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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナに結合する無線周波数システムと、
　媒体アクセスコントローラと
を備え、
　前記媒体アクセスコントローラは、
　第１クライアントモジュールおよび第２クライアントモジュールを含む複数のクライア
ントモジュールと、
　制御モジュールと、
を有し、
　前記複数のクライアントモジュールのそれぞれは、（ｉ）前記無線周波数システムおよ
び（ｉｉ）前記アンテナを通じてネットワークと無線通信し、前記複数のクライアントモ
ジュールのそれぞれは、アクティブ状態またはスリープ状態にすることが可能であり、
　前記制御モジュールは、（ｉ）前記第１クライアントモジュールについて第１優先度を
定め、（ｉｉ）前記第２クライアントモジュールについて第２優先度を定め、（ｉｉｉ）
前記第１優先度および前記第２優先度に基づいて、前記第１クライアントモジュールを前
記アクティブ状態にして前記第１クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの
間で通信を可能にするとともに、前記第２クライアントモジュールを前記スリープ状態に
して前記第２クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの間の通信を不可能に
し、
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　前記第１クライアントモジュールは、第１の無線プロトコルで通信し、前記第２クライ
アントモジュールは、第２無線プロトコルで通信し、
　前記第２クライアントモジュールは、前記第１クライアントモジュールが（ｉ）前記ア
ンテナおよび（ｉｉ）前記無線周波数システムを通じてデータを送受信している間、前記
ネットワーク内の基地局と同期したままの状態にあり、
　前記第１クライアントモジュールおよび前記第２クライアントモジュールの一方は、前
記第１クライアントモジュールおよび前記第２クライアントモジュールの他方がビーコン
又は移動通信応用部を受信することがスケジュールされていない期間に、伝送を受信する
ネットワークインタフェース。
【請求項２】
　アンテナに結合する無線周波数システムと、
　媒体アクセスコントローラと
を備え、
　前記媒体アクセスコントローラは、
　第１クライアントモジュールおよび第２クライアントモジュールを含む複数のクライア
ントモジュールと、
　制御モジュールと、
を有し、
　前記複数のクライアントモジュールのそれぞれは、（ｉ）前記無線周波数システムおよ
び（ｉｉ）前記アンテナを通じてネットワークと無線通信し、前記複数のクライアントモ
ジュールのそれぞれは、アクティブ状態またはスリープ状態にすることが可能であり、
　前記制御モジュールは、（ｉ）前記第１クライアントモジュールについて第１優先度を
定め、（ｉｉ）前記第２クライアントモジュールについて第２優先度を定め、（ｉｉｉ）
前記第１優先度および前記第２優先度に基づいて、前記第１クライアントモジュールを前
記アクティブ状態にして前記第１クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの
間で通信を可能にするとともに、前記第２クライアントモジュールを前記スリープ状態に
して前記第２クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの間の通信を不可能に
し、
　前記第１クライアントモジュールは、第１の無線プロトコルで通信し、前記第２クライ
アントモジュールは、第２無線プロトコルで通信し、
　前記第１クライアントモジュールは、
　　前記ネットワークと第１チャネルで通信し、
　　前記ネットワークおよび前記第２クライアントモジュールとの間で伝送された第１信
号を検出し、
　　（ｉ）前記ネットワークと前記第１クライアントモジュールとの間で伝送された第２
信号と（ｉｉ）前記ネットワークと前記第２クライアントモジュールとの間で伝送された
前記第１信号との間の干渉を、前記ネットワーク内のアクセスポイントへ通知し、
　　前記干渉に基づき前記第１チャネルとは異なるチャネルに切り替えるべきことを、前
記アクセスポイントへ通知し、
　前記第２クライアントモジュールは、前記第１クライアントモジュールが（ｉ）前記ア
ンテナおよび（ｉｉ）前記無線周波数システムを通じてデータを送受信している間、前記
ネットワーク内の基地局と同期したままの状態にあり、
　前記第１クライアントモジュールおよび前記第２クライアントモジュールの一方は、前
記第１クライアントモジュールおよび前記第２クライアントモジュールの他方が伝送を受
信することがスケジュールされていない期間に、伝送を受信する
ネットワークインタフェース。
【請求項３】
　前記第１クライアントモジュールおよび前記第２クライアントモジュールの前記一方は
、（ｉ）前記他方のクライアントモジュールが伝送を受信することがスケジュールされて
いる第２期間に、前記アンテナおよび前記無線周波数システムを予約する予約信号を前記
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制御モジュールに伝送し、（ｉｉ）前記第２期間における伝送をスキップする
請求項１又は２に記載のネットワークインタフェース。
【請求項４】
　前記第１クライアントモジュールは、前記第１クライアントモジュールが前記ネットワ
ークから伝送を受信することがスケジュールされている期間に前記第２クライアントモジ
ュールが前記ネットワークから伝送を受信することを防ぐ
請求項１から３のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
【請求項５】
　アンテナに結合する無線周波数システムと、
　媒体アクセスコントローラと
を備え、
　前記媒体アクセスコントローラは、
　第１クライアントモジュールおよび第２クライアントモジュールを含む複数のクライア
ントモジュールと、
　制御モジュールと、
を有し、
　前記複数のクライアントモジュールのそれぞれは、（ｉ）前記無線周波数システムおよ
び（ｉｉ）前記アンテナを通じてネットワークと無線通信し、前記複数のクライアントモ
ジュールのそれぞれは、アクティブ状態またはスリープ状態にすることが可能であり、
　前記制御モジュールは、（ｉ）前記第１クライアントモジュールについて第１優先度を
定め、（ｉｉ）前記第２クライアントモジュールについて第２優先度を定め、（ｉｉｉ）
前記第１優先度および前記第２優先度に基づいて、前記第１クライアントモジュールを前
記アクティブ状態にして前記第１クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの
間で通信を可能にするとともに、前記第２クライアントモジュールを前記スリープ状態に
して前記第２クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの間の通信を不可能に
し、
　前記第１クライアントモジュールは、第１の無線プロトコルで通信し、前記第２クライ
アントモジュールは、第２無線プロトコルで通信し、
　前記第２クライアントモジュールは、前記第１クライアントモジュールが（ｉ）前記ア
ンテナおよび（ｉｉ）前記無線周波数システムを通じてデータを送受信している間、前記
ネットワーク内の基地局と同期したままの状態にあり、
　前記第１クライアントモジュールは、前記第２クライアントモジュールから伝送される
信号との信号干渉を低減するために、送信信号電力を低下させる
ネットワークインタフェース。
【請求項６】
　アンテナに結合する無線周波数システムと、
　媒体アクセスコントローラと
を備え、
　前記媒体アクセスコントローラは、
　第１クライアントモジュールおよび第２クライアントモジュールを含む複数のクライア
ントモジュールと、
　制御モジュールと、
を有し、
　前記複数のクライアントモジュールのそれぞれは、（ｉ）前記無線周波数システムおよ
び（ｉｉ）前記アンテナを通じてネットワークと無線通信し、前記複数のクライアントモ
ジュールのそれぞれは、アクティブ状態またはスリープ状態にすることが可能であり、
　前記制御モジュールは、（ｉ）前記第１クライアントモジュールについて第１優先度を
定め、（ｉｉ）前記第２クライアントモジュールについて第２優先度を定め、（ｉｉｉ）
前記第１優先度および前記第２優先度に基づいて、前記第１クライアントモジュールを前
記アクティブ状態にして前記第１クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの
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間で通信を可能にするとともに、前記第２クライアントモジュールを前記スリープ状態に
して前記第２クライアントモジュールと前記無線周波数システムとの間の通信を不可能に
し、
　前記第１クライアントモジュールは、第１の無線プロトコルで通信し、前記第２クライ
アントモジュールは、第２無線プロトコルで通信し、
　前記第２クライアントモジュールは、前記第１クライアントモジュールが（ｉ）前記ア
ンテナおよび（ｉｉ）前記無線周波数システムを通じてデータを送受信している間、前記
ネットワーク内の基地局と同期したままの状態にあり、
　前記第１クライアントモジュールは、前記複数のクライアントモジュールのうちの他の
クライアントモジュールのアップリンク期間の一部に、伝送を制限する
ネットワークインタフェース。
【請求項７】
　前記媒体アクセスコントローラは、モバイル・モジュールを有し、
　前記モバイル・モジュールは、（ｉ）複数のアクセスポイントおよび複数の基地局の可
用性情報および信号強度を受信し、（ｉｉ）前記可用性情報および前記信号強度に基づい
て、前記第１クライアントモジュールおよび前記第２クライアントモジュールを、前記複
数のアクセスポイントのうちの選択された１つおよび前記複数の基地局のうちの選択され
た１つに接続する
請求項１から６のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
【請求項８】
　前記複数のクライアントモジュールのそれぞれは、さらにアイドル状態、スキャン状態
、ネットワークエントリ状態、および、登録済み状態を含む複数の状態のうちの１つの状
態にすることが可能であり、
　前記制御モジュールは、前記複数のクライアントモジュールのそれぞれを、前記複数の
状態のそれぞれから前記複数の状態のそれぞれへ遷移させる
請求項１から７のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
