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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチキャストのインフラストラクチャ基本サービスセットの無線ネットワークで競合
衝突を低減する方法であって、
　ＤＣＦ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）伝
送の持続時間を計算することにより、無競合通信を調整するステップと、
　複数のマルチキャストフレームの通信ストリームが前記持続時間の間に中断されないよ
うに、複数のマルチキャストフレームについて前記持続時間を通信するステップと
　を有し、
　前記持続時間は、所定の期間の間の送信の試行を妨げるようにカウンタを制御するため
に使用され、
　前記通信ストリームの少なくとも２つの中断されないマルチキャストフレームの間のフ
レーム間隔は、ＤＩＦＳ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｉｎｔｅｒ－ｆｒａｍｅ　ｓｐａｃ
ｅ）である方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　ＩＥＥＥ８０２．１１準拠のデータパケットに前記持続時間を埋め込んで送信するステ
ップを更に有する方法。
【請求項３】
　無線インフラストラクチャ基本サービスセットのネットワークでのアクセスポイントで
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あって、
　複数のマルチキャストフレームのＤＣＦ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｃｏｏｒｄｉｎａ
ｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）伝送の持続時間を計算し、前記持続時間は、無線ネットワ
ークに関連する複数の装置のカウンタを制御する手段と、
　前記持続時間を通信する手段と
　を有し、
　前記アクセスポイントは、持続時間フィールドを固定することにより、媒体の制御を保
持し、それによって、前記アクセスポイントは、前記持続時間フィールドを調整して、前
記媒体を解放することができ、
　通信ストリームの少なくとも２つの中断されないマルチキャストフレームの間のフレー
ム間隔は、ＤＩＦＳ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｉｎｔｅｒ－ｆｒａｍｅ　ｓｐａｃｅ）
であるアクセスポイント。
【請求項４】
　請求項３に記載のアクセスポイントであって、
　デジタルパケットを受信する手段を更に有するアクセスポイント。
【請求項５】
　請求項３に記載のアクセスポイントであって、
　ＩＥＥＥ８０２．１１準拠のデータパケットに前記持続時間を埋め込んで送信する手段
を更に有し、
　前記持続時間はネットワーク割り当てベクトル情報であるアクセスポイント。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記調整するステップは、無競合セッションを第１のセルで調整するステップを有し、
　前記各無競合セッションは、複数のマルチキャストフレームが単一の通信ストリームで
配信され、マルチキャストフレーム伝送毎に媒体を競合する要件を除去するように、前記
第１のセルの他のメンバ局との複数の伝送を有する方法。
【請求項７】
　請求項３に記載のアクセスポイントであって、
　前記アクセスポイントは、前記アクセスポイントが前記媒体を解放することを決定する
まで、前記媒体を保持する持続時間を調整することができるアクセスポイント。
【請求項８】
　請求項３に記載のアクセスポイントであって、
　前記アクセスポイントは、ストリーミングサービスについてサービス品質を提供するア
クセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレーム持続時間の無線アクセスポイントの決定に応じて、無線局にリソー
スをプロビジョニングすることにより、ＷＬＡＮの容量を拡大する装置及び方法を提供す
