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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線デバイスにて２次サービスアプリケーションの実装を可能にするためのホワイトス
ペーススペクトルセンサであって、
　指定された幅のホワイトスペーススペクトル片を識別するためのスペクトル検出器およ
び解析器であって、前記スペクトル検出器および解析器は、信号をサンプリングしてデジ
タル化されたサンプルを提供するためのサンプラーを含み、前記サンプラーは、指定され
た値より強い信号について飽和状態を達成するように動作し、前記飽和状態は、ホワイト
スペーススペクトル片が占有されていることを示す、スペクトル検出器および解析器と、
　前記２次サービスアプリケーションの要件に基づいて前記指定された幅を決定し、前記
２次サービスアプリケーションのために前記ホワイトスペーススペクトル片を予約するた
めのスペクトルマネジャと、
　前記無線デバイスと通信するための構成可能インタフェースと、
を備える、センサ。
【請求項２】
　無線デバイスにて２次サービスアプリケーションの実装を可能にするためのホワイトス
ペーススペクトルセンサであって、
　指定された幅のスペクトル片を解析して、前記スペクトル片が占有されていないことを
確認するためのスペクトル検出器および解析器であって、前記スペクトル検出器および解
析器は、前記スペクトル片内の信号をサンプリングしてデジタル化されたサンプルを提供
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するためのアナログ－デジタル変換器を含み、前記アナログ－デジタル変換器は、指定さ
れた値より強い信号について飽和状態を達成するように動作し、前記飽和状態は、ホワイ
トスペーススペクトル片が占有されていることを示す、スペクトル検出器および解析器と
、
　前記２次サービスアプリケーションの要件に基づいて前記指定された幅を決定し、前記
２次サービスアプリケーションのために前記スペクトル片を予約するためのスペクトルマ
ネジャと、
　前記無線デバイスと通信するための構成可能インタフェースと、
を備える、センサ。
【請求項３】
　前記スペクトルマネジャは、前記無線デバイスについて予約されたスペクトル片に関す
る情報によって、ホワイトスペースデータベースを更新する、請求項１または２に記載の
センサ。
【請求項４】
　前記スペクトルマネジャは、対象となるＴＶ市場についてスペクトル占有情報を維持す
るホワイトスペースデータベースから、前記スペクトル片についての情報を取出す、請求
項１または２に記載のセンサ。
【請求項５】
　前記スペクトル検出器および解析器は、前記飽和状態を達成しなかったデジタル化され
たサンプルを解析し、ＴＶ放送に割当てられた帯域幅内の未使用スペクトル片を、各ＴＶ
放送に関連するＤＴＶ規格に従ってＤＴＶ放送内に存在する既知の信号系列を検出するこ
とによって識別するためのベースバンド（ＢＢ）プロセッサをさらに備える、請求項１ま
たは２に記載のセンサ。
【請求項６】
　前記既知の信号系列はＤＴＶパイロットである、請求項５に記載のセンサ。
【請求項７】
　前記既知の信号系列は疑似ランダム系列である、請求項５に記載のセンサ。
【請求項８】
　前記サンプラーの飽和点は、－１１８ｄＢｍから－７０ｄＢｍまでのサンプラーダイナ
ミックレンジを達成するために－７０ｄＢｍに選択される、請求項１に記載のセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、参照により組込まれる、「Ａ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏ
ｒ　Ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」という名称の、２００８年４月９日に出願された
同時係属中の米国特許出願第１２／０７８，９７９号に関する。
【０００２】
　本発明は、一般に、ホワイトスペースの検出およびデータ通信のための検出されたホワ
イトスペースの使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　特定の使用のためにスペクトル資源の集中化され、しっかり管理された割当てを行い、
またほとんどの場合、スペクトルの複数の部分に対する権利を許諾することを目指して、
種々の規制機関が多くの国で作られた。そのため、これら規制機関は、（これまで許諾さ
れなかった）スペクトルの未使用部分を割当てるかまたは技術的変化の結果として未占有
になる任意のスペクトルを再割当てする権限がある。これらの周波数割り当てプランは、
多くの場合、スペクトルの指定された部分が、たとえば干渉を回避するためのような技術
的理由で、割当てられたバンド間に未使用のまま残ることを要求する。たとえば、米連邦
通信委員会（Federal communications Commission）（ＦＣＣ）は、米国においてスペク
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トルの使用の権利を割当てる規制機関であり、カナダラジオテレビ通信委員会(Canadian 
Radio-television Telecommunications Commission)は、そのカナダ版である。
【０００４】
　異なる国は、ＴＶ放送について異なる規格、ならびに、放送チャネルに対するスペクト
ルの異なる割当て、異なるチャネルパラメータなどを使用する。たとえば、米国では、デ
ジタルＴＶ放送局は、現在、５４ＭＨｚと６９８ＭＨｚとの間の、ＶＨＦ（超短波(very 
high frequency)）スペクトルおよび／またはＵＨＦ（極超短波(ultra high frequency)
）スペクトルの下側部分を使用する。
【０００５】
　無線マイクロフォンはまた、ＵＨＦおよびＶＨＦバンド内のＲＦ周波数上で送信する。
残念ながら、無線マイクロフォンによって使用される多くの異なる規格、周波数プラン、
および伝送技術が存在する。たとえば、無線マイクロフォンは、ＵＨＦおよびＶＨＦ周波
数、周波数変調（ＦＭ）、振幅変調（ＡＭ）、または種々のデジタル変調スキームを使用
しうる。一部のモデルは、単一の固定周波数上で動作するが、より進歩したモデルは、干
渉を回避するためにユーザ選択可能周波数上で動作し、いくつかのマイクロフォンの同時
の使用を可能にする。
【０００６】
　アナログＴＶからデジタルＴＶ（ＤＴＶ）への移行に対する全世界的な傾向が存在して
おり、ＤＴＶは、スペクトルのより効率的な使用を可能にしながら、よりよい視認経験な
らびに個人化されたサービスおよび対話的サービスを提供する。より重要なことには、Ｄ
ＴＶへの変換は、現在アナログＴＶ放送によって占有されているスペクトルの複数の部分
において、重要な帯域幅が未占有になることをもたらす。これは、（ＴＶ市場として知ら
れる）一定の地理的領域／エリアにおいてＤＴＶ信号をブロードキャストする各ＴＶ局が
、デジタルＴＶ放送への移行後にその領域においてＤＴＶ放送に未割当てのスペクトルが
未占有になるように、制限された数のチャネルを使用することになるからである。
【０００７】
　アナログからデジタルへのＴＶ移行は、個人／家族加入者に対して、種々の新しく専用
のサービスを提供する道を開く。米国では、全てのフルパワーテレビ放送が、２００９年
半ばまでにＤＴＶ用のＡＴＳＣ（先進型テレビジョン方式委員会(Advanced Television S
ystems Committee)）規格を使用することを、ＦＣＣが要求した。現在、チャネル２～５
１がＤＴＶ放送に再割当てされており、ＤＴＶへの移行が終了すると、米国内の２１０の
ＴＶ市場のどれもが、ＴＶ放送によって使用されない１５～４０チャネルを有することに
なる。これらの空きチャネルは「ホワイトスペース(white space)」と呼ばれる。空きス
ペクトルに対するアクセスは、出現する室内ネットワークを含む低コストで高容量のモバ
イル無線放送ネットワークについての市場を促進する。ローカルに利用可能なこのスペク
トルを使用して、無線放送業界は、ある推定によれば１カ月当たり１０＄程度の少ない額
で全ての世帯に対するインターネットアクセスを届けうる。
【０００８】
　２００８年１１月１４日に、ＦＣＣは、未許諾の無線アプリケーションおよびデバイス
によるＴＶホワイトスペーススペクトルの使用を承認したが、いくつかの条件を付加した
。その条件下では、これらのいわゆる「２次サービス(secondary
service)」は、各エリアでアクティブな、ＴＶ放送および無線マイクロフォンなどの「１
次サービス(primary
