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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナ及び制御装置を含む制御ノードと、
　それぞれ参加者ユニットを含む複数の参加者ノードと、
　を含むシステムであって、
　各参加者ノードは、電子的に操縦可能なビーム・アンテナと、参加者制御装置と、を含
み、
　前記制御ノードが、システム・トポロジ情報に基づいて、前記システムのトポロジを再
構成することにより、前記システムのスループットを最適化することができると判定した
ときに、前記制御ノードが、前記複数の参加者ノードのそれぞれに、アンテナ方向に関す
る情報を提供し、前記複数の参加者ノードの１つの前記アンテナ方向は、前記複数の参加
者ノードの別の１つからの情報の送信または受信を可能にする、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ノードはまた、前記複数のノードのそれ
ぞれに送信電力レベルを提供する、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記システム・トポロジ情報は、前記複数の参加
者ノードのそれぞれによって転送されるトラフィックの量を含む、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、第１の物理的方向における前記複数の参加者ノー
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ドの１つによって受信される情報は、第２の物理的方向における前記複数の参加者ノード
の別の１つに転送される、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記参加者制御装置は、前記パケットをどこに送
るかを決定するために、受信した各パケットと関連付けられたラベルを検査する、システ
ム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ノードは、ボイス・オーバ・インターネ
ット・プロトコル（ＶｏＩＰ）スイッチを含み、それによって、電話サービスを前記複数
の参加者ノードに提供する、システム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、前記制御ノードは、電話網、データ・ネットワー
ク、及び／またはビデオ・ネットワークに接続される、システム。
【請求項８】
　無線ネットワークを制御するための方法であって、
　前記ネットワークのトポロジを決定するステップと、
　前記決定されたネットワーク・トポロジを実現するために、制御ノードによって、前記
ネットワークの複数の参加者ノードのそれぞれのための第１及び第２のアンテナ指向方向
を提供するステップと、
　前記制御ノードによって、前記複数の参加者ノードから情報を受信するステップであっ
て、前記情報は、特定の参加者ノードが信号を受信できる元である他の参加者ノードのそ
れぞれに対する通信パラメータを識別する、ステップと、
　前記制御ノードによって、前記複数の参加者ノードからの前記情報に基づいて、前記ネ
ットワークのトポロジを再構成することにより、前記ネットワークのスループットを最適
化することができると判定するステップと、
　前記制御ノードによって、前記情報に基づいて前記ネットワークを再構成するステップ
であって、前記再構成は、前記複数の参加者ノードの少なくとも１つのための新しい第１
及び第２のアンテナ指向方向の識別子を含む、ステップと、
　を含む方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、前記通信パラメータは、信号対雑音比である、方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の方法であって、前記再構成は、前記複数の参加者ノードのそれぞれに
よって転送されるトラフィックの量にも基づく、方法。
【請求項１１】
　請求項８に記載の方法であって、
　パケットを受信するステップと、
　前記パケットのラベルを検査するステップと、
　前記ラベルに基づいて前記パケットをどこに送るかを決定するステップと、
　を更に含む方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載の方法であって、前記複数の参加者ノードのそれぞれは、サブネット・
アドレスを割り当てられ、前記方法は、
　参加者ノードによってパケットを受信するステップと、
　前記パケットのサブネット・アドレスに基づいて前記パケットを送信するステップと、
　を更に含む方法。
【請求項１３】
　請求項８に記載の方法であって、
　前記複数の参加者ノードの１つによって、別の参加者ノードとの接続が切れていること
を決定するステップと、
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　前記複数の参加者ノードの前記１つによって、制御テーブルを検査するステップと、
　前記制御テーブルにおける情報に基づいて、前記第１または第２のアンテナ方向を変更
するステップと、
　を更に含む方法。
【請求項１４】
　制御ノードと第１、第２、及び第３の参加者ノードとを含むネットワークにおける方法
であって、
　第１のパケットを、前記第１の参加者ノードから前記第２の参加者ノードに送信するス
テップと、
　前記第２の参加者ノードが前記第１のパケットを受信しなかったことを決定するステッ
プと、
　前記制御ノードから受信された情報、または前記第１の参加者ノードに格納された情報
に基づいて、前記第１のパケットを前記第３の参加者ノードに送信するステップであって
、前記第１の参加者ノードに格納された前記情報は、前記制御ノードから受信された、ス
テップと、を含んでおり、前記制御ノードが、システムのトポロジ情報に基づいて、前記
ネットワークのトポロジを再構成することにより、前記ネットワークのスループットを最
適化することができると判定したときに、前記制御ノードが、前記第１、第２、及び第３
の参加者ノードにアンテナ方向に関する情報を提供し、
　前記第１、第２、及び第３の参加者ノードの１つの前記アンテナ方向は、前記第１、第
２、及び第３の参加者ノードの別の１つからの情報の送信又は受信を可能にすることを特
徴とする、方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記第２の参加者ノードによって、前記第２の参加者ノードが前記第１の参加者ノード
からパケットを受信できないことを決定するステップと、
　前記制御ノードから受信された情報、または前記第２の参加者ノードに格納された情報
