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(57)【要約】
【課題】アクセスポイントとステーションとの間の無線
通信に用いられるチャネル周波数を選択するのに、ネッ
トワーク管理装置を必要としないような、別法のネット
ワークシステムを提供する。
【解決手段】少なくとも一つのステーションと無線通信
するための少なくとも一つのチャネル周波数を選択する
、ようにアレンジされるネットワークシステムであって
、該少なくとも一つのアクセスポイントは、アクセスポ
イントとステーションとの間の通信に際して用いられる
ビットレートよりも低いビットレートで、各プローブ信
号を発信するようにアレンジされる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアクセスポイントを有するネットワークシステムであって、各アクセスポイント
は少なくとも一つのステーションとの無線通信に用いられることが可能であり、かつ各ア
クセスポイントは：
－　第一のチャネル周波数でプローブ信号を受信するか、または第二のチャネル周波数で
プローブ信号を受信し；
－　第一のチャネル周波数で受信された該プローブ信号に対しては、第一のチャネル周波
数で応答信号を発生および送信し、第二のチャネル周波数で受信された該プローブ信号に
対しては、第二のチャネル周波数で応答信号を発生および送信する、
ようにアレンジされており、かつ少なくとも一つのアクセスポイントは：
－　該第一のチャネル周波数で該プローブ信号を発生および送信し、かつ該第二のチャネ
ル周波数で該プローブ信号を発生および送信し；
－　該少なくとも一つのアクセスポイントから送信された該プローブ信号を、いずれかの
他のアクセスポイントが該第一のチャネル周波数で受信し、そして該他のアクセスポイン
トから送信した少なくとも一つの応答信号を、該少なくとも一つのアクセスポイントが該
第一のチャネル周波数で受信し、かつ該少なくとも一つのアクセスポイントから送信され
た該プローブ信号を、いずれかの他のアクセスポイントが該第二のチャネル周波数で受信
し、そして該他のアクセスポイントから送信した少なくとも一つの応答信号を、該少なく
とも一つのアクセスポイントが該第二のチャネル周波数で受信する、
ようにアレンジされたネットワークシステムにおいて、該少なくとも一つのアクセスポイ
ントはさらに：
－　いずれかの他のアクセスポイントから送信され、該第一のチャネル周波数で受信され
た該少なくとも一つの応答信号、および／またはいずれかの他のアクセスポイントから送
信され、該第二のチャネル周波数で受信された該少なくとも一つの応答信号に基づいて、
該少なくとも一つのステーションと無線通信するための少なくとも一つのチャネル周波数
を選択する、
ようにアレンジされるネットワークシステムであって、
　該少なくとも一つのアクセスポイントは、アクセスポイントとステーションとの間の通
信に際して用いられるビットレートよりも低いビットレートで、各プローブ信号を発信す
るようにアレンジされることを特徴とする、ネットワークシステム。
【請求項２】
　複数のアクセスポイントを有するネットワークシステムであって、各アクセスポイント
は少なくとも一つのステーションとの無線通信に用いられることが可能であり、かつ各ア
クセスポイントは：
－　第一のチャネル周波数でプローブ信号を受信するか、または第二のチャネル周波数で
プローブ信号を受信し；
－　第一のチャネル周波数で受信された該プローブ信号に対しては、第一のチャネル周波
数で応答信号を発生および送信し、第二のチャネル周波数で受信された該プローブ信号に
対しては、第二のチャネル周波数で応答信号を発生および送信する、
ようにアレンジされており、かつ少なくとも一つのアクセスポイントは：
－　該第一のチャネル周波数で該プローブ信号を発生および送信し、かつ該第二のチャネ
ル周波数で該プローブ信号を発生および送信し；
－　該少なくとも一つのアクセスポイントから送信された該プローブ信号を、いずれかの
他のアクセスポイントが該第一のチャネル周波数で受信し、そして該他のアクセスポイン
トから送信した少なくとも一つの応答信号を、該少なくとも一つのアクセスポイントが該
