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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線通信プロトコルを利用して、無線トランシーバを有する移動局が第１の無線
接続を構築する段階と、
　前記第１の無線通信プロトコルを利用して１以上のマルチキャストまたはブロードキャ
ストデータサービスのためのスケジュール情報を前記移動局が受信する段階と、
　前記移動局が前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのな
かから１以上を選択する段階と、
　前記選択された１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスを受信
するために、第２の無線接続を、第２の無線通信プロトコルを利用して前記移動局が構築
する段階と
　を備え、
　前記第１の無線通信プロトコルは、第１のＩＥＥＥ８０２．１６の規格に従って動作し
、前記第２の無線通信プロトコルは、前記第１のＩＥＥＥ８０２．１６の規格とは異なる
第２のＩＥＥＥ８０２．１６の規格に従って動作し、
　前記第１の無線接続及び前記第２の無線接続は、前記無線トランシーバを利用して構築
される、コンピュータ実装された方法。
【請求項２】
　前記移動局が前記第１の無線通信プロトコルを利用して第３の無線接続を構築し、また
は、前記移動局が前記選択された１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータ
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サービスを受信した後で前記第１の無線接続を再構築する段階を備える、請求項１に記載
のコンピュータ実装された方法。
【請求項３】
　前記スケジュール情報は、前記マルチキャストまたはブロードキャストデータサービス
のための、１以上のタイミングおよび周波数情報を含む、請求項１または２に記載のコン
ピュータ実装された方法。
【請求項４】
　前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスの後続する部分を
受信するために、前記タイミングおよび周波数情報に基づいて前記第２の無線接続を前記
移動局が周期的に構築する段階を備える、請求項３に記載のコンピュータ実装された方法
。
【請求項５】
　前記第１の無線通信プロトコルおよび第２の無線通信プロトコルは、異なる周波数を有
する、請求項１から４のいずれか１項に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項６】
　前記第１の無線通信プロトコルは、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍの規格に従って動作し、前
記第２の無線通信プロトコルは、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの規格に従って動作する、請求
項１から５のいずれか１項に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項７】
　前記第２の無線通信プロトコルは、マルチキャストまたはブロードキャストデータサー
ビス用に指定された無線キャリアを含む、請求項１から６のいずれか１項に記載のコンピ
ュータ実装された方法。
【請求項８】
　第１のＩＥＥＥ８０２．１６の規格に従って動作する第１の無線キャリア信号を利用し
て第１の無線接続を構築し、前記第１の無線接続を利用して１以上のマルチキャストまた
はブロードキャストデータサービスのためのスケジュール情報を受信して、前記１以上の
マルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのなかから１以上を選択し、前記
選択された１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスを受信するた
めに、第２のＩＥＥＥ８０２．１６の規格に従って動作する第２の無線キャリア信号を利
用して第２の無線接続を構築する接続管理モジュールと、
　１以上の無線トランシーバと
　を備え、
　前記第１の無線接続および前記第２の無線接続が、同じ無線トランシーバを利用して構
築される
　装置。
【請求項９】
　前記接続管理モジュールは、前記第１の無線キャリア信号を利用して第３の無線接続を
構築し、または、前記選択された１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータ
サービスを受信した後で前記第１の無線キャリア信号を利用して前記第１の無線接続を再
構築する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記接続管理モジュールは、前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデー
タサービスのスケジュールされた部分を受信するために、前記第２の無線キャリア信号を
利用して無線接続を周期的に構築する、請求項８または９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記周期的に構築される無線接続は、前記スケジュール情報内に含まれるタイミングお
よび周波数情報に基づいている、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の無線キャリア信号および前記第２の無線キャリア信号は、それぞれ異なる無
線周波数を利用して動作する、請求項８から１１のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項１３】
　前記第１の無線キャリア信号は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍの規格に従って動作し、前記
第２の無線キャリア信号は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの規格に従って動作する、請求項８
から１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　システムに、
　第１の無線周波数を利用して第１の無線接続を構築する段階と、
　前記第１の無線接続を利用して１以上のマルチキャストまたはブロードキャストマルチ
メディアプログラムのためのスケジュール情報を受信する段階と、
　前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストマルチメディアプログラムのなか
から１以上を選択する段階と、
　受信した前記スケジュール情報に基づいて、前記選択された１以上のマルチキャストま
たはブロードキャストマルチメディアプログラムの部分を受信するために、第２の無線接
続を、第２の無線周波数を利用して周期的に構築する段階と
　を実行させ、
　前記第１の無線接続は、第１のＩＥＥＥ８０２．１６の規格に従って動作し、前記第２
の無線接続は、前記第１のＩＥＥＥ８０２．１６の規格とは異なる第２のＩＥＥＥ８０２
．１６の規格に従って動作し、
　前記第１の無線接続及び前記第２の無線接続は、同じ無線トランシーバを利用して構築
される、プログラム。
【請求項１５】
　前記第１の無線周波数および前記第２の無線周波数は、それぞれ異なる無線周波数を含
む、請求項１４に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記システムに、
　前記第１の無線周波数を利用して第３の無線接続を構築し、または、前記周期的に構築
される第２の無線接続の１以上の後で、前記第１の無線周波数を利用して前記第１の無線
接続を再構築する段階
　を実行させるための、請求項１４または１５に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記スケジュール情報は、前記マルチキャストまたはブロードキャストマルチメディア
プログラムのためのタイミングまたは周波数情報の１以上を含む、請求項１４から１６の
いずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストマルチメディアプログラムは、テ
キスト、オーディオ、静止画、動画、ビデオおよびインタラクティブなコンテンツのうち
の１以上の組み合わせを含む、請求項１４から１７のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストマルチメディアプログラムは、ラ
イブイベントのブロードキャストまたはマルチキャストを含む、請求項１４から１８のい
ずれか１項に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストマルチメディアプログラムは、予
