
JP 4751947 B2 2011.8.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メッシュネットワークにおけるノードとして構成されたワイヤレス送信／受信ユニット
（ＷＴＲＵ）であって、
　２０ＭＨｚ又は４０ＭＨｚで動作する無線機と、
　メッシュネットワークにおける複数のＷＴＲＵから、複数の機能及び構成データであっ
て、２０ＭＨｚチャネル及び４０ＭＨｚチャネルの共存と、チャネル管理と、チャネル選
択方法とを管理する手法に関する情報を有する機能及び構成データを引き出す受信器と、
　前記機能及び構成データを記憶するメモリユニットと、
　少なくとも１つの組のノード固有構成データであって、前記複数のＷＴＲＵの少なくと
も１つに対する前記機能及び構成データに基づいたチャネル化モード及び従来の保護デー
タを有する少なくとも１つの組のノード固有構成データを、複数の前記ＷＴＲＵの少なく
とも１つに送信する送信器と
　を備えたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項２】
　前記機能及び構成データは、
　物理（ＰＨＹ）層スプーフィングと、
　短縮されたフレーム間スペース（ＲＩＦＳ）保護と、
　グリーンフィールド保護と、
　時空間ブロック符号化（ＳＴＢＣ）制御フレームと、
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　従来のシグナルフィールド（Ｌ－ＳＩＧ）送信権（ＴＸＯＰ）保護と、
　共存運用（ＰＣＯ）と、
　の少なくとも１つに関する情報をさらに有することを特徴とする請求項１に記載のＷＴ
ＲＵ。
【請求項３】
　接続処理の間、又は接続処理の後に前記機能及び構成データを引き出すことを特徴とす
る請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項４】
　機能及び構成データを引き出す要求をメッシュネットワークにおける複数の前記ＷＴＲ
Ｕの少なくとも１つに送信し、
　前記要求に応じて機能及び構成データを受信することを特徴とする請求項１に記載のＷ
ＴＲＵ。
【請求項５】
　設定時間の間だけ有効であるメッシュポイント構成に関連付けられたタイマをさらに備
えたことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記タイマは予め決められた事象によりトリガを引かれることを特徴とする請求項５に
記載のＷＴＲＵ。
【請求項７】
　前記機能及び構成データを周期的に更新したデータを受信するよう構成されたことを特
徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　前記機能及び構成データを周期的に更新したデータを前記メッシュネットワークにおけ
る複数の前記ＷＴＲＵに送信するよう構成されたことを特徴とする請求項１に記載のＷＴ
ＲＵ。
【請求項９】
　メッシュリンク、１組のメッシュリンク、メッシュノード、１組のメッシュノード、及
び全メッシュネットワークに送信するよう構成されたことを特徴とする請求項１に記載の
ＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　専用メッセージ交換を用いてノード固有データを送信するよう構成されたことを特徴と
する請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　マルチキャストメッセージにおいて、ノード固有データを送信するよう構成されたこと
を特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）を用いてノード固有データを送信するよ
う構成されたことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　レイヤ２（Ｌ２）シグナル送信フレームを用いてノード固有データを送信するよう構成
されたことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　チャネルマップから４０ＭＨｚ動作のための拡張チャネルをブロックするよう構成され
たことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　スタートアップ構成の間、前記拡張チャネルを静的にブロックするよう構成されたこと
を特徴とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　サービスプロバイダから拡張チャネル構成データを受信するよう構成されたことを特徴
とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
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【請求項１７】
　加入者識別モジュール（ＳＩＭ）から拡張チャネル構成データを引き出すよう構成され
たことを特徴とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　拡張チャネル構成データを含むソフトウェア／ドライバをダウンロードしたものを受信
するよう構成されたことを特徴とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１９】
　前記ノード固有構成データは拡張チャネルブロックコマンド情報を有し、
　接続処理の間に前記拡張チャネルブロックコマンド情報を送信するよう構成されたこと
を特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２０】
　拡張チャネルブロックコマンド情報を含む輻輳制御メッセージを送信するよう構成され
たことを特徴とする請求項１９に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＬＡＮ（ワイヤレスローカルエリアネットワーク：ＷＬＡＮ）に関する
