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(57)【要約】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法が
記載される。ワイヤレスデバイスとの通信がベースチャ
ネル上で行われる。ワイヤレスデバイスにチャネル切替
え要求を送信する。ワイヤレスデバイスから確認応答を
受信する。ワイヤレスデバイスとの通信が６０ＧＨｚチ
ャネルに切り替えられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと
を備える方法。
【請求項２】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法がアクセスポイント（ＡＰ）によって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が加入者局（ＳＴＡ）によって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、アクセスポイント（Ａ
Ｐ）によってトリガされる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、加入者局（ＳＴＡ）に
よってトリガされる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰するこ
とをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基づいて前記ベースチャ
ネルに切り替え復帰することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　あらかじめ定義されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が前記６０ＧＨｚチャネ
ル上で行われなかった場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさらに備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記６０ＧＨｚチャネルに切り替える前に前記６０ＧＨｚチャネルのチャネル特性を判
断するために前記６０ＧＨｚチャネル上でテストフレームを送信することをさらに備える
、請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスにデータを送信することをさらに
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ベースチャネルが、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項
１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ベースチャネルが、５ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項１に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記チャネル切替え要求がトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）チャ
ネル切替え応答を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記チャネル切替え要求が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を備える、
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請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスからデータを受信することをさら
に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え応答を受信することをさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ワイヤレスデバイスに、前記チャネル切替え応答の受信に確認応答する確認応答を
送信することをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で加入者局と通信する前に少なくとも切替え時間待機するこ
とをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあらかじめ定義された時間
期間である、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記切替え時間後のあらかじめ定義された時間期間内に前記６０ＧＨｚチャネル上で通
信が開始されないとき、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさらに備える、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記加入者局にハローフレームを送信する前に少なくとも
切替え時間待機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあら
かじめ定義された時間期間である、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　アクセスポイント（ＡＰ）と通信する前に切替え時間、プローブ時間、およびバックオ
フ時間待機することをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、物理レイヤ（ＰＨＹ）信号を
送信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上および６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと
、
　前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスから継続フレームが受信された場合、
前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスと通信することのみに切り替えることと
を備える方法。
【請求項２６】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え応答フレームを送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと
を備える方法。
【請求項２７】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項２６に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
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　前記方法がアクセスポイント（ＡＰ）によって実行される、請求項２６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記方法が加入者局（ＳＴＡ）によって実行される、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、アクセスポイント（Ａ
Ｐ）によってトリガされる、請求項２６に記載の方法。
【請求項３２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、加入者局（ＳＴＡ）に
よってトリガされる、請求項２６に記載の方法。
【請求項３３】
　前記６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰するこ
とをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項３４】
　前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基づいて前記ベースチャ
ネルに切り替え復帰することをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項３５】
　あらかじめ定義されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が前記６０ＧＨｚチャネ
ル上で行われなかった場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさらに備える
、請求項２６に記載の方法。
【請求項３６】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスにデータを送信することをさらに
備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ベースチャネルが、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項
２６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ベースチャネルが、５ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項２６
に記載の方法。
【請求項３９】
　前記チャネル切替え要求がトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）チャ
ネル切替え応答を備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項４０】
　前記チャネル切替え要求が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を備える、
請求項２６に記載の方法。
【請求項４１】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスからデータを受信することをさら
に備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項４２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で加入者局と通信する前に少なくとも切替え時間待機するこ
とをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあらかじめ定義された時間
期間である、請求項２６に記載の方法。
【請求項４３】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記加入者局にハローフレームを送信する前に少なくとも
切替え時間待機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあら
かじめ定義された時間期間である、請求項２６に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスから継続フレームが受信された場合、
前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスと通信することに切り替え復帰すること
をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
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　前記ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、物理レイヤ（ＰＨＹ）信号を
送信することをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項４６】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　プロセッサと、
　　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信し、
　　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信し、
　　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信し、
　　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替える
　ように構成された、前記プロセッサに結合される回路と
を備える装置。
【請求項４７】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項４６に記載の装置
。
【請求項４８】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項４６に記載の装置。
【請求項４９】
　前記装置がアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項４６に記載の装置。
【請求項５０】
　前記装置が加入者局（ＳＴＡ）である、請求項４６に記載の装置。
【請求項５１】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　プロセッサと、
　　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信し、
　　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信し、
　　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信し、
　　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替える
　ように構成された、前記プロセッサに結合される回路と
を備える装置。
【請求項５２】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項５１に記載の装置
。
【請求項５３】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５４】
　前記装置がアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５５】
　前記装置が加入者局（ＳＴＡ）である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５６】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための手段
と
を備える装置。
【請求項５７】
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　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための手段
と
を備える装置。
【請求項５８】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるためのコンピ
ュータプログラム製品であって、その上に命令を有するコンピュータ可読媒体を備え、前
記命令が、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるためのコー
ドと
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項５９】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるためのコンピ
ュータプログラム製品であって、その上に命令を有するコンピュータ可読媒体を備え、前
記命令が、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるためのコー
ドと
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項６０】
　６０ＧＨｚ帯域をテストするための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　省電力モードを示す信号を送信することと、
　６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと、
　前記ワイヤレスデバイスにテスト信号を送信することと
を備える方法。
【請求項６１】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項６０に記載の方法
。
【請求項６２】
　前記テスト信号がロバスト物理レイヤ（ＰＨＹ）モードを使用する、請求項６０に記載
の方法。
【請求項６３】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　ベースチャネルに切り替えることと、
　前記ワイヤレスデバイスに継続フレームを送信することと
を備える方法。
【請求項６４】
　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに基づく、
請求項６３に記載の方法。
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【請求項６５】
　前記６０ＧＨｚチャネル上での前記通信が失われたとき、前記切り替えることが行われ
る、請求項６３に記載の方法。
【請求項６６】
　前記通信が前記ベースチャネル上で継続される、請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　前記通信が直接リンクを介して行われる、請求項６５に記載の方法。
【請求項６８】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　ベースチャネルに切り替えることと
を備える方法。
【請求項６９】
　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基
づく、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに基づく、
請求項６８に記載の方法。
【請求項７１】
　前記チャネル切替え要求フレームがロバストＰＨＹモードを使用して送信される、請求
項６８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、本参照により本明細書に明確に組み込まれる、２００８年８月２０日に出願
された「Systems and Methods for Switching Between a Base Channel and a 60 GHz Ch
annel」と題する米国仮特許出願第６１／０９０，３３４号の利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般にワイヤレス通信システムに関する。より詳細には、本開示は、ベース
チャネルと６０ＧＨｚチャネルとの間で切り替えるための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信デバイスは、消費者のニーズを満たし、携帯性と利便性とを高めるため
に、より小さく、より強力になった。消費者は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラ
ップトップコンピュータなどのワイヤレス通信デバイスに依存するようになった。消費者
は、信頼できるサービス、カバレージエリアの拡大、および機能の増加を期待するように
なった。ワイヤレス通信デバイスは、移動局、加入者局、アクセス端末、リモート局、ユ
ーザ端末、端末、加入者ユニット、ユーザ機器などと呼ばれることがある。本明細書では
、「加入者局」という用語を使用する。
【０００４】
　ワイヤレス通信システムは、いくつかのセルに通信を与えることができ、各セルは基地
局によってサービスされ得る。基地局は、移動局と通信する固定局とすることができる。
基地局は、代替的に、アクセスポイント、ノードＢ、または何らかの他の用語で呼ばれる
ことがある。
【０００５】
　加入者局は、アップリンクおよびダウンリンク上の伝送を介して１つまたは複数の基地
局と通信することができる。アップリンク（または逆方向リンク）は、加入者局から基地
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局への通信リンクを指し、ダウンリンク（または順方向リンク）は、基地局から加入者局
への通信リンクを指す。ワイヤレス通信システムは、複数の加入者局のための通信を同時
にサポートすることができる。
【０００６】
　ワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅および送
信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元
接続システムとすることができる。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元
接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続
（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、および空間分
割多元接続（ＳＤＭＡ）がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ベースチャネルまたは６０ＧＨｚチャネルのいずれかの上で複数の加入者局（Ｓ
ＴＡ）とワイヤレス電子通信しているアクセスポイント（ＡＰ）を含むシステムを示す図
。
【図２】ワイヤレス電子通信しているＡＰとＳＴＡとを含むシステムを示す図。
【図３】互いにワイヤレス電子通信している２つのＳＴＡを含むシステムを示す図。
【図４】ベースチャネルから６０ＧＨｚチャネルへのトンネルドダイレクトリンクセット
アップ（ＴＤＬＳ）チャネル切替え中の加入者局ＳＴＡ１と加入者局ＳＴＡ２との間の送
信方式のシステムを示す図。
【図５】ベースチャネルから６０ＧＨｚチャネルへの超高スループット（ＶＨＴ）チャネ
ル切替え中の加入者局ＳＴＡ１と加入者局ＳＴＡ２との間の送信方式のためのシステムを
示す図。
【図６】加入者局（ＳＴＡ）とアクセスポイント（ＡＰ）との間の送信方式のためのシス
テムであって、ＳＴＡがＴＤＬＳチャネル切替え要求を使用してベースチャネルから６０
ＧＨｚチャネルへのチャネル切替えをシグナリングする、システムを示す図。
【図７】加入者局（ＳＴＡ）とアクセスポイント（ＡＰ）との間の送信方式のためのシス
テムであって、ＳＴＡがＶＨＴチャネル切替え要求を使用してベースチャネルから６０Ｇ
Ｈｚチャネルへのチャネル切替えをシグナリングする、システムを示す図。
【図８】加入者局（ＳＴＡ）とアクセスポイント（ＡＰ）との間の送信方式のためのシス
テムであって、ＡＰがＴＤＬＳチャネル切替え要求を使用してベースチャネルから６０Ｇ
Ｈｚチャネルへのチャネル切替えをシグナリングする、システムを示す図。
【図９】加入者局（ＳＴＡ）とアクセスポイント（ＡＰ）との間の送信方式のためのシス
テムであって、ＡＰがＶＨＴチャネル切替え要求を使用してベースチャネルから６０ＧＨ
ｚチャネルへのチャネル切替えをシグナリングする、システムを示す図。
【図１０】加入者局ＳＴＡ１がＴＬＤＳチャネル切替え要求を使用してベースチャネル上
で加入者局ＳＴＡ２と通信することから６０ＧＨｚチャネル上でＳＴＡ２と通信すること
への切替えをトリガする方法を示す流れ図。
【図１１】図１０の方法に対応するミーンズプラスファンクションブロックを示す図。
【図１２】加入者局ＳＴＡ１が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を使用し
てベースチャネル上で加入者局ＳＴＡ２と通信することから６０ＧＨｚチャネル上でＳＴ
Ａ２と通信することへの切替えをトリガする方法を示す流れ図。
【図１３】図１２の方法に対応するミーンズプラスファンクションブロックを示す図。
【図１４】加入者局ＳＴＡが、ＴＤＬＳチャネル切替え要求を使用してベースチャネル上
でＡＰと通信することから６０ＧＨｚチャネル上でＡＰと通信することに切り替えるよう
にアクセスポイントＡＰによってトリガされる方法を示す流れ図。
【図１５】図１４の方法に対応するミーンズプラスファンクションブロックを示す図。
【図１６】加入者局ＳＴＡが、超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を使用し
てベースチャネル上でＡＰと通信することから６０ＧＨｚチャネル上でＡＰと通信するこ
とに切り替えるようにアクセスポイントＡＰによってトリガされる方法を示す流れ図。
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【図１７】図１６の方法に対応するミーンズプラスファンクションブロックを示す図。
【図１８】アクセスポイントＡＰが、ＴＤＬＳチャネル切替え要求を使用してベースチャ
ネル上でＳＴＡと通信することから６０ＧＨｚチャネル上でＳＴＡと通信することに切り
替えるように加入者局ＳＴＡによってトリガされる方法を示す流れ図。
【図１９】図１８の方法に対応するミーンズプラスファンクションブロックを示す図。
【図２０】アクセスポイントＡＰが、ＶＨＴチャネル切替え要求を使用してベースチャネ
ル上でＳＴＡと通信することから６０ＧＨｚチャネル上でＳＴＡと通信することに切り替
えるように加入者局ＳＴＡによってトリガされる方法を示す流れ図。
【図２１】図２０の方法に対応するミーンズプラスファンクションブロックを示す図。
【図２２】ワイヤレスデバイスにおいて利用できる様々な構成要素を示す図。
【詳細な説明】
【０００８】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法について説明する。本方法は、ベー
スチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することを含む。ワイヤレスデバイスにチャネ
ル切替え要求を送信する。ワイヤレスデバイスから確認応答を受信する。本方法はまた、
ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えることを含む。
【０００９】
　ワイヤレスデバイスはアクセスポイント（ＡＰ）とすることができる。ワイヤレスデバ
イスは加入者局（ＳＴＡ）とすることができる。本方法はＡＰによって実行できる。本方
法はまた、加入者局（ＳＴＡ）によって実行できる。６０ＧＨｚチャネル上で通信するこ
とに切り替えることは、アクセスポイント（ＡＰ）によってトリガできる。６０ＧＨｚチ
ャネル上で通信することに切り替えることはまた、加入者局（ＳＴＡ）によってトリガで
きる。
【００１０】
　本方法は、６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、ベースチャネルに切り替え復帰する
ことを含む。本方法はまた、６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基
づいてベースチャネルに切り替え復帰することを含む。本方法はさらに、あらかじめ定義
されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が６０ＧＨｚチャネル上で行われなかった
場合、ベースチャネルに切り替え復帰することを含む。６０ＧＨｚチャネルに切り替える
前に６０ＧＨｚチャネルのチャネル特性を判断するために６０ＧＨｚチャネル上でテスト
フレームを送信する。６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスにデータを送信する。
ベースチャネルは、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮとすることができる。
代替的に、ベースチャネルは、５ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮとすることがで
きる。
【００１１】
　チャネル切替え要求はトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）チャネル
切替え応答を含むことができる。チャネル切替え要求は超高スループット（ＶＨＴ）チャ
ネル切替え要求を含むことができる。６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスからデ
ータを受信する。ワイヤレスデバイスからチャネル切替え応答を受信する。ワイヤレスデ
バイスに、チャネル切替え応答の受信に確認応答する確認応答を送信する。
【００１２】
　本方法はさらに、６０ＧＨｚチャネル上で加入者局と通信する前に少なくとも切替え時
間待機することを含む。ここで、切替え時間は、切替えが行われるためのあらかじめ定義
された時間期間である。本方法はまた、切替え時間後のあらかじめ定義された時間期間内
に６０ＧＨｚチャネル上で通信が開始されないとき、ベースチャネルに切り替え復帰する
ことを含む。本方法はさらに、６０ＧＨｚチャネル上で加入者局にハローフレームを送信
する前に少なくとも切替え時間待機することを含む。ここで、切替え時間は、切替えが行
われるためのあらかじめ定義された時間期間である。本方法はまた、アクセスポイント（
ＡＰ）と通信する前に切替え時間、プローブ時間、およびバックオフ時間待機することを
含む。
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【００１３】
　ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、物理レイヤ（ＰＨＹ）信号を送信
することができる。本方法はまた、ベースチャネル上および６０ＧＨｚチャネル上で同時
に通信することを含む。本方法は、ベースチャネル上でワイヤレスデバイスから継続フレ
ームが受信された場合、ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することに切り替
え復帰することを含む。
【００１４】
　また、異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法について説明する。本方法は
、ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することを含む。ワイヤレスデバイスか
らチャネル切替え要求を受信する。ワイヤレスデバイスに確認応答を送信する。また、ワ
イヤレスデバイスにチャネル切替え応答フレームを送信する。ワイヤレスデバイスから確
認応答を受信する。本方法はまた、ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャ
ネルに切り替えることを含む。
【００１５】
　ワイヤレスデバイスはアクセスポイント（ＡＰ）とすることができる。ワイヤレスデバ
イスはまた、加入者局（ＳＴＡ）とすることができる。本方法はアクセスポイント（ＡＰ
）によって実行できる。代替的に、本方法は加入者局（ＳＴＡ）によって実行できる。６
０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることは、アクセスポイント（ＡＰ）によ