め記録されたイベントのブロードキャストまたはマルチキャストを含む、請求項１４から
１８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項２１】
　前記第１の無線接続は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍの規格に従って動作し、前記第２の無
線接続は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの規格に従って動作する、請求項１４から２０のいず
れか１項に記載のプログラム。
【請求項２２】
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　デジタルディスプレイと、
　第１のＩＥＥＥ８０２．１６の規格に従って動作する第１の無線キャリア信号を利用し
て第１の無線接続を構築し、前記第１の無線接続を利用して１以上のマルチキャストまた
はブロードキャストデータサービスのためのスケジュール情報を受信し、前記１以上のマ
ルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのなかから１以上を選択し、前記選
択された１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスを受信するため
に、第２のＩＥＥＥ８０２．１６の規格に従って動作する第２の無線キャリア信号を利用
して第２の無線接続を構築し、前記第１の無線接続および前記第２の無線接続は、同じ無
線トランシーバを利用して構築される、１以上の無線トランシーバに連結された接続管理
モジュールと
　を備えるシステム。
【請求項２３】
　前記第１の無線キャリア信号は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍの規格に従って動作し、前記
第２の無線キャリア信号は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅの規格に従って動作する、請求項２
２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記接続管理モジュールは、前記第１の無線キャリア信号を利用して第３の無線接続を
構築し、または、前記選択された１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータ
サービスを受信した後で前記第１の無線キャリア信号を利用して前記第１の無線接続を再
構築し、前記１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのスケジュ
ールされた部分を受信するために、前記第２の無線キャリア信号を利用して無線接続を周
期的に構築し、前記周期的に構築される無線接続は、前記スケジュール情報内に含まれる
タイミングおよび周波数情報に基づいている、請求項２２または２３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　無線通信システムは、無線周波数（ＲＦ）スペクトルの１以上の部分等の共有無線通信
媒体を介して情報を通信する。昨今のモバイルコンピューティングデバイスの革新および
高度なインタラクティブ型のマルチメディアその他のデータサービスの利用可能率が上が
ったことから、無線通信システムの利用需要も増えてきている。さらに、他の要因ととも
に、無線通信システムの帯域幅が限られていること、および、データ送信のコストが、無
線通信システムを実装するときには重要な考慮材料となる。無線通信システムの需要が特
に伸びている領域は、マルチキャストまたはブロードキャストデータサービスである。マ
ルチキャストおよびブロードキャストデータサービスの数および種類が増え続けると、無
線通信システムおよびモバイルコンピューティングデバイスに対する需要は増え続けるこ
とが見込まれる。この結果、無線通信システムにおいてマルチキャストおよびブロードキ
ャストデータサービスを管理する技術が望まれている。
【図面の簡単な説明】
【０００２】
【図１】通信システムの一実施形態を示す。
【図２】第１の装置の一実施形態を示す。
【図３】第１の送信ダイアグラムの一実施形態を示す。
【図４】論理フローの一実施形態を示す。
【図５】製品の一実施形態を示す。
【図６】第２の装置の一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００３】
　様々な実施形態が概して、無線通信システムにおけるマルチキャストおよびブロードキ
ャストデータサービスを管理する技術に関していてよい。一部の実施形態は、一例として
、特に、マルチキャストおよびブロードキャストデータサービスを、様々な無線通信プロ
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トコルで管理する、向上した方法に関している。他の実施形態も記載され請求されている
。
【０００４】
　マルチキャストおよびブロードキャストサービス（ＭＢＳ）または向上したマルチキャ
ストおよびブロードキャストサービス（ＥＭＢＳ）は、１以上のユーザに共通のデータを
送信するメカニズムを含んでいてよい。例えば一部の実施形態では、無線通信システムは
、１以上の基地局その他のネットワークデバイスから、複数の無線周波数を送信すること
ができる。例えば、ＭＢＳデータは他のデータサービスよりも高電力でブロードキャスト
することができ、これにより、ＭＢＳデータを各ユーザに個別の送信するのではなくて、
カバーされている領域の複数のユーザがＭＢＳデータを受信することができるようになる
。様々な実施形態では、ＭＢＳデータは、これらに限定はされないが、１以上のテキスト
、オーディオ、静止画、動画、ビデオおよびインタラクティブなコンテンツの組み合わせ
を含む。例えばＭＢＳデータは、予め記録されたテレビ番組、映画、ライブの放送コンテ
ンツその他のマルチメディアコンテンツを含んでよい。図示しやすくする目的から、限ら
れた数および種類のＭＢＳデータのみを示しているが、任意の適切なＭＢＳデータを利用
しても、記載される実施形態の範囲に含まれる。
【０００５】
　複数の無線周波数を基地局で利用するときには、モバイルコンピューティングデバイス
は、特定の周波数にチューニングする、または、特定の無線通信プロトコルを利用する、
などして、通常の処理タスク（例えばウェブ閲覧、電子メール、その他の適切なタスク）
を完了することができる。しかし一部の実施形態では、モバイルコンピューティングデバ
イスがチューニングする特定の周波数が、所望のＭＢＳデータを含まない場合もある。前
の実施形態では、ユーザにＭＢＳデータを受信させるために、無線通信システムが、全て
の利用可能な周波数でブロードキャストしたり、ＭＢＳデータをある特定の周波数で送信
したり、ある特定の無線通信プロトコルを利用したり、という何らかの手段により、モバ
イルコンピューティングデバイスのユーザに対して、ＭＢＳデータを受信するためのブロ
ードキャストキャリア、周波数、またはプロトコルに切り替える必要があることを知らせ
ていた。ＭＢＳデータを全ての利用可能な周波数でブロードキャストすると、大量の帯域
幅が消費されてしまい、且つ、ネットワークサービスプロバイダまたはキャリアにとって
コストが上がることになる。
【０００６】
　一部の実施形態では、ＭＢＳデータを複数の周波数でブロードキャストしたり、複数の
プロトコルを利用したり、複数のモバイルコンピューティングデバイスに対して同時に各
周波数またはプロトコルにチューニングするように要求したりするには、各モバイルコン
ピューティングデバイスに複数のトランシーバまたは無線機を搭載させる必要がある。様
々な実施形態では、これにより、同時に複数の無線機を起動する必要がでてくることから
、モバイルコンピューティングデバイスが高価なものとなり、ネットワーク利用率を上げ
る結果となる。従って、複数のキャリア、周波数、またはプロトコルで同じ送信を複製し
ないようにして、各モバイルコンピューティングデバイスが複数の無線機またはトランシ
ーバを搭載する必要がないようにすると有用であると考えられる。従って、ＭＢＳを効率
的に管理する無線通信システムおよびモバイルコンピューティングデバイスの技術が望ま
れる。
【０００７】
　図１は、通信システム１００の一実施形態のブロック図を示す。様々な実施形態では、
通信システム１００は複数のノードを含んでよい。ノードは概して、通信システム１００
で情報を通信する任意の物理的実体または論理的実体を含んでよく、任意の設計パラメー
タまたは性能制約のセットに応じて、ハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの任意
の組み合わせとして実装されてよい。図１は限られた数のノードしか例示していないが、
