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(57)【要約】
　無線ネットワークにおいて動作するためにユーザステ
ーション(STA)及び方法の実施形態が本願において一般
的に説明される。一実施形態において、STAは、無線通
信チャネルで受信された信号は、一群の帯域幅のうちの
帯域幅で動作するデバイスにより送信されていたことを
検出する。一群の帯域幅は、５MHz帯域幅及び10MHz帯域
幅を含むことが可能である。STAは、その検出に応じて
、信号の信号(SIG)フィールドの内容を確認する。STAは
、検出に応じて及びSIGフィールドの情報に基づいて、
そのチャネルでのSTAの送信を控えること等のような共
存技術を適用してよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークにおいて動作するためにユーザステーション（ＳＴＡ）により実行さ
れる方法であって、
　無線通信チャネルで受信された信号は、２０ＭＨｚ未満の帯域幅を含む一群の帯域幅の
うちの帯域幅で動作するデバイスにより送信されていたことを検出するステップと、
　前記の検出に応じて、前記信号の信号（ＳＩＧ）フィールドの内容を確認するステップ
と、
　前記ＳＩＧフィールドの情報に基づいて、前記のチャネルで送信することを控えること
により、共存技術を適用するステップと、
　を有する方法。
【請求項２】
　前記情報はパケット長を含み、前記共存技術は前記パケット長に基づいて送信を延期す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記一群の帯域幅は、５ＭＨｚの帯域幅及び１０ＭＨｚの帯域幅を含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記デバイスは、高度道路交通システム（ＩＴＳ）サービスのためのサポートを規定す
る電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイス
であるか否かを確認するステップと、
　前記デバイスにより送信された信号が２０ＭＨｚ帯域幅を利用する場合に、共存技術を
適用するステップと、
　を更に有する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記信号は、約５．８５ＧＨｚないし５．９２５ＧＨｚの周波数範囲内で受信される、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記デバイスはＩＴＳサービスのためのサポートを規定する前記ＩＥＥＥ規格ファミリ
のうちの規格に従って動作する旨の判断に応じて、別個の低電力及び低速のクロック信号
ラインを提供するステップを更に有する請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＳＩＧフィールドの内容を確認するステップが、
　前記デバイスが動作している帯域幅に基づいて、前記ＳＴＡのシステムクロック及び動
作する中心周波数を調整するステップと、
　前記中心周波数で前記信号をサンプリングし、前記システムクロックに基づいてＳＴＦ
波形を検出するステップと、
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　物理レイヤ（ＰＨＹ）回路及び処理要素を有する無線通信ステーション（ＳＴＡ）であ
って、前記物理レイヤ（ＰＨＹ）回路及び処理要素は、
　無線通信チャネルで受信された信号は、５ＭＨｚの帯域幅及び１０ＭＨｚの帯域幅を含
む一群の帯域幅のうちの帯域幅で動作するデバイスにより送信されていたことを検出し、
　前記の検出に応じて、前記信号の信号（ＳＩＧ）フィールドの内容を確認し、
　前記信号の前記ＳＩＧフィールドの情報に基づいて、前記のチャネルで動作するために
、前記のチャネルで送信することを控えることを含む共存技術を適用する、
　無線通信ステーション（ＳＴＡ）。
【請求項９】
　前記共存技術は前記ＳＩＧフィールド内の情報に基づいて送信を延期することを含む、
請求項８に記載のＳＴＡ。
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【請求項１０】
　前記ＰＨＹ回路及び処理要素は、
　前記デバイスは高度道路交通システム（ＩＴＳ）サービスのためのサポートを規定する
電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイスで
あるか否かを確認する
　ように更に構成される、請求項８に記載のＳＴＡ。
【請求項１１】
　前記処理要素は、前記デバイスにより送信された信号が２０ＭＨｚ帯域幅を利用する場
合に、共存技術を適用するように更に構成される、請求項１０に記載のＳＴＡ。
【請求項１２】
　ＩＴＳサービスのためのサポートを規定する前記ＩＥＥＥ規格ファミリのうちの規格に
従って動作するデバイスとの通信とともに使用するための別個の低電力及び低速のクロッ
クを更に有する請求項８に記載のＳＴＡ。
【請求項１３】
　前記ＰＨＹ回路及び処理要素は、
　前記デバイスが動作している帯域幅に基づいて、前記ＳＴＡのシステムクロック及び動
作する中心周波数を調整すること、及び、前記中心周波数で前記信号をサンプリングし、
前記システムクロックに基づいてＳＴＦ波形を検出することにより、前記ＳＩＧフィール
