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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ビデオ領域ネットワーク内のチャンネル制御方法において、
　可用チャンネルをスキャンするステップと、
　前記可用チャンネルらから他のネットワークと最小限の干渉を有するチャンネルを選択
するステップと、
　前記選択されたチャンネルがリスニング期間の間に続けて可用であるか否かを決定し、
前記選択されたチャンネルが可用である場合、前記選択されたチャンネルで通信するステ
ップと
　を含み、前記可用チャンネルは、ビデオ信号の一方向伝送に使用されるＨＲ（Ｈｉｇｈ
－Ｒａｔｅ）周波数チャンネルと、制御信号の双方向伝送に使用されるＬＲ（Ｌｏｗ－Ｒ
ａｔｅ）周波数チャンネルとを含み、一般周波数帯域内にｍ個のＨＲチャンネルが定義さ
れ、ｎ個のＬＲチャンネルが前記ＨＲチャンネルと同じ周波数帯域内で定義され、それぞ
れのＨＲチャンネル内にｎ個のＬＲチャンネルが定義されている、ことを特徴とするチャ
ンネル制御方法。
【請求項２】
　前記可用チャンネルをスキャンするステップは、それぞれのＬＲチャンネルに対してＬ
Ｒピークエネルギー検出値を決定するために、所定の時間にそれぞれのＬＲチャンネルに
対してエネルギー検出を行うことによって、前記ＬＲチャンネルを先にスキャンするステ
ップを含むことを特徴とする請求項１に記載のチャンネル制御方法。
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【請求項３】
　前記可用チャンネルをスキャンするステップは、ＨＲチャンネル内の全てのＬＲチャン
ネルが明示されたＬＲ干渉臨界値より小さいＬＲピークエネルギー検出値を有する前記Ｈ
Ｒチャンネルを選択的にスキャンするステップをさらに含むことを特徴とする請求項２に
記載のチャンネル制御方法。
【請求項４】
　それぞれのＨＲチャンネルは、前記ＨＲチャンネルに対してＨＲ周波数帯域を定義する
開始周波数及び終了周波数を有し、
　それぞれのＬＲチャンネルは、対応するＨＲ周波数帯域内で、ＬＲ周波数帯域を定義す
る開始周波数及び終了周波数を有し、
　前記ＨＲチャンネルを選択的にスキャンするステップは、前記ＨＲチャンネルに対して
ＨＲピークエネルギー検出値を決定するために、前記ＨＲチャンネル内で前記ＬＲ周波数
帯域に相応する周波数の増加によって、それぞれのＨＲチャンネルに対してエネルギー検
出を行うステップをさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のチャンネル制御方法。
【請求項５】
　前記可用チャンネルからチャンネルを選択するステップは、全てのスキャンされたＨＲ
Ｐ（ＨＲ　ＰＨＹ）チャンネルのうち、最小ＨＲＰピークエネルギー検出値を有するＨＲ
チャンネルを選択するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載のチャンネ
ル制御方法。
【請求項６】
　前記最小ＨＲＰピークエネルギー検出値は、ＨＲＰ干渉臨界値より小さいことを特徴と
する請求項５に記載のチャンネル制御方法。
【請求項７】
　前記可用チャンネルからチャンネルを選択するステップは、前記選択されたＨＲＰチャ
ンネル内のＬＲＰチャンネル（ＬＲ　ＰＨＹ）のうち、最小ＬＲＰピークエネルギー検出
値を有するＬＲＰチャンネルを選択するステップをさらに含むことを特徴とする請求項５
に記載のチャンネル制御方法。
【請求項８】
　ＬＲＰチャンネルに対してエネルギー検出を行う際に、全方向モードの前記チャンネル
でエネルギー検出を行う、ことを特徴とする請求項２に記載のチャンネル制御方法。
【請求項９】
　ＬＲＰチャンネルに対してエネルギー検出を行う際に、全方向エネルギー検出をエミュ
レートするために、他の方向に前記チャンネルに対してエネルギー検出を行う、ことを特
徴とする請求項８に記載のチャンネル制御方法。
【請求項１０】
　前記一般周波数帯域は、５７ないし６６ＧＨｚを含み、それぞれのＬＲＰチャンネルは
、８０ＭＨｚ帯域を含み、前記ＬＲＰチャンネルは、１２０ＭＨｚ帯域によって区分され
、前記ＬＲＰチャンネルの中心周波数は、２００ＭＨｚ帯域によって区分されることを特
徴とする請求項１に記載のチャンネル制御方法。
【請求項１１】
　ブロードキャストビーコン内にシャットダウン案内を位置させることによって、前記チ
ャンネルをシャットダウンするステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
チャンネル制御方法。
【請求項１２】
　前記チャンネルで通信するステップは、チャンネルタイムをビーコンによって区分され
るスーパーフレームに分けることによってチャンネルアクセスを制御するステップと、そ
れぞれのスーパーフレームが一つ以上の予約されたチャンネルタイムブロック及び一つ以
上の予約されていないチャンネルタイムブロックを有するチャンネルタイムブロックを含
む場合、前記予約されたチャンネルタイムブロックの間に前記チャンネルでパケットを通
信するステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載のチャンネル制御方法。
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【請求項１３】
　前記リスニング期間は、スーパーフレーム期間を含むことを特徴とする請求項１に記載
のチャンネル制御方法。
【請求項１４】
　それぞれのＬＲＰチャンネルに対してエネルギー検出を行う際に、スーパーフレーム期
間より長いリスニング期間に、エネルギー検出を行う、ことを特徴とする請求項２に記載
のチャンネル制御方法。
【請求項１５】
　一般周波数帯域内で複数のＨＲチャンネルが定義され、複数のＬＲチャンネルが前記Ｈ
Ｒチャンネルと同じ周波数帯域内で定義されるように、前記可用チャンネルは、ＨＲ周波
数チャンネル及びＬＲ周波数チャンネルを含むことを特徴とする請求項１に記載のチャン
ネル制御方法。
【請求項１６】
　無線ビデオ領域ネットワーク内のチャンネル制御調整子において、
　可用チャンネルをスキャンするように構成されたスキャニングモジュールと、
　前記可用チャンネルから他のネットワークと最小限の干渉を有するチャンネルを選択す
るように構成された選択モジュールと、
　前記選択されたチャンネルがリスニング期間の間に続けて可用である場合、前記選択さ
