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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の少なくとも１つが他のデバイスによるスペク
トルの使用を示す情報を測定することを要求する第１のセンシングタスク要求を、前記複
数のＷＴＲＵの前記少なくとも１つに送信し、および、
　複数の定期的な間隔において、前記複数の定期的な間隔の各々において測定された情報
が、前記情報が測定されたときに前記スペクトルが前記他のデバイスによって使用されて
いたことを示すことを示しているかのセンシング結果を、前記複数のＷＴＲＵの前記少な
くとも１つから受信する
　ように構成された送受信機と、
　前記複数のＷＴＲＵの前記少なくとも１つによって提供された前記センシング結果が、
前記複数のＷＴＲＵのうちの２つ以上が相互に相関付けられていることを示しているかを
判定し、および、
　前記判定した結果に基づいて、前記複数のＷＴＲＵのうちの、第２のセンシングタスク
要求を送信するための相関付けされていないサブセットを選択する
　ように構成されたプロセシングユニットと
　を備えたことを特徴とするアクセスポイント。
【請求項２】
　前記センシング結果は、複数の周期的な間隔の各々において測定された情報が、前記情
報が測定されたときに前記スペクトルが前記スペクトルの少なくとも１つのプライマリユ
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ーザによって使用されていたことを示していたかを示していることを特徴とする請求項１
に記載のアクセスポイント。
【請求項３】
　前記プロセシングユニットは、
　前記複数のＷＴＲＵによって提供された前記センシング結果が、前記複数のＷＴＲＵの
うちの２つ以上が相互に相関付けされ、それらが前記スペクトルの前記少なくとも１つの
プライマリユーザに対して同時にフェードして位置していることを示しているかを判定し
、および、
　前記複数のＷＴＲＵのうちの２つ以上が相互に相関付けされ、それらが前記スペクトル
の前記少なくとも１つのプライマリユーザに対して同時にフェードして位置していると判
定した結果にさらに基づいて、前記複数のＷＴＲＵのうちの、前記第２のセンシングタス
ク要求を送信するための前記相関付けされていないサブセットを選択する
　ようにさらに構成されていることを特徴とする請求項２に記載のアクセスポイント。
【請求項４】
　前記送受信機は、前記測定された情報が、前記スペクトルが前記他のデバイスによって
使用されていることを示していたか否かについての決定を提供する第２のセンシング結果
を、前記第２のセンシングタスク要求が送信された前記複数のＷＴＲＵの各々から受信す
るようにさらに構成され、
　前記プロセシングユニットは、前記受信された第２のセンシング結果および前記受信さ
れた第２のセンシング結果の信頼性を示す他の情報に少なくとも基づいて、前記スペクト
ルの少なくとも１つのプライマリユーザが前記スペクトルを使用しているかを判定するよ
うにさらに構成され、前記他の情報は、推定された信号対雑音比およびメトリック計算に
おいて使用されるサンプルの数のうちの少なくとも１つを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載のアクセスポイント。
【請求項５】
　前記プロセシングユニットは、
　前記受信された第２のセンシング結果の前記信頼性を示す前記他の情報に基づいて、前
記受信された第２のセンシング結果の各々に重みを帰属させ、および、
　前記受信された第２のセンシング結果の各々に帰属された前記重みを使用して、前記受
信された第２のセンシング結果を全体的なメトリックに結合する
　ようにさらに構成されていることを特徴とする請求項４に記載のアクセスポイント。
【請求項６】
　前記送受信機は、前記第２のセンシングタスク要求を前記複数のＷＴＲＵのうちの少な
くとも２つに送信し、ならびに同相および直交データサンプルを前記複数のＷＴＲＵのう
ちの前記少なくとも２つから受信するようにさらに構成され、
　前記プロセシングユニットは、前記受信された同相および直交データサンプルに基づい
て、前記スペクトルの前記少なくとも１つのプライマリユーザが前記スペクトルを使用し
ているかを判定するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項３に記載のアク
セスポイント。
【請求項７】
　前記プロセシングユニットは、
　前記受信された同相および直交データサンプルに基づいて、平均電力スペクトル密度を
計算し、ならびに、
　前記計算された平均電力スペクトル密度に基づいて、前記スペクトルの前記少なくとも
１つのプライマリユーザが前記スペクトルを使用しているかを判定する
　ことによって、前記受信された同相および直交データサンプルに基づいて、前記スペク
トルの前記少なくとも１つのプライマリユーザが前記スペクトルを使用しているかを判定
する
　ようにさらに構成されていることを特徴とする請求項６に記載のアクセスポイント。
【請求項８】
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　前記プロセシングユニットは、構成可能な長さの時間ウィンドウにわたって前記平均電
力スペクトル密度を計算することによって、前記受信された同相および直交データサンプ
ルに基づいて、前記スペクトルの前記少なくとも１つのプライマリユーザが前記スペクト
ルを使用しているかを判定するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項７に
記載のアクセスポイント。
【請求項９】
　前記構成可能な長さの時間ウィンドウの長さは、前記第１のセンシングタスク要求を受
信する前記ＷＴＲＵによって検出されることになる干渉器のタイプ、前記スペクトルの前
記少なくとも１つのプライマリユーザを検出するために要求される時間の量、前記第１の
センシングタスク要求を受信する前記ＷＴＲＵのモビリティ、またはチャネル上の雑音レ
ベルの知識のうちの少なくとも１つに依存することを特徴とする請求項８に記載のアクセ
スポイント。
【請求項１０】
　前記プロセシングユニットは、
　前記受信された同相および直交データサンプルの自己相関プロパティを推定し、
　前記推定された自己相関プロパティに基づいて、決定メトリックを計算し、
　前記決定メトリックが決定閾値を超えるかを判定し、
　前記決定メトリックが前記決定閾値を超えることを条件に、前記スペクトルの前記少な
くとも１つのプライマリユーザが前記スペクトルを使用していると判定し、ならびに、
　前記決定メトリックが前記決定閾値を超えないことを条件に、前記スペクトルの前記少
なくとも１つのプライマリユーザが前記スペクトルを使用していないと判定する、
　ことによって、前記受信された同相および直交データサンプルに基づいて、前記スペク
トルの前記少なくとも１つのプライマリユーザが前記スペクトルを使用しているかを判定
する
　ようにさらに構成されていることを特徴とする請求項６に記載のアクセスポイント。
【請求項１１】
　前記送受信機は、前記スペクトルの前記少なくとも１つのプライマリユーザが前記複数
のＷＴＲＵの前記少なくとも１つに対して前に割り当てられたスペクトルを使用している
と判定されたことを条件に、少なくとも１つの新たなスペクトル割り当てを前記複数のＷ
ＴＲＵの前記少なくとも１つに送信するようにさらに構成されていることを特徴とする請
求項２に記載のアクセスポイント。
【請求項１２】
　前記送受信機は、スペクトルのプライマリユーザによる前記スペクトルの使用に対応す
る無線リンクの性能の変化を前記複数のＷＴＲＵの１つが検出したことを示す通知を、前
記複数のＷＴＲＵの前記１つから受信するようにさらに構成されていることを特徴とする
請求項１に記載のアクセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２０１０年１１月１日に出願された米国仮特許出願第６１／４０８，８０８
号、２０１０年１１月５日に出願された米国仮特許出願第６１／４１０，７１２号、およ
び２０１０年１２月１５日に出願された米国仮特許出願第６１／４２３，４１９号の利益
を主張するものであり、これらの仮出願の内容は、参照によって本明細書に組み込まれる
。
【０００３】
　多くの無線デバイスは、それらの無線デバイスの使用のために静的に割り当てられてい
る、１つまたは複数の無線スペクトル帯域のセットを使用して互いに通信する。これらの
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デバイスは、これらのデバイスが使用するスペクトルのプライマリインカムベント（prim
ary incumbent）（またはプライマリユーザ）と呼ばれることがある。たとえば、セルラ
ー電話は、それらのセルラーオペレータによって認可されたスペクトルのプライマリイン
カムベントであり、その他のデバイスは、対応するセルラーオペレータに登録されていな
ければ、このスペクトルを通信のために使用することが許可されない。さらに、特定のス
ペクトル帯域は、それらのプライマリインカムベントによって使用するために割り当てら
れているが、プライマリインカムベントは、任意のタイプのエアインターフェースを運用
するためにその割り当てられている帯域を自由に使用できるわけではない。たとえば、テ
レビジョンサービスプロバイダは、その使用のために割り当てられているスペクトル帯域
においてセルラーサービスの運用を開始することを独自に決めることはできない。
【０００４】
　連邦通信委員会（ＦＣＣ：Federal Communications Commission）は、割り当てられて
いるスペクトルの７０％超が、任意の所与の時点で、使用が集中する混雑したエリアにお
いてさえ、そのプライマリインカムベントによって使用されていないと推定している。し
たがって、無線スペクトルが十分に利用されていない状況は深刻である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）について記載する。ＷＴＲＵは、トランシーバ、無線
周波数（ＲＦ）スペクトルセンシングユニット、およびプロセシングユニットを含む。ト
ランシーバは、無線リンクを介して送信する。ＲＦスペクトルセンシングユニットは、そ
の他のデバイスによるスペクトルの使用を示す情報を測定する。プロセシングユニットは
、無線リンクの性能における変化を検知する。プロセシングユニットはまた、無線リンク
の性能における変化を検知したことを条件に、無線リンクの性能における変化が検知され
たことを示す通知をＤＳＭエンジンへ送信するようにトランシーバを制御する。プロセシ
ングユニットはまた、無線リンクの性能における変化が検知されたことを示す、ＤＳＭエ
ンジンへ送信された通知に基づいて、ＷＴＲＵに対しその他のデバイスによるスペクトル
の使用を示す情報を測定するようにセンシングタスク要求を受信する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　以下の説明から、より詳細な理解を得ることができ、例示の方法で添付の図面とともに
与えられている。
【０００７】
【図１Ａ】１つまたは複数の開示されている実施形態を実装することができる例示的な通
信システムを示すシステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａにおいて示されている通信システム内で使用することができる例示的な
無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を示すシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａにおいて示されている通信システム内で使用することができる例示的な
無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークを示すシステム図である。
【図２】例示的な動的スペクトル管理（ＤＳＭ：dynamic spectrum management）を示す
図である。
【図３】コグニティブ無線（ＣＲ：cognitive radio）ノードとして動作するように構成
されている例示的な無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を示す図である。
【図４】例示的な２ステージ協調センシング方法を示すフローチャートである。
【図５】協調センシングのための例示的なシグナリングを示す信号図である。
【図６Ａ】セルラーテクノロジーに基づいてＣＲノードを構成するためのセンシング構成
情報の例示的な交換を示すフローチャートである。
【図６Ｂ】セルラーテクノロジーに基づいてＣＲノードを構成するためのセンシング構成
情報の例示的な交換を示すフローチャートである。
【図６Ｃ】セルラーテクノロジーに基づいてＣＲノードを構成するためのセンシング構成
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情報の例示的な交換を示すフローチャートである。
【図７】ピリオドグラムスペクトル推定を使用したＣＲノードからのＩ／Ｑデータを使用
した、融合のための例示的な技術を示す図である。
【図８】自動利得制御（ＡＧＣ：automatic gain control）の利得技術を使用する基本的
な受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）スキャニングの例において使用することができ
るフィルタを示す図である。
【図９】周期的センシングステージの場合に、ＣＲノード間のタイムスキューの可能な実
装を示す図である。
【図１０】ＤＳＭネットワークにおいてスペクトルセンシングを実行するための例示的な
アーキテクチャを示すブロック図である。
【図１１】ＤＳＭネットワークにおいてスペクトルセンシングを実行するための、図１０
において示されるアーキテクチャの例示的なＴＶＷＳの実装を示すブロック図である。
【図１２】ダウンコンバータ、センシングボード、およびコンバージェンスゲートウェイ
（ＣＧＷ：convergence gateway）の間における例示的なメッセージフローを示す信号図
である。
【図１３】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的なメ
ッセージフローを示す信号図である。
【図１４Ａ】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的な
メッセージフローを示す信号図である。
【図１４Ｂ】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的な
メッセージフローを示す信号図である。
【図１５Ａ】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的な
メッセージフローを示す信号図である。
【図１５Ｂ】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的な
メッセージフローを示す信号図である。
【図１６】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的なメ
ッセージフローを示す信号図である。
【図１７Ａ】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的な
メッセージフローを示す信号図である。
【図１７Ｂ】ダウンコンバータ、センシングボード、およびＣＧＷの間における例示的な
メッセージフローを示す信号図である。
【図１８Ａ】例示的なＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェアモジュールを示すブロック図である
。
【図１８Ｂ】例示的なＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェアモジュールを示すブロック図である
。
【図１９】図１８Ｂにおいて示されるブラックマンテューキー（Blackman Tukey）ソフト
ウェアによって実行することができるブラックマンテューキーセンシングアルゴリズムの
一例を示すフローチャートである。
【図２０】特定のＰＳＤ値に関してウィンドウメンテナンスコンポーネントによって実行
することができる方法を示すフローチャートである。
【図２１】例示的なＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュールを示すブロック図であ
る。
【図２２Ａ】初期化モード中に結果処理ユニットによって実行することができる方法を示
すフローチャートである。
【図２２Ｂ】初期化モード中に結果処理ユニットによって実行することができる方法を示
すフローチャートである。
【図２３Ａ】通常モード中に結果処理ユニットによって実行することができる方法を示す
フローチャートである。
【図２３Ｂ】通常モード中に結果処理ユニットによって実行することができる方法を示す
フローチャートである。
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【図２４】ＤＳＭネットワークにおいてスペクトルセンシングを実行するためのその他の
例示的なアーキテクチャを示すブロック図である。
【図２５】ＤＳＭネットワークにおいてスペクトルセンシングを実行するためのその他の
例示的なアーキテクチャを示すブロック図である。
【図２６】図２４および図２５において示されるスペクトルセンシングユニットにおいて
実施することができる自己相関ベースのスペクトルセンシングアルゴリズムを示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１Ａは、１つまたは複数の開示されている実施形態を実装することができる例示的な
通信システム１００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセ
ージング、放送などのコンテンツを、複数の無線ユーザに提供する多元接続システムとし
てもよい。通信システム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソ
ースの共有を通じて、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能にしてもよい。た
とえば、通信システム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤ
ＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、お
よび単一波周波数多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）などの、１つ又は複数のチャネルアクセス
方法を採用してもよい。
【０００９】
　図１Ａにおいて示されているように、通信システム１００は、無線送受信ユニット（Ｗ
ＴＲＵ）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）１０４、コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネッ
ト１１０、およびその他のネットワーク１１２を含むことができるが、開示されている実
施形態では、任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク
要素が考えられるということが理解されよう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃお
よび１０２ｄのそれぞれは、無線環境において動作および／または通信を行うように構成
されている任意のタイプのデバイスとしてもよい。例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄは、無線信号を送信および／または受信するように構成して
もよく、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定式または移動式の加入者ユニット、ページャ
ー、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブ
ック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、および家庭用電化製品などを含んでもよい
。
【００１０】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含んでもよい。基地局
１１４ａおよび１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６、インターネット１１０
、および／またはネットワーク１１２などの１つまたは複数の通信ネットワークへのアク
セスを容易にするために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄのうち
の少なくとも１つと無線インターフェースを取るように構成されている任意のタイプのデ
バイスとしてもよい。例として、基地局１１４ａおよび１１４ｂは、無線基地局（ＢＴＳ
）、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、サイトコント
ローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、および無線ルータなどとしてもよい。基地局１１４
ａおよび１１４ｂは、それぞれ単一の要素として示されているが、基地局１１４ａおよび
１１４ｂは、任意の数の相互接続された基地局および／またはネットワーク要素を含むこ
とができるということが理解されよう。
【００１１】
　基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０４の一部としてもよく、ＲＡＮ１０４は、その他の基地
局および／またはネットワーク要素（図示せず）、たとえば基地局コントローラ（ＢＳＣ
）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）および中継ノードなどを含んでもよい。基
地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂは、特定の地理的領域内で無線信号を送信お
よび／または受信するように構成してもよく、この地理的領域は、セル（図示せず）と呼
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ばれることもある。セルは、複数のセルセクタへとさらに分割してもよい。たとえば、基
地局１１４ａに関連付けられているセルは、３つのセクタへと分割してもよい。したがっ
て一実施形態においては、基地局１１４ａは、３つのトランシーバ、すなわち、セルのそ
れぞれのセクタごとに１つのトランシーバを含んでもよい。別の実施形態においては、基
地局１１４ａは、多入力・多出力（ＭＩＭＯ）技術を採用してもよく、したがって、セル
のそれぞれのセクタごとに複数のトランシーバを利用してもよい。
【００１２】
　基地局１１４ａおよび１１４ｂは、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄのうちの１つまたは複数と通信してもよく、エ
アインターフェース１１６は、任意の適切な無線通信リンク（たとえば、無線周波数（Ｒ
Ｆ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）としてもよい。エア
インターフェース１１６は、任意の適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立し
てもよい。
【００１３】
　より具体的には、上述したように、通信システム１００は、多元接続システムとしても
よく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡおよびＳＣ－ＦＤＭＡなどの１つまた
は複数のチャネルアクセススキームを採用してもよい。たとえば、ＲＡＮ１０４内の基地
局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、ユニバーサル移動体通信シ
ステム（ＵＭＴＳ）地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装してもよく、
この無線技術は、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））を使用してエアインターフ
ェース１１６を確立してもよい。ＷＣＤＭＡ（登録商標）は、高速パケットアクセス（Ｈ
ＳＰＡ）および／または発展型ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋：Evolved HSPA）などの通信プロト
コルを含んでもよい。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）お
よび／または高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含んでもよい。
【００１４】
　別の実施形態においては、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃは、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装しても
よく、この無線技術は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥ
－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）を使用してエアインターフェース１１６を確立しても
よい。
【００１５】
　その他の実施形態においては、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃは、無線テクノロジー、たとえばＩＥＥＥ８０２．１６（すなわちワイマックス（
ＷｉＭＡＸ）、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－
ＤＯ、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０００（ＩＳ－２０００）、Ｉｎｔｅｒｉ
ｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　９５（ＩＳ－９５）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８５
６（ＩＳ－８５６）、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ
　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＥＤＧＥ）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）
などを実施することができる。
【００１６】
　図１Ａにおける基地局１１４ｂは、たとえば無線ルータ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅ
ＮｏｄｅＢ、またはアクセスポイントとしてもよく、事業所、家庭、自動車、キャンパス
などの局所的なエリアにおける無線接続を容易にするために、任意の適切なＲＡＴを利用
してもよい。一実施形態においては、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄ
は、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立するために、ＩＥＥＥ８０２．
１１などの無線技術を実装してもよい。別の実施形態においては、基地局１１４ｂおよび
ＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立
するために、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装してもよい。さらに別の実施形
態においては、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ピコセルまたはフ
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ェムトセルを確立するために、セルラーベースのＲＡＴ（たとえば、ＷＣＤＭＡ（登録商
標）、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ（登録商標）、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用しても
よい。図１Ａにおいて示されているように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０へ
の直接接続を有してもよい。したがって、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を
介してインターネット１１０にアクセスすることを不要としてもよい。
【００１７】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信していてもよく、コアネットワーク１
０６は、音声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバインターネット
プロトコル（ＶｏＩＰ）サービスを、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０
２ｄのうちの１つまたは複数に提供するように構成されている任意のタイプのネットワー
クとしてもよい。たとえば、コアネットワーク１０６は、コール制御、課金サービス、モ
バイルロケーションベースサービス、プリペイドコーリング、インターネット接続、ビデ
オ配信などを提供してもよく、および／またはユーザ認証などのハイレベルセキュリティ
機能を実行してもよい。図１Ａにおいては示されていないが、ＲＡＮ１０４および／また
はコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用して
いるその他のＲＡＮと直接的にまたは間接的に通信してもよいことが理解されよう。たと
えば、コアネットワーク１０６は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用することができるＲＡＮ
１０４に接続されていることに加えて、ＧＳＭ（登録商標）無線技術を採用している別の
ＲＡＮ（図示せず）と通信してもよい。
【００１８】
　コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄが
ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／またはその他のネットワーク１１２に
アクセスするためのゲートウェイとして機能してもよい。ＰＳＴＮ１０８は、従来型アナ
ログ電話回線サービス（ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話ネットワークを含んでもよい
。インターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル群におけるトランス
ミッションコントロールプロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ
）、およびインターネットプロトコル（ＩＰ）などの、共通の通信プロトコルを使用する
相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスからなるグローバルシステムを
含んでもよい。ネットワーク１１２は、その他のサービスプロバイダによって所有および
／または運営されている有線または無線の通信ネットワークを含んでもよい。たとえば、
ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用することが
できる１つまたは複数のＲＡＮに接続されている別のコアネットワークを含んでもよい。
【００１９】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄのうち
の一部またはすべては、マルチモード機能を含んでもよく、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄは、別々の無線リンクを介して別々の無線ネットワ
ークと通信するために複数のトランシーバを含んでもよい。たとえば、図１Ａにおいて示
さるＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラーベースの無線技術を採用することができる基地局１１
４ａ、およびＩＥＥＥ８０２無線技術を採用することができる基地局１１４ｂと通信する
ように構成してもよい。
【００２０】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂにおいて示されている
ように、ＷＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送信／受信要素１
２２、スピーカー／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパ
ッド１２８、着脱不能メモリ１３０、着脱可能メモリ１３２、電源１３４、全地球測位シ
ステム（ＧＰＳ）チップセット１３６、およびその他の周辺機器１３８を含んでもよい。
ＷＴＲＵ１０２は、一実施形態との整合性を維持しながら、上述の要素の任意の下位組合
せを含んでもよいことが理解されよう。
【００２１】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル
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シグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連付けられ
た１つまたは複数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（ＦＰＧＡ）回路
、その他の任意のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態マシンなどとしてもよい。プロセッサ
１１８は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力／出力処理、および／または
ＷＴＲＵ１０２を無線環境内で機能できるようにするその他の任意の機能を実行してもよ
い。プロセッサ１１８は、トランシーバ１２０に結合してもよく、トランシーバ１２０は
、送信／受信要素１２２に結合してもよい。図１Ｂは、プロセッサ１１８とトランシーバ
１２０を別々のコンポーネントとして示しているが、プロセッサ１１８とトランシーバ１
２０は、１つの電子パッケージまたはチップ内に統合してもよいことが理解されよう。
【００２２】
　送信／受信要素１２２は、エアインターフェース１１６を介して、基地局（たとえば、
基地局１１４ａ）に信号を送信するように、または基地局（たとえば、基地局１１４ａ）
から信号を受信するように構成してもよい。たとえば、一実施形態においては、送信／受
信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信するように構成されているアンテナ
としてもよい。別の実施形態においては、送信／受信要素１２２は、たとえば、ＩＲ信号
、ＵＶ信号、または可視光信号を送信および／または受信するように構成されているエミ
ッタ／ディテクタとしてもよい。さらに別の実施形態においては、送信／受信要素１２２
は、ＲＦ信号と光信号との両方を送信および受信するように構成してもよい。送信／受信
要素１２２は、無線信号の任意の組合せを送信および／または受信するように構成しても
よいことが理解されよう。
【００２３】
　加えて、送信／受信要素１２２は、図１Ｂにおいては単一の要素として示されているが
、ＷＴＲＵ１０２は、任意の数の送信／受信要素１２２を含んでもよい。より具体的には
、ＷＴＲＵ１０２は、ＭＩＭＯ技術を採用してもよい。したがって、一実施形態において