第一のチャネル周波数で受信し、かつ該少なくとも一つのアクセスポイントから送信され
た該プローブ信号を、いずれかの他のアクセスポイントが該第二のチャネル周波数で受信
し、そして該他のアクセスポイントから送信した少なくとも一つの応答信号を、該少なく
とも一つのアクセスポイントが該第二のチャネル周波数で受信する、
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ようにアレンジされたネットワークシステムにおいて、該少なくとも一つのアクセスポイ
ントはさらに：
－　いずれかの他のアクセスポイントから送信され、該第一のチャネル周波数で受信され
た該少なくとも一つの応答信号、および／またはいずれかの他のアクセスポイントから送
信され、該第二のチャネル周波数で受信された該少なくとも一つの応答信号に基づいて、
該少なくとも一つのステーションと無線通信するための少なくとも一つのチャネル周波数
を選択する、
ようにアレンジされるネットワークシステムであって、
　該少なくとも一つのアクセスポイントは、ステーションとアクセスポイントとの間の通
信に際して用いられる信号検知しきい値よりも低い信号検知しきい値に合わせるようにア
レンジされることを特徴とする、ネットワークシステム。
【請求項３】
　該少なくとも一つのアクセスポイントは、少なくとも各チャネル周波数についての最高
受信レベルの比較に基づいて、選択を行うようにアレンジされることを特徴とする、請求
項１又は２によるネットワークシステム。
【請求項４】
　該少なくとも一つのアクセスポイントは、各チャネル周波数についての負荷の比較に基
づいて選択を行うようにアレンジされ、この際チャネル周波数ｊを有する各応答信号は各
チャネル周波数ｊの合計負荷に加算されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１
項によるネットワークシステム。
【請求項５】
　該少なくとも一つのアクセスポイントは、各チャネル周波数についての平均ノイズレベ
ルの比較に基づいて選択を行うようにアレンジされることを特徴とする、請求項１～４の
いずれか１項によるネットワークシステム。
【請求項６】
　各チャネル周波数が互いに重なり合わないことを特徴とする、請求項１～５のいずれか
１項によるネットワークシステム。
【請求項７】
　各チャネル周波数が少なくとも部分的に重なり合うことを特徴とする、請求項１～６の
いずれか１項によるネットワークシステム。
【請求項８】
　すべてのアクセスポイントが該少なくとも一つのアクセスポイントとしてアレンジされ
る、請求項１～７のいずれか１項によるネットワークシステム。
【請求項９】
　該少なくとも一つのアクセスポイントは所定時間後に該プローブ信号を発生および送信
するようにアレンジされる、請求項１～８のいずれか１項によるネットワークシステム。
【請求項１０】
　各々の少なくとも一つのアクセスポイントは、各々の少なくとも一つのアクセスポイン
トについて個別に発生されるランダム時間の後に該プローブ信号を送信するようにアレン
ジされる、請求項１～１１のいずれか１項によるネットワークシステム。
【請求項１１】
　各々の少なくとも一つのアクセスポイントは、中央で決定される互いに異なる時間の後
に該プローブ信号を発生および送信するようにアレンジされる、請求項１～１０のいずれ
か１項によるネットワークシステム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項において少なくとも一つのアクセスポイントとしてアレ
ンジされた、アクセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は複数のアクセスポイントを有するネットワークシステムに関し、詳しくは各ア
クセスポイントが少なくとも一つのステーションとの無線通信に用いられ、各アクセスポ
イントは：
－　第一のチャネル周波数で該プローブ信号を受信し、あるいは第二のチャネル周波数で
プローブ信号を受信し；
－　第一のチャネル周波数で受信された該プローブ信号への応答として第一のチャネル周
波数で応答信号を発生および送信し、第二の周波数で受信された該プローブ信号への応答
として第二のチャネル周波数で応答信号を発生および送信する、
