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(57)【要約】
　局のサブセットのためにネットワーク割当てベクトル
を選択的に設定するための方法および装置。一態様では
、複数のワイヤレスデバイスのためにワイヤレス通信媒
体へのアクセスを予約する方法であって、ネットワーク
割当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数の
ワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第１
のサブセットのための第１の指示を含み、ＮＡＶを設定
しないようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワ
イヤレスデバイスの第２のサブセットのための第２の指
示をさらに含むメッセージを送信し、それによって、複
数のワイヤレスデバイスのうちの少なくとも第２のサブ
セットのためにワイヤレス媒体へのアクセスを予約する
ことを備える、方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のワイヤレスデバイスのためにワイヤレス通信媒体へのアクセスを予約する方法で
あって、ネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの前記複数のワイヤ
レスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第１のサブセットのための第１の指示を含み
、前記ＮＡＶを設定しないようにとの前記複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレス
デバイスの第２のサブセットのための第２の指示をさらに含むメッセージを送信し、それ
によって、前記複数のワイヤレスデバイスのうちの少なくとも前記第２のサブセットのた
めに前記ワイヤレス媒体へのアクセスを予約することを備える、方法。
【請求項２】
　前記第２の指示は、前記メッセージのタイプフィールドおよびサブタイプフィールドの
うちの少なくとも１つに情報を含めることによる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の指示および前記第２の指示は、前記メッセージのプロトコルバージョンフィ
ールドに値を含めることにより、前記ＮＡＶを設定するようにとの前記第１の指示は、前
記値が０に等しいときであり、前記ＮＡＶを設定しないようにとの前記第２の指示は、前
記値が０よりも大きい値を備えるときである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の指示は、無効な持続時間値を指示する前記メッセージの持続時間フィールド
に情報を含めることにより、前記無効な持続時間値は、前記持続時間フィールドの許容可
能な値の定義された範囲外の値を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のワイヤレスデバイスのうちの少なくとも第３のサブセットのための第２のメ
ッセージを送信することをさらに備え、前記第２のメッセージは、前記ＮＡＶをリセット
するようにとのワイヤレスデバイスの前記第３のサブセットのための第３の指示を含み、
前記ＮＡＶをリセットしないようにとの前記複数のワイヤレスデバイスのうちの第４のサ
ブセットのための第４の指示をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第３の指示は、コンテンションフリー（ＣＦ）終了フレームの送信を利用すること
により、前記第４の指示は、前記ＣＦ終了フレームの基本サービスセット識別子フィール
ドに情報を含めることによる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第３の指示は、前記第２のメッセージの送信のために使用される物理レイヤフォー
マットに基づき、前記第４の指示は、前記第２のメッセージのタイプフィールドおよびサ
ブタイプフィールドのうちの少なくとも１つに情報を含めることによる、請求項５に記載
の方法。
【請求項８】
　前記第１の指示は、前記メッセージのフィールドに情報を含めることにより、前記フィ
ールドは、持続時間フィールド以外のものであり、前記情報は、前記複数のワイヤレスデ
バイスのうちの前記第１のサブセットが前記ＮＡＶを設定する持続時間を指示し、前記第
２の指示は、前記ＮＡＶを設定しないために前記複数のワイヤレスデバイスのうちの前記
第２のサブセットのために前記メッセージの前記持続時間フィールドにゼロの持続時間を
含めることによる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記メッセージは、送信可メッセージを備え、前記第１の指示は、前記送信可メッセー
ジの持続時間フィールドに持続時間を含めることにより、前記第２の指示は、マルチキャ
ストアドレスまたは特定の媒体アクセス制御アドレスのうちの１つを識別する前記送信可
メッセージの受信機アドレスフィールドに情報を含めることによる、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
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　前記メッセージは、送信可メッセージを備え、前記第１の指示は、前記送信可メッセー
ジの持続時間フィールドに持続時間を含めることにより、前記第２の指示は、マルチキャ
ストアドレスまたは特定の媒体アクセス制御アドレスを識別する前記送信可メッセージの
受信機アドレスフィールドに情報を含めることと、前記送信可メッセージのサービスフィ
ールドに情報を含めることとによる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージは、送信可メッセージを備え、前記第１の指示は、前記複数のワイヤレ
スデバイスの前記第１のサブセットの媒体アクセス制御アドレスのリストを含めることに
よる、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メッセージは、送信可メッセージを備え、前記送信可メッセージは、潜在的に干渉
するワイヤレスデバイスの最大数の値を含み、前記ＮＡＶを設定するようにとの前記第１
の指示は、潜在的に干渉するワイヤレスデバイスの前記最大数が、前記メッセージを受信
する前記複数のワイヤレスデバイスのうちのデバイスによって生成されるランダムな数よ
りも小さいときであり、前記ＮＡＶを設定しないようにとの前記第２の指示は、潜在的に
干渉するワイヤレスデバイスの前記最大数が前記メッセージを受信する前記複数のワイヤ
レスデバイスのうちの前記デバイスによって生成されるランダムな数よりも大きいときで
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メッセージは、送信要求メッセージであり、前記第１の指示は、前記送信要求メッ
セージの持続時間フィールドに持続時間を含めることにより、前記第２の指示は、マルチ
キャストアドレスを識別する前記送信要求メッセージの送信機アドレスフィールドに情報
を含めることにより、前記送信要求メッセージのサービスフィールドに情報を備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記メッセージは、送信要求メッセージを備え、前記第１の指示は、前記複数のワイヤ
レスデバイスの前記第１のサブセットの媒体アクセス制御アドレスのリストを含めること
による、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　送信可メッセージを受信することをさらに備え、前記送信可メッセージは、前記送信要
求メッセージと同様に前記媒体アクセス制御アドレスの前記リストを含む、請求項１４に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記メッセージは、送信要求メッセージを備え、前記送信要求メッセージは、潜在的に
干渉するワイヤレスデバイスの最大数の値を含み、前記ＮＡＶを設定するようにとの前記
第１の指示は、潜在的に干渉するワイヤレスデバイスの前記最大数が前記メッセージを受
信する前記複数のワイヤレスデバイスのうちのデバイスによって生成されるランダムな数
よりも小さいときであり、前記ＮＡＶを設定しないようにとの前記第２の指示が、潜在的
に干渉するワイヤレスデバイスの前記最大数が前記メッセージを受信する前記複数のワイ
ヤレスデバイスのうちの前記デバイスによって生成されるランダムな数よりも大きいとき
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記メッセージは、データまたは管理フレームを備え、前記第１の指示は、前記送信要
求メッセージの持続時間フィールドに持続時間を含めることにより、前記第２の指示は、
マルチキャストアドレスを識別する前記データまたは管理フレームの送信機アドレスフィ
ールド中に情報を含めることにより、さらに、前記データまたは管理フレームのサービス
フィールドに情報を含めることによる、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記メッセージは、サービス品質ヌルフレームであり、前記第１の指示は、前記サービ
ス品質ヌルフレームの持続時間フィールドに持続時間を含めることにより、前記第２の指
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示は、前記サービス品質ヌルフレームの制御フィールドに情報を含めることによる、請求
項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メッセージは、制御ラッパーフレームであり、前記第１の指示は、前記制御ラッパ
ーフレームの持続時間フィールドに持続時間を含めることにより、前記第２の指示は、無
効値を指示する前記制御ラッパーフレームの高スループット制御フィールドに情報を含め
ることにより、前記無効値は、前記高スループット制御フィールドの許容可能な値の定義
された範囲外の値である、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記メッセージは、前記ワイヤレス媒体にアクセスしようと試みる前に前記媒体がアイ
ドルであるタイムスロットの指示された数の間待つようにとの前記メッセージを受信する
ワイヤレスデバイスのための命令を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　メッセージ、ネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数のワイ
ヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第１のサブセットのための第１の指示、お
よび前記ＮＡＶを設定しないようにとの前記複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレ
スデバイスの第２のサブセットのための第２の指示をさらに含むことを生成することを行
うように構成されたプロセッサと、
　前記メッセージを送信し、それによって、前記複数のワイヤレスデバイスのうちの少な
くとも前記第２のサブセットのためにワイヤレス媒体へのアクセスを予約することを行う
ように構成された送信機と
　を備える、デバイス。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、前記第２の指示が、前記メッセージのタイプフィールドおよびサブ
タイプフィールドのうちの少なくとも１つに情報を含めることによるように、前記メッセ
ージを生成するようにさらに構成された、請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記送信機は、前記複数のワイヤレスデバイスのうちの少なくとも第３のサブセットの
ための第２のメッセージを送信するようにさらに構成され、前記第２のメッセージは、前
記ＮＡＶをリセットするようにとのワイヤレスデバイスの前記第３のサブセットのための
第３の指示を含み、前記ＮＡＶをリセットしないようにとの前記複数のワイヤレスデバイ
スのうちの第４のサブセットのための第４の指示をさらに含む、請求項２１に記載のデバ
イス。
【請求項２４】
　前記第２のメッセージは、コンテンションフリー（ＣＦ）終了フレームを備え、前記第
３の指示は、前記ＣＦ終了フレームの送信を利用することにより、前記第４の指示は、前
記ＣＦ終了フレームの基本サービスセット識別子フィールドに情報を含めることによる、
請求項２３に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、前記メッセージが、前記媒体にアクセスしようと試みる前に前記媒