は、ＷＴＲＵ１０２は、エアインターフェース１１６を介して無線信号を送信および受信
するために、複数の送信／受信要素１２２（たとえば、複数のアンテナ）を含んでもよい
。
【００２４】
　トランシーバ１２０は、送信／受信要素１２２によって送信される信号を変調するよう
に、また、送信／受信要素１２２によって受信される信号を復調するように構成してもよ
い。上述したように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有してもよい。したがって
トランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ１０２が、たとえばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１
１など、複数のＲＡＴを介して通信できるようにするために複数のトランシーバを含んで
もよい。
【００２５】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカー／マイクロフォン１２４、キーパッ
ド１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（たとえば、液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレ
イユニット）に結合してもよく、そこからユーザ入力データを受信してもよい。プロセッ
サ１１８は、ユーザデータをスピーカー／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、お
よび／またはディスプレイ／タッチパッド１２８へ出力してもよい。加えて、プロセッサ
１１８は、着脱不能メモリ１３０および／または着脱可能メモリ１３２などの、任意のタ
イプの適切なメモリからの情報にアクセスしてもよく、およびそれらのメモリにデータを
格納してもよい。着脱不能メモリ１３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リード
オンリメモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、またはその他の任意のタイプのメモリストレ
ージデバイスを含んでもよい。着脱可能メモリ１３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ
）カード、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含んでもよ
い。その他の実施形態においては、プロセッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュー
タ（図示せず）など、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に配置されていないメモリからの情報に
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アクセスしてもよく、およびそれらのメモリにデータを格納してもよい。
【００２６】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受信してもよく、また、ＷＴＲＵ１０２内
のその他のコンポーネントへの電力を分配および／または制御するように構成してもよい
。電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力供給するための任意の適切なデバイスとしてもよ
い。たとえば、電源１３４は、１つまたは複数の乾電池（たとえばニッケルカドミウム（
ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（
Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池および燃料電池などを含んでもよい。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６に結合してもよく、ＧＰＳチップセッ
ト１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（たとえば、経度および緯度）
を提供するように構成してもよい。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、また
はその情報の代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（たとえば、基地局１１４ａ、１１４
ｂ）からエアインターフェース１１６を介して位置情報を受信してもよく、および／また
は複数の近隣の基地局から受信されている信号のタイミングに基づいてそれの位置を判定
してもよい。ＷＴＲＵ１０２は、一実施形態との整合性を維持しながら、任意の適切な位
置特定方法を通じて位置情報を取得してもよいことが理解されよう
【００２８】
　プロセッサ１１８は、その他の周辺機器１３８にさらに結合してもよく、その他の周辺
機器１３８は、さらなる特徴、機能、および／または有線接続もしくは無線接続を提供す
る１つまたは複数のソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジュールを含
んでもよい。たとえば、周辺機器１３８は、加速度計、ｅ－コンパス、衛星トランシーバ
、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート
、振動デバイス、テレビジョントランシーバ、ハンドフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）ラジオユニット、デジタルミュージ
ックプレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、およびインターネ
ットブラウザなどを含んでもよい。
【００２９】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上述したように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと通信するためにＥ－ＵＴＲＡ無線技術を採用して
もよい。ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信してもよい。
【００３０】
　ＲＡＮ１０４は、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃを含んでもよいが、
ＲＡＮ１０４は、一実施形態との整合性を維持しながら、任意の数のｅＮｏｄｅＢを含ん
でもよいことが理解されよう。ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃはそれぞ
れ、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと
通信するために１つまたは複数のトランシーバを含んでもよい。一実施形態においては、
ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装してもよい。し
たがって、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａは、たとえば、ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信する
ために、およびＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信するために、複数のアンテナを使用
してもよい。
【００３１】
　ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃのそれぞれは、特定のセル（図示せず
）に関連付けてもよく、および無線リソース管理の決定、ハンドオーバの決定、アップリ
ンクおよび／またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを取り扱うよう
に構成してもよい。図１Ｃにおいて示されているように、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０
ｂおよび１４０ｃは、Ｘ２インターフェースを介して互いに通信してもよい。
【００３２】
　図１Ｃにおいて示されているコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ
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（ＭＭＥ）１４２、サービングゲートウェイ１４４、およびパケットデータネットワーク
（ＰＤＮ）ゲートウェイ１４６を含んでもよい。上述の要素のそれぞれは、コアネットワ
ーク１０６の一部として示されているが、これらの要素のいずれかが、コアネットワーク
オペレータ以外のエンティティによって所有および／または運営されてもよいことが理解
されよう。
【００３３】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅＢ１４２
ａ、１４２ｂおよび１４２ｃのそれぞれに接続してもよく、ならびにコントロールノード
として機能してもよい。たとえば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび
１０２ｃのユーザを認証すること、ベアラのアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１
０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃの初期接続中に特定のサービングゲートウェイを選択す
ることなどを担当してもよい。ＭＭＥ１４２は、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭ（登録商標）ま
たはＷＣＤＭＡ（登録商標）などのその他の無線技術を採用しているその他のＲＡＮ（図
示せず）との間における切り替えを行うためのコントロールプレーン機能を提供してもよ
い。
【００３４】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅ
ＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃのそれぞれに接続してもよい。サービング
ゲートウェイ１４４は一般に、ユーザデータパケットをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよ
び１０２ｃへ／ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃからルーティングし、ならび
に転送してもよい。サービングゲートウェイ１４４は、ｅＮｏｄｅＢ間のハンドオーバ中
にユーザプレーンをアンカリングすること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃ
に対してダウンリンクデータが利用可能である場合にページングをトリガすること、なら
びにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理および記憶することな
どのその他の機能を実行してもよい。
【００３５】
　サービングゲートウェイ１４４は、ＰＤＮゲートウェイ１４６に接続してもよく、ＰＤ
Ｎゲートウェイ１４６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと、ＩＰ対応デバ
イスとの間における通信を容易にするために、インターネット１１０などのパケット交換
ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃに提供してもよ
い。
【００３６】
　コアネットワーク１０６は、その他のネットワークとの通信を容易にしてもよい。たと
えば、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと、従来
の固定電話通信デバイスとの間における通信を容易にするために、ＰＳＴＮ１０８などの
回線交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃに提供
してもよい。たとえば、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６と、ＰＳＴ
Ｎ１０８との間におけるインターフェースとして機能するＩＰゲートウェイ（たとえば、
ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含んでもよく、またはそうしたＩ
Ｐゲートウェイと通信してもよい。加えて、コアネットワーク１０６は、ネットワーク１
１２へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃに提供してもよく、ネッ
トワーク１１２は、その他のサービスプロバイダによって所有および／または運営されて
いるその他の有線または無線のネットワークを含んでもよい。
【００３７】
　ラップトップなどの屋内Ｗｉ－Ｆｉ機器は、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．
１１ｇ標準との互換性を有してもよい。したがって、この機器は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｇ標準において規定されているように、８０２．１１ｇデバイスがプライマリインカムベ
ント（またはプライマリユーザ）として動作するように設計されている特定のスペクトル
を使用してもよい。しかし、上述したセルラースペクトルとは異なり、８０２．１１ｇは
、スペクトルレギュレータ（spectrum regulator）を有しない非認可帯域において動作す
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る。したがって、いかなる無線通信デバイスも、このスペクトルを独自の目的で使用して
もよい。非認可帯域のそのような使用が認められているが、そのような帯域において動作
することを意図するデバイスは、コグニティブな方式（cognitive manner）で動作するこ
とを保証することが期待され、その帯域におけるプライマリインカムベントの存在を認識
し、および悪意のない共存する方式でその帯域を使用してもよい。その他のスペクトル帯
域は、セカンダリーユーザによって同様の方式で使用してもよい。
【００３８】
　動的スペクトル管理（ＤＳＭ：dynamic spectrum management）とは、コグニティブな
方式でセカンダリーユーザによってスペクトル帯域の使用を容易にするために使用するこ
とができる技術である。たとえば、ＤＳＭは、スペクトルをセンシングし、およびスペク
トルをシステム内の１つまたは複数のセカンダリーユーザに静的にまたは動的に割り当て
ることによって、使用されていないスペクトルの断片を識別し、および活用することを含
んでもよい。ＤＳＭは、１つもしくは複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）またはオペレー
タにわたって採用されてもよく、ならびに連続している周波数帯域もしくは連続していな
い周波数帯域を使用してもよい。ＤＳＭシステム内で動作することができる第２のスペク
トルを使用するデバイスは、コグニティブ無線機と呼ばれる場合がある。コグニティブ無
線機は、スペクトル使用の特性を絶え間なく認識することができ、スペクトル帯域を、そ
のスペクトル帯域のプライマリインカムベントのうちの１つまたは複数の存在に基づいて
、適応して使用し、または空けることができる。コグニティブ無線機は、プライマリイン
カムベントによる占有に関してスペクトルをセンシングすること、およびセンシング結果
を中央制御装置（本明細書においては、ＤＳＭエンジンと呼ばれる）に報告することを担
当してもよい。
【００３９】
　図２は、例示的なＤＳＭネットワーク２００の図である。示されているＤＳＭネットワ
ーク２００は、ＤＳＭエンジン２１０、コンバージェンスゲートウェイデバイス（ＣＧＷ
：converged gateway device）２２０、ならびに複数の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）
２３０ａ、２３０ｂ、２３０ｃおよび２３０ｄを含む。示されているＷＴＲＵ２３０ａ、
２３０ｂ、２３０ｃおよび２３０ｄは、それらが有することができるその他のあらゆる機
能に加えてコグニティブ無線機（ＣＲ）として機能するように構成され、本明細書におい
てはＣＲノードと呼ばれる場合がある。ＣＲノードは、ＩＥＥＥ８０２．１１技術、セル
ラー技術、ＩＥＥＥ８０２．１５．４技術、またはその他の任意の無線技術に基づいても
よい
【００４０】
　示されているＤＳＭエンジン２１０は、インターフェース２７０を通じてＣＧＷ２２０
に結合されており、インターフェース２７０は、無線リンクまたはワイヤライン（たとえ
ば、イーサネット（登録商標））リンクとしてもよい。示されているＣＧＷ２２０は、有
線リンク２８０（たとえば、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、Ｄｏｃｓｉｓ、またはイー
サネット接続）を通じて外部ネットワークまたはインターネット２４０に結合されている
。一実施形態（図示せず）においては、ＤＳＭエンジン２１０は、ＣＧＷ２２０と統合し
てもよい。一実施形態においては、ＣＲノードのうちの一部は、互いに直接通信してもよ
い。たとえば、図２に示されている実施形態においては、ＣＲノード２３０ａおよび２３
０ｂは、直接のリンク２６０ａを介して互いに通信してもよく、ＣＲノード２３０ｃおよ
び２３０ｄは、直接のリンク２６０ｂを介して互いに通信してもよい。
【００４１】
　ＣＲノード２３０ａ、２３０ｂ、２３０ｃおよび２３０ｄは、それぞれ１つまたは複数
のチャネル２５０ａ、２５０ｂ、２５０ｃおよび２５０ｄ上で、ＣＧＷ２２０を介してＤ
ＳＭエンジン２１０と通信してもよい。２５０ａ、２５０ｂ、２５０ｃおよび２５０ｄの
それぞれは、ダウンリンクコントロールチャネルＡｃ、アップリンクコントロールチャネ
ルＡｄ、および同期チャネルＡｓを含んでもよい。Ａｃチャネル、ＡｄチャネルおよびＡ
ｓチャネルは、分離してもよく、または同じコントロールチャネルの一部としてもよい。
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【００４２】
　図３は、図２において示されているＤＳＭネットワーク２００などのＤＳＭネットワー
クにおいてＣＲノードとして動作するように構成されている例示的なＷＴＲＵ３００の図
である。ＷＴＲＵ３００は、無線環境において動作および／または通信するように構成さ
れている任意のタイプのデバイスとしてもよい。例として、ＷＴＲＵ３００は、無線信号
を送信および／または受信するように構成してもよく、ならびにユーザ機器（ＵＥ）、移
動局、固定式または移動式の加入者ユニット、ページャー、セルラー電話、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、
無線センサおよび家庭用電化製品などとしてもよい。示されているＷＴＲＵ３００は、ア
ンテナ３１０、送信ユニット３２０、受信ユニット３３０、プロセシングユニット３４０
、無線周波数（ＲＦ）スペクトルセンシングユニット３５０、スピーカー／マイクロフォ
ン３６０、キーパッド３７０、およびディスプレイユニット３８０を含む。ＷＴＲＵ３０
０のいくつかの要素のみが示されているが、ＷＴＲＵ３００は、その他の機能（たとえば
、図示されていない関連する入出力（Ｉ／Ｏ）ポートおよび／またはグラフィカルユーザ
インターフェース（ＧＵＩ）を含んでもよいことが当業者であれば認識されよう。さらに
、例示的なＷＴＲＵ３００の特定の要素が図３において示されているが、それらの示され
ている要素は、当技術分野における一般的な技術を使用して修正してもよい。たとえば、
受信ユニット３３０および送信ユニット３２０は、組み合わされたトランシーバユニット
として実装してもよく、ならびにキーパッド３７０およびディスプレイユニット３８０は
、タッチスクリーンとして実装してもよい。
【００４３】
　図２において示されているＤＳＭネットワーク２００は、個別または協調スペクトルセ
ンシングのために構成してもよい。個別スペクトルセンシングにおいては、１つのＣＲノ
ードが、スペクトルをセンシングしてもよく、およびそのスペクトルが現在１つまたは複
数のプライマリインカムベントによって占有されているかどうかに関する決定をおこなっ
てもよい。スペクトルが現在１つまたは複数のプライマリインカムベントによって占有さ
れているかどうかに関するその単一の決定は、ＤＳＭネットワーク２００全体に関するス
ペクトル割当てを決定するために使用してもよい。その一方で、協調センシングにおいて
は、複数のＣＲノード２３０ａ、２３０ｂ、２３０ｃおよび／または２３０ｄが、別のデ
バイスによる使用に関して所与のスペクトルをセンシングしてもよく、ＤＳＭエンジン２
１０が、複数のＣＲノード２３０ａ、２３０ｂ、２３０ｃおよび／または２３０ｄから受
信されたセンシング結果を考察して、所与のスペクトルが１つまたは複数のプライマリイ
ンカムベントによってある時点において占有されているかどうかに関する決定を行っても
よい。本明細書においては、２つのステージにおいて実行することができる協調センシン
グ技術について説明する。
【００４４】
　第１のステージにおいては、センシングタスクに関与するそれぞれのＣＲノードは、た
とえば、周期的に（たとえば、周期的な間隔で）発生し得る定期的なサイレント期間中に
、スペクトルをセンシングしてもよく、およびセンシング結果をレポートしてもよい。Ｄ
ＳＭエンジン２１０は、定期的なサイレント期間に関するタイミング情報をＡｓチャネル
上でＣＲノードに通信してもよい。次いで、センシングタスクに関与するそれぞれのＣＲ
ノードは、同一の基準時間を使用して同時にセンシングを実行してもよく、およびその個
別のセンシング結果を、アップリンクコントロールチャネルＡｄを介してＤＳＭエンジン
２１０にレポートしてもよい。ＤＳＭエンジン２１０は、第１のステージ中に受信された
センシング結果を使用して、いくつかの機能を実行してもよい。たとえば、ＤＳＭエンジ
ン２１０は、センシング結果を使用して（たとえば、ＣＲノードによる二次的な使用に対
して利用可能となり得る帯域を示す）、システム内で利用可能な潜在的なスペクトルホー
ルの粗い推定を生じさせてもよい。別の例に関しては、ＤＳＭエンジン２１０は、センシ
ング結果を使用して、ネットワーク内のＣＲノード間における相関関係の量を判定し、そ
の相関関係に基づいてセンシングタスクを調整してもよい。
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【００４５】
　第２のステージにおいては、高度な非同期センシング期間をトリガしてもよく、この場
合には、ＤＳＭエンジン２１０は、指定された期間にわたってセンシングを実行するよう
に、ＣＲノード２３０ａ、２３０ｂ、２３０ｃおよび２３０ｄのうちのすべてまたは一部
に指示してもよい。センシングの目的でこのシステムワイドなサイレンス期間をトリガす
ることは、プライマリインカムベントの到来の可能性に対するＣＲネットワークの応答を
加速するために使用されてもよい。ＤＳＭエンジン２１０は、非同期センシング期間その
ものをトリガしてもよく、または非同期センシング期間が、ＣＲノードによってトリガさ
れてもよい。
【００４６】
　一実施形態においては、任意のＣＲノードが、システムワイドなセンシング期間を命じ
るためのイベントを生成し、およびＤＳＭエンジン２１０に送信してもよい。そのような
イベントの発生の一例は、ＣＲノードによってセンシングされた環境内の変化がプライマ
リインカムベントの存在を示すことであってもよい（たとえば、ＣＲノードによって現在
使用されているリンク上のスループットの急激な低下、または特定のリンク上のチャネル
品質の急激な変化）。ＣＲノードは、アップリンクコントロールチャネルＡｄを使用して
、環境内の潜在的な変化をＤＳＭエンジン２１０に通知してもよい。次いで、ＤＳＭエン
ジン２１０は、ＣＲノードが、プライマリインカムベントへの干渉を避けるために、移行
先の空き帯域を識別する目的で、すぐにセンシングを実行できるようにするために（たと
えば、コントロールメッセージをブロードキャストすることによって）、システムワイド
なサイレンス期間をトリガしてもよい。
【００４７】
　一実施形態においては、センシングは、ＤＳＭネットワーク２００内の特定のＣＲノー
ドによって、その他のＣＲノードを静寂化させる必要なく、行われてもよい。ここでは、
センシングは、スペクトルのうちで、ＤＳＭエンジン２１０の管理下にあるノードのうち
のいずれによっても使用されていない部分において、ＣＲノードによって実行されてもよ
い。ＤＳＭエンジン２１０は、構成メッセージ（以降でさらに詳細に説明する）を使用し
て、この情報をＣＲノードのそれぞれに送信してもよい。構成メッセージは、使用される
センシングアルゴリズムのタイプ、アルゴリズムに関するパラメータ（たとえば、センシ
ングの持続時間、および高速フーリエ変換（ＦＦＴ）サイズ）、ならびにセンシングされ
る帯域幅など、センシングのその他の要素を制御してもよい。
【００４８】
　第２のステージにおける非同期センシング期間をトリガすることができる例示的なイベ
ントのリストが、表１において提供される。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
　ＤＳＭエンジン２１０は、Ａｃチャネル上で送信される構成メッセージを使用して、非
同期センシング期間の持続時間に関する情報を、非同期センシングタスクに関与するそれ
ぞれのＣＲノードに伝達してもよい。この期間中に、それぞれのＣＲノードは、センシン
グを実行し、およびそれのセンシング結果をＤＳＭエンジン２１０に送信してもよい。Ｄ
ＳＭエンジン２１０による結果の融合に続いて、ＤＳＭエンジン２１０は、それが特定の
帯域上で信頼できる決定を行うために必要とされている信頼性に達していないと決定する
場合がある。この場合には、ＤＳＭエンジン２１０は、センシング期間を延長してもよく
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、または新たなセンシング期間をトリガしてもよく、そうしたセンシング期間中に、ＣＲ
ノードのそれぞれによるセンシングを継続してもよい。
【００５１】
　図４は、図２のＤＳＭエンジン２１０によって実行することができる例示的な２ステー
ジ協調センシング方法を示すフローチャート４００である。図４に示されている例におい
ては、ＤＳＭエンジン２１０は、周期的なセンシング時間が到来したかどうかを判定して
もよい（４０５）。周期的なセンシング時間が到来した場合には、ＤＳＭエンジン２１０
は、少なくとも現在の相関関係情報に基づいて、センシングタスクに関与するそれぞれの
ＣＲノードにセンシングタスク要求を送信してもよい（４１０）。センシング情報は、セ
ンシングタスクに関与するそれぞれのノードから収集してもよい（４１５）。
【００５２】
　ＤＳＭエンジン２１０は、利用可能なスペクトル帯域のリストを更新すべきときである
かどうかを判定してもよい（４２０）。利用可能なスペクトル帯域のリストを更新すべき
ときである場合には、ＤＳＭエンジン２１０は、４１５において収集されたセンシング情
報を使用して、リストを更新してもよい（４２５）。利用可能なスペクトル帯域のリスト
を更新すべきときではない場合には、または利用可能なスペクトル帯域のリストが更新さ
れている場合には、ＤＳＭエンジン２１０は、相関関係リストまたは相関関係係数を更新
すべきときであるかどうかを判定してもよい（４３０）。相関関係リストまたは相関関係
係数を更新すべきときである場合には、ＤＳＭエンジン２１０は、４１５において収集さ
れたセンシング情報を使用して、相関関係リストまたは相関関係係数を更新してもよい（
４３５）。
【００５３】
　周期的なセンシング時間が到来していないとＤＳＭエンジン２１０が４０５において判
定した場合には、または相関関係リストもしくは相関関係係数が更新されている場合には
、ＤＳＭエンジン２１０は、非同期センシング期間がトリガされたかどうかを判定しても
よい（４４０）。非同期センシング期間がトリガされていない場合には、ＤＳＭエンジン
２１０は、周期的なセンシング時間が到来したかどうかを判定してもよい（４０５）。非
同期センシング期間がトリガされた場合には、ＤＳＭエンジン２１０は、少なくとも相関
関係情報に基づいて、センシングタスクに関与するそれぞれのノードにセンシングタスク
要求を送信してもよい（４４５）。センシング情報は、センシングタスクに関与するそれ
ぞれのノードから収集してもよい（４５０）。ＤＳＭエンジン２１０は、利用可能な帯域
のリストを更新すること、および所与の帯域上にプライマリインカムベントが存在するか
どうかを判定してもよい（４５５）。次いで、ＤＳＭエンジン２１０は、周期的なセンシ
ング時間が到来したかどうかを判定してもよい（４０５）。
【００５４】
　図４において示されている例は、ＤＳＭエンジン２１０によって行われるアクションお
よび決定に焦点を合わせている。しかし、それぞれの場合においては、ＤＳＭエンジン２
１０によって実装される特定のアルゴリズムに基づいて、フロー制御を修正してもよい。
たとえば、ＤＳＭエンジン２１０は、相関付けられているＣＲノードのリストを頻繁に更
新する必要はないと判定してもよい。その場合には、周期的なセンシング結果を、主にス
ペクトルホールを推定する目的で使用してもよく、およびＤＳＭエンジン２１０はさらに
、センシング期間の延長を選択して、それによって周期的なセンシング時間の発生頻度を
下げてもよい。
【００５５】
　図５は、協調センシングのための例示的なシグナリングを示す信号図５００である。Ｗ
ＴＲＵ５１０ｄは、無線リンクの性能における変化を検知してもよく、ＷＴＲＵ５１０ｄ
は当該無線リンク上で通信するように構成される（５５０）。ＷＴＲＵ５１０ｄのプロセ
シングユニット３４０が無線リンクの性能における変化を検知する条件で、ＷＴＲＵ５１
０ｄのプロセシングユニット３４０は、無線リンクの性能における変化が検知されたこと
を示す通知５５２をエンジン（たとえば、ＤＳＭエンジン５２０）に送信するようにその
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トランシーバを制御してもよい。ＷＴＲＵ５１０ｄは、無線リンクの性能における変化が
検知されたことを示す、エンジンに送信された通知に基づいて、その他のデバイス（たと
えば、スペクトル上のプライマリインカムベント）によるスペクトルの使用を示す情報を
測定するようにＷＴＲＵ５１０ｄに対し、センシングタスク要求５５４を受信してもよい
。
【００５６】
　ＷＴＲＵ５１０ｄは、ＷＴＲＵ５１０ａ、５１０ｂおよび５１０ｃを含むこともできる
協調スペクトルセンシングネットワーク内の複数のＣＲノードのうちの１つとしてもよい
。図５に示されている例においては、ＷＴＲＵ５１０ａ、５１０ｂおよび５１０ｃは、Ｗ
ＴＲＵ５１０ｄによってトリガされたセンシングタスクに関与するために選択されており
、また、それぞれセンシングタスク要求５５６、５５８および５６０を受信する。センシ
ングタスク要求５５４、５５６、５５８および５６０を受信したことに応答して、ＷＴＲ
Ｕ５１０ａ、５１０ｂ、５１０ｃおよび５１０ｄのそれぞれは、スペクトルをセンシング
し（すなわち、その他のデバイスによるスペクトルの使用を示す情報を測定すること）、
および各自のセンシング結果５６２、５６４、５６６および５６８をエンジン５２０に送
信してもよい。エンジン５２０は（たとえば、以降で説明する融合技術を含む任意の融合
技術を使用して）、個々のセンシング結果を融合し、およびセンシング結果がスペクトル
上の別のデバイスの存在を示しているかどうかを判定してもよい。ＤＳＭエンジンが、セ
ンシング結果がスペクトル上のプライマリインカムベントの存在を示していると判定する
ことを条件に、そのスペクトルを使用しているＷＴＲＵは、プライマリインカムベントが
検知されていない通信用の新たなスペクトル割当てを受信してもよい。図５に示されてい
る例においては、ＷＴＲＵ５１０ａ、５１０ｂ、５１０ｃおよび５１０ｄのそれぞれは、
それらの新たなスペクトル割当てを示すメッセージ５７０、５７２、５７４および５７６
を受信する。
【００５７】
　ＤＳＭエンジン２１０は、センシング構成メッセージを含むことができる一般的なフレ
ームワークを使用して、ＣＲノード２３０ａ、２３０ｂ、２３０ｃおよび２３０ｄのそれ
ぞれによるセンシングを制御してもよい。センシング構成メッセージは、それぞれのＣＲ
ノードにおけるプロトコル層のそれぞれにおけるＤＳＭ対応機能を構成するために使用す
ることができる上位層の制御メッセージとしてもよい。
【００５８】
　図６Ａ、図６Ｂおよび図６Ｃは、セルラー技術に基づいてＣＲノードを構成するための
センシング構成情報の例示的な交換を示すフローチャート６５０ａ、６５０ｂおよび６５
０ｃである。これらの図のそれぞれにおいては、ＤＳＭエンジン６００およびＣＲノード
６２０が示されている。それぞれの図ごとに示されているＤＳＭエンジン６００は、無線
リソース制御（ＲＲＣ）層６０２、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層６０４、および物
理（ＰＨＹ）層６０６を含む。同様に、それぞれの図ごとに示されているＣＲノード６２
０は、ＲＲＣ層６０８、ＭＡＣ層６１０およびＰＨＹ層６１２を含む。図６Ａ、図６Ｂお
よび図６Ｃにおいて示されているメッセージフローは、当業者によってＷｉ－Ｆｉ技術ま
たはマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）技術用として容易に拡張することができる。
【００５９】
　図６Ａに示されている例示的なフローチャートにおいては、センシング構成を含むＲＲ
Ｃメッセージ６１４が、ＤＳＭエンジン６００から、Ａｃインターフェースを介して、構
成されるＣＲノード６２０へ送信される。ＤＳＭエンジン６００は、ＲＲＣメッセージ６
１４をそれぞれの個々のＣＲノード（たとえば、ＣＲノード６２０）へ複数の異なるシナ
リオで送信してもよい。たとえば、ＤＳＭエンジン６００は、第１のステージにおける周
期的な粗いセンシングを構成するための初期構成をネットワークに提供するために、ＣＲ
ノード６２０をネットワークに登録した後に、ＲＲＣセンシング構成メッセージ６１４を
ＣＲノード６２０へ送信してもよい。別の例に関しては、ＤＳＭエンジン６００は、ＣＲ
ノード６２０に関する非同期センシング期間をトリガするイベントの結果として、ＲＲＣ
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メッセージ６１４をそのＣＲノード６２０へ送信してもよい。
【００６０】
　センシング構成メッセージ６１４は、ＣＲノード６２０内の既存のセンシング構成を変
更してもよく、またはＣＲノード６２０内に新たなセンシング構成を追加してもよい。Ｃ
Ｒノード６２０に関するそれぞれのセンシング構成は、ＣＲノード６２０によって行われ
る周期的なセンシング／測定アクション、またはＤＳＭエンジン６００によって構成され
る非同期測定期間の場合における即時のセンシングアクションを表してもよい。構成メッ
セージ内に含めて送信された値に基づいて、その同じメッセージを使用して、ＤＳＭエン
ジン６００によって、アクティブなセンシング構成を無効化してもよく、またはキャンセ
ルしてもよい。
【００６１】
　表２は、センシング構成メッセージ６１４内に含めることができるコンテンツまたはフ
ィールドを示している。センシングタイプに基づいて、粗い（たとえば、第１のステージ
の）センシングおよび細かい（たとえば、第２のステージの）センシングの両方をセンシ
ング構成メッセージ６１４に構成させてもよい。アルゴリズムのタイプ、センシングパラ
メータ、およびＣＲノード６２０のそれぞれからの予想される戻り値を、センシング構成
メッセージ６１４によって構成してもよい。それぞれのＣＲノードは、ＤＳＭエンジン６
００によって要求されるセンシングをいつどのように実行するかを知るために、アクティ
ブな構成のリストを保持してもよい。
【００６２】
【表２】

