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(57)【要約】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
が少なくとも１つの高スループット動作可能アクセスポ
イント（ＡＰ）および少なくとも１つの高スループット
動作可能ステーション（ＳＴＡ）を含む。ＳＴＡおよび
ターゲットＡＰは高スループット関連情報を通信し、Ｓ
ＴＡは、高スループット関連情報に基づいてターゲット
ＡＰへの基本サービスセット（ＢＳＳ）遷移を実施する
。高スループット関連情報をＩＥＥＥ８０２．１１ｒ、
８０２．１１ｋ、または８０２．１１ｖシグナリングメ
ッセージ中に含めることができる。ＳＴＡは、ＡＰの拡
張範囲および通常範囲に関する測定レポートを別々に送
信することができ、またはＡＰの拡張範囲および通常範
囲に関する組合せ測定レポートを送信することができる
。ネットワーク管理エンティティは、高スループット能
力、機能、およびパラメータに関するＳＴＡおよびＡＰ
の現ステータス情報を得ることができ、ＳＴＡおよびＡ
Ｐの高スループット能力、機能、およびパラメータのう
ちの少なくとも１つを選択的に動作可能および動作不能
にすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの高スループット動作可能アクセスポイント（ＡＰ）および少なくとも
１つの高スループット動作可能ステーション（ＳＴＡ）を含むワイヤレス通信システムに
おいて、現ＡＰからターゲットＡＰへの拡張基本サービスセット（ＢＳＳ）遷移のための
方法であって、
　前記少なくとも１つの高スループット動作可能ＳＴＡとターゲット高スループット動作
可能ＡＰが高スループット関連情報を通信するステップと、
　前記少なくとも１つの高スループット動作可能ＳＴＡが、通信された高スループット関
連情報に基づいて前記ターゲット高スループット動作可能ＡＰへのＢＳＳ遷移を実施する
ステップと
を具えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記高スループット関連情報が、前記高スループット動作可能ＳＴＡと前記ターゲット
高スループット動作可能ＡＰの間で直接的に通信されることを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記高スループット関連情報が現ＡＰを介して通信されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記高スループット関連情報が、ビーコンフレーム、２次ビーコンフレーム、プローブ
要求フレーム、プローブ応答フレーム、関連付け要求フレーム、関連付け応答フレーム、
再関連付け要求フレーム、再関連付け応答フレーム、認証要求フレーム、および認証応答
フレームのうちの少なくとも１つの中に含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記高スループット関連情報が、データフレーム、管理フレーム、制御フレーム、およ
びアクションフレームのうちの少なくとも１つの中に含まれることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項６】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｒ関連シグナリングメッセージ内
に含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｋ関連シグナリングメッセージ内
に含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記高スループット関連情報が、測定パイロットフレーム、ＡＰチャネル要求要素、Ａ
Ｐチャネルレポート要素、隣接レポート要求フレーム、隣接レポート応答フレーム、隣接
レポート要求要素、隣接レポート応答要素のうちの少なくとも１つの中に含まれることを
特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｖ関連シグナリングメッセージ内
に含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記高スループット関連情報が、ローミング管理要求フレーム、ローミング管理要求要
素、ローミング管理応答フレーム、およびローミング管理応答要素のうちの少なくとも１
つの中に含まれることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｎ関連情報であることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記高スループット関連情報が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロック
肯定応答（ＡＣＫ）資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、集約メ
ディアアクセス制御プロトコロルデータ単位（Ａ－ＭＰＤＵ）集約パラメータのセットア
ップ、省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）サービスの可用性、自動省電力送達（ＡＰＳＤ）
サービスおよびパラメータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ
転送速度の可用性のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記高スループット関連情報が、前記高スループット動作可能ＳＴＡおよび前記ターゲ
ット高スループット動作可能ＡＰの能力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１
つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記高スループット関連情報が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロル
データユニット（ＭＰＤＵ）の、１つの物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）への集
約を可能にするフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記高スループット関連情報が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）サービスデー
タユニット（ＭＳＤＵ）の、１つのＭＡＣプロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）への集約
を可能にするフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記高スループット関連情報がブロック肯定応答機構を示すことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記高スループット関連情報がＮイミディエイトブロック肯定応答を示すことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記高スループット関連情報が、ブロック肯定応答（ＢＡ）またはＢＡ要求（ＢＡＲ）
に関する否定応答を含むＮ遅延ＢＡを示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記高スループット関連情報が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示すことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記高スループット関連情報が、物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）として集約
されたメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）の通常肯定
応答をアサートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示すことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記高スループット関連情報が、長ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）解放のため
のコンテンションフリー（ＣＦ）エンドでのＮＡＶ確保を示すことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項２２】
　前記高スループット関連情報が物理層レベルスプーフィングを示すことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記高スループット関連情報が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）省電力を示すことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記高スループット関連情報が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）低減能力を示すことを特
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徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記高スループット関連情報が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を管
理するための機構を示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記高スループット関連情報がチャネル管理方法およびチャネル選択方法を示すことを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記高スループット関連情報が短縮フレーム間間隔（ＲＩＦＳ）保護を示すことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記高スループット関連情報がグリーンフィールド保護を示すことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項２９】
　前記高スループット関連情報が省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）を示すことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記高スループット関連情報が複数のトラフィック識別子（ＴＩＤ）ブロック肯定応答
を示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
　前記高スループット関連情報が時空ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）制御フレームを
示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
　前記高スループット関連情報が非高スループット（ＨＴ）信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ
）伝送機会保護を示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記高スループット関連情報が制御および観測ポイント（ＰＣＯ）能力を示すことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記高スループット関連情報が送信ビーム形成能力を示すことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３５】
　前記高スループット関連情報が高速リンク適合を示すことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３６】
　前記高スループット関連情報が暗黙的フィードバックを示すことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項３７】
　前記高スループット関連情報がチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックを示すこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記高スループット関連情報が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとしての使
用を示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３９】
　前記高スループット関連情報が較正サポートを示すことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４０】
　前記高スループット関連情報が応答側のデータ転送の逆方向サポートを示すことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項４１】
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　前記高スループット関連情報がアンテナ選択を示すことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４２】
　前記高スループット動作可能ＳＴＡが、前記高スループット動作可能ＡＰの拡張範囲お
よび通常範囲についての測定レポートを別個に生成および送信することを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記高スループット動作可能ＳＴＡが、前記高スループット動作可能ＡＰの拡張範囲お
よび通常範囲についての組合せ測定レポートを生成および送信することを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項４４】
　高スループット能力、機能、およびパラメータに関する前記高スループット動作可能Ｓ
ＴＡおよび前記高スループット動作可能ＡＰの現ステータス情報を得るネットワーク管理
エンティティと、
　前記高スループット動作可能ＳＴＡおよび前記高スループット動作可能ＡＰの前記高ス
ループット能力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを選択的に動作可能お
よび動作不能にするネットワーク管理エンティティと