に基づいて、前記第２の参加者ノードのアンテナの方向を調節するステップであって、前
記アンテナの前記方向は、パケットを受信するための方向である、ステップと、
　を更に含む方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法であって、
　通信パラメータを、前記第１、第２、及び第３のノードから前記制御ノードに送るステ
ップと、
　前記制御ノードによって、前記通信パラメータと関連付けられた情報を、前記第１、第
２、及び第３のノードに提供するステップと、
　を更に含む方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であって、前記通信パラメータと関連付けられた前記情報は、
アンテナ指向方向、送信電力レベル、または送信周波数である、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に無線ネットワークの帯域幅密度を増大することによって、無線ネットワ
ークが、ローカル・ループの音声、ビデオ、及びデータのサービスの送達を行うことを可
能にすることに関する。より詳細には、本発明は、限定ではないが主に、集中管理と、空
間放射制御と、階層型メッセージング・アーキテクチャとを使用して、限定ではないが主
に、帯域幅密度及び信頼性を改善することによって、無線伝送の性能を増大することに関
する。帯域幅密度は、所与の地理的領域の加入者の集団に送達することができる一意の同
時発生のトラフィックの量である。
【背景技術】
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【０００２】
　（発明の背景）
　通信産業の規制緩和は、通信会社が、以前は競争が禁止されていた地域において競争す
ることを可能にした。その結果、電話会社は、従来の音声通信製品に加えて、高速データ
通信及びテレビ番組を提供することになった。同様に、ケーブル会社は、それらの既存の
ケーブル・インフラストラクチャ上で音声及び高速データ通信を提供する。既存のケーブ
ル及び電話網を改修するコストは、より高い月次請求書として顧客に転嫁されている。潜
在的な競争者が既存のケーブル会社及び電話会社と競争するために新しい有線インフラス
トラクチャを構築するために負担するコストは、非常に高いため、ケーブル会社及び電話
会社は、顧客を失うことをほとんど心配せずに顧客の月間請求を値上げすることができる
。
【０００３】
　現在、無線通信会社は、セルラ・ネットワークによって一連の通信サービスの提供を試
みている。例えば、幾つかの無線通信会社は、それらのセルラ・ネットワークを介して高
速データ及びビデオ通信を提供している。セルラ・ネットワークを介して高速データ及び
ビデオ通信を提供することは、従来の音声セルラ・ネットワークの大規模な改修を必要と
する。大規模な改修の後であっても、これらの改修されたセルラ・ネットワークにおいて
使用可能な実際の帯域幅密度は、既存の有線インフラストラクチャの帯域幅密度よりかな
り低く、通常は、大きな集団の利用者に、デジタル・テレビジョン信号とデジタル電話サ
ービスと高速インターネット・アクセスとを同時に送達するために十分ではない。これは
、部分的には、従来のセルラ・ネットワークの自己干渉の性質と、各セル・タワーが、大
きなサービス半径をカバーしなければならず、その利用可能なスループットを、利用者当
たりのコストを均一に許容レベルに近づけるために、多数の潜在的利用者の間で分割しな
ければならない事実とに起因する。高い改修コストと、セルラ・アーキテクチャ・モデル
によって提供される限られた帯域密度とのため、高速無線データ及びビデオ通信は、主に
商用利用者によって利用されるが、それは、商用利用者が、そのようなサービスに関連す
る高い請求書を支払う能力があるためである。
【０００４】
　既存のセルラ・ネットワークは、ポイント・ツー・マルチポイント通信モデルに基づく
。詳細には、基地局（即ち、ポイント）が、ある特定のセル内の幾つかの移動局（即ち、
マルチポイント）にサービスする。特定のセルにより提供されうる帯域幅は、限られてお
り、特定のセル内の全ての移動局の間で分割されなければならない。従って、特定のセル
内の移動局が増えるほど、特定の移動局に割り当てることができる帯域幅量が小さくなる
。更に、１つのセルラ・ネットワーク内の各セルは、そのネットワーク内で近接して位置
する他のセルに対して干渉をもたらし、各移動局は、他の移動局に対して干渉をもたらす
。このセル対セルの干渉は、通常、隣接のセルに対する異なる周波数割当てを用いること
によって軽減されるが、それにより、セルラ・モデルの使用のコスト及び複雑さが更に増
大する。
【０００５】
　セル・タワーと移動局の間の潜在的に長い距離は、タワーと移動局の間のスループット
を制限するまたは除去しうる多数の障害及び干渉源をもたらすおそれがある。これは、特
に、中央のタワーからかなりの距離に位置する移動局について、接続の確実性及び速度を
、予測不能で信頼できないものにする。これらの要因の全ては、更に、特定のセル内の基
地局によって提供することができる全帯域幅を、特に、移動局がセル・タワーに送信して
いるときのリターン経路上において、縮小させる。これらの理由から、ほとんどの消費者
サービスは、上流に提供される帯域幅が利用者に向かう下流よりもかなり小さい、非対称
サービスとして構成される。
【０００６】
　その他のサービスでは、いわゆるメッシュ・アーキテクチャを設計することにより、ポ
イント・ツー・マルチポイント無線アーキテクチャの帯域密度制限を克服しようと試みる
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。これらの設計を用いて、多くの低出力の無線送受信機が、各無線機の信号が複数の他の
無線機によって受信できるように、互いに近接して配置される。これらの無線機は、それ
ぞれ、ストア・アンド・フォワード・ルーティング機能を装備し、トラフィックのパケッ
トを受信する各無線機が、ある点で、それを別の無線機に転送し、次いで、この別の無線
機が、パケットを最終的な宛先に転送できるようになされている。
【０００７】
　典型的なメッシュ・アーキテクチャの１つの問題は、送信を行おうとする任意の無線機
は、それの範囲内のメッシュ・ネットワークにおける全ての他の無線機が送信を行ってい
ない状態まで、待機しなければならないことである。この結果、大きなメッシュ・ネット
ワークにおけるほとんどの無線機は、送信状態よりも送信待機状態にあることになる。送
信待機状態における大量の時間のため、ネットワーク内の各ノードの平均スループットが
大幅に減少し、結果として、ネットワーク全体における総体的な帯域幅密度の性能が悪く
