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(57)【要約】
　メッシュネットワークを容易にするために構成された
通信装置は、ピア・メッシュ・エンティティ間の媒体に
依存しないメッシュ情報を交換するために構成されたＭ
ＩＭＦ(media independent mesh function)を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピア・メッシュ・エンティティ間の媒体に依存しないメッシュ情報を交換するために構
成されたＭＩＭＦ(media independent mesh function)を備えたことを特徴とするメッシ
ュネットワークを容易にするために構成されている通信装置。
【請求項２】
　２以上の物理ネットワークリンクをさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の通
信装置。
【請求項３】
　前記２以上の物理ネットワークリンクは、直接前記ＭＩＭＦとの通信を行うために構成
されていることを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　媒体に依存するメッシュ機能および上位レイヤ機能をさらに備えたことを特徴とする請
求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記ＭＩＭＦは、前記物理ネットワークリンクと前記媒体に依存するメッシュ機能との
間で動作するために構成されていることを特徴とする請求項４に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記ＭＩＭＦは、ピア装置との通信を行うために構成されていることを特徴とする請求
項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記ＭＩＭＦは、ピア装置のメッシュ能力を決定するために構成されていることを特徴
とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記ＭＩＭＦは、複数のＲＡＴ(radio access technology)の監視およびピア装置の状
態変化のレポートを行うために構成されていることを特徴とする請求項１に記載の通信装
置。
【請求項９】
　前記ＭＩＭＦは、複数のＲＡＴによって複数の物理リンクを比較するために構成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記ＭＩＭＦは、メッシュネットワークを通じてデータ転送をスケジュールするために
構成されていることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記ＭＩＭＦは、リンクコスト評価を決定するために構成されていることを特徴とする
請求項１に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記ＭＩＭＦは、選択的なＲＡＴの起動および前記装置と第２装置間のバンド幅の調整
を行うために構成されていることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項１３】
　メッシュネットワークにおいて複数のＲＡＴ(radio access technology)間で通信を行
う方法であって、
　複数のメッシュノード間のデータフローを調整するＭＩＭＦ(media independent multi
-RAT function)と、
　複数のＭＩＭＦ命令および測定に基づいた前記複数のメッシュノードのデータ転送と
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記ＭＩＭＦは、ＲＡＴレイヤとメッシュネットワークレイヤとの間に配置されている
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記ＭＩＭＦは、測定基準に基づいてＲＡＴを選択することをさらに備えたことを特徴
とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記測定基準は、サービス品質、装置の電池レベル、装置のＲＡＴ能力の少なくとも１
つを備えていることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＭＩＭＦは、メッシュデータを第２ＭＩＭＦに送信し、前記第２ＭＩＭＦが個々の
メッシュ装置に属していることをさらに備えたことを特徴とする請求項１３に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記ＭＩＭＦは、ネットワークのそれぞれのＲＡＴの監視およびピアノードの状態変化
を複数のメッシュ装置に属する複数のＭＩＭＦにレポートすることをさらに備えたことを
特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＭＩＭＦは、信号品質の標準化された測定の決定およびすべてのメッシュノードに
対して前記標準化された測定のトラッキングを行うことをさらに備えたことを特徴とする
請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＭＩＭＦは、選択的なＲＡＴの起動および停止を行うことによって装置間のバンド