service)」との干渉を防止することを目指すように、実施しなければならないことになる
。そのため、ＡＴＳＣスペクトル内で動作する任意の「ホワイトスペースデバイス(white
 space device)」によって放射される信号は、１次サービスあるいは既に開発されたまた
はそのエリアで開発されることになる出現する任意のサービスの品質が、これらの２次サ
ービスによって低下しないように、ＦＣＣ規制に従わなければならない。用語「コイグジ
ステンス(coexistence)」および「コロケーション(collocation)」は、任意のホワイトス
ペースデバイスを設計し使用するときに、反映されなければならない要件のために使用さ
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れる。
【０００９】
　これらの要件に追従するために、固定型と可搬型の両方のホワイトスペースデバイスが
、ジオロケーションを含み、また、各ＴＶ市場内でアクティブな１次サービスに関する情
報を有する、ここで「ホワイトスペース（ＷＳ）データベース」と呼ばれるデータベース
を使用することを、ＦＣＣが要求する。ＷＳデータベースは、ＴＶチャネル割当ておよび
無線マイクロフォンを使用する競技場、劇場などのようなメイン会場の場所を含むことに
なる。データベースアクセスおよび検知能力は、新しいホワイトスペースデバイスが、Ｆ
ＣＣ規則への追従を保証することによって、そのエリア内の１次サービスと干渉すること
なく２次サービスに関する未使用スペクトルを共有することを可能にすべきである。固定
ＷＳデバイスの場合、最大伝送パワーは１ワットであるべきであり、ＥＩＰＲ（実効等方
放射パワー(Equivalent isotropically Radiated Power)は）は最大４ワットでなければ
ならない。ジオロケーション能力およびＦＣＣデータベースに対するアクセスを持たない
任意の可搬型ＷＳデバイスは、必要とされるジオロケーション能力およびＦＣＣデータベ
ースの使用を提供する固定ＷＳＤの制御下で動作しなければならない。ジオロケーション
能力を持たず、ジオロケーション能力を有するＷＳデバイスによって制御されない可搬型
デバイスは、５０ｍＷ　ＥＩＲＰに制限され、さらなる要件を受ける。
【００１０】
　無線業界は、快適で、使用するのが容易で、魅力的価格のアーキテクチャへの技術の収
斂に関する規格を開発することによって、ホワイトスペースを使用することを考えている
。たとえば、２００４年に形成されたＩＥＥＥ８０２．２２作業部会は、無線地域ネット
ワーク(Wireless Regional Area Networks)（ＷＲＡＮ）についての規格を開発する権限
を受けた。この技術についての使命は、僻地広帯域サービスを、一世帯用住宅、複数住居
ユニット、スモールオフィス／ホームオフィス、スモールビジネスなどに提供することで
ある。
【００１１】
　コイグジステンス態様を考慮して、ホワイトスペースを効率的に使用するために、ＷＳ
デバイスは、「ホワイトスペーススペクトルセンサ(white space spectrum sensors)」か
、「ホワイトスペーススニファ(white space sniffers)」か、または「スニファ(sniffer
s)」と、現在呼ばれる、空きチャネルを検出しそれを利用することが可能なメカニズムを
装備しなければならない。スペクトルスニファは、コイグジステンス要件を保証し、デー
タベース更新における最終的なエラーまたは遅延を補正するために、あるいは、ジオロケ
ーション能力を持たないＷＳＤにとって非常に重要である。これらのデバイスについての
許容可能な任意の設計は、ホワイトスペースの正確な検出を実施し、かつ、ＦＣＣによっ
て指定された性能パラメータを依然として使用可能にしながら、ＷＤＳ全体に対してわず
かな追加コストを付加するだけであるべきである。たとえば、ＦＣＣは、１次ユーザ受信
機の通常の感度レベルより少なくとも２０ｄＢ低い最大－１１４ｄＢｍの感度を規定して
、そのスペクトルの１次ユーザから隠蔽された２次ユーザノードの可能性を提供する。ノ
イズ不確実性およびフェージングなどの他の減損に結びついたこの高い感度要件は、スペ
クトル検知設計について大きな困難を課す。
【００１２】
　スペクトルセンサを設計する現在の試みは、一般に、３つの主要なカテゴリ、すなわち
、エネルギー検出、マッチトフィルタリング、および周期定常性(cyclostationary)検出
に分類されうる。しかし、現在まで、対象のエリアにおいてホワイトスペース片(piece)
を識別するという問題に対して満足のいく解決策を提供する方法または製品は存在しない
。したがって、既存のサービスの動作に影響を及ぼすことなく、一定のエリアにおいて予
約されるが１次サービスによって使用されないホワイトスペーススペクトルを検出する費
用がかからずかつ効率的な方法を提供するという必要性が存在する。
【００１３】
　種々の例示的な実施形態のいくつかの態様を強調し導入することを意図されるが、本発
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明の範囲を制限することを意図されない以下の要約において、いくつかの簡略化および省
略が行われてもよい。当業者が発明の概念を作り使用することを可能にするのに適切な、
好ましい例示的な実施形態の詳細な説明は、開示全体によって提供される。同様に、以下
の意味は、別途明確に述べられる事例、または、その用語が現れる特定の文脈から、異な
る意味が明確に述べられる事例を除いて、以下で特定される用語のそれぞれについての全
ての事例に当てはまるものとする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　２次的使用のために未使用ＴＶスペクトルを検出するデバイス、システム、および方法
を提供することが本発明の目的である。本発明の別の目的は、高いダイナミックレンジの
被検知信号を処理しながら、ＴＶスペクトルの高速走査を実施するコスト効果的なデバイ
スおよびシステムを提供することである。
【００１５】
　無線デバイスに対する入手可能な付加物であり、対象のサイズのホワイトスペース片を
高速に検出するホワイトスペーススペクトルセンサを提供することが本発明の別の目的で
ある。センサはまた、利用可能である場合、現在のスペクトル占有情報によって、任意の
スペクトル占有データベースを更新するために使用されてもよい。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　したがって、本発明は、無線デバイスから２次サービスアプリケーションの実装を可能
にするホワイトスペーススペクトルセンサを提供し、ホワイトスペーススペクトルセンサ
は、指定された幅のホワイトスペーススペクトル片を識別するスペクトル検出器／解析器
と、２次サービスアプリケーションの要件に基づいて指定された幅を確立し、２次サービ
スアプリケーションのためにホワイトスペーススペクトル片を予約するスペクトルマネジ
ャと、センサと無線デバイスとの統合を可能にする構成可能インタフェースとを備える。
【００１７】
　本発明はまた、無線デバイスにて２次サービスアプリケーションの実装を可能にするホ
ワイトスペーススペクトルセンサを対象とし、ホワイトスペーススペクトルセンサは、指
定された幅のスペクトル片を解析して、スペクトル片が占有されていないことを確認する
スペクトル検出器／解析器と、２次サービスアプリケーションの要件に基づいて指定され
た幅を確立し、２次サービスアプリケーションのためにスペクトル片を予約するスペクト
ルマネジャと、センサと無線デバイスとの統合を可能にする構成可能インタフェースとを
備える。
【００１８】
　ＴＶ放送に割当てられたバンドＢのスペクトル内に存在する信号を検出し解析するスペ
クトル検出器／解析器もまた述べられる。一般的に言うと、スペクトル検出器／解析器は
、バンドＢ内に存在する無線信号を取得するアンテナユニットと、アンテナユニットによ
って取得された信号をデジタル化して、デジタル化されたサンプルを提供するサンプラー
と、デジタル化されたサンプルを解析し、ＴＶ放送に割当てられた帯域幅内の未使用スペ
クトル片を、各ＴＶ放送に関連するＤＴＶ規格に従ってＤＴＶ放送内に存在する既知の信
号系列を検出することによって識別するベースバンド（ＢＢ）プロセッサとを備える。
【００１９】
　本発明の別の実施形態によれば、ＴＶ放送に割当てられた幅Ｂのスペクトルにわたって
検知された信号を検出し解析するスペクトル検出器／解析器は、ＴＶ放送に割当てられた
スペクトルにわたって確立されたｎ個のサブバンド内に存在する無線信号を取得するアン
テナユニットであって、サブバンドＳＢｋは一定の幅Ｂｋを有し、ｋ∈〔１，ｎ〕であり
かつｎ≧１である、アンテナユニットと、各サブバンドＳＢｋ内でアンテナユニットから