なる。メッシュ・ネットワーク内の各ノードに複数の指向性アンテナを装備して、これら
のアンテナをネットワーク内の特定の他のノードに物理的に照準を向けることによって、
自己干渉を軽減し、メッシュ・ネットワーク内のノード間の実用距離を増大する試みが行
われている。これは、メッシュ・ネットワークの性能を改善することができるが、ノード
が追加されまたネットワークから除去されるのに伴い、物理的にアンテナの照準を向ける
こと及び向け直すことは、コストがかかり操作的に複雑であり、環境条件の変更が個々の
ノードの間のスループット性能に影響する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（発明の概要）
　例示的実施形態は、無線ネットワークの集中管理に関する。制御ノードは、ネットワー
ク内の各参加者ノードから制御ノードによって検出され制御ノードに送信される情報に基
づいて、ネットワーク・トポロジを検査する。中央のノードは、各ノード及びネットワー
ク全体の性能を最適化するために、１つまたは複数の参加者ノードに指示を提供する。制
御ノードからの指示は、制御ノードによって更新されるまで、各参加者ノードにローカル
に格納され、この指示は、特定の受信する参加者ノードへの送信時に使用するための、送
受信アンテナ指向方向と、可能なチャネル／周波数割当てと、送信電力の最適量との優先
順位を含む。指示をローカルに格納することにより、参加者ノードは、制御ノードから直
接指示を受け取るのを待たずに、ネットワーク環境において検出された変更に、迅速に反
応することができる。適切なときに、制御ノードは、ネットワーク割当てを再最適化し、
それらを影響される参加者ノードに送ることができる。
【０００９】
　ネットワークの最適化は、ネットワーク内の他の経路が十分に活用されない状態で単一
の経路が輻輳しないように、ネットワークのマルチホップ経路を管理することによって、
ネットワークの容量及び信頼性を確定的に管理するために行われる。これは、参加者ノー
ドの予期せぬ喪失や特定の経路上の信号の遮断から、ネットワークが、それ自体を「修復
」することを可能にする。通常、マルチホップ・ネットワークのネットワーク・ノードは
、直接隣接したルータについてのみ知っているルータを有し、従って、これらのネットワ
ークは、特定のノードがそれ自体から１ホップよりも離れたスループットの制限を予測す
ることができないため、本明細書に開示の集中管理によって提供される負荷バランシング
を実現することができず、「ベスト・エフォート」のスループット性能、従って低レベル
の帯域密度を提供できるだけである。
【００１０】
　本発明の他の態様は、各到来パケットを検査する各参加者ノード内のパケット・プロセ
ッサを組み込み、パケットが特定の参加者ノードに向けられているかどうか、または、パ
ケットが別の参加者ノードに転送されるかどうかを決定する。パケットが転送される場合
、プロセッサは、制御ノードから送られたパラメータを格納する、参加者ノードのローカ
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ル・テーブルを検査する。次いで、パケット・プロセッサは、この情報を使用して、アン
テナの照準を向けること、使用すべき周波数／チャネルを任意選択すること、及び、指定
された受信側にパケットを送信するために使用する電力レベルを調節することによって、
所望の方向にパケットを転送する。ノードに格納されたネットワーク最適化情報と協調し
てこのブリッジ／ルータ・プロセッサを使用することにより、ネットワークを介したパケ
ットの転送の待ち時間が減少し、それにより、ネットワークのスループットとその帯域密
度が更に改善される。
【００１１】
　動的交換無線接続のグリッドを構成するための多数の一元的に調整される電子的に操縦
可能なビーム・アンテナの使用により、使用可能な割り当てられたスペクトルが、非常に
効率的に再使用される。これは、互いに向き合うように配列されたアンテナ群は、一方の
群におけるアンテナが他のアンテナ群から逸れた方向に向けられる限り、同じネットワー
ク内の他のアンテナ群に干渉しない傾向があるからである。これにより、ポイント・ツー
・マルチポイント・アーキテクチャにおける単一のタワーによって処理されうる総トラフ
ィックの何倍も搬送するために、並行して同じ周波数を複数回使用することができる管理
された隔離空間サブネットが作られる。
【００１２】
　本発明の他の態様は、時間ベースの決定をメッセージングにおける不当なオーバヘッド
なしに処理することを可能にする、システムの要素と協調して動作する階層型制御プレー
ンを組み込む。階層型管理は、参加者ノードが、マイクロ秒単位でまたはパケット・プリ
アンブルの時間関数の範囲内でポリシまたはルート決定を行うこと、アンカ・ポイントが
、ネットワーク・ルーティング及びトラフィック最適化のための、ミリ秒単位の決定を行
うこと、ならびに、ネットワーク・オペレーション・センタが、参加者ノードにおける決
定のためにテーブルにデータ投入しうる、数秒間にわたる決定を行うことを可能にする。
【００１３】
　本発明の他の態様は、サブネットを組み込み、アドレッシング・スキーマが、近隣間の
ピア・ツー・ピアのデータの移動を可能にするために、ノード・セットまたはリンク・チ
ェーン当たりの、制御ノードにブリッジされるプライベート・サブネットに基づく。カス
タマＬＡＮインターフェースは、更に、ネットワーク・アドレス変換及びポート・アドレ
ス変換に加え、望ましくないピア・ツー・ピア・トラフィックを阻止するための暗号化に
よって隔離される。
【００１４】
　次に、添付の図面を参照して本発明が説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、例示的実施形態によるネットワーク１００を示す。ネットワークは、ネットワ
ーク・オペレーション・センタ１０２と、アンカ・ポイント１０４と、複数の加入者ノー
ド１０６ａ～１０６ｈ（本明細書では参加者ノードと呼ばれる）とを含む。参加者ノード
１０６ｈは、パケットの送信及び受信の両方に使用されるネットワークへの接続を１つだ
け有するため、「リーフ（ｌｅａｆ）」参加者ノードと呼ばれる。図１には、複数の非加
入者構内１０８ａ及び１０８ｂも示されており、これらの非加入者構内は、ネットワーク
の一部ではない。各参加者ノードは、（図１では単一の要素として示される）電子的に操
縦可能なビーム・アンテナ及び参加者制御装置１１０と、コンピュータ、電話機、及びテ
レビのような顧客構内機器（ＣＰＥ）への接続のための屋内ユニット１１２とを含む。
【００１６】
　アンカ・ポイント１０４は、ネットワーク１００と、ケーブルまたは衛星テレビジョン