。特に、本発明はメッシュ無線ＬＡＮにおける高スループットチャネル動作に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｓは、ＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮ技術によるメッシュ無線バ
ックホール（ｂａｃｋｈａｕｌ）を形成する手段を提供するためのドラフト仕様である。
データパケットは、送信先に届くために２回以上中継してもよいので、メッシュネットワ
ークはマルチホップネットワークとしても知られている。オリジナルのＷＬＡＮ規格と比
較すると、これにより異なる技術が提供される。このオリジナルのＷＬＡＮ規格は、ベー
シックサービスセット（ＢＳＳ）を介するシングルホップ通信を用いて、効率的にアクセ
スポイント（ＡＰ）に接続されるべきステーション（ＳＴＡ）のスタートポロジだけを取
り扱っている。
【０００３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｓは、メッシュネットワークを形成するネットワークノード、お
よび全ＳＴＡに対してトランスペアレントであるバックホールにおけるＷＬＡＮメッシュ
動作のみを取り扱うものである。これは、従来の（ｌｅｇａｃｙ）ＩＥＥＥ８０２．１１
ＷＬＡＮと同様に、ＳＴＡがＢＳＳを介してＡＰ（すなわち、メッシュ機能を有するメッ
シュＡＰ）にまだ接続していることを意味している。メッシュＡＰは、このメッシュＡＰ
のバックホール側において、メッシュネットワークを介して送信先にトラフィックを転送
し且つルーティングする別のメッシュポイントとつながっている。送信先は、トラフィッ
クを外部ネットワークにルーティングするメッシュポータルであってもよく、メッシュネ
ットワークに取り付けられた別のメッシュＡＰであってもよい。このアプローチを選択す
ることにより、従来の（ｌｅｇａｃｙ）ＳＴＡでさえも、メッシュ使用可能なＷＬＡＮに
おいて動作することができる。ＢＳＳにおけるＳＴＡとメッシュＡＰとの間の通信はメッ
シュネットワークとは完全に独立している。ＳＴＡはバックホールにおけるメッシュネッ
トワークの存在を知らないわけである。
【０００４】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｓであるＷＬＡＮのメッシュの規格は、従来の（ｌｅｇａｃｙ）
ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ無線インターフェイスによって、メッシュポイントに設
けることができるという仮定の下で設計された。ＩＥＥＥ８０２．１１ｓ規格は、ほとん
ど無線インターフェイスに依存しない（ａｇｎｏｓｔｉｃ）。例えば、データパケットの
ルーティング及び転送は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ無線インターフェイスの詳細
な構成（例えば、変調スキーム又はチャネルコーディング）に依存しない。
【０００５】
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　ＩＥＥＥ８０２．１１ｓによって、同時マルチチャネル動作のための別の方法が可能に
なる。マルチチャネル動作を行う１つの方法は、利用可能なデータスループット性能を向
上させるため、メッシュポイントにマルチプルＩＥＥＥ８０２．１１無線デバイスを使用
することである。別の方法は２つ以上のチャネルのために、１つの無線デバイス（いわゆ
る共通チャネルフレームワーク（ＣＣＦ））を使用することである。
【０００６】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ仕様は、高スループット（ＨＴ）ＷＬＡＮを提供する別の仕様
である。ＩＥＥＥ８０２．１１ｎのスループット向上の特徴としては、アグリゲーション
、拡張された（ｅｎｈａｎｃｅｄ）ブロック確認応答（ＢＡ）、逆方向許可（ｒｅｖｅｒ
ｓｅ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｇｒａｎｔ）、パワーセーブマルチプルポール（ＰＳＭＰ）
、動作帯域幅がある。ＩＥＥＥ８０２．１１ｎでは、データ転送速度は、２つの隣接する
チャネル同士を統合することすなわちボンディングすることにより増大する。データ転送
速度の増大は、８０２．１１ａ／ｇの場合の２×２０ＭＨｚチャネル占有に対して８０２
．１１４０ＭＨｚ動作の場合に数個多くのデータトーン（ｔｏｎｅ）を使用することによ
り達成される。しかしながら、全てのＩＥＥＥ８０２．１１ｎデバイスが４０ＭＨｚ動作
をサポートしているわけではないので、２０ＭＨｚから４０ＭＨｚへの動作の移行は効率
的に管理されるべきである。これを達成するために、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格は幾つ
かのチャネル管理メカニズムを備えている。
【０００７】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎにおいて、３つの動作モードが帯域幅及びＢＳＳ機能に従い認
められている。すなわち、この３つの動作モードは、２０ＭＨｚ動作、２０／４０ＭＨｚ
動作、及び共存運用（Ｐｈａｓｅｄ　Ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）（
ＰＣＯ）である。これらモードは各々関連する動作ルールを有している。２０ＭＨｚ動作
においては、全てのＳＴＡは、２０ＭＨｚ又は２０／４０ＭＨｚ対応ＳＴＡであろうとな
かろうと、２０ＭＨｚモードにおいてのみ動作する。２０／４０ＭＨｚ動作において、Ｓ
ＴＡは、送信チャネル帯域幅（ｃｈａｎｎｅｌ　ｗｉｄｔｈ）アクションメッセージを用
いて帯域幅を選択する。さらに、ＢＳＳのＡＰがこのＢＳＳに２０ＭＨｚ及び／又は従来
のＳＴＡが存在していることを示している場合、４０ＭＨｚデバイスは、送信要求（ＲＴ
