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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広帯域送信を利用して通信する方法であって、
　通信させるために、無許可のＵＮＩＩ－３帯域（国立情報インフラストラクチャ－３帯
域）の奇数番号のチャネルブロックをスキャンする段階と、
　前記奇数番号のチャネルブロックがアイドルであることを判断する段階と、
　ＵＮＩＩ－２拡張帯域の偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３帯域の偶
数番号のチャネルブロックで、近接した広帯域基本サービスセット（ＢＳＳ）のデータを
送信する段階と、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域から一次チャネルを選択する段階と、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックで動作している前記近接
した広帯域基本サービスセット（ＢＳＳ）に参加するレガシーデバイスから前記ＵＮＩＩ
－２拡張帯域でビーコンを受信する段階と
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ＵＮＩＩ－３帯域の前記奇数番号のチャネルブロックがアイドルではない場合、サ
ブ広帯域モードで動作する段階をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＮＩＩ－３帯域の前記奇数番号のチャネルブロックがアイドルではない場合、非
近接の広帯域モードで動作する段階をさらに備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記非近接の広帯域モードは、前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の偶数番号のチャネルブロッ
クおよび前記ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネルブロックでの動作を含む、請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　ＵＮＩＩ－１帯域の偶数番号のチャネルブロックを利用して、近接した広帯域モードで
送信を行う段階をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　５ギガヘルツ帯域の送信に、３つの広帯域チャネルが利用可能である、請求項１から５
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記広帯域送信は１６０メガヘルツ幅である、請求項１から６のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項８】
　レガシーネットワークで広帯域送信を提供する方法であって、
　通信させるために、無許可のＵＮＩＩ－３帯域（国立情報インフラストラクチャ－３帯
域）の奇数番号のチャネルブロックをスキャンする段階と、
　前記奇数番号のチャネルブロックがアイドルであることを判断する段階と、
　ＵＮＩＩ－２拡張帯域の偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３帯域の前
記奇数番号のチャネルブロックで、送信要求（ＲＴＳ）フレームを送信する段階と、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３
帯域の前記奇数番号のチャネルブロックで、送信準備完了（ＣＴＳ）フレームを受信する
段階と、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３
帯域の偶数番号のチャネルブロックで、近接広帯域モードでデータを送信する段階と、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３
帯域の前記奇数番号のチャネルブロックで、受領確認（ＡＣＫ）フレームを受信する段階
と
　を備える方法。
【請求項９】
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の偶数番号のチャネルブロックを、通信のためにスキャンす
る段階をさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＵＮＩＩ－３帯域の前記奇数番号のチャネルブロックがアイドルではない場合、サ
ブ広帯域モードで動作する段階をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックは、チャネルブロック１
３２、１３６、１４０、および１４４からなり、前記ＵＮＩＩ－３帯域の前記奇数番号の
チャネルブロックは、チャネル１４９、１５３、１５７、および１６１からなる、請求項
８から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　各チャネルブロックは４つのチャネルを含む、請求項８から１１のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記広帯域送信は１６０メガヘルツ幅である、請求項８から１２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記データはＰＰＤＵ(ＰＬＣＰ（Physical Layer Convergence Protocol）プロトコル
・データ・ユニット)を利用して送信される、請求項８から１３のいずれか一項に記載の
方法。
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【請求項１５】
　前記広帯域送信は、８０２．１１ａｃプロトコルを利用して送信され、前記レガシーネ
ットワークは８０２．１１ｎネットワークである、請求項８から１３のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１６】
　レガシーネットワークで広帯域送信を提供するシステムであって、
　アンテナと、
　無許可の国立情報インフラストラクチャ（ＵＮＩＩ－３）帯域のチャネルブロックがア
イドルかを判断するプロセッサと、
　無線通信ユニットと
　を備え、
　前記無線通信ユニットは、
　通信させるために、ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネルブロックをスキャンして、
　ＵＮＩＩ－２拡張帯域の偶数番号のチャネルブロックおよびＵＮＩＩ－３帯域の奇数番
号のチャネルブロックで、送信要求（ＲＴＳ）フレームを送信して、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３