・ネットワーク、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、及びインターネットのような他の通信ネ
ットワークとの間の接続を提供する。様々なノードの間の無線通信リンクは、８０２．１
１ａ、８０２．１１ｇ、及び８０２．１６などを含む幾つかの数の異なる無線技術を使用
して提供されうる。更に、無線通信リンクは、政府の規制を条件として、任意の周波数ス
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ペクトル上で存在することができる。ノード間の無線通信リンクは、回線交換接続または
パケット交換接続とすることができる。無線通信リンクは、参加者ノードごとに、約４か
ら３０メガビット毎秒のデータ転送速度を提供することができる。集中管理を用いて指向
性ノード・アンテナを電子的に互いに照準を向け合わせることによって高利得リンクを作
り出すことにより、自己干渉の軽減が実現されるため、８０２．１１ｇなどの接続技術は
、一般に実現されるより何倍も長い距離において参加者ノードを動的にリンクすることが
でき、例えば、ノード間のリンクは、１．６０９ｋｍ（１マイル）ほどに長くすることが
できる。
【００１７】
　制御ノードは、参加者ノード１０６ａ～１０６ｈから情報を受信し、ネットワーク最適
化指示を参加者ノード１０６ａ～１０６ｈのそれぞれに提供して、ネットワークのトポロ
ジを制御する。制御ノードは、ネットワーク・オペレーション・センタ１０２またはアン
カ・ポイント１０４に配置されうる。制御ノードは、各参加者ノード１０６ａ～１０６ｈ
に、下流の参加者ノードから情報を受信するための電子的に操縦可能なビーム・アンテナ
についての方向と、情報を上流に向けて参加者ノードまたは制御ノードに送信するための
電子的に操縦可能なビーム・アンテナについての方向とを提供する。制御ノードはまた、
複数の参加者ノード１０６ａ～１０６ｈのそれぞれについて、第２及び第３の上流及び下
流の方向のセットを提供する。空間の再使用は、動的に定義された空間サブネットの一部
分ではない他のノードからの自己干渉を低減することによって帯域密度を作り出す参加者
ノードに、制御ノードからアンテナ指向方向を提供することによって実現される。更に、
アンテナ指向方向の集中管理は、自己修復及び干渉回避機能を提供し、最適化されたレイ
ヤ１ネットワーク性能をもたらす。
【００１８】
　例示的実施形態によれば、ネットワークは、アンカ・ポイント１０４から、４つの参加
者ノード・ホップをサポートする。更に、ネットワークは、特定のノード・チェーンに対
するサブネット・アドレッシングを用いてインターネット・プロトコル（ＩＰ）アドレッ
シングを利用する。ノード・チェーンは、アンカ・ポイント１０４とネットワークのエッ
ジの参加者ノードとの間の複数の直列に配置されたノードを含む。図１では、参加者ノー
ド１０６ａ、１０６ｄ、１０６ｇ、及び１０６ｈが、ノード・チェーンを形成している。
ノード・チェーンに対するサブネット・アドレッシングの使用は、特定のノード・チェー
ンのノード間で伝達されるパケットの待ち時間を減少させる。サブネット・アドレッシン
グなしでは、特定のノード・チェーンの２つのノード間におけるパケットは、チェーンを
介してアンカ・ポイント１０４に移動しなければならず、そのアンカ・ポイント１０４が
、パケットを、ノード・チェーンの特定の参加者ノードに送り返すことになる。サブネッ
ト・アドレッシングを用いて実現される待ち時間の減少は、ノード・チェーンの参加者ノ
ード間のビデオの転送、または、ノード・チェーンの参加者ノード間のリアルタイム・ゲ
ームに関するデータの転送に有用である。
【００１９】
　ネットワークは、ノード間のパケットのルーティングのためにマルチプロトコル・ラベ
ル・スイッチング（Ｍｕｌｔｉｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）（
ＭＰＬＳ）を利用することができる。ＭＰＬＳを利用する結果、制御ノードは、入口と出
口の両方のラベル・スイッチ・ルータ（Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｒｏｕｔｅｒ）（Ｌ
ＳＲ）となる。従って、制御ノードは、着信パケットに対するラベル・スタックを与え、
発信パケットに対するラベルを破棄する。各参加者ノードは、ＬＳＲとして動作すること
ができ、ラベルの内容だけに基づいて転送の決定を行う。レイヤ３でのＩＰＳｅｃバーチ
ャル・プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）暗号化をＭＰＬＳと適合して使用して、ネ
ットワークのためのセキュリティを利用することができる。ラベル・スイッチ・パスは、
一定のレベルの性能を保証するために、ネットワークの輻輳を回避してルーティングする
ために、または、ネットワーク・ベースのＶＰＮのためのＩＰトンネルと併せて、適用さ
れうる。ネットワークは、他のタイプのラベル・スイッチング、または、ＭＰＬＳの修正
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形態を利用することができる。
【００２０】
　図２は、例示的参加者ノード２００を示す。参加者ノードは、屋上ユニット２１０及び
屋内ユニット２６０を含む。屋内ユニット２６０は、コンピュータ・データ用のイーサネ
ット（登録商標）、ビデオ用の同軸ケーブル、及び電話用のツイスト・ペアなどのような
、ＣＰＥへの接続を提供する。システムは、屋内ユニットの代わりに屋外ユニットを使用
して動作することもできる。例えば、屋外ユニットは、参加者ノードの構内への主要な電
話接続に接続することができる。この主要な電話接続は、ホーム・フォンライン・ネット
ワーク・アライアンス（Ｈｏｍｅ　Ｐｈｏｎｅｌｉｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎ
ｃｅ）（ＨＰＮＡ）技術を用いて、データ、ビデオ、及び電話通信を、既存の電話線を介
して提供することができる。代替として、屋外ユニットが、構内への主要な電線路に接続
することができ、この電線路は、電源プラグ（ＰｏｗｅｒＰｌｕｇ）技術を用いて、デー
タ、ビデオ、及び音声を、構内の既存の電気配線を介して提供することができる。他の代
替として、無線ＬＡＮ基地局が、加入者構内におけるデータの配信のために使用されうる
。屋内ユニットは、通信リンク２６５を介して屋上ユニットに接続され、屋上ユニットは
、屋内ユニット２６０と屋上ユニット２１０との間でデータ及び電力を伝送し、電力を加
入者構内から屋上ユニット２１０に提供する。通信リンク２６５は、ＲＧ６ケーブルなど
とすることができる。
