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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サービス品質（ＱｏＳ）機能強化をサポートするＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスデータ
通信システムのハイブリッドコントローラ（ＨＣ）であって、
　当該ＨＣ内にあるステーション・マネージメント・エンティティ（ＳＭＥ）と、
　当該ＨＣ内にあり、前記ＳＭＥと前記ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスデータ通信シス
テムに参加するワイヤレスステーション（ＷＳＴＡ）のＭＬＭＥとの両方に通信可能に結
合された媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ・マネージメント・エンティティ（ＭＬ
ＭＥ）と、
　を具備し、
　前記参加するＷＳＴＡのうちの一つのスケジュール変更に応じて、当該ＨＣ内にある前
記ＳＭＥが当該ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥへ送信するための要求プリミティブを生成し、
該要求プリミティブがスケジュールエレメントを格納する、
　ハイブリッドコントローラ。
【請求項２】
前記要求プリミティブが前記参加するＷＳＴＡのうちの一つのアドレスを格納する、請求
項１に記載のハイブリッドコントローラ。
【請求項３】
前記ＳＭＥが前記要求プリミティブを前記ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥへ送信する、請求項
１に記載のハイブリッドコントローラ。
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【請求項４】
前記ＳＭＥからの前記要求プリミティブの受信に応じて、前記ＭＬＭＥが前記スケジュー
ルエレメントを格納するスケジュールＱｏＳアクションフレームを作成し、前記作成され
たスケジュールＱｏＳアクションフレームを送信する、請求項３に記載のハイブリッドコ
ントローラ。
【請求項５】
請求項１に記載のハイブリッドコントローラを含むワイヤレスデータ通信システムであっ
て、
　前記参加するＷＳＴＡのうちの一つの中にあるＭＬＭＥをさらに具備し、
　前記参加するＷＳＴＡのうちの一つの中にあるＭＬＭＥが、前記参加するＷＳＴＡのう
ちの一つによる前記スケジュールＱｏＳアクションフレームの受信に応じて、前記参加す
るＷＳＴＡのうちの一つの中にあるＳＭＥへ送信するための指示プリミティブを生成する
、
　ワイヤレスデータ通信システム。
【請求項６】
前記指示プリミティブが前記スケジュールエレメントを含む、請求項５に記載のワイヤレ
スデータ通信システム。
【請求項７】
請求項１に記載のハイブリッドコントローラであって、
　前記参加するＷＳＴＡのうちの一つのスケジュール変更に関係する要求プリミティブに
応じて、当該ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥが前記要求プリミティブに対する結果を判定し、
当該ＨＣ内にある前記ＳＭＥへ送信するための確認プリミティブを生成する、
　ハイブリッドコントローラ。
【請求項８】
前記確認プリミティブが前記要求プリミティブに対する前記結果に対応する結果コードを
含む、請求項７に記載のハイブリッドコントローラ。
【請求項９】
当該ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥが当該ＨＣ内にある前記ＳＭＥへ前記確認プリミティブを
送信する、請求項８に記載のハイブリッドコントローラ。
【請求項１０】
ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスデータ通信システムのハイブリッドコントローラ（ＨＣ
）内でサービス品質（ＱｏＳ）機能強化をサポートする方法であって、
　前記ＨＣ内にあるステーション・マネージメント・エンティティ（ＳＭＥ）を動作させ
、
　前記ＨＣ内にあり、前記ＳＭＥと前記ＩＥＥＥ８０２．１１ワイヤレスデータ通信シス
テムに参加するワイヤレスステーション（ＷＳＴＡ）のＭＬＭＥとの両方に通信可能に結
合された媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ・マネージメント・エンティティ（ＭＬ
ＭＥ）を動作させ、
　前記参加するＷＳＴＡのうちの一つのスケジュール変更に応じて、前記ＨＣ内にある前
記ＳＭＥから前記ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥへ送信するための要求プリミティブを生成し
、該要求プリミティブがスケジュールエレメントを格納する、方法。
【請求項１１】
前記要求プリミティブが前記参加するＷＳＴＡのうちの一つのアドレスを格納する、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記ＳＭＥから前記ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥへ前記要求プリミティブを送信することを
さらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記ＳＭＥからの前記要求プリミティブの受信に応じて、前記スケジュールエレメントを
格納するスケジュールＱｏＳアクションフレームを作成することと、
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　前記作成されたスケジュールＱｏＳアクションフレームを送信することと、
　をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記参加するＷＳＴＡのうちの一つによる前記スケジュールＱｏＳアクションフレームの
受信に応じて、前記参加するＷＳＴＡのうちの一つの中にあるＳＭＥへ送信するための指
示プリミティブを生成することをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記指示プリミティブが前記スケジュールエレメントを格納する、請求項１４に記載の方
法。
【請求項１６】
請求項１０に記載の方法であって、
　前記参加するＷＳＴＡのうちの一つのスケジュール変更に関係する要求プリミティブに
応じて、前記要求プリミティブに対する結果を判定し、前記ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥか
ら前記ＨＣ内の前記ＳＭＥへ送信するための確認プリミティブを生成する、方法。
【請求項１７】
前記確認プリミティブが前記要求プリミティブに対する前記結果に対応する結果コードを
含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記ＨＣ内にある前記ＭＬＭＥから前記ＨＣ内にある前記ＳＭＥへ前記確認プリミティブ
を送信することをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記指示プリミティブが前記スケジュールＱｏＳアクションフレームからのスケジュール
エレメントを格納する、請求項５に記載のワイヤレスデータ通信システム。
【請求項２０】
前記ＷＳＴＡ内にある前記ＭＬＭＥから前記ＷＳＴＡ内にある前記ＳＭＥへ前記指示プリ
ミティブを送信することをさらに含む、請求項１９に記載のワイヤレスデータ通信システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は２００２年１１月８日に出願された米国特許仮出願第６０／４２５，０９３号の
出願日の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、一般にワイヤレスデータ通信システムに係わり、特に、ワイヤレスデータ通
信システムにおけるサービス品質（ＱｏＳ）の保証に関する。
【背景技術】
【０００３】
　データ通信用のワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）は、「ワイヤレス
フィデリティ」すなわち「ＷｉＦｉ」と呼ばれることがよくある米国電気電子技術者協会
（ＩＥＥＥ）８０２．１１－１９９９規格に準拠して現在最も広く実施されている。多数
のワーキンググループが現在種々の目的のためこの規格の修正および拡張を開発中である
。特に、ＩＥＥＥ８０２．１１ワーキンググループの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンハ
ンスメントタスクグループ（タスクグループＥ）は、ビデオ、音声およびマルチメディア
の高品質配信のためサービス品質（ＱｏＳ）をローカルエリアネットワークに組み込むた
めの作業をしている（ＩＥＥＥ８０２．１１ｅ　ＱｏＳドラフトＤ３．３を参照せよ）。
【０００４】
　各スーパーフレームの競合期間（ＣＰ）における分散制御機能（ＤＣＦ）モードにおい
て、ＩＥＥＥ８０２．１１システムは、特に時間依存のトラフィックには適切でないラン
ダムアクセスプロトコルである搬送波検知多重アクセス／衝突回避方式（ＣＳＭＡ／ＣＡ
）に基づく競合アクセススキームを利用する。各スーパーフレームの随意的な競合フリー
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期間（ＣＦＰ）中における集中制御機能（ＰＣＦ）において、ＩＥＥＥ８０２．１１シス
テムは、典型的にアクセスポイント（ＡＰ）と同じ場所に位置するポイントコーディネー
タ（ｐｏｉｎｔ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ）を備えたポーリングアクセスメカニズムを利
用して、帯域幅割当を集中制御する。
【０００５】
　ＱｏＳアプリケーションをサポートするため、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅは、ハイブリッ
ド制御機能（ＨＣＦ）と呼ばれる新しいモードを追加する。ＨＣＦは、二つのアクセスメ
カニズム、すなわち、ＣＳＭＡ／ＣＡに基づき、ＱｏＳ能力を備えたステーション（ＱＳ
ＴＡ）に、差別化された（優先度に基づく）媒体へのアクセスの制御を提供するエンハン
スド分散制御機能（ＥＤＣＦ）と、典型的にＱｏＳ能力を備えたアクセスポイント（ＱＡ
Ｐ）と同じ場所に位置するハイブリッドコントローラ（ＨＣ）が各アクティブコネクショ