【請求項９】
　前記第１クライアントモジュールは、無線ローカルエリアネットワークプロトコルおよ
びＢｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルのうちの１つを用いて前記ネットワークと通信し、
　前記第２クライアントモジュールは、ワイマックスプロトコルを用いて前記ネットワー
クと通信する
請求項１から８のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
【請求項１０】
　前記第１クライアントモジュールは、ワイマックスプロトコルを用いて前記ネットワー
クと通信し、
　前記第２クライアントモジュールは、無線ローカルエリアネットワークプロトコルおよ
びＢｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルのうちの１つを用いて前記ネットワークと通信する
請求項１から８のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
【請求項１１】
　前記第１クライアントモジュールは、前記第１クライアントモジュールが前記スリープ
状態に遷移することを示す信号を前記第２クライアントモジュールへ送信する
請求項１から１０のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
【請求項１２】
　前記複数のクライアントモジュールは、第３クライアントモジュールを含み、
　前記第３クライアントモジュールは、前記第２クライアントモジュールを通じて前記無
線周波数システムと通信し、
　前記第１クライアントモジュールは、前記第３クライアントモジュールが（ｉ）前記ア
ンテナおよび（ｉｉ）前記無線周波数システムを使用している間、前記ネットワーク内の
アクセスポイントおよび第２基地局の１つへの登録を維持する
請求項１から８のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
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【請求項１３】
　前記制御モジュールは、（ｉ）前記第１クライアントモジュールと前記ネットワークと
の間で伝送される信号と、（ｉｉ）前記第３クライアントモジュールと前記ネットワーク
との間で伝送される信号とが干渉することを防ぎ、
　前記制御モジュールは、前記干渉することを防ぐ場合に、前記第１クライアントモジュ
ールおよび前記第３クライアントモジュールの伝送を再調整する
請求項１２に記載のネットワークインタフェース。
【請求項１４】
　前記第２クライアントモジュールは、前記第２クライアントモジュールと前記ネットワ
ークとの間で伝送される信号の信号品質に基づいて前記第１クライアントモジュールに伝
送をハンドオフし、
　前記第２クライアントモジュールは、前記第２クライアントモジュールが、前記ネット
ワークインタフェースから前記ネットワーク内のアクセスポイントへの伝送を前記第１ク
ライアントモジュールにハンドオフすることを示すトリガを、前記アクセスポイントへ送
信し、
　前記第２クライアントモジュールは、前記アクセスポイントからハンドオフの確認を受
け取った後に、前記第１クライアントモジュールへの前記ハンドオフを行う
請求項１から１３のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。
【請求項１５】
　前記制御モジュールは、前記第１クライアントモジュールとの間のネットワーク接続の
品質が切断閾値を下回るか否かに基づいて、前記第１クライアントモジュールを前記スリ
ープ状態に遷移させるか否かを決定し、
　前記第１クライアントモジュールは、（ｉ）前記第１クライアントモジュールが前記第
２クライアントモジュールへのハンドオフを開始することを示すトリガを前記基地局へ送
信し、（ｉｉ）アクセスポイントから確認を受け取った後に、前記第１クライアントモジ
ュールは前記第２クライアントモジュールへの前記ハンドオフを開始し、
　前記ハンドオフによって前記第２クライアントモジュールは前記基地局と通信する
請求項１から１４のいずれか一項に記載のネットワークインタフェース。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、無線ネットワーク装置に関し、より詳しくは、複数のコンポーネントを共有
する複数の無線サブクライアントを有する無線ネットワーク装置のための共存システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）において、クライアントステーションは、他のクライアントス
テーションとアドホックモードで通信でき、また、アクセスポイントとインフラモードで
通信することができる。ＷＬＡＮの範囲は、一般的に、数百フィート内である。クライア
ントステーションは、一般的に、ホストデバイスに関連する無線ネットワークインターフ
ェースを含む。ホストデバイスは、デスクトップコンピュータ、パーソナル携帯情報機器
（ＰＤＡ）、携帯電話、ラップトップコンピュータ、パソコン（ＰＣ）、プリンタ、デジ
タルカメラ、インターネット・プロトコル電話（ＩＰフォン）などであってよい。ＡＰは
、インターネットや他のネットワークとの接続性を提供する。
【０００３】
　無線ネットワークインターフェースは、ワイマックス（ＷｉＭＡＸ）と互換性があって
よい。ＷｉＭＡＸのシステムは、タイムスロットを割り当てることによってクライアント
ステーションとの通信をスケジューリングする。まず最初に、クライアントステーション
は、基地局に登録する。基地局は、クライアントステーションがデータを送受信しなけれ
ばならない時を示すＭＡＰを伝送する。ＷｉＭＡＸのクライアントが、ＭＡＰの定期的ス
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ケジューリングの間にデータを送受信しない場合、基地局は、そのクライアントの登録を
解除してよい。ＷＬＡＮより短い範囲で動作する他の無線規格にブルートゥース（Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標））がある。
【０００４】
　同じ装置で実装される場合、ＷｉＭＡＸ、ＷＬＡＮ、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）のクライアントは、装置のコストを下げるためにコンポーネントを共有し得る。
共有されるコンポーネントは、アンテナ、送受信機などの無線周波数（ＲＦ）サブシステ
ム、および、ベースバンドプロセッサなどを含み得る。コンポーネントの共有には調整が
必要である。さらに、ＷｉＭＡＸ、ＷｉＦｉ、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
は、同じ周波数かまたは近い周波数を用いるので、干渉が起こる可能性がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　無線ネットワークインターフェースは、コンポーネントと、第１の無線プロトコルで動
作する第１のサブクライアントモジュールと、第２の無線プロトコルで動作する第２のサ
ブクライアントモジュールとを含む。第１の無線プロトコルと第２の無線プロトコルとは
、異なる。第１のサブクライアントモジュールと第２のサブクライアントモジュールとで
コンポーネントを共有して使用する。コンポーネント共有制御モジュールは、第１のサブ
クライアントモジュールを一の状態に入るまたは出るよう選択的に遷移させることにより
、その状態の間に、第２のサブクライアントモジュールがコンポーネントを使用できるよ
うにする。
【０００６】
　他の特徴において、第１のサブクライアントモジュールおよび第２のサブクライアント
モジュールの少なくとも１つは、アクティブサブクライアントを含む。第１のサブクライ
アントモジュールと第２のサブクライアントモジュールとの少なくとも１つは、ワイマッ
クス（ＷｉＭＡＸ）のサブクライアントモジュール、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）のサブクラ
イアントモジュール、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のサブクライアントモジ
ュールの少なくとも１つを含む。
【０００７】
　他の特徴では、状態は、スリープ状態を含む。第１のサブクライアントモジュールは、
第１のサブクライアントモジュールがスリープ状態に入っていることを示す信号を第２の
サブクライアントモジュールに送信する。第１のサブクライアントモジュールとコンポー
ネント共有制御モジュールとの少なくとも１つは、第１のサブクライアントモジュールが
伝送を受信することをスケジューリングされている予め決められた時間内に第２のサブク
ライアントモジュールがコンポーネントを使用することを防ぐ。
【０００８】
　他の特徴では、コンポーネントは、アンテナと無線周波数（ＲＦ）サブシステムとの少
なくとも１つを含む。ＲＦサブシステムは、フィルタ、スイッチ、送信機（Ｔｘ）、受信
機（Ｒｘ）、および、ベースバンドプロセッサ（ＢＢＰ）モジュールの少なくとも１つを
含む。第１のサブクライアントモジュールは、信号電力を選択的に低下させることにより
、第２のサブクライアントモジュールからの信号による信号干渉を減少させる。
【０００９】
　他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールとコンポーネント共有制御モジュー
ルとの少なくとも１つは、第１のサブクライアントモジュールが伝送を受信することをス
ケジューリングされている予め決められた時間内に第２のサブクライアントモジュールが
伝送を受信することを防ぐ。状態は、アイドル状態と低電力状態との少なくとも１つを含
む。
【００１０】
　さらなる他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、ＷｉＭＡＸサブクライ
アントモジュールを含み、第２のサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサブクライア
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ントモジュールを含む。ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、予約信号をコンポーネ
ント共有制御モジュールに伝送することにより、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール
がＭＡＰを受信することになっている持続時間にコンポーネントを予約する。予約信号は
、ＣＴＳ－Ｓｅｌｆプロトコルを含む。ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、ネット
ワークからの伝送を受信する。ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、伝送をネットワ
ークに送信する。
【００１１】
　他の特徴では、システムは、無線ネットワークインターフェースと、ネットワークと通
信する基地局とを含む。ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサブクライ
アントモジュールがコンポーネントを使用している間に、基地局にビジー信号を伝送する
。
【００１２】
　他の特徴では、システムは、無線ネットワークインターフェースを含む。ＷＬＡＮサブ
クライアントモジュールは、再ＭＡＰ伝送と、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールか
らの信号との少なくとも１つを通じてＷｉＭＡＸ信号を検出する。システムは、さらに、
ＷＬＡＮサブクライアントモジュールのための第１のアクセスポイント（ＡＰ）を含む。
ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、ＷｉＭＡＸ信号による干渉、および、第１のＡ
Ｐが伝送チャネルを切り替えるべきことを第１のＡＰに知らせる。ＷＬＡＮサブクライア
ントモジュールは、第２のＡＰをスキャンする。
【００１３】
　さらなる他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサブクライア
ントモジュールを含み、第２のサブクライアントモジュールは、ＷｉＭＡＸサブクライア
ントモジュールを含む。コンポーネントは、上記状態の間にＷＬＡＮ周波数からＷｉＭＡ
Ｘ周波数へと選択的に切り替える無線周波数（ＲＦ）サブシステムを含む。ＷＬＡＮサブ
クライアントモジュールは、状態の間に信号を定期的に受信する。ＷｉＭＡＸサブクライ
アントモジュールが信号を受信することになっているとき、定期的に受信される信号の少
なくとも１つはスキップされる。コンポーネント共有制御モジュールは、ＷＬＡＮサブク
ライアントモジュールのネットワーク接続の品質がＷＬＡＮネットワークの切断閾値を上
回るとき、基地局により状態を選択的に決定してよい。基地局は、ＷｉＭＡＸサブクライ
アントモジュールと通信する。コンポーネント共有制御モジュールは、媒体アクセス制御
モジュール（ＭＡＣ）を含む。
【００１４】
　他の特徴では、システムは、無線ネットワークインターフェースを含み、さらに、複数
のアクセスポイント（ＡＰ）および基地局を含む。ＭＡＣは、第１のサブクライアントモ
ジュールおよび第２のサブクライアントモジュールを複数のＡＰおよび基地局のそれぞれ
に選択的に接続するモバイルマネージャ・モジュールを含む。ＭＡＣは、さらに、第１の
サブクライアントモジュールおよび第２のサブクライアントモジュールの状態を制御する
共存制御モジュールを含む。状態は、アイドル、スキャン、ネットワークエントリ、登録
済み、および、アクティブを含む。共存制御モジュールは、第１のサブクライアントと第
２のサブクライアントとのどちらがコンポーネントに対し優先権をもつかを決定し、優先
権に基づき、選択的な伝送を制御する。
【００１５】
　さらなる他の特徴では、無線ネットワークインターフェース方法は、第１の無線プロト
コルで第１のサブクライアントモジュールを動作させ、第２の無線プロトコルで第２のサ
ブクライアントモジュールを動作させることを含む。第１の無線プロトコルと第２の無線
プロトコルとは異なる。第１のサブクライアントモジュールと第２のサブクライアントモ
ジュールとでコンポーネントを共有して使用する。方法は、第１のサブクライアントモジ
ュールを一の状態に入るまたは出るよう選択的に遷移させることにより、その状態の間に
第２のサブクライアントモジュールがコンポーネントを使用できるようにする。
【００１６】
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　無線ネットワークインターフェース方法では、第１のサブクライアントモジュールと第
２のサブクライアントモジュールとの少なくとも１つは、アクティブサブクライアントを
含む。第１のサブクライアントモジュールと第２のサブクライアントモジュールとの少な
くとも１つは、ＷｉＭＡＸのサブクライアントモジュール、ＷＬＡＮのサブクライアント
モジュール、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のサブクライアントモジュールの
少なくとも１つを含む。無線ネットワークインターフェース方法では、第１のサブクライ
アントモジュールを上記状態に入るまたは出るよう選択的に遷移させることは、第１のサ
ブクライアントモジュールをスリープ状態に入るまたは出るよう選択的に遷移させること
を含む。
【００１７】
　他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、第１のサブクライアントモジュ
ールがスリープ状態に入っていることを示す信号を第２のサブクライアントモジュールに
送信する。無線ネットワークインターフェース方法は、第１のサブクライアントモジュー
ルが伝送を受信することをスケジューリングされている予め決められた時間内に、第２の
サブクライアントモジュールがコンポーネントを使用するのを防ぐことをさらに含む。コ
ンポーネントは、アンテナと無線周波数（ＲＦ）サブシステムとの少なくとも１つを含む
。
【００１８】
　他の特徴では、ＲＦサブシステムは、フィルタ、スイッチ、送信機（Ｔｘ）、受信機（
Ｒｘ）、および、ベースバンドプロセッサ（ＢＢＰ）モジュールの少なくとも１つを含む
。無線ネットワークインターフェース方法は、信号電力を選択的に低下させることにより
、第２のサブクライアントモジュールからの信号による信号干渉を選択的に減少させる。
無線ネットワークインターフェース方法は、第１のサブクライアントモジュールが伝送を
受信することをスケジューリングされている予め決められた時間内に、第２のサブクライ
アントモジュールが伝送を受信することを防ぐことをさらに含む。第１のサブクライアン
トモジュールを上記状態に入るまたは出るよう選択的に遷移させることは、第１のサブク
ライアントモジュールをアイドル状態と低電力状態との少なくとも１つに入るまたは出る
よう選択的に遷移させることを含む。
【００１９】
　他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、ＷｉＭＡＸサブクライアントモ
ジュールを含み、第２のサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサブクライアントモジ
ュールを含む。無線ネットワークインターフェース方法は、予約信号をコンポーネント共
有制御モジュールに伝送することをさらに含む。方法は、ＷｉＭＡＸサブクライアントモ
ジュールがＭＡＰを受信することになっている持続時間中にコンポーネントを予約するこ
とも含む。無線ネットワークインターフェース方法では、予約信号は、ＣＴＳ－Ｓｅｌｆ
プロトコルを含む。ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、ネットワークからの伝送を
受信する。ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、伝送をネットワークに送信し、基地
局は、ネットワークと通信する。ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサ
ブクライアントモジュールがコンポーネントを使用している間に、基地局にビジー信号を
伝送する。
【００２０】
　他の特徴では、無線ネットワークインターフェース方法は、再ＭＡＰ伝送と、ＷｉＭＡ
Ｘサブクライアントモジュールからの信号との少なくとも１つを通じてＷｉＭＡＸ信号を
検出することを含む。方法は、さらに、ＷｉＭＡＸ信号による干渉、および、第１のＡＰ
が伝送チャネルを切り替えるべきことを第１のＡＰに知らせることを含む。方法は、さら
に、第２のＡＰをスキャンすることを含む。
【００２１】
　さらなる他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサブクライア
ントモジュールを含み、第２のサブクライアントモジュールは、ＷｉＭＡＸサブクライア
ントモジュールを含む。無線ネットワークインターフェース方法は、さらに、上記状態の
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間にＷＬＡＮ周波数からＷｉＭＡＸ周波数へと選択的に切り替えることを含む。無線ネッ
トワークインターフェース方法は、さらに、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールが、上
記状態の間に信号を定期的に受信することを含む。無線ネットワークインターフェース方
法は、さらに、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールが信号を受信することになってい
るとき、定期的に受信する信号の少なくとも１つをスキップすることを含む。無線ネット
ワークインターフェース方法は、さらに、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールのネット
ワーク接続の品質がＷＬＡＮネットワークの切断閾値を上回るとき、基地局により状態を
選択的に決定することを含む。
【００２２】
　他の特徴では、コンポーネント共有制御モジュールは、媒体ＭＡＣを含む。無線ネット
ワークインターフェース方法は、さらに、ＭＡＣ内のモバイルマネージャ・モジュールが
第１のサブクライアントモジュールおよび第２のサブクライアントモジュールを複数のＡ
Ｐおよび基地局のそれぞれに選択的に接続することを含む。方法は、さらに、ＭＡＣ内の
共存制御モジュールが第１のサブクライアントモジュールおよび第２のサブクライアント
モジュールの状態を制御することを含む。状態は、アイドル、スキャン、ネットワークエ
ントリ、登録済み、および、アクティブを含む。方法は、さらに、第１のサブクライアン
トと第２のサブクライアントとのどちらがコンポーネントに対し優先権をもつかを決定し
、優先権に基づき、選択的な伝送を制御することを含む。
【００２３】
　さらなる他の特徴では、無線ネットワークインターフェースは、ネットワーク手段と対