実装によっては利用可能なノードの数はこれより多くても少なくてもよいことを理解され
たい。
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【０００８】
　様々な実施形態では、通信システム１００は、有線通信システム、無線通信システム、
またはこれら両方の組み合わせを含んでも、形成してもよい。例えば、通信システム１０
０は、１以上の種類の有線通信リンクを介して情報を通信する１以上のノードを含んでよ
い。有線通信リンクの例には、これらに限定はされないが、有線、ケーブル、バス、プリ
ント回線基板（ＰＣＢ）、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）接続、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）
接続、バックプレーン、スイッチ構成、半導体材料、ツイストペアワイヤ、同軸ケーブル
、光ファイバ接続等が含まれてよい。通信システム１００はさらに、１以上の種類の無線
通信リンクを介して情報を通信する１以上のノードを含んでもよい。無線通信リンクの例
には、これらに限定はされないが、無線チャネル、赤外線チャネル、無線周波数（ＲＦ）
チャネル、ワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）チャネル、ＲＦスペクトルの一部、およ
び／または、１以上の認可または無認可周波数帯域が含まれてよい。
【０００９】
　通信システム１００は、規格団体が公表する１以上の規格に従って情報を通信すること
ができる。例えば一実施形態では、通信システム１００の一部を含む様々なデバイスを、
８０２．１６－２００４、８０２．１６．２－２００４、８０２．１６ｅ－２００５、８
０２．１６ｆ、８０２．１６ｍ後継規格および変形版を含むＷＭＡＮのＩＥＥＥ８０２．
１６規格、ＷＧＡ（ＷｉＧｉｇ）後継規格および変形版または３ＧＰＰロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）規格の１以上に従って動作してよい。一部の実施形態では、通信
システム１００は、第４世代（４Ｇ）ネットワークまたは無線技術の後継規格または変形
版に従って通信することもできる。
【００１０】
　様々な実施形態では、通信システム１００は、ＩＥＥＥ８０２．１１規格、ＷｉＧｉ　
Ａｌｌｉａｎｃｅ（登録商標）仕様、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ（登録商標）仕様、規格また
は変形版（例えばＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ仕様、改訂版１．０ｄ７、２００７年１２月１日
）、および、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ，ＬＬＣ社が公表するその後継規格（ここでは「Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＤ仕様」とする）、または、国際規格化機構（ＩＳＯ）、国際電気標準会
議（ＩＥＣ）、ＩＥＥＥ（アイトリプルイー）、インターネット技術タスクフォース（Ｉ
ＥＴＦ）その他の規格団体が公表する他の無線規格に従って動作することができる。例え
ば様々な実施形態では、通信システム１００が、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）用の１以上のＩＥＥＥ８０２．１１規格（例えば情報ＩＥＥＥ８０２．１１規格（
１９９９版、システム間の情報技術電信情報交換－ローカルおよびメトロポリタンエリア
のネットワーク－特定要件、パート１１：ＷＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）および物
理（ＰＨＹ）層仕様）、その後継規格または変形版（例えば８０２．１１ａ、ｂ、ｇ／ｈ
、ｊ、ｎ、ＶＨＴ　ＳＧ、その他変形版）、ＩＥＥＥ８０２．１５．３およびその変形版
、ヨーロッパ電子計算機工業会（ＥＣＭＡ）ＴＧ２０後継規格および変形版、およびその
他の無線ネットワーク規格に従って通信してよい。実施形態はこのコンテキストに限定は
されない。
【００１１】
　通信システム１００は、１以上のプロトコルに従って情報を通信、管理、または加工す
ることができる。プロトコルは、ノード間で通信を管理するために所定の規則または命令
一式を備えることができる。例えば様々な実施形態では、通信システム１００は、ビーム
フォーミングプロトコル、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）プロトコル、物理層収束プロトコ
ル（ＰＬＣＰ）、単純ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）、非同期転送モード（Ａ
ＴＭ）プロトコル、フレーム中継プロトコル、システムネットワークアーキテクチャ（Ｓ
ＮＡ）プロトコル、トランスポート制御プロトコル（ＴＣＰ）、インターネットプロトコ
ル（ＩＰ）、ＴＣＰ／ＩＰ、Ｘ．２５、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、
ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、競合ベース期間（ＣＢＰ）プロトコル、配信
競合ベース期間（ＣＢＰ）プロトコル等を利用することができる。様々な実施形態では、
通信システム１００はさらに、媒体処理用の規格および／またはプロトコルに従って動作
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してよい。実施形態はこのコンテキストに限定はされない。
【００１２】
　図１に示すように、通信システム１００は、ネットワーク１０２と、複数のノード１０
４－１－ｎとを含み，ｎは、任意の正の整数値を示している様々な実施形態では、ノード
１０４－１－ｎは、様々な種類の無線デバイスとして実装することができる。無線デバイ
スの例には、これらに限定はされないが、ステーション、サブスクライバステーション、
基地局、無線アクセスポイント（ＡＰ）、無線クライアントデバイス、無線局（ＳＴＡ）
、ラップトップコンピュータ、ウルトララップトップコンピュータ、ポータブルコンピュ
ータ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ノートブックＰＣ、ハンドヘルドコンピュータ
、携帯情報端末（ＰＤＡ）、セルラー式電話機、統合型セルラー式電話機／ＰＤＡ、スマ
ートフォン、ページャ、メッセンジングデバイス、メディアプレーヤ、デジタル音楽プレ
ーヤ、セットトップボックス（ＳＴＢ）、機器、ワークステーション、ユーザ端末、モバ
イルユニット、家庭用電化製品、テレビ、デジタルテレビ、高精細テレビ、テレビ受像機
、高精細テレビ受像機等が含まれる。
【００１３】
　一部の実施形態では、ノード１０４－１－ｎは、１以上の無線インタフェースおよび／
または無線通信用のコンポーネント（例えば１以上のトランスミッタ、レシーバ、トラン
シーバ、無線機、チップセット、増幅器、フィルタ、制御論理、ネットワークインタフェ
ースカード（ＮＩＣ）、アンテナ、アンテナアレイ、モジュール等）を含んでよい。アン
テナの例には、これらに限定はされないが、内部アンテナ、無指向性アンテナ、モノポー
ルアンテナ、ダイポールアンテナ、エンドフェッドアンテナ、円偏光アンテナ、マイクロ
ストリップアンテナ、ダイバーシティアンテナ、デュアルアンテナ、アンテナアレイ等が
含まれてよい。
【００１４】
　様々な実施形態では、ノード１０４－１－ｎは、無線ネットワーク１０２を含んでも、
その一部を形成してもよい。例えば一実施形態では、無線ネットワーク１０２は、ワイマ
ックス（ＷｉＭＡＸ：Worldwide Interoperability for Microwave Access）ネットワー
クを含んでよい。一部の実施形態では、例示しやすくする意図から、無線ネットワーク１
０２がＷｉＭＡＸワイヤレスネットワークとして実装されている形態を示しているが、実
施形態がこの点に限定はされないことを理解されたい。例えば、無線ネットワーク１０２
は、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、無線ローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）、無線メトロポリタンエリアネットワーク、無線ワイドエリアネットワーク
（ＷＷＡＮ）、ブロードバンドワイヤレスアクセス（ＢＷＡ）ネットワーク、無線ネット
ワーク、セルラー式ネットワーク、テレビネットワーク、サテライトネットワーク（例え
ばダイレクトブロードキャストサテライト（ＤＢＳ）ネットワーク）、および／または、