ンのトラフィックおよびＱｏＳ要求に基づいてＣＰとＣＦＰとの両方の期間中に集中スケ
ジューリングを行うために最高媒体アクセス優先順位およびポーリングを利用するポーリ
ングに基づくモードと、を組み合わせる。
【０００６】
　ランダムアクセスではなく集中スケジューリングおよびポーリングによる媒体アクセス
制御は、ピアツーピア通信の実現を容易化し、予測される送信および受信を予めステーシ
ョンに通知する。したがって、従来技術では、サービス品質が強化された媒体アクセス制
御内のスケジューリングを改良することが必要である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の従来技術の欠点を解決するため、本発明の主な目的は、ＩＥＥＥ８０２．１１ワ
イヤレスデータ通信システムのハイブリッドコントローラ（ＨＣ）またはワイヤレスステ
ーション（ＷＳＴＡ）内にあるステーション・マネージメント・エンティティ（ＳＭＥ）
および／または媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ・マネージメント・エンティティ
（ＭＬＭＥ）で使用するため、スケジュールサービス品質（ＱｏＳ）アクションフレーム
に関連してサービス品質（ＱｏＳ）スケジュールエレメント管理手順で用いるプリミティ
ブを提供することである。プリミティブは、ＨＣのＭＬＭＥへの伝送のためのスケジュー
ルＱｏＳアクションフレームからのＷＳＴＡアドレスおよびスケジュールエレメントを使
用してＨＣのＳＭＥによって作成された要求プリミティブと、ＨＣのＳＭＥへの伝送のた
めの結果コードを使用してＨＣのＭＬＭＥによって作成された確認プリミティブと、ＷＳ
ＴＡのＳＭＥへの伝送のためのスケジュールエレメントを使用してＷＳＴＡのＭＬＭＥに
よって作成された指示プリミティブと、を含む。その他の技術的効果は、以下の図面、詳
細な説明および特許請求の範囲から当業者に容易に理解できるであろう。
【０００８】
　発明の詳細な説明を行う前に、本明細書の全体を通して使用されている単語または句の
定義を示す方が好都合であり、用語「含む」および「具備する」は、それらの派生語と共
に、限定のない包含関係を表し、用語「または（ｏｒ）」は包括的であり、「および／ま
たは」の意味であり、句「～に関連付けられた」および「～が関連付けられた」は、それ
らの派生句と共に、内部に含まれること、相互に関連すること、収容すること、収容され
ること、接続することもしくは連絡すること、結合することもしくは連結すること、伝達
可能であること、協働すること、インターリーブすること、並列すること、近似すること
、拘束されることもしくは密接に関係すること、有すること、特性をもつことなどを含み
、用語「コントローラ」は、少なくとも一つのオペレーションを制御するあらゆる装置、
システム、もしくは、それらの一部を表し、このような装置は、ハードウェア、ファーム
ウェア、ソフトウェア、もしくは、それらのうちの少なくとも二つの組み合わせで実施さ
れる。特定のコントローラに関連付けられた機能は集中方式でも分散方式でもよく、局部
的でも遠隔的でもかまわないことに注意すべきである。ある種の単語および句の定義は本
明細書の至る所で行われ、当業者はこのような定義が、大部分ではなくても、多数の事例
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において、このように定義された単語および句の従来の用法および将来の用法に当てはま
ることを認めるであろう。
【０００９】
　本発明およびその利点をより完全に理解するため、次に、同じ番号が同じ対象を示す添
付図面と共に以下の詳細な説明が参照される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に説明する図１～３Ｃと、本明細書において本発明の原理を説明するため使用され
る様々な実施形態は、例示だけを目的とするものであり、いかなる意味においても本発明
の範囲を限定するものとみなされるべきではない。当業者は本発明の原理が適切に配置さ
れたどのような装置でも実施されることを認めるであろう。
【００１１】
　図１は本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレームの送信
／受信をサポートするため媒体アクセス制御シグナリングを利用するワイヤレス通信シス
テムを表す。ワイヤレス通信システム１００はＩＥＥＥ８０２．１１規格に準拠して実施
され、以下で詳述されるＩＥＥＥ８０２．１１ｅ規格に規定された付加的なサービス品質
（ＱｏＳ）機能および／または修正を含む。したがって、この典型的な実施形態における
ワイヤレス通信システム１００は複数のワイヤレスネットワーク１０１、１０２および１
０３を含み、各ワイヤレスネットワークはそれぞれ、相互にワイヤレス通信を行う多数の
ステーション（ＳＴＡ）１０４－１０５、１０６－１０７および１０８－１０９を含む基
本サービスセット（ＢＳＳ）ネットワークを具備する。ワイヤレスネットワーク１０１は
、相互にワイヤレス通信を行うステーション１０４－１０５だけを含み、各ステーション
が（オープンシステムまたは共有鍵）認証サービス、デ・オーセンティケーション（de-a