ってトリガできる。６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることはまた、加入
者局（ＳＴＡ）によってトリガできる。
【００１６】
　本方法は、６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、ベースチャネルに切り替え復帰する
ことを含む。本方法はまた、６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基
づいてベースチャネルに切り替え復帰することを含む。本方法はさらに、あらかじめ定義
されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が６０ＧＨｚチャネル上で行われなかった
場合、ベースチャネルに切り替え復帰することを含む。６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレ
スデバイスにデータを送信する。ベースチャネルは、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１
１ＷＬＡＮとすることができる。代替的に、ベースチャネルは、５ＧＨｚで動作する８０
２．１１ＷＬＡＮとすることができる。
【００１７】
　チャネル切替え要求はトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）チャネル
切替え応答を含むことができる。チャネル切替え要求はまた、超高スループット（ＶＨＴ
）チャネル切替え要求を含むことができる。６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイス
からデータを受信する。本方法はまた、６０ＧＨｚチャネル上で加入者局と通信する前に
少なくとも切替え時間待機することを含む。ここで、切替え時間は、切替えが行われるた
めのあらかじめ定義された時間期間である。本方法はさらに、６０ＧＨｚチャネル上で加
入者局にハローフレームを送信する前に少なくとも切替え時間待機することを含む。ここ
で、切替え時間は、切替えが行われるためのあらかじめ定義された時間期間である。
【００１８】
　本方法はまた、ベースチャネル上でワイヤレスデバイスから継続フレームが受信された
場合、ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することに切り替え復帰することを
含む。ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、物理レイヤ（ＰＨＹ）信号を
送信することができる。
【００１９】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置について説明する。本装置はプロセッサを含むことができる。本装置はまた、そ
のプロセッサに結合された回路を含むことができる。回路は、ベースチャネル上でワイヤ
レスデバイスと通信するように構成できる。回路はまた、ワイヤレスデバイスにチャネル
切替え要求を送信するように構成できる。回路はさらに、ワイヤレスデバイスから確認応
答を受信するように構成できる。回路はまた、ワイヤレスデバイスと通信するために６０
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ＧＨｚチャネルに切り替えるように構成できる。ワイヤレスデバイスはアクセスポイント
（ＡＰ）とすることができる。代替的に、ワイヤレスデバイスは加入者局（ＳＴＡ）とす
ることができる。本装置はアクセスポイント（ＡＰ）とすることができる。代替的に、本
装置は加入者局（ＳＴＡ）とすることができる。
【００２０】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置について説明する。本装置はプロセッサを含むことができる。本装置はまた、そ
のプロセッサに結合された回路を含むことができる。回路は、ベースチャネル上でワイヤ
レスデバイスと通信するように構成できる。回路はまた、ワイヤレスデバイスからチャネ
ル切替え要求を受信するように構成できる。回路はさらに、ワイヤレスデバイスに確認応
答を送信するように構成できる。回路はまた、ワイヤレスデバイスと通信するために６０
ＧＨｚチャネルに切り替えるように構成できる。ワイヤレスデバイスはアクセスポイント
（ＡＰ）とすることができる。代替的に、ワイヤレスデバイスは加入者局（ＳＴＡ）とす
ることができる。本装置はアクセスポイント（ＡＰ）とすることができる。代替的に、本
装置は加入者局（ＳＴＡ）とすることができる。
【００２１】
　また、ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように
構成された装置について説明する。本装置は、ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと
通信するための手段を含むことができる。本装置はまた、ワイヤレスデバイスにチャネル
切替え要求を送信するための手段を含むことができる。本装置はさらに、ワイヤレスデバ
イスから確認応答を受信するための手段を含むことができる。本装置はまた、ワイヤレス
デバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための手段を含むことができ
る。
【００２２】
　また、ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように
構成された装置について説明する。本装置は、ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと
通信するための手段を含むことができる。本装置はまた、ワイヤレスデバイスからチャネ
ル切替え要求を受信するための手段を含むことができる。本装置はさらに、ワイヤレスデ
バイスに確認応答を送信するための手段を含むことができる。本装置はまた、ワイヤレス
デバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための手段を含むことができ
る。
【００２３】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるためのコンピ
ュータプログラム製品について説明する。コンピュータプログラム製品は、その上に命令
を有するコンピュータ可読媒体を含むことができる。命令は、ベースチャネル上でワイヤ
レスデバイスと通信するためのコードを含むことができる。命令はまた、ワイヤレスデバ
イスにチャネル切替え要求を送信するためのコードを含むことができる。命令はさらに、
ワイヤレスデバイスから確認応答を受信するためのコードを含むことができる。命令はま
た、ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるためのコード
を含むことができる。
【００２４】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるためのコンピ
ュータプログラム製品について説明する。コンピュータプログラム製品は、その上に命令
を有するコンピュータ可読媒体を含むことができる。命令は、ベースチャネル上でワイヤ
レスデバイスと通信するためのコードを含むことができる。命令はまた、ワイヤレスデバ
イスからチャネル切替え要求を受信するためのコードを含むことができる。命令はさらに
、ワイヤレスデバイスに確認応答を送信するためのコードを含むことができる。命令はま
た、ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるためのコード
を含むことができる。
【００２５】
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　また、６０ＧＨｚ帯域をテストするための方法について説明する。本方法は、ベースチ
ャネル上でワイヤレスデバイスと通信することを含む。省電力モードを示す信号を送信す
る。本方法は、６０ＧＨｚチャネルに切り替えることを含む。ワイヤレスデバイスにテス
ト信号を送信する。ワイヤレスデバイスはアクセスポイント（ＡＰ）とすることができる
。テスト信号はロバスト物理レイヤ（ＰＨＹ）モードを使用することができる。
【００２６】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法について説明する。本方法は、６０
ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することを含む。本方法はまた、ベースチ
ャネルに切り替えることを含む。ワイヤレスデバイスに継続フレームを送信する。
【００２７】
　切り替えることは、６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに基づくことがで
きる。６０ＧＨｚチャネル上での通信が失われたとき、切り替えることを行うことができ
る。通信はベースチャネル上で継続される。通信は直接リンクを介して行われる。
【００２８】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法について説明する。本方法は、６０
ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することを含む。ワイヤレスデバイスにチ
ャネル切替え要求を送信する。ワイヤレスデバイスから確認応答を受信する。本方法はま
た、ベースチャネルに切り替えることを含む。
【００２９】
　切り替えることは、６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基づくこ
とができる。切り替えることはまた、６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに
基づくことができる。ロバストＰＨＹモードを使用してチャネル切替え要求フレームを送
信することができる。
【００３０】
　米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ワーキンググループは、２．４ＧＨ
ｚ、５ＧＨｚ、および６０ＧＨｚ公衆スペクトル帯域におけるワイヤレスローカルエリア
ネットワーク（ＷＬＡＮ）コンピュータ通信のための正式な規格を準備することを目指し
ている。
【００３１】
　ＩＥＥＥ８０２．１１グループは、現在、ＶＨＴ（超高スループット）の名称の下で、
８０２．１１の新しくより高速なバージョンを標準化することを研究している。このグル
ープでは、ＳＤＭＡおよびＯＦＤＭＡのように、衝突を引き起こすことなしに多重送信が
並列に行われることを可能にする技術が検討されている。ＩＥＥＥ８０２．１１グループ
は、既存の２．４ＧＨｚおよび５ＧＨｚ帯域の次に、６０ＧＨｚ帯域におけるＩＥＥＥ８
０２．１１動作を定義することを検討している。
【００３２】
　ＩＥＥＥ８０２．１１システムは、一般に２．４ＧＨｚおよび５ＧＨｚチャネルにおい
て動作する。８０２．１１用の６０ＧＨｚチャネルの公開とともに、ワイヤレスデバイス
は、６０ＧＨｚチャネルと２．４／５ＧＨｚベースチャネルの両方の上で通信することが
できる。６０ＧＨｚチャネル上での通信は、ギガビット毎秒（Ｇｂｐｓ）スループットの
可能性を生じることができる。しかしながら、６０ＧＨｚ物理レイヤは、６０ＧＨｚチャ
ネル上のリンクが不意に破損するようなオン／オフ挙動を有することがある。
【００３３】
　図１に、ベースチャネルまたは６０ＧＨｚチャネルのいずれかの上で複数の加入者局（
ＳＴＡ）１０４、１０６とワイヤレス電子通信しているアクセスポイント（ＡＰ）１０２
を含むシステム１００を示す。アクセスポイント１０２は基地局とすることができる。加
入者局１０４、１０６は、モバイルフォンおよびワイヤレスネットワーキングカードなど
の移動局とすることができる。加入者局１０４、１０６はまた、ベースチャネルまたは６
０ＧＨｚチャネルのいずれかの上で互いに電子通信することができる。ベースチャネルは
２．４ＧチャネルＨｚまたは５ＧＨｚチャネルとすることができる。
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【００３４】
　ＡＰ１０２は、デュアルＭＡＣを使用してベースチャネルと６０ＧＨｚチャネルの両方
の上で同時に動作することができる。ＳＴＡは、一度に１つの帯域上で動作することのみ
が要求され得る。
【００３５】
　図２に、ワイヤレス電子通信しているＡＰ２０２とＳＴＡ２０６とを含むシステム２０
０を示す。ＡＰ２０２は、ベースチャネル２１２と６０ＧＨｚチャネル２１０の両方の上
で同時に動作することができる。ＳＴＡ２０６は、一度に１つのチャネル上のみで動作す
ることができ、したがってベースチャネル２１２上で動作するかまたは６０ＧＨｚチャネ
ル２１０上で動作するかのいずれかである。６０ＧＨｚチャネル２１０は、２．４／５Ｇ
Ｈｚにおける８０２．１１ベースチャネル２１２に干渉することはないと仮定される。
【００３６】
　６０ＧＨｚチャネル２１０は、６０ＧＨｚチャネル２１０上で通信している２つのデバ
イス間の距離が十分小さいときにのみ順調に動作する。デバイスが十分に離れている場合
、通信はベースチャネル２１２上で行うことができる。したがって、図２において、ＳＴ
Ａ２０６がＡＰ２０２からより大きい距離離れているとき、ＳＴＡ２０６はベースチャネ
ル２１２上でＡＰ２０２と通信する。同様に、ＳＴＡ２０６がＡＰ２０２からより小さい
距離離れているとき、ＳＴＡ２０６は６０ＧＨｚチャネル２１０上でＡＰ２０２と通信す
ることができる。図では距離を使用しているが、通信チャネルは、信号対雑音比（ＳＮＲ
）、信号強度、およびパケット誤り率（ＰＥＲ）を含む、ベースチャネル上の他の特性に
も依存することができる。６０ＧＨｚチャネル２１０上での通信は、ベースチャネル２１
２上での通信とは異なるチャネル構成を使用することができる。たとえば、６０ＧＨｚチ
ャネル２１０上での通信は、異なるチャネル幅と、６０ＧＨｚ変調および符号化方式（Ｍ
ＣＳ）などの異なるチャネル変調とを使用することができる。６０ＧＨｚチャネル２１０
上にはビーコンおよびトラフィック指示マップ（ＴＩＭ）フレームが存在することができ
る。６０ＧＨｚチャネル２１０上で関連付けることが可能である。ビーコンは、ビーコン
が送信された電力を示す情報要素を含むことができる。この情報要素は、アンテナ利得ま
たはチャネル特性で増補できる。
【００３７】
　ＳＴＡ２０６は、ＡＰ２０２との通信を６０ＧＨｚチャネル２１０に切り替える前に６
０ＧＨｚチャネル２１０の特性を判断するために６０ＧＨｚチャネル２１０上でテストフ
レームを送信することができる。そのようなチャネル切替えは、低い複雑さを有し、短い
中断のみを生じる必要があることがある。ＳＴＡ２０６は、６０ＧＨｚチャネル２１０上
でブロードキャストフレームを待つことによって６０ＧＨｚチャネル２１０の特性を判断
するためにパッシブスキャンを使用することもできる。
【００３８】
　ＳＴＡ２０６は、６０ＧＨｚチャネル２１０のチャネル特性を判断するためにデータフ
レームを使用することもできる。ＳＴＡ２０６がデータフレームに対する応答を受信しな
い場合、ＳＴＡ２０６は、６０ＧＨｚチャネル２１０上の不良リンクを推測することがで
きる。ＳＴＡ２０６はまた、６０ＧＨｚチャネル２１０のチャネル特性を判断するために
パッシブスキャンを使用することができる。代替的に、ＳＴＡ２０６は、通常のローミン
グアルゴリズムの一部としてＳＴＡ２０６によって実行される正規のチャネルスキャンの
一部として６０ＧＨｚチャネル２１０をテストすることができる。
【００３９】
　ＳＴＡ２０６は、ＳＴＡ２０６が（省電力に入るなど）しばらくの間不在になることを
ＡＰ２０２に通知した後、６０ＧＨｚチャネル２１０をテストすることもできる。その場
