔp１およびＴp２はビーコンフレームの
ＴＩＭフィールドで示されるＤＴＩＭ（Delivery　Traffic　Indication　Map）間隔ごと
にビーコンフレームを受信する。パッシブスキャン端末Ｔp１およびＴp２はビーコンフレ
ームが送信されるタイミング以外ではＰｏｗｅｒ　Ｓａｖｅモードとして動作してよい。
一定間隔でビーコンフレームを受信したパッシブスキャン端末Ｔp１およびＴp２は、ビー
コンフレームに含まれるアクティブスキャン端末Ｔaの情報を取り出し、処理を行う。
【０１２６】
　図１８に示した例では、子端末Ｔp１およびＴp２は、親端末Ｔp０からビーコンフレー
ムを受信した後、代理応答要求フレームをパッシブスキャン端末Ｔp０へ送信する。図１
８では、端末Ｔp１およびＴp２の時間軸上に存在する「Ａｃｔｉｏｎ」と記載された四角
が代理応答要求フレームを示している。親端末Ｔp０は、代理応答要求フレームを受信す
ると、「ＳＩＦＳ＋ＣＷ」が経過した後、ＡＣＫを返送する。その後、アクティブスキャ
ン端末Ｔaは、プローブ要求フレームを利用可能なチャネルＣｈ１～Ｃｈ１１に連続で送
信し、応答チャネルでパッシブスキャン端末からの応答を待受ける。パッシブスキャン端
末のうち、親端末Ｔp０は、アクティブスキャン端末Ｔaからプローブ要求フレームを受信
すると、「応答オフセット時間＋ＤＩＦＳ＋ＣＷ」が経過した後に、アクティブスキャン
端末Ｔaへプローブ応答フレームを送信する。このとき、アクティブスキャン端末Ｔaから
受信したプローブ要求フレームで通知された応答チャネルを使用してプローブ応答フレー
ムを送信する。子端末Ｔp１およびＴp２は、親端末Ｔp０への代理応答要求フレームの送
信が成功している。そのため、アクティブスキャン端末Ｔaからプローブ要求フレームを
受信しても、何も行わない。
【０１２７】
　アクティブスキャン端末の通信装置は、プローブ要求フレームを送信する際に、プロー
ブ要求フレームのＢＳＳＩＤ（Basic　Service　Set　ID）フィールドにブロードキャス
トを示す０ｘＦＦ：ＦＦ：ＦＦ：ＦＦ：ＦＦ：ＦＦではなく、専用のＢＳＳＩＤを設定し
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てもよい。また、プローブ要求フレームのＳＳＩＤ（Service　Set　ID）フィールドに専
用のＳＳＩＤを設定してもよい。これにより、本実施の形態で示したアクティブスキャン
端末の通信装置およびパッシブスキャン端末の通信装置は、専用のＢＳＳＩＤや専用のＳ
ＳＩＤが設定されているか否かで、従来の無線ＬＡＮ端末局が送信したプローブ要求フレ
ームではないことを識別できる。すなわち、アクティブスキャン端末が専用のＢＳＳＩＤ
またはＳＳＩＤを設定してプローブ要求フレームを送信することにより、パッシブスキャ
ン端末に対して従来どおりのプローブ応答フレームを送信させるか、グループ内の親にプ
ローブ応答フレームを送信させるかを指示することができる。
【０１２８】
　パッシブスキャン端末の通信装置のグループ内においてグループのネットワークを識別
するＳＳＩＤに専用のＳＳＩＤを設定してもよい。従来のＷｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔでは
、ＳＳＩＤは「ＤＩＲＥＣＴ－ｘｙ」（ｘ、ｙはランダムの英数字１文字）で指定されて
いるが、本実施の形態を実現する上ではその限りではない。例えば、ＳＳＩＤを「ＰＲＯ
ＸＹ－ＲＥＳＰＯＮＳＥ－ｘｙ」（ｘ、ｙはランダムの英数字１文字）に従うものとして
よい。
【０１２９】
　通信装置は、アクティブスキャン端末またはパッシブスキャン端末として動作する場合
に、従来の無線ＬＡＮ端末局として動作する際に使用するＭＡＣアドレスと異なるＭＡＣ
アドレスを使用して動作するようにしてもよい。
【０１３０】
　パッシブスキャン端末の通信装置のグループに所属する通信装置は、グループに所属す
る通信装置の数に応じて、グループ内の通信装置のフレーム衝突の確率を低減するために
、フレームを送信する際のＢａｃｋＯｆｆに用いるＣＷｍｉｎの値を増減させてよい。一
般的にＣＷｍｉｎは１５と設定されているが、例えばグループ内の通信装置の数が１０台
以上になった場合は、ＣＷｍｉｎの値を３０に変更してもよい。なお、通信装置がＣＷｍ
ｉｎを変更するタイミングは各通信装置が独自に判断して行ってもよいし、親端末の通信
装置が送信するＢｅａｃｏｎフレームにＣＷｍｉｎの値を通知し、子端末の通信装置はそ
の値に従うようにして設定してもよい。
【０１３１】
　親端末として動作する通信装置において、グループ情報管理部１５が保持するグループ
情報管理テーブルのInformationカラムでＧＰＳ情報を持つ場合、ＧＰＳ情報は絶対値情