話するコンポーネント手段を含む。インターフェースは、第１の無線プロトコルで動作す
る第１のサブクライアント手段と、第２の無線プロトコルで動作する第２のサブクライア
ント手段とを含む。第１の無線プロトコルと第２の無線プロトコルとは異なる。第１のサ
ブクライアント手段と第２のサブクライアント手段とでコンポーネント手段を共有して使
用する。インターフェースは、第１のサブクライアント手段を一の状態に入るまたは出る
よう選択的に遷移させることにより、その状態の間に第２のサブクライアント手段がコン
ポーネント手段を使用できるようにするコンポーネント共有手段を含む。
【００２４】
　他の特徴では、第１のサブクライアント手段と第２のサブクライアント手段との少なく
とも１つは、アクティブである。第１のサブクライアント手段と第２のサブクライアント
手段との少なくとも１つは、ＷｉＭＡＸ用サブクライアント手段、ＷＬＡＮ用サブクライ
アント手段、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）用サブクライアント手段の少なく
とも１つを含む。
【００２５】
　他の特徴では、状態は、スリープ状態を含む。第１のサブクライアント手段は、第１の
サブクライアント手段がスリープ状態に入っていることを示す信号を第２のサブクライア
ント手段に送信する。第１のサブクライアント手段とコンポーネント共有手段との少なく
とも１つは、予め決められた時間内に第２のサブクライアント手段がコンポーネント手段
を使用するのを防ぐ。予め決められた時間は、第１のサブクライアント手段が伝送を受信
することになっている持続時間である。
【００２６】
　コンポーネント手段は、信号を受信するアンテナ手段と、信号を処理するＲＦサブシス
テム手段との少なくとも１つを含む。ＲＦサブシステム手段は、信号をフィルタリングす
るフィルタ手段、信号を転送するスイッチ手段、信号を送信する送信機手段、信号を受信
する受信機手段、および、信号のベースバンドを処理するベースバンドプロセッサ手段の
少なくとも１つを含む。第１のサブクライアント手段は、信号電力を選択的に低下させる
ことにより、第２のサブクライアント手段からの信号による信号干渉を選択的に減少させ
る。
【００２７】
　第１のサブクライアント手段およびコンポーネント共有手段の少なくとも１つは、第１
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のサブクライアント手段が伝送を受信することをスケジューリングされている予め決めら
れた時間内に第２のサブクライアント手段が伝送を受信することを防ぐ。状態は、アイド
ル状態と低電力状態との少なくとも１つを含む。
【００２８】
　第１のサブクライアント手段は、ＷｉＭＡＸ用サブクライアント手段を含み、第２のサ
ブクライアント手段は、ＷＬＡＮ用サブクライアント手段を含む。ＷＬＡＮサブクライア
ント手段は、予約信号をコンポーネント共有手段に伝送することにより、ＷｉＭＡＸサブ
クライアント手段がＭＡＰを受信することになっている持続時間にコンポーネント手段を
予約する。予約信号は、ＣＴＳ－Ｓｅｌｆプロトコルを含む。ＷＬＡＮサブクライアント
手段は、デバイス間の通信のためのネットワーク手段からの伝送を受信する。ＷＬＡＮサ
ブクライアント手段は、伝送をネットワーク手段に送信する。
【００２９】
　他の特徴では、システムは、無線ネットワークインターフェースを含む。システムは、
さらに、ネットワーク手段と通信する基地局手段も含む。ＷｉＭＡＸサブクライアント手
段は、ＷＬＡＮサブクライアント手段がコンポーネント手段を使用している間に、基地局
にビジー信号を伝送する。
【００３０】
　他の特徴では、ＷＬＡＮサブクライアント手段は、再ＭＡＰ伝送と、ＷｉＭＡＸサブク
ライアント手段からの信号との少なくとも１つを通じてＷｉＭＡＸ信号を検出する。シス
テムは、さらに、ＷＬＡＮサブクライアント手段用のネットワーク手段にアクセスする第
１のＡＰ手段を含む。ＷＬＡＮサブクライアント手段は、ＷｉＭＡＸ信号による干渉、お
よび、第１のＡＰ手段が伝送チャネルを切り替えるべきことを第１のＡＰ手段に知らせる
。ＷＬＡＮサブクライアント手段は、ネットワーク手段にアクセスする第２のＡＰ手段を
スキャンする。
【００３１】
　さらなる他の特徴では、第１のサブクライアント手段は、ＷＬＡＮを操作するサブクラ
イアント手段を含み、第２のサブクライアント手段は、ＷｉＭＡＸを操作するサブクライ
アント手段を含む。コンポーネント手段は、上記状態の間にＷＬＡＮ周波数からＷｉＭＡ
Ｘ周波数へと選択的に切り替える無線周波数（ＲＦ）サブシステムを含む。ＷＬＡＮサブ
クライアント手段は、上記状態の間に信号を定期的に受信する。定期的に受信される信号
の少なくとも１つは、ＷｉＭＡＸサブクライアント手段が信号を受信することになってい
るときはスキップされてよい。コンポーネント共有手段は、ＷＬＡＮサブクライアント手
段のネットワーク接続の品質がＷＬＡＮネットワークの切断閾値を上回るとき、基地局手
段の状態をネットワークと通信する状態に選択的に決定してよい。基地局手段は、ＷｉＭ
ＡＸサブクライアント手段と通信する。コンポーネント共有手段は、ネットワークにアク
セスするＭＡＣ手段を含む。
【００３２】
　他の特徴では、システムは、無線ネットワークインターフェースを含み、さらに、ネッ
トワークにアクセスする複数のＡＰ手段、および、ネットワークにアクセスする基地局手
段を含む。ＭＡＣ手段は、第１のサブクライアント手段および第２のサブクライアント手
段を複数のＡＰ手段および基地局手段のそれぞれに選択的に接続するモバイルマネージャ
手段を含む。ＭＡＣ手段は、さらに、第１のサブクライアント手段および第２のサブクラ
イアント手段の状態を制御する共存制御手段を含む。状態は、アイドル、スキャン、ネッ
トワークエントリ、登録済み、および、アクティブを含む。共存制御手段は、第１のサブ
クライアント手段と第２のサブクライアント手段とのどちらがコンポーネントに対し優先
権をもつかを決定し、優先権に基づき、選択的な伝送を制御する。
【００３３】
　さらなる他の特徴では、無線ネットワークインターフェースを操作するプロセッサに格
納されて用いられるコンピュータプログラムは、第１の無線プロトコルで第１のサブクラ
イアントモジュールを動作させ、第２の無線プロトコルで第２のサブクライアントモジュ
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ールを動作させることを含む。第１の無線プロトコルと第２の無線プロトコルとは、異な
る。第１のサブクライアントモジュールと第２のサブクライアントモジュールとでコンポ
ーネントを共有して使用する。コンピュータプログラムは、第１のサブクライアントモジ
ュールを一の状態に入るまたは出るよう選択的に遷移させることにより、その状態の間に
第２のサブクライアントモジュールがコンポーネントを使用できるようにする。
【００３４】
　他の特徴において、第１のサブクライアントモジュールと第２のサブクライアントモジ
ュールとの少なくとも１つは、アクティブサブクライアントを含む。第１のサブクライア
ントモジュールと第２のサブクライアントモジュールとの少なくとも１つは、ＷｉＭＡＸ
のサブクライアントモジュール、ＷＬＡＮのサブクライアントモジュール、および、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のサブクライアントモジュールの少なくとも１つを含む。コ
ンピュータプログラムでは、第１のサブクライアントモジュールを上記状態に入るまたは
出るよう選択的に遷移させることは、第１のサブクライアントモジュールをスリープ状態
に入るまたは出るよう選択的に遷移させることを含む。
【００３５】
　他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、第１のサブクライアントモジュ
ールがスリープ状態に入っていることを示す信号を第２のクライアントモジュールに送信
する。コンピュータプログラムは、さらに、第１のサブクライアントモジュールが伝送を
受信することをスケジューリングされている予め決められた時間内に第２のサブクライア
ントモジュールがコンポーネントを使用するのを防ぐ。コンポーネントは、アンテナと無
線周波数（ＲＦ）サブシステムとの少なくとも１つを含む。
【００３６】
　他の特徴では、ＲＦサブシステムは、フィルタ、スイッチ、Ｔｘ、Ｒｘ、および、ＢＢ
Ｐモジュールの少なくとも１つを含む。コンピュータプログラムは、さらに、信号電力を
選択的に低下させることにより、第２のサブクライアントモジュールからの信号による信
号干渉を減少させることを含む。コンピュータプログラムは、第１のサブクライアントモ
ジュールが伝送を受信することになっている予め決められた時間内に第２のサブクライア
ントモジュールが受信するのを防ぐ。コンピュータプログラムは、第１のサブクライアン
トモジュールをアイドル状態と低電力状態との少なくとも１つに入るまたは出るよう選択
的に遷移させる。
【００３７】
　他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、ＷｉＭＡＸサブクライアントモ
ジュールを含み、第２のサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサブクライアントモジ
ュールを含む。コンピュータプログラムは、予約信号をコンポーネント共有制御モジュー
ルに伝送することを含む。コンピュータプログラムは、また、ＷｉＭＡＸサブクライアン
トモジュールがＭＡＰを受信することになっている持続時間にコンポーネントを予約する
。予約信号は、ＣＴＳ－Ｓｅｌｆプロトコルを含む。
【００３８】
　他の特徴では、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、ネットワークから／に伝送を
受信／送信する。基地局は、ネットワークと通信し、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュ
ールは、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールがコンポーネントを使用している間に、基
地局にビジー信号を伝送する。
【００３９】
　他の特徴では、コンピュータプログラムは、再ＭＡＰ伝送、および、ＷｉＭＡＸサブク
ライアントモジュールからの信号の少なくとも１つを通じてＷｉＭＡＸ信号を検出するこ
とをさらに含む。コンピュータプログラムは、さらに、ＷｉＭＡＸ信号による干渉、およ
び、第１のＡＰが伝送チャネルを切り替えるべきことを第１のＡＰに知らせる。コンピュ
ータプログラムは、第２のＡＰをスキャンすることをさらに含む。
【００４０】