れたチャンネルで通信する通信モジュールと
　を含み、前記可用チャンネルは、ビデオ信号の一方向伝送に使用されるＨＲ（Ｈｉｇｈ
－Ｒａｔｅ）周波数チャンネルと、制御信号の双方向伝送に使用されるＬＲ（Ｌｏｗ－Ｒ
ａｔｅ）周波数チャンネルとを含み、一般周波数帯域内にｍ個のＨＲチャンネルが定義さ
れ、ｎ個のＬＲチャンネルが前記ＨＲチャンネルと同じ周波数帯域内で定義され、それぞ
れのＨＲチャンネル内にｎ個のＬＲチャンネルが定義されている、ことを特徴とするチャ
ンネル制御調整子。
【請求項１７】
　前記スキャニングモジュールは、それぞれのＬＲチャンネルに対してＬＲピークエネル
ギー検出値を決定するために、所定の時間にそれぞれのＬＲチャンネルに対してエネルギ
ー検出を行うことによって、まず前記ＬＲチャンネルをスキャンするようにさらに構成さ
れたことを特徴とする請求項１６に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項１８】
　前記スキャニングモジュールは、ＨＲチャンネル内のすべてのＬＲチャンネルが明示さ
れたＬＲ干渉臨界値より小さいＬＲピークエネルギー検出値を有する前記ＨＲチャンネル
を選択的にスキャンするようにさらに構成されたことを特徴とする請求項１７に記載のチ
ャンネル制御調整子。
【請求項１９】
　それぞれのＨＲチャンネルは、前記ＨＲチャンネルに対してＨＲ周波数帯域を定義する
開始周波数及び終了周波数を有し、
　それぞれのＬＲチャンネルは、対応するＨＲ周波数帯域内でＬＲ周波数帯域を定義する
開始周波数及び終了周波数を有し、
　前記スキャニングモジュールは、前記ＨＲチャンネルに対してＨＲピークエネルギー検
出値を決定するために、前記ＨＲチャンネル内で前記ＬＲ周波数帯域に相応する周波数の
増加によって、それぞれのＨＲチャンネルに対してエネルギー検出を行うようにさらに構
成されたことを特徴とする請求項１８に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２０】
　前記選択モジュールは、全てのスキャンされたＨＲチャンネルのうち、最小ＨＲピーク
エネルギー検出値を有するＨＲチャンネルを選択するようにさらに構成されたことを特徴
とする請求項１９に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２１】
　前記最小ＨＲピークエネルギー検出値は、ＨＲ干渉臨界値より小さいことを特徴とする
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請求項２０に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２２】
　前記選択モジュールは、前記選択されたＨＲチャンネル内の前記ＬＲチャンネルのうち
、最小ＬＲピークエネルギー検出値を有するＬＲチャンネルを選択するようにさらに構成
されたことを特徴とする請求項２０に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２３】
　前記スキャニングモジュールは、全方向モードのＬＲチャンネルでエネルギー検出を行
うようにさらに構成されたことを特徴とする請求項１６に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２４】
　前記スキャニングモジュールは、全方向エネルギー検出をエミュレートするために、他
の方向にＬＲチャンネルでエネルギー検出を行うようにさらに構成されたことを特徴とす
る請求項２３に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２５】
　前記一般周波数帯域は、５７ないし６６ＧＨｚを含み、それぞれのＬＲチャンネルは、
８０ＭＨｚ帯域を含み、前記ＬＲチャンネルは、１２０ＭＨｚ帯域によって区分され、前
記ＬＲチャンネルの中心周波数は、２００ＭＨｚ帯域によって区分されることを特徴とす
る請求項１６に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２６】
　前記通信モジュールは、ブロードキャストビーコン内にシャットダウン案内を位置させ
ることによって、前記チャンネルをシャットダウンするようにさらに構成されたことを特
徴とする請求項１６に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２７】
　前記通信モジュールは、前記ＨＲチャンネル及び前記選択されたチャンネルに対するチ
ャンネルタイムをビーコンによって区分したスーパーフレームに分け、それぞれのスーパ
ーフレームは、一つ以上の予約されたチャンネルタイムブロック及び一つ以上の予約され
ていないチャンネルタイムブロックを含む場合、前記予約されたチャンネルタイムブロッ
クの間に前記チャンネルでパケットを通信するようにさらに構成されたことを特徴とする
請求項１６に記載のチャンネル制御調整子。
【請求項２８】
　前記リスニング期間は、スーパーフレーム期間を含むことを特徴とする請求項２７に記
載のチャンネル制御調整子。
【請求項２９】
　前記スキャニングモジュールは、スーパーフレーム期間より長い期間、ＬＲチャンネル
でエネルギー検出を行うようにさらに構成されたことを特徴とする請求項２８に記載のチ
ャンネル制御調整子。
【請求項３０】
　一般周波数帯域内で複数のＨＲチャンネルが定義され、複数のＬＲチャンネルが前記Ｈ
Ｒチャンネルと同じ周波数帯域内で定義されるように、前記可用チャンネルは、ＨＲ周波
数チャンネル及びＬＲ周波数チャンネルを含むことを特徴とする請求項１６に記載のチャ
ンネル制御調整子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チャンネル制御に係り、さらに詳細には、無線ビデオ領域ネットワーク（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　Ｖｉｄｅｏ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＷＶＡＮ）内でのチャンネル
制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高画質ビデオが急増するにつれて、増加する電子製品（例、家電装置）が高鮮明度（Ｈ
ｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ：以下、ＨＤ）ビデオを利用する。ＨＤビデオは、伝送時