記載される実施形態に従って動作する任意の他の無線通信ネットワークに適した様々な種
類の無線ネットワークおよび関連するプロトコルを含んだり、実装したりしてよい。他の
実施形態も記載され請求される。
【００１５】
　図２は、第１の装置２００を示す。図２に示すように、第１の装置２００は、図１を参
照して記載したものと類似した無線通信システムを含んでいてよいが、ノード２０４、２
０６、および２０８、並びに、無線ネットワーク２０２を含んでよい。無線ネットワーク
２０２は、図１に示す無線ネットワーク１０２と同じネットワーク、または類似したネッ
トワークを含んでよい。ノード２０４、２０６、および２０８は、図１に記載するノード
１０４－１－ｎに類似したモバイルコンピューティングデバイスを含んでよい。図２では
、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、拡大されて、デバイスのさらなる詳細
を示している。任意の適切なデバイスが、同じまたは同様の機能を含んでいても、記載さ
れる実施形態の範囲に含まれる。さらに、紙面が限られていることから、限られた数のモ
バイルコンピューティングデバイス、無線ネットワークおよびモジュールしか図２には示
されていないが、実施形態は図２に示すエレメントまたはモジュールの数または種類に限
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定されないことを理解されたい。他の実施形態も記載され請求されている。
【００１６】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、プロセッサ２２
２、メモリ２２４、ディスプレイ２２６、１以上の無線機またはトランシーバ２２８、お
よび接続管理モジュール２３０を含んでよい。モバイルコンピューティングデバイス２０
４は、無線ネットワーク２０２を利用して１以上のモバイルコンピューティングデバイス
２０６および／または２０８と無線通信を行ってよい。図示の都合上、システム２００は
今後、モバイルコンピューティングデバイス２０４がサブスクライバまたはユーザモバイ
ルコンピューティングデバイスを含み、デバイス２０６および２０８が、モバイルコンピ
ューティングデバイス２０４と情報を交換したり、情報を提供したりする基地局その他の
ネットワークデバイスを含むような、ＷｉＭＡＸシステムであるとして説明する。実施形
態はこのコンテキストに限定はされない。
【００１７】
　図示されているように、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、プロセッサ２
２２を含んでよい。プロセッサ２２２は、複合命令セットコンピュータ（ＣＩＳＣ）マイ
クロプロセッサ、縮小命令セットコンピューティング（ＲＩＳＣ）マイクロプロセッサ、
超長命令後（ＶＬＩＷ）マイクロプロセッサ、命令セットの組み合わせその他のプロセッ
サデバイスを実装するプロセッサ等の任意のプロセッサとして実装可能である。例えば一
実施形態では、プロセッサ２２２は、カリフォルニア州サンタクララのＩｎｔｅｌ（登録
商標）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製のプロセッサ等の汎用プロセッサとして実装可能であ
る。プロセッサ２２２は、コントローラ、マイクロコントローラ、エンべデッドプロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ネットワークプロセッサ、メディアプロセッサ
、入出力（Ｉ／Ｏ）プロセッサ等の専用プロセッサとして実装することもできる。プロセ
ッサ２２２は、任意の数（１、２、４、８、またはその他の適切な数等）のプロセッサコ
アを含んでよい。実施形態はこのコンテキストに限定はされない。
【００１８】
　一部の実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス２０４はメモリ２２４を含
んでよい。メモリ２２４は、データを格納することのできる任意の機械可読媒体またはコ
ンピュータ可読媒体（揮発性および不揮発性メモリを両方含む）を含んでよい。例えばメ
モリ２２４は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ダ
イナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＤＲＡＭ（ＤＤＲＡＭ）、同期ＤＲ
ＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、プログラム可能ＲＯＭ（ＰＲＯ
Ｍ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ポリマーメモリ（強誘電性ポリマ
ーメモリ、オボニックメモリ、相変化または強誘電性メモリ、シリコン酸化物窒化物酸化
物シリコン（ＳＯＮＯＳ）メモリ、磁気カードまたは光カード、その他の、情報を格納す
るのに適した任意の種類の媒体を含んでよい。メモリ２２４の一部または全てが、プロセ
ッサ２２２と同じ集積回路に含まれていても、メモリ２２４の一部または全てが、プロセ
ッサ２２２がある集積回路外の集積回路またはその他の媒体（例えばハードディスクドラ
イブ）に設けられてもよいことは特筆に値する。実施形態はこのコンテキストに限定はさ
れない。
【００１９】
　図２に示すように、モバイルデバイス２０４はディスプレイ２２６を含んでよい。ディ
スプレイ２２６は、モバイルコンピューティングデバイスに適した情報を表示するための
、任意の適切な表示ユニットを含んでよい。加えて、ディスプレイ２２６は、さらなるＩ
／Ｏデバイス（例えばタッチスクリーン、タッチパネル、タッチスクリーンパネル等）と
して実装されてもよい。タッチスクリーンは、幾つかの異なる技術（例えば感圧式（抵抗
）技術、電気感知式（容量性）技術、音響感知式（表面音響波）技術、感光性（赤外線）
技術等）のいずれかを利用して実装可能なディスプレイオーバレイを含んでよい。これら
オーバレイの効果によって、ディスプレイを入力デバイスとして利用することができるよ
うになり、ディスプレイ２２６に提供する内容と相互作用させる主要な入力デバイスとし
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てキーボードおよび／またはマウスをなくしたり、その機能を向上させたりすることもで
きるようになる。
【００２０】
　例えば一実施形態では、ディスプレイ２２６は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）その他の
適切な種類のビジュアルインタフェースにより実装することができる。ディスプレイ２２
６は、例えばタッチセンサー式のカラー表示スクリーンを含んでよい。様々な実装例では
、ディスプレイ２２６は、エンベデッドトランジスタを含む１以上の薄膜トランジスタ（
ＴＦＴ）ＬＣＤを含んでよい。これらの実装例では、ディスプレイ２２６は、アクティブ
マトリックスを実装するために各画素用のトランジスタを含んでよい。実施形態はこのコ
ンテキストに限定はされないが、アクティブマトリックスディスプレイは、画素照明をト
リガする電流が低く、パッシブマトリックスよりも変化に対する応答が速い点で、好まし
いと思われる。
【００２１】
　様々な実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、無線機２２８を
介して無線共有媒体またはネットワーク２０２を介して情報を通信することができる。無
線共有媒体またはネットワーク２０２は、ＲＦスペクトルの１以上の割り当てを含んでよ
い。ＲＦスペクトルの割り当ては、近接していても（contiguous）、または近接していな
くて（non-contiguous）もよい。一部の実施形態では、無線機２２８は、無線共有媒体ま
たはネットワーク２０２を介して、例えばＷｉＭＡＸまたはＷｉＭＡＸ　ＩＩシステムが
利用する様々なマルチキャリア技術を利用して情報を通信することができる。例えば、無
線機２２８は、様々なＭＵ－ＭＩＭＯ技術を利用して、ビームフォーミング、空間ダイバ
ーシティ、または周波数ダイバーシティを実行することができる。
【００２２】
　一般的な動作においては、無線機２２８は、１以上の通信チャネルを利用して情報を通
信することができる。無線機２２８は、任意の数の無線通信プロトコル、無線キャリア信
号、および／または、周波数に従って通信することができる任意の適切な無線機またはト
ランシーバを含んでよい。通信チャネルは、周波数、タイムスロット、コード、またはこ
れらの組み合わせの定義されたセットであってよい。例えば一実施形態では、モバイルコ
ンピューティングデバイス２０４の無線機２２８の送信部または受信部は、モバイルコン
ピューティングデバイス２０６および／または２０８の無線機の受信部または送信部に対
して媒体を通信したり、これらに対する情報を制御したりすることができる。一部の実施
