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(57)【要約】
異なるスペクトル機会を用いて通信することができる装
置（ＤＥＶ）は、他の装置（ＤＥＶ′）及び／又は通信
ネットワークと通信することができる通信ユニット（Ｃ
ＭＭ）であって、該通信ユニットは異なるスペクトル機
会を用いて通信することができ、スペクトル機会は少な
くとも１つのスペクトル機会パラメータの集合により規
定される、通信ユニット（ＣＭＭ）と、ラベル（ＴＡＧ
）から情報（ｉｎｆ）を読み取ることができるラベルリ
ーダ（ＲＥＵ，ＲＥＵ′）であって、情報はスペクトル
機会の少なくとも１つのスペクトル機会パラメータを識
別する、ラベルリーダと、ラベル（ＴＡＧ）から読み取
られた前記情報（ｉｎｆ）により少なくとも部分が識別
されるときに、前記スペクトル機会を用いて通信するよ
うに前記通信ユニット（ＣＭＭ）を切り換えることがで
きるスイッチング手段とを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なるスペクトル機会を用いて通信することができる装置であって：
　他の装置及び／又は通信ネットワークと通信することができる通信ユニットであって、
該通信ユニットは異なるスペクトル機会を用いて通信することができ、スペクトル機会は
少なくとも１つのスペクトル機会パラメータの集合により規定される、通信ユニット；
　ラベルから情報を読み取ることができるラベルリーダであって、前記情報はスペクトル
機会の少なくとも１つのスペクトル機会パラメータを識別する、ラベルリーダ；
　前記ラベルから読み取られた前記情報により少なくとも部分が識別されるときに、前記
スペクトル機会を用いて通信するように前記通信ユニットを切り換えることができるスイ
ッチング手段；
を有する装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記ラベルリーダはＲＦＩＤタグリーダである、装置
。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置であって、前記ラベルリーダは、前記装置に接続可能であ
る外付けリーダである、装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の装置であって、前記ラベルリーダは前記装置に統合されている
、装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れ一項に記載の装置であって、前記ラベルから読み取られる情報は
スペクトル機会パラメータを有する、装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４の何れ一項に記載の装置であって、前記装置はスペクトル機会データベ
ースと通信することができ、前記ラベルからの少なくとも前記情報を前記スペクトル機会
データベースに送信した後に、前記装置は、スペクトル機会が前記ペクトル機会データベ
ースに送信された前記情報により少なくとも部分が識別される前記スペクトル機会データ
ベースからスペクトル機会を検索する、装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れ一項に記載の装置であって、スペクトル機会は、前記ラベルから
読み取られた前記情報により完全に識別される、装置。
【請求項８】
　請求項１乃至６の何れ一項に記載の装置であって、スペクトル機会の更なるスペクトル
機会パラメータが装置依存性パラメータ及び／又は環境変数により識別される、装置。
【請求項９】
　特定のスペクトル機会に対して異なるスペクトル機会を用いて通信することができる装
置を切り換えるための方法であって、スペクトル機会は少なくとも１つのスペクトル機会
パラメータの集合により規定される、方法であって：
　（ｉ）前記装置が、ラベルからスペクトル機会の少なくとも１つのスペクトル機会パラ
メータを識別する情報を読み取る段階；
　（ｉｉ）前記装置が、スペクトル機会が前記ラベルから読み取られた前記情報により少
なくとも部分が識別された前記スペクトル機会に通信ユニットを切り換える段階；
を有する方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、前記ラベルから読み取られた前記情報はスペクトル機
会パラメータを有する、方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の方法であって、前記段階（ｉ）の後に、前記装置はスペクトル機会デ
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ータベースに接続し、前記データベースに前記ラベルから検索された前記情報を送信し、