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に帯域幅として数Ｇｂｐｓ（Ｇｉｇａ　ｂｉｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）の送信帯域幅
を要求する。
【０００３】
　したがって、デバイスの間にＨＤビデオを伝送するとき、伝統的な伝送法は、要求され
る伝送帯域幅を狭めるように、ＨＤビデオを圧縮してサイズを縮めた。圧縮されたビデオ
は、以後使われるために復元される。しかし、ビデオデータのそれぞれの圧縮と以後の復
元とを通じて、ビデオ情報の一部が失われ、かつ画質が低下しうる。
【０００４】
　高鮮明マルチメディアインターフェース（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＨＤＭＩ）標準は、ケーブルを通じて、デバイス間
の非圧縮ＨＤ信号を伝送可能にする。家電メーカは、ＨＤＭＩと互換可能な装備を提供し
始めているが、非圧縮ＨＤビデオ信号を伝送できる適当な無線（例：無線周波数）技術は
、まだ無い実情である。
【０００５】
　ＯＳＩ標準は、異なるシステムが通信できるように、最終ユーザと物理デバイスとの間
に７階層の階層構造を提供する。それぞれの階層は、異なる業務を担当しており、ＯＳＩ
標準は、階層間及び標準によるデバイス間の相互作用を記述する。ＯＳＩ標準は、物理階
層、データリンク階層、ネットワーク階層、伝送階層、セッション階層、表現階層及び応
用階層を含む。ＩＥＥＥ　８０２標準は、ローカルネットワークのための３階層構造を提
供するが、これは、ＯＳＩ標準の物理階層及びデータリンク階層と類似している。ＩＥＥ
Ｅ　８０２標準２００内の３階層構造は、物理階層、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層及びＬＬＣ（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層
を含む。物理階層は、ＯＳＩ標準での物理階層のような機能を行う。ＭＡＣ及びＬＬＣ階
層は、ＯＳＩ標準のデータリンク階層の機能を共有する。ＬＬＣ階層は、データを物理階
層で通信できるフレームに分け、ＭＡＣ階層は、データフレームを送信してＡＣＫ（Ａｃ
ｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）フレームを受信してデータリンク上で通信を管理する。Ｍ
ＡＣ及びＬＬＣ階層は、受信及び受信確認されていないフレームの再伝送及びエラーを確
認する責任がある。
【０００６】
　非圧縮ＨＤ信号を受容すべき帯域幅を有することができず、６０ＧＨｚ帯域で非圧縮ビ
デオを送信するほど十分な帯域幅を揃えた無線インターフェースを提供できないＩＥＥＥ
　８０２標準で定義されたＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋｓ）及び類似技術は、いくつかのデバイスが連結された時に干渉問題が生じうる
。ＩＥＥＥ　８０２.１５.３は、ＷＰＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）上でオーディオビジュアル情報を伝送するためのチャンネル接近
方法を明記する。しかし、ＩＥＥＥ　８０２.１５.３のチャンネル接近制御は複雑であり
、単一チャンネルに対する接近のみを記述する。また、ＩＥＥＥ　８０２.１５.３で、ビ
ーコンに伝送されるチャンネルタイム割当明細は、一つの圧縮Ａ／Ｖストリームに対して
一つのスーパーフレームの一つのＣＴＢに制限される。しかし、非圧縮ビデオストリーム
に対して、一つのスーパーフレーム内で複数のＣＴＢが遅延及びバッファ要求事項を満足
させる必要がある。したがって、前記短所のある無線通信網において、チャンネルを設定
して制御するための方法及びシステムに対する必要性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、無線ビデオ領域ネットワーク内でチャンネルを設定する方法及びシステムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施例で、チャンネル設定は、可用チャンネルをスキャンし、可用チャンネルから他
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のネットワークと最小限の干渉を有するチャンネルを選択し、該選択されたチャンネルが
リスニング区間の間に可用状態に維持されるか否かを決定し、選択されたチャンネルが可
用状態に維持されれば、選択されたチャンネルで通信を開始するステップを含む。
【０００９】
　可用チャンネルは、ＨＲ（Ｈｉｇｈ－Ｒａｔｅ）周波数チャンネル及びＬＲ（Ｌｏｗ－
Ｒａｔｅ）周波数チャンネルを含み、ｍ個のＨＲチャンネルは、一般周波数帯域内でＨＲ
Ｐ（Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　ＰＨＹ）チャンネルと定義され、ｎ個のＬＲチャンネルは、Ｈ
ＲＰと同じ周波数帯域内でＬＲＰ（Ｌｏｗ　Ｒａｔｅ　ＰＨＹ）チャンネルと定義され、
それぞれのＨＲＰチャンネル内でｎ個のＬＲＰチャンネルが定義される。
【００１０】
　可用チャンネルをスキャンするステップは、それぞれのＬＲＰチャンネルに対してＬＲ
Ｐピークエネルギー検出値を決定するために、所定の時間にそれぞれのＬＲＰチャンネル
に対してエネルギー検出を行うことによって、まずＬＲＰチャンネルをスキャンするステ
ップを含む。可用チャンネルをスキャンするステップは、全てのＬＲＰチャンネルが明示
されたＬＲＰ干渉臨界値より小さいＬＲＰピークエネルギー検出値を有する範囲で、ＨＲ
Ｐチャンネルを選択的にスキャンするステップを含む。
【００１１】
　それぞれのＨＲＰチャンネルは、ＨＲＰ周波数帯域を定義する開始周波数及び終了周波
数を有し、それぞれのＬＲＰチャンネルは、対応するＨＲＰ周波数帯域内でＬＲＰ周波数
帯域を定義する開始周波数及び終了周波数を有する。ＨＲＰチャンネルを選択的にスキャ
ンするステップは、スキャンされるＨＲＰチャンネルに対してＨＲＰピークエネルギー検
出値を決定するために、ＨＲＰチャンネル内でＬＲＰ周波数帯域に相応する周波数増加に
よってエネルギー検出を行うステップをさらに含む。可用チャンネルでチャンネルを選択
するステップは、全てのスキャンされたＨＲＰチャンネルのうち、最小ＨＲＰピークエネ