受信された信号を、幅Ｂｋのローバンドにわたって延在するローバンド信号にダウンコン
バートするダウンコンバージョンユニットと、各サブバンド内のローバンド信号をサンプ
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リングして、ローバンド信号からのデジタル化されたサンプルを提供するサンプラーと、
サンプラーから受信されたデジタル化された信号を解析し、ＴＶ放送に割当てられた帯域
幅内で未使用スペクトル片を識別するベースバンドプロセッサとを備える。
【００２０】
　本発明のなお別の実施形態によれば、ＴＶ放送に割当てられた幅Ｂのスペクトルにわた
って検知された信号を検出し解析するスペクトル検出器／解析器は、ＴＶ放送に割当てら
れたスペクトルにわたって存在する無線信号を取得するアンテナユニットと、アンテナユ
ニットによって取得された信号をサンプリングして、デジタル化されたサンプルを提供す
るサンプラーであって、指定された値より強い信号について飽和状態を達成するように動
作する、サンプラーと、サンプラーから受信されたデジタル化されたサンプルを解析し、
ＴＶ放送に割当てられた帯域幅内の未使用スペクトル片を、サンプラーの飽和状態を検出
することによって識別するベースバンド（ＢＢ）プロセッサとを備える。
【００２１】
　本発明のなお別の実施形態によれば、ＴＶ放送に割当てられたスペクトル内に存在する
信号を検出し解析する方法が提供される、方法は、ａ）ＴＶ放送に割当てられたバンド内
に存在する無線信号を取得するステップと、ｂ）指定された値より強い信号について飽和
状態を達成するために選択された動作点で動作するサンプラーを使用して、ステップａ）
で取得された信号をサンプリングするステップであって、それにより、デジタル化された
サンプルを提供する、サンプリングするステップと、ｃ）サンプラーから受信されたデジ
タル化されたサンプルを解析し、ＴＶ放送に割当てられた帯域幅内の未使用スペクトル片
を、サンプラーの飽和状態を検出することによって識別するステップとを含む。
【００２２】
　本発明の別の実施形態は、ＴＶ放送に割当てられた幅Ｂのスペクトル内に存在する信号
を検出し解析する方法を対象とし、方法は、ａ）ＴＶ放送に割当てられたスペクトルのバ
ンドＢにわたってｎ個のサブバンドを確立するステップであって、サブバンドＳＢｋは一
定の幅Ｂｋを有し、ｋ∈〔１，ｎ〕でありかつｎ≧１である、確立するステップと、ｂ）
サブバンドＳＢｋ内に存在する無線信号を取得するステップと、ｃ）サブバンドＳＢｋ内
で取得された信号を、幅Ｂｋのローバンドの信号にダウンコンバートするステップと、ｄ
）各サブバンドＳＢｋ内のローバンド信号をサンプリングするステップであって、それに
より、ローバンド信号のデジタル化されたサンプルを提供する、サンプリングするステッ
プと、ｅ）サンプラーから受信されたデジタル化されたサンプルを解析するステップであ
って、それにより、サンプリングされたローバンド信号のエネルギーを測定する、解析す
るステップと、ｆ）ＴＶ放送に割当てられた帯域幅内で未使用スペクトル片が識別される
まで、ステップｃ）～ｅ）を繰返すステップとを含む。
【００２３】
　本発明のなお別の実施形態は、ＴＶ放送に割当てられた幅Ｂのスペクトルにわたって検
知された信号を検出し解析する方法を対象とし、方法は、ａ）ＴＶ放送に割当てられたス
ペクトル内に存在する任意の無線信号を取得するステップと、ｂ）アンテナユニットによ
って取得された信号をサンプリングするステップであって、それにより、ローバンド信号
からデジタル化されたサンプルを提供する、サンプリングするステップと、ｃ）サンプラ
ーから受信されたデジタルサンプルを解析するステップと、ｄ）ＴＶ放送に割当てられた
帯域幅内の未使用スペクトル片を、ＴＶ放送に関連する各ＤＴＶ規格に従ってＤＴＶ放送
内に存在する既知の信号系列を検出することによって識別するステップとを含む。
【００２４】
　有利には、本発明によるデバイスおよびシステムは、使用するのが容易でかつ魅力的価
格のシステムアーキテクチャを使用して、３００ＭＨｚを超えるＴＶスペクトル全体の高
速走査を可能にする。本発明によるデバイスは、独立したスペクトル検出器として使用さ
れてもよく、または、任意の無線デバイスに統合されうる。
【００２５】
　本発明の別の利点は、独立に使用されてもよいまたは組合されてもよい、本発明が、複
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数の方法およびアーキテクチャを使用して、１次サービスに割り当てられた大きなスペク
トルの高速走査を提供することである。本発明は、１次サービスあるいは既に開発された
またはそのエリアで開発されることになる出現する任意のサービスが、識別されたホワイ
トスペース内で配置(deploy)される２次サービスによって影響を受けないことを保証する
ことによって、ＦＣＣの規則および規制によって設定されたコイグジステンスおよびコロ
ケーション要件ならびに規制を考慮する。
【００２６】
　本発明は、次に、以下の図面を参照して述べられる。図面では、同じ参照数字は、いく
つかの図を通して対応する部品を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ＤＴＶ放送バンドを示す図である。
【図２】本発明の実施形態によるＷＳスニファのブロック図である。
【図３Ａ】ＡＴＳＣ伝送スペクトルを示す図である。
【図３Ｂ】ＴＶ放送の存在を識別する本発明の一部の実施形態で使用されてもよいＡＴＳ
Ｃ信号内に設けられる系列を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による図２のスペクトル検出器／解析器のブロック図である
。
【図５】ＤＴＶスペクトルが２つのサブバンドに分割される図４のスペクトル検出器／解
析器を使用する、ＴＶスペクトルを走査する方法の実施態様を示す図である。
【図６】本発明の別の実施形態による図２のスペクトル検出器／解析器のブロック図であ
る。
【図７】ＤＴＶスペクトルが複数のサブバンドに分割される図６のスペクトル検出器／解
析器を使用する、ＴＶスペクトルを走査する方法の別の実施態様を示す図である。
【図８】本発明の別の実施形態によるＡＤＣの動作原理を示す図である。
【図９Ａ】本発明によるウェーブレットデコンポジションの実施例を示す図である。
【図９Ｂ】周波数および時間マップを示す図である。
【図１０Ａ】本発明の実施形態によるホワイトスペース片を識別する方法を示す図であり
、チャネル占有情報を有する集中化データベースの存在下での方法を示す。
【図１０Ｂ】本発明の実施形態によるホワイトスペース片を識別する方法を示す図であり
、チャネル占有情報を有する集中化データベースの非存在下での方法を示す。
【図１１】本発明の別の実施形態によるグループ検出動作用のフローチャートである。
【図１２Ａ】ＦＣＣ規則によるＡＴＳＣパラメータの要約を示す図である。
【図１２Ｂ】ＦＣＣ規則によるＡＴＳＣパラメータの要約を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本仕様では、用語「１次サービス(primary service)」は、ＤＴＶ放送、無線マイクロ
フォン、およびスペクトルの指定された部分を使用するように所定の規制によって資格を
有する（許諾される）任意のアプリケーションについて使用される。用語「ＴＶチャネル
(TV channel)」は、ＤＴＶ規格によって現在規定されている周波数チャネルを指す。本仕
様書で使用される例証的な実施例について、また、制限なしで、仕様は、北米ＤＴＶ規格
によって指定されるＶＨＦおよびＵＨＦバンド内のチャネルを参照する。本発明は、欧州
、日本、および他のＤＴＶシステムなどの、他のＤＴＶ放送システムに同様に適用される
ことが留意される。用語「スペクトル片(piece of spectrum)」は周波数スペクトルの一
部分のために使用され、用語「ホワイトスペースチャネル(white space channel)」は、
各２次サービスについてあるホワイトスペースデバイスによって使用される１つまたは複
数のスペクトル片によって形成される論理チャネルのために使用され、連続的かまたはそ
うでない、周波数チャネルまたはチャネルの組合せを含みうる。
【００２９】
　先に示したように、一定の地理的領域／エリア内で動作する各ＴＶ局は、ＤＴＶに割当
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てられたスペクトルから、制限された数のチャネルだけを使用し、それにより、スペクト
ル（連続的またはそうでない）のある部分は、各エリアにおいて未使用のままであり、こ