体がアイドルであるタイムスロットの示された数の間待つようにとの前記メッセージを受
信するワイヤレスデバイスのための命令を含むように前記メッセージを生成するようにさ
らに構成された、請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２６】
　ワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　ネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数のワイヤレスデバイ
スのうちのワイヤレスデバイスの第１のサブセットのための第１の指示を含み、前記ＮＡ
Ｖを設定しないようにとの前記複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの
第２のサブセットのための第２の指示をさらに含むメッセージを生成するための手段と、
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　前記メッセージを送信し、それによって、前記複数のワイヤレスデバイスのうちの少な
くとも前記第２のサブセットのためにワイヤレス媒体へのアクセスを予約するための手段
と
　を備える、デバイス。
【請求項２７】
　前記メッセージを生成するための前記手段は、送信可メッセージを生成するための手段
を備え、前記第１の指示は、前記送信可メッセージの持続時間フィールドに持続時間を含
めることにより、前記第２の指示は、マルチキャストアドレスまたは特定の媒体アクセス
制御アドレスのうちの１つを識別する前記送信可メッセージの受信機アドレスフィールド
に情報を含めることによる、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記メッセージを生成するための前記手段は、送信要求メッセージを生成するための手
段を備え、前記第１の指示は、前記送信要求メッセージの持続時間フィールドに持続時間
を含めることにより、前記第２の指示は、マルチキャストアドレスを識別する前記送信要
求メッセージの送信機アドレスフィールドに情報を含めることにより、前記送信要求メッ
セージのサービスフィールドに情報を備える、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記メッセージを生成するための前記手段は、送信要求メッセージを生成するための手
段を備え、前記送信要求メッセージは、潜在的に干渉するワイヤレスデバイスの最大数の
値を含み、前記ＮＡＶを設定するようにとの前記第１の指示は、潜在的に干渉するワイヤ
レスデバイスの前記最大数が前記メッセージを受信する前記複数のワイヤレスデバイスの
うちのデバイスによって生成されるランダムな数よりも小さいときであり、前記ＮＡＶを
設定しないようにとの前記第２の指示は、潜在的に干渉するワイヤレスデバイスの前記最
大数が前記メッセージを受信する前記複数のワイヤレスデバイスのうちの前記デバイスに
よって生成されるランダムな数よりも大きいときである、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項３０】
　実行されたとき、装置に、
　ネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数のワイヤレスデバイ
スのうちのワイヤレスデバイスの第１のサブセットのための第１の指示を含み、前記ＮＡ
Ｖを設定しないようにとの前記複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの
第２のサブセットのための第２の指示をさらに含むメッセージを送信し、それによって、
前記複数のワイヤレスデバイスのうちの少なくとも前記第２のサブセットのためにワイヤ
レス媒体へのアクセスを予約すること
　を行わせるコードを備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本開示のいくつかの態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイ
ヤレスネットワークにおける通信を選択的にブロックするための方法および装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]多くの電気通信システムでは、いくつかの対話している空間的に離れたデバイス
の間でメッセージを交換するために、通信ネットワークが使用される。ネットワークは、
たとえばメトロポリタンエリア、ローカルエリア、またはパーソナルエリアであり得る地
理的範囲に従って分類され得る。そのようなネットワークはそれぞれ、ワイドエリアネッ
トワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）、またはパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）として指定され
得る。ネットワークはまた、様々なネットワークノードとデバイスとを相互接続するため
に使用されるスイッチング／ルーティング技法（たとえば、回線交換対パケット交換）、
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送信のために用いられる物理媒体のタイプ（たとえば、有線対ワイヤレス）、および使用
される通信プロトコルのセット（たとえば、インターネットプロトコルスイート、ＳＯＮ
ＥＴ（同期光ネットワーキング）、イーサネット（登録商標）など）によって異なる。
【０００３】
　[0003]ワイヤレスネットワークは、ネットワーク要素がモバイルであり、したがって動
的な接続性を必要とするとき、またはネットワークアーキテクチャが固定されたトポロジ
でなくアドホックなトポロジで形成される場合に、好ましいことが多い。ワイヤレスネッ
トワークは、無線、マイクロ波、赤外線、光などの周波数帯域中の電磁波を使用する非誘
導伝搬モードでは、無形物理媒体を採用する。ワイヤレスネットワークは、有利には、固
定されたワイヤードネットワークと比較すると、ユーザのモビリティと迅速なフィールド
展開とを容易にする。
【０００４】
　[0004]ワイヤレスネットワーク内のデバイスは、互いの間で情報を送信／受信し得る。
デバイスは、異なるデータレートで通信し得る。多くのデバイスが通信ネットワークを共
有し、デバイスネットワークの通信レートの間に大きい差がある場合、輻輳および非効率
的なリンク使用が生じ得る。したがって、高効率ワイヤレスネットワークにおける通信効
率を改善するためのシステム、方法、および非一時的コンピュータ可読媒体が必要とされ
る。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]添付の特許請求の範囲内のシステム、方法およびデバイスの様々な実装形態は、
それぞれいくつかの態様を有し、それらのうちの単一の態様が、単独で、本明細書で説明
する望ましい属性を担当するとは限らない。添付の特許請求の範囲を限定することなしに
、いくつかの顕著な特徴が本明細書で説明される。
【０００６】
　[0006]本明細書で説明する主題の１つまたは複数の実装形態の詳細は、添付の図面およ
び以下の説明に示されている。他の特徴、態様、および利点は、説明、図面、および特許
請求の範囲から明らかになるであろう。以下の図の相対寸法は一定の縮尺で描かれていな
いことがあることに留意されたい。
【０００７】
　[0007]本開示の一態様は、複数のワイヤレスデバイスのためにワイヤレス通信媒体への
アクセスを予約する方法を提供する。ネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ：network al
location vector）を設定するようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレス
デバイスの第１のサブセットのための第１の指示を含み、ＮＡＶを設定しないようにとの
複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第２のサブセットのための第２
の指示をさらに含むメッセージを送信し、それによって、複数のワイヤレスデバイスのう
ちの少なくとも第２のサブセットのためにワイヤレス媒体へのアクセスを予約することを
備える本方法。
【０００８】
　[0008]本開示の別の態様は、ワイヤレス通信の方法を提供する。媒体にアクセスしよう
と試みる前に媒体がアイドルであるタイムスロットの示された数の間待つように、受信す
るワイヤレスデバイスに命令するメッセージを送信することを備える本方法。
【０００９】
　[0009]本開示の別の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。メッセージ、ネ
ットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数のワイヤレスデバイスの
うちのワイヤレスデバイスの第１のサブセットのための第１の指示、およびＮＡＶを設定
しないようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第２のサブセ
ットのための第２の指示をさらに含むことを生成することを行うように構成されたプロセ
ッサを備える本装置。メッセージを送信し、それによって、複数のワイヤレスデバイスの
うちの少なくとも第２のサブセットのためにワイヤレス媒体へのアクセスを予約すること
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を行うように構成された送信機をさらに備える本装置。
【００１０】
　[0010]本開示の別の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。媒体にアクセス
しようと試みる前に媒体がアイドルであるタイムスロットの示された数の間待つように、
受信するワイヤレスデバイスに命令するメッセージを生成するように構成されたプロセッ
サを備える本装置。メッセージを送信するように構成された送信機をさらに備える本装置
。
【００１１】
　[0011]本開示の別の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。ネットワーク割
当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤ
レスデバイスの第１のサブセットのための第１の指示を含み、ＮＡＶを設定しないように
との複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第２のサブセットのための
第２の指示をさらに含むメッセージを生成するための手段を備える本装置。メッセージを
送信し、それによって、複数のワイヤレスデバイスのうちの少なくとも第２のサブセット
のためにワイヤレス媒体へのアクセスを予約するための手段をさらに備える本装置。
【００１２】
　[0012]本開示の別の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。媒体にアクセス
しようと試みる前に媒体がアイドルであるタイムスロットの示された数の間待つように、
受信するワイヤレスデバイスに命令するメッセージを生成するための手段を備える本装置
。メッセージを送信するための手段をさらに備える本装置。
【００１３】
　[0013]本開示の別の態様は、非一時的コンピュータ可読媒体を提供する。実行されたと
き、装置に、ネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数のワイヤ
レスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第１のサブセットのための第１の指示を含み
、ＮＡＶを設定しないようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイス
の第２のサブセットのための第２の指示をさらに含むメッセージを送信し、それによって
、複数のワイヤレスデバイスのうちの少なくとも第２のサブセットのためにワイヤレス媒
体へのアクセスを予約することを行わせるコードを備える本媒体。
【００１４】
　[0014]本開示の別の態様は、非一時的コンピュータ可読媒体を提供する。実行されたと
き、装置に、媒体にアクセスしようと試みる前に媒体がアイドルであるタイムスロットの
示された数の間待つように、受信するワイヤレスデバイスに命令するメッセージを送信す
ることを行わせるコードを備える本媒体。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[0015]本開示の態様が利用され得るワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２】[0016]図１のワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレスデバイスにお
いて利用され得る様々な構成要素を示す図。
【図３】[0017]例示的なワイヤレス通信システムの図。
【図４】[0018]例示的なＲＴＳ／ＣＴＳ交換の図。
【図５】[0019]例示的なＲＴＳ／ＣＴＳ交換の図。
【図６】[0020]ＲＴＳ／ＣＴＳ交換の時間シーケンス図
【図７】[0021]ワイヤレス通信システムにおける例示的なＲＴＳ／ＣＴＳ交換の図。
【図８】[0022]例示的な制限付きアクセスウィンドウ（ＲＡＷ：restricted access wind
ow）動作の時間シーケンス図。
【図９】[0023]ワイヤレス通信を提供するための例示的な方法の態様のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[0024]新規のシステム、装置、および方法の様々な態様について、以下で、添付図面を
参照してより十分に説明される。ただし、本開示教示は、多くの異なる形態で実施され得
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るものであり、本開示全体にわたって提示する任意の特定の構造または機能に限定される
ものと解釈すべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が徹底的で完全なものとな
り、本開示の範囲を当業者に十分に伝えるように、与えられる。本明細書の教示に基づい
て、本開示の範囲は、本発明の任意の他の態様とは無関係に実装されるか、本発明の任意
の他の態様と組み合わされるかにかかわらず、本明細書で開示される新規のシステム、装
置、および方法の任意の態様を包含するものであることを、当業者なら諒解されたい。た
とえば、本明細書で開示される態様のうちの任意の個数を使用して、装置が実施され得、
方法が実践され得る。加えて、本発明の範囲は、本明細書で述べられる本発明の様々な態
様に加えて、またはそれ以外の、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実施
されるそのような装置または方法を包含することを意図する。本明細書で開示されるすべ
ての態様が、ある請求項の１つまたは複数の要素によって実施され得ることを理解された
い。
【００１７】
　[0025]特定の態様が本明細書で説明されるが、これらの態様の多数の変形および置換が
、本開示の範囲に含まれる。好ましい態様のいくつかの利益および利点が述べられるが、
本開示の範囲は特定の利益、使用、または目的に限定されるものではない。むしろ、本開
示の態様は、様々なワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および伝送プロトコ
ルに広く適用可能であるものとし、それらのいくつかを例として、図において、および好
適な態様についての以下の説明において示す。この詳細な説明および図面は、限定的であ
るのではなく本開示の説明に役立つものにすぎず、本開示の範囲は、添付の特許請求の範
囲とその同等物とによって定義される。
【００１８】
　[0026]ワイヤレスネットワーク技術は、様々なタイプのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）を含み得る。ＷＬＡＮは、広く使用されているネットワーキングプ
ロトコルを採用する、隣接デバイスをともに相互接続するために使用され得る。本明細書
で説明される様々な態様は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、またはより一般的には、ワイヤレ
スプロトコルのＩＥＥＥ８０２．１１ファミリーの任意のメンバーなど、任意の通信規格
に適用され得る。
【００１９】
　[0027]いくつかの態様では、ワイヤレス信号は、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）、
直接シーケンススペクトル拡散（ＤＳＳＳ：direct-sequence spread spectrum）通信、
ＯＦＤＭ通信とＤＳＳＳ通信との組合せ、または他の方式を使用して、高効率８０２．１
１プロトコルに従って送信され得る。高効率８０２．１１プロトコルの実装形態は、イン
ターネットアクセス、センサ、計測、スマートグリッドネットワーク、または他のワイヤ
レス適用例のために使用され得る。有利なことに、この特定のワイヤレスプロトコルを実
装するいくつかのデバイスの態様は、他のワイヤレスプロトコルを実装するデバイスより
も消費電力が少ないことがあり、短い距離にわたってワイヤレス信号を送信するために使
用されることがあり、および／または、人などの物体によって遮断されることがあまりな
さそうな信号を送信することが可能であり得る。
【００２０】
　[0028]いくつかの実装形態では、ＷＬＡＮは、ワイヤレスネットワークにアクセスする
構成要素である様々なデバイスを含む。たとえば、２つのタイプのデバイス、すなわちア
クセスポイント（「ＡＰ」）と（局または「ＳＴＡ」とも呼ばれる）クライアントとがあ
り得る。概して、ＡＰはＷＬＡＮのためのハブまたは基地局として働き、ＳＴＡはＷＬＡ
Ｎのユーザとして働く。たとえば、ＳＴＡは、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、携帯電話などであり得る。ある例では、ＳＴＡは、インターネットまたは他
のワイドエリアネットワークへの全般的な接続性を取得するために、Ｗｉ－Ｆｉ（たとえ
ば、８０２．１１ａｈのようなＩＥＥＥ８０２．１１プロトコル）準拠ワイヤレスリンク
を介してＡＰに接続する。いくつかの実装形態では、ＳＴＡは、ＡＰとしても使用され得
る。
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【００２１】
　[0029]本明細書で説明する技法は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む、様々
なブロードバンドワイヤレス通信システムに使用され得る。そのような通信システムの例
としては、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、直交周波数分
割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ）システムなどがある。ＳＤＭＡシステムは、複数のユーザ端末に属するデータを同
時に送信するために十分に異なる方向を利用し得る。ＴＤＭＡシステムは、送信信号を異
なるタイムスロットに分割することによって、複数のユーザ端末が同じ周波数チャネルを
共有することを可能にし得、各タイムスロットは異なるユーザ端末に割り当てられる。Ｔ
ＤＭＡシステムは、ＧＳＭ（登録商標）または当技術分野で知られている何らかの他の規
格を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、全システム帯域幅を複数の直交サブキャリアに
区分する変調技法である、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用する。これらのサブ
キャリアは、トーン、ビンなどと呼ばれることもある。ＯＦＤＭでは、各サブキャリアは
独立してデータで変調され得る。ＯＦＤＭシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１または当技
術分野で知られている何らかの他の規格を実装し得る。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、シス
テム帯域幅にわたって分散されたサブキャリア上で送信するためのインターリーブＦＤＭ
Ａ（ＩＦＤＭＡ）、隣接するサブキャリアのブロック上で送信するための局所ＦＤＭＡ（
ＬＦＤＭＡ）、または隣接するサブキャリアの複数のブロック上で送信するための拡張Ｆ
ＤＭＡ（ＥＦＤＭＡ）を利用し得る。一般に、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域
で、ＳＣ－ＦＤＭＡでは時間領域で送信される。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、３ＧＰＰ（
登録商標）－ＬＴＥ（登録商標）（第３世代パートナーシッププロジェクトロングターム
エボリューション（3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution））また
は他の規格を実装し得る。
【００２２】
　[0030]本明細書の教示は、様々な有線またはワイヤレス装置（たとえば、ノード）に組
み込まれ得る（たとえば、その装置内で実装され、またはその装置によって実行され得る
）。いくつかの態様では、本明細書の教示に従って実装されるワイヤレスノードはアクセ
スポイントまたはアクセス端末を備え得る。
【００２３】
　[0031]アクセスポイント（「ＡＰ」）は、ＮｏｄｅＢ、無線ネットワークコントローラ
（「ＲＮＣ」）、ｅＮｏｄｅＢ、基地局コントローラ（「ＢＳＣ」）、基地局装置（「Ｂ
ＴＳ」）、基地局（「ＢＳ」）、送受信機機能（「ＴＦ」）、無線ルータ、無線送受信機
、基本サービスセット（「ＢＳＳ」）、拡張サービスセット（「ＥＳＳ」）、無線基地局
（「ＲＢＳ」）、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装され
るか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。
【００２４】
　[0032]局「ＳＴＡ」は、アクセス端末（「ＡＴ」）、加入者局、加入者ユニット、移動
局、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器
、もしくは他の何らかの用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、または
それらのいずれかとして知られていることがある。いくつかの実装形態では、アクセス端
末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイ
ヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有
するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された何らかの他の適切な処
理デバイスを備え得る。したがって、本明細書で教示される１つまたは複数の態様は、電
話（たとえば、セルラーフォンまたはスマートフォン）、コンピュータ（たとえば、ラッ
プトップ）、ポータブル通信デバイス、ヘッドセット、ポータブルコンピューティングデ
バイス（たとえば、携帯データ端末）、エンターテインメントデバイス（たとえば、音楽
デバイスもしくはビデオデバイス、または衛星ラジオ）、ゲームデバイスもしくはゲーム
システム、全地球測位システムデバイス、または、ワイヤレス媒体を介して通信するため
に構成された任意の他の適切なデバイスに組み込まれ得る。



(10) JP 2016-541158 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

【００２５】
　[0033]上で論じたように、本明細書で説明するデバイスのいくつかは、たとえば、８０
２．１１ａｈ規格を実装し得る。そのようなデバイスは、ＳＴＡとして使用されるか、Ａ
Ｐとして使用されるか、他のデバイスとして使用されるかにかかわらず、スマート検針の
ためにまたはスマートグリッドネットワークにおいて使用され得る。そのようなデバイス
は、センサへの適用例を提供し、またはホームオートメーションにおいて使用され得る。
デバイスは、代わりにまたは加えて、たとえば、個人の健康管理のために、健康管理の状
況において使用され得る。それらのデバイスはまた、（たとえば、ホットスポットととも
に使用する）拡張された範囲のインターネット接続性を可能にするために、またはマシン
ツーマシン通信を実装するために、監視のために使用され得る。
【００２６】
　[0034]図１に、本開示の態様が採用され得るワイヤレス通信システム１００の一例を示
す。ワイヤレス通信システム１００は、ワイヤレス規格、たとえば、８０２．１１ａｈ、
８０２．１１ａｃ、８０２．１１ｎ、８０２．１１ｇおよび８０２．１１ｂ規格のうちの
少なくとも１つに従って動作し得る。ワイヤレス通信システム１００は、ＳＴＡ１０６と
通信するＡＰ１０４を含み得る。
【００２７】
　[0035]ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間のワイヤレス通信システム１００における送信