ルギー検出値を有するＨＲＰチャンネルを選択するステップをさらに含む。最小ＨＲＰピ
ークエネルギー検出値は、ＨＲＰ干渉臨界値より小さい。可用チャンネルでチャンネルを
選択するステップは、選択されたＨＲＰチャンネル内で、ＬＲＰチャンネルのうち、最小
ＬＲＰピークエネルギー検出値を有するＬＲＰチャンネルを選択するステップをさらに含
む。
【００１２】
　次いで、ＨＲチャンネルは設定され、ＨＲチャンネルへの接近及び選択されたチャンネ
ルは、ビーコンによって分離されるスーパーフレームにチャンネルタイムを分け、予約さ
れたチャンネルタイム・ブロック（ＣＴＢ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂｌｏｃｋｓ）
の間にチャンネルにパケットを通信することによって制御されるが、それぞれのスーパー
フレームは、一つ以上の予約されたＣＴＢ及び一つ以上の予約されていないＣＴＢを有す
るＣＴＢを含む。
【００１３】
　本発明のかかる特徴、側面及び利点は、後述する実施例、及び請求項及び添付した図面
を参照すれば分かるであろう。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による後述された例示構造は、プロセッサが行うプログラム命令、論理回路、カ
スタム型半導体（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）及びファームウェアなど多様な方式で具現される。本発明は
、特定の好まれるバージョンについ非常に詳細に記述されるが、他のバージョンも可能で
ある。したがって、請求項の思想及び範囲は、ここに含まれた前記好まれるバージョンの
明細に制限されてはならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本出願は、本明細書内で参照用として含まれ、２００６年５月１８日に出願された米国
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仮特許出願番号６０／８０１,７６７から優先権を主張する。
【００１６】
　本発明は、無線ビデオ領域ネットワーク内でチャンネルを設定する方法及びシステムを
提供する。一実施形態で、チャンネルを設定するステップは、可用チャンネルをスキャン
するステップ、可用チャンネルのうち他のネットワークと最小限の干渉を有するチャンネ
ルを選択するステップ、選択されたチャンネルがリスニング期間に続けて可用であるか否
かを決定するステップ、選択されたチャンネルが続けて可用である場合、選択されたチャ
ンネルに通信を開始するステップを含む。選択されたチャンネルは、ＬＲ（Ｌｏｗ　Ｒａ
ｔｅ）チャンネルである。次いで、ＨＲ（Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ）チャンネルが設定され、
ＨＲチャンネルへの接近及び選択されたチャンネルは、チャンネルタイムをビーコンによ
って区分されるスーパーフレームに分け、それぞれのスーパーフレームが一つ以上の予約
されたＣＴＢ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂｌｏｃｋ）及び一つ以上の予約されていな
いＣＴＢを有するＣＴＢを含む時、予約されたＣＴＢの間にチャンネルにパケットを通信
することによって制御される。
【００１７】
　図１は、本発明の実施例によって、無線ステーション間の非圧縮ＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅ
ｆｉｎｉｔｉｏｎ）ビデオを通信するための例示無線ネットワーク１０の機能ブロック図
を示す。ネットワーク１０は、ＷｉＨＤ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＨＤ）標準に基づくが、Ｗ
ｉＨＤ標準は、例えば、家電製品に対して６０ＧＨｚ周波数帯域で無線ＨＤデジタル信号
伝送のための無線デジタルネットワークインターフェース規格を定義する産業界の努力で
ある。ネットワーク１０は、ＷｉＨＤ調整子のような調整子１２及び複数の無線ステーシ
ョン１４（例、デバイス１，…，デバイスＮ）を含む。調整子１２及びステーション１４
は、相互間の通信のためにＬＲチャンネル１６（図１で点線）及びＨＲチャンネル１８（
図１で、実線）を利用する。
【００１８】
　一例として、調整子１２は、例えば、ＷＰＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）類型の無線ホームネットワーク環境でＨＤＴＶで具現され
たビデオ及び／またはオーディオデータの受信源である。それぞれのステーション１４は
、非圧縮ビデオまたはオーディオの送信源であるデバイスを含む。それぞれのステーショ
ンの例示１４は、セットトップボックス、ＤＶＤプレイヤでありうる。ステーション１４
は、オーディオ受信源でありうる。他の例として、調整子１２は、ビデオストリームの送
信源でありうる。さらに他の例として、調整子は、受信ステーションと送信ステーション
との無線通信のためのチャンネル調整機能を提供する。本発明によって、チャンネル接近
機能のような調整子機能は、受信デバイス及び／または送信デバイス内に独立デバイスと
して具現されることもある。デバイスは、セットトップボックスまたはＤＶＤプレイヤの
ような非圧縮ビデオまたはオーディオの送信源でありうる。デバイスは、オーディオ受信
源でありうる。
【００１９】
　調整子１２は、ステーション１４との通信のために、ＬＲチャンネル１６及びＨＲチャ
ンネル１８を利用する。それぞれのステーション１４は、他のステーション１４との通信
のために、ＬＲチャンネル１６を利用する。ＨＲチャンネル１８は、非圧縮ＨＤビデオ伝
送を支援するために、例えば、数Ｇｂｐｓ帯域幅を有する一方向ユニキャスト伝送のみを
支援する。ＬＲチャンネル１６は、せいぜい４０Ｍｂｐｓの処理率を有する双方向伝送を
支援しうる。ＬＲチャンネル１６は、ＡＣＫフレームのような制御フレームの伝送に主に
利用される。オーディオ及び圧縮ビデオのような低率データは、二つのステーション１４
の間にＬＲチャンネルに直接伝送されうる。
【００２０】
　ＨＲチャンネルは、非圧縮ＨＤビデオを支援するために、数Ｇｂｐｓの帯域幅を有する
一方向ユニキャスト伝送のみを支援する。ＬＲチャンネルは、せいぜい４０Ｍｂｐｓの処
理率を有する双方向伝送を支援しうる。ＬＲチャンネルは、ＡＣＫフレームのような制御