Ｓ）フレーム又は送信可（ＣＴＳ）フレームのような従来の（ｌｅｇａｃｙ）制御フレー
ムによりその送信を保護する。任意に構成可能な機能であるＰＣＯモードの場合、ＢＳＳ
は２０ＭＨｚモードと４０ＭＨｚモードとの間で交互に切り替わる。
【０００８】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｓＷＬＡＮメッシュ規格は、できる限り無線にとらわれない（ｒ
ａｄｉｏ　ａｇｎｏｓｔｉｃ）ように試みるが、８０２．１１ａ／ｂ／ｇの代わりにＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｎ高スループット無線を統合した場合、さらに複数の問題があることが
わかる。例えば、２０ＭＨｚ帯域幅においてのみ動作する既存のＩＥＥＥ８０２．１１ａ
／ｂ／ｇシステムとは異なり、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎは２０ＭＨｚ帯域幅及び４０ＭＨ
ｚ帯域幅において動作することとなる。
【０００９】
　拡張分散チャネルアクセス（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　Ａｃｃｅｓｓ）（ＥＤＣＡ）に基づいたメッシュチャネルアクセスモードの場合、
メッシュポイントがチャネルへのアクセスを主張し、それを得ると、特定のリンクにおけ
るメッシュポイント又は隣接するメッシュポイントは、チャネルアクセスの前又は間に使
用されるべき特定のチャネル化手法（すなわち、２０ＭＨｚ対４０ＭＨｚ）について同意
しなければならない。さらに、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎは、全４０ＭＨｚモードを使用す
る（すなわち、デュアル２×２０ＭＨｚ８０２．１１ａ無線と比較して多くの数のデータ
トーンを使用する）ときは、わずかに変えられたサブキャリア構成を使用する。デュアル
２×２０ＭＨｚチャネルは従来の無線と共存するためにも処理可能である。現状のＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｓ技術では、通信されるべき直交波周波数分割多重（ＯＦＤＭ）パラメー
タが隣接するＭＰに現状のチャネル識別を通知することしかできないので、ＩＥＥＥ８０
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２．１１ｎ無線を使用しているとしても、ＩＥＥＥ８０２．１１ｓＷＬＡＮメッシュネッ
トワークにおいてＩＥＥＥ８０２．１１ｎ無線を使用することは、従来の２０ＭＨｚモー
ドによる制限のために厳密に制限される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　現状のＩＥＥＥ８０２．１１ｓＷＬＡＮメッシュネットワークによる別の問題は、使用
されるべき高スループットチャネル化モード及び構成に対する特定のメッシュリンク、隣
接するメッシュ、又は全メッシュネットワークのセットアップ及び構成についてのもので
ある。例えば、特定のリンク、隣接するメッシュ、又は全メッシュにおいてどちらのバー
ジョン（全４０ＭＨｚ又は２×２０ＭＨｚ）においても４０ＭＨｚアクセスを使用するこ
とを防止するか可能にすることは現時点では不可能である。これは現状のＩＥＥＥ８０２
．１１ｓ技術による制限であり、現状のＩＥＥＥ８０２．１１ｓ技術は８０２．１１ｎ無
線及びＷＬＡＮメッシュ技術による全ての提案されたＩＥＥＥ８０２．１１ｎ改善点の効
率的な使用に対する障害となっている。
【００１１】
　したがって、上記の欠点を解消するスキームを得ること、およびＩＥＥＥ８０１．１１
ｓＷＬＡＮメッシュネットワークへのＩＥＥＥ８０２．１１ｎ無線の一体化を可能にする
ことが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、メッシュＷＬＡＮにおける高スループットチャネル動作に関する。メッシュ
ネットワークは複数のメッシュポイント及びネットワーク管理エンティティ（ＮＭＥ）を
備えている。ＮＭＥは、メッシュポイントから機能及び構成データを引き出すように構成
される。ＮＭＥは、機能及び構成データに基づいたＩＥＥＥ８０２．１１ｎチャネル化モ
ード及び従来の（ｌｅｇａｃｙ）保護モードに関する少なくとも１つのメッシュポイント
を構成する。
【００１３】
　本発明のより詳細な理解のため、例として添付する図面と共に最良の実施形態について
説明を行う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以降、用語「ＳＴＡ」は、ワイヤレス環境において動作することができるワイヤレス送
信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユーザ装置（ＵＥ）、固定式若しくは移動式加入者ユニ
ット、ポケベル、携帯電話、個人情報端末（ＰＤＡ）、コンピュータ、又はその他の種類
のユーザデバイスを含むものとするが、これらに限定されない。また、以降、用語「ＡＰ
」は、ワイヤレス環境において動作することができるノードＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、サイト
コントローラ、基地局、又はその他の種類のインターフェイスデバイスを含むものとする
が、これらに限定されない。
【００１５】
　図１は、本発明によるメッシュネットワーク１００を示す図である。メッシュネットワ
ーク１００は複数のメッシュポイント１０２－１１８を備えている。メッシュネットワー
ク１００はメッシュポータル１０２を備えることもできる。メッシュポータル１０２は、
外部ネットワーク（例えば、有線ネットワーク）との接続部を有するメッシュポイントで
ある。メッシュポイントの幾つかは、メッシュＡＰ１１２－１１８であってもよい。各メ
ッシュＡＰ１１２－１１８は、それ自体のＢＳＳ１３２－１３８においてＡＰとしても機