そして、スペクトル機会が前記ラベルから読み取られた前記情報により少なくとも部分が
識別されるスペクトル機会を検索する、方法。
【請求項１２】
　請求項９乃至１１の何れ一項に記載の方法であって、スペクトル機会は、前記ラベルか
ら読み取られた前記情報により完全に識別される、方法。
【請求項１３】
　請求項９乃至１１の何れ一項に記載の方法であって、スペクトル機会の更なるスペクト
ル機会パラメータは、装置依存性パラメータ及び／又は環境変数により識別される、方法
。
【請求項１４】
　請求項９乃至１３の何れ一項に記載の方法であって、前記ラベルはＲＦＩＤタグである
、方法。
【請求項１５】
　記憶手段を有するラベルであって、少なくとも１つのスペクトル機会の少なくとも１つ
のスペクトル機会パラメータは前記記憶手段に記憶されている、ラベル。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のラベルであって、前記ラベルはＲＦＩＤタグである、ラベル。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載のラベルであって、前記ラベルに記憶されている前記情報は
スペクトル機会パラメータを有する、ラベル。
【請求項１８】
　請求項１５乃至１７の何れ一項に記載のラベルであって、スペクトル機会は前記ラベル
から読み取られた前記情報により完全に識別される、ラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異なるスペクトル機会を用いて、通信を行うことができる装置に関する。
【０００２】
　本発明は、特定のスペクトル機会と異なるスペクトル機会を用いて、通信を行うことが
できる装置に切り換えるための方法に更に関する。
【０００３】
　本発明は、記憶手段を有するラベルに更に関する。
【背景技術】
【０００４】
　スマートラベリングは、バーコード、電子物品監視（ＥＡＳ）及び従来の無線周波数識
別（ＲＦＩＤ）解決方法の有利点を組み合わせる最新のＲＦＩＤ技術である。ＲＦＩＤシ
ステムは、バーコードラベルが適切に実行されない又は実際的でない、製造及び他の種類
の環境における非接触読み取りを可能にする。ＲＦＩＤは、動いているオブジェクトを追
従する能力のために、自動的な乗り物識別（ＡＶＩ）システム及び家畜の識別を含む広汎
な市場でのアプリケーションを有する。その技術は、世界中で、識別、自動データ収集及
び解析システムにおける主プレーヤになっている。
【０００５】
　そのようなシステムは、１年毎に必要とされる極めて多数のラベルを用いて、大量市場
で対応するようにデザインされている。例えば、Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃ
ｔｏｒｓ社製のＩＣＯＤＥ　ＩＣは、ソースタギングの低コストの、再プログラマブルの
及び使い捨て解決策、自動データ捕捉、盗難防止及び製品又はパッケージングにおけるデ
ータ記憶を与える、スマートラベル技術における最先端技術である。ＩＣＯＤＥスマート
ラベルは、効率的な取り扱いのために殆どの何れのアイテムがタグ化されることを可能に
する。ＩＣＯＤＥの高度に自動化されたアイテム走査処理は、視線を必要とせず、同時に
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複数のラベルを走査することができる。
【０００６】
　ＩＣＯＤＥスマートラベルは、広汎なアプリケーションにおいてかなりの恩恵をもたら
している。空港の手荷物のタグ化及び小包サービスにおいて、小さいラベルは、分類及び
アイテムの追跡においてかなりの有利点を提供している。サプライチェーン管理システム
において、小さいラベルは、改善された製品配送を提供するバーコード技術の限界を克服
し、図書館及びレンタルアプリケーションにおいて、それらの小さいラベルは、自動チェ
ックイン、チェックアウト及び在庫管理を提供する。
【０００７】
　過去数年間の無線サービスの成長は、膨大な量のビジネス、消費者及び政府のスペクト
ルに基づく通信リンクを示している。スペクトルのアクセス、効率及び信頼性は重要な公
共政策になってきている。技術的な有利点は、過去に比べてより集中的に且つより効率的
に無線システムがスペクトルを使用する可能性をもたらしている。それらの有利点の中に
は、それら自体のネットワークにおけるライセンスによる、並びに交渉に基づいて又は日
和見的にスペクトルのアクセスを共有するスペクトルユーザによる更に強力な及び効率的
なスペクトルの使用を可能にすることができるコグニティブ無線技術がある。それらの技