【００６３】
　ＤＳＭエンジン６００からセンシング構成メッセージ６１４を受信したことに応答して
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、受信側のＣＲノード６２０のＲＲＣ層６０８は、そのメッセージを解釈してもよく、お
よびメッセージ６１４において搬送される情報に基づいてスタックのそれぞれの層におい
てＣＲノード６２０を構成してもよい。これは、センシングに関連したＰＨＹ層６１２パ
ラメータ、ならびにセンシング期間に関するＲＲＣレベル６０８タイマー、および下位層
による測定レポーティングを含んでもよい。図６Ｂにおいて示されているように、ＣＲノ
ード６２０は、センシング構成メッセージ６１４内に含まれている情報に基づいて、ＣＲ
ノード６２０の構成を確認するＲＲＣメッセージ６１６を、ＤＳＭエンジン６００に返信
してもよい。
【００６４】
　少なくとも、それぞれのセンシング構成メッセージ６１４は、センシング構成ＩＤを割
り当てられるため、ＣＲノード６２０によって送信されるセンシング結果は、このＩＤに
従ってＤＳＭエンジン６００によって識別してもよい。図６Ｃにおいて示されているよう
に、ＣＲノード６２０は、構成ＩＤとセンシング結果とを含むＲＲＣメッセージ６１８を
、Ａｄチャネルを介してＤＳＭエンジン６００へ送信してもよい。
【００６５】
　ＤＳＭエンジン２１０は、ＣＲノードによって周期的に送信されるセンシング情報、ま
たは非同期のシステムワイドなセンシング期間の後に、ＣＲノードによって送信されるセ
ンシング情報のいずれかにおいて融合を実行して、特定の帯域におけるプライマリインカ
ムベントの存在に関する最終決定を生成してもよい。ＤＳＭエンジン２１０は、ＣＲノー
ドからのＩ／Ｑデータを使用する融合、および信頼性決定融合（reliability decision f
usion）を含んでもよい、多数の様々な融合技術のうちの任意の１つを使用してもよい。
【００６６】
　ＣＲノードからのＩ／Ｑデータを使用する融合に関しては、選択された数のＣＲノード
が、Ｉ／Ｑサンプル（またはＩ／Ｑサンプルの何らかの変形されたバージョン）のセット
を直接ＤＳＭエンジン２１０へ送信してもよい。ＤＳＭエンジン２１０は、Ｉ／Ｑサンプ
ルを一緒に処理して、その帯域におけるプライマリインカムベントの有無を判定してもよ
い。ＤＳＭエンジン２１０は、そのネットワーク内のＣＲノード間における相関関係の知
識にアクセスできるため、それによって、共同検知問題（joint detection problem）が
形成される場合があり、入力が、相関付けられていないランダムな変数とみなされる場合
がある。この技術は、長い期間にわたってＤＳＭエンジン２１０によって受信された周期
的なセンシング結果を使用して採用されてもよく、そうした長い期間中には、検知におい
て使用されるＩ／Ｑサンプルの総量の一部分が、それぞれの周期的なセンシングの機会の
間に送信されてもよい。それは、非同期センシング期間に使用されてもよい。
【００６７】
　ＣＲノードからのＩ／Ｑデータを使用する融合に関しては（たとえば、ＤＳＭエンジン
２１０によって判定されたノード間における相関関係に基づいて）、特定の時刻において
共同センシング計算（joint sensing computation）に関与することを選択されたそれぞ
れのＣＲノードは、Ｎ個の複素（Ｉ／Ｑ）サンプルのベクトルをＤＳＭエンジン２１０へ
送信してもよい。ＤＳＭエンジン２１０が使用するスペクトルセンシング／推定のタイプ
に応じて、Ｉ／Ｑサンプルをさまざまな方法で組み合わせてもよい。
【００６８】
　図７は、ピリオドグラムスペクトル推定を使用したＣＲノードからのＩ／Ｑデータを使
用する融合のための例示的な技術を示す図である。示されている例においては、ＣＲノー
ド７１０、７３０および７５０は、共同センシング計算に関与するために選択される。Ｃ
Ｒノード７１０、７３０および７５０のそれぞれは、各自のＩ／Ｑデータシーケンスの高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）７１２の２乗７１４を求め、それぞれの平均化されていないピ
リオドグラム７１６、７３６および７５６をアップリンクコントロールチャネルＡｄ上で
提供する。ＤＳＭエンジン７６０は、ＣＲノードから受信されたＩ／Ｑデータシーケンス
のうちのそれぞれのＦＦＴの２乗された値（magnitude）を平均化して、電力スペクトル
密度（たとえば、平均化されたピリオドグラム）の共同（または協調）推定７７０を提供
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リオドグラム７７０に基づいて、利用可能な帯域、および特定の帯域におけるプライマリ
インカムベントの存在を判定してもよい。従来のピリオドグラムスペクトル推定において
は、推定のばらつき（variance）を少なくするために必要とされる平均化は、オーバーラ
ップする可能性がある複数の部分へと信号を分割することによって達成することができる
。このことによって、スペクトル推定の全体的な周波数分解能が低減される場合がある。
複数のノードにわたって受信された複数のデータサンプルにわたって平均化を行うこと（
およびシーケンスの長さをそれぞれのノードにおいて同一に保持すること）によって、所
与のセンシング時間にわたって、周波数分解能を犠牲にすることなく、ばらつきの増大を
達成することができる。
【００６９】
　信頼性決定融合は、たとえば、非同期のシステムワイドなサイレント期間中に提供され
た結果を融合するために実行してもよい。非同期のシステムワイドなサイレント期間中に
、それぞれのＣＲノードは、たとえば、特定の帯域におけるプライマリインカムベントの
存在もしくは不存在を示す決定を返してもよい。レポートされる決定は、さらなる情報と
組み合わせてもよく、ＤＳＭエンジン２１０は、相関付けられていない複数の観測から個
々の決定が生じているという前提で、全体的な決定の信頼性を作り出すために、それらの
さらなる情報を使用してもよい。全体的な信頼性を作り出すために使用することができる
、考えられるさらなる情報は、推定された信号対雑音比（ＳＮＲ）、メトリック計算にお
いて使用されるサンプルの数、または決定のある種の信頼性を示すプライマリインカムベ
ントの存在もしくは不存在の決定を生成するために使用される方法に、固有な任意の数量
を含めてもよい。決定（たとえば、ユーザが存在すること、またはユーザが存在しないこ
と）、ならびに信頼性の評価に関するさらなる情報は、ＣＲノードによってアップリンク
コントロールチャネルを介してＤＳＭエンジン２１０へ送信してもよい。
【００７０】
　ＤＳＭエンジン２１０は、それぞれのＣＲノードによって生成された決定を、重み付け
られた形式で組み合わせてもよく、大きな重みは、より高い信頼性を含むデータをレポー
トするノードに帰してもよい。これは、ＤＳＭエンジン２１０が、送信された情報（たと
えば、ＳＮＲ、閾値からの距離など）に基づいてそのノードからの決定の信頼性を得るた
めにそれぞれのＣＲノードによって使用されるセンシングアルゴリズムの知識を有してい
るということを前提にしている。決定は、特定のシナリオに関する検知の可能性およびフ
ォルスアラーム（false alarm）の可能性を最良にすることを達成するように最適化する
ことができる、一般的なＫ／Ｎ決定ルール（K/N decision rule）を使用して組み合わせ
てもよい。言い換えれば、プライマリインカムベントの存在を示し、特定の重みの係数を
かけた（factored）ＣＲノードの総数が、特定のターゲット値を超えた場合に、帯域がプ
ライマリインカムベントを含むと判定してもよい。加えて、ＤＳＭエンジン２１０は、そ
れが作成する融合された決定の全体的な信頼性メトリックを判定してもよい。信頼性決定
融合が、非同期センシング期間の場合において使用されるときには、ＤＳＭエンジン２１
０は、信頼性を高めるためにシステムワイドなセンシング期間を延長することを（たとえ
ば、決定の全体的な信頼性に基づいて）選択してもよく、または融合された決定に基づい
てスペクトルの割当てまたは再割当てを実行してもよい。
【００７１】
　信頼性決定融合技術の一例においては、ＣＲノードが、計算されたメトリックを所定の
閾値γと比較することによって、プライマリインカムベントの存在もしくは不存在を決定
すると想定してもよい。詳細には、それぞれのＣＲノードによって使用されるメトリック
は、最大固有値と最小固有値の推定比率を含むことができる。プライマリインカムベント
の存在もしくは不存在に関して、ＣＲノードによって行われる決定は、
【００７２】
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【数１】