能するメッシュポイントである。一方で、メッシュＡＰ１１２－１１８はメッシュでない
ＡＰとして機能し、そのＢＳＳにおいてメッシュＳＴＡ１２０－１２６のために動作する
。他方で、メッシュＡＰ１１２－１１８はワイヤレスブリッジとして機能し、パケットを
受信し、メッシュネットワーク１００を介して転送し、ルーティングする。ＮＭＥ１４０
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がメッシュネットワーク１００に設けられる。ＮＭＥ１４０は、メッシュネットワーク１
００における２つ以上のメッシュポイント１０２－１１８に備えられてもよい。図面を簡
単にするために、図１はメッシュポイント１０４に配置された１つのＮＭＥ１４０だけを
示している。しかしながら、ＮＭＥはどのメッシュポイント１０２－１１８に配置されて
もよく、２つ以上のＮＭＥがメッシュネットワーク１００に設けられてもよい。あるいは
、ＮＭＥ１４０はメッシュネットワーク１００の外に配置され、メッシュポータル１０２
を介してメッシュネットワーク１００に送信するようにすることもできる。メッシュポイ
ント１０２－１１８の中で、少なくとも１つのメッシュポイントはＩＥＥＥ８０２．１１
ｎに対応している。
【００１６】
　ＮＭＥ１４０は、メッシュポイント１０２－１１８から機能（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）
及び構成データを引き出し、特定のメッシュリンク、特定のメッシュポイント、メッシュ
ポイント、メッシュネットワーク１００におけるメッシュポイントのサブセット、又は全
メッシュネットワークのためのＩＥＥＥ８０２．１１ｎチャネル化モード（すなわち、２
０ＭＨｚ、２×２０ＭＨｚ、又は４０ＭＨｚ）、従来の保護モード、及びその他の設定に
関するメッシュポイント１０２－１１８を構成する。メッシュポイント１０２－１１８は
特定のリンク又はその他の論理基準（ｌｏｇｉｃａｌ　ｃｒｉｔｅｒｉａ）に基づいてサ
ブセットに分けられてもよい。例えば、ＮＭＥ１４０が、従来の物理層送信フォーマット
（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ）を使用する１つ以上のメッシュポイントが
存在すること、及び／又はメッシュネットワーク１００若しくはメッシュネットワーク１
００のサブセットにおいて従来のＳＴＡが存在することをメッシュポイント１０２－１１
８からの機能及び構成データから知ることができる場合、ＮＭＥ１４０は、このメッシュ
ポイント及びＳＴＡの周辺にメッシュポイントを構成し、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎに基づ
いたメッシュポイントからの送信の前に、従来の物理層送信フォーマット（例えば、従来
のＲＴＳ／ＣＴＳフレーム）を使用する。例えば、４０ＭＨｚ帯域幅を用いるメッシュポ
イント（ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ物理層送信フォーマットを用いるＭＰ）は、送信要求（
ＲＴＳ）フレーム又は送信可（ＣＴＳ）フレームのような従来の制御フレームによって送
信を保護する。
【００１７】
　ＮＭＥ１４０により引き出すことができる通常の機能及び構成データを表１に示す。メ
ッシュネットワーク１００がコヒーレントであり、類似する機能が全メッシュネットワー
クに渡ってサポートされており、最小の共通パラメータをサポートするか、特定のワイヤ
レスリンクにおける少なくとも１つのピアメッシュポイントがコヒーレントに設定される
ように、ＮＭＥ１４０はメッシュポイント１０２－１１８を構成する。
【００１８】
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【表１】

【００１９】
　メッシュポイント１０２－１１８の機能及び構成データはメッシュポイント１０２－１
１８又はＮＭＥ１４０におけるデータベースに記憶されていてもよい。あるいは、データ
ベースはメッシュネットワーク１００の外にあってもよい。
【００２０】
　ＮＭＥ１４０は、接続処理の間、又はメッシュポイント１０２－１１８がメッシュネッ
トワーク１００との接続処理を実行されたすぐ後に、メッシュポイント１０２－１１８か
ら機能及び構成データを要求してもよい。機能及び構成データの引き出しは接続処理の一
部であってもよく、又は別々に行ってもよい。メッシュポイント１０２－１１８はＮＭＥ
１４０からの要求に応じて、機能及び構成データを送信してもよい。あるいは、メッシュ
ポイント１０２－１１８は、ＮＭＥ１４０からの要求（ｓｏｌｉｃｉｔａｔｉｏｎ）無し
に、ＮＭＥ１４０に機能及び構成データを送信してもよい。ポーリングを、機能及び構成
データの送信のきっかけとなるように使用してもよい。
【００２１】
　ＮＭＥ１４０は、メッシュポイント１０２－１１８から集められた機能及び構成データ
に基づいたＩＥＥＥ８０２．１１ｎチャネル化モード（すなわち、２０ＭＨｚ、２×２０
ＭＨｚ、又は４０ＭＨｚ）、構成、及び従来の保護モードに関するメッシュネットワーク
１００の全て又は一部を構成する。構成はタイマが管理しており、この構成はある期間の
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間だけ有効であってもよい。タイマは従来のＳＴＡを検出するといった事象によりトリガ
を引かれてもよい。構成は周期的に更新してもよい。ＮＭＥ１４０は、特定のメッシュリ
ンク、１組のメッシュリンク、メッシュポイントのサブセット、又は全メッシュネットワ
ークを構成してもよい。メッシュポイント１０２－１１８の現状の構成データ（すなわち
、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎチャネル化モード、従来の保護モード、機能サポート、機能設
定、及び設定条件（例えば、タイマ又は事象）等）は、メッシュポイント１０２－１１８
