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(57)【要約】
　メッシュネットワークが、複数のメッシュポイント（
ＭＰ）、中央データベース（ＤＢ）および中央コントロ
ーラ（ＣＣ）を含む。ＭＰは、無線媒体を通じてサービ
ス品質（ＱｏＳ）情報を送信するように構成される。各
々のＭＰは、他のＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰに
対して直接にＱｏＳ情報を要求することができる。ＭＰ
は、中央データベース内にＱｏＳ情報を格納し、かつＭ
Ｐのいずれかと関連するＱｏＳ情報について中央データ
ベースに問い合わせるように構成される。したがって、
ＱｏＳ情報はメッシュネットワークの全体にわたって共
有され、そして、ＱｏＳポリシーは、ＭＰが別のＭＰと
共存することができ、ＭＰがメッシュネットワークの外
部にあるシステムと共存することができ、かつＭＰがメ
ッシュアクセスポイント（ＭＡＰ）と共存することがで
きるところで、規定され、かつアップデートされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のメッシュポイント（ＭＰ）、中央データベース（ＤＢ）および中央コントローラ
（ＣＣ）を含むメッシュネットワークにおいて、
　方法であって、
　（ａ）前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、無線媒体上でサービス品質（ＱｏＳ
）情報を送信するステップと、
　（ｂ）前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、前記ＭＰのうちの少なくとも１つの
他のＭＰに対して直接にＱｏＳ情報を要求するステップと、
　（ｃ）前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、前記中央ＤＢ内にＱｏＳ情報を格納
するステップと、
　（ｄ）前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、前記ＭＰのいずれかと関連するＱｏ
Ｓ情報を前記中央ＤＢに問い合わせるステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記ステップ（ａ）が管理フレームを使用して前記ＱｏＳ情報を送信するステップを更
に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ａ）が制御フレームを使用して前記ＱｏＳ情報を送信するステップを更
に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ステップ（ａ）がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層のメッセー
ジを使用して前記ＱｏＳ情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　（ｅ）前記ＭＰが前記ＣＣにＱｏＳ情報をレポートするステップと、
　（ｆ）前記ＣＣが前記ＭＰの全てに前記レポートされたＱｏＳ情報を送信するステップ
と
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　（ｅ）前記ＭＰが前記ＣＣにＱｏＳ情報をレポートするステップと、
　（ｆ）前記ＣＣが前記ＭＰのサブセットに対して前記レポートされたＱｏＳ情報の一部
を送信するステップと
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　複数のメッシュポイント（ＭＰ）を含むメッシュネットワークにおいて、
　方法であって、
　（ａ）前記ＭＰのうちの第１のＭＰが、前記ＭＰのうちの少なくとも１つの他のＭＰか
らサービス品質（ＱｏＳ）情報を受信するステップと、
　（ｂ）前記第１のＭＰが、前記受信されたＱｏＳ情報に基づいて前記第１のＭＰ自体の
ＱｏＳ情報をアップデートするステップと
　を含む方法。
【請求項８】
　前記ＱｏＳ情報が、前記第１のＭＰによって使用される構成パラメータを含むことを特
徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＱｏＳ情報が、拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のパラメータセットを含
むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メッシュネットワークがメッシュバックホールインターフェースおよびクライアン
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トアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント（ＭＡＰ）を
更に備え、
　前記方法は、
　（ｃ）前記バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースと
の間でＱｏＳポリシーをコヒーレントに調整するステップと、
　（ｄ）前記メッシュバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフ
ェースに対するアクセスカテゴリ（ＡＣ）に優先順位をつけるステップと
　を更に含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　メッシュネットワークであって、
　（ａ）複数のメッシュポイント（ＭＰ）と、
　（ｂ）中央データベース（ＤＢ）と、
　（ｃ）中央コントローラ（ＣＣ）と
　を備え、
　前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、無線媒体上でサービス品質（ＱｏＳ）情報
を送信し、前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、前記ＭＰのうちの少なくとも１つ
の他のＭＰに対して直接にＱｏＳ情報を要求し、前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰ
が、前記中央ＤＢ内にＱｏＳ情報を格納し、および、前記ＭＰのうちの少なくとも１つの
ＭＰが前記ＭＰのいずれかと関連するＱｏＳ情報について前記中央ＤＢに問い合わせるこ
とを特徴とするメッシュネットワーク。
【請求項１２】
　前記ＱｏＳ情報が管理フレームを使用して送信されることを特徴とする請求項１１に記
載のメッシュネットワーク。
【請求項１３】
　前記ＱｏＳ情報が制御フレームを使用して送信されることを特徴とする請求項１１に記
載のメッシュネットワーク。
【請求項１４】
　前記ＱｏＳ情報がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層メッセージを使
用して送信されることを特徴とする請求項１１に記載のメッシュネットワーク。
【請求項１５】
　各々のＭＰが、
　ＱｏＳ情報を前記ＣＣにレポートする送信機と、
　前記ＣＣからレポートされたＱｏＳ情報を受信する受信機と
　を備えることを特徴とする請求項１１に記載のメッシュネットワーク。
【請求項１６】
　前記ＣＣが１つまたは複数の前記ＭＰから受信されるＱｏＳ情報の一部を前記ＭＰのサ