のローカルに利用可能なスペクトルは、「ホワイトスペース(white space)」と呼ばれる
。用語「指定されたエリア(specified area)」または「場所(location)」は、一定のＴＶ
市場に位置する、単一または複数住居ユニット、スモールオフィス／ホームオフィス、ス
モールビジネス、雑居ビル、パブリックおよびプライベートキャンパスなどのような特定
のエリアを指定するために使用される。
【００３０】
　ここで図面を参照して、図１は、アナログからデジタルへのＴＶ放送の移行後の、米国
デジタルテレビジョン放送スペクトルの５つのバンドを示す。ＡＴＳＣチャネル２～４の
ために予約されたバンドＴ１は、１８ＭＨｚを有し、５４ＭＨｚから７２ＭＨｚまで延び
る。チャネル５～６のために予約されたバンドＴ２は、７６ＭＨｚと８８ＭＨｚとの間で
１２ＭＨｚを有し、チャネル７～１３のために予約されたバンドＴ３は、１７４ＭＨｚと
２１６ＭＨｚとの間で４２ＭＨｚを有する。さらに、チャネル１４～３６を搬送するバン
ドＴ４は、１３８ＭＨｚを占有し、４７０ＭＨｚから６０８ＭＨｚまで延び、チャネル３
８～５１のために予約されたバンドＴ５は、８４ＭＨｚを有し、６１４ＭＨｚから６９８
ＭＨｚまで延びる。そのため、これらの４９のＡＴＳＣチャネルは、２９４（１８＋１２
＋４２＋１３８＋８４）ＭＨｚのスペクトルをカバーする。
【００３１】
　ＦＣＣ規則および命令の要件を満たすホワイトスペースセンサを設計するために、セン
サ感度についての閾値は、ＴＶチャネルのそれぞれの６ＭＨｚの全幅内で－１１４ｄＢｍ
、または、無線マイクロフォンによって通常占有される２００ｋＨｚ内で－１０７ｄＢｍ
でなければならない。ＦＣＣは、この最初のチャネル可用性走査について最低３０秒を提
案しており、ホワイトスペースデバイスは、ＴＶ放送が検出される場合、そのチャネルで
動作し始める可能性があり、また同様に、３０秒のこの時間間隔中、走査されるチャネル
において、無線マイクロフォンまたは他のローパワー補助機器は動作しない。ホワイトス
ペースデバイスはまた、６０秒ごとにインサービス監視を実施しなければならない。
【００３２】
　これらのＦＣＣ仕様は、受信機感度、アンテナ利得、ならびに検知および更新レートの
点でセンサについて重要な問題を提起する。マイクロフォン波形が、ＡＭ、ＦＭ、または
デジタル変調されたものでありうるアナログ信号である無線マイクロフォンを検出しよう
と試みるとき、さらなる問題に遭遇する。なおさらなる問題は、他のデバイスからのバン
ド外放出およびスペクトルを走査するのに必要とされる処理時間である。原理上、この時
間は、６ＭＨｚチャネルを１つずつ走査する方法を使用することと、複数のチャネルを同
時に走査する方法を使用することとの間のトレードオフとして設定されるべきである。第
１の場合、処理時間は、走査されるべき４９の６ＭＨｚチャネルが存在することを考慮す
ると著しく長い。
【００３３】
　特定の問題は、デバイスのコストであり、デバイスのコストは、スニファを装備したホ
ワイトスペースデバイスの許容可能なコストを得るために、非常に低く維持されるべきで
ある。一方、ＲＦチューナの設計は、走査されるべきスペクトルの範囲のために、著しく
複雑になる。同様に、スニファによって使用されるアナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）
は、検知される信号のダイナミックレンジが非常に高いことを考慮すると問題になる。そ
のため、－１１４ｄＢｍ程度の低い信号を検出する能力は、１４０ｄＢ程度の高いダイナ
ミックレンジを必要とし、２３ビットＡＤＣに帰着する。こうしたＡＤＣは、著しく高価
でかつなかなか見つからない。
【００３４】
　スニファについて現在提案されている設計は、ＴＶ信号、マイクロフォン信号、または
任意の他の信号の存在を検出するために、６ＭＨｚチャネルを１つずつ走査することを想
定する。現在提案されているこれらのデバイスは、４９のＴＶチャネル全てをゆっくり走
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査し、先に論じたように、この配置構成は、１４０ｄＢのダイナミックレンジを有する高
価なＡＤＣを必要とする。
【００３５】
　図２は、本発明によるスニファ１の実施形態を示す。図２の実施形態は、ＦＣＣ規則お
よび命令に追従して、特定の場所のスペクトルを経済的に走査し、利用可能なホワイトス
ペースを識別する効率的でかつ費用がかからないデバイスを提供する。図２に示すように
、スニファ１は、検知用アンテナ１３、スペクトルマネジャ１１、および構成可能インタ
フェース１２を装備するスペクトル検出器／解析器１０を含む。スペクトル検出器／解析
器１０の特定の設計は、図４に関連して後で述べるように、スペクトル検出器／解析器１
０を、任意の無線デバイスに対する入手可能でかつ信頼性がある付加物にする。
【００３６】
　スペクトル検出器／解析器１０の役割は、名前が示唆するように、ＤＴＶスペクトルを
走査すること、および、ホワイトスペース片を検出することである。このユニットのアー
キテクチャおよび動作は、図４～７に関連してさらに詳細に述べられる。インタフェース
１２は、構成可能であり、スニファと、異なる技術および機能の無線デバイスとの統合を
可能にする。
【００３７】
　検出器１０によって収集されるスペクトル占有情報に基づいて、スペクトル解析器（ま
たは、スペクトルプランナ）１１は、対象となるアプリケーションについての正しい量の
スペクトルを識別する。スペクトルマネジャ１１はまた、各アプリケーションのためにス
ペクトルを予約し、そのスペクトルを使用する方法を決定し、スペクトルマネジャ１１が
予約したスペクトルに関する情報を、双方向無線リンク７を介してホワイトスペースデー
タベース５に提供する。スペクトルマネジャ１１の設計は、リンク７を通じて使用される
各エアインタフェースによって使用される規格を考慮し、各アプリケーションについて正
しい量の帯域幅を提供する。
【００３８】
　図２はまた、各エリアにおけるチャネル占有に関する情報を記憶し維持するために使用
されるホワイトスペースデータベースユニット５を示す。データベースユニット５は、ス
ペクトル占有レジストリ２、メンテナンスモジュール３、認証、許可、およびアクセス（
ＡＡＡ）モジュール４、およびそのエリアにおいて任意のＷＳＤと通信するために使用さ
れるアンテナ６を含む。レジストリ２は、そのエリアでアクティブである全てのＤＴＶチ
ャネルに関する情報、および好ましくは、無線マイクロフォンが使用される可能性がある
イベントを編成してもよい全てのメイン会場の情報を維持する。レジストリはまた、現在
アクティブな２次ユーザに関する情報を収集し維持してもよい。この情報は、好ましくは
、各２次ユーザ、２次ユーザが占有するホワイトスペーススペクトル、各２次ユーザがそ
のチャネルを占有することを意図する時間を識別する。レジストリ２は、各エリアにおい
て検知を実施する多くのＷＳＤによって提供されるチャネル占有情報を収集し記憶しても
よい。この収集された情報に基づいて、データベース管理者は、メンテナンスモジュール
３によって示すように、各ＤＴＶ局について保護コンツアを修正してもよい。これは特に
有利である。その理由は、各ＤＴＶ局についての伝搬コンツアは、理論的伝搬モデルに基
づいて最初に計算されるため、正確でなく、現場における実際の測定値に基づいて伝搬コ
ンツアを補正することが有利であるからである。たとえば、データベース管理者は、イン
ターネットサービスプロバイダであってよい。
【００３９】
　ユニット５によって提供されるチャネル占有情報は、好ましくは、好都合な時間間隔で
実現されるが、ホワイトスペースデバイスは、データベースから受信される情報が実際に
正確であることを保証するために、依然としてスニファを装備する必要があることになる
。一実施形態では、スニファはまた、データベースによって提供される情報の任意の矛盾
をスニファが補正することを可能にする追加特徴を有してもよい。それでも、こうした補
正は、データベースに対する補正が正当である場合にだけ行われるように、厳しく監視さ
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れ、ダブルチェックされる必要がある。これは、一般的に認証、許可、およびアクセスモ
ジュール４によって示される。名前が暗示するように、モジュール４は、一定のエンティ
ティだけがチャネル占有データを修正する／更新することができるように、データベース
を修正するための許可を提供する。管理者はまた、スペクトル占有データベース２に記憶
された情報が、各エリアで動作するホワイトスペースデバイスから受信される情報と異な
る場合に解決策を提供しなければならない。しかし、これは、本発明の範囲外である。