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ネットワーク管理エンティティが前記高スループット動作可能ＡＰ内に含まれるこ
とを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記高スループット動作可能ＳＴＡ、および前記
高スループット動作可能ＡＰが、ｌａｙｅｒ　２通信プロトコルを介して通信し、前記現
ステータス情報を検索することを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記高スループット動作可能ＳＴＡ、および前記
高スループット動作可能ＡＰが、ｌａｙｅｒ　３通信プロトコルを介して通信し、前記現
ステータス情報を検索することを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４８】
　前記現ステータス情報がポールを介して検索されることを特徴とする請求項４４に記載
の方法。
【請求項４９】
　前記現ステータス情報が周期的レポーティングを介して検索されることを特徴とする請
求項４４に記載の方法。
【請求項５０】
　前記現ステータス情報が自発的に検索されることを特徴とする請求項４４に記載の方法
。
【請求項５１】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記高スループット動作可能ＳＴＡ、および前記
高スループット動作可能ＡＰが簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）を使用して
通信することを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項５２】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記高スループット動作可能ＳＴＡ、および前記
高スループット動作可能ＡＰが簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）状メッセー
ジを使用して通信し、ＳＮＭＰメッセージが、前記高スループット動作可能ＳＴＡと前記
高スループット動作可能ＡＰの間で伝送するために前記高スループット動作可能ＡＰによ
ってＬ２フレームとしてカプセル化され、前記高スループット動作可能ＡＰと前記ネット
ワーク管理エンティティの間で伝送するために前記高スループット動作可能ＡＰでＳＮＭ
Ｐメッセージに変換されることを特徴とする請求項４４に記載の方法。
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【請求項５３】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記高スループット動作可能ＳＴＡ、および前記
高スループット動作可能ＡＰがインターネットプロトコル（ＩＰ）ユニットを使用して通
信することを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項５４】
　前記ステータス情報が、前記高スループット動作可能ＳＴＡ、前記高スループット動作
可能ＡＰ、および前記ネットワーク管理エンティティのうちの少なくとも１つの上に実装
されたデータベースを介して収集されることを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項５５】
　前記データベースが管理情報ベース（ＭＩＢ）の形態であることを特徴とする請求項５
４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記現ＡＰと前記ターゲット高スループット動作可能ＡＰが同一の拡張サービスセット
（ＥＳＳ）に属することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５７】
　前記現ＡＰと前記ターゲット高スループット動作可能ＡＰが異なる拡張サービスセット
（ＥＳＳ）に属することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５８】
　現アクセスポイント（ＡＰ）からターゲットＡＰへの拡張基本サービスセット（ＢＳＳ
）遷移のためのワイヤレス通信システムであって、
　高スループット関連情報を通信するように構成された少なくとも１つの高スループット
動作可能ＡＰと、
　高スループット関連情報を通信し、通信した高スループット関連情報に基づいて前記タ
ーゲットＡＰへのＢＳＳ遷移を実施するように構成された少なくとも１つの高スループッ
ト動作可能ステーション（ＳＴＡ）と
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項５９】
　前記高スループット関連情報が、前記ＳＴＡと前記ターゲットＡＰの間で直接的に通信
されることを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項６０】
　前記高スループット関連情報が、前記現ＡＰを介して前記ＳＴＡと前記ターゲットＡＰ
の間で通信されることを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項６１】
　前記高スループット関連情報が、ビーコンフレーム、２次ビーコンフレーム、プローブ
要求フレーム、プローブ応答フレーム、関連付け要求フレーム、関連付け応答フレーム、
再関連付け要求フレーム、再関連付け応答フレーム、認証要求フレーム、および認証応答
フレームのうちの少なくとも１つの中に含まれることを特徴とする請求項５８に記載のシ
ステム。
【請求項６２】
　前記高スループット関連情報が、データフレーム、管理フレーム、制御フレーム、およ
びアクションフレームのうちの少なくとも１つの中に含まれることを特徴とする請求項５
８に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｒ関連シグナリングメッセージ内
に含まれることを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項６４】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｋ関連シグナリングメッセージ内
に含まれることを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項６５】
　前記高スループット関連情報が、測定パイロットフレーム、ＡＰチャネル要求要素、Ａ
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Ｐチャネルレポート要素、隣接レポート要求フレーム、隣接レポート応答フレーム、隣接
レポート要求要素、隣接レポート応答要素のうちの少なくとも１つの中に含まれることを
特徴とする請求項６４に記載のシステム。
【請求項６６】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｖ関連シグナリングメッセージ内
に含まれることを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項６７】
　前記高スループット関連情報が、ローミング管理要求フレーム、ローミング管理要求要
素、ローミング管理応答フレーム、およびローミング管理応答要素のうちの少なくとも１
つの中に含まれることを特徴とする請求項６６に記載のシステム。
【請求項６８】
　前記高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｎ関連情報であることを特徴とす
る請求項５８に記載のシステム。
【請求項６９】
　前記高スループット関連情報が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロック
肯定応答（ＡＣＫ）資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、集約メ
ディアアクセス制御プロトコロルデータ単位（Ａ－ＭＰＤＵ）集約パラメータのセットア
ップ、省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）サービスの可用性、自動省電力送達（ＡＰＳＤ）
サービスおよびパラメータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ
転送速度の可用性のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項５８に記載のシ
ステム。
【請求項７０】
　前記高スループット関連情報が、前記ＡＰおよび前記ＳＴＡの能力、機能、およびパラ
メータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項７１】
　前記高スループット関連情報が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロル
データ単位（ＭＰＤＵ）の、１つの物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）への集約を
可能にするフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項５８に記載のシステ
ム。
【請求項７２】
　前記高スループット関連情報が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）サービスデー
タユニット（ＭＳＤＵ）の、１つのＭＡＣプロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）への集約
を可能にするフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項５８に記載のシス
テム
【請求項７３】
　前記高スループット関連情報がブロック肯定応答機構を示すことを特徴とする請求項５
８に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記高スループット関連情報がＮイミディエイトブロック肯定応答を示すことを特徴と
する請求項５８に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記高スループット関連情報が、ブロック肯定応答（ＢＡ）またはＢＡ要求（ＢＡＲ）
に関する否定応答を含むＮ遅延ＢＡを示すことを特徴とする請求項５８に記載のシステム
。
【請求項７６】
　前記高スループット関連情報が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示すことを特徴と
する請求項５８に記載のシステム。
【請求項７７】
　前記高スループット関連情報が、物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）として集約
されたメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）の通常肯定
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応答をアサートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示すことを特徴とする請求
項５８に記載のシステム。
【請求項７８】
　前記高スループット関連情報が、ＮＡＶ解放のためのコンテンションフリー（ＣＦ）エ
ンドでの長ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）確保を示すことを特徴とする請求項５
８に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記高スループット関連情報が物理層レベルスプーフィングを示すことを特徴とする請
求項５８に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記高スループット関連情報が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）省電力を示すことを特徴
とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項８１】
　前記高スループット関連情報が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）低減能力を示すことを特
徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記高スループット関連情報が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を管
理するための機構を示すことを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記高スループット関連情報がチャネル管理方法およびチャネル選択方法を示すことを
特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項８４】
　前記高スループット関連情報が短縮フレーム間間隔（ＲＩＦＳ）保護を示すことを特徴
とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記高スループット関連情報がグリーンフィールド保護を示すことを特徴とする請求項
５８に記載のシステム。
【請求項８６】
　前記高スループット関連情報が省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）を示すことを特徴とす
る請求項５８に記載のシステム。
【請求項８７】
　前記高スループット関連情報が複数のトラフィック識別子（ＴＩＤ）ブロック肯定応答
を示すことを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項８８】
　前記高スループット関連情報が時空ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）制御フレームを
示すことを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項８９】
　前記高スループット関連情報が非高スループット（ＨＴ）信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ
）伝送機会保護を示すことを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項９０】
　前記高スループット関連情報が制御および観測ポイント（ＰＣＯ）能力を示すことを特
徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項９１】
　前記高スループット関連情報が送信ビーム形成能力を示すことを特徴とする請求項５８
に記載のシステム。
【請求項９２】