　さらなる他の特徴では、第１のサブクライアントモジュールは、ＷＬＡＮサブクライア
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ントモジュールを含み、第２のサブクライアントモジュールは、ＷｉＭＡＸサブクライア
ントモジュールを含む。コンピュータプログラムは、さらに、上記状態の間にＷＬＡＮ周
波数からＷｉＭＡＸ周波数へと選択的に切り替えることを含む。コンピュータプログラム
は、さらに、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールが上記状態の間に信号を定期的に受信
することを含む。コンピュータプログラムは、さらに、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジ
ュールが信号を受信することになっているとき、定期的に受信する信号の少なくとも１つ
をスキップすることを含む。コンピュータプログラムは、さらに、ＷＬＡＮサブクライア
ントモジュールのネットワーク接続の品質がＷＬＡＮネットワークの切断閾値を上回ると
き、基地局により状態を選択的に決定することを含む。
【００４１】
　他の特徴では、コンポーネント共有制御モジュールは、ＭＡＣ（媒体アクセス制御）を
含む。コンピュータプログラムは、さらに、第１のサブクライアントモジュールおよび第
２のサブクライアントモジュールを複数のＡＰおよび基地局のそれぞれに選択的に接続す
ることを含む。コンピュータプログラムは、さらに、第１のサブクライアントモジュール
および第２のサブクライアントモジュールの状態を制御することを含む。状態は、アイド
ル、スキャン、ネットワークエントリ、登録済み、および、アクティブを含む。コンピュ
ータプログラムは、さらに、第１のサブクライアントと第２のサブクライアントとのどち
らがコンポーネントに対し優先権をもつかを決定し、優先権に基づき、選択的な伝送を制
御することを含む。
【００４２】
　本開示の適用性のさらなる領域は、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。本開
示の好適な実施形態を示すが、詳細な説明および具体例は例示に過ぎず、本開示の範囲を
限定するよう意図されていないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
　本開示は、以下の詳細な説明および添付の図面からより十分に理解されるだろう。
【００４４】
【図１】無線ネットワーク装置の共存システムの機能ブロック図である。
【００４５】
【図２】コンポーネントを共有する方法を示すシーケンス図である。
【００４６】
【図３】ＷＬＡＮサブクライアントの状態遷移図である。
【００４７】
【図４】ＷｉＭＡＸサブクライアントの状態遷移図である。
【００４８】
【図５】コンポーネントを共有する方法を示すシーケンス図である。
【００４９】
【図６】コンポーネントを共有する方法を示すシーケンス図である。
【００５０】
【図７】複数のサブクライアントの共存をサポートする方法を示すブロック図である。
【００５１】
【図８】複数のサブクライアント間でコンポーネントをハンドオフする方法を示すブロッ
ク図である。
【００５２】
【図９】スケジューリングされたＷＬＡＮのアクティブ期間を含むＷｉＭＡＸ信号の時間
フレーム図である。
【００５３】
【図１０】ＷＬＡＮサブクライアントの不定期自動節電配信機能（Ｕ－ＡＰＳＤ）のプロ
トコル図である。
【００５４】
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【図１１Ａ】車両制御システムの機能ブロック図である。
【００５５】
【図１１Ｂ】携帯電話の機能ブロック図である。
【００５６】
【図１１Ｃ】セットトップボックスの機能ブロック図である。
【００５７】
【図１１Ｄ】メディアプレーヤの機能ブロック図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５８】
　以下の説明は、本来、単なる例に過ぎず、本開示、その用途あるいは使用を制限するこ
とは全く意図していない。説明を明確にする目的で、複数の図面における同様の要素を識
別するために同じ参照符号を用いている。本願明細書中に用いられるモジュール、回路、
および／または、デバイスなどの用語は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、電子回路
、プロセッサ（共有、専用、または、グループ）、および、１つ以上のソフトウェアまた
はファームウェアプログラムを実行するメモリ、組合せ論理回路、および／または、望ま
しい機能を提供する他の適切なコンポーネントのことを指す。本願明細書中で用いられる
ような、Ａ、Ｂ１、および、Ｃの少なくとも１つという言い回しは、論理（Ａ、または、
Ｂ、または、Ｃ）であり、非排他的な論理和を用いていると理解されたい。方法内のステ
ップは、本開示の原理を変えることなく異なる順序で実行し得ると理解されたい。
【００５９】
　本開示は、コンポーネントを共有するさまざまなサブクライアント、例えば、無線ＬＡ
Ｎ（ＷＬＡＮ）サブクライアント、ワイマックス（ＷｉＭＡＸ）サブクライアント、およ
び、ブルートゥース（ＢＴ）サブクライアントなどをサポートする無線ネットワークイン
ターフェースを有する無線ネットワーク装置の共存システムおよび方法を含む。
【００６０】
　図１を参照すると、コンポーネントを共有する複数のサブクライアントを有する無線ネ
ットワーク装置のための共存システム１０が示されている。複数の無線アクセスポイント
（ＡＰ）１２－１、１２－２、...、１２－Ｘ（まとめてＡＰ１２と呼ぶ）および／また
は、基地局１３－１、１３－２、...、１３－Ｘ（まとめて基地局１３と呼ぶ）は、無線
ネットワークインターフェース１６を有するホスト１４と、インターネット１９を含み得
る複数のネットワーク１８－１、１８－２、...、１８－Ｚとの間の接続を提供する。Ａ
Ｐ１２および基地局１３は、ルータ２０－１、２０－２、...、２０－Ｚを通じてネット
ワークと通信し得る。無線ネットワークインターフェース１６は、ＡＰ１２、基地局１３
、および／または、他の無線クライアントステーション１７と通信する。ホスト１４は、
パーソナル携帯情報機器（ＰＤＡ）、携帯電話、ラップトップコンピュータ、パソコン（
ＰＣ）、プリンタ、デジタルカメラ、または、インターネットプロトコル電話（ＩＰフォ
ン）であってよい。
【００６１】
　無線ネットワークインターフェース１６は、アンテナ２２、無線周波数（ＲＦ）サブシ
ステム２３（フィルタ２４、スイッチ２５、送信機（Ｔｘ）２６、受信機（Ｒｘ）２７、
および／または、ベースバンドプロセッサ（ＢＢＰ）モジュール２８などを含む）などの
共有コンポーネントを含み得る。さらに、各サブクライアントは、アンテナ、フィルタ、
スイッチ、Ｔｘ、Ｒｘ、および／または、ＢＢＰモジュールを含み得る。無線通信は、米
国電気電子学会（ＩＥＥＥ）規格８０２．１１、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０
２．１１ｇ、８０２．１１ｈ、８０２．１１ｎ、８０２．１６、８０２．１６ａ、８０２
．１６ｅ、８０２．１６－２００４、および、８０２．２０、および／または、ブルート
ゥースエスアイジー（ＳＩＧ）により発行されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の
少なくとも１つを含むさまざまなプロトコルに準拠している。上記規格は、参照によって
それら全体を本願明細書中に組み込む。
【００６２】
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　アンテナ２２およびＲＦサブシステム２３は、本願明細書中ではコンポーネント共有制
御モジュールとも呼ばれる媒体アクセス制御モジュール（ＭＡＣ）２９と通信する。ＭＡ
Ｃ２９は、ＡＰ１２および／または基地局１３の可用性および信号強度に関する情報を受
信するモバイルマネージャ・モジュール３０を含み得る。モバイルマネージャ・モジュー
ル３０は、また、適切なＡＰ１２および／または基地局１３に接続するサブクライアント
の１つを選択し、共存制御モジュール３１に伝える。ＷＬＡＮ（ＷｉＦｉ）サブクライア
ントモジュール３２、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４、および／または、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアントモジュール３５が示されている。ＭＡＣ
２９は、Ｉ／Ｏモジュール３３、３７を介しホスト１４と通信し、ネットワークインター
フェース１６のための処理を実行し得るプロセッサモジュール３８とも通信する。
【００６３】
　ＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアントモ
ジュール３２、３４、３５は、例えば、これらに限定されないが、アイドル、スキャン、
ネットワークエントリ、登録済み、および、アクティブなどのさまざまな状態またはモー
ドにあってよい。これらの状態は、共存制御モジュール３１、または、サブクライアント
モジュール３２、３４により制御され得る。アイドル状態では、サブクライアントモジュ
ール３２、３４は、ＡＰまたは基地局に接続していないし、スキャンもしていない。スキ
ャン状態では、サブクライアントモジュール３２、３４は、ＡＰまたは基地局に接続され
ていないが、ビーコンまたはＭＡＰを受信している。ネットワークエントリ状態では、サ
ブクライアントモジュール３２、３４は、ＡＰまたは基地局をすでに識別しており、ＡＰ
または基地局に登録するためのネットワークエントリをしている過程にある。登録済み状
態では、サブクライアントモジュール３２、３４は、ネットワークエントリを終えており
、ＡＰまたは基地局への登録も済ませているが、ユーザデータを渡していない。アクティ
ブ状態では、サブクライアントモジュール３２、３４は、ユーザデータを渡している。単
一の携帯デバイス内に複数の無線アクセスデバイスがある場合、共存制御モジュール３１
は、１つのサブクライアントモジュールへの同時のネットワークエントリを制限する。さ
らに、サブクライアントモジュール３２、３４は、その他の状態に別々に移行することに
より、同時アクティブ状態の干渉を避ける。送信および／または受信しているときは、状
態に関わらず、サブクライアントモジュールは、コンポーネント（アンテナ、ＲＦサブシ
ステムなど）を共有して使用することを要求し得る。
【００６４】
　節電特性、伝送、および、受信の必要条件は、各状態において異なる。アイドル状態で
