
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワー
クに接続された第２のインタフェース手段と、
　前記第１のネットワーク上の通信ノードが、共通のフォーマットによるある制御コマン
ドを受けてこの制御コマンドに応じた所定の機能を実行する単位として他の通信ノードか
らも認識される構成要素を、該通信ノードの内部に備えている場合に、この構成要素を自
通信ノードが備えた構成要素の一つとして認識する認識手段と、
　前記認識手段により認識された前記構成要素に関する構成情報を、自通信ノードの構成
要素の構成情報として、前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク
上の通信ノードに開示する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする通信ノード。
【請求項２】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワー
クに接続された第２のインタフェース手段と、
　前記第１のネットワーク上の通信ノードが備える、共通のフォーマットによるある制御
コマンドを受けてこの制御コマンドに応じた所定の機能を実行する単位として他の通信ノ
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ードからも認識される構成要素を、予め自通信ノードに作成する作成手段と、
　前記作成手段により作成した前記構成要素に関する構成情報を、自通信ノードの構成要
素の構成情報として、前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク上
の通信ノードに開示する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする通信ノード。
【請求項３】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワー
クに接続された第２のインタフェース手段と、
　前記第１のネットワーク上の通信ノードが備える、共通のフォーマットによるある制御
コマンドを受けてこの制御コマンドに応じた所定の機能を実行する単位として他の通信ノ
ードからも認識される構成要素に関する構成情報を、自通信ノードの構成要素の構成情報
として、前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノード
に対して開示する機能、または、
　前記第２のネットワーク上の通信ノードが備える構成要素に関する構成情報を、自通信
ノードの構成要素の構成情報として、前記第１のインタフェース手段を介して前記第１の
ネットワーク上の通信ノードに対して開示する機能のうち、少なくとも一方の機能を有す
る構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする通信ノード。
【請求項４】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワー
クに接続された第２のインタフェース手段と、
　前記第１のネットワーク上の通信ノードが、共通のフォーマットによるある制御コマン
ドを受けてこの制御コマンドに応じた所定の機能を実行する単位として他の通信ノードか
らも認識される構成要素を、該通信ノードの内部に備えている場合であって、この構成要
素に関する構成情報を、自通信ノードの構成要素の構成情報として、前記第２のインタフ
ェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノードに対して開示する際に、前記
第１のネットワーク上の通信ノード自体を該通信ノードが備える構成要素とは別の新たな
構成要素の一種類として開示する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする通信ノ
ード。
【請求項５】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワー
クに接続された第２のインタフェース手段と、
　共通のフォーマットによるある制御コマンドを受けてこの制御コマンドに応じた所定の
機能を実行する単位として他の通信ノードからも認識される構成要素について、前記第１
のネットワーク上の通信ノード自体を構成要素としたときの構成情報を、自通信ノードの
一つの構成要素の構成情報として、前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネ
ットワーク上の通信ノードに対して開示するとともに、前記第１のネットワーク上の通信
ノードが内部に備える構成要素に関する構成情報を、前記開示した構成要素が有するサブ
構成要素の構成情報として開示する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする通信
ノード。
【請求項６】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワー
クに接続された第２のインタフェース手段と、
　前記第１のインタフェース手段を介して接続された通信ノードを、前記第２のネットワ
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ークにおいて自通信ノードに子ノードとして接続されている通信ノードとして扱うために
、前記通信ノードにおける構成認識処理を前記通信ノードに代わって行なう構成認識処理
エミュレート手段と、
　前記構成認識処理エミュレート手段によって、構成認識処理をエミュレートした前記通
信ノードが備える、共通のフォーマットによるある制御コマンドを受けてこの制御コマン
ドに応じた所定の機能を実行する単位として他の通信ノードからも認識される構成要素に
関するサービス機能情報を、前記子ノードの構成要素に関するサービス機能情報として、
前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノードに開示す
るサービス機能情報開示手段とを具備したことを特徴とする通信ノード。
【請求項７】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワー
クに接続された第２のインタフェース手段と、
　自通信ノードに前記第１のインタフェース手段を介して接続された少なくとも一つの通
信ノードを該第２のネットワークにおいて自通信ノードに子ノードとして接続されている
通信ノードとして扱うために、前記通信ノードにおける構成認識処理を、前記通信ノード
に代わって、接続を予定する通信ノードについて予め行なう構成認識処理エミュレート手
段と、
　前記構成認識処理エミュレート手段によって、構成認識処理を予めエミュレートした前
記接続を予定する通信ノードが備える、共通のフォーマットによるある制御コマンドを受
けてこの制御コマンドに応じた所定の機能を実行する単位として他の通信ノードからも認
識される構成要素に関するサービス機能情報を、前記子ノードの構成要素に関するサービ
ス機能情報として、前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク上の
通信ノードに開示するサービス機能情報開示手段とを具備したことを特徴とする通信ノー
ド。
【請求項８】
　前記第２のネットワークのプロトコルに従ってパケットの入出力処理を行なうパケット
入出力手段をさらに具備したことを特徴とする請求項６または７に記載の通信ノード。
【請求項９】
　前記パケット入出力手段と、前記第２のネットワーク上の通信ノードで実行されるアプ
リケーションとのインタフェース手段で授受されるデータを、前記第１のインタフェース
手段を介して転送するアプリケーションインタフェース情報転送手段をさらに具備したこ
とを特徴とする請求項８に記載の通信ノード。
【請求項１０】
　前記アプリケーションとのインタフェース手段で授受されるデータの任意の組み合わせ
を、前記第１のネットワーク上のリソースに割り当てるデータ／リソース対応管理手段を
さらに具備したことを特徴とする請求項９に記載の通信ノード。
【請求項１１】
　前記第１のネットワーク上の通信ノード内の構成要素に関するサービス機能のうちの少
なくとも一部の機能に関するサービス機能情報を、前記第１のインタフェース手段を介し
て、該通信ノードから受信するサービス機能情報受信手段と、
　前記サービス機能情報受信手段により受信した前記通信ノードのサービス機能情報を記
憶するサービス機能情報記憶手段と、
　前記サービス機能情報記憶手段に保持している前記通信ノードのサービス機能情報の少
なくとも一部を、自通信ノードに関するサービス機能情報として、前記第１のネットワー
ク及びまたは前記第２のネットワーク上の通信ノードに開示するサービス機能情報開示手
段とをさらに具備したことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の通信ノ
ード。
【請求項１２】
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　前記第２のネットワーク上の通信ノードから、前記第２のインタフェース手段を介して
受信したデータを、前記第１のネットワークのプロトコルに変換する第１のプロトコル変
換手段と、
　前記第１のプロトコル変換手段にて変換した前記データを前記第１のインタフェース手
段を介して前記第１のネットワーク上の通信ノードに送信する手段と、
　前記第１のネットワーク上の通信ノードから、前記第１のインタフェース手段を介して
受信したデータを、前記第２のネットワークのプロトコルに変換する第２のプロトコル変
換手段と、
　前記第２のプロトコル変換手段にて変換した前記データを前記第２のインタフェース手
段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノードに送信する手段とをさらに具備したこ
とを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の通信ノード。
【請求項１３】
　前記第２のインタフェース手段を介して、受信したパケットに記されている該第２のネ
ットワーク上での第１のメッセージ識別子を検出する手段と、
　前記パケットを前記第１のネットワーク上に転送する際に、該第１のネットワーク上で
の第２のメッセージ識別子を付加するメッセージ識別子付加手段と、
　前記第１のメッセージ識別子と前記第２のメッセージ識別子との対応関係を保持するメ
ッセージ識別子対応関係記憶手段とをさらに具備したことを特徴とする請求項１２に記載
の通信ノード。
【請求項１４】
　前記メッセージ識別子付加手段は、前記第２のネットワークから送られてくるパケット
に記されている、該第２のネットワーク上でのメッセージ識別子を、該パケットを前記第
１のネットワーク上に転送する際のメッセージ識別子として付加することを特徴とする請
求項１３に記載の通信ノード。
【請求項１５】
　前記第１のネットワークから送られてくるパケットに記されている該第１のネットワー
ク上でのメッセージ識別子をもとに、前記メッセージ識別子対応関係識別手段にて保持さ
れた前記対応関係を参照することによって、該メッセージ識別子が、前記第２のネットワ
ーク上でのいずれのメッセージ識別子に対応するものであるかを識別するルーティング手
段をさらに具備したことを特徴とする請求項１３または１４に記載の通信ノード。
【請求項１６】
　前記第１のネットワーク上に確保されたネットワークリソースのリソース情報を用いて
前記第２のネットワーク上のネットワークリソースを確保する機能、または前記第２のネ
ットワーク上に確保されたネットワークリソースのリソース情報を用いて前記第１のネッ
トワーク上のネットワークリソースを確保する機能の少なくとも一方の機能を有するリソ
ース獲得手段をさらに具備したことを特徴とする請求項１ないし１５のいずれか１項に記
載の通信ノード。
【請求項１７】
　前記確保された第１のネットワーク上のリソース情報と前記確保された第２のネットワ
ーク上のリソース情報との対応関係を記憶するリソース情報対応関係記憶手段をさらに具
備したことを特徴とする請求項１６に記載の通信ノード。
【請求項１８】
　前記第１のネットワーク上の通信ノード内の構成要素に対応する構成要素に関する構成
情報を含む、自通信ノード内に存在する構成要素に関する構成情報のうちの少なくとも一
部の情報を、該第１のネットワーク上の通信ノードに通知する構成情報通知手段と、
　前記第１のネットワーク上の通信ノードが直前に接続していた第２のネットワーク上の
他の通信ノードから通知された、該第１のネットワーク上の通信ノード内の構成要素に対
応する前記構成要素に関する構成情報を含む、該他の通信ノード内に存在する構成要素に
関する構成情報のうちの少なくとも一部の情報を、該第１のネットワーク上の通信ノード
から受信する構成情報受信手段とをさらに具備したことを特徴とする請求項１ないし７の
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いずれか１項に記載の通信ノード。
【請求項１９】
　前記第１のネットワーク上の通信ノードと前記第２のネットワーク上の他の通信ノード
との間の通信のために前記第２のネットワーク上の通信リソースを専有して使用している
場合に、この専有している前記第２のネットワーク上の通信リソースに関する情報を、前
記第１のネットワーク上の通信ノードに通知する通信リソース通知手段と、
　前記第１のネットワーク上の通信ノードが直前に接続していた第２のネットワーク上の
他の通信ノードから通知された、前記第１のネットワーク上の通信ノードと前記第２のネ
ットワーク上の他の通信ノードとの間の通信のために専有されている前記第２のネットワ
ーク上の通信リソースに関する情報を、該第１のネットワーク上の通信ノードから受信す
る構成情報受信手段とをさらに具備したことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１
項に記載の通信ノード。
【請求項２０】
　前記第１のネットワーク上の通信ノード内に存在する構成要素に対応した構成要素とし
て、前記第２のネットワークに開示した構成要素の構成情報と、前記第１のネットワーク
上の通信ノード内の構成要素の構成情報との間の対応関係を記憶する構成情報対応関係記
憶手段をさらに具備したことを特徴とする請求項１ないし５および請求項１１ないし１９
のいずれか１項に記載の通信ノード。
【請求項２１】
　前記第２のネットワークから送られてくるパケットに記されている、前記構成情報開示
手段によって開示されている、自通信ノード内の構成要素の識別子をもとに、前記構成情
報対応関係記憶手段を参照することによって、該パケットが、前記第１のネットワーク上
のいずれかの通信ノード内のいずれの構成要素へのパケットであるかを識別するルーティ
ング手段をさらに具備したことを特徴とする請求項２０に記載の通信ノード。
【請求項２２】
　前記自通信ノード内の構成要素ならびに前記第１および第２のネットワーク上の通信ノ
ード内の構成要素の識別子として、ＨＡＶｉプロトコルにおけるＧＵＩＤまたはＳＥＩＤ
を用いることを特徴とする請求項２０または２１に記載の通信ノード。
【請求項２３】
　前記第１のネットワーク上に新たな通信ノードが追加された際に、該新たに追加された
通信ノード内の構成要素に関する構成情報を、自通信ノード内の構成要素の構成情報とし
て追加するノード内構成要素情報追加手段と、
　前記第１のネットワーク上から通信ノードが削除された際に、該削除された通信ノード
内の構成要素に関する構成情報を、自通信ノード内の構成情報から削除するノード内構成
情報削除手段の少なくとも一方をさらに具備したことを特徴とする請求項１ないし５およ
び請求項１１ないし２２のいずれか１項に記載の通信ノード。
【請求項２４】
　前記第１のネットワークにて通信ノードが接続した際に、前記第２のネットワークにお
ける構成認識処理によって割り当てられた、該通信ノードをエミュレートするために使用
する前記第２のネットワーク上でのノード識別子を、該通信ノードに通知するエミュレー
トノード識別子通知手段と、
　前記第１のネットワークにて接続した通信ノードから、該通信ノードが直前まで接続し
ていた他の通信ノードから通知された、該他の通信ノードが該通信ノードをエミュレート
するために使用する前記第２のネットワーク上でのノード識別子を受信するエミュレート
ノード識別子受信手段とをさらに具備したことを特徴とする請求項６ないし２３のいずれ
か１項に記載の通信ノード。
【請求項２５】
　前記第１のネットワークに新たに通信ノードが接続した際に、該通信ノードから前記エ
ミュレートノード識別子受信手段により受信した第１のノード識別子により定まる他の通
信ノードに対して、該接続した通信ノードをエミュレートするために自通信ノードが使用
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する第２のノード識別子を通知するとともに、前記第１のノード識別子に送られてきたパ
ケットを前記第２のノード識別子に対して転送するように指示するエミュレートデータ転
送処理設定手段をさらに具備したことを特徴とする請求項２４に記載の通信ノード。
【請求項２６】
　前記第１のネットワークに新たに通信ノードが接続した際に、前記構成認識処理エミュ
レート手段により得ておいた、前記第１のネットワークに接続した通信ノードをエミュレ
ートするために使用する第２のネットワーク上でのノード識別子を、該接続した通信ノー
ドから前記エミュレートノード識別子受信手段により受信したノード識別子に変換し、該
接続した通信ノードから受信したデータを、該受信したノード識別子の通信ノードからの
パケットに変換して、前記第２のネットワークに転送するとともに、該受信したノード識
別子の通信ノードへのパケットを受信して、該接続した通信ノード宛のデータとして前記
第１のネットワーク上に転送するエミュレートデータ転送手段をさらに具備したことを特
徴とする請求項２４に記載の通信ノード。
【請求項２７】
　前記第１のネットワークは無線プロトコルによるものであり、前記第１のネットワーク
に接続する通信ノードは無線端末であることを特徴とする請求項１ないし２６のいずれか
１項に記載の通信ノード。
【請求項２８】
　前記第２のネットワークはＩＥＥＥ１３９４バスであることを特徴とする請求項１ない
し２７のいずれか１項に記載の通信ノード。
【請求項２９】
　前記第２のネットワークと前記第１のネットワークへのインタフェース手段において、
ＩＥＥＥ１３９４バス上の通信ノードへの制御コマンドを転送するプロトコルの情報を転
送するフレームであるところのＦＣＰフレームを転送するインタフェース手段をさらに具
備したことを特徴とする請求項１ないし２８のいずれか１項に記載の通信ノード。
【請求項３０】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　前記第１のインタフェース手段を介して、前記第１のネットワーク上の第１の通信ノー
ドに接続する接続手段と、
　前記第１の通信ノードを介して、前記第１のネットワークとは異なる、データの転送及
びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワーク上の第２の通信
ノードと通信する通信手段と、
　前記第１の通信ノードから、前記第１の通信ノード内の構成要素として開示された前記
第２の通信ノード内に存在する

構成要素に関するサービス機能情報を受信する受信手段と
　を具備したことを特徴とする通信端末。
【請求項３１】
　自通信端末内の構成要素に関するサービス機能のうちの少なくとも一部の機能に関する
サービス機能情報を、前記第１の通信ノードに通知する自通信端末内サービス機能情報通
知手段を更に具備したことを特徴とする請求項３０に記載の通信端末。
【請求項３２】
　前記第２の通信ノード内において実行されるべき前記第２のネットワーク上のアプリケ
ーションを実行するアプリケーション実行手段を更に具備したことを特徴とする請求項３
０に記載の通信端末。
【請求項３３】
　データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワー
クに接続された第１のインタフェース手段と、
　前記第１のインタフェース手段を介して、前記第１のネットワーク上の第１の通信ノー
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る