又はＮＭＥ１４０におけるデータベース（例えば、管理情報ベース部（ＭＩＢ））に記憶
してもよい。
【００２２】
　ＮＭＥ１４０は、専用のメッセージ交換を用いてメッシュポイント１０２－１１８を構
成してもよい。あるいは、ＮＭＥ１４０はマルチキャストメッセージ又はブロードキャス
トメッセージを使用し、メッシュポイント１０２－１１８を構成してもよい。上記構成の
ためのシグナル伝達は、プロトコルスタック（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｐｒｏｓｅｓｓｉｎｇ
　ｓｔａｃｋ）の任意の層における従来のシグナル送信プロトコルを用いて行ってもよい
。例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ）上のユーザデータグラムプロトコル（ＵＤ
Ｐ）上の簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）を使用してもよい。あるいは、イ
ーサタイプ（Ｅｉｔｈｅｒｔｙｐｅ）、ＩＥＥＥ８０２．３タイプ、又はＩＥＥＥ８０２
．１１タイプのレイヤ２（Ｌ２）シグナル送信フレームを使用してもよい。
【００２３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ対応デバイスは、別の２０ＭＨｚチャネル（すなわち拡張チャ
ネル）を占領する４０ＭＨｚオプションを使用してもよい。このような場合、チャネル衝
突が拡張チャネルにおいて起こる可能性がある。チャネル衝突を防止するため、ＩＥＥＥ
８０２．１１ｎ対応メッシュポイントは、静的、準動的、又は動的にそれらのチャネルマ
ップから４０ＭＨｚ動作のための拡張チャネルをブロックしてもよい。
【００２４】
　静的な構成については、拡張チャネルは、スタートアップの構成の間にＩＥＥＥ８０２
．１１ｎ対応メッシュポイントを利用できないと印を付されている。これは、加入者識別
モジュール（ＳＩＭ）カードのような設定機構により、又はソフトウェア／ドライバのダ
ウンロードにより、例えばサービスプロバイダによって予め設定していてもよい。
【００２５】
　準動的な構成については、拡張チャネルは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ対応メッシュポイ
ントと別のメッシュポイントとの間で特定の設定情報（例えば、管理フレーム又はＭＩＢ
に対するＳＮＭＰ等）を交換することにより利用不可能であると印を付してもよい。拡張
チャネルは、衝突が検出されたときに利用不可能に設定してもよい。衝突は集められた統
計値に基づいて検出してもよい。例として、ＳＮＭＰ及びＭＩＢは、公知のものであり、
使用することができる、関連するメカニズムである。この設定変更は、ＩＥＥＥ８０２．
１１ｎ対応メッシュポイントがメッシュネットワークに接続するときに起こってもよい。
あるいは、可能にされた、不可能にされた、又は推奨されたチャネル又はチャネル帯域幅
設定、従来の保護モードは、接続処理の間にメッシュポイント同士の間で通信してもよい
。
【００２６】
　動的な構成については、拡張チャネルは、制御フレーム又は管理フレームを交換するこ
とにより、リアルタイムで及び限られた時間（例えば、チャネルコーディネーションウイ
ンドウ（ｗｉｎｄｏｗ）、又は特定の期間）の間、ブロックしてもよい。例えば、拡張チ
ャネルを使用することを望むメッシュポイントは、拡張チャネルを現在の期間の間、使用
するとして印を付す制御フレームを送信してもよい。
【００２７】
　拡張チャネルがＩＥＥＥ８０２．１１ｎ対応メッシュポイントにより使用されることを
防止することを望むメッシュポイントは、別のメッシュポイントに制御フレーム又は管理
フレームを送信してもよい（例えば、衝突が拡張チャネルにおいて検出されたとき）。こ
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の目的のために、新しい制御フレームを、拡張チャネルにおける衝突を表すのに定義して
もよい。あるいは、従来の輻輳制御メッセージをこの目的のために使用してもよい。
【００２８】
　同様に、ＣＣＦとＥＤＣＡとに基づいたメッシュアクセスモードのために、メッシュポ
イントは、２０ＭＨｚ、２×２０ＭＨｚ、又は４０ＭＨｚ動作を使用するこのメッシュポ
イントの意向を、隣接するメッシュポイント、メッシュネットワークにおけるメッシュポ
イントのサブセット、又は全メッシュネットワークにＬ２メッセージによって送信する。
この隣接するメッシュポイント、メッシュネットワークにおけるメッシュポイントのサブ
セット、又は全メッシュネットワークは、このメッシュポイントが特定のチャネル設定、
次にくるＴＸＯＰの間の従来の保護モード、チャネルアクセスウィンドウ、又は割り当て
られたチャネルアクセス時間を使用するように意図しているものでる。
【００２９】
　Ｌ２メッセージは、ユニキャストメッセージ、マルチキャストメッセージ、又はブロー
ドキャストメッセージであってもよい。このメッセージは、管理フレーム、制御フレーム
、又はその他の種類のフレームであってもよい。Ｌ２メッセージは、チャネルアクセスを
試みる少し前（例えば、ＭＲＴＳ／ＭＣＴＳが使用されるとき）に使用するか、又はチャ
ネルアクセスの間に交換されるシグナル送信フレームの一部であってもよい。
【００３０】
　メッシュポイントは、予想されたチャネル設定、通知されたチャネル設定、又は観測さ
れたチャネル設定についての情報をＬ２メッセージを介して１つ以上の隣接するメッシュ
ポイント、メッシュネットワークにおけるメッシュポイントのサブセット、又は全メッシ
ュネットワークに周期的に送信してもよい。例えば、メッシュポイントは、特定のチャネ
ル設定が特定のＴＸＯＰ、所定の期間、又はＬ２メッセージを介する別のメッシュポイン
トに対するある事象の出現まで、有効であることを１つ以上のメッシュポイントに通知す
る。
【００３１】