術は、特に、装置の場所を決定し、隣接する装置により用いられるスペクトルを検知し、
周波数を変え、出力電力を調節し、送信パラメータ及び特性を更に変えるための装置の能
力を有する。それらの無線技術は、今日まで利用可能でなかった空間、時間及び周波数範
囲で用いるスペクトルをもたらしている。例えば、そのような技術は、無線ＬＡＮ（“ロ
ーカルエリアネットワーク”）、モバイル無線サービスネットワーク及び見込みのある将
来の大なる恩恵（例えば、Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｍｉ
ｓｓｓｉｏｎ，Ｎｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｒｏｐｏｓｅｄ　Ｒｕｌｅ　Ｍａｋｉｎｇ　ａｎ
ｄ　Ｏｒｄｅｒ，Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｎｇ　ＯｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｓフォｒＦｌｅｘ
ｉｂｌｅ，Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ，ａｎｄ　Ｒｅｌｉａｂｌｅ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｕｓｅ
　Ｅｍｐｌｏｙｉｎｇ　Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，
ＦＣＣ０３－３２２，２００３）等のアプリケーションで用いられることができる。
【０００８】
　スペクトル迅速無線装置は、スペクトル機会を識別するように高性能の技術を用いてい
る。文献“Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ａｇｉｌｅ　Ｒａｄｉｏ：Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　Ｓｐｅｃ
ｔｒｕｍ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ”，Ｋｉｒａｎ　Ｃｈａｌｌａｐａｌｉ，Ｓｔｅ
ｆａｎ　Ｍａｎｇｏｌｄ，　Ｚｈｕｎ　Ｚｈｏｎｇ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ，Ｐｈｉｌｉｐ
ｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｂｒｉａｒｃｌｉｆｆ　Ｍａｎｏｒ
　ＮＹ　１０５１０，ＵＳＡ）はスペクトル機会の検知において含まれる複雑性について
記載している。この文献は、無線源を識別し、スペクトル機会を検知するためのヒュー変
換、自動補正機能及びクリアチャネル評価について記載している。それらの技術を実施す
ることは装置についての費用を増やす。
【非特許文献１】Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｍｉｓｓｓｉ
ｏｎ，Ｎｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｒｏｐｏｓｅｄ　Ｒｕｌｅ　Ｍａｋｉｎｇ　ａｎｄ　Ｏｒ
ｄｅｒ，Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｎｇ　ＯｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｓフォｒＦｌｅｘｉｂｌｅ
，Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ，ａｎｄ　Ｒｅｌｉａｂｌｅ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｕｓｅ　Ｅｍｐ
ｌｏｙｉｎｇ　Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，ＦＣＣ０
３－３２２，２００３
【非特許文献２】Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ａｇｉｌｅ　Ｒａｄｉｏ：Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　Ｓ
ｐｅｃｔｒｕｍ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ”，Ｋｉｒａｎ　Ｃｈａｌｌａｐａｌｉ，
Ｓｔｅｆａｎ　Ｍａｎｇｏｌｄ，　Ｚｈｕｎ　Ｚｈｏｎｇ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ，Ｐｈｉ
ｌｉｐｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｂｒｉａｒｃｌｉｆｆ　Ｍａ