ブセットに送信する送信機を備えることを特徴とする請求項１１に記載のメッシュネット
ワーク。
【請求項１７】
　メッシュネットワークであって、
　（ａ）複数のメッシュポイント（ＭＰ）と、
　（ｂ）複数のメッシュネットワークと
　を備え、
　前記ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、前記複数のメッシュネットワークからサー
ビス品質（ＱｏＳ）情報を受信し、
　前記少なくとも１つのＭＰが、前記受信されたＱｏＳ情報に基づいて前記少なくとも１
つのＭＰ自体のＱｏＳ情報をアップデートすることを特徴とするメッシュネットワーク。
【請求項１８】
　前記ＱｏＳ情報が、前記少なくとも１つのＭＰによって使用される構成パラメータを含
むことを特徴とする請求項１７に記載のメッシュネットワーク。
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【請求項１９】
　前記ＱｏＳ情報が、拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のパラメータセットを含
むことを特徴とする請求項１７に記載のメッシュネットワーク。
【請求項２０】
　前記メッシュネットワークが、メッシュバックホールインターフェースおよびクライア
ントアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント（ＭＡＰ）
を更に備え、
　前記ＭＡＰが、
　前記バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間で
ＱｏＳポリシーをコヒーレントに調整する手段と、
　前記メッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェ
ースに対するアクセスカテゴリ（ＡＣ）に優先順位をつける手段と
　を備えることを特徴とする請求項１７に記載のメッシュネットワーク。
【請求項２１】
　メッシュネットワーク内のパケットを識別する方法であって、
　前記方法は、
　（ａ）パケットを受信するステップと、
　（ｂ）前記パケットのタイプを判別するステップと、
　（ｃ）前記パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメータのセットの
うちの選択された１つに前記パケットをマッピングするステップと、
　（ｄ）前記チャネルアクセスパラメータの選択されたセットと関連するパラメータに従
って前記パケットを送信するステップと
　を含む方法。
【請求項２２】
　前記チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ（ＡＣ）であることを特徴とする
請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイント
のテーブル内に格納されることを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔（ＩＦＳ）時間を指定することを特
徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴とす
る請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記パラメータがチャネル使用期間（ＴＸＯＰ）リミットを指定することを特徴とする
請求項２１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記パラメータがサービス品質（ＱｏＳ）パラメータであることを特徴とする請求項２
１に記載の方法。
【請求項２８】
　各々のＱｏＳパラメータが拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のＱｏＳポリシー
を規定することを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴とする
請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　パケットを送信する無線通信システムであって、
　前記システムが、
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　少なくとも１つのメッシュポイント（ＭＰ）を含むメッシュネットワークと、
　前記メッシュネットワーク内部および外部でパケット送信を制御するメッシュアクセス
ポイント（ＭＡＰ）と
　を備え、
　各々のパケットが、前記パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメー
タのセットのうちの選択された１つにマッピングされ、および、前記パケットがチャネル
アクセスパラメータのうちの前記選択されたセットと関連するパラメータに従って送信さ
れることを特徴とするシステム。
【請求項３１】
　前記チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ（ＡＣ）であることを特徴とする
請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイント
のテーブル内に格納されることを特徴とする請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴とす
る請求項３０に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔（ＩＦＳ）時間を指定することを特
徴とする請求項３０に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記パラメータがチャネル使用期間（ＴＸＯＰ）リミットを指定することを特徴とする
請求項３０に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記パラメータがサービス品質（ＱｏＳ）パラメータであることを特徴とする請求項３
０に記載のシステム。
【請求項３７】
　各々のＱｏＳパラメータが拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のＱｏＳポリシー
を規定することを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴とする
請求項３６に記載のシステム。
【請求項３９】
　複数のメッシュポイント（ＭＰ）および中央データベース（ＤＢ）を含むメッシュネッ
トワークにおいて、
　方法であって、
　（ａ）前記ＭＰのうちの第１のＭＰが、前記ＭＰのうちの少なくとも１つの別のＭＰお
よび前記中央ＤＢからサービス品質（ＱｏＳ）情報を受信するステップと、
　（ｂ）前記第１のＭＰが、前記受信されたＱｏＳ情報に基づいて前記第１のＭＰ自体の
ＱｏＳ情報をアップデートするステップと
　を含む方法。
【請求項４０】
　前記ＱｏＳ情報が前記第１のＭＰによって使用される構成パラメータを含むことを特徴
とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ＱｏＳ情報が拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のパラメータセットを含む
ことを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　複数のメッシュポイント（ＭＰ）および中央コントローラ（ＣＣ）を含むメッシュネッ