　前記高スループット関連情報が高速リンク適合を示すことを特徴とする請求項５８に記
載のシステム。
【請求項９３】
　前記高スループット関連情報が暗黙的フィードバックを示すことを特徴とする請求項５
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８に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記高スループット関連情報がチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックを示すこと
を特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項９５】
　前記高スループット関連情報が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとしての使
用を示すことを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記高スループット関連情報が較正サポートを示すことを特徴とする請求項５８に記載
のシステム。
【請求項９７】
　前記高スループット関連情報が応答側のデータ転送の逆方向サポートを示すことを特徴
とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記高スループット関連情報がアンテナ選択を示すことを特徴とする請求項５８に記載
のシステム。
【請求項９９】
　前記ＳＴＡが、ＡＰの拡張範囲および通常範囲についての測定レポートを別個に生成お
よび送信することを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項１００】
　前記ＳＴＡが、ＡＰの拡張範囲および通常範囲についての組合せ測定レポートを生成お
よび送信することを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項１０１】
　高スループット能力、機能、およびパラメータに関する前記ＳＴＡおよび前記ＡＰの現
ステータス情報を得て、前記ＳＴＡおよび前記ＡＰの高スループット能力、機能、および
パラメータのうちの少なくとも１つを選択的に動作可能および動作不能にするように構成
されたネットワーク管理エンティティ
　をさらに備えることを特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項１０２】
　前記ネットワーク管理エンティティが前記ＡＰに含まれることを特徴とする請求項１０
１に記載のシステム。
【請求項１０３】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記ＳＴＡ、および前記ＡＰが、ｌａｙｅｒ　２
通信プロトコルを介して通信し、前記現ステータス情報を検索することを特徴とする請求
項１０１に記載のシステム。
【請求項１０４】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記ＳＴＡ、および前記ＡＰが、ｌａｙｅｒ　３
通信プロトコルを介して通信し、前記現ステータス情報を検索することを特徴とする請求
項１０１に記載のシステム。
【請求項１０５】
　前記現ステータス情報がポールを介して検索されることを特徴とする請求項１０１に記
載のシステム。
【請求項１０６】
　前記現ステータス情報が周期的レポーティングを介して検索されることを特徴とする請
求項１０１に記載のシステム。
【請求項１０７】
　前記現ステータス情報が自発的に検索されることを特徴とする請求項１０１に記載のシ
ステム。
【請求項１０８】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記ＳＴＡ、および前記ＡＰが簡易ネットワーク
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管理プロトコル（ＳＮＭＰ）を使用して通信することを特徴とする請求項１０１に記載の
システム。
【請求項１０９】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記ＳＴＡ、および前記ＡＰが簡易ネットワーク
管理プロトコル（ＳＮＭＰ）状メッセージを使用して通信し、ＳＮＭＰメッセージが、前
記ＳＴＡと前記ＡＰの間で伝送するために前記ＡＰによってＬ２フレームとしてカプセル
化され、前記ＡＰと前記ネットワーク管理エンティティの間で伝送するために前記ＡＰで
ＳＮＭＰメッセージに変換されることを特徴とする請求項１０１に記載のシステム。
【請求項１１０】
　前記ネットワーク管理エンティティ、前記ＳＴＡ、および前記ＡＰがインターネットプ
ロトコル（ＩＰ）ユニットを使用して通信することを特徴とする請求項１０１に記載のシ
ステム。
【請求項１１１】
　前記ステータス情報が、前記ＳＴＡ、前記ＡＰ、および前記ネットワーク管理エンティ
ティのうちの少なくとも１つの上に実装されたデータベースを介して収集されることを特
徴とする請求項１０１に記載のシステム。
【請求項１１２】
　前記データベースが管理情報ベース（ＭＩＢ）の形態であることを特徴とする請求項１
１１に記載のシステム。
【請求項１１３】
　前記現ＡＰと前記ターゲットＡＰが同一の拡張サービスセット（ＥＳＳ）に属すること
を特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【請求項１１４】
　前記現ＡＰと前記ターゲットＡＰが異なる拡張サービスセット（ＥＳＳ）に属すること
を特徴とする請求項５８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）に関し、より詳細には、
高スループットＷＬＡＮシステム用の拡張基本サービスセット（ＢＳＳ）遷移のための方
法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮ規格に対するＩＥＥＥ８０２．１１ｒ修正は、高速基本
サービスセット（ＢＳＳ）遷移を記述する。ＩＥＥＥ８０２．１１ｒ修正の目標は、ステ
ーション（ＳＴＡ）と配布システム（ＤＳ）の間のデータ接続性がＢＳＳ遷移中に失われ
る時間量を最小限に抑えることである。ＩＥＥＥ８０２．１１ｒ修正によれば、ＳＴＡは
、ＤＳに対する最小の接続性損失で、新しいＡＰでセキュリティおよびサービス品質（Ｑ
ｏＳ）状態を確立することができる。
【０００３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｒは、現ＡＰから新しいＡＰへのＢＳＳ遷移のための３つのステ
ージを定義する。発見ステージでは、ＳＴＡが、遷移を試みるＡＰの位置を突き止め、決
定する。ＩＥＥＥ８０２．１１ｒ　ＢＳＳ遷移サービスは、遷移を行う前にＳＴＡがター
ゲットＡＰ候補に関する情報を通信および検索する機構を提供する。資源確立ステージで
は、ＳＴＡは、ＳＴＡがアクティブセッションを維持するのに必要な接続資源をターゲッ
トＡＰが提供することを判定することができる。ＩＥＥＥ８０２．１１ｒ高速ＢＳＳ遷移
サービスは、遷移を行う前、またはターゲットＡＰとの再関連付け時に、ＳＴＡがターゲ
ットＡＰの資源を確保する機構を提供する。遷移ステージでは、ＳＴＡは、現ＡＰを放棄
し、新しいＡＰとの接続を確立する。ＩＥＥＥ８０２．１１ｒ高速ＢＳＳ遷移サービスは
、ＳＴＡがターゲットＡＰと再関連付けする機構を提供すると共に、プロトコルオーバヘ
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ッドから導入される待ち時間を最小限に抑える。
【０００４】
　ＳＴＡは、ＩＥＥＥ８０２．１１認証フレームを使用して（すなわち「無線経由で」）
、または現在関連付けられているＡＰを介して（すなわち「ＤＳ経由で」）直接的にター
ゲットＡＰと通信することができる。ＤＳ経由ケースでは、ＳＴＡとターゲットＡＰの通
信が、ＳＴＡと現ＡＰの間の高速遷移アクションフレームで、現ＡＰとターゲットＡＰの
間のカプセル化方法を使用して実施される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＷＬＡＮでのスループットを改善するためにＩＥＥＥ８０２．１１ｎが提案された。Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ規格とは異なり、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎでは、メディア
アクセス制御（ＭＡＣ）および物理層での多くの任意選択の機能、能力、およびパラメー
タが定義される。これにより、あるＡＰ（例えば現ＡＰ）がある１組の能力、機能、およ
び／またはパラメータをサポートし、別のＡＰ（例えばターゲットＡＰ）が、現ＡＰのも
のとは同一ではない異なる１組の能力、機能、および／またはパラメータをサポートする
という、潜在的に問題となる状況が生じる。
【０００６】
　このような状況は、異なるベンダによる装置がネットワーク内に配置されるときに生じ
る可能性があるだけではなく、異なるトラフィックの必要にかなうように異なる構成がＡ
Ｐに適用されるときにも生じる可能性がある。これにより、ＳＴＡがＢＳＳ遷移を開始し
たときに、性能、ＱｏＳなどに関する問題が生じる可能性がある。ＳＴＡは、進行中のセ
ッションについてどの能力、機能、およびパラメータがターゲットＡＰでサポートされる
かを認識しないからである。
【０００７】
　例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ動作可能ＳＴＡがＡＰによって４０ＭＨｚチャネルで
サービスを受けるときに、ターゲットＡＰが２０ＭＨｚチャネルのみをサポートする場合
、ＢＳＳ遷移後にＳＴＡが同一のスループットを受けない可能性が高い。現在の最新技術
では、ＳＴＡは、隣接するＡＰで実装され、または現在使用されている高スループット関
連の能力、機能、およびパラメータの知識を有さない。
【０００８】
　別の例では、特殊省電力機能を実装すると共にｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅ
ｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＶｏＩＰ）サービスを送達する高スループットＳＴＡは、同一の
能力をサポートするＩＥＥＥ８０２．１１ｎ　ＡＰを再選択することを望む可能性がある
。しかし、現在の最新技術では、ＳＴＡは、ターゲットＡＰがこうしたＩＥＥＥ８０２．
１１ｎ省電力機能を使用するかどうかを認識しない。この結果、ＳＴＡの電力消費が上昇
する可能性があり、またはＳＴＡが適切なＩＥＥＥ８０２．１１ｎＡＰを見つけるまでの
ＡＰの再選択が頻繁となる可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、高スループットＷＬＡＮシステム用の拡張ＢＳＳ遷移のための方法およびシ
ステムに関する。ＷＬＡＮは、少なくとも１つの高スループット動作可能ＡＰと、少なく
とも１つの追加のＡＰ（高スループット動作可能または非高スループット動作可能ＡＰ）
と、少なくとも１つの高スループット動作可能ＳＴＡとを含む。ＳＴＡとターゲットＡＰ
は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ能力または機能などの高スループット関連情報を通信し、Ｓ
ＴＡは、通信された高スループット関連情報に基づいてターゲットＡＰへのＢＳＳ遷移を
実施する。高スループット関連情報をＳＴＡとターゲットＡＰの間で直接的に通信するこ
とができ、または現ＡＰを介して通信することができる。高スループット関連情報をＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｒ、８０２．１１ｋ、または８０２．１１ｖシグナリングメッセージな
どの中に含めることができる。ＳＴＡは、ＡＰの拡張範囲および通常範囲に関する測定レ
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ポートを別々に生成および送信することができ、またはＡＰの拡張範囲および通常範囲に
関する組合せ測定レポートを生成および送信することができる。ネットワーク管理エンテ
ィティは、高スループット能力、機能、およびパラメータに関するＳＴＡおよびＡＰの現
ステータス情報を得ることができ、ＳＴＡおよびＡＰ（現在またはターゲット）の高スル
ープット能力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを選択的に動作可能およ
び動作不能にすることができる。
【００１０】
　例示として与えられ、添付の図面と共に理解すべきである好ましい実施形態の以下の説
明から、本発明のより詳細な理解を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下で参照するとき、「ＳＴＡ」という用語は、限定はしないが、ユーザ装置、ワイヤ
レス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）、固定または移動のサブスクライバユニット、ペー
ジャ、またはワイヤレス環境で動作することのできる任意の他のタイプの装置を含む。以
下で参照するとき、「ＡＰ」という用語は、限定はしないが、Ｎｏｄｅ－Ｂ、基地局、サ
イトコントローラ、またはワイヤレス環境内の任意の他のタイプのインターフェーシング
装置を含む。
【００１２】
　図１は、本発明に従って動作するワイヤレス通信システム１００を示す。通信システム
１００は、ＳＴＡ１１０と、複数のＡＰ１２０ａ、１２０ｂとを含む。ＳＴＡ１１０は高
スループット動作可能ＳＴＡ（ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ動作可能ＳＴＡなど）であり、少
なくとも１つのＡＰ（例えばＡＰ１２０ｂ）は高スループット動作可能ＡＰ（ＩＥＥＥ８
０２．１１ｎ動作可能ＡＰなど）である。各ＡＰ１２０ａ、１２０ｂは、それぞれＢＳＳ
１３０ａ、１３０ｂにサービスする。ＡＰ１２０ａ、１２０ｂはＤＳ１４０に接続され、
これが拡張サービスセット（ＥＳＳ）を形成することができる。ＡＰ１２０ａ、１２０ｂ
は、相異なるＥＳＳに属することができる。ＳＴＡ１１０は現在ＡＰ１２０ａに関連付け
られており、ＡＰ１２０ｂ（すなわちターゲットＡＰ）へのＢＳＳ遷移を実施する必要が
ある。本発明によれば、スタートアップ時またはシステム動作中に、高スループット（例
えばＩＥＥＥ８０２．１１ｎ）、能力、機能、およびパラメータを交換し、動作可能にし
、動作不能にし、または修正することができる。
【００１３】
　図２は、本発明による拡張ＢＳＳ遷移のためのプロセス２００の流れ図である。ＢＳＳ
遷移の前に、ＳＴＡ１１０とターゲットＡＰ１２０ｂは、高スループット関連情報（すな
わち高スループット関連の能力、機能、パラメータなど）を通信する（ステップ２０２）
。ＳＴＡ１１０は、通信した高スループット関連情報に基づいてターゲットＡＰ１２０ｂ