帯域の前記奇数番号のチャネルブロックで、送信準備完了（ＣＴＳ）フレームを受信して
、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３
帯域の偶数番号のチャネルブロックで、近接広帯域モードでデータを送信して、
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックおよび前記ＵＮＩＩ－３
帯域の前記奇数番号のチャネルブロックで、受領確認（ＡＣＫ）フレームを受信する、シ
ステム。
【請求項１７】
　前記ＵＮＩＩ－３帯域の前記奇数番号のチャネルブロックがアイドルではない場合、前
記無線通信ユニットは、サブ広帯域モードで動作する、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ＵＮＩＩ－２拡張帯域の前記偶数番号のチャネルブロックは、チャネルブロック１
３２、１３６、１４０、および１４４からなり、前記ＵＮＩＩ－３帯域の前記奇数番号の
チャネルブロックは、チャネル１４９、１５３、１５７、および１６１からなる、請求項
１６または１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　各チャネルブロックは４つのチャネルを含む、請求項１６から１８のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項２０】
　前記広帯域送信は１６０メガヘルツ幅である、請求項１６から１９のいずれか一項に記
載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は無線システムに係り、より詳しくは、レガシーシステムを含む無線ネットワーク
における送信を共存させるための装置および方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワーク（例えば無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）および／
または無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ））内の増加したデータ量を転送す
る要求を満たすためには、１つの無線通信クライアントにつき毎秒１ギガビット（Ｇｂｐ
ｓ）を超えるような、スループットの向上が必要となりうる。
【０００３】
　スループットの向上は、例えば、広帯域幅を有する通信リンクを利用することで達成可
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能である。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に準拠して５ギガヘルツ（ＧＨｚ）の周波
数帯域で動作するネットワークにおいては１Ｇｂｐｓを超えるスループットを提供するた
めには、８０メガヘルツ（ＭＨｚ）を超える帯域幅が必要となりうる。
【０００４】
　広帯域幅を達成するには、複数の無線通信チャネルが必要となる場合がある。例えば、
８０ＭＨｚを超える帯域幅を達成するには、ＩＥＥＥ８０２．１１規格においては、４つ
を超える数の２０ＭＨｚのチャネルが必要となる。
【０００５】
　しかし、干渉、ネットワーク間の重なり、規制上の制約等によって、広帯域を有するチ
ャネルの割り当ては現実的ではない。
【０００６】
　以下に本発明を例示するが、添付図面により限定はされない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一部の実施形態における、互いに隣り合っている無線通信ネットワークの概略ブ
ロック図である。
【図２】一部の実施形態におけるシステムの概略ブロック図である。
【図３】一部の実施形態におけるチャネル割り当てを示すブロック図である。
【図４】一部の実施形態におけるチャネル割り当てを示すブロック図である。
【図５】一部の実施形態における広帯域送信を示すブロック図である。
【図６】一部の実施形態における広帯域送信方法を示すブロック図である。
【図７】一部の実施形態における広帯域送信方法を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の詳細な記載においては、数多くの特定の詳細を述べて本発明の実施形態の完全な
理解を促している。しかし当業者であれば、本発明の実施形態がこれら特定の詳細なしに
実行可能であることを理解する。また、公知の方法、プロシージャ、コンポーネント、お
よび回路については詳細な記載を省くことで、本発明の実施形態を曖昧にしないようにし
ている箇所もある。
【０００９】
　そうではないと明記しない限りにおいて、「処理（processing）」「コンピューティン
グ（computing）」「計算（calculating）」「判断／決定（determining）」「選択（sel
ecting）」「デコード（decoding）」といった用語を利用する説明は明細書の随所に見ら
れるが、これらは、特にそうではないと明記していない限りにおいて、コンピュータ、コ
ンピューティングプラットフォーム、コンピューティングシステム、あるいは他の電子コ
ンピューティングデバイスの動作および／または処理に係るものであってよく、コンピュ
ータのレジスタおよび／またはメモリの電子量等の物理量で表されるデータを、コンピュ
ータのメモリ、レジスタ、または他の同様の情報格納、送信デバイス内の物理量として同
様に表される他のデータへと操作および／または変換するもののことであってよい。本明
細書では、「複数の」という言い回しは、２以上のコンポーネント、デバイス、エレメン
ト、パラメータ等を記載するために利用される。
【００１０】
　以下の詳細な記載は、無線デバイス、プラットフォーム、ユーザ機器（ＵＥ）、サブス
クライバステーション（ＳＳ）、移動局（ＭＳ）、高度移動局（ＡＭＳ）、高スループッ
ト（ＨＴ）局（ＳＴＡ）、または非常にＨＴであるＳＴＡ（ＶＨＴ　ＳＴＡ）を利用して
通信するための様々な実施形態を記載する。上述するデバイスの様々な形態（プラットフ
ォーム、ＵＥ、ＳＳ、ＭＳ、ＨＴ　ＳＴＡ、およびＶＨＴ　ＳＴＡ）が、交換可能な概念
として利用され、様々な実施形態において、特定のデバイスのついての言及は、他のデバ
イスについても当てはまる場合がある。ネットワークにおいてデバイスは、基地局（ＢＳ
）、アクセスポイント（ＡＰ）、ノード、ノードＢ、または高度ノードＢ（ｅＮＢ）等の
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１以上の他のデバイスと通信することができる。さらに、これらの用語は、その無線ネッ
トワークで利用される無線プロトコルが何であろうと、概念的に入れ替え可能であり、例
えば本明細書におけるＢＳに関する説明は、ＡＢＳ、ｅＮＢ、またはＡＰに関する説明と