幅を調整することをさらに備えたことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークに関する。より詳細には、本発明は、メッシュネットワー
クにおける複数の無線技術の使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気通信産業の流れは、音声通信、音楽ダウンロード、ビデオ及びムービーダウンロー
ド、写真、ロケーションマッピング、ゲームプレイング等の複数の機能を支援する無線装
置の開発に向いている。複数のＲＡＴ(radio access technology)を用いて複数の機能を
支援する無線装置は、本明細書ではマルチＲＡＴ集約装置(ＣＤ：converged device)と呼
ぶ。
【０００３】
　電気通信産業のもう一つの流れは、複数の装置を支援する複数のアクセス技術およびネ
ットワークを支援する装置の開発に向いている。より詳細には、ＷＬＡＮ(wireless loca
l area network)、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷｉＭＡＸ(Interoperability for Microwave A
ccess)またはＩＥＥＥ　８０２．１６　、ＩＥＥＥ　８０２．３、ＧＳＭ(Global System
 for Mobile Communication)／ＧＰＲＳ(General Packet Radio Service)、およびＥＶ－
ＤＯ(Evolution Data Only)等の技術が、単一ネットワークにおいて連携して働くように
進行中である。複数の装置は、自発的なネットワークの接続性を用いてネットワークにグ
ループ分けできる。 このようなネットワークは、メッシュネットワークと呼ばれる。Ｉ
ＥＥＥグループ８０２．１１（ＷＬＡＮ）は、８０２．１１仕様（８０２．１１ｓ）を拡
張してＷＬＡＮメッシュネットワークを含めている。同様にＩＥＥＥグループ８０２．１
５は、メッシュＷＰＡＮ(wireless personal area network)に関してそれらの仕様を８０
２．１５．５に拡張し、ＩＥＥＥ８０２．１６は、８０２．１６ａに拡張してＷｉＭＡＸ
メッシュを支援している。このようなメッシュアーキテクチャは、拡張領域への強固なネ
ットワークアクセス、低コスト、および迅速かつ容易な展開を提供することを目指してい
る。しかし、このような拡張機能のそれぞれは、単一無線の技術しか支援しない。
【０００４】
　マルチＲＡＴメッシュネットワークを有することが望ましく、ＣＤを使用して、固定ノ
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ードであれ移動ノードであれ、ノードから別の方法では到達できない宛先に向けて、最も
適したＲＡＴを使用して、データを動的に経路指定する。ＣＤを、マルチＲＡＴ、マルチ
ホップ通信用のリレーとして用いることもできる。
【０００５】
　ＣＤの課題は、複数のＲＡＴを利用している間、均一なメッシュサービスを提供できる
ようにすることである。メッシュに関連する機能は、ネクストホップ通信に使用する無線
の選択を、ＱｏＳ(quality-of-service)、電池レベル、ネクストホップ能力等に基づいて
最適にする間、好適には包括的でＬ１(Layer 1)シグナリングにとらわれない。従って、
無線レイヤとメッシュネットワークレイヤとの間に中間機能レイヤを組み込むことが望ま
しい。メッシュネットワークレイヤは、ＲＡＴメッセージ、メッシュに関連する上位レイ
ヤを抽出し、メッシュに関連する情報を、メッシュネットワークのピアで共有することが
できる。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、メッシュネットワークを容易にするために構成された通信装置に関する。通
信装置は、ピア・メッシュ・エンティティ間の媒体に依存しないメッシュ情報を交換する
ために構成されたＭＩＭＦ(media independent mesh function)を含む。通信装置は好適
に、ＭＩＭＦとの通信を行う複数の物理ネットワークリンクを有する。通信装置は好適に
、媒体に依存するメッシュ機能および複数の上位レイヤ機能を含む。ＭＩＭＦは、単一メ
ッシュネットワークにおいてモニタとの通信を行い、複数の無線アクセス技術を確立する
ように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本発明のより詳細な理解は、以下の一例として与えられた好適実施形態の説明によって
得られ、添付図とともに理解できる。
【図１】本発明の一実施形態にかかる、マルチ無線アクセス技術を備えた装置のブロック
図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる、典型的なマルチＲＡＴメッシュ通信ネットワーク
を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる、典型的なマルチＲＡＴホームネットワークのブロ
ック図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかる、装置を典型的なマルチＲＡＴ・ネットワークに付