ドの内容を確認する、請求項８に記載のＳＴＡ。
【請求項１４】
　無線通信チャネルで信号を受信するように構成されるアンテナと、
　１つ以上のプロセッサと、
　を有するシステムであって、前記１つ以上のプロセッサは、
　５ＭＨｚの帯域幅及び１０ＭＨｚの帯域幅を含む一群の帯域幅のうちの帯域幅を利用し
て、高度道路交通システム（ＩＴＳ）サービスのためのサポートを規定する電気電子技術
者協会（ＩＥＥＥ）規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイスから、前記信号
は受信されたことを検出し、
　前記の検出に応じて、前記信号の信号（ＳＩＧ）フィールドの内容を確認し、
　前記ＳＩＧフィールドの情報に基づいて、前記のチャネルで送信することを控えること
により、共存技術を適用する
　ように構成される、システム。
【請求項１５】
　前記内容はパケット長を含み、前記共存技術は前記パケット長に基づいて送信を延期す
ることを含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　ＩＴＳサービスのためのサポートを規定する前記ＩＥＥＥ規格ファミリのうちの規格に
従って動作するデバイスとの通信のために、別個の低電力及び低速のクロック信号ライン
を更に有する請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記１つ以上のプロセッサは、前記デバイスが動作している帯域幅に基づいて、前記シ
ステムのシステムクロック及び動作する中心周波数を調整すること、及び、前記中心周波
数で前記信号をサンプリングし、前記システムクロックに基づいてＳＴＦ波形を検出する
ことにより、前記ＳＩＧフィールドの内容を確認する、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　１つ以上のプロセッサにより実行するための命令を保存する非一時的なコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体であって、前記命令は、
　無線通信チャネルで信号を受信すること、
　５ＭＨｚの帯域幅及び１０ＭＨｚの帯域幅を含む一群の帯域幅のうちの帯域幅を利用し
て、高度道路交通システム（ＩＴＳ）サービスのためのサポートを規定する電気電子技術
者協会（ＩＥＥＥ）規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイスから、前記信号
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は受信されたことを検出すること、
　前記の検出に応じて、前記信号の信号（ＳＩＧ）フィールドの内容を確認すること、及
び
　前記ＳＩＧフィールドの情報に基づいて、前記のチャネルで送信することを控えること
により、共存技術を適用すること
　を実行する、記憶媒体。
【請求項１９】
　前記内容はパケット長を含み、前記共存技術は前記パケット長に基づいて送信を延期す
ることを含む、請求項１８に記載の非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　前記確認することは、前記デバイスが動作している帯域幅に基づいて、システムのシス
テムクロック及び動作する中心周波数を調整すること、及び、前記中心周波数で前記信号
をサンプリングし、前記システムクロックに基づいてＳＴＦ波形を検出することを含む、
請求項１９に記載の非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は通信ネットワークに関連する。実施形態は、IEEE802.11n及びIEEE802.11ac
規格を含むIEEE802.11規格のうちの何れかに従って動作する装置のための共存技術に関連
する。
【背景技術】
【０００２】
　連邦通信委員会(FCC)は、最近、5GHz周波数バンドの何らかのサブバンドでU-NIIデバイ
スに共有アクセスを許容するために、U-NII(Unlicensed-National　Information　Infras
tructure)を管理する既存のルールの変更を提案した。IEEE802.11無線規格ファミリのう
ちの規格に従って動作するWi-Fiデバイスは、これらの拡張バンドを活用するために、各
自の動作するバンドを拡張してもよい。しかしながら、Wi-Fiデバイスは、拡張バンド内
で先に存在している公の又は他のタイプの既存のデバイスとの共存を要するかもしれない
。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】実施例が実現されるシステムを示す。
【図２】5GHz周波数バンドでデバイスと共存するSTAアーキテクチャのブロック図である
。
【図３】無線ネットワークにおいて動作するステーション(STA)により実行される一実施
形態によるプロシジャのフローチャートである。
【図４】一実施形態によるSTAの機能ブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　以下の記述及び図面は、当業者が実施形態を実施できる程度に十分に具体的な実施形態
を示している。他の実施形態は、構造、論理、電気、プロセス及びその他の観点からの変
更を組み込んでもよい。ある実施形態の一部分及び特徴は、別の実施形態の一部分及び特