してとらえてよい場合がある。同様に、別の例として、本明細書におけるＭＳに関する説
明は、ＨＴ　ＳＴＡ、ＶＨＴ　ＳＴＡ、またはＳＳに関する説明としてとらえてよい場合
がある。様々な実施形態において、特定のデバイスに関する言及は、他のデバイスにも当
てはまる場合がある。
【００１１】
　以下の詳細な記載においては、数多くの特定の詳細を述べて本発明の完全な理解を促し
ている。しかし当業者であれば、本発明がこれら特定の詳細なしに実行可能であることを
理解する。また、公知の方法、プロシージャ、コンポーネント、ユニット、および回路に
ついては詳細な記載を省くことで、本発明を曖昧にしないようにしている箇所もある。
【００１２】
　一部の実施形態は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、デスクトップコンピュータ、モ
バイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレッ
トコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイ
ス、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）デバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバ
イス、オンボードデバイス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス、車両用デバイ
ス、非車両用デバイス、モバイルまたはポータブルデバイス、家庭用デバイス、非モバイ
ルまたは非ポータブルデバイス、無線通信ステーション、無線通信デバイス、無線アクセ
スポイント（ＡＰ）、有線または無線ルータ、有線または無線モデム、ビデオデバイス、
オーディオデバイス、オーディオ－ビデオ（Ａ／Ｖ）デバイス、セットトップボックス（
ＳＴＢ）、ブルーレイディスク（ＢＤ）プレーヤ、ＢＤレコーダ、デジタルビデオディス
ク（ＤＶＤ）プレーヤ、高精細（ＨＤ）ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダ、ＨＤ　ＤＶＤ
レコーダ、パーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）、放送ＨＤレシーバ、ビデオソース、オ
ーディオソース、ビデオシンク、オーディオシンク、ステレオチューナ、放送ラジオレシ
ーバ、フラットパネルディスプレイ、パーソナルメディアプレーヤ（ＰＭＰ）、デジタル
ビデオカメラ（ＤＶＣ）、デジタルオーディオプレーヤ、スピーカ、オーディオレシーバ
、オーディオアンプ、ゲームデバイス、データソース、データシンク、デジタルスチルカ
メラ、有線または無線ネットワーク、ワイヤレスエリアネットワーク、ワイヤレスビデオ
エリアネットワーク（ＷＶＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
　ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ワイヤレスメトロポリタンエリアネットワーク（ＷＭ
ＡＮ）通信システム、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）、ワイヤレスＰＡＮ（Ｗ
ＰＡＮ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（情報技術のＩＥＥＥ規格－システム間の電話通信およ
び情報交換－ローカルおよびメトロポリタンエリアネットワーク－特別要件、パート１１
：ワイヤレスＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）および物理層（ＰＨＹ）仕様－２００７
年６月）、８０２．１１ｎ、８０２．１１ａｃ、８０２．１１タスクグループａｄ（ＴＧ
ａｄ）（「８０２．１１規格」）、８０２．１６（ＩＥＥＥ－規格８０２．１６、２００
４年版、固定ブロードバンドワイヤレスアクセスシステムのためのエアインタフェース）
、８０２．１６ｄ、８０２．１６ｅ（ＩＥＥＥ－規格８０２．１６ｅ、２００５年版、許
可帯域における組み合わせられた固定およびモバイル処理用の物理および媒体アクセス制
御層）、８０２．１６ｆ、８０２．１６ｍ規格（「８０２．１６規格」、および／または
将来のバージョンおよび／またはその派生物）に準拠して動作するデバイスおよび／また
はネットワーク、既存のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＤ（登録商標）および／またはワイヤレス・
ギガビット・アライアンス（ＷＧＡ）仕様および／または将来のバージョンおよび／また
はその派生物に従い動作するデバイスおよび／またはネットワーク、既存のＩＥＥＥ８０
２．１１（ＩＥＥＥ８０２．１１-１９９９：ワイヤレスＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡ
Ｃ）および物理層（ＰＨＹ）仕様）規格およびその修正版（「ＩＥＥＥ８０２．１１規格
」）、ＩＥＥＥ８０２．１６規格、および／または、その将来のバージョンおよび／また
はその派生物等に従い動作するデバイスおよび／またはネットワーク、および／または、
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上述したネットワークの一部であるユニットおよび／またはデバイス、一方向または双方
向通信システム、セルラー方式無線移動電話通信システム、ワイヤレスディスプレイ（Ｗ
ｉＤｉ）デバイス、携帯電話、無線電話、パーソナル・コミュニケーション・システム（
ＰＣＳ）デバイス、無線通信デバイス、モバイルまたはポータブルグローバルポジショニ
ングシステム（ＧＰＳ）デバイスが組み込まれたＰＤＡデバイス、ＧＰＳレシーバまたは
トランシーバまたはチップが組み込まれたデバイス、ＲＦＩＤ素子またはチップが組み込
まれたデバイス、多入力多出力（ＭＩＭＯ）トランシーバまたはデバイス、単一入力多出
力（ＳＩＭＯ）トランシーバまたはデバイス、多入力単一出力（ＭＩＳＯ）トランシーバ
またはデバイス、１以上の内部アンテナおよび／または外部アンテナを有するデバイス、
デジタルビデオ放送（ＤＶＢ）デバイスまたはシステム、マルチスタンダードの無線デバ
イスまたはシステム、有線または無線ハンドヘルドデバイス（ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ、Ｐ
ａｌｍ　Ｔｒｅｏ等）、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）デバイス等の
様々なデバイスおよびシステムと組み合わせて利用することができる。
【００１３】