ｎｏｒ　ＮＹ　１０５１０，ＵＳＡ
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、冒頭の段落で述べた種類の装置及び第２段落で述べた種類の方法であ
って、低コストで且つ簡単な方式でそのような装置に対してスペクトル機会を識別するこ
とを可能にする、装置及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明にしたがった装置により上記の目的を達成するように、本発明にしたがった装置
は、下記のように特徴付けられるように、特徴的な特徴を備えている。
【００１１】
　即ち、異なるスペクトル機会を用いて通信することができる装置は、
他の装置及び／又は通信ネットワークと通信できる通信ユニットであって、通信ユニット
は、異なるスペクトル機会を用いて通信することができ、スペクトル機会は少なくとも１
つのスペクトル機会パラメータの集合により規定される、通信ユニットと、
ラベルから情報を読み取ることができるラベルリーダであって、その情報は、スペクトル
機会の少なくとも１つのスペクトル機会パラメータを識別する、ラベルリーダと、
ラベルから読み取られた情報により少なくとも部分が識別されるようにスペクトル機会を
用いて通信するように、通信ユニットを切り換えることができるスイッチング手段と、
を有する。
【００１２】
　本発明にしたがった方法により、上記の目的を達成するように、本発明にしたがった方
法は、下記のように特徴付けられるように、特徴的な特徴を備えている。
【００１３】
　即ち、特定のスペクトル機会に対して異なるスペクトル機会を用いて通信することがで
きる、装置を切り換えるための方法であって、スペクトル機会は少なくとも１つのスペク
トルの集合により規定される、方法であり、
（ｉ）装置が、ラベルからスペクトル機会の少なくとも１つのスペクトル機会パラメータ
を識別する情報を読み取る段階と、
（ｉｉ）装置が、スペクトル機会はラベルから読み取られた情報により少なくとも部分が
識別されるスペクトル機会に対して通信ユニットを切り換える段階と、
を有する方法である。
【００１４】
　上記の目的を達成するように、本発明にしたがったラベルを用いて、下記のように特徴
付けられるように、特徴的な特徴が与えられる。
【００１５】
　即ち、記憶手段を有するラベルであって、少なくとも１つのスペクトル機会の少なくと
も１つのスペクトル機会パラメータを識別する情報がその記憶手段に記憶されている、ラ
ベルである。
【００１６】
　本発明にしたがった特徴的な特徴は、装置に対してスペクトル機会を識別するように最
新式の技術を採用する必要がない有利点を提供する。本発明にしたがって、ラベルは、ス
ペクトル機会を識別するために用いられる。エントリ（人間、組織等）は、ラベルにおい
て記憶されるスペクトル機会を購入し又は借り、そのスペクトル機会を装置で利用可能に
する。装置は、ラベルに記憶されている情報により識別されるようにスペクトル機会にし
たがって通信ユニットを容易に調節し、このスペクトル機会を用いて通信を開始する。
【００１７】
　原理的には、バーコードのような任意のラベル又はタグを使用することが考えられる。
しかしながら、ＲＦＩＤ（“無線周波数識別”）を用いて、タグリーダは、低コストで、
再プログラム可能で、使い捨て可能な解決方法が装置に対するスペクトル機会を識別する
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ために適用される有利点を与える。更に、ＲＦＩＤタグ（ラベル）を用いることは、ラベ
ルリーダとラベルとの間の視線を必要とせず、そのことは、その使用を更に快適にする。
【００１８】
　外付けリーダを用いることにより、内蔵リーダを持たない装置がまた、本発明に関連し
て用いられる有利点が与えられる。
【００１９】
　内蔵リーダを用いることにより、コンパクトな装置を用いることができる有利点が与え
られる。
【００２０】
　スペクトル機会パラメータを用いることにより、ラベルから情報を検索した後に、装置
は通信ユニットを即座に調節して、通信を開始するという有利点が与えられる。
【００２１】
　他の実施形態においては、スペクトル機会を規定するスペクトル機会パラメータの完全
な集合がラベルに記憶されていて、ラベルから読み取られるスペクトル機会を記憶した後
に、装置は通信を開始することができる。
【００２２】
　しかしながら、上記の実施形態は、ラベルにスペクトル機会のスペクトル機会パラメー
タ全てを記憶することを必要とする。他の実施形態は、ラベルに全てのスペクトル機会を
記憶する必要はない。この実施形態においては、ラベルは情報のみを有し、その情報は特