徴に含められてもよいし或いはそれらと置換されてもよい。請求項に関連して説明される
実施形態はそれらの請求項についての全ての可能な均等物を包含する。
【０００５】
　図1は実施例が実現されることが可能なシステム100を示す。システム100はユーザの無
線通信局(STA)110及び115を含み、STAはIEEE802.11n及びIEEE802.11ac標準規格を含む電
気電子技術者協会(IEEE)802.11無線規格ファミリのうちの規格に従って動作する。STA110
及び115は、例えば、ラップトップコンピュータ、スマートフォン、タブレットコンピュ
ータ、プリンタ、又は、ユーザインタフェースを有する又は有しない他の任意の無線装置
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とすることが可能である。
【０００６】
　STA110及び115のような現在のIEEE802.11n/acデバイスは、5GHz周波数バンドのうちの
或るサブバンドで動作することが可能である。最近、連邦通信委員会(FCC)は5GHz周波数
バンドのU-NII(アンライセンス全米情報基盤)の利用の仕方を管理する既存のルールの変
更を提案し、それにより、5GHz周波数バンドのうちの5350-5470MHz及び5850-5925MHzのサ
ブバンドにおけるU-NII共有アクセスのために、195MHzの追加的なスペクトルが割り当て
られる。
【０００７】
　幾つかの公的な(governmental)機関は、現在のところ、上記の2つの5GHz拡張バンドを
利用している。公的でない用途は、(地球から宇宙への)固定の衛星アップリンク及びモバ
イルサービスを含む。公的でないモバイルサービスの割り当ては、現在のところ、高度道
路交通システム(ITS)無線サービスで動作する狭域通信サービス(Dedicated　Short　Rang
e　Communications　Service：DSRCS)システム120及び125のようなシステムに限られる。
IEEE802.11pの改訂版は、ITSアプリケーションをサポートするための802.11に対する改善
を明確化する。FCCは、5GHz周波数バンドのうちのこれら又は他のサブバンドで動作する
ことを望むSTA110及び115が、システム120及び125のようなIEEE802.11pデバイスと共存す
るために、状況認識スペクトル共有技術を実装することを要求する。
【０００８】
　IEEE802.11pデバイスは、5MHz、10MHz及び20MHzの帯域幅で動作することが可能である
。しかしながら、STA110及び115のような或る種のIEEE802.11n/acデバイスは、20MHz又は
それ以上の帯域幅でしか動作することができない。従って、現在の802.11n/acデバイスは
、5又は10MHz帯域幅で動作するIEEE802.11pデバイスを検出できないかもしれない。1つの
アプローチは、IEEE802.11p信号を検出し、媒体がアイドルになるまで遅延させ、FCCの条
件を満たすようにすることである。しかしながら、このアプローチは、(デバイスが)動作
する環境についてのより多くの認識をIEEE802.11n/acデバイス110，115に許容するもので
はなく、IEEE802.11n/acデバイス110，115の動作の非効率性を招くおそれがある。
【０００９】
　これら及び他の問題に対処するため、実施形態は、IEEE802.11p送信信号を検出及び復
調し、どの程度長く待機するかを決定し、IEEE802.11p信号のような送信信号をより正確
に特定することをIEEE802.11n/acSTA110，115に許容する。この情報(又は知識)は、より
効率的な共存技術を適用することをIEEE802.11n/acSTA110，115に許容する。更に、この
情報は、将来的な(更なる)シグナリングが、将来のIEEE802.11の改訂版で追加されること
を許容する。
【００１０】
　IEEE802.11pパケットは、IEEE802.11a/n/acパケットと同じ構造を有する。特に、IEEE8
02.11a/n/acパケットと同様に、IEEE802.11pパケットは、ショートトレーニングフィール
ド(STF)に続くロングトレーニングフィールド(LTF)を含む。LTFの後に信号(SIG)フィール
ドが続き、SIGフィールドの後にMACヘッダが続く。一実施形態において、STA110は、IEEE
802.11pパケットのうちのこれら及び他のフィールドを少なくとも部分的にデコードして
もよい。
【００１１】
　SIGフィールドは、例えばパケット長及びデータレートのようなパケット持続時間を含
み、パケット持続時間は、どの程度長く送信を遅らせるかを決定する際又は他の共存技術
を実行する際に使用される。MACヘッダはネットワークアロケーションベクトル(NAV)を含
み、NAVも、どの程度長く送信を遅らせるかを決定する際又は他の共存技術を実行する際
に使用されてよい。SIG及びNAVの情報とともに、STA110は、例えば、チャネルがもはやそ
のパケットにより使用中ではないような時間まで、チャネルの利用を遅らせることにより
、共存技術を適用することが可能である。その情報を知ることにより、STA110は、そのチ
ャネルにおける送信又は他の処理を試みる前に、十分長い期間待機できる一方、過剰に長