　一部の実施形態は、無線周波数（ＲＦ）、赤外線（ＩＲ）、周波数分割多重（ＦＤＭ）
、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、時分割多重（ＴＤＭ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ
）、拡張ＴＤＭＡ（Ｅ－ＴＤＭＡ）、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、拡張ＧＰ
ＲＳ、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）、ＣＤＭＡ２００
０、シングルキャリアＣＤＭＡ、マルチキャリアＣＤＭＡ，マルチキャリア変調（ＭＤＭ
）、離散マルチトーン（ＤＭＴ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、グローバルポジシ
ョニングシステム（ＧＰＳ）、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｗｉ－Ｍａｘ、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、
ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）、モバイル通信用のグローバルシステム（ＧＳＭ（登録
商標））、２Ｇ、２．５Ｇ、３Ｇ、３．５Ｇ、ＧＳＭ（登録商標）エボリューション用の
拡張データレート（ＥＤＧＥ）等の１以上の種類の無線通信信号および／またはシステム
と組み合わせて利用することができる。他の実施形態も様々な他のデバイス、システム、
および／またはネットワークで利用可能である。
【００１４】
　本明細書で利用される「デバイス」という用語は、無線通信機能を有するデバイス、無
線通信機能を有する通信デバイス、無線通信機能を有する通信ステーション、無線通信機
能を有する携帯デバイスまたは固定デバイス等を含む。一部の例示的な実施形態では、無
線デバイスは、コンピュータに集積される周辺部であっても、コンピュータに取り付けら
れた周辺部であっても、これらを含んでもよい。一部の例示的な実施形態では、「デバイ
ス」という用語は、オプションとして無線サービスを含んでもよい。
【００１５】
　実施形態は無線通信に係る。一部の実施形態は、ＰＰＤＵ(ＰＬＣＰ（Physical Layer 
Convergence Protocol）プロトコル・データ・ユニット)等のパケットを複数のチャネル
で通信するマルチチャネル無線ネットワークに関する。一部の実施形態は、ＩＥＥＥ８０
２.１１規格（ＩＥＥＥ８０２.１１ｎおよびＩＥＥＥ８０２.１１ａｃを含む）のいずれ
かに従って動作する無線ネットワークおよびデバイスに関する。
【００１６】
　無線通信を含む通信分野では、狭帯域で通信するレガシーデバイスを含み、デバイスが
無線環境で共存可能な広帯域送信用に構成されており、無線通信ネットワークを有し、レ
ガシーデバイスもサブ広帯域または、より狭い帯域で動作可能であるような、無線環境に
おける広帯域送信で利用されるデバイスおよび方法を提供すると好適であると思われる。
【００１７】
　例えば５ギガヘルツ（ＧＨｚ）帯域では、４つのサブバンドが提供され、各サブバンド
が複数のチャネルを有する複数のチャネルブロックを含み、各チャネルが５メガヘルツ（
ＭＨｚ）帯域幅である。この例では、各サブバンドのチャネル数は等しくなく、サブバン
ドが近接している必要もなく、無線環境のデバイスは、無線プロトコルおよびその他の変
数に則った特定のチャネルブロックを利用している。無線環境において、広帯域送信、お
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よびこれより狭い帯域の送信の間の衝突を避けつつ共存させるシステムおよび方法は、無
線送信に対応したデバイスには非常に高いスループットを提供することができ、同時にレ
ガシーシステムが同じ無線環境で共存して動作することを可能とする。
【００１８】
　図１は、一部の実施形態における、互いに隣り合っている無線通信ネットワークの概略
ブロック図である。隣り合っている無線通信ネットワークには、非常に高いスループット
（ＶＨＴ）のＢＳＳ１００および高いスループット（ＨＴ）のＢＳＳ１１０等の２以上の
基本サービスセット（ＢＳＳ）が含まれている。ＶＨＴ　ＢＳＳ１００には、ＶＨＴアク
セスポイント（ＡＰ）１０４および１以上のＨＶＴ通信局（ＳＴＡ）１０２が含まれてよ
く、ＨＴ　ＢＳＳ１１０には、互いに隣り合っているＨＴ　ＡＰ１１４と１以上のＨＴ通
信局（ＳＴＡ）１１２とが含まれていてよい。一実施形態では、ＶＨＴ　ＢＳＳ１００は
、ＩＥＥＥ８０２.１１ａｃに準拠して動作してよく、ＨＴ　ＢＳＳ１１０は、ＩＥＥＥ
８０２.１１ｎに準拠して動作してよい。別の実施形態では他の無線プロトコルが利用さ
れてもよい。
【００１９】
　ＶＨＴ　ＢＳＳ１００は、１つの一次チャネルと、最大で３以上の二次チャネルとを利
用してよい。他方でＨＴ　ＢＳＳ１１０は、一次チャネルと１つの二次チャネルとの利用
に制限されていてよい。ＶＨＴ通信局１０２とＨＴ通信局１１２とは、アクセスコンテン
ションについて、ＣＳＭＡ／ＣＡプロトコル等のコンテンションベースの衝突回避プロト
コルを利用することができる。
【００２０】
　ＶＨＴ　ＢＳＳ１００が利用する一次チャネルは、ＨＴ　ＢＳＳ１１０が利用する一次
チャネルと同じでなくてもよく、ＶＨＴ　ＢＳＳ１００の二次チャネルの１以上がＨＴ　
ＢＳＳ１１０の一次チャネルに存在していてもよい。こうすることで衝突の機会が増える
。
【００２１】
　一部の実施形態では、ＶＨＴ通信局１０２は、ＰＰＤＵ(ＰＬＣＰ（Physical Layer Co
nvergence Protocol）プロトコル・データ・ユニット)等のデータユニットを、１つの一
次チャネル、および、最大で３以上の二次チャネルで通信するよう構成されていてよく、
ＨＴ通信局１１２は、１つの一次チャネル、および、最大で１つの二次チャネルでＰＰＤ
Ｕを通信するよう構成されていてよい。ＶＨＴ通信局１０２は、ＶＨＴ　ＢＳＳ１００の
二次チャネルのパケットを検知するようにすることで、ＨＴ通信局１１２との間の衝突の
機会を低減させるよう構成されていてよい。これら実施形態では、ＶＨＴ通信局１０２は
、コンテンション窓の間に、短いプリアンブル検知と、ガード間隔検知とを行い、二次チ
ャネルのいずれかのパケット送信を検知してよい。
【００２２】
　図２は、一部の実施形態におけるシステム２００の概略ブロック図である。図２に示す
ように、一部の例示的な実施形態では、システム２００は、コンテンツ、データ、情報、
および／または、信号を、無線通信リンク２１６を介して通信することのできる１以上の
無線通信デバイス（例えば、無線通信デバイス２０２および／または２０６）を含みうる