ドに接続する接続手段と、
　前記第１の通信ノードを介して、前記第１のネットワークとは異なる、データの転送及
びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワーク上の第２の通信
ノードと通信する通信手段と、
　前記第１の通信ノードから通知された、前記第１の通信ノードが自通信端末をエミュレ
ートするために使用する前記第２のネットワークでのノード識別子を受信するエミュレー
トノード識別子受信手段と、
　前記ノード識別子を記憶するエミュレートノード識別子記憶手段と、
　前記エミュレートノード識別子記憶手段に記憶されている前記ノード識別子を、新たに
接続した前記第２のネットワーク上の第３の通信ノードに転送するエミュレートノード識
別子転送手段とを具備したことを特徴とする通信端末。
【請求項３４】
　前記第１の通信ノードから通知された、前記第１の通信ノードが自通信端末内に存在す
る構成要素を前記第１の通信ノード内に存在する一つの構成要素として扱うための、自通
信端末内に存在する構成要素に対応する構成要素に関する構成情報を含む、前記第１の通
信ノード内に存在する構成要素に関する構成情報のうちの少なくとも一部の情報を受信す
る構成情報受信手段と、
　前記構成情報受信手段によって受信した構成情報の少なくとも一部の情報を記憶する構
成情報記憶手段と、
　前記構成情報記憶手段に記憶されている前記構成情報のうちの少なくとも一部の情報を
、新たに接続した前記第２のネットワーク上の第３の通信ノードに通知する構成情報通知
手段とをさらに具備したことを特徴とする請求項３０ないし３３のいずれか１項に記載の
通信端末。
【請求項３５】
　前記第１の通信ノードから通知された、自通信端末と前記第２の通信ノードとの間の通
信のために専有されている、前記第２のネットワーク上の通信リソースに関する情報を受
信する通信リソース情報受信手段と、
　前記通信リソース情報受信手段によって受信した前記通信リソースに関する情報の少な
くとも一部の情報を記憶する通信リソース情報記憶手段と、
　前記通信リソース情報記憶手段に記憶されている前記通信リソースに関する情報を、新
たに接続した前記第２のネットワーク上の第３の通信ノードに通知する通信リソース情報
転送手段とをさらに具備したことを特徴とする請求項３０ないし３３のいずれか１項に記
載の通信端末。
【請求項３６】
　前記第１のネットワークは無線プロトコルによるものであり、前記接続手段は無線イン
タフェースであることを特徴とする請求項３０ないし３５のいずれか１項に記載の通信端
末。
【請求項３７】
　前記第２のネットワークはＩＥＥＥ１３９４方式のネットワークであることを特徴とす
る請求項３０ないし３６のいずれか１項に記載の通信端末。
【請求項３８】
　前記第１のネットワークを介して、前記ＡＶ／Ｃプロトコルの情報を転送するフレーム
であるＦＣＰフレームを転送するインタフェース手段をさらに具備したことを特徴とする
請求項３０ないし３７のいずれか１項に記載の通信端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、第１のネットワークと第２のネットワークとの間でデータ転送を行うための通
信ノード及び第１のネットワークに接続されて第２のネットワークのノードと通信する通
信端末に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
近年、家庭内のネットワーク化が注目を浴びるようになってきたが、このような観点は従
来からあり、特に、ホームセキュリティーをターゲットとしたホームネットワークとして
、ＣＥＢｕｓやＬＯＮ等の標準規格が既に提案されている。さらに、ＡＶ（Ａｕｄｉｏ　
Ｖｉｓｕａｌ）機器を接続しているアナログＡＶケーブル（白、赤、黄のケーブル）も、
一種のホームネットワークとして捉えることができる。このように、従来の家庭において
も潜在的にネットワーク化の要求が存在するが、現状では、ＡＶ機器間を接続するための
ＡＶケーブル以外はほとんど普及しておらず、家庭内でのネットワーク化は全く進んでい
ないと言える。
【０００３】
これは、従来のＡＶケーブルがアナログ信号によってデータ転送を行うため、他のホーム
ネットワークやパソコンとの接続ができなかったり、従来のＣＥＢｕｓやＬＯＮのような
ホームネットワークは狭帯域データの転送しかできなかった、等の問題によるものである
。さらに、従来のホームネットワーク化によるメリットをユーザが十分に享受できなかっ
たことが、普及を妨げる大きな要因となっていたものと思われる。
【０００４】
このような問題点に対し、近年、ＳＣＳＩの次世代バージョンとして開発が進められたＩ
ＥＥＥ１３９４と呼ばれるシリアルバスの新規格が脚光を浴びている。ＩＥＥＥ１３９４
バスにおいては、複数の端末をデイジーチェインもしくはスター型に接続し、１００Ｍｂ
ｐｓを越える広帯域のデータを転送することができるようになっている。また、その最も
大きな特徴として、同一のケーブル上においてＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓデータとＩｓｏ
ｃｈｒｏｎｏｕｓデータの双方を伝送することが可能となっている点があげられる。この
ため、元々、ＳＣＳＩの次世代バージョンとして検討が始まっていたＩＥＥＥ１３９４を
ＡＶ機器間を接続するケーブルとして使用しようとの動きが活発になってきた。
【０００５】
これは、従来、ＡＶ機器間で転送される画像情報などの大容量のデータをアナログ伝送に
よって転送していたものを、ＩＥＥＥ１３９４のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓデータ転送機能
を用い、デジタル信号によって転送することができるようにするものである。このため、
これまでのＡＶ機器間の接続機能だけでなく、パソコン等のデジタル機器との接続機能も
有することになり、非常に注目されるようになってきている。さらに近年は、このＩＥＥ
Ｅ１３９４バスを無線環境においても実現する方法がいくつか考えられるようになってき
た。例えば、赤外線を使って１００Ｍｂｐｓのデータを転送できるようにする試みや、高
い周波数帯を使用した広帯域無線上にＩＥＥＥ１３９４プロトコルを実装する試みなどが
始まっている。
【０００６】
また、家庭内での無線ネットワークの実現方式としては、米国マイクロソフト社などが中
心になってＨＲＦＷＧ（Ｈｏｍｅ　Ｒａｄｉｏ　ＦｒｅｑｕｅｎｃｙＷｏｒｋｉｎｇ　Ｇ
ｒｏｕｐ）と呼ばれる団体を作り、新たな家庭内無線ネットワークの検討を進めている。
これらの無線ネットワークは、基本的に、ＩＥＥＥ１３９４バス上の基地局機能を有する
ノードと、無線端末の間でのデータ転送を実現するものであるので、ＩＥＥＥ１３９４バ
スとのインターワーク機能が必須の機能となってくることが予想される。
【０００７】
このような、ＩＥＥＥ１３９４とのインターワーク処理を実現するためには、いくつかの
機能が必要になってくる。例えば、ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードから無線端末に向け
て、何らかの圧縮された画像データを転送する場合には、無線端末が、どのような画像デ
ータのデコード機能を有しているのか、という情報や、ＩＥＥＥ１３９４バス上のノード
が、どのような画像情報（どのようにエンコードされているのか、等）を有しているのか
、などがわからなければ、どのような画像情報を転送しなければならないか、がわからな
いという問題がある。
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【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記のようにＩＥＥＥ１３９４をＡＶ機器間を接続するケーブルとして使用しようとの動
きが活発になってきており、さらにＩＥＥＥ１３９４バスを無線環境においても実現する
方法がいくつか考えられるようになってきている。しかし、赤外線１３９４等は基本的に
ＩＥＥＥ１３９４プロトコルをそのまま無線区間に適応することを考えており、現実のＩ
ＥＥＥ１３９４バスの使用状況にはマッチしないとの指摘がある。特に、無線区間におけ
る経路遮断が、そのままＩＥＥＥ１３９４バス規格のバスリセット機能に影響を与えるこ
とが予想されるので、無線区間の経路遮断によって、ＩＥＥＥ１３９４バス上の通信が頻
繁に途切れるなどの問題があることが指摘されている。
【０００９】
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、第２のネットワークに接続されたノード
と第２のネットワークとは異なるプロトコルによる第１のネットワークに接続された通信
端末との間のデータ通信を、第１のネットワーク側における変動要因の影響を受けること
なく、継続させることを可能とする通信ノード及び通信端末を提供することを目的とする
。
【００１０】
また、本発明は、無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バスとが混在する環境のネットワ
ークにおいて経路遮断などのような無線ネットワークの影響をＩＥＥＥ１３９４バスに及
ぼさないようにすることを可能とする通信ノード及び通信端末を提供することを目的とす
る。
【００１１】
また、本発明は、無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バスとが混在する環境のネットワ
ークにおいてハンドオフなどのような無線ネットワークの影響をＩＥＥＥ１３９４バスに
及ぼさないようにすることを可能とする通信ノード及び通信端末を提供することを目的と
する。
【００１２】
また、本発明は、例えば無線ネットワークのような第１のネットワークとＩＥＥＥ１３９
４バスのような第２のネットワークとが混在する環境のネットワークにおいて、第１のネ
ットワーク上のノードが有する機能に柔軟に対応できるようにすることを可能とする通信
ノード及び通信端末を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明（請求項１）に係る通信ノードは、データの転送及びデータ転送に関係する制御
コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）に接続された第
１のインタフェース手段と、データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送
の可能な第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に接続された第２のインタ
フェース手段と、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）内に存在す
る構成要素（例えばＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）を、自通信ノード内の構成要
素）の一つとして認識する認識手段と、前記認識手段により認識された前記構成要素に関
する構成情報（例えばサブユニット情報）を、自通信ノード内の構成要素の構成情報とし
て、前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノード（例
えば１３９４ノード）に開示する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする。
【００１４】
また、本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）のイ
ンタフェース手段と、第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）のインタフェ
ース手段と、前記第２のネットワークのために自ノード内部に存在する構成要素（例えば
ＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）に関する構成情報（例えばサブユニット情報）を
作成するノード内構成情報作成手段と、前記第１のネットワークにノード（例えば無線端
末）が接続した際に、該ノードを自ノード内部に存在する一つの構成要素として前記構成
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情報に追加するノード内構成情報追加手段とを備えたことを特徴とする。好ましくは、前
記第１のネットワークに接続したノードとの接続が切断された場合（例えば、前記ノード
が前記第１のネットワークから切断された場合あるいは第１のネットワークがダウンした
場合など）、前記ノード内構成情報追加手段によって該ノードに対応して追加された前記
構成要素を前記構成情報から削除するノード内構成情報削除手段をさらに備えるようにし
てもよい。好ましくは、前記第２のネットワーク上の他のノードからの要求によって、前
記第１のネットワーク上のノードに対応する前記構成要素を含む自ノード内部に存在する
構成要素に関する前記構成情報を開示するノード内構成情報開示手段をさらに備えるよう
にしてもよい。
【００１５】
　本発明（請求項２）に係る通信ノードは、データの転送及びデータ転送に関係する制御
コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）に接続された第
１のインタフェース手段と、データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送
の可能な第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に接続された第２のインタ
フェース手段と、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）内に存在す
る構成要素（例えばＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）に対応した構成要素を予め自
通信ノード内に作成する作成手段と、前記作成手段により作成した前記構成要素に関する
構成情報（例えばサブユニット情報）を、自通信ノード内の構成要素の構成情報として、
前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノード（例えば
１３９４ノード）に開示する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする。
【００１６】
また、本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）のイ
ンタフェース手段と、第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）のインタフェ
ース手段と、前記第２のネットワークのために自ノード内部に存在する構成要素（例えば
ＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）に関する構成情報を作成するとともに、前記第１
のネットワークに接続するノード（例えば無線端末）を自ノード内部に存在する一つの構
成要素として扱うために、前記第１のネットワークに接続するノードに対応させるための
構成要素を予め作成して（前記第１のネットワークにノードが接続されていない場合でも
該ノードが接続されているものと仮定して適当な構成要素を作成して）前記構成情報に登
録しておくためのノード内構成情報作成手段とを備えたことを特徴とする。
【００１７】
　本発明（請求項３）に係る通信ノードは、データの転送及びデータ転送に関係する制御
コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）に接続された第
１のインタフェース手段と、データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送
の可能な第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に接続された第２のインタ
フェース手段と、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）内に存在す
る構成要素（例えばＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）に関する構成情報（例えばＳ
ｕｂＵｎｉｔ情報）を、自通信ノード内の構成要素の構成情報として、前記第２のインタ
フェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノード（例えば１３９４ノード）
に対して開示する機能と、前記第２のネットワーク上の通信ノード内に存在する構成要素
に関する構成情報を、自通信ノード内の構成要素の構成情報として、前記第１のインタフ
ェース手段を介して前記第１のネットワーク上の通信ノードに対して開示する機能とのう
ち、少なくとも一方の機能を有する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする。
【００１８】
　本発明（請求項４）に係る通信ノードは、データの転送及びデータ転送に関係する制御
コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）に接続された第
１のインタフェース手段と、データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送
の可能な第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に接続された第２のインタ
フェース手段と、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）内に存在す
る構成要素（例えばＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）に関する構成情報（例えばＳ
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ｕｂＵｎｉｔ情報）を、自通信ノード内の構成要素の構成情報として、前記第２のインタ
フェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノード（例えば１３９４ノード）
に対して開示する際に、前記第１のネットワーク上の通信ノードを構成要素の一種類とし
て定義して開示する構成情報開示手段とを具備したことを特徴とする。
【００１９】
　本発明（請求項５）に係る通信ノードは、データの転送及びデータ転送に関係する制御
コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）に接続された第
１のインタフェース手段と、データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送
の可能な第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に接続された第２のインタ
フェース手段と、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）に関する構
成情報を、自通信ノード内の一つの構成要素（例えばＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉ
ｔ）の構成情報として、前記第２のインタフェース手段を介して前記第２のネットワーク
上の通信ノード（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に対して開示するとともに、前記第１の
ネットワーク上の通信ノード内に存在する構成要素に関する構成情報を、該一つの構成要
素内のサブ構成要素（例えばＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔ）の構成情報として開示する構成情
報開示手段とを具備したことを特徴とする。
【００２０】
　本発明（請求項６）に係る通信ノードは、データの転送及びデータ転送に関係する制御
コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）に接続された第
１のインタフェース手段と、データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送
の可能な第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に接続された第２のインタ
フェース手段と、前記第１のインタフェース手段を介して接続された通信ノード（例えば
無線端末）を、前記第２のネットワークにおいて自通信ノードに子ノードとして接続され
ている通信ノードとして扱う（例えば、ＩＥＥＥ１３９４において自ノードの子ノードと
して扱う）ために、前記通信ノードにおける構成認識処理を前記通信ノードに代わって行
なう構成認識処理エミュレート手段と、前記構成認識処理エミュレート手段によって、構
成認識処理をエミュレートした前記通信ノード内の構成要素が有するサービス機能情報を
、前記子ノードの構成要素が有するサービス機能情報として、前記第２のインタフェース
手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノードに開示するサービス機能情報開示手
段とを具備したことを特徴とする。
【００２１】
　本発明（請求項７）に係る通信ノードは、データの転送及びデータ転送に関係する制御
コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）に接続された第
１のインタフェース手段と、データの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送
の可能な第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）に接続された第２のインタ
フェース手段と、自通信ノードに前記第１のインタフェース手段を介して接続された少な
くとも一つの通信ノード（例えば無線端末）を該第２のネットワークにおいて自通信ノー
ドに子ノードとして接続されている通信ノードとして扱う（例えば、ＩＥＥＥ１３９４に
おいて自ノードの子ノードとして扱う）ために、前記通信ノードにおける構成認識処理を
、前記通信ノードに代わって、接続を予定する通信ノードについて予め行なう構成認識処
理エミュレート手段と、前記構成認識処理エミュレート手段によって、構成認識処理を予
めエミュレートした前記接続を予定する通信ノード内の構成要素が有するサービス機能情
報を、前記子ノードの構成要素が有するサービス機能情報として、前記第２のインタフェ
ース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノードに開示するサービス機能情報開
示手段とを具備したことを特徴とする。
【００２２】
好ましくは、前記第２のネットワークのプロトコルに従ってパケットの入出力処理を行な
うパケット入出力手段をさらに具備するようにしてもよい。
【００２３】
好ましくは、前記パケット入出力手段と、前記第２のネットワーク上の通信ノードで実行
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されるアプリケーションとのインタフェース手段で授受されるデータを、前記第１のイン
タフェース手段を介して転送するアプリケーションインタフェース情報転送手段をさらに
具備するようにしてもよい。
【００２４】
好ましくは、前記アプリケーションとのインタフェース手段で授受されるデータ（例えば
、１３９４ＡＰＩで定義されているメッセージ）の任意の組み合わせを、前記第１のネッ
トワーク上のリソース（例えば、周波数（キャリア）やタイムスロット）に割り当てるデ
ータ／リソース対応管理手段をさらに具備するようにしてもよい。
【００２５】
　好ましくは、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）内の構成要素
（例えばＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）が有するサービス機能のうちの少なくと
も一部の機能（例えば、ＭＰＥＧ２情報のデコード機能、映像表示のディスプレイ機能）
に関するサービス機能情報を、前記第１のインタフェース手段を介して、該通信ノードか
ら受信するサービス機能情報受信手段と、前記サービス機能情報受信手段により受信した
前記通信ノードのサービス機能情報を記憶するサービス機能情報記憶手段と、前記サービ
ス機能情報記憶手段に保持している前記通信ノードのサービス機能情報の少なくとも一部
を、自通信ノードが有するサービス機能情報として、前記第１のネットワーク及びまたは
前記第２のネットワーク上の通信ノードに開示するサービス機能情報開示手段とをさらに
具備するようにしてもよい。
【００２７】
好ましくは、前記第２のネットワーク上の通信ノードから、前記第２のインタフェース手
段を介して受信したデータを、前記第１のネットワークのプロトコルに変換する第１のプ
ロトコル変換手段と、前記第１のプロトコル変換手段にて変換した前記データを前記第１
のインタフェース手段を介して前記第１のネットワーク上の通信ノードに送信する手段と
、前記第１のネットワーク上の通信ノードから、前記第１のインタフェース手段を介して
受信したデータを、前記第２のネットワークのプロトコルに変換する第２のプロトコル変
換手段と、前記第２のプロトコル変換手段にて変換した前記データを前記第２のインタフ
ェース手段を介して前記第２のネットワーク上の通信ノードに送信する手段とをさらに具
備するようにしてもよい。
【００２８】
好ましくは、前記第２のインタフェース手段を介して、受信したパケットに記されている
該第２のネットワーク上での第１のメッセージ識別子を検出する手段と、前記パケットを
前記第１のネットワーク上に転送する際に、該第１のネットワーク上での第２のメッセー
ジ識別子を付加するメッセージ識別子付加手段と、前記第１のメッセージ識別子と前記第
２のメッセージ識別子との対応関係を保持するメッセージ識別子対応関係記憶手段とをさ
らに具備するようにしてもよい。
【００２９】
好ましくは、前記メッセージ識別子付加手段は、前記第２のネットワークから送られてく
るパケットに記されている、該第２のネットワーク上でのメッセージ識別子を、該パケッ
トを前記第１のネットワーク上に転送する際のメッセージ識別子として付加するようにし
てもよい。
【００３０】
好ましくは、前記第１のネットワークから送られてくるパケットに記されている該第１の
ネットワーク上でのメッセージ識別子をもとに、前記メッセージ識別子対応関係識別手段
にて保持された前記対応関係を参照することによって、該メッセージ識別子が、前記第２
のネットワーク上でのいずれのメッセージ識別子に対応するものであるかを識別するルー
ティング手段をさらに具備するようにしてもよい。
【００３１】
好ましくは、前記第１のネットワーク上に確保されたネットワークリソース（例えば、無
線ネットワークにおける周波数やタイムスロット）のリソース情報を用いて前記第２のネ
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ットワーク上のネットワークリソースを確保する機能、または前記第２のネットワーク上
に確保されたネットワークリソース（例えば、ＩＥＥＥ１３９４バスにおけるＩｓｏｃｈ
ｒｏｎｏｕｓチャネル）のリソース情報を用いて前記第１のネットワーク上のネットワー
クリソースを確保する機能の少なくとも一方の機能を有するリソース獲得手段をさらに具
備するようにしてもよい。
【００３２】
好ましくは、前記確保された第１のネットワーク上のリソース情報と前記確保された第２
のネットワーク上のリソース情報との対応関係を記憶するリソース情報対応関係記憶手段
をさらに具備するようにしてもよい。
【００３３】
　好ましくは、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）内の構成要素
（例えばＡＶ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）に対応する構成要素に関する構成情報を
含む、自通信ノード内に存在する構成要素に関する構成情報（例えばサブユニット情報）
のうちの少なくとも一部の情報を、該第１のネットワーク上の通信ノードに通知する構成
情報通知手段と、前記第１のネットワーク上の通信ノードが直前に接続していた第２のネ
ットワーク上の他の通信ノードから通知された、該第１のネットワーク上の通信ノード内
の構成要素に対応する前記構成要素に関する構成情報を含む、該他の通信ノード内に存在
する構成要素に関する構成情報のうちの少なくとも一部の情報を、該第１のネットワーク
上の通信ノードから受信する構成情報受信手段とをさらに具備するようにしてもよい。
【００３４】
　好ましくは、前記第１のネットワーク上の通信ノード（例えば無線端末）と前記第２の
ネットワーク上の他の通信ノード（例えば１３９４ノード）との間の通信のために前記第
２のネットワーク上の通信リソースを専有して使用している場合に、この専有している前
記第２のネットワーク上の通信リソースに関する情報（例えば、チャネルの識別情報、帯
域など）を、前記第１のネットワーク上の通信ノードに通知する通信リソース通知手段と
、前記第１のネットワーク上の通信ノードが直前に接続していた第２のネットワーク上の
他の通信ノードから通知された、前記第１のネットワーク上の通信ノードと前記第２のネ
ットワーク上の他の通信ノードとの間の通信のために専有されている前記第２のネットワ
ーク上の通信リソースに関する情報を、該第１のネットワーク上の通信ノードから受信す
る構成情報受信手段とをさらに具備するようにしてもよい。
【００３５】
　好ましくは、前記第１のネットワーク上の通信ノード内に存在する構成要素に対応した
構成要素として、前記第２のネットワークに開示した構成要素の構成情報と、前記第１の
ネットワーク上の通信ノード内の構成要素の構成情報との間の対応関係を記憶する構成情
報対応関係記憶手段をさらに具備するようにしてもよい。
【００３６】
　好ましくは、前記第２のネットワークから送られてくるパケットに記されている、前記
構成情報開示手段によって開示されている、自通信ノード内の構成要素の識別子をもとに
、前記構成情報対応関係記憶手段を参照することによって、該パケットが、前記第１のネ
ットワーク上のいずれかの通信ノード内のいずれの構成要素へのパケットであるかを識別
するルーティング手段をさらに具備するようにしてもよい。
【００３７】
好ましくは、前記自通信ノード内の構成要素ならびに前記第１および第２のネットワーク
上の通信ノード内の構成要素の識別子として、ＨＡＶｉ（Ｈｏｍｅ　Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｄ
ｅｏ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ）プロトコルにおけるＧＵＩＤ（Ｇｌｏｂａｏ
　Ｕｎｉｑｕｅ　ＩＤ）またはＳＥＩＤ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　ＩＤ）を
用いるようにしてもよい。
【００３８】
好ましくは、前記第１のネットワーク上に新たな通信ノードが追加された際（例えば、前
記ノードが前記第２のネットワークに接続した際など）に、該新たに追加された通信ノー
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ド内の構成要素に関する構成情報を、自通信ノード内の構成要素の構成情報として追加す
るノード内構成要素情報追加手段と、前記第１のネットワーク上から通信ノードが削除さ
れた際（例えば、前記ノードが前記第２のネットワークから切断された場合あるいは第２
のネットワークがダウンした場合など）に、該削除された通信ノード内の構成要素に関す
る構成情報を、自通信ノード内の構成情報から削除するノード内構成情報削除手段の少な
くとも一方をさらに具備するようにしてもよい。
【００３９】
好ましくは、前記第１のネットワークにて通信ノードが接続した際に、前記第２のネット
ワークにおける構成認識処理によって割り当てられた、該通信ノードをエミュレートする
ために使用する前記第２のネットワーク上でのノード識別子を、該通信ノードに通知する
エミュレートノード識別子通知手段と、前記第１のネットワークにて接続した通信ノード
から、該通信ノードが直前まで接続していた他の通信ノードから通知された、該他の通信
ノードが該通信ノードをエミュレートするために使用する前記第２のネットワーク上での
ノード識別子を受信するエミュレートノード識別子受信手段とをさらに具備するようにし
てもよい。
【００４０】
好ましくは、前記第１のネットワークに新たに通信ノードが接続した際に、該通信ノード
から前記エミュレートノード識別子受信手段により受信した第１のノード識別子により定
まる他の通信ノードに対して、該接続した通信ノードをエミュレートするために自通信ノ
ードが使用する第２のノード識別子を通知するとともに、前記第１のノード識別子に送ら
れてきたパケットを前記第２のノード識別子に対して転送するように指示するエミュレー
トデータ転送処理設定手段をさらに具備するようにしてもよい。
【００４１】
好ましくは、前記第１のネットワークに新たに通信ノードが接続した際に、前記構成認識
処理エミュレート手段により得ておいた、前記第１のネットワークに接続した通信ノード
をエミュレートするために使用する第２のネットワーク上でのノード識別子を、該接続し
た通信ノードから前記エミュレートノード識別子受信手段により受信したノード識別子に
変換し、該接続した通信ノードから受信したデータを、該受信したノード識別子の通信ノ
ードからのパケットに変換して、前記第２のネットワークに転送するとともに、該受信し
たノード識別子の通信ノードへのパケットを受信して、該接続した通信ノード宛のデータ
として前記第１のネットワーク上に転送するエミュレートデータ転送手段をさらに具備す
るようにしてもよい。
【００４２】
好ましくは、前記第１のネットワークは無線プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１
プロトコル）によるものであり、前記第１のネットワークに接続する通信ノードは無線端
末であるようにしてもよい。
【００４３】
好ましくは、前記第２のネットワークはＩＥＥＥ１３９４バスであるようにしてもよい。
【００４４】
また、好ましくは、予め自ノード内の特定のレジスタを前記ノード内構成情報開示手段の
ために割り当てておき、前記第２のネットワーク上の他のノードからのメッセージが該特
定のレジスタに届いた際に前記構成情報を開示するようにしてもよい。
【００４５】
好ましくは、前記第２のネットワークと前記第１のネットワークへのインタフェース手段
において、ＩＥＥＥ１３９４バス上の通信ノードへの制御コマンドを転送するプロトコル
（例えば、ＡＶ／Ｃプロトコル）の情報を転送するフレームであるところのＦＣＰフレー
ムを転送するインタフェース手段をさらに具備するようにしてもよい。
【００４６】
　また、本発明に係る通信端末（例えば無線端末）は、第１のネットワーク（例えば、無
線ネットワーク）に接続された第１のインタフェース手段と、前記第１のインタフェース
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手段を介して、前記第１のネットワーク上の第１の通信ノードに接続する接続手段と、前
記第１の通信ノードを介して、前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワーク（
例えば、ＩＥＥＥ１３９４バス）上の第２の通信ノード（例えば１３９４ノード）と通信
する通信手段と、自通信端末内の機能を、ＩＥＥＥ１３９４バス上で実行されるＡＶ／Ｃ
プロトコルにおけるＳｕｂＵｎｉｔとして開示する通信端末内機能開示手段とを具備した
ことを特徴とする。
【００４７】
　また、本発明に係る通信端末（例えば無線端末）は、第１のネットワーク（例えば、無
線ネットワーク）に接続された第１のインタフェース手段と、前記第１のインタフェース
手段を介して、前記第１のネットワーク上の第１の通信ノードに接続する接続手段と、前
記第１の通信ノードを介して、前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワーク（
例えば、ＩＥＥＥ１３９４バス）上の第２の通信ノード（例えば１３９４ノード）と通信
する通信手段と、前記第２のネットワーク上の通信ノード内に存在する、ＩＥＥＥ１３９
４バス上で実行されるＡＶ／ＣプロトコルにおけるＳｕｂＵｎｉｔに関する情報の少なく
とも一部を受信するＳｕｂＵｎｉｔ情報受信手段とを具備したことを特徴とする。
【００４８】
　本発明（請求項３０）に係る通信端末（例えば無線端末）は、データの転送及びデータ
転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば、無線ネットワ
ーク）に接続された第１のインタフェース手段と、前記第１のインタフェース手段を介し
て、前記第１のネットワーク上の第１の通信ノード（例えば、基地局ノード）に接続する
接続手段と、前記第１の通信ノードを介して、前記第１のネットワークとは異なる、デー
タの転送及びデータ転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワーク（例
えば、ＩＥＥＥ１３９４バス）上の第２の通信ノード（例えば１３９４ノード）と通信す
る通信手段と、前記第１の通信ノードから、前記第１の通信ノード内の構成要素として開
示された前記第２の通信ノード内に存在する構成要素が有するサービス機能情報を受信す
る受信手段とを具備したことを特徴とする。
【００４９】
　好ましくは、自通信端末が有するサービス機能のうちの少なくとも一部の機能に関する
サービス機能情報を、前記第１の通信ノードに通知する自通信端末内サービス機能情報通
知手段を更に具備するようにしてもよい。
【００５０】
　好ましくは、前記第２の通信ノード内において実行されるべき前記第２のネットワーク
上のアプリケーションを実行するアプリケーション実行手段を具備するようにしてもよい
。
【００５１】
　本発明（請求項３４）に係る通信端末（例えば無線端末）は、データの転送及びデータ
転送に関係する制御コマンドの転送の可能な第１のネットワーク（例えば、無線ネットワ
ーク）に接続された第１のインタフェース手段と、前記第１のインタフェース手段を介し
て、前記第１のネットワーク上の第１の通信ノードに接続する接続手段と、前記第１の通
信ノードを介して、前記第１のネットワークとは異なる、データの転送及びデータ転送に
関係する制御コマンドの転送の可能な第２のネットワーク（例えば、ＩＥＥＥ１３９４バ
ス）上の第２の通信ノード（例えば１３９４ノード）と通信する通信手段と、前記第１の
通信ノードから通知された、前記第１の通信ノードが自通信端末をエミュレートする（例
えば、ＩＥＥＥ１３９４において自ノードの子ノードとして扱う）ために使用する前記第
２のネットワークでのノード識別子を受信するエミュレートノード識別子受信手段と、前
記ノード識別子を記憶するエミュレートノード識別子記憶手段と、前記エミュレートノー
ド識別子記憶手段に記憶されている前記ノード識別子を、新たに接続した前記第２のネッ
トワーク上の第３の通信ノードに転送するエミュレートノード識別子転送手段とを具備し
たことを特徴とする。
【００５２】
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　好ましくは、前記第１の通信ノードから通知された、前記第１の通信ノードが自通信端
末内に存在する構成要素を前記第１の通信ノード内に存在する一つの構成要素（例えばＡ
Ｖ／ＣプロトコルのＳｕｂＵｎｉｔ）として扱うための、自通信端末内に存在する構成要
素に対応する構成要素に関する構成情報を含む、前記第１の通信ノード内に存在する構成
要素に関する構成情報のうちの少なくとも一部の情報を受信する構成情報受信手段と、前
記構成情報受信手段によって受信した構成情報の少なくとも一部の情報を記憶する構成情
報記憶手段と、前記構成情報記憶手段に記憶されている前記構成情報のうちの少なくとも
一部の情報を、新たに接続した前記第２のネットワーク上の第３の通信ノードに通知する
構成情報通知手段とをさらに具備するようにしてもよい。
【００５３】
　好ましくは、前記第１の通信ノードから通知された、自通信端末と前記第２の通信ノー
ドとの間の通信のために専有されている、前記第２のネットワーク上の通信リソースに関
する情報（例えば、チャネルの識別情報、帯域など）を受信する通信リソース情報受信手
段と、前記通信リソース情報受信手段によって受信した前記通信リソースに関する情報の
少なくとも一部の情報を記憶する通信リソース情報記憶手段と、前記通信リソース情報記
憶手段に記憶されている前記通信リソースに関する情報を、新たに接続した前記第２のネ
ットワーク上の第３の通信ノードに通知する通信リソース情報転送手段とをさらに具備す
るようにしてもよい。
【００５４】
好ましくは、前記第１のネットワークは無線プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１
プロトコル）によるものであり、前記接続手段は無線インタフェースであるようにしても
よい。
【００５５】
好ましくは、前記第２のネットワークはＩＥＥＥ１３９４方式のネットワークであるよう
にしてもよい。
【００５６】
好ましくは、前記第１のネットワークを介して、前記ＡＶ／Ｃプロトコルの情報を転送す
るフレームであるＦＣＰフレームを転送するインタフェース手段をさらに具備するように
してもよい。
【００５７】
なお、上記各発明において、第１のネットワークが無線ネットワークである場合に、第１
のネットワークに接続する通信ノードとしては例えば無線端末がこれに該当する。
【００５８】
また、第２のネットワークがＩＥＥＥ１３９４バスである場合に、第２のネットワーク上
の通信ノードとしては例えば１３９４ノードがこれに該当する。
【００５９】
なお、本発明に係る通信ノード自体も第２のネットワーク上のノードに該当する。例えば
、ＩＥＥＥ１３９４バスに本発明に係る通信ノードが複数接続されており、無線ネットワ
ークに接続された無線端末が本発明に係る通信ノードを介して他の通信ノードと通信する
場合には、該他の通信ノードは第２のネットワーク上の１３９４ノードとして機能してい
る。
【００６０】
なお、第１のネットワークに接続した通信端末が本発明に係る通信ノードの中継機能を介
して当該通信ノード内の（第２のネットワークにおける）サブユニットに該当する装置と
通信することも可能である。
【００６１】
（Ａ－１）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能と、
第１のネットワーク上に存在する通信端末（例えば無線端末）を、あたかも自ノード内の
１つの構成要素（例えば、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ）であるかのように登録する端末登録
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機能を有し、第２のネットワーク上のノードからのデータ転送要求に対して、当該通信端
末を自ノード内の一構成要素として紹介する登録情報開示機能を有している。
【００６２】
また、第１のネットワーク上に通信端末が接続された際に、通信端末と自ノードとの間の
通信に割り当てられた通信リソースを基に、自ノード内で当該通信端末に割り当てている
構成要素と第２のネットワークへのインタフェースに割り当てられている構成要素との間
に、同じ帯域を持った通信リソースを確保する通信リソース管理機能を有している。
【００６３】
これにより、通信端末と第２のネットワークの間でのデータ転送を、自ノード内の当該通
信端末に対応する構成要素から第２のネットワークへのインタフェース機能に対応する構
成要素へのデータ転送として模擬（エミュレート）することができるようになる。よって
、第１のネットワークの区間で発生が予想される経路遮断によって、第２のネットワーク
のリセット処理（例えばＩＥＥＥ１３９４バスのリセット処理）（構成認識を含む）を実
行することなく通信を継続できるようになる。
【００６４】
（Ａ－２）本発明に係る通信ノードは、通信端末（例えば無線端末）に対応する自ノード
内での構成要素に関する情報（通信リソース情報）を当該通信端末に通知する通信リソー
ス情報通知機能や、当該通信端末が自ノードに接続する直前まで接続していた他の通信ノ
ード内での通信リソース情報を当該無線端末から受信する通信リソース情報受信機能や、
当該無線端末に当該無線端末が第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）上の
ノードと通信するために確保した第２のネットワークにおける通信リソースの識別子（例
えばＩＥＥＥ１３９４バスのＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｃｈａｎｎｅｌのチャネル番号）
を通知するリソース識別子通知機能や、当該無線端末がリソース識別子通知機能で通知さ
れた通信リソースの識別子を受信するリソース識別子受信機能とを有している。
【００６５】
これによって、通信端末が移動して接続する通信ノードが変更された場合でも、すみやか
に当該通信端末との接続を継続（いわゆる、ハンドオフ処理の実行）させることができる
ようになる。このようなハンドオフ機能を付加することで、複数の基地局機能を有する通
信ノードが第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）上に存在する環境で、通
信端末が移動しながらの通信を、第２のネットワークのリセット処理（例えばＩＥＥＥ１
３９４バスのリセット処理）（構成認識を含む）を伴わずに継続することができるように
なる。
【００６６】
（Ａ－３）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能と、
第２のネットワークの構成認識処理（例えばＩＥＥＥ１３９４バスの構成認識処理）を実
行する際に、実際には第１の無線ネットワーク上に存在する通信端末（例えば無線端末）
を、あたかも第２のネットワーク上のノードであるかのような構成認識処理を実行する構
成認識処理機能を有し、第１のネットワーク上に通信端末が存在するか否かにかかわらず
、任意の数の通信端末が自ノードを介して第２のネットワークに接続するものとして上記
の構成認識処理機能を実行する。
【００６７】
また、第１のネットワーク上に通信端末が接続された際に、第２のネットワークの構成認
識処理を実行することなく、当該通信端末から送られてきたデータを、第２のネットワー
クのプロトコル（例えばＩＥＥＥ１３９４のプロトコル）に従って第２のネットワーク上
に送出するとともに、第２のネットワーク上のノードから、第２のネットワークのプロト
コルによって通信端末に送られるデータを、第１のネットワークのプロトコルに従って第
１のネットワークに送出するプロトコル変換機能とを有する。
【００６８】
これによって、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）の区間において発生する
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ことが予想される経路遮断によって、第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス
）のリセット処理（構成認識を含む）を実行することなく通信を継続できるようになる。
【００６９】
（Ａ－４）本発明に係る通信ノードは、通信端末（例えば無線端末）との間で、エミュレ
ート処理に使用するノード識別子を通知するエミュレートノード識別子通知機能や、自ノ
ードに接続する直前まで接続していた他の通信ノードのノード識別子を通知してもらうエ
ミュレートノード識別子受信機能などを有し、第１のネットワークのインタフェース（例
えば無線インタフェース）を有する複数の通信ノード間でのハンドオフ処理を実行する。
【００７０】
ハンドオフを実行する方法としては、自ノード上でのエミュレート用ノード識別子の代わ
りに、エミュレートノード識別子受信機能で受信したノード識別子を用いてエミュレート
処理を実行する方法や、エミュレートノード識別子受信機能で受信したノード識別子に対
して、受信したパケットを、新たにエミュレート処理を行う通信ノードのノード識別子に
転送するように指示をする方法などがある。
【００７１】
このようなハンドオフ機能を付加することによって、第１のネットワークのインタフェー
ス（例えば無線インタフェース）を有する複数の通信ノードが存在する環境で、通信端末
が移動しながらの通信を、第２のネットワークのリセット処理（例えばＩＥＥＥ１３９４
バスのリセット処理）（構成認識を含む）を伴わずに継続することができるようになる。
【００７２】
（Ｂ－１）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能を有
して、第１のネットワーク上に存在する通信端末（例えば無線端末）が持っている機能の
少なくとも一部分の情報を保持する。そして、通信ノードは、第２のネットワーク上のノ
ードからの通信端末の機能情報の開示要求に応じて、この保持している通信端末の機能情
報を、開示するとともに、該通信端末に対しても、第２のネットワーク上の各ノードが有
している機能情報を通知する。この、通信端末の有してる機能情報の開示方法としては、
通信端末を自ノードの一構成要素（例えば、ＳｕｂＵｎｉｔ）として開示する方法や、自
ノードに接続している仮想的ノードとして開示する方法などがある。例えば、第１のネッ
トワークが無線ネットワークである場合、本発明の通信ノードは、基本的に、無線ネット
ワークへの基地局機能を有するノードとなる。
【００７３】
これにより、例えば無線端末などの通信端末が有している機能情報を、例えばＩＥＥＥ１
３９４バスなどの第２のネットワーク上の他のノードに対しても通知できるようになり、
第２のネットワーク上においても、通信端末の機能に対応した通信が実現できるようにな
る。
【００７４】
（Ｂ－２）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能を有
して、第１のネットワーク上に存在する通信端末（例えば無線端末）が持っている機能の
少なくとも一部分の情報を受信し、その情報を第１のネットワーク内でのリソース割り当
て処理などを実行している管理ノード（例えば、第１のネットワークが無線ネットワーク
である場合、周波数割り当て処理などを実行している無線管理ノード）に通知する。また
、管理ノードから、通信端末の機能情報を記憶した管理ノード内のアドレス情報を受信し
記憶する。そして、通信ノードは、第２のネットワーク上のノードからの通信端末の機能
情報の開示要求を受けとると、まず、この記憶している管理ノード内の対応するアドレス
の情報を読みだし、次に、その読み出した情報を、要求を送ってきたノードに対して開示
する。例えば、第１のネットワークが無線ネットワークである場合、本発明の通信ノード
は、基本的に、無線ネットワークへの基地局機能を有するノードとなる。
【００７５】
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これにより、例えば無線端末などの通信端末が有している機能情報を、例えばＩＥＥＥ１
３９４バスなどの第２のネットワーク上の他のノードに対しても通知できるようになり、
第２のネットワーク上においても、通信端末の機能に対応した通信が実現できるようにな
る。また、通信端末の機能情報を管理ノードに集中して保持できるので、機能情報の管理
が容易になるとともに、第１のネットワークについて例えば基地局ノードとして機能する
通信ノードの機能を軽減することができる。
【００７６】
（Ｂ－３）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能を有
し、第１のネットワーク上でのリソース割り当てなどの管理機能（例えば、第１のネット
ワークが無線ネットワークである場合、周波数割り当てなどの無線管理機能）を提供する
とともに、第１のネットワークについて例えば基地局ノードとして機能する各通信ノード
から通知される、通信端末（例えば無線端末）の機能情報を保持する。この通信端末の機
能情報の保持されているアドレスが、基地局ノード等として機能する通信ノードに通知さ
れるとともに、基地局ノード等として機能する通信ノードからの読みだし要求に応じて、
その保持されている情報が開示される。例えば、第１のネットワークが無線ネットワーク
である場合、本発明の通信ノードは、基本的に、無線ネットワークへの基地局機能を有す
るノードとなる。
【００７７】
これにより、例えば無線端末などの通信端末が有している機能情報を、例えばＩＥＥＥ１
３９４バスなどの第２のネットワーク上の他のノードに対しても通知できるようになり、
第２のネットワーク上においても、通信端末の機能に対応した通信が実現できるようにな
る。また、通信端末の機能情報を管理ノードに集中して保持できるので、機能情報の管理
が用意になるとともに、第１のネットワークについて例えば基地局ノードとして機能する
通信ノードの機能を軽減することができる。
【００７８】
（Ｂ－４）本発明に係る通信端末（例えば無線端末）は、第１のネットワーク（例えば無
線ネットワーク）へのインタフェース機能を有し、第１のネットワークについて例えば基
地局ノードとして機能する通信ノードからの要求に応じてもしくは自発的に、自端末が有
している機能情報を開示する。また、基地局ノード等として機能する通信ノードから通知
される、第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）上の各ノードが有している
機能情報を受信し保持する。
【００７９】
これにより、例えば無線端末などの通信端末と例えばＩＥＥＥ１３９４バスなどの第２の
ネットワーク上のノード間で、お互いが有している機能情報を交換でき、第２のネットワ
ーク上のノードと通信端末の間における通信が実現できることになる。
【００８０】
（Ｃ－１）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能を持
ち、第１のネットワークによって接続している通信端末（例えば無線端末）との組合せに
よって、第２のネットワーク上の一つのノード（例えばＩＥＥＥ１３９４ノード）として
動作するための機能を提供するノード処理分担手段とを備えている。このときの、通信ノ
ードと通信端末の間のインタフェースが、例えばいわゆる１３９４ＡＰＩとなり、例えば
ＩＥＥＥ１３９４のインタフェース処理機能部分と上位でのアプリケーション実行部分の
間で転送される情報が、無線ネットワークなどの第１のネットワークによって転送されて
いる。
【００８１】
また、例えば、第１のネットワークが無線ネットワークであり、第２のネットワークがＩ
ＥＥＥ１３９４バスである場合に、通信ノードは、ＩＥＥＥ１３９４バス上のトランザク
ション識別子と無線ネットワーク上のトランザクション識別子の間の対応関係や、ＩＥＥ
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Ｅ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルと無線ネットワーク上のリソース情
報との間の対応関係などを保持し、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークの間でのプ
ロトコル変換機能を提供している。
【００８２】
これにより、本発明の通信ノードと通信端末の組合せによって第２のネットワーク上、例
えばＩＥＥＥ１３９４バス上のノード機能を提供できることになり、通信端末を介して、
ユーザーに第２のネットワーク上のサービスを提供することができるようになる。
【００８３】
（Ｃ－２）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能を持
ち、第１のネットワーク上に存在する通信端末（例えば無線端末）内の構成要素（例えば
ＳｕｂＵｎｉｔ）を自ノード内の構成要素として第２のネットワーク側に紹介する。また
、第２のネットワーク上のノード内の構成要素を自ノード内の構成要素として第１のネッ
トワーク側に紹介する。また、例えば、通信ノードと無線端末が無線ネットワーク上を転
送するパケットに、ＡＶ／Ｃプロトコルに使われるＦＣＰフレームを乗せる機能を有して
いる。
【００８４】
また、例えば、第１のネットワークが無線ネットワークであり、第２のネットワークがＩ
ＥＥＥ１３９４バスである場合に、通信ノードは、ＩＥＥＥ１３９４バス上のトランザク
ション識別子と無線ネットワーク上のトランザクション識別子の間の対応関係や、ＩＥＥ
Ｅ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルと無線ネットワーク上のリソース情
報との間の対応関係などを保持し、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークの間でのプ
ロトコル変換機能を提供している。
【００８５】
これにより、本発明の通信ノードは、例えば、無線端末との間でＡＶ／Ｃプロトコルにお
けるＦＣＰフレームを用いた通信を行なえることになるので、各ノードや無線端末内のＳ
ｕｂＵｎｉｔを、物理レイヤを意識せずにお互いに認識できることになる。これによって
、無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バスに跨ったスムーズなＡＶ／Ｃプロトコルの実
行やＨＡＶｉプロトコルの実行が可能となる。また、無線ネットワーク上に複数の無線端
末が存在し、それらが一つの基地局ノード内に存在するように認識されている場合でも、
各無線端末上のＳｕｂＵｎｉｔを識別できるようになる。
【００８６】
（Ｃ－３）本発明に係る通信ノードは、第１のネットワーク（例えば無線ネットワーク）
と第２のネットワーク（例えばＩＥＥＥ１３９４バス）の２つのインタフェース機能を持
ち、第１のネットワーク上に存在する通信端末（例えば無線端末）を自ノード内の構成要
素（例えばＳｕｂＵｎｉｔ）として第２のネットワーク側に紹介する。また、第２のネッ
トワーク上のノード内の構成要素を自ノード内の構成要素として第１のネットワーク側に
紹介する。また、例えば、通信ノードと無線端末が無線ネットワーク上を転送するパケッ
トにＡＶ／Ｃプロトコルに使われるＦＣＰフレームを乗せる機能を有している。さらに、
通信ノードは、例えば、ＡＶ／Ｃコマンドを転送する相手が無線端末である場合には、通
常のＡＶ／Ｃプロトコルではなく、無線端末用のＡＶ／Ｃプロトコル（１３９４ノード内
に無線端末ＳｕｂＵｎｉｔが存在し、さらに、その中にＳｕｂＵｎｉｔが存在するとして
ＡＶ／Ｃコマンドを転送するプロトコル）を実行する。
【００８７】
また、本発明に係る通信ノードは、例えば、第１のネットワークが無線ネットワークであ
り、第２のネットワークがＩＥＥＥ１３９４バスである場合に、ＩＥＥＥ１３９４バス上
のトランザクション識別子と無線ネットワーク上のトランザクション識別子の間の対応関
係や、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルと無線ネットワーク上
のリソース情報との間の対応関係などを保持し、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワー
クの間でのプロトコル変換機能を提供している。
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【００８８】
これにより、本発明の通信ノードは、例えば、無線端末へのＡＶ／Ｃコマンドの転送には
無線ＡＶ／Ｃプロトコル、通常の１３９４ノードへのＡＶ／Ｃコマンドの転送には通常の
ＡＶ／Ｃプロトコルを使って、制御メッセージを送ることができる。また、各ノードや無
線端末内のＳｕｂＵｎｉｔを、物理レイヤを意識せずにお互いに認識できることになり、
これによって、無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バスに跨ったスムーズなＡＶ／Ｃプ
ロトコルの実行やＨＡＶｉプロトコルの実行が可能となる。さらに、無線ネットワーク上
に複数の無線端末が存在し、それらが一つの基地局ノード内に存在するように認識されて
いる場合でも、各無線端末上のＳｕｂＵｎｉｔを識別できるようになる。
【００８９】
なお、装置に係る本発明は方法に係る発明としても成立し、方法に係る本発明は装置に係
る発明としても成立する。
【００９０】
また、装置または方法に係る本発明は、コンピュータに当該発明に相当する手順を実行さ
せるための（あるいはコンピュータを当該発明に相当する手段として機能させるための、
あるいはコンピュータに当該発明に相当する機能を実現させるための）プログラムを記録
したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても成立する。
【００９１】
以上のように本発明によれば、第２のネットワークに接続されたノードと第２のネットワ
ークとは異なるプロトコルによる第１のネットワークに接続された通信端末との間のデー
タ通信を、第１のネットワーク側における変動要因の影響を受けることなく、継続させる
ことが可能になる。
【００９２】
また、本発明によれば、例えば無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バスとが混在する環
境のネットワークにおいて経路遮断などのような無線ネットワークの影響をＩＥＥＥ１３
９４バスに及ぼさないようにすることが可能になる。
【００９３】
また、本発明によれば、例えば無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バスとが混在する環
境のネットワークにおいてハンドオフなどのような無線ネットワークの影響をＩＥＥＥ１
３９４バスに及ぼさないようにすることが可能になる。
【００９４】
また、本発明によれば、無線端末や無線端末内の構成要素をＩＥＥＥ１３９４ノード内の
１つの構成要素として他のＩＥＥＥ１３９４バス上のノードに見せるとともに、無線端末
と通信ノード間の無線通信を、通信ノード内の構成要素間の通信として処理することで、
無線区間で発生すると予想される問題を解消することができる。
【００９５】
また、本発明によれば、無線インタフェースで接続された無線端末に対して、１３９４バ
ス上を転送されている各種の情報を送信することができ、あたかも、無線インタフェース
によって１３９４バスに接続したかのようにデータ通信を実行できるようになる。また、
無線区間において経路遮断が発生したとしても、その影響を１３９４バス側に与えること
なく（バスリセットを発生させず）データ転送を続けることができるとともに、無線端末
が移動している場合のハンドオフ処理を実行しても、その影響を１３９４バス側に与える
ことなく（バスリセットを発生させず）データ転送を続けることができるようになる。
【００９６】
また、本発明によれば、例えば無線ネットワークのような第１のネットワークとＩＥＥＥ
１３９４バスのような第２のネットワークとが混在する環境のネットワークにおいて、第
１のネットワーク上のノードが有する機能に柔軟に対応することが可能となる。
【００９７】
また、本発明によれば、無線端末がどのような画像処理機能やインタフェース機能を有し
ているのかを、有線ネットワーク（ＩＥＥＥ１３９４バス）上のノード認識できるように
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することで、無線端末に送る画像情報のソースを何にすれば良いのかが選択できたり、Ｉ
ＥＥＥ１３９４バス上で必要な帯域がどの程度なのかを知ることができるようになる。
【００９８】
また、本発明によれば、無線端末が有している機能（映像のデコード機能など）に対応し
て、無線端末に送出する映像ソースをＩＥＥＥ１３９４バス上の適当なノードから選択し
て送信できるようになる。
【００９９】
また、本発明によれば、無線ネットワークにおける無線管理ノードへの位置登録処理と、
無線端末が有するサービス情報の通知処理をまとめることによって、無線端末が接続した
ときに、その無線端末の有しているサービス機能を、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノード
に即座に通知できるようになる。
【０１００】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら発明の実施の形態を説明する。
【０１０１】
以下、第１の実施形態～第９の実施形態について説明する。
【０１０２】
第１～第３の実施形態は、概略的には、無線端末を１３９４ノードのＳｕｂＵｎｉｔ（Ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）として認識し、無線端末へのアクセスは、そ
の１３９４ノード上の１つのＳｕｂＵｎｉｔへのアクセスとして実行するようにしたもの
である。
【０１０３】
第４、第５の実施形態は、概略的には、無線端末を１３９４ノードの子ノードとなるダミ
ーノードとしてエミュレートし、無線端末へのアクセスは、その１３９４ノードがエミュ
レートするダミーノードへのアクセスとして実行するようにしたものである。
【０１０４】
第６の実施形態は、概略的には、無線インタフェースと１３９４インタフェースを持つ通
信ノードが、自ノードに接続した無線端末に対し、トランザクションレイヤ以下の機能を
代行することで、無線端末と通信ノードとを組み合わせたものを一つの１３９４ノードと
して機能させるようにしたものである。
【０１０５】
第７～第９の実施形態は、概略的には、無線端末のサービス機能を１３９４ノードのＳｕ
ｂＵｎｉｔとして認識し、あるいは無線端末を１３９４ノードのＳｕｂＵｎｉｔとして認
識するとともに無線端末のサービス機能を当該１３９４ノードのＳｕｂＵｎｉｔ内のＳｕ
ｂＵｎｉｔ（Ｓｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔ）として認識するようにしたものである。
【０１０６】
（第１の実施形態）
本発明の第１の実施形態について説明する。
【０１０７】
図１に、第１のネットワークとしてＩＥＥＥ１３９４バスを用い、第２のネットワークと
して無線ネットワークを用いた通信システムの一例を示す。
【０１０８】
図１に例示されるように、ＩＥＥＥ１３９４バス上には、１３９４インタフェースを有す
る複数の１３９４ノード１０１，１０２，２０１，２０２，２０３，２０４が接続されて
おり、さらにノード１０１，１０２は無線インタフェースも持っている（ノード２０１～
２０４は無線インタフェースは持っていないもとする）。無線インタフェースを持つ１３
９４ノード１０１，１０２を特に「通信ノード」と呼ぶものとする。
【０１０９】
また、図１では、無線端末（通信端末）３０１，３０２が、通信ノード１０２を介してＩ
ＥＥＥ１３９４バス上のノードと通信を行う場合を示している。
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【０１１０】
ＩＥＥＥ１３９４関連のプロトコル（例えば、ＡＶ／Ｃプロトコル）では、１３９４イン
タフェースを有する１３９４ノードを「Ｕｎｉｔ」と呼ばれる単位で認識し、さらに、１
３９４ノード内の構成要素（例えば、コンポーネントシステムの中のカセットテープデッ
キ部分やＣＤデッキ部分など）を「ＳｕｂＵｎｉｔ」と呼ばれる単位で認識する。本実施
形態においては、このＵｎｉｔ／ＳｕｂＵｎｉｔの概念を用いて、通信ノード（１０２）
が１つのＵｎｉｔと認識される場合に、無線端末（３０１，３０２）を、通信ノード（１
０２）のＳｕｂＵｎｉｔとして認識させ、データ転送要求時に、通信ノード（１０２）の
一構成要素として無線端末（３０１，３０２）を紹介する方法について説明する。
【０１１１】
ＩＥＥＥ１３９４上で実行されるＡＶ／Ｃ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）プロトコルでは、例えば、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＣｏｎｔｒｏｌノード（図１では
２０３）から、ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノードに対して、例えば、再生スター
トやストップ、巻き戻しや早送りなどのＡＶ制御コマンドを送ることができるようになっ
ている（“ＡＶ／Ｃ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓｅｔ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ“を参照）。なお、図１では、ノード２０３をＣｏｎｔｒｏｌノードとしているが
、例えばノード１０２やノード２０１など、他のノードがＣｏｎｔｒｏｌノードを兼ねる
ようにしてもよい。
【０１１２】
さて、具体的には、まず、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０３からのコマンド送出に先立ち、Ｃ
ｏｎｔｒｏｌノード２０３が、コマンドを送出する相手となるターゲットノードに対し、
その「内部構成情報」を開示するように要求する（ＡＶ／ＣプロトコルでのＵｎｉｔＩｎ
ｆｏや、ＳｕｂＵｎｉｔＩｎｆｏコマンドに対応）。この内部構成情報の開示要求コマン
ドを受信したターゲットノード（例えば通信ノード１０２）は、自ノード内のＳｕｂＵｎ
ｉｔ群に関する情報をＣｏｎｔｒｏｌノード２０３に開示する。本実施形態では、通信ノ
ード１０２が、自分のノード内に存在するＳｕｂＵｎｉｔの１つとして、「無線端末Ｓｕ