は、送信機および受信機はどちらも非アクティブであり、サブクライアントモジュールが
消費する電力は、非常に低い。アクティブおよびアイドル状態以外のどの状態でもあり得
る低電力状態では、サブクライアントモジュールは、非常に低速でデータを送信または受
信しているか、または、全くしていない。アクティブ状態では、サブクライアントモジュ
ールは、積極的にデータを送受信している。さらに、サブクライアントモジュールは、一
時的にアイドル状態または低電力状態に入ることを含み得るスリープ状態に入ってよい。
【００６５】
　図２を参照すると、共存制御モジュール３１を動作させる方法１００が示されている。
ステップ１０２において、共存制御モジュール３１は、各サブクライアントモジュールの
状態を定義することにより、サブクライアントモジュールの起動状態（アイドル、低電力
、アクティブ）、および、コンポーネント優先権に対するサブクライアントモジュールの
優先順位を示す。コンポーネント優先権は、伝送されるデータのタイプ（音声、非音声、
マネジメントメッセージなど）に基づく。ステップ１０４では、第１のサブクライアント
モジュールは、他のすべてのサブクライアントがアイドルであるときに起動して（アクテ
ィブに状態変化して）よい。ステップ１０６では、第１のサブクライアントモジュールは
、他のサブクライアントの状態を再チェックして競争状態（すなわち、２つのサブクライ
アントモジュールが共有コンポーネントの使用を試みている）がないことを確認する。コ
ンポーネントを競う他のサブクライアントがなければ、ステップ１０８で、第１のサブク
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ライアントモジュールは、共有コンポーネントを続けて使用する。コンポーネントを競う
他のクライアントがあれば、ステップ１１０で、優先順位の高いサブクライアントが共有
コンポーネントにアクセスする。
【００６６】
　図３を参照すると、ＷＬＡＮサブクライアントモジュール３２の状態遷移図２００が示
されている。状態２０２において、ＷＬＡＮサブクライアントモジュール３２は、パワー
アップ完了信号を受信した後、スキャンの前に、予め決められた期間（または、ホスト１
４がスキャンを命じるまで）アイドル状態になる。状態２０４において、ＷＬＡＮサブク
ライアントモジュール３２は、スキャン状態に入り、共存制御モジュール３１がＷＬＡＮ
サブクライアントモジュール３２に適切なＡＰを用いてネットワークエントリを実行する
よう命じるまで、利用可能なＡＰをスキャンする。状態２０６では、ＷＬＡＮサブクライ
アントモジュール３２は、ネットワークに入る。
【００６７】
　状態２０８において、ＡＰに登録した後、ＷＬＡＮサブクライアントモジュール３２は
、低電力状態に入り、ＡＰとの接続を維持するも、ＡＰにデータを渡さない。状態２１０
では、ＷＬＡＮサブクライアントモジュール３２は、共存制御モジュール３１により通知
されると、アクティブ状態へと移行してユーザデータをＡＰに渡す。ＷｉＭＡＸサブクラ
イアントモジュール３４がデータに用いられる場合、共存制御モジュール３１は、ＷＬＡ
Ｎサブクライアントモジュール３２を例えば状態２０８のような登録済み状態などの低電
力状態へと移行させる。ＷＬＡＮリンクがドロップした場合、ＷＬＡＮサブクライアント
モジュール３２は、状態２０２のようなアイドル状態へと戻る。状態２１２では、ＷＬＡ
Ｎサブクライアントモジュール３２またはＡＰは、ＷＬＡＮサブクライアントモジュール
３２の登録を解除することができる。ＷＬＡＮサブクライアントモジュール３２は、状態
２０８のような登録済み状態に戻ることができる。ＷＬＡＮサブクライアントモジュール
３２は、状態２０２のようなアイドル状態に戻って利用可能なＡＰをスキャンすることも
できる。
【００６８】
　図４を参照すると、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４の状態遷移図２００が
示されている。状態２２０において、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４は、パ
ワーアップ完了信号を受信した後、スキャンの前に、予め決められた期間（または、ホス
ト１４がスキャンを命じるまで）アイドル状態になる。状態２２２において、ＷｉＭＡＸ
サブクライアントモジュール３４は、スキャン状態に入り、共存制御モジュール３１がＷ
ｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４にネットワークに入るよう命じるまで、利用可
能な基地局をスキャンする。状態２２４において、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュー
ル３４は、ネットワークに入る。
【００６９】
　状態２２６において、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４は、基地局に登録し
た後、低電力状態に入り、基地局との接続を維持するも、基地局にデータは渡さない。状
態２２８において、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４は、共存制御モジュール
３１から通知を受けると、アクティブ状態へと移行してユーザデータを基地局に渡す。ユ
ーザデータ用に用いられているのがＷＬＡＮサブクライアントモジュール３２である場合
、共存制御モジュール３１は、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４を状態２２６
のような登録済み状態へと移行させる。ＷｉＭＡＸリンクがドロップした場合、ＷｉＭＡ
Ｘサブクライアントモジュール３４は、状態２２０のようなアイドル状態に戻る。状態２
３０において、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュール３４または基地局は、ＷｉＭＡＸ
サブクライアントモジュール３４の登録を解除することができる。ＷｉＭＡＸサブクライ
アントモジュール３４は、状態２２６のような登録済み状態に戻ることができる。ＷｉＭ
ＡＸサブクライアントモジュール３４は、状態２１８のようなアイドル状態に戻って利用
可能な基地局をスキャンすることもできる。
【００７０】
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　図５を参照すると、低電力サブクライアント２５２とアクティブサブクライアント２５
４との間でコンポーネントを共有する方法のシーケンス図２５０が示されている。低電力
サブクライアントおよびアクティブサブクライアントのいずれかまたはどちらもＷｉＭＡ
Ｘ、ＷＬＡＮ、および／または、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアントであ
り得る。低電力サブクライアント２５２がネットワークインタラクションを要求する場合
、低電力サブクライアント２５２は、共有コンポーネントの要求２５６をアクティブサブ
クライアント２５４に送信する。アクティブサブクライアント２５４は、ペンディングの
自動再送要求（ＡＲＱ）パケットを承認すること、および、アクティブサブクライアント
２５４が一定の期間スリープ状態に入ることをＡＰに伝えること、などを含み得る要求２
５６に従う。アクティブサブクライアント２５４は、予め決められた時間２５７内にアク
ノレッジ信号２５８（ＡＣＫ）を送信する。その後、低電力サブクライアント２５２は、
意図された機能（例えば、共有コンポーネントでの送受信）を実行し、予め決められた期
限２６０内に、送受信完了メッセージ２６４をアクティブサブクライアント２５４に送信
する。アクティブサブクライアント２５４は、アクノレッジ信号２６６でそれに応じる。
メッセージ２５６、２５８、２６４、２６６は、ホスト１４内の一組のレジスタ、または
、共有メモリを介し送信されることができる。サブクライアント２５２、２５４は、共通
のタイムベースにおけるポーリング、または、交互の割り込み要求（ＩＲＱ）のいずれか
を用いることにより、メッセージ２５６、２５８、２６４、２６６を送受信することもで
きる。
【００７１】
　代替例では、２つのサブクライアントは、低電力状態にあってよい。第１の低電力サブ
クライアントが共有コンポーネントを要求すると、第１の低電力サブクライアントまたは
共存制御モジュールのいずれかにより、第２の低電力サブクライアントに割り込み信号が
送信され、第２の低電力サブクライアントはその割り込み信号をサービスすべく動作する
。第１の低電力サブクライアントは、第２の低電力サブクライアントの状態をチェックし
、第２の低電力サブクライアントがアクティブなときは、第１および第２のサブクライア
ントは、図５に示すようなシーケンス図に従ってよい。第２の低電力サブクライアントが
低電力状態にあるときは、第１の低電力サブクライアントは、共有コンポーネントを管理
してよい。送受信の完了後、第１の低電力サブクライアントは共有コンポーネントの制御
をやめてよい。
【００７２】
　１つの例示的実施形態では、ＷｉＭＡＸクライアントがいつＭＡＰを予想しているかを
ＷＬＡＮクライアントが知っている場合、一定の期間媒体を予約するＣＴＳ－Ｓｅｌｆを
伝送できる。そして、ＷｉＭＡＸクライアントは、ＷＬＡＮの干渉を受けずにＭＡＰを受
信することができる。この特徴は、すべてのダウンリンクまたはアップリンク伝送を確実
にすべく適用され得る。
【００７３】
　図６を参照すると、典型的な共存システムが示されている。図のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）サブクライアント２７２は、ＷＬＡＮサブクライアントと接続する。ＷＬＡＮ
サブクライアントは、アクティブ状態にあるとき、伝送を中断して共有コンポーネントへ
のアクセスをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアントに譲り渡してよい。ＷＬ
ＡＮサブクライアントが低電力状態、すなわち、低電力サブクライアント２５２であり、
ＷｉＭＡＸサブクライアントがアクティブ状態、すなわち、アクティブサブクライアント
２５４であるとき、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアント２７２は、共有コ
ンポーネントにアクセスするための優先要求２７４をＷＬＡＮ低電力サブクライアント２
５２に送信してよい。この要求２７４は、ＷＬＡＮサブクライアントのクリアチャネルア
セスメント（ＣＣＡ）信号をＨｉｇｈに設定することを含み得る。クリアチャネルアセス
メント信号がＨｉｇｈに保たれるとき、ＷｉＭＡＸアクティブサブクライアント２５４は