のために、様々な処理および方法が使用され得る。たとえば、信号は、ＯＦＤＭ／ＯＦＤ
ＭＡ技法に従って、ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間で送信および受信され得る。この場
合、ワイヤレス通信システム１００はＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムと呼ばれることがあ
る。代替的に、信号は、ＣＤＭＡ技法に従って、ＡＰ１０４とＳＴＡ１０６との間で送信
および受信され得る。この場合、ワイヤレス通信システム１００はＣＤＭＡシステムと呼
ばれることがある。
【００２８】
　[0036]ＡＰ１０４からＳＴＡ１０６の１つまたは複数への送信を支援する通信リンクは
ダウンリンク（ＤＬ）１０８と呼ばれることがあり、ＳＴＡ１０６の１つまたは複数から
ＡＰ１０４への送信を支援する通信リンクはアップリンク（ＵＬ）１１０と呼ばれること
がある。代替的に、ダウンリンク１０８は順方向リンクまたは順方向チャネルと呼ばれる
ことがあり、アップリンク１１０は逆方向リンクまたは逆方向チャネルと呼ばれることが
ある。
【００２９】
　[0037]ＡＰ１０４は、基本サービスエリア（ＢＳＡ）１０２においてワイヤレス通信カ
バレージを与え得る。ＡＰ１０４は、ＡＰ１０４と関連付けられ、通信のためにＡＰ１０
４を使用するＳＴＡ１０６とともに、基本サービスセット（ＢＳＳ）と呼ばれ得る。ワイ
ヤレス通信システム１００は、中央ＡＰ１０４を有していないことがあり、むしろＳＴＡ
１０６間のピアツーピアネットワークとして機能し得ることに留意されたい。したがって
、本明細書で説明されるＡＰ１０４の機能は、代替的に、ＳＴＡ１０６の１つまたは複数
によって実行され得る。
【００３０】
　[0038]図２に、ワイヤレス通信システム１００内で採用され得るワイヤレスデバイス２
０２において利用され得る様々な構成要素を示す。ワイヤレスデバイス２０２は、本明細
書に記載される様々な方法を実施するように構成され得るデバイスの一例である。たとえ
ば、ワイヤレスデバイス２０２は、ＡＰ１０４を備えるか、またはＳＴＡ１０６のうちの
１つを備え得る。
【００３１】
　[0039]ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２の動作を制御するプロ
セッサ２０４を含み得る。プロセッサ２０４は、中央処理装置（ＣＰＵ）と呼ばれること
もある。読取り専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方を含み
得るメモリ２０６は、プロセッサ２０４に命令とデータとを供給する。メモリ２０６の一
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部分は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含み得る。プロセッサ２０４
は、通常、メモリ２０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて論理演算と算術演算と
を実施する。メモリ２０６内の命令は、本明細書で説明される方法を実施するように実行
可能であり得る。
【００３２】
　[0040]プロセッサ２０４は、１つまたは複数のプロセッサとともに実装された処理シス
テムを備え得るか、またはその構成要素であり得る。１つまたは複数のプロセッサは、汎
用マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬ
Ｄ）、コントローラ、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア構成要素、専用ハードウ
ェア有限状態機械、または情報の計算もしくは他の操作を実施することができる任意の他
の適切なエンティティの任意の組合せにより実装され得る。
【００３３】
　[0041]処理システムはまた、ソフトウェアを記憶するための機械可読媒体を含み得る。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハー
ドウェア記述言語、またはそれ以外のいずれで呼ばれるかにかかわらず、任意のタイプの
命令を意味するものとして広範に解釈されるべきである。命令は、（たとえば、ソースコ
ードフォーマット、バイナリコードフォーマット、実行可能コードフォーマット、または
任意の他の好適なコードフォーマットの）コードを含み得る。命令は、１つまたは複数の
プロセッサによって実行されたとき、処理システムに、本明細書で説明される様々な機能
を実施させる。
【００３４】
　[0042]ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２と遠隔位置との間のデ
ータの送受信を可能にする送信機２１０と受信機２１２とを含み得るハウジング２０８も
含み得る。送信機２１０および受信機２１２は、トランシーバ２１４に結合され得る。ア
ンテナ２１６は、ハウジング２０８に取り付けられ、トランシーバ２１４に電気的に結合
され得る。ワイヤレスデバイス２０２はまた、たとえば、ＭＩＭＯ通信中に利用され得る
、（図示しない）複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバ、および／または複
数のアンテナを含み得る。
【００３５】
　[0043]ワイヤレスデバイス２０２はまた、トランシーバ２１４によって受信された信号
のレベルを検出し定量化するために使用され得る、信号検出器２１８を含み得る。信号検
出器２１８は、そのような信号を、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりの
エネルギー、電力スペクトル密度および他の信号として検出し得る。ワイヤレスデバイス
２０２はまた、信号の処理に使用するためのデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）２２０を
含み得る。ＤＳＰ２２０は、送信のためのデータユニットを生成するために構成され得る
。いくつかの態様では、データユニットは、物理レイヤデータユニット（ＰＰＤＵ）を備
え得る。いくつかの態様では、ＰＰＤＵは、パケットと呼ばれる。
【００３６】
　[0044]いくつかの態様では、ワイヤレスデバイス２０２はさらに、ユーザインターフェ
ース２２２を備え得る。ユーザインターフェース２２２は、キーパッド、マイクロフォン
、スピーカー、および／またはディスプレイを備え得る。ユーザインターフェース２２２
は、ワイヤレスデバイス２０２のユーザに情報を伝達するおよび／またはユーザからの入
力を受信する、任意の要素または構成要素を含み得る。
【００３７】
　[0045]ワイヤレスデバイス２０２の様々な構成要素は、バスシステム２２６によって互
いに結合され得る。バスシステム２２６は、たとえば、データバス、ならびに、データバ
スに加えて、電力バスと、制御信号バスと、ステータス信号バスとを含み得る。ワイヤレ
スデバイス２０２の構成要素は、何らかの他の機構を使用して、互いに結合され得るか、
または互いに対する入力を受け入れ、または提供し得ることを当業者は諒解されよう。
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【００３８】
　[0046]図２には、いくつかの別個の構成要素が示されているが、構成要素のうちの１つ
または複数が組み合わされ得るかまたは共通に実装され得ることを当業者は認識されよう
。たとえば、プロセッサ２０４は、プロセッサ２０４に関して上で説明された機能を実装
するためだけでなく、信号検出器２１８および／またはＤＳＰ２２０に関して上で説明さ
れた機能を実装するためにも使用され得る。さらに、図２に示されている構成要素の各々
は、複数の別個の要素を使用して実装され得る。
【００３９】
　[0047]上記で説明したように、ワイヤレスデバイス２０２は、ＡＰ１０４またはＳＴＡ
１０６を備え得、通信を送信および／または受信するために使用され得る。ワイヤレスネ
ットワークにおけるデバイスの間で交換される通信は、パケットまたはフレームを備え得
るデータユニットを含み得る。いくつかの態様では、データユニットは、データフレーム
、制御フレーム、および／または管理フレームを含み得る。データフレームは、ＡＰおよ
び／またはＳＴＡから他のＡＰおよび／またはＳＴＡにデータを送信するために使用され
得る。制御フレームは、様々な動作を実行するため、およびデータを確実に送達するため
のデータフレーム（たとえば、データの受領を肯定応答すること、ＡＰのポーリング、エ
リア－クリアリング動作、チャネル取得、キャリア－センシング維持機能など）とともに
使用され得る。管理フレームは、様々な監督機能のために（たとえば、ワイヤレスネット
ワークに接続し、そこから離脱するためなどに）使用され得る。
【００４０】
　[0048]本開示のいくつかの態様は、ＡＰ１０４が、効率を改善するのに最適化された方
法でＳＴＡ１０６の送信をスケジュールすることを可能にすることをサポートする。いく
つかの実施形態では、高効率無線（ＨＥＷ：high efficiency wireless）局は、８０２．
１１高効率プロトコル（たとえば、８０２．１１ａｘ以降に開発されたプロトコル）を利
用する局として定義され得る。ＨＥＷ局とより古いまたはレガシー８０２．１１プロトコ
ル（たとえば、８０２．１１ｂ）を使用する局は、ワイヤレス媒体へのアクセスについて
競合し得る。本明細書で説明する高効率８０２．１１プロトコルによって、デバイスが、
同時に通信することができるデバイスと同時に通信することができないデバイスとを区別
する、修正された機構のもとで動作することが可能になり得る。したがって、集合住宅ま
たは人口密度の高い公共空間の場合、高効率８０２．１１プロトコルを使用するＡＰおよ
び／またはＳＴＡは、アクティブなワイヤレスデバイスの数が増加する中でも、レイテン
シの低減とネットワークスループットの増大を経験し、それによってユーザ体験を改善し
得る。
【００４１】
　[0049]いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４は、少なくともサイレンスにされる（sile
nced）べきワイヤレスデバイスがメッセージを復号することができ、ワイヤレスデバイス
の第２のグループが送信のために媒体にアクセスし得るような伝送特性を使用してメッセ
ージを送信することによってワイヤレス媒体へのアクセスを制御し得る。いくつかの実施
形態では、メッセージは、第１のグループのネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を設
定する（たとえば、サイレンスにされる）ようにとの第１のグループのための第１の指示
を含み得る。いくつかの実施形態では、メッセージは、デバイスの第２のグループのＮＡ
Ｖを設定しない（たとえば、媒体にアクセスする）ようにとのデバイスの第２のグループ
のための第２の指示を含み得る。たとえば、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６
ｂは、レガシーＳＴＡであり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、ＨＥＷ　ＳＴＡであり得る
。この実施形態では、レガシーＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂからの干渉なしにＳＴＡ１
０６ｃおよび１０６ｄがＡＰ１０４と通信し得るように、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂ
をサイレンスにすることが望ましいことがある。したがって、伝送特性は、少なくともＳ
ＴＡ１０６ａおよび１０６ｂがメッセージを復号し得るようなものであり得る。ＳＴＡ１
０６ａおよび１０６ｂがメッセージを検出すると、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、メ
ッセージ内の持続時間フィールドによって識別された間隔の間サイレンスにされ得る。メ
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ッセージの持続時間フィールドは、総通信時間の所定の割合が、ＳＴＡ１０６ｃおよび１
０６ｄが通信するために予約されるように設定され得る。ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄ
はまた、メッセージを復号することが可能であり得るが、それらのネットワーク割当てベ
クトル（ＮＡＶ）を設定しないようにとの命令を受信し、したがって、メッセージの持続
時間フィールド中で識別された間隔の間サイレンスにされないことがある。
【００４２】