る。本発明は、特にＩｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　＆　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｓのＩＥＥＥ８０２．１１標準に従って動作するシステムへの実装に適している。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の背景は、無線ローカルエリアネットワークすなわちＷＬＡＮベースのＩＥＥＥ
８０２．１１標準の系統であり、ＩＥＥＥ８０２．１１標準は、移動体装置と、配線ロー
カルエリアネットワーク及びインターネットのようなグローバルネットワーク等の他のネ
ットワークとのアクセスを提供するアクセスポイントを定める。アクセス放送ビデオスト
リーミングで利用される無線受信ポイントは、簡単なシステムではセットトップボックス
を有することがあるが、商用再放送システムでは、トランスコーダ／マルチプレクサ／デ
マルチプレクサすなわちＴＭＤは、ローカルビデオサーバと共に動作することがある。イ
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ンターネットデータを受信するときに、従来のＩＰ／ＴＣＰプロトコルで動作する一般的
なゲートウェイが利用されることがある。
【０００３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ベースのアーキテクチャは、ネットワークスタックの上位レイヤ
にトランスペアレントに局の移動性を提供するようにインタラクトする複数の構成要素及
びサービスで構成されている。ＩＥＥＥ８０２．１１ベースのネットワークは、無線媒体
に接続する構成要素として局を定めており、ＭＡＣ（媒体アクセス制御）、ＰＨＹ（物理
レイヤ）及び無線媒体への接続であるＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルの機能を有する。
一般的に、ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルは、ネットワークインタフェースカードのハ
ードウェア及び／又はソフトウェアに実装される。本発明は、ダウンリンクトラヒック（
すなわち基地局から端末へ）のＩＥＥＥ８０２．１１のＷＬＡＮ　ＭＡＣと互換性がある
アクセスポイントでの帯域予約機構を実装する方法を提供する。
【０００４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１標準はまた、ＷＬＡＮアーキテクチャの基本構成要素としてみな
される基本サービスセットすなわちＢＳＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ）を定
めている。ＢＳＳは、相互に通信する何らかの数のアクセスポイント局のグループで構成
される。独立ＢＳＳでは、移動局は相互に直接通信する。インフラＢＳＳでは、ＢＳＳの
全ての局はアクセスポイントと通信し、もはや独立ＢＳＳと直接通信せず、それにより全
てのフレームがアクセスポイントにより局の間で中継される。
【０００５】
　局は、ラップトップＰＣ、ハンドヘルド装置、又はアクセスポイント（ここでは“アク
セスポイント又はＡＰ”と呼ぶ）でもよい。局は、移動体、携帯又は静止でもよく、全て
の局は、認証、認証解除、プライバシー及びデータ配信のＩＥＥＥ８０２．１１局のサー
ビスをサポートする。
【０００６】
　ＭＡＣレイヤの主な機能は、共有無線媒体のアクセスを制御する適正な機構を提供する
ことである。しかし、フレームを送信する前に、ＭＡＣレイヤはネットワークへのアクセ
スを取得しなければならず、２つの異なるアクセス機構を通じて行う。すなわち、分散調
整機能（ＤＣＦ：ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ）と呼ばれる競合ベースの機構、及びポイント調整機能（ＰＣＦ：ｐｏｉｎｔ　ｃｏｏ
ｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）と呼ばれる中央制御アクセス機構である。
【０００７】
　ＰＣＦモードにより、サービス品質（ＱＯＳ）機構の実装が可能になるが、これは任意
選択であり、移動体端末とＡＰとの間でＱＯＳをネゴシエーションするための特別のイン
タラクションを必要とする。デフォルトのモードと考えられるＤＣＦモードは、ＱＯＳ機
構を提供しない。従って、ＷＬＡＮの基地局ＡＰを有する全ての局は、媒体内でデータを
取得して送信する同じ確率を有する。この形式のサービスは“ベストエフォート”と呼ば