報ではなく、自装置（親端末）からの相対位置の情報として保持してよい。このとき親端
末は、アクティブスキャン端末の通信装置にプローブ応答フレームで応答する場合に、グ
ループ情報管理テーブルで保持している相対座標のＧＰＳ情報を自装置のＧＰＳ情報から
絶対座標に再計算した値を含ませたプローブ応答フレームを送信する。
【０１３２】
　本実施の形態において、アクティブスキャン端末は、利用可能な全てのチャネルに対し
てプローブ要求フレームを連続して送信し、プローブ要求フレームに対する応答であるプ
ローブ応答フレームの待受けを予め決めておいた応答チャネルで行う。そのため、従来方
式のスキャニングを使用する場合と比較して、通信装置の高速な相互検出を実現できる。
またパッシブスキャン端末同士で予めグループを作成しておくことにより、探索を行うア
クティブスキャン端末に対して、応答を行う端末を減少させることにより、伝送媒体にお
けるトラフィックを減少させることができる。さらにパッシブスキャン端末として動作し
ている通信装置のうち所属するグループにおいて子端末として動作している通信装置は、
親端末として動作している通信装置に代理で応答するように要求することで、パワーセー
ブモードで動作し、消費電力を節約することが可能となる。
【０１３３】
　本実施の形態にて説明した方式では、通信装置の相互検出にプローブ要求およびプロー
ブ応答を用いたが、これらに限定するものではなく、同様の効果が得られるものを使用す
るようにして構わない。例えば、通信装置が送信するデータフレーム（Data　Frame）、
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アクションフレーム（Action　Frame）等に同様の値を挿入し、一定時間後に通信装置か
ら応答を取得する事により、通信中においても相互検出が可能となる。また事前に作成さ
れているパッシブスキャン端末同士の通信装置のグループ間において、アクティブスキャ
ン端末からプローブ要求フレームを受信した際に、グループ内の親端末に代理応答を要求
するために、新たに代理応答要求フレームを追加し、代理応答の要求が成功したかを通知
するために新たに代理応答通知フレームを追加している。ただし上記のように新規フレー
ムを追加せずに、既存のフレームに新たな「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍ
ｅｎｔ」などのエレメントを追加し、同様の内容を通知してもよい。例えば、代理応答要
求フレームの代わりに、プローブ要求フレームを用い、新たに「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」を追加し実現し、代理応答通知フレームの代わりに、プロー
ブ応答フレームを用い、新たに「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」を
追加し実現してもよい。
【０１３４】
　また、本実施の形態において、アクティブスキャン端末の通信装置が送信するプローブ
要求フレームに応答する端末は、プローブ要求フレームを受信できる端末であればよく、
パッシブスキャン端末として動作していなくてもよい。例えば、アクティブスキャン端末
の通信装置や従来の方式で動作している端末が、他のアクティブスキャン端末の通信装置
が送信するプローブ要求フレームを受信した場合に、プローブ応答フレームで応答しても
よい。
【０１３５】
　以上説明した本実施の形態の無線通信システムは、アクティブスキャン端末とパッシブ
スキャン端末とを含む複数の通信装置を備え、前記アクティブスキャン端末は、１のチャ
ネルにて探索フレームを送信後、他の通信装置からの応答フレームの待ち受けをすること
なく連続して他のチャネルにて探索フレームを送信することで全チャネルにて一斉に探索
フレームを送信し、最後に応答チャネルにて探索フレームを送信して前記パッシブスキャ
ン端末からの応答の待ち受けを行い、前記探索フレームには、応答までのオフセット時間
情報と応答チャネル情報を重畳し、前記パッシブスキャン端末は、あらかじめパッシブス
キャン同士でグループ化され親または子のロールで動作しており、前記探索フレームの受
信後に、応答までのオフセット時間が経過するまでに子の通信装置が親の通信装置に代理
応答要求フレームを送信して自装置の情報を通知し、応答までのオフセット時間を経過し
た後、前記応答チャネル情報で指定されたチャネルにて、パッシブスキャン端末グループ
の親の通信装置が子の通信装置の情報を合わせて応答フレームを送信する。
【０１３６】
　以上のように、本実施の形態の通信装置は、アクティブスキャン端末とパッシブスキャ
ン端末とを含む複数の通信装置が通信する無線通信システムのアクティブスキャン端末の
通信装置であって、１のチャネルにてプローブ要求フレームである探索フレームを送信後