【００４０】
　図３Ａは、ＡＴＳＣ信号のスペクトルおよび主要な特徴を示し、図３Ｂは、ＡＴＳＣ信
号によって使用されるデータフィールド同期系列を示す。図３Ａに示すように、ＡＴＳＣ
信号は、ＮＴＳＣ信号の場合と同様に、６ＭＨｚを割当てられる。しかし、３つのピーク
を有する単色信号／クロマ信号／音声信号の代わりに、ＤＴＶ信号のスペクトルは、ノイ
ズフロアが上がったほとんど拡散スペクトル信号のように見え、実際には疑似拡散スペク
トルタイプの信号である。これは、ＤＴＶ信号が、デジタル信号伝送に関して一般的であ
るフラットノイズ様のスペクトルを作るために、実際にはランダム化されるからである。
これは、最大チャネル効率を可能にし、３つのＨＤＴＶチャネルが互いにすぐそばで伝送
されうるように、信号を近傍のチャネルと干渉しないようにする。波形の下側の「スパイ
ク(spike)」または「ピーク(peak)」１５は、ＡＴＳＣパイロットと呼ばれ、データスト
リーム内の３つのタイミング信号のうちの１つを提供する。
　　００１３
【００４１】
　信号は、それぞれラスター化された画像から生成され、ビデオフレームごとに異なる変
化だけが伝送される。このデジタルデータは、その後、ＭＰＥＧエンコーダから生成され
る高速１９．３９Ｍビット／秒データストリームに変換され、ＤＴＶ回路に渡され、ＤＴ
Ｖ回路は、この１９．３９Ｍビット信号を取得し、フレーミング情報を付加し、「平滑化
する(smooth)」ためにデータをランダム化する。次に、データストリームは、ストリーム
を２０７バイトパケットに分割するリードソロモンエンコーディング(Reed-Solomon enco
ding)を受け、トレリス畳込みエンコーディング(Trellis
Convolution encoding)を使用して、埋め込み式エラー訂正を有する４つの２ビットワー
ドに分割(break)される。一連の同期信号が、その後、データストリーム（Ｓｅｇｍｅｎ
ｔ　Ｓｙｎｃ、Ｆｉｅｌｄ　Ｓｙｎｃ、およびＡＴＳＣパイロット）と混合され、得られ
る信号が、ベースバンド信号を提供する８ＶＳＢ（８レベル残留サイドバンド(Vestigal 
Side Band)）変調器に印加される。最後に、ベースバンド信号は、キャリア信号と混合さ
れて、キャリア信号を、所望のチャネルまたは周波数に「アップコンバートする(up-conv
ert)」。アップコンバートされた信号は、通常、５．３８ＭＨｚであり、したがって、６
ＭＨｚチャネル割当ての９０％以内に制限される。反復して言うと(、本発明は、ＮＡ　
ＤＴＶ規格についてここで述べられるが、任意のＤＴＶ規格に適合しうる。
【００４２】
　得られるＭＰＥＧトランスポートパケットはそれぞれ、エンコードされたデータ用の全
部で８２８シンボル（３ビット／シンボルトレリスコーディング）について、同期のため
に１バイト（４シンボル）、データのために１８７バイト（ペイロード）、ＦＥＣのため
に２０バイトを使用する。８ＶＳＮの場合、各シンボルパルスは、同期化系列の例につい
て図３Ｂに示すように、３ビット（１１１すなわち＋７；１１０すなわち＋５；１０１す
なわち＋３；１００すなわち＋１；０１１すなわち－１；０１０すなわち－３；００１す
なわち－５；０００すなわち－７）を使用してコーディングされた８レベルを有する。
【００４３】
　図３Ｂは、ＴＶ放送の存在を検出するために本発明に従って使用されてもよい、ＭＰＥ
Ｇについて指定されたＶＢＳデータフィールド同期化系列を示す。パケットは、伝送され
る放送に対する受信機の同期化を可能にする一連の疑似ランダムノイズ（ＰＮ）系列を含
む。５１１シンボルの第１のＰＮ系列１７と、それに続く、それぞれ６３シンボル長であ
る３つのＰＮ系列１８が存在する。ＰＮ６３系列は、交互のフィールドに関して反転する
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。２４のシンボルフィールドがＶＳＢモードを提供し、１０４のシンボルが予約される。
データ伝送の向上のために、１２のプリコードシンボルの前の、予約されたシンボルの最
後の１０のシンボルが規定される。他の８２のシンボルは、必要に応じて、将来の向上が
あるたびに規定される。
【００４４】
　走査されるバンドにおけるＤＴＶ信号の検出は、いくつかの方法で実施されうる。本発
明の一実施形態によれば、ＤＴＶ信号の存在の検出は、ＰＮ系列を識別することによって
実施され、ＰＮ系列は、ＰＮ系列とホワイトノイズを区別する反復パターンを有するため
、ノイズ存在下で検出されうる。こうした系列が６ＭＨｚスペクトル片で識別される場合
、そのチャネルがＤＴＶ放送によって占有されていることを意味する。
【００４５】
　本発明の別の実施形態では、ＤＴＶチャネルの検出は、走査されるスペクトルにおいて
ＤＴＶパイロット信号１５を見出すことに基づく。パイロット信号１５は、図３Ａを見て
わかるように、一定振幅（１．２５の正規化値）を有し、６ＭＨｚスペクトルの同じ場所
に、すなわちＤＴＶチャネルの開始に対して同じ周波数に常に存在する。たとえばＤＴＶ
信号がｓＴＶ（ｔ）で示される場合、伝送信号ｔＴＶ（ｔ）は、ｓＴＶ（ｔ）とパイロッ
トＳＰｉｌｏｔからなる。ｒ（ｔ）で示す、スニファによって受信される信号は、αｓＴ

Ｖ（ｔ）＋ＳＰｉｌｏｔを含む。ここで、αは通信チャネルによって導入される減損を反
映するために含まれる因子である。パイロットは、たとえば、受信信号がナローバンドフ
ィルタリングされ、フィルタリングされた信号が、数値ｍ（ｍはたとえば１０００であり
うる）の回数だけ累積される場合に検出されうる。これは、８つのレベルの信号を累積す
ることによって得られるミーン(mean)値がゼロに近くなるように、ｓＴＶ（ｔ）が、８つ
値＋７；＋５；＋３；＋１；－１；－３；－５；または－７（８レベル信号である）のう
ちの１つをとり、一方、常に同じ振幅（１．２５）を有するパイロットを累積することが
、検出可能レベルをもたらすからである。
【００４６】
　本発明のなお別の実施形態によれば、チャネルが占有されていないとして宣言するため
に、スニファは、最初に、ＤＴＶチャネルのそれぞれにおいてパイロット１５を探し、パ
イロットが検出されない場合、スニファは、ＰＮ－５１１系列１７を探し、これが検出さ
れない場合、スニファはさらに、ＰＮ－６３系列１８を探す。それぞれの６ＭＨｚスペク
トル片において、ＰＮ系列１７、１８のパイロットが全く検出されなかった場合、２次デ
バイスによる使用についてチャネルは未占有である。
【００４７】
　無線マイクロフォン（ＷＭ）の存在を検出することは、ＷＭが、パイロット信号または
他の認識可能な系列も使用せず、既知の変調形式も使用しないため、より複雑である。さ
らに、そのチャネルは、放送チャネルの隣に位置しても、しなくてもよい。そのため、ほ
とんどの無線マイクロフォン（約７０％）は、ＦＣＣ規則パート１５の製品として、８８
～１０８ＭＨｚのＦＭ放送バンドで動作するために、主にアナログＦＭ変調を使用する。
これらのデバイスの他の（約２５％）ものは、通常、１４４～１４８ＭＨｚのラジオバン
ドで動作するためのものであるが、１３５～１７５ＭＨｚに再同調されてもよい。１４６
．５３５の周波数が非常に一般的である。残りの５％は、主に、約３００および４００Ｍ
ＨｚのＳＡＷデバイスを使用し、少し高価になる傾向がある。ほとんどの無線マイクロフ
ォンは、最大２００ｋＨｚの帯域幅を占有し、信号エネルギーは、（低周波数および高周
波数音声コンテンツスペクトル用の）約４０ｋＨｚの帯域幅に及ぶ。典型的なパワーは５
ｍＷ以下である。実際には、これらのユニットの８５％が５０ｍＷ未満で動作する。最悪
の場合のシナリオは、信号が変調されないとき（話し手の沈黙）である。その理由は、こ
の沈黙間隔の間に起こる可能性がある短期間のキャリアドリフトがあるからである。しか
し、たとえＦＣＣ規則および命令が無線マイクロフォンの帯域幅を２００ｋＨｚに制限し
ても、ＴＶ　ＷＢＦＭマイクロフォンは、３００ｋＨｚ程度の広いバンドを占有し、パワ
ー出力が、ＶＨＦにおいて５０ｍＷに、ＵＨＦにおいて２５０ｍＷに制限される。さらに
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、ほとんどの無線マイクロフォンは約１００ｍの範囲を有し、信号エネルギーは４０ｋＨ
ｚに及ぶ。
【００４８】
　本発明の実施形態によれば、スペクトルのある部分における無線マイクロフォンの存在
は、任意の２００ｋＨｚスペクトル片に累積したエネルギーを測定することによって検出
される可能性がある。ＤＴＶプログラミングの検出と同様に、無線マイクロフォン信号の
検出は、５０ＭＨｚのラスター周波数を使用して、２００ｋＨｚのチャンク内で、ＤＴＶ
チャネル（６ＭＨｚ）全体にわたって実施される。換言すれば、受信信号ｒ（ｔ）は、フ