ようにアレンジされた、ネットワークシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述のようなネットワークシステムは公知である。このようなシステムは少なくとも一
つのステーションとネットワークとの間の無線通信に用いられる。ステーションは、ステ
ーションと少なくとも一つのアクセスポイントとの間の通信が可能な領域のなかで自由に
移動し得る。ステーションがアクセスポイントと通信を開始する前に、そのステーション
は信頼性ある適当な通信状態を与えるアクセスポイントを探索する。そのためにこのステ
ーションは第一のチャネル周波数を有するプローブ信号と、第二のチャネル周波数を有す
るプローブ信号を発生し、かつ送信するようにアレンジされる。ある時点で各アクセスポ
イントは、第一の周波数でプローブ信号を受信するか、あるいは第二の周波数でプローブ
信号を受信するようにアレンジされる。さらに各アクセスポイントは、受信したプローブ
信号への応答として、受信したプローブ信号のチャネル周波数に対応するチャネル周波数
を有する応答信号を発生し、かつ送信するようにアレンジされる。ステーションはそのア
クセスポイントからの信号の受信状態が満足であれば、そのアクセスポイントとの通信を
確立するようにアレンジされる。ステーションが移動して受信状態が変化した場合は、ス
テーションは新しいプローブ信号の発生および送信を開始し、かくして他のアクセスポイ
ントと、または新しいチャネル周波数を用いて、あるいはその両方で、通信を確立する。
【０００３】
　これらの公知のネットワークシステムは、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に記載される、ス
テーションとの無線通信のための媒体アクセススキームに準拠して運用されることが多い
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　第一のステーションと第一のアクセスポイントとの間の、特定のチャネル周波数による
通信は、例えば同じ周波数またはほとんど同じ周波数で信号を交換する第二のアクセスポ
イントと第二のステーションとの間の通信による干渉によって、阻害される可能性がある
。またネットワークシステムの近くにある高周波オーブンやラジオなどの他の機器が干渉
源となることもある。
【０００５】
　この理由のために、第一のチャネル周波数を有するプローブ信号を受信するようにアレ
ンジされているアクセスポイントが、第一のチャネル周波数を有する信号の代わりに、第
二のチャネル周波数を有する信号を受信するように再アレンジされなければならない場合
がある。この再アレンジは、例えば（コンピューター）ネットワーク管理装置によって行
うことができる。しかしながらネットワーク管理装置にとって、各々のアクセスポイント
に信号受信のためのチャネル周波数を選択してやることは実際的ではない。とりわけ、コ
ンクリート床で隔てられ、多くの干渉機器が稼働中の各階にわたってステーションが自由
に移動する、高層ビルディングにおいては実際的ではない。本発明の目的は、ネットワー
クシステムのアクセスポイントとステーションとの間の無線通信に用いられるチャネル周
波数を選択するのに、ネットワーク管理装置を必要としないような、別法のネットワーク
システムを提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的のために、本発明の第一の実施態様によれば、少なくとも一つのアクセスポイ
ントは以下のようにアレンジされている。即ち、：
－　少なくとも一つのアクセスポイントが、第一のチャネル周波数でプローブ信号を発生
および送信し、かつ第二のチャネル周波数でプローブ信号を発生および送信し；
－　該少なくとも一つのアクセスポイントから送信された該プローブ信号をいずれかの他
のアクセスポイントが第１のチャネル周波数で受信し、そしてこの受信した他のアクセス
ポイントから送信した少なくとも一つの応答信号を該少なくとも一つのアクセスポイント
が第一のチャネル周波数で受信し、また、該少なくとも一つのアクセスポイントから送信
された該プローブ信号をいずれかの他のアクセスポイントが第二のチャネル周波数で受信