【００２１】
　屋上ユニット２１０は、アンテナ２１２と、ビーム・スイッチャ２１４と、無線機２１
６と、ブリッジ及びルータ２１８と、制御装置２２０とを含む。アンテナ２１２は、ソリ
ッド・ステート・アンテナとすることができる。更に、アンテナ２１２は、そのサイズを
最小限にするよう設計されうる。開示のシステムで使用されうるアンテナは、約２５．４
ｃｍ（１０インチ）の高さとすることができる。ビーム・スイッチャ２１４は、アンテナ
２１２の様々なビームのどれが送信及び受信のためにアクティブであるかを個別に制御す
る。ビーム・スイッチャ２１４は、動的にエネルギーを収束する、即ち、約２６ミリ秒以
内に、別の参加者ノードの方向に送信することができる。アンテナ２１２のビームの高速
スイッチング時間により、ネットワークが、干渉、輻輳、または接続損失のようなネット
ワークにおける変化に迅速に反応することが可能になる。無線機２１６は、８０２．１１
ａ、８０２．１１ｇ、及び８０２．１６などを含む幾つかの無線技術を用いて動作するこ
とができ、あるいは、独自の無線技術を利用してもよい。
【００２２】
　ブリッジ及びルータ２１８は、プロセッサ２１９を含む。プロセッサ２１９は、マイク
ロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または、フィールド・プログラマブ
ル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）などとすることができる。ＡＳＩＣまたはＦＰＧＡの使
用のマイクロプロセッサに対して有利な点は、パケットが参加者ノードに向けられるかあ
るいはネットワーク内の次の参加者ノードに転送されるべきかを判定するために、パケッ
トを検査することができる速度である。詳細には、高速ハッシュ・アルゴリズムをＡＳＩ
ＣまたはＦＰＧＡにプログラムして、宛先アドレスなど特定のパケット・ヘッダ情報につ
いて、無線パケット・レイヤでパケットを検査することができる。ベースＴＣＰ／ＩＰス
タックにおいて検査することにより係る機能を実行するためにプロセッサ２２２を利用す
る従来の技法では、固有の取出し／書込み周期のために、パケットの転送に遅延が持ち込
まれることになる。
【００２３】
　制御装置２２０は、プロセッサ２２２及びメモリ２２４を含む。プロセッサ２２２は、
内蔵プログラムを実行しているマイクロプロセッサ、またはＡＳＩＣなどとして実装され
うる。
【００２４】
　メモリ２２４は、とりわけ、ローカル制御テーブル２２６を格納する。ローカル制御テ
ーブルは、最初に、制御ノードによって各参加者ノードに提供される。各ローカル制御テ
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ーブルは、パケットを受信するためのアンテナ指向方向と、パケットを送信するためのア
ンテナ指向方向及び電力レベルとを含む。送信電力レベルの制御は、送信ノードが、特定
のノードに送信するとき、許容できる信号対雑音効率及び最適なスループットを実現する
ためにちょうど十分な電力を使用するように実施され、その電力は、ネットワーク内の他
のノードに対する雑音レベルが不必要に上昇させるような必要より大きい電力ではない。
参加者ノードは、ローカル制御テーブルを使用して、即時の経路決定を行う。制御ノード
は、各参加者ノードに情報を提供してそのローカル制御テーブルを更新するために、参加
者ノードから取得した情報を使用する。
【００２５】
　ネットワークの信頼性を高めるために、ローカル制御テーブルは、アンテナ指向方向及
び関連する送信電力レベルの第２及び第３のセットを含むことができ、それらは、例えば
他の参加者ノードの１つに対するリンクが切れたために、アンテナ指向方向の第１のセッ
トが使用できない場合に使用される。ローカル制御テーブルは、修正されたオープン・シ
ョーテスト・パス・ファースト（Ｏｐｅｎ　Ｓｈｏｒｔｅｓｔ　Ｐａｔｈ　Ｆｉｒｓｔ）
（ＯＳＰＦ）ルーティング・プロトコルなどの様々な形態で実装されうる。ＯＳＰＦは、
トラフィック・モデルに対して最適化された幾つかの変数の基準を用いて、他の経路に対
して最短の経路を比較するように修正されうる。それらの変数は、経路の信号対雑音比、
経路に対し使用される電力レベル、及び、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）宛先アドレスを含
むことができるが、これらに限定されない。
【００２６】
　一時的干渉源が、参加者ノードと、参加者ノードがパケットを受け取る元である他の参
加者ノードとの間に発生したとき、参加者ノードは、そのローカル制御テーブルで第２の
受信アンテナ指向方向を調べて、ネットワークの継続性を維持する。同様に、この参加者
ノードに第１のアンテナ受信指向方向の方向から送信を行う参加者ノードは、第２の送信
アンテナ指向方向を使用して、ネットワークの継続性を維持しようと試みる。参加者ノー
ドは、許容できる通信リンクを有する場合、第２の受信アンテナ指向方向を使用しながら
、第１の送信アンテナ指向方向を継続して使用する。
【００２７】
　通信リンクが、許容できる通信リンクであるかどうかは、通信リンクによって提供され
る帯域幅量に依存する。帯域幅量は、ノード・チェーンにおける参加者ノードの最大数に
対する、音声、ビデオ、及びデータ通信を提供するために、帯域幅の最小量に基づいて決
定された所定の固定値とすることができる。代替として、帯域幅量は、参加者ノードに対
する特定の条件に基づいて決定することもできる。例えば、アンカ・ポイントと直接接続
された参加者ノードが、ノード・チェーン内の全てのアクティブな参加者ノードに対する
通信をサポートするための帯域幅が必要であるのに対し、リーフ参加者ノードは、それ自
体についての通信をサポートする帯域幅のみを必要とするので、リーフ参加者ノードは、
アンカ・ポイントと直接接続された参加者ノードよりかなり小さい帯域幅を必要とするだ
けでよい。更に、帯域幅量は、参加者ノードに提供されるサービスのタイプに基づいても
よい。例えば、音声サービスのみを受け取るリーフ参加者ノードは、音声、データ、及び
ビデオ・サービスを受け取るノードより、必要とする帯域幅がかなり小さい。
【００２８】
　参加者ノードが、アンテナ指向方向の新しいセットを制御ノードから受信する、第１の
送信アンテナ指向方向が、所望の参加者ノードへのリンクを提供しなくなる、第２の受信
アンテナ指向方向が、所望の参加者ノードへのリンクを提供しなくなる、または、第１の
受信アンテナ指向方向における干渉が、第１の受信アンテナ指向方向における所望の参加
者ノードに対してリンクが確立されるように減少するまで、参加者ノードは、第１の送信
アンテナ指向方向及び第２の受信アンテナ指向方向を継続して使用する。