へのＢＳＳ遷移を実施する（ステップ２０４）。ＳＴＡ１１０とターゲットＡＰ１２０ｂ
の間で直接的に（すなわち「無線経由で」）、またはＳＴＡ１１０が現在関連付けられて
いるＡＰ（例えばＡＰ１２０ａ）を介して（すなわち「ＤＳ経由で」）高スループット関
連情報を通信することができる。本発明によれば、ＳＴＡ１１０およびターゲットＡＰ１
２０ｂは、ＢＳＳ遷移の前にＳＴＡ１１０およびターゲットＡＰ１２０ｂの高スループッ
ト関連情報を認識しており、高スループット能力および機能に関する不確定性による潜在
的問題を回避することができる。
【００１４】
　高スループット関連情報を、ＩＥＥＥ８０２．１１ｒ、８０２．１１ｖ、および８０２
．１１ｋ規格に基づくシグナリングメッセージを含む既存のシグナリングメッセージ内に
含めることができる。高スループット関連情報を搬送するために、既存のシグナリングメ
ッセージに少なくとも１つの情報要素（ＩＥ）を追加することができる。あるいは、現在
定義されているＩＥを改善または拡張して、高スループット関連情報を提供することもで
きる。「ＩＥ」という用語は一般的説明として使用され、任意のフレームタイプまたは要
素中の任意の情報搬送シグナリングメッセージまたは情報搬送データ要素に拡張できるこ
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【００１５】
　高スループット関連情報を、管理フレーム、制御フレーム、アクションフレーム、デー
タフレーム、または任意のタイプのフレーム内に含めることができる。高スループット関
連情報を、ビーコンフレーム、プローブ要求フレーム、プローブ応答フレーム、２次また
は補助ビーコンフレーム（例えば、拡張範囲機能をサポートするのに使用されるビーコン
フレーム）、関連付け要求フレーム、関連付け応答フレーム、再関連付け要求フレーム、
再関連付け応答フレーム、認証要求フレーム、認証応答フレーム、または任意のフレーム
内に含めることができる。
【００１６】
　高スループット関連情報を、高速遷移（ＦＴ）アクション要求フレームやＦＴアクショ
ン応答フレームなどのＩＥＥＥ８０２．１１ｒシグナリングメッセージ内に含めることが
できる。高スループット関連情報を、測定パイロットフレーム、ＡＰチャネル要求要素、
ＡＰチャネルレポート要素、隣接レポート要求フレームまたは要素、隣接レポート応答フ
レームまたは要素などのＩＥＥＥ８０２．１１ｋシグナリングメッセージ内に含めること
ができる。高スループット関連情報を、ローミング管理要求フレームまたは要素、ローミ
ング管理応答フレームまたは要素などのＩＥＥＥ８０２．１１ｖシグナリングメッセージ
内に含めることができる。
【００１７】
　ＳＴＡとＡＰの間、ＳＴＡ間、またはＡＰ間で通信することのできる高スループット関
連情報（例えばＩＥＥＥ８０２．１１ｎ関連情報）を表１に列挙する。表１のリストは一
例として与えたものであって、任意の他の関連情報をさらに含めることができることに留
意されたい。表１に列挙される情報のうちの少なくとも１つを、高スループットＳＴＡに
関するＢＳＳ遷移のために通信することができる。
【００１８】
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【表１－１】

【００１９】
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【表１－２】

【００２０】
　表１中の情報に加えて、高スループットＳＴＡ用のＢＳＳ遷移サービスのために以下の
情報のうちの少なくとも１つを通信することもできる。
　１）ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、
　２）ＢＡ資源の可用性、およびＢＡ合意の事前セットアップ
　３）ＭＰＤＵ密度パラメータなどのＡ－ＭＰＤＵ集約パラメータのセットアップ、
　４）ＰＳＭＰサービスの可用性、
　５）自動省電力送達（ＡＰＳＤ）サービスおよびパラメータの可用性、
　６）拡張範囲サービスの可用性、および
　７）時空ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）ベースのＭＣＳなどの一定のデータ転送速
度（すなわち変調およびコーディング方式（ＭＣＳ））の可用性
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【００２１】
　拡張範囲機能は、ＷＬＡＮの範囲を改善し、デッドスポットを除去するように設計され
ている。拡張範囲機能が実装されたとき、あるＳＴＡは、拡張範囲ＭＣＳ（例えば時空ブ
ロックコーディング（ＳＴＢＣ））を使用することができ、ＡＰの有効範囲が拡張され、
一方、他のＳＴＡは、通常範囲および通常のＭＣＳを使用することができる。ＢＳＳ範囲
は、拡張範囲についてのエリアと、通常範囲についてのエリアの２つのエリアを含むもの
として見ることができる。拡張範囲エリアは通常範囲エリアを包含する。
【００２２】
　拡張範囲機能について、ＳＴＡとＡＰは、隣接レポートフレーム、測定パイロットフレ
ーム、測定要求／応答フレーム（または要素）、リンク測定要求／応答フレーム（または
要素）などを交換することができる。隣接レポートフレームは、隣接ＡＰ情報を含む隣接
ＡＰをレポートするのに伝送される。測定パイロットフレームは、測定値に関する情報を
含む。測定要求フレーム（または要素）は、受信側ＳＴＡが指定の測定アクションを請け
負うという要求を含む。リンク測定要求フレームはＳＴＡによって送信され、リンク測定
レポートフレームで応答するように別のＳＴＡに要求し、リンク経路損失の測定およびリ
ンクマージンの推定を可能にする。
【００２３】
　本発明によれば、隣接セルごとに測定を実施およびレポートする際に、ＳＴＡは、拡張
範囲について、および通常範囲についての、２つの別々かつ独立の測定レポートを生成す
ることができる。あるいは、ＳＴＡは、拡張範囲と通常範囲の両方についての単一の組合
せ測定レポートを生成することもできる。
【００２４】
　高スループット能力、機能、およびパラメータをネットワーク管理エンティティによっ
て選択的に動作可能または動作不能にすることができる。リモートまたはローカルネット
ワーク管理エンティティは、ｌａｙｅｒ　２通信プロトコルまたはｌａｙｅｒ　３より高
いｌａｙｅｒの通信プロトコルを介して、個々のＡＰ、ＡＰのグループ、個々のＳＴＡ、
またはＳＴＡのグループと通信し、ＡＰおよびＳＴＡの使用される能力、機能、およびパ
ラメータの現ステータスを選択的に検索する。ポール（すなわち要求およびレポート機構
）、周期的レポートを介して、または自発的に、現ステータス情報の検索を実施すること
ができる。ステータス情報を収集した後、ネットワーク管理エンティティは、表１のリス
トを含む、上述の高スループット能力、機能、およびパラメータのうちの１つまたは複数
を選択的に動作可能または動作不能にすることができる。
【００２５】
　簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）をシグナリングプロトコルとして使用す
ることができる。あるいは、シグナリングプロトコルはＳＮＭＰ状のメッセージを使用す
ることができる。ＳＮＭＰメッセージは、ＳＴＡとＡＰの間で伝送するためにＡＰによっ
てＬ２フレームとしてカプセル化され、ＡＰとネットワーク管理エンティティの間で伝送
するためにＡＰでＳＮＭＰメッセージに変換される。別の代替実施形態では、シグナリグ
プロトコルをＩＰユニット内部で搬送することができる。
【００２６】
　高スループット能力、機能、およびパラメータのステータス情報を収集するために、通
信は、ＳＴＡ、ＡＰ、ネットワーク管理エンティティ、またはそれらの組合せの上に実装
されたデータベースを介するものでよい。好ましくは、データベースは、管理情報ベース
（ＭＩＢ）の形態である。
【００２７】
　ネットワーク管理機能は、１つまたは複数のＡＰ内に常駐することができ、ＡＰは、Ａ
Ｐおよび／またはＳＴＡに関連する高スループット能力、機能、およびパラメータに関す
る情報をそれら自体の間で交換することができる。
【００２８】
　実施形態
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　１．少なくとも１つの高スループット動作可能ＡＰおよび少なくとも１つの高スループ
ット動作可能ＳＴＡを含むワイヤレス通信システムにおける、現ＡＰからターゲットＡＰ
への拡張ＢＳＳ遷移のための方法。
【００２９】
　２．高スループット動作可能ＳＴＡとターゲット高スループット動作可能ＡＰが高スル
ープット関連情報を通信することを含む実施形態１の方法。
【００３０】
　３．高スループット動作可能ＳＴＡが、通信された高スループット関連情報に基づいて
ターゲット高スループット動作可能ＡＰへのＢＳＳ遷移を実施することを含む実施形態２
の方法。
【００３１】
　４．高スループット関連情報が、高スループット動作可能ＳＴＡとターゲット高スルー
プット動作可能ＡＰの間で直接的に通信される実施形態２～３のいずれか１つの方法。
【００３２】
　５．高スループット関連情報が現ＡＰを介して通信される実施形態２～３のいずれか１
つの方法。
【００３３】
　６．高スループット関連情報が、ビーコンフレーム、２次ビーコンフレーム、プローブ
要求フレーム、プローブ応答フレーム、関連付け要求フレーム、関連付け応答フレーム、
再関連付け要求フレーム、再関連付け応答フレーム、認証要求フレーム、および認証応答
フレームのうちの少なくとも１つの中に含まれる実施形態２～５のいずれか１つの方法。
【００３４】
　７．高スループット関連情報が、データフレーム、管理フレーム、制御フレーム、およ
びアクションフレームのうちの少なくとも１つの中に含まれる実施形態２～６のいずれか
１つの方法。
【００３５】
　８．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｒ関連シグナリングメッセージ内
に含まれる実施形態２～７のいずれか１つの方法。
【００３６】
　９．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｋ関連シグナリングメッセージ内
に含まれる実施形態２～７のいずれか１つの方法。
【００３７】
　１０．高スループット関連情報が、測定パイロットフレーム、ＡＰチャネル要求要素、
ＡＰチャネルレポート要素、隣接レポート要求フレーム、隣接レポート応答フレーム、隣
接レポート要求要素、隣接レポート応答要素のうちの少なくとも１つの中に含まれる実施
形態９の方法。
【００３８】
　１１．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｖ関連シグナリングメッセージ
内に含まれる実施形態２～７のいずれか１つの方法。
【００３９】
　１２．高スループット関連情報が、ローミング管理要求フレーム、ローミング管理要求
要素、ローミング管理応答フレーム、およびローミング管理応答要素のうちの少なくとも
１つの中に含まれる実施形態１１の方法。
【００４０】
　１３．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｎ関連情報である実施形態２～
７のいずれか１つの方法。
【００４１】
　１４．高スループット関連情報が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロッ
クＡＣＫ資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、Ａ－ＭＰＤＵ集約
パラメータのセットアップ、ＰＳＭＰサービスの可用性、ＡＰＳＤサービスおよびパラメ
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ータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ転送速度の可用性のう
ちの少なくとも１つを含む実施形態１３の方法。
【００４２】
　１５．高スループット関連情報が、高スループット動作可能ＡＰおよび高スループット
動作可能ＳＴＡの能力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを含む実施形態
２～１４のいずれか１つの方法。
【００４３】
　１６．高スループット関連情報が、複数のＭＰＤＵの、１つのＰＳＤＵへの集約を可能
にするフレーム集約フォーマットを示す実施形態２～１５のいずれか１つの方法。
【００４４】
　１７．高スループット関連情報が、複数のＭＳＤＵの、１つのＭＰＤＵへの集約を可能
にするフレーム集約フォーマットを示す実施形態２～１６のいずれか１つの方法。
【００４５】
　１８．高スループット関連情報がブロック肯定応答機構を示す実施形態２～１７のいず
れか１つの方法。
【００４６】
　１９．高スループット関連情報がＮイミディエイトブロック肯定応答を示す実施形態２
～１８のいずれか１つの方法。
【００４７】
　２０．高スループット関連情報が、ＢＡまたはＢＡＲに関する否定応答を含むＮ遅延Ｂ
Ａを示す実施形態２～１９のいずれか１つの方法。
【００４８】
　２１．高スループット関連情報が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示す実施形態２
～２０のいずれか１つの方法。
【００４９】
　２２．高スループット関連情報が、ＰＳＤＵとして集約されたＭＰＤＵの通常肯定応答
をアサートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示す実施形態２～２１のいずれ
か１つの方法。
【００５０】
　２３．高スループット関連情報が、ＮＡＶ解放のためのＣＦエンドでの長ＮＡＶ確保を
示す実施形態２～２２のいずれか１つの方法。
【００５１】
　２４．高スループット関連情報が物理層レベルスプーフィングを示す実施形態２～２３
のいずれか１つの方法。
【００５２】
　２５．高スループット関連情報がＭＩＭＯ省電力を示す実施形態２～２４のいずれか１
つの方法。
【００５３】
　２６．高スループット関連情報がＭＩＭＯ低減能力を示す実施形態２～２５のいずれか
１つの方法。
【００５４】
　２７．高スループット関連情報が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を
管理するための機構を示す実施形態２～２６のいずれか１つの方法。
【００５５】
　２８．高スループット関連情報がチャネル管理管理方法およびチャネル選択方法を示す
実施形態２～２７のいずれか１つの方法。
【００５６】
　２９．高スループット関連情報がＲＩＦＳ保護を示す実施形態２～２８のいずれか１つ
の方法。
【００５７】
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　３０．高スループット関連情報がグリーンフィールド保護を示す実施形態２～２９のい
ずれか１つの方法。
【００５８】