　ＮＭＥ１４０による設定を介するかメッシュネットワークに別のメッシュポイントとの
メッセージ交換から特定の隣接するメッシュポイントの構成を知ると、メッシュポイント
はデータベースを形成する。このデータベースは、メッシュポイントを特定のＩＥＥＥ８
０２．１１ｎチャネル化モード（すなわち、２０ＭＨｚ、２×２０ＭＨｚ、又は４０ＭＨ
ｚ）、設定モード、及び従来の保護モードにマッピングする。メッシュポイントは、この
メッシュポイントがチャネルにアクセスしようと試みるときは必ずこのデータベースを使
用し、最適なチャネル及び／又は帯域幅を選択する。データベースは、メッシュネットワ
ークによるルーティング経路又は転送経路を決定するのに使用してもよい。
【００３２】
　実施態様
　実施態様１．複数のメッシュポイントを含むことを特徴とするメッシュネットワーク。
【００３３】
　実施態様２．機能及び構成データを前記メッシュポイントから引き出し、前記機能及び
構成データに基づいてＩＥＥＥ８０２．１１ｎチャネル化モード及び従来の保護モードに
関する少なくとも１つのメッシュポイントを構成するＮＭＥをさらに含むことを特徴とす
る実施態様１に記載のメッシュネットワーク。
【００３４】
　実施態様３．前記機能及び構成データは、少なくとも１つのＰＨＹ層スプーフィングに
関する情報を含むことを特徴とする実施態様２に記載のメッシュネットワーク。
【００３５】
　実施態様４．前記機能及び構成データは、２０ＭＨｚチャネル及び４０ＭＨｚチャネル
の共存を管理するメカニズムに関する情報を含むことを特徴とする実施態様２又は３のい
ずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００３６】
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　実施態様５．前記機能及び構成データは、管理及びチャネル選択方法に関する情報を含
むことを特徴とする実施態様２から４のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００３７】
　実施態様６．前記機能及び構成データはＲＩＦＳ保護に関する情報を含んでいることを
特徴とする実施態様２から５のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００３８】
　実施態様７．前記機能及び構成データは、グリーンフィールド保護に関する情報を含ん
でいることを特徴とする実施態様２から６のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク
。
【００３９】
　実施態様８．前記機能及び構成データは、ＳＴＢＣ制御フレームに関する情報を含んで
いることを特徴とする実施態様２から７のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００４０】
　実施態様９．前記機能及び構成データは、Ｌ－ＳＩＧＴＸＯＰ保護に関する情報を含ん
でいることを特徴とする実施態様２から８のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク
。
【００４１】
　実施態様１０．前記機能及び構成データは、ＰＣＯに関する情報を含んでいることを特
徴とする実施態様２から９のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００４２】
　実施態様１１．前記メッシュポイントの前記機能及び構成データは、前記メッシュポイ
ントにおけるデータベースに記憶されることを特徴とする実施態様２から１０のいずれか
１つに記載のメッシュネットワーク。
【００４３】
　実施態様１２．前記メッシュポイントの前記機能及び構成データは、前記メッシュネッ
トワークの外のデータベースに記憶されることを特徴とする実施態様２から１０のいずれ
か１つに記載のメッシュネットワーク。
【００４４】
　実施態様１３．前記機能及び構成データは、接続処理の間又は後に前記メッシュポイン
トから引き出されることを特徴とする実施態様２から１２のいずれか１つに記載のメッシ
ュネットワーク。
【００４５】
　実施態様１４．前記ＮＭＥは、前記メッシュポイントに前記機能及び構成データを引き
出すための要求を送信することを特徴とする実施態様２から１３のいずれか１つに記載の
メッシュネットワーク。
【００４６】
　実施態様１５．前記メッシュポイントは、前記要求に応じて前記機能及び構成データを
送信することを特徴とする実施態様２から１３のいずれか１つに記載のメッシュネットワ
ーク。
【００４７】
　実施態様１６．前記メッシュポイントは、前記ＮＭＥからの要求無しに、前記ＮＭＥに
前記機能及び構成データを通知することを特徴とする実施態様２から１３のいずれか１つ
に記載のメッシュネットワーク。
【００４８】
　実施態様１７．前記メッシュポイントのための構成はタイマが管理しており、前記構成
はある期間の間だけ有効であることを特徴とする実施態様２から１６のいずれか１つに記
載のメッシュネットワーク。
【００４９】
　実施態様１８．前記タイマは予め決められた事象により始動させられることを特徴とす
る実施態様態１７に記載のメッシュネットワーク。
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【００５０】
　実施態様１９．前記メッシュネットワークのための構成は周期的にアップデートされる
ことを特徴とする実施態様２から１８のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００５１】
　実施態様２０．前記ＮＭＥは特定のメッシュリンクの１つを構成することを特徴とする
実施態様２から１９のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００５２】
　実施態様２１．前記ＮＭＥは前記メッシュポイントのサブセットを構成することを特徴