トワークにおいて、
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　方法であって、
　（ａ）前記ＭＰのうちの第１のＭＰが、前記ＭＰのうちの少なくとも１つの別のＭＰお
よび前記ＣＣからサービス品質（ＱｏＳ）情報を受信するステップと、
　（ｂ）前記第１のＭＰが、前記受信されたＱｏＳ情報に基づいて前記第１のＭＰ自体の
ＱｏＳ情報をアップデートするステップと
　を含む方法。
【請求項４３】
　前記ＱｏＳ情報が前記第１のＭＰによって使用される構成パラメータを含むことを特徴
とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ＱｏＳ情報が拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のパラメータセットを含む
ことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、サービス品質（Ｑｏ
Ｓ）情報が共有され、かつＱｏＳポリシーが規定されることが可能なメッシュアプリケー
ションについての媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層のＱｏＳ向上に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）システムは、元来は無線媒体にアクセス
する際に、全てのユーザーの間に公平性を保証するためにベストエフォート型サービスを
提供するように設計されていた。これは、ＱｏＳをユーザーに対して保証することができ
る手段、あるいは各々のユーザーのＱｏＳ要件間の差異を考慮することができる手段を提
供することは殆ど考慮されていなかったことを意味する。ＶＯＩＰ（Voice over Interne
t Protocol）およびリアルタイムビデオアプリケーションなどのＱｏＳ駆動型のアプリケ
ーションをサポートするためにＷＬＡＮシステムを使用することに対する欲求が増大した
ので、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅなどの規格化機関が、この問題に対処するために設立さ
れた。
【０００３】
　加えて、ＷＬＡＮネットワークはメッシュ形態においてアクセスポイント（ＡＰ）間に
無線バックホール（backhaul）接続を導入するために漸進的に変化している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このメッシュアーキテクチャの関心事は、低コストで、使いやすく、迅速な配備を提供
することである。メッシュネットワークは他のＷＬＡＮシステムと同じＱｏＳ要件に直面
することが予想される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、複数のメッシュポイント（ＭＰ）、中央データベース（ＤＢ）および中央コ
ントローラ（ＣＣ）を含むメッシュネットワークである。ＭＰは、無線媒体を通じてＱｏ
Ｓ情報を送信するように構成される。各々のＭＰは、他のＭＰのうちの少なくとも１つの
ＭＰに対して直接にＱｏＳ情報を要求することができる。ＭＰは、中央データベースにＱ
ｏＳ情報を格納し、かつＭＰのいずれかと関連するＱｏＳ情報について中央データベース
に問い合わせ（クエリー）を行うように構成される。したがって、ＱｏＳ情報はメッシュ
ネットワークの全体にわたって共有され、そして、ＱｏＳポリシーが規定され、かつアッ
プデートされる。ＭＰは別のＭＰと共存することができ、ＭＰはメッシュネットワークに
対して外部にあるシステムと共存することができ、かつ、ＭＰはメッシュアクセスポイン
ト（ＭＡＰ）と共存することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　好適な実施形態は、明細書全体にわたって同様な参照番号が同様な構成要素を表す図面
を参照して記述される。
【０００７】
　以後、用語「クライアントＳＴＡ」は、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユーザ
ー機器（ＵＥ）、移動局、固定式あるいは移動式加入者端末、ページャあるいは無線環境
において動作可能な他の種類の装置を含むが、これらに限定されるものではない。
【０００８】
　以後参照される場合、ＡＰは、ノードＢ、基地局、サイトコントローラあるいは無線環
境における他の種類のインターフェース装置を含むが、これらに限定されるものではない
。
【０００９】
　以後参照される場合、用語「バックホール（backhaul）」はメッシュポイント（ＭＰ）
間の無線インターフェースを指し、一方、用語「クライアントアクセス」はＡＰとクライ
アントＳＴＡとの間のインターフェースを指し、それはまた、基本サービスセット（ＢＳ
Ｓ）としても知られている。ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅおよびＩＥＥＥ　８０２．１１規
格のグループおよび文書に参照がなされるが、本発明はＱｏＳポリシーをサポートする任
意のメッシュアーキテクチャに適用可能とすることができる。
【００１０】
　本発明の特徴を、集積回路（ＩＣ）に組み込むことができ、あるいは多数の相互接続要
素を含む回路に構成することができる。
【００１１】
　ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅは、拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ：enhanced dis
tributed channel access）と呼ばれる優先度ベースのＱｏＳ機構を規格化した。ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１ｅは、ＡＰおよびその関連したクライアントＳＴＡがユーザーのアプリ
ケーション要件および必要な無線リソースをＳＴＡに割り当てるＡＰの機能に関する情報
を交換することができる必要な機構およびシグナリングを規定する。
【００１２】
　無線媒体を多数のＭＰ、ＡＰおよびＳＴＡの間で共有することができるメッシュネット
ワークにおいて、現在の最高水準の技術は以下の２つの重要な課題に至る可能性がある。
【００１３】
　１）バックホール無線インターフェースにおいて使用されるＱｏＳポリシー間のコヒー
レンスの欠如。ＡＰが関連したＳＴＡに所与の優先度ポリシーを使用するよう命じるので
、標準のＡＰとそのＳＴＡとの間の関係はマスターおよびスレーブのうちの１つとして見
ることができる。定義上、メッシュネットワークは同じ無線媒体を共有する複数のＭＰを
有する可能性がある。この種のシステムにおいて、ＭＰ間の関係は、同等の１つにより近
い。これは、異なるＭＰが異なる優先度ポリシーを使用し、それ故に、破壊的な方法で無
線リソースのために競争する可能性を開く。
【００１４】
　２）バックホール無線インターフェースおよびクライアントアクセス無線インターフェ
ースにおいて使用されるＱｏＳポリシー間のコヒーレンスの欠如。メッシュバックホール
インターフェース（ＭＰがＭＰと通信するところ）とクライアントアクセス無線インター
フェース（クライアントＳＴＡがＡＰと通信するところ）は同じシステムの中で共存する