。システム２００の１以上のエレメントは、オプションとして、任意の適切な有線通信リ
ンクを介して通信する機能を有してよい。
【００２３】
　一部の例示的な実施形態では、無線通信デバイス２０２および／または２０６は、例え
ばＰＣ、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ
、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘ
ルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤ
Ａ）デバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバイス、オンボードデバイス、オフボードデバイス
、ハイブリッドデバイス（携帯電話機能にＰＤＡデバイスの機能を組み合わせたもの）、
家庭用デバイス、車両用デバイス、非車両用デバイス、モバイルまたはポータブルデバイ
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ス、非モバイルまたは非ポータブルデバイス、携帯電話、ハンドセット、ＰＣＳデバイス
、無線通信デバイスを含むＰＤＡデバイス、モバイルまたはポータブルなＧＰＳデバイス
、ＤＶＢデバイス、比較的小さなコンピューティングデバイス、非デスクトップコンピュ
ータ、「キャリー・スモール・リブ・ラージ」（ＣＳＬＬ）デバイス、ウルトラモバイル
デバイス（ＵＭＤ）、ウルトラモバイルＰＣ（ＵＭＰＣ）、モバイルインターネットデバ
イス（ＭＩＤ）、「折り紙」デバイスまたはコンピューティングデバイス、「ダイナミカ
リー・コンポーザブル・コンピューティング」（ＤＣＣ）をサポートするデバイス、コン
テキスト認識デバイス、ビデオデバイス、オーディオデバイス、Ａ／Ｖデバイス、ＳＴＢ
，ＢＤプレーヤ、ＢＤレコーダ、ＤＶＤプレーヤ、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコー
ダ、ＨＤ　ＤＶＤレコーダ、ＰＶＲ，放送ＨＤレシーバ、ビデオソース、オーディオソー
ス、ビデオシンク、オーディオシンク、ステレオチューナ、放送ラジオレシーバ、フラッ
トパネルディスプレイ、ＰＭＰ、ＤＶＣ，デジタルオーディオプレーヤ、スピーカ、オー
ディオレシーバ、ゲームデバイス、オーディオアンプ、データソース、データシンク、Ｄ
ＳＣ、メディアプレーヤ、スマートフォン、テレビ、音楽プレーヤ、ＡＰ、基地局、ＨＶ
Ｔ　ＳＴＡ１０２、ＶＨＴ　ＡＰ１０４、ＨＴ　ＳＴＡ１１２、ＨＴ　ＡＰ１１４等を含
んでよい。
【００２４】
　一部の例示的な実施形態では、デバイス１０２は、１以上のアンテナ２１２および無線
通信リンク２１６を介して、無線送信をデバイス２０６へ送信する無線通信ユニット２０
８を含んでよい。デバイス２０６は、１以上のアンテナ２１４を介して無線送信を受信す
る無線通信ユニット２４０を含んでよい。アンテナ２１２および／または２１４として利
用可能な種類のアンテナには、これらに限定はされないが、内部アンテナ、ダイポールア
ンテナ、全方位アンテナ、モノポールアンテナ、エンドフェッドアンテナ、円偏光アンテ
ナ、マイクロストリップアンテナ、ダイバーシティアンテナ等が含まれてよい。
【００２５】
　一部の例示的な実施形態では、無線通信リンク２１６は、例えば後述するような少なく
とも１６０メガヘルツ（ＭＨｚ）の広帯域幅を有してよい。他の実施形態では、無線通信
リンク２１６は、他のいずれの適切な帯域幅を有していてもよい（例えば、８０ＭＨｚ、
４０ＭＨｚ、２０ＭＨｚ）。他の実施形態では、広帯域が８０ＭＨｚであり、サブ広帯域
が４０ＭＨｚ以下であってよいが、実施形態はこの構成に限定はされない。
【００２６】
　一部の例示的な実施形態では、無線通信デバイス２０２および／または２０６は、さら
に、プロセッサ２２６、入力ユニット２１８、出力ユニット２２０、メモリユニット２２
２、および格納ユニット２２４のうち１以上を含んでよい。無線通信デバイス２０２およ
び／または２０６は、オプションとして、任意の他のハードウェアコンポーネントおよび
／またはソフトウェアコンポーネントを含んでよい。一部の例示的な実施形態では、無線
通信デバイス２０２および／または２０６の各々が持つコンポーネントの一部または全部
が、共通の筐体またはパッケージングに含まれていてもよいし、１以上の有線または無線
リンクを利用して相互接続されていても、または動作可能に関連付けられていてもよい。
他の実施形態では、無線通信デバイス２０２および／または２０６の各々が持つコンポー
ネントは、多数の別個のデバイス間で分配されてもよい。
【００２７】
　プロセッサ２２６は、例えば中央処理ユニット（ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）、１以上のプロセッサコア、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ
、マルチコアプロセッサ、マイクロプロセッサ、ホストプロセッサ、コントローラ、複数
のプロセッサまたはコントローラ、チップ、マイクロチップ、１以上の回路、回路群、論
理ユニット、集積回路（ＩＣ）、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、または任意の他の適切
な多目的の、または、専用のプロセッサ、コントローラを含む。プロセッサ２２６は、例
えば無線通信デバイス２０２および／または２０６のオペレーティングシステム（ＯＳ）
の命令、および／または、１以上の適切なアプリケーションの命令を実行する。
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【００２８】
　入力ユニット２１８は、例えば、キーボード、キーパッド、マウス、タッチパッド、ト
ラックボール、スタイラス、マイクロフォン、その他の適切なポインティングデバイスま
たは入力デバイスを含む。出力ユニット２２０は、例えば、モニタ、スクリーン、フラッ
トパネルディスプレイ、陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイユニット、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）ユニット、プラズマディスプレイユニット、１以上のオーディオスピーカまたは
イヤホン、その他の適切な出力デバイスを含む。
【００２９】
　メモリユニット２２２は、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用
メモリ（ＲＯＭ）、動的ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤ－ＲＡＭ）、フラッシ
ュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、キャッシュメモリ、バッファ、短期メモリユ
ニット、長期メモリユニット、その他の適切なメモリユニットを含む。格納ユニット２２
４は、例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディスクドライブ、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶＤドライブ、その他の
適切な取り外し可能、または取り外し不可能格納ユニットを含む。メモリユニット２２２
および／または格納ユニット２２４は、例えば、無線通信デバイス２０２および／または
２０６が処理するデータを格納することができる。
【００３０】
　一部の例示的な実施形態では、無線通信リンク２１６は、複数の非近接無線通信チャネ
ルを含んでよい。
【００３１】
　「（複数の）非近接チャネル」という用語は、近接しても、隣接もしておらず、および
／または、互いに境界を接してもいない２以上の無線通信チャネルのことであってよい。
一例では、第１の無線通信チャネルが第２の無線通信チャネルから、例えば１以上の他の
無線通信チャネル、サブチャネル、周波数帯域等で分離されている場合に、「第１および
第２の無線通信チャネルが非近接である」と称してよい。
【００３２】
　一部の例示的な実施形態では、複数の非近接チャネルのうちの少なくとも１つのチャネ
ルが、少なくとも５ＭＨｚの帯域幅を有する。他の実施形態では、非近接無線通信チャネ
ルは任意の他の適切な帯域幅を有してよい。
【００３３】
　以下に、等しい帯域幅を有する２つの非近接無線通信チャネル（例えば２つの８０ＭＨ
ｚチャネル）を含む無線通信リンク（例えば無線通信リンク２１６）を参照しながら一部
の例示的な実施形態について説明する。一例では、無線通信リンクは、８０ＭＨｚの帯域
幅を有する少なくとも１つのチャネルと、８０ＭＨｚとは異なる帯域幅（例えば、２０Ｍ
Ｈｚ、４０ＭＨｚ、１２０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ等）を有する少なくとも１つのチャネル
とを含んでよい。例えば、８０ＭＨｚチャネルは、例えば８０２．１１規格および／また
は任意の他の適切な規格および／またはプロトコルに準拠した４つの近接２０ＭＨｚチャ
ネルを含んでよい。
【００３４】
　一部の例示的な実施形態では、無線通信ユニット２０８は、複数の無線通信チャネルに
無線送信を送信するための複数の送信（Ｔｘ）チェーン２１１を含んでよい。無線通信ユ
ニット２４０は、複数の無線通信チャネルから無線送信を受信するための複数の受信（Ｒ
ｘ）チェーン２４４を含んでよい。一部の実施形態では、Ｔｘチェーン２１１およびＲｘ
チェーン２４４のうち少なくとも１以上が、任意の適切な物理層（ＰＨＹ）チェーンおよ
び／もしくはコンポーネント、ならびに／または任意の他の適切なエレメントを含んでよ
い。
【００３５】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット２０８が、Ｔｘチェーン２１１を介して送信を
共通制御する媒体アクセスコントローラ（ＭＡＣ）２１０（例えば１つのＭＡＣ）を含ん



(10) JP 5475197 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

でよい、および／または、無線通信ユニット２４０が、Ｒｘチェーン２４４を介して送信
を共通制御するＭＡＣ２４２（例えば１つのＭＡＣ）を含んでよいが、これについては以
下で詳述する。
【００３６】
　一部の実施形態では、ＭＡＣ２１０は、無線通信リンク２１６の複数の無線通信チャネ
ルを介して無線通信パケットの送信シンボルを同時に送信するようにＴｘチェーン２１１
を制御してよい。ＭＡＣ２４２は、無線通信リンク２１６の複数の無線通信チャネルを介
して無線通信パケットのシンボルを同時受信するようにＲｘチェーン２４４を制御してよ
い。
【００３７】
　図３は、一部の実施形態におけるチャネル割り当てを示すブロック図である。ブロック
図は、５ギガヘルツ（ＧＨｚ）帯域の無線スペクトルの一部を示しており、５ＧＨｚ帯域
の部分は、無許可帯域として割り当てられ、ＵＮＩＩ（Unlicensed National Informatio
n Infrastructure）無線帯域と称される。ＵＮＩＩ無線帯域は、ＩＥＥＥ－８０２.１１
デバイスおよび数多くの無線ネットワークサービスプロバイダが利用する無線周波数スペ
クトルの一部であり、米国の連邦通信委員ＦＣＣの５ＧＨｚの無線デバイスの規制管轄の
範囲内である。ＵＮＩＩ無線帯域は、本願では、ＵＮＩＩ－１帯域、ＵＮＩＩ－２帯域、
ＵＮＩＩ－２拡張帯域、よびＵＮＩＩ－３帯域として分類される。帯域はさらに、各帯域
に割り当てられるチャネル数、電力制限、および周波数帯域により分類され、チャネルが
チャネルブロックにまとめられてよい。
【００３８】
　５ＧＨｚ帯域の範囲内の特定の帯域の詳細は、地域によって変化させることができる。
例えば、図３に示す帯域は、米国に適用可能な実施形態を反映している。他の実施形態で
は各帯域の周波数範囲が異なるものであってよい。図３に示すように、ＵＮＩＩ－１帯域
は、５．１５から５．２５ＧＨｚの間の範囲であり、ＵＮＩＩ－１帯域は、３６から４８
の範囲の偶数番号のチャネルブロックを含み、各チャネルブロックが、２０ＭＨｚの帯域
幅全体において、５ＭＨｚチャネルを４つ含んでいる。ここでチャネルブロックは、１つ
のチャネルのことであっても、チャネルブロックにまとめられる複数のチャネルのことで
あってもよい。各チャネルブロックの４つのチャネルが含まれていてよいが、チャネルブ
ロックを構成するためにこれより少ない、または多い数のチャネル（例えば２、３、５、
または６）が利用されてもよい。
【００３９】
　一実施形態では、複数帯域および／またはチャネルの送信電力レベルが同じ、または実
質的に同じであってよい。例えば、ＵＮＩＩ－１およびＵＮＩＩ－２帯域または拡張され
たＵＮＩＩ－２およびＵＮＩＩ－３帯域において、１６０ＭＨｚチャネルの送信は、１６
０ＭＨｚチャネル全体として同じまたは実質的に同じ電力レベルで実行されてよい。別の
実施形態では、１６０ＭＨｚチャネルに複数の電力レベルを適用する。例えば、ＵＮＩＩ
－１帯域で１６０ＭＨｚチャネルを送信するために第１の電力レベルを利用して、ＵＮＩ
Ｉ－２帯域で１６０ＭＨｚチャネルを送信するために第２の電力レベルを利用することが
できる。
【００４０】
　同様に、ＵＮＩＩ－２帯域は、５．２５から５．３５ＧＨｚの間の全帯域幅２０ＭＨｚ
について５ＭＨｚのチャネルブロックを４つ含み、５２から６４個という偶数番号のチャ
ネルブロックの範囲である。ＵＮＩＩ－２拡張帯域幅は、ＵＮＩＩ世界帯域とも称される
ことがあるが、５．４７から５．７２５ＧＨｚの範囲であり、１００から１４４までの偶