ｂＵｎｉｔ」を紹介することになる。
【０１１３】
このときに、図１の通信ノード１０２が開示する、自ノードの内部構成情報の一例を図２
に示す。図２では、通信ノード１０２がビデオ端末である場合を示しており、その内部に
ビデオカセットＳｕｂＵｎｉｔ２３、チューナーＳｕｂＵｎｉｔ２４とともに、２つの無
線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２５，２６が存在している。この２つの無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２
５，２６は、それぞれ、図１の無線端末３０１，３０２に対応している。
【０１１４】
ここで、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔの記憶方法として、１）無線端末が通信ノード１０２に
接続していない場合でも、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔの情報を記憶しておく方法と、２）無
線端末が通信ノード１０２に接続した場合にのみ、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを追加して、
その情報を記憶しておく方法とが考えられる。このような無線端末の接続によるＳｕｂＵ
ｎｉｔ情報の追加を行う場合には（ＳｕｂＵｎｉｔ情報が、通常、ビデオデッキやオーデ
ィオカセットのようなＵｎｉｔ毎に、あらかじめ固定的に割り当てられているものである
ため）、本実施形態の通信ノードが、システムの運用中でも無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを、
追加／削除できる機能を有しているものとする。
【０１１５】
なお、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔの追加や削除があっても、ＩＥＥＥ１３９４バスではバス
リセットは起こらない。
【０１１６】
また、図２には、通信ノード１０２のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓデータ転送のための、ｉ＿
ｐｌｕｇ（ｉｎｐｕｔ　ｐｌｕｇ）２１とｏ＿ｐｌｕｇ（ｏｕｔｐｕｔ　ｐｌｕｇ）２２
とが存在する。このプラグは、ＩＥＥＥ１３９４バスから、特定のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕ
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ｓチャネル上のデータを受信する場合と、特定のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル上にデ
ータを送信する場合とにそれぞれ使用されるものであり、各々のプラグは、ｉＰＣＲ（ｉ
ｎｐｕｔ　Ｐｌｕｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）やｏＰＣＲ（ｏｕｔｐｕｔ　
Ｐｌｕｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）と呼ばれるプラグ制御用レジスタを介し
て制御されている。なお、ｉ＿ｐｌｕｇ、ｏ＿ｐｌｕｇ、ｉＰＣＲ、ｏＰＣＲの動作の詳
細についてはＩＥＣ６１８８３にプロトコルとして規定されている（“Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ”参照）。
【０１１７】
以下に、図２のようなＳｕｂＵｎｉｔ構成で認識された通信ノード１０２を介して、無線
端末３０１と、ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノード２０１との間でデータ通信が行
われる場合の実行方法について示していく。
【０１１８】
図１から説明に必要な機能を取り出した例を図３に示す。図３においては、１３９４ノー
ド２０１中にビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ３３と１３９４ノード２０１のｉ＿ｐｌｕｇ３
１、ｏ＿ｐｌｕｇ３２が存在し、通信ノード１０２の中には無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２５
と通信ノード１０２のｉ＿ｐｌｕｇ２１、ｏ＿ｐｌｕｇ２２が存在している。また、ＩＥ
ＥＥ１３９４バス上にＣｏｎｔｒｏｌノード２０３が存在し、例えばリモコン装置などの
入力装置等を介して、ユーザが必要なコマンドを送れるようになっている。
【０１１９】
このユーザがコマンドを送る処理は、図３に示したような、リモコン装置１２などの他の
装置によって実行する場合だけではなく、データの送受信を行う通信ノード１０２や１３
９４ノード２０１や、無線端末３０１などから実行する場合、あるいはＣｏｎｔｒｏｌノ
ード２０３に直接入力する場合なども考えられる。
【０１２０】
ここで、無線端末３０１から各コマンドを送るためには、無線端末３０１が、コマンドを
送る対象となるノードが接続しているＩＥＥＥ１３９４バスの「トポロジー情報（Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報）」を知っている必要がある。よって、この場合は、適当なタ
イミングで、通信ノード１０２が無線端末３０１に対して、通信ノード１０２の接続して
いるＩＥＥＥ１３９４バスのトポロジー情報を、無線端末３０１に通知しなければならな
い。この通知のタイミングとしては、ＩＥＥＥ１３９４バスにリセットがかかり、そのバ
スリセット処理が終了したタイミングや、無線端末３０１が通信ノード１０２に接続され
たタイミングなどが考えられる。
【０１２１】
このような構成で、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０３を介し、１３９４ノード２０１上のビデ
オソース上のビデオデータを、ＩＥＥＥ１３９４におけるＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ転送機
能を用いて無線端末３０１に送る処理を実行する場合の、全体の処理の流れを示す。
【０１２２】
以下の一連の処理では、ＡＶ／Ｃプロトコルで規定されているＳｕｂＵｎｉｔに該当する
、１３９４ノード２０１内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔとＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓデータ送
信用プラグ（ｏ＿ｐｌｕｇ）の間や、通信ノード１０２内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔとＩ
ｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓデータ受信用プラグ（ｉ＿ｐｌｕｇ）の間のデータ転送（コネクシ
ョン）を設定するために、Ｃｏｎｎｅｃｔ／ＣｏｎｎｅｃｔＡＶコマンドなど、ＡＶ／Ｃ
プロトコルで規定されているコマンドを用いている。また、１３９４ノード２０１のｏ＿
ｐｌｕｇと通信ノード１０２のｉ＿ｐｌｕｇの間のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルにつ
いては、ＩＥＥＥ１３９４バス上での通信リソース獲得アルゴリズムとして定義されてい
るＩＥＣ６１８８３プロトコルを用いて、そのリソースを確保する場合を示している。
【０１２３】
図４に、処理のシーケンスの一例を示す。
【０１２４】
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（１）ユーザがリモコン等を使って、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０３に、１３９４ノード２
０１から通信ノード１０２（無線端末３０１）へのデータ転送を指示する。
【０１２５】
以下、実際にはリモコンからの処理をＣｏｎｔｒｏｌノードが実行する場合も、簡単のた
めリモコンについての記述は省きＣｏｎｔｒｏｌノードからの処理として記述する。
【０１２６】
（２）次に、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０３が、１３９４ノード２０１と通信ノード１０２
に、それらの内部のＳｕｂＵｎｉｔ構成の開示を要求し、各々のノードがＳｕｂＵｎｉｔ
構成情報をＣｏｎｔｒｏｌノード２０３に通知する。
【０１２７】
（３）次に、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０３が、１３９４ノード２０１内部のビデオソース
ＳｕｂＵｎｉｔとｏ＿ｐｌｕｇの間のコネクションを設定するとともに、通信ノード１０
２内部の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔとｉ＿ｐｌｕｇの間のコネクションを設定する。
【０１２８】
なお、この設定には例えばＡＶ／ＣプロトコルのＣｏｎｎｅｃｔ／ＣｏｎｎｅｃｔＡＶコ
マンド等を使用する。
【０１２９】
（４）次に、通信ノード１０２内部の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔとｉ＿ｐｌｕｇの間のコネ
クションを設定するコマンドを受けた通信ノード１０２が、無線端末３０１との間の通信
回線を確保する。また、無線区間での帯域の確保なども実行する。
【０１３０】
（５）次に、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０３が、１３９４ノード２０１のｏ＿ｐｌｕｇと通
信ノード１０２のｉ＿ｐｌｕｇとの間のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルを設定し、設定
したＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルのチャネル番号を１３９４ノード２０１のｏ＿ｐｌ
ｕｇを制御するｏＰＣＲと、通信ノード１０２のｉ＿ｐｌｕｇを制御するｉＰＣＲとに通
知し、１３９４ノード２０１と通信ノード１０２との間でのＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ通信
を可能にする。
【０１３１】
なお、この設定には、例えばＩＥＣ６１８８３プロトコルを使用する。また、ＩＥＥＥ１
３９４バス上に確保する帯域としては、例えば、既に無線区間に確保されている帯域を用
いるという方法、これから無線区間に確保しようとしている帯域を用いるという方法など
が考えられる。
【０１３２】
（６）次に、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０３が、１３９４ノード２０１のビデオソースＳｕ
ｂＵｎｉｔに、データ送出を指示するとともに、通信ノード１０２の無線端末ＳｕｂＵｎ
ｉｔに、データ受信を指示する。
【０１３３】
なお、この指示には、例えばＡＶ／ＣプロトコルのＷｒｉｔｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
コマンド等を使用する。
【０１３４】
（７）次に、１３９４ノード１０２のビデオソースＳｕｂＵｎｉｔから送出されたデータ
が、１３９４ノード２０１のｏ＿ｐｌｕｇとＩＥＥＥ１３９４バスを経由して、通信ノー
ド１０２のｉ＿ｐｌｕｇに到着する。
【０１３５】
（８）次に、通信ノード１０２では、通信ノード１０２のｉ＿ｐｌｕｇに到着したデータ
を、パケット変換等のプロトコル変換した後、無線端末３０１に転送する。
【０１３６】
なお、上記の例は、ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノードから無線端末へのデータ転
送を実行する場合の例であるが、同様の処理によって、無線端末３０１からＩＥＥＥ１３
９４バス上の他の１３９４ノードへのデータ転送も実行可能である。
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【０１３７】
また、それらのようなデータ転送を実行するためのコマンドの送出を、Ｃｏｎｔｒｏｌノ
ード２０３経由ではなく、ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノード２０１や、無線端末
３０１から直接実行することも可能である。例えば、１３９４ノード２０１からコマンド
送出を実行する場合には、１３９４ノード２０１が、通信ノード１０２のＳｕｂＵｎｉｔ
構成情報を、ＵｎｉｔＩｎｆｏコマンドやＳｕｂＵｎｉｔＩｎｆｏコマンドなどによって
入手してからコマンドを送出する。また、無線端末３０１からコマンド送出を実行する場
合には、無線端末３０１が、同様に１３９４ノード２０１や通信ノード１０２のＳｕｂＵ
ｎｉｔ構成情報を入手してからコマンドを送出する。ただし、無線端末３０１がＩＥＥＥ
１３９４バス上のノードにコマンドを送出する場合には、コマンド送出のため、ＩＥＥＥ
１３９４バス上のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報（各ノードの物理ＩＤ等のトポロジー
情報）を無線端末３０１が知って置く必要がある。
【０１３８】
ところで、このような無線端末３０１との通信にいては、図１の無線区間（通信ノード１
０２と無線端末３０１との間）において、経路遮断などが発生する場合が予想される。通
常、経路遮断などが発生した場合には、再送処理などによってデータを保護する方法が考
えられるが、本実施形態においては、ＩＥＥＥ１３９４のＩｓｏｃｈｏｒｏｎｏｕｓデー
タ転送機能を用いているため、ＩＥＥＥ１３９４のレイヤでは再送機能を提供することは
ない。よって、このような経路遮断が発生した場合には、より上位のレイヤである、ネッ
トワーク／トランスポート／アプリケーションなどの各レイヤで再送処理やデータ損失を
隠蔽する処理を実行する方法が考えられる。
【０１３９】
図５に、本実施形態における通信ノード１０２の内部構成のブロック図の一例を示す。
【０１４０】
本実施形態の通信ノード１０２は、無線ネットワークとのインタフェース処理機能を実行
する無線インタフェース処理部５０１と、無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バスの間
でのプロトコル変換処理を実行するプロトコル変換処理部５０２と、通信ノード１０２内
のＳｕｂＵｎｉｔ構成に関する情報の追加／削除等の管理処理を実行するＳｕｂＵｎｉｔ
構成管理処理部５０４と、ＣｏｎｔｒｏｌノードなどからのＡＶ／Ｃコマンドを受信した
際に、コマンドに相当する処理を実行するＡＶ／Ｃプロトコル処理部５０５と、同様に、
ＣｏｎｔｒｏｌノードからのＩＥＣ６１８８３プロトコルによるコマンドを受信した際に
、そのコマンドに該当する処理を実行するＩＥＣ６１８８３プロトコル実行処理部５０６
と、ＩＥＥＥ１３９４バスのインタフェース処理機能を実行する１３９４インタフェース
処理部５０３とを用いて構成される。
【０１４１】
ここで、無線端末３０１や無線端末３０２が通信ノード１０２に接続した場合には、Ｓｕ
ｂＵｎｉｔ構成管理処理部５０４において、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを追加し、ＡＶ／Ｃ
プロトコルに従ったＳｕｂＵｎｉｔ構成情報の開示要求があった場合に、そのＳｕｂＵｎ
ｉｔ構成情報を開示する。また、ＡＶ／Ｃコマンドによって、そのＳｕｂＵｎｉｔ間を接
続する処理（Ｃｏｎｎｅｃｔ処理等）が要求された際にも、ＳｕｂＵｎｉｔ構成管理処理
部において、それに該当する処理を実行する。
【０１４２】
上記では、無線区間のデータ転送プロトコルについては、特に説明しなかったが、それは
、本実施形態の通信ノードが、その無線区間での通信プロトコルに特定の通信プロトコル
を要求しないことによるものである。つまり、本実施形態では、図１に例示したような通
信システムの無線ネットワークにおける通信プロトコルとして、例えば、ＩＥＥＥ１３９
４バスのプロトコルを用いてもよいし、ＡＴＭのプロトコルを用いてもよいし、ＩＥＥＥ
８０２．１１で規定されるプロトコルを用いてもよい。いずれの場合においても、図５の
プロトコル変換処理部５０２において、ＩＥＥＥ１３９４バスのプロトコルと無線ネット
ワーク側のプロトコル（例えば、無線ＩＥＥＥ１３９４や無線ＡＴＭやＴＤＭＡ方式やパ
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ケットベースのプロトコルやＩＥＥＥ８０２．１１等）とのプロトコル変換処理を実行し
、無線インタフェース処理部５０１が、無線ネットワーク（例えば、無線ＩＥＥＥ１３９
４や無線ＡＴＭやＴＤＭＡ方式やパケットベースのプロトコルやＩＥＥＥ８０２．１１等
）のインタフェース機能を提供する。
【０１４３】
さて、以下では、無線端末から基地局ノードに無線端末のサービス情報を通知し、これを
基地局ノードで記憶し、その基地局ノードに接続している他の１３９４ノードに該サービ
ス情報を該基地局ノード内のＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報として見せる例について説明
する。
【０１４４】
図６に、有線ネットワークとしてＩＥＥＥ１３９４バスを用いた場合のネットワーク構成
例を示す。
【０１４５】
図６の例では、ＩＥＥＥ１３９４バス上に、無線ネットワーク上の周波数割り当てなどの
無線管理機能を提供する無線管理ノード２１０１と、無線インタフェースを有する基地局
ノード２２０１，２２０２と、各基地局ノードに接続している無線端末２３０１，２３０
２が示されている。
【０１４６】
無線端末２３０１は、サービス機能として、ＭＰＥＧ２情報のデコード機能と、１０Ｍｂ
ｐｓまでのデータ送受信が可能な無線インタフェース機能を有しているものとし、無線端
末２３０２は、サービス機能として、ＤＶフォーマットの映像情報のデコード機能と、３
０Ｍｂｐｓまでのデータ送受信が可能な無線インタフェース機能を有しているものとする
。
【０１４７】
これらのサービス機能に関する情報（以下、サービス情報と呼ぶ）は、後述する手順によ
って、各無線端末２３０１，２３０２を収容している基地局ノード２２０１，２２０２内
に保持されている。具体的には、無線端末２３０１については、「ＭＰＥＧ２デコーダ機
能を持ち、その入出力インタフェースは１０Ｍｂｐｓである」などの情報であり、無線端
末２３０２については、「ＤＶデコード機能を持ち、その入出力インタフェースは３０Ｍ
ｂｐｓである」などの情報である。さらに、無線管理端末２１０１は、各基地局ノード２
２０１，２２０２から送られてくる位置登録情報を用いた、無線ネットワーク上での周波
数や帯域の割り当てなどを行なうための、無線管理テーブルを作成して保持している。
【０１４８】
本実施形態では、上記のように、無線端末が有しているサービス情報を、その無線端末が
接続している基地局ノードに記憶させることによって、ＩＥＥＥ１３９４バス上の任意の
ノードから、無線端末内のサービス機能情報が読めるようになっている。そして、この各
無線端末のサービス情報と、ＩＥＥＥ１３９４バス上に存在する各１３９４ノードのサー
ビス情報を用いて、ＩＥＥＥ１３９４バス上の任意の１３９４ノードから、無線端末への
データ転送処理が実現できるようになる。以下に、図６に示したネットワークにおいて、
各無線端末（以下の例では無線端末２３０１）のサービス情報を、該当する基地局ノード
（以下の例では基地局ノード２２０１）に通知して記憶する場合の、具体的な処理手順を
示す。また、このときの処理シーケンスの一例を図７に示す。
【０１４９】
（１）無線端末２３０１が、基地局ノード２２０１に無線的に接続する。
【０１５０】
（２）基地局ノード２２０１が、接続した無線端末２３０１に対応する位置登録情報を、
無線管理ノード２１０１に通知する。この位置登録情報を用いて、無線管理ノード２１０
１が、無線ネットワーク上で無線端末２３０１が使用する、周波数／タイムスロット等の
割り当て処理を行ない、その結果を基地局ノード２２０１に通知する。
【０１５１】
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（３）基地局ノード２３０１が、割り当てられた周波数、タイムスロット等の情報を無線
端末２３０１に通知する。
【０１５２】
（４）これに前後して、基地局ノード２３０１が、無線端末２３０１内のサービス情報の
開示を要求する。そして、開示要求を受けとった無線端末３０１が、自ノード内のサービ
ス情報を基地局ノード２２０１に通知する。
【０１５３】
（５）基地局ノード２２０１が、無線端末２３０１に対応するＳｕｂＵｎｉｔを自ノード
内に作成し、自ノードの一つの構成要素として登録する。また、受け取ったサービス情報
を、その無線端末２３０１に対応するＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報として記憶する。
【０１５４】
（６）基地局ノード２２０１が、接続しているＩＥＥＥ１３９４バス上に存在する、各ノ
ード内のサービス情報を収集し、無線端末２３０１に通知する。
【０１５５】
（７）基地局ノード２２０１が、無線端末２３０１内のサービス情報を、自ノードが接続
しているＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノードに通知する。
【０１５６】
なお、（６）、（７）の処理は、上記のタイミングで実行されなければならないものでは
なく、一連の処理の適当なタイミングで実行されればよい。さらには、実行されなくても
構わない。
【０１５７】
（８）基地局ノード２２０１が、ＩＥＥＥ１３９４バス上に存在する他のノードから、Ｓ
ｕｂＵｎｉｔ情報の開示を求められた場合に、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを含むＳｕｂＵｎ
ｉｔ情報を開示し、ＩＥＥＥ１３９４上の各ノードに無線端末２３０１の存在を認識させ
る。
【０１５８】
（９）基地局ノード２２０１が、ＩＥＥＥ１３９４バス上に存在する他のノードから、自
ノード内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔが持っているサービス情報の開示を求められた場合に
、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報を開示する。
【０１５９】
上記のように、本処理シーケンスにおける処理（６）は、このタイミングで実行されなけ
ればならないものではない。例えば、無線端末２３０１が、通信を開示するときにのみ要
求を出して、ＩＥＥＥ１３９４バス上のサービス情報を通知してもらう方法などが考えら
れる。また、処理（８）、（９）に示したような、各１３９４ノードが要求を出して、基
地局ノード内のＳｕｂＵｎｉｔや各ＳｕｂＵｎｉｔが持つサービス情報などを入手する場
合には、処理（７）に示したような、基地局ノード２２０１からＩＥＥＥ１３９４バス上
の各１３９４ノードに対する、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔが持つサービス情報の通知処理は
不要になる。よって、上記の処理（７）は、必ず実行されなければならないものではない
。
【０１６０】
このような、無線端末と基地局ノードとの間で送受信される、無線端末２３０１内のサー
ビス情報の一例を、図８に示す。本実施形態では、このようなＳｕｂＵｎｉｔ毎のサービ
ス情報を、あらかじめ決められた各ＩＥＥＥ１３９４バス上のノード内の適当なアドレス
フィールド（図８の先頭アドレスで示されるフィールド）に、登録することによって、各
ＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報の登録／参照ができるようになっている。例えば、無線端
末２３０１が接続した際には、まず、基地局ノード２２０１内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ
に対応するサービス情報を書き込むアドレスフィールド（先頭アドレス）を決定し、それ
を無線端末ＳｕｂＵｎｉｔに登録する。そして、この登録されたアドレスフィールドに、
無線端末２３０１が持つサービス情報を書き込むことで、無線端末２３０１のサービス情
報の登録が完了する。そして、ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードが無線端末ＳｕｂＵｎｉ
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ｔのサービス情報を知りたい場合には、まず、基地局ノード２２０１から無線端末Ｓｕｂ
ＵｎｉｔのＳｕｂＵｎｉｔ情報を読みだし、そのＳｕｂＵｎｉｔ情報に登録されているア
ドレスフィールド内の情報を読み出すことで、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報を
入手することができるようになる。
【０１６１】
図８に例示するサービス情報の各項目の内容は以下の通りである。
【０１６２】
ｔｙｐｅ：ＳｕｂＵｎｉｔの種類を示す情報。例えば、無線端末２３０１は「無線端末Ｓ
ｕｂＵｎｉｔ」として記憶される。
【０１６３】
機能：各ＳｕｂＵｎｉｔが有している機能（Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）。例えば、無線端末２３
０１は、ＭＰＥＧ２のデコーダを有しているので、ＭＰＥＧ２デコーダ機能が記述されて
いる。他に、映像表示のディスプレイ機能や無線インタフェース機能などが記されている
。
【０１６４】
通信帯域：無線端末が送受信できる帯域をそれぞれ記述する。この帯域の値が、基地局ノ
ード２２０１内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔとＩＥＥＥ１３９４バスへの入出力用Ｐｌｕｇ
（ｉ＿Ｐｌｕｇやｏ＿Ｐｌｕｇ）の間を接続する、基地局ノード２２０１内部のコネクシ
ョンの帯域を示す。
【０１６５】
ベンダＩＤ：各ノードを作成したベンダを識別する識別子。
【０１６６】
ユニークＩＤ：各ベンダが一意に割り当てるノード識別子。
【０１６７】
なお、このユニークＩＤと上記ベンダＩＤとの組み合わせが、ＩＥＥＥ１３９４バスでの
ＥＵＩ６４アドレスとして定義されている。このＥＵＩ６４アドレスで、ＩＥＥＥ１３９
４バス上の各ノードを一意に識別することができる。
【０１６８】
関連情報：マニュアルなどの、各ノードの関連情報が保持されているインターネット上の
アドレス（ＵＲＬアドレスなど）。必要に応じて、このアドレスに所望のデータをとりに
行く。
【０１６９】
その他：その他に必要なサービス機能に関連する情報を保持していても構わない。
【０１７０】
ここで、上記の情報は、全てがサービス情報のテーブルに登録されているが、この中の、
例えば、ｔｙｐｅやベンダＩＤ、ユニークＩＤなどは、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ情報のテ
ーブル中に登録されていても構わない。
【０１７１】
さらには、上記のサービス情報をＡＶ／Ｃプロトコルで定義されるＳｕｂＵｎｉｔ情報と
同様の方式によって保持していても構わない。
【０１７２】
上述の方法では、各無線端末から、接続している各基地局ノードに通知され記憶されてい
る各無線端末内のサービス情報を、その基地局ノード内に存在する構成要素（無線端末Ｓ
ｕｂＵｎｉｔ）のサービス情報として見せる方法を示している。以下に、このような方法
で、基地局ノード２２０１に通知／記憶された無線端末内のサービス情報を見せる場合の
、ＩＥＥＥ１３９４バス上や各１３９４ノード内でのリソース獲得処理手順の詳細につい
て説明する。
【０１７３】
このような例を示すために、ここでは、図６のＩＥＥＥ１３９４バス上にＭＰＥＧ－２で
エンコードされた映像情報（ＭＰＥＧ－２ソース）を有する１３９４ノード（２２０３）
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が存在し、この１３９４ノード（２２０３）から、無線端末２３０１にＭＰＥＧ－２方式
でエンコードされた映像情報を無線端末２３０１に転送する場合の処理について述べる。
【０１７４】
図９に、関連する機能のみを含むネットワーク構成図を示す。
【０１７５】
図９には、１３９４ノード２２０３が持つ映像を見たいユーザーが扱うリモコン装置２０
１２と、そのリモコン装置からの情報を基に、ＩＥＥＥ１３９４バス上や各１３９４ノー
ド内で必要な処理のためのコマンドを作成／送信するＣｏｎｔｒｏｌノード２２０４と、
１３９４ノード２２０３が持つ映像を受信する無線端末２３０１と、この無線端末２３０
１を収容している基地局ノード２２０１が存在している。また、基地局ノード２２０１内
には、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０２５が存在する。
【０１７６】
このとき、無線端末２３０１は、ＩＥＥＥ１３９４バス上の他のノードから、必ずしも物
理的に（１３９４ノードとして）見えている必要はない。あくまで、基地局ノード２２０
１内のＳｕｂＵｎｉｔとして登録されていて、他の１３９４ノードからの要求に応じて、
その存在を開示すればよい。具体的には、基地局ノード２２０１が、無線端末の代わりに
サービス機能情報の開示処理などを行ない、実際のデータ転送では、ＩＥＥＥ１３９４バ
ス上の１３９４ノードと無線端末との間の接続処理（プロトコル変換等）を行なうことに
なる。
【０１７７】
このように、無線端末２３０１を基地局ノード２２０１内のＳｕｂＵｎｉｔとして扱うこ
とによって、無線端末２３０１と基地局ノード２２０１との間の無線通信を、基地局ノー
ド２２０１内のＳｕｂＵｎｉｔ間の通信に置き換えてＩＥＥＥ１３９４バス側の各１３９
４ノードに見せることができる。また、１３９４ノード２２０３内の個々のＭＰＥＧ－２
の画像ソースは、１３９４ノード２２０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０３
３が持つサービス機能群として認識される。
【０１７８】
このような構成で認識されるネットワークにおいて、１３９４ノード２２０３中に存在す
るＭＰＥＧ－２でエンコードされた映像情報を、無線端末２３０１に転送する場合の処理
の手順を以下に示す。また、このときの処理シーケンスの一例を図１０に、この処理によ
って設定されるＩＥＥＥ１３９４のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルや、Ｓｕｂ」Ｕｎｉ
ｔ間のコネクションの接続状況の例を図１１に示す。
【０１７９】
（１）ユーザーが、リモコン２０１２を介してＣｏｎｔｒｏｌノード２２０４に、ＩＥＥ
Ｅ１３９４バス上に存在するサービス情報の一覧表示を要求する。
【０１８０】
（２）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２２０４が、基地局ノード２２０１と１３９４ノード２２０
３に対して、各ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報の開示要求を送出し、それに対して、各ノ
ードが、自ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報を開示（通知）する。
【０１８１】
（３）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２２０４が、基地局ノード２２０１内の無線端末ＳｕｂＵｎ
ｉｔ２０２５と、１３９４ノード２２０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０３
３に対し、登録されているサービス情報の開示要求を送出し、それに対し、各ノードが無
線端末ＳｕｂＵｎｉｔ／ＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔの持つサービス情報を開示（
通知）する。
【０１８２】
・無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０２５内の機能としては、ＭＰＥＧ－２デコーダ機能を開示
する。
【０１８３】
・ＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０３３内の機能としては、１３９４ノード２２０
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３が保持している個々の画像ソースを開示する。
【０１８４】
（４）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２２０４上に、受けとったサービス情報の一覧を表示し、ユ
ーザーが、これらの情報から、リモコン２０１２を介してＣｏｎｔｒｏｌノード２２０４
に、１３９４ノード２２０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０３３が持つ適当
な画像データ（サービス情報として開示）を、基地局ノード２２０１内の無線端末Ｓｕｂ
Ｕｎｉｔ２０２５（実際には無線端末２３０１）に転送するように要求する。
【０１８５】
（５）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２２０４が、１３９４ノード２２０３内のＭＰＥＧ－２ソー
スＳｕｂＵｎｉｔ２０３３から無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０２５へのデータ転送のための
リソースを確保する。
【０１８６】
・基地局ノード２２０１内のｉ＿ｐｌｕｇ２０２１と無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０２５と
の間を接続する（図１１中のコネクション（１））。
【０１８７】
・１３９４ノード２２０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０３３とｏ＿ｐｌｕ
ｇ２０３１との間を接続する（図１１中のコネクション（３））。
【０１８８】
（６）基地局ノード２２０１が、自ノード内のｉ＿ｐｌｕｇ２０２１と無線端末ＳｕｂＵ
ｎｉｔ２０２５との間を接続するコネクションに対応するリソースを、基地局ノード２２
０１と無線端末２３０１との間で確保する（図１１中のコネクション（２））。
【０１８９】
（７）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２２０４が、ＩＥＣ６１８８３プロトコルによってＩＥＥＥ
１３９４バス上にＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（Ｃｈ＿Ｘ）を確保する（図１１中の
コネクション（４））。
【０１９０】
（８）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２２０４が、上記の処理によって確保したＩｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓチャネル（Ｃｈ＿Ｘ）を用いたデータ転送を、ＩＥＣ６１８８３プロトコルに従っ
て指示する。
【０１９１】
・基地局ノード２２０１のｉ＿ｐｌｕｇ２０２１に対し、Ｃｈ＿Ｘからのデータ受信を指
示する。
【０１９２】
・１３９４ノード２２０３のｏ＿ｐｌｕｇ２０３２に対し、Ｃｈ＿Ｘへのデータ送信を指
示する。
【０１９３】
（９）図１１中のコネクション（１）とコネクション（３）とＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチ
ャネル（４）を通って、１３９４ノード２２０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ
２０３３から、基地局ノード２２０１内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０２５へ、ＭＰＥＧ
－２でエンコードされたデータが転送される。
【０１９４】
また、基地局ノード２２０１内でＩＥＥＥ１３９４バスのプロトコルから無線ネットワー
クへのプロトコルにプロトコル変換された後、無線ネットワーク内に確保されたリソース
（図１１中のコネクション（２））を通って、ＭＰＥＧ－２でエンコードされたデータが
転送される。
【０１９５】
ここで、上記処理シーケンスにおいては、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０２５のサービス情
報を読み出すために、処理（２），（３）の２段階の処理を実行しているが、例えば、Ｓ
ｕｂＵｎｉｔ情報の開示と一緒にサービス情報を開示してしまうことで、処理（２）と処
理（３）を同時に実行してしまう方法も考えられる。また、上記では、ＩＥＥＥ１３９４
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バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルの獲得を、Ｃｏｎｔｒｏｌノード２０４におい
て実行するようになっているが、これは、基地局ノード２２０１や１３９４ノード２２０
３等が行なっても構わない。
【０１９６】
このような、自ノードのサービス情報の通知や、基地局ノードから通知されるＩＥＥＥ１
３９４バス上のサービス情報の登録処理や、無線ネットワーク上のリソース獲得に対応す
る処理を実行する、無線端末２３０１の内部構成のブロック図の一例を図１２に示す。
【０１９７】
図１２の無線端末２３０１内には、無線ネットワークを介して基地局ノードと通信を行な
うための無線インタフェース処理部２７０１と、基地局ノードからの要求によって自ノー
ドのサービス情報を送り返したり、基地局ノードから、基地局が接続しているＩＥＥＥ１
３９４バス上のサービス情報を受けとるためのサービス情報送受信部２７０２と、無線ネ
ットワーク上での通信を行なう際に、リソース獲得のためのプロトコル処理や自ノードか
らの送信制御処理などを実行するデータ通信制御部２７０３と、自ノードのサービス情報
を記憶しておく自ノードサービス情報記憶部２７０４と、基地局が接続しているＩＥＥＥ
１３９４バス上のサービス情報を記憶しておくＩＥＥＥ１３９４サービス情報記憶部２７
０５とが存在している。
【０１９８】
ここで、自ノードサービス情報記憶部２７０４に記憶されている情報は、基本的に、無線
端末２３０１が製造されたときに実装された、各種のサービス情報が記憶されている。そ
して、このサービス情報は、無線端末２３０１に新たに機能が追加された場合には、その
情報が追加され、機能の一部が削除された場合には、その情報も削除されていくことにな
る。
【０１９９】
具体的には、無線端末２３０１に新たなソフトウェアがインストールされ新規に機能が追
加された場合には、その新規機能に対応するサービス情報が無線端末ＳｕｂＵｎｉｔのサ
ービス情報として追加され、無線端末２３０１からソフトウェアがアンインストールされ
既存の機能が削除された場合には、その削除された機能に対応するサービス情報が無線端
末ＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報から削られる。そして、上記の処理手順（２）において
、基地局ノード２２０１からの無線端末２３０１のサービス情報の開示要求が届いた時点
で、自ノードサービス情報記憶部２７０４に記憶している、自ノードのサービス機能に関
する情報を、基地局ノード２２０１に通知する。さらに、ＩＥＥＥ１３９４サービス情報
記憶部２７０５には、図７中の処理手順（４）において基地局ノード２２０１から通知さ
れる、基地局ノード２２０１が接続しているＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノードが有して
いる、サービス情報の一覧が記憶されている。
【０２００】
次に、上記のような無線端末を収容して、ＩＥＥＥ１３９４バス上でのリソース獲得処理
、１３９４ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ間リソース獲得処理を実行して、ＩＥＥＥ１３９４
バス上でのデータ転送処理を実現する、基地局ノード２２０１の内部構成のブロック図の
一例を示す。
【０２０１】
図１３の基地局ノード２２０１内には、無線ネットワークを介して無線端末２３０１との
間で通信を行なうための無線インタフェース処理部２８０１と、無線ネットワークとＩＥ
ＥＥ１３９４バスの間のパケット変換処理等の、プロトコル変換機能を実行するプロトコ
ル変換処理部２８０２と、無線管理ノード２１０１への位置登録情報の通知処理や、無線
管理ノード２１０１からの周波数／タイムスロット／帯域割り当て結果の受信処理や、そ
の受信した結果やＩＥＥＥ１３９４バス上でのＩＥＣ６１８８３プロトコル処理の結果な
どに対応して、無線ネットワーク上でのリソース確保処理などを実行する基地局機能実行
処理部２８０３と、無線端末２３０１との間で、無線端末２３０１上のサービス情報や、
ＩＥＥＥ１３９４バスに接続している各ノード上のサービス情報などを送受信するサービ
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ス情報送受信部２８０４と、ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードや無線端末２３０１との間
でＡＶ／Ｃプロトコルを実行したり、無線端末２３０１に対応する構成要素として無線端
末ＳｕｂＵｎｉｔを作成し、その作成したＳｕｂＵｎｉｔ情報を、ＩＥＥＥ１３９４バス
に接続している各ノードに通知したり、ＩＥＥＥ１３９４バス上の他のノードから受けと
ったＳｕｂＵｎｉｔ情報をＩＥＥＥ１３９４サービス情報記憶部２８１０に記憶するなど
の、ＳｕｂＵｎｉｔ情報の管理や送受信処理を実行するＡＶ／Ｃプロトコル処理部２８０
５と、ＩＥＥＥ１３９４バス上におけるリソース獲得／割り当て処理として定義されてい
る、ＩＥＣ６１８８３プロトコルを実行するＩＥＣ６１８８３プロトコル処理部２８０６
と、初期化時の処理としてＩＥＥＥ１３９４バスの構成確認処理を実行する構成認識処理
実行部２８０７と、ＩＥＥＥ１３９４バスへのインタフェース機能を提供するＩＥＥＥ１
３９４バスインタフェース処理部２８０８と、自ノードに接続している無線端末のサービ
ス情報を記憶する無線端末サービス情報記憶部２８０９と、上記のＩＥＥＥ１３９４バス
の構成認識処理やＳｕｂＵｎｉｔ情報の送受信によって獲得した、ＩＥＥＥ１３９４バス
上の各ノードが有するサービス情報を記憶するＩＥＥＥ１３９４サービス情報記憶部２８
１０とが存在している。
【０２０２】
以下では、無線端末が無線ネットワーク中で移動し、接続する通信ノードが変化（ハンド
オフ）する場合の実施形態として、第２の実施形態と第３の実施形態を示す。第２の実施
形態と第３の実施形態の各ノードや無線端末は基本的に第１の実施形態で説明した機能を
有するものであるので、第２の実施形態と第３の実施形態では第１の実施形態と相違する
点を中心に説明する。
【０２０３】
（第２の実施形態）
図１４に例示するように、無線端末６２１が無線ネットワーク中で移動し、接続する通信
ノードが通信ノード６０２から通信ノード６０１に変化（ハンドオフ）する場合の実施形
態について説明する。図１４では、無線インタフェースと１３９４インタフェースを有す
る通信ノード６０１，６０２と、無線インタフェースを持たず１３９４インタフェースを
有する１３９４ノード６１１，６１２が存在し、１３９４ノード６１１がＩＥＥＥ１３９
４バス上でのＣｏｎｔｒｏｌノードになっている場合を示している。また、無線端末６２
１が存在し、この無線端末６２１が通信ノードと通信をしながら、無線ネットワーク中を
移動していく場合について説明する。
【０２０４】
第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、無線端末６２１と１３９４ノード
６１２間でＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ通信を行う場合を考える。ここで、このようなハンド
オフ処理を実行する場合の、ＩＥＥＥ１３９４バス上の通信ノードの振舞いとしては、ハ
ンドオフ処理を実行する際に、１）ＩＥＥＥ１３９４バス上で新たにＩｓｏｃｈｒｏｎｏ
ｕｓチャネルを獲得してからハンドオフ処理を実現する場合と、２）新たなＩｓｏｃｈｒ
ｏｎｏｕｓは獲得せず、それまで使用していたＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルを用いて
ハンドオフ処理を実現する場合が考えられる。
【０２０５】
第２の実施形態では、前者の新たなＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルを獲得してハンドオ
フ処理を実現する場合について説明する。なお、第３の実施形態では、後者の新たなＩｓ
ｏｃｈｒｏｎｏｕｓは獲得せず、それまで使用していたＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル
を用いてハンドオフ処理を実現する場合について説明する。
【０２０６】
図１５と図１６に、それぞれ、１３９４ノード６１２中のビデオソースから通信ノード６
０２を経由して、無線端末６２１にビデオ映像が送られていた際に、無線端末６２１が移
動したことによって、通信ノード６０２から通信ノード６０１にハンドオフ処理される前
と後のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルやＳｕｂＵｎｉｔ間のコネクションの状態を示す
。
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【０２０７】
まず、図４と同様のシーケンスが実行される。これによって、ハンドオフ処理の前の状態
において、１３９４ノード６１２が、ビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５３からｏ＿ｐｌｕｇ
５２経由でＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）にビデオデータを送出しており
、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）上のデータを通信ノード６０２が受信し
、ｉ＿ｐｌｕｇ４１経由で無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ４３に転送している。ここで、この無
線端末ＳｕｂＵｎｉｔへのデータ転送処理は、実際には、通信ノード６０２から無線端末
６２１へのプロトコル変換／データ転送処理によって実行されている。
【０２０８】
このとき、無線端末６２１が移動したことにより、通信ノード６０１にハンドオフしたと
する。本実施形態では、このハンドオフ処理時に、無線端末６２１が、直前まで接続して
いた通信ノード（ここでは通信ノード６０２）のＩＥＥＥ１３９４バスの物理ＩＤや、デ
ータ転送に用いていたＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルの情報（チャネル番号（Ｘ）や帯
域等）や、通信ノード６０２内でのＳｕｂＵｎｉｔ構成／ＳｕｂＵｎｉｔ間接続などの情
報を、新たに接続する通信ノード６０１に通知する必要がある。
【０２０９】
このため、通信ノード６０２は、無線端末６２１が接続された際に、上記の物理ＩＤや、
ＳｕｂＵｎｉｔ関連情報等を無線端末６２１に通知する機能や、ハンドオフ実行時に、無
線端末６２１から前記情報を受信し、それに対応する処理を実行する機能を有している。
また、無線端末６２１は、前述の通信ノード６０２から通知された情報を保持する機能や
、ハンドオフ実行時に、上記情報を新たに接続する通信ノード６０１に通知する機能を有
している。
【０２１０】
以下の例においては、上記の、各通信ノードが無線端末接続時に、無線端末に通知する情
報（ノードの物理ＩＤや、無線端末６２１へのデータ転送に用いているＩｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）の情報（チャネル番号や帯域等）や、自ノード内部のＳｕｂ
Ｕｎｉｔ構成／接続の情報など）を「ハンドオフ情報」と呼ぶことにする。
【０２１１】
以下、無線端末６２１が通信ノード６０２から通信ノード６０１にハンドオフする際に実
行される処理の手順について説明する。
【０２１２】
図１７に、この場合の処理のシーケンスの一例を示す。また、図１８に、このときの通信
ノード６０１，６０２における処理の手順の一例を示す。
【０２１３】
（０）無線端末６２１が通信ノード６０２に接続しており、通信ノード６０２と無線端末
６２１との間に無線リソースが確保されている。
【０２１４】
（１）Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１からの指示（第１の実施形態で説明したものと同様の
指示）によって、１３９４ノード６１２から無線端末６２１へのデータ通信が開始される
（すなわち、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャンネル（ｃｈ＝Ｘ）や、１３９４ノード６１２
／通信ノード６０２内のＳｕｂＵｎｉｔ間接続などを設定する）。
【０２１５】
（２）通信ノード６０２が、ハンドオフ情報を無線端末６２１に通知する。
【０２１６】
（３）無線端末６２１が移動し、接続するノードを通信ノード６０２から通信ノード６０
１に変更するハンドオフ処理が開始され、通信ノード６０１と無線端末６２１との間の無
線リソースが確保される。
【０２１７】
（４）無線端末６２１が、直前まで接続していた通信ノード６０２のハンドオフ情報を通
信ノード６０１に通知する。
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【０２１８】
（５）通信ノード６０１が、通知されたハンドオフ情報中のＳｕｂＵｎｉｔ情報に従って
、無線ＳｕｂＵｎｉｔ（図１６の６３）を自ノード内に作成する。
【０２１９】
（６）通信ノード６０１が、受信したハンドオフ情報から作成した、ハンドオフ処理のた
めのコマンドをＣｏｎｔｒｏｌノード６１１に通知する。
【０２２０】
（７）通信ノード６０１からのコマンドに基づいて、Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１が以下
の処理を実行する。
【０２２１】
（ａ）例えばＡＶ／ＣプロトコルのＣｏｎｎｅｃｔコマンドにより、通信ノード６０１の
ｉ＿ｐｌｕｇ６１と無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ６３との間を接続する。
【０２２２】
（ｂ）例えばＩＥＣ６１８８３プロトコルにより、通信ノード６０１のｉ＿ｐｌｕｇ６１
と通信ノード６０２のｏ＿ｐｌｕｇ４２との間に、データ転送用のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕ
ｓチャネル（ｃｈ＝Ｙ）を設定する。
【０２２３】
（ｃ）例えばＡＶ／Ｃプロトコルのｃｏｎｎｅｃｔコマンドにより、通信ノード６０２の
ｉ＿ｐｌｕｇ４１とｏ＿ｐｌｕｇ４２との間を接続する。
【０２２４】
（ｄ）例えばＡＶ／ＣプロトコルのＤｉｓｃｏｎｎｅｃｔコマンドにより、通信ノード６
０２のｉ＿ｐｌｕｇ４１と無線ＳｕｂＵｎｉｔ４３との間のコネクションを切断する。
【０２２５】
（８）上記の（７）の（ｃ）で通信ノード６０２のｉ＿ｐｌｕｇ４１とｏ＿ｐｌｕｇ４２
との間を接続した時点から、１３９４ノード６１２のビデオデータが、Ｉｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）を通って通信ノード６０２に転送され、通信ノード６０２内
で折り返した後、再度Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｙ）を通って通信ノード
６０１に転送される。
【０２２６】
（９）これと前後して、通信ノード６０２内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを削除し、通信ノ
ード６０２と無線端末６２１との間の無線リソースを解放する。
【０２２７】
（１０）通信ノード６０１が、ハンドオフ情報を無線端末６２１に通知する。
【０２２８】
さらに無線端末６２１が移動した場合には、上記の（３）～（１０）の処理が繰り返され
る。
【０２２９】
なお、上記の処理（６）においては、ハンドオフ情報を受け取った通信ノード６０１がＣ
ｏｎｔｒｏｌノード６１１に対して、所定のコマンドを送出するように指示を出す方法を
示しているが、このような方法だけでなく、無線端末６２１がリモコン操作と同様の方法
で、Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１に指示を出す方法も考えられる。この場合は、無線端末
６２１から新たに接続した通信ノード（上記の例では通信ノード６０１）に通知するハン
ドオフ情報から、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルの情報や直前まで接続していた通信ノ
ード（上記の例の通信ノード６０２）の物理ＩＤや内部のＳｕｂＵｎｉｔ間の接続情報な
どは通知する必要がなくなる代わりに、Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１に、ハンドオフ情報
を読み取って、必要な処理を実行するためのハンドオフ処理機能が必要になる。
【０２３０】
また、上記の処理では、Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１と通信ノード６０１，６０２を別の
ノードとして処理をする場合を示しているが、これも、このような方法だけではなく、通
信ノード６０１あるいは通信ノード６０２がＣｏｎｔｒｏｌノード６１１の機能を有して
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いる場合も考えられる。
【０２３１】
さらに、上記の処理手順においては、ハンドオフ処理の終了後に、（９）にて、ハンドオ
フされたノード（上記の例では通信ノード６０２）内に作られていた無線端末ＳｕｂＵｎ
ｉｔを削除することにしているが、必ずしも無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを削除する必要はな
い。例えば、各通信ノードが無線端末が接続されていないときでも無線端末ＳｕｂＵｎｉ
ｔを保持するようにしておき、実際に無線端末が接続したときのみ、自ノード内のｉ＿ｐ
ｌｕｇやｏ＿ｐｌｕｇと、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを接続できるようにする、という方法
も考えられる。
【０２３２】
ここで、図１８の手順について説明する。
【０２３３】
最初に、無線端末の移動がない場合あるいは無線端末の移動元の通信ノードに関して説明
する。
【０２３４】
まず、通信ノードは、無線端末の接続がない状態である（ステップＳ１）。ここで、無線
端末が接続する場合（ステップＳ２）、その無線端末に関してハンドオフ情報がないなら
ば（ステップＳ３）、無線ＳｕｂＵｎｉｔを追加し（ステップＳ４）、無線端末を接続す
る（ステップＳ５）。
【０２３５】
ここで、無線端末が切断する場合（ステップＳ６）にはステップＳ１に戻るが、データ転
送要求がされたならば（ステップＳ７）、対象となる１３９４ノードと無線端末との間の
データ転送に必要なリソース確保し（ステップＳ８）、無線端末へハンドオフ情報を通知
し（ステップＳ９）、ＩＥＥＥ１３９４バスから受信したデータを無線端末に転送する（
ステップＳ１０）。
【０２３６】
なお、ここで、他の無線端末がさらに接続する場合（ステップＳ１４）には、新たな無線
端末の接続処理が開始する（ステップＳ１５）。
【０２３７】
さて、ステップ１０において、当該無線端末が当該通信ノードから切断される場合（ステ
ップＳ１１）に、一定時間内にＣｏｎｎｅｃｔ、Ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ、（ｃｈ＿ｙ）へ
のデータ通信開始要求を受信しなければ（ステップＳ１２）、当該無線端末はいずれの通
信ノードとも接続しないとみなし、（ｃｈ＿ｘ）を切断し（ステップＳ１３）、ステップ
Ｓ１に戻る。
【０２３８】
一方、一定時間内にＣｏｎｎｅｃｔ、Ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ、（ｃｈ＿ｙ）へのデータ通
信開始要求を受信したならば（ステップＳ１２）、当該無線端末は他の通信ノードに移動
したことになるので、ハンドオフの処理を実行する（ステップＳ１６）。そして、（ｃｈ
＿ｘ）から（ｃｈ＿ｙ）への折り返し処理（中継処理）を実行する（ステップＳ１７）。
【０２３９】
なお、ここで、他の無線端末がさらに接続する場合（ステップＳ１９）には、新たな無線
端末の接続処理が開始する（ステップＳ１５）。
【０２４０】
さて、ステップ１７において、（ｃｈ＿ｘ）の切断の指示を受信した場合（ステップＳ１
８）、（ｃｈ＿ｘ）を切断し（ステップＳ２０）、ｉ＿ｐｌｕｇとｏ＿ｐｌｕｇとの間を
Ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔするとともに（ｃｈ＿ｙ）を切断し（ステップＳ２１）、ステップ
Ｓ１に戻る。
【０２４１】
次に、無線端末の移動先の通信ノードに関して説明する。
【０２４２】
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まず、通信ノードは、無線端末の接続がない状態である（ステップＳ１）。ここで、無線
端末が接続する場合（ステップＳ２）、その無線端末に関してハンドオフ情報があるなら
ば（ステップＳ３）、無線ＳｕｂＵｎｉｔを追加し（ステップＳ２２）、ハンドオフ情報
からコマンドを作成し、Ｃｏｎｔｒｏｌノードに該コマンドを通知する（ステップＳ２３
）。
【０２４３】
ここで、一定時間内にＣｏｎｎｅｃｔ、（ｃｈ＿ｘ）のデータ受信開始要求を受信しなけ
れば（ステップＳ２４）、ステップＳ５に移り、ハンドオフの処理は行わない。一定時間
内にＣｏｎｎｅｃｔ、（ｃｈ＿ｘ）のデータ受信開始要求を受信したならば（ステップＳ
２４）、ハンドオフの処理を実行し（ステップＳ２５）、当該無線端末へハンドオフ情報
を通知し（ステップＳ２６）、ステップＳ１０に移り、ＩＥＥＥ１３９４バスから受信し
たデータを無線端末に転送する。
【０２４４】
なお、上記の例は、ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノードから無線端末へのデータ転
送を実行する場合の例であるが、同様の処理によって、無線端末からＩＥＥＥ１３９４バ
ス上の他の１３９４ノードへのデータ転送も実行可能である。
【０２４５】
図１９に、本実施形態における通信ノード６０２の内部構成のブロック図の一例を示す。
【０２４６】
本実施形態の通信ノード６０２は、無線ネットワークとのインタフェース処理機能を実行
する無線インタフェース処理部９０１と、無線ネットワークとＩＥＥＥ１３９４バス間の
プロトコル変換処理を実行するプロトコル変換処理部９０２と、通信ノード６０２内のＳ
ｕｂＵｎｉｔ構成に関する情報の追加／削除などの管理処理を実行するＳｕｂＵｎｉｔ構
成管理処理部９０４と、ＣｏｔｒｏｌノードなどからのＡＶ／Ｃコマンドを受信した際に
、コマンドに相当する処理を実行するＡＶ／Ｃプロトコル処理部９０５と、同様に、Ｃｏ
ｎｔｒｏｌノードからのＩＥＣ６１８８３プロトコルによるコマンドを受信した際に、そ
れに該当する処理を実行するＩＥＣ６１８８３プロトコル処理部９０６と、ハンドオフ情
報の送受信処理を実行するハンドオフ情報送受信処理部９０７と、自ノード内部のＳｕｂ
Ｕｎｉｔ情報などのハンドオフ情報を作成するハンドオフ情報作成処理部９０８と、受信
したハンドオフ情報を解析して、通信ノード６０２内での無線端末ＳｕｂＵｎｉｔの追加
処理や各ＳｕｂＵｎｉｔ間の接続状況の変更処理を実行したり、ハンドオフする／される
通信ノードやＩＥＥＥ１３９４バス上での必要な処理を認識したり、その処理に対応する
コマンドをＣｏｎｔｒｏｌノード６１１を介して送出するなどの処理を実行するハンドオ
フ情報解析処理部９０９と、ＩＥＥＥ１３９４バスのインタフェース処理機能を実行する
１３９４インタフェース処理部９０３とを用いて構成される。
【０２４７】
本実施形態のＳｕｂＵｎｉｔ構成管理処理部９０４で実行される処理としては、第１の実
施形態に示された処理以外に、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔなどの自ノード内部のＳｕｂＵｎ
ｉｔ情報をハンドオフ情報作成処理部９０８に通知する処理や、ハンドオフ情報解析処理
部９０９から通知されるＳｕｂＵｎｉｔ構成情報に基づいて、自ノード内のＳｕｂＵｎｉ
ｔ構成に新たなＳｕｂＵｎｉｔを追加したり、自ノードのＳｕｂＵｎｉｔ構成を変更した
りする等の処理が実行されることになる。
【０２４８】
（第３の実施形態）
図１４に例示するように、無線端末６２１が無線ネットワーク中で移動し、接続する通信
ノードが通信ノード６０２から通信ノード６０１に変化（ハンドオフ）する場合で、ハン
ドオフ処理を実行する際に、新たなＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルを獲得せずにハンド
オフ処理を実現する場合について説明する。
【０２４９】
図２０と図２１に、それぞれ、無線端末６２１が移動したことにより、通信ノード６０２
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から通信ノード６０１にハンドオフする前と後のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルや通信
ノード内部のＳｕｂＵｎｉｔ間のコネクションの状態をそれぞれ示す。
【０２５０】
まず、図４と同様のシーケンスが実行される。これによって、ハンドオフ処理の前の状態
において、１３９４ノード６１２が、ビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５３からｏ＿ｐｌｕｇ
５２経由でＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）にビデオデータを送出しており
、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）上のデータを通信ノード６０２が受信し
、ｉ＿ｐｌｕｇ４１経由で無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ４３に転送している。ここで、この無
線端末ＳｕｂＵｎｉｔへのデータ転送処理は、実際には、通信ノード６０２から無線端末
６２１へのプロトコル変換／データ転送処理によって実行されている。
【０２５１】
このとき、無線端末６２１が移動したことにより、通信ノード６０１にハンドオフしたと
する。本実施形態においても、このハンドオフ処理に必要なハンドオフ情報を無線端末６
２１と通信ノード６０２，６０１の間で通知し合う必要がある。この情報としては、第２
の実施形態と同様に、直前まで接続していた通信ノード（この例では通信ノード６０２）
のＩＥＥＥ１３９４バスでの物理ＩＤや、データ受信のために使用していたＩｓｏｃｈｒ
ｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）に関する情報や、通信ノード６０２内でのＳｕｂＵｎｉ
ｔ構成／ＳｕｂＵｎｉｔ間接続の情報等が上げられる。
【０２５２】
よって、本実施形態の通信ノード６０２でも、無線端末６２１が接続された際に、上記ハ
ンドオフ情報を無線端末６２１に通知する機能や、ハンドオフ処理を実行する際に、無線
端末６２１から前記ハンドオフ情報を受信し、その情報を基に自ノード内のＳｕｂＵｎｉ
ｔ構成やＳｕｂＵｎｉｔ間接続状況等を変更する機能を有している。また、本実施形態の
無線端末６２１も、上記の通信ノード６０２から通知された情報を保持する機能や、ハン
ドオフ処理を実行する際に、上記情報を新たに接続する通信ノード６０１に通知する機能
を有している。
【０２５３】
以下に、無線端末６２１が、通信ノード６０２から通信ノード６０１にハンドオフする際
に実行される処理の手順について説明する。
【０２５４】
図２２に、この場合の処理のシーケンスの一例を示す。また、図２３に、このときの通信
ノード６０１，６０２における処理の手順の一例を示す。
【０２５５】
（０）無線端末６２１が通信ノード６０２に接続しており、通信ノード６０２と無線端末
６２１との間に無線リソースが確保されている。
【０２５６】
（１）Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１からの指示（第１の実施形態で説明したものと同様の
指示）によって、１３９４ノード６１２から無線端末６２１へのデータ通信が開始される
（すなわち、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャンネル（ｃｈ＝Ｘ）や、１３９４ノード６１２
／通信ノード６０２内のＳｕｂＵｎｉｔ間接続などを設定する）。
【０２５７】
（２）通信ノード６０２が、ハンドオフ情報を無線端末６２１に通知する。
【０２５８】
（３）無線端末６２１が移動し、接続するノードを通信ノード６０２から通信ノード６０
１に変更するハンドオフ処理が開始され、通信ノード６０１と無線端末６２１との間の無
線リソースが確保される。
【０２５９】
（４）無線端末６２１が、直前まで接続していた通信ノード６０２のハンドオフ情報を通
信ノード６０１に通知する。
【０２６０】
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（５）通信ノード６０１が、通知されたハンドオフ情報中のＳｕｂＵｎｉｔ構成情報に従
って、無線ＳｕｂＵｎｉｔ（図２１の６３）を自ノード内に作成する。
【０２６１】
（６）通信ノード６０１が、受信したハンドオフ情報から作成した、ハンドオフ処理のた
めのコマンドをＣｏｎｔｏｒｌノード６１１に通知する。
【０２６２】
（７）通信ノード６０１からのコマンドに基づいて、Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１が以下
の処理を実行する。
【０２６３】
（ａ）例えばＩＥＣ６１８８３プロトコルにより、通信ノード６０１のｉ＿ｐｌｕｇ６１
にＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）を受信するように設定する。
【０２６４】
（ｂ）例えばＡＶ／ＣプロトコルのＣｏｎｎｅｃｔコマンドにより、通信ノード６０１の
ｉ＿ｐｌｕｇ６１と無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ６３との間を接続する。
【０２６５】
（ｃ）例えばＡＶ／ＣプロトコルのＤｉｓｃｏｎｎｅｃｔコマンドにより、通信ノード６
０２のｉ＿ｐｌｕｇ４１と無線ＳｕｂＵｎｉｔ４３との間のコネクションを切断する。
【０２６６】
（ｄ）例えばＩＥＣ６１８８３プロトコルにより、通信ノード６０２のｉ＿ｐｌｕｇにＩ
ｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）の受信中止を設定する。
【０２６７】
（８）上記の（７）の（ｂ）で通信ノード６０１のｉ＿ｐｌｕｇ６１と無線端末ＳｕｂＵ
ｎｉｔ６３との間を接続した時点から、１３９４ノード６１２のビデオデータが、Ｉｓｏ
ｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＝Ｘ）を通って通信ノード６０１に転送され、通信ノー
ド６０１でプロトコル変換処理を施された後、無線端末６２１に転送されることで、ビデ
オデータの無線端末６２１への転送が実現できる。
【０２６８】
（９）これと前後して、通信ノード６０２内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを削除し、通信ノ
ード６０２と無線端末６２１との間の無線リソースを解放する。
【０２６９】
（１０）通信ノード６０１が、ハンドオフ情報を無線端末６２１に通知する。
【０２７０】
さらに無線端末６２１が移動した場合には、上記の（３）～（１０）の処理が繰り返され
る。
【０２７１】
なお、上記の処理（６）においても、ハンドオフ情報を受け取った通信ノード６０１がＣ
ｏｎｔｒｏｌノード６１１に対して、所定のコマンドを送出するように指示を出す方法を
示しているが、このような方法だけでなく、無線端末６２１がリモコン操作と同様の方法
で、Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１に指示を出す方法も考えられる。
【０２７２】
また、上記の処理では、Ｃｏｎｔｒｏｌノード６１１と通信ノード６０１，６０２を別の
ノードとして処理をする場合を示しているが、これも、このような方法だけでなく、通信
ノード６０１あるいは通信ノード６０２がＣｏｎｔｒｏｌノード６１１の機能を有してい
る場合も考えられる。
【０２７３】
さらに、上記の処理手順においては、ハンドオフ処理の終了後に、（９）にて、ハンドオ
フされたノード（上記の例では通信ノード６０２）内に作られていた無線端末ＳｕｂＵｎ
ｉｔを削除することにしているが、必ずしも無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを削除する必要はな
い。例えば、各通信ノードが無線端末が接続されていないときでも無線端末ＳｕｂＵｎｉ
ｔを保持するようにしておき、実際に無線端末が接続したときのみ、自ノード内のｉ＿ｐ