れる。本発明は、ＤＣＦモードに関するものであり、ダウンリンクの帯域割り当てについ
て現在のＡＰ標準と互換性を維持し、そのため、ブロードキャスト又はマルチキャストダ
ウンストリームを優先順位付けする。
【０００８】
　３つのフレーム間隔（ＩＦＳ：ｉｎｔｅｒｆｒａｍｅ　ｓｐａｃｅ）の間隔は、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１局の媒体へのアクセスを遅らせ、多様なレベルの優先度を提供する。各間
隔は、以前のフレームの最後のシンボルの終了と、次のフレームの最初のシンボルの開始
との間の持続時間を定める。短フレーム間隔（ＳＩＦＳ：Ｓｈｏｒｔ　Ｉｎｔｅｒｆｒａ
ｍｅ　Ｓｐａｃｅ）は、ＡＣＫフレームやＣｌｅａｒ－ｔｏ－Ｓｅｎｄ（ＣＴＳ）フレー
ムや、以前のデータフレームのフラグメントのように、何らかのフレームが他より前に媒
体にアクセスすることを可能にすることにより、最高優先レベルを提供する。
【０００９】
　何らか１つの期間の間に唯一の伝送ストリームしか送信できないため、同時送信の試行
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はダウンリンクの衝突を導く。高トラヒック負荷の期間の間に問題は特に深刻になり、プ
ロトコルを不安定にすることがある。ＩＥＥＥ８０２．１１のＭＡＣレイヤは、同時にデ
ータを送受信するために、衝突検出ではなく、衝突回避を使用する。衝突を解決するため
に、その後の送信の試行は、一般的にバイナリ・エクスポネンシャル・バックオフ（ｂｉ
ｎａｒｙ　ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ　ｂａｃｋｏｆｆ）を使用して時間的にランダムにず
らされる。ＤＣＦは、アクティビティについてチャネルを検知した後にアクセスの試行を
可能にするバイナリ・エクスポネンシャル・バックオフを備えた物理及び仮想キャリア検
知機構（キャリア検知多重アクセス／衝突回避（ＣＳＭＡ／ＣＡ））を使用する。
【００１０】
　最適な待ち間隔を割り当てることを支援するため、ＩＥＥＥ８０２．１１のＭＡＣは、
ネットワーク割り当てベクトル（ＮＡＶ：ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｖｅ
ｃｔｏｒ）を使用する。ＮＡＶはカウンタであり、その値は、媒体が利用可能になる前に
残っている時間量を無線局に示す。ＮＡＶは全てのフレームで送信される“持続時間”の
値を通じて最新に保持される。ここで、本発明は、最適の持続時間を計算し、それを調整
する。
【００１１】
　ＮＡＶカウントを使用して仮想キャリア検知機構を物理キャリア検知機構と結合するこ
とにより、ＭＡＣは、ＣＳＭＡ／ＣＡアクセス機構の衝突回避部分を実装する。媒体がＳ
ＩＦＳの間だけ使用されていないことを双方の機構が示すと、局はフレームを送信し始め
る。しかし、媒体が使用中である場合、バックオフアルゴリズムが適用される。
【００１２】
　プロトコルはまた、隠れたノード（すなわち、送信側ではないが受信側の範囲内にある
ノード）に対処するため、発信局と宛先局との間で送信要求（ＲＴＳ：ｒｅｑｕｅｓｔ　
ｔｏ　ｓｅｎｄ）及び送信可（ＣＴＳ：ｃｌｅａｒ　ｔｏ　ｓｅｎｄ）のフレーム交換の
任意選択の使用を提案する。ＲＴＳは、発信局から宛先局に送信され、ＣＴＳは発信局に
対して宛先局により開始される応答である。この初期のハンドシェイクに続いて、最小の
ＭＡＣフレームの交換がある。
【００１３】
　本発明は、単一の通信ストリームでブロードキャスト／マルチキャスト情報の複数のフ
レームを配信するために、ブロードキャスト／マルチキャストのフレーム“持続時間”の
セットの値をシステムに提供し、ブロードキャスト／マルチキャストフレーム送信毎に媒
体を競合する要件を除去する。この無線媒体の擬似予約はまた、ブロードキャスト／マル
チキャストサービスを可能にするために、定期的に行われてもよい。
【００１４】
　ブロードキャスト又はマルチキャスト発信者が移動体端末である場合、ブロードキャス
ト又はマルチキャストデータは、まず端末／無線局からＡＰにユニキャスト送信で送信さ
れる。ＩＥＥＥ８０２．１１仕様によると、ブロードキャスト／マルチキャストメッセー
ジは、ＡＰによりＢＳＳに分散されてもよい。フレームの長さにかかわらず、ＲＴＳ／Ｃ
ＴＳの交換は使用不可能である。更に、フレームの受信者のいずれによってもＡＣＫがＡ