、他の通信装置からのプローブ応答フレームである応答フレームの待ち受けをすることな
く連続して他のチャネルにて探索フレームを送信することで全チャネルにて一斉に探索フ
レームを送信し、最後に応答チャネルである待ち受けチャネルにて探索フレームを送信し
てパッシブスキャン端末からの応答フレームの待ち受けを行う。探索フレームには、応答
フレームを送信するまでのオフセット時間の情報と応答チャネルの情報を重畳する。
【０１３７】
　そして、パッシブスキャン端末の通信装置は、あらかじめパッシブスキャン同士でグル
ープ化され親または子のロールで動作しており、アクティブスキャン端末の通信装置から
探索フレームを受信した場合、応答までのオフセット時間が経過するまでに、子の通信装
置は親の通信装置に代理応答要求フレームを送信して自装置の情報を通知し、親の通信装
置は、応答までのオフセット時間を経過した後、探索フレームに重畳された情報が示す応
答チャネルにて、子の通信装置の情報を含ませた応答フレームを送信する。
【０１３８】
　非特許文献１に記載された手順でアクティブスキャニングを行う場合、利用可能な各チ
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ャネルをスキャンする最小時間は「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ」であり、例えば、２
．４ＧＨｚ帯（Ｃｈ１～Ｃｈ１１）を利用する際には、１回のスキャンにかかる最小時間
は、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ×１１＋チャネル変更時間×１１＋Ｐｒｏｂｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ送信処理時間」となり、１回のスキャンにかかる最大時間は、「ＭａｘＣｈ
ａｎｎｅｌＴｉｍｅ×１１＋チャネル変更時間×１１＋Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ送信
処理時間＋Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ受信処理時間」である。一方、本実施の形態の
アクティブスキャニングを行う場合、例えば、２．４ＧＨｚ帯（Ｃｈ１～Ｃｈ１１）を利
用する際には、１回のスキャンにかかる最小時間は、「ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ＋
オフセット時間＋チャネル変更時間×１１＋Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ送信処理時間」
であり、１回のスキャンにかかる最大時間は「ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ＋オフセッ
ト時間＋チャネル変更時間×１１＋Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ送信処理時間＋Ｐｒｏｂ
ｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ受信処理時間」となり、他の通信装置の発見を従来よりも高速に行
うことができる、という効果を奏する。
【０１３９】
　また、例えば、非特許文献１に記載されたアクティブスキャニングを適用した場合、探
索フレーム（プローブ要求フレーム）を送信した通信装置は、周囲に存在する通信装置の
数だけ、応答フレーム（プローブ応答フレーム）を受信する。そのため周囲の端末数が増
加すれば応答フレーム同士の衝突が発生する可能性が高くなり、応答フレームの再送の発
生により伝送媒体がビジーになる時間が増加する。ここで、本実施形態のアクティブスキ
ャニングを適用した場合、すなわち、探索フレームを各チャネルで送信した後、応答チャ
ネルで応答フレームを待ち受ける場合、応答フレームの受信を１つのチャネルで行うため
、探索フレームを受信した各通信装置が応答フレームを送信すると、衝突の可能性が高く
なる。しかしながら、本実施の形態では、応答フレームを送信する通信装置は予めグルー
プ化されており、アクティブスキャニングの際には、グループの親である代表の通信装置
が、探索フレームに対する応答フレームに、他の通信装置の情報を含ませて送信する。こ
れにより、応答フレームの衝突が発生する可能性が低減し、かつ他の通信装置の発見を従
来よりも高速に行うことが可能な通信装置を得ることができる。
【０１４０】
実施の形態２．
　つづいて、実施の形態２の通信装置について説明する。本実施の形態の通信装置の構成
は実施の形態１の通信装置と同様である。すなわち、図４に示した構成となっている。た