【００７３】
式（１）によって得てもよい。
【００７４】
　ＣＲノードのそれぞれにおいて行列反転計算を必要とせずに、最大固有値および最小固
有値を得るために、それぞれのＣＲノードにおける受信されたサンプルの自己相関行列を
、巡回行列として近似されてもよく、それによって、行列の任意の行のＦＦＴを行うこと
により、行列の固有値を得てもよい。定常過程の自己相関関数を（特に期間Ｍの値に関し
て）周期関数として近似されてもよい。
【００７５】

【数２】

【００７６】
式（２）では、ｒ（ｋ）は、受信信号の自己相関関数である。ＣＲノードは、Ｌ個の期間
の合計に限定された周期的自己相関関数の推定値を生成し、その推定値を、式（３）を使
用して、推定された巡回自己相関行列の第１の行に投入するために使用することができる
。
【００７７】

【数３】

【００７８】
　式（１）の決定において使用される最大固有値および最小固有値は、式（３）を使用し
て得られる巡回自己相関行列の行のＦＦＴの最大値および最小値として得てもよい。次い
でＣＲノードは、決定および距離、
【００７９】
【数４】

【００８０】
を融合のためにＤＳＭエンジン２１０に送信することができる。
【００８１】
　それぞれのノードごとの決定および距離がＤＳＭエンジン２１０によって受信されると
きに、ＤＳＭエンジン２１０は、協調センシングに関与しているＮ個のノードすべてから
の決定の重み付けされた合計によって得られる決定式である式（４）を形成することがで
きる。
【００８２】
【数５】

【００８３】
式（４）では、Ｈiは、プライマリインカムベントが存在するという決定に関しては１の
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値をとり、プライマリインカムベントが存在しないという決定に関しては－１の値をとり
、ｄiは、ｉ番目のノードによってレポートされる距離メトリックを表し、αiは、過去の
決定からのメモリの使用に関連した重みを表す。Ｄの値は、ＤＳＭエンジン２１０がそれ
の次なる行動指針を決めるために、閾値の特定のセットと比較してもよい。たとえば、閾
値が（サイズの小さい順に）－ｔ1＜ｔ2によって定義される場合には、ＤＳＭエンジン２
１０は、次のように進めることを決めてもよい。Ｄ＜－ｔ1である場合には、プライマリ
インカムベントはその帯域上に存在しないとしてもよく、その帯域は自由に使用できると
宣言してもよい。－ｔ1＜ｔ2である場合には、ＤＳＭエンジン２１０は、非同期センシン
グ期間を延長する。Ｄ＞ｔ2である場合には、プライマリインカムベントがその帯域上に
存在すると宣言してもよく、その帯域は使用可能ではないと宣言してもよい（たとえば、
現在その帯域上で送信を行っているあらゆるＣＲノードに、使用されていない帯域へ退去
するように求めてもよい）。
【００８４】
　ＤＳＭエンジン２１０は、たとえば、フォルスアラームの高い可能性にバイアスがかか
っている決定を確実にするために、ｔ1およびｔ2の値（これらの値は、必ずしも等しくな
くてもよい）を動的に変更してもよい。ＤＳＭエンジン２１０が、ＣＲノードのそれぞれ
からのさらに高い信頼性を有する決定を達成するために非同期センシング期間を延長する
必要があると決定したときには、コントロールチャネル上で送信される非同期センシング
期間の構成に応じて、任意の数の方法で動作してもよい。たとえば、ＣＲノードは、ＤＳ
Ｍエンジン２１０が上記の決定を行うまで、現在動作している帯域上で送信を続けること
を許可されてもよい。次いで、ＤＳＭエンジン２１０によって新たな非同期サイレント期
間をトリガして、ＣＲノードに、さらに信頼できる結果を得るためにその処理を前の期間
とマージするように指示してもよい。別の例に関しては、ＣＲノードは、サイレント期間
を延長する必要があるかどうかに関してＤＳＭエンジン２１０からの決定を待っている間
、サイレントを保ってもよい。この例においては、ＣＲノードは、ＤＳＭエンジン２１０
によってサイレント期間が延長された場合には、対象の帯域上でセンシングを続けてもよ
い。
【００８５】
　この実施形態においては、ＤＳＭエンジン２１０は、それの全体的な信頼性の計算およ
び融合のスキーム内の過去の決定からのメモリを使用してもよい。プライマリインカムベ
ントの存在に関する誤った決定は、ひいては、プライマリインカムベントが存在するＣＲ
リンクにおける多数のエラーまたは低いスループットにつながる場合がある。ＤＳＭエン
ジン２１０は、誤った全体的な決定の場合には、ＣＲノードのそれぞれによって得られた
決定をモニタリングしてもよく、誤った決定を生成した（または誤った決定に大きく寄与
した）ＣＲノードの信頼性をその後の決定のために人為的に低減させるために、それらの
ノードにフラグを付けてもよい。長期間にわたるモビリティを考慮して、それらのＣＲノ
ードからの信頼性の人為的な低減を徐々に緩和するために、忘却係数を採用してもよい。
この技術は、ときおり生じることがあるＤＳＭエンジン２１０による決定の不正確さの知
識を活用することによって、大量のシャドウイングにさらされる可能性があるＣＲノード
の排除を可能にしてもよい。
【００８６】
　センシング情報の融合が、結果として所与のスペクトルにおけるプライマリインカムベ
ントの存在のよりよい推定につながるために、ひいては、個々のＣＲノードの必要とされ
るセンシング感度を下げるために、ＤＳＭエンジン２１０は、それぞれのＣＲノードから
受信されるセンシング情報が相関付けられないことを保証すること（すなわち、センシン
グ情報またはセンシング決定を提供する２つ以上のノードのいずれもが、プライマリイン
カムベントに対して１つのフェード（fade）内に同時に配置されないようにすること）が
可能である。協調センシングフレームワークに寄与するそれぞれのさらなるＣＲノードが
、その他のＣＲノードと相関付けられていない限り、さらなるＣＲノードからの決定また
は情報を追加すれば、ＤＳＭエンジン２１０によって行われる融合された決定の性能を高
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めることができる。したがって、ＤＳＭエンジン２１０によるセンシング情報の融合は、
センシングタスクに関与したＣＲノード間における最小量の相関関係を仮定してもよい。
これを達成するために、ＤＳＭエンジン２１０は、周期的なセンシング期間中に受信され
たセンシング情報を使用して、ネットワーク内で相関付けられていないＣＲノードを判定
する最初の段階を実行してもよい。
【００８７】
　周期的に、それぞれのＣＲノードは、センシング情報をＤＳＭエンジン２１０へ送信し
てもよい。ＤＳＭエンジン２１０は、このセンシング情報を使用して、ネットワーク内の
ノードのうちのどれが相関付けられていないかを判定してもよく、それによって、相関付
けられていないノードからのその後の情報が融合のために使用されてもよい。加えて、複
数のノードが相関付けられていると判定されるときには、それらのノードによって実行さ
れるその後のセンシングタスクを分割して、帯域の特定のセットに関するさらに高速なセ
ンシング、または、帯域のセットに関するセンシング負荷を共有することができる相関付
けられている複数のノードに対してバッテリーの節約を達成することができる。ＤＳＭエ
ンジン２１０は、相関付けられているＣＲノードおよび相関付けられていないＣＲノード
のリストを保持することによって、または相関関係係数をＣＲノードのそれぞれのペアに
割り当てることによって、これを行ってもよい。次いで、このリストまたは相関関係係数
のセットは、たとえば、特定の帯域におけるプライマリインカムベントの有無に関する単
一の決定を得るために、どのＣＲノードのセンシング結果を組み合わせる／融合すること
ができるか、または、その代わりに、センシングタスクを複数の帯域にわたって分割して
、それぞれのＣＲノードにそれらの帯域のサブセットを割り当てるために、どのＣＲノー
ドが協働することができるかを判定する目的で、ＤＳＭエンジン２１０によって使用され
てもよい。ＣＲノード間における相関関係の量を判定するために、たとえば、ＡＧＣゲイ
ンを使用する基本的なＲＳＳＩスキャニング、フィルタバンクの使用、エコーイング（ec
hoing）、ロケーション情報、およびトリプレットのシグナリングを含む任意の数の方法
を使用してもよい。
【００８８】
　ＡＧＣゲインを使用する基本的なＲＳＳＩスキャニングに関しては、それぞれのＣＲノ
ードは、それがセンシングする広範囲の周波数に関する受信信号強度インジケータ（ＲＳ
ＳＩ）値のセットをＤＳＭエンジン２１０へ送信してもよい。それぞれの周波数における
ＲＳＳＩは、対象の周波数におけるそのＣＲノードの無線に関する確定されたＡＧＣゲイ
ンの逆数として得てもよい。次いでＤＳＭエンジン２１０は、それぞれのＣＲノードから
得られたＲＳＳＩ値のシーケンス同士の相関付けを実行して、融合のために使用する相関
付けられていないノードのリストを得てもよい。観測されたＲＳＳＩシーケンスが高度に
相関付けられているＣＲノードは、やはり高度に相関付けられているセンシング結果を生
み出すものと予想してもよい。
【００８９】
　図８は、ＡＧＣゲイン技術を使用する基本的なＲＳＳＩスキャニングの一例において使
用することができるフィルタ８００の図である。ＡＧＣゲイン技術を使用する基本的なＲ
ＳＳＩスキャニングの例においては、それぞれのＣＲノードは、電力スペクトル推定のフ
ィルタバンク技術を使用する電力スペクトル推定値をＤＳＭエンジン２１０へ送信しても
よい。スペクトル推定のフィルタバンク技術においては、受信された信号ｘ（ｎ）をフィ
ルタによってフィルタリングしてもよい。それぞれのフィルタの出力は、特定のサブ帯域
における受信された信号の信号成分を表してもよく、フィルタバンクの出力のそれぞれに
おいて測定された信号パワーの推定によって、推定された電力スペクトル密度ＰＳＤ（０
）、ＰＤＳ（ｆ1）、およびＰＳＤ（ＦN-1）を得てもよい。
【００９０】
　ＣＲノードは、シーケンスとしての出力電力のセットをＤＳＭエンジン２１０へ周期的
に送信してもよく、およびＤＳＭエンジン２１０は、これらの２つのシーケンスの間にお
ける相関関係を計算して、ＣＲノード間における相関関係の量を判定してもよい。加えて
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、これらの出力は電力スペクトル密度の推定を表すため、これらの出力は、ＣＲノードに
よって使用するための潜在的なスペクトルホールまたは帯域を見つけ出すために必要とさ
れる観測スペクトルの粗い（初期の）推定として使用してもよい。
【００９１】
　エコーイング方法に関しては、ＤＳＭエンジン２１０は、ネットワーク内のそれぞれの
ノードへブロードキャストすることができる特別なビーコンを生成するためにサイレント
期間を使用してもよい。それぞれのノードは、所定の期間にわたってビーコンを求めてリ
スン（listen）してもよく、次いで、受信されたビーコンを、アップリンクコントロール
チャネルＡｄを使用してＤＳＭエンジン２１０へ再送信してもよい。ＤＳＭエンジン２１
０は、それぞれのＣＲノードから受信された信号を使用して、受信されたビーコンをエコ
ーしたＣＲノードのそれぞれの間における相関関係の量を判定してもよい。詳細には、相
関付けられているＣＲノードは、特定の周波数における同様のフェードとともに、または
両方とも（たとえば、両方のＣＲノードが、同じシャドウイングにさらされる可能性があ
ることを示す）大量の減衰とともにビーコンをエコーし返してもよい。
【００９２】
　ロケーション情報の方法に関しては、地理的ロケーション情報が、センシングを実行す
るＣＲノード間における相関関係の量を示してもよい。ノードが全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）またはその他のロケーション表示手段を備えているＣＲネットワークの場合におい
ては、ＤＳＭエンジン２１０は、相関付けられているＣＲノードおよび相関付けられてい
ないＣＲノードのリストを生成するためにロケーション情報を使用してもよい。概して、
相関付けられていないＣＲノードは、互いから地理的に最も離れている可能性があり、そ
の一方で、相関付けられているＣＲノードは、互いに近接している可能性がある。
【００９３】
　トリプレットのシグナリングの方法に関しては、信号の検知の可能性（Ｐd）は、それ
ぞれのＣＲノードにおいて観測されたＳＮＲに対する１対１のマッピングを有してもよい
。したがって、それぞれの帯域ごとにＰdをＤＳＭエンジン２１０へシグナリングするこ
とは、ＤＳＭエンジン２１０が、それぞれのノードにおけるＳＮＲだけでなく、ＣＲノー
ド間における観測された信号同士の相関関係の粗いマップも識別する上で役立つ場合があ
る。ネットワーク内のそれぞれのＣＲノードは、それぞれの帯域ごとに、帯域の中心周波
数、帯域幅、および検知の可能性をそれぞれ表すセンシング情報トリプレット｛ｆc，Ｂ
，Ｐd｝を送信してもよい。それぞれの帯域ごとに、ＤＳＭエンジン２１０は、（すべて
のノードから送信された）すべてのＰd信号の最大値を、（０からｘ％）、（ｘ％からｙ
％）、および（ｙ％から１００％）という３つのレベルのうちの１つにマッピングしても
よい。最大Ｐdが（０からｘ％）のレベルにある場合には、その帯域は、ネットワーク内
で使用する上で空いていると想定してもよい。最大Ｐdが（ｘ％からｙ％）にある場合に
は、その帯域は、ネットワーク内で使用可能であるが、考慮されているｆcおよび知られ
ている信号伝搬特徴に基づいて何らかの送信電力上の制約を伴うと想定してもよい。Ｐd