【００２９】
　図３は、例示的制御ノード３００を示す。図３に示される実施形態では、アンカ・ポイ
ントは、制御ノードである。しかし、上述のように、制御ノードは、ネットワーク・オペ
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レーション・センタに配置することもでき、図３では、ネットワーク・オペレーション・
センタは、広域ネットワーク３１４を介してアンカ・ポイントに接続される。例示的実施
形態によれば、アンカ・ポイントは、約５００個の参加者ノードをサポートすることがで
きる。アンカ・ポイントは、複数のアンテナ／無線機要素３０２と、制御装置３０４と、
強化ルータ３１０とを含む。例示的実施形態では、アンテナ／無線機要素３０２は、６つ
にセクタ化されたトラフィック集約ポイントを作成して、６．４３６ｋｍ（４マイル）ま
でのサービス・エリアからのトラフィックを集約する。アンカ・ポイントを構成するため
に、より多いまたは少ないアンテナ／無線機要素を使用して、より大きいまたは小さい数
のセクタを利用することもできることは、理解されよう。
【００３０】
　制御装置３０４は、プロセッサ３０６及びメモリ３０８を含む。制御装置３０４は、無
線パフォーマンス監視と、照準アルゴリズムと、経路負荷バランシングと、リンク・レイ
ヤ割当てと、ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（ＶｏＩＰ）サービス品質（
ＱｏＳ）管理インターフェース応答と、喪失参加者ノード再計算と、ネットワークＶＰＮ
終了と、コントローラ・フェイルオーバと、ネットワーク制御プレーンとのための制御プ
レーン・ソフトウェアを含む。プロセッサ３０６は、マイクロプロセッサ、またはＡＳＩ
Ｃなどとすることができる。
【００３１】
　メモリ３０８は、とりわけ、参加者ノードから受信した制御情報とともにネットワーク
・トポロジを含む経路管理テーブルを格納する。制御装置３０４は、ネットワークの参加
者ノード間及び例えばインターネットでありうる広域ネットワーク３１４へのパケットの
転送のために使用される、物理（レイヤ１）ならびに論理（レイヤ２及び３）経路の割当
てを制御する。更に、広域ネットワークは、ＰＳＴＮ、及び／または、ケーブルもしくは
衛星テレビジョン・プロバイダなどのビデオ・プロバイダへの接続を含むことができる。
【００３２】
　強化ルータ３１０は、パケットの署名及び確認と、パケットの暗号化及び解読と、トラ
フィック統計の提供と、パケットのフィルタリング及び制限との追加機能を備えた従来の
ルータである。強化ルータは、ネットワークに対するセキュリティの追加レイヤを提供す
る。強化ルータは、バックホール接続３１２を介して、ローカル・ネットワークと広域ネ
ットワーク３１４との間でパケットを転送する。ローカル・ネットワークと広域ネットワ
ークとの間で転送されるトラフィック量に応じて、バックホール接続３１２は、１つまた
は複数のＴ１またはＴ３接続、あるいはそれ以上のものなどにすることができる。
【００３３】
　図４は、無線ネットワークの集中管理のための例示的方法を示す。制御ノードは、ネッ
トワーク・トポロジを決定する（ステップ４１０）。ネットワークが最初にセットアップ
されるとき、制御ノードには、最も効率的なネットワーク・トポロジのコンピュータ・シ
ミュレーションに基づいた初期ネットワーク・トポロジが提供されうる。ネットワークが
いったん稼動すると、以前に決定されたネットワーク・トポロジに基づく格納されたトポ
ロジにアクセスすることによって、ネットワーク・トポロジを決定することができる。決
定されたネットワーク・トポロジに基づいて、制御ノードは、複数の参加者ノードのそれ
ぞれのための少なくとも第１（送信）及び第２（受信）アンテナ指向方向を提供する（ス
テップ４０２）。制御ノードはまた、第１のアンテナ方向に関連付けられた送信電力レベ
ルを提供することができる。更に、制御ノードは、第１及び第２のアンテナ指向方向とそ
れに関連する送信電力レベルとの第２及び第３のセットを提供することができる。
【００３４】
　制御ノードは、複数の参加者ノードのそれぞれから情報を受信する（ステップ４３０）
。詳細には、複数の参加者ノードのそれぞれが、制御ノードにネットワークを介して送り
返される制御チャネルを介して情報を送信する。制御チャネルは、例えば周波数が、トラ
フィック・チャネルと物理的に異なるチャネルとしても、トラフィック・チャネルと同じ
物理チャネルを共用する論理チャネル（経路指定された経路）としてもよい。複数のノー
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ドのそれぞれが送信する情報は、特定のノードによって転送されているトラフィックの量
と、その特定の参加者ノードが「見る」ことができる他の参加者ノードの信号対雑音比の
値（即ち、それらの参加者ノードについては、特定の参加者ノードが、それらの参加者ノ
ードによって送信された信号を周囲雑音から実際に検出することができる）と、特定の参
加者ノードと特定の参加者ノードが見ることができるそれら他の参加者ノードとの間に存
在する雑音の推定値とを含む。更に、制御ノードは、参加者ノードのうち任意の２つに、
実際の信号対雑音比と、２つの参加者ノード間の結果として生じるスループットとを決定
するために、テスト・トラフィックを送るように指示することができる。制御チャネルは
、パケット・ヘッダ、ペイロード、または両方の暗号化によってセキュリティを利用する
ことができる。
【００３５】
　参加者ノード間の送信に使用される電力の量と、制御チャネルを介して受信された情報
とを含むネットワーク・トポロジに関する格納された情報を使用して、制御ノードは、ス
ループット、即ち帯域幅及び遅延の量を、ネットワークを再構成することによって最適化
できるかどうかを判定する（ステップ４４０）。制御ノードが、ネットワーク・トポロジ
はスループットについて既に最適化されたと決定した場合（判定ステップ４４０からの「
いいえ」経路）、制御ノードは、複数の参加者ノードのそれぞれからの情報を引き続き受
信する（ステップ４３０）。
【００３６】
　制御ノードが、ネットワークの再構成がスループットを最適化することになると決定し
た場合（判定ステップ４４０からの「はい」経路）、制御ノードは、少なくとも２つの参
加者ノードに新しいアンテナ指向方向を提供することによってネットワークを再構成する
。新しいアンテナ指向方向が２つのノードに提供されるのは、一方のノードが、送信のた
めに新しいアンテナ指向方向を使用し、対応する参加者ノードが、その送信を受信するた
めに新しいアンテナ指向方向を使用しなければならないからである。代替または追加とし