Ｐに送信されることを許可されない。ＡＰから送信されるブロードキャスト又はマルチキ
ャストフレームについてＭＡＣレベルの回復は存在しない。
【００１５】
　ＡＰは、有線バックボーンから受信すると、ブロードキャスト又はマルチキャストフレ
ームを送信する。ＡＰはまた、媒体を取得するその確率についての統計情報を維持する。
その情報と、優先順位付けされる必要があるダウンリンクトラヒックに割り当てられるス
ループットとに従って、ＡＰは、この優先順位付けトラヒック（例えばダウンリンクブロ
ードキャストトラヒック）に関連する最大量の情報を送信するために必要な時間を計算す
る。例えば、媒体を取得する統計的な確率が毎秒‘Ｐ’秒であり、優先サービスについて
合計‘Ｄ’ビット送信する必要があるときにＭＡＣフレーム毎に最大‘Ｍ’ビットを送信
可能であることを、ＡＰが検出すると、約
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（Ｄビット）÷（Ｍビット／フレーム）÷（Ｐフレーム／ｓ）＝データ送信についてＤ／
（Ｍ＊Ｐ）秒
を必要とすることがわかる。
【００１６】
　ＡＰが‘Ｄｂｒ’ｂｐｓに対応するサービスをストリームする必要がある例では、‘Ｐ
’を考慮に入れて、
Ｍ＝Ｄｂｒ÷Ｐ
でＭＡＣフレーム毎にＭビットを送信する必要がある。
【００１７】
　ＭＡＣヘッダの“持続時間”は、ｗｉｒｅｄ　ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　ｐｒｉｖａｃｙ
（ＷＥＰ）により拡張された最大サイズのＭＡＣフレームを送信する時間と、存在する場
合にはＰＨＹプリアンブル、ヘッダ、トレーラ及び拡張ビットを送信する時間とを加えた
ものに対応する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の実施例において、アクセスポイントは、単一の通信ストリームでブロードキャ
スト／マルチキャスト情報の複数のフレームを配信するために、“持続時間”の値を通信
し、ブロードキャスト／マルチキャストフレーム送信毎に媒体を競合する要件を除去する
。持続時間の値は、ネットワーク割り当てベクトル（ＮＡＶ：Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）を設定するために使用される。ＮＡＶは、各８０２．１１
準拠の装置に埋め込まれたカウンタである。全ての８０２．１１準拠のパケットのヘッダ
に存在する持続時間情報を読み取ることにより、ＮＡＶカウンタは各局により更新される
。
【００１９】
　本発明のその他の実施例において、無線局は、単一の通信ストリームでブロードキャス
ト／マルチキャスト情報の複数のフレームを配信するために、“持続時間”のセットの値
をダウンロードし、ブロードキャスト／マルチキャストフレーム送信毎に媒体を競合する
要件を除去する。
【００２０】
　本発明は、無競合セッションを作る方法を提供し、同じ媒体を競合する重複した第１及
び第２の無線ＬＡＮセルの間の干渉を低減する。複数のメンバ局とアクセスポイント局と
を有する場所では、無競合セッションの方法は、中断なく連続で１つ以上のフレームを送
信するのに十分に長い持続時間間隔を決定することにより、他の移動局からの衝突を低減
する固定サイクル時間を有する。アクティブのアクセスポイントは、ブロードキャスト／
マルチキャストフレームの持続時間を設定し、ダウンリンク無線局に持続時間を通信し、
他のセルからの衝突を低減する。異なるセルのアクセスポイント間での競合を減少させる
ために、各局のネットワーク割り当てベクトル（ＮＡＶ）の持続時間の値は、アクセスポ
イントにより決定された値で固定され、単一の通信ストリームでのブロードキャスト／マ
ルチキャスト情報に必要な持続時間になる。
【００２１】
　本発明の更なる実施例は、装置間の競合衝突を低減する方法を有し、プログラムに埋め
込まれたデジタルパケットを受信し、中断のない複数のブロードキャスト／マルチキャス
トフレームの送信の持続時間を計算し、新しい持続時間を無線局にダウンリンクすること
を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　添付図面と共に以下の詳細な説明で本発明について説明する。
【００２３】
　説明する図面において、回路と関連のブロックと矢印は、本発明による処理の機能を表
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しており、本発明は、電気信号を伝達する電子回路及び関連の配線又はデータバス、及び