10

20

30

40

50

(39) JP 3922817 B2 2007.5.30



ｌｕｇやｏ＿ｐｌｕｇと、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを接続できるようにする、という方法
も考えられる。
【０２７４】
ここで、図２３の手順について説明する。ここでは、図１８の手順との相違点について説
明する。
【０２７５】
無線端末の移動元の通信ノードでは、図１８のステップＳ１６，ステップＳ１７，Ｓ１８
，Ｓ１９，Ｓ２０，Ｓ２１に相当する手順はなく、その代わりに、ステップＳ１１６のハ
ンドオフ処理において、ｉ＿ｐｌｕｇと無線端末ＳｕｂＵｎｉｔとの間をＤｉｓｃｏｎｎ
ｅｃｔするとともにｉ＿ｐｌｕｇの（ｃｈ＿ｘ）からの受信を終了する（また、無線端末
ＳｕｂＵｎｉｔを削除することもある）。
【０２７６】
また、無線端末の移動先の通信ノードは、ステップＳ２５で無線端末の移動元の通信ノー
ドが用いていたのと同じＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ｃｈ＿ｘ）から受信するため
の設定を行う点が、第２の実施形態と相違する。
【０２７７】
なお、上記の例は、ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノードから無線端末へのデータ転
送を実行する場合の例であるが、同様の処理によって、無線端末からＩＥＥＥ１３９４バ
ス上の他の１３９４ノードへのデータ転送も実行可能である。
【０２７８】
なお、本実施形態の通信ノード６０２の内部構成のブロック図の一例は、図１９に示した
ブロック図と同様になるが、そのＳｕｂＵｎｉｔ構成管理処理部９０４で実行される処理
としては、第２の実施形態に示された処理と異なり、新たなＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャ
ネルをＩＥＥＥ１３９４バス上に設定することなく、元々使われていたＩｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓチャネルを使ってハンドオフを実行する処理になっている。
【０２７９】
以上の第１～第３の実施形態では、無線端末を１３９４ノードのＳｕｂＵｎｉｔとして認
識するようにした実施形態について説明してきたが、以下の第４、第５の実施形態では、
無線端末を１３９４ノードの子ノードとなるダミーノードとしてエミュレートするように
した実施形態について説明する。
【０２８０】
第４の実施形態では、第１の実施形態のように基本的な構成・動作について説明し、第５
の実施形態では、第２、第３の実施形態のように無線端末についてハンドオフが生じる場
合について説明する。
【０２８１】
（第４の実施形態）
図２４に、第１のネットワークとしてＩＥＥＥ１３９４バスを用い、第２のネットワーク
として無線ネットワークを用いた通信システムの一例を示す。
【０２８２】
図２４に例示されるように、ＩＥＥＥ１３９４バス上には、１３９４インタフェースを有
する複数の１３９４ノード１１０１，１１０２，１２０１，１２０２，１２０３，１２０
４が接続されており、さらにノード１１０１，１１０２は無線インタフェースも持ってい
る（ノード１２０１～１２０４は無線インタフェースは持っていないものとする）。
【０２８３】
本実施形態の通信ノード１１０１，１１０２は、自ノードが持っている無線インタフェー
スに無線端末（通信端末）が接続されることを予想して、あらかじめダミーノード２００
１，２００２が接続しているかのように動作する。図２４の例では、各通信ノード１１０
１，１１０２に、それぞれ、１つのダミーノード２００１，２００２が接続される場合を
示しているが、通信ノードに接続できるダミーノードの数は、１つに限定されるものでは
なく、複数のダミーノードが接続しているように見せるようにしてもよい。本実施形態で
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は、簡単のために１つのダミーノードを接続した場合について説明する。
【０２８４】
また、図２４では、無線端末（通信端末）１３０１，１３０２が、それぞれ、通信ノード
１１０１，１１０２を介してＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと通信を行う場合を示して
いる。
【０２８５】
ＩＥＥＥ１３９４のプロトコルによれば、ＩＥＥＥ１３９４バス上に新たなノードが接続
されたり、接続していたノードが切り離されたりした場合には、バスをリセットして、新
たな「構成認識処理」を実行するようになっている。このバスリセット時の構成認識処理
としては、まず、各ノード間での親子関係を決定し、この結果、全てのノードの親ノード
となったノードが、ＩＥＥＥ１３９４バス上でのＲｏｏｔノードと認識される（ＩＥＥＥ
１３９４プロトコルでのＴｒｅｅ－ＩＤ処理）。次に、Ｒｏｏｔノードとなったノードか
らの要求に従って、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノードの物理ＩＤを割り当てるとともに
、各ノードの構成情報をＩＥＥＥ１３９４バス上の全ノードに通知する（ＩＥＥＥ１３９
４プロトコルでのＳｅｌｆ－ＩＤ処理）。これらの処理によって、ＩＥＥＥ１３９４バス
上の全てのノードが、ＩＥＥＥ１３９４バスの構成情報（トポロジー情報）を保持するこ
とができるようになっている。
【０２８６】
このような構成認識処理を実行する際に、本実施形態における通信ノード１１０１は、自
ノードに無線端末が接続しているか否かにかかわらず（接続している場合と接続していな
い場合のいずれの場合でも）、ダミーノード２００１を自分の子ノードとして隣接ノード
間での親子関係を確立し、通信ノード１１０２も、同様に、自ノードに無線端末が接続し
ているか否かにかかわらず、ダミーノード２００２を自分の子ノードとして隣接ノード間
での親子関係を確立する（Ｔｒｅｅ－ＩＤ処理）。また、この結果からＲｏｏｔノードと
認識されたノードが、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノードの物理ＩＤを順次設定する（Ｓ
ｅｌｆ－ＩＤ処理）際に、本実施形態の通信ノード１１０１，１１０２は、それぞれ、こ
のＳｅｌｆ－ＩＤ処理がダミーノード２００１，２００２に対して実行されたときに、ダ
ミーノード２００１，２００２に換わって応答し、Ｒｏｏｔノードから割り当てられたダ
ミーノード用の物理ＩＤを記憶する。また、このダミーノード２００１，２００２にそれ
ぞれ割り当てられた物理ＩＤは、前述のように、ＩＥＥＥ１３９４バス上の全てのノード
に通知されるので、当該ダミーノードを持つ通信ノード以外の１３９４ノード（当該通信
ノード以外の通信ノードを含む）も、ＩＥＥＥ１３９４バス上に当該ダミーノードが存在
するものと認識する。
【０２８７】
本実施形態においては、このダミーノードに割り当てられた物理ＩＤを用いて、通信ノー
ド（１１０１とする）に接続される無線端末（１３０１とする）と、ＩＥＥＥ１３９４バ
ス上に存在する他の１３９４ノード（１２０１とする）との間のデータ転送処理を実行す
ることになる。具体的には、通信ノード１１０１が、ダミーノード２００１宛ての１３９
４パケットを受信した際に、その受信したパケットを無線区間を伝送する無線パケットに
変換して、通信ノード１１０１に接続している無線端末１３０１に転送する。また、通信
ノード１１０１が無線端末１３０１から、ある１３９４ノード（例えば、１２０１）宛の
無線パケットを受信すると、その受信した無線パケットを該当する１３９４ノード（例え
ば、１２０１）宛の１３９４パケットに変換し、通信ノード１１０１の接続しているＩＥ
ＥＥ１３９４バス上に転送する、などのエミュレート処理を実行する。
【０２８８】
図２４の例のようにＩＥＥＥ１３９４バス上にノードが接続する状態になっている場合に
、１３９４バス上でバスリセットが発生し、上記のような新たな構成認識処理が実行され
た後に構成される、ＩＥＥＥ１３９４バスのトポロジー情報の一例を図２５に示す。図２
５では、１３９４ノード１２０２がＲｏｏｔノードとなっており、他のノードにそれぞれ
物理ＩＤが割り当てられている（物理ＩＤはｎで示す）。また、ダミーノード２００１，
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２００２にも物理ＩＤ＝４，１がそれぞれ割り当てられているかのように、トポロジー認
識されていることがわかる。
【０２８９】
次に、上記のような状態において、図２６に示すように、無線端末１３０１がＩＥＥＥ１
３９４バスに接続した場合の具体的なデータ転送処理について説明する。ここで、無線端
末１３０１は、予め取り決められた所定の手順によって通信ノード１１０１と通信ノード
１１０２のいずれかに接続されることになる。この無線端末１３０１が接続する通信ノー
ドの選択方法には、無線インタフェースを介して実行する方法や、ＩＥＥＥ１３９４バス
のプロトコルを用いて実行する方法などが想定されるが、他の方法を用いても構わない。
図２６の例においては、無線端末１３０１が通信ノード１１０１に接続し、ダミーノード
２００１であるかのように通信を行う場合が示されている。
【０２９０】
図２６の通信システムにおいて、無線端末１３０１から１３９４ノード１２０１にデータ
を転送する際には、以下のような処理を順次実行する。
【０２９１】
図２７に、実行される処理のシーケンスの一例を示す。また、図２８に、下記のようなデ
ータ転送処理を実行する通信ノードにおける、ネットワーク運用中の処理手順の一例を示
す。
【０２９２】
（１）まず、無線手順によって、無線端末１３０１が接続する通信ノードが選択される（
ここでは、通信ノード１１０１が選択されたものとする）。また、使用する周波数やスロ
ットなどが割り当てられ、無線端末にも通知される。
【０２９３】
（２）次に、通信ノード１１０１（物理ＩＤ＝５）が、ダミーノード２００１に割り当て
られた物理ＩＤ（ｎ＝４）や、ＩＥＥＥ１３９４バスのトポロジー情報（図２５の各ノー
ドの物理ＩＤ等の情報）を無線端末１３０１に通知する。
【０２９４】
（３）無線端末１３０１から、１３９４ノード１２０１（物理ＩＤ＝７）に対して、パケ
ットが送信される。送信パケットは、無線プロトコルによってＩＥＥＥ１３９４バス上の
物理ＩＤ＝４のノードから物理ＩＤ＝７へのパケットとして認識される。なお、無線プロ
トコルのパケットとして１３９４パケットを用いる方法もある。
【０２９５】
（４）通信ノード１１０１は、無線端末１３０１から受信したパケットをＩＥＥＥ１３９
４バスのパケットに変換するなどのプロトコル変換処理を行う。
【０２９６】
（５）通信ノード１１０１は、プロトコル変換処理を行ったパケットを、ＩＥＥＥ１３９
４プロトコルに従って物理ＩＤ＝７の１３９４ノード１２０１に向けて送信する。
【０２９７】
（６）上記パケットを受け取った１３９４ノード１２０１は、受信したパケットに記され
ている処理を実行した後、送信ノードである物理ＩＤ＝４のノードに対して、Ａｃｋ／Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信する。
【０２９８】
（７）通信ノード１１０１は、ＩＥＥＥ１３９４バスから受信したＡｃｋ／Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅメッセージを無線プロトコルに変換するなどのプロトコル変換処理を行う。
【０２９９】
（８）通信ノード１１０１は、無線プロトコルに応じて必要であれば、１３９４ノード１
２０１からのＡｃｋ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅの内容を無線端末１３０１に転送する。無線ネッ
トワークで用いられるプロトコルによって必要がなければ、通信ノード１１０１から無線
端末１３０１へのＡｃｋ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットの送信はしないようにしても構わな
い。
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【０３００】
なお、上記では、無線端末１３０１から１３９４ノード１２０１へのデータ転送について
説明したが、同様の手順によって（通信ノード１１０１内でのプロトコル変換処理を逆に
することで）、１３９４ノード１２０１から無線端末１３０１へのデータ転送も実現でき
る。
【０３０１】
また、上記の（３）以降のデータ転送処理における無線区間のデータ転送方式は、無線ネ
ットワーク独自のデータ転送方式でも、ＩＥＥＥ１３９４プロトコルを無線通信に適応し
た「無線１３９４プロトコル」でのデータ転送方式のどちらでも構わない。
【０３０２】
ここで、図２８の手順について説明する。
【０３０３】
まず、通信ノードは、バスがリセットされると、ＩＥＥＥ１３９４プロトコルでのＴｒｅ
ｅ－ＩＤ処理やＳｅｌｆ－ＩＤ処理を実行し（ステップＳ２０１）、１３９４ノードとし
て動作する（ステップＳ２０２）。ステップＳ２０１の処理では、所定数のダミーノード
を自分の子ノードとして隣接ノード間での親子関係を確立する。
【０３０４】
ここで、無線端末が接続する場合（ステップＳ２０３）、エミュレート機能が実行可能で
なければ（ステップＳ２０４）、接続を却下して（ステップＳ２０５）、ステップＳ２０
２に戻るが、エミュレート機能が実行可能であれば（ステップＳ２０４）、当該無線端末
に、対応するダミーノードの物理ＩＤやＩＥＥＥ１３９４バスのトポロジー情報を当該無
線端末に通知し（ステップＳ２０６，Ｓ２０７）、当該物理ＩＤを用いたエミュレート処
理を実行する（ステップＳ２０８）。
【０３０５】
ここで、無線端末が切断した場合（ステップＳ２０９）、他にエミュレート処理を実行し
ていなければ（ステップＳ２１０）、ステップＳ２０２に戻り、他にエミュレート処理を
実行していれば（ステップＳ２１０）、ステップＳ２０８の処理を続行する。また、他の
無線端末が接続する場合（ステップＳ２１１）には、新たな無線端末の接続処理を開始す
る（ステップＳ２１２）。
【０３０６】
次に、図２６の無線ネットワーク中の通信ノード１１０１と無線端末１３０１との間にお
いて、経路遮断などが発生した場合を考える。このとき、無線端末１３０１から送出され
たパケットは無線区間において消失してしまうことになるので、適当な時間待った後に、
再度送信することによって経路遮断の問題を回避できる。しかし、１３９４ノードから無
線端末１３０１に向かって送られたパケットが消失した場合は、ＩＥＥＥ１３９４プロト
コルとの整合を考え、以下のような手順で処理を行う方法が考えられる。
【０３０７】
図２９に、この場合の処理のシーケンスの一例を示す。
【０３０８】
（１）１３９４ノード１２０１から無線端末１３０１に送られるデータが、物理ＩＤ＝７
から物理ＩＤ＝４へのパケットに乗せられて通信ノード１１０１に届けられる。
【０３０９】
（２）通信ノード１１０１において受信したパケットのプロトコル変換等の処理を施した
後に、そのパケットを無線端末１３０１に向かって送信する。ここで、無線区間（無線端
末１３０１と通信ノード１１０１との間）で経路遮断が発生し、通信ノード１１０１から
無線端末１３０１へ送信されたパケットが無線区間において消滅する。
【０３１０】
（３）一定時間経ても、無線端末１３０１からのＡｃｋ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅｐパケットが
届かない場合は、通信ノード１１０１は、１３９４ノード１２０１に対して、ＡｃｋＰｅ
ｎｄｉｎｇやＡｃｋＢｕｓｙなどのメッセージを返す（ＩＥＥＥ１３９４プロトコルに規
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定されている処理を行う）。
【０３１１】
（４）通信ノード１１０１は、無線端末１３０１からのＡｃｋ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケッ
トを受信するまで、再送処理を繰り返し実行する。
【０３１２】
（５）無線端末１３０１は、通信ノード１１０１からのパケットを受信したら、適当な処
理を行った後に、そのパケットに対するＡｃｋ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットを送り返す。
【０３１３】
（６）通信ノード１１０１は、無線端末１３０１からのＡｃｋ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケッ
トを受け取ったら、プロトコル変換処理を行った後に、物理ＩＤ＝４からのＡｃｋＣｏｍ
ｐｌｅｔｅ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットとして、そのパケットを物理ＩＤ＝７の１３９４
ノード１２０１に送信する。
【０３１４】
なお、無線区間において無線１３９４プロトコルを用いてデータ転送を行っている場合に
は、無線区間の経路遮断はＩＥＥＥ１３９４バスの切断と同じように行われることになる
。このため、無線区間で経路遮断が発生すると、無線区間独自でのバスリセットが実行さ
れることになり、以下のような手順でデータ転送処理が再開される。なお、無線区間で経
路遮断が発生しても、図２４のＩＥＥＥ１３９４バスではバスリセットは起こらない。
【０３１５】
図３０に、この処理のシーケンスの一例を示す。
【０３１６】
（１）１３９４ノード１２０１から無線端末１３０１に送られるデータが、物理ＩＤ＝７
から物理ＩＤ＝４へのパケットに乗せられて通信ノード１１０１に届けられる。
【０３１７】
（２）無線区間（無線端末１３０１と通信ノード１１０１との間）で経路遮断が発生する
。
【０３１８】
（３）無線区間でのバスリセットが実行される。
【０３１９】
（４）無線区間でのバスリセットが発生した場合には、通信ノード１１０１は、無線端末
１３０１へのトランザクション全てをＦａｉｌしたものとして、無線端末１３０１へのデ
ータ転送を行っている１３９４ノード１２０１などに通知する。
【０３２０】
（５）図２７で例示した無線端末接続のための処理（１）と（２）を再実行する。
【０３２１】
（６）接続処理が終了したら、１３９４ノード１２０１からのデータ転送を再開する。
【０３２２】
このような方法によって、無線区間に経路遮断が発生した場合でも、有線のＩＥＥＥ１３
９４バスのリセットを伴うことなく、データ転送処理を継続することができるようになる
。
【０３２３】
図３１に、本実施形態の通信ノード１１０１の内部構成のブロック図の一例を示す。
【０３２４】
本実施形態の通信ノード１１０１には、無線端末１３０１との通信を行うための無線イン
タフェース処理部１７０１と、ダミーノードのための処理や、ＩＥＥＥ１３９４バス上で
無線端末のエミュレート処理を実行するエミュレート処理実行部１７０２と、ＩＥＥＥ１
３９４バスでの自動構成認識処理を実行する構成認識処理実行部１７０３と、無線区間と
ＩＥＥＥ１３９４バス上のパケットフォーマット変換等を実行するプロトコル変換処理部
１７０４と、ＩＥＥＥ１３９４バス上での通信を行うための１３９４インタフェース処理
部１７０５とを用いて構成される。プロトコル変換処理部１７０４では、エミュレート処
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理実行部１７０２の結果を用いて、無線インタフェース処理部１７０１で受け取ったパケ
ットを、どの１３９４ノードに送信するのかといった処理や、逆に１３９４インタフェー
ス処理部１７０５で受信した１３９４パケットの中から必要なパケットを無線端末１３０
１に転送するといった処理等の、無線プロトコルとＩＥＥＥ１３９４プロトコルとの間の
プロトコル変換処理を実行している。
【０３２５】
さて、以下では、無線端末から基地局ノードに通知／記憶される無線端末のサービス情報
を、その基地局ノードに接続している別の１３９４ノードが持つサービス情報として見せ
る例について説明する（図３２を参照）。
【０３２６】
この場合は、まず、ＩＥＥＥ１３９４バスの初期化（バスリセット）処理時に、基地局ノ
ード２９０１が、無線端末２９１０に対応する仮想１３９４ノード（ダミーノード）２９
１１が基地局ノード２９０１のリーフ（子ノードとして）に接続しているように振舞い、
ダミーノード２９１１を基地局ノード２９０１のリーフのノードとして、バス上の他の１
３９４ノードに認識させる。このときの、無線端末２９１０が有するサービス情報の開示
方法としては、例えば、第１の実施形態の最後の部分で説明したように（図６～図１３）
、ダミーノード２９１１内のＳｕｂＵｎｉｔとして無線端末２９１０を開示し、その無線
端末に対応するＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報として無線端末２９１０が有するサービス
情報を開示する方法や、ダミーノード２９１１内に無線端末２９１０が有するＭＰＥＧ－
２デコーダ機能などの各機能に対応するＳｕｂＵｎｉｔ（例えば、ＭＰＥＧ－２デコーダ
ＳｕｂＵｎｉｔ等）を定義し、これらの各ＳｕｂＵｎｉｔのサービス情報として、無線端
末２９１０が有するサービス情報を開示する方法などが考えられる。以下、本実施形態に
おいては、ダミーノード２９１１内に無線端末ＳｕｂＵｎｉｔを定義し、このＳｕｂＵｎ
ｉｔが有するサービス情報として、無線端末２９１０内のＭＰＥＧ－２デコーダ機能を開
示する場合について説明する。
【０３２７】
図３２に、関連する機能のみを含むＩＥＥＥ１３９４バスのネットワーク構成図を示す。
ここでは、第１の実施形態の図９の場合と同様に、ＩＥＥＥ１３９４バス上にＭＰＥＧ－
２でエンコードされた映像情報（ＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０５３）を有する
１３９４ノード２９０３が存在し、そこから無線端末２９１０に、ＭＰＥＧ－２方式でエ
ンコードされた映像情報を転送する場合の処理について説明する。図３２には、映像を見
たいと思ったユーザーが扱うリモコン装置２０１２と、そのリモコン装置から通知される
情報から、ＩＥＥＥ１３９４バス上や各１３９４ノード内で必要な処理のためのコマンド
を作成／送信するＣｏｎｔｒｏｌノード２９０４と、無線端末２９１０を収容する基地局
ノード２９０１が存在している。本実施形態では、基地局ノード２９０１が、無線端末２
９１０を、自ノードのリーフノードとして接続している仮想的な１３９４ノード内のＳｕ
ｂＵｎｉｔとして、他の１３９４ノードに認識させる。そのため、図３２では、基地局ノ
ード２９０１に、無線端末２９１０に対応する仮想的な１３９４ノード（ダミーノード）
２９１１が接続する構成になっている。
【０３２８】
まず、基地局ノード２９０１は、ダミーノード２９１１中に、無線端末２９１０に対応す
る無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０４５を定義する。そして、無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０４
５が有するサービス機能として、無線端末２９１０内のＭＰＥＧ－２デコード機能を登録
する。このダミーノードをＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノードに認識させるための
構成認識処理は、ＩＥＥＥ１３９４バスのバスリセットに伴って実行されるＴｒｅｅ－Ｉ
Ｄ処理／Ｓｅｌｆ－ＩＤ処理によって実行される。ここで、ダミーノード２９１１中への
無線端末ＳｕｂＵｎｉｔの登録処理は、無線端末２９１１が無線ネットワークに接続した
ときに実行する方式や、無線端末２９１１に関係なく、基地局ノード２９０１がＩＥＥＥ
１３９４バスに接続した時点で、あらかじめ登録してしまっておく方式などが考えられる
。
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【０３２９】
このように、基地局ノード２９０１が、無線端末２９１０を基地局ノード２９０１に接続
した１３９４ノード２９１１内のＳｕｂＵｎｉｔとして扱う（認識させる）ことで、無線
端末２９１０と基地局ノード２９０１との間の無線区間を、基地局ノード２９０１とダミ
ーノード２９１１との間のＩＥＥＥ１３９４ケーブルに置き換えて、ＩＥＥＥ１３９４バ
ス上の各ノードに見せることができる。また、１３９４ノード２９０３内の個々のＭＰＥ
Ｇ－２の画像ソースは、１３９４ノード２９０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ
２０５３が持つサービス機能群として認識される。
【０３３０】
このような構成で認識されるネットワークにおいて、１３９４ノード２９０３中に存在す
るＭＰＥＧ－２でエンコードされた映像情報を、無線端末２９１０に転送する場合の処理
の手順を以下に示す。また、このときの処理シーケンスの一例を図３３に、この処理によ
って設定されるＩＥＥＥ１３９４のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルや、ＳｕｂＵｎｉｔ
間のコネクションの接続状況の例を図３４に示す。
【０３３１】
（１）ユーザーが、リモコン２０１２を介してＣｏｎｔｒｏｌノード２９０４に、ＩＥＥ
Ｅ１３９４バス上に存在するサービス情報の一覧表示を要求する。
【０３３２】
（２）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２９０４が、ダミーノード２９１１と１３９４ノード２９０
３に対して、各ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報の開示要求を送出し、それに対して、各ノ
ードが自ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報を開示（通知）する。
【０３３３】
・ダミーノード２９１１については、基地局ノード２９０１が代わりに応答する。
【０３３４】
（３）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２９０４が、ダミーノード２９１１内の無線端末ＳｕｂＵｎ
ｉｔ２０４５と、１３９４ノード２９０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０５
３に対し、登録されているサービス情報の開示要求を送出し、それに対し、各ノードが無
線端末ＳｕｂＵｎｉｔ／ＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔの持つサービス情報を開示（
通知）する。
【０３３５】
・無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ内のＭＰＥＧ－２デコーダ機能については、基地局ノード２９
０１が代わりに開示する。
【０３３６】
・ＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ内の機能としては、１３９４ノード２９０３が保持
している個々の画像ソースを開示する。
【０３３７】
（４）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２９０４もしくはリモコン２０１２上に、Ｃｏｎｔｒｏｌノ
ード２９０４が受信したサービス情報の一覧を表示し、ユーザーが、これらの情報から、
リモコン２０１２を介して、１３９４ノード２９０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎ
ｉｔ２０５３が持つ適当な画像データ（サービス情報として開示）を、ダミーノード２９
１１内の無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０４５に転送するように要求する。
【０３３８】
（５）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２９０４が、１３９４ノード２９０３内のＭＰＥＧ－２ソー
スＳｕｂＵｎｉｔ２０５３からの、データ転送を実行する。まず、各ノードの内部のＳｕ
ｂＵｎｉｔ間の接続要求を送出する。
【０３３９】
・ダミーノード２９１１内のｉ＿ｐｌｕｇ２０４１と無線端末ＳｕｂＵｎｉｔ２０４５と
の間を接続し、基地局ノード２９０１がダミーノード２９１１のエミュレート処理を実行
する（図３４中のコネクション（１））。
【０３４０】
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１．ダミーノード２９１１宛のパケットを受信し、無線ネットワークのパケットに変換し
て、無線ネットワークのプロトコルに従って無線端末２９１０に送信する。
【０３４１】
２．無線端末２９１０からのパケットを受信し、ＩＥＥＥ１３９４バス上のパケットに変
換して、その宛先情報から、宛先ノードとなるＩＥＥＥ１３９４バス上のノードを識別す
る。
【０３４２】
３．ＩＥＥＥ１３９４バスのプロトコルに従って、識別した宛先の１３９４ノードにパケ
ットを送出する。
【０３４３】
・１３９４ノード２９０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ２０５３とｏ＿ｐｌｕ
ｇ２０５２との間を接続する（図３４中のコネクション（３））。
【０３４４】
（６）基地局ノード２９０１が、ダミーノード２９１１内のｉ＿ｐｌｕｇ２０４１とＭＰ
ＥＧ－２デコーダＳｕｂＵｎｉｔ２０５３との間を接続するコネクションに対応するリソ
ースを、無線端末２９１０との間で確保する（図３４中のコネクション（２））。
【０３４５】
（７）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２９０４が、ＩＥＣ６１８８３プロトコルによってＩＥＥＥ
１３９４バス上にＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（Ｃｈ＿Ｘ）を確保する（図３４中の
コネクション（４））。
【０３４６】
（８）Ｃｏｎｔｒｏｌノード２９０４が、上記の処理によって確保したＩｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓチャネル（Ｃｈ＿Ｘ）を用いたデータ転送を、ＩＥＣ６１８８３プロトコルに従っ
て指示する。
【０３４７】
・ダミーノード２９１１のｉ＿ｐｌｕｇ２０４１に対し、Ｃｈ＿Ｘからのデータ受信を指
示する。
【０３４８】
・１３９４ノード２９０３のｏ＿ｐｌｕｇ２０５２に対し、Ｃｈ＿Ｘへのデータ送信を指
示する。
【０３４９】
（９）図３４中のコネクション（１）とコネクション（３）とＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチ
ャネル（４）を通って、１３９４ノード２９０３内のＭＰＥＧ－２ソースＳｕｂＵｎｉｔ
２０５３から、ダミーノード２９１１内のＭＰＥＧ－２デコーダＳｕｂＵｎｉｔ２０４５
へ（実質的には基地局ノード２９０１へ）、ＭＰＥＧ－２でエンコードされた映像データ
が転送される。実際には、基地局ノード２９０１内でＩＥＥＥ１３９４バスから無線ネッ
トワークへのプロトコル変換処理を実行された後、無線ネットワーク内に確保されたリソ
ース（図３４中のコネクション（２））を通って、ＭＰＥＧ－２でエンコードされたデー
タが無線端末２９１０に転送される。
【０３５０】
このような、サービス情報の通知／登録処理を行なって、ＩＥＥＥ１３９４バス上でのデ
ータ転送処理を実現する無線端末２９１０の内部構成は、第１の実施形態で図１２に示し
た無線端末の内部構成と同様である。しかし、基地局ノード２９０１の内部構成には、無
線端末２９１０を基地局ノード内の一つのＳｕｂＵｎｉｔとしてではなく、ＩＥＥＥ１３
９４バス上の一つの１３９４ノード（ダミーノード）として認識させるための機能が必要
となる。
【０３５１】
図３５に、本実施形態の基地局ノード２９０１の内部構成のブロック図の一例を示す。
【０３５２】
図３５の基地局ノード２９０１内には、無線ネットワークを介して無線端末３０１との間
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で通信を行なうための無線インタフェース処理部２９８１と、無線ネットワークとＩＥＥ
Ｅ１３９４バスの間のパケット変換処理等の、プロトコル変換機能を実行するプロトコル
変換処理部２９８２と、無線管理ノードへの位置登録情報の通知処理や、無線管理ノード
からの周波数／タイムスロット／帯域割り当て結果の受信処理や、その受信した結果やＩ
ＥＥＥ１３９４バス上でのＩＥＣ６１８８３プロトコル処理の結果等に対応して、無線ネ
ットワーク上でのリソース確保処理などを実行する基地局機能実行処理部２９８３と、無
線端末２９１０との間で、無線端末２９１０上のサービス情報や、ＩＥＥＥ１３９４バス
に接続している各ノード上のサービス情報などを送受信するサービス情報送受信部２９８
４と、無線端末２９１０が基地局ノード２９０１に接続したことを受け、無線端末２９１
０に対応するダミーノード２９１１のエミュレート処理として、ダミーノード２９１１の
ための構成認識処理や、ダミーノード宛に送られてきた１３９４パケットのプロトコル変
換処理部２９８２への転送処理や、無線端末２９１０のサービス情報を用いたダミーノー
ド２９１１のサービス情報を、ＩＥＥＥ１３９４バス上の他の１３９４ノードに通知する
などのサービス情報の送受信処理等を実行するエミュレート処理実行部２９８５と、ＩＥ
ＥＥ１３９４バス上におけるリソース獲得／割り当て処理として定義されている、ＩＥＣ
６１８８３プロトコルを実行するＩＥＣ６１８８３プロトコル処理部２９８６と、初期化
時の処理として、ＩＥＥＥ１３９４バスの構成認識処理を実行する構成認識処理実行部２
９８７と、ＩＥＥＥ１３９４バスへのインタフェース機能を提供するＩＥＥＥ１３９４バ
スインタフェース処理部２９８８と、自ノードに接続している無線端末２９１０のサービ
ス情報を記憶する無線端末サービス情報記憶部２９８９と、上記のＩＥＥＥ１３９４バス
の構成認識処理によって獲得した、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノードが有するサービス
情報や、エミュレート処理実行部２９８５を介して収集されるダミーノードのサービス情
報等を記憶するＩＥＥＥ１３９４サービス情報記憶部２９９０とが存在している。
【０３５３】
ここで、ダミーノード２９１１のためのエミュレート処理を実行するエミュレート処理実
行部２９８５の機能は、例えば、ＩＥＥＥ１３９４関連のプロトコルとして定義されてい
る、ＡＶ／Ｃ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコルの実行機能を伴
っている場合が考えられる。このときは、エミュレート処理実行部２９８５は、ＡＶ／Ｃ
プロトコルを実行して、無線端末サービス情報記憶部２９８９やＩＥＥＥ１３９４サービ
ス情報記憶部１２１０内に記憶するサービス情報を収集することができると共に、このサ
ービス情報を用いて、ＩＥＥＥ１３９４バス上のリソース獲得処理（ＩＥＣ６１８８３プ
ロトコル処理）や、各１３９４ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ間接続処理などを起動すること
になる。
【０３５４】
また、本実施形態の基地局ノード２９０１は、ダミーノード２９１１のエミュレート処理
も実行するため、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース処理部２９８８では、基地局ノード２
９０１の物理ＩＤ（ｎ＝４）宛のパケットと共にダミーノード２９１１の物理ＩＤ（ｎ＝
５）宛のパケットを受信する処理や、基地局ノード２９０１からのパケットとともにダミ
ーノード２９１１からのパケットの送出処理を実行する。このような、エミュレート処理
を実行すべきダミーノードの物理ＩＤの値（ｎ＝５）は、ＩＥＥＥ１３９４バスの自動構
成認識処理を実行する構成認識処理実行部２９８７によって通知される。この物理ＩＤ（
ｎ＝５）の値は、同様に、エミュレート処理実行部２９８５にも通知され、エミュレート
処理実行部２９８５でのエミュレート処理に用いられることにもなる。
【０３５５】
（第５の実施形態）
次に、本実施形態の通信ノードを含む図２６に示すような通信システムにおいて、無線端
末１３０１が移動していく場合の、ＩＥＥＥ１３９４バス上における通信ノード間でのハ
ンドオフ手順について説明する。なお、本実施形態の各ノードや無線端末は基本的に第４
の実施形態で説明した機能を有するものであるので、本実施形態では第４の実施形態と相
違する点を中心に説明する。
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【０３５６】
ここでは、図３６に例示するように、ＩＥＥＥ１３９４バス上に複数の無線インタフェー
スを有する通信ノード（１８０１，１８０２）が存在し、無線端末１９０１が移動する場
合に、無線端末１９０１を収容するノードが、通信ノード１８０１から通信ノード１８０
２に変更していくものとする。
【０３５７】
具体的な処理の方法としては、無線端末（１９０１）は、直前まで収容されていた通信ノ
ード（本例では１８０１）で用いられていたエミュレート処理のための物理ＩＤ（本例で
はｎ＝４）を記憶しておき、ハンドオフ処理の実行時に、新たに収容される通信ノード（
本例では１８０２）に対して、その記憶している物理ＩＤを通知する。そして、以降のデ
ータ転送方法としては、例えば、１）無線端末から物理ＩＤを通知された通信ノードが、
その通知された物理ＩＤを用いて無線端末のエミュレート処理を行う方式や、２）無線端
末から物理ＩＤを通知された通信ノードが、その通知された物理ＩＤの通信ノードに対し
て、自ノード（すなわち、新たに無線端末を収容する通信ノード）へのデータ転送命令を
送る方法が考えられる。以下、最初に前者の方法について説明し、次に後者の方法につい
て説明する。
【０３５８】
まず、図３６のネットワークにおいて、無線端末１９０１が移動する直前まで収容されて
いた通信ノード１８０１で用いられていたエミュレート処理用の物理ＩＤ（ｎ＝４）を、
新たに収容される通信ノード１８０２に通知し、通知された通信ノード１８０２が、その
通知された物理ＩＤ（ｎ＝４）を用いてエミュレート処理を行う場合の処理手順を以下に
示す。
【０３５９】
図３７に、この場合の処理のシーケンスの一例を示す。また、図３８に、このときの通信
ノード１８０１，１８０２での処理の手順の一例を示し、図３９に、無線端末１９０１で
の処理の手順の一例を示す。
【０３６０】
（１）無線手順で、無線端末１９０１が通信ノード１８０１に接続することが決定する。
【０３６１】
（２）通信ノード１８０１が、自ノードでのエミュレート処理に使用する物理ＩＤ（ｎ＝
４）を、無線端末３０１に通知する。
【０３６２】
（３）その後、無線端末１９０１が移動し、無線手順によって、無線端末１９０１が通信
ノード１８０２に接続することが決定する。
【０３６３】
（４）無線端末１９０１が、直前まで使用していたエミュレーション用の物理ＩＤ（ｎ＝
４）を、通信ノード１８０２に通知する。
【０３６４】
（５）通信ノード１８０２が、今後、物理ＩＤ（ｎ＝４）を用いたエミュレート処理を開
始する旨を、物理ＩＤ（ｎ＝４）のノード（実質的に通信ノード１８０１）に対して通知
する。
【０３６５】
（６）通信ノード１８０１は、通信ノード１８０２から物理ＩＤ（ｎ＝４）を用いたエミ
ュレート処理の開始を通知されたら、物理ＩＤ（ｎ＝４）を用いたエミュレート処理を終
了する。
【０３６６】
（７）通信ノード１８０１が、エミュレート処理の終了を通信ノード１８０２に通知する
。
【０３６７】
（８）通信ノード１８０２が、自身が持っているエミュレート用の物理ＩＤ（ｎ＝１）の