し、そしてこの受信した他のアクセスポイントから送信した少なくとも一つの応答信号を
該少なくとも一つのアクセスポイントが第二のチャネル周波数で受信する、ようにアレン
ジされ、この際該少なくとも一つのアクセスポイントはさらに：
－　いずれかの他のアクセスポイントから送信され、第一のチャネル周波数で受信された
該少なくとも一つの応答信号、および／またはいずれかの他のアクセスポイントから送信
され、第二のチャネル周波数で受信された該少なくとも一つの応答信号に基づいて、該少
なくとも一つのステーションと無線通信するための少なくとも一つのチャネル周波数を選
択するようにアレンジされる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によるネットワークシステムにおいては、少なくとも一つのアクセスポイントは
次いで、ステーションとの無線通信のためのチャネル周波数を選択するようにアレンジさ
れるが、この際アクセスポイントが信号を送受信するべくアレンジされたチャネル周波数
を再アレンジするような、ネットワーク管理装置は用いられない。
【０００８】
　アクセスポイントがチャネル周波数を選択するということは、またアクセスポイントが
、選択されたチャネル周波数を有する信号を受信するように自分自身を再アレンジするこ
とを意味することは自明である。
【０００９】
　本発明の好ましい実施態様によれば、ネットワークシステムは、少なくとも一つのアク
セスポイントが、ステーションとアクセスポイントとの間の通信に際して用いられるビッ
トレートよりも低いビットレートで、各プローブ信号を送信するようにアレンジされるこ
とを特徴とする。このようなネットワークシステムの実施態様の利点は、少なくとも一つ
のアクセスポイントから送信されるプローブ信号が、その少なくとも一つのアクセスポイ
ントから比較的遠距離に位置するアクセスポイントに受信され易いことである。
【００１０】
　本発明の他の実施態様によれば、ネットワークシステムは、少なくとも一つのアクセス
ポイントが、アクセスポイントとステーションとの間の通信に際して用いられた信号検知
しきい値よりも低い信号検知しきい値に合わせるようにアレンジされることを特徴とする
。このようにしてこの少なくとも一つのアクセスポイントは、この少なくとも一つのアク
セスポイントから比較的遠距離に位置するアクセスポイントからの応答信号を受信する確
率が高くなるようにアレンジされる。
【００１１】
　本発明の他の実施態様によれば、ネットワークシステムは、各々のアクセスポイントが
前記少なくとも一つのアクセスポイントとしてアレンジされることを特徴とする。その利
点は、すべてのアクセスポイントがステーションとの無線通信に用いられるチャネル周波
数を選択するようにアレンジされること、および、この特定のネットワークシステムにお
いては、アクセスポイントが信号を送受信するべくアレンジされたチャネル周波数を再ア
レンジするためのネットワーク管理装置が必要とされないことである。
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【００１２】
　本発明の他の実施態様によれば、ネットワークシステムは、少なくとも一つのアクセス
ポイントが所定時間の後にプローブ信号を発生および送信するようにアレンジされること
を特徴とする。その利点は、使用中のこの少なくとも一つのアクセスポイントが、ステー
ションとの無線通信のために従来用いていたチャネル周波数が該チャネル周波数上の外乱
のためにもはや適当でなくなったときに、他のチャネル周波数を選択するようにアレンジ
されることである。
【００１３】
　本発明はまたアクセスポイントに供給されるカードに関する。この場合このアクセスポ
イントは複数のアクセスポイントを有するネットワークの一部であり、各アクセスポイン
トはステーションとの無線通信に用いられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明のこれらの、およびその他の態様は以下に説明する実施例によって明らかとなる
。
【００１５】
　第１図は公知のネットワークシステム１を示している。ネットワークシステム１は複数