加する信号フローのブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかる、マルチＲＡＴ集約装置のプロキシを用いたメッシ
ュネットワークの図である。
【図６】本発明の代替的実施形態にかかる、メッシュネットワークの図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下を参照する場合、専門用語「ＷＴＲＵ(wireless transmit/receive unit)」は、Ｕ
Ｅ(user equipment)、移動局、固定式または移動式加入者装置、ポケベル、携帯電話、Ｐ
ＤＡ(personal digital assistant)、コンピュータ、または無線環境において動作可能な
他の種類のユーザ装置を含むが、これらに限定されない。以下を参照する場合、専門用語
「基地局」は、ノードＢ、サイトコントローラ、ＡＰ(access point)、または無線環境に
おいて動作可能な他の種類のインタフェース接続装置を含むが、これらに限定されない。
【０００９】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態に従ってマルチ無線アクセス技術を備えた装置
のブロック図が示されている。装置１００は好適に、８０２．３、８０２．１１等の複数
の無線技術を含むことができる物理レイヤ１０２を含む。物理レイヤは、媒体に依存しな
いマルチＲＡＴ機能１０４と通信を行う。ＭＩＭＦ１０４は好適に、複数の機能を提供し
、ＲＡＴ技術によってメッシュ機能を抽出する。メッシュ機能１０６は、ＭＩＭＦ１０４
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と複数のアプリケーション１０８との間に属する。メッシュ機能１０６は例えば、メッシ
ュルーティング、メッシュ転送等を含む。アプリケーションレイヤ１０８は、装置を使用
して装置の上位レベルの機能を実行する多数のアプリケーションを含む。
【００１０】
　ＭＩＭＦ１０４は好適に、多数の機能を提供する。ＭＩＭＦ１０４は例えば、ＩＥＥＥ
８０２．３、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＷＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、およびＷｉＭＡＸ
等のマルチＲＡＴ物理リンクへの支援を提供できる。ＭＩＭＦ１０４は好適に、異なる無
線形式とメッシュネットワークとの間のインタフェースを提供する。
【００１１】
　ＭＩＭＦ１０４は好適に、ピアノードのマルチＲＡＴメッシュ能力を決定する。これは
例えば、ピアのアクティブＲＡＴ、ネットワーク識別、およびワイドエリアならびにロー
カルエリア等の接続性レベルを含むことができる。これは、ピアノードのルーティング能
力、管理セキュリティ要求、および省電力技術の決定も含む。
【００１２】
　ＭＩＭＦ１０４は、隣接するメッシュノードの状態変化を検出し、レポートするために
個々のＲＡＴを監視できる。ＭＩＭＦ１０４は、個々のＲＡＴリンクを比較し、それぞれ
のＲＡＴに対して一貫したリンクコスト評価を提供することもできる。そのような比較は
、メッシュ上位レイヤ機能に送信され、さまざまなプロセスの決定を行う入力として使用
できる。一例としてＭＩＭＦ１０４は、ネットワークのそれぞれのＲＡＴに固有の測定基
準を抽出して、例えば信号ルーティングに使用できるＲＡＴにとらわれないリンク品質評
価を決定できる。
【００１３】
　ＭＩＭＦ１０４は、異なるＲＡＴ間で交換されるデータのデータスケジューリングの負
荷を処理できる。さらにＭＩＭＦ１０４は、それぞれのＲＡＴへの電力を制御し、必要に
応じてそれぞれのＲＡＴのスイッチをオンまたはオフにして電力を節約し、バンド幅を広
げることができる。
【００１４】
　図２に、本発明の一実施形態に従ってマルチＲＡＴピアプロトコルのブロック図を示す
。マルチＲＡＴ装置Ａ２０２は、ピアツーピア通信リンク２０６を通じてマルチＲＡＴ装
置Ｂ２０４との通信を行うことができる。リンク２０６は、ＩＥＥＥ８０２．２１に準拠
し、例えばＭＩＨ(media independent handover)情報サービスまたは他のＩＰ(Internet 
Protocol)型プロトコルを使用できる。ＭＡＣ(medium access control)レイヤ２０８は好
適に、８０２．１１、８０２．１５または８０２．１６等のレガシーシステムに準拠して
いる。ＭＡＣレイヤ２０８は好適に、８０２．１１ｓ、８０２．１５．５または８０２．
１６ａ等のメッシュが可能なＭＡＣである。ＭＩＭＦ２１０は、メッシュＭＡＣと非メッ
シュＭＡＣの両方と通信を行うことができる。
【００１５】
　典型的なホームネットワークは、マルチＲＡＴメッシュネットワークとして構成できる
。図３は、本発明の一実施形態に従った典型的なマルチＲＡＴメッシュ・ホームネットワ
ークのブロック図である。第１ベッドルーム３１６には、３ＧＰＰ(Third Generation Pa
rtnership Project)対応の携帯電話３１２がある。第２ベッドルーム３２０には、固定電
話３２６とＰＣ(personal computer)３２４がある。ホームオフィス３２８には、ビデオ