合、ＳＴＡ２０６は、テストフレームを送信するために６０ＧＨｚチャネル２１０に移行
することができる。そのテストフレームは特殊なロバストＰＨＹモードを使用し、ＡＰ２
０２は同様のロバストＰＨＹモードを使用して応答することができる。
【００４０】
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　ワイヤレスデバイスが６０ＧＨｚチャネル２１０上で通信中であり、６０ＧＨｚチャネ
ル２１０が機能しない場合、ワイヤレスデバイスの各々は、ベースチャネル２１２上で互
いに通信することに切り替え復帰することができる。さらに、あらかじめ定義されたウィ
ンドウ内で６０ＧＨｚチャネル２１０上でフレーム交換が成功しなかった場合、ワイヤレ
スデバイスは、ベースチャネル２１２上で互いに通信することに切り替え復帰することが
できる。６０ＧＨｚチャネル２１０の物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックがそれを示す場合
、いずれのワイヤレスデバイスもベースチャネル２１２に切り替え復帰することができる
。たとえば、６０ＧＨｚチャネル２１０のＰＨＹメトリックは、６０ＧＨｚチャネル２１
０上で通信が成功した可能性が低いことを示すことがある。いずれかのワイヤレスデバイ
スが６０ＧＨｚチャネル２１０の低機能を検出した場合、ワイヤレスデバイスはベースチ
ャネル２１２上で通信することに切り替え復帰することができる。ワイヤレスデバイスは
、６０ＧＨｚチャネル２１０上の不良接続を示すＰＨＹ信号を別のワイヤレスデバイスに
送信することもできる。たとえば、ＡＰ２０２は、６０ＧＨｚチャネル２１０接続が問題
を有するかまたは別様に不良であることを示すＰＨＹ信号をＳＴＡ２０６に送信すること
ができる。
【００４１】
　ＳＴＡ２０６がベースチャネル２１２に切り替え復帰する必要がある場合、ＳＴＡ２０
６は、ＳＴＡ２０６がベースチャネル２１２に切り替えたことを示すためにＡＰ２０２に
ベースチャネル２１２上で継続フレームを送信することができる。ベースチャネル上で継
続フレームを受信すると、ＡＰ２０２は、ベースチャネル２１２上でＳＴＡ２０６と通信
することに切り替えることができる。
【００４２】
　６０ＧＨｚチャネル２１０上での接続が機能しない場合、ＡＰ２０２が６０ＧＨｚチャ
ネル２１０上でＳＴＡ２０６から同様のロバストＰＨＹ信号を受信するまで、あるいはＡ
Ｐ２０２がベースチャネル２１２上でＳＴＡ２０６から継続フレームを受信するまで、Ａ
Ｐ２０２は、６０ＧＨｚチャネル２１０上でパニック信号と同様であるＰＨＹ信号を繰り
返し送信することもできる。代替的に、あらかじめ定義されたキープアライブウィンドウ
中にフレーム交換が成功しなかった場合、ＡＰ２０２およびＳＴＡ２０６は６０ＧＨｚチ
ャネル２１０からベースチャネル２１２に自動的に切り替え復帰することができる。高ス
ループット接続は長いギャップを経験する可能性が低いので、キープアライブウィンドウ
は比較的短くなる。したがって、指定された時間量の間にフレーム交換が成功しなかった
場合、ＡＰ２０２およびＳＴＡ２０６は、ベースチャネル２１２上で通信することに自動
的に切り替え復帰することができる。
【００４３】
　複数の競争者が６０ＧＨｚチャネル２１０上で単一のＡＰ２０２と通信することができ
る。ベースチャネル２１２に適用されるキャリア検知多重アクセス／衝突回避（ＣＳＭＡ
／ＣＡ）において使用される同じ規則は、６０ＧＨｚチャネル２１０にも適用できる。た
だし、６０ＧＨｚ　ＭＡＣは追加の拡張または簡略化を含むことができる。６０ＧＨｚ帯
域の１つの利点は、レーダー検出が不要になり得ることである。
【００４４】
　６０ＧＨｚへのチャネル切替えは、ＡＰ２０２にさらなる複雑さをもたらすことがある
。ＡＰ２０２は、切替えが行われるとき、他のＭＡＣにおいてＭＰＤＵをリキューイング
しなければならないことがある。ＡＰ２０２はそれを行うための十分な時間を有すること
ができるが、実装形態は、切替えができるだけスムーズであるようなものとすることがで
きる。ＳＴＡ２０６は複数のチャネル上でアクティブにならないので、ＭＰＤＵのリキュ
ーイングは不要である。ただし、異なるチャネルに移行するときにＰＨＹレートおよび／
または最大送信機会（ＴＸＯＰ）継続時間が劇的に変化することがあるので、ＳＴＡ２０
６は、スケジュールされた総合ＭＰＤＵ（Ａ－ＭＰＤＵ）およびＴＸＯＰを検討しなけれ
ばならないことがある。
【００４５】
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　６０ＧＨｚチャネル２１０は、ベースチャネル２１２と同じ基本サービスセット識別子
（ＢＳＳＩＤ）を使用することができる。暗号ブロック連鎖メッセージ認証コード（ＣＢ
Ｃ－ＭＡＣ）またはＣＣＭＰセキュリティキーをもつカウンタモード（ＣＴＲ）は追加の
認証データ（ＡＡＤ）を通してＢＳＳＩＤに依存するので、同じＢＳＳＩＤは実装するの
がより容易である。同じＢＳＳＩＤが使用されるときに複数のレガシーデバイスが存在す
る場合、それらのレガシーデバイスは異なるチャネル上で同じＡＰ２０２を参照すること
がある。これはレガシーデバイスを混乱させることがある。６０ＧＨｚチャネル２１０上
で通信することが可能な局は、６０ＧＨｚ帯域中のＢＳＳＩＤがベースチャネル２１０中
のＢＳＳＩＤと同じになることを事前に知り得るので、このことは６０ＧＨｚチャネル２
１０には当てはまらない。代替的に、６０ＧＨｚチャネル２１０は異なるＢＳＳＩＤを使
用することができる。他方のＢＳＳＩＤは事前に知られ得るので、キーを事前計算し、プ
リロードすることができる。
【００４６】
　６０ＧＨｚチャネル２１０の１つの利点は、ＭＡＣプロトコルがベースチャネル２１２
のＭＡＣプロトコルとは異なり得ることである。６０ＧＨｚチャネル２１０のより短いレ
ンジを考慮に入れると、このことにより、より高い効率が可能になる。
【００４７】
　図３に、互いにワイヤレス電子通信している２つのＳＴＡ３０４、３０６を含むシステ
ム３００を示す。上述のように、ＳＴＡ３０４、３０６は一度に１つの通信チャネル上の
みで動作する。したがって、ＳＴＡ１　３０４とＳＴＡ２　３０６との間の距離３０５が
より大きくなるにつれて、ＳＴＡ１　３０４とＳＴＡ２　３０６の両方はベースチャネル
３１２上で互いに通信するようになる。ベースチャネル３１２上の条件（ＳＮＲ、距離、
信号強度、ＰＥＲなど）が請け合うとき、ＳＴＡ１　３０４およびＳＴＡ２　３０６は、
６０ＧＨｚチャネル３１０上で互いに通信することに切り替えることができる。ＳＴＡ１
　３０４は、ベースチャネル３１２と６０ＧＨｚチャネル３１０の両方の上で通信してい
る状態が示されているが、一度にこれらのチャネルの一方の上のみで通信することができ
る。
【００４８】
　加入者局３０４、３０６の少なくとも一方がバックオフをカウントダウンし、テストフ
レームを送信することができるように、ＳＴＡ１　３０４およびＳＴＡ２　３０６は、固
定時間量の間、一時的に６０ＧＨｚチャネル３１０に切り替えることによって６０ＧＨｚ
チャネル３１０の特性を判断することができる。テストフレームは、別のテストフレーム
によって応答できる。チャネル切替えフレームと同様であるが、６０ＧＨｚチャネル３１
０上に固定のステーをもつリンクテスト交換が必要であることがある。ベースチャネル３
１２上の測定を外挿することから、６０ＧＨｚチャネル３１０の特性のより不正確な推定
が得られることがある。たとえば、ＳＴＡ１　３０４またはＳＴＡ２　３０６のいずれか
は、２つのデバイス間のベースチャネル３１２における信号損失を推定することができる
。これは、受信信号強度を測定し、送信信号電力と予想アンテナ利得との知識を使用する
ことによって行うことができる。送信信号電力およびアンテナ利得は、各局によって別々
の管理フレーム中で通信できる。次いで、６０ＧＨｚにおいて予想される信号損失を計算
することによって６０ＧＨｚにおけるリンク品質を推定することができる。６０ＧＨｚに
おける信号損失を推定するための１つの方法は、ベースチャネル経路損失（ｄＢ単位）を
係数２０＊ｌｏｇ１０（６０ｅ９／ベースチャネル周波数）に加算し、ベースチャネルと
６０ＧＨｚ帯域との間のアンテナ利得の差の調整を行うことによる。この方法を使用する
と、６０ＧＨｚにおける推定される信号損失は、２．４ＧＨｚ産業科学医療用（ＩＳＭ）
帯域における信号損失よりも、これらの２つの帯域間でアンテナ利得が等しいとき、約２
８ｄＢ大きくなる。
【００４９】
　図４に、ベースチャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０へのトンネルドダイレク
トリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）チャネル切替え中の加入者局ＳＴＡ１　４０４と加入
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者局ＳＴＡ２　４０６との間の送信方式のシステム４００を示す。４０８において、ＳＴ
Ａ１　４０４は、最初に、必要なバックオフ待機する。次いで４１０において、ＳＴＡ１
　４０４はＳＴＡ２　４０６にＴＤＬＳチャネル切替え要求を送信する。ＴＤＬＳチャネ
ル切替え要求４１０を受信すると、４１２において、ＳＴＡ２　４０６は、ショートフレ
ーム間空間（ＳＩＦＳ）待機し、その後、４１４において、ＳＴＡ１　４０４に確認応答
（ＡＣＫ）を送信することによってＴＤＬＳチャネル切替え要求４１０に確認応答する。
次いで、ＳＴＡ２　４０６はＴＤＬＳチャネル切替え要求４１０への応答を準備する。た
とえば、ＳＴＡ２　４０６は、ＴＤＬＳチャネル切替え要求４１０を拒否するまたは受け
付ける応答を準備することができる。４１６において、ＳＴＡ２　４０６が応答を準備し
、十分なバックオフ時間待機した後、４１８において、ＳＴＡ２　４０６はＳＴＡ１　４
０４にＴＤＬＳチャネル切替え応答を送信する。ＳＴＡ１　４０４は、ＴＤＬＳチャネル
切替え応答４１８を受信し、ＳＩＦＳ４２０後に４２２においてＡＣＫを送信する。
【００５０】
　ＳＴＡ２　４０６がＴＤＬＳチャネル切替え要求４１０を受け付けたと仮定すると、次
いで４２４において、ＳＴＡ１　４０４およびＳＴＡ２　４０６はベースチャネル２１２
から６０ＧＨｚチャネル２１０に切り替える。ＳＴＡ１　４０４とＳＴＡ２　４０６の両
方は、６０ＧＨｚチャネル２１０に切り替えるための切替え時間４２６を必要とすること
がある。切替え時間４２６は、その間に切替えが行われ得るあらかじめ定義された時間期
間とすることができる。次いで、ＳＴＡ１　４０４とＳＴＡ２　４０６の両方は、プロー
ブ時間４２８およびバックオフ時間４３０待機し、その後、４３２において、６０ＧＨｚ
チャネル２１０上での最初の送信を送信／受信する。ＳＴＡ１　４０４またはＳＴＡ２　
４０６のいずれかが、４３２において６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信を送信
することができる。代替的に、ＳＴＡ１　４０４は、ＳＴＡ１　４０４が首尾よく６０Ｇ
Ｈｚチャネル２１０に切り替わったことをＳＴＡ２　４０６に指示する最初の信号を送信
することができる。
【００５１】
　図５に、ベースチャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０への超高スループット（
ＶＨＴ）チャネル切替え中の、加入者局ＳＴＡ１　５０４と加入者局ＳＴＡ２　５０６と
の間の送信方式のためのシステム５００を示す。図５は、図４と比較すると６０ＧＨｚチ
ャネル２１０への切替えを高速化することができる簡略化された単一要求／単一応答交換
である。５０８において、ＳＴＡ１　５０４は、最初に、必要なバックオフ待機する。次
いで５１０において、ＳＴＡ１　５０４はＳＴＡ２　５０６にＶＨＴチャネル切替え要求
を送信する。ＶＨＴチャネル切替え要求５１０を受信すると、ＳＴＡ２　５０６は、５１
２においてＳＩＦＳ待機し、その後、５１４においてＳＴＡ１　５０４にＡＣＫを送信す
る。次いで５２４において、ＳＴＡ１　５０４とＳＴＡ２　５０６の両方は、切替え時間
５２６中にベースチャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０に切り替える。切替え時
間５２６の後に、プローブ時間５２８およびバックオフ５３０が続く。次いで、ＳＴＡ１
　５０４またはＳＴＡ２　５０６のいずれかが、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の
送信５３２を送信する。
【００５２】
　図６に、加入者局（ＳＴＡ）６０４とアクセスポイント（ＡＰ）６０２との間の送信方
式のためのシステム６００であって、ＳＴＡ６０４がＴＤＬＳチャネル切替え要求６１０
を使用してベースチャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０へのチャネル切替えをシ
グナリングする、システム６００を示す。６０８において、ＳＴＡ６０４は、最初に、必
要なバックオフ時間待機する。次いで６１０において、ＳＴＡ６０４はＡＰ６０２にＴＤ
ＬＳチャネル切替え要求を送信し、ＳＩＦＳ６１２後に６１４においてＡＰ６０２はＡＣ
Ｋで応答する。次いで６１６において、ＡＰ６０２は、必要なバックオフ待機するととも
に、受信したＴＤＬＳチャネル切替え要求６１０への応答を準備する。次いで６１８にお
いて、ＡＰ６０２はＳＴＡ６０４にＴＤＬＳチャネル切替え応答を送信する。ＳＴＡ６０
４は、６２０においてＳＩＦＳ待機し、その後、６２２においてＡＰ６０２にＡＣＫを返
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信する。ＡＣＫ６２２を受信した後、ＡＰ６０２は、ＳＴＡ６０４の保留中のフレームを
６０ＧＨｚ　ＭＡＣに転送することができる。６０ＧＨｚ　ＭＡＣは、ベースチャネルＭ
ＡＣとは異なるチャネルアクセス規則を使用することができる。
【００５３】
　ＡＰ６０２がチャネル切替え６２４に対するＳＴＡ６０４要求を受け付けたと仮定する
と、次いで６２４において、ＳＴＡ６０４は、切替え時間６２６中に、６０ＧＨｚチャネ
ル２１０上で動作することに切り替える。ＡＰ６０２はベースチャネル２１２と６０ＧＨ
ｚチャネル２１０の両方の上で動作することができ、したがってＡＰ６０２はチャネルを
切り替える必要がない。代わりに、ＳＴＡ６０４が６２４においてチャネルを切り替え、
プローブ時間６２８待機し、バックオフ６３０待機する間、ＡＰ６０２は遅延６３４待機
する。ＡＰ６０２がＳＴＡ６０４に送信することを望む場合、遅延６３４は切替え時間６
２６程度に短くすることができる。次いで、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信
６３２が行われる。次いで、ＡＰ６０２またはＳＴＡ６０４のいずれかが、６０ＧＨｚチ
ャネル２１０上での最初の送信６３２を送信することができる。代替的に、ＳＴＡ６０４
は、ＳＴＡ６０４が首尾よく６０ＧＨｚチャネル２１０に移行したことを指示するために
６０ＧＨｚチャネル２１０上で最初の送信６３２またはハロー信号を送信することができ
る。
【００５４】
　図７に、加入者局（ＳＴＡ）７０４とアクセスポイント（ＡＰ）７０２との間の送信方
式のためのシステム７００であって、ＳＴＡ７０４がＶＨＴチャネル切替え要求７１０を
使用してベースチャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０へのチャネル切替え７２４
をシグナリングする、システム７００を示す。７０８において、ＳＴＡ７０４は、最初に
、必要なバックオフ待機する。次いで７１０において、ＳＴＡ７０４はＡＰ７０２にＶＨ