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い期間待機してしまうことを回避できる。一実施形態においてSTA110は、送信されたパケ
ットのSIGフィールド又は他のフィールド内の他の情報をデコードしてもよい。
【００１２】
　図2は、5GHz周波数バンドにおいてデバイスと共存するSTAアーキテクチャ200のブロッ
ク図である。アーキテクチャは、STA110(図1)の1つ以上のコンポーネントとともにSTA110
内で実現されることが可能である。
【００１３】
　図2に示されるように、一実施形態では、.11p信号フロントエンド205につながる補助的
な処理経路(図2のうちの破線で示される)を含み、例えばITS無線サービスの一部であるDS
RCSシステムのようなIEEE802.11pデバイスから受信される信号に対する処理を実行するこ
とが可能である。.11p信号フロントエンド205は、20MHz帯域幅以外のIEEE802.11p信号を
処理する。例えば、.11p信号フロントエンド205は、5MHz帯域幅又は10MHz帯域幅のIEEE80
2.11p信号を処理することが可能である。.11p信号フロントエンド205は、IEEE802.11p信
号を適切な帯域幅にフィルタリングし、その後に、IEEE802.11p信号を、IEEE802.11p信号
にふさわしいサンプリングレートに、ダウンサンプリングする。補助的な処理経路が実行
された後、或いは、補助的な経路の処理と平行して、処理は、後述されるような修正とと
もに、図2の残りの標準経路に続く。
【００１４】
　.11p信号フロントエンド205を経由する補助的な処理経路は、検出部210の判断に基づい
て起動されてもよい。検出部210は、受信信号がIEEE802.11n/ac信号であるか又はIEEE802
.11p信号であるかを検出することが可能である。検出部210は制御部(又は制御ブロック)2
15に接続され、制御部215は検出部210で検出された情報に基づいて受信部220を制御する
。検出部210は、IEEE802.11p信号の動作帯域幅についての情報と、IEEE802.11p信号が中
心としている周波数(中心周波数)についての情報とを提供してもよい。例えば、STA110が
、4つの5MHzIEEE802.11pチャネル(又は2つの10MHzIEEE802.11pチャネル)とオーバーラッ
プする周波数バンドで動作する20MHzシステムにおけるものである場合、検出部210は、例
えば、4つの5MHzIEEE802.11pチャネルのうちの何れがその信号を含むかについての情報を
提供してもよい。検出部210は、例えば、受信信号を、5MHz、10MHz、又は、STA110の最小
動作帯域幅に等しい又はそれより狭い他の任意の帯域幅のサブチャネルに分割することに
より、その情報を提供することが可能である。検出部210は、これらの帯域幅のうちの2つ
以上のサブチャネルに、受信信号を分離してもよい。これらのサブチャネルの帯域幅は、
5MHz送信バンドで動作するデバイスの送信についての期待(又は予想)される帯域幅に基づ
いていてもよい。一例として、検出部210は、その後に、サブチャネル群のうちの何れか
のサブチャネルに関するデータパケットのショートトレーニングシーケンス(STS)の部分
を検出することが可能である。STS部分は、その帯域幅におけるSTS部分の周期性に基づく
時間的持続期間にわたって並列的にサブチャネルを検査することにより、検出されること
が可能である。
【００１５】
　制御部215は、適切な周波数オフセットを提供するために、電圧制御発振器(VCO)225又
はRFキャリア周波数を制御する他のハードウェアに信号を送り、STA110の動作する中心周
波数が10MHz又は5MHzIEEE802.11p信号の中心になるようにする。
【００１６】
　制御部215は、制御ライン230及び235を介して、クロック部240及び受信部220に対する
制御も行うことが可能である。制御ライン235は、受信した波形に基づいて受信部220を設
定(又は構築)する。制御ライン235は、IEEE802.11p信号が存在することを受信部220に通
知する。制御ライン235に基づいて、受信部220は様々なサンプリングレートに調整しても
よく、受信部220はIEEE802.11p信号の異なるサブキャリア間隔に基づいてアルゴリズムを
調整してもよい。
【００１７】
　クロック240は、制御ライン230により受信されるコマンド又は信号に基づいて、状況に
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応じて、より遅い別個のクロック信号を受信部220に送ってもよい。クロック240は、IEEE
802.11p信号についてのより長いシンボル時間に基づいて、より遅いクロック信号をA/Dブ
ロック245に送ってもよい。A/Dブロック245は、より遅いサンプリングレートを.11p信号
フロントエンド205に提供してもよい。
【００１８】
　スイッチ250は、信号がIEEE802.11n/ac信号であるか或いはIEEE802.11p信号であるかを
示す信号225を制御部215から受信する。スイッチ250はこの情報を受信部220に指示する。
この情報は、20MHzIEEE802.11p信号が受信される場合に、受信部220が20MHzIEEE802.11n/