／又はソフトウェアモジュールとして実装されてもよい。代替として、１つ以上の関連の
矢印は、特に本発明の方法又は装置がデジタル処理として実装されている場合には、ソフ
トウェアルーチンの間の通信（例えばデータフロー）を表してもよい。
【００２４】
　図１において、ヘッドエンド１１０は、エンコーダ１１２でビデオ及びオーディオコン
テンツ１１６をデジタルでフォーマットし、変調器１４により変調され、それにより、送
信機１０２から衛星１０４を介して、限定受信顧客にテレビサービスを行う受信側にある
受信用アンテナ１０６に送信される。
【００２５】
　一般的に受信側は、受信用アンテナ１０６に電子的に接続するローカルビデオサーバ（
図示なし）と共に動作するセットトップボックス又はＴＭＤ１２３（双方ともＴＭＤと呼
ばれる）である。ＴＭＤ１２３は、合成ビデオ及びオーディオデータ信号と、多様な管理
及び制御メッセージとを復調し、多様な制御、データ及び状態サブシステムに選択パケッ
トをルーティングすることにより多数のパケット化ストリームを処理する中央処理ユニッ
ト１２６に復調信号を出力する復調器１２２を有する。例えば、一般的に選択されたパケ
ット化ビデオ及びオーディオストリームは、移動体端末（より一般的に無線局１４０とも
呼ばれる）への最終出力に適したフォーマットに変換するデコーダ１２８に送信され、そ
の移動体端末は、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ若しくはＳＥＣＡＭフォーマットに従って動作するテ
レビ１５０、又はＩＥＥＥ８０２．１１標準に従って動作するラップトップコンピュータ
、携帯電話若しくはＰＤＡのような装置の受信装置として機能する。
【００２６】
　無線準拠装置は、無線局１４０を有してもよく、その無線局１４０は、ラップトップパ
ーソナルコンピュータ、ハンドヘルド装置を表してもよく、無線局１４０のような他の無
線局を管理するアクセスポイント１３０を表してもよい。従って、局は、移動体、携帯又
は静止でもよく、ＩＥＥＥ８０２．１１準拠の全ての局は、認証、認証解除、プライバシ
ー及びデータ配信を提供する。
【００２７】
　ＩＥＥＥ８０２．１１準拠のシステムは、複数の構成要素で構成され、そのそれぞれは
、媒体アクセス制御すなわちＭＡＣ１３４、１４２と、ベースバンド処理すなわちＢＢＰ
１３２、１４３と、無線送受信機１３８、１４８と、ネットワークスタックの上位レイヤ
にトランスペアレントに局の移動性を提供するようにインタラクトするサービスとを有す
る。しかし、局は、ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコル（ＭＡＣ及び物理レイヤすなわちＰ
ＨＹ）の機能と、１つ以上の無線局１４０のような無線媒体への接続とを有する何らかの
装置である。一般的に、ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルは、ネットワークインタフェー
スカード（図示なし）のハードウェア及び／又はソフトウェアで実装される。一例として
、無線ＡＰ１３０は、無線通信媒体を通じて無線局１４０のような他の無線媒体に接続す
る。
【００２８】
　ＩＥＥＥ８０２．１１仕様によると、全ての８０２．１１準拠のパケットのヘッダに存
在する持続時間情報を読み取ることにより、ＮＡＶカウンタは各局により更新される。持
続時間の値は、仕様に従って送信機により計算される。ここで、本発明は、ビデオブロー
ドキャスト又はマルチキャストに関して、無線インタフェースの独特の送信機としてのア
クセスポイントを開示し、特定のスループットの配信を保証するために、各ダウンリンク
パケットの持続時間情報を更新する。
【００２９】
　図２を参照すると、装置２２０は、放送ネットワーク又は配線ローカルエリアネットワ
ーク若しくはインターネットゲートウェイから、伝送ストリームに埋め込まれたデジタル
パケットを受信し、ビデオフレーム伝送に埋め込まれたデジタルパケットを逆多重化する
手段２２２をも有する。装置２２０は、デジタルパケットを受信する手段２３９を有し、



(7) JP 4734227 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

中断のない複数のブロードキャスト／マルチキャストフレームの送信の持続時間を計算す