ィルタリングされて、２００ｋＨｚチャンクｒ’（ｔ）にされ、その後、サンプリングさ
れて、サンプル{ｒ’（ｋ，Δｔ）}が得られる。累積されたサンプルのエネルギーΣ|ｒ
’（ｋ，Δｔ）|２は、閾値と比較されて、マイクロフォン信号の存在が識別される。
【００４９】
　本仕様書において考えられるスニファ検出閾値は、２００ｋＨｚ内で－１０７ｄＢｍで
あり、－１０７ｄＢｍ未満の累積エネルギーはマイクロフォン信号の非存在を示し、一方
、１０７ｄＢｍより高い累積エネルギーはマイクロフォン信号の存在を示す。
【００５０】
　ＤＴＶバンド全体を走査することは、非常に大きなダイナミックレンジを有するアナロ
グ－デジタル変換器を必要とすることが明らかである。本発明は、次に述べるように、こ
の問題に対処する解決策を提供する。
【００５１】
　図４は、図２のスペクトル検出器および解析器１０の実施形態のブロック図である。ス
ペクトル検出器および解析器１０は、好ましくはウェーブレットを使用して、特定の信号
特徴に基づいて利用可能なスペクトルを検出する受動デバイスである。ＤＴＶ信号の存在
を検出する限り、デバイス１０は、各アクティブＤＴＶチャネル上で通常伝送される、Ｔ
Ｖパイロット信号および／またはＰＮ－５１１およびＰＮ－６３フィールドを検出できる
。これらの３つの既知の系列の組合せた検出に基づいて、スニファは、ＴＶチャネルが占
有されているか否かを判定する。そのため、スペクトル解析器１０が、スキャンされるチ
ャネル内でパイロット１５または系列１７および１８のいずれも検出しない場合、各６Ｍ
Ｈｚチャネルが未占有であり、各２次システムによって使用されうると結論付ける。一方
、検出器／解析器１０がパイロット１５または系列１７、１８の１つを検出する場合、チ
ャネルが１次サービスによって占有されることを意味する。スペクトル占有情報を提供す
るホワイトスペースデータベース５が存在しても、データベースによって提供される情報
が、実際に正しいかどうかを検出するためにスニファを使用することがよい慣行であるこ
とが留意される。
【００５２】
　図４のスペクトル検出器／解析器ユニット１０は、ＶＨＦ／ＵＨＦアンテナユニット１
３、ダウンコンバージョンユニット４０、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）４５、信
号を整形するフィルタ、およびベースバンドプロセッサ４６を含む。アンテナ１３は、デ
バイスアンテナであってよく、または、共振周波数とサイズの両方で最適化された別個の
アンテナとして設けられてもよい。図４は、次を見てわかるように、それぞれが一定の共
振周波数について最適化された、２つのアンテナ１３、１３’を示す。
【００５３】
　先に示したように、スペクトルのこうした大きな部分を走査することは、非常に大きな
範囲（１４０ｄＢｍ）を有するＡＤＣを必要とし、ＡＤＣを、任意の無線デバイスに対す
る付加物として高価でかつ適さなくさせる。本発明は、この問題に対処するいくつかの解
決策を提供する。そのため、本発明の一態様によれば、スペクトル解析は、いくつかのサ
ブバンドにわたって連続して実施され、解析器は、同じＡＤＣ４５を使用してこれらのサ
ブバンドを走査するようになっている。これは、より狭いバンド内の信号のパワーの差が
、より広いバンド内に存在する信号のパワーの差より十中八九小さくなるように、アンテ
ナユニットから受信される信号を、より狭い帯域幅のローバンド信号にダウンコンバート
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するダウンコンバージョンユニット４０によって可能にされる。一般的な場合、バンドＢ
は、ｎ（ｎ≧１）個のサブバンドに分割され、図４の例では、ＴＶ放送によって占有され
るバンドＢ全体は、図５に示すように、２つのサブバンド（ｎ＝２）、すなわち、ＬＳＢ
で示すより低いサブバンドおよびＨＳＢで示すより高いサブバンドに分割される。より低
いサブバンドは、１６２ＭＨｚにわたって延在する１２個のＶＨＦ　ＴＶチャネルを含む
、５４ＭＨｚと２１６ＭＨｚとの間のスペクトルをカバーする。より高いサブバンドは、
２２８ＭＨｚにわたって延在する３７個のＵＨＦ　ＴＶチャネルを含む、４７０ＭＨｚと
８６０ＭＨｚとの間のスペクトルをカバーする。先に論じたように、スニファは、２つの
アンテナ（各サブバンドについて１つ）を備えてもよい。
【００５４】
　図４の実施形態では、ダウンコンバージョンユニット４０は、バンドパスフィルタ（Ｂ
ＰＦ）４１、リニア増幅器（ＬＮＡ）４２、チューナ４３、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）
４４、およびスイッチングブロック４７を含む。スイッチングブロック４７は、スイッチ
４７’および４７’’を含む。低いサブバンドＬＳＢが走査されるとき、ＡＤＣ４５が５
４～２１６ＭＨｚサブバンド内の信号をサンプリングするように、ＢＰＦ４１およびチュ
ーナ４３が信号経路から除外される。高いサブバンドＨＳＢが走査されるとき、ＢＰＦ４
１およびチューナ４３が信号経路に含まれる。この場合、高いサブバンド内の信号は、上
側バンドの信号と下側バンドの信号が共に、同じサンプラー４５によってサンプリングさ
れうるように、ＤＴＶチャネル１～１２の周波数に実質的に等しい周波数にダウンコンバ
ートされる。サンプラー４５のコストが、ＬＳＢとＨＳＢの両方について単一ＡＤＣを使
用することによって実質的に低減されることが明らかである。
【００５５】
　こうして、ＡＤＣ４５は、４００ＭＨｚを超えるＴＶスペクトル全体にわたってではな
く、最大２２８ＭＨｚバンドにわたって信号をサンプリングする。同じＡＤＣ４５を用い
て両方のサブバンドの信号をサンプリングすることは、許容可能なダイナミックレンジを
有するＡＤＣ４５の使用を可能にする。サンプリング周波数Ｆｓは、たとえば、低いバン
ドおよびダウンコンバートされた高いバンドの最高周波数より高い２７２ＭＨｚに選択さ
れる。こうして、信号は、ナイキスト－シャノンのサンプリング理論により、完全に確定
され、正しく復元されうる。
【００５６】
　図５は、２つのサブバンド、すなわち、４４ＭＨｚのチューナ周波数および２７２ＭＨ
ｚのサンプリング周波数を示す。チューナ周波数は、例として４４ＭＨｚに選択されるこ
とが留意される。両方のサブバンドが２２８＋Ｆｔより高い周波数成分を持たない限り、
他のチューナ周波数Ｆｔが同様に使用されうる。
【００５７】
　対象となるスペクトルは、３つ以上のサブバンドに分割されてもよく、その場合、図４
の実施形態は、ＡＤＣの前に適切な数の分岐を有することになることが同様に留意される
。こうした実施形態は、図６および７に関連して示され、図６は、ＤＴＶスペクトルの走
査が３つのバンドにわたって実施される例のブロック図を示し、図７は、この例について
バンドが選択される方法を示す。
【００５８】
　図４の実施形態では、ＢＰＦ４１は、ＨＳＢ内の３７のＴＶチャネル全てをＬＮＡ４２
に渡すために２２８ＭＨｚのパスバンドを有する。ＨＳＢ信号とＬＳＢ信号の両方につい
て共通であるＬＰＦ４４は、ＬＳＢの全ての信号およびＨＳＢからダウンコンバートされ
た信号がＡＤＣ４５に渡されるように、２７２ＭＨｚの最高周波数を有する。フィルタ４
４の出力にて、ＡＤＣ４５は、最高２２８ＭＨｚバンドにわたって存在する信号をサンプ
リングする。両方のサブバンドの信号を同じＡＤＣ４５を用いてサンプリングすることは
、許容可能なダイナミックレンジを有するＡＤＣ４５の使用を可能にする。サンプリング
周波数Ｆｓは、たとえば、低いバンドおよびダウンコンバートされた高いバンドの最高周
波数より高い２７２ＭＨｚに選択される。こうして、信号は、ナイキスト－シャノンのサ
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ンプリング理論により、完全に確定され、正しく復元されうる。
【００５９】
　ＬＰＦ４４の出力の信号は、アナログ－デジタル変換器４５によってサンプリングされ
る。この例では、ＡＤＣ４５は、２×２７２ＭＨｚのサンプリングレート（ナイキスト－
シャノン）を有し、８ビット／サンプルで動作する。ベースバンドプロセッサ４６は、デ
ータ信号を処理し、処理されたサンプルをスペクトルマネジャ１１に提供する。本発明の
この実施形態によれば、ＢＢ４６は、走査されるサブバンドに応じて、信号経路内にチュ
ーナおよびＢＰＦを含むことによって、または、含まないことによってサブバンドスイッ
チングを制御する。
【００６０】
　図６は、本発明の別の実施形態による図２のスペクトル検出器／解析器のブロック図を
示し、ＤＴＶバンドは３つのサブバンドに分割される。図７は、図６の検出器／解析器１
０’を使用して走査するためにスペクトルが分割される方法を示す。
【００６１】