Ｔチャネル切替え要求を送信する。ＶＨＴチャネル切替え要求７１０を受信すると、ＡＰ
７０２は、７１２においてＳＩＦＳ待機し、その後、７１４においてＳＴＡ７０４にＡＣ
Ｋを送信する。次いで７２４において、ＳＴＡ７０４は、切替え時間７２６中にベースチ
ャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０に切り替える。切替え時間７２６の後に、プ
ローブ時間７２８およびバックオフ７３０が続く。７３４において、ＡＰ７０２は、ＳＴ
Ａ７０４が切替え時間７２６とプローブ時間７２８とバックオフ７３０とを完了するまで
遅延し、その後、ＳＴＡ７０４は６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信７３２を送
信する。切替え時間７２６が満了した後、ＡＰ７０２はＳＴＡ７０４に最初の送信７３２
を送信することができる。ＡＰ７０２は、最初の送信７３２を送信する前に、切替え時間
７２６が満了した後に追加のバックオフ７３０待機するように要求されることがある。
【００５５】
　図８に、加入者局（ＳＴＡ）８０４とアクセスポイント（ＡＰ）８０２との間の送信方
式のためのシステム８００であって、ＳＴＡ８０２がＴＤＬＳチャネル切替え要求８１０
を使用してベースチャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０へのチャネル切替え８２
４をシグナリングする、システム８００を示す。８０８において、ＡＰ８０２は、最初に
、必要なバックオフ時間待機する。次いで８１０において、ＡＰ８０２はＳＴＡ８０４に
ＴＤＬＳチャネル切替え要求を送信し、ＳＩＦＳ８１２後に８１４においてＳＴＡ８０４
はＡＣＫで応答する。次いで８１６において、ＳＴＡ８０４は、必要なバックオフ待機す
るとともに、受信したＴＤＬＳチャネル切替え要求８１０への応答を準備する。次いで８
１８において、ＳＴＡ８０４はＡＰ８０２にＴＤＬＳチャネル切替え応答を送信する。Ａ
Ｐ８０２は、８２０においてＳＩＦＳ待機し、その後、８２２においてＳＴＡ８０４にＡ
ＣＫを返信する。ＡＣＫ８２２を送信した後、ＡＰ８０２は、ＳＴＡ８０４の保留中のフ
レームを６０ＧＨｚ　ＭＡＣに転送することができる。図６に関して上記で説明したよう
に、６０ＧＨｚ　ＭＡＣは、ベースチャネルＭＡＣとは異なるチャネルアクセス規則を使
用することができる。
【００５６】
　ＳＴＡ８０４がチャネル切替えに対するＡＰ８０２要求を受け付けたと仮定すると、次
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いで８２４において、ＳＴＡ８０４は、切替え時間８２６中に、６０ＧＨｚチャネル２１
０上で動作することに切り替える。ＡＰ８０２は、ベースチャネル２１２と６０ＧＨｚチ
ャネル２１０の両方の上で同時に動作することができ、したがってＡＰ８０２にチャネル
切替えは必要とされない。代わりに、ＳＴＡ８０４が８２４においてチャネルを切り替え
る間、ＡＰ８０２は遅延８３４待機し、その後、ＡＰ８０２からＳＴＡ８０４への最初の
送信８３２が行われる。ＡＰ８０２が切替え時間８２６後に最初の送信８３２を送信しな
い場合、ＳＴＡ８０４はプローブ時間８２８およびバックオフ８３０待機し、その後、Ｓ
ＴＡ８０２は６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信８３２を送信する。次いで、Ａ
Ｐ８０２またはＳＴＡ８０４のいずれかが、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信
８３２を送信することができる。代替的に、ＳＴＡ８０４は、ＳＴＡ８０４が首尾よく６
０ＧＨｚチャネル２１０に切り替わったことを指示するために６０ＧＨｚチャネル２１０
上で最初の送信８３２またはハロー信号を送信することができる。
【００５７】
　図９に、加入者局（ＳＴＡ）９０４とアクセスポイント（ＡＰ）９０２との間の送信方
式のためのシステム９００であって、ＳＴＡ９０２がＶＨＴチャネル切替え要求９１０を
使用してベースチャネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０へのチャネル切替え９２４
をシグナリングする、システム９００を示す。９０８において、ＡＰ９０２は、最初に、
必要なバックオフ待機する。次いで９１０において、ＡＰ９０２はＳＴＡ９０４にＶＨＴ
チャネル切替え要求を送信する。ＶＨＴチャネル切替え要求９１０を受信すると、ＳＴＡ
９０４は、９１２においてＳＩＦＳ待機し、その後、９１４においてＡＰ９０２にＡＣＫ
を送信する。次いで９２４において、ＳＴＡ９０４は、切替え時間９２６中にベースチャ
ネル２１２から６０ＧＨｚチャネル２１０に切り替える。切替え時間９２６の後に、プロ
ーブ時間９２８およびバックオフ９３０が続く。少なくとも切替え時間９２６の長さであ
る遅延９３４後に、ＡＰ９０２はＳＴＡ９０４に最初の送信９３２を送信する。ＳＴＡ９
０４がチャネル切替え９２４を完了し、次いでプローブ時間９２８およびバックオフ９３
０待機した後にのみ、ＳＴＡ９０４は最初の送信９３２を送信することができる。
【００５８】
　図１０は、加入者局ＳＴＡ１　４０４がＴＬＤＳチャネル切替え要求４１０を使用して
ベースチャネル２１２上で加入者局ＳＴＡ２　４０６と通信することから６０ＧＨｚチャ
ネル２１０上でＳＴＡ２　４０６と通信することへの切替えをトリガする方法１０００を
示す流れ図である。１００２において、ＳＴＡ１　４０４は、最初に、ＳＴＡ２　４０６
にＴＤＬＳチャネル切替え要求４１０を送信する。次いで、ＳＴＡ１　４０４は、１００
４においてＡＣＫ４１４を受信し、次いで、１００６においてＳＴＡ２　４０６からＴＤ
ＬＳチャネル切替え応答４１８を受信する。次いで１００８において、ＳＴＡ１　４０４
はＳＴＡ２　４０６にＡＣＫ４２２を送信する。次いで１０１０において、ＳＴＡ１　４
０４は６０ＧＨｚチャネル２１０上で動作することに切り替える。次いで１０１２におい
て、ＳＴＡ１　４０４は、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信４３２を送信また
は受信する。
【００５９】
　上述の図１０の方法１０００は、図１１に示すミーンズプラスファンクションブロック
１１００に対応する様々な（１つまたは複数の）ハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア構成要素および／またはモジュールによって実行できる。言い換えれば、図１０に示す
ブロック１００２～１０１２は、図１１に示すミーンズプラスファンクションブロック１
１０２～１１１２に対応する。
【００６０】
　図１２は、加入者局ＳＴＡ１　５０４が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要
求５１０を使用してベースチャネル２１２上で加入者局ＳＴＡ２　５０６と通信すること
から６０ＧＨｚチャネル２１０上でＳＴＡ２　５０６と通信することへの切替えをトリガ
する方法１２００を示す流れ図である。１２０２において、ＳＴＡ１　５０４は、最初に
、ＳＴＡ２　５０６にＶＨＴチャネル切替え要求５１０を送信する。次いで１２０４にお
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いて、ＳＴＡ１　５０４はＳＴＡ２　５０６からＡＣＫ５１４を受信する。１２０６にお
いて、ＳＴＡ１　５０４は６０ＧＨｚチャネル２１０上で動作することに切り替える。次
いで１２０８において、ＳＴＡ１　５０４は、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送
信５３２を送信または受信する。
【００６１】
　上述の図１２の方法１２００は、図１３に示すミーンズプラスファンクションブロック
１３００に対応する様々な（１つまたは複数の）ハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア構成要素および／またはモジュールによって実行できる。言い換えれば、図１２に示す
ブロック１２０２～１２０８は、図１３に示すミーンズプラスファンクションブロック１
３０２～１３０８に対応する。
【００６２】
　図１４は、加入者局ＳＴＡ６０４が、ＴＤＬＳチャネル切替え要求６１０を使用してベ
ースチャネル２１２上でＡＰ６０２と通信することから６０ＧＨｚチャネル２１０上でＡ
Ｐ６０２と通信することに切り替えるようにアクセスポイントＡＰ６０２によってトリガ
される方法１４００を示す流れ図である。１４０２において、ＳＴＡ６０４は、最初に、
ＡＰ６０２からＴＤＬＳチャネル切替え要求６１０を受信する。次いで１４０４において
、ＳＴＡ６０４はＡＣＫ６１４を送信する。次に１４０６において、ＳＴＡ６０４はＡＰ
６０２にＴＤＬＳチャネル切替え応答６１８を送信する。１４０８においてＡＰ６０２か
らＡＣＫ６２２を受信すると、ＳＴＡ６０４は、１４１０において６０ＧＨｚチャネル２
１０上で動作することに切り替える。次いで１４１２において、ＳＴＡ６０４は、６０Ｇ
Ｈｚチャネル２１０上での最初の送信６３２を送信または受信する。
【００６３】
　上述の図１４の方法１４００は、図１５に示すミーンズプラスファンクションブロック
１５００に対応する様々な（１つまたは複数の）ハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア構成要素および／またはモジュールによって実行できる。言い換えれば、図１４に示す
ブロック１４０２～１４１２は、図１５に示すミーンズプラスファンクションブロック１
５０２～１５１２に対応する。
【００６４】
　図１６は、加入者局ＳＴＡ７０４が、超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求
７１０を使用してベースチャネル２１２上でＡＰ７０２と通信することから６０ＧＨｚチ
ャネル２１０上でＡＰ７０２と通信することに切り替えるようにアクセスポイントＡＰ７
０２によってトリガされる方法１６００を示す流れ図である。１６０２において、ＳＴＡ
７０４は、最初に、ＡＰ７０２からＶＨＴチャネル切替え要求７１０を受信する。次いで
、ＳＴＡ７０４は、１６０４においてＡＰ７０２にＡＣＫ７１４を送信し、１６０６にお
いて６０ＧＨｚチャネル２１０上で動作することに切り替える。次いで１６０８において
、ＳＴＡ７０４は、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信７３２を送信または受信
する。
【００６５】
　上述の図１６の方法１６００は、図１７に示すミーンズプラスファンクションブロック
１７００に対応する様々な（１つまたは複数の）ハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア構成要素および／またはモジュールによって実行できる。言い換えれば、図１６に示す
ブロック１６０２～１６０８は、図１７に示すミーンズプラスファンクションブロック１
７０２～１７０８に対応する。
【００６６】
　図１８は、アクセスポイントＡＰ８０２が、ＴＤＬＳチャネル切替え要求８１０を使用
してベースチャネル２１２上でＳＴＡ８０４と通信することから６０ＧＨｚチャネル２１
０上でＳＴＡ８０４と通信することに切り替えるように加入者局ＳＴＡ８０４によってト
リガされる方法１８００を示す流れ図である。１８０２において、ＳＴＡ８０２は、最初
に、ＳＴＡ８０４からＴＤＬＳチャネル切替え要求８１０を受信する。次いで１８０４に
おいて、ＡＰ８０２はＡＣＫ８１４を送信する。次に１８０６において、ＡＰ８０２はＳ
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ＴＡ８０４にＴＤＬＳチャネル切替え応答８１８を送信する。次いで１８０８において、
ＡＰ８０２はＳＴＡ８０４からＡＣＫ８２２を受信する。次いで１８１０において、ＡＰ
１０２は、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信８３２を送信または受信する。
【００６７】
　上述の図１８の方法１８００は、図１９に示すミーンズプラスファンクションブロック
１９００に対応する様々な（１つまたは複数の）ハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア構成要素および／またはモジュールによって実行できる。言い換えれば、図１８に示す
ブロック１８０２～１８１０は、図１９に示すミーンズプラスファンクションブロック１
９０２～１９１０に対応する。
【００６８】
　図２０は、アクセスポイントＡＰ９０２が、ＶＨＴチャネル切替え要求９１０を使用し
てベースチャネル２１２上でＳＴＡ９０４と通信することから６０ＧＨｚチャネル２１０
上でＳＴＡ９０４と通信することに切り替えるように加入者局ＳＴＡ９０４によってトリ
ガされる方法２０００を示す流れ図である。２００２において、ＳＴＡ９０２は、最初に
、ＳＴＡ９０４からＶＨＴチャネル切替え要求９１０を受信する。次いで２００４におい
て、ＡＰ９０２はＳＴＡ９０４にＡＣＫ９１４を送信する。次いで２００６において、Ａ
Ｐ９０２は、６０ＧＨｚチャネル２１０上での最初の送信９３２を送信または受信する。
【００６９】
　上述の図２０の方法２０００は、図２１に示すミーンズプラスファンクションブロック
２１００に対応する様々な（１つまたは複数の）ハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア構成要素および／またはモジュールによって実行できる。言い換えれば、図２０に示す
ブロック２００２～２００６は、図２１に示すミーンズプラスファンクションブロック２
１０２～２１０６に対応する。
【００７０】
　図２２に、ワイヤレスデバイス２２０１内に含めることができるいくつかの構成要素を
示す。ワイヤレスデバイス２２０１は加入者局またはアクセスポイントとすることができ
る。
【００７１】
　ワイヤレスデバイス２２０１はプロセッサ２２０３を含む。プロセッサ２２０３は、汎
用シングルまたはマルチチップマイクロプロセッサ（たとえば、ＡＲＭ）、特殊目的マイ
クロプロセッサ（たとえば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ））、マイクロコントロー
ラ、プログラマブルゲートアレイなどとすることができる。プロセッサ２２０３は中央処
理ユニット（ＣＰＵ）と呼ばれることがある。図２２のワイヤレスデバイス２２０１には
単一のプロセッサ２２０３のみが示されているが、代替構成では、プロセッサ（たとえば
、ＡＲＭとＤＳＰ）の組合せを使用することができる。
【００７２】
　ワイヤレスデバイス２２０１はまたメモリ２２０５を含む。メモリ２２０５は、電子情
報を記憶することが可能な任意の電子構成要素とすることができる。メモリ２２０５は、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気ディスク記憶メ
ディア、光記憶メディア、ＲＡＭ中のフラッシュメモリデバイス、プロセッサに含まれる
オンボードメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタなど、およびそれ
らの組合せとして実施できる。
【００７３】
　データ２２０７および命令２２０９はメモリ２２０５に記憶できる。命令２２０９は、
本明細書で開示する方法を実装するためにプロセッサ２２０３によって実行可能である。
命令２２０９を実行することは、メモリ２２０５に記憶されたデータ２２０７の使用を含
むことができる。
【００７４】
　ワイヤレスデバイス２２０１は、ワイヤレスデバイス２２０１と遠隔地との間の信号の