　[0050]いくつかの態様では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、レガシーＳＴＡのため
のＮＡＶを設定するとの第１の指示とＨＥＷ　ＳＴＡのためのＮＡＶを設定しないとの第
２の指示とを備えるメッセージを送ることによってＨＥＷ　ＳＴＡのみまたはＨＥＷ　Ｓ
ＴＡのグループのために媒体を予約する伝送特性をもつメッセージを送信し得る。他の態
様では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、ＨＥＷ　ＳＴＡのＮＡＶを設定するとの第１
の指示とレガシーＳＴＡのためのＮＡＶを設定しないとの第２の指示とをもつメッセージ
を送ることによってレガシーＳＴＡのみまたはレガシーＳＴＡのグループのために媒体を
予約する伝送特性をもつメッセージを送信し得る。これにより、ＡＰ１０４は、ＨＥＷ　
ＳＴＡとレガシーＳＴＡとの間に媒体へのアクセスをより効率的に割り当てることが可能
になることになる。
【００４３】
　[0051]一実施形態では、第１の指示は、第１の物理レイヤフレームフォーマットをもつ
第１のフレームであり得る。第１の物理レイヤフレームフォーマットは、第１のタイプフ
ィールドと第１のサブタイプフィールドとを備え得る。この実装形態では、図１に関して
、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、レガシーＩＥＥＥ８０２．１１規格（たとえば、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｂ）によるモードで動作し得、ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１高効率プロトコルによるモードで動作し得る。一実施形態では、レガ
シーＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂが、第１のタイプフィールドおよび第１のサブタイプ
フィールドにかかわらず第１のフレームのためのＮＡＶを復号することが可能であり得る
ように、第１の物理レイヤフレームは、８０２．１１ｂ（または同様のプロトコル）フレ
ームと同様の構造を有し得る。ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、次いで、第１のフレー
ムに従ってそれらのＮＡＶを設定し得る。一方、ＨＥＷ　ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄ
は、第１のフレームを復号するが、この第１の物理レイヤフレームタイプについて、タイ
プまたはサブタイプフィールド（たとえば、第２の指示）によって示されるように、それ
らが、第１のフレームのためのＮＡＶを無視し得、したがって、第１のフレームの持続時
間フィールドによって示される時間中に送信を送り得ることを決定し得る。いくつかの実
施形態では、第１の物理レイヤフレームフォーマットは、ＳＴＡの１つのグループによっ
てのみ復号可能であり得る（すなわち、第１のフレームはレガシー局によって復号可能で
ない）。この実装形態では、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、レガシー
ＩＥＥＥ８０２．１１規格（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ）によるモードで動作し
得、ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１高効率プロトコルによるモ
ードで動作し得る。この実施形態では、第１の物理レイヤフレームは、ＳＴＡ１０６ｃお
よび１０６ｄによってのみ復号可能であり得、第１の指示を備え得る。ＳＴＡ１０６ｃお
よび１０６ｄは、次いで、第１の物理レイヤフレームに従ってそれらのＮＡＶを設定し得
、一方、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、第１の物理レイヤフレームを復号することが
できないことがあり、したがって、媒体がアイドルであったかのように送信を送り得る。
したがって、第１の物理レイヤフレームはまた、ＮＡＶを設定しないようにとのＳＴＡ１
０６ａおよび１０６ｂのための第２の指示を備え得る。いくつかの実施形態では、第１の
物理レイヤフレームはまた、それらのＮＡＶを設定し得るＨＥＷ　ＳＴＡのグループまた
はＮＡＶを無視し得るＨＥＷ局のグループを示し得、それにより、ＨＥＷ局のあるグルー
プのために媒体を予約し得る。たとえば、第１の物理レイヤフレームは、ＳＴＡ１０６ｃ
がそれのＮＡＶを設定すべきであるとの第１の指示を含み、ＳＴＡ１０６ｄがＮＡＶを無
視し、自由に送信し得るとの第２の指示を含み得る。いくつかの態様では、第１の物理レ
イヤフレームフォーマットは、送信要求（ＲＴＳ：request to send）フレーム、送信可
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（ＣＴＳ：clear to send）フレームまたはＱｏＳヌルフレームのフォーマットと同様で
あり得る。
【００４４】
　[0052]いくつかの実施形態では、第１の指示は、既存のフレームフォーマットのフィー
ルド中の情報であり得る。一態様では、ＡＰ１０４は、自身への送信可（clear-to-send 
(CTS) to self）フレームを送信し得る。一実施形態では、ＡＰ１０４は、ＣＴＳフレー
ムのＮＡＶを無視するようにとのＳＴＡの第１のグループのための第２の指示としてマル
チキャストアドレスまたは特定の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスにＣＴＳフレーム
の受信機アドレス（ＲＡ：receiver address）を設定し得、一方、ＳＴＡの第２のグルー
プは、持続時間フィールドＣＴＳフレーム（たとえば、第１の指示）の持続時間に従って
それらのＮＡＶを設定し得る。たとえば、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂ
は、レガシーＳＴＡであり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、ＨＥＷ　ＳＴＡであり得る。
ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、ＣＴＳの持続時間フィールドの値に従ってそれらのＮ
ＡＶを設定し得、一方で、ＨＥＷ　ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、それらのＮＡＶを
設定しないとの第２の指示としてＲＡマルチキャストアドレスを認識し得、それによって
、ＣＴＳの持続時間中に送信することが可能になり得る。別の実施形態では、ＡＰ１０４
は、マルチキャストアドレスまたは特定の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスにＣＴＳ
フレームの受信機アドレス（ＲＡ）を設定し、ＣＴＳフレームのＮＡＶを無視するように
とのＳＴＡの第１のグループへの第２の指示としてＣＴＳフレームのサービスフィールド
中のスクランブルシーケンス中のビットのうちの１つを使用し得、一方、ＳＴＡの第２の
セットは、第１の指示、たとえば、ＣＴＳフレームの持続時間フィールドに従ってそれら
のＮＡＶを設定し得る。
【００４５】
　[0053]別の態様では、ＡＰ１０４は、送信要求（ＲＴＳ）フレームを送信し得る。一実
施形態では、ＡＰ１０４は、マルチキャストアドレスに送信機アドレス（ＴＡ：transmit
ter address）を設定することによって第２の指示を定義し、ＲＴＳフレームのＮＡＶを
無視するようにとのＳＴＡの第１のグループに指示するために、ＲＴＳのサービスフィー
ルド中のスクランブルシーケンス中のビットのうちの１つを使用し得、一方、ＳＴＡの第
２のグループは、ＲＴＳフレームの持続時間フィールド（たとえば、第１の指示）の持続
時間に従ってそれらのＮＡＶを設定し得る。たとえば、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａお
よび１０６ｂは、レガシーＳＴＡであり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、ＨＥＷ　ＳＴＡ
であり得る。ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、ＲＴＳに従ってそれらのＮＡＶを設定し
得、一方、ＨＥＷ　ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、それらのＮＡＶを設定しないとの
指示としてＴＡマルチキャストアドレスおよびサービスフィールド中の１ビットの使用を
認識し得、それによって、ＲＴＳの持続時間中に送信することが可能になり得る。他の実
施形態では、ＡＰ１０４は、任意のデータまたは管理フレームを送信し、マルチキャスト
アドレスにＴＡを設定し、データまたは管理フレームのＮＡＶを無視するようにＳＴＡの
第１のグループに指示する第２の指示として、データまたは管理フレームのサービスフィ
ールド中のスクランブルシーケンス中のビットのうちの１つを使用し得、一方、ＳＴＡの
第２のグループは、第１の指示、たとえば、データまたは管理フレームの持続時間フィー
ルドに従ってそれらのＮＡＶを設定し得る。
【００４６】
　[0054]別の態様では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、サービス品質（ＱｏＳ：qual
ity of service）フレームを送信し得る。一実施形態では、ＡＰ１０４は、ＱｏＳフレー
ムのＮＡＶを無視するようにＳＴＡの第１のグループに指示する第２の指示としてＱｏＳ
制御フィールドの予約済みビット（reserved bits）中で１ビット指示を使用し得、一方
、ＳＴＡの第２のグループは、第１の指示、たとえば、ＱｏＳフレームの持続時間フィー
ルドに従ってそれらのＮＡＶを設定し得る。たとえば、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａお
よび１０６ｂは、レガシーＳＴＡであり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、ＨＥＷ　ＳＴＡ
であり得る。ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、第１の指示（たとえば、ＱｏＳの持続時
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間フィールド中の値）を認識し、ＱｏＳの持続時間フィールドに従ってそれらのＮＡＶを
設定し得、一方、ＨＥＷ　ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、それらのＮＡＶを設定しな
いとの第２の指示として制御フィールド中の１ビット指示を認識し得、それによって、Ｑ
ｏＳの持続時間中に送信することが可能になり得る。
【００４７】
　[0055]別の態様では、ＡＰ１０４は、制御ラッパーフレーム（control wrapper frame
）を送信し得る。いくつかの実施形態では、制御ラッパーフレームは、ＲＴＳまたはＣＴ
Ｓフレームを搬送し得る。一実施形態では、ＡＰ１０４は、制御ラッパーフレームのＮＡ
Ｖを無視するようにＳＴＡの第１のグループに指示する第２の指示として、制御ラッパー
フレームの高スループット制御フィールド中の無効フィールド設定を使用し得、一方、Ｓ
ＴＡの第２のグループは、制御ラッパーフレームの持続時間フィールド（たとえば、第１
の指示）の持続時間に従ってそれらのＮＡＶを設定し得る。たとえば、図１に関して、Ｓ
ＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、レガシーＳＴＡであり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、
ＨＥＷ　ＳＴＡであり得る。ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、第１の指示、（ＲＴＳフ
レーム、ＣＴＳフレーム、または他のフレームをもつ）制御ラッパーフレームの持続時間
フィールドに従ってそれらのＮＡＶを設定し得、一方、ＨＥＷ　ＳＴＡ１０６ｃおよび１
０６ｄは、第２の指示として高スループット制御フィールド中の無効フィールド設定を認
識し得、それによって、制御ラッパーフレームの持続時間中に送信することが可能になり
得る。
【００４８】
　[0056]一実施形態では、第１および第２の指示は、プロトコルバージョンフィールド中
の情報に基づき得る。この実施形態では、ＡＰ１０４は、フレームの持続時間フィールド
中の持続時間に従ってＮＡＶを設定するようにとのＳＴＡの第１のグループへの第１の指