、データ単位（パケット）のアクティブ状態での伝送を中止してよい。ＷｉＭＡＸは、最
近スケジューリングされた伝送期間でデータ単位を再伝送する。
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【００７４】
　予め決められた時間２５７内では、アクティブな（ＷｉＭＡＸ）サブクライアント２５
４は、アクノレッジ信号２５８を送信する。そして、低電力の（ＷＬＡＮ）サブクライア
ント２５２は、アクノレッジ信号２７６を意図された機能２７８（例えば、共有コンポー
ネントにおける送信または受信）を実行するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライ
アント２７２に送信する。低電力サブクライアント２５２は、予め決められた期限２６０
内で低電力サブクライアント２５２がコンポーネントの制御を再開することを示す信号２
８０を送信する。その後、低電力サブクライアント２５２は、同じく予め決められた期限
２６０内に送受信完了メッセージ２６４をアクティブサブクライアント２５４に送信する
。アクティブサブクライアントは、承認２６６を送信する。予め決められた期限２６０は
、定期的にスケジューリングされるＭＡＰに対応するので、アクティブＷｉＭＡＸサブク
ライアント２５４が、他のサブクライアントの動作からの干渉により登録を解除されるこ
とを防ぐことができる。
【００７５】
　ＷｉＭＡＸサブクライアントが定期的にスケジューリングされるＭＡＰ期間に干渉を受
けずに送受信することをさらに確実にすべく、ＷｉＭＡＸサブクライアントは、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアントにオフセット値を渡すことにより、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）の送受信プロセスをオフセットにする。あるいは、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）サブクライアントは、予めスケジューリングされた時間間隔で、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）送受信スケジュールをＷｉＭＡＸサブクライアントに送信して
よい。共存制御モジュールは、ＷｉＭＡＸサブクライアントの伝送のスケジュールを再調
整することにより、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）とＷｉＭＡＸとの間の干渉を最小限
にし得る。
【００７６】
　ＷＬＡＮおよびＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールが同時にアクティブになると、
共存制御モジュール３１は、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールとＷＬＡＮサブクラ
イアントモジュールとの間の干渉は最小限になることを確認する。このことは、ＷＬＡＮ
サブクライアントモジュールが特定のＡＰに関連することを確認することと、ＷＬＡＮサ
ブクライアントモジュールの伝送をＷｉＭＡＸのアップリンク期間の一部に制限すること
とを含む。ＷＬＡＮおよびＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールはどちらも、伝送され
たデータ単位または低電力出力を分解することにより、干渉を最小限にすることを確実に
する。また、ＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクラ
イアントの１つが選択的に信号電力を低下させることにより、別なサブクライアントモジ
ュールからの信号による信号干渉を低減し得る。
【００７７】
　本開示の代替実施形態は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアントにサービ
スを提供するためにＷＬＡＮサブクライアントを起動させる必要がないことに注目された
い。さらに、共存制御モジュール３１は、どのサブクライアントがスリープモードにあり
、どのクサブライアントがアクティブモードにあるかを追跡または検出すべく、常に稼動
し得る。この共存制御モジュール３１に基づき、共通資源の共有は、資源を要求するサブ
クライアントとアクティブサブクライアントとの間だけで行われる。
【００７８】
　図７を参照すると、複数のサブクライアントモジュールの共存を管理する方法３００が
示されている。ステップ３０２において、低電力（非アクティブ）サブクライアントモジ
ュールは、アクティブサブクライアントモジュールにコンポーネントを要求する。ステッ
プ３０４では、アクティブサブクライアントモジュールは、スリープ状態またはパターン
へと選択的に移行し、および／または、共存制御モジュールにより、一定の時間チャネル
を予約する。そして、アクティブサブクライアントモジュールは、コンポーネントが利用
可能であるという表示を低電力サブクライアントモジュールに返送する。ステップ３０６
において、低電力サブクライアントモジュールは、コンポーネントを用いてあるいは介し



(18) JP 5778307 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

て送受信し、ステップ３０８において、予め決められた時間内に、低電力サブクライアン
トモジュールは、コンポーネントをアクティブサブクライアントモジュールに返す。アク
ティブサブクライアントモジュール、および／または、低電力サブクライアントモジュー
ルは、ＷｉＭＡＸ、ＷＬＡＮ、または、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の１つであり得
る。
【００７９】
　アクティブなＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールがスリープ状態になる前に、また
は、その間に、ＷｉＭＡＸの基地局にビジーパターンが伝送される。基地局スケジューラ
（図示せず）は、ビジーパターンを使用してアクティブなＷｉＭＡＸサブクライアントモ
ジュールとの間の伝送（アップリンクおよびダウンリンク）をスケジューリングする。ビ
ジーパターンは、Ｓｔａｒｔフレーム、Ｏｆｆｓｅｔ、Ｉｎｔｅｒｖａｌ、Ｂｕｓｙ期間
、および、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷＬＡＮによるＢｕｓｙを示す。この
パターンは、一般的に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）サブクライアントモジュールま
たはＷＬＡＮサブクライアントモジュールが共有コンポーネントを使用していることを示
す。
【００８０】
　１つのサブクライアントモジュールがダウンリンク伝送を予測しているとき、このサブ
クライアントモジュールは、他のサブクライアントモジュールへのキャリア検出信号をセ
ットできるので、他のサブクライアントモジュールが伝送することを防ぎ、また、他のサ
ブクライアントモジュールがランダムバックオフ状態に入るようにする。ビーコンなどを
受信しているとき、低電力サブクライアントモジュールは、アクティブサブクライアント
モジュールへの「Ａｂｏｒｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ（伝送中止）」信号を保持することによ
り、アクティブサブクライアントモジュールが伝送を中止するのを確認することもできる
。
【００８１】
　ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、再ＭＡＰ伝送、あるいは、ＷｉＭＡＸサブク
ライアントモジュールからの指示のいずれかによりＷｉＭＡＸ信号を検出し、チャネル内
で干渉を受けたことと、ＡＰは新しいチャネルに切り替えるべきこととをＷＬＡＮのＡＰ
に通知する。再ＭＡＰ伝送は、典型的には５ミリ秒であるＷｉＭＡＸのフレーム持続時間
に基づき検出され得る。アップリンク、および／または、ダウンリンクのデューティサイ
クルは、フレーム持続時間の２／３または１／２であり得る。フレーム持続時間の干渉パ
ターンに基づき、ＷＬＡＮの基地局またはアクセスポイントは、ＷｉＭＡＸシステムの存
在を検出できる。また、ＷＬＡＮサブクライアントまたは共存制御モジュールは、プリア
ンブル検出器を実装することにより、ＷｉＭＡＸの伝送を検出することもできる。
【００８２】
　ＡＰが新しいチャネルへ切り替えない場合、ＷＬＡＮのサブクライアントモジュールは
、異なるチャネルのＡＰをスキャンする。チャネルの選択は、定期的な干渉であるＷｉＭ
ＡＸ干渉の間に測定された信号対ノイズ比（ＳＮＲ）に基づいてよい。チャネル選択は、
ＷｉＭＡＸの時間フレーム存続期間より長い存続期間におけるいくらかの平均信号対ノイ
ズ比に基づいてもよい。
【００８３】
　図８を参照すると、ハンドオフ方法３５０が示されており、サブクライアントモジュー
ル（例えばＷＬＡＮサブクライアントモジュール）は、ネットワークにより低信号品質閾
値に達した後、他のサブクライアントモジュール（例えばＷｉＭＡＸサブクライアントモ
ジュール）へのハンドアウト伝送を開始する。シームレスなハンドアウトのためには、デ
ータ単位（例えばＶｏＩＰ、ストリーミングビデオ、または、ビデオ会議のデータ単位）
がドロップしてはならない。
【００８４】
　図８を考慮して図９を参照すると、ＷｉＭＡＸの動作時間フレームの一部が示されてい
る。ステップ３５２では、送受信信号の品質がＷＬＡＮサブクライアントモジュールの切
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断（例えばリンク喪失）閾値を下回り低下すると、ＷＬＡＮサブクライアントモジュール
は、トリガ３５３をネットワーク（またはＷｉＭＡＸネットワークと通信するＡＰ）に送
信する。トリガ３５３がＷｉＭＡＸの基地局に送信されることにより、ＷＬＡＮサブクラ
イアントモジュールがＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールへのハンドアウトを始める
（すなわち、ＷｉＭＡＸクライアントがネットワークに入りたがっている）ことが示され
る。ステップ３５４では、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールは、ネットワーク（また
はＡＰ）から確認を受け取った後、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールへのハンドア
ウトを開始する。
【００８５】