10

20

30

40

50

(49) JP 3922817 B2 2007.5.30



代わりに、無線端末１９０１から通知された物理ＩＤ（ｎ＝４）を用いてエミュレート処
理を開始する。
【０３６８】
（９）さらに移動するたびに、上記の（３）～（８）の処理を繰り返す。
【０３６９】
ここで、図３８の通信ノードでの処理の手順について説明する。
【０３７０】
まず、通信ノードは、バスがリセットされると、ＩＥＥＥ１３９４プロトコルでのＴｒｅ
ｅ－ＩＤ処理やＳｅｌｆ－ＩＤ処理を実行し（ステップＳ３０１）、１３９４ノードとし
て動作する（ステップＳ３０２）。ステップＳ３０１の処理では、所定数のダミーノード
を自分の子ノードとして隣接ノード間での親子関係を確立する。
【０３７１】
ここで、無線端末が接続する場合（ステップＳ３０３）、エミュレート機能が実行可能で
なければ（ステップＳ３０４）、接続を却下して（ステップＳ３０５）、ステップＳ３０
２に戻るが、エミュレート機能が実行可能であれば（ステップＳ３０４）、ステップＳ３
０６からのエミュレート処理に移る。
【０３７２】
無線端末から物理ＩＤ（Ｘ）を受信しないか（ステップＳ３０６）、または無線端末から
物理ＩＤ（Ｘ）を受信し（ステップＳ３０６）、かつ、Ｘ＝０Ｘ３Ｆ（０Ｘ３Ｆは当該無
線端末が現在いずれの通信ノードにも接続していないことを意味する）であるならば、使
用するダミーノードの物理ＩＤ（Ｙ）を無線端末に通知し（ステップＳ３１９）、物理Ｉ
Ｄ（Ｙ）を用いたエミュレート処理を実行する（ステップＳ３２０）。
【０３７３】
ここで、無線端末が切断した場合（ステップＳ３１２）、物理ＩＤ（Ｙ）を用いたエミュ
レート処理を終了し（ステップＳ３１３）、ステップＳ３０２に戻る。また、他の端末が
接続する場合（ステップＳ３１４）、新たな端末の接続処理を開始する（ステップＳ３１
５）。また、物理ＩＤ（Ｚ）の１３９４ノードからエミュレート処理の開始通知を受信し
たならば（ステップＳ３１６）、物理ＩＤ（Ｙ）を用いたエミュレート処理を終了し（ス
テップＳ３１７）、物理ＩＤ（Ｚ）の１３９４ノードにエミュレート処理の終了を通知し
（ステップＳ３１８）、ステップＳ３０２に戻る。
【０３７４】
一方、ステップＳ３０６において無線端末から物理ＩＤ（Ｘ）を受信し、かつ、ステップ
Ｓ３０７においてＸ＝０Ｘ３Ｆでないならば、物理ＩＤ＝Ｘの１３９４ノードにエミュレ
ート処理の開始を通知する（ステップＳ３０８）。
【０３７５】
ここで、一定時間内にエミュレート処理の終了通知を物理ＩＤ＝Ｘの１３９４ノードから
受信しなかったならば（ステップＳ３０９）、接続を却下し（ステップＳ３１０）、ステ
ップＳ３０２に戻るが、一定時間内にエミュレート処理の終了通知を物理ＩＤ＝Ｘの１３
９４ノードから受信したならば（ステップＳ３０９）、物理ＩＤ（Ｘ）を用いたエミュレ
ート処理を実行する（ステップＳ３１１）。その後は上記と同様に、無線端末が切断した
場合（ステップＳ３１２）には物理ＩＤ（Ｘ）を用いたエミュレート処理を終了してステ
ップＳ３０２に戻り、他の端末が接続する場合（ステップＳ３１４）には新たな端末の接
続処理を開始し（ステップＳ３１５）、物理ＩＤ（Ｚ）の１３９４ノードからエミュレー
ト処理の開始通知を受信したならば（ステップＳ３１６）、物理ＩＤ（Ｘ）を用いたエミ
ュレート処理を終了し（ステップＳ３１７）、物理ＩＤ（Ｚ）の１３９４ノードにエミュ
レート処理の終了を通知し（ステップＳ３１８）、ステップＳ３０２に戻る。
【０３７６】
次に、図３９の無線端末での処理の手順について説明する。
【０３７７】
無線端末は、無線エリア内で電源がＯＦＦからＯＮになったり、あるいは電源がＯＮの状
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態で無線エリア外から無線エリア内に移動すると（ステップＳ４０１）、位置登録処理に
よって基地局となる通信ノード（物理ＩＤ＝Ｙ）に接続し（ステップＳ４０２）、自身の
物理ＩＤを当該基地局となる通信ノードに通知する（ステップＳ４０３）。なお、このと
きの無線端末の物理ＩＤは、物理ＩＤ＝Ｘ０＝０Ｘ３Ｆとする。
【０３７８】
ここで、一定時間内に当該基地局となる通信ノードから、新しい物理ＩＤ＝Ｘ１を受信し
たならば（ステップＳ４０４）、自身の物理ＩＤをＸ０からＸ１に更新し（ステップＳ４
０５）、当該基地局となる通信ノードとの通信を実行する（ステップＳ４０６）。
【０３７９】
その後、移動などによって基地局となる通信ノードが変更になった場合（ステップＳ４０
７）には、再度、ステップＳ４０３からの処理を実行し、一方、無線エリア内で電源がＯ
ＮからＯＦＦになったり、あるいは電源がＯＮの状態で無線エリア内から無線エリア外に
移動したならば（ステップＳ４０８）、処理は終了となる（ステップＳ４０９）。
【０３８０】
次に、図３６において、無線端末１９０１が直前まで収容されていた通信ノード１８０１
で用いられていたエミュレート処理のための物理ＩＤ（ｎ＝４）を、新たに収容される通
信ノード１８０２に通知して、通知された通信ノード１８０２が、その通知された物理Ｉ
Ｄ（ｎ＝４）に対して、受け取ったパケットを物理ＩＤ（ｎ＝１）に転送するように指示
することで、無線端末１９０１のハンドオフ処理を実行する場合の処理手順を以下に示す
。
【０３８１】
図４０に、この場合の処理のシーケンスの一例を示す。また、図４１に、このときの通信
ノード１８０１，１８０２での処理の手順の一例を示す。なお、無線端末１９０１におけ
る処理の手順の一例は図３９と同様である。
【０３８２】
（１）無線手順で、無線端末１９０１が通信ノード１８０１に接続することが決定する。
【０３８３】
（２）通信ノード１８０１が、自ノードでのエミュレート処理に使用する物理ＩＤ（ｎ＝
４）を、無線端末１９０１に通知する。
【０３８４】
（３）その後、無線端末１９０１が移動し、無線手順によって、無線端末１９０１が通信
ノード１８０２に接続することが決定する。
【０３８５】
（４）無線端末１９０１が、直前まで使用していたエミュレーション用の物理ＩＤ（ｎ＝
４）を、通信ノード１８０２に通知する。
【０３８６】
（５）通信ノード１８０２が、今後、物理ＩＤ（ｎ＝４）宛のパケットを物理ＩＤ（ｎ＝
１）に転送するように、物理ＩＤ（ｎ＝４）のノード（実質的に通信ノード１８０１）に
対して指示をする。
【０３８７】
（６）通信ノード１８０１は、上記の指示に従って物理ＩＤ（ｎ＝４）を用いたエミュレ
ート処理を終了し、物理ＩＤ（ｎ＝４）宛のパケットを受信したならば、それを物理ＩＤ
（ｎ＝１）宛てのパケットに書き直して、再度ＩＥＥＥ１３９４バスに転送する処理を開
始する。
【０３８８】
（７）通信ノード１８０１は、物理ＩＤ（ｎ＝１）への転送処理を開始した旨を、物理Ｉ
Ｄ（ｎ＝１）に対して（実質的に通信ノード１８０２に対して）通知する。
【０３８９】
（８）通信ノード１８０２は、物理ＩＤ（ｎ＝１）に送られてきたパケットに対して、無
線端末１９０１へのエミュレート処理を実行する。
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【０３９０】
（９）通信ノード１８０２は、自ノードでのエミュレート処理に使用する物理ＩＤ（ｎ＝
１）を、無線端末１９０１に通知する。
【０３９１】
（１０）さらに移動するたびに、上記の（３）～（９）の処理を繰り返す。
【０３９２】
ここで、通信ノード１８０２から通信ノード１８０１へのパケットの転送処理を指示する
方法（上記の（５）の処理）としては、ＩＥＥＥ１３９４プロトコル上でハンドオフのた
めのアプリケーションを実行する方法や、各通信ノードのアドレス空間の中に、ハンドオ
フ後の処理を指定するフィールド（レジスタ）をあらかじめ設定しておき、通信ノード１
８０２が、通信ノード１８０１上のそのフィールド（レジスタ）に対して適当な値を書き
込むことによって、所望の処理を通知する方法などが考えられる。
【０３９３】
ここで、図４１において、通信ノード１８０１，１８０２での処理の手順について説明す
る。
【０３９４】
まず、通信ノードは、バスがリセットされると、ＩＥＥＥ１３９４プロトコルでのＴｒｅ
ｅ－ＩＤ処理やＳｅｌｆ－ＩＤ処理を実行し（ステップＳ５０１）、１３９４ノードとし
て動作する（ステップＳ５０２）。ステップＳ５０１の処理では、所定数のダミーノード
を自分の子ノードとして隣接ノード間での親子関係を確立する。
【０３９５】
ここで、無線端末が接続する場合（ステップＳ５０３）、エミュレート機能が実行可能で
なければ（ステップＳ５０４）、接続を却下して（ステップＳ５０５）、ステップＳ５０
２に戻るが、エミュレート機能が実行可能であれば（ステップＳ５０４）、ステップＳ５
０６からのエミュレート処理に移る。
【０３９６】
無線端末から物理ＩＤ（Ｘ）を受信しないか（ステップＳ５０６）、または無線端末から
物理ＩＤ（Ｘ）を受信し（ステップＳ５０６）、かつ、Ｘ＝０Ｘ３Ｆ（０Ｘ３Ｆは当該無
線端末が現在いずれの通信ノードにも接続していないことを意味する）であるならば、使
用するダミーノードの物理ＩＤ（Ｙ）を無線端末に通知し（ステップＳ５１１）、物理Ｉ
Ｄ（Ｙ）を用いたエミュレート処理を実行する（ステップＳ５１２）。なお、ステップＳ
５１１では、Ｘの値を保持しておく。
【０３９７】
ここで、無線端末が切断した場合（ステップＳ５１３）、Ｘ＝０Ｘ３Ｆであるならば（ス
テップＳ５１４）、物理ＩＤ（Ｙ）を用いたエミュレート処理を終了し（ステップＳ５１
６）、ステップＳ５０２に戻る。また、他の無線端末が接続する場合（ステップＳ５１７
）、新たな端末の接続処理を開始する（ステップＳ５１８）。
【０３９８】
また、物理ＩＤ（Ｚ）の１３９４ノードから転送処理を指示するメッセージを受信したな
らば（ステップＳ５１９）、物理ＩＤ（Ｙ）を用いたエミュレート処理を終了し（ステッ
プＳ５２０）、物理ＩＤ（Ｙ）から物理ＩＤ（Ｚ）への転送処理を開始した旨を物理ＩＤ
（Ｚ）のノードに通知し（ステップＳ５２１）、物理ＩＤ（Ｙ）のノードから物理ＩＤ（
Ｚ）への転送処理を実行する（ステップＳ５２２）。
【０３９９】
ここで、物理ＩＤ（Ｚ）のノードから転送処理終了のメッセージを受信したならば（ステ
ップＳ５２３）、物理ＩＤ（Ｙ）のノードから物理ＩＤ（Ｚ）への転送処理を終了し（ス
テップＳ５２４）、ステップＳ５０２に戻る。また、他の端末が接続する場合（ステップ
Ｓ５２５）、新たな端末の接続処理を開始する（ステップＳ５１８）。
【０４００】
一方、ステップＳ５０６において無線端末から物理ＩＤ（Ｘ）を受信し、かつ、ステップ
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Ｓ５０７においてＸ＝０Ｘ３Ｆでないならば、物理ＩＤ＝Ｘの１３９４ノードに、物理Ｉ
Ｄ（Ｘ）から物理ＩＤ（Ｙ）への転送処理を指示する（ステップＳ５０８）。なお、ステ
ップＳ５０８では、Ｘの値を保持しておく。
【０４０１】
ここで、一定時間内に転送処理の開始通知を受信しなかったならば（ステップＳ５０９）
、接続を却下し（ステップＳ５１０）、ステップＳ５０２に戻るが、一定時間内に転送処
理の開始通知を受信したならば（ステップＳ５０９）、物理ＩＤ（Ｙ）を用いたエミュレ
ート処理を実行する（ステップＳ５１２）。
【０４０２】
ここで、無線端末が切断した場合（ステップＳ５１３）、Ｘ＝０Ｘ３Ｆでないならば（ス
テップＳ５１４）、物理ＩＤ（Ｘ）のノードに転送処理の終了を指示し（ステップＳ５１
５）、物理ＩＤ（Ｙ）を用いたエミュレート処理を終了し（ステップＳ５１６）、ステッ
プＳ５０２に戻る。また、他の端末が接続する場合（ステップＳ５１７）、新たな端末の
接続処理を開始する（ステップＳ５１８）。なお、ステップＳ５１９にて物理ＩＤ（Ｚ）
の１３９４ノードから転送処理を指示するメッセージを受信した以降は、前述した通りで
ある。
【０４０３】
図４２に、本実施形態の通信ノード１８０１の内部構成のブロック図の一例を示す。
【０４０４】
本実施形態の通信ノード１８０１には、無線端末１９０１との通信を行うための無線イン
タフェース処理部１９８１と、ダミーノードを用いたＩＥＥＥ１３９４バス上での無線端
末のエミュレート処理を実行するエミュレート処理実行部１９８２と、ダミーノードに代
わってＳｅｌｆ－ＩＤ処理等とともに、ＩＥＥＥ１３９４バス上での自動構成認識処理を
実行する構成認識処理実行部１９８３と、無線区間とＩＥＥＥ１３９４バス上でのパケッ
トフォーマット変換などを実行するプロトコル変換処理部１９８４と、ＩＥＥＥ１３９４
バス上での通信を行うための１３９４インタフェース処理部１９８５と、上記ハンドオフ
のための処理を実行するハンドオフ処理部１９８６とを用いて構成される。具体的には、
ハンドオフ処理部１９８６において、新たに接続した通信ノードへの物理ＩＤの通知処理
や、新たにエミュレート処理を行う物理ＩＤの設定処理や、エミュレート処理からパケッ
トの転送処理への変換の指示や、実際の転送処理などを行うことになる。
【０４０５】
さて、以下では、第６～第９の実施形態について説明する。
【０４０６】
（第６の実施形態）
図４３に、本実施形態におけるネットワークの構成の概念図を示す。図４３の構成では、
ＩＥＥＥ１３９４バス上に１３９４ノード３１０１，３１０２が存在し、さらに基地局ノ
ード３１１０が接続している。また、基地局ノード３１１０には、無線ネットワークを介
して、無線端末３１２０が接続している。
【０４０７】
ここで、基地局ノード３１１０と無線端末３１２０は、これら２つのノード／端末が接続
したことにより、一つの１３９４ノード３１３０として動作する。よって、ＩＥＥＥ１３
９４バス上の１３９４ノード３１０１からは、基地局ノード３１１０が１３９４ノード３
１３０であるかのように認識されることになる（図４３中の点線で示されるブロックが１
３９４ノード３１３０として認識される）。
【０４０８】
さらに、図４３では、各ノードに１３９４バス上での物理ＩＤが付加されており、各々、
１３９４ノード３１０１がノードＩＤ＝１（ｎ＝１）、１３９４ノード３１０２がノード
ＩＤ＝３（ｎ＝３）、１３９４ノード３１３０がノードＩＤ＝２（ｎ＝２）となっている
。よって、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５の規格によれば、１３９４ノード３１０２がＩＥ
ＥＥ１３９４バス上のＲｏｏｔノードとなっていることになる。
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【０４０９】
本実施形態においては、基地局ノード３１１０が１３９４ノード３１３０の１３９４イン
タフェース機能部分（例えば、パソコンにおける１３９４ボード部分）の機能を実行し、
無線端末３１２０が基地局ノード３１１０に接続していない状況でもＩＥＥＥ１３９４バ
ス上には何らかの１３９４ノードが存在しているように振舞うことができる。このときの
１３９４ノード３１３０におけるＩＥＥＥ１３９４のプロトコル処理の割り当て例を図４
４に示す。
【０４１０】
図４４には、１３９４インタフェースを提供するためのＮｏｄｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ
機能３２０４や、物理レイヤ機能３２０７、リンクレイヤ機能３２０６、トランザクショ
ンレイヤ機能３２０５等が記述されており、これら１３９４独自の機能を実行する機能群
は基地局ノード３１１０に保持されている。そして、この１３９４独自機能と上位のアプ
リケーションとの間のインタフェース（以下、１３９４ＡＰＩと呼ぶ）上の情報が、無線
端末３１２０と基地局ノード３１１０との間で転送されている。具体的には、基地局ノー
ド３１１０と無線端末３１２０の各々の無線デバイス３２０２，３２０３を介して、無線
インタフェースによって接続されることになる。また、本実施形態では、基地局ノード３
１１０と無線端末３１２０が一つの１３９４ノード３１３０として振舞うため、１３９４
ノード３１３０上のアプリケーション３２０１は無線端末３１２０上で実行されるように
なっている。
【０４１１】
ここで、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５で規定されている、１３９４ＡＰＩでやりとりされ
る信号の具体例を図４５に示す。図４５は、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５に記載されてい
るＳｅｒｉａｌ　ｂｕｓ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｔａｃｋ図である。
【０４１２】
図４５に示されているように、１３９４ＡＰＩには、
・ＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｒｅｑ
・ＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｃｏｎｆ
・ＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｉｎｄ
・ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑ
・ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｃｏｎｆ
・ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｉｎｄ
・ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｓｐ
・ＬＫ＿ＩＳＯ＿ＣＯＮＴ．ｒｅｑ
・ＬＫ＿ＣＹＣＬＢ．ｉｎｄ
・ＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑ
・ＬＫ＿ＩＳＯ．ｉｎｄ
の１１種類のメッセージが定義されている。
【０４１３】
よって、これらのメッセージを無線インタフェースを介して基地局ノード３１１０と無線
端末３１２０との間で転送できるようになっていれば、基地局ノード３１１０と無線端末
３１２０とを組み合わせたものが、１３９４ノード３１３０という１つの１３９４ノード
として振舞うことが可能となる。
【０４１４】
このような場合におけるパケット転送の処理シーケンスの例を図４６と図４７に示す。
【０４１５】
まず、図４６に，ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノード３１０１から１３９４ノード
３１３０（実際には基地局ノード３１１０／無線端末３１２０）に、ＩＥＥＥ１３９４の
Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを転送する場合の例を示す。各処理は以下のようにな
る。
【０４１６】
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（１）１３９４ノード３１０１が、Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケット（例えばＷｒｉｔ
ｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケット）を１３９４ノード３１３０（実際には基地局ノード３１１
０）に転送する。このときの転送パケットの宛先ノードＩＤ＝２、送信元ノードＩＤ＝１
である。
【０４１７】
（２）基地局ノード３１１０が、Ｗｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットを正常に受信した
場合には、１３９４ノード３１０１にＡｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを送り返す。
【０４１８】
（３）基地局ノード３１１０が、受信したＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットの物理レ
イヤ処理、リンクレイヤ処理、トランザクションレイヤ処理を施す。
【０４１９】
（４）基地局ノード３１１０が、受信したＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットに該当す
る１３９４ＡＰＩにおけるメッセージ（例えばＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｉｎｄ）を、無線インタ
フェースを介して無線端末３１２０に送出する。
【０４２０】
（５）無線端末３１２０が、無線インタフェースから受けとったＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑ
メッセージに該当する処理を施す。
【０４２１】
（６）無線端末３１２０が、受信メッセージへの応答メッセージであるＴＲ＿ＤＡＴＡ．
ｒｅｓｐメッセージを、無線インタフェースを介して基地局ノード１１０に転送する。
【０４２２】
（７）基地局ノード３１１０が、受けとったＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｓｐメッセージに対応
するトランザクションレイヤ処理、リンクレイヤ処理、物理レイヤ処理を施す。
【０４２３】
（８）基地局ノード３１１０が、上記の処理（１）でのＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケ
ットに対応するＷｒｉｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットを１３９４ノード３１０１に送出
する。このときのパケットの宛先ノードＩＤ＝１、送信元ノードＩＤ＝２である。
【０４２４】
（９）１３９４ノード３１０１が、Ｗｒｉｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットを正常に受信
した場合には、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを基地局ノード３１１０に送り返す
。
【０４２５】
ここで、基地局ノード３１１０においては、上記の（１）の処理で受信したＷｒｉｔｅ　
Ｒｅｑｕｅｓｔと（４）の処理で送信し（６）の処理で受信する１３９４ＡＰＩ上でのメ
ッセージの対応関係を記憶しておく必要がある（トランザクション／チャネル対応管理機
能３２０８）。これは、例えば１３９４ノード３１０１が複数のＡＶ／Ｃコマンドを送出
していた場合に、（６）の処理で受信したレスポンスが、どのＡＶ／Ｃコマンドに対応す
るレスポンスであるのかを識別するために用いられる。このような、ＩＥＥＥ１３９４バ
ス上でのメッセージ識別子／トランザクション識別子と、無線ネットワーク上のメッセー
ジ識別子の間の対応関係の保持方法としては、例えば、（１）の処理において１３９４ノ
ード３１０１が発行するトランザクションＩＤ（例えば、ＩＥＥＥ１３９４パケットにお
けるトランザクションラベル）や、トランザクションＩＰと送信元ノードＩＤの組み合わ
せを用いる方法が考えられる。具体的には、基地局ノード３１１０が（４）の処理で送信
するＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｉｎｄメッセージに、（１）の処理において受信したＷｒｉｔｅ　
Ｒｅｑｕｅｓｔパケットに記載されているトランザクションＩＤ（トランザクションラベ
ル）と送信元ノードＩＤの組合せを記載して転送し、無線端末３１２０が（６）の処理で
送信するＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｓｐメッセージに、その受信したトランザクションＩＤと
送信元ノードＩＤの組合せを記載する、といった方法である。他にも、無線ネットワーク
上のメッセージを識別するための識別子を決めておき、これとＩＥＥＥ１３９４バス上の
トランザクションＩＤの間の対応関係を記憶しておく方法なども考えられる。
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【０４２６】
次に、図４７に、１３９４ノード３１３０（実際には基地局ノード３１１０／無線端末３
１２０）からＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノード３１０１にＩＥＥＥ１３９４のＡ
ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを転送する場合の例を示す。この場合は、無線端末３１
２０から送信されるメッセージとＩＥＥＥ１３９４バス上のトランザクションの間の対応
関係を保持するため、あらかじめ、送信するメッセージの識別子としてメッセージＩＤを
付加する場合を示している。具体的な処理シーケンスは以下のようになる。
【０４２７】
（１）無線端末３１２０が、転送したい情報をＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑメッセージとして
基地局ノード３１１０に無線ネットワークを介して転送する。１３９４トランザクション
との対応識別のため、メッセージＩＤを付加して転送する。
【０４２８】
（２）基地局ノード３１１０が、受けとったＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑメッセージに対応す
るトランザクションレイヤ処理、リンクレイヤ処理、物理レイヤ処理を施す。また、受信
したメッセージのメッセージＩＤと、以下の処理で発行するトランザクションＩＤの間の
対応関係を保持する。
【０４２９】
（３）基地局ノード３１１０が、受信したメッセージに対応するＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕ
ｓパケット（例えばＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケット）を１３９４ノード３１０１に
転送する。このときのパケットの宛先ノードのＩＤはｎ＝１、送信元ノードのＩＤはｎ＝
２である。
【０４３０】
（４）１３９４ノード３１０１が、Ｗｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットを正常に受信し
た場合には、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを基地局ノード３１１０に送り返す。
【０４３１】
（５）１３９４ノード３１０１が、１３９４インタフェースから受けとったＷｒｉｔｅ　
Ｒｅｑｕｅｓｔパケットの記述に該当する処理を施す。
【０４３２】
（６）１３９４ノード３１０１が、受け取ったＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットに対
応するトランザクションのＷｒｉｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットを、１３９４ノード３
１３０（実際には基地局ノード３１１０）に送出する。対応するトランザクションの識別
には、トランザクションＩＤを用いる。このときのパケットの宛先ノードのノードＩＤは
ｎ＝２であり、送信元のノードのノードＩＤはｎ＝１である。
【０４３３】
（７）基地局ノード３１１０が、Ｗｒｉｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットを正常に受信し
た場合には、その受信処理として、１３９４ノード３１０１にＡｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅ
メッセージを送り返す。
【０４３４】
（８）基地局ノード３１１０が、受信したＷｒｉｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケットの物理
レイヤ処理、リンクレイヤ処理、トランザクションレイヤ処理を施す。また、受信したト
ランザクションＩＤの値から、対応するメッセージＩＤを識別する。
【０４３５】
（９）基地局ノード３１１０が、受信したＷｒｉｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケツトに該当
する１３９４ＡＰＩにおけるメッセージ（ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑ）を、無線インタフェ
ースを介して無線端末３１２０に送出する。このメッセージ転送には、（１）の処理で付
加されてたメッセージＩＤを付加し、これによって無線端末３１２０がメッセージを識別
する。
【０４３６】
このような一連の処理により、無線端末３１２０と１３９４ノード３１０１の間でのＡｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットの送受信が可能となる。これによって、ＩＥＥＥ１３９４
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のＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを用いて実行されることになっているＡＶ／Ｃ（Ａ
ｕｄｉｏ／Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコルなどが実行可能となる。上記の例
においては、１３９４バス上でのＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｒｅｓｐｏｎｓｅパケッ
トの転送を、いわゆるスプリットトランザクションによって実現する例を示しているが、
当然、ユニファイドトランザクションによって実現しても構わない。
【０４３７】
次に、実際に画像データを無線端末と１３９４ノードとの間で転送する場合として、図４
８に、無線端末３１２０と１３９４ノード３１０１との間での画像データの転送方式の一
例を示す。図４８では、１３９４ノード３１０１から無線端末３１２０への画像転送と、
無線端末３１２０から１３９４ノード３１０１への画像転送との２つの場合を同時に示し
ている。
【０４３８】
まず、無線端末３１２０への画像転送のために、ＩＥＥＥ１３９４バス上のリソースとし
てＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（ＣＨ＝Ｘ）が確保され、それに対応する無線ネット
ワーク上の無線リソース（Ａ）が確保されている。また、無線端末３１２０からの画像転
送のために、ＩＥＥＥ１３９４バス上のリソースとしてＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル
（Ｃｈ＝Ｙ）が確保され、それに対応する無線ネットワーク上の無線リソース（Ｂ）が確
保されている。
【０４３９】
ここで、無線ネットワーク上での無線リソースとしては、画像転送に必要な帯域を確保で
きる無線ネットワーク上の周波数やタイムスロット等が考えられる。また、この無線リソ
ースを確保するタイミングとしては、無線端末３１２０が基地局ノード３１１０に接続し
た時点や、無線端末３１２０や１３９４ノード３１０１からの帯域確保（リソース確保）
要求が出された時点などが考えられる。さらに、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒ
ｏｎｏｕｓチャネルを確保するタイミングとしても、画像情報を転送する直前や、無線端
末３１２０が接続してきた時点であらかじめ確保してしまう方法等が考えられる。
【０４４０】
図４９に、図４８のようにリソース確保がなされた状態における、実際の画像データの転
送処理のシーケンスを示す。図４９の例では、ＩＥＥＥ１３９４バス上にチャネルＸとチ
ャネルＹの２つのＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルを獲得してから、それぞれチャネルＸ
で１３９４ノード３１０１から１３９４ノード３１３０（実際には基地局ノード３１１０
／無線端末３１２０）への画像データの転送を実行し、チャネルＹで１３９４ノード３１
３０（実際には基地局ノード３１１０／無線端末３１２０）から１３９４ノード３１０１
への画像データの転送を実行する場合を示している。なお、以下のシーケンスでは、これ
らのＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルを獲得する手順は省略しているが、これは、例えば
、図４６、図４７に示したような方法を用いて（上位レイヤの処理としてＩＥＣ６１８８
３プロトコルを実行する）、実行する場合などが考えられる。処理シーケンスは以下のよ
うになる。
【０４４１】
（１）何らかの手段によって、ＩＥＥＥ１３９４バス上にＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネ
ル（Ｃｈ＝Ｘ）を獲得する。また、無線ネットワーク上に無線リソース（Ａ）を獲得する
。
【０４４２】
（２）１３９４ノード３１０１が、画像データをＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸ上に
送出する。
【０４４３】
（３）基地局ノード３１１０がチャネルＸ上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを受信し
、それに対応する物理レイヤ処理、リンクレイヤ処理を施す。
【０４４４】
（４）基地局ノード３１１０が、受けとったＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓパケットに対応する
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ＬＫ＿ＩＳＯ．ｉｎｄメッセージを、無線ネットワーク（無線リソース（Ａ））を介して
無線端末３１２０に転送する。
【０４４５】
（５）何らかの手段によって、ＩＥＥＥ１３９４バス上にＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネ
ル（Ｃｈ＝Ｙ）を獲得する。また、無線ネットワーク上に無線リソース（Ｂ）を獲得する
。
【０４４６】
（６）無線端末３１２０が、画像データをＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑメッセージとして基地局
ノード３１１０に、無線ネットワークを介して転送する。
【０４４７】
（７）基地局ノード３１１０が、受けとったＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑメッセージに対応する
リンクレイヤ処理、物理レイヤ処理を施す。
【０４４８】
（８）基地局ノード３１１０が、受けとったＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑメッセージに対応する
Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル（Ｃｈ＝Ｙ）上に
送出する。
【０４４９】
このように、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓデータに関しても、１３９４ノード３１０１と無線
端末３１２０の間での転送が可能である。このような図４６、図４７、図４９のような方
法を用いることによって、例えば、１３９４ノード３１０１から無線端末３１２０に対し
て画像転送を実行するようなアプリケーションがスムーズに実行できるようになる。具体
的には、Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを用いた、ＩＥＣ６１８８３プロトコルによ
るＩｓｏｃｈｒｅｏｎｏｕｓチャネルやＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルへのパケット入
出力の設定や、ＡＶ／Ｃプロトコルによる各ノード／端末内でのデータ転送経路の設定や
、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを用いた実際の画像データの転送が実現できる。また
、ここでは示さなかったが、他のメッセージ（ＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｒｅｑ、ＳＢ＿ＣＯＮＴ
．ｉｎｄ、ＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｃｏｎｆ、ＬＫ＿ＣＹＣＬＥ．ｉｎｄ、ＬＫ＿ＩＳＯ＿ＣＯ
ＮＴ．ｒｅｑ）も同様の方法で転送可能である。
【０４５０】
上記のような方法で基地局ノード３１１０と無線端末３１２０の間を接続する場合には、
上記１３９４ＡＰＩ上に定義されている各メッセージを、無線ネットワーク上にどのよう
にマッピングしていくのかを決める必要がある。図５０に、無線区間における１３９４Ａ
ＰＩに定義されている各メッセージのマッピング方式の一例を示す。図５０の例では、無
線ネットワーク上が使用している無線周波数上に複数のキャリアが存在し、その中がＴＤ
ＭＡ方式で多重されている場合の例を示している。また、図５０の例では、各メッセージ
が、基本的にその「データ転送要求」と「データ転送確認」の組合せになっていることか
ら、それらの組合せを単位として無線ネットワーク上で使用する周波数（キャリア）やタ
イムスロットに対して、各メッセージを割り当てる場合を示してる。
【０４５１】
図５０の割り当てにおいては、まず、無線ネットワーク上のキャリアＢのタイムスロット
ＸにＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑ／ｃｏｎｆメッセージ、タイムスロットＹにＴＲ＿ＤＡＴＡ
．ｉｎｄ／ｒｅｓｐの組合せが対応している。また、無線ネットワーク上のキャリアＣの
タイムスロットＸにＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑ、タイムスロットＹにＬＫ＿ＩＳＯ．ｉｎｄ、
タイムスロットＺ１にＬＫ＿ＩＳＯ＿ＣＯＮＴ．ｒｅｑ、タイムスロットＺ２にＬＫ＿Ｃ
ＹＣＬＥ．ｉｎｄメッセージが対応している。さらに、無線ネットワーク上のキャリアＡ
のタイムスロットＸにＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｒｅｑメッセージ、タイムスロットＹにＳＢ＿Ｃ
ＯＮＴ．ｉｎｄ／ｒｅｓｐメッセーシが対応している。このような割り当てにおいて、例
えば、ＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑに割り当てているタイムスロットの長さを可変にしておくこ
とによって、画像データのようなリアルタイムデータ転送のために確保する無線リソース
の帯域幅を設定することができるようになる。同様に、ＬＫ＿ＩＳＯ．ｉｎｄのタイムス
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ロットの長さによっても帯域幅が設定できる。しかし、各メッセージの割り当て方法は、
このような方法だけではなく、各メッセージを各々別の周波数／タイムスロットで送る方
法や、リアルタイム性を要求されるＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑ／ＬＫ＿ＩＳＯ．ｉｎｄメッセ
ージのみにタイムスロットを割り当て、それ以外のメッセージは、これらのメッセージが
使用していないタイムスロットのみでメッセージ転送するなど、いくつかの方法が考えら
れる。
【０４５２】
図５１と図５２に、無線ネットワークが無線ＬＡＮ方式のようなパケットネットワークと
して運用されている場合の、各１３９４ＡＰＩでのメッセージとパケットフィールドの割
り当て方法の例を示す。図５１は、無線端末から基地局ノードへの方向のデータ転送の場
合の例であり、図５２は、基地局ノードから無線端末への方向のデータ転送の場合の例で
ある。
【０４５３】
図５１／図５２では、無線端末と基地局ノード間のデータ転送の方向によって２種類のパ
ケットを定義する方法を示しているが、他にも、そのデータ転送の方向に依らずに、一つ
のパケットに全てのメッセージを割り当てて転送する場合も考えられる。また、無線ネッ
トワーク上で使用するパケットの種類は１種類とし、そのパケットがどのメッセージを転
送しているのかを識別するフィールドを設け、その識別フィールド上の値によって、図４
５に示したメッセージのうちのいずれのメッセージがパケット上に乗せられているのかを
識別するような方法も可能である。さらには、図５０の場合との組合せとして、例えば、
Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓデータを転送するＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑ／ｉｎｄメッセージと、
それ以外のメッセージで使用する周波数（キャリア）を変え、各々のキャリアによって転
送するパケットの中に、各メッセージの領域を割り当てるような方法も考えられる。
【０４５４】
図５１の例では、無線端末から基地局ノードに向かうパケット中に、ＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｒ
ｅｑ、ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑ、ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｓｐ、ＬＫ＿ＩＳＯ＿ＣＯＮＴ．
ｒｅｑ、ＬＫ＿ＩＳＯ．ｒｅｑの各メッセージを割り当てている。また、図５２の例では
、基地局ノードから無線端末に向かうパケット中に、ＳＢ＿ＣＯＮＴ．ｉｎｄ、ＳＢ＿Ｃ
ＯＮＴ．ｃｏｎｆ、ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｉｎｄ、ＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｃｏｎｆ、ＬＫ＿ＣＹＣ
ＬＥ．ｉｎｄ、ＬＫ＿ＩＳＯ．ｉｎｄの各メッセージを割り当てている。これらのメッセ
ージの中には、例えばＴＲ＿ＤＡＴＡ．ｒｅｑメッセージのように、必要なフィールド長
が一定にならないようなメッセージも存在する。よって、図５１／図５２の各メッセージ
のフィールド内にはそのフィールドの長さを示す情報が乗せられている場合も想定できる
。また、これらの例では、無線区間を転送するパケットそのものは特に規定しないが、例
えば、各メッセージを割り当てるフィールド部分に関しては、ＩＥＣ６１８８３によって
規定されているＦＣＰフレームを用いる方法なども考えられる。この場合は、ＦＣＰフレ
ームの種類として、無線端末と基地局ノード間の１３９４ＡＰＩ情報を伝送するという旨
の種類を新たに定義する必要がある。
【０４５５】
また、図４６、図４７の処理シーケンスに示したように、ＩＥＥＥ１３９４バス上のメッ
セージ識別子（トランザクションＩＤ）と、無線ネットワーク上のメッセージ識別子の間
の対応を保持する必要があるため、図５１／図５２のパケットフォーマット中には、それ
ぞれメッセージＩＤのフィールドとトランザクションＩＤ＋ＩＥＥＥ１３９４ノードＩＤ
を記述するフィールドが存在する。具体的には、無線端末から基地局に向かって転送され
るパケットに、図４７のような無線端末側が付加するメッセージＩＤを付加するフィール
ドが存在し、基地局から無線端末に向かって転送されるパケットにＩＥＥＥ１３９４バス
上のトランザクションＩＤとＩＥＥＥ１３９４ノードＩＤを付加するフィールドが割り当
てられている。ただし、これらのフィールドに記述される識別子は、図５１／図５２の場
合に限られるわけではなく、例えば、無線端末から基地局ノードに向かって転送されるパ
ケット上にＩＥＥＥ１３９４バス上のトランザクションＩＤとＩＥＥＥ１３９４ノードＩ
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Ｄが付加される場合や、基地局から無線端末に向かって転送されるパケット上に無線ネッ
トワーク上のメッセージＩＤが付加される場合もある。
【０４５６】
図５３に、本実施形態における基地局ノード３１１０の内部構成の一例を示す。基地局ノ
ード３１１０では、ＩＥＥＥ１３９４のインタフェース処理機能とともに、ＩＥＥＥ１３
９４バス上で転送されているパケットを受信した後に、１３９４ＡＰＩを介して上位レイ
ヤに転送するべきメッセージを無線インタフェースに転送する機能とが必要である。その
ため、図５３においては、基地局ノード３１１０内には、無線ネットワークのインタフェ
ース機能を提供する無線インタフェース処理部４００１と、無線インタフェースから受信
したパケットを１３９４ＡＰＩに対応するメッセージに変換したり、１３９４ＡＰＩに転
送されたメッセージを無線インタフェースに転送するパケットに変換する無線／１３９４
乗せ替え処理部４００２と、１３９４インタフェースから受信したパケットを基に、１３
９４プロトコルを実行する１３９４プロトコル処理部４００３と、ＩＥＥＥ１３９４バス
へのインタフェース機能を提供する１３９４インタフェース処理部４００４が存在する。
さらに、図４６、図４７、図４９に示したような、１３９４トランザクションと無線ネッ
トワーク上のメッセージの対応関係や、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕ
ｓチャネルと無線ネットワーク上の無線リソースの対応関係を記憶する、トランザクショ
ン／チャネル対応記憶部４００５が、無線／１３９４乗せ替え処理部に付随するようにな
っている。ここで、１３９４インタフェース処理部４００４と無線／１３９４乗せ替え処
理部４００２の間のインタフェースが、いわゆる１３９４ＡＰＩに相当する。
【０４５７】
図５４に、本実施形態における無線端末３１２０の内部構成の一例を示す。無線端末３１
２０では、基本的に１３９４ＡＰＩ上で実行されるアプリケーションを実行するとともに
、１３９４ＡＰＩを介して送られるメッセージを無線ネットワークのインタフェースに乗
せ替えるための機能が必要である。そのため、図５４においては、無線端末３１２０内に
は、無線ネットワークへのインタフェース機能を提供する無線インタフェース処理部４１
０１と、無線インタフェースから受信したパケットを１３９４ＡＰＩに対応するメッセー
ジに変換したり、１３９４ＡＰＩに転送されたメッセージを無線インタフェースに転送す
るパケットに変換する無線／１３９４乗せ替え処理部４１０２と、１３９４ＡＰＩ上でア
プリケーションを実行するアプリケーション実行部４１０３とからなる。ここで、アプリ
ケーション実行部４１０３と無線／１３９４乗せ替え処理部４１０２の間のインタフェー
スが、いわゆる１３９４ＡＰＩに相当する。これら、図５３、図５４に示したような基地
局ノード／無線端末の組合せによって、あたかも一つの１３９４ノードであるかのように
振舞うことができるようになる。
【０４５８】
（第７の実施形態）
図５５に、本実施形態におけるネットワークの構成の概念図を示す。図５５の構成では、
ＩＥＥＥ１３９４バス上に１３９４ノード５１０１，５１０２が存在し、さらに基地局ノ
ード５１１０が接続している。また、基地局ノード５１１０には、無線ネットワークを介
して、無線端末５１２０が接続している。また、各ノードのノードＩＤは、それぞれ１３
９４ノード５１０１がｎ＝１、１３９４ノード５１０２がｎ＝３、１３９４ノード５１３
０がｎ＝２であり、１３９４ノード５１０２がＩＥＥＥ１３９４バスのＲｏｏｔノードに
なっている。
【０４５９】
本実施形態においては、各１３９４ノード５１０１，５１０２内や無線端末５１２０内に
、各ノード・端末内の構成要素（ＳｕｂＵｎｉｔ）が存在する。図５５では、１３９４ノ
ード５１０１内にＳｕｂＵｎｉｔ　Ａ（５１０１１）とＢ（５１０１２）が存在し、１３
９４ノード５１０２内にはＳｕｂＵｎｉｔ　Ｃ（５１０２１）とＤ（５１０２２）が存在
する。また、無線端末５１２０内にはＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ（５１２０１）とＹ（５１２０
２）が存在する場合を示している。ここで、第６の実施形態の同様に、基地局ノード５１
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１０と無線端末５１２０は、これら２つのノード／端末が接続したことにより、一つの１
３９４ノード５１３０として動作している。
【０４６０】
このときに、ネットワーク全体がどのように認識されるのかを図５６に示す。図５６に示
すように、ＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノードからは、基地局ノード５１１０が１
３９４ノード５１３０であるかのように認識されることになる。また、その中の構成要素
（ＳｕｂＵｎｉｔ）として、実際には無線端末５１２０内に存在しているＳｕｂＵｎｉｔ
　Ｘ（５１２０１）とＳｕｂＵｎｉｔ　Ｙ（５１２０２）が存在するように認識されてい
る。
【０４６１】
図５７に、１３９４ノード５１０１から無線端末５１２０に対して、ＡＶ／Ｃ（Ａｕｄｉ
ｏ／Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコルに従ったＡＶ／Ｃコマンドが転送される
場合の処理のシーケンスの一例を示す。ＡＶ／Ｃプロトコルは、その転送フレームとして
ＦＣＰ（Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に従ったフレームを用
いることになっており、また、その転送パケットとして、ＩＥＥＥ１３９４のＷｒｉｔｅ
　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットを用いることになっている（ＦＣＰに関しては後に詳述する）
。また、無線ネットワーク上のパケットとＩＥＥＥ１３９４バス上のトランザクションの
間の対応関係については、第６の実施形態に示したような方法によって対応関係を保持し
ているものとして、ここでの説明は省略する。以下に、処理のシーケンスの詳細を示す。
【０４６２】
（１）１３９４ノード５１０１が、ＡＶ／Ｃコマンドを１３９４ノード５１３０（実際に
は無線端末５１２０）内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ（５１２０１）に対して送信する。このと
きの送信パケットの送信元ノードＩＤ＝１であり宛先ノードＩＤ＝２である。また、宛先
のＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ＝Ｘである。
【０４６３】
（２）基地局ノード５１１０が、受け取ったＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットが正常
であったときには、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを１３９４ノード５１０１に返
す。
【０４６４】
（３）基地局ノード５１１０が、受信したＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットへの１３
９４レイヤ処理を施すとともに、そのパケットからＡＶ／Ｃコマンドが乗せられているＦ
ＣＰフレームを取り出す。
【０４６５】
（４）基地局ノード５１１０が、取り出したＦＣＰフレームを無線ネットワーク上を転送
するパケットに書き込んで、無線端末５１２０に転送する。
【０４６６】
（５）無線端末５１２０が、受信したＦＣＰフレームに記載されているＡＶ／Ｃコマンド
を実行する。
【０４６７】
（６）無線端末５１２０が、実行したＡＶ／Ｃコマンドの処理結果を記載したＦＣＰパケ
ットを、無線ネットワーク上のパケットに乗せて基地局ノード５１１０に転送する。
【０４６８】
（７）基地局ノード５１１０が、受信したパケットからＦＣＰフレームを取り出し、それ
に対する１３９４レイヤ処理を実行する。
【０４６９】
（８）基地局ノード５１１０が、上記の処理（１）で受信したＡＶ／Ｃコマンドへのレス
ポンスとして、受信したＦＣＰフレームを１３９４ノード５１０１に転送する。このとき
の転送パケットもＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットであり、その送信元ノードＩＤ＝
２であり、宛先ノードＩＤ＝１である。
【０４７０】
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（９）１３９４ノード５１０１が、基地局ノード５１１０からのＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔパケットを正常に受信したならば、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを基地局ノ
ード５１１０に返す。
【０４７１】
上記のような一連の処理によって、基地局ノードと無線端末が１対１の組み合わせで一つ
の１３９４ノードと認識される場合における、１３９４ノードと無線端末との間での、Ａ
Ｖ／Ｃコマンドのような上位アプリケーションの実行が可能となる。ここで、図５７に示
したような、１３９４ノード５１０１からコマンドを無線端末に転送する場合だけではな
く、逆に、無線端末５１２０から１３９４ノード５１０１に対してＡＶ／Ｃコマンドを転
送することも可能である。また、上位のアプリケーションとして、ＡＶ／Ｃプロトコルで
はなく、ＡＶ機器を制御するための標準仕様として検討が進められているＨＡＶｉ（Ｈｏ
ｍｅ　Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｄｅｏ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ）などのプロトコル
を実行することも可能となる。
【０４７２】
図５８に、本実施形態のネットワークの別の構成の概念図を示す。図５８の構成では、Ｉ
ＥＥＥ１３９４バス上に１３９４ノード５４０１，５４０２が存在し、さらに基地局ノー
ド５４１０が接続している。また、基地局ノード５４１０には、無線ネットワークを介し
て、２つの無線端末５４２１，５４２２が接続している。図５５の場合とは、一つの基地
局ノードに複数の無線端末が接続している点が異なっている。このときの各ノードのノー
ドＩＤは、先の場合と同様に、１３９４ノード５４０１がｎ＝１、１３９４ノード５４０
２がｎ＝３、基地局ノード５４１０がｎ＝２であり、１３９４ノード５４０２がＲｏｏｔ
ノードになっている場合を示している。
【０４７３】
ここで、１３９４ノード５４０１内には、その構成要素（例えばＳｕｂＵｎｉｔ）として
Ａ（５４０１１）とＢ（５４０１２）が存在し、同様に、１３９４ノード５４０２内には
構成要素Ｃ（５４０２１）とＤ（５４０２２）が存在する。また、無線端末５４２１内に
も、同様の構成要素Ｘ１（５４２１１）とＸ２（５４２１２）が存在し、無線端末５４２
２内に構成要素Ｙ１（５４２２１）とＹ２（５４２２２）が存在する。
【０４７４】
通常、ＡＶ／Ｃ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコル等では、この
ような各１３９４ノード内の構成要素（ＳｕｂＵｎｉｔ）単位にコマンドを送受信するこ
とになっているので、図５８のようにＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークを共存さ
せる形で画像データの転送を行なう場合、このようなＳｕｂＵｎｉｔ情報を、どのように
各ノード／端末に見せるのかが問題となる。特に、複数の無線端末上に存在するＳｕｂＵ
ｎｉｔをどのように識別するのか、が課題である。
【０４７５】
本実施形態においては、基地局ノード５４１０において各ネットワークの間（本実施形態
ではＩＥＥＥ１３９４と無線ネットワークとの間）で、この構成要素（ＳｕｂＵｎｉｔ）
情報の乗せ替え処理を実行する。具体的には、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノード内のＳ
ｕｂＵｎｉｔ群や無線端末内のＳｕｂＵｎｉｔ群を、各々、基地局ノード内のＳｕｂＵｎ
ｉｔ群として無線端末側や１３９４ノード側に見せる処理を実行する。
【０４７６】
本実施形態で、無線端末５４２１とＩＥＥＥ１３９４ノード５４０１が、ネットワーク全
体をどのように認識しているのかを図５９に示す。まず、図５９の（ａ）に、無線端末５
４２１が認識しているネットワーク全体の構成図を示す。無線端末５４２１は、ＩＥＥＥ
１３９４バス上のノード内に存在する各構成要素Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが、あたかも基地局ノー
ド５４１０内に存在しているように認識する。また、図５９の（ｂ）に、１３９４ノード
５４０１等のＩＥＥＥ１３９４バス上のノードが認識しているネットワーク全体を構成図
を示す。１３９４ノード５４０１は、無線端末５４２１内の構成要素Ｘ１，Ｘ２や無線端
末５４２２内の構成要素Ｙ１，Ｙ２が、あたかも基地局ノード５４１０内に存在するよう
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に認識する。このような認識に基づいて、各１３９４ノード／無線端末がＡＶ／Ｃなどの
アプリケーションを実行する。
【０４７７】
このときの１３９４ノード５４０１と無線端末５４２１の間の通信におけるプロトコルス
タックの一例を図６０に示す。図６０では、１３９４ノード５４０１と無線端末５４２１
の間で何らかのアプリケーションが動くときに、ＡＶ／ＣプロトコルやＨＡＶｉプロトコ
ルが実行される場合を示している。ＡＶ／ＣやＨＡＶｉは、その転送パケットに１３９４
のＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットを用いるが、そのパケット中に埋め込むフレームと
してはＦＣＰ（ＦｕｎｃｔｉｏｎＣｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）フレームを用いる
ことになっている。このＦＣＰはＩＳＯ－ＩＥＣ６１８８３（Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）に規定されている。本
実施形態では、基地局ノード５４１０において、このＦＣＰフレーム中の情報に基づいて
、無線端末５４２１もしくは無線端末５４２２に転送するフレームかどうかを判断するこ
とになる（ＦＣＰフレームのレベルでのルーティング処理）。図６１に、ＦＣＰフレーム
の詳細を示す。
【０４７８】
図６２に、このときのＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットの１３９４ノード５４０１から
無線端末５４２１へのＡＶ／Ｃコマンドの転送時の処理のシーケンスを示す。図６２の例
では、１３９４ノード５４０１がＡＶ／Ｃプロトコルで言うところのコントローラの役目
を果たしており、１３９４ノード５４０１が無線端末５４２１に対してＡＶ／Ｃコマンド
を送信する場合を示している。よって、以下の一連の処理の前には、コントローラである
１３９４ノード５４０１が、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報
を入手する処理や、ユーザーがコントローラである１３９４ノード５４０１に、リモコン
などを介して所望の処理を指示するなどの処理が実行されている。以下に、処理シーケン
スを述べる。
【０４７９】
（１）コントローラである１３９４ノード５４０１において、ＡＶ／Ｃプロトコルを起動
するアプリケーションが実行され、なんらかのＡＶ／Ｃコマンドの送信が指示される。コ
マンドの送り先は無線端末５４２１内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ１（５４２１１）である。
【０４８０】
（２）１３９４ノード５４０１が、ＡＶ／ＣコマンドをＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケ
ットの形で基地局ノード５４１０に送信する。このときの、宛先ノードＩＤ＝２、送信元
ノードＩＤ＝１であり、パケットに乗っているＦＣＰフレーム中に示されている宛先のＳ
ｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの値はＸ１である。また、１３９４レイヤでのトランザクションＩＤ
として値＝ａが割り当てられている。
【０４８１】
（３）基地局ノード５４１０が、正常にＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットを受信した
場合には、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返す。
【０４８２】
（４）基地局ノード５４１０が、受信したＦＣＰフレーム内の宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ
の値＝Ｘ１から、このコマンドの送信先が無線端末５４２１であることを知る。
【０４８３】
（５）基地局ノード５４１０が、受信したＦＣＰフレームを無線ネットワーク上の無線パ
ケットに乗せて無線端末５４２１に転送する。このとき、基地局ノード５４１０で割り当
てる無線ネットワークでのトランザクションＩＤ（メッセージ識別子）の値＝ｑも一緒に
転送する。
【０４８４】
（６）これに前後して基地局ノード５４１０が、１３９４レイヤでのトランザクションＩ
Ｄ＝ａと、その送信元ノードＩＤ＝１の組合せが、無線ネットワーク上でのトランザクシ
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ョンＩＤ＝ｑに対応している旨を記憶する。
【０４８５】
（７）無線端末５４２１が、受信したＦＣＰフレーム内の情報に基づいて、所定のＡＶ／
Ｃプロトコルに従った処理を実行する。
【０４８６】
（８）無線端末５４２１が、処理を終了したＡＶ／Ｃコマンドの処理結果を、無線ネット
ワーク上のパケットを用いて基地局ノード５４１０に転送する。このとき、実行したコマ
ンドが送られてきたパケットに記されていたトランザクションＩＤ＝ｑの値を一緒に送り
返し、このパケットが１３９４レイヤのどのトランザクションＩＤに対応するものである
のかを識別できるようにする。
【０４８７】
（９）基地局ノード５４１０が、受信した無線パケット内に記されているトランザクショ
ンＩＤ＝ｑの値から、受けとったＦＣＰフレームが１３９４レイヤでのトランザクション
ＩＤ＝ａと送信元ノードＩＤ＝１の組合せに対応していることがわかるので、それをＦＣ
Ｐフレームを１３９４ノード５４０１に転送すれば良いことがわかる。
【０４８８】
（１０）基地局ノード５４１０が、１３９４ノード５４０１に対して、ＡＶ／Ｃのレスポ
ンスパケット（Ｗｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットで転送される）を送信する。このと
きの、宛先ノードＩＤ＝１、送信元ノードＩＤ＝２である。また、１３９４レイヤでのト
ランザクションＩＤとして値＝ａが割り当てられている。
【０４８９】
（１１）１３９４ノード５４０１が、ＡＶ／Ｃのレスポンスパケットを正常に受信できた
なら、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを基地局ノード５４１０に転送する。
【０４９０】
ここで、上記の例では処理（５），（６）において、無線ネットワーク上での独自のトラ
ンザクションＩＤを割り当てる方法を示しているが、他にも、１３９４レイヤでのトラン
ザクションＩＤと送信元ノードＩＤの組合せを、そのまま無線ネットワーク上でのトラン
ザクションＩＤとして処理する方法も考えられる。
【０４９１】
図６３に、このときのＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットの無線端末５４２１から１３９
４ノード５４０１へのＡＶ／Ｃコマンドの転送時の処理のシーケンスを示す。図６３の例
では、無線端末５４２１がＡＶ／Ｃプロトコルで言うところのコントローラの役目を果た
しており、無線端末から１３９４ノード５４０１に対してＡＶ／Ｃコマンドを送信する場
合を示している。よって、以下の一連の処理の前には、コントローラである無線端末５４
２１が、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報を入手する処理や、
ユーザーがコントローラである無線端末５４２１に、リモコンなどを介して所望の処理を
指示するなどの処理が実行されている。以下に、処理シーケンスを述べる。
【０４９２】
（１）コントローラである無線端末５４２１において、ＡＶ／Ｃプロトコルを起動するア
プリケーションが実行され、なんらかのＡＶ／Ｃコマンドの送信が指示される。コマンド
の送り先は１３９４ノード５４０１内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ａ（５４０１１）である。
【０４９３】
（２）無線端末５４２１が、ＡＶ／Ｃコマンドを乗せたＦＣＰフレームを無線パケット上
に乗せて基地局ノード５４１０に送信する。このときの、宛先のＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの
値はＡであり、無線ネットワーク上でのトランザクションＩＤの値はｑである。
【０４９４】
（３）基地局ノード５４１０が、受信した無線パケットからＦＣＰフレームを取り出し、
その中の宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの値を元に送信先のノードが１３９４ノード５４０１
であることを知る。
【０４９５】
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（４）基地局ノード５４１０が、受けとったＡＶ／ＣコマンドをＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔパケットに乗せて、１３９４ノード５４０１に転送する。このときの、送信元ノード
ＩＤ＝２、宛先ノードＩＤ＝１であり、宛先のＳｕｂＵｎｉｔ　ＩＤの値はＡである。ま
た、基地局ノード５４１０で１３９４レイヤでのトランザクションＩＤ＝ａが割り当てら
れている。
【０４９６】
（５）１３９４ノード５４０１が、ＡＶ／Ｃコマンドを乗せたＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔパケットを正常に受信できたなら、Ａｃｋ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを基地局ノー
ド５４１０に返す。
【０４９７】
（６）１３９４ノード５４０１が、受信したＦＣＰフレーム内の情報に基づいて、所定の
ＡＶ／Ｃプロトコルに従った処理を実行する。
【０４９８】
（７）これに前後して基地局ノード５４１０が、無線ネットワーク上でのトランザクショ
ンＩＤ＝ｑが、１３９４レイヤでのトランザクションＩＤ＝ａに対応している旨を記憶す
る。
【０４９９】
（８）１３９４ノード５４０１が、処理を終了したＡＶ／Ｃコマンドのレスポンスメッセ
ージをＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットに乗せて基地局ノード５４１０に転送する。
このときの送信元ノードＩＤ＝１、宛先ノードＩＤ＝２であり、トランザクションＩＤの
値はａである。
【０５００】
（９）基地局ノード５４１０が、ＡＶ／Ｃレスポンスを乗せたＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔパケットを正常に受信できたなら、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを１３９４ノ
ード５４０１に返す。
【０５０１】
（１０）基地局ノード５４１０が、受信したＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットに記さ
れているトランザクションＩＤの値（＝ａ）から、そのパケットが無線ネットワーク上で
のトランザクションＩＤ＝ｑに対応していることを知る。
【０５０２】
（１１）基地局ノード５４１０が、受けとったトランザクションＩＤの値に対応する無線
端末５４２１に、受信したＦＣＰフレームを無線パケット上に乗せて転送する。このとき
のトランザクションＩＤの値は、（２）の処理で無線端末５４２１によって割り当てられ
た値（＝ｑ）である。
【０５０３】
上記の例において、無線ネットワーク上をＦＣＰフレームが転送される際の、パケットフ
ォーマットの一例を図６４に示す。図６４のパケットには、無線ネットワーク上を転送す
るための無線へッダと、無線ネットワーク上でのトランザクション（セッション）を識別
するためのトランザクションＩＤを示すフィールドが存在する。また、パケット上にＦＣ
Ｐフレームを乗せ、最後にＣＲＣのようなチェックサムを入れている。このようなパケッ
トフォーマットによって、図６２、図６３に示したような、１３９４ノードと無線端末の
間でのＡＶ／ＣプロトコルやＨＡＶｉプロトコルに関する通信が実現可能となる。
【０５０４】
このような方法で、実際にＩＥＥＥ１３９４バス上に存在するノードと無線端末との間で
画像データのようなリアルタイムデータの転送を実行する場合の例を図６５に示す。図６
５の（ａ）に、無線端末５４２１が認識する画像データ転送時の構成を、図６５の（ｂ）
に１３９４ノード５４０１が認識する画像データ転送時の構成の２通りを示している。こ
のときに、基地局ノード５４１０が、これらの間の乗せ替え処理（Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕ
ｓチャネルと無線上のチャネルの接続処理）を実行する。また、図６５では、無線ネット
ワーク上においてもＩＥＣ６１８８３プロトコルが実行可能な場合を示している。
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【０５０５】
図６５の（ａ）に示す無線端末５４２１が認識する構成は、実際には基地局ノード５４１
０と無線端末５４２１，５４２２が存在するネットワークであるが、ここでは無線端末５
４２２については省略している。無線端末５４２１内には、受信した画像データをデコー
ド・表示するためのデコーダＳｕｂＵｎｉｔ５４２１３とともに、無線ネットワーク上の
チャネルとの間での画像データの送受信（入出力）処理を実行するプラグ（ｏ＿ｐｌｕｇ
５４２１４、ｉ＿ｐｌｕｇ５４２１５）が存在する。そして、デコーダＳｕｂＵｎｉｔ５
４２１３とｉ＿ｐｌｕｇ５４２１５の間がコネクション５４２１６によって接続されてい
る。また、基地局ノード５４１０内には、実際には１３９４ノード５４０１内に存在する
画像データを蓄積しているビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４１０３が存在するように見え
、同様に無線ネットワーク上のチャネルとの間での画像データの送受信（入出力）処理を
実行するプラグ（ｏ＿ｐｌｕｇ５４１０４、ｉ＿ｐｌｕｇ５４１０５）が存在している。
そして、ビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４１０３とｏ＿ｐｌｕｇ５４１０４の間がコネク
ション５４１０６によって接続されている。さらには、基地局ノード５４１０のｏ＿ｐｌ
ｕｇ５４１０４と無線端末５４２１のｉ＿ｐｌｕｇ５４２１５の間が、無線ネットワーク
上のチャネルＡによって接続されている。
【０５０６】
また、図６５の（ｂ）に示す１３９４ノード５４０１が認識する構成は、実際には基地局
ノード５４１０と１３９４ノード５４０１，５４０２が存在するネットワークであるが、
ここでは１３９４ノード５４０２については省略している。１３９４ノード５４０１内に
は、画像データを蓄積しているビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４０１３とともに、ＩＥＥ
Ｅ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルとの間での画像データの送受信（入
出力）処理を実行するプラグ（ｏ＿ｐｌｕｇ５４０１４、ｉ＿ｐｌｕｇ５４０１５）が存
在している。そして、ビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４０１３とｏ＿ｐｌｕｇ５４０１４
の間がコネクション５４０１６によって接続されている。また、基地局ノード５４１０内
には、実際には無線端末５４２１内に存在する、受信した画像データをデコード・表示す
るためのデコーダＳｕｂＵｎｉｔ５４１０７が存在するように見え、同様に、ＩＥＥＥ１
３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルとの間での画像データの送受信（入出力
）処理を実行するプラグ（ｏ＿ｐｌｕｇ５４１０８、ｉ＿ｐｌｕｇ５４１０９）が存在す
る。そして、デコーダＳｕｂＵｎｉｔ５４１０７とｉ＿ｐｌｕｇ５４１０９の間がコネク
ション５４１１０によって接続されている。さらには、１３９４ノード５４０１のｏ＿ｐ
ｌｕｇ５４０１４と基地局ノード５４１０のｉ＿ｐｌｕｇ５４１０９がＩＥＥＥ１３９４
バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸによって接続されている。
【０５０７】
このような構成において、基地局ノード５４１０では、無線端末５４２１が認識している
構成（図６５の（ａ））における自ノード内のコネクション５４１０６が、実際にはＩｓ
ｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸと１３９４ノード５４０１内のコネクション５４０１６の
組み合わせに対応している旨を記憶するとともに、１３９４ノード５４０１が認識してい
る構成（図６５の（ｂ））における自ノード内のコネクション５４１１０が、実際には無
線ネットワーク上のチャネルＡと無線端末５４２１内のコネクション５４２１６の組み合
わせに対応している旨を記憶する。そして、この組み合わせに従って、実際に転送されて
くる画像データの乗せ替え処理を実行する。
【０５０８】
図６６に、このようなネットワーク構成を構築して実際に画像データを転送する場合に実
行される処理のシーケンスの一例を示す。図６６においては、１３９４ノード５４０１が
、ＡＶ／Ｃプロトコルにおける、いわゆるコントロールノードとして動作している場合を
示している。よって、図６６では、例えば１３９４ノード内のコネクション５４０１６を
自分で設定するようなシーケンスになっているが、コントロールノードが他に存在する場
合には、そのコントロールノードからのＡＶ／Ｃコマンド（例えばコネクトコマンドなど
）によって設定する場合も考えられる。具体的な、処理シーケンスを以下に示す。