ac信号と区別することを支援し、STA110が、20MHz帯域幅のIEEE802.11pデバイス120、125
と共存するための共存技術を適用できるようにする。
【００１９】
　クロック240から受信したクロックレートを利用して、及び、信号がIEEE802.11n/ac信
号であるか或いはIEEE802.11p信号であるかについての情報に基づいて、受信部220は、SI
G及びMACヘッダの情報を検出するために、アルゴリズム、中心周波数及び他のパラメータ
を修正することが可能である。そして、STA110は、この情報を利用して、共存技術を適用
する、節電モードを実行する、或いは、他の機能を実行することが可能である。例えば、
受信部220は、(例えば、上記のパケット長及びNAVにより指定される時間期間のような)SI
G及びMACヘッダで指定される時間期間の間スリープモードに入る機能、又は、上記の時間
期間の間にチャネルで送信することを控える機能を実行してもよい。
【００２０】
　アーキテクチャ200は、無線周波数でアンテナから受信される信号を、STA110の他のコ
ンポーネントにより処理できる中間周波数に変換するためのRFフロントエンド260を含む
ことも可能である。RFフロントエンド260は、例えば、アンテナとのインピーダンスを整
合させるためのインピーダンス整合回路、バンドパスフィルタ、RF増幅器又は他のコンポ
ーネントを含むことが可能である。RFフロントエンド260は、複数のアンテナを有するMIM
Oフロントエンドを含むことが可能である。
【００２１】
　図3は、無線ネットワークにおいて動作するステーション(STA)により実行される一実施
形態によるプロシジャ300のフローチャートである。プロシジャ(処理)は、例えば、STA11
0又は115(図1)により実行されることが可能である。
【００２２】
　処理310において、STA110は、無線通信チャネルで受信された信号は、ある一群の帯域
幅のうちの帯域幅で動作するデバイスにより送信されていたことを検出する。STA110は、
図2に関連して上述したようなアーキテクチャを利用してこの信号を検出することが可能
である。一群の帯域幅は、例えば、5MHzの帯域幅及び10MHzの帯域幅のような20MHz未満の
帯域幅を含むことが可能である。デバイスが、20MHz又はそれより広い帯域幅を用いて送
信している場合、STA110は、検出部210(図2)から出力される情報に基づいて、それがDSCR
Sデバイスであることを検出することが可能である。送信の周波数は、IEEE802.11規格フ
ァミリのうちの規格に従う約5.85GHzないし5.925GHzの周波数範囲内又は約5．350GHzない
し5.470GHzの周波数範囲内にあってもよい。しかしながら、実施形態はこれらの周波数範
囲における送信信号の検出に限定されない。
【００２３】
　処理320において、STA110は、その信号のSIGフィールドの内容を確認する。上述したよ
うに、SIGフィールドの内容(又は中身)は、パケット長及びデータレートを含むことが可
能である。STA110は、信号のMACヘッダの内容を確認してもよい。上述したように、MACヘ
ッダの内容は、ネットワークアロケーションベクトル(NAV)を含むことが可能である。図2
に関連して上述したように、STA110は、デバイスが動作している帯域幅に基づいてシステ
ムクロック及び中心周波数を調整し、その中心周波数で信号をサンプリングし、そのシス
テムクロックに基づいてSTF波形を検出することにより、SIGフィールドの内容を確認する
ことが可能である。
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【００２４】
　STA110が信号を受信した際の送信元のデバイスが、ITSサービスのためのサポートを規
定するIEEE規格ファミリのうちの規格に従って動作している旨の判断に応じて、STA110は
、別個の低電力及び低速のクロック信号ラインを提供してもよい。
【００２５】
　処理330において、STA110は、SIGフィールドの情報に基づいて、そのチャネルで送信す
ることを控えることにより、共存技術を適用する。共存技術は、上記のSIGフィールド及
びMACヘッダ内の情報に基づいて、送信を延期することを含んでもよい。STA110は、5MHz
周波数バンドでデバイス120又は125(図1)との干渉を回避するように共存技術を実現する
。
【００２６】
　図4は、一実施形態によるSTA400の機能ブロック図を示す。STA400はSTA110(図1)として
相応しいものであってもよい。STA400は、無線通信ネットワークで動作するための一実施
形態による方法をサポートする(すなわち、使用することが可能である)。STA400は、IEEE
802.11n規格ファミリのうちの規格、IEEE802.11ac規格ファミリのうちの規格、又は、そ
れらの改訂版若しくは将来的なバージョンに従って通信してもよい。
【００２７】
　STA400は、オンチップ状態メモリ406だけでなく通信インタフェース408にもアクセスす
るためにチップセット404を利用するプロセッサ402を含むことが可能である。一実施形態
において、メモリ406は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、ダイナミックRAM(DRAM)、スタ
ティックRAM(SRAM)、同期DRAM(SDRAM)、ダブルデータレート(DDR)SDRAM(DDR-SDRAM)、或