　図６のスペクトル検出器／解析器ユニット１０’はさらに、図７に示すようにＤＴＶバ
ンドを３つのサブバンドＳＢ１、ＳＢ２、およびＳＢ３に分割することによってＡＤＣの
ダイナミックレンジを低減する。この実施形態では、ＳＢ１は、５４ＭＨｚと２１６ＭＨ
ｚとの間の１６２ＭＨｚにわたって延在し、１２のＶＨＦ　ＴＶチャネルを占有する。Ｓ
Ｂ２は、４７０ＭＨｚと６０８ＭＨｚとの間のＵＨＦバンドの下側部分の１３８ＭＨｚに
わたって延在し、２３のＤＴＶチャネルを占有する。ＳＢ３は、６１４ＭＨｚと６９８Ｍ
Ｈｚとの間のＵＨＦバンドの上側部分の８４ＭＨｚにわたって延在し、２３のＤＴＶチャ
ネルを占有する。アンテナユニット１３は、この例では３つのアンテナを装備し、第１の
アナテナ１３－１はＳＢ１のために使用され、第２のアナテナ１３－２はＳＢ２のために
使用され、第３のアナテナ１３－３はＳＢ３のために使用される。ダウンコンバージョン
ユニット６０は、それぞれ３つのサブバンドで動作するように最適化された同調可能バン
ドパスフィルタ（ＢＰＦ）４１’を含む。スイッチ４７’は、各サブバンドが走査される
ときに、アンテナ１３－１～１３－３が切換る方法を一般的に示す。図４の実施形態の場
合と同様に、ユニット１０’は、リニア増幅器（ＬＮＡ）４２、チューナ４３、ローパス
フィルタ（ＬＰＦ）４４、ＡＤＣ４５、およびベースバンドプロセッサ４６を含む。この
実施形態では、３つのサブバンド全てで検出される信号は、同じＡＤＣ４５を使用してサ
ンプリングされる。ＳＢ１が走査されるとき、ＢＰＦ４１’は、このバンドのために調整
され、チュ－ナ４３は、スイッチ４７’’によって一般的に示されように信号経路から除
外される。ＡＤＣ４５は、ここで、５４～２１６ＭＨｚサブバンドの信号をサンプリング
する。サブバンドＳＢ２およびＳＢ３が走査されるとき、ＢＰＦ４１’は、相応して同調
され、チューナ４３は、スイッチ４７’’によって信号経路に含まれる。この場合、サブ
バンドＳＢ２およびＳＢ３の信号は、低いバンドおよび高いバンドの全ての信号が同じサ
ンプラー４５によってサンプリングされうるように、ＳＢ１の周波数と実質的に同じ周波
数にダウンコンバートされる。サンプラー４５の複雑さが、この配置構成を使用すること
によって大幅に低減されることが明らかである。
【００６２】
　図８は、本発明の別の実施形態によるＡＤＣの動作を示す。先に論じたように、ＦＣＣ
規則および規制は、１次サービス（すなわち、強いＤＴＶ信号および弱いマイクロフォン
信号）の存在について信号がそれにわたって検知されなければならない非常に広い範囲を
要求し、この範囲は約－１１８ｄＢｍである。本発明によれば、予め選択されたレベルよ
り強い全ての信号がカットオフ（クリップ）される場合、５０ｄＢｍのダイナミックレン
ジを有するＡＤＣを使用することが可能である。たとえば、カットオフレベルが－７０ｄ
Ｂｍに選択される（－７０ｄＢｍより強い信号がカットオフされる）場合、ＡＤＣがそれ
にわたって動作する必要がある範囲は、大幅に低減されて、１１８ｄＢｍ－７０ｄＢｍ＝
４８ｄＢｍになる。これは、ＡＤＣの動作点を約－９４ｄＢｍに設定し、－９４ｄＢｍを
下回るかまたは上回って２５ｄＢｍより強い信号についてＡＤＣを飽和状態で動作させる
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ことによって得られうる。他のカットオフレベルもまた使用されうること、および、－７
０ｄＢｍレベルが例として選択されることが当業者に明らかであり、本仕様は、この値に
ついて、一般的な用語「カットオフ閾値(cut-off
threshold)」を使用するであろう。
【００６３】
　ＡＤＣ４５のこの動作モードは、あるスペクトル片が別のサービスによって使用される
かどうかを、スニファが、高い確率で高速に検出しうる点で、処理時間を低減することを
可能にする。プリセットされた時間量にわたる、走査されるスペクトル片内の受信信号の
全てのサンプルが、一定でかつカットオフ閾値にあるときに、ＢＢプロセッサ４６は、Ａ
ＤＣが飽和状態で働いていると判定し、各チャネルが占有されていると結論付ける。受信
信号の全ての検知されたサンプルが、カットオフ閾値より小さいとき、ＢＢプロセッサ４
６は、１次サービスが、各スペクトル片を占有している可能性があるかまたは占有してい
ない可能性があるかを決定し、後で述べるように、他の検知方法を適用し始める。
【００６４】
　先に論じたように、１次サービスの存在または非存在は、ＤＴＶ放送用の複数の６ＭＨ
ｚ内のスペクトルを走査し、その後、任意のアクティブな無線マイクロフォンの存在を検
出するために、２００ｋＨｚのチャンク内の、ＤＴＶによって使用されていないとして識
別されるある６ＭＨｚ片を走査することによる各スペクトル部分内のエネルギーの測定に
基づいて判定される。こうしてＤＴＶバンド全体を走査することは、長い時間を必要とす
る可能性があることが明らかである。この問題に対処するために、ＢＢプロセッサ４６は
、信号エネルギーを確定するために、グループ化検出アルゴリズムおよび好ましくはウェ
ーブレット信号解析（あるいは、よく知られているＦＦＴ－高速フーリエ変換）を使用す
る。ウェーブレット信号解析の使用は、エネルギー検出プロセスを迅速化する(speed-up)
。ウェーブレット信号解析の利点は、ウェーブレット（エネルギー）の波形が、あるサイ
ズのスペクトル片にピッタリ合うように、時間と周波数の両方において調整されることが
でき、その後、各スペクトル片内の信号のエネルギーが、測定され、閾値に対して解析さ
れることができることにある。波形は、エネルギーの広帯域幅伝送を測定するために使用
されるように、継続時間が非常に短くなるように選択されうる。
【００６５】
　本発明によるウェーブレット解析の範囲は、２次サービスによって使用されうる、検出
可能な信号活動がほとんどないかまたは全くないスペクトルの周波数－時間片（周波数－
時間「セル(cell)」）を識別することである。図９Ａを見てわかるように、ベースバンド
プロセッサ４６は、一般的に言うと、ウェーブレットデコンポジションユニット８、ウェ
ーブレット係数計算器９、およびノイズ低減ユニット１４を含む。ウェーブレットデコン
ポジションユニット８は、図９Ｂに示すように、マザーおよびドーターウェーブレットを
作成することによって、周波数－時間セルにわたって受信信号を「分解する(decompose)
」。
【００６６】
　ウェーブレット係数計算器９は、解析される時間－周波数セル内の信号のエネルギーに
関する情報を提供するウェーブレット係数を確定する。ウェーブレット係数は、その後、
エネルギー閾値μと比較され、閾値より小さい係数を有するチャネルが、ホワイトスペー
ス片を規定する。スペクトルマネジャ１１は、それぞれのホワイトスペース片／複数のホ
ワイトスペース片の時間および周波数座標に関する情報を受信し、必要に応じてこの情報
を処理する。
【００６７】
　本発明による実施形態で使用されるウェーブレット関数に関する基本背景情報は、参照
により本明細書に組込まれる、２００８年４月１０日に出願された「Ａ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅｓ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」（Ｗｕ他）という名
称の、先に特定された同時係属中の特許出願第１２／０７８，９７９号において提供され
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る。ウェーブレットが動作する方法についての短い説明は、図９Ｂに関連して提供される
。ウェーブレットは、「マザー(mother)」ウェーブレットと呼ばれる単一数学関数（Ψ（
ｔ））から生成され、マザーウェーブレットは、時間と周波数の両方において、有限長ま
たは高速減衰の振動波形である。ウェーブレット関数は、Ψα，τ（ｔ）で示され、対応
する周波数領域表現は、
【数１】

で示され、ここで、αは、ウェーブレット波形のスケーリングパラメータを表し、一方、
τは、ウェーブレット波形のシフトまたは平行移動パラメータを表す。「ドーター(daugh
ter)」ウェーブレットは、（因子αによって）スケーリングされ、（時間τだけ）平行移
動されたマザーウェーブレットのコピーである。
【００６８】
　本発明で使用されるウェーブレット関数Ψα，τ（ｔ）は、ウェーブレットエネルギー
の９９％が、時間と周波数の両方の領域内で有限間隔内に集中するように選択される。さ
らに、ウェーブレット関数Ψα，τ（ｔ）は、エネルギー制限された信号空間について、
隣接するシフトされた波形Ψ（ｔ－τ）が直交基底を形成するために生成されるよう、そ
の集中中心の整数シフト（並行移動）を可能にするように選択される。スケーリングパラ