uthentication）サービス、および、有線同等プライバシー保護（ＷＥＰ）アルゴリズム
およびデータ配信を利用する（オプションの）プライバシーサービスなどのステーション
サービス（ＳＳ）を提供する。ワイヤレスネットワーク１０１は、このように独立した基
本サービスセット（ＩＢＳＳ）ネットワークを形成する。
【００１２】
　ワイヤレスネットワーク１０２および１０３は、これに対して、それぞれが少なくとも
１台のステーション１０７および１０８をそれぞれに含み、二つのワイヤレスネットワー
ク１０２および１０３をつなぐ配信システム（ＤＳ）１１０へのアクセスポイント（ＡＰ
）としての役割を果たす。配信システム１１０は、アクセスポイントが、それぞれの基本
サービスネットワーク内にあるステーションのためのフレームを交換するために相互通信
し、一方の基本サービスセットネットワークから別の基本サービスセットネットワークへ
移動する移動ステーションを追跡するためにフレームを転送し、オプションとして外部／
有線ネットワーク（統合サービス）とフレームを交換するために適当な手段であればどの
ようなものでもよい。配信システム１１０は、したがって、ＩＥＥＥ８０２．Ｘネットワ
ークのような有線ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）であり、Ｘは有線ネットワーク
に適用できるＩＥＥＥ８０２．１１以外の規格、または、ＩＥＥＥ８０３．２ネットワー
クを表す。
【００１３】
　ワイヤレスネットワーク１０２および１０３内にあるステーション１０６および１０９
はワイヤレスネットワーク１０１内にあるステーション１０４－１０５のようなステーシ
ョンサービスだけを提供し、ワイヤレスネットワーク１０２および１０３内にあるステー
ション１０７および１０８は両方のステーションサービスを提供し、配信システム１１０
に関連して、アソシエーション、アソシエーション解除、再アソシエーション、配信およ
び統合のような配信システムサービス（ＤＳＳ）を提供する。ワイヤレスネットワーク１
０２および１０３は、したがって、インフラストラクチャ基本サービスセットネットワー
クを形成し、配信システム１１０と一緒に拡張サービスセット（ＥＳＳ）ネットワーク１
１１を形成する。
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　ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠して、ワイヤレスネットワーク１０１－１０３内のワイヤ
レス通信は、搬送波検知多重アクセス／衝突回避方式（ＣＳＭＡ／ＣＡ）を利用する非同
期型、ベストエフォート型、コネクションレス型データ配信を行うため、媒体アクセス制
御（ＭＡＣ）レイヤおよび物理（ＰＨＹ）レイヤを使用する。上記のように、本発明にお
けるワイヤレスネットワーク１０２－１０３は、文書ＩＥＥＥ８０２．１１－０２／６５
０ｒ０（２００２年１１月）に規定された修正を含むＩＥＥＥ８０２．１１ｅドラフト３
．３規格にも準拠する。したがって、ステーション１０７および１０８はＱｏＳ能力を備
えたアクセスポイント（ＱＡＰ）であり、ステーション１０６および１０９はＱｏＳ能力
を備えたステーション（ＷＳＴＡ）である。
【００１５】
　当業者はワイヤレスシステムの全部の構造および動作が完全に詳細な形で表現もしくは
記述されていないことに気付くであろう。その代わりに、簡単さと明瞭さのため、本発明
に固有であるか、または、本発明を理解するために必要であるようなワイヤレスネットワ
ークの構造および動作だけが本明細書で表現、記述される。
【００１６】
　図２は本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレームの送信
／受信をサポートする媒体アクセス制御シグナリングに利用されるワイヤレス通信システ
ムの要素を詳細に表す。典型的な実施形態ではＱＡＰ１０７－１０８のうちの一つの内部
に実施されるハイブリッドコントローラ（ＨＣ）、および、着目中のワイヤレスステーシ
ョン（ＷＳＴＡ）の両方に利用される階層化されたシステム２００は、ＭＡＣサブレイヤ
・マネージメント・エンティティ（ＭＬＭＥ）２０１とステーション・マネージメント・
エンティティ（ＳＭＥ）２０２を含む。ＳＭＥ２０２は、ネットワークスタック内にある
すべてのレイヤ、すなわち、物理（ＰＨＹ）レイヤ、ＭＡＣレイヤなどと通信する能力を
備えた論理エンティティである。ＭＬＭＥ２０１はＭＡＣレイヤを管理し、ＳＭＥ２０２
との相互作用を制御し、ステーション内通信によってＳＭＥ２０２と通信し、ステーショ
ン間通信によって他のステーションのＭＬＭＥと通信する。
【００１７】
　参照によって本明細書に内容が組み込まれた上記の文書ＩＥＥＥ８０２．１１－０２／
６５０ｒ０に規定されているように、スケジューリングＱｏＳ伝送の一部として、ＨＣは
スケジュールエレメントを含むスケジュールＱｏＳアクションフレームを対応したＷＳＴ
Ａへ送信する。本発明によれば、スケジュールＱｏＳアクションフレーム内のＱｏＳスケ
ジュールエレメントの作成および／またはＱｏＳスケジュールエレメントに基づく振る舞
いと関連付けられたマネージメントプロセスは、以下で詳述されるように、一つ以上のシ