送信および受信を可能にするために送信機２２１１および受信機２２１３を含むこともで
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きる。送信機２２１１および受信機２２１３は、トランシーバ２２１５と総称されること
がある。アンテナ２２１７はトランシーバ２２１５に電気的に結合できる。ワイヤレスデ
バイス２２０１はまた、複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバ、および／ま
たは複数のアンテナを含むことができる（図示せず）。
【００７５】
　ワイヤレスデバイス２２０１の様々な構成要素は、パワーバス、制御信号バス、ステー
タス信号バス、データバスなどを含み得る、１つまたは複数のバスによって互いに結合で
きる。明快のために、図２２では様々なバスをバスシステム２２１９として示してある。
【００７６】
　本明細書に記載の技法は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む様々な通信シス
テムに使用できる。そのような通信システムの例には、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤ
ＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムなど
がある。ＯＦＤＭＡシステムは、全システム帯域幅を複数の直交サブキャリアに区分する
変調技法である、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用する。これらのサブキャリアは
、トーン、ビンなどと呼ぶこともできる。ＯＦＤＭでは、各サブキャリアはデータで独立
して変調できる。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、システム帯域幅にわたって分散されたサブ
キャリア上で送信するためのインターリーブされたＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ）、隣接するサ
ブキャリアのブロック上で送信するための局所ＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）、または隣接する
サブキャリアの複数のブロック上で送信するための拡張ＦＤＭＡ（ＥＦＤＭＡ）を利用す
ることができる。一般に、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭＡ
では時間領域で送信される。
【００７７】
　「判断」という用語は、多種多様なアクションを包含し、したがって、「判断」は、計
算、算出、処理、導出、調査、探索（たとえば、テーブル、データベースまたは別のデー
タ構造での探索）、確認などを含むことができる。また、「判断」は、受信（たとえば、
情報を受信すること）、アクセス（たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること）な
どを含むことができる。また、「判断」は、解決、選択、選出、確立などを含むことがで
きる。
【００７８】
　「に基づいて」という句は、別段に明示されていない限り、「のみに基づいて」を意味
しない。言い換えれば、「に基づいて」という句は、「のみに基づいて」と「に少なくと
も基づいて」の両方を表す。
【００７９】
　「プロセッサ」という用語は、汎用プロセッサ、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイク
ロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、状態機械などを包含するものと広く解釈されたい。いくつかの状況下では、「プロセ
ッサ」は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）などを指すことがある。「プロセ
ッサ」という用語は、処理デバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサと
の組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロ
プロセッサ、あるいは他のそのような構成を指すことができる。
【００８０】
　「メモリ」という用語は、電子情報を記憶することが可能な任意の電子構成要素を包含
するものと広く解釈されたい。メモリという用語は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）、プロ
グラマブル読取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（
ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、磁気また
は光学データ記憶装置、レジスタなど、様々なタイプのプロセッサ可読媒体を指すことが
できる。プロセッサがメモリから情報を読み取り、および／または情報をメモリに書き込
むことができる場合、メモリはプロセッサと電子通信していると言われる。プロセッサに
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一体化されたメモリは、プロセッサと電子通信している。
【００８１】
　「命令」および「コード」という用語は、任意のタイプの（１つまたは複数の）コンピ
ュータ可読ステートメントを含むものと広く解釈されたい。たとえば、「命令」および「
コード」という用語は、１つまたは複数のプログラム、ルーチン、サブルーチン、関数、
プロシージャなどを指すことができる。「命令」および「コード」は、単一のコンピュー
タ可読ステートメントまたは多くのコンピュータ可読ステートメントを備えることができ
る。
【００８２】
　本明細書で説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそ
れらの組合せで実装できる。ソフトウェアで実装した場合、機能は１つまたは複数の命令
としてコンピュータ可読媒体上に記憶できる。「コンピュータ可読媒体」という用語は、
コンピュータによってアクセスできる任意の媒体を指す。限定ではなく例として、コンピ
ュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光ディス
ク記憶デバイス、磁気ディスク記憶デバイスもしくは他の磁気記憶デバイス、あるいは命
令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを担持または記憶するために使用で
き、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。本明細
書では、ディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（Ｃ
Ｄ）、レーザディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）
（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標
）ディスク（disc）を含み、この場合、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再
生し、ディスク（disc）はデータをレーザで光学的に再生する。
【００８３】
　ソフトウェアまたは命令はまた、伝送媒体を介して送信できる。たとえば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ
）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサ
イト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイ
バケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイ
ヤレス技術は、伝送媒体の定義に含まれる。
【００８４】
　本明細書で開示する方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数のステップ
またはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、特許請求の
範囲の範囲から逸脱することなく互いに交換することができる。すなわち、本明細書で説
明する方法の適切な動作のためにステップまたはアクションの特定の順序が必要とされな
い限り、特定のステップおよび／またはアクションの順序および／または使用は、特許請
求の範囲の範囲を逸脱することなく修正することができる。
【００８５】
　さらに、図１０、図１２、図１４、図１６、図１８および図２０によって示されたもの
など、本明細書で説明する方法および技法を実行するためのモジュールおよび／または他
の適切な手段は、デバイスによってダウンロードおよび／または他の方法で取得できるこ
とを諒解されたい。たとえば、デバイスは、本明細書で説明する方法を実行するための手
段の転送を可能にするために、サーバに結合できる。代替的に、本明細書で説明する様々
な方法は、記憶手段をデバイスに結合するかまたは与えるときにデバイスが様々な方法を
獲得することができるように、記憶手段（たとえば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）またはフロッピー
ディスク（disk）などの物理的記憶媒体など）によって与えることができる。さらに、本
明細書で説明する方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の適切な技法を利
用することができる。
【００８６】
　特許請求の範囲は、上記の正確な構成および構成要素に限定されないことを理解された
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い。特許請求の範囲の範囲を逸脱することなく、本明細書で説明したシステム、方法およ
び装置の構成、動作および詳細において、様々な改変、変更および変形を行うことができ
る。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月27日(2011.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が６
０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと
を備える方法。
【請求項２】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法がアクセスポイント（ＡＰ）によって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が加入者局（ＳＴＡ）によって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、アクセスポイント（Ａ
Ｐ）によってトリガされる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、加入者局（ＳＴＡ）に
よってトリガされる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰するこ
とをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基づいて前記ベースチャ
ネルに切り替え復帰することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　あらかじめ定義されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が前記６０ＧＨｚチャネ
ル上で行われなかった場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさらに備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記６０ＧＨｚチャネルに切り替える前に前記６０ＧＨｚチャネルのチャネル特性を判
断するために前記６０ＧＨｚチャネル上でテストフレームを送信することをさらに備え、
前記テストフレームが、ロバスト物理レイヤ（ＰＨＹ）モードを使用する、請求項５に記
載の方法。
【請求項１２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスにデータを送信することをさらに
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記ベースチャネルが、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項
１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ベースチャネルが、５ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項１に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記チャネル切替え要求がトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）チャ
ネル切替え応答を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記チャネル切替え要求が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスからデータを受信することをさら
に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え応答を受信することをさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ワイヤレスデバイスに、前記チャネル切替え応答の受信に確認応答する確認応答を
送信することをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　ショートフレーム間空間の後に前記ワイヤレスデバイスから前記確認応答が受信され、
前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスと通信する前に少なくとも切替え時
間、プローブ時間、およびバックオフ時間待機することをさらに備え、前記切替え時間が
、切替えが行われるためのあらかじめ定義された時間期間である、請求項１に記載の方法
。
【請求項２１】
　前記切替え時間後のあらかじめ定義された時間期間内に前記６０ＧＨｚチャネル上で通
信が開始されないとき、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさらに備える、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記加入者局にハローフレームを送信する前に少なくとも
切替え時間待機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあら
かじめ定義された時間期間である、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　アクセスポイント（ＡＰ）と通信する前に切替え時間、プローブ時間、およびバックオ
フ時間待機することをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、
前記ワイヤレスデバイスにロバスト物理レイヤ（ＰＨＹ）信号を繰り返し送信することを