て、制御ノードは、１つまたは複数の参加者ノードの送信電力レベルを調節することによ
って、ネットワークを再構成することができる。ネットワークが、少なくとも２つの物理
チャネル、例えば２つの別の周波数帯を提供する場合、制御ノードは、少なくとも２つの
参加者ノードに、物理チャネルを変更するよう指示することによって、ネットワークを再
構成することができる。
【００３７】
　図５は、ネットワーク内の新しい参加者ノードを初期設定するための例示的方法を示す
。新しい参加者ノードがセットアップされると、即ち、アンテナが実装されて制御装置が
電源投入されると、参加者ノードの制御装置は、アンテナのスピン・レートを決定し、決
定されたレートでアンテナの回転を開始する（ステップ５０５）。アンテナの回転は、ア
ンテナ・ビームを例えば３６０°の所定の回転で電子的に操縦することを意味する。各新
しい参加者ノードは、スピン・レートを任意に選択し、スピン・レートは、いったん決定
されると、ノードに対し固定される。新しい参加者ノードは、隣接応答パラメータＮをゼ
ロにセットする（ステップ５１０）。
【００３８】
　ノードは、回転を行っている間、そのノードＩＤ（ＮＩＤ）とノードのプロビジョニン
グ要求など関連した情報とを、パイロット・チャネルを介してブロードキャストする（ス
テップ５１５）。例示的実施形態によれば、ノードＩＤは、参加者ノードのＭＡＣアドレ
スと、参加者ノード及び制御ノードによって共有される秘密鍵とを使用して形成される。
パイロット・チャネルは、制御及びトラフィック・チャネルから物理的に分離したチャネ
ルとしても、制御チャネル及びトラフィック・チャネルと同じ物理チャネルを共用する論
理チャネルとしてもよい。ノードは、回転を行っている間、ノードが隣接参加者ノードか
ら何らかの応答を受信したかどうか、即ち、ノードが何らかの隣接ノードを発見したかど
うかを判定する（ステップ５２０）。新しい参加者ノードが何れの隣接参加者ノードも発
見しなかった場合（判定ステップ５２０からの「いいえ」経路）、新しい参加者ノードは
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、引き続きパケット・チャネルを介して情報をブロードキャストする（ステップ５１５）
。しかし、新しい参加者ノードが隣接参加者ノードを発見した場合（判定ステップ５２０
からの「はい」経路）、新しい参加者ノードは、発見された隣接ノードからの応答として
受け取った情報を格納し、隣接応答パラメータＮを１だけ増分する（ステップ５２５）。
【００３９】
　次いで、新しい参加者ノードは、隣接応答パラメータＮが、隣接参加者ノードの所定の
数と等しいかどうかを判定する（ステップ５３０）。隣接参加者ノードの所定の数は、制
御ノードが、ネットワークを介して新しい参加者ノードに対して基本または代替の経路を
提供するために十分な情報を提供されるように、選択されうる。この数は、例えば、４つ
の隣接参加者ノードとしてセットすることができる。隣接参加者ノードパラメータＮが、
隣接参加者ノードの所定の数と等しくない場合（判定ステップ５３０からの「いいえ」の
経路）、新しい参加者ノードは、引き続きパイロット・チャネルを介して情報をブロード
キャストする（ステップ５１５）。しかし、隣接参加者ノードパラメータＮが、隣接参加
者ノードの所定の数と等しい場合（判定ステップ５３０からの「はい」の経路）、新しい
参加者ノードは、ネットワークへの接続を開始する（ステップ５３５）。
【００４０】
　図５に関連して説明された方法は、ある種の修正とともに、孤立参加者ノードと呼ばれ
るネットワークへの接続を失った参加者ノードのために使用することもできる。違いは、
孤立参加者ノードが、最初にネットワークで確立されたとき、そのスピン・レートを決定
し、従って、パイロット・チャネルを介して情報をブロードキャストしている間、このス
ピン・レートを利用することである。更に、リーフ・ノードは、ネットワークへの別の接
続を発見することを試みる際に、孤立ノードと同じ手順を用いることができる。更に、他
の参加者ノードは、タイムスタンプと、ノードとの同期の仕方についての情報と、他の送
信経路についての情報と、ノードに対する送信オプションとを定期的に送信する。
【００４１】
　図６は、既存の参加者ノードによって新しいノードを検出するための例示的方法を示す
。参加者ノードは、トラフィックを送信または受信していないとき、新しいノードを探し
て走査する。従って、参加者ノードは、参加者ノードがトラフィックを送信中または受信
中であるかどうかを判定する（ステップ６０５）。参加者ノードは、トラフィックを送信
中または受信中である場合（判定ステップ６０５からの「はい」経路）、引き続きトラフ
ィックを送信または受信する（ステップ６１０）。しかし、参加者ノードは、トラフィッ
クを送信中または受信中でない場合（判定ステップ６０５からの「いいえ」経路）、次に
参加者ノードは、新しいノードが特定の象限に存在するという指示を制御ノードから受信
したかどうかを判定する（ステップ６１５）。
【００４２】
　参加者ノードは、新しいノードが特定の象限に存在するという指示を受け取っていない
場合（判定ステップ６１５からの「いいえ」経路）、参加者ノードは、送信または受信す
るトラフィックがあるかどうかを判定するなどのノードの処理を継続する（ステップ６０
５）。しかし、参加者ノードは、新しいノードが特定の象限に存在するという指示を受け
取った場合（判定ステップ６１５からの「はい」経路）、参加者ノードは、信号対雑音比
に基づいて、そのアンテナをその象限に位置付けし、新しいノードの方向にロックオンを
試みる（ステップ６２０）。詳細には、参加者ノードが、象限を走査し、象限内の複数の
位置で、例えば象限内の１０°ごとにおいて、信号対雑音比の測定を行う。これらの測定
のうち最も高い信号対雑音比に対応する位置が、新しい参加者ノードの方向として選択さ
れる。参加者ノードは、最も高い信号対雑音比に対応する位置を見つけるまで（判定ステ
ップ６２５からの「いいえ」経路）、参加者ノードは、新しいノードに対するロックオン
を試みて、象限にわたってノードのアンテナの移動を継続する（ステップ６２０）。
【００４３】
　参加者ノードは、新しいノードにロックオンした場合（判定ステップ６２５からの「は
い」経路）、参加者ノードは、新しいノードのネットワーク識別子及びスピン・レートを
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受け取る（ステップ６３０）。次いで、参加者ノードは、新しいノードのネットワーク識
別子、スピン・レート、及び相対方向を、制御チャネルを介して制御ノードに報告する（
ステップ６３５）。
【００４４】
　参加者ノードは、参加者ノードが新しいノードに接続するために許可を制御ノードから