だし、グループ情報管理部１５で管理する情報が実施の形態１とは異なる。本実施の形態
の無線通信システムでは、パッシブスキャン端末の通信装置のグループにおいて、親の通
信装置および子の通信装置は、相互の端末で接続時に送信電力情報等を交換し、グループ
無線通信情報管理テーブルとして保持しておく。パッシブスキャン端末の通信装置は、ア
クティブスキャン端末にプローブ要求に対する応答を返す場合、グループ無線通信情報管
理テーブルに登録されている情報に基づいて、アクティブスキャン端末への応答方法を判
断する。以下詳細に説明する。
【０１４１】
　パッシブスキャン端末の通信装置は、他のパッシブスキャン端末の通信装置との間で送
信電力情報を交換する。具体的には、通信装置は、他の通信装置と接続するために接続要
求（Association　Request）フレームの送信および接続応答（Association　Response）
フレームの受信を行う際に、接続要求フレームおよび接続応答フレームに、通信装置の送
信電力情報を含ませる。例えば、非特許文献１で示されるＰｏｗｅｒ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ　ｅｌｅｍｅｎｔを利用して相互の通信装置で交換を行う。他の方法で情報を交換し
ても構わない。通信装置は、交換した送信電力情報を、フレームを受信した際の受信信号
強度（ＲＳＳI：Receive　Signal　Strength　Indicator）とともに保持する。具体的に
は、通信装置のグループ情報管理部１５が、他の通信装置から取得した送信電力情報およ
びＲＳＳＩをグループ無線通信情報管理テーブルにて保持する。
【０１４２】
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　図１９は、実施の形態２の通信装置のグループ情報管理部１５が保持するグループ無線
通信情報管理テーブルの一例を示す図である。ＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓカラムには接続相手
であるパッシブスキャン端末のＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓが設定される。Ｔｉｍe　Ｓｔａｍ
ｐカラムにはＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓカラムに設定したＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓが示す通信装
置の情報を更新した時刻が設定される。送信電力カラムには接続相手の通信装置の送信電
力の情報が設定される。ＲＳＳＩカラムには接続相手からフレームを受信した際のＲＳＳ
Iの値が設定される。ＭＡＣ層制御部１３は、接続相手からフレームを受信した際の値を
用いて一定周期でＲＳＳＩ値を更新する。推定距離カラムは、ＲＳＳＩ値および送信電力
に基づいて推定した通信装置間の距離、すなわち、グループ無線通信情報管理テーブルを
保持している通信装置と、ＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓカラムに設定したＭＡＣＡｄｄｒｅｓｓ
が示す通信装置との間の距離の推定値が設定される。なお、レコードは、パッシブスキャ
ン端末の親として動作している通信装置にパッシブスキャン端末の子として動作している
通信装置が接続した際に追加される。また、パッシブスキャン端末の親として動作してい
る通信装置とパッシブスキャン端末の子として動作している通信装置が切断した場合には
、グループ情報管理テーブルから該当のレコードが削除される。レコードの追加および削
除はＭＡＣ層制御部１３が行う。
【０１４３】
　次に、実施の形態２の通信装置がグループ内の帰属関係における親のロール、かつ、Ｇ
ｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１である場合のパッシブスキャニ
ングを説明する。通信装置の処理は実施の形態１で説明したパッシブスキャニング、具体
的には、通信装置がグループ内の帰属関係における親のロールのかつ、ＧｒｏｕｐＮｏｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１である場合のパッシブスキャニングと同様であ
る。ただし、本実施の形態の通信装置は、アクティブスキャン端末に対してプローブ応答
を送信する場合に、代理応答要求フレームを子の通信装置から受信していなくても、過去
に取得しているすべての子の通信装置の情報を含ませて送信する。なお、子の通信装置の
情報は、実施の形態１で説明した、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが２の