のアクセスポイント２．ｉ（ｉ＝１，２，……，４）を有する。各アクセスポイント２．
ｉはステーション３との無線通信に用いられる。実用上は、多くのステーション３が存在
し得る。各ステーションは例えばＩＥＥＥ８０２．１１規格に準拠してアクセスポイント
２．ｉと無線通信することができる。ステーション３がアクセスポイント２．ｉと通信を
確立する前に、ステーション３は第一のチャネル周波数（ｊ＝１）でプローブ信号Ｐ１を
発生し、送信する。
【００１６】
　Ｐ１が送信された時点でプローブ信号Ｐ１を第一のチャネル周波数（ｊ＝１）で受信す
るようにアレンジされているアクセスポイント２．ｉは、プローブ信号Ｐ１を受信する。
第１図において、アクセスポイント２．１およびアクセスポイント２．３は、ステーショ
ン３がＰ１を送信した時点ではプローブ信号Ｐ１を受信するようにアレンジされている。
一方、アクセスポイント２．２およびアクセスポイント２．４は、ステーション３がプロ
ーブ信号Ｐ１をチャネル周波数（ｊ＝１）で送信した時点ではプローブ信号Ｐ２をチャネ
ル周波数（ｊ＝２）で受信するようにアレンジされている。したがってアクセスポイント
２．２およびアクセスポイント２．４は、チャネル周波数（ｊ＝１）を有するプローブ信
号Ｐ１を受信しない。さらにアクセスポイント２．１およびアクセスポイント２．３は、
チャネル周波数（ｊ＝１）で受信されたプローブ信号Ｐ１への応答として、応答信号Ｒ１
．１および応答信号Ｒ１．３をそれぞれ発生および送信するようにアレンジされる。これ
らの応答信号Ｒ１．１、Ｒ１．３はステーション３によって受信される。プローブ信号Ｐ
１を発生および送信し、応答信号Ｒ１．ｉを受信した後、ステーション３はプローブ信号
Ｐ２をチャネル周波数（ｊ＝２）で発生および送信する。プローブ信号Ｐ２を第二のチャ
ネル周波数（ｊ＝２）で受信するようにアレンジされているアクセスポイント２．ｉは、
プローブ信号Ｐ２を受信する。したがって第１図においてアクセスポイント２．２および
アクセスポイント２．４はプローブ信号Ｐ２を受信するが、アクセスポイント２．１およ
び２．２はプローブ信号Ｐ２を受信しない。受信されたプローブ信号Ｐ２への応答として
、アクセスポイント２．２およびアクセスポイント２．４はそれぞれ応答信号Ｒ２．２お
よび応答信号Ｒ２．４を、チャネル周波数（ｊ＝２）で発生および送信する。応答信号Ｒ
２．２および応答信号Ｒ２．４は、この時点で応答信号をチャネル周波数（ｊ＝２）で受
信するようにアレンジされているステーション３で受信される。ステーションはさらに無
線通信するべきアクセスポイントとチャネル周波数を選択するようにアレンジされる。各
アクセスポイント２．ｉはまたネットワーク管理装置４と通信するようにアレンジされる
。例えばアクセスポイント２．２のようなアクセスポイントがプローブ信号を第二のチャ
ネル周波数で受信するようにアレンジされていれば、ネットワーク管理装置４はアクセス
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ポイント２．２を再アレンジするようにアレンジされる。するとアクセスポイント２．２
は第一のチャネル周波数でプローブ信号を受信するようにアレンジされ、第二のチャネル
周波数ではもはや受信しない。ネットワーク管理装置４は、各アクセスポイント２．ｉに
プローブ信号を受信するためのチャネル周波数ｊを選択してやるようにアレンジされる。
【００１７】
　第２図に本発明によるネットワークシステム６が示されている。このネットワークシス
テム６もまた複数のアクセスポイント２．ｉを有しており、各アクセスポイント２．ｉは
ステーション（第２図に図示せず）との無線通信に用いられる。少なくとも一つのアクセ
スポイント、すなわち第２図ではアクセスポイント２．１が、第一のプローブ信号Ｐ１を
チャネル周波数（ｊ＝１）で発生および送信するようにアレンジされている。プローブ信
号Ｐ１が送信された時点で、一部のアクセスポイント２．ｉは第一のチャネル周波数（ｊ
＝１）でプローブ信号を受信するようにアレンジされる。第２図ではアクセスポイント２
．２、アクセスポイント２．５、およびアクセスポイント２．６が、チャネル周波数（ｊ
＝１）でプローブ信号Ｐ１を受信するようにアレンジされている。これらのアクセスポイ