示を備え得るゼロよりも大きい値に設定されたプロトコルバージョンフィールドをもつフ
レームを送信し、一方、ＳＴＡの第２のグループは、フレームを復号することが可能でな
いことがあり、したがって、プロトコルバージョンフィールドの値は、それらのＮＡＶを
設定しないとの第２の指示を備え得る。たとえば、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａおよび
１０６ｂは、レガシーＳＴＡであり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、ＨＥＷ　ＳＴＡであ
り得る。ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、ゼロよりも大きい値に設定されたプロトコル
バージョンフィールドをもつフレームを復号することが可能でないことがあり、一方、Ｈ
ＥＷ　ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、このフレームを復号することが可能であり得、
フレームの持続時間フィールドに従ってそれらのＮＡＶを設定し得る。したがって、ＳＴ
Ａ１０６ａおよび１０６ｂは、フレームの持続時間中に送信することが可能であり得る。
【００４９】
　[0057]別の実施形態では、第１の指示は、持続時間フィールド中に情報を備え得る。こ
の実施形態では、ＡＰ１０４は、第１の指示を備え得る無効な持続時間値に設定された持
続時間フィールドをもつフレームを送信し得、フレームに従ってＮＡＶを設定するために
ＳＴＡの第１のグループによって復号可能であり得、一方、ＳＴＡの第２のグループは、
フレームを復号することが可能でないことがあり、したがって、無効な持続時間値は、第
２の指示を備え得、ＳＴＡの第２のグループは、それらのＮＡＶを設定しないことがある
。いくつかの実施形態では、持続時間フィールドは、ゼロと最大数との間の値、または別
の定義された範囲の値の間の値しか受け入れないことがある。無効な継続時間フィールド
値は、定義された範囲の許容可能な値の外の値を備え得る。たとえば、図１に関して、Ｓ
ＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、レガシーＳＴＡであり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、
ＨＥＷ　ＳＴＡであり得る。ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、無効な値に設定された持
続時間フィールドをもつフレームを復号することが可能でないことがあり、一方、ＨＥＷ
　ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、これに反して、このフレームを復号することが可能
であり得、フレームに従ってそれらのＮＡＶを設定し得る。したがって、ＳＴＡ１０６ａ
および１０６ｂは、フレームの持続時間中に送信することが可能であり得る。
【００５０】
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　[0058]別の実施形態では、第１の指示は、既存のフレームフォーマットのフィールド中
に情報を備え得る。一実施形態では、ＡＰ１０４は、ゼロに設定された持続時間フィール
ドを含むことによってなされる第２の指示をもつ第２のフレームを送信し得る。第２のフ
レームは、第２のフィールドを含み得、したがって、第２のフィールドは、第２のフレー
ムの第２のフィールドに従ってＮＡＶを設定するようにとのＳＴＡの第１のグループによ
る第１の指示を備え得、一方、ＳＴＡの第２のグループは、フレーム中の第２のフィール
ドを復号することが可能でないことがあり、したがって、それらのＮＡＶを設定し得ない
。たとえば、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、レガシーＳＴＡであり得
、１０６ｃおよび１０６ｄは、ＨＥＷ　ＳＴＡであり得る。ＳＴＡ１０６ａおよび１０６
ｂは、第２のフィールドを復号することが可能ではないことがあり、ゼロに設定された持
続時間フィールドは、それらのＮＡＶを設定しないようにとのＳＴＡ１０６ａおよび１０
６ｂのための第２の指示を備えることになり、一方、ＨＥＷ　ＳＴＡ１０６ｃおよび１０
６ｄは、第２のフレーム中の第２のフィールドを復号することが可能であり得、第２のフ
ィールドは、新しいフィールドに従ってそれらのＮＡＶを設定するようにとのＨＥＷ　Ｓ
ＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄのための第１の指示を備え得る。したがって、ＳＴＡ１０６
ａおよび１０６ｂは、フレームの持続時間中に送信することが可能であり得る。
【００５１】
　[0059]いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、その後、ＮＡＶを
リセットするようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第３の
サブセットのための第３の指示を備え、ＮＡＶをリセットしないとの複数のワイヤレスデ
バイスのうちの第４のサブセットのための第４の指示をさらに含むメッセージを送信し得
る。いくつかの態様では、第３の指示は、ＨＥＷ　ＳＴＡのみまたはＨＥＷ　ＳＴＡのグ
ループがＮＡＶをリセットし得るようなものであり得、第４の指示は、レガシーＳＴＡが
それらのＮＡＶをリセットしないようなものであり得る。他の態様では、第３の指示は、
レガシーＳＴＡのみまたはレガシーＳＴＡのグループがそれらのＮＡＶをリセットし得る
ようなものであり得、第４の指示は、ＨＥＷ　ＳＴＡがそれらのＮＡＶをリセットしない
ようなものであり得る。これにより、ＡＰ１０４は、ＨＥＷ　ＳＴＡとレガシーＳＴＡと
の間に媒体へのアクセスをより効率的に割り当てることが可能になることになる。
【００５２】
　[0060]一実施形態では、第４の指示は、ＣＦ終了フレーム（CF end frame）中に情報を
備え得る。この実施形態では、ＡＰ１０４は、第３の指示としてＣＦ終了フレームを送信
し得、ＣＦ終了フレームを無視するようにＳＴＡの第１のグループに指示する第４の指示
としてマルチキャストアドレスに基本サービスセット識別子（ＢＳＳＩＤ）を設定し得、
一方、ＳＴＡの第２のグループは、ＣＦ終了フレームに従ってそれらのＮＡＶをリセット
し得る。たとえば、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、レガシーＳＴＡで
あり得、１０６ｃおよび１０６ｄは、ＨＥＷ　ＳＴＡであり得る。ＳＴＡ１０６ａおよび
１０６ｂは、ＣＦ終了に従ってそれらのＮＡＶをリセットし得、一方、ＨＥＷ　ＳＴＡ１
０６ｃおよび１０６ｄは、それらのＮＡＶをリセットしないようにとの指示としてＢＳＳ
ＩＤマルチキャストアドレスを認識し得る。
【００５３】
　[0061]別の実施形態では、第３および第４の指示は、修正フレームフォーマット中のＣ
Ｆ終了フレームに基づき得る。いくつかの実施形態では、修正ＣＦ終了フレームフォーマ
ットは、ＳＴＡの１つのグループによってしか復号可能でないことがある。この実装形態
では、図１に関して、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、レガシーＩＥＥＥ８０２．１１
規格（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ）によるモードで動作し得、ＳＴＡ１０６ｃお
よび１０６ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１高効率プロトコルによるモードで動作し得る。こ
の実施形態では、修正ＣＦ終了フレームは、ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄによってしか
復号可能でない第３の指示を備え得る。ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、次いで、修正
ＣＦ終了フレームに従ってそれらのＮＡＶをリセットし得、一方、ＳＴＡ１０６ａおよび
１０６ｂは、修正フレームを復号することが可能でないことがあり、したがって、修正Ｃ
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Ｆ終了フレームは、ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄがそれらのＮＡＶをリセットし得ない
ことを指示する第４の指示を備え得る。
【００５４】
　[0062]一実施形態では、第３および第４の指示は、第３のタイプおよび第３のサブタイ
プをもつ第３のフレームフォーマットに基づき得、したがって、第３のフレームフォーマ
ットは、レガシー局によって復号可能でない。この実装形態では、図１に関して、ＳＴＡ
１０６ａおよび１０６ｂは、レガシーＩＥＥＥ８０２．１１規格（すなわち、ＩＥＥＥ８
０２．１１ｂ）によるモードで動作し得、ＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄは、ＩＥＥＥ８
０２．１１高効率プロトコルによるモードで動作し得る。一実施形態では、第３のフレー
ムは、８０２．１１ｂ（または同様のプロトコル）フレーム（すなわち、ＣＦ終了フレー
ム）と同様の構造を有し得るが、ＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂは、第３のフレームを復
号することが可能でないことがあり、したがって、第３のフレームフォーマットは、ＳＴ
Ａ１０６ａおよび１０６ｂがそれらのＮＡＶをリセットし得ないことを指示する第４の指
示を備え得る。ＨＥＷ　ＳＴＡ　１０６ｃおよび１０６ｄは、第３のフレームを復号し、
この第３のフレームタイプが第３の指示を備えることと、それらがＮＡＶをリセットし得
、したがって、媒体にアクセスし得ることとを決定し得る。
【００５５】
　[0063]いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、可変の時間期間の
間媒体を予約し得る。一態様では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、媒体にアクセスし
ようと試みる前にタイムスロットの示された数の間待つようにＳＴＡに命令するメッセー
ジを送り得る。メッセージを受信する各ＳＴＡは、示されたタイムスロット値で初期化さ
れるカウンタをもつバックオフプロシージャを実行し得る。各タイムスロットの後に、Ｓ
ＴＡは、媒体がタイムスロット中にビジーであったかどうかを検査し得る。媒体がビジー
であった場合、カウンタは、前のタイムスロット値にとどまり得る。媒体がアイドルであ
った場合、カウンタは、１だけ減少し得、カウンタがゼロに達するまで待ち続け得る。し
たがって、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６が媒体を予約する時間期間は、媒体中のトラフ
ィックに依存し得、定義された値でないことがある。
【００５６】
　[0064]本開示のいくつかの態様は、ＡＰおよびＳＴＡが、効率を改善するのに最適化さ
れた方法でＲＴＳ／ＣＴＳ交換を使用してノードのいくつかのサブセットのＮＡＶを選択
的に設定することを可能にすることをサポートする。概して、通常の８０２．１１プロト
コル（たとえば、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ａｃ、８０２．１１ｇ
、８０２．１１ｎなど）を使用するワイヤレスネットワークは、媒体アクセスのためのキ
ャリアセンス多重アクセス（ＣＳＭＡ：carrier sense multiple access）機構の下で動
作する。ＣＳＭＡに従って、デバイスは、媒体を検知し、媒体がアイドルであると検知さ
れたときにのみ送信する。ベースサービスエリア（ＢＳＡ：base service area）の内部
または外部に配置されたいくつかのＡＰまたはＳＴＡが、ＢＳＡ中のＡＰまたはＳＴＡに
よって行われた送信に干渉することなしにデータを送信することが可能であり得るので、
ＣＳＭＡ機構の使用は非効率を生じ得る。アクティブワイヤレスデバイスの数が増加し続
けるにつれて、非効率性は、ネットワークレイテンシとスループットとに著しく影響を及
ぼし始め得る。本明細書で説明するＲＴＳ／ＣＴＳ交換プロトコルによって、デバイスが
、ＲＴＳおよびＣＴＳフレームを交換しているデバイスと同時に通信することができるデ
バイスと同時に通信することができないデバイスとを区別する、修正された機構のもとで
動作することが可能になり得る。したがって、集合住宅または人口密度の高い公共空間の
場合、本明細書で説明する修正ＲＴＳ／ＣＴＳプロトコルを使用するＡＰおよび／または