　３１．高スループット関連情報がＰＳＭＰを示す実施形態２～３０のいずれか１つの方
法。
【００５９】
　３２．高スループット関連情報が複数のＴＩＤブロック肯定応答を示す実施形態２～３
１のいずれか１つの方法。
【００６０】
　３３．高スループット関連情報がＳＴＢＣ制御フレームを示す実施形態２～３２のいず
れか１つの方法。
【００６１】
　３４．高スループット関連情報がＬ－ＳＩＧ伝送機会保護を示す実施形態２～３３のい
ずれか１つの方法。
【００６２】
　３５．高スループット関連情報がＰＣＯ能力を示す実施形態２～３４のいずれか１つの
方法。
【００６３】
　３６．高スループット関連情報が送信ビーム形成能力を示す実施形態２～３５のいずれ
か１つの方法。
【００６４】
　３７．高スループット関連情報が高速リンク適合を示す実施形態２～３６のいずれか１
つの方法。
【００６５】
　３８．高スループット関連情報が暗黙的フィードバックを示す実施形態２～３７のいず
れか１つの方法。
【００６６】
　３９．高スループット関連情報がＣＳＩフィードバックを示す実施形態２～３８のいず
れか１つの方法。
【００６７】
　４０．高スループット関連情報が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとしての
使用を示す実施形態２～３９のいずれか１つの方法。
【００６８】
　４１．高スループット関連情報が較正サポートを示す実施形態２～４０のいずれか１つ
の方法。
【００６９】
　４２．高スループット関連情報が応答側のデータ転送の逆方向サポートを示す実施形態
２～４１のいずれか１つの方法。
【００７０】
　４３．高スループット関連情報がアンテナ選択を示す実施形態２～４２のいずれか１つ
の方法。
【００７１】
　４４．高スループット動作可能ＳＴＡが、高スループット動作可能ＡＰの拡張範囲およ
び通常範囲についての測定レポートを別個に生成および送信する実施形態２～４３のいず
れか１つの方法。
【００７２】
　４５．高スループット動作可能ＳＴＡが、高スループット動作可能ＡＰの拡張範囲およ
び通常範囲についての組合せ測定レポートを生成および送信する実施形態２～４４のいず
れか１つの方法。
【００７３】
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　４６．高スループット能力、機能、およびパラメータに関する高スループット動作可能
ＳＴＡおよび高スループット動作可能ＡＰの現ステータス情報を得るネットワーク管理エ
ンティティをさらに備える実施形態３～４５のいずれか１つの方法。
【００７４】
　４７．高スループット動作可能ＳＴＡおよび高スループット動作可能ＡＰの高スループ
ット能力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを選択的に動作可能および動
作不能にするネットワーク管理エンティティを備える実施形態４６の方法。
【００７５】
　４８．ネットワーク管理エンティティが高スループット動作可能ＡＰ内に含まれる実施
形態４６～４７のいずれか１つの方法。
【００７６】
　４９．ネットワーク管理エンティティ、高スループット動作可能ＳＴＡ、および高スル
ープット動作可能ＡＰが、ｌａｙｅｒ　２通信プロトコルを介して通信し、現ステータス
情報を検索する実施形態４６～４８のいずれか１つの方法。
【００７７】
　５０．ネットワーク管理エンティティ、高スループット動作可能ＳＴＡ、および高スル
ープット動作可能ＡＰが、ｌａｙｅｒ　３通信プロトコルを介して通信し、現ステータス
情報を検索する実施形態４６～４８のいずれか１つの方法。
【００７８】
　５１．現ステータス情報がポールを介して検索される実施形態４６～５０のいずれか１
つの方法。
【００７９】
　５２．現ステータス情報が周期的レポーティングを介して検索される実施形態４６～５
０のいずれか１つの方法。
【００８０】
　５３．現ステータス情報が自発的に検索される実施形態４６～５０のいずれか１つの方
法。
【００８１】
　５４．ネットワーク管理エンティティ、高スループット動作可能ＳＴＡ、および高スル
ープット動作可能ＡＰがＳＮＭＰを使用して通信する実施形態４６～４８のいずれか１つ
の方法。
【００８２】
　５５．ネットワーク管理エンティティ、高スループット動作可能ＳＴＡ、および高スル
ープット動作可能ＡＰがＳＮＭＰ状メッセージを使用して通信し、ＳＮＭＰメッセージが
、高スループット動作可能ＳＴＡと高スループット動作可能ＡＰの間で伝送するために高
スループット動作可能ＡＰによってＬ２フレームとしてカプセル化され、高スループット
動作可能ＡＰとネットワーク管理エンティティの間で伝送するために高スループット動作
可能ＡＰでＳＮＭＰメッセージに変換される実施形態４６～４８のいずれか１つの方法。
【００８３】
　５６．ネットワーク管理エンティティ、高スループット動作可能ＳＴＡ、および高スル
ープット動作可能ＡＰがＩＰユニットを使用して通信する実施形態４６～４８のいずれか
１つの方法。
【００８４】
　５７．ステータス情報が、高スループット動作可能ＳＴＡ、高スループット動作可能Ａ
Ｐ、およびネットワーク管理エンティティのうちの少なくとも１つの上に実装されたデー
タベースを介して収集される実施形態４６～５６のいずれか１つの方法。
【００８５】
　５８．データベースがＭＩＢの形態である実施形態５７の方法。
【００８６】
　５９．現ＡＰとターゲット高スループット動作可能ＡＰが同一のＥＳＳに属する実施形
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態２～５８のいずれか１つの方法。
【００８７】
　６０．現ＡＰとターゲット高スループット動作可能ＡＰが異なるＥＳＳに属する実施形
態２～５８のいずれか１つの方法。
【００８８】
　６１．現ＡＰからターゲットＡＰへの拡張ＢＳＳ遷移のためのワイヤレス通信システム
。
【００８９】
　６２．高スループット関連情報を通信するように構成された少なくとも１つの高スルー
プット動作可能ＡＰを備える実施形態６１のシステム。
【００９０】
　６３．高スループット関連情報を通信し、通信した高スループット関連情報に基づいて
ターゲットＡＰへのＢＳＳ遷移を実施するように構成された少なくとも１つの高スループ
ット動作可能ＳＴＡを備える実施形態６２のシステム。
【００９１】
　６４．高スループット関連情報が、ＳＴＡとターゲットＡＰの間で直接的に通信される
実施形態６２～６３のいずれか１つのシステム。
【００９２】
　６５．高スループット関連情報が、現ＡＰを介してＳＴＡとターゲットＡＰの間で通信
される実施形態６２～６４のいずれか１つのシステム。
【００９３】
　６６．高スループット関連情報が、ビーコンフレーム、２次ビーコンフレーム、プロー
ブ要求フレーム、プローブ応答フレーム、関連付け要求フレーム、関連付け応答フレーム
、再関連付け要求フレーム、再関連付け応答フレーム、認証要求フレーム、および認証応
答フレームのうちの少なくとも１つの中に含まれる実施形態６２～６５のいずれか１つの
システム。
【００９４】
　６７．高スループット関連情報が、データフレーム、管理フレーム、制御フレーム、お
よびアクションフレームのうちの少なくとも１つの中に含まれる実施形態６２～６６のい
ずれか１つのシステム。
【００９５】
　６８．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｒ関連シグナリングメッセージ
内に含まれる実施形態６２～６７のいずれか１つのシステム。
【００９６】
　６９．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｋ関連シグナリングメッセージ
内に含まれる実施形態６２～６７のいずれか１つのシステム。
【００９７】
　７０．高スループット関連情報が、測定パイロットフレーム、ＡＰチャネル要求要素、
ＡＰチャネルレポート要素、隣接レポート要求フレーム、隣接レポート応答フレーム、隣
接レポート要求要素、隣接レポート応答要素のうちの少なくとも１つの中に含まれる実施
形態６９のシステム。
【００９８】
　７１．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｖ関連シグナリングメッセージ
内に含まれる実施形態６２～６７のいずれか１つのシステム。
【００９９】
　７２．高スループット関連情報が、ローミング管理要求フレーム、ローミング管理要求
要素、ローミング管理応答フレーム、およびローミング管理応答要素のうちの少なくとも
１つの中に含まれる実施形態７１のシステム。
【０１００】
　７３．高スループット関連情報がＩＥＥＥ８０２．１１ｎ関連情報である実施形態６２
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～６７のいずれか１つのシステム。
【０１０１】
　７４．高スループット関連情報が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロッ
クＡＣＫ資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、Ａ－ＭＰＤＵ集約
パラメータのセットアップ、ＰＳＭＰサービスの可用性、ＡＰＳＤサービスおよびパラメ
ータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ転送速度の可用性のう
ちの少なくとも１つを含む実施形態７３のシステム。
【０１０２】
　７５．高スループット関連情報が、ＡＰおよびＳＴＡの能力、機能、およびパラメータ
のうちの少なくとも１つを含む実施形態６２～７４のいずれか１つのシステム。
【０１０３】
　７６．高スループット関連情報が、複数のＭＰＤＵの、１つのＰＳＤＵへの集約を可能
にするフレーム集約フォーマットを示す実施形態６２～７５のいずれか１つのシステム。
【０１０４】
　７７．高スループット関連情報が、複数のＭＳＤＵの、１つのＭＰＤＵへの集約を可能
にするフレーム集約フォーマットを示す実施形態６２～７６のいずれか１つのシステム。
【０１０５】
　７８．高スループット関連情報がブロック肯定応答機構を示す実施形態６２～７７のい
ずれか１つのシステム。
【０１０６】
　７９．高スループット関連情報がＮイミディエイトブロック肯定応答を示す実施形態６
２～７８のいずれか１つのシステム。
【０１０７】
　８０．高スループット関連情報が、ＢＡまたはＢＡＲに関する否定応答を含むＮ遅延Ｂ
Ａを示す実施形態６２～７９のいずれか１つのシステム。
【０１０８】
　８１．高スループット関連情報が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示す実施形態６
２～８０のいずれか１つのシステム。
【０１０９】
　８２．高スループット関連情報が、ＰＳＤＵとして集約されたＭＰＤＵの通常肯定応答
をアサートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示す実施形態６２～８１のいず
れか１つのシステム。
【０１１０】
　８３．高スループット関連情報が、ＮＡＶ解放のためのＣＦエンドでの長ＮＡＶ確保を
示す実施形態６２～８２のいずれか１つのシステム。
【０１１１】
　８４．高スループット関連情報が物理層レベルスプーフィングを示す実施形態６２～８
３のいずれか１つのシステム。
【０１１２】
　８５．高スループット関連情報がＭＩＭＯ省電力を示す実施形態６２～８４のいずれか
１つのシステム。
【０１１３】
　８６．高スループット関連情報がＭＩＭＯ低減能力を示す実施形態６２～８５のいずれ
か１つのシステム。
【０１１４】
　８７．高スループット関連情報が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を
管理するための機構を示す実施形態６２～８６のいずれか１つのシステム。
【０１１５】
　８８．高スループット関連情報がチャネル管理方法およびチャネル選択方法を示す実施
形態６２～８７のいずれか１つのシステム。
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【０１１６】
　８９．高スループット関連情報がＲＩＦＳ保護を示す実施形態６２～８８のいずれか１
つのシステム。
【０１１７】
　９０．高スループット関連情報がグリーンフィールド保護を示す実施形態６２～８９の
いずれか１つのシステム。
【０１１８】
　９１．高スループット関連情報がＰＳＭＰを示す実施形態６２～９０のいずれか１つの
システム。
【０１１９】
　９２．高スループット関連情報が複数のＴＩＤブロック肯定応答を示す実施形態６２～
９１のいずれか１つのシステム。
【０１２０】
　９３．高スループット関連情報がＳＴＢＣ制御フレームを示す実施形態６２～９２のい
ずれか１つのシステム。
【０１２１】
　９４．高スループット関連情報がＬ－ＳＩＧ伝送機会保護を示す実施形態６２～９３の
いずれか１つのシステム。
【０１２２】
　９５．高スループット関連情報がＰＣＯ能力を示す実施形態６２～９４のいずれか１つ
のシステム。
【０１２３】
　９６．高スループット関連情報が送信ビーム形成能力を示す実施形態６２～９５のいず
れか１つのシステム。
【０１２４】
　９７．高スループット関連情報が高速リンク適合を示す実施形態６２～９６のいずれか
１つのシステム。
【０１２５】
　９８．高スループット関連情報が暗黙的フィードバックを示す実施形態６２～９７のい
ずれか１つのシステム。
【０１２６】
　９９．高スループット関連情報がＣＳＩフィードバックを示す実施形態６２～９８のい
ずれか１つのシステム。
【０１２７】
　１００．高スループット関連情報が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとして
の使用を示す実施形態６２～９９のいずれか１つのシステム。
【０１２８】
　１０１．高スループット関連情報が較正サポートを示す実施形態６２～１００のいずれ
か１つのシステム。
【０１２９】
　１０２．高スループット関連情報が応答側のデータ転送の逆方向サポートを示す実施形
態６２～１０１のいずれか１つのシステム。
【０１３０】
　１０３．高スループット関連情報がアンテナ選択を示す実施形態６２～１０２のいずれ
か１つのシステム。
【０１３１】
　１０４．ＳＴＡが、ＡＰの拡張範囲および通常範囲についての測定レポートを別個に生
成および送信する実施形態６２～１０３のいずれか１つのシステム。
【０１３２】
　１０５．ＳＴＡが、ＡＰの拡張範囲および通常範囲についての組合せ測定レポートを生
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成および送信する実施形態６２～１０４のいずれか１つのシステム。
【０１３３】
　１０６．高スループット能力、機能、およびパラメータに関するＳＴＡおよびＡＰの現
ステータス情報を得て、ＳＴＡおよびＡＰの高スループット能力、機能、およびパラメー
タのうちの少なくとも１つを選択的に動作可能および動作不能にするように構成されたネ