形態では、通信チャネルは、任意の実装に応じて、同じまたは異なるセットの送信および
／または受信周波数を利用することができる。例えば無線機２２８は、任意の数の無線規
格からの複数のプロトコルを利用して情報を送信／受信するよう構成されていてよい。一
部の実施形態では、無線機２２８は、例えば８０２．１６ｍプロトコルおよび８０２．１
６ｅプロトコルに従って情報またはデータを送信／受信するよう構成されていてよい。
【００２３】
　一部の実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス１０４は、接続管理モジュ
ール２３０を含んでよい。接続管理モジュール２３０は、様々な実施形態では、第１の無
線キャリア信号を利用して第１の接続を構築することができる。例えばモバイルコンピュ
ーティングデバイス２０４は、先ずは、８０２．１６ｍプロトコルに従って第１の無線キ
ャリア信号を利用して通信してよく、このプロトコルに従って第１の接続を構築してよい
。一部の実施形態では、１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービス
のためのスケジュール情報は、第１の接続を利用して受信されてよい。例えばスケジュー
ル情報は、１以上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのための１以
上のタイミングおよび周波数情報を含んでよい。一部の実施形態では、スケジュール情報
は、接続管理モジュール２３０により利用されて、どのプログラミングの種類が利用可能
か、および、そのプログラミングがいつどこから入手可能かを判断することができる。
【００２４】
　様々な実施形態では、マルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのうちの
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１以上は、接続管理モジュール２３０により選択されてよい。例えば、ユーザは、マルチ
キャストまたはブロードキャストデータサービスを介して入手可能な特定のテレビプログ
ラムまたはチャネルをウォッチまたはサブスクライブしたい旨を示すことができる。これ
に応えて、接続管理モジュール２３０は、このプログラムまたはチャネルのマルチキャス
トまたはブロードキャストについての時間および周波数を選択または特定することができ
てよく、さらに、１以上の選択されたマルチキャストまたはブロードキャストデータサー
ビスを受信するために第２の無線キャリア信号を利用して第２の接続を構築してよい。様
々な実施形態では、第１および第２の無線キャリア信号は、それぞれ異なる無線周波数、
規格、プロトコル、またはその他の送信パラメータを利用して動作してよい。
【００２５】
　例えば一部の実施形態では、スケジュール情報は、８０２．１６ｅ規格またはプロトコ
ルに従って動作するキャリアを利用してある周波数において所望のマルチキャストまたは
ブロードキャストデータサービスが利用可能であって、一方で、モバイルコンピューティ
ングデバイス２０４が、８０２．１６ｍプロトコルまたは規格に従ってデフォルトで通信
可能であることを示していてよい。この状況においては、一部の実施形態では、接続管理
モジュール２３０は、無線機２２８が記載されている８０２．１６ｅ周波数またはキャリ
アにチューニングして、マルチキャストまたはブロードキャストデータサービスを受信す
るときを決定するためにスケジュールを利用することができる。様々な実施形態では、第
１および第２の接続は、同じ無線トランシーバまたは無線機２２８を利用して構築される
。この結果、接続管理モジュール２３０は、モバイルコンピューティングデバイス２０４
に、同じ無線機を利用して８０２．１６ｅおよび８０２．１６ｍに関連付けられている周
波数またはキャリアを利用させることができ、これによって、もともとは８０２．１６ｍ
ネットワークでの利用のために設計されたモバイルコンピューティングデバイスに、レガ
シーの８０２．１６ｅネットワークを利用して送信されたマルチキャストブロードキャス
トデータサービスを受信させることができるようになる。
【００２６】
　様々な実施形態では、接続管理モジュール２３０は、１以上のマルチキャストまたはブ
ロードキャストデータサービスのスケジュールされている部分を受信するために第２の無
線キャリア信号を利用して無線接続を周期的に構築することができる。一部の実施形態で
は、周期的に構築される無線接続は、スケジュール情報に含まれるタイミングおよび周波
数情報に基づいていてよい。例えば、マルチキャストまたはブロードキャストデータサー
ビスは、複数の異なる時間および／または周波数で利用可能なパケットまたはセグメント
の形式で送信することができ、これらパケットまたはセグメントは、マルチキャストまた
はブロードキャストデータ全体の一部のみを含んでいてよい。一部の実施形態では、デー
タの各セグメントまたは部分のマルチキャストまたはブロードキャストのタイミングおよ
び周波数は、スケジュール情報とともに含まれていてよい。接続管理モジュール２３０は
、この情報を利用することにより、第２の無線キャリアを利用することで、利用可能にな
ったマルチキャストまたはブロードキャストデータの各部分またはセグメントを受信する
よう接続を周期的に構築することができる。
【００２７】
　一部の実施形態では、接続管理モジュール２３０は、第１の無線キャリア信号を利用し
て第３の接続を構築したり、１以上の選択されたマルチキャストまたはブロードキャスト
データサービスを受信した後で第１の無線キャリア信号を利用して第１の接続を再構築し
たりすることができる。例えば、割り当てられたときにマルチキャストまたはブロードキ
ャストデータの指定された部分またはセグメントを受信した後に、接続管理モジュール２
３０は、第１の無線キャリア信号を利用して通常のデータ処理および／または接続を再開
したり、最初に第１の接続を構築するために利用されたものと同じプロトコル、キャリア
、または規格を利用して新たな接続を構築したりすることができる。他の実施形態も記載
され請求される。
【００２８】
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　図３は、一部の実施形態における、無線ネットワーク１０２および２０２等の無線ネッ
トワークの送信ダイアグラムの一例を示す。無線ネットワーク１０２および２０２は、一
部の実施形態では、一部の実施形態では上述した複数のプロトコルおよび規格の組み合わ
せを含んでよいＷｉＭＡＸ無線ネットワークを実装する無線ネットワークを表していてよ
い。例えば図３の送信ダイアグラムは、一部の実施形態では、８０２．１６ｅおよび８０
２．１６ｍの基地局および移動局の組み合わせを含む無線ネットワークを示していてよい
。より詳しくは、図３は、８０２．１６ｍ基地局３０２、８０２．１６ｅ基地局３０４、
８０２．１６ｍ移動局３０６、および８０２．１６ｅ移動局３０８を示している。例示の
都合上、限られた数および種類の移動局および基地局のみを示しているが、実施形態はこ
のコンテキストに限定はされない。
【００２９】
　図３に示すように、８０２．１６ｍ基地局３０２は、ユニキャストデータ接続３１０を
、同じ無線プロトコルに従って動作する８０２．１６ｍ移動局としか構築しない。同様に
、８０２．１６ｅ基地局３０４は、ユニキャストデータ接続３１６を、同じ無線プロトコ
ルに従って動作する８０２．１６ｅ移動局３０８としか構築することができない。示され
ているように、同じ無線プロトコルに従って動作する移動局および基地局は、それぞれ対
応する移動局または基地局との間で双方向のユニキャスト接続を構築することができる。
しかし様々な実施形態では、８０２．１６ｅ基地局３０４は、８０２．１６ｍ移動局３０
６および／または８０２．１６ｅ移動局３０８の間において、ブロードキャストまたはマ
ルチキャストデータ接続３１２および３１４を構築することができる。この結果、一部の
実施形態では、８０２．１６ｍ移動局３０６は、８０２．１６ｍ基地局からデフォルトの
ユニキャストデータ接続３１０へとチューニングさせることに加えて、８０２．１６ｅ基
地局から、マルチキャストまたはブロードキャストデータ接続３１２へとチューニングさ
せる必要がある場合がある。このためのスイッチメカニズムは、図１および図２、並びに
、図４－図６を参照して説明する。他の実施形態も記載され請求される。
【００３０】
　様々な実施形態の動作を、さらに後続する図面およびそれに関する例を参照して説明す
る。図面の一部は論理フローを含んでいてよい。図示されている論理フローは、記載され
ている機能の実装例を提供しているにすぎない。さらに、論理フローの中には、そうでは
ないと明記されていない限り、必ずしも提示されている順序で実行されなくていいものも