さらに備え、同様のロバストＰＨＹ信号が前記ワイヤレスデバイスから受信されるか、ま
たは前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスから継続フレームが受信されるまで
、前記ロバストＰＨＹ信号が繰り返し送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上および６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと
、
　前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスから継続フレームが受信され、前記ワ
イヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が前記６０Ｇ
Ｈｚチャネル上で行われるべきでないと判断された場合、前記ベースチャネル上で前記ワ
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イヤレスデバイスと通信することのみに切り替えることと
を備える方法。
【請求項２６】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が６
０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え応答フレームを送信することであって、前記
チャネル切替え応答フレームが前記チャネル切替え要求の受付けを備える、と、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと
を備える方法。
【請求項２７】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項２６に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記方法がアクセスポイント（ＡＰ）によって実行される、請求項２６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記方法が加入者局（ＳＴＡ）によって実行される、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、アクセスポイント（Ａ
Ｐ）によってトリガされる、請求項２６に記載の方法。
【請求項３２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、加入者局（ＳＴＡ）に
よってトリガされる、請求項２６に記載の方法。
【請求項３３】
　前記６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰するこ
とをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項３４】
　前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基づいて前記ベースチャ
ネルに切り替え復帰することをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項３５】
　あらかじめ定義されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が前記６０ＧＨｚチャネ
ル上で行われなかった場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさらに備える
、請求項２６に記載の方法。
【請求項３６】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスにデータを送信することをさらに
備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ベースチャネルが、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項
２６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ベースチャネルが、５ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、請求項２６
に記載の方法。
【請求項３９】
　前記チャネル切替え要求がトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）チャ
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ネル切替え応答を備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項４０】
　前記チャネル切替え要求が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を備える、
請求項２６に記載の方法。
【請求項４１】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスからデータを受信することをさら
に備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項４２】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で加入者局と通信する前に少なくとも切替え時間待機するこ
とをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあらかじめ定義された時間
期間である、請求項２６に記載の方法。
【請求項４３】
　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記加入者局にハローフレームを送信する前に少なくとも
切替え時間待機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあら
かじめ定義された時間期間である、請求項２６に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスから継続フレームが受信された場合、
前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスと通信することに切り替え復帰すること
をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、物理レイヤ（ＰＨＹ）信号を
送信することをさらに備える、請求項２６に記載の方法。
【請求項４６】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　プロセッサと、
　　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信し、
　　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が
６０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断し、
　　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信し、
　　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信し、
　　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替える
　ように構成された前記プロセッサに結合された回路と
を備える装置。
【請求項４７】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項４６に記載の装置
。
【請求項４８】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項４６に記載の装置。
【請求項４９】
　前記装置がアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項４６に記載の装置。
【請求項５０】
　前記装置が加入者局（ＳＴＡ）である、請求項４６に記載の装置。
【請求項５１】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　プロセッサと、
　　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信し、
　　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信し、
　　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信し、
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　　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が
６０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断し、
　　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替える
　ように構成された前記プロセッサに結合された回路と
を備える装置。
【請求項５２】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項５１に記載の装置
。
【請求項５３】
　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５４】
　前記装置がアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５５】
　前記装置が加入者局（ＳＴＡ）である、請求項５１に記載の装置。
【請求項５６】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が６
０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための
手段と
を備える装置。
【請求項５７】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるように構成さ
れた装置であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が６
０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための
手段と
を備える装置。
【請求項５８】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるためのコンピ
ュータプログラム製品であって、その上に命令を有するコンピュータ可読媒体を備え、前
記命令が、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が６
０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための
コードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項５９】
　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるためのコンピ
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ュータプログラム製品であって、その上に命令を有するコンピュータ可読媒体を備え、前
記命令が、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が６
０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために前記６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための
コードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項６０】
　６０ＧＨｚ帯域をテストするための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が６
０ＧＨｚチャネル上で行われるべきであると判断することと、
　省電力モードを示す信号を送信することと、
　前記６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと、
　前記ワイヤレスデバイスにテスト信号を送信することと
を備える方法。
【請求項６１】
　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、請求項６０に記載の方法
。
【請求項６２】
　前記テスト信号がロバスト物理レイヤ（ＰＨＹ）モードを使用する、請求項６０に記載
の方法。
【請求項６３】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信が前
記６０ＧＨｚチャネル上で行われるべきでないと判断することと、
　ベースチャネルに切り替えることと、
　前記ワイヤレスデバイスに継続フレームを送信することと
を備える方法。
【請求項６４】
　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに基づく、
請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記６０ＧＨｚチャネル上での前記通信が失われたとき、前記切り替えることが行われ
る、請求項６３に記載の方法。
【請求項６６】
　前記通信が前記ベースチャネル上で継続される、請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　前記通信が直接リンクを介して行われる、請求項６５に記載の方法。
【請求項６８】
　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスまでの距離に基づいて、前記ワイヤレスデバイスとの通信がベ
ースチャネル上で行われるべきであると判断することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
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　前記ベースチャネルに切り替えることと
を備える方法。
【請求項６９】
　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基
づく、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに基づく、
請求項６８に記載の方法。
【請求項７１】
　前記チャネル切替え要求フレームがロバストＰＨＹモードを使用して送信される、請求
項６８に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　特許請求の範囲は、上記の正確な構成および構成要素に限定されないことを理解された
い。特許請求の範囲の範囲を逸脱することなく、本明細書で説明したシステム、方法およ
び装置の構成、動作および詳細において、様々な改変、変更および変形を行うことができ
る。
　以下に、本願出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと
を備える方法。
［２］　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、［１］の方法。