ットワーク管理エンティティをさらに備える実施形態６３～１０５のいずれか１つのシス
テム。
【０１３４】
　１０７．ネットワーク管理エンティティがＡＰに含まれる実施形態１０６のシステム。
【０１３５】
　１０８．ネットワーク管理エンティティ、ＳＴＡ、およびＡＰが、ｌａｙｅｒ　２通信
プロトコルを介して通信し、現ステータス情報を検索する実施形態１０６～１０７のいず
れか１つのシステム。
【０１３６】
　１０９．ネットワーク管理エンティティ、ＳＴＡ、およびＡＰが、ｌａｙｅｒ　３通信
プロトコルを介して通信し、現ステータス情報を検索する実施形態１０６～１０７のいず
れか１つのシステム。
【０１３７】
　１１０．現ステータス情報がポールを介して検索される実施形態１０６～１０９のいず
れか１つのシステム。
【０１３８】
　１１１．現ステータス情報が周期的レポーティングを介して検索される実施形態１０６
～１０９のいずれか１つのシステム。
【０１３９】
　１１２．現ステータス情報が自発的に検索される実施形態１０６～１０９のいずれか１
つのシステム。
【０１４０】
　１１３．ネットワーク管理エンティティ、ＳＴＡ、およびＡＰがＳＮＭＰを使用して通
信する実施形態１０６～１１２のいずれか１つのシステム。
【０１４１】
　１１４．ネットワーク管理エンティティ、ＳＴＡ、およびＡＰがＳＮＭＰ状メッセージ
を使用して通信し、ＳＮＭＰメッセージが、ＳＴＡとＡＰの間で伝送するためにＡＰによ
ってＬ２フレームとしてカプセル化され、ＡＰとネットワーク管理エンティティの間で伝
送するためにＡＰでＳＮＭＰメッセージに変換される実施形態１０６～１１２のいずれか
１つのシステム。
【０１４２】
　１１５．ネットワーク管理エンティティ、ＳＴＡ、およびＡＰがＩＰユニットを使用し
て通信する実施形態１０６～１１２のいずれか１つのシステム。
【０１４３】
　１１６．ステータス情報が、ＳＴＡ、ＡＰ、およびネットワーク管理エンティティのう
ちの少なくとも１つの上に実装されたデータベースを介して収集される実施形態１０６～
１１２のいずれか１つのシステム。
【０１４４】
　１１７．データベースがＭＩＢの形態である実施形態１１６のシステム。
【０１４５】
　１１８．現ＡＰとターゲットＡＰが同一のＥＳＳに属する実施形態６２～１１７のいず
れか１つのシステム。
【０１４６】
　１１９．現ＡＰとターゲットＡＰが異なるＥＳＳに属する実施形態６２～１１７のいず
れか１つのシステム。
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【０１４７】
　本発明の機能および要素を特定の組合せの好ましい実施形態で説明したが、各機能また
は要素を好ましい実施形態の他の機能および要素なしに単独で使用することができ、また
は本発明の他の機能および要素を伴う、もしくは伴わない様々な組合せで使用することが
できる。本発明で与えた方法またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセッ
サによって実行されるコンピュータ可読記憶媒体内に有形に実施されたコンピュータプロ
グラム、ソフトウェア、またはファームウェアとして実装することができる。コンピュー
タ可読記憶媒体の例は、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵ハードディスクや取外し可能
ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭディスクやデジタルバーサタイルデ
ィスク（ＤＶＤ）などの光媒体を含む。
【０１４８】
　適切なプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する
１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、
任意の集積回路、および／または状態マシンを含む。
【０１４９】
　ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ
）、ユーザ装置（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、ま
たは任意のホストコンピュータで使用される無線周波数トランシーバを実装することがで
きる。カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオフォン、スピーカフォン、バイブレーシ
ョン装置、スピーカ、マイクロフォン、テレビジョントランシーバ、ハンズフリーヘッド
セット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユニット
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ディスプレイユニット、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）
ディスプレイユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレー
ヤモジュール、インターネットブラウザ、および／または任意のワイヤレスローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）モジュールなどのハードウェアおよび／またはソフトウェア
で実装されたモジュールと共にＷＴＲＵを使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】本発明に従って動作するワイヤレス通信システムを示す図である。
【図２】本発明による拡張ＢＳＳ遷移のためのプロセスの流れ図である。
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月30日(2008.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高スループットオペレーションを実現する方法であって、
　第１間隔でビーコンフレームを受信する工程と、
　第２間隔で高スループット（ＨＴ）能力要素を有する測定パイロットフレームを受信す
る工程であって、前記第２間隔が前記第１間隔よりも短い工程と
を具えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記測定パイロットフレーム内の前記ＨＴ能力要素が、アクセスポイント（ＡＰ）の能
力、機能、またはパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータユニ
ット（ＭＰＤＵ）の、１つの物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）への集約を可能に
するフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）サービスデータユニット
（ＭＳＤＵ）の、１つのＭＡＣプロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）への集約を可能にす
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るフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記ＨＴ能力要素がブロック肯定応答機構を示すことを特徴とする請求項１記載の方法
。
【請求項６】
　前記ＨＴ能力要素がＮイミディエイトブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項７】
　前記ＨＴ能力要素が、ブロック肯定応答（ＢＡ）またはＢＡ要求（ＢＡＲ）に関する否
定応答を含むＮ遅延ＢＡを示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記ＨＴ能力要素が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項９】
　前記ＨＴ能力要素が、物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）として集約されたメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）の通常肯定応答をアサ
ートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示すことを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項１０】
　前記ＨＴ能力要素が、長ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）解放のためのコンテン
ションフリー（ＣＦ）エンドでのＮＡＶ確保を示すことを特徴とする請求項１記載の方法
。
【請求項１１】
　前記ＨＴ能力要素が物理層レベルスプーフィングを示すことを特徴とする請求項１記載
の方法。
【請求項１２】
　前記ＨＴ能力要素が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）省電力を示すことを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＨＴ能力要素が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）低減能力を示すことを特徴とする請
求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＨＴ能力要素が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を管理するため
の機構を示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＨＴ能力要素がチャネル管理方法およびチャネル選択方法を示すことを特徴とする
請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＨＴ能力要素が短縮フレーム間間隔（ＲＩＦＳ）保護を示すことを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＨＴ能力要素がグリーンフィールド保護を示すことを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項１８】
　前記ＨＴ能力要素が省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）を示すことを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＨＴ能力要素が複数のトラフィック識別子（ＴＩＤ）ブロック肯定応答を示すこと
を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２０】
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　前記ＨＴ能力要素が時空ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）制御フレームを示すことを
特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＨＴ能力要素が非高スループット（ＨＴ）信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）伝送機会
保護を示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２２】
　前記ＨＴ能力要素が制御および観測ポイント（ＰＣＯ）能力を示すことを特徴とする請
求項１記載の方法。
【請求項２３】
　前記ＨＴ能力要素が送信ビーム形成能力を示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　前記ＨＴ能力要素が高速リンク適合を示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２５】
　前記ＨＴ能力要素が暗黙的フィードバックを示すことを特徴とする請求項１記載の方法
。
【請求項２６】
　前記ＨＴ能力要素がチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックを示すことを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＨＴ能力要素が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとしての使用を示すこ
とを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２８】
　前記ＨＴ能力要素が較正サポートを示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２９】
　前記ＨＴ能力要素が応答側のデータ転送の逆方向サポートを示すことを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項３０】
　前記ＨＴ能力要素がアンテナ選択を示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３１】
　前記ＨＴ能力要素が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロック肯定応答（
ＡＣＫ）資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、集約メディアアク
セス制御プロトコロルデータ単位（Ａ－ＭＰＤＵ）集約パラメータのセットアップ、省電
力マルチポール（ＰＳＭＰ）サービスの可用性、自動省電力送達（ＡＰＳＤ）サービスお
よびパラメータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ転送速度の
可用性のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３２】
　プローブ要求フレームを送信することをさらに具え、前記プローブ要求フレームが前記
測定パイロットフレームに応答することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３３】
　前記プローブ要求フレームが第２ＨＴ能力要素を有することを特徴とする請求項３２記
載の方法。
【請求項３４】
　前記プローブ要求フレーム内の前記第２ＨＴ能力要素が、ステーション（ＳＴＡ）の能
力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項３３
記載の方法。
【請求項３５】
　第１間隔でビーコンフレームを受信し、第２間隔で高スループット（ＨＴ）能力要素を
有する測定パイロットフレームを受信するように構成された受信機であって、前記第２間
隔が前記第１間隔よりも短い受信機