場合の動作と同様に、グループ情報管理部１５が保持するグループ無線通信情報管理テー
ブルにて管理を行う。
【０１４４】
　図２０は、実施の形態２の通信装置がパッシブスキャン端末である場合に実施するパッ
シブスキャニングの動作例を示すフローチャートである。図２０は、通信装置がグループ
内の帰属関係における子のロール、かつ、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅ
が０または１である場合のパッシブスキャニングを示している。通信装置は起動した場合
にパッシブスキャニングを開始するものとする。
【０１４５】
　ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１のパッシブスキャン端末の
子として動作する通信装置である子端末は、特定のチャネルで起動するとスキャニングを
開始する（ステップＳ５０１）。子端末においては、スキャニングを開始すると、ＭＡＣ
層制御部１３が、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知された
か否かを確認する（ステップＳ５０２）。「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂ
ｕｓｙ）」が通知されない場合（ステップＳ５０２：Ｎｏ）、ＭＡＣ層制御部１３は、「
ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知されたか否かを確認する動
作を繰り返し実行する。
【０１４６】
　これに対して、「ＰＨＹ－ＣＣＡ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ｂｕｓｙ）」が通知された
場合（ステップＳ５０２：Ｙｅｓ）、ＭＡＣ層制御部１３は、アクティブスキャン端末か
らプローブ要求フレームを受信したか否かを確認する（ステップＳ５０３）。アクティブ
スキャン端末からプローブ要求フレームを受信していない場合（ステップＳ５０３：Ｎｏ
）、ステップＳ５０２に戻る。アクティブスキャン端末からプローブ要求フレームを受信
した場合（ステップＳ５０３：Ｙｅｓ）、受信したプローブ要求フレームを処理する（ス
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テップＳ５０４）。
【０１４７】
　ステップＳ５０４の処理は、図８に示したステップＳ２０４と同様、すなわち、通信装
置がパッシブスキャン端末の親である場合のプローブ要求フレームの処理と同様である。
このステップＳ５０４において、ＭＡＣ層制御部１３は、プローブ要求フレームに含まれ
る、端末製造者固有の情報である「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」
のうちＯＵＩが０ｘ００２６９２であり、ＯＵＩ　Ｓｕｂｔｙｐｅが０ｘＦＦである「Ｆ
ａｓｔ　Ｓｃａｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ」から、応答オフセット時間「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｏ
ｆｆｓｅｔ　Ｔｉｍｅ」と、応答チャネル「Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ」と、各
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｙｐｅごとのｉｎｆｏｍａｒｔｉｏｎ情報を取り出す。そし
て、応答オフセットタイマー（Response　Offset　Timer）をスタートさせる。
【０１４８】
　ＭＡＣ層制御部１３は、応答オフセットタイマーをスタートさせた後、自装置と同じグ
ループのパッシブスキャン端末のうち、親として動作している通信装置である親端末と一
定距離以上離れているか否かを確認する（ステップＳ５０５）。一定距離以上離れている
か否かの判断は、グループ無線通信情報管理テーブルの推定距離カラムを参照し、親端末
との間の推定距離をしきい値と比較することにより行う。なお、このステップＳ５０５で
の判断に用いる推定距離の閾値は、通信装置に固定の値を設定してもよいし、グループ作
成時に相互の通信装置でネゴシエーションして決定してもよい。また動的に変更してもよ
い。親端末と一定距離以上離れている場合（ステップＳ５０５：Ｙｅｓ）、ＭＡＣ層制御
部１３は、応答オフセットタイマーをスタートさせた後、親端末に対して代理応答要求フ
レームを送信し、代理応答通知フレームの待受けを開始する（ステップＳ５０６）。この