ある。加えて、論理フローは、ハードウェアエレメント、プロセッサが実行するソフトウ
ェアエレメント、またはこれらの任意の組み合わせにより実装することができる。実施形
態はこのコンテキストに限定はされない。
【００３１】
　図４は、無線通信システムにおいてＭＢＳデータを管理する論理フロー４００の一実施
形態を示す。様々な実施形態では、論理フロー４００は、任意の設計パラメータまたは性
能制約のセットに応じて、様々なシステム、ノード、および／または、モジュールにより
実行可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、および／または、これらの任意の組み合
わせにより実行されてよい。例えば、論理フロー４００は、論理デバイス（例えばノード
、ＳＴＡ，無線デバイス）および／または、命令、データ、および／またはコードが論理
デバイスにより実行される論理により実装可能である。例示の都合上、論理フロー４００
を図１から図３を参照して説明するが、これは限定ではない。実施形態はこのコンテキス
トに限定はされない。
【００３２】
　様々な実施形態では、第１の接続は、第１の無線通信プロトコルを利用して構築されて
よい（４０２）。例えば、図２のモバイルコンピューティングデバイス２０４等のモバイ
ルコンピューティングデバイスは、８０２．１６ｍまたはＬＴＥプロトコルに従って第１
の無線接続を構築することができる。４０４で、一部の実施形態においては、１以上のマ
ルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのスケジュール情報を、第１の無線
通信プロトコルを利用して受信することができる。例えば、モバイルコンピューティング
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デバイス２０４は、基地局（例えばデバイス２０６）から、構築された８０２．１６ｍま
たはＬＴＥ無線接続を介して、マルチキャストまたはブロードキャストデータサービスに
ついての１以上のタイミングおよび周波数情報を含むスケジュール情報を受信することが
できる。
【００３３】
　スケジュール情報は、一部の実施形態では、ダイナミックサービスフロー起動（ＤＳＡ
）期間中に受信されるものであってよい。例えば、モバイルコンピューティングデバイス
２０４は、ネットワーク２０２に入り、１以上の基地局２０６または２０８と交渉する機
能を実行してよい。様々な実施形態では、次に、モバイルコンピューティングデバイス２
０４は、ネットワーク２０２をサブスクライブまたはネットワーク２０２に接続してよい
。次いで、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、ネットワーク２０２および基
地局２０６および／または２０８と相互作用して、利用可能なユニキャスト、マルチキャ
スト、および／またはブロードキャストサービスに関するデータその他の情報を受信して
、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、所望のプログラム、サブスクリプショ
ン、フロー、データストリーム、その他の利用可能なデータを特定することができる。一
部の実施形態では、交渉プロシージャは、１以上の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層の振る
舞いをトリガして、移動局がユーザまたはモバイルコンピューティングデバイス２０４が
サブスクライブしているコンテンツに関連付けられたサービスフローを特定することので
きるサービスフローを生成する上部層サービスを含んでよい。例えば、複数のテレビチャ
ネルのそれぞれを特定のサービスフローにマッピングして、各サービスフローにそれぞれ
異なる属性を含めること等ができる。
【００３４】
　様々な実施形態では、スケジュール情報は、サブスクリプションまたはＭＢＳデータの
ためのサービスフロー生成中に、ネットワークまたは１以上の基地局２０６または２０８
により示されるさらなる情報を含んでよい。例えば、さらなる情報またはスケジュール情
報は、ＭＢＳデータに関連付けられている周波数、タイミング、またはその他の属性等の
、モバイルコンピューティングデバイス２０４に提供されるキャリア情報を備えたり、含
んだりしてよい。一部の実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、
この例の８０２．１６ｍのように、自身の一次キャリアまたはネットワーク（primary ca
rrier or network）を利用して初期状態の戻ることもできる（default）。しかし、所望
のＭＢＳデータが異なるキャリアまたは周波数で利用可能である場合には、スケジュール
情報は、モバイルコンピューティングデバイス２０４に対して、所望のＭＢＳデータを特
定、発見、および受信するために必要な情報を提供することができる。他の実施形態も記
載され請求されている。
【００３５】
　一部の実施形態では、マルチキャストまたはブロードキャストデータサービスの１以上
を４０６で選択する。例えば、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、１以上の
マルチキャストまたはブロードキャストデータサービスのうちユーザが所望であるとして
選択したものを表す入力を受信、または選択してよい。様々な実施形態では、１以上のマ
ルチキャストまたはブロードキャストプログラムは、１以上のテキスト、オーディオ、静
止画、動画、ビデオ、およびインタラクティブなコンテンツ（例えば、ライブイベントの
ブロードキャストまたはマルチキャスト、テレビ番組のテレビ放送、映画、または任意の
他の予め記録されたイベントまたは娯楽媒体）を含んでよい。
【００３６】
　第２の接続は、様々な実施形態では、１以上の選択されたマルチキャストまたはブロー
ドキャストデータサービスを受信するために、第２の無線通信プロトコルを利用して構築
されてよい。例えば、モバイルコンピューティングデバイス２０４は、スケジュール情報
が、そこが所望のコンテンツが利用可能な場所であると示している場合に、ＭＢＳデータ
を受信するために、８０２．１６ｅを利用して接続を構築してよい。第２の接続は、１以
上のマルチキャストまたはブロードキャストデータサービスの後続する部分を受信するた
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めに、タイミングおよび周波数情報に基づいて周期的に構築されてよい。例えば、ＭＢＳ
データは、異なるタイムスロットで利用可能なパケットまたはセグメントによりマルチキ
ャストまたはブロードキャストされてよく、異なるタイムスロットに含まれるデータは、
一まとめで、所望のＭＢＳデータを表していてよい。
【００３７】
　一部の実施形態では、第１および第２の接続を、同じ無線トランシーバを利用して構築
してよい。例えばモバイルコンピューティングデバイス２０４の無線機２２８は、各接続
のタイミングを示す接続管理モジュール２３０からの信号、制御その他のコマンドに呼応
して、８０２．１６ｍおよび８０２．１６ｅに従って動作する接続間をスイッチすること
ができる。一部の実施形態では、第３の接続は、第１の無線通信プロトコルを利用して構
築されても、１以上の選択されたマルチキャストまたはブロードキャストデータサービス
を受信した後に、第１の接続を利用して再構築されてもよい。例えば、８０２．１６ｅに
よる接続が、ＭＢＳデータの受信には不要な場合、接続管理モジュール２３０は、モバイ
ルコンピューティングデバイス２０４の通常データ処理を続けるために、８０２．１６ｍ
による初期接続を開始または再構築することができる。
【００３８】
　第１および第２の無線通信技術は、様々な実施形態においては、同じ無線規格の異なる
バージョンまたはそれぞれ異なる周波数を利用する無線通信技術を含んでよい。例えば、
第１の無線通信プロトコルは、８０２．１６ｍまたはＬＴＥに従って動作することができ
、第２の無線通信プロトコルは、８０２．１６ｅに従って動作することができる。一部の
実施形態では、第２の無線通信プロトコルは、マルチキャストまたはブロードキャストデ
ータサービスに特化した無線キャリア、プロトコル、または周波数を含んでよい。他の実
施形態も記載され請求される。
【００３９】
　図５は、製品５００の一実施形態を示す。示されているように、製品５００は、一部の
実施形態では、ＭＢＳを管理するための論理５０４を格納するための格納媒体５０２を含
んでよい。例えば、論理５０４は、モバイルコンピューティングデバイスのための接続管
理モジュールを実装するため、および、例えばノード１０４－１－ｎの他の側面を実装す
るために利用されてよい。様々な実施形態では、製品５００は、様々なシステム、ノード
、および／または、モジュールにより実装されてよい。
【００４０】
　製品５００および／または機械可読またはコンピュータ可読格納媒体５０２は、揮発性