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フレームの伝送に主に使われる。オーディオ及び圧縮ビデオのような低率データも、二つ
のデバイスの間でＬＲチャンネルに直接伝送されうる。
【００２１】
　図２の例示タイミング図に示されたように、ＴＤＤスケジュリングがＬＲチャンネル１
６及びＨＲチャンネル１８に適用されるが、特定時点にＬＲチャンネル１６及びＨＲチャ
ンネル１８が伝送のために並列的に使われない。図２の例示で、ＨＲチャンネルにデータ
（例、ビデオ、オーディオ及び制御メッセージ）情報パケットを伝送するにあたって、ビ
ーコン及びＡＣＫパケット／フレームがＬＲチャンネル１６に伝送される。ビーム形成技
術がＬＲ及びＨＲチャンネルに何れも使われる。ＬＲチャンネルは、全方向伝送を支援し
うる。ＨＲチャンネル及びＬＲチャンネルは、論理的なチャンネルである。
【００２２】
　多くの無線通信システムで、送信機及び受信機のような無線ステーション間のデータ伝
送のためにフレーム構造が使われる。例えば、ＩＥＥＥ　８０２.１１標準は、ＭＡＣ階
層とＰＨＹ階層とでフレーム構造を使用する。典型的な送信機で、ＭＡＣ階層は、ＭＡＣ
サービスデータユニット（ＭＡＣ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ：ＭＳＤＵ）を
受けて、これにＭＡＣヘッダを付着させてＭＡＣプロトコルデータユニット（ＭＡＣ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ：ＭＰＤＵ）を作る。ＭＡＣヘッダは、送信源アド
レス（Ｓｏｕｒｃｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ：ＳＡ）及び受信源アドレス（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉ
ｏｎ　Ａｄｄｒｅｓｓ：ＤＡ）のような情報を含む。ＭＰＤＵは、ＰＨＹサービスデータ
ユニット（ＰＨＹ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ：ＰＳＤＵ）の一部であって、
ＰＨＹヘッダ（例、ＰＨＹプリアンブル）を付着させるためにトランスミッタ内からＰＨ
Ｙ階層に伝えられて、ＰＨＹプロトコルデータユニット（ＰＨＹ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄ
ａｔａ　Ｕｎｉｔ：ＰＰＤＵ）を構成する。ＰＨＹヘッダは、コーディング／変調方式を
含む伝送方式を決定するためのパラメータを含む。送信機から受信機にパケットを伝送す
る前、ＰＰＤＵにプリアンブルが付くが、プリアンブルは、チャンネル予測及び同期化情
報を含みうる。
【００２３】
　無線ステーション（ＳＴＡ）が共有された無線通信チャンネルに接近する２つの方式が
ある。一つの方式は、非競争調整（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｆｒｅｅ：ＣＦ）方法であり
、他の方式は、競争基盤調整（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ：ＣＢ）である。ＣＦ
期間の間に色々なチャンネル接近方法がある。例えば、ポイント調整機能（Ｐｏｉｎｔ　
Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ：ＰＣＦ）がチャンネル接近を制御するため
に利用される。ＰＣＦが設定されたとき、ＰＣＦは、通信のために登録されたステーショ
ンをポーリングし、ポーリング結果によって、ステーションに接近するチャンネルを提供
する。ＣＢ接近方法は、チャンネル接近において、公正さを提供するためにランダムバッ
クオフ期間を利用する。ＣＢ期間の間に、ステーションは、チャンネルをモニターし、チ
ャンネルが予め定義された時間の間、休止状態にある場合、ステーションは所定の時間待
ち、続けて休止状態にあるならば、ステーションは、前記チャンネルに伝送する。
【００２４】
　調整子及び非調整子は、同じ帯域幅を共有するが、調整子は、前記帯域幅の共有を調整
する。無線個人領域ネットワーク（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ：ＷＰＡＮ）環境で帯域幅を共有するためのプロトコルを設定するために標
準が開発されてきた。前述したように、ＩＥＥＥ標準８０２.１５.３は、時間分割多重接
近（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：ＴＤＭＡ）状に帯
域幅が共有される環境で、ＰＨＹ階層及びＭＡＣ階層のための標準を提供する。本発明に
よって、ＭＡＣ階層は、スーパーフレーム構造を定義するが、これを通じて非調整子デバ
イス１４による帯域幅共有が調整子１２及び／または非調整子デバイス１４によって管理
される。
【００２５】
　本発明によって、非競争期間内で、ＰＣＦポーリングの代わりに、時間スケジュリング
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が利用されるが、ビーコンがスケジュリングされたＣＴＢについての情報を提供する。本
発明によって、無線チャンネルに非圧縮ビデオを伝送するためのスーパーフレーム基盤チ
ャンネル接近制御は、図３Ａ及び図３Ｂの例示で示されたスーパーフレーム構造に基づい
て適用される。
【００２６】
　図３Ａは、一連のスーパーフレーム２０を示し、図３Ｂは、複数のスケジュール３０を
含むＬＲ及びＨＲチャンネルに対するスーパーフレーム２０の詳細図を示す。それぞれの
スケジュール３０は、等時性データストリームの伝送のために予約された一つ以上の周期
的な予約されたＣＴＢ
３２を含む。図３Ｂで、Ｔ１は、スケジュール１に属する、二つの連続されたＣＴＢ間の
間隔を表し、Ｔ２は、スケジュール２に属する二つの連続されたＣＴＢ間の間隔を表す。
【００２７】
　スケジュール３０は、予約されたＣＴＢ３２を表し、スケジュール間の時間区間は、予
約されていないＣＴＢである。したがって、それぞれのスーパーフレーム２０は、２つの
ＣＴＢ範疇、すなわち、予約されたＣＴＢ３２及び予約されていないＣＴＢを含む。前記
スーパーフレーム２０は、無線チャンネル（例、ＨＲチャンネル１８及びＬＲチャンネル
１６）に非圧縮ビデオを伝送するために、ＣＴＢを利用してチャンネル接近制御を行うの
に有用である。ビーコンは、チャンネルタイムを複数のスーパーフレームの区分に利用す