ントはまた、プローブ信号Ｐ１が受信された時点でその受信されたプローブ信号Ｐ１への
応答として、応答信号Ｒｊ．ｉをチャネル周波数（ｊ＝１）で発生および送信するように
アレンジされる。アクセスポイント２．１は、チャネル周波数（ｊ＝１）でプローブ信号
Ｐ１を受信したいずれかの他のアクセスポイントから送信された応答信号Ｒ１．ｉを、第
一のチャネル周波数（ｊ＝１）で受信するようにアレンジされる。少なくとも一つのアク
セスポイント２．１はまた、プローブ信号Ｐ２を第二のチャネル周波数（ｊ＝２）で発生
および送信するようにアレンジされる。Ｐ２が送信された時点で一部のアクセスポイント
、この場合はアクセスポイント２．３およびアクセスポイント２．４が、プローブ信号Ｐ
２を第二のチャネル周波数（ｊ＝２）で受信するようにアレンジされている。これらのア
クセスポイント２．３、２．４はさらに、第二のチャネル周波数（ｊ＝２）で受信された
プローブ信号Ｐ２への応答として、応答信号Ｒ２．ｉを第二のチャネル周波数（ｊ＝２）
で発生および送信するようにアレンジされる。少なくとも一つのアクセスポイント２．１
はさらに、プローブ信号Ｐ２を第二のチャネル周波数（ｊ＝２）で受信したいずれかのア
クセスポイント、この場合はアクセスポイント２．３およびアクセスポイント２．４から
送信された応答信号Ｒ２．ｉを、第二のチャネル周波数（ｊ＝２）で受信するようにアレ
ンジされる。もちろん、少なくとも一つのアクセスポイントがプローブ信号Ｐ１を発生お
よび送信するようにアレンジされた時点と、少なくとも一つのアクセスポイントがプロー
ブ信号Ｐ２を発生および送信するようにアレンジされた時点との間には、短い時間差、た
とえば５０マイクロ秒のオーダーの時間差がある。同様に、少なくとも一つのアクセスポ
イントが応答信号を第一のチャネル周波数（ｊ＝１）で受信するようにアレンジされた時
点と、少なくとも一つのアクセスポイントが応答信号を第二のチャネル周波数（ｊ＝２）
で受信するようにアレンジされた時点との間には、短い時間差がある。少なくとも一つの
アクセスポイントはさらに、第一のチャネル周波数（ｊ＝１）で受信された少なくとも一
つの応答信号Ｒ１．ｉ、および第二のチャネル周波数（ｊ＝２）で受信された少なくとも
一つの応答信号Ｒ２．ｉに基づいて、少なくとも一つのステーション（図示せず）と無線
通信するための少なくとも一つのチャネル周波数を選択するようにアレンジされる。
【００１８】
　チャネル周波数（ｊ＝１、ｊ＝２）の数は、一般にｎまでの大きな数であり、ｎは２よ
りもはるかに大きい。少なくとも一つのアクセスポイント、すなわち第２図の場合のアク
セスポイント２．１は、次いでプローブ信号Ｐ１、Ｐ２、……Ｐｎを、それぞれチャネル
周波数（ｊ＝１、２、……ｎ）で送信するようにアレンジされる。したがって、あるアク
セスポイントは次いでそのプローブ信号Ｐ１、Ｐ２、……Ｐｎの一つを、チャネル周波数
（ｊ＝１、２、……ｎ）で受信するようにアレンジされる。したがってアクセスポイント
２．ｉはこれらのプローブ信号Ｐ１、Ｐ２、……Ｐｎに応答するようにアレンジされる。
少なくとも一つのアクセスポイント、この場合はアクセスポイント２．１は、次いで応答
信号Ｒｊ．ｉを受信するようにアレンジされる。
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【００１９】
　少なくとも一つのアクセスポイント、この場合アクセスポイント２．ｉは、この実施例
では全ての応答信号Ｒｊ．ｉに基づいて、ステーション（第２図に図示せず）との無線通
信に用いられる少なくとも一つのチャネル周波数（ｊ＝１、２、……ｎ）を選択するよう
にアレンジされる。少なくとも一つのアクセスポイント、この場合アクセスポイント２．
１は、好ましくは各プローブ信号Ｐ１、Ｐ２、……Ｐｎを、ステーション（図示せず）と
アクセスポイント２．ｉとの通信に際して用いられるビットレートよりも低いビットレー
トで送信するようにアレンジされる。このようにして、少なくとも一つのアクセスポイン
ト２．１から比較的遠距離に位置する２．５、２．７、２．６の各アクセスポイントによ
っても、プローブ信号Ｐ１、Ｐ２、……Ｐｎの１つが受信される確率が高くなる。したが