10

20

30

40

50

(66) JP 3922817 B2 2007.5.30



【０５０９】
（１）１３９４ノード５４０１が、基地局ノード５４１０内のＳｕｂＵｎｉｔ情報の開示
を要求する（例えば、ＡＶ／ＣプロトコルのＵｎｉｔ　Ｉｎｆｏコマンドを送信する）。
【０５１０】
（２）基地局ノード５４１０が、自ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報として、基地局ノード
内のデコーダＳｕｂＵｎｉｔ５４１０７（実際には無線端末５４２１内に存在するデコー
ダＳｕｂＵｎｉｔ５４２１３）を１３９４ノード５４０１に開示する。
【０５１１】
（３）１３９４ノード５４０１が、自ノード内のコネクション５４０１６を設定する。
【０５１２】
（４）１３９４ノード５４０１もしくは基地局ノード５４１０が、ＩＥＥＥ１３９４バス
上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸを獲得する（ＩＥＣ６１８８３プロトコル）。こ
こでは、帯域＝１０Ｍｂｐｓのチャネルを獲得する。
【０５１３】
（５）１３９４ノード５４０１が、基地局ノード５４１０に対してｉ＿ｐｌｕｇ５４１０
９によってＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸからのパケットを受信する旨を通知する。
また、自ノード内のｏ＿ｐｌｕｇ５４０１４によってＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸ
へパケットを送信する旨を通知する（ＩＥＣ６１８８３プロトコル）。
【０５１４】
（６）１３９４ノード５４０１が、基地局ノード５４１０内のデコーダＳｕｂＵｎｉｔ５
４１０７とｉ＿ｐｌｕｇ５４１０９の間を接続するＡＶ／Ｃコマンド（例えばコネクトコ
マンド）を基地局ノード５４１０に送信する。
【０５１５】
（７）基地局ノード５４１０はコマンドを受信すると、それに対応する、無線端末５４２
１から認識される構成図（図６５（ａ））におけるコネクション５４１０６と１３９４ノ
ード５４０１から認識される構成図（図６５（ｂ））におけるコネクション５４１１０を
設定し、それらが対応することを記憶する。
【０５１６】
（８）基地局ノード５４１０が、無線ネットワーク上のチャネルＡを獲得する（無線ネッ
トワーク上のプロトコル）。このときのチャネルＡの帯域幅は、上記の（５）の処理で通
知されたＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸの帯域幅＝１０Ｍｂｐｓとする。これによっ
て、基地局ノード５４１０がＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸと無線ネットワーク上の
チャネルＡが対応していることを認識する。
【０５１７】
（９）基地局ノード５４１０が、無線端末５４２１に対してｉ＿ｐｌｕｇ５４２１５によ
ってチャネルＡからのパケットを受信する旨を通知する。また、自ノード内のｏ＿ｐｌｕ
ｇ５４１０４によってチャネルＡへパケットを送出する旨を通知する（ＩＥＣ６１８８３
プロトコル）。
【０５１８】
（１０）基地局ノード５４１０が、上記の（６）の処理で受信したＡＶ／Ｃコマンドに対
応する処理として、無線端末５４２１内のデコーダＳｕｂＵｎｉｔ５４２１３とｉ＿ｐｌ
ｕｇ５４２１５間を接続するＡＶ／Ｃコマンド（例えばコネクトコマンド）を無線端末５
４２１に送信する。
【０５１９】
（１１）無線端末５４２１が、受けとったコマンドに従って自ノード内のコネクション５
４２１６を設定し、デコーダＳｕｂＵｎｉｔ５４２１３とｉ＿ｐｌｕｇ５４２１５間を接
続する。
【０５２０】
（１２）無線端末５４２１が、受けとったコマンドを正常に終了した旨を基地局ノード５
４１０に返信する。
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【０５２１】
（１３）基地局ノード５４１０が、無線端末５４２１からの正常終了の通知をうけて、上
記の（６）の処理で受けとっていたＡＶ／Ｃコマンドに対応する処理を正常に終了した旨
を、１３９４ノード５４０１に返信する。
【０５２２】
（１４）１３９４ノード５４０１のビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４０１３から、画像デ
ータが１３９４ノード５４０１内のコネクション５４０１６、ｏ＿ｐｌｕｇ５４０１４を
通ってＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸに送出され、それが基地局ノード５４１０のｉ
＿ｐｌｕｇ５４１０９、基地局ノード５４１０内のコネクション５４１１０を通ってデコ
ーダＳｕｂＵｎｉｔ５４１０７に転送される。
【０５２３】
（１５）基地局ノード５４１０内では、１３９４ノード側から認識される構成上のデコー
ダＳｕｂＵｎｉｔ５４１０７で受信した画像データを、無線端末側から認識されるビデオ
ソースＳｕｂＵｎｉｔ５４１０３からの送出データに乗せ替える処理を実行する。
【０５２４】
（１６）基地局ノード５４１０のビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４１０３から、画像デー
タが基地局ノード５４１０内のコネクション５４１０６、ｏ＿ｐｌｕｇ５４１０４を通っ
て無線ネットワーク上のチャネルＡに送出され、それが無線端末５４２１のｉ＿ｐｌｕｇ
５４２１５、無線端末５４２１内のコネクション５４２１６を通って、デコーダＳｕｂＵ
ｎｉｔ５４２１３に転送される。
【０５２５】
（１７）無線端末５４２１において、受信した画像データのデコード処理が実行され、画
面にデコードされた画像データが表示される。
【０５２６】
上記のシーケンスにおいては、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５で規定されている、各パケッ
トの転送確認メッセージ（Ａｃｋメッセージ）の転送に関しては省略している。
【０５２７】
図６７に、同様に画像データを転送する場合に実行される処理のシーケンスの他の例を示
す。図６７においては、無線端末５４２１が、ＡＶ／Ｃプロトコルにおける、いわゆるコ
ントロールノードとして動作している場合を示している。処理シーケンスを以下に示す。
【０５２８】
（１）無線端末５４２１が、基地局ノード５４１０内のＳｕｂＵｎｉｔ情報の開示を要求
する（例えば、ＡＶ／ＣプロトコルのＵｎｉｔ　Ｉｎｆｏコマンドを送信する）。
【０５２９】
（２）基地局ノード５４１０が、自ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報としてビデオソースＳ
ｕｂＵｎｉｔ５４１０３（実際には１３９４ノード５４０１内に存在するビデオソースＳ
ｕｂＵｎｉｔ５４０１３）を無線端末５４２１に開示する。
【０５３０】
（３）無線端末５４２１が、自ノード内のコネクション５４２１６を設定する。
【０５３１】
（４）無線端末５４２１もしくは基地局ノード５４１０が、無線ネットワーク上のチャネ
ルＡを獲得する（無線ネットワーク上のプロトコル）。ここでは、帯域＝１０Ｍｂｐｓの
チャネルを獲得する。
【０５３２】
（５）無線端末５４２１が、基地局ノード５４１０に対してｏ＿ｐｌｕｇ　５４１０４に
よってチャネルＡへのパケットを送信する旨を通知する。また、自ノード内のｉ＿ｐｌｕ
ｇ５４０１５によってチャネルＡからのパケットを受信する旨を通知する（ＩＥＣ６１８
８３プロトコル）。
【０５３３】
（６）無線端末５４２１が、基地局ノード５４１０内のビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ　５
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４１０３とｏ＿ｐｌｕｇ５４１０４の間を接続するＡＶ／Ｃコマンド（例えばコネクトコ
マンド）を基地局ノード５４１０に送信する。
【０５３４】
（７）基地局ノード５４１０はコマンドを受信すると、それに対応する、無線端末５４２
１から認識される構成図（図６５（ａ））におけるコネクション５４１０６と１３９４ノ
ード５４０１から認識される構成図（図６５（ｂ））におけるコネクション５４１１０を
設定し、それらが対応することを記憶する。
【０５３５】
（８）基地局ノード５４１０が、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチヤ
ネルＸを獲得する（ＩＥＣ６１８８３プロトコル）。このときのＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ
チャネルＸの帯域幅は、（５）の処理で通知された無線ネットワーク上のチャネルＡの帯
域幅＝１０Ｍｂｐｓとする。これによって、基地局ノード５４１０がＩｓｏｃｈｒｏｎｏ
ｕｓチャネルＸと無線ネットワーク上のチャネルＡが対応していることを認識する。
【０５３６】
（９）基地局ノード５４１０が、１３９４ノード５４０１に対してｏ＿ｐｌｕｇ５４０１
４によってＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸへのパケットを送信する旨を通知する。ま
た、自ノード内のｉ＿ｐｌｕｇ５４１０９によってＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸか
らのパケットを受信する旨を通知する（ＩＥＣ６１８８３プロトコル）。
【０５３７】
（１０）基地局ノード５４１０が、上記の（６）の処理で受信したＡＶ／Ｃコマンドに対
応する処理として、１３９４ノード５４０１内のビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４０１３
とｏ＿ｐｌｕｇ５４０１４間を接続するＡＶ／Ｃコマンド（例えばコネクトコマンド）を
１３９４ノード５４０１に送信する。
【０５３８】
（１１）１３９４ノード５４０１が、受けとったコマンドに従って自ノード内のコネクシ
ョン５４０１６を設定し、ビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４０１３とｏ＿ｐｌｕｇ５４０
１４間を接続する。
【０５３９】
（１２）１３９４ノード５４２１が、受けとったコマンドを正常に終了した旨を基地局ノ
ード５４１０に返信する。
【０５４０】
（１３）基地局ノード５４１０が、１３９４ノード５４０１からの正常終了の通知をうけ
て、上記の（６）の処理で受けとっていたＡＶ／Ｃコマンドに対応する処理を正常に終了
した旨を、無線端末５４２１に返信する。
【０５４１】
（１４）１３９４ノード５４０１のビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４０１３から、画像デ
ータが１３９４ノード５４０１内のコネクション５４０１６、ｏ＿ｐｌｕｇ５４０１４を
通ってＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸに送出され、それが基地局ノード５４１０のｉ
＿ｐｌｕｇ５４１０９、基地局ノード５４１０内のコネクション５４１１０を通ってデコ
ーダＳｕｂＵｎｉｔ５４１０７に転送される。
【０５４２】
（１５）基地局ノード５４１０内では、１３９４ノード側から認識される構成上のデコー
ダＳｕｂＵｎｉｔ５４１０７で受信した画像データを、無線端末側から認識されるヒデオ
ソースＳｕｂＵｎｉｔ５４１０３からの送出データに乗せ替える処理を実行する。
【０５４３】
（１６）基地局ノード５４１０のビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ５４１０３から、画像デー
タが基地局ノード５４１０内のコネクション５４１０６、ｏ＿ｐｌｕｇ５４１０４を通っ
て無線ネットワーク上のチャネルＡに送出され、それが無線端末５４２１のｉ＿ｐｌｕｇ
５４２１５、無線端末５４２１内のコネクション５４２１６を通って、デコーダＳｕｂＵ
ｎｉｔ５４２１３に転送される。
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【０５４４】
（１７）無線端末５４２１において、受信した画像データのデコード処理が実行され、画
面にデコードされた画像データが表示される。
【０５４５】
このような一連の処理によって、本実施形態における１３９４ノード（図６６、図６７の
例では１３９４ノード５４０１）から無線端末（図６６、図６７の例では無線端末５４２
１）への画像データの転送処理が実現できる。また、同様の処理によって、例えば無線端
末５４２１上に存在する画像データをＩＥＥＥ１３９４バス上の１３９４ノード５４０１
に転送し、１３９４ノード５４０１において、無線端末５４２１上の画像データを再生す
るような処理も可能である。
【０５４６】
次に、図６８に、本実施形態においてＨＡＶｉプロトコルを実行する場合の処理の一例を
示す。図６８では、ＩＥＥＥ１３９４バス上に１３９４ノード６４０１と基地局ノード６
４１０が接続している。また、基地局ノード６４１０には無線ネットワークを介して、無
線端末６４２１と６４２２が接続している。図６８では、このようなＩＥＥＥ１３９４バ
ス上に、新たに１３９４ノード６４３０が追加される場合を示している。
【０５４７】
ＨＡＶｉプロトコルにおいては、各１３９４ノードが自分自身の制御プログラム（ソフト
ウェア）をバイトコードの形で保持しておき、自ノードがＩＥＥＥ１３９４バスに新たに
加入する際に、そのバイトコードをアップロードして自ノードの制御ノードとなるべき１
３９４ノードを検索・選択する。そして、選択された１３９４ノードに対して、自分自身
の制御プログラムのバイトコードをアップロードし、自ノードの制御ノードとして、他の
１３９４ノードに認識してもらうようになっている。このような処理をＩＥＥＥ１３９４
バスの立上り時に実行した後は、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノードは、その選択された
制御ノードを介して、新たにＩＥＥＥ１３９４バスに加入してきた１３９４ノードに対し
ての制御メッセージを転送することになっている。
【０５４８】
図６８の場合では、新たに追加された１３９４ノード６４３０の制御ノードとして、１３
９４ノード６４０１が選択され、そこに１３９４ノード６４３０を制御するためのＤＣＭ
（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍａｎａｇｅｒ）６４４０がアップロードされた状況
を示している。この１３９４ノード６４０１上に作成されたＤＣＭ６４４０は、１３９４
ノード６４０１上のＳｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｌｅｍｅｔとして認識され、それにはＳＥＩＤ
（Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　ＩＤ）と呼ばれる識別子が付加されるようになっ
ている。
【０５４９】
よって、本実施形態においてＨＡＶｉプロトコルを実行する場合には、先のＡＶ／Ｃプロ
トコルでのＳｕｂＵｎｉｔ　ＩＤの例と同様に、このＳＥＩＤを用いて、各１３９４ノー
ド上のＳｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔを識別することになる。
【０５５０】
図６９に、ＳＥＩＤの構成を示す。ＳＥＩＤは、出荷時に１３９４バス上のノードに付加
されている全世界唯一のノード識別子であるＥＵＩ６４アドレスと、各１３９４ノード内
でのＳｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｈａｎｄｌｅ　ＩＤの組合せで構成されている
。また、このＳｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｈａｎｄｌｅ　ＩＤは１６ｂｉｔで構
成されており、その内わけは、Ｓｃｏｐｅ１ｂｉｔとＨａｎｄｌｅ　１５ｂｉｔとなって
いる。実際の、各１３９４ノード内でのＳｏｆｔｗａｒｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔの識別は、こ
のＨａｎｄｌｅの値でなされることになる。
【０５５１】
図７０に、１３９４ノード６４３０が追加された後のＩＥＥＥ１３９４バスの状況と、大
まかな制御メッセージの転送方法を示す。ここでは、無線端末６４２１が制御メッセージ
を送信するＣｏｎｔｒｏｌｌ端末として制御コマンドを１３９４ノード６４３０に送信す
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る場合を示している。図７０の例においては、１３９４ノード６４３０内にＡＶ／Ｃプロ
トコルでのＳｕｂＵｎｉｔに対応するＦｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔとして
、Ａ（６４３１）とＢ（６４３２）の２つが存在し、１３９４ノード６４０１上に１３９
４ノード６４３０を制御するためのＤＣＭ６４４０が存在する。このときのＤＣＭ６４４
０のＳＥＩＤの値はＳＥＩＤ＝Ｘである。さらに、無線端末６４２１上に、１３９４ノー
ド６４３０への制御メッセージを転送しようとするアプリケーション６４５０（ＳＥＩＤ
＝Ｙ）が存在している。
【０５５２】
このような構成において、無線端末６４２１が１３９４ノード６４３０を制御しようとす
る場合に、ＨＡＶｉプロトコルにおいては、まず、１３９４ノード６４０１上のＤＣＭ６
４４０が無線端末６４２１に対して、その制御方法についての情報を開示することになっ
ている。この開示方法としては、例えば、１３９４ノード６４３０から受け取ったバイト
コードそのものやＤＣＭ６４４０自身を制御するためのバイトコード等を無線端末６４２
１に転送し、それによって無線端末６４２１が制御メッセージをＤＣＭ６４４０に送信す
る方法や、ＤＣＭ６４４０を制御するための制御画面情報を無線端末６４２１に転送し、
その画面情報を用いて無線端末６４２１が制御メッセージをＤＣＭ６４４０に送信するな
どの方法がある。どちらの場合にしても、ＤＣＭ６４４０が無線端末６４２１から送られ
てきた制御メッセージを翻訳し、実際の制御対象である１３９４ノード６４３０に対して
制御コマンドを送信することで、１３９４ノード６４３０の制御を実現している。このＤ
ＣＭ６４４０から１３９４ノード６４３０への制御コマンドの転送方法としては、１３９
４ノード６４３０が完全にＨＡＶｉプロトコルに対応している場合には、送信する制御コ
マンドもＨＡＶｉプロトコルで転送することが可能である。しかし、１３９４ノード６４
３０が、制御コマンドとしてはＡＶ／Ｃプロトコルしか認識できない場合も想定されるの
で、この揚合にはＡＶ／Ｃプロトコルを用いて制御コマンドを転送することになる。
【０５５３】
このような手順でＨＡＶｉプロトコルが実行できるが、その具体的な処理手順として、Ｄ
ＣＭ６４４０から画面情報が無線端末６４２１に転送された後に、その画面情報に従った
制御メッセージがＤＣＭ６４４０に転送され、そのメッセージから、ＤＣＭ６４４０がＨ
ＡＶｉコマンドによって１３９４ノード６４３０への制御コマンドを転送する場合の例に
ついて、図７１を用いて説明する。
【０５５４】
（１）１３９４ノード６４３０がＩＥＥＥ１３９４バスに加入し、バスリセットが発生す
る。
【０５５５】
（２）１３９４ノード６４３０が、自分を制御するためのバイトコードのアップロード先
を検索し、１３９４ノード６４０１を選択。
【０５５６】
（３）１３９４ノード６４３０からバイトコードが１３９４ノード６４０１にアップロー
ドされる。１３９４ノード６４０１が、アップロードされたバイトコードを実行して、自
ノード内に１３９４ノード６４３０を制御するＤＣＭ６４４０（ＳＥＩＤ＝Ｘ）を作成す
る。
【０５５７】
（４）１３９４ノード６４０１が１３９４ノード６４３０を制御する制御ノードになった
旨を、ＨＡＶｉで定義されるレジストリ機能によって、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノー
ドに通知する、もしくは他のノードが入手する。基地局ノード６４１０は、通知される宛
先のＧＵＩＤ（ＥＵＩ６４アドレス）が無線端末６４２１であるものに関しては、受信し
たＦＣＰフレームを、そのまま無線端末６４２１に転送する（図７１中のｔ１の処理）。
【０５５８】
（５）無線端末６４２１上で、１３９４ノード６４３０を制御するアプリケーション６４
５０（ＳＥＩＤ＝Ｙ）が実行され、１３９４ノード６４３０の制御ノードとなっている１
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３９４ノード６４０１に対して、必要な制御方法の開示を要求する。このときの開示要求
は、ＨＡＶｉメッセージを転送することになっているＦＣＰフレームによって転送され、
その宛先ＳＥＩＤ＝Ｘ、送信元ＳＥＩＤ＝Ｙである。
【０５５９】
（６）１３９４ノード６４０１上のＤＣＭ６４４０（ＳＥＩＤ＝Ｘ）が、受信した開示要
求に従って、１３９４ノード６４３０を制御するための制御画面情報を無線端末６４２１
上のアプリケーション６４５０（ＳＥＩＤ＝Ｙ）に通知する。このとき転送されるＦＣＰ
フレームの宛先ＳＥＩＤ＝Ｙ、送信元ＳＥＩＤ＝Ｘである。
【０５６０】
（７）無線端末６４２１上のアプリケーション６４５０（ＳＥＩＤ＝Ｙ）が、実行するコ
マンドを決定する。
【０５６１】
（８）無線端末６４２１上のアプリケーション６４５０（ＳＥＩＤ＝Ｙ）が、決定したコ
マンドに対応する制御メッセージを乗せたＦＣＰフレームを１３９４ノード６４０１上の
ＤＣＭ６４４０（ＳＥＩＤ＝Ｘ）に転送する。このとき転送されるＦＣＰフレームの宛先
ＳＥＩＤ＝Ｘ、送信元ＳＥＩＤ＝Ｙであり、実行しているプロトコルはＨＡＶｉである。
【０５６２】
・ここまでの一連の処理において、図７１中の（４），（５），（６），（８）における
ｔ１，ｔ２，ｔ３，ｔ４で示される部分は、無線パケットによるＦＣＰフレームの転送を
示しており、その他の部分はＩＥＥＥ１３９４のＷｒｉｔｅＲｅｑｕｅｓｔパケットによ
るＦＣＰフレームの転送を示している。また、基地局ノード６４１０は、各ＦＣＰフレー
ムに記されている宛先のＳＥＩＤを用いたルーティング処理を実行している。
【０５６３】
（９）１３９４ノード６４０１上のＤＣＭ６４４０（ＳＥＩＤ＝Ｘ）が、受け取った画面
情報に従った制御メッセージを解読し、対応する１３９４ノード６４３０への制御メッセ
ージを認識する。ここでは、１３９４ノード６４３０がＨＡＶｉプロトコルに対応してい
るので、送信するコマンドはＨＡＶｉコマンドとなる。
【０５６４】
（１０）１３９４ノード６４０１上のＤＣＭ６４４０（ＳＥＩＤ＝Ｘ）が、解読したＨＡ
Ｖｉコマンドを１３９４ノード６４３０に転送する。図７１では、ＨＡＶｉコマンドの転
送先が１３９４ノード６４３０内のＦｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａ（６
４３１）である場合を示している。
【０５６５】
（１１）必要であれば、１３９４ノード６４３０が、ＨＡＶｉコマンドを受信した旨のＡ
ｃｋメッセージを１３９４ノード６４０１のＤＣＭ６４４０（ＳＥＩＤ＝Ｘ）に返す。
【０５６６】
上記のような一連の処理によって、本実施形態によってＨＡＶｉプロトコルを実行するこ
とができる。ここでは、ＨＡＶｉプロトコルの一部のみを実行する場合を示しているが、
本実施形態においては、１３９４ノードと無線端末がＦＣＰフレームを用いて通信するこ
とができる用になっているので、その上に乗るＡＶ／ＣプロトコルやＨＡＶｉプロトコル
は、基本的に問題無く実行できる。重要なのは、基地局ノードにおいてＩＥＥＥ１３９４
側の情報と無線ネットワーク側の情報の乗せ替え処理を実行するとともに、ＦＣＰフレー
ム上で定義されている識別子（例えばＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤやＳＥＩＤ等）によるルーテ
ィング処理を実行している点である。
【０５６７】
図７２に、基地局ノード４１０の内部構成のブロック図の一例を示す。基地局ノード５４
１０では、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＳｕｂＵｎｉｔ情報を無線ネットワーク側に見せる
処理と無線ネットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報をＩＥＥＥ１３９４バス側に見せる処理
が実行され、それらの対応関係が保持されている。また、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネ
ットワークの間でのパケット転送を行なう際には、このこのＳｕｂＵｎｉｔ情報によるル
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ーティング処理が実行される。さらに、基地局ノード５４１０は、ＩＥＥＥ１３９４バス
上で付加されるトランザクションＩＤと無線ネットワーク上で付加されるトランザクショ
ンＩＤなどのメッセージ識別子の対応関係を保持し、それによってＩＥＥＥ１３９４バス
と無線ネットワークの間でのパケット転送時のルーティング処埋も実行している。このよ
うな機能を提供するため、基地局ノード５４１０内には、無線ネットワークとのインタフ
ェース機能を提供する無線インタフェース処理部６８０１や、ＩＥＥＥ１３９４バスと無
線ネットワーク間でのＦＣＰフレームを乗せるパケットの変換処理（具体的にはＩＥＥＥ
１３９４バス上のパケットと無線ネットワーク上のパケット間でのＦＣＰフレームの乗せ
替え処理）を実行するパケット変換処理部６８０２や、ＩＥＥＥ１３９４バスへのインタ
フェース機能を提供する１３９４インタフェース処理部６８０５が存在する。また、パケ
ット変換処理部６８０２におけるパケット変換処理のための、ＩＥＥＥ１３９４バス上の
ＳｕｂＵｎｉｔ情報と無線ネットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報の間の対応関係を記憶す
るＳｕｂＵｎｉｔ　ＩＤ対応テーブル６８０３と、ＩＥＥＥ１３９４バス上で付加される
トランザクションＩＤと無線ネットワーク上で付加されるトランザクションＩＤの間の対
応関係や、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルと無線ネットワー
ク上のリソース（チャネル）との間の対応関係を記憶するトランザクション／チャネル対
応テーブル６８０４が存在する。これらの機能の他にも、基地局５４１０においてＩＥＥ
Ｅ１３９４バス上のアプリケーションや無線ネットワーク上のアプリケーンョンを実行す
る機能等が存在することも当然考えられるが、本実施形態には直接関係しないので、図７
２では省略している。
【０５６８】
図７３に、無線端末５４２１の内部構成のブロック図の一例を示す。無線端末５４２１は
ＳｕｂＵｎｉｔ情報を用いて基地局ノード５４１０との間での通信を行っている。よって
、無線端末５４２１内には、無線ネットワークとのインタフェース機能を提供する無線イ
ンタフェース処理部６９０１や、無線ネットワーク上を転送するパケットに乗せるＡＶ／
ＣプロトコルやＨＡＶｉプロトコルに対応したＦＣＰフレームへの処理（例えば、宛先・
送信元ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの付加や、所望のコマンド・要求情報の付加など）を実行す
るＦＣＰフレーム処理部６９０２や、無線ネットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報を管理す
るＳｕｂＵｎｉｔ情報管理部６９０３や、実際にＡＶ／Ｃプロトコル等を実行するアプリ
ケーション実行部６９０４が存在する。ここで、無線端末５４２１は、基本的にＡＶ／Ｃ
プロトコルを実行することを想定しているため、図７３においてはＳｕｂＵｎｉｔ情報の
管理を行うようになっているが、例えば、無線端末６４２１のようなＨＡＶｉプロトコル
を実行する無線端末の場合には、そのソフトウェア識別子であるＳＥＩＤ情報やＦｕｎｃ
ｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔの情報等を管理することになる。
【０５６９】
（第８の実施形態）
第７の実施形態では、基地局ノードと無線端末とが１対１に対応する場合だけでなく、一
つの基地局に複数の無線端末が接続する場合の実施形態を示した。しかし、このようなＳ
ｕｂＵｎｉｔを用いる方法では、複数の無線端末に同様のＳｕｂＵｎｉｔが存在した場合
に、それらを識別する手段（ＳｕｂＵｎｉｔ　Ｔｙｐｅ，ＩＤによる識別方法）が存在し
なかったり、ＡＶ／ＣプロトコルやＨＡＶｉプロトコルには、ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ
やＦｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔを追加・削除する機能が定義されていない
、などの問題がある。特に、ＳｕｂＵｎｉｔ等の追加・削除機能がないことは、無線ネッ
トワークのようなアドホックなネットワークへの適応に支障をきたす場合が考えられる。
本実施形態では、このような点を考慮し、第７の実施形態の場合と同様にＦＣＰフレーム
をベースとしたＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークの融合を行うものの、その上位
のレイヤのプロトコルとして、無線ＡＶ／Ｃとも言うべき無線端末専用のＡＶ／Ｃプロト
コルを定義する場合について示す。ここで、この無線ＡＶ／Ｃプロトコルを適応する方法
としては、例えば、無線ネットワーク上においてのみ適応する場合や、ＩＥＥＥ１３９４
バスと無線ネットワークの全体に及んで適応する場合などが考えられる。以下の例では、
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まず、無線ネットワーク上においてのみ適応する場合について述べる。
【０５７０】
図７４に、本実施形態におけるネットワークの構成の概念図を示す。図７４の構成では、
ＩＥＥＥ１３９４バス上に１３９４ノード７１０１，７１０２が存在し、さらに基地局ノ
ード７１１０が接続している。また、基地局ノード７１１０には、無線ネットワークを介
して、２つの無線端末７１２１，７１２２が接続している。このときの各ノードのノード
ＩＤは、１３９４ノード７１０１がｎ＝１、１３９４ノード７１０２がｎ＝３、基地局ノ
ード７１１０がｎ＝２であり、１３９４ノード７１０２がＲｏｏｔノードになっている場
合を示している。
【０５７１】
ここで、１３９４ノード７１０１内には、その中のＳｕｂＵｎｉｔとしてＡ（７１０１１
）とＢ（７１０１２）が存在し、同様に、１３９４ノード７１０２内にはＳｕｂＵｎｉｔ
　Ｃ（７１０２１）とＤ（７１０２２）が存在する。また、無線端末７１２１内にはＳｕ
ｂＵｎｉｔ　Ｘ１（７１２１１）とＸ２（７１２１２）が存在し、同様に、無線端末７１
２２内にはＳｕｂＵｎｉｔ　Ｙ１（７１２２１）とＹ２（７１２２２）が存在する。
【０５７２】
通常、ＡＶ／Ｃ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコル等では、この
ような各１３９４ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ単位にコマンドを送受信することになってい
るので、図７４のようにＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークを共存させる形で画像
データの転送を行なう場合には、このようなＳｕｂＵｎｉｔ情報を、どのように各ノード
／端末に見せるのかが問題となる。特に、複数の無線端末上に存在するＳｕｂＵｎｉｔを
どのように識別するのか、が課題である。
【０５７３】
本実施形態においては、基地局ノード７１１０において、各ネットワーク（ＩＥＥＥ１３
９４と無線ネットワーク）の間で、この構成要素（ＳｕｂＵｎｉｔ）情報を乗せ替える処
理を実行する。具体的には、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ群は
、第７の実施形態で述べてきたような通常のＡＶ／ＣプロトコルによるＳｕｂＵｎｉｔで
あるのに対し、各無線端末内のＳｕｂＵｎｉｔ群は、無線端末や基地局ノードとの間での
ＡＶコマンドをやりとりを実行するための無線ＡＶ／Ｃプロトコルによって定義されるＳ
ｕｂＵｎｉｔである。
【０５７４】
本実施形態で、無線端末７１２１とＩＥＥＥ１３９４ノード７１０１が、ネットワーク全
体をどのように認識しているのかを図７５に示す。まず、図７５の（ａ）に、無線端末７
１２１が認識しているネットワーク全体の構成図を示す。無線端末７１２１は、ＩＥＥＥ
１３９４バス上のノード内に存在する、ＡＶ／ＣプロトコルによるＳｕｂＵｎｉｔ群Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｄを、基地局ノード７１１０内の無線ＡＶ／ＣプロトコルによるＳｕｂＵｎｉｔ
群Ａ’、Ｂ’、Ｃ’、Ｄ’として認識している。また、図７５の（ｂ）に、１３９４ノー
ド７１０１等のＩＥＥＥ１３９４バス上のノードが認識しているネットワーク全体を構成
図を示す。１３９４ノード７１０１は無線端末７１２１や７１２２内に存在する無線ＡＶ
／ＣプロトコルによるＳｕｂＵｎｉｔ群Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２を、基地局ノード７１１
０内のＡＶ／ＣプロトコルによるＳｕｂＵｎｉｔ群Ｘ１’、Ｘ２’Ｙ１’、Ｙ２’として
認識している。
【０５７５】
このときの１３９４ノード７１０１と無線端末７１２１の間の通信におけるプロトコルス
タックの一例を図７６に示す。図７６では、１３９４ノード７１０１と無線端末７１２１
の間で何らかのアプリケーションが動くときに、ＡＶ／Ｃや無線ＡＶ／Ｃプロトコルが実
行される場合を示している。図７６では、１３９４ノード７１０１で実行されるアプリケ
ーションがＡＶ／Ｃプロトコルを介して基地局ノード７１１０との間で制御コマンドの転
送処理を実行し、無線端末７１２１が無線ＡＶ／Ｃプロトコルによって基地局ノード７１
１０との間での制御コマンドの転送処理を実行している場合を示している。そして、基地
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局ノード７１１０がＡ５／Ｃプロトコルと無線ＡＶ／Ｃプロトコルの間でのプロトコル変
換処理を実行し、１３９４ノード７１０１と無線端末７１２１の間での制御コマンドの転
送処理を実現している。
【０５７６】
図７７に、無線端末７１２１と基地局ノード７１１０の間で実行されている無線ＡＶ／Ｃ
プロトコルが使用するＦＣＰフレームの一例を示す。図７７の構成では、無線ＡＶ／Ｃプ
ロトコルのためのｃｔｓフィールドの値として、ｃｔｓ＝０ｘ０１００を割り当てた場合
を示している。また、無線ＡＶ／Ｃプロトコルでは、複数のＳｕｂＵｎｉｔを識別するた
めに、ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤのフィールドを大きくし、その中に無線端末の識別子として
Ｎｏｄｅ＿ＩＤフィールドを新たに設けている。これによって、複数の無線端末が基地局
ノード７１１０に接続し、それらの無線端末の中に、同じＳｕｂＵｎｉｔが存在したとし
ても、基地局ノード７１１０がそのＳｕｂＵｎｉｔの識別ができるようになる。
【０５７７】
ここで、新たに定義する無線ＡＶ／Ｃプロトコルには、他にも以下のような機能を追加し
ている。一つは、各１３９４ノード（無線端末）内へのＳｕｂＵｎｉｔの追加／削除機能
である。これは、通常のＡＶ／ＣプロトコルではＳｕｂＵｎｉｔ情報を追加／削除する機
能がないことや、ＨＡＶｉプロトコルにおいては新たなＦｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔを追加するために、一旦、ＩＥＥＥ１３９４バスのバスリセット処理を実行し
なければならないこと等を回避するための機能である。このＳｕｂＵｎｉｔ情報の追加／
削除を実現する方法としては、例えば、無線ＡＶ／Ｃプロトコルのコマンドとして、ａｄ
ｄ＿ｓｕｂｕｎｉｔコマンドやｄｅｌｅｔｅ＿ｓｕｂｕｎｉｔコマンドのようなものを新
規に定義する方法が考えられる。これによって、システム運用中にＳｕｂＵｎｉｔの追加
が可能となるとともに、例えば、無線端末が基地局ノードに接続した際に、新たなバスリ
セット処理を伴わずにＳｕｂＵｎｉｔ情報の追加が可能となる（ＳｕｂＵｎｉｔの削除も
同様に可能となる）。
【０５７８】
また、このようなＳｕｂＵｎｉｔ情報の追加／削除の機能とともに、各１３９４ノードや
無線端末のＳｕｂＵｎｉｔ情報を能動的に他の１３９４ノードや無線端末に通知する機能
も追加する。これによって、例えば、無線端末が新たに基地局に接続した際に、この機能
によって、その情報を他の１３９４ノードや無線端末に通知することができるので、Ｓｕ
ｂＵｎｉｔ情報の通知のためにバスリセットを発生させる必要がない。このＳｕｂＵｎｉ
ｔ情報を能動的に通知する方法としては、例えば、ＳｕｂＵｎｉｔ＿Ｉｎｆｏコマンドを
Ｎｏｔｉｆｙコマンドとして送ることができるようにしておき、ＳｕｂＵｎｉｔ情報に変
化が生じた際には、通知してもらうように設定するという方法がある。また、無線ＡＶ／
Ｃプロトコルのコマンドとして、ａｄｖ＿ｓｕｂｕｎｉｔ＿ｉｎｆｏのような新規のコマ
ンドを定義して、この機能を実現する方法も考えられる。
【０５７９】
図７８に、このときのＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットの１３９４ノード７１０１から
無線端末７１２１へのＡＶ／Ｃコマンドの転送時の処理のシーケンスを示す。図７８の例
では、１３９４ノード７１０１がＡＶ／Ｃプロトコルで言うところのコントローラの役目
を果たしており、１３９４ノード７１０１が無線端末７１２１に対してＡＶ／Ｃコマンド
を送信する場合を示している。そのため、以下の一連の処理の前には、コントローラであ
る１３９４ノード７１０１が、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情
報を入手する処理や、ユーザーがコントローラである１３９４ノード７１０１に、リモコ
ンなどを介して所望の処理を指示するなどの処理が実行されている。また、以下の例では
、基地局ノード７１１０が１３９４ノード７１０１から受信したＡＶ／Ｃコマンドを無線
ＡＶ／Ｃコマンドにプロトコル変換した後、無線端末７１２１に転送することになってい
る。以下に、具体的な処理シーケンスを述べる。
【０５８０】
（１）コントローラである１３９４ノード７１０１において、ＡＶ／Ｃプロトコルを起動
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するアプリケーションが実行され、なんらかのＡＶ／Ｃコマンドの送信が指示される。コ
マンドの送り先は無線端末７１２１内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ１（７１２１１）である。
【０５８１】
（２）１３９４ノード７１０１が、ＡＶ／ＣコマンドをＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケ
ットの形で基地局ノード７１１０に送信する。このときの、宛先のノードＩＤ＝２、送信
元のノードＩＤ＝１であり、パケットに乗っているＦＣＰフレーム中に示されている宛先
のＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの値はＸ１’である。また、１３９４レイヤでのトランザクショ
ンＩＤ（トランザクションラベルの値）として値＝ａが割り当てられている。
【０５８２】
（３）基地局ノード７１１０が、正常にＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットを受信した
場合には、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを返す。
【０５８３】
（４）基地局ノード７１１０が、受信したＦＣＰフレーム内の宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ
＝Ｘ１’が無線端末７１２１内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ１（７１２１１）であることを識別
する。また、受けとったＡＶ／Ｃコマンドを無線ＡＶ／Ｃコマンドに変換する。
【０５８４】
（５）基地局ノード７１１０が、変換した無線ＡＶ／Ｃコマンドを無線ネットワーク上の
無線パケットに乗せて無線端末７１２１に転送する。無線ＡＶ／ＣコマンドはＦＣＰフレ
ームに乗せられているものとする。また、このとき、基地局ノード７１１０で割り当てる
無線ネットワークでのトランザクションＩＤの値＝ｑも一緒に転送する。
【０５８５】
（６）基地局ノード７１１０が、１３９４レイヤでのトランザクションＩＤ＝ａと、その
送信元ノードＩＤ＝１の組合せが、無線ネットワーク上でのトランザクションＩＤ＝ｑに
対応している旨を記憶する。
【０５８６】
（７）無線端末７１２１が、受信したＦＣＰフレーム内の情報に基づいて、所定の無線Ａ
Ｖ／Ｃプロトコルに従った処理を実行する。
【０５８７】
（８）無線端末７１２１が、無線ＡＶ／Ｃコマンドの処理結果を、無線ネットワーク上の
パケットを用いて基地局ノード７１１０に転送する。このとき、実行したコマンドが送ら
れてきたパケットに記されていたトランザクションＩＤ＝ｑの値を一緒に送り返し、この
パケットが１３９４レイヤのどのトランザクションＩＤに対応するものであるのかを識別
できるようにする。
【０５８８】
（９）基地局ノード７１１０が、受けとった無線ＡＶ／ＣレスポンスをＡＶ／Ｃレスポン
スに変換する。また、受信した無線パケット内に記されているトランザクションＩＤ＝ｑ
の値から、受けとったレスポンスが１３９４レイヤでのトランザクションＩＤ＝ａと送信
元ノードＩＤ＝１の組合せに対応したものであることがわかるので、この変換した無線Ａ
Ｖ／Ｃレスポンスを１３９４ノード７１０１に転送すればよいことになる。
【０５８９】
（１０）基地局ノード７１１０が、１３９４ノード７１０１に対して、ＡＶ／Ｃのレスポ
ンスパケット（Ｗｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットで転送される）を送信する。このと
きの、宛先ノードＩＤ＝１、送信元ノードＩＤ＝２である。また、１３９４レイヤでのト
ランザクションＩＤとして値＝ａが割り当てられている。
【０５９０】
（１１）１３９４ノード７１０１が、ＡＶ／Ｃレスポンスパケットを正常に受信できたな
らば、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｃメッセージを基地局ノード７１１０に転送する。
【０５９１】
ここで、上記の例では処理（５），（６）において、無線ネットワーク上での独自のトラ
ンザクションＩＤを割り当てる方法を示しているが、他にも、１３９４レイヤでのトラン
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ザクションＩＤと送信元ノードＩＤの組合せを、そのまま無線ネットワーク上でのトラン
ザクションＩＤとして処理する方法も考えられる。
【０５９２】
図７９に、このときのＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓパケットの無線端末７１２１から１３９
４ノード７１０１へのＡＶ／Ｃコマンドの転送時の処理のシーケンスを示す。図７９の例
では、無線端末７１０１がＡＶ／Ｃプロトコルで言うところのコントローラの役目を果た
しており、無線端末から１３９４ノード７１０１に対してＡＶ／Ｃコマンドを送信する場
合を示している。よって、以下の一連の処理の前には、コントローラである無線端末７１
２１が、ＩＥＥＥ１３９４バス上の各ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報を入手する処理や、
ユーザーがコントローラである無線端末７１２１に、リモコンなどを介して所望の処理を
指示するなどの処理が実行されている。また、以下の例では、基地局ノード７１１０が無
線端末７１２１から受信した無線ＡＶ／ＣコマンドをＡＶ／Ｃコマンドにプロトコル変換
した後、１３９４ノード７１０１に転送することになっている。以下に、具体的な処理シ
ーケンスを述べる。
【０５９３】
（１）コントローラである無線端末７１２１において、無線ＡＶ／Ｃプロトコルを起動す
るアプリケーションが実行され、なんらかの無線ＡＶ／Ｃコマンドの送信が指示される。
コマンドの送り先は１３９４ノード７１０１内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ａ（７１０１１）であ
る。
【０５９４】
（２）無線端末７１２１が、無線ＡＶ／Ｃコマンドを乗せたＦＣＰフレームを無線パケッ
ト上に乗せて基地局ノード７１１０に送信する。このときの、宛先のＳｕｂＵｎｉｔ＿Ｉ
Ｄの値はＡ’であり、無線ネットワーク上でのトランザクションＩＤの値はｑである。
【０５９５】
（３）基地局ノード７１１０が、受信した無線パケットからＦＣＰフレームを取り出し、
その中の宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの値＝Ａ’から、実際の宛先ノードが１３９４ノード
７１０１であり、その宛先のＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ＝Ａであることを知る。また、受けと
った無線ＡＶ／ＣコマンドをＡＶ／Ｃコマンドに変換する。
【０５９６】
（４）基地局ノード７１１０が、変換したＡＶ／ＣコマンドをＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔパケットに乗せて、１３９４ノード７１０１に転送する。このときの、送信元ノードＩ
Ｄ＝２、宛先ノードＩＤ＝１であり、宛先のＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの値はＡである。また
、基地局ノード７１１０で１３９４レイヤでのトランザクションＩＤ＝ａが割り当てられ
ている。
【０５９７】
（５）１３９４ノード７１０１が、ＡＶ／Ｃコマンドを乗せたＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔパケットを正常に受信できたなら、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを基地局ノー
ド７１１０に返す。
【０５９８】
（６）１３９４ノード７１０１が、受信したＦＣＰフレーム内の情報に基づいて、所定の
ＡＶ／Ｃプロトコルに従った処理を実行する。
【０５９９】
（７）基地局ノード７１１０が、無線ネットワーク上でのトランザクションＩＤ＝ｑが、
１３９４レイヤでのトランザクションＩＤ＝ａに対応している旨を記憶する。
【０６００】
（８）１３９４ノード７１０１が、処理を終了したＡＶ／Ｃコマンドのレスポンスメッセ
ージをＷｒｉｔｅ　Ｒｃｑｕｅｓｔパケットに乗せて基地局ノード７１１０に転送する。
このときの送信元ノードＩＤ＝１、宛先ノードＩＤ＝２であり、トランザクションＩＤの
値はａである。
【０６０１】
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（９）基地局ノード７１１０が、ＡＶ／Ｃレスポンスを乗せたＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔパケットを正常に受信できたなら、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージを１３９４ノ
ード７１０１に返す。
【０６０２】
（１０）基地局ノード７１１０が、受信したＷｒｉｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔパケットに記さ
れているトランザクションＩＤの値（＝ａ）から、そのパケットが無線ネットワーク上で
のトランザクションＩＤ＝ｑに対応していることを知る。また、受けとったＡＶ／Ｃレス
ポンスを無線ＡＶ／Ｃレスポンスに変換する。
【０６０３】
（１１）基地局ノード７１１０が、受けとったトランザクションＩＤの値に対応する無線
端末７１２１に、受信したＦＣＰフレームを無線パケット上に乗せて転送する。このとき
の、無線ネットワーク上でのトランザクションＩＤの値はｑである。
【０６０４】
上記の例において、無線ネットワーク上をＦＣＰフレームが転送される際の、パケットフ
ォーマットの一例を図８０に示す。図８０のパケットには、無線ネットワーク上を転送す
るための無線へッダと、無線ネットワーク上でのトランザクション（セッション）を識別
するためのトランザクションＩＤのフィールドが存在する。また、パケット上に無線ＡＶ
／Ｃプロトコルに対応したＦＣＰフレームを乗せ、最後にＣＲＣのようなチェックサムを
入れている。このようなパケットフォーマットによって、図７８、図７９に示したような
、１３９４ノードと無線端末の間でのＡＶ／Ｃプロトコル／無線ＡＶ／Ｃプロトコルに関
する通信が実現可能となる。
【０６０５】
このような方法で、第７の実施形態の場合と同様に、ＩＥＥＥｌ３９４バス上のノードと
無線端末の間での画像データのようなリアルタイムデータの転送が可能となる。この場合
に、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルや無線ネットワーク上の
リソースの認識方法や、具体的な処理シーケンスに関しては、第７の実施形態の図６５、
図６６、図６７に示したような認識方法／処理シーケンスによって実現できるので、ここ
での説明は省略する。
【０６０６】
図８１に、基地局ノード７１１０の内部構成のブロック図の一例を示す。基地局ノード７
１１０では、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＳｕｂＵｎｉｔ情報を無線ネットワーク側に見せ
る処理と無線ネットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報をＩＥＥＥ１３９４バス側に見せる処
理が実行され、それらの対応関係が保持されている。また、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線
ネットワークの間でのパケット転送を行なう際には、このＳｕｂＵｎｉｔ情報によるルー
ティング処理が実行される。さらに、基地局ノード７１１０は、ＩＥＥＥ１３９４バス上
で付加されるトランザクションＩＤと無線ネットワーク上で付加されるトランザクション
ＩＤの対応関係を保持し、それによってＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークの間で
のパケット転送時のルーティング処理も実行している。このような機能を提供するため、
基地局ノード７１１０内には、無線ネットワークとのインタフェース機能を提供する無線
インタフェース処理部７８０１や、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワーク間でのＦＣ
Ｐフレームの変換処理（具体的にはＡＶ／Ｃプロトコル用のＦＣＰフレームと無線ＡＶ／
Ｃプロトコル用のＦＣＰフレームの間でのプロトコル変換処理）を実行するＦＣＰフレー
ム処理部７８０２や、ＩＥＥＥ１３９４バスへのインタフェース機能を提供する１３９４
インタフェース処理部７８０５が存在する。また、ＦＣＰフレーム処理部７８０２におけ
るプロトコル変換処理のための、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＳｕｂＵｎｉｔ情報と無線ネ
ットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報の間の対応関係を記憶するＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ対応