いは、データの高速バッファリングをサポートすることが可能な任意のデバイスを含んで
よいが、これらに限定されない。
【００２８】
　少なくとも1つの実施形態において、通信インタフェース408は、例えば、複数入力/複
数出力(MIMO)の処理に従って動作する無線物理レイヤ(PHY)である。通信インタフェース4
08は、少なくとも、5GHzバンドにおける無線通信チャネルで信号を受信する。例えば、通
信インタフェース408は、約5.85GHzないし5.925GHzの周波数範囲内の信号を受信すること
が可能である。
【００２９】
　チップセット404は、例えば少なくとも或る持続時間の間にワイドバンド通信チャネル
での送信を抑制するために、内部に共存論理部412を組み込んでもよい。一実施形態にお
いて、チップセット406はMACレイヤ機能を提供する。
【００３０】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェア及びソフトウェアのうちの何れか又はそれ
らの組み合わせにより実現されてよい。実施形態は非一時的なコンピュータ読み取り可能
なストレージデバイスに保存される命令414として実現されてもよく、命令は、本願で説
明される処理を実行するために、少なくとも1つのプロセッサ402により読み取られて実行
される。
【００３１】
　一群の帯域幅のうちの待機幅を利用して高度道路交通システム(ITS)サービスに対する
サポートを規定する電気電子技術者協会(IEEE)規格ファミリのうちの規格に従って動作す
るデバイスから信号が受信されたか否かを、プロセッサ402は検出する。一群の帯域幅は
、5MHz帯域幅及び10MHz帯域幅を含んでもよい。プロセッサ402は、その検出に応じて、信
号のSIGフィールドの内容を確認することが可能である。プロセッサ402は、SIGフィール
ドの情報に基づいて共存技術を適用する。例えば、プロセッサ402は、そのチャネルにお
ける送信を控えてもよい。
【００３２】
　一実施形態において、プロセッサ402及びメモリ406がコンピュータ読み取り可能な媒体
として動作するように、命令414はプロセッサ402又はメモリ406に保存される。コンピュ
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ータ読み取り可能なストレージデバイスは、マシン(例えば、コンピュータ)により読み取
り可能な形式で情報を保存する何らかの非一時的な手段を含むことが可能である。例えば
、コンピュータ読み取り可能なストレージデバイスは、ROM、RAM、磁気ディスクストレー
ジ媒体、光ストレージ媒体、フラッシュ記憶装置、及び、その他のストレージ装置及び媒
体を含んでもよい。
【００３３】
　命令414は、STA400において実行される場合に、約5.85GHzないし5.925GHzの周波数範囲
内の無線通信チャネルで信号を、STA400に受信させてもよい。命令414は、STA400で実行
される場合に、一群の帯域幅のうちの待機幅を利用して高度道路交通システム(ITS)サー
ビスに対するサポートを規定する電気電子技術者協会(IEEE)規格ファミリのうちの規格に
従って動作するデバイスから信号が受信されたか否かを、STA400に検出させてもよい。一
群の帯域幅は、5MHz帯域幅及び10MHz帯域幅を含んでもよい。命令414は、STA400において
実行される場合に、その検出に応じて、信号のSIGフィールドの内容を、STA400に確認さ
せてもよい。命令414は、STA400において実行される場合に、SIGフィールドの情報に基づ
いて、そのチャネルにおける送信を控えることにより、共存技術を適用することをSTA400
に実行させてもよい。
【００３４】
　STA400は複数の個別的な機能要素を有するかのように示されているが、1つ以上の機能
要素は統合されてもよく、1つ以上の機能要素は、ディジタル信号プロセッサ(DSP)及び/
又は他のハードウェア要素を含む処理要素のようなソフトウェア構成要素を組み合わせる
ことによって実現されてもよい。例えば、ある種の要素は、1つ以上のマイクロプロセッ
サ、DSP、特定用途向け集積回路(ASIC)、無線周波数集積回路(RFIC)、及び、少なくとも
上記の機能を実行する様々なハードウェア及び論理回路の組み合わせを含んでもよい。一
実施形態において、STA400の機能要素は、1つ以上の処理要素で動作する1つ以上のプロセ
ッサに関連してもよい。
【００３５】
　STA400は複数の送受信アンテナ410-1ないし410-Nを含んでもよく、ここでNは自然数で
ある。アンテナ410-1ないし410-Nは1つ以上の指向性又は無指向性のアンテナを含み、例
えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッチアンテナ、ループアンテナ、マ
イクロストリップアンテナ、又は、RF信号の送信に相応しい他のタイプのアンテナを含ん
でよい。一実施形態において、2つ以上のアンテナの代わりに、複数の開口を有する1つの
アンテナが使用されてもよい。これらの実施形態では、各々の開口が個々のアンテナと考
えられてよい。MIMOの実施形態では、アンテナ410-1ないし410-Nは、アンテナ410-1ない
し410-Nの各々の間に生じる様々なチャネル特性及び空間ダイバーシチを考慮して適切に