って次いでこの少なくとも一つのアクセスポイント２．１は、ステーション（図示せず）
とアクセスポイント２．ｉとの間の通信に際して用いられる信号検知しきい値よりも低い
信号検知しきい値に合わせるようにアレンジされる。これによって少なくとも一つのアク
セスポイント２．１が応答信号Ｒｊ．ｉを受信する確率が高くなる。一般に、少なくとも
一つのアクセスポイント２．１は前記選択を各チャネル周波数（ｊ＝１、２、……ｎ）に
ついての最高受信レベルの比較に基づいて行うようにアレンジされる。これに加えて各ア
クセスポイント２．１は、前記選択をさらに各チャネル周波数ｊについての負荷の比較に
基づいて行うようにアレンジされてもよい。この場合チャネル周波数ｊを有する各応答信
号は各チャネル周波数ｊの合計負荷に加算される。さらにまた少なくとも一つのアクセス
ポイント２．１は前記選択を、各チャネル周波数ｊについての平均ノイズレベルの比較に
基づいて行うようにアレンジされることも可能である。ネットワークシステム内で用いら
れるチャネル周波数ｊは重なり合ってはならない。例えば５ＧＨｚ前後の周波数に用いら
れるこのようなチャネル周波数スキームに関連する実施例において、少なくとも一つのア
クセスポイント２．１はＣＳｃｈａｎｎｅｌ_ｘおよびＩｃｈａｎｎｅｌ_ｘを計算するよ
うにアレンジされる。ここに
　　CSchannel_X＝Share (RX_L(X))＊Load(X)
であり、また、
【数４】

　である。ここにＲ_Ｌ（ｊ）はチャネル周波数ｊを有する応答信号Ｒｊ．ｉの受信レベ
ルに相当する。Ｌｏａｄ（ｊ）はチャネル周波数ｊ上の負荷に相当し、Ｎｏｉｓｅ_Ｌ（
ｊ）はチャネル周波数ｊのノイズレベルに相当するか、または干渉とチャネルｊのノイズ
を併せたノイズ測定の結果に相当する。ＲＸ_Ｌ（ｊ）はチャネル周波数ｊで受信された
応答信号Ｒｊ．ｉの最大受信レベルに相当する。この場合、Ｓｈａｒｅ（ＲＸ_Ｌ（ｊ）
）は所定の関係に従ってＲＸ_Ｌ（ｊ）に依存する値に相当する。一方、ＲＪ（ｊ－Ｘ）
はチャネル周波数Ｘ上のチャネル周波数ｊを有する信号の拒絶レベルに相当し、所定の関
係に従ってｊ－Ｘに依存する値を有する。通常、ＲＸ_Ｌ（ｊ）は－２０ないし－１００
ｄＢｍの範囲に限定される。Ｌｏａｄ（ｊ）については、チャネル周波数ｊで応答するア
クセスポイント２．ｉは通常０－１００の範囲の負荷値を付加し、これによって０－１０
００の範囲に限定された合計負荷を与える。一例として、
Ｓｈａｒｅ（ＲＸ_Ｌ（ｊ））は、ＲＸ_Ｌ（ｊ）が信号検知しきい値以下１０ｄＢより低
ければ０に等しい（無次元）；
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　　ＲＸ_Ｌ（ｊ）が信号検知しきい値以下１０ｄＢより高く、同じく９ｄＢより低けれ
ば０．１に等しい；……
　　ＲＸ_Ｌ（ｊ）が信号検知しきい値以下１０－ｉ＋１ｄＢより高く、同じく１０－ｉ
ｄＢより低ければ１／１０に等しい；……
　　ＲＸ_Ｌ（ｊ）が信号検知しきい値以下２ｄＢより高く、同じく１ｄＢより低ければ
０．９に等しい；そして
　　ＲＸ_Ｌ（ｊ）が信号検知しきい値以下１ｄＢより高ければ１に等しい。ＲＸ_Ｌ（ｊ
）は一般に－５０ないし－１００ｄＢｍの範囲に限定される。ＲＪ（ｊ－Ｘ）は通常、ｄ
Ｂで表される。拒絶数は受信フィルターの５ＧＨｚ付近のスペクトル形状に関連する拒絶
数から得られる。前記スペクトル形状は事実上、隣接周波数との干渉を特徴づける。もう
一つの実施例は少なくとも部分的に重なり合うチャネル周波数で信号を送受信するように
アレンジされたネットワークシステムに関するものである。通常２．４ＧＨｚ前後のチャ
ネル周波数で運用されるこのようなネットワークシステムにおいては、少なくとも一つの
アクセスポイントはＣＳｃｈａｎｎｅｌ_ＸおよびＩｃｈａｎｎｅｌ_Ｘを計算するように
アレンジされる。ここに；　
【数５】

であり、　
【数６】

である。
【００２０】
　これらの特定の実施例の両方において、すなわち部分的に重なり合うチャネル周波数で
運用されるネットワークと、重なり合わないチャネル周波数で運用されるネットワークの
両方において、少なくとも一つのアクセスポイント２．１はＣＳＩＱｃｈａｎｎｅｌ_Ｘ

を計算するようにアレンジされる。ここに