テーブル７８０３と、ＩＥＥＥ１３９４バス上で付加されるトランザクションＩＤと無線
ネットワーク上で付加されるトランザクションＩＤの間の対応関係や、ＩＥＥＥ１３９４
バス上のＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネル情報と無線ネットワーク上のリソース（チャネ
ル）情報の対応関係を記憶するトランザクション／チャネル対応テーブル７８０４が存在
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する。これらの機能の他にも、基地局７１１０においてＩＥＥＥ１３９４バス上のアプリ
ケーションや無線ネットワーク上のアプリケーションを実行する機能等が存在することも
当然考えられるが、本実施形態には直接関係しないので、図８１では省略している。
【０６０７】
図８２に、無線端末７１２１の内部構成のブロック図の一例を示す。無線端末７１２１で
は、無線ネットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報を用いた無線ＡＶ／Ｃプロトコルによって
、基地局ノード７１１０との間での通信を行っている。よって、無線端末７１２１内には
、無線ネットワークとのインタフェース機能を提供する無線インタフェース処理部７９０
１や、無線ネットワーク上を転送するパケットに乗せる無線ＡＶ／Ｃプロトコルに対応し
たＦＣＰフレームへの処理（例えば、宛先・送信元ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの付加や、所望
のコマンド・要求情報の付加など）を実行するＦＣＰフレーム処理部７９０２や、無線ネ
ットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報を管理するＳｕｂＵｎｉｔ情報管理部７９０３や、実
際に無線ＡＶ／Ｃプロトコル等を実行するアプリケーション実行部７９０４が存在する。
ここで、無線端末７１２１は、基本的に無線ＡＶ／Ｃプロトコルを実行することを想定し
ているため、図８２においてはＳｕｂＵｎｉｔ情報の管理を行うようになっているが、例
えば、ＨＡＶｉプロトコルを実行する無線端末の場合には、そのソフトウェア識別子であ
るＳＥＩＤ情報等を管理することになる。
【０６０８】
次に、無線ＡＶ／ＣプロトコルをＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークの全体に及ん
で適応する場合について述べる。
【０６０９】
図８３に、本実施形態におけるネットワークの構成の概念図を示す。図８３の構成は、図
７４の構成と同様であるが、１３９４ノード８１０１や無線端末８１２１，８１２２は無
線ＡＶ／Ｃプロトコルに対応しているのものの、１３９４ノード８１０２は無線ＡＶ／Ｃ
に対応していない場合を示している。よって、各１３９４ノード内のＳｕｂＵｎｉｔの中
で、無線ＡＶ／Ｃプロトコルによって認識されるＳｕｂＵｎｉｔは、１３９４ノード８１
０１内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ａ（８１０１１）とＳｕｂＵｎｉｔ　Ｂ（８１０１２）の２つ
のみであり、１３９４ノード８１０２内のＳｕｂＵｎｉｔ　Ｃ（８１０２１）とＳｕｂＵ
ｎｉｔ　Ｄ（８１０２２）は認識されない。
【０６１０】
この場合に、無線端末８１２１とＩＥＥＥ１３９４ノード８１０１が、ネットワーク全体
をどのように認識しているのかを図８４に示す。まず、図８４の（ａ）に、無線端末８１
２１が認識しているネットワーク全体の構成図を示す。無線端末８１２１は、ＩＥＥＥ１
３９４バス上のノード内に存在する、無線ＡＶ／ＣプロトコルによるＳｕｂＵｎｉｔ　Ａ
（８１０１１）とＳｕｂＵｎｉｔ　Ｂ（８１０１２）のみを認識している。また、図８４
の（ｂ）に、１３９４ノード８１０１が認識しているネットワーク全体を構成図を示す。
１３９４ノード８１０１は無線端末８１２１や８１２２内に存在する無線ＡＶ／Ｃプロト
コルによるＳｕｂＵｎｉｔ群Ｘ１，Ｘ２，Ｙ１，Ｙ２を、基地局ノード８１１０内のＳｕ
ｂＵｎｉｔ群として認識している。
【０６１１】
このときの１３９４ノード８１０１と無線端末８１２１の間の通信におけるプロトコルス
タックの一例を図８５に示す。図８５では、１３９４ノード８１０１と無線端末８１２１
の間で何らかのアプリケーションが動くときに、無線ＡＶ／Ｃプロトコルが実行される場
合を示している。図８５では、１３９４ノード８１０１と無線端末８１２１が無線ＡＶ／
Ｃプロトコルによって、所望の無線ＡＶ／Ｃコマンドやレスポンスの転送を行なっている
。このとき、基地局ノード８１１０においては、１３９４ノード８１０１と無線端末８１
２１の間でのＦＣＰフレームの転送処理や、ＦＣＰフレームに記述されているＳｕｂＵｎ
ｉｔ＿ＩＤの値や、無線パケットやＩＥＥＥ１３９４パケットに記述されているトランザ
クションＩＤの値を用いたルーティング処理を実行している。
【０６１２】
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この場合に、無線端末８１２１と１３９４ノード８１０１の間で実行されている無線ＡＶ
／Ｃプロトコルが使用するＦＣＰフレームは、第８の実施形態の図７７に示したフレーム
構造を使用することができる。
【０６１３】
また、無線ＡＶ／Ｃプロトコルに新たに定義する無線ＡＶ／Ｃコマンドとしては、先の場
合と同様に、以下のようなものが想定できる。一つは、各１３９４ノード（無線端末）内
へのＳｕｂＵｎｉｔの追加／削除機能であり、もう一つは、各１３９４ノードや無線端末
のＳｕｂＵｎｉｔ情報を、能動的に他の１３９４ノードや無線端末に通知する機能である
。これらの機能の具体的な実現方法としては、無線ＡＶ／Ｃプロトコル上のコマンドとし
て、新規に、ａｄｄ＿ｓｕｂｕｎｉｔコマンドやａｄｖ＿ｓｕｂｕｎｉｔコマンド等を定
義する方法が考えられる。これらの機能を用いることで、無線ネットワーク特有の機能を
ＡＶ／Ｃプロトコルに追加することができるようになる。
【０６１４】
また、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークに跨って無線ＡＶ／Ｃプロトコルを実行
するようになっているので、このときの１３９４ノード８１０１と無線端末８１２１の間
でのパケット転送は、第７の実施形態に示したパケット転送方式（第７の実施形態の図６
２，図６３）と同様に実施可能である（ＡＶ／Ｃコマンド、ＡＶ／Ｃレスポンスを、無線
ＡＶ／Ｃコマンド、無線ＡＶ／Ｃレスポンスに置き換える）。ただし、各パケット転送時
にＦＣＰフレーム上に乗せられている情報が、第７の実施形態の場合はＡＶ／Ｃプロトコ
ルに従ったコマンド／レスポンスであるのに対し、ここでは無線ＡＶ／Ｃプロトコルに従
ったコマンド／レスポンスである点が異なっている。さらに、１３９４ノード８１０１と
無線端末８１２１の間でのＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓデータ転送についても第７の実施形態
の場合のデータ転送方式（第７の実施形態の図６６，図６７）と同様に実施可能である。
この場合も、各パケット転送時にＦＣＰフレーム上に乗せられている情報が、第７の実施
形態の場合はＡＶ／Ｃプロトコルに従ったコマンド／レスポンスであるのに対し、ここで
は無線ＡＶ／Ｃプロトコルに従ったコマンド／レスポンスである点は異なっている。
【０６１５】
（第９の実施形態）
第８の実施形態では、無線ＡＶ／Ｃという新規のプロトコルを定義してＩＥＥＥ１３９４
バスと無線端末の間でのＡＶ／Ｃコマンド／レスポンスの転送処理を実行する場合につい
て示した。このときの無線ＡＶ／Ｃプロトコルは、ＦＣＰフレームのｃｔｓフィールドの
値で識別されるものであり、いわゆるＡＶ／Ｃプロトコルとは全く別のプロトコルを定義
する形になっている。これは、無線端末において実行するＡＶ制御のためのプロトコルが
必ず無線ＡＶ／Ｃプロトコルとなってしまうので、第７の実施形態のような実現方式から
のスムーズな移行は難しい場合がある。このような点を考慮して、本実施形態では、無線
端末においてもＡＶ／Ｃプロトコルを実行するものの、無線特有の「無線端末の追加／削
除」機能が実現できる方法について示す。本実施形態では、無線端末との通信を行なう必
要のある１３９４ノード上にのみ無線ＡＶ／Ｃプロトコルの実行機能を追加し、基地局ノ
ードで、その乗せ替え処理を行なうことで、上記のような機能を実現している。
【０６１６】
本実施形態においては、ＡＶ／ＣプロトコルでのＳｕｂＵｎｉｔ種別の識別に使われてい
るＳｕｂＵｎｉｔ＿ｔｙｐｅとして、無線端末を示すＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔ
なるタイプを定義する。そして、このＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔへのコマンドに
ついて、Ｔｕｎｅｒ　ＳｕｂＵｎｉｔやＶＣＲ　ＳｕｂＵｎｉｔへのコマンド等と同様に
、新たなコマンドを定義していく方法を示している。具体的には、基地局ノードにおいて
無線端末をＩＥＥＥ１３９４バス側に紹介する際に、各無線端末自身を一つのＳｕｂＵｎ
ｉｔ（ＷｉｒｅｌｅｓｓＳｕｂＵｎｉｔ）として紹介し、この無線端末の中に存在するＳ
ｕｂＵｎｉｔは、そのＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔのＳｕｂＵｎｉｔという形で紹
介する。このような紹介方法によって、基地局に接続する無線端末を、通常のＳｕｂＵｎ
ｉｔ識別時のＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤによって識別できるようになる。そして、各無線端末
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上に存在する各ＳｕｂＵｎｉｔは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔ内のＳｕｂＵｕｉ
ｔとして識別されるようになるため、複数の無線端末内に存在する同じタイプのＳｕｂＵ
ｎｉｔをきちんと識別できるようになる。
【０６１７】
図８６に、本実施形態におけるネットワークの構成の概念図を示す。図８６の構成は、第
８の実施形態における図７４の構成と同じ構成であるので、ここでの詳しい説明は省略す
る。
【０６１８】
本実施形態で、無線端末９１２１とＩＥＥＥ１３９４ノード９１０１が、ネットワーク全
体をどのように認識しているのかを図８７に示す。図８７の（ａ）に、無線端末９１２１
が認識しているネットワーク全体の構成図を示す。図８７の（ａ）では、無線端末９１２
１，９１２２上の各ＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ１（９１２１１）、Ｘ２（９１２１２）、Ｙ１、
（９１２２１）Ｙ２（９１２２２）やＩＥＥＥ１３９４バス上のノード９１０１，９１０
２内の各ＳｕｂＵｎｉｔ　Ａ（９１０１１）、Ｂ（９１０１２）、Ｃ（９１０２１）、Ｄ
（９１０２２）が、通常のＡＶ／Ｃプロトコル上のＳｕｂＵｎｉｔとして認識されている
。これは第７の実施形態の場合と同じ構成で認識されていることを示しており、例えば、
無線端末９１２１が、ＡＶ／Ｃプロトコルにおけるコントローラとしての機能を実行する
場合には、そのＡＶ／Ｃコマンドの転送処理やリソース確保の処理などが第７の実施形態
の場合と同様に実行可能であることを示している。図８７の（ｂ）に、１３９４ノード９
１０１が認識しているネットワーク全体の構成図を示す。図８７の（ｂ）では、無線端末
９１２１，９１２２それぞれが、基地局ノード９１１０内のＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵ
ｎｉｔ（９１１０１，９１１０２）として認識され、各無線端末内のＳｕｂＵｎｉｔが、
基地局ノード９１１０のＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔとして認識されている。また、１３９４
ノード９１０１，９１０２内のＳｕｂＵｎｉｔに関しては、通常のＡＶ／ＣのＳｕｂＵｎ
ｉｔとして認識されている。ここで、基地局ノード９１１０は、上記のような異なる認識
に基づいたネットワーク間でのプロトコル乗せ替え機能を実行する。
【０６１９】
本実施形態における、１３９４ノード９１０１と無線端末９１２１の間の通信におけるプ
ロトコルスタックの例を図８８と図８９に示す。図８８／図８９では、１３９４ノード９
１０１から無線端末９１２１に対してＡＶ／Ｃプロトコルを実行する場合（図８８）と、
無線端末９１２１から１３９４ノード９１０１に対してＡＶ／Ｃプロトコルを実行する場
合（図８９）の２通りを示している。
【０６２０】
図８８では、１３９４ノード９１０１が他の１３９４ノードとの間でＡＶ／Ｃプロトコル
を実行する場合は通常のＡＶ／Ｃプロトコルをそのまま実行するが、その実行相手が無線
端末である場合には、基地局ノード９１１０との間でのＡＶ／Ｃプロトコルの実行におい
ては、一度、無線ＡＶ／Ｃプロトコルを介して実行するようになっている。そして、基地
局ノード９１１０において無線ＡＶ／ＣプロトコルからＡＶ／Ｃプロトコルへのプロトコ
ル変換した後に、無線端末９１２１に対して通常のＡＶ／Ｃプロトコルを実行する。
【０６２１】
また、図８９では、無線端末９１２１が通常のＡＶ／Ｃプロトコルによって１３９４ノー
ド９１０１へのＡＶ／Ｃプロトコルの実行ができるようになっている。これは、図７５の
（ａ）に示したように、無線端末９１２１からは、１３９４ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ群
が自端末内のＳｕｂＵｎｉｔと同じレベルで認識されるために、第７の実施形態の場合と
同様にＡＶ／Ｃプロトコルが実行できることによるものである。よって、この場合のＡＶ
／Ｃプロトコルの処理シーケンスは、第７の実施形態の場合（第７の実１施形態の図６３
、図６７）と同様に実行可能である。
【０６２２】
図９０に、本実施形態で実行されている無線ＡＶ／Ｃプロトコルが使用するＦＣＰフレー
ムの一例を示す。図９０の構成では、第８の実施形態のような無線ＡＶ／Ｃプロトコルの
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ためのｃｔｓフィールドの値を設定することはせずに、通常のＡＶ／ＣプロトコルのＦＣ
Ｐフレームにおいて、その宛先ＳｕｂＵｎｉｔのＳｕｂＵｎｉｔ　ｔｙｐｅがＷｉｒｅｌ
ｅｓｓであったときに、新たなフレーム構造を定義するようになっている。図９０では、
ＳｕｂＵｎｉｔ＿ｔｙｐｅがＷｉｒｅｌｅｓｓであった場合には、そのＳｕｂＵｎｉｔ＿
ＩＤが無線端末の識別子として使用される。そして、この通常のＦＣＰフレームの先頭４
バイトを「無線ＡＶ／Ｃへッダ」として、それに続いて通常のＦＣＰフレームを付加する
ようになっている。よって、無線ＡＶ／ＣプロトコルでＡＶ／Ｃコマンドを送る場合には
、通常のＡＶ／ＣプロトコルにおけるＳｕｂＵｎｉｔ（無線ＡＶ／Ｃプロトコルにおける
Ｓｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔ）へのＡＶ／Ｃコマンド（ＦＣＰフレーム）を作成し、その作成
したコマンドの先頭に、無線ＡＶ／Ｃプロトコルにおける宛先情報（宛先の無線端末を指
定）を付加して送信する。
【０６２３】
このようなフレーム構造を用いた場合の、１３９４ノード９１０１と無線端末９１２１の
間での、基本的なＡＶ／Ｃプロトコルの処理シーケンスを図９１に示す。図９１の例では
、１３９４ノード１０１がＡＶ／Ｃプロトコルで言うところのコントローラの役目を果た
しており、１３９４ノード９１０１が無線端末１２１に対してＡＶ／Ｃコマンドを送信す
る場合を示している。
【０６２４】
（１）１３９４ノード９１０１上のアプリケーションがＡＶ／Ｃプロトコルを起動する。
【０６２５】
（２）基地局ノード９１１０内のＳｕｂＵｎｉｔ情報の開示を要求する。このときに送信
されるコマンドは、ＡＶ／Ｃプロトコルで定義されているＵｎｉｔ＿Ｉｎｆｏ／ＳｕｂＵ
ｎｉｔ＿Ｉｎｆｏコマンドのようなものであり、通常のＡＶ／Ｃプロトコルによって転送
される。
【０６２６】
（３）基地局ノード９１１０が、自ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情報として、Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ（９１１０１）とそのＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔ　Ｘ１，Ｘ２（
９１２１１，９１２１２）と、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔ　Ｙ（９１１０２）と
そのＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔ　Ｙ１，Ｙ２（９１２２１，９１２２２）を開示する。
【０６２７】
（４）１３９４ノード９１０１が、ＡＶ／Ｃコマンドの転送先としてＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎ
ｉｔ　Ｘ１（９１２１１）を選択し、それに対するＡＶ／Ｃコマンドを作成する。
【０６２８】
（５）宛先がＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔであるため、無線ＡＶ／Ｃヘッダを作成
／付加する。無線ＡＶ／Ｃヘッダには、ＳｕｂＵｎｉｔ＿ｔｙｐｅ＝Ｗｉｒｅｌｅｓｓ、
ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ＝Ｘとする。
【０６２９】
（６）１３９４ノード９１０１が、作成した無線ＡＶ／Ｃコマンドを基地局ノード１１０
に転送する。このとき、送信元ノードＩＤ＝１、宛先ノードＩＤ＝２であり、１３９４レ
イヤにおけるトランザクションＩＤ＝ａを付加して転送する。また、無線ＡＶ／Ｃへッダ
中の宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ＝Ｘであり、ＦＣＰフレーム中の宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿Ｉ
Ｄ＝Ｘ１である。
【０６３０】
（７）基地局ノード９１１０が、受信したパケット中の宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤの値か
ら、転送する先の無線端末９１２１を識別する。また、受信した無線ＡＶ／Ｃコマンドか
ら無線ＡＶ／Ｃヘッダを取り除き、ＡＶ／Ｃコマンドを取り出す。
【０６３１】
（８）基地局ノード９１１０が、無線パケットに取り出したＡＶ／Ｃコマンドを乗せて無
線端末９１２１に転送する。このとき、無線ネットワーク上でのトランザクションＩＤ＝
ｑを付加し、宛先ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ＝Ｘ１となる。
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【０６３２】
（９）基地局ノード９１１０が、ＩＥＥＥ１３９４バス上でのトランザクションＩＤと送
信元ノードＩＤ＝１の組合せと無線ネットワーク上でのトランザクションＩＤの組合せを
記憶する。
【０６３３】
（１０）無線端末９１２１が、受信したＡＶ／Ｃコマンドに対応する処理を実行する。
【０６３４】
（１１）無線端末９１２１が、実行したＡＶ／Ｃコマンドの処理結果を、ＡＶ／Ｃレスポ
ンスとして基地局ノード９１１０に転送する。このとき、上記の（９）の処理で付加され
たトランザクションＩＤと同じＩＤを付加して転送する。
【０６３５】
（１２）基地局ノード９１１０が、受信したパケットのトランザクションＩＤの値から、
受信したＡＶ／Ｃレスポンスを転送する先の１３９４ノードを識別する。
【０６３６】
（１３）基地局ノード９１１０が、受信したＡＶ／Ｃレスポンスを１３９４ノード９１０
１に転送する。このとき、１３９４レイヤにおけるトランザクションＩＤ＝ａを付加して
転送する。
【０６３７】
（１４）１３９４ノード９１０１が、トランザクションＩＤの値から、受信したＡＶ／Ｃ
レスポンスが上記の（６）の処理で送信したＡＶ／Ｃコマンドに対応するものであること
を認識する。
【０６３８】
上記の一連の処理においては、各ＩＥＥＥ１３９４バス上のトランザクションにおいて実
行されている、Ａｃｋ＿Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージの転送については省略している。こ
のような処理によって、無線端末９１２１へのＡＶ／Ｃコマンドの転送が可能となる。こ
こで、上記の例では処理（９）において、無線ネットワーク上での独自のトランザクショ
ンＩＤを割り当てる方法を示しているが、他にも、１３９４レイヤでのトランザクション
ＩＤと送信元ノードＩＤの組合せを、そのまま無線ネットワーク上のトランザクションＩ
Ｄとして処理する方法も考えられる。上記のシーケンスは、１３９４ノード９１０１がコ
ントローラとして動作している場合の例であるが、逆に、無線端末９１２１がコントロー
ラとして動作する場合も考えられる。この場合は、図８７や図８８／図８９に示したよう
に、第７の実施形態の場合（第７の実施形態の図６３）と同様のシーケンスによって実現
可能である。
【０６３９】
次に、本実施形態において、実際にＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと無線端末との間で
画像データのようなリアルタイムデータの転送を実行する場合を図９２に示す。図９２で
は、無線端末９１２１が認識する画像データ転送時の構成と、１３９４ノード９１０１が
認識する画像データ転送時の構成の２通りを示している。このときに、基地局ノード９１
１０がこれらの間の乗せ替え処理（Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルと無線上のチャネル
の接続処理）を実行する。
【０６４０】
無線端末９１２１が認識する構成は、実際には基地局ノード９１１０と無線端末９１２１
，９１２２が存在するネットワークであるが、ここでは無線端末９１２２については省略
している。無線端末９１２１内には、受信した画像データをデコード・表示するためのデ
コーダＳｕｂＵｎｉｔ９１２１３とともに、無線ネットワーク上のチャネルとの間での画
像データの送受信（入出力）処理を実行するプラグ（ｏ＿ｐｌｕｇ９１２１４、ｉ＿ｐｌ
ｕｇ９１２１５）が存在する。そして、デコーダＳｕｂＵｎｉｔ９１２１３とｉ＿ｐｌｕ
ｇ９１２１５の間がコネクション９１２１６によって接続されている。また、基地局ノー
ド９１１０内には、実際には１３９４ノード９１０１内に存在する画像データを蓄積して
いるビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ９１１０３が存在するように見え、同様に無線ネットワ
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ーク上のチャネルとの間での画像データの送受信（入出力）処理を実行するプラグ（ｏ＿
ｐｌｕｇ９１１０４、ｉ＿ｐｌｕｇ９１１０５）が存在している。そして、ビデオソース
ＳｕｂＵｎｉｔ　９１１０３とｏ＿ｐｌｕｇ９１１０４の間がコネクション９１１０６に
よって接続されている。さらには、基地局ノード９１１０のｏ＿ｐｌｕｇ９１１０４と無
線端末９１２１のｉ＿ｐｌｕｇ９１２１５の間が、無線ネットワーク上のチャネル＝Ａに
よって接続されている。
【０６４１】
また、１３９４ノード９１０１が認識する構成は、実際には基地局ノード９１１０と１３
９４ノード９１０１，９１０２が存在するネットワークであるが、ここでは１３９４ノー
ド９１０２については省略している。１３９４ノード９１０１内には、画像データを蓄積
しているビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ９１０１３とともに、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩ
ｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルとの間での画像データの送受信（入出力）処理を実行する
プラグ（ｏ＿ｐｌｕｇ９１０１４、ｉ＿ｐｌｕｇ９１０１５）が存在している。そして、
ビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ９１０１３とｏ＿ｐｌｕｇ９１０１４の間がコネクション９
１０１６によって接続されている。また、基地局ノード９１１０内には、無線端末９１２
１に対応するＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔ９１１１１と、無線端末９１２１内に存
在して受信し画像データをデコード・表示するためのデコーダＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔ９
１１０７が存在するように見える。また同様に、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈｒ
ｏｎｏｕｓチャネルとの間での画像データの送受信（入出力）処理を実行するプラグ（ｏ
＿ｐｌｕｇ９１１０８、ｉ＿ｐｌｕｇ９１１０９）が存在する。そして、デコーダＳｕｂ
＿ＳｕｂＵｎｉｔ９１１０７とｉ＿ｐｌｕｇ９１１０９の間がコネクション９１１１０に
よって接続されている。さらには、１３９４ノード９１０１のｏ＿ｐｌｕｇ９１０１４と
基地局ノード９１１０のｉ＿ｐｌｕｇ９１１０９がＩＥＥＥ１３９４バス上のＩｓｏｃｈ
ｒｏｎｏｕｓチャネル＝Ｘによって接続されている。
【０６４２】
このような構成において、基地局ノード９１１０では、１３９４ノード９１０１が認識し
ている構成における自ノード内のコネクション９１１１０が、実際には無線ネットワーク
上のチャネルＡと無線端末９１２１内のコネクション９１２１６の組み合わせに対応して
いる旨を記憶するとともに、無線端末９１２１が認識している構成における自ノード内の
コネクション９１１０６が、実際にはＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸと１３９４ノー
ド９１０１内のコネクション９１０１６の組み合わせに対応している旨を記憶する。そし
て、この組み合わせにしたがって、実際に転送されてくる画像データの乗せ替え処理を実
行する。
【０６４３】
図９３に、このようなネットワーク構成を構築して実際に画像データを転送する場合に実
行される処理のシーケンス図を示す。図９３においては、１３９４ノード９１０１が、Ａ
Ｖ／Ｃプロトコルにおける、いわゆるコントロールノードとして動作している場合を示し
ている。また、図９３では、無線ネットワーク上においてもＩＥＣ６１８８３プロトコル
が実行可能である場合を示している。処理シーケンスを以下に示す。
【０６４４】
（１）１３９４ノード９１０１が、基地局ノード９１１０に対してＳｕｂＵｎｉｔ情報の
開示を要求する。
【０６４５】
（２）基地局ノードが、１３９４ノード９１０１に対して自ノード内のＳｕｂＵｎｉｔ情
報として、無線端末９１２１をＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔとして紹介し、無線端
末９１２１内のＳｕｂＵｎｉｔをＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＳｕｂＵｎｉｔのＳｕｂ＿ＳｕｂＵ
ｎｉｔとして紹介する。
【０６４６】
（３）１３９４ノード９１０１が、自ノード内にコネクション９１０１６を設定する。
【０６４７】
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（４）１３９４ノード９１０１もしくは基地局ノード９１１０が、ＩＥＥＥ１３９４バス
上にＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸを獲得する。このときの帯域を１０Ｍｂｐｓとす
る（ＩＥＣ６１８８３）。
【０６４８】
（５）１３９４ノード９１０１が、基地局ノード９１１０に対して、そのｉ＿ｐｌｕｇ９
１１０９によってＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸからのパケットを受信するように要
求する。また、自ノードに対して、そのｏ＿ｐｌｕｇ９１０１４からＩｓｏｃｈｒｏｎｏ
ｕｓチャネルＸにパケットを送信するように要求する（ＩＥＣ６１８８３）。
【０６４９】
（６）１３９４ノード９１０１が、無線ＡＶ／Ｃコマンド（例えばコネクトコマンド）を
基地局ノード９１１０に転送し、基地局ノード９１１０内のデコーダＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎ
ｉｔ９１１０７とｉ＿ｐｌｕｇ９１１０９の間を接続するように指示する。
【０６５０】
（７）基地局ノード９１１０が、自ノード内のコネクション９１１０６と９１１１０を設
定し、受信したパケットからＡＶ／Ｃコマンドのフレームを取り出す。
【０６５１】
（８）基地局ノード９１１０が、無線ネットワーク上のチャネルＡを獲得する。このとき
の要求帯域（１０Ｍｂｐｓ）は、上記の（５）の処理において通知される値を用いる。
【０６５２】
（９）基地局ノード９１１０が、無線端末９１２１に対して、そのｉ＿ｐｌｕｇ９１２１
５によって無線ネットワーク上のチャネルＡからのパケットを受信するよう要求する。ま
た、自ノードに対して、そのｏ＿ｐｌｕｇ９１１０４からチャネルＡにパケットを送信す
るように要求する（ＩＥＣ６１８８３）。
【０６５３】
（１０）基地局ノード９１１０が、ＡＶ／Ｃコマンド（例えばコネクトコマンド）を無線
端末９１２１に転送し、無線端末９１２１内のデコーダＳｕｂ＿ＳｕｂＵｎｉｔ９１２１
３とｉ＿ｐｌｕｇ９１２１５の間を接続するように指示する。
【０６５４】
（１１）無線端末９１２１が、自ノード内にコネクション９１２１６を設定する。
【０６５５】
（１２）無線端末９１２１が、受信したＡＶ／Ｃコマンドの処理結果をＡＶ／Ｃレスポン
スとして基地局ノード９１１０に転送する。
【０６５６】
（１３）基地局ノード９１１０が、受信したＡＶ／Ｃレスポンスを図９１の場合と同様に
、そのトランザクションＩＤの値を用いてルーティング処理し、１３９４ノード９１０１
に転送する。
【０６５７】
（１４）１３９４ノード９１０１が、ビデオソースＳｕｂＵｎｉｔ９１０１３中の画像デ
ータを、ｏ＿ｐｌｕｇ９１０１４経由でＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチヤネルＸに送出する。
【０６５８】
（１５）基地局ノード９１１０が、ＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルＸから受信した画像
データを、無線ネットワーク上で転送するための画像データに変換する。
【０６５９】
（１６）基地局ノード９１１０が、無線ネットワーク上のチャネルＡに変換した画像デー
タを転送する。
【０６６０】
（１７）無線端末９１２１が受信した画像データを再生する。
【０６６１】
このような一連の処理によって、本実施形態における１３９４ノードと無線端末間での画
像データの転送処理が実現できる。ここで、上記の処理（１５）において画像データの変
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換を行っているが、必ずしもこのような変換処理は必要でなく、単なるパケット乗せ替え
処理でも構わない。同様に、無線端末９１２１が、ＡＶ／Ｃプロトコルにおける、いわゆ
るコントロールノードとして動作する場合も想定できるが、これは、図８７や図８８／図
８９に示したように、第７の実施形態の場合（第７の実施形態の図６７）と同様のシーケ
ンスによって実現可能である。
【０６６２】
図９４に、基地局ノード９１１０の内部構成のブロック図の一例を示す。基地局ノード９
１１０では、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＳｕｂＵｎｉｔ情報を無線ネットワーク側に見せ
る処理と無線ネットワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報をＩＥＥＥ１３９４バス側に見せる処
理が実行され、それらの対応関係が保持されている。また、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線
ネットワークの間でのパケット転送を行なう際には、このＳｕｂＵｎｉｔ情報によるルー
ティング処理が実行される。さらに、基地局ノード９１１０は、ＩＥＥＥ１３９４バス上
で付加されるトランザクションＩＤと無線ネットワーク上で付加されるトランザクション
ＩＤの対応関係を保持し、それによってＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークの間で
のパケット転送時のルーティング処理も実行している。このような機能を提供するため、
基地局ノード９１１０内には、無線ネットワークとのインタフェース機能を提供する無線
インタフェース処理部９８０１や、ＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワーク間でのＦＣ
Ｐフレームの変換処理（具体的にはＡＶ／Ｃプロトコル用のＦＣＰフレームと無線ＡＶ／
Ｃプロトコル用のＦＣＰフレームの間でのプロトコル変換処理）を実行するパケット変換
処理部９８０２や、ＩＥＥＥ１３９４バスへのインタフェース機能を提供する１３９４イ
ンタフェース処理部９８０５が存在する。また、ＦＣＰフレーム処理部９８０２における
プロトコル変換処理のための、ＩＥＥＥ１３９４バス上のＳｕｂＵｎｉｔ情報と無線ネッ
トワーク上のＳｕｂＵｎｉｔ情報の間の対応関係を記憶するＳｕｂＵｎｉｔ対応テーブル
９８０３と、ＩＥＥＥ１３９４バス上で付加されるトランザクションＩＤと無線ネットワ
ーク上で付加されるトランザクションＩＤの間の対応関係や、ＩＥＥＥ１３９４バス上の
Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓチャネルと無線ネットワーク上のリソース（チャネル）との間の
対応関係を記憶するトランザクション／チャネル対応テーブル９８０４が存在する。さら
に、１３９４ノードから無線端末へのＡＶ／Ｃコマンド（無線ＡＶ／Ｃコマンドに従った
コマンド）を受信した場合の処理を実行する無線ＡＶ／Ｃ処理部９８０６が存在する。こ
れらの機能の他にも、基地局ノード９１１０においてＩＥＥＥ１３９４バス上のアプリケ
ーションや無線ネットワーク上のアプリケーションを実行する機能等が存在することも
以上説明してきたように各実施形態によれば、無線インタフェースで接続された無線ノー
ドに対して、ＩＥＥＥ１３９４バス上を転送されている各種の情報を送信することができ
、あたかも、無線インタフェースによって、ＩＥＥＥ１３９４バスに接続したかのように
データ通信を実行できるようになる。
【０６６３】
また、無線区間において経路遮断が発生したとしても、その影響をＩＥＥＥ１３９４バス
側に与えることなく（バスリセットを発生させず）データ転送を続けることができるとと
もに、無線端末が移動している場合のハンドオフ処理を実行しても、その影響をＩＥＥＥ
１３９４バス側に与えることなく（バスリセットを発生させず）データ転送を続けること
ができるようになる。
【０６６４】
なお、これまでに説明したきた各実施形態は、家庭内ネットワークにも、その他の種々の
ネットワークにも適用可能である。
【０６６５】
また、これまでＩＥＥＥ１３９４バスとして説明したきた部分をＩＥＥＥ１３９４バス以
外のネットワークとすることも可能であり、また、これまで無線ネットワークとして説明
したきた部分を無線ネットワーク以外のネットワークとすることも可能である。例えば、
上記したＩＥＥＥ１３９４バスと無線ネットワークとの組み合わせの他に、ＩＥＥＥ１３
９４バスとＩＥＥＥ１３９４バス以外のネットワークとの組み合わせ、ＩＥＥＥ１３９４
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バス以外の有線ネットワークと無線ネットワークとの組み合わせなど、種々のものが考え
られる。
【０６６６】
なお、以上の各機能は、ソフトウェアとしても実現可能である。
【０６６７】
また、本実施形態は、コンピュータに所定の手順を実行させるための（あるいはコンピュ
ータを所定の手段として機能させるための、あるいはコンピュータに所定の機能を実現さ
せるための）プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体として実施するこ
ともできる。
【０６６８】
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において種々
変形して実施することができる。
【０６６９】
【発明の効果】
本発明によれば、第２のネットワークに接続されたノードと第２のネットワークとは異な
るプロトコルによる第１のネットワークに接続された通信端末との間のデータ通信を、第
１のネットワーク側における変動要因の影響を受けることなく、継続させることが可能と
なる。
【０６７０】
また、本発明によれば、例えば無線ネットワークのような第１のネットワークとＩＥＥＥ
１３９４バスのような第２のネットワークとが混在する環境のネットワークにおいて、第
２のネットワーク上のノードが有する機能に柔軟に対応することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態に係る通信ノードを用いたネットワークの一例を示す
図
【図２】　ＩＥＥＥ１３９４バス上の他のノードに見せる通信ノードの内部構成要素の構
成情報の一例を示す図
【図３】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと無線端末との間で通信
を行う場合のＩＥＥＥ１３９４バス上とＩＥＥＥ１３９４ノード内のリソース獲得状況を
説明するための図
【図４】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと無線端末との間で通信
を行う場合の処理シーケンスの一例を示す図
【図５】　通信ノードの内部構成の一例を示す図
【図６】　通信ノードを用いたネットワークの他の例を示す図
【図７】　無線端末と通信ノードとの間でのサービス情報の通知処理の処理シーケンスの
一例を示す図
【図８】　無線端末や通信ノードが保持するサービス情報の一例を示す図
【図９】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードから無線端末へのデータ
転送を行なう場合のネットワーク構成例を示す図
【図１０】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードから無線端末へのデー
タ転送を行なう場合の処理シーケンスの一例を示す図
【図１１】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードから無線端末へのデー
タ転送を行なう場合に獲得されるＩＥＥＥ１３９４バス上のリソース（Ｉｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓチャネル）や各１３９４ノード内でのリソース（ＳｕｂＵｎｉｔ間を接続するコネ
クション）を説明するための図
【図１２】　無線端末の内部構成の一例を示す図
【図１３】　通信ノードの内部構成の一例を示す図
【図１４】　本発明の第２の実施形態に係る通信ノードを用いたネットワークにおいて無
線端末が移動して基地局ノードを変更する場合のネットワークの構成例を示す図
【図１５】　無線端末の移動の前のＩＥＥＥ１３９４バス上とＩＥＥＥ１３９４ノード内
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のリソース獲得状況の一例を示す図
【図１６】　無線端末の移動の後のＩＥＥＥ１３９４バス上とＩＥＥＥ１３９４ノード内
のリソース獲得状況の一例を示す図
【図１７】　無線端末が移動する場合の移動する前後に接続していた基地局ノードと無線
端末との間でのハンドオフ処理のシーケンスの一例を示す図
【図１８】　無線端末が移動する場合の移動する前後に接続していた基地局ノードの内部
で実行される処理の手順の一例を示すフローチャート
【図１９】　通信ノードの内部構成の一例を示す図
【図２０】　本発明の第３の実施形態における無線端末の移動の前のＩＥＥＥ１３９４バ
ス上とＩＥＥＥ１３９４ノード内のリソース獲得状況の一例を示す図
【図２１】　無線端末の移動の後のＩＥＥＥ１３９４バス上とＩＥＥＥ１３９４ノード内
のリソース獲得状況の一例を示す図
【図２２】　無線端末が移動する場合の移動する前後に接続していた基地局ノードと無線
端末との間でのハンドオフ処理のシーケンスの一例を示す図
【図２３】　無線端末が移動する場合の移動する前後に接続していた基地局ノードの内部
で実行される処理の手順の一例を示すフローチャート
【図２４】　本発明の第４の実施形態に係る通信ノードを用いたネットワークの一例を示
す図
【図２５】　ＩＥＥＥ１３９４の自動構成認識処理によって各ノードが認識するネットワ
ークの構成情報の一例を示す図
【図２６】　無線端末をＩＥＥＥ１３９４のダミーノードとして見せる通信ノードを用い
たネットワークに無線端末が接続した場合の構成例を示す図
【図２７】　通信ノードを介して実行されるデータ転送処理のシーケンスの一例を示す図
【図２８】　ネットワークを運用する際の通信ノードの処理の手順の一例を示すフローチ
ャート
【図２９】　無線区間で経路遮断が発生した場合に通信ノードを介して実行されるデータ
転送処理のシーケンスの一例を示す図
【図３０】　無線区間で経路遮断が発生した場合に通信ノードを介して実行される他のデ
ータ転送処理のシーケンスの一例を示す図
【図３１】　通信ノードの内部構成の一例を示す図
【図３２】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードから無線端末へのデー
タ転送を行なう場合のネットワーク構成の一例を示す図
【図３３】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードから無線端末へのデー
タ転送を行なう場合の処理シーケンスの一例を示す図
【図３４】　通信ノードを用いてＩＥＥＥ１３９４バス上のノードから無線端末へのデー
タ転送を行なう場合に獲得されるＩＥＥＥ１３９４バス上のリソース（Ｉｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓチャネル）や各１３９４ノード内でのリソース（ＳｕｂＵｎｉｔ間を接続するコネ
クション）を説明するための図
【図３５】　通信ノードの内部構成の一例を示す図
【図３６】　本発明の第５の実施形態における無線端末が移動する場合の通信ノードを用
いたネットワークの構成の一例を示す図
【図３７】　通信ノードを介して実行される無線端末の移動に対応するためのハンドオフ
処理のシーケンスの一例を示す図
【図３８】　無線端末の移動に伴ってハンドオフ処理が実行される際の通信ノードによっ
て実行される処理の手順の一例を示すフローチャート
【図３９】　無線端末の移動に伴ってハンドオフ処理が実行される際の無線端末によって
実行される処理の手順の一例を示すフローチャート
【図４０】　通信ノードを介して実行される無線端末の移動に対応するためのハンドオフ
処理のシーケンスの他の例を示す図
【図４１】　無線端末の移動に伴ってハンドオフ処理が実行される際の通信ノードによっ
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て実行される処理の手順の他の例を示すフローチャート
【図４２】　通信ノードの内部構成の一例を示す図
【図４３】　本発明の第６の実施形態に係る通信ノードを用いたネットワークの一例を示
す図
【図４４】　通信ノード／無線端末によって実行されるプロトコルスタックの一例を示す
図
【図４５】　ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードにおいて実行されているＩＥＥＥ１３９４
インタフェース処理のプロトコルスタックの一例を示す図
【図４６】　パケット転送の処理シーケンスの一例を示す図
【図４７】　パケット転送の処理シーケンスの他の例を示す図
【図４８】　ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと無線ネットワーク上の端末の間で画像デ
ータを転送する場合のリソース獲得状況の一例を示す図
【図４９】　ＩＥＥＥ１３９４バス上と無線ネットワーク上でのリソース獲得手順の一例
を示す図
【図５０】　無線ネットワーク上への１３９４ＡＰＩの割り当てテーブルの一例を示す図
【図５１】　無線ネットワーク上を転送されるパケットの一例を示す図
【図５２】　無線ネットワーク上を転送されるパケットの一例を示す図
【図５３】　基地局ノードの内部構成の一例を示す図
【図５４】　無線端末の内部構成の一例を示す図
【図５５】　本発明の第７の実施形態に係る通信ノードを用いたネットワークの一例を示
す図
【図５６】　ネットワーク構成例におけるノード内構成要素の認識状態の一例を示す図
【図５７】　パケット転送の処理シーケンスの一例を示す図
【図５８】　通信ノードを用いたネットワークの他の例を示す図
【図５９】　ネットワーク構成例におけるノード内構成要素の認識状態の一例を示す図
【図６０】　ＩＥＥ１３９４バス上のノードと基地局ノードと無線端末の間のプロトコル
スタックの一例を示す図
【図６１】　ＦＣＰフレームの構成を示す図
【図６２】　パケット転送の処理シーケンスの他の例を示す図
【図６３】　パケット転送の処理シーケンスのさらに他の例を示す図
【図６４】　無線ネットワーク上を転送されるパケットの一例を示す図
【図６５】　ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと無線ネットワーク上の端末の間で画像デ
ータを転送する場合のリソース獲得状況の一例を示す図
【図６６】　ＩＥＥＥ１３９４バス上と無線ネットワーク上でのリソース獲得手順の一例
を示す図
【図６７】　ＩＥＥＥ１３９４バス上と無線ネットワーク上でのリソース獲得手順の他の
例を示す図
【図６８】　通信ノードを用いたネットワークのさらに他の例を示す図
【図６９】　ＨＡＶｉプロトコルにおけるソフトウェア識別子ＳＥＩＤの構成の一例を示
す図
【図７０】　ノード内構成要素の認識状態の他の例とＨＡＶｉプロトコルの処理シーケン
スの概略を示す図
【図７１】　パケット転送の処理シーケンスのさらに他の例を示す図
【図７２】　基地局ノードの内部構成の一例を示す図
【図７３】　無線端末の内部構成の一例を示す図
【図７４】　本発明の第８の実施形態に係る通信ノードを用いたネットワークの一例を示
す図
【図７５】　ネットワーク構成例におけるノード内構成要素の認識状態の一例を示す図
【図７６】　ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと基地局ノードと無線端末の間のプロトコ
ルスタックの一例を示す図
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【図７７】　ＦＣＰフレームの構成の一例を示す図
【図７８】　パケット転送の処理シーケンスの一例を示す図
【図７９】　パケット転送の処理シーケンスの他の例を示す図
【図８０】　無線ネットワーク上を転送されるパケットの一例を示す図
【図８１】　基地局ノードの内部構成の一例を示す図
【図８２】　無線端末の内部構成の一例を示す図
【図８３】　通信ノードを用いたネットワークの他の例を示す図
【図８４】　ネットワーク構成例におけるノード内構成要素の認識状態の一例を示す図
【図８５】　ＩＥＥ１３９４バス上のノードと基地局ノードと無線端末の間のプロトコル
スタックの一例を示す図
【図８６】　本発明の第９の実施形態に係る通信ノードを用いたネットワークの構成の一
例を示す図
【図８７】　ネットワーク構成例におけるノード内構成要素の認識状態の一例を示す図
【図８８】　ＩＥＥ１３９４バス上のノードと基地局ノードと無線端末の間のプロトコル
スタックの一例を示す図
【図８９】　ＩＥＥ１３９４バス上のノードと基地局ノードと無線端末の間のプロトコル
スタックの一例を示す図
【図９０】　ＦＣＰフレームの構成の一例を示す図
【図９１】　パケット転送の処理シーケンスの一例を示す図
【図９２】　ＩＥＥＥ１３９４バス上のノードと無線ネットワーク上の端末の間で画像デ
ータを転送する場合のリソース獲得状況の一例を示す図
【図９３】　ＩＥＥＥ１３９４バス上と無線ネットワーク上でのリソース獲得手順の一例
を示す図
【図９４】　基地局ノードの内部構成の一例を示す図
【符号の説明】
１０１，１０２，６０１，６０２，１１０１，１１０２，１８０１，１８０２…通信ノー
ド
２０１～２０４，６１１，６１２，１２０１～１２０４，１２０１～１２０４，２２０３
，２９０３，３１０１，３１０２，５１０１，５１０２，６４０１，６４０２，７１０１
，７１０２，８１０１，８１０２，９１０１，９１０２…１３９４ノード
３０１，３０２，６２１，１３０１，１３０２，１９０１，１９０２，２３０１，２３０
２，２９１０，３１２０，５１２０，６４２１，６４２２，７１２１，７１２２，８１２
１，８１２２，９１２１，９１２２…無線端末
２００１，２００２…ダミーノード
２１０１…無線管理ノード
２２０１，２２０２，２９０１，３１１０，５１１０，６４１０，７１１０，８１１０，
９１１０…基地局ノード
２２０４，２９０４…コントロールノード
２９１１…仮想１３９４ノード
５０１，９０１，１７０１，１９８１，２７０１，２８０１，２９８１，４００１，４１
０１，６８０１，６９０１，７８０１，７９０１，９８０１…無線インタフェース処理部
５０２，９０２，１７０４，１９８４，２８０２，２９８２…プロトコル変換処理部
５０３，９０３，１７０５，１９８５，２８０８，２９８８，４００４，６８０５，７８
０５，９８０５…１３９４インタフェース処理部
５０４，９０４…ＳｕｂＵｎｉｔ構成管理処理部
５０５，９０５，２８０５…ＡＶ／Ｃプロトコル処理部
５０６，９０６，２８０６，２９８６…ＩＥＣ６１８８３プロトコル処理部
９０７…ハンドオフ情報送受信処理部
９０８…ハンドオフ情報作成処理部
９０９…ハンドオフ情報解析処理部
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１７０２，１９８２，２９８５…エミュレート処理実行部
１７０３，１９８３，２８０７，２９８７…構成認識処理実行部
１９８６…ハンドオフ処理部
２７０２，２８０４，２９８４…サービス情報送受信部
２７０３…データ通信制御処理部
２７０４…自ノードサービス情報記憶部
２７０５，２８１０，２９９０…１３９４サービス情報記憶部
２８０３，２９８３…基地局機能実行処理部
２８０９，２９８９…無線端末サービス情報記憶部
４００２…無線／１３９４乗せ替え処理部
４００３，４１０２…１３９４プロトコル処理部
４１０３，６９０４，７９０４…アプリケーション実行部
６８０２，９８０２…パケット変換処理部
６８０３，７８０３，９８０３…ＳｕｂＵｎｉｔ＿ＩＤ対応テーブル
６８０４，７８０４，９８０４…トランザクションチャネル対応テーブル
６９０２，７９０２…ＦＣＰフレーム処理部
６９０３，７９０３…ＳｕｂＵｎｉｔ情報管理部
７８０２…ＡＶ／Ｃプロトコル・無線ＡＶ／Ｃプロトコル変換処理部
９８０５…無線ＡＶ／Ｃ処理部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】
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【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】
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【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】