る手段２３２と、１つ以上の無線局２４０（１）～２４０（ｎ）に持続時間を通信する手
段２３８とを有する装置２３０と通信する。
【００３０】
　図２を参照すると、ここで開示される本発明は、中断のない送信で通信される必要のあ
るパケット数を決定するビーコン期間の間に、装置２２０からデジタルパケットの形式で
ビデオプログラムを表すＩＥＥＥ８０２．１１準拠のフレーム送信を受信し、それによっ
て、伝送２６０を介して複数の中断のないブロードキャスト／マルチキャストフレームを
ダウンリンクするために必要な時間の長さに対応する持続時間を計算する手段を有するア
クセスポイント２３０を有する。
【００３１】
　本発明の態様は、伝送ストリーム２２５に埋め込まれたデジタルパケットを受信するア
クセスポイント２３０のような何らかの装置を有し、デジタルパケットを受信する手段２
３９と、中断のない複数のブロードキャスト／マルチキャストフレームの送信の持続時間
を計算する手段２３２と、無線局２４０に持続時間を通信し、無線局の間の競合衝突を低
減する手段２３８とを有する。
【００３２】
　本発明はまた、伝送ストリーム２６０に埋め込まれたデジタルパケットを受信する無線
装置２４０（１）～２４０（ｎ）により表されるような装置を有し、ビデオフレーム伝送
の中断のない複数のブロードキャスト／マルチキャストフレームの送信のための持続時間
の値を受信し、中断のない複数のブロードキャスト／マルチキャストフレームを提供する
手段を有する。
【００３３】
　図２及び図３を参照すると、本発明は、ブロードキャスト／マルチキャスト環境で競合
衝突を低減する方法を有し、持続時間を計算し３０６、持続時間を無線局に通信すること
により３０８、無競合通信２６０を第１のＡＰ２３０により調整するステップを有し、そ
れにより、少なくとも１つの無線局２４０への通信ストリームは、持続時間３０６の間に
中断されない。持続時間は、ＷＬＡＮの装置のＮＡＶで動作することにより、ＩＥＥＥ８
０２．１１準拠の装置で保証される。
【００３４】
　本発明の実施例は、図３を参照して更に理解可能であり、図３は、ＩＥＥＥ８０２．１
１準拠の発信源からプログラム２０８に埋め込まれたデジタルパケットを受信するステッ
プ３０２と、
ビデオフレーム伝送のＩＥＥＥ８０２．１１準拠のデジタルパケットを受信する手段に埋
め込まれたデジタルパケットを逆多重化するステップ３０４と、中断のない複数のブロー
ドキャスト／マルチキャストフレームの送信のための持続時間を計算するステップ３０６
と、新しい持続時間を無線局にダウンリンクするステップ３０８とを詳説し、セル間の競
合衝突を低減する。
【００３５】
　図４は、ＩＥＥＥ８０２．１１標準で指定されている分散ランダムアクセス制御の一般
的な伝送パケットの構成４００を示している。競合パケットは、送信と、それぞれＡＰ及
び無線局による対応の受信とについて媒体が未使用である見込みを提供するために使用さ
れるバックオフ機構を提供する。媒体が未使用であるとわかると、無線局は、ＲＴＳ４０
６ａ及びＣＴＳ４１０の段階に先導されてデータトランザクションを送信する。ＲＴＳ４
０６ａは、発信局から宛先局に送信され、ＣＴＳ４１０は、発信局に対して宛先局により
開始される応答である。各パケット（ＲＴＣ４０６ａ、ＣＴＳ４１０及びデータ４１８）
において、ＮＡＶ４１２のようなネットワーク割り当てベクトル（ＮＡＶ）を維持する無
線局が、ＲＴＳ４０６ａの開始からＤＩＦＳ４０６ｂの終了まで測定される第１のトラン
ザクションの持続時間４０１の間に媒体を取得せず、潜在的な競合を回避するように、パ
ケット４００のヘッダに存在する持続時間ＩＤフィールドは、進行中のトランザクション
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の潜在的な持続時間を示す。ＣＴＳ４１０が受信され、短フレーム間隔ＳＩＦＳ４０８の
持続時間データ４１８が送信されると、その終了に続いて、短フレーム間隔ＳＩＦＳ４２
２の持続時間と、受信機からのＡＣＫ４２６の受信がある。トランザクション４０１と並
行するサイクルは、分散フレーム間隔４０６ｂの後に繰り返して続く。競合バックオフ機
構４０２ｂがＤＩＦＳ４０６ｂに続く。図４はまた、ＮＡＶ４１２、ＮＡＶ４１６及びＮ
ＡＶ４２４のように、トランザクション４０１の異なる段階でのＮＡＶを示している。
【００３６】
　図５は、ＩＥＥＥ８０２．１１指定の環境で互換性のある本発明の固定アクセス制御パ