とする実施態様２から１９のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００５３】
　実施態様２２．前記ＮＭＥは全メッシュネットワークを構成することを特徴とする実施
態様２から１９のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００５４】
　実施態様２３．前記メッシュネットワークの構成に関する情報は、前記ＮＭＥ及び前記
メッシュポイントの少なくとも１つにおけるデータベースに記憶されることを特徴とする
実施態様２から２２のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００５５】
　実施態様２４．前記ＮＭＥは専用のメッセージ交換部を用いて前記メッシュポイントを
構成することを特徴とする実施態様２から２３のいずれか１つに記載のメッシュネットワ
ーク。
【００５６】
　実施態様２５．前記ＮＭＥはマルチキャストメッセージ及びブロードキャストメッセー
ジの１つを用いて前記メッシュポイントを構成することを特徴とする実施態様２から２３
のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００５７】
　実施態様２６．前記ＮＭＥはＳＮＭＰを使用し、前記メッシュポイントを構成すること
を特徴とする実施態様２から２３のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００５８】
　実施態様２７．前記ＮＭＥはＬ２シグナル送信フレームを使用し、前記メッシュポイン
トを構成することを特徴とする実施態様２から２３のいずれか１つに記載のメッシュネッ
トワーク。
【００５９】
　実施態様２８．少なくとも１つのメッシュポイントは、そのチャネルマップから４０Ｍ
Ｈｚ動作のための拡張チャネルをブロックすることを特徴とする実施態様２から２７のい
ずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００６０】
　実施態様２９．前記拡張チャネルはセットアップ構成の間に静的にブロックされること
を特徴とする実施態様２８に記載のメッシュネットワーク。
【００６１】
　実施態様３０．前記拡張チャネルはサービスプロバイダにより構成されることを特徴と
する実施態様２８に記載のメッシュネットワーク。
【００６２】
　実施態様３１．前記拡張チャネルは加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カードのような構
成手段により構成されることを特徴とする実施態様２８に記載のメッシュネットワーク。
【００６３】
　実施態様３２．前記拡張チャネルはソフトウェア／ドライバダウンロードされたものに
より構成されることを特徴とする実施態様２８に記載のメッシュネットワーク。
【００６４】
　実施態様３３．前記拡張チャネルは構成メッセージに従い準動的にブロックされること
を特徴とする請求項２８に記載のメッシュネットワーク。
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【００６５】
　実施態様３４．前記メッシュポイントは、接続処理の間に、チャネル構成及び従来の保
護モードに関する情報を別のメッシュポイントに送信することを特徴とする実施態様３３
に記載のメッシュネットワーク。
【００６６】
　実施態様３５．前記拡張チャネルは前記情報に基づいてブロックされることを特徴とす
る実施態様３３に記載のメッシュネットワーク。
【００６７】
　実施態様３６．前記拡張チャネルはリアルタイムで動的にブロックされることを特徴と
する実施態様２８に記載のメッシュネットワーク。
【００６８】
　実施態様３７．前記拡張チャネルは限られた時間の間に動的にブロックされることを特
徴とする実施態様２８に記載のメッシュネットワーク。
【００６９】
　実施態様３８．前記メッシュポイントは隣接するメッシュポイントからのメッセージに
基づいて前記拡張チャネルをブロックすることを特徴とする実施態様２８に記載のメッシ
ュネットワーク。
【００７０】
　実施態様３９．輻輳制御メッセージが、前記メッセージを送信するのに使用されること
を特徴とする実施態様３８に記載のメッシュネットワーク。
【００７１】
　実施態様４０．前記メッシュポイントはＬ２メッセージを介して互いに通信することを
特徴とする実施態様３８に記載のメッシュネットワーク。
【００７２】
　実施態様４１．前記Ｌ２メッセージはユニキャストメッセージであることを特徴とする
実施態様４０に記載のメッシュネットワーク。
【００７３】
　実施態様４２．前記Ｌ２メッセージはマルチキャストメッセージであることを特徴とす
る実施態様４０に記載のメッシュネットワーク。
【００７４】
　実施態様４３．前記Ｌ２は管理フレーム及び制御フレームの一方であることを特徴とす
る実施態様４０から４２のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００７５】
　実施態様４４．前記Ｌ２メッセージはチャネルアクセスを試みる少し前に送信されるこ
とを特徴とする実施態様４０から４３のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００７６】
　実施態様４５．前記Ｌ２メッセージはチャネルアクセスのためのシグナル送信フレーム
の一部として送信されることを特徴とする実施態様４４に記載のメッシュネットワーク。
【００７７】
　実施態様４６．前記メッシュポイントはデータベースを確立し、前記データベースは、
メッシュネットワークにおけるメッシュポイントを特定のＩＥＥＥ８０２．１１ｎチャネ
ル化モード及び従来の保護モードにマッピングすることを特徴とする実施態様２から４５
のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
【００７８】
　実施態様４７．前記メッシュネットワークは前記データベースを使用し、最適なチャネ