グナリングプリミティブ、すなわち、ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．リクエスト（ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）、ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｃｏｎｆｉｒｍ、および、ＭＬＭＥ－ＳＣＨ
ＥＤＵＬＥ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎの使用を伴う。
【００１８】
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｒｅｑｕｅｓｔプリミティブはＨＣで有効であり、スケ
ジュールＱｏＳアクションフレームの送信を要求し、以下のパラメータ、
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｒｅｑｕｅｓｔ（
　　　　　　　　　　　　　ＷＳＴＡアドレス
　　　　　　　　　　　　　スケジュールエレメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
を含み、許容可能なパラメータ値は表Ｉに要約されている。
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【表１】

【００１９】
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｒｅｑｕｅｓｔシグナリングプリミティブは、ＷＳＴＡ
のスケジュール情報が変更されたとき、スケジュールＱｏＳアクションフレームの形式で
、ＭＬＭＥ２０１から、指定されたＷＳＴＡへスケジューリング情報を送信するため、Ｈ
ＣにおいてＳＭＥ２０２によって生成される。
【００２０】
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｃｏｎｆｉｒｍプリミティブはＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵ
ＬＥ．ｒｅｑｕｅｓｔの結果を報告し、以下のパラメータ、
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｃｏｎｆｉｒｍ（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果コード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
を含み、許容可能なパラメータ値は表IIに要約されている。

【表２】

【００２１】
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｃｏｎｆｉｒｍシグナリングプリミティブは、アクショ
ンが終了するとき、ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｒｅｑｕｅｓｔの結果をＳＭＥ２０２
に通知するため、ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｒｅｑｕｅｓｔの結果としてＭＬＭＥ２
０１によって生成される（たとえば、結果が成功であるならば、スケジュールエレメント
はスケジュールＱｏＳアクションフレームでＷＳＴＡへＨＣによって送信される。）。
【００２２】
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎプリミティブはＷＳＴＡで有効で
あり、スケジュールＱｏＳアクションフレームの形式でＷＳＴＡによる新しいスケジュー
ルの受信を報告し、以下のパラメータ、
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（
　　　　　　　　　　　　　　スケジュールエレメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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を含み、許容可能なパラメータ値は表IIIに要約されている。
【表３】

【００２３】
　ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎシグナリングプリミティブは、ス
ケジュールＱｏＳアクションフレームの形式のＱｏＳスケジュールの受信をＳＭＥ２０２
へ通知するため、スケジュールＱｏＳアクションフレームの形式の新しいスケジュールの
受信の結果としてＭＬＭＥ２０１によって生成される。新しいスケジュールエレメントパ
ラメータは先に記憶されている値を書き換える。
【００２４】
　図３Ａ～３Ｃは本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレー
ムの送信／受信をサポートする媒体アクセス制御シグナリングのプロセスを説明する上位
レベルフローチャートである。図３Ａは要求プリミティブ（ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ
．ｒｅｑｕｅｓｔ）の使用を図解する。プロセス３００はハイブリッドコントローラを含
むデータ通信ネットワークに参加するワイヤレスステーションのため発生するスケジュー