　ステップ３５６では、無線周波数システムは、ＷＬＡＮ周波数からＷｉＭＡＸ周波数へ
と切り替える。ステップ３７４では、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールは、選択的
に決定されたスリープパターンの空き３６１の間で利用可能なＷｉＭＡＸの基地局のスキ
ャン３５９を開始する。空き３６１は、不定期自動節電配信機能（Ｕ－ＡＰＳＤ）プロト
コルによりＷＬＡＮサブクライアントモジュール専用となり得る。
【００８６】
　図１０を参照すると、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールが低電力で音声信号を伝送
するためのＵ－ＡＰＳＤプロトコル３６２が示される。ＷＬＡＮサブクライアントモジュ
ールのサービス品質向上ステーション（ＱＳＴＡ）は、サービス品質（ＱｏＳ）信号デー
タ３６７をＡＰに送信する。ＡＰは、信号を承認し（すなわちＡＣＫ３６９を送信し）、
ＶｏＩＰデータ３７１をＱＳＴＡに送信する。ＷＬＡＮは、予め決められた時間（例えば
２０ｍｓ）後に起動し、他のＱｏＳデータ信号３７３などを送信する。
【００８７】
　再び図８および図９を参照すると、ステップ３７４は、単一の基地局、または、すべて
の利用可能な基地局のスキャンを含み得る。ステップ３７６において、ＷｉＭＡＸサブク
ライアントモジュールまたはモバイルマネージャ・モジュールは、受信された基地局情報
が望ましい基地局情報と一致するかチェックする。否定応答だった場合、ステップ３７４
が繰り返される。肯定応答だった場合、ステップ３７８において、ＷｉＭＡＸサブクライ
アントモジュールは、ネットワークエントリ手続き３７９を開始する。ネットワークエン
トリの間、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールは、データ受信用のダウンリンクＭＡ
Ｐと、データ送信用のアップリンクＭＡＰとを受信する。スリープパターンの空き３６１
は、ダウンリンクＭＡＰまたはアップリンクＭＡＰの受信と同期しない。したがって、Ｗ
ＬＡＮサブクライアントモジュールは、スリープパターンの空きをしかるべく修正する。
【００８８】
　アップリンクＭＡＰが、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールの伝送チャンスを示し
、ＷＬＡＮステーションがスリープパターンの空きの間にデータ単位を伝送している場合
、スリープパターンの空き３６５の伝送は、スキップされる。ＷｉＭＡＸ伝送も、その後
の再送のための重要なＷＬＡＮ動作の間はスキップされてよい。ステップ３８０では、ネ
ットワークエントリの完了後、ＷｉＭＡＸサブクライアントモジュールは、ダウンリンク
およびアップリンクトラフィックを伝える。したがって、ＷｉＭＡＸサブクライアントモ
ジュールは、ＷＬＡＮサブクライアントモジュールがデータを送受信している間は、基地
局と同期したままであり得る。
【００８９】
　図１１Ａ－１１Ｄを参照すると、本開示のさまざまな例示的実施形態が示されている。
図１１Ａを参照すると、本開示は、車両４３０の無線モジュール４４８を実装し得る、お
よび／または、車両４３０の無線モジュール内に実装され得る。パワートレイン制御シス
テム４３２は、温度センサ、圧力センサ、回転センサ、気流センサ、および／または、他
の適切なセンサなどの１つ以上のセンサから入力を受信し、および／または、エンジン動
作パラメータ、伝送動作パラメータ、および／または、他の制御信号などの１つ以上の出
力制御信号を生成する。
【００９０】
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　本開示は、車両４３０の他の制御システム４４０内に実装されてもよい。制御システム
４４０は、同様に、入力センサ４４２から信号を受信し、および／または、１つ以上の出
力クライアント４４４に制御信号を出力し得る。いくつかの実施態様において、制御シス
テム４４０は、アンチロックブレーキング・システム（ＡＢＳ）、ナビゲーションシステ
ム、テレマティックスシステム、車両用テレマティックスシステム、車線変更システム、
車間距離制御システム、ステレオ、ＤＶＤ、コンパクトディスクなどの車両用娯楽システ
ムの一部であってよい。さらに他の実施態様も考えられる。
【００９１】
　パワートレイン制御システム４３２は、不揮発性データ記憶である大量データ記憶４４
６と通信し得る。大量データ記憶４４６は、例えば、ハードディスクドライブＨＤＤおよ
び／またはＤＶＤなどの光および／または磁気記憶クライアントを含み得る。ＨＤＤは、
約１．８"より小さい直径を有する１つ以上のプラッタを含むミニＨＤＤであってよい。
パワートレイン制御システム４３２は、ＲＡＭ、ＲＯＭなどのメモリ４４７、フラッシュ
メモリなどの低レイテンシ不揮発性メモリ、および／または、他の適切な電子データ記憶
に接続され得る。パワートレイン制御システム４３２は、無線モジュール４４８を介し、
無線システムとの接続をサポートし得る。車両４３０は、電源４３３も含み得る。
【００９２】
　図１１Ｂを参照すると、本開示は、セルラー・アンテナ４５１を含み得る携帯電話４５
０に実装されることができる。本開示は、無線モジュール４６８を実装し得る、および／
または、無線モジュールに実装され得る。いくつかの実施態様では、携帯電話４５０は、
スピーカおよび／または音声出力ジャックなどのマイクロフォン４５６、音声出力４５８
、ディスプレイ４６０、および／または、キーパッド、ポインティングクライアント、音
声作動などの入力クライアント４６２、および／または、他の入力クライアントを含む。
携帯電話４５０における信号処理および／または制御回路４５２、および／または、他の
回路（図示せず）は、データを処理し、符号化および／または暗号化し、計算し、データ
をフォーマット化し、および／または、他の携帯電話機能を実行し得る。
【００９３】
　携帯電話４５０は、例えば、ハードディスクドライブＨＤＤおよび／またはＤＶＤなど
の光および／または磁気記憶クライアントのような不揮発性記憶である大量データ記憶４
６４と通信し得る。ＨＤＤは、約１．８"より小さい直径を有する１つ以上のプラッタを
含むミニＨＤＤであってよい。携帯電話４５０は、ＲＡＭ、ＲＯＭなどのメモリ４６６、
フラッシュメモリなどの低レイテンシ不揮発性メモリ、および／または、他の適切な電子
データ記憶に接続され得る。携帯電話４５０は、無線モジュール４６８を介し、無線シス
テムとの接続をサポートし得る。携帯電話４５０は、電源４５３も含み得る。
【００９４】
　図１１Ｃを参照すると、本開示は、セットトップボックス４８０に実装されることがで
きる。本開示は、無線モジュール４９６を実装し得る、および／または、無線モジュール
４９６内に実装され得る。セットトップボックス４８０は、広帯域光源などのソースから
信号を受信し、テレビなどのディスプレイ４８８、および／または、モニタ、および／ま
たは、他のビデオおよび／または音声出力クライアントに適した標準および／または高解
像度音声／ビデオ信号を出力する。セットトップボックス４８０の信号処理および／また
は制御回路４８４、および／または、他の回路（図示せず）は、データを処理し、符号化
および／または暗号化し、計算し、データをフォーマット化し、および／または、他のセ
ットトップボックス機能を実行し得る。
【００９５】
　セットトップボックス４８０は、不揮発性記憶である大量データ記憶４９０と通信し得
る。大量データ記憶４９０は、例えば、ハードディスクドライブＨＤＤおよび／またはＤ
ＶＤなどの光および／または磁気記憶クライアントを含み得る。ＨＤＤは、約１．８"よ
り小さい直径を有する１つ以上のプラッタを含むミニＨＤＤであってよい。セットトップ
ボックス４８０は、ＲＡＭ、ＲＯＭなどのメモリ４９４、フラッシュメモリなどの低レイ
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ットトップボックス４８０は、無線モジュール４９６を介し、無線システムとの接続をサ
ポートし得る。セットトップボックス４８０は、電源４８３も含み得る。
【００９６】
　図１１Ｄを参照すると、本開示は、メディアプレーヤ５００に実装されることができる
。本開示は、無線モジュール５１６を実装し得る、および／または、無線モジュール５１
６内に実装され得る。いくつかの実施態様において、メディアプレーヤ５００は、ディス
プレイ５０７、および／または、キーパッド、タッチパッドなどのユーザ入力５０８を含
む。いくつかの実施態様では、メディアプレーヤ５００は、ディスプレイ５０７および／
またはユーザ入力５０８を介し、一般的にメニュー、ドロップダウンメニュー、アイコン
、および／または、ポイント＆クリックインターフェースを用いるグラフィカルユーザイ
ンターフェースを用いてよい。メディアプレーヤ５００は、スピーカ、および／または、
音声出力ジャックなどの音声出力５０９をさらに含む。メディアプレーヤ５００の信号処
理および／または制御回路５０４、および／または、他の回路（図示せず）は、データを
処理し、符号化および／または暗号化し、計算し、データをフォーマット化し、および／
または、その他のメディアプレーヤ機能を実行し得る。
【００９７】
　メディアプレーヤ５００は、圧縮された音声および／またはビデオコンテンツなどのデ
ータを格納する不揮発性記憶のような大量データ記憶５１０と通信し得るいくつかの実施
態様では、圧縮されたオーディオファイルは、ＭＰ３フォーマット、あるいは、他の適切
な圧縮音声および／またはビデオフォーマットに準拠する。大量データ記憶は、例えば、
ハードディスクドライブＨＤＤおよび／またはＤＶＤなどの光および／または磁気記憶ク
ライアントを含み得る。ＨＤＤは、約１．８"より小さい直径を有する１つ以上のプラッ
タを含むミニＨＤＤであってよい。メディアプレーヤ５００は、ＲＡＭ、ＲＯＭなどのメ
モリ５１４、フラッシュメモリなどの低レイテンシ不揮発性メモリ、および／または、他
の適切な電子データ記憶に接続され得る。メディアプレーヤ５００は、無線モジュール５
１６を介し、無線システムとの接続をサポートし得る。メディアプレーヤ５００は、電源
５１３も含み得る。上記説明の実施態様に加え、さらなる実施態様が考慮される。
【００９８】
　上記説明から、本開示の広い教示は、さまざまな形式で実装され得ることが等業者には
理解できるであろう。したがって、本開示は、その特定の例に関連して説明されてはいる
ものの、本開示の真の範囲は、それに限定されるべきでない。図面、明細書、および、添
付の請求項の範囲を検討することにより、他の修正も可能であることが当業者には明らか
であろう。
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