を具えたことを特徴とする高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
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【請求項３６】
　前記測定パイロットフレーム内の前記ＨＴ能力要素が、アクセスポイント（ＡＰ）の能
力、機能、またはパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項３５
記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項３７】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位
（ＭＰＤＵ）の、１つの物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）への集約を可能にする
フレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項３５記載の高スループット（Ｈ
Ｔ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項３８】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）サービスデータユニット
（ＭＳＤＵ）の、１つのＭＡＣプロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）への集約を可能にす
るフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項３５記載の高スループット（
ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項３９】
　前記ＨＴ能力要素がブロック肯定応答機構を示すことを特徴とする請求項３５記載の高
スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４０】
　前記ＨＴ能力要素がＮイミディエイトブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４１】
　前記ＨＴ能力要素が、ブロック肯定応答（ＢＡ）またはＢＡ要求（ＢＡＲ）に関する否
定応答を含むＮ遅延ＢＡを示すことを特徴とする請求項３５記載の高スループット（ＨＴ
）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４２】
　前記ＨＴ能力要素が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４３】
　前記ＨＴ能力要素が、物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）として集約されたメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）の通常肯定応答をアサ
ートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示すことを特徴とする請求項３５記載
の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４４】
　前記ＨＴ能力要素が、ＮＡＶ解放のためのコンテンションフリー（ＣＦ）エンドでの長
ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）確保を示すことを特徴とする請求項３５記載の高
スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４５】
　前記ＨＴ能力要素が物理層レベルスプーフィングを示すことを特徴とする請求項３５記
載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４６】
　前記ＨＴ能力要素が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）省電力を示すことを特徴とする請求
項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４７】
　前記ＨＴ能力要素が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）低減能力を示すことを特徴とする請
求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項４８】
　前記ＨＴ能力要素が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を管理するため
の機構を示すことを特徴とする請求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（
ＳＴＡ）。
【請求項４９】
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　前記ＨＴ能力要素がチャネル管理方法およびチャネル選択方法を示すことを特徴とする
請求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５０】
　前記ＨＴ能力要素が短縮フレーム間間隔（ＲＩＦＳ）保護を示すことを特徴とする請求
項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５１】
　前記ＨＴ能力要素がグリーンフィールド保護を示すことを特徴とする請求項３５記載の
高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５２】
　前記ＨＴ能力要素が省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）を示すことを特徴とする請求項３
５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５３】
　前記ＨＴ能力要素が複数のトラフィック識別子（ＴＩＤ）ブロック肯定応答を示すこと
を特徴とする請求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５４】
　前記ＨＴ能力要素が時空ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）制御フレームを示すことを
特徴とする請求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５５】
　前記ＨＴ能力要素が非高スループット（ＨＴ）信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）伝送機会
保護を示すことを特徴とする請求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（Ｓ
ＴＡ）。
【請求項５６】
　前記ＨＴ能力要素が制御および観測ポイント（ＰＣＯ）能力を示すことを特徴とする請
求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５７】
　前記ＨＴ能力要素が送信ビーム形成能力を示すことを特徴とする請求項３５記載の高ス
ループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５８】
　前記ＨＴ能力要素が高速リンク適合を示すことを特徴とする請求項３５記載の高スルー
プット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項５９】
　前記ＨＴ能力要素が暗黙的フィードバックを示すことを特徴とする請求項３５記載の高
スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６０】
　前記ＨＴ能力要素がチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックを示すことを特徴とす
る請求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６１】
　前記ＨＴ能力要素が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとしての使用を示すこ
とを特徴とする請求項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６２】
　前記ＨＴ能力要素が較正サポートを示すことを特徴とする請求項３５記載の高スループ
ット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６３】
　前記ＨＴ能力要素が応答側のデータ転送の逆方向サポートを示すことを特徴とする請求
項３５記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６４】
　前記ＨＴ能力要素がアンテナ選択を示すことを特徴とする請求項３５記載の高スループ
ット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６５】
　前記ＨＴ能力要素が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロック肯定応答（
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ＡＣＫ）資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、集約メディアアク
セス制御プロトコロルデータ単位（Ａ－ＭＰＤＵ）集約パラメータのセットアップ、省電
力マルチポール（ＰＳＭＰ）サービスの可用性、自動省電力送達（ＡＰＳＤ）サービスお
よびパラメータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ転送速度の
可用性のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項３５記載の高スループット
（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６６】
　プローブ要求フレームを送信するように構成された送信機をさらに備え、前記プローブ
要求フレームが前記測定パイロットフレームに応答することを特徴とする請求項３５記載
の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６７】
　前記プローブ要求フレームが第２ＨＴ能力要素を有することを特徴とする請求項６６記
載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６８】
　前記プローブ要求フレーム内の前記第２ＨＴ能力要素が、ステーション（ＳＴＡ）の能
力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項６７
記載の高スループット（ＨＴ）ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項６９】
　高スループットオペレーションを実現する方法であって、
　第１間隔でビーコンフレームを送信する工程と、
　第２間隔で高スループット（ＨＴ）能力要素を有する測定パイロットフレームを送信す
ることであって、前記第２間隔が前記第１間隔よりも短い工程と
を具えたことを特徴とする方法。
【請求項７０】
　前記測定パイロットフレーム内の前記ＨＴ能力要素が、アクセスポイント（ＡＰ）の能
力、機能、またはパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項６９
記載の方法。
【請求項７１】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位
（ＭＰＤＵ）の、１つの物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）への集約を可能にする
フレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項７２】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）サービスデータユニット
（ＭＳＤＵ）の、１つのＭＡＣプロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）への集約を可能にす
るフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項７３】
　前記ＨＴ能力要素がブロック肯定応答機構を示すことを特徴とする請求項６９記載の方
法。
【請求項７４】
　前記ＨＴ能力要素がＮイミディエイトブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
６９記載の方法。
【請求項７５】
　前記ＨＴ能力要素が、ブロック肯定応答（ＢＡ）またはＢＡ要求（ＢＡＲ）に関する否
定応答を含むＮ遅延ＢＡを示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項７６】
　前記ＨＴ能力要素が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
６９記載の方法。
【請求項７７】
　前記ＨＴ能力要素が、物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）として集約されたメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）の通常肯定応答をアサ
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ートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示すことを特徴とする請求項６９記載
の方法。
【請求項７８】
　前記ＨＴ能力要素が、ＮＡＶ解放のためのコンテンションフリー（ＣＦ）エンドでの長
ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）確保を示すことを特徴とする請求項６９記載の方
法。
【請求項７９】
　前記ＨＴ能力要素が、物理層レベルスプーフィングを示すことを特徴とする請求項６９
記載の方法。
【請求項８０】
　前記ＨＴ能力要素が、多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）省電力を示すことを特徴とする請
求項６９記載の方法。
【請求項８１】
　前記ＨＴ能力要素が、多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）低減能力を示すことを特徴とする
請求項６９記載の方法。
【請求項８２】