数番号の５ＭＨｚのチャネルブロックを１２個含んでいる。本実施形態では、５ＧＨｚの
ギャップがＵＮＩＩ－２拡張帯域の後であって、ＵＮＩＩ－３帯域の前に存在する。ＵＮ
ＩＩ－３帯域は、５．８２５ＧＨｚに拡張されており、１４９から１６５までの奇数番号
の５ＭＨｚのチャネルブロックを５つ含んでいる。図３の周波数ラベルは、対応するＵＮ
ＩＩ帯域について構築される制限を示す。
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【００４１】
　一実施形態では、各チャネルブロックが２０ＭＨｚの範囲の帯域幅であるチャネルブロ
ック３６－６４が５．１７ＧＨｚおよび５．３３ＧＨｚの間にあり、チャネルブロック３
６－６４がＵＮＩＩ－１およびＵＮＩＩ－２帯域におさまっている。一実施形態では、各
チャネルブロックが２０ＭＨｚの範囲の帯域幅であるチャネルブロック１００－１４０が
５．４９ＧＨｚおよび５．７１ＧＨｚの間の範囲にあり、チャネルブロック１００－１４
０がＵＮＩＩ－２帯域におさまっている。さらに、各チャネルブロックが２０ＭＨｚの範
囲の帯域幅であるチャネルブロック１４９－１６５が５．７３５ＧＨｚおよび５．８３５
ＧＨｚの間にあり、チャネルブロック１４９－１６５がＵＮＩＩ－３帯域におさまってい
る。別の実施形態では、各帯域におけるチャネルが占拠する周波数帯域およびチャネルブ
ロック番号は、規定上の要件その他の限定に応じて異なるものであってよい。
【００４２】
　複数のチャネルでのデータストリームの送信は、通信に利用される無線プロトコルに応
じて異なるものであってよい。例えば８０２．１１ａｃ（ＴＧａｃ）ドラフト仕様では、
ＶＨＴ　ＢＳＳ１００の８０ＭＨｚのＰＨＹ送信は、２つの隣り合わせの４０ＭＨｚチャ
ネルを利用してサポートされている。８０ＭＨｚの送信については、チャネルブロック３
６および４０は、２つの隣り合わせのチャネルブロックであり、組み合わせると全体とし
て４０ＭＨｚの帯域幅を提供する。さらにチャネルブロック４４および４８も、全体とし
て４０ＭＨｚの帯域幅が提供される。チャネルブロック３６、４０、４４、および４８を
組み合わせると、全体として８０ＭＨｚの近接した送信用の帯域幅が提供される。チャネ
ルブロック３６－４８を組み合わせると、１６０ＭＨｚ送信用の第１の周波数部分を提供
することができる。１６０ＭＨｚ送信用の第２の周波数部分は、チャネルブロック５２、
５６、６０、および６４を含んでよく、第２の周波数部分は８０ＭＨｚの帯域幅である。
近接した第１および第２の周波数部分によって、第１の１６０ｍＨｚチャネル３０２の近
接送信が可能となる。一部の実施形態では、第１の周波数部分と第２の周波数部分とが、
周波数下位部分および周波数上位部分と称される場合がある。
【００４３】
　第２の１６０ＭＨｚチャネル３０４は、ＵＮＩＩ－２拡張帯域のチャネルブロック１０
０から１２０を利用して形成されてよく、第２の１６０ＭＨｚチャネル３０４は、２以上
の周波数部分を利用して形成されてよい。第３の１６０ＭＨｚチャネル３０６も近接して
いるが、図３に示すように、周波数ギャップ３０８によって５ＧＨｚ帯域の送信はできな
くなっている。周波数ギャップ３０８の帯域幅は５ＭＨｚ以上であってよい（例えば１０
、１５、２０等）。
【００４４】
　図４は、一部の実施形態におけるチャネル割り当てを示すブロック図である。これら実
施形態のギャップ３０８は、ＵＮＩＩ－３帯域のチャネルブロック番号を付け直すことで
除去される。ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネルブロック番号（チャネルブロック１
４９、１５３、１５７、１６１、および１６５を含む）は、ギャップ３０８をなくしつつ
、奇数番号のチャネルブロック番号１４８、１５２、１５６、１６０、および１６４で置
き換えられる。ギャップ３０８をなくすことで、ＵＮＩＩ－２拡張帯域からＵＮＩＩ－３
帯域までの近接したチャネルブロックセット（１００－１６４）が提供され、新たなチャ
ネル割り当てが実現される。第３の１６０ＭＨｚチャネル３０６は、５ＧＨｚ帯域の１６
０ＭＨｚチャネルを３つ提供するが、実施形態はこれに限定されず、他の周波数スペクト
ルまたは帯域に適用可能である。
【００４５】
　ＵＮＩＩ－３帯域の新たなチャネル形成を定義することで、５ＧＨｚ帯域の３つの近接
した、および重ならないチャネルが提供されてよい。しかし、１６０ＭＨｚチャネルを利
用して動作するデバイスの間には共存の問題が生じる可能性がある（例えば図１のＶＨＴ
通信局１０２とＶＨＴ　ＡＰ１０４との間、および、上述したＵＮＩＩ－３帯域の奇数番
号のチャネルを利用して動作するレガシーデバイスの間等）。例えば、ＵＮＩＩ－３の奇
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数番号のチャネルブロックで動作する図１のＨＴ通信局１１２および／またはＨＴ　ＡＰ
１１４が、１６０ＭＨｚ送信用のＵＮＩＩ－３帯域の偶数番号のチャネルブロックを含む
偶数番号のチャネルブロック（１３２から１６０）を利用するＶＨＴ通信局１０２および
／またはＶＨＴ　ＡＰ１０４からの送信を検知できない場合がある。共存を実現するため
には、１つのＢＳＳ内、または別個の重なっているＢＳＳ内で動作するＶＨＴデバイスお
よびレガシーデバイスに平等にアクセスを可能とさせるようなチャネルアクセス規則を利
用することができる。チャネルアクセス規則は、ＶＨＴ通信局１０２および／またはＶＨ
Ｔ　ＡＰ１０４等のＶＨＴデバイスからの送信を、ＶＨＴ送信の期間、レガシーチャネル
のアクセスから守ることができるようにする（図５の近接広帯域幅データユニット５０２
を含んでよい）。
【００４６】
　共存は、レガシーデバイスおよびＶＨＴデバイス間の衝突を回避するために提供されて
よく、ここでレガシーデバイスとはＨＴ　ＳＴＡ１１２、ＨＴ　ＡＰ１１４、またはＶＨ
Ｔデバイスより動作帯域幅の狭いその他のデバイスであってよく、ＶＨＴデバイスとはＶ
ＨＴ　ＳＴＡ１０２および／またはＶＨＴ　ＡＰ１０４であってよい。ＶＨＴデバイスチ
ャネル選択規則をＵＮＩＩ－３帯域の偶数チャネルブロックおよびＵＮＩＩ－２拡張帯域
等の２つの周波数帯域にわたる動作に利用することで、ＵＮＩＩ－３帯域の１以上の奇数
番号のチャネルブロックがＶＨＴデバイスによって図６のエレメント６０２で走査され、
この奇数番号のチャネルには、チャネルブロック１４９、１５３、１５７、１６１、およ
び１６５の１以上が含まれてよい。レガシーデバイスが利用するＵＮＩＩ－３帯域の奇数
番号のチャネルが１以上存在する場合には、ＶＨＴデバイスは、チャネルブロック１３２
、１３６、１４０、１４４、１４８、１５２、１５６、および１６０の１以上を含みうる
１６０ＭＨｚチャネル等の近接した広帯域チャネルを利用しない。または、ＶＨＴデバイ
スがＵＮＩＩ帯域のいずれかにおける８０ＭＨｚチャネルを利用して動作してもよく、ま