離間される。MIMOの一実施形態において、アンテナ410-1ないし410-Nは、波長の1/10又は
それ以上に至るほどに離間されてよい。一実施形態において、アンテナ410-1ないし410-N
は、例えば5MHz、10MHz、20MHz又は他の帯域幅のような様々な帯域幅の様々なサブチャネ
ルに、受信信号をフィルタリングするバンドパスフィルタ又は他のフィルタリング回路を
含んでもよい。
【００３６】
　要約書は、技術的な開示の本質及び要旨を読者が把握できるようにすることを要約に課
す37C.F.R.セクション1.72(b)に従って提供される。要約は、特許請求の範囲又はその意
味を限定又は解釈するためには使用されない理解とともに提出される。後述する請求項は
詳細な説明に組み込まれ、各請求項はそれ自体別個の実施形態として成立する。
【００３７】
　＜他の具体例＞
　以下は、例示的かつ非限定的な具体例である。
【００３８】
　具体例1は、無線ネットワークにおいて動作するためにユーザステーション(STA)により
実行される方法を含む対象事項(例えば、方法、処理を実行する手段、命令を含むマシン
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可読媒体など)を含み、本方法は、無線通信チャネルで受信された信号は、20MHz未満の帯
域幅を含む一群の帯域幅のうちの帯域幅で動作するデバイスにより送信されていたことを
検出するステップと、前記の検出に応じて、前記信号のSIGフィールドの内容を確認する
ステップと、前記SIGフィールドの情報に基づいて、前記のチャネルで送信することを控
えることにより、共存技術を適用するステップとを有する。
【００３９】
　具体例2では、具体例1の対象事項が、選択的な特徴を含んでもよく、前記情報はパケッ
ト長を含み、前記共存技術は前記パケット長に基づいて送信を延期することを含む。
【００４０】
　具体例3では、具体例1-2の1つ以上の対象事項が、選択的な特徴を含んでもよく、前記
一群の帯域幅は、5MHzの帯域幅及び10MHzの帯域幅を含む。
【００４１】
　具体例4では、具体例1-3の1つ以上の対象事項が、選択的に、前記デバイスは、高度道
路交通システム(ITS)サービスのためのサポートを規定する電気電子技術者協会(IEEE)規
格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイスであるか否かを確認するステップと、
前記デバイスにより送信された信号が20MHz帯域幅を利用する場合に、共存技術を適用す
るステップとを更に有してもよい。
【００４２】
　具体例5では、具体例1-4の対象事項が選択的な特徴を含んでもよく、前記信号は、約5.
85GHzないし5.925GHzの周波数範囲内で受信される。
【００４３】
　具体例6では、具体例1-5の対象事項が選択的な特徴を含んでもよく、前記デバイスは、
ITSサービスのためのサポートを規定する前記IEEE規格ファミリのうちの規格に従って動
作する旨の判断に応じて、別個の低電力及び低速のクロック信号ラインを提供する。
【００４４】
　具体例7では、具体例1-6の1つ以上の対象事項が、選択的に、前記デバイスが動作して
いる帯域幅に基づいて、前記STAのシステムクロック及び動作する中心周波数を調整する
ステップと、前記中心周波数で前記信号をサンプリングし、前記システムクロックに基づ
いてSTF波形を検出するステップとを有してもよい。
【００４５】
　具体例8は、物理レイヤ(PHY)回路及び処理要素を有する無線通信ステーション(STA)を
含む対象事項(例えば、デバイス、装置又はマシン(又はコンピュータ))を含むように、具
体例1-7のうちの何れかの対象事項を含む又はそれと選択的に組み合わせられ、物理レイ
ヤ(PHY)回路及び処理要素は：約5.85GHzないし5.925GHzの周波数範囲内の無線通信チャネ
ルで受信された信号は、5MHzの帯域幅及び10MHzの帯域幅を含む一群の帯域幅のうちの帯
域幅で動作するデバイスにより送信されていたことを検出し、前記の検出に応じて、前記
信号のSIGフィールドの内容を確認し、前記信号の前記SIGフィールドの情報に基づいて、
前記のチャネルで動作するために、前記のチャネルで送信することを控えることを含む共
存技術を適用する。
【００４６】
　具体例9では、具体例1-8のうちの任意の1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んでも
よく、前記共存技術は前記SIGフィールド内の情報に基づいて送信を延期することを含む
。
【００４７】
　具体例10では、具体例1-9のうちの任意の1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んでも
よく、前記PHY回路及び処理要素は、前記デバイスが、高度道路交通システム(ITS)サービ
スのためのサポートを規定する電気電子技術者協会(IEEE)規格ファミリのうちの規格に従
って動作するデバイスであるか否かを確認するように更に構成される。
【００４８】
　具体例11では、具体例1-10のうちの任意の1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んで



(11) JP 2016-521491 A 2016.7.21

10

20

30