メモリまたは不揮発性メモリ、取り外し可能、取り外し不可能メモリ、消去可能または消
去不可能メモリ、書き込み可能または書き換え不可能メモリ等の、データを格納すること
ができる１以上の種類のコンピュータ可読格納媒体を含んでよい。一部の実施形態では、
格納媒体５０２は、持続性（non-transitory）の格納媒体を含んでよい。機械可読格納媒
体の例には、これらに限定はされないが、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ダイナミ
ックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＤＲＡＭ（ＤＤＲ－ＤＲＡＭ）、同期ＤＲ
ＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
、プログラム可能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、コンパクトディスク
ＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）、書き込み可能ＣＤ（ＣＤ－Ｒ）、書き換え可能ＣＤ（ＣＤ－Ｒ
Ｗ）、フラッシュメモリ（ＮＯＲまたはＮＡＮＤフラッシュメモリ等）、コンテンツアド
レス可能メモリ（ＣＡＭ）、ポリマーメモリ（強誘電性ポリマーメモリ）、相変化メモリ
（オボニックメモリ）、強誘電性メモリ、シリコン酸化物窒化物酸化物シリコン（ＳＯＮ
ＯＳ）メモリ、ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードドライブ、光ディス
ク、磁気ディスク、光磁気ディスク）、またはカード（磁気カードまたは光カード）、テ
ープ、カセット、任意のその他の種類の、情報を格納するのに適したコンピュータ可読格
納媒体を含んでよい。さらに、遠隔コンピュータから要求を発行するコンピュータへ、搬
送波その他の伝播媒体により通信リンクを介して（例えばモデム、無線またはネットワー
ク接続等）ダウンロードまたは転送することに関与する任意の媒体が、コンピュータ可読
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格納媒体と捉えられる。
【００４１】
　製品５００および／または機械可読媒体５０２は、機械により実行されると、機械に、
記載される実施形態による方法および／または動作を実行させる命令、データ、および／
またはコードを含む論理５０４を格納してよい。これらの機械には、例えば、任意の適切
な処理プラットフォーム、コンピューティングプラットフォーム、コンピューティングデ
バイス、処理デバイス、コンピューティングシステム、処理システム、コンピュータ、プ
ロセッサ等が含まれてよく、ハードウェアおよび／またはソフトウェアの任意の適切な組
み合わせを利用して実装することができる。
【００４２】
　論理５０４は、ソフトウェア、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、プログラ
ム、サブルーチン、命令、命令セット、コンピューティングコード、ワード、値、シンボ
ル、またはこれらの組み合わせを含んでも、これらにより実装されてもよい。命令は、ソ
ースコード、コンパイルコード、解釈されたコード、実行可能なコード、スタティックコ
ード、ダイナミックコード等の任意の適切な種類のコードを含んでよい。命令は、プロセ
ッサに対して一定の機能を実現するよう命令するために、予め定義されたコンピュータ言
語、方法、またはシンタックスに従って実装されてよい。命令は、任意の適切な高レベル
、低レベル、オブジェクト指向、ビジュアル系、コンパイルされた、および／または解釈
されたプログラミング言語（例えばＣ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）、ＢＡＳＩＣ、Ｐ
ｅｒｌ、Ｍａｔｌａｂ、Ｐａｓｃａｌ、Ｖｉｓｕａｌ　ＢＡＳＩＣ、アセンブリ言語、機
械コード等）を利用して実装されてよい。他の実施形態は、このコンテキストに限定はさ
れない。論理５０４がソフトウェアとして実装される場合、任意の適切なプロセッサおよ
びメモリユニットがソフトウェアを実行してもよい。
【００４３】
　図６は、システム実施形態を示す。特に図６は、様々なエレメントを含んでよいシステ
ム６００を示している。例えば図６は、システム６００が、プロセッサ６０２、チップセ
ット６０４、入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス６０６、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）（例
えばダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ））６０８、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）６１０、
および様々なプラットフォームコンポーネント６１４（例えばファン、クロスフローブロ
ワー、ヒートシンク、ＤＴＭシステム、冷却システム、筐体、ベント等）を含みうること
を示している。これらエレメントは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、そ
の他の組み合わせで実装されてよい。しかし実施形態はこれらのエレメントに限定はされ
ない。
【００４４】
　図６に示すように、Ｉ／Ｏデバイス６０６、ＲＡＭ６０８、およびＲＯＭ６１０は、チ
ップセット６０４によってプロセッサ６０２に連結される。チップセット６０４は、バス
６１２によってプロセッサ６０２に連結されてよい。従ってバス６１２は、複数のライン
を含んでよい。
【００４５】
　プロセッサ６０２は、１以上のプロセッサコアを含む中央処理装置であってよく、任意
の数のプロセッサコアを有する任意の数のプロセッサを含んでよい。プロセッサ６０２は
、例えばＣＰＵ、多重処理ユニット、縮小命令セットコンピュータ（ＲＩＳＣ）、パイプ
ラインを有するプロセッサ、複合命令セットコンピュータ（ＣＩＳＣ）、デジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）等の任意の種類の処理ユニットを含んでよい。
【００４６】
　図示されてはいないが、システム６００は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）インタフェ
ースおよび／またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インタフェース、および／また
はその他等の様々なインタフェース回路を含んでよい。一部の例示的な実施形態では、Ｉ
／Ｏデバイス６０６は、システム６００にデータおよびコマンドを入力するために、イン
タフェース回路に接続される１以上の入力デバイスを含んでよい。例えば入力デバイスは
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、キーボード、マウス、タッチスクリーン、トラックパッド、トラックボール、イソポイ
ント（isopoint）、音声認識システム、および／またはその他を含んでよい。同様に、Ｉ
／Ｏデバイス６０６は、オペレータに対して情報を出力するために、インタフェース回路
に接続された１以上の出力デバイスを含んでよい。例えば、該出力デバイスは、所望の場
合には、１以上のデジタルディスプレイ、プリンタ、スピーカ、および／または、他の出
力デバイスを含んでもよい。例えば、ある出力デバイスが、デジタルディスプレイであっ
てよい。ディスプレイは、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）ディスプレイ、その他の種類のディスプレイであってよい。
【００４７】
　システム６００は、さらに、ネットワークへの接続を介して他のデバイスとデータを交
換するための、有線または無線のネットワークを有してもよい。ネットワーク接続は、セ
ルラー式接続、無線周波数接続、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）接続、デジタル加入者線
（ＤＳＬ）、電話回線、同軸ケーブル等を含むがこれらに限定はされない無線接続または
有線接続等の、任意の種類のネットワーク接続であってよい。ネットワークは、インター
ネット、電話ネットワーク、ケーブルネットワーク、無線ネットワーク、パケット交換ネ
ットワーク、回線交換ネットワーク、および／またはその他等の任意の種類のネットワー
クであってよい。
【００４８】
　前述の記載は、無線通信システムでＭＢＳを管理する方法および装置を実装することで
解決されうる課題の数例に過ぎず、他の課題も解決できる場合があり、他の利点も存在す
る場合があるだろう。
【００４９】