カメラ３０８、デスクトップＰＣ３０６、および無線ＭＩＭＯ(Multiple Input/Multiple
 Output)ルータ３０４がある。固定電話３２６、ベッドルームＰＣ３２４、ビデオカメラ
３０８、およびオフィスＰＣ３０６は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈネットワークを通じてネット
ワーク化されている。この家では、ベッドルームＰＣ３２４、居間３３０にあるエンタテ
イメントシステム３２２、居間３３０にあるラップトップＰＣ３１４、ベッドルーム１　
３１４にあるＰＣ３１２、オフィスＰＣ３０６、および無線ＭＩＭＯルータ３０４を含む
ＷｉＦｉネットワークも有する。エンタテイメントシステム３２２は、Ｗ－ＵＳＢバス(W
ireless-Universal Serial Bus)を通じて内部的に通信を行う。無線携帯電話３１８は、
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Ｗ－ＵＳＢバスを通じてラップトップＰＣ３１４との通信も行う。最後に無線ＭＩＭＯル
ータ３０４は、ＷｉＭａｘ接続を通じてインターネット３０２との通信を行う。図３に示
したように、１０の異なる装置の中に４つ(four)の異なるＲＡＴ機能がある。マルチＲＡ
Ｔメッシュ技術の使用によって、これらすべての装置は、付加的な配線の必要なくネット
ワーク化できる。ネットワークは、容易に拡張でき、ノードが失われても存続できる。最
後に、ネットワークは、高速データスループットを提供できる。
【００１６】
　図４は、本発明の一実施形態に従った、装置を典型的なマルチＲＡＴネットワークに付
加する信号フローのブロック図である。例えば携帯電話（図３の３１２）に電源が入ると
、携帯電話は、３ＧＰＰネットワークとＷＬＡＮネットワークの両方を検出する。携帯電
話３１２において、ＷＬＡＮエンティティ４０４と３ＧＰＰエンティティ４０６は、イベ
ントサービス４０８を作成する。ベッドルーム（図３の３１４）にあるＰＣは、ＷＬＡＮ
アクティビティを検出し、ＰＣのＷＬＡＮエンティティ４１０は、イベントサービス４１
２を作成する。ＰＣ３１４は、ＩＳ(information service)４１４を通じてＷＬＡＮメッ
シュの詳細を３ＧＰＰ携帯電話３１２に提供する。ＰＣ３１４の媒体に依存しないメッシ
ュ機能４１６は、媒体に依存しないメッシュ機能ＩＳ４１４を携帯電話３１２のＭＩＭＦ
４１８に送信する。情報サービス信号の情報は、メッシュネットワークの利用可能性、メ
ッシュルーティング、サービス品質の要求等を含むことができる。携帯電話３１２のＭＩ
ＭＦ４１８は、情報をメッシュ機能４２０に送信する。携帯電話３１２は、ネットワーク
を結合させる決定を行い、それによってＭＩＭＦ４１８は、ＷＬＡＮリンクを構成する。
コマンドサービスリンク４２２は例えば、省電力のために３ＧＰＰ機能の電源を切るよう
に構成できる。
【００１７】
　図５は、本発明の一実施形態に従ったマルチＲＡＴコンバージェンス装置のプロキシを
用いたメッシュネットワークの図である。マルチＲＡＴ装置５０２は、メッシュネットワ
ークＡ５０４とメッシュネットワークＢ５０６のポータルとしての機能を果たす。メッシ
ュネットワークＡ５０４は、単一無線と互換性がある。メッシュネットワークＢ５０６は
、メッシュネットワークＡ５０４に使用される無線とは異なる単一無線と互換性がある。
マルチＲＡＴ装置５０２は、それら２つのネットワーク間のブリッジとして機能する。
【００１８】
　図６は、本発明の代替的実施形態に従ったメッシュネットワーク６００の図である。ネ
ットワーク上のそれぞれのノードは、マルチＲＡＴ装置である。それぞれの装置のＭＩＭ
Ｆは、マルチＲＡＴ接続を可能にする。ＭＩＭＦは、複数の方法によってネットワークを
構成する柔軟性を有する。図６において、装置ＣＤ１　６０２は、無線１および無線２と
互換性がある。装置ＣＤ２　６０４も、無線１および無線２と互換性がある。ＣＤ１　６
０２とＣＤ２　６０４は、リンク６０６とリンク６０８を通じて通信を行う。装置ＣＤ４
　６１０は、無線２および無線３と互換性がある。ＣＤ４　６１０は無線２を使用して、
リンク６１２を通じてＣＤ１との通信を行い、リンク６１４を通じてＣＤ２　６０４との
通信を行う。装置ＣＤ３　６１６は、無線１および無線３と互換性がある。ＣＤ３　６１
６は無線１を使用して、リンク６１８を通じてＣＤ１　６０２との通信を行い、リンク６
２０を通じてＣＤ２との通信を行う。ＣＤ３　６１６は無線３を使用して、リンク６２２
を通じてＣＤ４　６１０との通信を行う。媒体に依存しないメッシュ機能は、それぞれの
メッシュ装置のアクティブ無線を含むネットワークの他のメッシュ装置についての情報を
、それぞれのメッシュ装置のそれぞれのメッシュ機能に知らせる。
【００１９】
　　（実施形態）
　１．メッシュネットワークを容易にするために構成されていることを特徴とする通信装
置。
【００２０】
　２．ピア・メッシュ・エンティティ間の媒体に依存しないメッシュ情報を交換するため
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に構成されているＭＩＭＦ(media independent mesh function)をさらに備えたことを特
徴とする実施形態１における通信装置。
【００２１】