る。それぞれのスーパーフレーム内で、競争区間及び非競争区間がある。それぞれの非競
争区間内に、一つ以上のスケジュールがある。スーパーフレームは、競争基盤制御区間（
Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｅｒｉｏｄ：ＣＢＣＰ）及びＣ
ＦＰを含むが、ＣＦＰは、複数の予約されたＣＴＢ（Ｒｅｓｅｒｖｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ
　Ｔｉｍｅ　Ｂｌｏｃｋｓ：ＲＣＴＢｓ）及び／または予約されていないＣＴＢ（Ｕｎｒ
ｅｓｅｒｖｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂｌｏｃｋｓ：ＵＣＴＢｓ）を含む。特に
、スーパーフレーム２０は、以下の事項を含む。
【００２８】
　１．時間割当を設定し、ネットワーク１０（例、ＷｉＨＤサブネット）についての管理
情報の通信に利用されるビーコンフレーム（ビーコン）２２。ビーコン信号は、常に全方
向に伝送されると仮定される。
【００２９】
　２．ＬＲチャンネルで家電命令（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｍ
ａｎｄｓ：ＣＥＣｓ）及びＭＡＣ制御及び管理命令を通信するのに使われるＣＢＣＰ　２
４。ＣＢＣＰ期間内では、いかなる情報もＨＲチャンネル１８に伝送されない。ＣＢＣＰ
　２４とＣＦＰ２８との間に伝送ビームを探索し、ビーム形成パラメータ（例、毎１ない
し２秒に、ＢＳＰは、対応するスーパーフレーム２０に現れることができる）を調整する
ために、ビーム探索期間（Ｂｅａｍ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｐｅｒｉｏｄ：ＢＳＰ）が存在しう
る。
【００３０】
　３．一つ以上の予約されたＣＴＢ３２及び一つ以上の予約されていないＣＴＢで構成さ
れたＣＴＢを含むＣＦＰ　２８。
【００３１】
　予約されたＣＴＢ　３２が命令、等時性ストリーム及び非同期データ連結の伝送のため
に、一つ以上のステーション１４によって予約される。予約されたＣＴＢ　３２は、命令
、等時性ストリーム及び非同期データ連結の伝送に使われる。それぞれの予約されたＣＴ
Ｂ　３２は、単一あるいは複数のデータフレームの伝送に使われる。スケジュール３０が
予約されたＣＴＢ　３２を構成する。それぞれのスーパーフレーム２０で、スケジュール
３０は、一つの予約されたＣＴＢ　３２（例、予めスケジュールされたビーム探索または
帯域幅予約信号のためのＣＴＢ）または複数の周期的に予約されたＣＴＢ　３２（例、等
時性ストリームのためのＣＴＢ）を有しうる。予約されていないＣＴＢ　３７は、典型的
にＬＲチャンネルへのＣＥＣ及びＭＡＣ制御及び管理命令の伝送に使われる。予約されて
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いないＣＴＢ内でいかなるビーム形成伝送も許諾されない。予約されていないＣＴＢ　３
７も、直接リンク支援（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｌｉｎｋ　Ｓｕｐｐｏｒｔ：ＤＬＳ）が許容され
れば、デバイス１４間の制御及び管理パケットの伝送に使われる。予約されていないＣＴ
Ｂ　３７の間、全方向モードで動作するＬＲチャンネルのみが利用されうる。予約されて
いないＣＴＢの間に、ＨＲチャンネルにいかなる情報も伝送されることがない。搬送波感
知多重アクセス（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：ＣＳ
ＭＡ）またはスロットアロハ方式のような他の競争基盤媒体接近方式が予約されていない
ＣＴＢ　３７の間に利用されうる。
【００３２】
　ビーコン２２は、全てのスーパーフレーム２０の開始を識別するために周期的に伝送さ
れる。スーパーフレーム２２及び他のパラメータの構成がビーコン２２内に含まれる。例
えば、ビーコン２２は、ＣＢＣＰ　２４及びＣＦＰ　２８の長さ及び開始時間を表示する
。また、ビーコン２２は、異なるステーション１４及びストリームに対して、ＣＦＰ　２
８内でＣＴＢの割当を指示する。デバイスが予約されていないＣＴＢのタイミング情報を
暗黙的に知ることができるため、ビーコンフレームが予約されていないＣＴＢに対してタ
イミング情報を運搬する必要はない。
【００３３】
　予約基盤の時間割当において、ビーム形成を利用したデータ伝送が先に予約されねばな
らない。デバイス１４は、等時性ストリーム及び非同期データを何れも伝送するために、
調整子１２から送信帯域幅を要請する。十分な帯域幅がある場合、調整子１２は、要請す
るデバイスに対してスケジュールを割り当てる。それぞれのスケジュールは、同じ持続期
間を有する均一に割当てられて予約された一連のＣＴＢ　３２を含む。スケジュールは、
複数の予約されたＣＴＢ　３２またはスーパーフレーム２０内で、一つの予約されたＣＴ
Ｂ　３２または全てのＮスーパーフレーム２０ごとに一つの予約されたＣＴＢ　３２を含
みうる。おおむね等時性ストリームは、各スーパーフレーム２０に対して一つのスケジュ
ール内で伝送される。しかし、一つの等時性または非同期ストリームに対して、複数のス
ケジュールを割り当てることも可能である。同一デバイスに属する複数のストリームは、
一つのスケジュール内で伝送されることもある。デバイスから目的地まで伝送されるそれ
ぞれのデータパケット３１は、前記目的地から送信された、対応するＡＣＫパケット３３
を有するが、それぞれのデータパケット３１及び対応するＡＣＫパケット３３は、データ
－ＡＣＫ対を形成する。ＣＴＢ　３２は、一つのデータ－ＡＣＫ対や複数のデータ－ＡＣ
Ｋ対を含みうる。
【００３４】
　スケジュールが周期的なビーム探索のために予約されるが、この過程で一つの予約され
たＣＴＢ　３２が１ないし２秒ごとに現れる。周期的なビーム探索は、予約されていない
ＣＴＢ内で行われることもある。周期的なビーム探索だけでなく、イベント方式のビーム
探索（例、動的ビーム探索）が欠陥のあるチャンネル状態のような要因によって誘発され
うる。もし、イベント方式のビーム探索が他の予約されたスケジュールに影響を及ぼさず
に具現されるためには、スケジュールのために予約されたＣＴＢ長（Ｔｒｅｓｅｒｖｅｄ

＿ＣＴＢ）と予約されたＣＴＢの直後にくる予約されていないＣＴＢの長（Ｔｕｎ＿ｒｅ