　これまで数多くの詳細を述べて、実施形態の完全な理解を促している。しかし当業者で
あれば、実施形態をこれら特定の詳細なしに実施できることを理解するだろう。また、公
知の動作、コンポーネント、回路等を詳述しないことで、実施形態を曖昧にしないように
している箇所もある。ここに開示する特定の構造上および機能上の詳細は、実施形態の範
囲の代表であり、必ずしも限定ではない。
【００５０】
　様々な実施形態は、ハードウェアエレメント、ソフトウェアエレメント、またはこれら
の組み合わせにより実装可能である。ハードウェアエレメントの例には、プロセッサ、マ
イクロプロセッサ、回路、回路エレメント（例えばトランジスタ、抵抗、コンデンサ、イ
ンダクタ等）、集積回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラム可能論理デバ
イス（ＰＬＤ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプロマブルゲートアレ
イ（ＦＰＧＡ）、論理ゲート、レジスタ、半導体デバイス、チップ、マイクロチップ、チ
ップセット等が含まれてよい。ソフトウェアの例には、ソフトウェアコンポーネント、プ
ログラム、アプリケーション、コンピュータプログラム、アプリケーションプログラム、
システムプログラム、機械プログラム、オペレーティングシステムソフトウェア、ミドル
ウェア、ファームウェア、ソフトウェアモジュール、ルーチン、サブルーチン、機能、方
法、プロシージャ、ソフトウェアインタフェース、アプリケーションプログラムインタフ
ェース（ＡＰＩ）、命令セット、コンピューティングコード、コンピュータコード、コー
ドセグメント、コンピュータコードセグメント、ワード、値、シンボル、またはこれらの
任意の組み合わせを含んでよい。一実施形態をハードウェアエレメントおよび／またはソ
フトウェアエレメントを利用して実装するかの決定は、所望の計算速度、電力レベル、耐
熱性、処理サイクル予算、入力データ速度、出力データ速度、メモリリソース、データバ
ス速度、およびその他の設計および制約上の制約等の任意の数の要因に応じて変化してよ
い。
【００５１】
　一部の実施形態は、「連結」「接続」およびこれらの派生語を用いて記載されている。
これらの用語は、互いに類似語を意図していない。例えば、一部の実施形態が「接続」お
よび／または「連結」という用語を用いて記載されている場合、２以上のエレメントが直
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接物理的接触または電気的接触にあることを示す。しかし、「連結」という用語は、２以
上のエレメントが直接接触していなくても、互いに協働、または相互作用する、という意
味も有する。
【００５２】
　一部の実施形態は例えば、機械またはプロセッサにより実行されると、機械またはプロ
セッサに、実施形態による方法および／または動作を実行させるような命令、命令セット
、または、コンピュータ実行可能コードを格納することのできる機械可読媒体またはコン
ピュータ可読媒体または物品を利用して実装可能である。例えばこれら機械は、任意の適
切な処理プラットフォーム、コンピューティングプラットフォーム、コンピューティング
デバイス、処理デバイス、コンピューティングシステム、処理システム、コンピュータ、
プロセッサ等を含んでよく、ハードウェアおよび／またはソフトウェアの任意の適切な組
み合わせを利用して実装することもできる。機械可読媒体または物品は、例えば、任意の
適切な種類のメモリユニット、メモリデバイス、メモリ物品、メモリ媒体、格納デバイス
、格納物品、格納媒体および／または格納ユニット（例えばメモリ、取り外し可能媒体、
取り外し不可能媒体、揮発性または不揮発性メモリまたは媒体、消去可能または消去不可
能媒体、書き込み可能または書き換え可能媒体、デジタルまたはアナログ媒体、ハードデ
ィスク、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディスクＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）
、書き込み可能ＣＤ（ＣＤ－Ｒ）、書き換え可能ＣＤ（ＣＤ－ＲＷ）、光ディスク、磁気
媒体、光磁気媒体、取り外し可能メモリカードまたはディスク、様々な種類のＤＶＤ）、
テープ、カセット等を含んでよい。命令は、高レベル、低レベル、オブジェクト指向、ビ
ジュアル系、コンパイルされた、および／または解釈されたプログラミング言語を利用し
て実装される、ソースコード、コンパイルコード、解釈されたコード、実行可能なコード
、スタティックコード、ダイナミックコード等の任意の適切な種類のコードを含んでよい
。
【００５３】
　特にそうではないと明記されていない限り、「処理（processing）」「コンピューティ
ング（computing）」「計算（calculating）」「判断／決定（determining）」といった
用語を利用する説明は、コンピュータまたはコンピューティングシステム、もしくはこれ
らに類似した電子コンピューティングデバイスの行う、コンピューティングシステムのレ
ジスタおよび／またはメモリ内の物理量（例えば電子）で表されるデータを、コンピュー
タシステムのレジスタ、メモリ、もしくはその他の同様の情報格納、送信、または表示デ
バイス内の物理量で同様に表される他のデータへと操作および／または変換する動作およ
び／または処理に係るものであってよい。他の実施形態もこのコンテキストに限定されな
い。
【００５４】
　ここに記載する方法は、必ずしも記載される順序または任意の特定の順序で実行される
必要はない。さらに、ここで示す方法に関して記載する様々な動作は、シリアルまたはパ
ラレル両方で実行可能である。
【００５５】
　ここには特定の実施形態を例示および記載したが、同じ目的を達成すると推定される任
意の構成で、示されている特定の実施形態を置き換えることもできる。本開示は、様々な
実施形態の任意のまたは全ての適合例または変形例を網羅することが意図されている。上
述の記載は、例示を目的としており、限定は意図していない。上述した実施形態の組み合
わせ、および、ここに特に記載されていないその他の実施形態も、上述の記載を読んだ当
業者には明らかとなる。従って、様々な実施形態の範囲には、上述の組成、構造、および
方法が利用されるその他のアプリケーションも全て含まれる。
【００５６】
　開示の要約は、連邦規則集（Ｃ．Ｆ．Ｒ）３７巻セクション１．７２（ｂ）に記載され
ている、「要約は、読み手が技術的な開示の性質の概要を掴むことができるように書かれ
るべきである」という要件に則って記載されていることを強調する。従って要約は、請求
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ない。加えて、前述した詳細な記載では、様々な特徴を単一の実施形態にして、開示を簡
潔にまとめている。この開示方法は、請求される実施形態が、各請求項に明示されている
よりも多くの特徴を必要としていることを反映していると解釈されるべきではない。そう
ではなくて、請求項は、単一の開示されている実施形態の全ての特徴未満に存在する発明
主題を反映している。従って請求項は、詳細な記載に組み込まれ、各請求項がそれ自身で
別個の好適な実施形態を構成する。添付請求項では、「備える（comprising）」および「
において（wherein）」は、平易な英語においては「含む」あるいは「において（in whic
h）」に相当する。さらに、「第１」「第２」「第３」等の用語は、単にラベルとして利
用されており、付されたものの数字的要件を表す意図はない。
【００５７】
　主題は、構造的特徴および／または方法上の動作に特化した言い回しで記載されたが、
添付請求項で定義される主題は、必ずしも上述した特定の特徴または動作に限定はされな
い。上述した特定の特徴および動作は、請求項を実装する例示的な形態で開示される。
【００５８】
　また、「一実施形態」「１つの実施形態」といった言い回しは、その実施形態との関連
で記載される特定の特徴、構造、または特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれるこ
とを示す。従って、「一実施形態」または「１つの実施形態」といった言い回しが本明細
書の随所で利用されていようとも、これらは全てが同じ実施形態を示しているわけではな
い。さらに、特定の特徴、構造、または特性は、１以上の実施形態で任意の適切な方法に
より組み合わせることができる。
【００５９】
　実施形態の一部の特徴を記載してきたが、数多くの変形例、代替例、変更例、および均
等物が、当業者には明らかとなろう。従って、添付請求項は、これら全ての変形例および
変更例を実施形態の真の精神として含むことを意図している。
【図１】 【図２】
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