ことができる。バックホールおよびクライアントアクセス双方が同じチャネル上で動作す
ることができるということは、両方の層が、建設的な方法の代わりに破壊的な方法で無線
リソースのために競争する可能性を開く。
【００１５】
　一実施形態において、ＱｏＳ情報がメッシュネットワークの中で交換されることができ
るシグナリングが実装される。この方法を使用して共有されるＱｏＳ情報は、以下のこと
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を含むことができるが、これに限定されるものではない。
【００１６】
　１）ＭＰによって使用されるＱｏＳ構成パラメータ（QoS Configuration Parameters）
。例えば、ＣＳＭＡ方式において、これは共有された媒体を求めて争う場合、ＭＰが各々
のＱｏＳクラスに対して使用する異なるＥＤＣＡパラメータセットあるいはチャネルアク
セスパラメータセットに対応することができる。ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅアクセスカテ
ゴリ（ＡＣ）に類似して、複数のＡＣが、メッシュネットワークに対して規定されること
ができ（例えば、Ｍｅｓｈ＿ＡＣ１、Ｍｅｓｈ＿ＡＣ２、Ｍｅｓｈ＿ＡＣ３、Ｍｅｓｈ＿
ＡＣ４）、そして、同じタイプのマッピングが、ＩＥＥＥ　８０２．１ｄ優先度タグ、（
ユーザー優先度（ＵＰ））、とメッシュＡＣとの間をマッピングするために使用されると
仮定することができる。コンテンション前の最小アイドル遅延（フレーム送信間隔の数（
ＡＩＦＳＮ：arbitration interframe space number））、並びに、最小および最大コン
テンションウィンドウ（ＣＷ）の値（ＣＷｍｉｎおよびＣＷｍａｘ）、並びに、チャネル
使用期間（ＴＸＯＰ）リミットパラメータなどのＥＤＣＡ　ＱｏＳポリシーを規定するパ
ラメータは、１つのＭＰ内で各々のＡＣに対して異なる可能性がある。この情報は、また
、メッシュネットワークにおいてサポートされるアクノリッジメントポリシー（acknowle
dgment policy）、および２つ以上の異なるＭＰがそれらのＱｏＳポリシーを同期させる
ことができる所定のルールを含むことができるが、これらに限定されることはない。
【００１７】
　この種の所定のルールの例は、以下の通りである。
ｉ）２つのＭＰの接続（association）の際に、ＭＰは最も識別力のあるＱｏＳポリシー
を有するＭＰのＥＤＣＡパラメータセット（すなわちＱｏＳ　ＡＣ間のＥＣＤＡパラメー
タセットの最も大きな差異を有するもの）を使用する。
ｉｉ）２つのＭＰの接続の際に、ＭＰは、最も長くアクティブであったＭＰのＥＤＣＡパ
ラメータセットを使用する。
ｉｉｉ）２つのＭＰの接続の際に、ＭＰは、入口（portal）に最も近いＭＰのＥＤＣＡパ
ラメータセットを使用する。
ｉｖ）２つのＭＰの接続の際に、ＭＰは、ほとんどのトラフィックまたは同様のものをサ
ポートするＭＰのＥＤＣＡパラメータセットを使用する。
【００１８】
　２）ＭＰによって割り当てられるリソースに関する情報。割当リソースを表現するため
に使用可能な手段の例は、割当タイムユニット、パケットの数、バイト数、トラフィック
ストリームの数、チャネル稼働率、ＡＣバッファ占有期間、等を含むが、これらに限定さ
れるものではない。すべてのこの種の情報は、ＡＣごとに提供されることができる。
【００１９】
　３）ＭＰによって使用されるリソースに関する情報。使用されたリソースを表現するた
めに使用可能な手段の例は、伝送時間、チャネル占有期間、伝送されるパケットの数、伝
送されるバイト数、トラフィックストリームの数、チャネル稼働率、ＡＣバッファ占有期
間、等を含むが、これらに限定されるものではない。すべてのこの種の情報は、ＡＣごと
に提供されることができる。
【００２０】
　４）そのフォワーディング（すなわちバックホール）リンクの各々に対してＭＰによっ
て経験される品質。ＭＰによって経験される品質を表現するために使用可能な手段の例は
、時間ジッタ（jitter）、待ち時間（time latency）、パケットエラー率、スループット
、待ち行列に入れられた時間、等を含むが、これらに限定されるものではない。
【００２１】
　５）メッシュネットワークに対して外部にある、共存するＩＥＥＥ　８０２．１１ｅク
ライアントアクセス無線インターフェースにおいて使用されるＱｏＳポリシー（例えばＥ
ＤＣＡパラメータセット）。
【００２２】
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　６）メッシュＡＰのＩＥＥＥ　８０２．１１ｅクライアントアクセス無線インターフェ
ース上で使用されるＱｏＳポリシー（例えばＥＤＣＡパラメータセット）。
【００２３】
　このシグナリングは、以下のことによって実装可能であが、それらに限定されない。
【００２４】
　１）管理フレームあるいは制御フレームあるいはデータフレームのペイロードとして搬
送される上位層メッセージを使用して無線媒体上で、ＭＰにこの情報を送信させる。
【００２５】
　２）ＭＰに、互いから直接にＱｏＳ情報を要求させる。これは、管理フレームあるいは
制御フレームを使用して、あるいはデータフレームのペイロードとして搬送される上位層
メッセージを使用して達成されることができる。
【００２６】
　３）各々のＭＰに、サーバ上に置かれる中央データベース内にそのＱｏＳ情報を格納さ
せ、かつその中央データベースから任意のＭＰに関連するＱｏＳ情報について問い合わせ
ることを可能にさせる。
【００２７】
　４）ＭＰに、この情報を中央コントローラ（ＣＣ）にレポートさせ、かつ、ＣＣに、こ
の情報をＭＰに中継（relay）させる。ＣＣがどのＭＰに情報を送信するかの決定は、Ｍ
ＰがＣＣに情報を要求すること、ＣＣが全てのＭＰに情報を送信すること、及びＣＣが所
与の領域の内部で無線媒体を共有するＭＰだけに所与の領域のＭＰに対して情報を送信す
ることを含むが、これらに限定されるものではない。これは、ＭＰに、ＭＰが聞くことが
できるＣＣにレポートさせることによって達成されることができる。（そのディファー閾
値（deferring threshold）より上で）
【００２８】
　図１は、本発明による複数のメッシュポイント（ＭＰ）１０５、１１０、１１５、中央
データベース（ＤＢ）１２０および中央コントローラ（ＣＣ）１２５を含むメッシュネッ
トワーク１００においてシグナリングの複数の異なる実装例を例示する。図１は、ＭＰ　
１０５、１１０、１１５の間でＱＯＳ情報がどのように共有され、かつ交換されるかにつ
いて例示する。これは他の各パケットを送信するＭＰ　１０５、１１０、１１５によって
実行されることができ、あるいは、それは中央ＤＢ１２０あるいはＣＣ１２５を介して実
行されることができる。
【００２９】
　第１の実装例において、ＭＰのうちの１つであるＭＰ　１０５が、残りのＭＰ　１１０
、１１５にそのＱｏＳ情報を送信し（ステップ１３０、１３５）、次に、各ＭＰ　１１０
、１１５がメモリ（図示せず）内にＱｏＳ情報を格納する。
【００３０】
　第２の実装例において、ＭＰのうちの１つであるＭＰ　１０５が、残りのＭＰ　１１０
、１１５に対してＱｏＳ情報を要求し（ステップ１４０、１５０）、次に、各ＭＰ　１１
０、１１５が、それらのＱｏＳ情報によって応答する（ステップ１４５、１５５）。
【００３１】