ル及び帯域幅を選択することを特徴とする実施態様４６に記載のメッシュネットワーク。
【００７９】
　実施態様４８．前記メッシュポイントは前記データベースを使用し、前記メッシュネッ
トワークを介するルーティング経路及び転送経路を決定することを特徴とする実施態様４
６又は４７のいずれか１つに記載のメッシュネットワーク。
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【００８０】
　本発明の特徴及び要素は、好ましい実施形態において、特に特定の組み合わせで説明さ
れたが、各特徴又は要素は、好ましい実施形態のその他の特徴又は要素無しにそれだけで
使用されてもよく、又は本発明のその他の特徴及び要素を有する若しくは有していない様
々な組み合わせで使用されてもよい。本発明において提供された方法又はフローチャート
は、汎用コンピュータ又はプロセッサにより実行するためにコンピュータ可読媒体におい
て具体的に実行されるコンピュータプログラム、ソフトウェア、又はファームウェアに実
装されていてもよい。コンピュータ可読格納媒体の例は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバ
イス、内蔵ハードディスク及び取り外し可能なディスクのような磁気媒体、磁気光学媒体
、並びにＣＤ－ＲＯＭディスク及びデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）のような光学媒体
を含んでいる。
【００８１】
　適切なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、特殊用途プロセッサ、従来のプロセ
ッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコア
と共に用いられる１つ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
、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）回路、その他の種類の集積回路（ＩＣ）、及び／又はステートマシンを含んでいる。
【００８２】
　ソフトウェアと共に用いられるプロセッサが、無線周波数トランシーバを実装するのに
使用され、この無線周波数トランシーバは、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユ
ーザ装置（ＵＥ）、ターミナル（端末）、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮ
Ｃ）、又はホストコンピュータにおいて使用される。ＷＴＲＵは、ハードウェア及び／又
はソフトウェアにおいて実装されるモジュールと共に使用されてもよく、このモジュール
は、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカホン、振動デバイス、スピ
ーカ、マイク、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、ブルート
ゥース（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユニット、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）ディスプレイユニット、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイユニット
、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、及び／又はワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）モジ
ュールである。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明によるメッシュネットワークの図である。



(14) JP 4751947 B2 2011.8.17

【図１】



(15) JP 4751947 B2 2011.8.17

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  マリアン　ルドルフ
            カナダ　エイチ２エス　２イー１　ケベック　モントリオール　ルシアン　ラリエール　５２５　
            アパートメント　ナンバー２０４
(72)発明者  フアン　カルロス　ズニガ
            カナダ　エイチ４エル　３ジェイ４　ケベック　モントリオール　リュ　ゴーヒエ　ヴィル　サン
            　ローラン　９５５
(72)発明者  ジョーゼフ　エス．レヴィ
            アメリカ合衆国　１１５６６　ニューヨーク州　メリック　イースト　ウェブスター　ストリート
            　２６
(72)発明者  スディア　エー．グランディ
            アメリカ合衆国　１０５４３　ニューヨーク州　ママロネック　ノース　ジェイムズ　ストリート
            　１６０５

    審査官  木下　直哉

(56)参考文献  国際公開第２００５／１２２５０１（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第２００６／０１６７４６（ＷＯ，Ａ１）
              米国特許出願公開第２００３／０２３５１７５（ＵＳ，Ａ１）
              国際公開第２００６／０３１４４５（ＷＯ，Ａ２）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B   7/24- 7/26
              H04W   4/00-99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