定のスペクトル機会に関する又はそれを表すものである。例えば、その情報は鍵であり、
その鍵は特定のスペクトル機会に関連するものである。装置は鍵をデータベースに送信し
、データベースからスペクトル機会を受信する。
【００２３】
　この実施形態の更なる有利点は、単純な鍵のみを記憶する必要があるために、ラベルに
おける記憶量に対する制約がなく、必要に応じて、変えられるべきスペクトル機会を参照
するラベルが既に販売済みの場合であっても、スペクトル機会は中央で、即ちデータベー
スにおいて容易に変えられる。
【００２４】
　この実施形態においては、ラベルの情報は、データベースから検索されるスペクトル機
会を完全に識別することが可能である。
【００２５】
　しかしながら、この実施形態はまた、装置依存性パラメータを実現することができる有
利点を有する。この実施形態においては、装置及び／又は環境に関する特定のパラメータ
が、装置により用いられるべきスペクトル機会を指定するときに、考慮されることが可能
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は、本発明にしたがった装置ＤＥＶの第１実施形態である。本発明にしたがった装
置ＤＥＶのための実施例は、一般に、無線装置、例えば、コマンド又は情報を交換するよ
うに無線通信を用いる家庭用、オフィス用又は工場用電気製品である。通信は、異なる装
置間で直接、行われることが可能である、又は、本発明にしたがった装置は、（無線）Ｌ
ＡＮのようなネットワークに接続されることが可能である。例えば、本発明にしたがった
装置ＤＥＶはまた、携帯型無線サービスのために用いられることが可能である。
【００２７】
　この実施例においては、装置ＤＥＶは、処理器ＰＲＯとメモリＭＥＭとを有する。処理
器ＰＲＯは、例えば、マイクロプロセッサ、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、コンピュータ
、回路カード、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）及びそれらと装置ＤＥＶの既に一部で
ある他の種類の処理装置との組み合わせ又は一部を表すことが可能である。メモリＭＥＭ
は、例えば、ディスクに基づく光又は磁気記憶ユニット、電子メモリ及びそれらと他のメ
モリ装置との組み合わせ又は一部を表すことが可能である。
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【００２８】
　図示しているように、装置ＤＥＶはまた、ネットワーク、例えば、異なるスペクトル機
会を用いる、他の装置との無線／ＷＬＡＮネットワーク等のネットワークと通信すること
ができる通信ユニット（例えば、ブルートゥース、セルラー、８０２．１１、ＷＭＴＳ（
“Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｌｅｍｅｔｒｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ”）、Ｇ
ＳＭ等）を有する。そのような装置ＤＥＶはまた、“スペクトル迅速無線”として知られ
ている。
【００２９】
　スペクトル機会は、少なくとも１つのスペクトル機会パラメータの集合によって規定さ
れる。周波数又は周波数領域はそのようなスペクトル機会パラメータである。一般に、特
定のスペクトル機会は、複数のパラメータにより表される。そのようなパラメータの例に
は、次のようなものがある。
（ｉ）　　複数のスペクトル（周波数又は周波数領域）
（ｉｉ）　ＭＡＣスキーム
（ｉｉｉ）時間の長さ
（ｉｖ）　場所（地理的、等）
（ｖ）　　角度方向（例えば、指向性アンテナ）
（ｖｉ）　ＦＣＣポリシー制約の緩和（例えば、ＦＣＣポリシーは１００ｍＷに送信を制
限するが、上記の機会は、最大１Ｗまで送信するように基準を緩和する用にする）又は
（Ｖｉｉ）上記のアイテムの全て又は一部の組み合わせ、若しくは複数の上記のアイテム
　下記において、スペクトル機会の具体的な実施例について説明する。
スペクトル＝６５０ＭＨｚ
ＭＡＣ＝８０２．１１
時間＝２時間（２００４年１０月２１日開始、２００５年１月２１日終了）
場所＝米国ニューヨーク市
角度方向＝なし
ポリシーの緩和：電力＝１ｗ
　即ち、その装置は、米国ニューヨーク市において２００４年１０月２１日に開始して２
００５年１月２１日に終了する２時間の全期間の間に、アクセス制御として８０２．１１
を用いて６５０ＭＨｚにおけるスペクトルにアクセスすることができ、１Ｗの最大電力を
用いることができる。
【００３０】
　上記パラメータは、スペクトル機会を表すように最大頻度で用いられるパラメータであ
ることに留意する必要がある。スペクトル機会パラメータ（ｉ）、（ｉｉ）及び（ｉｖ）