ＳＴＡは、アクティブなワイヤレスデバイスの数が増加する中でも、レイテンシの低減と
ネットワークスループットの増大を経験し、それによってユーザ体験を改善し得る。
【００５７】
　[0065]図３は、チャネルｘのための例示的なワイヤレス通信システム３００の図である
。図示の実施形態では、ワイヤレス通信システム３００は、各々がＢＳＡ３０１～３０４
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とＳＴＡ（たとえば、ＳＴＡ１ｘ、ＳＴＡ２ｘ、およびＳＴＡ４）とを有する複数のＡＰ
（たとえば、ＡＰ１ｘ、ＡＰ２ｘ、ＡＰ３ｘ、およびＡＰ４）を含む。いくつかの実施形
態では、本明細書で説明するＡＰおよびＳＴＡの様々な動作が交換され得る。チャネルｘ
で作動する各ＡＰ－ＳＴＡリンク（たとえば、参照リンク３１５）に関して、受信に成功
したバイト数は、次のように表すことができる。
【数１】

ＲＴＳ／ＣＴＳ交換は、ＣＳＭＡ範囲外のチャネルｘ上でのデータ送信とチャネルｘ上で
の肯定応答（ＡＣＫ）送信とによって有効に受信される総バイト数をゼロに変更し得る。
ＣＳＭＡ範囲外のチャネルｘ上でデータ送信（Ｔｘ）を送るノードおよびチャネルｘ上で
肯定応答（ＡＣＫ）送信を送るノードは、チャネルｘ上の所与の参照リンク３１５に対す
る干渉を生じ得る「妨害物（jammers）」と見なされ得る。ＲＴＳ／ＣＴＳメッセージが
メッセージを受信するノードをサイレンスにするとすれば、ＲＴＳ／ＣＴＳの使用がシス
テムスループットを減少させ得る。しかしながら、干渉を生じ得る多くのデバイスが存在
するとき、ＲＴＳ／ＣＴＳ交換は、干渉を低減し、所与のＳＴＡについて受信を改善し得
る。
【００５８】
　[0066]図４は、例示的なＲＴＳ／ＣＴＳ交換４００の図である。図１に関連して、いく
つかの実施形態では、ＡＰ１０４は、ＳＴＡ１０６にＲＴＳフレームを送信し得、ＳＴＡ
１０６は、ＡＰ１０４にＣＴＳフレームを送ることによってＲＴＳフレームに応答し得る
。隠れノード緩和にとって、またはＳＴＡ１０６に関してデータ送信が成功しなかったと
きに媒体をクリアする（clearing）ことにとって、ＲＴＳ／ＣＴＳ交換が望ましいことが
ある。図４に示すように、ＡＰ１は、ＳＴＡ１にＲＴＳ４０５または他のメッセージを送
信し得、ＲＴＳ４０５は、延期範囲４０１内のすべてのＳＴＡおよびＡＰを延期する。Ａ
Ｐ２は、延期範囲４０１の外側にあり、ＡＰ１に対して隠れノードと見なされ得る。図４
に示すように、ＡＰ２は、それ自体の延期範囲４０２をもつＳＴＡ２にメッセージ４１０
を送信し得、これは、ＲＴＳ４０５のＳＴＡ１の受信、または応答するＣＴＳフレームの
それの送信と干渉し得る。
【００５９】
　[0067]図５および図６に、ＲＴＳ／ＣＴＳシステムの効果を示す。図５は、例示的なＲ
ＴＳ／ＣＴＳ交換の図５００である。図６は、図５のＲＴＳ／ＣＴＳ交換の時間シーケン
ス図６００である。図５および図６では、ＡＰ１は、ＳＴＡ１に、延期範囲５０１をもつ
ＲＴＳフェーム６０１を送信する。ＳＴＡ１は、次いで、延期範囲５０２をもつＣＴＳフ
レーム６０２で応答する。図３に関連して、ＡＰ２（隠れノード）は、次いで、延期され
、期間６１０の間そのままになるが、ＡＰ１は、ＳＴＡ１にデータパケット６０４を送信
し、ＳＴＡはＡＣＫまたはブロックＡＣＫ６０６を送る。したがって、ＲＴＳ６０１およ
びＣＴＳ６０２は、媒体を予約し、データ送信６０４中に隠れノード（ＡＰ２）からの干
渉を防ぎ得る。
【００６０】
　[0068]しかしながら、ノードが、ＡＣＫ干渉効果を低減するためにＲＴＳ／ＣＴＳメッ
セージを生成する場合、ＲＴＳ／ＣＴＳの使用はシステムに対する侵入であり得る。たと
えば、Ｎ個の妨害物が、ＳＴＡ（図３に示すＳＴＡ１ｘ）に影響を及ぼし得る。一態様で
は、システムのスループットは、すべてのＮ個の妨害物のスループットの和に等しくなる
ことになる（Σj=妨害物Ｔｈｊ≡Ｔｈｊａｍｍｅｒ）。ＲＴＳ／ＣＴＳ交換を用いるシス
テムのスループットは、図示のようにサイレンスにされていない局、ＳＴＡ１ｘのスルー
プットに等しくなることになる（Σj=サイレンスにされていないSTAＴｈｊ＝ＳＴＡ１ｘ



(19) JP 2016-541158 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

のスループット≡Ｔｈｓｔａ）。Ｎ個の妨害物があって、それらのうちのＭ個（Ｎ＞Ｍ）
をＡＰ１ｘまたはＳＴＡ１ｘが認識している場合、Ｍ個の妨害物はサイレンスにされるべ
きであり、したがって、ＳＴＡ１ｘは、スループットＴｈｓｔａ＊をもつデータを送信し
得る。そのようなシステムでは、システムスループットは、ＳＴＡ１ｘのスループットに
サイレンスにされていない妨害物のスループットの和を加えたものに等しくなることにな
る（たとえば、Ｔｈｓｔａ＊＋Σj=N-Mのサイレンスにされていない妨害物Ｔｈｊ＞Ｔｈ
ｊａｍｍｅｒ＞Ｔｈｓｔａ）。ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、任意の従来の手段によ
って妨害物の数を識別し得る。いくつかの態様では、ＡＰ１０４は、隣接基本サービスセ
ット（ＢＳＳ）と関係するノードとを識別するために走査プロシージャを実行し得る。い
くつかの態様では、ＡＰ１０４は、次いで、データの目的とする受信側であるＳＴＡ１０
６（たとえば、ＳＴＡ１が、図６のデータ６０４の目的とする受信側である）にキューイ
ングメッセージ（たとえば、１つまたは複数のビーコン要求メッセージなど）を送ること
ができる。ＡＰ１０４によって聴取され、ＳＴＡのクエリーメッセージ中に含まれていな
いＢＳＳは、サイレンスにされるべきでない妨害物（Ｎ－Ｍ）を識別する。
【００６１】
　[0069]いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、少なくともサイレ
ンスにされるべきワイヤレスデバイスがメッセージを復号することができ、ワイヤレスデ
バイスの第２のグループが送信のために媒体にアクセスし得るような伝送特性を使用して
メッセージを送信することによってワイヤレス媒体へのアクセスを制御し得る。いくつか
の実施形態では、メッセージは、すべてのワイヤレスデバイスによって復号可能であり得
、デバイスのワイヤレスのサブセットをサイレンスにするための命令を含み得る。図７は
、ワイヤレス通信システム７００における例示的なＲＴＳ／ＣＴＳ交換の図である。たと
えば、図７に示すように、ＳＴＡ１およびＡＰ１は、それらのそれぞれの延期範囲７０１
および７０２内のいくつかの妨害物を選択的にサイレンスにするためにＲＴＳ／ＣＴＳ交
換を使用し得る。この実施形態では、妨害物ノードからの干渉なしにＡＰ１がＳＴＡ１と
通信しながら、ＡＰ５がＳＴＡ５と通信することができるように、ＡＰ２、ＡＰ３、ＡＰ
４、およびＡＰ６における送信をサイレンスにし、ＡＰ５における送信を可能にすること
が望ましいことがある。
【００６２】
　[0070]様々な実施形態では、潜在的に干渉するデバイスまたは妨害物は、肯定応答（Ａ
ＣＫ）干渉を生成する（またはそれを生成することが可能な、またはそれを生成する可能
性がある）デバイスを含むことができる。たとえば、図７に示すように、ＡＰ６は、潜在
的に干渉するデバイスであり得る。本明細書の様々な実施形態では、妨害物または潜在的
に干渉するデバイスは、ＡＣＫ干渉の可能性を低減するためにサイレンスにされ得る。
【００６３】
　[0071]いくつかの実施形態では、ＡＰ１は、妨害物のＭＡＣアドレスを認識しているこ
とがある。ＡＰ１は、サイレンスにされるべき妨害物（たとえば、ＡＰ２、ＳＴＡ２、Ａ
Ｐ３、ＳＴＡ４、ＡＰ６、およびＳＴＡ６）を選択し、ＲＴＳの未使用フィールド中にサ
イレンスにされる妨害物のリストを挿入し得る。ＡＰ１は、次いで、宛先ノードのＳＴＡ
１にＲＴＳを送る。ＳＴＡ１は、次いで、ＣＴＳの未使用フィールド中にサイレンスにさ
れる妨害物の同じリストを挿入し、ＲＴＳに応答してＡＰ１にＣＴＳを送る。ワイヤレス
システム中のノードは、受信されたＲＴＳまたはＣＴＳ中に含まれているリスト中にそれ
のＭＡＣアドレス（たとえば、ＡＰ２、ＳＴＡ２、ＡＰ３、ＳＴＡ４、ＡＰ６、およびＳ
ＴＡ６）を発見する場合、ＲＴＳまたはＣＴＳ中に含まれている値にそれのＮＡＶを設定
する。したがって、ＭＡＣアドレスのリストは、ＮＡＶを設定するようにとの、ＭＡＣア
ドレスのリスト中に含まれたノードのための第１の指示を備え得る。ノードは、受信され
たＲＴＳまたはＣＴＳ中に含まれているリスト中にそれのＭＡＣアドレスを発見しない場
合、ＲＴＳまたはＣＴＳ中に含まれている値にそれのＮＡＶを設定しない。
【００６４】
　[0072]いくつかの実施形態では、図７を参照すると、ＡＰ１は、妨害物のＭＡＣアドレ
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スを認識していることがある。ＡＰ１は、サイレンスにされるべき妨害物を選択し、識別
子（たとえば、グループ識別子）に、サイレンスにされる妨害物のＭＡＣアドレスのリス
トを関連付け、ＳＴＡに識別子を通信し得る。そのような通信は、オーバージエアで、ま
たは帯域外機構（たとえば、インターＡＰ通信）を通して行われ得る。ＡＰ１は、次いで
、ＲＴＳ中にサイレンスにされるべきＳＴＡのグループ識別子を挿入し、宛先ノードのＳ
ＴＡ１にＲＴＳを送る。ＳＴＡ１は、次いで、受信されたグループ識別子をコピーし、Ｃ
ＴＳの未使用フィールド中にサイレンスにされる妨害物の同じグループ識別子を挿入し、
ＲＴＳに応答してＡＰ１にＣＴＳを送る。ワイヤレスシステム中のノードは、グループ識
別子が受信されたＲＴＳまたはＣＴＳ中に含まれているグループに属する場合、ＲＴＳま
たはＣＴＳ中に含まれている値にそれのＮＡＶを設定する。したがって、グループ識別子
は、ＮＡＶを設定するようにとの、グループ識別子中に含まれたノードのための第１の指
示を備え得る。ノードは、グループ識別子が受信されたＲＴＳまたはＣＴＳ中に含まれて
いるグループに属さない場合、ＲＴＳまたはＣＴＳ中に含まれている値にそれのＮＡＶを
設定しない。
【００６５】
　[0073]いくつかの実施形態では、図７を参照すると、ＡＰ１は、システム７００中の妨
害物の最大数を認識していることがある。ＡＰ１は、ＲＴＳ中に妨害物の最大数の値Ｍを
挿入し、次いで、宛先ノードのＳＴＡ１にＲＴＳを送り得る。いくつかの実施形態では、
値Ｍは、ＲＴＳの情報要素中に含まれ得る。ＳＴＡ１は、次いで、受信された値Ｍをコピ
ーし、ＣＴＳ中に値Ｍを挿入し、ＲＴＳに応答してＡＰ１にＣＴＳを送る。ノードが、値
ＭをもつＲＴＳまたはＣＴＳを受信する場合、ノードは、次いで、ゼロからＭの範囲内で
ランダム数Ｘを選ぶ。ＸがＭよりも小さい場合、ノードは、ＲＴＳ／ＣＴＳのＮＡＶを設
定する。したがって、値ＭがＸよりも大きいとき、第１の指示はイベントを備え得る。そ
うでない場合、ノードは、ＮＡＶを設定しない。したがって、値ＭがＸよりも小さいとき
、第２の指示はイベントを備え得る。
【００６６】
　[0074]図８は、例示的な制限付きアクセスウィンドウ（ＲＡＷ）動作の時間シーケンス
図である。８０２．１１ａｈ規格では、ＲＡＷ特徴は、少数のＳＴＡへのアップリンクチ
ャネルアクセスを制限することと、それらのアップリンクアクセス試行をより長い時間期
間にわたって拡散することとを可能にし、これは、衝突を低減することによって媒体の利
用率の効率を改善し得る。ＲＡＷ動作では、ＡＰは、異なるＲＡＷパラメータを用いてビ
ーコン間隔８０２内でＳＴＡの異なるグループに複数のＲＡＷ８０５を割り当て得る。こ
の割当ては、ビーコンのＲＡＷパラメータセット（ＲＰＳ）要素中に示され得る。各ＲＡ
Ｗ８０５は、スロット継続時間８０５とスロット境界８１０とをもつ少なくとも１つのス
ロットを含む。各スロット（すなわちスロット８１２）内で、スロットのグループに属す
るＳＴＡのみが、スロット継続時間８０４中に送信または受信し得る。いくつかの実施形
態では、ＡＰおよびＳＴＡは、上記で説明したようにＲＴＳ／ＣＴＳ交換を開始し得る。
いくつかの態様では、ＡＰは、ＲＡＷ動作を利用し、スロットのグループ識別子中にいく
つかのＳＴＡのみを含めることによってシステムの妨害物を選択的にサイレンスにし得る
。
【００６７】
　[0075]図９は、本明細書で説明するいくつかの実施形態による、複数のワイヤレスデバ
イスのためにワイヤレス通信媒体へのアクセスを予約する例示的な方法９００のフローチ
ャートである。方法９００は、上記で説明したメッセージのいずれかを生成し、送信する
ために使用され得る。メッセージは、ＡＰ１０４によって、図１に示されたＳＴＡ１０６
ａ～１０６ｄのうちの１つまたは複数に送信され得る。さらに、上記で説明したように、
図２に示されたワイヤレスデバイス２０２は、ＡＰ１０４のより詳細な図を表し得る。し
たがって、一実装形態では、フローチャート９００におけるステップのうちの１つまたは