ｓｅｒｖｅｄ＿ＣＴＢ）とを合算した値がビーム探索期間Ｔｂｅａｍ－ｓｅａｒｃｈｉｎ

ｇの長さより小さくてはならない（例、デフォルトで４００μs）。したがって、Ｔｒｅ

ｓｅｒｖｅｄ＿ＣＴＢ＋Ｔｕｎ＿ｒｅｓｅｒｖｅｄ＿ＣＴＢ≧Ｔｂｅａｍ－ｓｅａｒｃｈ

ｉｎｇ。
【００３５】
　前記スーパーフレーム構造を利用した通信のためのＷＶＡＮを設定するために、調整子
１２は、まずチャンネルを設定する。これは、可用チャンネル（例。隣りのネットワーク
によって使われないチャンネル）を決定するために可用周波数をスキャンするステップを
含む。他のネットワークと最小限の干渉を有するチャンネルを探索するために、全てのＬ
Ｒチャンネルがスキャンされる。次いで、ＨＲチャンネルの周波数帯域が干渉に対してス
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キャンされ、最小限の干渉を有するチャンネルが選択される。
【００３６】
　５７ないし６６ＧＨｚの周波数帯域で全体ｍチャンネルがＨＲ周波数に対するＨＲ　Ｐ
ＨＹ（ＨＲＰ）と定義される。領域制限のため、これらのチャンネルが何れも全ての地理
的領域内で可用であるものではない。例えば、ｍ＝４である時、４個のチャンネルがＨＲ
Ｐチャンネルインデックスで索引される。これらのＨＲＰ周波数チャンネルは、下記の表
１で定義される。
【００３７】
【表１】

　各ＨＲＰチャンネルは、開始周波数及び終了周波数（中心周波数と共に）を有し、これ
は、ＨＲＰ周波数帯域を定義する。
【００３８】
　ＬＲ周波数に対するＬＲ　ＰＨＹ（ＬＲＰ）は、ＨＲＰと同じ周波数帯域を利用するが
、各ＨＲＰチャンネル内で、ｎ個のＬＲＰチャンネルが定義される。一例として、ｎ＝３
である場合、３個のＬＲチャンネルが４個のＨＲＰチャンネルのそれぞれに対して定義さ
れる。ＷＶＡＮによって１回に一つのＬＲＰチャンネルのみが使われる。これは、チャン
ネル干渉を最小化しつつ、複数のＷＶＡＮが直ぐ近くで同じＨＲＰ周波数チャンネルを使
用せしめる。したがって、それぞれのＨＲＰチャンネル内で、３個のＬＲＰチャンネルが
ＨＲＰチャンネルの中心周波数の近くで定義される。ＬＲＰ周波数チャンネルは、ＬＲＰ
チャンネルインデックスで索引されて、下記の表２で定義される。
【００３９】

【表２】
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　それぞれのＬＲＰチャンネルは、開始周波数及び終了周波数（中心周波数と共に）を有
し、これは、ＬＲＰ周波数帯域を定義する。一例として、それぞれのＬＲＰ周波数帯域は
、８０ＭＨｚ帯域であり、ＬＲＰチャンネルは、１２０ＭＨｚ帯域によって区分され、Ｌ
ＲＰチャンネルの中心周波数は、２００ＭＨｚによって区分される。
【００４０】
　可用チャンネルを決定するために可用周波数をスキャンするステップは、スキャニング
機能を利用して促進される。次いで、チャンネル選択機能によって可用チャンネルのうち
からチャンネルが選択される。図４は、ＭＡＣ階層管理個体（ＭＡＣ　Ｌａｙｅｒ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ：ＭＬＭＥ）機能４８及びデバイス管理個体（Ｄｅｖｉ
ｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ：ＤＭＥ）機能４６を含む例示管理個体４０
を表す。ＭＬＭＥ機能４８は、可用チャンネルを選択し、チャンネルをスキャンし、チャ
ンネルの設定において、調整子の動作を制御するようなＭＡＣ階層動作を管理する。ＤＭ
Ｅ機能４６は、スキャンするチャンネルに選択されたチャンネル上でエネルギー検出を行
う。エネルギー検出は、チャンネル上で信号エネルギーを測定し、該測定された最大値を
選択するステップを含む。調整子１２及び各デバイス１４は、管理個体４０を含む（例、
調整子は、ＤＭＥ及びＭＬＭＥを何れも含み、それぞれのデバイスは、ＤＭＥ及びＭＬＭ
Ｅを何れも含む）。本発明によって、管理個体４０は、ＭＡＣ階層４２及びＰＨＹ階層４
４に監督及び制御機能を提供し、上位階層４５とＭＡＣ階層４２との通信を促進する。下
記のＭＬＭＥメッセージは、参照用として本明細に含まれたＩＥＥＥ　８０２.１５.３標
準（高率無線個人領域ネットワーク（ＷＰＡＮ）のための無線ＭＡＣ及び物理階層標準）
によって定義される。ＭＬＭＥメッセージに対して応答するＤＭＥ及びＭＬＭＥ機能の動
作は、本発明による。
【００４１】
　ＷＶＡＮを設定するために、ＤＭＥ機能４６は、まずＭＬＭＥ－ＳＣＡＮ.ｒｅｑｕｅ
ｓｔメッセージをＭＬＭＥ機能４８に送信してＨＲＰ及び対応するＬＲＰチャンネルの明
示された集合をスキャンする。図５は、本発明によるメッセージのフロー及びスキャン演
算５０の例示を示す。ＭＬＭＥ機能４８は、スキャン手順５２を行い、結果コードと共に
チャンネル評価情報（例、ＣｈａｎｎｅｌＲａｔｉｎｇＬｉｓｔ）を含むＭＬＭＥ－ＳＣ
ＡＮ.ｃｏｎｆｉｒｍメッセージをリターンする。チャンネル評価情報を利用して、ＤＭ
Ｅ機能４６は、ＷＶＡＮを開始するために最も干渉が少ないＨＲＰ及びＬＲＰチャンネル
のうち一つのチャンネルを選択する。具体的に、ＤＭＥ機能４６は、全てのＨＲＰ及びＬ
ＲＰチャンネルのうち、最小限の干渉を有するチャンネル選択を試み、前記干渉は、明示
された臨界値より小さい（例、－５０ｄＢ）。次いで、ＤＭＥ機能４６は、前記選択され
たチャンネル上に新たなＷＶＡＮ動作を開始し、これは、以下でさらに詳細に記述される
。
【００４２】
　ＭＬＭＥ機能４８によって行われるチャンネルスキャン手順５２には、下記のような２
つのチャンネルスキャンステップがある。
【００４３】
　１．まず、全てのＬＲＰチャンネルをスキャンする。各ＬＲＰチャンネルに対して、Ｍ
ＬＭＥ機能は、まず全方向モードに転換し、次いで、スーパーフレーム持続期間より長い
期間の間に反復的に無線周波数エネルギー検出測定を行う。この期間に獲得した最大エネ
ルギー検出値の測定は、次のＬＲＰチャンネルに移動する前にＬＲＰピークエネルギー検
出値として記録される。図６の例示プロセス６０に示されたように、エネルギー検出は、
全方向エネルギー検出をエミュレートするために、他の方向（例、方向１，２，．．．，
８、それぞれは４５°角に至る）に行われる。
【００４４】
　２．ＨＲＰチャンネル内の３個の対応する全てのＬＲＰチャンネルが明示されたＬＲＰ
干渉臨界値より小さいＬＲＰピークエネルギー検出値を有するＨＲＰチャンネルのみを選
択的にスキャンする。ＭＬＭＥ機能は、ＨＲＰチャンネルをスキャンするために、ＬＲＰ