は、最も重要であり、全てのスペクトル機会において通常、規定されるパラメータである
。しかしながら、ここで列挙していない更なるパラメータをまた、スペクトル機会の表現
のために代替として及び／又は付加的に用いることができる。
【００３１】
　更に、装置ＤＥＶは、特定のスペクトル機会に通信ユニットＣＭＭを切り換えるための
スイッチング手段を有する。例えば、それらのスイッチング手段は、通信ユニットＣＭＭ
において実施されることが可能であり、又は、装置ＤＥＶの他の部分、例えば、処理器Ｐ
ＲＯ及びメモリＭＥＭはソフトウェアと共に、特定のスペクトル機会に通信ユニットＣＭ
Ｍを切り換えることができる。
【００３２】
　装置が新しいスペクトル機会を得るとき、スイッチング手段は通信ユニットＣＭＭ、即
ちＭＡＣ（“媒体アクセス制御”）層及び物理層を調節し、その通信ユニットＣＭＭは、
通信媒体において単一送信の電気的、機械的及び時間的特徴を伴って、新しいスペクトル
機会のスペクトル機会パラメータに接続される。装置ＤＥＶは、セルラー及びブルートゥ
ースのような種々の既知の物理層の何れの１つ又はそれ以上を有する。更に、装置ＤＥＶ
は、ラベルＴＡＧから情報ｉｎｆを読み取ることができる内蔵ラベルリーダＲＥＵを有す
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る。ラベルＴＡＧはＲＦＩＤタグを有する。ラベルリーダＲＥＵはＲＦＩＤ型リーダであ
る。原理的には、例えば、バーコードリーダ等の他の種類のラベル／読み取り機構を用い
ることが可能である。しかしながら、冒頭部分で述べたように、ＲＦＩＤタグの使用は有
利である。ＲＦＩＤタグはアクティブ又はパッシブであることが可能である。
【００３３】
　ＲＦＩＤタグＴＡＧは、原理的には、アンテナ、送受信のためのアナログ回路（トラン
スポンダ）及びデジタル回路及び永続的メモリＴＭＥを有する。しかしながら、ＲＦＩＤ
タグのそれらのハードウェアの機能は、当業者には既知であり、それ故、図に示していな
い。
【００３４】
　したがって、リーダＲＦＩＤラグリーダＲＥＵは、単に模式的に示されている。そのタ
グリーダＲＥＵは、ＲＦＩＤタグＴＡＧと通信するようにメモリＭＥＵとメモリＭＥＵと
を有する。
【００３５】
　特定のスペクトル機会を識別する情報ｉｎｆは、ＲＦＩＤタグＴＡＧのメモリＴＭＥに
記憶されている。通常、１つのスペクトル機会のみに関する情報はＲＦＩＤタグＴＡＧに
記憶されている。しかしながら、２つ以上のスペクトル機会（又は、各々の情報がスペク
トル機会を表す更なる情報の部分）がＲＦＩＤタグに記憶されている。
【００３６】
　図２は、本発明にしたがった装置ＤＥＶの第２実施形態を示している。図２に示す装置
ＤＥＶは、内蔵ラベルリーダを有していず、外部ラベルリーダＲＥＵ′に接続されている
ことにより、図１に示す装置と異なっている。外部ＲＦＩＤタグリーダＲＥＵ′及び装置
は、インターフェースＩＮＴ、ＩＮＴ′、例えば、シリアルインターフェースを介して結
合されることが可能である。
【００３７】
　ラベルリーダＲＥＵ、ＲＥＵ′を用いて、装置ＤＥＶは、ＲＦＩＤタグＴＡＧからスペ
クトル機会に関する情報ｉｎｆを読み取る。メモリＭＥＭにスペクトル機会を記憶した後
に、装置ＤＥＶは、新しいスペクトル機会のスペクトル機会パラメータにしたがって通信
ユニットＣＭＭを調節する。通信ユニットＣＭＭを調節した後に、その通信ユニットは、
新しいスペクトル機会を用いて通信を開始することができる。
【００３８】
　原理的には、装置ＤＥＶに対してスペクトル機会パラメータを利用可能にするために、
次のような２つの可能性が存在する。
【００３９】
　（ｉ）装置ＤＥＶが新しいスペクトル機会を用いて通信する必要がある全てのパラメー
タはＲＦＩＤタグＴＡＧに直接、記憶されている。この実施形態は、装置ＤＥＶが必要と
するもの全てがＲＦＩＤタグＴＡＧに記憶されていて、それ故、スペクトル機会パラメー
タを受信するようにデータベースへの接続を確立する必要はないという有利点を与える。
この実施形態の可能な不利点は、ＲＦＩＤタグＴＡＧにおいて記憶されているスペクトル
機会パラメータは静的であり、そしてスペクトル機会が記憶されたときの市場又は機会状
態を反映することである
　（ｉｉ）ＲＦＩＤタグＴＡＧに記憶されている情報ｉｎｆはスペクトル機会パラメータ
ではなく、スペクトル機会を識別している鍵のみを有する。スペクトル機会自体はデータ
ベースに記憶されていて、装置は、データベースからスペクトル機会パラメータを得る（
ＳＭＳ、ＭＭＳ等を介してのダウンロードにより）ことが可能である。この実施形態の主
な有利点は、情報がＲＦＩＤタグＴＡＧに記憶されているときではなく、ＲＦＩＤタグＴ