［３］　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、［１］の方法。
［４］　前記方法がアクセスポイント（ＡＰ）によって実行される、［１］の方法。
［５］　前記方法が加入者局（ＳＴＡ）によって実行される、［１］の方法。
［６］　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、アクセスポイン
ト（ＡＰ）によってトリガされる、［１］の方法。
［７］　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、加入者局（ＳＴ
Ａ）によってトリガされる、［１］の方法。
［８］　前記６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰
することをさらに備える、［１］の方法。
［９］　前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基づいて前記ベー
スチャネルに切り替え復帰することをさらに備える、［１］の方法。
［１０］　あらかじめ定義されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が前記６０ＧＨ
ｚチャネル上で行われなかった場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさら
に備える、［１］の方法。
［１１］　前記６０ＧＨｚチャネルに切り替える前に前記６０ＧＨｚチャネルのチャネル
特性を判断するために前記６０ＧＨｚチャネル上でテストフレームを送信することをさら
に備える、［５］の方法。
［１２］　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスにデータを送信すること
をさらに備える、［１］の方法。
［１３］　前記ベースチャネルが、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである
、［１］の方法。
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［１４］　前記ベースチャネルが、５ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、［
１］の方法。
［１５］　前記チャネル切替え要求がトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬ
Ｓ）チャネル切替え応答を備える、［１］の方法。
［１６］　前記チャネル切替え要求が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を
備える、［１］の方法。
［１７］　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスからデータを受信するこ
とをさらに備える、［１］の方法。
［１８］　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え応答を受信することをさらに備え
る、［１］の方法。
［１９］　前記ワイヤレスデバイスに、前記チャネル切替え応答の受信に確認応答する確
認応答を送信することをさらに備える、［１８］の方法。
［２０］　前記６０ＧＨｚチャネル上で加入者局と通信する前に少なくとも切替え時間待
機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあらかじめ定義さ
れた時間期間である、［１］の方法。
［２１］　前記切替え時間後のあらかじめ定義された時間期間内に前記６０ＧＨｚチャネ
ル上で通信が開始されないとき、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさらに備
える、［２０］の方法。
［２２］　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記加入者局にハローフレームを送信する前に少
なくとも切替え時間待機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるた
めのあらかじめ定義された時間期間である、［１］の方法。
［２３］　アクセスポイント（ＡＰ）と通信する前に切替え時間、プローブ時間、および
バックオフ時間待機することをさらに備える、［５］の方法。
［２４］　前記ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、物理レイヤ（ＰＨＹ
）信号を送信することをさらに備える、［１］の方法。
［２５］　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上および６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと
、
　前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスから継続フレームが受信された場合、
前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスと通信することのみに切り替えることと
を備える方法。
［２６］　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え応答フレームを送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと
を備える方法。
［２７］　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、［２６］の方法
。
［２８］　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、［２６］の方法。
［２９］　前記方法がアクセスポイント（ＡＰ）によって実行される、［２６］の方法。
［３０］　前記方法が加入者局（ＳＴＡ）によって実行される、［２６］の方法。
［３１］　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、アクセスポイ
ント（ＡＰ）によってトリガされる、［２６］の方法。
［３２］　前記６０ＧＨｚチャネル上で通信することに切り替えることが、加入者局（Ｓ
ＴＡ）によってトリガされる、［２６］の方法。
［３３］　前記６０ＧＨｚチャネルが機能しない場合、前記ベースチャネルに切り替え復
帰することをさらに備える、［２６］の方法。
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［３４］　前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリックに基づいて前記ベ
ースチャネルに切り替え復帰することをさらに備える、［２６］の方法。
［３５］　あらかじめ定義されたウィンドウ内で、成功したフレーム交換が前記６０ＧＨ
ｚチャネル上で行われなかった場合、前記ベースチャネルに切り替え復帰することをさら
に備える、［２６］の方法。
［３６］　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスにデータを送信すること
をさらに備える、［２６］の方法。
［３７］　前記ベースチャネルが、２．４ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである
、［２６］の方法。
［３８］　前記ベースチャネルが、５ＧＨｚで動作する８０２．１１ＷＬＡＮである、［
２６］の方法。
［３９］　前記チャネル切替え要求がトンネルドダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬ
Ｓ）チャネル切替え応答を備える、［２６］の方法。
［４０］　前記チャネル切替え要求が超高スループット（ＶＨＴ）チャネル切替え要求を
備える、［２６］の方法。
［４１］　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記ワイヤレスデバイスからデータを受信するこ
とをさらに備える、［２６］の方法。
［４２］　前記６０ＧＨｚチャネル上で加入者局と通信する前に少なくとも切替え時間待
機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるためのあらかじめ定義さ
れた時間期間である、［２６］の方法。
［４３］　前記６０ＧＨｚチャネル上で前記加入者局にハローフレームを送信する前に少
なくとも切替え時間待機することをさらに備え、前記切替え時間が、切替えが行われるた
めのあらかじめ定義された時間期間である、［２６］の方法。
［４４］　前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスから継続フレームが受信され
た場合、前記ベースチャネル上で前記ワイヤレスデバイスと通信することに切り替え復帰
することをさらに備える、［４３］の方法。
［４５］　前記ワイヤレスデバイスとの不良接続が検出されたとき、物理レイヤ（ＰＨＹ
）信号を送信することをさらに備える、［２６］の方法。
［４６］　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるよう
に構成された装置であって、
　プロセッサと、
　　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信し、
　　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信し、
　　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信し、
　　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替える
　ように構成された、前記プロセッサに結合される回路と
を備える装置。
［４７］　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、［４６］の装置
。
［４８］　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、［４６］の装置。
［４９］　前記装置がアクセスポイント（ＡＰ）である、［４６］の装置。
［５０］　前記装置が加入者局（ＳＴＡ）である、［４６］の装置。
［５１］　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるよう
に構成された装置であって、
　プロセッサと、
　　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信し、
　　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信し、
　　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信し、
　　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替える
　ように構成された、前記プロセッサに結合される回路と
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を備える装置。
［５２］　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、［５１］の装置
。
［５３］　前記ワイヤレスデバイスが加入者局（ＳＴＡ）である、［５１］の装置。
［５４］　前記装置がアクセスポイント（ＡＰ）である、［５１］の装置。
［５５］　前記装置が加入者局（ＳＴＡ）である、［５１］の装置。
［５６］　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるよう
に構成された装置であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための手段
と
を備える装置。
［５７］　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるよう
に構成された装置であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるための手段
と
を備える装置。
［５８］　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるため
のコンピュータプログラム製品であって、その上に命令を有するコンピュータ可読媒体を
備え、前記命令が、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるためのコー
ドと
を備える、コンピュータプログラム製品。
［５９］　ワイヤレス通信システムにおいて異なる帯域上のチャネル間で切り替えるため
のコンピュータプログラム製品であって、その上に命令を有するコンピュータ可読媒体を
備え、前記命令が、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスからチャネル切替え要求を受信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスに確認応答を送信するためのコードと、
　前記ワイヤレスデバイスと通信するために６０ＧＨｚチャネルに切り替えるためのコー
ドと
を備える、コンピュータプログラム製品。
［６０］　６０ＧＨｚ帯域をテストするための方法であって、
　ベースチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　省電力モードを示す信号を送信することと、
　６０ＧＨｚチャネルに切り替えることと、
　前記ワイヤレスデバイスにテスト信号を送信することと
を備える方法。
［６１］　前記ワイヤレスデバイスがアクセスポイント（ＡＰ）である、［６０］の方法
。
［６２］　前記テスト信号がロバスト物理レイヤ（ＰＨＹ）モードを使用する、［６０］
の方法。
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［６３］　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　ベースチャネルに切り替えることと、
　前記ワイヤレスデバイスに継続フレームを送信することと
を備える方法。
［６４］　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに
基づく、［６３］の方法。
［６５］　前記６０ＧＨｚチャネル上での前記通信が失われたとき、前記切り替えること
が行われる、［６３］の方法。
［６６］　前記通信が前記ベースチャネル上で継続される、［６５］の方法。
［６７］　前記通信が直接リンクを介して行われる、［６５］の方法。
［６８］　異なる帯域上のチャネル間で切り替えるための方法であって、
　６０ＧＨｚチャネル上でワイヤレスデバイスと通信することと、
　前記ワイヤレスデバイスにチャネル切替え要求を送信することと、
　前記ワイヤレスデバイスから確認応答を受信することと、
　ベースチャネルに切り替えることと
を備える方法。
［６９］　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルの物理レイヤ（ＰＨＹ）メトリ
ックに基づく、［６８］の方法。
［７０］　前記切り替えることが前記６０ＧＨｚチャネルのパフォーマンスメトリックに
基づく、［６８］の方法。
［７１］　前記チャネル切替え要求フレームがロバストＰＨＹモードを使用して送信され
る、［６８］の方法。
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