受信したかどうかを判定する（ステップ６４０）。新しいノードがネットワーク内に配置
されたとき、許可されたノードのみがネットワークの一部分となることを可能にすること
によってネットワークにセキュリティを提供するために、新しいノードのノードＩＤが、
制御ノードに格納される。制御ノードに格納されたノードＩＤを有するノードのみが、ネ
ットワークの一部分となることを可能にされる。従って、参加者ノードは、所定の時間量
内に新しいノードに接続するための許可を受け取らなかった場合（判定ステップ６４０か
らの「いいえ」経路）、参加者ノードが更に新しいノードに対してロックオンする試みを
止めることによって、新しいノードを拒否する。
【００４５】
　参加者ノードは、新しいノードに接続するための許可を受け取った場合（判定ステップ
６４０からの「はい」経路）、パケットの送信及び受信のためのアンテナ指向方向などの
通信パラメータを用いて新しいノードに応答する。通信パラメータはまた、パケットの送
信及び受信のための第２及び第３のアンテナ指向方向を含むことができ、第２及び第３の
アンテナ指向方向は、第１のアンテナ指向方向が有効でないとき、即ち、新しいノードと
、その指向方向に対応する参加者ノードとの間のリンクが有効でないとき、新しいノード
によって使用される。参加者ノードは、送信または受信すべきパケットを有する場合、通
信パラメータを新しいノードに送るために、参加者ノードは、送信または受信すべきパケ
ットがない状態まで待機する。
【００４６】
　図６には示されていないが、プロセス中に参加者ノードがパケットを送信または受信す
る場合はいつでも、参加者ノードは、手順を中断する。次いで、参加者ノードは、その送
信または受信を完了すると、手順を再開することができる。更に、参加者ノードは、プロ
セスを終了するために制御ノードからメッセージを受信する。これは、制御ノードが、新
しいノードにロックオンした１つまたは複数の他の参加者ノードから、情報を既に受信し
たときに発生しうる。
【００４７】
　２つの参加者ノード間の通信を行うためには、アソシエーション・プロセスを必要とす
る。詳細には、双方の参加者ノードが、互いにアソシエーション要求を送り、他方の参加
者ノードが応答することを要求する。双方のノードが応答すると、双方のノードは、それ
ら自体をパートナーとして識別するための必要なアソシエーション識別子を有することに
なる。再アソシエーションは、開示の無線ネットワークの多対多アーキテクチャのため、
不必要である。しかし、ノードが所定の時間量にわたり互いに連絡されない場合、それら
は、アソシエーション解除プロセスを行うことができる。
【００４８】
　ネットワークのノード間の通信は、８０２．１１プロトコルの修正形態を使用すること
ができる。ネットワークは、単一の物理チャネルを利用する場合、ネットワークが、デー
タ転送動作がコンテンション環境においてアトミックであること、及び、現行のノード・
ペアのデータ転送時にいかなる他のノードもそれらの要求を遅延することを保証するため
に、ネットワーク・アロケーション・ベクトル（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｖｅｃｔｏｒ）（ＮＡＶ）を利用することができる。しかし、ネットワークが、１つま
たは複数の物理チャネルを利用する場合は、コンテンション・ベースのＮＡＶは、ノード
の走査の処理の際に使用できるだけである。
【００４９】
　送信要求（ＲＴＳ）は、それにＮＡＶタイマ・カウントダウンが続くＲＴＳを用いて利
用される。しかし、１つまたは複数の物理チャネルが利用される場合、ＮＡＶを利用する
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）が、制御チャネルと異なる物理チャネルから送られる。ＲＴＳの後、データを送信する
時間となる。ＣＴＳが、受信側が準備完了していることを、送信側に通知する。受信側が
データを受信すると、肯定応答（ＡＣＫ）が、送信側に送り返される。１つまたは複数の
物理チャネルが利用される場合、手順は、第１のペアのＲＴＳ／ＣＴＳの後、送信側が、
次のパケットを送るために受信側からのＡＣＫのみを期待するように変更されうる。送信
側がデータ転送を終了した場合、送信が完了したことを受信側に示すフラグが生じる。１
つまたは複数のチャネルが使用されるとき、キャリアにコンテンションがないため、コン
テンションフリー・ポイント・コーディネーション機能（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－Ｆｒｅ
ｅ　Ｐｏｉｎｔ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）（ＣＦ－ＰＣＦ）が利
用されうる。この場合、ＡＣＫをＣＦ－ＡＣＫに置き換えることができ、送信フラグの終
了のために、ＣＦ－Ｅｎｄフレームが使用される。
【００５０】
　ネットワークは、音声情報が安全に送達されることを可能にするために、制御ノード及
び参加者ノードに、ポート・アドレス変換（ＰＡＴ）及びネットワーク・アドレス変換（
ＮＡＴ）を管理させることによって、ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル（Ｖ
ｏＩＰ）サービスを提供することができる。更に、制御ノードは、市内及び市外電話を全
てのネットワーク参加者ノードに提供するために、ＶｏＩＰスイッチを含む。
【００５１】
　例示的実施形態は、音声、高速データ、及びビデオ通信を提供することに関連して説明
されたが、上記の特徴は、音声、高速データ、またはビデオ通信のみ、あるいはこれら３
つの組合せを提供するシステムにおいて使用されうる。
【００５２】
　上記の開示は、単に本発明を例示するために説明されており、限定を意図するものでは
ない。本発明の精神及び実体が組み込まれる開示の実施形態の修正形態は、当業者には認
識できるため、本発明は、添付の特許請求の範囲及びその均等物の範囲内の全てを含むと
解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】例示的実施形態によるネットワークを示す図である。
【図２】例示的参加者ノードを示す図である。
【図３】例示的制御ノードを示す図である。
【図４】無線ネットワークの集中管理のための例示的方法を示す図である。
【図５】ネットワークにおいて新しい参加者ノードを確立するための例示的方法を示す図
である。
【図６】既存の参加者ノードによって新しい参加者ノードを検出するための例示的方法を
示す図である。
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