ＡＧが用いられているときに、スペクトル機会は市場又は機会状態を反映することである
。この実施形態の不利点は、装置がデータベースと通信するための手段を有することであ
る。
【００４０】
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　図３は、ＲＦＩＤタグＴＡＧに記憶されている情報ｉｎｆがスペクトル機会を識別する
鍵を有する状態に関する発明にしたがった方法を示している。第１段階において、ユーザ
は、ＲＦＩＤタグＴＡＧに彼の装置ＤＥＶを接続し（１）、情報ｉｎｆを読み取る（２）
。次の段階において、装置ＤＥＶは、スペクトル機会が記憶されているデータベースＤＡ
Ｂに接続される（３）。ＲＦＩＤタグＴＡＧから受信され、装置ＤＥＶからデータベース
ＤＡＢに送信された情報ｉｎｆにしたがって、特定のスペクトル機会は装置ＤＥＶに転送
される（４）。上記のように、スペクトル機会（パラメータ）は、データベースＤＡＢか
ら装置ＤＥＶに送信されることが可能であり、又は装置ＤＥＶは、データベースＤＡＢか
らスペクトル機会（パラメータ）をダウンロードすることが可能である。
【００４１】
　スペクトル機会を受信した後、装置ＤＥＶはスペクトル機会を記憶し、通信ユニットＣ
ＭＭを調節し、新しいスペクトル機会を用いて、他の装置ＶＥＶ′との通信を開始するこ
とができる（５）。装置ＶＥＶ′との通信は、直接に又は無線／ＷＬＡＮネットワークを
介して行われることが可能である。
【００４２】
　装置ＤＥＶは、接続を確立することによりデータベースＤＡＢと通信することが可能で
ある。この接続は、有線又は無線であることが可能である。装置ＤＥＶは、データベース
ＤＡＢと通信するために通信ユニットＣＭＭを用いることが可能である。この実施形態に
おいては、固定された無線スキームを用いるということは有利である。しかしながら、装
置ＤＥＶは、データベースＤＥＢ（例えば、通信ユニットＣＭＭがブルートゥース通信ユ
ニットである場合に、データベースＤＡＢはインターネットに接続されている）と通信す
るための更なる手段（図示せず）を必要とすることがまた、可能である。
【００４３】
　図４は、ＲＦＩＤタグＴＡＧに記憶されている情報ｉｎｆがスペクトル機会パラメータ
を有する実施例を示している。ユーザは彼の装置ＤＥＶをＲＦＩＤタグＴＡＧに接続し（
１）、スペクトル機会パラメータを有する情報ｉｎｆを受信する（２）。スペクトル機会
は装置ＤＥＶに記憶され、通信ユニットＣＭＭは調節され、そして装置ＤＥＶは他の装置
ＤＥＶ′との通信を開始することができる（３）。
【００４４】
　下記には、ＲＦＩＤタグＴＡＧの入来情報に応じて、本発明にしたがった装置ＤＥＶに
より行われる作用について説明している。
（ａ）情報＝なし；意味：装置ＤＥＶに既に記憶されている１つのスペクトル機会；作用
：装置ＤＥＶは装置ＤＥＶに既に記憶されているスペクトル機会を用いる。
（ｂ）情報＝スペクトル機会の説明：ＲＦＩＤタグＴＡＧに記憶されている１つのスペク
トル機会；作用：通信のためにこのスペクトル機会を用いて、ＲＦＩＤタグＴＡＧから装
置ＤＥＶにスペクトル機会をコピーする。
（ｃ）情報＝ＲＦＩＤタグＴＡＧの識別番号（ＩＤ）；意味：これは、データベースＤＡ
Ｂにおけるスペクトル機会ための（主）鍵である；データベースＤＡＢから鍵により識別
されたスペクトル機会を検索し、通信のためにそのスペクトル機会を用いる。
（ｄ）情報＝ＲＦＩＤタグＴＡＧの識別番号（ＩＤ）及びリーダＲＥＵ、ＲＥＵ′（又は
、装置）の識別；意味：スペクトル機会データベースＤＡＢにおける２つの（主）鍵；デ
ータベースＤＡＢから鍵により識別されたスペクトル機会を検索し、通信のためにそのス
ペクトル機会を用いる。
（ｅ）情報＝ＲＦＩＤタグＴＡＧの識別番号（ＩＤ）、リーダＲＥＵ、ＲＥＵ′（又は、
装置）の識別番号及び環境変数；意味：スペクトル機会データベースＤＡＢにおける３つ
の（主）鍵；データベースＤＡＢから鍵により識別されたスペクトル機会を検索し、通信
のためにそのスペクトル機会を用いる。
【００４５】
　シナリオ（ｄ）においては、２つの鍵、即ち、ＲＦＩＤタグＴＡＧの１つ及び装置ＤＥ
Ｖの１つは、共に１つのスペクトル機会を識別する。
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【００４６】
　シナリオ（ｅ）においては、２つの鍵及び更なる（環境）はスペクトル機会を規定する
。例えば、一部の新しいタグは、環境変数（熱、光、圧力）を測定するセンサを有する、
又は、装置がそのようなセンサを有する。
【００４７】
　シナリオ（ｄ）及び（ｅ）においては、ＲＦＩＤタグＴＡＧのみが、スペクトル機会、
例えば、周波数及びＭＡＣスキームの部分的であるが本質的な識別番号を与え、他のスペ