ステップＳ５０６において、ＭＡＣ層制御部１３は、自装置（子端末）のＧｒｏｕｐＮｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「０」の場合は代理応答要求フレームをユニキャストで
送信し、ＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「１」の場合は代理応答要求フ
レームをブロードキャストで送信する。また、ＭＡＣ層制御部１３は、自装置のＧｒｏｕ
ｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが「０」の場合、代理応答要求フレームの送信が成
功するまで、または、応答オフセットタイマーが応答オフセット時間を経過するまで、再
送上限回数に達していなければ、代理応答要求フレームを再送する。親端末と一定距離以
上離れていない場合（ステップＳ５０５：Ｎｏ）、子端末は何もしない。
【０１４９】
　ＭＡＣ層制御部１３は、応答オフセットタイマーが応答オフセット時間を経過すると、
親端末から代理応答通知フレームを受信しているか否かを判断する（ステップＳ５０７）
。代理応答通知フレームを受信していなければ（ステップＳ５０７：Ｎｏ）、応答チャネ
ルにチャネルを変更し（ステップＳ５１０）、プローブ要求フレームの送信元にプローブ
応答フレームを送信する（ステップＳ５１１）。プローブ応答フレームを送信後、起動し
た際のチャネルである元のチャネルにチャネルを変更する（ステップＳ５１２）。一方、
代理応答通知フレームを受信している場合（ステップＳ５０７：Ｙｅｓ）、代理応答通知
フレームを処理し（ステップＳ５０８）、代理応答が正常に行われたか否かを確認する（
ステップＳ５０９）。すなわち、代理応答通知フレームのＰｒｏｘｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　ＥｌｅｍｅｎｔのＭＡＣＡｄｄｒ
ｅｓｓ（ｓ）フィールドに自装置のＭＡＣアドレスが格納されているか否かを確認する。
このフィールドに自装置のＭＡＣアドレスが格納されている場合は代理応答が正常に行わ
れたことになる。代理応答が正常に行われた場合（ステップＳ５０９：Ｙｅｓ）、ステッ
プＳ５０２に戻る。代理応答が正常に行われていない場合（ステップＳ５０９：Ｎｏ）、
応答チャネルにチャネルを変更し（ステップＳ５１０）、プローブ要求フレームの送信元
にプローブ応答フレームを送信する（ステップＳ５１１）。プローブ応答フレームの送信
後、起動した際のチャネルである元のチャネルにチャネルを変更する（ステップＳ５１２
）。なお、ステップＳ５１１でプローブ応答フレームの送信が失敗した場合、プローブ応
答フレームを再送してもよい。
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【０１５０】
　ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを開始してから規定時間が経過するとスキャニン
グを終了する（ステップＳ５１３）。ＭＡＣ層制御部１３は、スキャニングを終了した後
、規定時間が経過した時点で再度スキャニングを開始してもよい。
【０１５１】
　なお、子端末は、上記のステップＳ５０５において、親端末と一定距離以上離れている
と判断した場合でも、過去に一度も親端末に対して代理応答要求フレームを送信していな
い場合は、親端末との距離に関係なく通知する。また、本実施の形態では送信電力および
ＲＳＳＩに基づいて推定距離を算出して保持しておき、プローブ要求フレームを受信した
場合、推定距離としきい値とを比較し、代理応答要求フレームを親端末へ送信するか否か
を判定することとしたが、送信電力またはＲＳＳＩを使用して判定を行うようにしても構
わない。例えば、ＲＳＳＩの判定用しきい値を設けておき、ＲＳＳＩがしきい値以下の場
合に代理応答要求フレームを送信する構成としても構わない。
【０１５２】
　このように、本実施の形態の通信装置は、パッシブスキャン端末の子として動作し、か
つＧｒｏｕｐＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＴｙｐｅが０または１である場合、パッシブスキ
ャン端末の親との間の距離に基づいて、代理応答要求フレームを送信するか否かを判断す
る。これにより、応答チャネルで送信されるプローブ応答フレームの数が増大して応答チ
ャネルにおいてフレームの衝突、再送などが発生する確率を低減することができる。
【０１５３】
　実施の形態１および２では、通信装置が実行するスキャニング動作をパッシブスキャン
またはアクティブスキャンのどちらかに固定としていたが、実行するスキャニング動作を
定期的に切り替えるなどしてもよい。例えば、図２に示した構成の無線通信システムにお
いては、通信装置１、２Ａおよび２Ｂがアクティブスキャン端末であり、通信装置３Ａ、