40

50

もよく、前記処理要素は、前記デバイスにより送信された信号が20MHz帯域幅を利用する
場合に、共存技術を適用するように更に構成される。
【００４９】
　具体例12では、具体例1-11のうちの任意の1つ以上の対象事項は、選択的に、ITSサービ
スのためのサポートを規定する前記IEEE規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバ
イスとの通信とともに使用するための別個の低電力及び低速のクロックを含む。
【００５０】
　具体例13では、具体例1-12のうちの任意の1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んで
もよく、前記PHY回路及び処理要素は、前記デバイスが動作している帯域幅に基づいて、
前記STAのシステムクロック及び動作する中心周波数を調整すること、及び、前記中心周
波数で前記信号をサンプリングし、前記システムクロックに基づいてSTF波形を検出する
ことにより、前記SIGフィールドの内容を確認する。
【００５１】
　具体例14は、システムを有する対象事項(例えば、デバイス、装置又はマシン(コンピュ
ータ))を含むように具体例1-13のうちの何れかの対象事項を含む又は選択的に組み合わせ
られ、本システムは：約5.85GHzないし5.925GHzの周波数範囲内の無線通信チャネルで信
号を受信するように構成されるアンテナと、1つ以上のプロセッサとを有し、前記1つ以上
のプロセッサは、5MHzの帯域幅及び10MHzの帯域幅を含む一群の帯域幅のうちの帯域幅を
利用して、高度道路交通システム(ITS)サービスのためのサポートを規定する電気電子技
術者協会(IEEE)規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイスから、前記信号は受
信されたことを検出し、前記の検出に応じて、前記信号のSIGフィールドの内容を確認し
、前記SIGフィールドの情報に基づいて、ある持続時間の間そのチャネルで送信すること
を控えることにより、共存技術を適用する。
【００５２】
　具体例15では、具体例1-14のうちの1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んでもよく
、前記内容はパケット長を含み、前記共存技術は前記パケット長に基づいて送信を延期す
ることを含む。
【００５３】
　具体例16では、具体例1-15のうちの1つ以上の対象事項が、選択的に、ITSサービスのた
めのサポートを規定する前記IEEE規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイスと
の通信のために、別個の低電力及び低速のクロック信号ラインを含む。
【００５４】
　具体例17では、具体例1-16のうちの1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んでもよく
、前記1つ以上のプロセッサは、前記デバイスが動作している帯域幅に基づいて、前記シ
ステムのシステムクロック及び動作する中心周波数を調整すること、及び、前記中心周波
数で前記信号をサンプリングし、前記システムクロックに基づいてSTF波形を検出するこ
とにより、前記SIGフィールドの内容を確認する。
【００５５】
　具体例18は、ある対象事項(例えば、方法、処理を実行する手段、命令を含むマシン読
み取り可能な媒体)を含むように具体例1-17のうちの何れかの対象事項を含む又は選択的
に組み合わせられ、前記命令は、5.85GHzないし5．925GHzの周波数範囲内の無線通信チャ
ネルで信号を受信すること、5MHzの帯域幅及び10MHzの帯域幅を含む一群の帯域幅のうち
の帯域幅を利用して、高度道路交通システム(ITS)サービスのためのサポートを規定する
電気電子技術者協会(IEEE)規格ファミリのうちの規格に従って動作するデバイスから、前
記信号は受信されたことを検出すること、前記の検出に応じて、前記信号のSIGフィール
ドの内容を確認すること、及び、検出に応じて、前記のチャネルで送信することを控える
ことを含む共存技術をそのチャネルに関して適用することを含む。
【００５６】
　具体例19では、具体例1-18の1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んでもよく、前記
内容はパケット長を含み、前記共存技術は前記パケット長に基づいて送信を延期すること
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を含む。
【００５７】
　具体例20では、具体例1-19の1つ以上の対象事項が選択的な特徴を含んでもよく、前記
検出することは、前記デバイスが動作している帯域幅に基づいて、システムのシステムク
ロック及び動作する中心周波数を調整すること、及び、前記中心周波数で前記信号をサン
プリングし、前記システムクロックに基づいてSTF波形を検出することを含む。
【００５８】
　＜請求項の優先性＞
　本願は2013年5月10日付で出願された米国仮特許出願第61/821,875号による優先的利益
を享受し、その内容は全体的に本願のリファレンスに組み込まれる。

【図１】 【図２】
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