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エミュレートされたチャンネルスキャンを活用する。これは、下記のようになされる。Ｈ
ＲＰチャンネルの開始周波数から開始して、ＭＬＭＥ機能は、各ＬＲＰ帯域（例、８０Ｍ
Ｈｚの周波数帯域）に対して全方向モードで無線周波数エネルギー検出を反復的に行う。
全ての８０ＭＨｚの周波数帯域から獲得した最大エネルギー検出値の測定は、ＨＲＰピー
クエネルギー検出値として記録される。
【００４５】
　それぞれのＨＲＰ周波数帯域は、複数のＬＲＰ周波数帯域に分割され、それぞれのＬＲ
Ｐ帯域は８０ＭＨｚである。ＨＲＰチャンネルをスキャンするステップは、それぞれのＬ
ＲＰ周波数帯域をスキャンすることによって行われる。
【００４６】
　チャンネルスキャン手順で二つのスキャンステップを終了した後、ＭＬＭＥ機能は、ス
キャンプロセスによってＤＭＥ機能にチャンネル評価のようなチャンネルスキャン結果を
提供する。ＤＭＥ機能は、全てのスキャンされたＨＲＰチャンネルのうち、最小のＨＲＰ
ピークエネルギー検出値を有するＨＲＰチャンネルを選択するためにチャンネル評価結果
を利用し、前記最小ＨＲＰピークエネルギー検出値は、ＨＲＰ干渉臨界値より小さい。次
いで、ＤＭＥ機能は、選択されたＨＲＰチャンネル内で、ｎＬＲＰチャンネルのうち最小
ＬＲＰピークエネルギー検出値を有するＬＲＰチャンネルを選択する。
【００４７】
　例えば、エネルギー検出臨界値が－５０ｄＢであり、ＨＲＰ内の全てのｎＬＲＰが－５
０ｄＢ以下と仮定すれば、以後に、デバイスは、ＨＲＰ内の全ての８０ＭＨｚの周波数帯
域をスキャンする。全ての８０ＭＨｚの周波数帯域に対するエネルギー検出結果が－５０
ｄＢ以下である場合、以後にスキャンされたＨＲＰは、新たなＷｉＨＤネットワークを開
始するために選択される。
【００４８】
　ＤＭＥ機能がＬＲＰチャンネルを選択したならば、ＤＭＥ機能の通信プロセスは、選択
されたＬＲＰチャンネルのインデックス（例、ＣｈａｎｎｅｌＩｎｄｅｘ）を有するＭＬ
ＭＥ－ＳＴＡＲＴ.ｒｅｑｕｅｓｔプリミティブメッセージを送信する。図７は、本発明
によるメッセージのフロー及びＷＶＡＮ開始動作７０の例を示すが、ＭＬＭＥ－ＳＴＡＲ
Ｔ.ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを通じて、調整子１２は、選択されたＬＲＰチャンネルに
ＷＶＡＮの開始を指示する。ＷＶＡＮ初期化モジュールを具現する通信モジュール７２を
利用して、調整子ＭＬＭＥ機能４８は、存在するＷＶＡＮと関係設定せず、選択されたＬ
ＲＰチャンネルに自身のＷＶＡＮ開始を試みる。ＭＬＭＥ機能４８は、選択されたチャン
ネルが依然として空いているか否か（例、続けて可用であるか否か）を決定するために、
リスニング期間（例、ｍＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＳｃａｎ）の間に選択されたチャンネルを
リスニングする。リスニング過程は、エネルギー検出を伴う。リスニング期間の終了時点
に、ＭＬＭＥ機能が前記選択されたチャンネルが空いていると判断した場合、ＭＬＭＥ機
能は、毎スーパーフレーム持続期間（図３Ａ）ごとにＭＡＣ及びＰＨＹ階層を通じてビー
コンをブロードキャストすることによって、チャンネル上に通信を開始する。
【００４９】
　しかし、前記選択されたチャンネルがそれ以上空いていないと判断した場合、ＭＬＭＥ
機能は、ＷＶＡＮ開始失敗を表す結果コード（ＲｅｓｕｌｔＣｏｄｅ）を有するＭＬＭＥ
－ＳＴＡＲＴ.ｃｏｎｆｉｒｍを送信する。そのような場合に、ＤＭＥ機能は、他のチャ
ンネルにＷＶＡＮを開始するために、他のチャンネルインデックス（ＣｈａｎｎｅｌＩｎ
ｄｅｘ）を有する他のＭＬＭＥ－ＳＴＡＲＴ.ｒｅｑｕｅｓｔを送信でき、そうでなけれ
ば、通常のデバイスとして関係設定する（例、デバイスは、新たなネットワークを開始せ
ず、その代りにビーコンを周期的に送信する調整子と関係設定されてビーコン受信を試み
る）。
【００５０】
　ＷＶＡＮが成功的に開始されたとき、調整子１２は、設定されたＷＶＡＮメンバーとな
る他のデバイス１４とデータを交換する目的で、さらなるＤＥＶＩＤを自身に割り当てる
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。ＤＥＶＩＤは、デバイス当たり唯一のＩＤである。関係設定手順は、デバイスが設定さ
れたネットワークのメンバーとなるのに利用される。ＷＶＡＮが選択されたＬＲチャンネ
ルとして開始されれば、本発明によって、調整子は、スーパーフレーム構造を利用して（
図３Ｂ）、ＨＲチャンネルをさらに設定し、周期的にオーディオ／ビジュアル（Ａｕｄｉ
ｏ／Ｖｉｓｕａｌ：Ａ／Ｖ）情報及びデータ伝送のためのチャンネルタイムを割り当てる
。チャンネル接近制御は、ＨＲチャンネル及び選択されたＬＲチャンネルに対してスーパ
ーフレーム構造を利用してなされる。
【００５１】
　調整子１２がＷＶＡＮから自身を除去しようとし、他のデバイス１４が調整子の役割を
受け継げない時、調整子は、自身のブロードキャストビーコン内にシャットダウン情報要
素（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ：ＩＥ）を位置させてシャットダウンを知
らせる。調整子は、シャットダウンの知らせがビーコンの知らせに対する規則によるか否
かを確認する。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施例によって、無線ステーションの間に非圧縮ＨＤビデオ伝送を具現
する無線ネットワークの機能ブロック図である。
【図２】図１のＬＲ及びＨＲ無線通信チャンネルに適用される時の分割二重化スケジュー
リングのための例示タイミング図である。
【図３Ａ】本発明による例示スーパーフレーム構造を示す図である。
【図３Ｂ】本発明によるスーパーフレーム構造の例示詳細図である。
【図４】ＷＶＡＮに対するチャンネルを選択する例示管理個体を表す図である。
【図５】本発明によって、例示メッセージのフロー及びスキャン演算を示す図である。
【図６】本発明によって、チャンネルスキャンのために、他の方向にエネルギーを検出す
る例示を示す図である。
【図７】本発明によって、例示メッセージのフロー及びＷＶＡＮ開始演算を示す図である
。
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