　３．２以上の物理ネットワークリンクをさらに備えたことを特徴とする実施形態１また
は２における通信装置。
【００２２】
　４．２以上の物理ネットワークリンクは、前記ＭＩＭＦと直接通信を行うために構成さ
れていることを特徴とする実施形態３における通信装置。
【００２３】
　５．媒体に依存するメッシュ機能をさらに備えたことを特徴とする実施形態１乃至４の
いずれかにおける通信装置。
【００２４】
　６．上位レイヤ機能をさらに備えたことを特徴とする実施形態１乃至５のいずれかにお
ける通信装置。
【００２５】
　７．前記ＭＩＭＦは、前記物理ネットワークリンクと前記媒体に依存するメッシュ機能
との間で動作するために構成されていることを特徴とする実施形態２乃至６のいずれかに
おける通信装置。
【００２６】
　８．前記ＭＩＭＦは、ピア装置との通信を行うために構成されていることを特徴とする
実施形態２乃至７のいずれかにおける通信装置。
【００２７】
　９．前記ＭＩＭＦは、ピア装置のメッシュ能力を決定するために構成されていることを
特徴とする実施形態２乃至８のいずれかにおける通信装置。
【００２８】
　１０．前記ＭＩＭＦは、複数のＲＡＴ(radio access technology)の監視およびピア装
置の状態変化のレポートを行うために構成されていることを特徴とする実施形態２乃至９
のいずれかにおける通信装置。
【００２９】
　１１．前記ＭＩＭＦは、複数のＲＡＴによって複数の物理リンクを比較するために構成
されていることを特徴とする実施形態１０における通信装置。
【００３０】
　１２．前記ＭＩＭＦは、メッシュネットワークを通じてデータ転送をスケジュールする
ために構成されていることを特徴とする実施形態２乃至１１のいずれかにおける通信装置
。
【００３１】
　１３．前記ＭＩＭＦは、リンクコスト評価を決定するために構成されていることを特徴
とする実施形態２乃至１２のいずれかにおける通信装置。
【００３２】
　１４．メッシュネットワークの複数のＲＡＴ(radio access technology)間で通信を行
うことを特徴とする方法。
【００３３】
　１５．複数のメッシュノード間のデータフローを調整する前記ＭＩＭＦ(media indepen
dent multi-RAT function)をさらに備えたことを特徴とする実施形態１４における方法。
【００３４】
　１６．複数の前記ＭＩＭＦ命令および測定に基づいてデータを転送する前記複数のメッ
シュノードをさらに備えたことを特徴とする実施形態１５における方法。
【００３５】
　１７．前記ＭＩＭＦは、ＲＡＴレイヤとメッシュネットワークレイヤとの間に配置され
ていることを特徴とする実施形態１５乃至１６のいずれかにおける方法。
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【００３６】
　１８．前記ＭＩＭＦは、測定基準に基づいてＲＡＴを選択することをさらに備えたこと
を特徴とする実施形態１５乃至１７のいずれかにおける方法。
【００３７】
　１９．前記測定基準は、サービス品質、装置の電池レベル、装置のＲＡＴ能力の少なく
とも１つを備えることを特徴とする実施形態１８における方法。
【００３８】
　２０．前記ＭＩＭＦは、メッシュデータを第２ＭＩＭＦに送信し、前記第２ＭＩＭＦが
個々のメッシュ装置に属することをさらに備えたことを特徴とする実施形態１５乃至１９
のいずれかにおける方法。
【００３９】
　２１．前記ＭＩＭＦは、ネットワークのそれぞれのＲＡＴの監視およびピアノードの状
態変化を複数のメッシュ装置に属する複数のＭＩＭＦにレポートすることをさらに備えた
ことを特徴とする実施形態１５乃至２０のいずれかにおける方法。
【００４０】
　２２．前記ＭＩＭＦは、信号品質の標準化された測定の決定およびすべてのメッシュノ
ードに対して前記標準化された測定のトラッキングを行うことをさらに備えたことを特徴
とする実施形態１５乃至２１のいずれかにおける方法。
【００４１】
　２３．前記ＭＩＭＦは、選択的にＲＡＴの起動および停止を行うことによって装置間の
バンド幅を調整することをさらに備えたことを特徴とする実施形態１５乃至２２のいずれ
かにおける方法。
【００４２】
　本発明の機能ならびに要素は、特定の組み合わせによる好適実施形態において説明され
ているが、それぞれの機能もしくは要素は、好適実施形態の他の機能ならびに要素または
それらのさまざまな組み合わせを用いず、または本発明の他の機能ならびに要素を用いず
に単独で使用できる。本発明に提供されている方法またはフローチャートは、汎用コンピ
ュータもしくはプロセッサによって実行するために、コンピュータ読み取り可能記憶媒体
によって具体的に実施されるコンピュータプログラム、ソフトウェア、もしくはファーム
ウェアに実装できる。コンピュータ読み取り可能記憶媒体の例では、ＲＯＭ(read only m
emory)、ＲＡＭ(random access memory)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装
置、内部ハードディスクならびに取り外し可能ディスク等の磁気媒体、光磁気媒体、ＣＤ
－ＲＯＭディスク、ＤＶＤ(digital versatile disk)等の光媒体を含む。
【００４３】
　適応するプロセッサは一例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッ
サ、ＤＳＰ(digital signal processor)、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連
した１または２以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ＡＳ
ＩＣ(Application Specific Integrated Circuit)、ＦＰＧＡ(Field Programmable Gate 
Array)回路、他の種類のＩＣ(integrated circuit)、および／または状態機械を含む。
【００４４】
　ソフトウェアと関連したプロセッサを使用して、ＷＴＲＵ(wireless transmit receive
 unit)、ＵＥ(user equipment)、端末機、基地局、ＲＮＣ(radio network controller)、
または任意のホストコンピュータに使用する無線周波数送受信機を実装できる。ＷＴＲＵ
をモジュールとともに使用して、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピー
カフォン、振動装置、スピーカ、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンズフリー携帯電話
、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ(frequency modulated
)無線装置、ＬＣＤ(liquid crystal display)ディスプレイ装置、ＯＬＥＤ(organic ligh
t-emitting diode) ディスプレイ装置、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデ
オゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、および／または任意のＷＬＡＮ
(wireless local area network)モジュール等のハードウェアおよび／またはソフトウェ
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【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月29日(2008.2.29)
【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】
　メッシュネットワークを容易にするために構成された通信装置であって、
　ピア・メッシュ・エンティティ間の媒体に依存しないメッシュ情報を交換するために構
成されたＭＩＭＦ(media independent mesh function)と、
　前記ＭＩＭＦとの通信を行う媒体アクセス制御・物理レイヤと、
　少なくとも２つの無線形式を備え、および前記ＭＩＭＦと通信を行うために構成された
ＭＤＬ(media dependent layer)とを備え、
　前記メッシュネットワークに入ると、前記ＭＤＬは、第１無線に対して第１イベントサ
ービスを作成し、および第２無線に対して第２イベントサービスを作成するために構成さ
れ、前記ＭＩＭＦは、無線専用情報サービスを受信するために構成されていることを特徴
とする通信装置。
【請求項２】
　前記ＭＤＬとの通信を行うために構成された上位レイヤ機能を備えたことを特徴とする
請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記ＭＩＭＦは、ピア装置との通信を行うために構成されていることを特徴とする請求
項１に記載の通信装置。
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【請求項４】
　前記ＭＩＭＦは、ピア装置のメッシュ能力を決定するために構成されていることを特徴
とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記ＭＩＭＦは、複数のＲＡＴ(radio access technology)の監視およびピア装置の状
態変化のレポートを行うために構成されていることを特徴とする請求項１に記載の通信装
置。
【請求項６】
　前記ＭＩＭＦは、複数のＲＡＴによって複数の物理リンクを比較するために構成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記ＭＩＭＦは、メッシュネットワークを通じてデータ転送をスケジュールするために
構成されていることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記ＭＩＭＦは、リンクコスト評価を決定するために構成されていることを特徴とする
請求項１に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記ＭＩＭＦは、選択的なＲＡＴの起動および第１通信装置と第２通信装置との間のバ
ンド幅の調整を行うために構成されていることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
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