の最大値が（ｙ％から１００％）にある場合には、その帯域は、ネットワーク内で占有さ
れており、使用を禁止されているとしてもよい。ｘ％の閾値は、最大のフォルスアラーム
の可能性の限界値（maximum false alarm probability limit）として選択してもよい。
ｙ％の閾値は、それぞれの帯域ごとに別々に選択してもよい。ｙ％の閾値は、考慮されて
いる帯域が、より低い周波数にある場合には、より高く（１００％に近く）選択してもよ
く、その一方で、ｙ％の閾値は、より高い周波数帯域では、より低く（１００％から離れ
て）選択してもよい。
【００９４】
　相関関係判定ステージの終わりには、ＤＳＭエンジン２１０は、互いに相関付けられて
いないかまたは弱く相関付けられているＣＲノードのリストと、相関付けられていないリ
スト内のＣＲノードのうちの１つまたは複数と強い相関関係を有するＣＲノードのリスト
とを有してもよい。ＤＳＭエンジン２１０は、センシングの第１のステージ中に受信され
た情報からのセンシング結果と、ならびに相関付けられていないＣＲノードのセットを使
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用してシステムワイドなサイレンス期間中に実行されたセンシングの第２のステージから
のセンシング情報との融合を実行してもよい。
【００９５】
　加えて、相関付けられているＣＲノードの存在は、ＤＳＭエンジン２１０が、可能な場
合には、センシング期間を短縮するために、または特定のＣＲノードに関するバッテリー
電力を節約するために、システムワイドなサイレンス期間におけるセンシングの作業をＣ
Ｒノード間において分割することを可能にしてもよい。これは、協調センシングフレーム
ワーク内のそれぞれのＣＲノードによって実行されるセンシングタスクを、相関関係グル
ープ（たとえば、互いに高度に相関付けられていることが示されているＣＲノードのグル
ープ）に該当するＣＲノード間において分割することによって、達成することができる。
センシング帯域を均等に分割して、相関関係グループ内のそれぞれのＣＲノードによって
別々にセンシングしてもよい。加えて、ＤＳＭエンジン２１０が融合のためにソフト情報
を使用する場合においては、相関関係グループ内のＣＲノードはすべて、必要とされるソ
フト情報を生成するために等しく寄与することができる。ＣＲノードの移動またはネット
ワーク内の障害によって生じる、ＣＲノード間における相関関係の変化を考慮するために
、ＤＳＭエンジン２１０によって相関関係判定ステージをときおり繰り返してもよい。
【００９６】
　ＤＳＭエンジン２１０は、相関付けられていると最初に判明したノード間における相関
関係の量をさらに減らすための技術を使用してもよい。これらの技術は、協調センシング
結果に寄与することができるＣＲノードの数を増やすために使用してもよい。
【００９７】
　周期的なサイレント期間の場合においては、ＣＲノードに対して、１つおきのサイレン
ト期間においてそのセンシングを実行するように、およびその他のサイレント期間におい
ては作業を実行しないように求めてもよい。これによって、（センシングおよびその後の
相関関係統計の両方に関して）これらの２つのノードから情報を得るために必要とされる
全体的な時間を延長してもよい。しかし、それによって、２つのＣＲノードが相関付けら
れなくなる可能性を高める場合がある。相関関係をなくすことを、タイムスキューを通じ
て達成することができる場合には、それらの２つのＣＲノードが関与している非同期サイ
レント期間のコンテキストにおいて同じタイムスキューを適用してもよい。
【００９８】
　図９は、周期的センシングステージの場合におけるＣＲノード間のタイムスキューの可
能な一実施形態を示す図９００である。示されている例においては、ＣＲノード１および
２が高度に相関付けられていると判明しており、ＣＲノード３および４が高度に相関付け
られていると判明している。ＤＳＭ周期的センシングスケジュールが、９０１で示されて
おり、センシング期間９０２ａ、９０２ｂ、および９０２ｃを含む。それぞれのセンシン
グ期間は、それぞれのセンシング時間９０４ａ、９０４ｂ、および９０４ｃと、それぞれ
の定期的な送信／受信時間９０６ａ、９０６ｂ、および９０６ｃとを含む。スケジュール
９５０および９７０によって示されているように、ノード１および２のセンシング時間と
、ノード３および４のセンシング時間とは、時間において離れており、ＤＳＭエンジン２
１０が、ＣＲノード間における相関関係を低減させることを試みる場合には、ひいては、
センシング結果によって与えられることになる相関関係も低減する。ＣＲノードがアイド
ルである期間を使用して、それらのＣＲノードのためのバッテリー電力を節約することが
できる。示されている例においては、ＣＲノード１および３は、センシング時間９０４ａ
および９０４ｃの間にスペクトルをセンシングしてもよく、センシング時間９０４ｂの間
にアイドルとなってもよい。ＣＲノード２および４は、センシング時間９０４ａおよび９
０４ｃの間にアイドルになってもよく、センシング時間９０４ｂの間にスペクトルをセン
シングしてもよい。
【００９９】
　ＣＲノードがマルチアンテナセンシング機器（multi-antenna sensing equipment）を
備えている場合には、ＤＳＭエンジン２１０は、ダウンリンクコントロールチャネルにお
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ける２つの相関付けられているＣＲノードのうちの１つのためのコントロールメッセージ
の使用を通じてアンテナビームフォーミング角度（antenna beamforming angle）を変更
して、それらのＣＲノード間における相関関係を低減させてもよい。これは、相関付けら
れているＣＲノードがそれの近隣の別の地理的エリアに焦点を合わせるように仕向けて、
ひいては、両方のＣＲノードが同時に同じプライマリインカムベントからのシャドウイン
グを経験する可能性を低減させることができる。ＣＲノード間におけるビームフォーミン
グ角度の変更を見る別の方法は、これを、２つの異なるＣＲノードによって送信されたセ
ンシング結果の特別なダイバーシティーを増大させることとみなしてもよい。
【０１００】
　ＣＲノード間における相関関係を判定するために使用される粗いセンシング結果は、送
信のための潜在的な利用可能なスペクトルのリスト（スペクトルホールのセットと呼ばれ
ることもある）を形成するために使用してもよい。ＤＳＭエンジン２１０は、ピリオドグ
ラム（ＰＳＤ）を判定するための上述の方法のうちの１つを使用して、またはＦＦＴベー
スのスペクトル推定などのさらに伝統的な方法を使用して実行することができる粗いセン
シングと、ＣＲノードによってオンデマンドで使用される利用可能な帯域のリストを判定
して保持するための細かいセンシング方法との組合せを使用してもよい。
【０１０１】
　周期的に実行される粗いセンシングは、ＰＳＤの谷を識別することによって潜在的なス
ペクトルホールのリストを得るために使用してもよい。ホールの最小および最大の周波数
によってそれぞれが識別されるこれらのホールのリストは、ＣＲネットワーク帯域幅全体
の粗いセンシングに関与しているＣＲノードのそれぞれからの粗いセンシングされた情報
を処理した後に、ＤＳＭエンジン２１０によって保持してもよい。潜在的なスペクトルホ
ールのリストは、ＤＳＭエンジン２１０が新たな粗いセンシング情報を受信するたびに更
新してもよい。
【０１０２】
　ＣＲネットワークのための使用可能な帯域幅を判定するために、ＣＲノードのうちの１
つまたは複数によって指定の帯域幅上で実行される細かいセンシングアルゴリズムを使用
して、潜在的なホールのリスト内のそれぞれのスペクトルホールをテストしてもよい。上
述の融合方法は、複数のノードがＤＳＭエンジン２１０によって同じスペクトルホール上
で細かいセンシングを実行するように指示される場合に、情報を融合するために使用して
もよい。細かいセンシングおよび融合された情報の最終結果は、所与の潜在的なスペクト
ルホールがＣＲノードによって使用可能であるかどうかを判定することを含んでもよい。
次いでＤＳＭエンジン２１０は、このホールを、任意のＣＲノードによって使用するため
に利用可能なスペクトルのリストに追加してもよい。
【０１０３】
　ＣＲネットワークのサイズおよび帯域幅の要求ならびに現在のスペクトルの可用性に応
じて、ＤＳＭエンジン２１０は、帯域幅を求める任意の要求に応じてＣＲノードに割り当
てることができる使用可能なスペクトル帯域のリストを保持してもよい。それぞれの使用
可能なスペクトル帯域は、ＤＳＭエンジン２１０の観点から、それに関連付けられている
生存期間を有してもよい。使用可能なスペクトル帯域の生存期間が満了したときには、Ｄ
ＳＭエンジン２１０は、非同期センシング期間をトリガして、その帯域上で細かいセンシ
ングを実行し、その帯域が依然として使用可能であるかどうかを判定してもよい。新たな
粗いセンシング情報がＤＳＭエンジン２１０によって受信された際には、これは、使用可
能なスペクトル帯域をもう占有することができることをＰＳＤ情報が示している場合には
、それらの使用可能なスペクトル帯域における細かいセンシングをトリガしてもよい。信
頼できるスペクトル帯域は、それぞれのＣＲノードにおけるセンシングアルゴリズムの実
施形態、ならびにＤＳＭエンジン２１０およびＣＲノードによって使用される帯域幅割当
て方法などの要因に応じて、固定サイズまたは可変サイズとしてもよい。
【０１０４】
　図１０は、ＤＳＭネットワーク（たとえば、図２のＤＳＭネットワーク２００）におけ
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る単一の特定のセンシングノード内でスペクトルセンシングを実行するための例示的なア
ーキテクチャ１０００のブロック図である。図１０において示されているアーキテクチャ
１０００は、ＤＳＭ無線周波数センシングボード（ＤＳＭ－ＲＦＳＢ：DSM-Radio Freque
ncy Sensing Board）１０３０、ＤＳＭスペクトルセンシング機能（ＤＳＭ－ＳＳＦ：DSM
-Spectrum Sensing Function）１０２０、およびＤＳＭチャネル管理機能（ＤＳＭ－ＣＭ
Ｆ：DSM-Channel Management Function）１０１０という３つの論理エンティティを含む
。ＤＳＭネットワーク内におけるこれらのエンティティの物理的な場所は、特定の設計お
よび実施形態に応じて決めてもよい。例として、図２において示されているＤＳＭネット
ワーク２００に関しては、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０は、ＣＲ内に含めること（たとえば
、図２のＷＴＲＵ２３０ａ、２３０ｂ、２３０ｃ、および２３０ｄ内に含めること）が可
能であり、ＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０およびＤＳＭ－ＣＭＦ１０１０は、ＤＳＭエンジン２
２０内に含めてもよい。しかし、図１０において示されている機能は、ＷＴＲＵ、ＤＳＭ
エンジン、ＡＰ、またはその他の任意のデバイスの間で分割してもよく（またはそれらの
うちの１つに配置すること）、および図１０～図２６に関連して説明する例は、これらの
機能エンティティのそれぞれの物理的な場所にかかわらず、適用してもよい。
【０１０５】
　示されているＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０は、特定の帯域幅の基本的なスペクトルセンシ
ングを実行することができる論理エンティティである。スペクトルセンシングは、たとえ
ば、特定の周波数帯域上でサンプルを収集すること、および対象の周波数帯域に関するセ
ンシングメトリックを提供するために１つまたは複数のスペクトルセンシングアルゴリズ
ムを適用することを含んでもよい。特定の周波数帯域、センシングアルゴリズム、ならび
にその他のタイミングおよびコントロール情報は、図６Ａにおいて示されているセンシン
グ構成メッセージ６１４などのセンシング周波数メッセージ内に含めて、ＤＳＭ－ＳＳＦ
１０２０によってＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０に提供してもよい。
【０１０６】
　ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０は、スペクトルセンシングが実行される周波数帯域における
デバイスの送信および干渉を検知するように機能することができる、センシング無線機（
sensing radio）１０３２を備えた物理的なハードウェアと、ベースバンドサンプルを生
成することができるダウンコンバージョンハードウェアと、生成されたベースバンドサン
プルを処理して、対象の帯域に関するメトリックを得ることができるセンシングアルゴリ
ズムとを含んでもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０は、対象の帯域に関する得られたメト
リックをＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０に提供してもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０がメトリ
ックを得るために使用することができる処理は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０とＤＳＭ－Ｓ
ＳＦ１０２０との間においてやり取りされる情報をコンパクトな最小限の情報にすること
ができるような処理としてもよい。
【０１０７】
　ＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０と、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０
の一部であるセンシングアルゴリズムとを制御することができる論理エンティティである
。ＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０によってセンシングされる帯域
幅を構成してもよく、およびそれらの帯域のそれぞれに関して対応するチャネルメトリッ
ク表示を受信してもよい。モジュラーアーキテクチャを保持するために、たとえば、ＤＳ
Ｍ－ＲＦＳＢ１０３０は、一般的なセンシング機能を備えてもよく、およびＤＳＭ－ＳＳ
Ｆ１０２０は、（たとえば、センシング構成メッセージ６１４をＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３
０へ送信することによって）ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０の一般的なセンシング機能を特定
のアプリケーション用に洗練またはカスタマイズしてもよい。たとえば、特定のＤＳＭア
プリケーションが、テレビジョンホワイトスペース（ＴＶＷＳ）内の６ＭＨｚチャネルの
セットにわたるセンシングを必要とする場合には、超短波（ＶＨＦ）帯域および極超短波
（ＵＨＦ）帯域において機能することができる無線機を有するＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０
を選択してもよく、およびＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０は、それらの６ＭＨｚチャネルを反映
するスペクトルセンシング結果を取り込むようにＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０を制御しても
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よい。ＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０は、スペクトルが使用可能であるかまたは占有されている
かに関する決定を行ってもよく（たとえば、チャネル占有情報、品質情報、およびＲＡＴ
データ測定値を含む）、およびその決定をＤＳＭ－ＣＭＦ１０１０に伝達してもよい。
【０１０８】
　ＤＳＭ－ＣＭＦ１０１０は、ＤＳＭを採用する特定の技術に関する帯域幅の管理を監視
してもよい。たとえば、ＤＳＭ－ＣＭＦ１０１０は、ネットワークが使用することができ
る利用可能なチャネルのリストと、そのリスト上のそれぞれのチャネルに関連付けられて
いる帯域幅とを含んでもよい（または外部のエンティティもしくはデータベースから得る
こと）。ＤＳＭ－ＣＭＦ１０１０は、チャネル帯域幅およびその他のパラメータをＤＳＭ
－ＳＳＦ１０２０に通信してもよく、ＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０は、どの帯域が占有されて
いないかを決定してもよく、およびそれぞれの帯域に関連付けられている品質を提供して
もよい。ＤＳＭ－ＣＭＦ１０１０は、システムによって使用されることになる帯域幅を、
ＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０から得られた占有および品質の情報、帯域幅に関連付けられてい
るポリシールール（たとえば、ＦＣＣ規制ルール）、ならびに使用を考慮されているそれ
ぞれの帯域に関する最近の占有履歴に基づいて決定してもよい。次いでＤＳＭ－ＣＭＦ１
０１０は、チャネル割当ての決定をネットワーク内のＷＴＲＵに提供してもよい。ＤＳＭ
－ＣＭＦ１０１０は、調整データをその他の連携するＤＳＭ－ＣＭＦ１０１５とやり取り
してもよい。
【０１０９】
　図１１は、ＤＳＭネットワークにおいてスペクトルセンシングを実行するための図１０
において示されているアーキテクチャ１０００のＴＶＷＳの実施形態１１００のブロック
図である。この例示的なアーキテクチャは、ＴＶＷＳ帯域を介してアクセスポイント（Ａ
Ｐ）１１４０と通信するための帯域幅の割当てを要求することができるＷｉＦｉまたはメ
ッシュステーション（ＳＴＡ）１１９０と、センシングボード１１１０と、ＣＧＷ１１３
０とを含む。示されているＡＰ１１４０およびＳＴＡ１１９０は、ＲＦインターフェース
１１７０を介して通信を行って、ＴＶＷＳダウンコンバータボード１１６０および１１８
０を活用するように構成されており、ＴＶＷＳダウンコンバータボード１１６０および１
１８０は、ＳＰＩバス１１９４を介してセンシングボード１１１０と通信している。
【０１１０】
　示されている例示的なアーキテクチャ１１００においては、チャネル選択およびチャネ
ル切替えの決定は、特定の状況では、センシングボード１１１０において直接行ってもよ
い。この例においては、図１０のＤＳＭ－ＳＳＦ１０２０のタスクは、センシングボード
１１１０上に存在するスイッチエンティティ（ＴＶＷＳ　ＳＳＦ－Ｓ１１１２）と、ＣＧ
Ｗ１１３０内に存在するスイッチエンティティ（ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２）との間
において論理的な様式で分割される。ＣＧＷ１１３０のＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、図
１０のＤＳＭ－ＣＭＦ１０１０の基本的な機能を実行してもよいが、そのターゲットはＴ
ＶＷＳである。示されているＣＧＷ１１３０はまた、データベース１１３６を含み、その
データベース１１３６から、ポリシールールおよびその他の必要とされるデータを取り出
して格納してもよい。ＤＳＭ－ＲＳＢ１０３０の機能は、この例示的なアーキテクチャに
おいてはセンシングボード１１１０上に含まれている。示されているセンシングボード１
１１０はまた、ＲＦモジュール１１１４を含み、ＲＦモジュール１１１４は、たとえば、
図１０において示されているセンシング無線機１０３２に対応してもよい。ＲＦモジュー
ル１１１４は、たとえば、干渉元１１５０などのその他のデバイスからの干渉およびスペ
クトルの使用を測定してもよい。
【０１１１】
　図１２～図１７は、（たとえば、ＴＶＷＳダウンコンバータボード１１６０および１１
８０を含むことができる）ダウンコンバータ１２００、図１１において示されているセン
シングボード１１１０、およびＣＧＷ１１３０の間における例示的なメッセージフローを
示す信号図である。シグナリングメッセージ１２０２は、ダウンコンバータ１２００と、
センシングボード１１１０との間においてやり取りしてもよく、およびシグナリングメッ
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セージ１２０４は、センシングボード１１１０と、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２との間
においてやり取りしてもよい。メッセージ１２０６は、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２と
、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４との間においてやり取りしてもよい。
【０１１２】
　図１２は、システム初期化の第１のステップに関する例示的なコールフロー１２００を
示している。センシングボード１１１０および／またはＣＧＷ１１３０のブートアップ（
１２０８）に続いて、センシングボード１１１０は、ＣＧＷ１１３０に接続して、センシ
ング専用デバイスとしてのそのサービスを（１２１０および１２１２によって表されてい
る）ＩＰリンク初期化メッセージ内に含めてアドバタイズ（advertise）することによっ
て、ＣＧＷ１１３０とのＩＰリンクを確立してもよい。センシングボード１１１０がＣＧ
Ｗ１１３０に接続されると、ＣＧＷ１１３０は、利用可能なチャネルを求めてデータベー
ス１１３６を読み取ること（１２１４）、ならびに（１２１６および１２１８によって表
されている）セットアップチャネルＩＤおよび周波数情報メッセージを使用して、ＡＰ１
１４０によって使用するために利用可能であるチャネルとともにセンシングボード１１１
０を構成してもよい。このメッセージは、チャネルＩＤをそれぞれのチャネルに添付する
こと、ならびにそのチャネルをセンシングする際に使用されるＲＦパラメータ（たとえば
、中心周波数およびセンシング帯域幅）を関連付けてもよい。センシングボード１１１０
は、チャネルＩＤおよび中心周波数情報を格納してもよく（１２２０）、ならびに（１２
２４および１２２６によって表されている）チャネルセットアップ確認メッセージをＣＧ
Ｗ１１３０へ送信してもよい。
【０１１３】
　図１３は、システム初期化の第２のステップに関する例示的なコールフロー１３００を
示している。図２において示されている初期化プロセスの第１のステップにおけるセンシ
ングするための基本的なチャネルの構成に続いて、ＣＧＷ１１３０は、センシングボード
１１１０によってそれぞれのチャネルにおいて使用される閾値の平均長さを構成すること
（１３０６）へ進んでもよい。これらのパラメータは、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２に
よって行われるセンシングトリガ決定（すなわち、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２が、干
渉源（interferer）の存在をＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２にいつ通知することができる
か、およびＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２が、独立してチャネルの切り替えをいつトリガ
することができるか）を制御してもよい。ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、チャネルのそれ
ぞれの上で予想されるインカムベントのタイプおよび感度に関連した特定の情報をＴＶＷ
Ｓ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２に提供してもよく、それによって、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３
２は、インカムベントの存在を判定して、インカムベント検知決定情報を格納してもよい
（１３０８）。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２は、トリガ閾値をＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１
１１２へ転送してもよく（１３０８）、ならびに平均長さおよび低い閾値および高い閾値
を含むセットアップチャネルセンシング構成メッセージをセンシングボード１１１０へ送
信してもよい（１３１０）。次いで、センシングボード１１１０は、センシングスケジュ
ールおよび閾値を構成してもよい（１３１２）。セットアップが完了すると、センシング
ボード１１１０は、（１３１４および１３１６によって表されている）セットアップセン
シング構成確認メッセージをＣＧＷ１１３０へ送信してもよい。
【０１１４】
　図１４は、最初のチャネルの選択のための例示的なコールフロー１４００を示している
。ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、チャネル品質要求メッセージをＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１
１３２へ送信してもよく（１４０４）、そしてＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２は、センシ
ング測定要求をセンシングボード１１１０へ送信してもよい（１４０２）。これに応答し
て、センシングボード１１１０は、すべてのチャネル上でセンシングを実行してもよく（
１４０６）、およびたとえば測定されたＰＳＤを含むセンシング測定応答メッセージをＴ
ＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信してもよい（１４０８）。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１
３２は、センシング測定応答メッセージ内に含めて受信されたＰＳＤをチャネル品質に変
換してもよく（１４１０）、およびチャネル品質応答メッセージをＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１
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３４へ送信してもよい（１４１２）。次いで、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、たとえばチ
ャネル品質応答メッセージ内に含めて受信された情報に基づいて最初のアクティブチャネ
ルおよび最良の代替チャネルを判定してもよい（１４１４）。
【０１１５】
　ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、判定されたアクティブチャネルおよび最良の代替チャネ
ルに関する情報を含むアクティブチャネルセットアップ要求メッセージをＴＶＷＳ－ＳＳ
Ｆ－Ｐ１１３２へ送信してもよい（１４１６）。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２は、現在
の最良の代替チャネルの情報を格納してもよく（１４１８）、ならびに判定されたアクテ
ィブチャネルおよび最良の代替チャネルを含むアクティブチャネルセットアップ要求をセ
ンシングボード１１１０へ送信してもよい（１４２０）。センシングボード１１１０は、
現在の最良の代替チャネルの情報を格納してもよく（１４２２）、ＡＰ１１４０とＳＴＡ
１１９０との間における通信のためのチャネルを変更するための周波数変更コマンドをダ
ウンコンバータ１２００へ送信してもよく（１４２４）、およびアクティブチャネルセッ
トアップ確認メッセージをＣＧＷ１１３０へ送信してもよい（１４２６）。周波数変更コ
マンドメッセージを受信したことに応答して、ダウンコンバータ１２００は、ＡＰ１１４
０とＳＴＡ１１９０との間における通信のための動作周波数を変更してもよい（１４３４
）。
【０１１６】
　センシングボード１１１０は、アクティブチャネル上で継続的な高優先度のセンシング
を開始してもよく（１４３０）、およびアクティブチャネルでビジーではない場合にその
他のチャネル上で低優先度のセンシングを開始してもよい（１４３２）。次いでセンシン
グボード１１１０は、代替チャネルの測定結果をＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信し
てもよく、それらの代替チャネルの測定結果は、（１４３６および１４３８によって表さ
れている）低優先度のチャネルに関する平均化されたＰＳＤを含んでもよい。
【０１１７】
　図１４において示されている例に関しては、ＡＰ１１４０とＳＴＡ１１９０との間にお
ける通信は、センシングボード１１１０の構成の前には生じないと想定してもよい。結果
として、最初のアクティブチャネルおよび代替チャネルの選択は、初期化の間に行っても
よい。センシングボード１１１０を任意選択としてもよく、およびセンシングボード１１
１０のブートアップの前にビデオリンクを確立することができる別の実施形態においては
、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、チャネル品質要求メッセージ（１４０４）を送信しなく
てもよい。その代わりに、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、センシングおよび切替えの決定
中にＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２によって使用されるアクティブおよび代替チャネルを
構成するためのアクティブチャネルセットアップ要求メッセージ（１４１６）を送信して
もよい。
【０１１８】
　図１５は、通常のコールオペレーションのための例示的なコールフロー１５００を示し
ている。通常のオペレーション中に、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、アクティブチャ
ネルのセンシングを実行するためにＡＰ１１４０およびＳＴＡ１１９０によって提供され
るサイレント期間に従ってアクティブチャネルおよび代替チャネルにおけるセンシングを
調整してもよい。これは、代替チャネルにおける周期的なセンシングを含んでもよい。Ｔ
ＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、アクティブチャネルのセンシング結果を、構成されたト
リガ閾値と比較することによって、それらのセンシング結果を継続的にモニタリングして
もよい（１５１２および１５４２）。加えて、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、代替チ
ャネルにおける低優先度のセンシングを実行してもよく（１５０４および１５２２）、な
らびに代替チャネルのセンシング結果を、代替チャネル測定結果メッセージ（１５０６お
よび１５２４）を介してＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信してもよい。ＴＶＷＳ－Ｓ
ＳＦ－Ｐ１１３２は、これらの測定結果上で処理を実行してもよく（１５０８および１５
２６）、ならびに代替チャネルの品質に関する情報をＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４へ送信し
てもよく（１５１０および１５２８）、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、別々の代替チャネ
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ルの品質を比較して、新たな最良の代替チャネルを判定してもよい（１５１４および１５
３０）。この新たな最良の代替チャネルは、アクティブチャネルにおける干渉またはイン
カムベントに起因するチャネルの切替えの場合に使用してもよい。ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１
３４は、ＴＶＷＳが代替チャネルにおける自身の決定を行う目的で使用するための、ＦＣ
Ｃによって指定されているその他のルールを使用してもよい（たとえば、最近使用された
ＴＶＷＳチャネルは、送信のために使用される前に、一定の期間にわたって空けておかな
ければならない）。少なくとも、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２が代替チャネルの知識を
必要とするため、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、自身の決定をＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１
３２へ送信してもよく（１５１６および１５３２）、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２は、
新たな代替チャネルが前の代替チャネルとは異なる場合（１５３４）に、それをＴＶＷＳ
－ＳＳＦ－Ｓ１１１２へ転送してもよい（１５３６）。新たな最良の代替チャネルが前の
代替チャネルと同じである場合には、その情報を転送しなくてもよい（１５１８）。新た
な代替チャネルの情報がＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２へ送信された場合には、ＴＶＷＳ
－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、現在の代替チャネルを変更してもよく（１５４０）、および代
替チャネル変更確認メッセージをＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信してもよい（１５
３８）。
【０１１９】
　図１６は、開始されたチャネル切替えに関する例示的なコールフロー１６００を示して
いる。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２によって開始されたチャネル切替えの間に、（ＡＰ
１１４０およびＳＴＡ１１９０自体の上のダウンコンバータを制御することができる）Ｔ
ＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、アクティブチャネルにおける継続的な高い優先度のセン
シング（１６０２）の間に、ＡＰ１１４０とＳＴＡ１１９０との間における接続を妨害す
る可能性があるアクティブチャネル上の強い干渉源の存在を判定してもよい（１６０４）
。そのような強い干渉源は、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２によって設定された高い閾値
をセンシング結果が超えた場合に、アクティブチャネル上で検知してもよい。次いでＴＶ
ＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４によって提供された代替チャネ
ルへの即時の切替えを命じてもよい（１６０６）。次いでダウンコンバータ１２００は、
その動作している周波数を変更してもよい（１６１２）。周波数の切替えに続いて、ＴＶ
ＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、アクティブチャネル変更要求メッセージ（１６０８）を使
用して、アクティブチャネルにおける変更をＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４およびＴＶＷＳ－
ＳＳＦ－Ｐ１１３２に通知してもよい。この例は、合計で３つのチャネルを使用しており
、したがって新たな代替チャネルは、デフォルトですべての当事者に知られている。３つ
を超えるチャネルが使用される一実施形態においては、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４によっ
て選択された代替チャネルは、対応する確認メッセージを使用して、その他のエンティテ
ィに通信してもよい。
【０１２０】
　ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２は、それの現在の最良の代替チャネルを変更してもよく
（１６１０）、およびアクティブチャネル変更表示メッセージをＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３
４へ送信してもよい（１６１４）。ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４は、チャネル情報の変更を
チャネル選択アルゴリズムメモリ内に記憶してもよく（１６１６）、ならびに（１６１８
および１６２０によって表されている）アクティブチャネル変更確認メッセージをセンシ
ングボード１１１０へ送信してもよい。次いで、センシングボード１１１０は、それの現
在の最良の代替チャネルを変更してもよい（１６２２）。
【０１２１】
　図１７は、開始されたチャネル切替えに関する例示的なコールフロー１７００を示して
いる。アクティブチャネルにおける継続的な高優先度のセンシング（１７０２および１７
０４）に起因して、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、低い閾値を超える干渉を検知する
こと（１７０６）ができる。これが生じた場合には、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、
低い閾値超過表示メッセージをＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信してもよい（１７０
８）。複数のセンシングボード１１１０を伴う一実施形態においては、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ
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－Ｐ１１３２は、この結果をその他のセンシングボード１１１０からの結果と比較しても
よい。図１７において示されている実施形態においては、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２
は、低い閾値超過表示メッセージ内に含めて受信されたＰＳＤおよび閾値に基づいて、そ
のスペクトル上にインカムベントが存在するかどうかに関する決定を行ってもよい（１７
１０）。
【０１２２】
　ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２は、そのスペクトル上にインカムベントが存在すると判
定した場合には、アクティブチャネルインカムベント検知メッセージ（１７１４）を使用
して、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４に通知してもよい。次いで、ＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４
は、このイベントをデータベース１１３６内に記憶して、新たなアクティブチャネルおよ
び最良の代替チャネルを選択してもよく（１７１６）、ならびにその新たなアクティブチ
ャネルおよび最良の代替チャネルに関する情報を、アクティブチャネル変更要求メッセー
ジ（１７１８および１７２１）を通じてＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ（その結果とし
てＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２へ）送信してもよい。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は
、そのメッセージを受信すると、ダウンコンバータ１２００を新たなアクティブチャネル
の周波数に切り替えてもよく（１７２４および１７２６によって表されている）、ならび
に新たな代替チャネルを記憶してもよい（１７２２）。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２も
、新たな代替チャネルを記憶してもよい（１７２０）。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は
、（１７２８および１７３０によって表されている）アクティブチャネル変更確認をＣＧ
Ｗ１１３０へ送信してもよい。
【０１２３】
　ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェアを含んでもよく、このＤ
ＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェアは、図１１～図１７において示されている実施形態に関する
基本的な無線およびアルゴリズムの制御機能を実行してもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフト
ウェアは、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０によって管理されるチャネルセンシングオブジェク
ト（channel sensing object）を作成してもよい。チャネルセンシングオブジェクトは、
センシング結果を得るようにハードウェアおよびソフトウェアを構成するために必要とさ
れる情報のすべてを含んでもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェアは、ＡＰＩ要求を受信
して処理することもでき、それらのＡＰＩ要求は、センシングオペレーションの開始、ま
たは進行中のセンシングオペレーションをキャンセルする必要性を示してもよい。
【０１２４】
　図１８Ａは、例示的なＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェアモジュールのブロック図１８００
Ａであり、図１８Ｂは、例示的なＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェアモジュールのブロック図
１８００Ｂである。図１８Ａは、一般的な一実施形態を示しており、図１８Ｂは、ブラッ
クマンテューキーセンシングアルゴリズムとともに使用するために構成されている一実施
形態を示している。図１８Ａにおいて示されている例示的なＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェ
ア１８０２は、コントロール／タイミングユニット（control and timing unit）１８０
４と、ＡＰＩユニット１８０６と、ＳＳＦへのインターフェース１８１２と、測定ファイ
ナライゼーション／後処理ユニット（measurement finalization and post-processing u
nit）１８１０と、センシングアルゴリズムソフトウェア１８０８と、センシングアルゴ
リズムハードウェア１８１４と、デジタルダウンコンバータ（ＤＤＣ）／ＡＤＣハードウ
ェア（digital down-converter (DDC) and ADC hardware）を含むアナログデジタルコン
バータ（ＡＤＣ）モジュール１８１６と、無線モジュール１８２２を含む無線フロントエ
ンド１８２０とを含む。図１８Ｂにおいて示されている例示的なＤＳＭ－ＲＦＳＢソフト
ウェア１８５０は、図１８Ａにおいて示されている対応するユニットに類似している一方
でブラックマンテューキーセンシングアルゴリズムとともに使用するために特に構成され
ているユニットを含む。詳細には、図１８Ｂにおいて示されているＤＳＭ－ＲＦＳＢソフ
トウェア１８５０は、コントロール／タイミングユニット１８５２と、ＡＰＩユニット１
８６０と、ＳＳＦへのインターフェース１８６２と、ブラックマンテューキーハードウェ
ア１８６４と、ブラックマンテューキーソフトウェア１８５４と、平均化論理１８５６と
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、ウィンドウメンテナンスユニット１８５８と、ＤＤＣ／ＡＤＣハードウェア１８６８を
含むＡＤＡＣＩＩＩ１８６６と、ＷｉＭＡＸ　ＲＦモジュール１８７２および低帯域ＲＦ
モジュール１８７４を含む無線ボード１８７０とを含む。
【０１２５】
　図１８Ａにおいて示されているＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェア１８０２は、ＴＶＷＳの
実施形態に関する基本的な無線およびアルゴリズムの制御機能を実行してもよい。基本的
な無線機能としては、たとえば下記のものを含んでもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェ
ア１８０２は、無線機（１８２２）のセンシング帯域幅および中心周波数を設定すること
によって、ＲＦフロントエンド１８２０およびデジタルダウンコンバータ（１８１８）を
制御してもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェア１８０２は、センシングアルゴリズムハ
ードウェア１８１４を、そのハードウェアのうちの取り込み部分および処理部分に関する
始動時刻および停止時刻を設定することによって制御してもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフ
トウェア１８０２は、ハードウェア１８１４から結果を収集して、アルゴリズムによって
必要とされる任意のソフトウェア後処理を実行してもよい。ソフトウェア後処理の出力は
、センシングされたチャネルに関する測定されたメトリックを含んでもよい。このメトリ
ックは、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０によって実施されるアルゴリズムに固有の電力スペク
トル密度（ＰＳＤ）またはその他のメトリックとしてもよい。ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウ
ェア１８０２は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０が実施しているセンシングアルゴリズムに関
連したパラメータを構成するための一般的なインターフェースを提供してもよい。
【０１２６】
　センシングアルゴリズムハードウェア１８１４においては、高負荷／高速の計算を行う
ことができ、その一方でセンシングアルゴリズムソフトウェア１８０８は、ハードウェア
１８１４の出力を使用してシンプルなタスクを実行することができる、というような形で
分担した組み合わされたハードウェア／ソフトウェアでセンシングアルゴリズムを実装し
て、ランタイム中のセンシングアルゴリズムのコンフィギュアビリティーをさらに提供し
てもよい。結果として、ＳＳＦは、明確に定義されたＡＰＩ１８０６のサービスを使用す
ることによって、センシングアルゴリズムソフトウェア１８０８の動作を構成する機能、
ならびにハードウェア１８１４の各部分を制御する機能を有してもよい。図１８Ｂに示さ
れているさらに固有の例においては、センシングアルゴリズムは、たとえば、図１９にお
いてＰＳＤの認識の構成可能な平均化とともに示されているブラックマンテューキーアル
ゴリズムに基づいてもよい。
【０１２７】
　コントロール／タイミングユニット１８０４は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０へ送信され
るハイレベルなセンシングコマンドおよび一般的なセンシングコマンドに基づいて適切な
時点でセンシングアルゴリズムハードウェア１８１４を有効にして制御してもよい。コン
トロール／タイミングユニット１８０４は、センシングアルゴリズムのそれぞれの部分に
関連付けられているタイミングと、ＳＳＦのニーズに合うセンシング結果を得るためにハ
ードウェアレジスタ内に設定される必要がある構成とを認識してもよい。センシングアル
ゴリズムハードウェア１８１４は、センシングステージの終わりを示すためにセンシング
アルゴリズムソフトウェア１８０８に割り込めるようにしてもよい。次いで、結果レジス
タにおいて予備結果を利用してもよく、およびセンシングアルゴリズムソフトウェア１８
０８は、それらの予備結果を読み取って、オペレーションを継続してもよい。
【０１２８】
　コントロール／タイミングユニット１８０４は、センシングボード１１１０の無線フロ
ントエンド１８２０およびＡＤＣモジュール１８１６のメインコントロールを有してもよ
い。センシングボード１１１０は、複数の異なる動作帯域にわたってセンシングを実行す
る機能を有することができるため、複数のＲＦモジュール１１１４を備えてもよく、およ
びそれぞれのＲＦモジュール１１１４のアクティブ化は、コントロール／タイミングユニ
ット１８０４によって取り扱ってもよい。センシングアルゴリズムハードウェア１８１４
に入力されることになる最終的なＩ／Ｑベースバンドサンプルを得るために最後のダウン
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１６へ送信してもよい。
【０１２９】
　測定ファイナライゼーション／後処理ユニット１８１０は、インターフェース１８１２
を介してセンシング結果をＳＳＦへ送信するために必要とされるあらゆる最終ステップを
実行してもよい。これは、たとえば、チャネルごとのベースで異なることが可能である測
定の平均化、またはＳＳＦが要求するあらゆるフィルタリング結果を含んでもよい。
【０１３０】
　図１９は、図１８Ｂにおいて示されているブラックマンテューキーソフトウェア１８５
４によって実行することができるブラックマンテューキーセンシングアルゴリズムの一例
を示すフローチャートである。ブラックマンテューキーセンシングアルゴリズムは、入力
信号の自己相関の推定（１９０２）、ＰＳＤ推定値のばらつきを少なくするために自己相
関推定値のウィンドウ処理をすること（windowing）こと（１９０４）、ウィンドウ処理
された自己相関のＦＦＴを求めて、推定されたＰＳＤを得ること（１９０６）、および推
定されたＰＳＤをＮ個のサンプルのＭ個のフレームにわたって平均化すること（１９０８
）を含んでもよい。
【０１３１】
　自己相関（１９０２）は、Ｎ個のサンプルのシーケンスを別々のタイムシフトでそれ自
体と相関付けることによって、Ｒ＋１個の相関値を生成してもよい。より詳細には、自己
相関（１９０２）は、Ｎ個の複素入力サンプルのセットｘ（ｎ）上で式（５）を実施する
ことを含んでもよい。
【０１３２】
【数６】