クトル機会パラメータが装置ＤＥＶ及び／又は環境変数により規定される。
【００４８】
　要約すると、次のような可能性がある。
ｉ）１つ又はそれ以上のスペクトル機会（又は、対応する情報／鍵）はラベルに完全に記
憶されている。
ｉｉ）１つ又はそれ以上のスペクトル機会（又は、対応する情報／鍵）はラベルに完全に
記憶されている；スペクトル機会を完全に規定する更なるスペクトル機会パラメータは、
その場合、装置及び／又は環境変数により、並びに／若しくは他のラベルにより規定され
る（下記のｉｉｉ）を参照されたい）。
ｉｉｉ）１つのスペクトル機会と関連するスペクトル機会パラメータ（又は、対応する情
報／鍵）はまた、複数のラベルに完全に記憶されていることが可能である。
【００４９】
　本発明は、簡単な方法で装置のスペクトル機会を識別することを可能にし、それ故、装
置のコスト及び複雑度を付加しない。
【００５０】
　更に、本発明にしたがった装置ＤＥＶは、スペクトルの二次ユーザとして機能すること
が可能である（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ
，Ｎｏｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｒｏｐｏｓｅｄ　Ｒｕｌｅ　Ｍａｋｉｎｇ　ａｎｄ　Ｏｒｄｅ
ｒ，　Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｎｇ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｓ　ｆｏｒ　Ｆｌｅｘｉｂｌ
ｅ，Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ，ａｎｄ　Ｒｅｌｉａｂｌｅ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｕｓｅ　Ｅｍ
ｐｌｏｙｉｎｇ　Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，ＦＣＣ
０３－３２２，２００３）。このことは、装置が保証されたスペクトルの使用を得る必要
があり、スペクトル機会を発見する幸運に依存しないことを意味する。このことは、スペ
クトルのサブライセンスのための市場を開く。本発明は、スペクトルのサブライセンスの
分配を可能にする。
【００５１】
　例えば、スペクトル迅速無線装置ＤＥＶにおいては、同種の装置との通信が所望される
。しかしながら、その装置は、スペクトルについて競合する多くの装置が存在する地理的
領域で動作する。エンティティがその領域でスペクトルにサブライセンスを与え、複数の
スペクトルを転売／再分配することが考えられる。それ故、ＲＥＩＤタグＴＡＧは保証さ
れたスペクトル機会と関連付けられる。上記のように、無線装置ＤＥＶはＲＥＩＤタグＴ
ＡＧを読み取り、パラメータを得、そして上記の作用を実行する。その無線装置ＤＥＶは
、スペクトル機会を表すパラメータを用いて、通信を開始することができる。
【００５２】
　上記の実施形態は本発明を限定するのではなく、例示するものであり、当業者は、同時
提出の特許請求の範囲により規定される本発明の範囲から逸脱することなく多くの代替の
実施形態をデザインすることができることに留意する必要がある。用語“を有する”及び
その用語の派生語は、全体として、何れの請求項又は明細書に列挙されている要素又は段
階以外の要素又は段階の存在を排除するものではない。要素の単数表現は、その要素の複
数の存在を排除するものではなく、その逆もまた然りである。本発明は、幾つかの個別の
要素を有するハードウェアにより、及び適切にプログラミングされたコンピュータにより
実施されることが可能である。幾つかの手段を列挙している装置請求項においては、それ
らの手段の幾つかは、ハードウェアと全く同じアイテムにより実施されることが可能であ
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る。特定の手段が互いに異なる独立請求項に列挙されているということのみにより、それ
らの手段の組み合わせが有利に使用できないことを意味するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明にしたがった装置のブロック図である。
【図２】本発明にしたがった装置の第２の実施形態のブロック図である。
【図３】本発明にしたがった方法を示す図である。
【図４】本発明にしたがった更なる方法を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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