ケットの構成５００を示している。競合パケットは、送信と、それぞれＡＰ及び無線局に
よる対応の受信とについて媒体が未使用である見込みを提供するために使用されるバック
オフ機構を提供する。媒体が未使用であるとわかると、無線局は、ＲＴＳ５０６ａ及びＣ
ＴＳ５１０の段階に先導されてデータトランザクションを送信する。ＲＴＳ５０６ａは、
発信局から宛先局に送信され、ＣＴＳ５１０は、発信局に対して宛先局により開始される
応答である。各パケット（ＲＴＣ５０６ａ、ＣＴＳ５１０及びデータ５１８）において、
ＮＡＶ５１２のようなネットワーク割り当てベクトル（ＮＡＶ）を維持する無線局が、少
なくともＲＴＳ５０６ａの開始からＤＩＦＳ５０４ｂの終了まで測定される第１のトラン
ザクションの持続時間５０１、及び一例として第２のトランザクション５０３の間に媒体
を取得しないように、パケット５００のヘッダに存在する持続時間ＩＤフィールドは、進
行中のトランザクションの潜在的な持続時間を示す。この拡張された固定の持続時間は、
第１のトランザクションの持続時間を過大評価するＮＡＶカウンタの設定によるものであ
り、それにより、媒体を開放する前に１つ以上のトランザクションをウィンドウし、潜在
的な競合を回避する。ＣＴＳ５１０ａが受信され、短フレーム間隔ＳＩＦＳ５１４の持続
時間データ５１８が送信されると、その終了に続いて、短フレーム間隔ＳＩＦＳ５２２の
持続時間と、受信機からのＡｃｋ５２６の受信がある。トランザクション５０１と並行す
るサイクルは、分散フレーム間隔５０４ｂの後に繰り返して続く。ＤＩＦＳ５０４ｂの後
の競合バックオフ機構がないことに留意すべきである。図５はまた、ＮＡＶ５１２、ＮＡ
Ｖ５１６、ＮＡＶ５２０、ＮＡＶ５２４及びＮＡＶ５２８のように、トランザクション５
０１の異なる段階でのＮＡＶを示している。
【００３７】
　図２及び図５を参照すると、コントローラ（例えばＡＰ）として機能するノード２３０
は、持続時間が１つのトランザクションのＩＥＥＥ８０２．１１標準に従った最大の可能
な値（すなわち（２１５－１）、つまり３２７６７）を示す持続時間ＩＤフィールドを使
用して、単なるデータトランザクションの後ですら、媒体の制御を保持する。第１のトラ
ンザクション５０１と第２のトランザクション５０３との間にバックオフ又は競合ウィン
ドウが存在しないことに留意すべきである。また、２つのトランザクションの間の間隔は
ＤＩＦＳ５０４ｂであるが、実装に応じてＳＩＦＳ５２２でもよいことに留意すべきであ
る。第２のトランザクション５０３について、アクセスポイント（図示なし）のようなコ
ントローラは、この第２のトランザクション５０３の後に媒体（チャネル）を解放するた
めに、持続時間ＩＤの値を調整するように決めるようにプログラムされ得る。それはまた
、持続時間ＩＤがＩＥＥＥ８０２．１１標準等に従った最大の可能な値（すなわち（２１

５－１）、つまり３２７６７）を示す場合に、プログラムされたコントローラが媒体を解
放することを決めるまで、媒体を保持するように決めるようにプログラムされ得る。この
機構は、例えばダウンストリーミングサービスについてＱＯＳを提供するように、アクセ
スポイントで帯域プロビジョニングを可能にする。
【００３８】
　図示の本発明の形式は、単に好ましい実施例に過ぎないことがわかる。機能及び部分の
構成に多様な変更が行われ得る。同等の手段が図示及び説明のものと置換されてもよい。
特許請求の範囲に定められた本発明の要旨及び範囲を逸脱することなく、他のものから独
立して特定の機能が使用されてもよい。例えば、本発明はＩＥＥＥ８０２．１１ベースの
ＷＬＡＮに関して説明したが、本発明は、同期が維持されるその他の無線ＬＡＮ標準に基
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づく構成にも適用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】従来のアクセスシステムのブロック図
【図２】本発明のＷＬＡＮ無線アクセスポイントシステムのブロック図
【図３】本発明の方法のブロック図
【図４】ＩＥＥＥ８０２．１１標準により指定された分散ランダムアクセス制御
【図５】本発明のＮＡＶ過大評価に基づくアクセス制御

【図１】 【図２】
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【図５】
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