　第３の実装例において、ＭＰの少なくとも１つ（例えばＭＰ　１０５）が、そのＱｏＳ
情報を中央ＤＢ１２０にレポートし（ステップ１６０）、中央ＤＢ１２０は、メモリ（図
示せず）内にそのＭＰのＱｏＳ情報を格納する。あるＭＰ、すなわちＭＰ　１１０が、別
のＭＰ、すなわちＭＰ　１０５に関するＱｏＳ情報を要求する場合、中央ＤＢ１２０は、
ＭＰ　１１０にＭＰ　１０５のＱｏＳ情報を送信する（ステップ１７０）。
【００３２】
　第４の実装例において、ＭＰの少なくとも１つ（例えばＭＰ　１０５）が、ＣＣ　１２
５にこのＭＰと関連するＭＰのＱｏＳ情報１７５をレポートし（ステップ１７５）、ＣＣ
　１２５は、次に、ＭＰ　１０５、１１０、１１５のうちの全てまたはサブセットに、ブ
ロードキャストとしてあるいはＭＰ　１０５、１１０、１１５のうちの１つからの要求に
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応答してＭＰ　ＱｏＳ情報をレポートする（ステップ１８０、１８５）。
【００３３】
　一実施形態において、ＱｏＳポリシーは、１つのＭＰが他のＭＰと共存するだけである
メッシュネットワークの中で規定され、かつアップデートされる。同じメッシュネットワ
ークあるいは異なるメッシュネットワークに存在することができる様々なＭＰから、１つ
のＭＰはＱｏＳ情報を受信することができる。本発明によって、このＭＰが受信されたメ
ッシュＱｏＳ情報に基づいてそれ自体のメッシュＱｏＳポリシーおよびＱｏＳ情報をアッ
プデートすることができる。
【００３４】
　図２は、本発明の一実施形態による複数のＭＰであるＭＰ　２０５、ＭＰ　２１０、Ｍ
Ｐ　２１５と、中央データベース（ＤＢ）２２０と、中央コントローラ（ＣＣ）２２５と
を含むメッシュネットワーク２００内における実施形態を例示する。
【００３５】
　第１の実装例において、メッシュＱｏＳ情報２３０、２３５が、ＭＰ　２０５、２１０
の各々から図１に例示されるシグナリング交換（すなわち図１の実装例１または２）のう
ちの１つを使用してＭＰ　２１５まで送信され、およびＭＰ　２１５が、受信されたメッ
シュＱｏＳ情報に基づいて、ＭＰ　２１５自体のメッシュＱｏＳポリシーおよびＱｏＳ情
報をアップデートする（すなわち、適応する）（ステップ２４０）。
【００３６】
　第２の実装例において、ＭＰ　２１５は、図１に例示されるシグナリング（すなわち、
図１の実装例１、２あるいは３）を使用してＭＰ　２０５、ＭＰ　２１０および中央ＤＢ
２２０からＱｏＳ情報２４５、２５０、２５５に関して知り、そして、受信されたメッシ
ュＱｏＳ情報に基づいてＭＰ　２１５自体のメッシュＱｏＳポリシーおよびＱｏＳ情報を
アップデートする（すなわち、適応する）（ステップ２６０）。ＭＰ　２１５は、次いで
新しいＱｏＳ情報を中央データベース２２０にレポートする（ステップ２６５）。
【００３７】
　第３の実装例において、ＭＰ　２１５は、図１に例示されるシグナリング（すなわち図
１の実装例１，２あるいは４）を使用してＭＰ　２０５、ＭＰ　２１０およびＣＣ　２２
５からＱｏＳ情報２７０、２７５、２８０に関して知り、メッシュＱｏＳアップデート要
求２８５をＣＣ　２２５に送信する。留意する必要があるのは、ＭＰ　２１５は、ＭＰ　
２０５およびＭＰ　２１０によって伝達されるＱｏＳ情報をメッシュＱｏＳアップデート
要求２８５に添付することができることである。ＣＣ　２２５は、ＱｏＳポリシーおよび
ＱｏＳ情報をアップデートし（ステップ２９０）、そして次に、ＭＰ　２１５がどのＱｏ
Ｓ情報およびＱｏＳポリシーを使用するべきであるかをＭＰ　２１５に示すメッシュＱｏ
Ｓアップデートレポート２９５を用いてＭＰ　２１５に応答する。メッシュＱｏＳ適応２
４０、２６０、２９０は、様々なメッシュＱｏＳ情報を分析するオペレーションを設計し
、そして、ＭＰ　２１５が後に続いて行うものを決定する。
【００３８】
　メッシュＱｏＳ適応は（図２の実装例１および実装例２に示すように）分散方法で実行
されることができ、それは追加のシグナリングを必要としない。メッシュＱｏＳ適応は、
また、（図２の実装例３のＣＣ　２２５を介して）集中化した方法でなされることができ
る。
【００３９】
　図３にて図示したように、メッシュＱｏＳ適応オペレーションはいくつかの方法におい
て実行されることができる。たとえば、それはメッシュネットワーク２０５、２１０から
受信される全てのメッシュＱｏＳ情報の各々のＡＣ固有のパラメータ（すなわち、コンテ
ンションの前の最小アイドル遅延（ＡＩＦＳＮ）、最小および最大コンテンションウィン
ドウの値（ＣＷｍｉｎおよびＣＷｍａｘ）およびＴＸＯＰリミットパラメータなどのＥＤ
ＣＡオペレーションを規定するパラメータ）を考慮することができ、様々なＡＣ優先度を
並べ、そして次に、特定の必要なＭＰ　ＱｏＳに対処するのに最も適しているパラメータ



(11) JP 2008-544588 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

を選択することができる。
【００４０】
　図４は、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅネットワーク４００が本発明の別の実施形態に従っ
てすでに存在する位置において、メッシュネットワークが配備されることができるシナリ
オを例示する。ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅネットワーク４００は、ＩＥＥＥ　８０２．１
１ｅのＡＰ　４０５、ＭＰ　４１０、中央データベース（ＤＢ）４１５および中央コント
ローラ（ＣＣ）４２０を含む。ＭＰ　４１０は、メッシュネットワークに対して外部にあ
るＩＥＥＥ　８０２．１１ｅネットワークと共存する。何の調整もなされない場合、この
共存状態は両方のネットワーク間のＱｏＳ競争に至る。メッシュネットワークおよびＩＥ
ＥＥ　８０２．１１ｅネットワーク４００が同じチャネル内で動作することを（可能な限
り）回避するために、周波数選択アルゴリズムが最初に実行されることが想定される。し
かし、ネットワークの全てが同じ無線および同じチャネルを共有しなければならない状況
が生じる可能性がある。
【００４１】
　ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅネットワーク４００において、ＭＰ　４１０はＡＰ　４０５
からＩＥＥＥ　８０２．１１ｅビーコンを受信する（ステップ４２５、４３５、４５０）
。ＭＰは、次いでこのビーコン上で伝送されるＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　ＱｏＳ情報を
抜き出すことができ、および、局所的メッシュＱｏＳ適応を実行する（ステップ４３０お
よび４４０）。ＱｏＳ情報が集中化したＤＢを使用して交換され、かつ共有されるメッシ
ュネットワークにおいて、ＭＰ　４１０は新しいＱｏＳ情報を用いて集中化したＤＢをア
ップデートする（ステップ４４５）。ＱｏＳ適応が集中化した形態で実行されるネットワ
ークにおいて、メッセージ４４５内に８０２．１１ｅ　ＱｏＳ情報を添付する間、ＭＰ　
４１０はＣＣ　４２０にメッシュＱｏＳアップデート要求４５５を送信する。ＣＣ　４２
０は、次いでＱｏＳ適応を実行して（ステップ４６０）、ＭＰ　４１０にメッシュＱｏＳ
アップデートレポート４６５を送信する。メッシュＱｏＳ適応は、図５にて図示したよう