３Ｂおよび３Ｃがパッシブスキャン端末であるが、例えば、通信装置３Ａがアクティブス
キャン端末になると、通信装置３Ｂおよび３Ｃとの通信が可能になり、情報を交換するこ
とができる。さらに、通信装置１、２Ａおよび２Ｂがパッシブスキャン端末になると、別
の自動車内の通信装置と通信を行うことが可能になり、情報を交換することができる。
【０１５４】
　パッシブスキャン端末としての動作とアクティブスキャン端末としての動作の切り替え
は、通信装置を使用するユーザが手動で行うようにしてもよいし、予め決定されているタ
イミングで行ってもよい。また、受信する無線ＬＡＮフレームに基づいて決定されたタイ
ミングで行ってもよい。
【０１５５】
　なお、実施の形態１および２では、通信装置間の通信を無線ＬＡＮ方式で行う場合につ
いて説明したが、本発明はこれに限定されず、無線ＬＡＮ以外の無線通信を用いてもよい
。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＺｉｇＢｅｅ（登録商標）などの互い
に複数のチャネルリストの中から相互端末検出を行う無線通信であれば、同様の手順を適
用できる。すなわち、グループ化されたパッシブスキャン端末の中の１つ端末が、グルー
プ内の他の端末を代表して、探索を行っている端末に応答用のチャネルにて応答する。
【０１５６】
　なお、本発明を適用する例としては、第１の通信装置と第２の通信装置群と、を備え、
該第１の通信装置が定期的に送信する探索フレームに、第１の通信装置と第２の通信装置
との間で共有する情報を重畳することで、第１の通信装置を第２の通信装置群に通知する
無線通信システムであって、車両に搭載された第１の通信装置が前記探索フレームを定期
的に送信することで、複数のユーザが所有する前記第２の通信装置群に前記第１の通信装
置の位置を通知し、前記第２の通信装置群は予めグループ化されており、前記探索フレー
ムを受信し、グループの代表である通信装置が、前記第２の通信装置群の情報を合わせて
、前記車両の移動速度、移動方向及び前記ユーザと前記車両との距離から、前記ユーザの
存在を前記車両の運転者に報知することを特徴とする無線通信システムが挙げられる。
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【０１５７】
　実施の形態１および２の通信装置１を実現するハードウェア構成について説明する。図
２１は、実施の形態１および２の通信装置１を実現するハードウェア構成の一例を示す図
である。図４に示した構成の通信装置１は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）など
のプロセッサ１０１と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memo
ry）などで構成されるメモリ１０２と、送信機１０３と、受信機１０４とにより実現する
ことが可能である。プロセッサ１０１、メモリ１０２、送信機１０３および受信機１０４
はバス１００に接続され、バス１００を介してデータ、制御情報などの受け渡しを相互に
行うことが可能である。通信装置１において、送信部１１は送信機１０３により実現され
る。受信部１２は受信機１０４により実現される。ＭＡＣ層制御部１３は、ＭＡＣ層制御
部１３として動作するためのプログラムをプロセッサ１０１が実行することにより実現さ
れる。パラメータ制御部１４は、パラメータ制御部１４として動作するためのプログラム
をプロセッサ１０１が実行することにより実現される。メモリ１０２は、ＭＡＣ層制御部
１３として動作するためのプログラムおよびパラメータ制御部１４として動作するための
プログラムを保持している。グループ情報管理部１５はメモリ１０２により実現される。
なお、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携してＭＡＣ層制御部１３、パラメータ
制御部１４を実現するようにしてもよい。
【０１５８】
　以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の
技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部
を省略、変更することも可能である。
【符号の説明】
【０１５９】
　１，１Ａ，１Ｂ，２Ａ，２Ｂ，３，３Ａ，３Ｂ，３Ｃ　通信装置、５Ａ，５Ｂ　自動車
、１１　送信部、１２　受信部、１３　ＭＡＣ層制御部、１４　パラメータ制御部、１５
　グループ情報管理部、１００　バス、１０１　プロセッサ、１０２　メモリ、１０３　
送信機、１０４　受信機。
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