【０１３３】
ウィンドウ処理（１９０４）は、（サンプルごとの）自己相関（１９０２）の出力に長さ
２Ｒ＋１のブラックマンウィンドウを乗算することを含むことができる。長さ２Ｒ＋１の
ブラックマンウィンドウの係数は、表３において示されている。
【０１３４】
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【表３】

【０１３５】
　次いで、ＦＦＴ（１９０６）は、ウィンドウ処理された自己相関の最も正のインデック
ス付きの２Ｒの値を取って、２Ｒの長さのＦＦＴを実行し、その結果として、推定された
自己相関値を、推定された電力スペクトル密度（ＰＳＤ）に変換してもよい。自己相関シ
ーケンスに適用されるウィンドウ処理は、ＦＦＴベースのスペクトル推定に固有となり得
るエイリアシングによって生じるバイアスの低減につながる場合がある。推定のばらつき
を少なくするために、ＰＳＤ推定値のＭ個の別々の認識を平均化して、最終的なＰＳＤ推
定値を得てもよく、その最終的なＰＳＤ推定値から、ホール（または潜在的なスペクトル
機会）のセットを導出してもよい。
【０１３６】
　図１８Ｂにおいて示されているコントロール／タイミングユニット１８５２は、無線制
御コマンドを通じて無線機１８７２およびＤＤＣハードウェア（１８６８）を制御しても
よい。無線制御コマンドは、コントロール／タイミングユニット１８５２内のハードウェ
アによって、ＡＤＡＣＩＩＩ１８６６モジュールと、ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェア１８
５０モジュールとの間におけるインターフェースを介して送信してもよい。コントロール
／タイミングユニット１８５２は、ブラックマンテューキーハードウェア１８６４を制御
してもよい。これは、（ソフトウェアからハードウェアへの）コントロール信号および（
ハードウェアからソフトウェアへの）割込みを通じて達成してもよい。ブラックマンテュ
ーキーハードウェア１８６４から提供された結果は、ブラックマンテューキーソフトウェ
ア１８５４にとって利用可能としてもよく、ブラックマンテューキーソフトウェア１８５
４は、ハードウェアの結果上でブラックマンテューキーアルゴリズムの最終タスクを実行
して、実際のＰＳＤを生成してもよい。ブラックマンテューキーソフトウェア１８５４か
らの出力は、ＡＰＩインターフェース１８６０を介してＳＳＦへ送信することができる１
つまたは複数の平均化されたＰＳＤ推定値を生成するために、平均化論理１８５６ユニッ
トおよびウィンドウメンテナンス１８５８ユニットによって使用してもよい。
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【０１３７】
　下記のＡＰＩ関数は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢソフトウェア１８０２／１８５０によって実施
してもよい。これらのＡＰＩ関数は、いくつかのチャネルセンシングオブジェクトの作成
を中心にして展開してもよい。
【０１３８】
　Ｃｒｅａｔｅ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂｊｅｃｔ　ＡＰＩ関数は、ＤＳ
Ｍ－ＲＦＳＢ１０３０によって管理されるチャネルオブジェクトを作成してもよい。Ｃｒ
ｅａｔｅ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂｊｅｃｔ　ＡＰＩ関数の入力は、ｂａ
ｎｄｗｉｄｔｈ入力、ｃｅｎｔｅｒ＿ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ入力、ｓｅｎｓｉｎｇ＿ｔｙｐ
ｅ入力、ｐｅｒｉｏｄ入力、およびａｖｅｒａｇｉｎｇ＿ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ入力を含
んでもよい。ｂａｎｄｗｉｄｔｈ入力は、このチャネルオブジェクトにおけるセンシング
のために使用される入力帯域幅を指定してもよい。ｃｅｎｔｅｒ＿ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ入
力は、この帯域幅におけるセンシングのための中心周波数を指定してもよい。ｓｅｎｓｉ
ｎｇ＿ｔｙｐｅ入力は、このセンシングオブジェクトのセンシングタイプを指定してもよ
い。センシングタイプは、たとえば、ＰＥＲＩＯＤＩＣ（たとえば、チャネルにおけるセ
ンシングは、ｘミリ秒ごとに周期的に実行される）、またはＯＮ＿ＤＥＭＡＮＤ（このチ
ャネルオブジェクトにおけるセンシングは、センシングオブジェクトが呼び出されて始動
されるときにのみ行われる）としてもよい。ｐｅｒｉｏｄ入力は、ＰＥＲＩＯＤＩＣセン
シングオブジェクトタイプに関する期間を（たとえば、ミリ秒で）指定してもよい。ａｖ
ｅｒａｇｉｎｇ＿ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ入力は、このチャネルセンシングオブジェクトに
おける平均化および報告のプロパティを記述する構造としてもよい。これらのプロパティ
は、表４に記載されている。
【０１３９】
【表４】

【０１４０】
Ｃｒｅａｔｅ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂｊｅｃｔ　ＡＰＩ関数の出力は、
ｃｈａｎｎｅｌ＿ｓｅｎｓｉｎｇ＿ＩＤ出力を含んでもよく、このｃｈａｎｎｅｌ＿ｓｅ
ｎｓｉｎｇ＿ＩＤ出力は、その後のＡＰＩ関数の呼出し中にチャネルセンシングオブジェ
クトを識別するために使用する一意の識別子としてもよい。
【０１４１】
　Ｍｏｄｉｆｙ－Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂｊｅｃｔ　ＡＰＩ関数は、チャ
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ネルセンシングオブジェクトを修正して、そのパラメータのうちの１つを変更してもよい
。このＡＰＩ関数への入力は、Ｃｒｅａｔｅ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂｊ
ｅｃｔ関数のための入力と同一としてもよく、およびＣｒｅａｔｅ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓ
ｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂｊｅｃｔ関数は、出力を含まなくてもよい。
【０１４２】
　Ｓｔａｒｔ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｎ＿Ｏｂｊｅｃｔ　ＡＰＩ関数は、
ブラックマンテューキーハードウェア１８６４のための適切な信号を生成することによっ
て、１つまたは複数の特定のセンシングオブジェクトに関するチャネルセンシングオペレ
ーションを開始してもよい。センシングオブジェクトがＰＥＲＩＯＤＩＣセンシングオブ
ジェクトである場合には、センシングオペレーションは、そのセンシングオブジェクトに
関するそれぞれの期間ごとに自動的に開始してもよい。センシングオブジェクトがＯＮ＿
ＤＥＭＡＮＤセンシングオブジェクトである場合には、センシングオペレーションは、そ
のセンシングオブジェクトに関するｒｕｎｎｉｎｇ＿ｌｅｎｇｔｈに対応する時間にわた
って実行されてから、停止してもよい。
【０１４３】
　センシングは、複数のセンシングオブジェクトに関して同時に実行してもよい。ソフト
ウェアがこれを可能にするために、センシングオブジェクトは、ｂａｎｄｗｉｄｔｈ、ｃ
ｅｎｔｅｒ＿ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｓｅｎｓｉｎｇ＿ｔｙｐｅ、およびｐｅｒｉｏｄの同
じ値を有してもよい。加えて、センシングオブジェクトのａｖｅｒａｇｉｎｇ＿ｐｒｏｐ
ｅｒｔｉｅｓは、ｒｕｎｎｉｎｇ＿ｌｅｎｇｔｈ以外のいかなるフィールドにおいて異な
ってもよい。この機能は、同じ物理的なチャネル上で別々の長さのＰＳＤ平均化を保持す
るために必要とされてもよい。
【０１４４】
　単一のフレームに関するセンシングオペレーションがハードウェア１８６４によって完
了した場合には、割込みを生成してもよく、コントロール／タイミングユニット１８５２
の一部とすることができる割込み処理メカニズムによって処理してもよい。
【０１４５】
　Ｓｔａｒｔ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｏｎ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂｊｅｃｔ関数のための入力
は、ｎｕｍ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｓｅｎｓｉｎｇｓ入力、ｃｈａｎｎｅｌ＿ｓｅｎｓｉｎｇ
＿ＩＤ［］入力、およびｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ＩＤ入力を含んでもよ
い。ｎｕｍ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｓｅｎｓｉｎｇｓ入力は、この開始コマンドと同時に実行
されるチャネルセンシングオブジェクトの数を示してもよい。ｃｈａｎｎｅｌ＿ｓｅｎｓ
ｉｎｇ＿ＩＤ［］入力は、オペレーションが開始されることになるチャネルセンシングオ
ブジェクトの一意の識別子のアレイとしてもよい。ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔ＿ｃｈａｎｎｅ
ｌ＿ＩＤ入力は、後に続くチャネルセンシングオブジェクトの一意の識別子としてもよい
。これは、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０が、現在のセンシングオペレーションが完了した場
合に次なるセンシングオペレーション用に無線機をセットアップしてもよい（たとえば、
無線機のセットアップをＡＰＩへのこの関数呼出しとともに行ってもよい）。この入力が
ＮＵＬＬである場合には、オペレーションの終わりに無線機をセットアップしなくてもよ
く、その代わりに、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０は、次なるチャネルオブジェクトに関する
Ｓｔａｒｔ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｎ＿Ｏｂｊｅｃｔの呼出し時に無線機
をセットアップしてもよい。Ｓｔａｒｔ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｏｎ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｂ
ｊｅｃｔ関数は、出力を含まなくてもよい。
【０１４６】
　Ｓｔｏｐ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｎ＿Ｏｂｊｅｃｔ　ＡＰＩ関数は、特
定のセンシングオブジェクトに関する進行中のセンシングオペレーションを停止するため
に使用してもよい。ＰＥＲＩＯＤＩＣセンシングオブジェクトに関しては、このオブジェ
クトのためのその後のすべてのハードウェアスケジューリングおよびセンシングを、その
後の開始が発令されるまで一時停止してもよい。ＯＮ－ＤＥＭＡＮＤセンシングオブジェ
クトに関しては、特定のセンシングオペレーションの実行中にこの関数が呼び出された場