　前記ＨＴ能力要素が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を管理するため
の機構を示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項８３】
　前記ＨＴ能力要素が、チャネル管理方法およびチャネル選択方法を示すことを特徴とす
る請求項６９記載の方法。
【請求項８４】
　前記ＨＴ能力要素が、短縮フレーム間間隔（ＲＩＦＳ）保護を示すことを特徴とする請
求項６９記載の方法。
【請求項８５】
　前記ＨＴ能力要素が、グリーンフィールド保護を示すことを特徴とする請求項６９記載
の方法。
【請求項８６】
　前記ＨＴ能力要素が、省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）を示すことを特徴とする請求項
６９記載の方法。
【請求項８７】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のトラフィック識別子（ＴＩＤ）ブロック肯定応答を示すこ
とを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項８８】
　前記ＨＴ能力要素が、時空ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）制御フレームを示すこと
を特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項８９】
　前記ＨＴ能力要素が、非高スループット（ＨＴ）信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）伝送機
会保護を示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項９０】
　前記ＨＴ能力要素が、制御および観測ポイント（ＰＣＯ）能力を示すことを特徴とする
請求項６９記載の方法。
【請求項９１】
　前記ＨＴ能力要素が、送信ビーム形成能力を示すことを特徴とする請求項６９記載の方
法。
【請求項９２】
　前記ＨＴ能力要素が、高速リンク適合を示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項９３】
　前記ＨＴ能力要素が、暗黙的フィードバックを示すことを特徴とする請求項６９記載の
方法。
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【請求項９４】
　前記ＨＴ能力要素が、チャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックを示すことを特徴と
する請求項６９記載の方法。
【請求項９５】
　前記ＨＴ能力要素が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとしての使用を示すこ
とを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項９６】
　前記ＨＴ能力要素が、較正サポートを示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項９７】
　前記ＨＴ能力要素が、応答側のデータ転送の逆方向サポートを示すことを特徴とする請
求項６９記載の方法。
【請求項９８】
　前記ＨＴ能力要素が、アンテナ選択を示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項９９】
　前記ＨＴ能力要素が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロック肯定応答（
ＡＣＫ）資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、集約メディアアク
セス制御プロトコロルデータ単位（Ａ－ＭＰＤＵ）集約パラメータのセットアップ、省電
力マルチポール（ＰＳＭＰ）サービスの可用性、自動省電力送達（ＡＰＳＤ）サービスお
よびパラメータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ転送速度の
可用性のうちの少なくとも１つを示すことを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項１００】
　プローブ要求フレームを受信することをさらに具え、前記プローブ要求フレームが前記
測定パイロットフレームに応答することを特徴とする請求項６９記載の方法。
【請求項１０１】
　前記プローブ要求フレームが、第２ＨＴ能力要素を有することを特徴とする請求項１０
０記載の方法。
【請求項１０２】
　前記プローブ要求フレーム内の前記第２ＨＴ能力要素が、ステーション（ＳＴＡ）の能
力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１０
１記載の方法。
【請求項１０３】
　第１間隔でビーコンフレームを送信し、第２間隔で高スループット（ＨＴ）能力要素を
有する測定パイロットフレームを送信するように構成された送信機であって、前記第２間
隔が前記第１間隔よりも短い送信機
を具えたことを特徴とするアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１０４】
　前記測定パイロットフレームの前記ＨＴ能力要素が、アクセスポイント（ＡＰ）の能力
、機能、またはパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１０３
記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１０５】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位
（ＭＰＤＵ）の、１つの物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）への集約を可能にする
フレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイント
（ＡＰ）。
【請求項１０６】
　前記ＨＴ能力要素が、複数のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）サービスデータユニット
（ＭＳＤＵ）の、１つのＭＡＣプロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）への集約を可能にす
るフレーム集約フォーマットを示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイン
ト（ＡＰ）。
【請求項１０７】



(34) JP 2009-529292 A 2009.8.13

　前記ＨＴ能力要素がブロック肯定応答機構を示すことを特徴とする請求項１０３記載の
アクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１０８】
　前記ＨＴ能力要素がＮイミディエイトブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１０９】
　前記ＨＴ能力要素が、ブロック肯定応答（ＢＡ）またはＢＡ要求（ＢＡＲ）に関する否
定応答を含むＮ遅延ＢＡを示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイント（
ＡＰ）。
【請求項１１０】
　前記ＨＴ能力要素が圧縮ビットマップブロック肯定応答を示すことを特徴とする請求項
１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１１】
　前記ＨＴ能力要素が、物理サービスデータユニット（ＰＳＤＵ）として集約されたメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコロルデータ単位（ＭＰＤＵ）の通常肯定応答をアサ
ートすることによる暗黙的ブロック肯定応答要求を示すことを特徴とする請求項１０３記
載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１２】
　前記ＨＴ能力要素が、ＮＡＶ解放のためのコンテンションフリー（ＣＦ）エンドでの長
ネットワーク割振りベクトル（ＮＡＶ）確保を示すことを特徴とする請求項１０３記載の
アクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１３】
　前記ＨＴ能力要素が、物理層レベルスプーフィングを示すことを特徴とする請求項１０
３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１４】
　前記ＨＴ能力要素が、多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）省電力を示すことを特徴とする請
求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１５】
　前記ＨＴ能力要素が多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）低減能力を示すことを特徴とする請
求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１６】
　前記ＨＴ能力要素が、２０ＭＨｚチャネルと４０ＭＨｚチャネルの共存を管理するため
の機構を示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１７】
　前記ＨＴ能力要素が、チャネル管理方法およびチャネル選択方法を示すことを特徴とす
る請求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１８】
　前記ＨＴ能力要素が、短縮フレーム間間隔（ＲＩＦＳ）保護を示すことを特徴とする請
求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１１９】
　前記ＨＴ能力要素が、グリーンフィールド保護を示すことを特徴とする請求項１０３記
載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２０】
　前記ＨＴ能力要素が、省電力マルチポール（ＰＳＭＰ）を示すことを特徴とする請求項
１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２１】
　前記ＨＴ能力要素が複数のトラフィック識別子（ＴＩＤ）ブロック肯定応答を示すこと
を特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２２】
　前記ＨＴ能力要素が時空ブロックコーディング（ＳＴＢＣ）制御フレームを示すことを
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特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２３】
　前記ＨＴ能力要素が非高スループット（ＨＴ）信号フィールド（Ｌ－ＳＩＧ）伝送機会
保護を示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２４】
　前記ＨＴ能力要素が制御および観測ポイント（ＰＣＯ）能力を示すことを特徴とする請
求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２５】
　前記ＨＴ能力要素が送信ビーム形成能力を示すことを特徴とする請求項１０３記載のア
クセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２６】
　前記ＨＴ能力要素が高速リンク適合を示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセ
スポイント（ＡＰ）。
【請求項１２７】
　前記ＨＴ能力要素が暗黙的フィードバックを示すことを特徴とする請求項１０３記載の
アクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２８】
　前記ＨＴ能力要素がチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックを示すことを特徴とす
る請求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１２９】
　前記ＨＴ能力要素が、ゼロ長フレームのサウンディングフレームとしての使用を示すこ
とを特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１３０】
　前記ＨＴ能力要素が較正サポートを示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセス
ポイント（ＡＰ）。
【請求項１３１】
　前記ＨＴ能力要素が応答側のデータ転送の逆方向サポートを示すことを特徴とする請求
項１０３記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１３２】
　前記ＨＴ能力要素がアンテナ選択を示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセス
ポイント（ＡＰ）。
【請求項１３３】
　前記ＨＴ能力要素が、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎサービスの可用性、ブロック肯定応答（
ＡＣＫ）資源の可用性およびブロックＡＣＫ合意の事前セットアップ、集約メディアアク
セス制御プロトコロルデータ単位（Ａ－ＭＰＤＵ）集約パラメータのセットアップ、省電
力マルチポール（ＰＳＭＰ）サービスの可用性、自動省電力送達（ＡＰＳＤ）サービスお
よびパラメータの可用性、拡張範囲サービスの可用性、ならびに一定のデータ転送速度の
可用性のうちの少なくとも１つを示すことを特徴とする請求項１０３記載のアクセスポイ
ント（ＡＰ）。
【請求項１３４】
　プローブ要求フレームを受信するように構成された受信機をさらに備え、前記プローブ
要求フレームが前記測定パイロットフレームに応答することを特徴とする請求項１０３記
載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１３５】
　前記プローブ要求フレームが第２ＨＴ能力要素を有することを特徴とする請求項１３４
記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
【請求項１３６】
　前記プローブ要求フレーム内の前記第２ＨＴ能力要素が、ステーション（ＳＴＡ）の能
力、機能、およびパラメータのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１３
５記載のアクセスポイント（ＡＰ）。
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