ル変更から始まる（ステップ３０１）。ＨＣのＳＭＥは要求プリミティを生成し（ステッ
プ３０２）、プリミティブをＨＣのＭＬＭＥへ送信する（ステップ３０３）。ＨＣのＭＬ
ＭＥは、次に、スケジュールエレメント、および、スケジュールエレメントを収容するス
ケジュールＱｏＳアクションフレームを作成し、ＨＣのＭＡＣからＷＳＴＡへ、作成され
たスケジュールＱｏＳアクションフレームを送信する（ステップ３０４）。プロセス３０
０は次に、参加するワイヤレスステーションにおける別のスケジュール変更が発生するま
でアイドル状態になる。
【００２５】
　図３Ｂは確認プリミティブ（ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｃｏｎｆｉｒｍ）の使用を
図解する。プロセス３０６は、要求プリミティブがＨＣのＳＭＥによって送信され、ＨＣ
のＭＬＭＥによって受信されることから始まる（ステップ３０７）。要求によって生成さ
れた結果は判定され（ステップ３０８）、次に、その結果を格納する確認プリミティブが
ＨＣのＭＬＭＥによって作成され（ステップ３０９）、ＨＣのＳＭＥへ送信される（ステ
ップ３１０）。プロセス３０６は次に、別の要求プリミティブが受信されるまでアイドル
状態になる。
【００２６】
　図３Ｃは指示プリミティブ（ＭＬＭＥ－ＳＣＨＥＤＵＬＥ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）の
使用を図解する。プロセス３１２は、スケジュールＱｏＳアクションフレームがＷＳＴＡ
のＭＬＭＥによって受信されることから始まる（ステップ３１３）。受信されたスケジュ
ールＱｏＳアクションフレームからのスケジュールエレメントを格納する指示プリミティ
ブはＷＳＴＡのＭＬＭＥによって作成され（ステップ３１４）、ＷＳＴＡのＳＭＥへ送信
される（ステップ３１５）。プロセス３１２は次に、別のスケジュールＱｏＳアクション
フレームが受信されるまでアイドル状態になる。
【００２７】
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　本発明は、スケジュールＱｏＳアクションフレーム内のスケジュールエレメントを取り
扱うため要求されるＨＣまたはＷＳＴＡのＭＬＭＥ内で必要なマネージメントプロセスの
シグナリングプリミティブを提供する。
【００２８】
　本発明は完全に機能的なシステムの状況で説明されているが、当業者は本発明のメカニ
ズムの少なくとも一部分が多種多様な形式で命令を格納するマシン使用可能な媒体の形式
で分散させ得ることを認識すること、並びに、本発明は実際に配信を実行するため利用さ
れる特定の信号搬送媒体のタイプとは無関係に同じように適用されることに注意すること
が重要である。マシン使用可能な媒体の例には、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）または電
気的消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）のような不揮発性の
ハードコードタイプの媒体、フレキシブルディスク、ハードディスクドライブ、および、
コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）またはデジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）のような記録可能型媒体、並びに、デジタル式とアナログ式の通信リンクおよ
びフレームまたはパケットのような伝送タイプの媒体が含まれる。
【００２９】
　本発明は詳細に説明されているが、当業者は本明細書に開示された本発明の種々の変更
、置換、変形、機能強化、微妙な違い、段階的変化、より重要でない形式、代替、改定、
改良および模倣が最も広い形式で本発明の精神および範囲から逸脱することなくなされる
ことを認めるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレームの送信
／受信をサポートするため媒体アクセス制御シグナリングを利用するワイヤレス通信シス
テムを表す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレームの送信
／受信をサポートする媒体アクセス制御シグナリングに利用されるワイヤレス通信システ
ムの要素をより詳細に表す図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレームの送
信／受信をサポートする媒体アクセス制御シグナリングのプロセスを説明する上位レベル
フローチャートである。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレームの送
信／受信をサポートする媒体アクセス制御シグナリングのプロセスを説明する上位レベル
フローチャートである。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態によるスケジュールサービス品質アクションフレームの送
信／受信をサポートする媒体アクセス制御シグナリングのプロセスを説明する上位レベル
フローチャートである。
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