(38) JP 6196259 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

合には、そのオペレーションをキャンセルしてもよく、ハードウェア／ソフトウェアを、
オペレーションが開始される前の状態に戻してもよい（たとえば、そのオペレーションに
関するあらゆるバッファまたは平均化をクリアしてもよい）。いかなる進行中のハードウ
ェアオペレーションに関しても、割込みを生成しなくてもよい。
【０１４７】
　Ｒｅｓｅｔ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｎ＿Ｏｂｊｅｃｔ　ＡＰＩ関数は、
チャネルセンシングオペレーションに関するすべてのカウンタをリセットするために使用
してもよい（たとえば、現在保留になっているすべての平均化の結果をリセットしてもよ
く、このオブジェクトにおける次なる開始は、あたかもこのオブジェクトが作成されたば
かりであるかのように機能してもよい）。このＡＰＩ関数のための入力および出力は、Ｓ
ｔａｒｔ＿Ｃｈａｎｎｅｌ＿Ｓｅｎｓｉｎｇ＿Ｏｎ＿Ｏｂｊｅｃｔ関数と同一としてもよ
い。
【０１４８】
　ウィンドウメンテナンスユニット１８５８は、それぞれのチャネルセンシングオブジェ
クトごとに平均化を行うためのＰＳＤ値のウィンドウを保持してもよく、チャネルセンシ
ングオブジェクトを作成するためのＡＰＩ要求を、ＡＰＩ呼出し中に構成されたチャネル
センシングオブジェクトの設定に基づいてさまざまな方法（たとえば、移動平均、固定平
均など）で平均化されるＰＳＤ値を保持する構造またはアレイへと変換してもよい。
【０１４９】
　それぞれのＰＳＤの発生時に（たとえば、ブラックマンテューキーハードウェア１８６
４／ソフトウェア１８５４によって測定された）、ウィンドウメンテナンスコンポーネン
ト１８５８は、それぞれのＰＳＤに適切なアレイまたは構造を加えてもよい。次いで、ウ
ィンドウメンテナンスコンポーネント１８５８は、平均化論理１８５６を使用して、その
特定のチャネルセンシングオブジェクトに関する平均を再計算してもよい。ウィンドウメ
ンテナンスコンポーネント１８５８は、あるチャネルセンシングオブジェクトに関する報
告レートまたは報告時間に基づいて、そのチャネルセンシングオブジェクトに関する新た
な測定値を報告するためのＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２へのメッセージをトリガしても
よい。したがって、ウィンドウメンテナンスコンポーネントは、構成可能な長さの時間ウ
ィンドウに基づいて平均のＰＳＤまたはセンシングのメトリックを計算するためのウィン
ドウイング関数を使用してもよい。このウィンドウは、検知される干渉源のタイプ、スペ
クトルのプライマリインカムベント（ユーザ）を検知するために必要とされる時間の量、
（１つもしくは複数の）センシングデバイス（たとえば、ＣＲノードや、ＣＲノードとし
て機能するように構成されているＷＴＲＵなど）のモビリティ、またはチャネル上のノイ
ズレベルの知識のうちの少なくとも１つに依存してもよく、最終的には、チャネルおよび
潜在的な干渉源に関するＣＧＷ１１３０の知識によって決定してもよい。
【０１５０】
　図２０は、（たとえば、ブラックマンテューキーハードウェア１８６４／ソフトウェア
１８５４によって計算された）特定のＰＳＤ値に関してウィンドウメンテナンスコンポー
ネント１８５８によって実行することができる方法を示すフローチャート２０００である
。ＰＳＤを特定のチャネルセンシングオブジェクト上で計算してもよく（２００２）、そ
のチャネルセンシングオブジェクトの識別子（ＩＤ）を得てもよい（２００４）。新たな
ＰＳＤ値をウィンドウに加えてもよく、新たな平均を再計算してもよい（２００６）。も
はやウィンドウの範囲外となった不要なＰＳＤ値を破棄してもよい（２００６）。
【０１５１】
　次いで、ｒｅｐｏｒｔ＿ｃｏｕｎｔｅｒ変数をインクリメントしてもよい（２００８）
。ｒｅｐｏｒｔ＿ｃｏｕｎｔｅｒ変数は、いつレポートを作成しなければならないかを判
定するために、最後のレポート以降に平均化されたＰＳＤ値の数のカウントを保持しても
よい（２００８）。ｒｅｐｏｒｔ＿ｃｏｕｎｔｅｒが所定のｒｅｐｏｒｔ＿ｌｅｎｇｔｈ
値に等しい場合には（２０１０）、チャネルセンシングオブジェクトに関する平均値およ
びＩＤを含む平均レポートをインターフェース層へ、またはＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１
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よい（２０１４）。ｒｅｐｏｒｔ＿ｃｏｕｎｔｅｒがｒｅｐｏｒｔ＿ｌｅｎｇｔｈに等し
くない場合には（２０１０）、またはｒｅｐｏｒｔ＿ｃｏｕｎｔｅｒがリセットされてい
る場合には（２０１４）、ウィンドウ管理処理を完了してもよい（２０１６）。
【０１５２】
　図２１は、例示的なＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０のブロック
図２１００である。ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、（たとえ
ば、図１１～図１７において示されている）ＴＶＷＳの実施形態に関するセンシングのた
めのメインコントロールコンポーネントとしてもよい。センシングは、ＡＰ１１４０によ
ってセンシングプラットフォームへ通信することができるサイレント測定期間の存在を中
心にして機能することができるため、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１
１０は、センシングプラットフォーム上に存在してもよい。結果として、スケジューリン
グは、より迅速になることができ、アクティブチャネルのセンシングのために最大量のサ
イレント期間の時間を活用することができる。示されているＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフト
ウェアモジュール２１１０は、結果処理ユニット２１１２およびスケジューラ２１１４を
含み、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０およびＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２と通信状態にある
。
【０１５３】
　アクティブチャネルのセンシングは、サイレント期間（たとえば、１００ミリ秒ごとに
生じる１０ミリ秒のサイレント時間）中に実行してもよく、その一方で代替チャネルのセ
ンシングは、アクティブ期間（たとえば、残りの時間）中に実行してもよい。ＴＶＷＳ－
ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、ＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０のタイミング
／コントロールユニット（たとえば、１８０４または１８５２）によってＴＶＷＳ－ＳＳ
Ｆ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０に転送することができる割込みによって、（たと
えば、許容可能な最大量の同期化エラーとともに）サイレント期間の開始を通知されても
よい。次いで、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、たとえば、サ
イレント期間の終わりを決定するためのタイマー割込みを使用して、サイレント期間を中
心にしてＤＳＭ－ＲＦＳＢ２１３０のＡＰＩ（１８０６または１８６０）を介した適切な
呼出しを通じてセンシングオペレーションをスケジューリングしてもよい。
【０１５４】
　ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、センシングオペレーション
をスケジューリングすることに加えて、さらなるタスクを含んでもよい。たとえば、ＴＶ
ＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、最良の代替チャネルの最終的な決
定のために代替チャネルのセンシング結果をＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ転送しても
よい。別の例に関しては、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、ア
クティブチャネルのセンシング結果を高い閾値と比較して、代替チャネルへの切替えが必
要とされているかどうかを判定してもよい。別の例に関しては、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソ
フトウェアモジュール２１１０は、アクティブチャネルのセンシング結果を低い閾値と比
較して、メッセージがＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信されているかどうかを判定し
てもよい。別の例に関しては、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は
、代替チャネルのうちの１つへのアクティブチャネルの周波数の切替えが必要とされてい
るとＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４またはＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２が決定した場合には
、代替チャネルへのＴＶＷＳダウンコンバータ（たとえば、１２００）の切替えを実行し
てもよい。
【０１５５】
　イベント／割込みは、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０を、機能
するようにトリガしてもよい。例示的なイベント／割込みが、表５において優先度の順で
示されている（優先度レベル１が、最も高い優先度である）。
【０１５６】
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【表５】

【０１５７】
　ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、初期化モードまたは通常モ
ードにおいて存在してもよい。これらのモードは、（たとえば、図１１～図１７に関連し
て上述した）初期化およびオペレーションに関するメッセージフローを反映してもよい。
結果処理ユニット２１１２は、メッセージをスケジューラ２１１４へ送信してもよく、そ
れらのメッセージとしては、たとえば、表６において列挙されているメッセージを含んで
もよい。
【０１５８】
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【表６】

【０１５９】
　図２１において示されている内部制御変数および共有変数は、平均化レポートに関連す
るチャネルセンシングオブジェクトと、センシングオブジェクトスケジュールとの間にお
ける整合性を保持するための変数を含んでもよい。これらは、２つのサブコンポーネント
の間における共有変数としてのチャネルセンシングオブジェクトを有するものとして実装
してもよい。ＣＧＷ／センシングボードメッセージは、イーサネットリンク１１９２を介
してＣＧＷ１１３０とセンシングボード１１１０との間においてやり取りされるメッセー
ジを含んでもよい。
【０１６０】
　ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、複数のチャネルセンシング
オブジェクトを作成して保持してもよい。スケジューラ２１１４は、サイレント測定期間
に基づいてこれらのセンシングオブジェクトのそれぞれに関してセンシングの開始をスケ
ジュールしてもよく、結果処理ユニット２１１２は、適切な時点でそれぞれのセンシング
オブジェクトの平均をＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信することを管理してもよい。
【０１６１】
　それぞれのチャネルごとに保持されるセンシングチャネルオブジェクトの数は、現在の
アクティブチャネル（ＴＶＷＳまたは工業、科学および医療（ＩＳＭ：industrial、scie
ntific and medical））に応じて決めてもよい。この情報は、初期化中にＴＶＷＳ－ＳＳ
Ｆ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０へ通信してもよい。
【０１６２】
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　（たとえば、図１１～図１７において示されている）ＴＶＷＳの実施形態に関しては、
２つのＴＶＷＳチャネルおよび１つのＩＳＭチャネルを利用可能としてもよい。使用され
ている潜在的な干渉源のそれぞれのタイプ（ＴＶＷＳチャネルに関してはデジタルテレビ
ジョン（ＤＴＶ）および無線マイクロフォン、ならびにＩＳＭ帯域に関しては強いＩＳＭ
干渉源）ごとに平均化のタイムラインが必要とされる場合がある。結果として、ＴＶＷＳ
－ＳＳＦ－Ｓソフトウェアモジュール２１１０は、アクティブチャネルがＴＶＷＳにある
かまたはＩＳＭ帯域にあるかに応じて、表７および表８において示されているチャネルセ
ンシングオブジェクトを（ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２によって提供される初期化情報
の支援により）インスタンス化してもよい。
【０１６３】
【表７】

【０１６４】



(43) JP 6196259 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

【表８】

【０１６５】
　表７においては、２つのセンシングオブジェクト（チャネルＩＤ１および２）が、アク
ティブチャネル上で、それぞれ無線マイクロフォンおよびＤＴＶ用として保持されている
。アクティブチャネルにおけるセンシングはサイレント期間中に実行されるため、これら
のオブジェクトは、同時に実行されるように設定されている。ハードウェアの実行時間お
よびサイレント期間の持続時間に基づいて、サイレント期間中に６つのフレームを実行し
てもよく、およびＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、それぞれのサイレント期間の終わり
にレポートを受信してもよい。平均化の量は、問題の干渉源をその必要とされる最小限の
検知可能なパワーで検知するために平均化される必要があるフレームの数に基づいてもよ
い（たとえば、無線マイクロフォンに関しては４０フレーム、ＤＴＶに関しては２５０フ
レーム）。アクティブ期間中には、チャネルセンシングオブジェクトＩＤ３および４を使
用して、代替チャネル上でセンシングを実行してもよい。これらのチャネルセンシングオ
ブジェクトは、２つの別個の物理的なチャネルをセンシングするため、並行して実行され
ない場合がある。両方の代替チャネルに関するレポートは、いったんＴＶＷＳ－ＳＳＦ－
Ｓ１１１２によって受信されると、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信してもよく、最
良の代替チャネルを選択するためにＴＶＷＳ－ＣＭＦ１１３４によって使用される周期的
な代替チャネルレポートを構成してもよい。チャネルオブジェクトＩＤ５は、ＴＶＷＳに
おける代替チャネル（Ａｌｔ．Ｃｈ１）の４０個のフレームにわたるセンシングを表す。
任意の所与の時点において、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、ＴＶＷＳにおける代替チ
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ャネル上の最後の４０個のフレームに関するセンシング結果を保持してもよい。しかし、
この情報は、アクティブチャネル上でインカムベントが検知された場合に使用することし
かできない場合がある。すなわち、つい先ほどまで最良の代替チャネルとみなされていた
代替チャネル上に無線マイクロフォンが現れた場合に、この状況を示すメッセージがＴＶ
ＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２へ送信されると、チャネルＩＤ５からのセンシング結果も送信
してもよい。このチャネルセンシングオブジェクト（ＩＤ５）は、予防的チャネルセンシ
ングオブジェクトと呼ばれる場合がある。
【０１６６】
　表８は、アクティブチャネルがＩＳＭチャネルである場合に必要とされるセンシングオ
ブジェクトを示している。強い干渉源に関しては、単一のチャネルセンシングオブジェク
ト（Ｃｈ　ＩＤ１）を保持してもよい。ＴＶＷＳのアクティブチャネルに関しては、２つ
の代替チャネル上で周期的なレポートを提供するために、２つの代替チャネルセンシング
オブジェクト（ＩＤ２および３）が必要とされてもよい。この場合における２つの代替チ
ャネルは両方ともＴＶＷＳにあるため、２つの予防的チャネルセンシングオブジェクト（
Ｃｈ　ＩＤ４および５）が必要とされてもよい。
【０１６７】
　アクティブチャネルの切替えが行われるときに、ＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｓ１１１２は、該
当する場合には、表７および表８における状況間で移行を行うためにチャネルセンシング
オブジェクトを修正してもよい。
【０１６８】
　図２２は、初期化モード中に結果処理ユニット２１１２によって実行することができる
方法に関するフローチャート２２００である。ブートアップが完了して、ＩＰリンクが確
立された場合には（２２０２）、ダウンコンバータ（たとえば、ダウンコンバータ１２０
０）を無効にしてもよく、または定義されていない周波数に置いてもよい（２２０４）、
Ｓｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎメッセージが受信されているかどうかを判定してもよい（２２０６）。Ｓｅｔｕｐ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッセー
ジが受信されていない場合には、Ｓｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッセージが受信されるまで、２２０６を繰り返し
てもよい。２２０６においてＳｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッセージが受信されている場合には、そのＩＤおよび
周波数の情報を格納してもよく（２２０８）、Ｓｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｅｎｓｉ
ｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージが受信されているかどうかを判定してもよ
い（２２１０）。２２１０においてＳｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージが受信されている場合には、ｈｉｇｈ＿ｔｈｒｅｓｈ
ｏｌｄおよびｌｏｗ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄの情報をそれぞれのチャネルごとに格納しても
よい（２２１４）。２２１０においてＳｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージが受信されていない場合には、Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｍ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されているかどうかを判定して
もよい（２２１２）。２２１２においてＳｅｎｓｉｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔメッセージが受信されていない場合には、２２１０を繰り返してもよい。２２
１２においてＳｅｎｓｉｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受
信されている場合には、直接２２２０に入ってもよい（これについては、以降でさらに詳
細に説明する）。
【０１６９】
　２２１４においてｈｉｇｈ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄおよびｌｏｗ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄの
情報が格納されると、Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセ
ージが受信されているかどうかを判定してもよい（２２１８）。Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｍｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されていない場合には、Ｓｅｎｓｉ
ｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されるまで、２２１８



(45) JP 6196259 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

を繰り返してもよい。２２１８においてＳｅｎｓｉｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔメッセージが受信されている場合には、ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＡＴＩＯＮメッセ
ージをスケジューラ２１１４へ送信してもよい（２２２０）。
【０１７０】
　次いで、すべてのチャネルに対して下記を繰り返してもよい。センシングすべき次なる
チャネルを示すＳＴＡＲＴ＿ＮＥＸＴメッセージをスケジューラ２１１４へ送信してもよ
い（２２２２）。平均化レポートメッセージがＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０から受信されて
いるかどうかを判定してもよい（２２２４）。平均化レポートメッセージがＤＳＭ－ＲＦ
ＳＢ１０３０から受信されていない場合には、平均化レポートメッセージが受信されるま
で、２２２４を繰り返してもよい。２２２４において平均化レポートメッセージが受信さ
れている場合には、それぞれのチャネルに関する結果を記憶してもよい（２２２６）。
【０１７１】
　すべてのチャネルに関する結果が記憶されると、Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信してもよく（２２２８）、Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されているかどうかを判定し
てもよい（２２３０）。Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔメ
ッセージが受信されている場合には、通常モードにおいて使用するための現在の代替チャ
ネルを記憶してもよく（２２３４）、ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＡＴＩＯＮ＿ＤＯＮＥメッセー
ジをスケジューラ２１１４へ送信してもよく（２２３６）、ＴＶＷＳダウンコンバータ（
たとえば、ダウンコンバータ１２００）をアクティブチャネルに設定してもよく（２２３
８）、通常の結果オペレーション処理を開始してもよい（２２４０）。Ａｃｔｉｖｅ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されていない場合には、Ｓ
ｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎメッセージが受信されているかどうかを判定してもよい（２２３２）。Ｓｅｔｕｐ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッセージ
が受信されている場合には、スキャニングモードをトリガしてもよく（２２１６）、２２
１８を繰り返してもよい。Ｓｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッセージが受信されていない場合には、２２３０を繰り
返してもよい。
【０１７２】
　結果処理ユニット２１１２は、初期化のために使用されたパラメータが誤っているか、
またはサポートされていない場合には、ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＡＴＩＯＮ＿ＥＲＲＯＲメッ
セージを送信してもよい。さらに、結果処理ユニット２１１２がメッセージを待機してい
る間に、タイムアウトが生じる場合がある。この場合、タイムアウトが生じたときに、Ｉ
ＮＩＴＩＡＬＩＺＡＴＩＯＮ＿ＥＲＲＯＲメッセージを送信してもよい。
【０１７３】
　図２３は、通常モード中に結果処理ユニット２１１２によって実行することができる方
法のフローチャート２３００である。通常の処理オペレーションを開始してもよく（２３
０２）、Ｓｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎメッセージと、それに続いてＳｅｔｕｐ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅとが受信されているかどうかを判定してもよい（２３０４
）。Ｓｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎメッセージと、それに続いてＳｅｔｕｐ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅとが受信されている場合には、ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＡＴＩＯＮ
メッセージをスケジューラ２１１４へ送信してもよく（２３０６）、およびスキャニング
モードをトリガしてもよい（２３０８）。Ｓｅｔｕｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ　ａｎｄ　
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎメッセージと、それに続いてＳｅｔｕｐ　
Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅとが受信されていない場
合には、Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受
信されているかどうかを判定してもよい（２３１０）。Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　
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Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されている場合には、ＦＲＥＱＵＥＮＣ
Ｙ＿ＳＷＩＴＣＨメッセージをスケジューラ２１１４へ送信してもよく（２３１２）、Ｔ
ＶＷＳダウンコンバータ（たとえば、１２００）を新たなアクティブ周波数へ切り替えて
もよい（２３１４）。Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメ
ッセージが受信されていない場合には、Ａｌｔｅｒｎａｔｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｈａｎ
ｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されているかどうかを判定してもよい（２３１１
）。Ａｌｔｅｒｎａｔｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが
受信されている場合には、新たな代替チャネルを記憶してもよい（２３１５）。Ａｌｔｅ
ｒｎａｔｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージが受信されてい
ない場合には、平均化レポートがＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０から受信されているかどうか
を判定してもよい（２３１６）。平均化レポートがＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０から受信さ
れていない場合には、通常の結果処理オペレーションを再開してもよい（２３０２）。
【０１７４】
　平均化レポートがＤＳＭ－ＲＦＳＢ１０３０から受信されている場合には、平均化レポ
ートがアクティブチャネルのためのものであるかどうかを判定してもよい（２３１８）。
平均化レポートがアクティブチャネルのためのものである場合には、検知分析ルーチンに
入ってもよく（２３２６）、干渉源が検知されているかどうかを判定してもよい（２３２
８）。干渉源が検知されていない場合には、通常の結果処理オペレーションを再開しても
よい（２３０２）。有害な干渉源が検知されている場合には、事前対処的なチャネル切替
えルーチンを実行してもよく（２３３０）、通常の結果処理オペレーションを再開しても
よい（２３０２）。無害な干渉源が検知されている場合には、Ｌｏｗ　Ｔｈｒｅｓｈｏｌ
ｄ　Ｐａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎを（該当する場合には）予防的チャネルオブジェク
トＰＳＤとともにＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３２へ送信してもよい（２３３２）。次いで
、通常の結果処理オペレーションを再開してもよい（２３０２）。
【０１７５】
　平均化レポートがアクティブチャネルのためのものでない場合には、平均化レポートが
予防的チャネルオブジェクトであるかどうかを判定してもよい（２３２０）。平均化レポ
ートが予防的チャネルオブジェクトでない場合には、Ａｌｔｅｒｎａｔｅ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ＲｅｓｕｌｔｓメッセージをＴＶＷＳ－ＳＳＦ－Ｐ１１３
２へ送信してもよく（２３２２）、通常の結果処理オペレーションを再開してもよい（２
３０２）。平均化レポートが予防的チャネルオブジェクトである場合には、平均化レポー
トをこの代替チャネルに関する最後の予防的センシングＰＳＤ値として格納してもよく（
２３２４）、通常の結果処理オペレーションを再開してもよい（２３０２）。
【０１７６】
　再び図１１を参照すると、センシングボード１１１０とＣＧＷ１１３０との間における
インターフェースは、イーサネットリンク１１９２を介して渡される直通メッセージであ
る。表９は、図１１において示されている例に関するメッセージおよびメッセージコンテ
ンツを示しているが、センシングボード１１１０へのＩＰリンクを確立する役割を果たす
正規のＩＰ初期化メッセージは含まない。
【０１７７】
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【０１７８】
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【表９－２】