複数が、図２のプロセッサ２０４および送信機２１０など、プロセッサおよび／または送
信機によって実行されるか、またはそれらに関連し得るが、本明細書で説明するステップ
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のうちの１つまたは複数を実装するために他の構成要素が使用され得ることを当業者は諒
解されよう。ブロックについてある順序で行われるものとして説明することがあるが、ブ
ロックは並べ替えられ得、ブロックは省略され得、および／または追加のブロックが追加
され得る。
【００６８】
　[0076]動作ブロック９０２では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、ネットワーク割当
てベクトル（ＮＡＶ）を設定するようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレ
スデバイスの第１のサブセットのための第１の指示を含み、ＮＡＶを設定しないようにと
の複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第２のサブセットのための第
２の指示をさらに含むメッセージを送信し、それによって、複数のワイヤレスデバイスの
うちの少なくとも第２のサブセットのためにワイヤレス媒体へのアクセスを予約し得る。
たとえば、図１に関して、ＡＰ１０４は、少なくともＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂがメ
ッセージを復号し得るような伝送特性を使用してメッセージを送信し得る。そのような実
装形態では、少なくともＳＴＡ１０６ａおよび１０６ｂが、メッセージの継続時間の間サ
イレンスにされ、それによって、少なくともＳＴＡ１０６ｃおよび１０６ｄのために媒体
へのアクセスを予約し得る。
【００６９】
　[0077]いくつかの実施形態では、装置は、方法９００に関して上記で説明した機能のう
ちの１つまたは複数を実行し得る。本装置は、ネットワーク割当てベクトル（ＮＡＶ）を
設定するようにとの複数のワイヤレスデバイスのうちのワイヤレスデバイスの第１のサブ
セットのための第１の指示を含み、ＮＡＶを設定しないようにとの複数のワイヤレスデバ
イスのうちのワイヤレスデバイスの第２のサブセットのための第２の指示をさらに含むメ
ッセージを生成するための手段を備え得る。本装置は、メッセージを送信するための手段
をさらに備え得る。
【００７０】
　[0078]いくつかの実施形態では、ＡＰ１０４またはＳＴＡ１０６は、媒体を予約し、媒
体にアクセスしようと試みる前に媒体がアイドルであるタイムスロットの示された数の間
待つように、受信するワイヤレスデバイスに命令するメッセージを送信し得る。たとえば
、図１に関して、ＡＰ１０４は、いくつかのタイムスロットの間媒体を予約するＳＴＡ１
０６ａ～１０６ｄにメッセージを送信し得る。そのような実装形態では、ＳＴＡ１０６ａ
～１０６ｄは、媒体にアクセスしようと試みる前にタイムスロットの示された数の間待ち
、異なるデバイスが前に媒体にアクセスしたかどうかを検査することになる。
【００７１】
　[0079]いくつかの実施形態では、装置は、媒体を予約し、媒体にアクセスしようと試み
る前に媒体がアイドルであるタイムスロットの示された数の間待つように、受信するワイ
ヤレスデバイスに命令するメッセージを生成するための手段を備え得る。本装置は、メッ
セージを送信するための手段をさらに備え得る。
【００７２】
　[0080]情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得るこ
とを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体を通して参照され得るデータと
、命令と、コマンドと、情報と、信号と、ビットと、シンボルと、チップとが、電圧、電
流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せ
によって表され得る。
【００７３】
　[0081]本開示で説明される実装形態への様々な修正が当業者に容易に明らかであり得る
とともに、本明細書で定義される包括的な原理は、本開示の趣旨または範囲を逸脱するこ
となく、他の実装形態にも適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で示された実
装形態に限定されるものではなく、本明細書で開示される特許請求の範囲、原理および新
規の特徴に一致する、最も広い範囲を与られるべきである。「例示的」という単語は、本
明細書ではもっぱら「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用さ
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れる。本明細書で「例示的」として説明されるいかなる実装形態も、必ずしも他の実装形
態よりも好ましいか、または有利であると解釈されるべきではない。
【００７４】
　[0082]別個の実装形態の文脈で本明細書で説明された特定の特徴はまた、単一の実装形
態において組合せで実装され得る。逆に、単一の実装形態の文脈で説明された様々な特徴
は、複数の実装形態において別々に、または任意の適切な部分的な組合せで実装され得る
。その上、特徴は、いくつかの組合せで働くものとして上記で説明され、初めにそのよう
に請求されることさえあるが、請求される組合せからの１つまたは複数の特徴は、場合に
よってはその組合せから削除され得、請求される組合せは、部分組合せ、または部分組合
せの変形形態を対象とし得る。
【００７５】
　[0083]本明細書で使用される場合、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を参照す
る語句は、単一のメンバーを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「
ａ、ｂ、またはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａと、ｂと、ｃと、ａ－ｂと、ａ－ｃと
、ｂ－ｃと、ａ－ｂ－ｃとを包含することが意図される。
【００７６】
　[0084]上記で説明した方法の様々な動作は、様々なハードウェアおよび／またはソフト
ウェア構成要素、回路、ならびに／あるいはモジュールなど、それらの動作を実行するこ
とが可能な任意の好適な手段によって実行され得る。一般に、図に示す任意の動作は、そ
れらの動作を実行することが可能な対応する機能的手段によって実行され得る。
【００７７】
　[0085]本開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラ
マブル論理デバイス（ＰＬＤ）、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェ
ア構成要素、または本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の
組合せによって実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得
るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイ
スの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッ
サ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそ
のような構成として実装され得る。
【００７８】
　[0086]１つまたは複数の態様では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組合せに実装され得る。ソフトウェアに実装され
る場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に
記憶され得、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体
は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を
含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピ
ュータによってアクセスされ得る任意の入手可能な媒体であり得る。限定ではなく例とし
て、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、
ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気
記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送ま
たは記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体
を備えることができる。さらに、任意の接続がコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。
たとえば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ソフ
トウェアがウェブサイト、サーバまたは他のリモートソースから送信される場合、同軸ケ
ーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディス
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ディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）
（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）、およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商
標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再
生し、一方ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。したがって、い
くつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば
有形媒体）を備え得る。さらに、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、一時的
コンピュータ可読媒体（たとえば信号）を備え得る。上の組合せも、コンピュータ可読媒
体の範囲内に含まれるべきである。
【００７９】
　[0087]本明細書に開示された方法は、説明した方法を実現するための１つまたは複数の
ステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、特
許請求の範囲から逸脱することなく、互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまた
はアクションの特定の順序が明記されていない限り、特定のステップおよび／またはアク
ションの順序および／または使用は、特許請求の範囲を逸脱することなく修正され得る。
【００８０】
　[0088]さらに、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよび
／または他の適切な手段は、適用可能な場合にユーザ端末および／または基地局によって
ダウンロードされ、および／または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たとえ
ば、そのようなデバイスは、本明細書に記載された方法を実施するための手段の転送を容
易にするために、サーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明される様々な方法は
、ユーザ端末および／または基地局が記憶手段をデバイスに結合するかまたは提供すると
様々な方法を取得することができるように、記憶手段（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コン
パクトディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など）を介して提
供され得る。その上、本明細書に記載された方法と技法とをデバイスに提供するための任
意の他の適切な技法が利用され得る。
【００８１】
　[0089]上記は本開示の態様を対象とするが、本開示の他の態様およびさらなる態様は、
それの基本的範囲から逸脱することなく考案され得、それの範囲は以下の特許請求の範囲
によって決定される。
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