【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】
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【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】
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【 図 ４ ３ 】 【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】 【 図 ４ ６ 】

(102) JP 3922817 B2 2007.5.30



【 図 ４ ７ 】 【 図 ４ ８ 】

【 図 ４ ９ 】 【 図 ５ ０ 】
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【 図 ５ １ 】 【 図 ５ ２ 】

【 図 ５ ３ 】 【 図 ５ ４ 】

(104) JP 3922817 B2 2007.5.30



【 図 ５ ５ 】 【 図 ５ ６ 】

【 図 ５ ７ 】 【 図 ５ ８ 】
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【 図 ５ ９ 】 【 図 ６ ０ 】

【 図 ６ １ 】 【 図 ６ ２ 】
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【 図 ６ ３ 】 【 図 ６ ４ 】

【 図 ６ ５ 】 【 図 ６ ６ 】
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【 図 ６ ７ 】 【 図 ６ ８ 】

【 図 ６ ９ 】 【 図 ７ ０ 】
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【 図 ７ １ 】 【 図 ７ ２ 】

【 図 ７ ３ 】 【 図 ７ ４ 】
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【 図 ７ ５ 】 【 図 ７ ６ 】

【 図 ７ ７ 】 【 図 ７ ８ 】

(110) JP 3922817 B2 2007.5.30



【 図 ７ ９ 】 【 図 ８ ０ 】

【 図 ８ １ 】 【 図 ８ ２ 】
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【 図 ８ ３ 】 【 図 ８ ４ 】

【 図 ８ ５ 】 【 図 ８ ６ 】
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【 図 ８ ７ 】 【 図 ８ ８ 】

【 図 ８ ９ 】 【 図 ９ ０ 】
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【 図 ９ １ 】 【 図 ９ ２ 】

【 図 ９ ３ 】 【 図 ９ ４ 】
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