【０１７９】
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【０１８０】
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【表９－４】

【０１８１】
　図２４および図２５は、ＤＳＭネットワーク（たとえば、図２のＤＳＭネットワーク２
００）においてスペクトルセンシングを実行するためのその他の例示的なアーキテクチャ
２４００および２５００のブロック図である。アーキテクチャ２４００および２５００の
両方は、ＡＰまたはホームＮｏｄｅＢ（ホーム（ｅ）－ＮｏｄｅＢ）ユニット２４２０、
センシングユニット２４６０、およびＣＭＦ２４５０を含む。アーキテクチャ２４００お
よび２５００の両方に関して、ＡＰ／ホーム（ｅ）－ＮｏｄｅＢユニット２４２０は、同
じまたは同様のコンポーネント、すなわち、ＡＰ／ホーム（ｅ）－ＮｏｄｅＢベースバン
ドユニット２４２２およびＡＰ／ホーム（ｅ）ＮｏｄｅＢ　ＭＡＣモジュールを含み、Ａ
Ｐ／ホーム（ｅ）ＮｏｄｅＢ　ＭＡＣモジュールは、ＭＡＣ機能２４２６、サイレント期
間スケジューラ２４２８、およびＣＭＦインターフェース２４３０を含む。さらに、アー
キテクチャ２４００および２５００の両方に関して、ＡＰ／ホーム（ｅ）－ＮｏｄｅＢユ
ニット２４２０は、ＣＭＦ２４５０と通信状態にあり、ＣＭＦ２４５０は、帯域幅（ＢＷ
）割当てコントロールユニット２４４０を含む。ＢＷ割当てコントロールユニット２４４
０は、複数のデータベースと通信状態にあり、それらの複数のデータベースは、ＴＶＷＳ
　データベース（ＤＢ）２４４２およびポリシーＤＢ２４４４を含んでもよい。
【０１８２】
　図２４および図２５において示されているように、スペクトルセンシングコンポーネン
トは、２つの方法で集中型ゲートウェイと統合してもよい。１つの方法は、図２４におい
て示されているように、センシングコンポーネントが、物理インターフェースを通じてＡ
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Ｐまたはホーム（ｅ）ｎｏｄｅＢ２４２０およびその他のコンポーネントとインターフェ
ースを取る複雑に独立したセンシングプラットフォーム２４６０である方法である。この
場合、センシングアルゴリズム２４６６は、自前で専用のＲＦコンポーネント２４６２を
有してもよい。図２４において示されている例はまた、センシングプラットフォーム２４
６０上のデジタルダウンコンバータ２４６４と、ＡＰ／ホーム（ｅ）－ＮｏｄｅＢユニッ
ト２４２０のための別個のＲＦコンポーネント２４１０とを含む。図２４において示され
ているセットアップのタイプでは、１つの帯域から近隣の帯域への漏れに起因する干渉を
最小限に抑えることができ、ひいては、センシングアルゴリズムが、漏れに起因して、ス
ペクトルが占有されていると誤って検知する可能性を最小限に抑えることができる。
【０１８３】
　スペクトルセンシングコンポーネントが集中型ゲートウェイと統合される別の方法が、
図２５において示されている。この場合、センシングコンポーネントは、ＡＰもしくはホ
ーム（ｅ）ｎｏｄｅ　Ｂ２４２０と同じプラットフォーム上に、または集中型ゲートウェ
イ上に存在する。コンポーネント間におけるインターフェースは、プラットフォーム上の
物理的なバスとしてもよい。この例においては、センシングプラットフォームは、同じＲ
Ｆコンポーネント２５１０をＡＰもしくはホーム（ｅ）ＮｏｄｅＢ２４２０または集中型
ゲートウェイと共有してもよい。したがって、漏れに起因する近隣のチャネルの干渉は、
アクティブチャネルの送信パワーに応じて、依然として問題であり続ける場合がある。
【０１８４】
　図２４および図２５のアーキテクチャ２４００または２５００のいずれにおいても、セ
ンシングアルゴリズムは、ハードウェアコンポーネントおよびソフトウェアコンポーネン
トを含んでもよい。ハードウェアコンポーネントは、主として広帯域のセンシングアルゴ
リズムおよび細かいセンシングアルゴリズムを実施してもよい。ソフトウェアコンポーネ
ントは、外部のコンポーネントおよび内部のハードウェアコンポーネントとインターフェ
ース接続することを担当してもよく、それに応じて、システムの機能を調整してもよい。
【０１８５】
　センシングコンポーネント２４６０は、３つの主要な部分、すなわち、広帯域のセンシ
ングアルゴリズム、細かい（狭帯域の）センシングアルゴリズム、およびアルゴリズムフ
ローコントロールソフトウェアを含んでもよい。アルゴリズムフローコントロールソフト
ウェアは、広帯域のセンシングオペレーションおよび狭帯域のセンシングオペレーション
を開始することおよびスケジュールすること、それらのオペレーションからの結果を受信
して処理すること、ならびにセンシング結果に基づいてサイレント期間スケジューラ２４
２８およびＢＷ割当てコントロールユニット２４４０と対話することを担当してもよい。
【０１８６】
　センシングコンポーネント２４６０は、ＤＳＭエンジンの２つのコンポーネント、すな
わち、ＭＡＣ内のサイレント期間スケジューラ２４２８、およびＣＭＦ２４５０内の帯域
幅割当てコントロール２４４０とインターフェース接続してもよい。センシングツールボ
ックス（たとえば、２４６０）と、サイレント期間スケジューラ２４２８との間における
インターフェースは、基本的に、サイレント期間の開始および対応するパラメータを設定
してもよく、ならびにセンシングツールボックスによって非同期サイレント期間をセット
アップしてもよい。
【０１８７】
　サイレント期間開始信号は、サイレント期間をセットアップするための開始、持続時間
、周期性、およびスペクトル周波数のパラメータを示す周期的な同期信号である。非同期
サイレント期間に対する必要性は、センシングツールボックスによって判定してもよく、
したがって、サイレント期間をセットアップするための信号、および対応するパラメータ
、たとえば持続時間、周期性、およびスペクトル周波数のパラメータなどをシグナリング
してもよい。
【０１８８】
　センシングツールボックスと、帯域幅割当てコントロールユニット２４４０との間にお
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けるインターフェースは、特定のチャネルにおけるセンシングと、オペレーションのモー
ドとを要求するための信号、サイレント期間の要件を示すための信号、およびセンシング
結果を帯域幅割当てコントロールユニット２４４０に返すことを示すための信号として広
く分類されたもよい。
【０１８９】
　図２６は、たとえば、図２４または図２５のスペクトルセンシングユニット２４６０に
おいて実施することができる自己相関ベースのスペクトルセンシングアルゴリズムのフロ
ーチャート２６００である。自己相関ベースのスペクトルセンシングアルゴリズムは、セ
ンシングされている波形の知識を有さないブラインドセンシングアルゴリズムであり、人
間が生成したいかなる信号も本質的に時間において相関付けられているという事実に基づ
いている。このアルゴリズムは、それぞれの帯域（この例においては、１つのＴＶ帯域）
のベースバンドＩ／Ｑサンプル（２６１０）上で機能し、バッファリングされたサンプル
の自己相関プロパティを推定する（２６２０）。決定ルールは、２つのレベルの仮説テス
トに基づくことができる。式（６）乃至式（８）は、入力信号ｙ（ｎ）、Ｒyy、考慮され
ているオフセット自己相関の数であるＭ、および決定閾値γの自己相関に関するメトリッ
クＰ1およびＰ2（２６３０）を示している。
【０１９０】
【数７】

【０１９１】

【数８】

【０１９２】
【数９】

【０１９３】
　決定メトリックが決定閾値を超えている場合には、信号は存在しないと推論してもよい
（２６４０）。決定メトリックが決定閾値以下である場合には、信号は存在すると推論し
てもよい（２６４０）。
【０１９４】
　細かいセンシングアルゴリズムは、細かいセンシングの狭帯域における占有／干渉のレ
ベルの知識を与えるためのＳＮＲ計算を含んでもよい（２６５０）。ＳＮＲ推定値は、式
（９）のように求めることができる。
ＳＮＲメトリック推定値＝総電力推定値／ノイズ電力推定値＝
【０１９５】
【数１０】

【０１９６】
この場合、Ｎは平均長さである。平均化は、推定値の正確さを高めることができる。
【０１９７】
　実施形態：
【０１９８】



(53) JP 6196259 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

　１．無線リンクを介して通信するように構成されているトランシーバと、その他のデバ
イスによるスペクトルの使用を示す情報を測定するように構成されている無線周波数（Ｒ
Ｆ）スペクトルセンシングユニットとを含むことを特徴とする無線送受信ユニット（ＷＴ
ＲＵ）。
【０１９９】
　２．無線リンクの性能における変化を検知するように構成されているプロセシングユニ
ットをさらに含むことを特徴とする実施形態１に記載のＷＴＲＵ。
【０２００】
　３．プロセシングユニットは、無線リンクの性能における変化を検知するという条件に
おいて、無線リンクの性能における変化が検知されたことを示す通知をＤＳＭエンジンへ
送信するようにトランシーバを制御するようにさらに構成されていることを特徴とする実
施形態２に記載のＷＴＲＵ。
【０２０１】
　４．プロセシングユニットは、無線リンクの性能における変化が検知されたことを示す
、ＤＳＭエンジンへ送信された通知に基づいて、その他のデバイスによるスペクトルの使
用を示す情報を測定するようにＷＴＲＵに求めるセンシングタスク要求を受信するように
さらに構成されていることを特徴とする実施形態３に記載のＷＴＲＵ。
【０２０２】
　５．ＲＦスペクトルセンシングユニットは、センシングタスク要求に応答してその他の
デバイスによるスペクトルの使用を示す情報を測定するようにさらに構成されていること
を特徴とする実施形態１乃至４のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０２０３】
　６．トランシーバは、測定の結果をＤＳＭエンジンへ送信するようにさらに構成されて
いることを特徴とする実施形態１～５のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０２０４】
　７．その他のデバイスによって使用されていない通信用のスペクトルの割当てをＤＳＭ
エンジンから受信するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態１～６のいずれか
１つに記載のＷＴＲＵ。
【０２０５】
　８．受信されたセンシングタスク要求は、センシングタスクを実行するようにＷＴＲＵ
を構成するための情報を含むセンシング構成メッセージ内に含まれていることを特徴とす
る実施形態１～７のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０２０６】
　９．センシング構成メッセージは、単一のセンシングタスク、または周期的な時間間隔
で実行されることになる複数のセンシングタスクを実行するようにＷＴＲＵを構成するた
めの情報を提供することを特徴とする実施形態８に記載のＷＴＲＵ。
【０２０７】
　１０．動的スペクトル管理（ＤＳＭ）エンジンにおいて実施される方法であって、複数
の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）による使用のためにスペクトルを割り当てるステップ
と、スペクトルのプライマリユーザによるスペクトルの使用に対応する無線リンクの性能
における変化を複数のＷＴＲＵのうちの１つが検知したことを示す通知を複数のＷＴＲＵ
のうちの１つから受信するステップとを含むことを特徴とする方法。
【０２０８】
　１１．通知を受信したことに応答して、その他のデバイスによるスペクトルの使用を示
す情報を測定するように複数のＷＴＲＵのうちの少なくとも１つに要求するセンシングタ
スク要求を複数のＷＴＲＵのうちの少なくとも１つへ送信するステップをさらに含むこと
を特徴とする実施形態１０に記載の方法。
【０２０９】
　１２．複数の周期的な間隔のそれぞれにおいて測定された情報が、その情報が測定され
た時点でスペクトルがその他のデバイスによって使用されていたことを示していたかどう
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かを示すセンシング結果を複数のＷＴＲＵから複数の周期的な間隔で受信するステップを
さらに含むことを特徴とする実施形態１１に記載の方法。
【０２１０】
　１３．複数のＷＴＲＵによって提供されたセンシング結果が、複数のＷＴＲＵのうちの
２つ以上が互いに相関付けられていることを示しているかどうかを判定するステップをさ
らに含むことを特徴とする実施形態１２に記載の方法。
【０２１１】
　１４．判定するステップの結果に基づいて、センシングタスク要求の送信先として複数
のＷＴＲＵのうちの相関付けられていないサブセットを選択するステップをさらに含むこ
とを特徴とする実施形態１３に記載の方法。
【０２１２】
　１５．測定された情報が、スペクトルがその他のデバイスによって使用されていること
を示していたかどうかに関する決定を提供するセンシング結果を、センシングタスク要求
が送信された先の複数のＷＴＲＵのうちの少なくとも１つのそれぞれから受信するステッ
プをさらに含むことを特徴とする実施形態１１～１４のいずれか１つに記載の方法。
【０２１３】
　１６．少なくとも、受信されたセンシング結果、および受信されたセンシング結果の信
頼性を示すその他の情報に基づいて、その他のデバイスがスペクトルを使用しているかど
うかを判定するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態１５に記載の方法。
【０２１４】
　１７．その他の情報は、推定された信号対雑音比（ＳＮＲ）、およびメトリック計算に
おいて使用されるサンプルの数のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする実施形態
１６に記載の方法。
【０２１５】
　１８．判定するステップは、受信されたセンシング結果の信頼性を示す情報に基づいて
、受信されたセンシング結果のそれぞれに重みを帰属させるステップを含むことを特徴と
するいずれかの実施形態１６または１７に記載の方法。
【０２１６】
　１９．判定するステップは、受信されたセンシング結果のそれぞれに割り当てられた重
みを使用して、受信されたセンシング結果を組み合わせて全体的なメトリックにするステ
ップをさらに含むことを特徴とする実施形態１８に記載の方法。
【０２１７】
　２０．センシングタスク要求は、複数のＷＴＲＵのうちの少なくとも２つへ送信される
ことを特徴とする実施形態１１乃至１９のいずれか１つに記載の方法。
【０２１８】
　２１．複数のＷＴＲＵのうちの少なくとも２つからＩ／Ｑデータサンプルを受信するス
テップをさらに含むことを特徴とする実施形態２０に記載の方法。
【０２１９】
　２２．受信されたＩ／Ｑデータサンプルに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを
使用しているかどうかを判定するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態２１に
記載の方法。
【０２２０】
　２３．受信されたＩ／Ｑデータに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを使用して
いるかどうかを判定するステップは、受信されたＩ／Ｑデータサンプルに基づいて平均電
力スペクトル密度（ＰＳＤ）を計算するステップを含むことを特徴とする実施形態２２に
記載の方法。
【０２２１】
　２４．受信されたＩ／Ｑデータに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを使用して
いるかどうかを判定するステップは、計算された平均ＰＳＤに基づいて、その他のデバイ
スがスペクトルを使用しているかどうかを判定するステップをさらに含むことを特徴とす
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る実施形態２３に記載の方法。
【０２２２】
　２５．受信されたＩ／Ｑデータに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを使用して
いるかどうかを判定するステップは、構成可能な長さの時間ウィンドウにわたって平均Ｐ
ＳＤを計算するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態２２～２４のいずれか１
つに記載の方法。
【０２２３】
　２６．構成可能な長さの時間ウィンドウの長さは、センシングタスク要求を受信するＷ
ＴＲＵによって検知されることになる干渉源のタイプ、スペクトルのプライマリユーザを
検知するために必要とされる時間の量、センシングタスク要求を受信するＷＴＲＵのモビ
リティ、またはチャネル上のノイズレベルの知識のうちの少なくとも１つに依存すること
を特徴とする実施形態２５に記載の方法。
【０２２４】
　２７．受信されたＩ／Ｑデータサンプルに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを
使用しているかどうかを判定するステップは、受信されたＩ／Ｑデータサンプルの自己相
関プロパティを推定するステップを含むことを特徴とする実施形態２２～２６のいずれか
１つに記載の方法。
【０２２５】
　２８．受信されたＩ／Ｑデータサンプルに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを
使用しているかどうかを判定するステップは、推定された自己相関プロパティに基づいて
決定メトリックを計算するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態２７に記載の
方法。
【０２２６】
　２９．受信されたＩ／Ｑデータサンプルに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを
使用しているかどうかを判定するステップは、決定メトリックが決定閾値を超えているか
どうかを判定するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態２８に記載の方法。
【０２２７】
　３０．受信されたＩ／Ｑデータサンプルに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを
使用しているかどうかを判定するステップは、決定メトリックが決定閾値を超えていると
いう条件において、その他のデバイスがスペクトルを使用していると判定するステップを
さらに含むことを特徴とする実施形態２９に記載の方法。
【０２２８】
　３１．受信されたＩ／Ｑデータサンプルに基づいて、その他のデバイスがスペクトルを
使用しているかどうかを判定するステップは、決定メトリックが決定閾値を超えていない
という条件において、その他のデバイスがスペクトルを使用していないと判定するステッ
プをさらに含むことを特徴とする実施形態２９または３０に記載の方法。
【０２２９】
　３２．決定メトリックを計算するステップは、
【０２３０】
【数１１】

【０２３１】

【数１２】

【０２３２】
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【０２３３】
式（１０）、式（１１）および式（１２）に基づいて実行され、
　この場合、ｙ（ｎ）は、入力信号であり、Ｍは、考慮されているオフセット自己相関の
数であり、γは、決定閾値であることを特徴とする実施形態２８乃至３１のいずれか１つ
に記載の方法。
【０２３４】
　３３．複数のＷＴＲＵのうちの少なくとも１つにそれまで割り当てられていたスペクト
ルをその他のデバイスが使用していると判定されるという条件において、少なくとも１つ
の新たなスペクトル割当てを複数のＷＴＲＵのうちの少なくとも１つへ送信するステップ
をさらに含むことを特徴とする実施形態１６乃至３２のいずれか１つに記載の方法。
【０２３５】
　３４．センシング結果を得るようにＤＳＭエンジンのハードウェアを構成するための情
報を含むセンシングオブジェクトを生成するステップをさらに含み、ハードウェアは、そ
れぞれの各センシングオブジェクトに含まれている情報の内容に応じて別々に構成される
ことを特徴とする実施形態１２乃至３３のいずれか１つに記載の方法。
【０２３６】
　上記では特徴および要素について特定の組合せで説明しているが、それぞれの特徴また
は要素は、単独で、または他の特徴および要素との任意の組合せで使用されてもよいこと
が当業者であれば理解されよう。加えて、本明細書に記載されている方法は、コンピュー
タまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ可読メディア内に組み込まれて
いるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実装してもよい。
コンピュータ可読メディアの例は、（有線接続またはワイヤレス接続を介して伝送される
）電子信号、およびコンピュータ可読ストレージメディアを含む。コンピュータ可読スト
レージメディアの例は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、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および
取り外し可能ディスクなどの磁気メディア、光磁気メディア、ならびにＣＤ－ＲＯＭディ
スクおよびデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光メディアを含むが、それらに限定
されない。ソフトウェアと関連付けられているプロセッサは、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基
地局、ＲＮＣ、または任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数トラ
ンシーバを実装するために使用してもよい。
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