に、外部のＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　ＱｏＳ情報をこのメッシュ内で考慮に入れる必要
がある。
【００４２】
　１つのルールが、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　ＱｏＳポリシーにメッシュ関連のＱｏＳ
情報を同調させるために適用されることができ、あるいは起こりうるＱｏＳコンフリクト
を少なくとも最小限に抑えることができる。ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　ＡＰがＭＰチャ
ネルを監視することができないので、逆（すなわち、メッシュＱｏＳにＩＥＥＥ　８０２
．１１ｅ　ＱｏＳを同調させる）は可能でない。
【００４３】
　ＭＰが従うことができて、しかし、限定的ではないＱｏＳ調整ルールの例は、メッシュ
ネットワークとＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　ＱｏＳ情報（例えばＥＤＣＡパラメータセッ
ト）との間の最も差別的なＱｏＳポリシー（すなわちＱｏＳ　ＡＣ間のＥＣＤＡパラメー
タセットの最も大きな差異を有するもの）を使用することと、メッシュあるいはＩＥＥＥ
　８０２．１１ｅネットワーク等のどちらかを支持する同じＡＣに対してより良い優先度
あるいはより悪い優先度のどちらかでメッシュＥＤＣＡパラメータを規定することと、を
含む。
【００４４】
　ＭＰがその判断を行って、メッシュＥＤＣＡパラメータセットを変更したときはいつで
も、ＭＰはＱｏＳ情報が上記の通りにメッシュネットワークにおいて交換されることがで
きるシグナリングによって、残りのメッシュに当該メッシュＥＤＣＡパラメータセットを
伝達しなければならない。
【００４５】
　別の実施形態において、ＭＰはＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　ＭＡＰと共存する。前述し
たように、ＭＰはメッシュバックホールインターフェースおよびクライアントアクセスイ
ンターフェース双方に接続する。ＭＡＰは、１つのあるいは複数の物理的な無線を有する
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ことができる。複数の無線装置に対して、両方のインターフェースの周波数分離は単に当
該インターフェースに異なるチャネルを割り当てることによってなされることができる。
しかし、１つの無線の場合に対して、そして、さらに時には複数の無線に対して、両方の
インターフェースが同じ無線チャネルを使用することができる。この場合、同じ無線チャ
ネルにわたってコヒーレントシステムを有するために、ＱｏＳポリシーのなんらかの調整
が、両方のインターフェースの間に必要とされる。
【００４６】
　バックホールインターフェースおよびクライアントアクセスインターフェース双方の上
で異なるＱｏＳポリシーをサポートすることができるコヒーレントシステムを有するため
に、メッシュバックホールは、先験的な構成（例えばデフォルトコンフィグレーション）
をすることによって、またはシステムをセットアップするときにあるいはシステム動作中
に動的に、異なるノードの間に情報を伝達することによって、両方のパラメータセットの
設定を必要とする。情報が交換されて、分配される方法に関して、ＱｏＳ情報がメッシュ
ネットワークにおいて交換されることができるシグナリング方式が、使用されることがで
きる。
【００４７】
　本発明は、ＭＡＰのバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフ
ェースとの間のＱｏＳポリシーをコヒーレントに規定し、かつ調整する方法を提供する。
【００４８】
　最も簡単な形態では、同じパラメータが両方のインターフェースのために使用されるこ
とができ、トラフィックアクセスを類似したパケットに対して等価にする。このシナリオ
は、次の通りに例示されることができる。
【００４９】
　ＡＣ優先度マッピングは、表１に示される。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　したがって、システムをセットアップする時、あるいはシステム動作中に動的に、クラ
イアントアクセスインターフェースは、たとえば同じパラメータをビーコン上で知らせる
ことによって、そのサイドに同じパラメータを複製することを必要とする。
【００５２】
　より高度な形態で、バックホールとアクセスサイドとの間のなんらかのトラフィック識
別が、実行されることができる。たとえば、トラフィックがメッシュを横断している場合
、そして、トラフィックがクライアントアクセスサイドにだけアクセスしている場合、Ａ
Ｃは識別されることができる。
【００５３】
　これを達成するために、多くのアプローチをとることができる。１つのアプローチは、
メッシュネットワークを横断するパケットがちょうどアクセスチャネルにアクセスする同
じＡＣからパケットと区別されることができるように、バックホールとクライアントアク
セスに対して、異なるＥＤＣＡパラメータセットあるいはチャネルアクセスパラメータの
セットを有することである。このトラフィック識別を達成する１つの可能性は、すでに既
存の４つのＡＣのうちいくつかをバックホールに、そしていくつかをクライアントアクセ
ストラフィックにマッピングすることであってもよい。同様に、ＡＣが元来はクライアン
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の可能性は、特にバックホールトラフィックを処理するために、より多くのＡＣを（すな
わち４つの既存のＩＥＥＥ－８０２．１１ｅ　ＡＣに加えて）規定することであってもよ
い。別のアプローチは、異なるＴＸＯＰパラメータをメッシュ内部および外部のトラフィ
ックに提供することである。別のアプローチは、異なる最小および最大コンテンションウ
ィンドウ（ＣＷｍｉｎおよびＣＷｍａｘ）をメッシュ内部および外部のトラフィックに提
供することである。別のアプローチは、異なるフレーム間隔（ＩＦＳ）パラメータをメッ
シュ内部および外部のトラフィックに提供することである。
【００５４】
　例えば、バックホールとクライアントアクセスに対して異なるＡＣを有することによっ
て、例えば、以下のような異なるトラフィック識別方策に従うことができる。
【００５５】
　ＡＣ優先度のインタリービングは、表２に示される。
【００５６】

【表２】

【００５７】
　メッシュＡＣによるクライアントアクセスＡＣ包み込みを表３に示す。
【００５８】

【表３】

【００５９】
　メッシュＡＣによるクライアントアクセスＡＣの先取りを表４に示す。
【００６０】
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【表４】

【００６１】
　クライアントアクセスＡＣによるメッシュＡＣの先取りを表５に示す。
【００６２】

【表５】

【００６３】
　他の組合せも可能である。
【００６４】
　注目に値するのは、これらの例は４つのＡＣがバックホールサイド上に実装される前提
条件に基づいていることである。４つのＡＣの選択は１つの例であり、他の数のＡＣも可
能である。たとえば、８つのＡＣが、メッシュサイド上に実装されることができ、例えば
、同じカテゴリのトラフィックをネットワーク中のホップの数、技術仕様書、または同種