たは、ＶＨＴデバイスが、ＵＮＩＩ－１、ＵＮＩＩ－２、またはＵＮＩＩ－２拡張帯域の
８０ＭＨｚチャネル、および、ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネル等の、近接してい
ない１６０ＭＨｚモードで動作してもよい。
【００４７】
　ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネルが図６のエレメント６０４においてアイドルで
ある場合には、ＶＨＴデバイスは、ＵＮＩＩ－２拡張帯域チャネルブロック１３２から１
４４と、チャネルブロック１４８から１６０を含む、ＵＮＩＩ－３の偶数チャネルブロッ
ク番号とを両方利用して、近接１６０ＭＨｚモードで動作、送信することができる（図６
のエレメント６０６参照）。ＶＨＴデバイスは、図６のエレメント６０８の一次チャネル
を選択して、一次チャネルは、ＵＮＩＩ－２拡張帯域の任意の２０ＭＨｚサブチャネルに
設定されて、レガシーデバイスに、ＶＨＴデバイスからの一次チャネルからビーコンを受
け、レガシーシーデバイスを近接１６０ＭＨｚモードで動作しているＶＨＴ　ＢＳＳ１０
０に参加させることができる。ＶＨＴデバイスは、一次チャネルで送信を行って、レガシ
ーデバイスに、ＶＨＴデバイスからのチャネルブロックのいずれかからビーコンを受信さ
せる。ＶＨＴデバイスは、エレメント６１０で、ＵＮＩＩ－２拡張帯域でレガシーデバイ
スからのビーコンを受信する。
【００４８】
　共存は、ＶＨＴデバイスの近接した１６０ＭＨｚ送信規則を利用して提供することもで
き、ここでは、近接広帯域幅データユニット５０２が、ＰＰＤＵ等のデータユニットを利
用して送信される。図７のエレメント７０２で、ＵＮＩＩ－３帯域の１以上の奇数番号の
チャネルブロックがＶＨＴデバイスによって検知、またはスキャンされ、奇数番号のチャ
ネルには、チャネルブロック１４９、１５３、１５７、１６１、および１６５の１以上が
含まれていてよい。別の実施形態では、ＶＨＴデバイスが、ＵＮＩ－２拡張帯域の偶数番
号のチャネルブロック１３２から１４４と、ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネルブロ
ック１４９から１６１を含む８つのチャネルブロック全てをスキャンして、レガシーデバ
イスからの送信がないかを確かめる。



(13) JP 5475197 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

【００４９】
　ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネルブロック１４９から１６１がアイドルではない
場合（例えば、搬送波感知多重アクセス／衝突回避方式（ＣＣＡ）５０４を有するＶＨＴ
デバイス）、ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチャネルブロック１４９から１６１の１以上
がビジーであることを示すので、ＶＨＴデバイスが８０ＭＨｚモードを利用して動作する
。ＶＨＴデバイスは後で、一定の期間の間チャネルブロックがアイドルかを判断するため
に再度スキャンを行うことができ、これにより、近接１６０ＭＨｚ広帯域送信の準備を引
き続き行うことができる。チャネルブロックがエレメント７０４で必要な時間アイドルで
ある場合には、ＶＨＴデバイスが、ＵＮＩＩ－３の１以上の奇数番号のチャネルブロック
であってよいチャネルブロックを介して送信要求（ＲＴＳ）フレーム５０６を送信し、奇
数番号のチャネルには、チャネルブロック１４９、１５３、１５７、１６１、および１６
５の１以上が含まれてよい。
【００５０】
　別の実施形態では、ＶＨＴデバイスは、エレメント７０６のＵＮＩＩ－２拡張帯域の偶
数番号のチャネルブロック１３２から１４４と、ＵＮＩＩ－３の奇数番号のチャネルブロ
ック１４９から１６１を含む送信要求（ＲＴＳ）フレーム５０６を送信する。ＲＴＳフレ
ーム５０６の送信によって、レガシーデバイスが、送信にかかる期間を知ることができ、
ＵＮＩＩ－３帯域で動作するレガシーデバイスとＶＨＴデバイスとの間の衝突を回避する
ことができるようになる。
【００５１】
　ＲＴＳフレーム５０６をＶＨＴデバイスから受信すると、レシーバは、送信準備完了（
ＣＴＳ）フレーム５０８を１以上のチャネルブロック（例えば、ＵＮＩＩ－２拡張帯域の
偶数番号のブロック１３２から１４４、および、ＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のブロック
１４９から１６１等）で応答として送信することができる。ＣＴＳフレーム５０８は、Ｖ
ＨＴデバイスによってエレメント７０８で受信される。
【００５２】
　ＶＨＴデバイスは、ＵＮＩＩ－２拡張帯域の偶数番号のチャネルブロック１３２から１
４４およびＵＮＩＩ－３帯域の偶数番号のブロック１４８から１６０を利用して、エレメ
ント７１０で、近接広帯域モードで送信する。この実施形態では、ＶＨＴデバイスは、１
６０ＭＨｚチャネルを利用して送信を行っているが、他の実施形態では、これより狭い帯
域幅または広い帯域幅を利用することもできる。次いでＶＨＴデバイスは、示されている
ように、１以上のチャネルブロックを利用してエレメント７１２で、受領確認（ＡＣＫ）
フレーム５１０を受信する。一実施形態では、ＶＨＴデバイスは、ＵＮＩＩ－２拡張帯域
の偶数番号のチャネルブロック１３２から１４４およびＵＮＩＩ－３帯域の奇数番号のチ
ャネルブロック１４９から１６１を介して、ＡＣＫフレーム５１０を受信する。
【００５３】
　一般的に、ここで記載した動作は、適宜有形媒体に符号命令として具現化された適切な
ファームウェアまたはソフトウェアの事項によって促進される。従って、本発明の実施形
態は、機械可読媒体に、プロセッサコアの形態で実行される命令セットまたはその内部に
実装または実現される命令セットを含みうる。機械可読媒体は、機械が可読な形式の情報
を格納または送信する任意のメカニズムを含む。例えば、機械可読媒体は、読み出し専用
メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク格納媒体、光格納
媒体、およびフラッシュメモリデバイス等を含んでよい。加えて、機械可読媒体には、電
気、光、音響等の電波信号、またはその他の形態の電波信号（例えば搬送波、赤外線信号
、デジタル信号）を含みうる。
【００５４】
　本発明の一定の特徴について例示および記載してきたが、当業者であれば数多くの変形
例、修正例、変更例、および均等物を想到するであろう。従って添付請求項は、これら全
ての変形例および修正例を本発明の真の精神内に含むことを意図していることを理解され
たい。
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