　　CSIQchannel_X＝(100%－CSchannel_X)－CorFac＊Ichannel_X
である。ここにＣＳＩＱｃｈａｎｎｅｌ_Ｘの値は実験的に決定される。この場合少なく
とも一つのアクセスポイントは、ステーションとの無線通信に用いられる少なくとも一つ
のチャネル周波数を、ＣＳＩＱｃｈａｎｎｅｌ_Ｘの値に基づいて選択するようにアレン
ジされる。理想的には、すべてのアクセスポイント２．ｉが少なくとも一つのアクセスポ
イント２．１としてアレンジされる。この場合ネットワークシステムは、すべてのアクセ
スポイント２．１が、ステーションとの無線通信に用いられるチャネル周波数を自動的に
選択できるようにアレンジされる。アクセスポイントがチャネル周波数を選択するという
ことは、その選択されたチャネル周波数で信号を受信できるように、アクセスポイントが
自分自身を再アレンジすることを意味することは自明である。少なくとも一つのアクセス
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うにアレンジされる。チャネル周波数の使用可能性を同時にチェックすることを避けるた
めに、各々の少なくとも一つのアクセスポイントはそれぞれの少なくとも一つのアクセス
ポイント２．ｉについて個別に発生されるランダムな時間の後に、プローブ信号Ｐ１、Ｐ
２、……Ｐｎを送信するようにアレンジされてもよい。別法として、各々の少なくとも一
つのアクセスポイント２．ｉは、中央で決定される互いに異なる時間の後に、プローブ信
号Ｐ１、Ｐ２、……Ｐｎを送信するようにアレンジされてもよい。
【００２１】
　本発明の範囲内で、多くの別法の実施例が可能である。アクセスポイントは第一のチャ
ネル周波数でのプローブ信号の発生および送信と、第二のチャネル周波数でのプローブ信
号の発生および送信との間に時間を置くようにアレンジされてもよい。さらに、少なくと
も一つのアクセスポイント２．１はすべての可能なチャネル周波数で、通信内の外乱に応
じて１分ごとに、あるいは１時間ごとにプローブ信号を送信するようにアレンジされても
よい。
【００２２】
　少なくとも一つのアクセスポイントは応答信号の受信を、例えば５０ミリ秒だけ遅らせ
るようにアレンジされてもよい。これは応答信号を送信するアクセスポイントが、例えば
ステーションとの通信で非常に混んでいるときに必要となり得る。
【００２３】
　少なくとも一つのアクセスポイントはさらに、応答信号がまったくない状態を、この応
答信号の受信レベルが非常に低い状態に変換し、あるいは要すれば、この受信レベルが良
好な状態に変換し、これに加えて例えば関係するチャネル周波数の負荷レベルが高い状態
に変換するようにアレンジされてもよい。
【００２４】
　以上において本発明の実施例を詳細に説明したが、本発明は具体的な実施例に限定され
るものではなく、また当業者は特許請求の範囲に規定される本発明の範囲から逸脱するこ
となく、修正および変形を行い得ることは自明である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】公知のネットワークシステムである。
【図２】本発明によるネットワークシステムの実施例である。
【符号の説明】
【００２６】
　１，６　ネットワークシステム
　２．ｉ　アクセスポイント
　３　ステーション
　４　ネットワーク管理装置



(11) JP 2009-10988 A 2009.1.15

【図１】 【図２】



(12) JP 2009-10988 A 2009.1.15

フロントページの続き

(72)発明者  アワテル　アルノウト　ゲルト
            オランダ国　ウトレヒト　３５７１　ウトレヒト　アルブレヒト　タエラーン　６６
(72)発明者  ディエプストラテン　ヨセフス　ウィルヘルムス
            オランダ国　ヌルド－ブラバント　５０８９　エヌエックス　ハグホルスト　ウィジンホーフェン
            ストラート　７
Ｆターム(参考) 5K067 AA03  DD44  EE02  EE10  HH22  JJ11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