のものに従って識別させるなど、トラフィックをよりさらに識別することを可能にするこ
とができる。また、単一のＡＣがバックホールを横断している全てのトラフィックタイプ
を束ねるために使用されることができる。
【００６５】
　実施形態
　１．複数のメッシュポイント（ＭＰ）、中央データベース（ＤＢ）および中央コントロ
ーラ（ＣＣ）を含むメッシュネットワークにおいて、
　方法であって、
　（ａ）ＭＰの少なくとも１つが、無線媒体上でサービス品質（ＱｏＳ）情報を送信する
ステップと、
　（ｂ）ＭＰの少なくとも１つが、ＭＰのうちの少なくとも１つの他のＭＰに対して直接
にＱｏＳ情報を要求するステップと、
　（ｃ）ＭＰの少なくとも１つが、中央ＤＢ内にＱｏＳ情報を格納するステップと、
　（ｄ）ＭＰの少なくとも１つが、ＭＰのいずれかと関連するＱｏＳ情報を中央ＤＢに問
い合わせるステップと
　を含む方法。
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【００６６】
　２．ステップ（ａ）が管理フレームを使用してＱｏＳ情報を送信するステップを更に含
むことを特徴とする実施形態１の方法。
【００６７】
　３．ステップ（ａ）が制御フレームを使用してＱｏＳ情報を送信するステップを更に含
むことを特徴とする実施形態１の方法。
【００６８】
　４．ステップ（ａ）がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層のメッセー
ジを使用してＱｏＳ情報を送信するステップを更に含むことを特徴とする実施形態１の方
法。
【００６９】
　５．（ｅ）ＭＰがＣＣにＱｏＳ情報をレポートするステップと、
　（ｆ）ＣＣが全てのＭＰにレポートされたＱｏＳ情報を送信するステップと
　を更に含む実施形態１の方法。
【００７０】
　６．（ｅ）ＭＰがＣＣにＱｏＳ情報をレポートするステップと、
　（ｆ）ＣＣがＭＰのサブセットに対してレポートされたＱｏＳ情報の一部を送信するス
テップと
　を更に含む実施形態１の方法。
【００７１】
　７．複数のメッシュポイント（ＭＰ）を含むメッシュネットワークにおいて、
　方法であって、
　（ａ）第１のＭＰがＭＰのうちの少なくとも１つの他のＭＰからサービス品質（ＱｏＳ
）情報を受信するステップと、
　（ｂ）第１のＭＰが受信されたＱｏＳ情報に基づいて第１のＭＰ自体のＱｏＳ情報をア
ップデートするステップと
　を含む方法。
【００７２】
　８．ＱｏＳ情報が第１のＭＰによって使用される構成パラメータ（configuration para
meters）を含むことを特徴とする実施形態７の方法。
【００７３】
　９．ＱｏＳ情報が拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）パラメータセットを含むこ
とを特徴とする実施形態７の方法。
【００７４】
　１０．メッシュネットワークが、メッシュバックホールインターフェースおよびクライ
アントアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント（ＭＡＰ
）を更に備え、
　この方法が更に、
　（ｃ）バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間
でＱｏＳポリシーをコヒーレントに調整するステップと、
　（ｄ）メッシュバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェー
スに対するアクセスカテゴリ（ＡＣ）に優先順位をつけるステップと
　を含むことを特徴とする実施形態７の方法。
【００７５】
　１１．メッシュネットワークであって、
　（ａ）複数のメッシュポイント（ＭＰ）と、
　（ｂ）中央データベース（ＤＢ）と、
　（ｃ）中央コントローラ（ＣＣ）と
　を備え、
　ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、無線媒体上でサービス品質（ＱｏＳ）情報を送
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信し、ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、ＭＰのうちの少なくとも１つの他のＭＰに
対して直接にＱｏＳ情報を要求し、ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、中央ＤＢ内に
ＱｏＳ情報を格納し、および、ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰがＭＰのいずれかと関
連するＱｏＳ情報について中央ＤＢに問い合わせることを特徴とするメッシュネットワー
ク。
【００７６】
　１２．ＱｏＳ情報が管理フレームを使用して送信されることを特徴とする実施形態１１
のメッシュネットワーク。
【００７７】
　１３．ＱｏＳ情報が制御フレームを使用して送信されることを特徴とする実施形態１１
のメッシュネットワーク。
【００７８】
　１４．ＱｏＳ情報がデータフレームのペイロードとして搬送される上位層のメッセージ
を使用して送信されることを特徴とする実施形態１１のメッシュネットワーク。
【００７９】
　１５．各々のＭＰが、ＱｏＳ情報をＣＣにレポートする送信機と、ＣＣからレポートさ
れたＱｏＳ情報を受信する受信機と、を備えることを特徴とする実施形態１１のメッシュ
ネットワーク。
【００８０】
　１６．ＣＣが１つまたは複数のＭＰから受信されるＱｏＳ情報の一部をＭＰのサブセッ
トに送信する送信機を備えることを特徴とする実施形態１１のメッシュネットワーク。
【００８１】
　１７．メッシュネットワークであって、
　（ａ）複数のメッシュポイント（ＭＰ）と、
　（ｂ）複数のメッシュネットワークと
　を備え、
　ＭＰのうちの少なくとも１つのＭＰが、複数のメッシュネットワークからサービス品質
（ＱｏＳ）情報を受信し、この少なくとも１つのＭＰが受信されたＱｏＳ情報に基づいて
そのＭＰ自体のＱｏＳ情報をアップデートすることを特徴とするメッシュネットワーク。
【００８２】
　１８．ＱｏＳ情報がこの少なくとも１つのＭＰによって使用される構成パラメータを含
むことを特徴とする実施形態１７のメッシュネットワーク。
【００８３】
　１９．ＱｏＳ情報が拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）パラメータセットを含む
ことを特徴とする実施形態１７のメッシュネットワーク。
【００８４】
　２０．メッシュネットワークがメッシュバックホールインターフェースおよびクライア
ントアクセスインターフェースに接続された複数のメッシュアクセスポイント（ＭＡＰ）
を更に備え、
　このＭＡＰが、
　バックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースとの間でＱｏ
Ｓポリシーをコヒーレントに調整する手段と、
　メッシュバックホールインターフェースとクライアントアクセスインターフェースに対
するアクセスカテゴリ（ＡＣ）に優先順位をつける手段と
　を備えることを特徴とする実施形態１７のメッシュネットワーク。
【００８５】
　２１．メッシュネットワーク内のパケットを識別する方法であって、
　この方法が、
　（ａ）パケットを受信するステップと、
　（ｂ）パケットのタイプを判別するステップと、
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　（ｃ）パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメータのセットのうち
の選択された１つにこのパケットをマッピングするステップと、
　（ｄ）チャネルアクセスパラメータの該選択されたセットと関連するパラメータに従っ
てパケットを送信するステップと
　を含む方法。
【００８６】
　２２．チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ（ＡＣ）であることを特徴とす
る実施形態２１の方法。
【００８７】
　２３．該パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイ
ントのテーブル内に格納されることを特徴とする実施形態２１の方法。
【００８８】
　２４．該パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔（ＩＦＳ）時間を指定すること
を特徴とする実施形態２１の方法。
【００８９】
　２５．該パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴
とする実施形態２１の方法。
【００９０】
　２６．該パラメータがチャネル使用期間（ＴＸＯＰ）リミットを指定することを特徴と
する実施形態２１の方法。
【００９１】
　２７．該パラメータがサービス品質（ＱｏＳ）パラメータであることを特徴とする実施
形態２１の方法。
【００９２】
　２８．各々のＱｏＳパラメータが拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のＱｏＳポ
リシーを規定することを特徴とする実施形態２７の方法。
【００９３】
　２９．各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴
とする実施形態２７の方法。
【００９４】
　３０．パケットを送信する無線通信システムであって、
　該システムが、
　少なくとも１つのメッシュポイント（ＭＰ）を含むメッシュネットワークと、
　メッシュネットワーク内部および外部でパケット送信を制御するメッシュアクセスポイ
ント（ＭＡＰ）と
　を備え、
　各々のパケットが、パケットのタイプに基づいて複数のチャネルアクセスパラメータの
セットのうちの選択された１つにマッピングされ、および、該パケットがチャネルアクセ
スパラメータの選択されたセットと関連するパラメータに従って送信されることを特徴と
するシステム。
【００９５】
　３１．チャネルアクセスパラメータがアクセスカテゴリ（ＡＣ）であることを特徴とす
る実施形態３０のシステム。
【００９６】
　３２．パラメータのセットがメッシュバックホールに特有であり、かつメッシュポイン
トのテーブル内に格納されることを特徴とする実施形態３０のシステム。
【００９７】
　３３．該パラメータが最小および最大コンテンションウィンドウを指定することを特徴
とする実施形態３０のシステム。
【００９８】
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　３４．該パラメータが媒体にアクセスするフレーム間隔（ＩＦＳ）時間を指定すること
を特徴とする実施形態３０のシステム。
【００９９】
　３５．該パラメータがチャネル使用期間（ＴＸＯＰ）リミットを指定することを特徴と
する実施形態３０のシステム。
【０１００】
　３６．該パラメータがサービス品質（ＱｏＳ）パラメータであることを特徴とする実施
形態３０のシステム。
【０１０１】
　３７．各々のＱｏＳパラメータが拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のＱｏＳポ
リシーを規定することを特徴とする実施形態３６のシステム。
【０１０２】
　３８．各々のチャネルアクセスパラメータが特定の優先度レベルと関連することを特徴
とする実施形態３６のシステム。
【０１０３】
　３９．複数のメッシュポイント（ＭＰ）および中央データベース（ＤＢ）を含むメッシ
ュネットワークにおいて、
　方法であって、
　（ａ）該ＭＰのうちの第１のＭＰが、ＭＰのうちの少なくとも１つの他のＭＰおよび中
央ＤＢからサービス品質（ＱｏＳ）情報を受信するステップと、
　（ｂ）第１のＭＰが受信されたＱｏＳ情報に基づいて第１のＭＰ自体のＱｏＳ情報をア
ップデートするステップと
　を含む方法。
【０１０４】
　４０．ＱｏＳ情報が第１のＭＰによって使用される構成パラメータを含むことを特徴と
する実施形態３９の方法。
【０１０５】
　４１．ＱｏＳ情報が拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のパラメータセットを含
むことを特徴とする実施形態３９の方法。
【０１０６】
　４２．複数のメッシュポイント（ＭＰ）および中央コントローラ（ＣＣ）を含むメッシ
ュネットワークにおいて、
　方法であって、
　（ａ）ＭＰのうちの第１のＭＰが、ＭＰのうちの少なくとも１つの他のＭＰおよびＣＣ
からサービス品質（ＱｏＳ）情報を受信するステップと、
　（ｂ）第１のＭＰが受信されたＱｏＳ情報に基づいて第１のＭＰ自体のＱｏＳ情報をア
ップデートするステップと
　を含む方法。
【０１０７】
　４３．ＱｏＳ情報が第１のＭＰによって使用される構成パラメータを含むことを特徴と
する実施形態４２の方法。
【０１０８】
　４４．ＱｏＳ情報が拡張分散型チャネルアクセス（ＥＤＣＡ）のパラメータセットを含
むことを特徴とする実施形態４２の方法。
【０１０９】
　本発明の特徴および構成要素が特定の組合せの好適な実施形態で記述されているが、各
々の特徴あるいは構成要素を、好適な実施形態の他の特徴および構成要素なしで単独で、
あるいは本発明の他の特徴および構成要素の有無にかかわらず様々な組合せで使用するこ
とができる。
【０１１０】
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　本発明が好ましい実施形態に関して記述されたのに対して、特許請求の範囲の中で概説
されるように、本発明の有効範囲内にある他の変形は、当業者にとって明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る複数のＭＰ、中央ＤＢおよびＣＣを含むメッシュネッ
トワークにおいてシグナリングを使用するＱＯＳ情報のやりとりの異なる実装例を例示す
る図である。
【図２】本発明の別の実施形態に係るメッシュＱｏＳ適応およびアップデート処理につい
てのシグナリングの異なる実装例を例示する図である。
【図３】本発明の別の実施形態に係る複数のメッシュＱｏＳポリシーの適応を例示する図
である。
【図４】本発明の別の実施形態に係る、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅネットワークがすでに
存在する位置においてメッシュネットワークを配備することができるシナリオを例示する
図である。
【図５】本発明の別の実施形態に係る外部ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　ＱｏＳポリシー情
報に対するメッシュＱｏＳポリシーの適応を例示する図である。

【図１】 【図２】
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