メータの変化は、パルス波形に影響を及ぼす。パルス波形は、時間領域で膨張する場合、
周波数領域で自動的に収縮することになる。あるいは、パルス波形は、時間領域で圧縮さ
れる場合、周波数領域（ｆ軸）で拡張することになる。シフトパラメータτは、時間にお
けるウェーブレット波形のエネルギー集中中心のシフトを示す。そのため、平行移動パラ
メータτの値を増加させることによって、ウェーブレットは、ｔ軸に沿って正方向にシフ
トし、τを減少させることによって、ウェーブレットは、ｔ軸に沿って負方向にシフトす
る。
【００６９】
　図９Ｂに示すように、対象となる通信スペクトル（たとえばＤＴＶに割当てられたスペ
クトル）は、複数の周波数－時間セル７１、７２、７３を有する周波数および時間マップ
７０に分割される。周波数および時間マップ内の各周波数－時間セルは、少なくとも１つ
の「チャネル(channel)」を構成する。ウェーブレット波形特性は、周波数および時間マ
ップ７０内で、異なる粒度の周波数－時間セルを処理する、したがって、ホワイトスペー
ス片を識別するために操作されてもよい。先に示したように、スケーリングおよび平行移
動パラメータに対する変更は、周波数および時間マップ７０が、変数／所望の時間－周波
数分解能に従って分割されることを可能にする。
【００７０】
　たとえば、スケーリングパラメータを第１の値に設定し、平行移動パラメータを増分す
ることによって、Δｆ１の帯域幅およびΔｔ１の時間スロット間隔を有する複数のセル７
１が提供される。スケーリングパラメータを第２の値に設定し、平行移動パラメータを増
分することによって、Δｆ２の減少した帯域幅およびΔｔ２の増加した時間スロット間隔
を有する複数のセル７２が提供される。なおさらに、スケーリングパラメータを第３の値
に設定し、平行移動パラメータを増分することは、Δｆ３のさらに減少した帯域幅および
Δｔ３のさらに増加した時間スロット間隔を有する複数のセル７３を提供する。同様に図
７Ｂに示すように、ウェーブレット関数を使用して、周波数および時間マップ７０内の各
セルは、別の周波数および時間マップ７５に従って周波数および時間セルにさらに分割さ
れてもよい。たとえば、右手セル７２は、別のウェーブレット関数Ｙ（ｔ）に基づいて周
波数および時間セルにさらに分解されてもよい、などである。
【００７１】
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　ウェーブレットデコンポジション後に、ウェーブレット係数計算器９（図９Ａ参照）は
、デジタル化された信号のウェーブレット係数ｗｐ，ｑを計算し、その係数は、各時間－
周波数セル内の信号エネルギーを反映する。
　ｗｎ，ｋ＝∫ｒ（ｔ）Ψαｐ，ｑ（ｔ）
式中、Ψｎ，ｋはスケーリングパラメータαおよび平行移動パラメータτの関数として選
択されたｎおよびｋの整数を有するウェーブレット関数である。先に参照した同時係属中
の特許出願では、ｐおよびｑは、以下のように規定される。すなわち、α＝ｂｐでありτ
＝ｑｂｐであり、式中、ｂは正の有理数（たとえば、１．２、２、２．１、３など）であ
り、ｐおよびｑは整数（たとえば、０、＋／－１、＋／－２、＋／－３など）である。
【００７２】
　計算されたウェーブレット係数ｗｐ，ｑは、その後、検出されたそれぞれの信号に対応
する信号エネルギーをエネルギー閾値ηと比較して、各時間－周波数セル内の信号エネル
ギーを確定するために使用され、各ホワイトスペース片は、検出されたエネルギーが閾値
より小さい場合に選択される。　
|ｗｐ，ｑ|≦μ
式中、μは、エネルギーレベル用の閾値を表す予め規定された正数である。所定の閾値レ
ベルμは、プリセットされてもよく、または、走査されるスペクトル、許容可能な干渉レ
ベル、信号パワーなどに応じて変わるように構成されてもよい。
【００７３】
　図１０Ａおよび１０Ｂは、本発明の実施形態に従ってホワイトスペース片を識別する方
法を示し、図１０Ａは、チャネル占有情報を有する集中化データベースの存在下での方法
を示し、図１０Ｂは、チャネル占有情報を有する集中化データベースの非存在下での方法
を示す。図１０Ａを見てわかるように、データベース５の存在下では、ユニット１０は、
データベース内で未占有のチャネルＣＨｋを識別する、ステップ６０。スニファは、好ま
しくは、そのサイズまたはそのサイズの倍数のホワイトスペース片を識別するために、Ｄ
ＴＶチャネルの幅（ＮＡの６ＭＨｚ）に等しい分解能を使用する。さらに、分解能がＤＴ
Ｖチャネルの幅であるとき、データベース５によって提供される情報は、使用するのが容
易であり、占有されているとしてデータベースにおいて識別されるチャネルは、処理時間
を低減するためにスキップされてもよい。対象となるアプリケーションが、１つのＤＴＶ
チャネルによって提供される帯域幅より大きな帯域幅を要求する場合、スニファは、デー
タベース（図示せず）において未占有であるとして指示されるいくつかの連続するチャネ
ルを選択することになることも留意される。スペクトル検出器／解析器１０は、その後、
選択されたチャネルを走査し、２つのステージで検知される信号を、各ステージで異なる
分解能を使用して処理する。第１のステージでは、スニファは、一般的に好まれる(of ch
oice)時間周波数セルを使用して受信信号のウェーブレット変換を実施することによって
、チャネルが実際に未占有であるかどうかを確認する、ステップ６１、ことを続行する。
たとえば、第１のステージ用のウェーブレット変換関数の周波数変数は、ＤＴＶチャネル
の幅全体（北米の６ＭＨｚ）をカバーしてもよい。スニファは、選択されたチャネル（複
数可）内でＤＴＶ信号を識別する場合（決定ステップ６２の分岐「いいえ」）、データベ
ースにこの事象を通知し、別の未占有チャネルを選択するためにステップ６０に戻る。
【００７４】
　一方、スニファが、ＣＨｋ内にＤＴＶ放送信号が存在しないと判定する場合（判定ブロ
ック６２の分岐「いいえ」）、チャネルは、任意の無線マイクロフォン信号の存在を検出
するために第２のステージ中にさらに解析される、ステップ６４。ＣＨｋが未占有である
と、スニファが実際に確認する場合、チャネルは、対象となるアプリケーションのために
予約される、ステップ６５、６６。マイクロフォン信号の存在が検出されると、データベ
ース管理者は、通知され、スニファは、データベースにおいて未占有であるとして識別さ
れる別のチャネルのために、ステップ６０～６５を繰返す。各アプリケーションが、この
チャネルの部分だけの使用を要求する場合、チャネルＣＨｋが依然として使用されてもよ
く、その場合、各アプリケーション（図示せず）について必要とされる帯域幅のサイズに
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基づいて選択される時間－周波数セルサイズを使用して、ステップ６４が、相応してチャ
ネルを解析することが留意される。
【００７５】
　図１０Ｂを見てわかるように、データベースが利用可能でないとき、第１のステージ中
に、スニファは、そのサイズまたはそのサイズの倍数のホワイトスペース片を識別するた
めに、ＤＴＶチャネルの幅（ＮＡの６ＭＨｚ）に等しい分解能を好ましくは使用して、Ｄ
ＴＶに割当てられたスペクトルを走査し解析する、ステップ７０。図１０Ａを参照して述
べた方法の場合と同様に、時間－周波数セルについての粒度はまた、対象となるアプリケ
ーションについて必要とされる帯域幅に従って選択されてもよい。しかし、ＤＴＶチャネ
ルのサイズに適合する粒度は、各スペクトル片内の信号のより確定的処理を可能にするた
め好ましい。その理由は、ＤＴＶチャネルが、図３Ｂに関連して述べた既知の系列（パイ
ロット、ＰＮ５１１、ＰＮ－６３）を探すことによって識別されてもよいためである。し
かし、別の粒度が信号処理について選択される場合、ＡＤＣ４５の飽和が、対象となるス
ペクトル片が未占有であるかどうかを検出するために使用されてもよい。
【００７６】
　第１の処理ステージは、信号エネルギーが閾値μより小さく、そのスペクトル片がＤＴ
Ｖ伝送のために使用されていないことを示す６ＭＨｚ片が見出される、ステップ７１、と
停止する。ステップ７１で識別されるチャネルは、ＣＨｋで示される。第２のステージ中
に、スニファは、ＣＨｋ内で動作する無線マイクロフォンが存在するかどうかをチェック
しなければならない。ここで、スニファは、２００ｋＨｚの分解能を有する第１のステー
ジにおいて識別されたスペクトル片内の信号を処理しなければならない。好ましくは、５
０ｋＨｚの倍数である周波数で開始する信号が処理される。ステップ７１にて識別された
ＣＨｋが、判定ブロック７４の分岐「はい」によって示すように、未占有であるとわかる
場合、スニファは、各アプリケーションについてＣＨｋを予約する、ステップ７５。判定
ブロック７４の分岐「いいえ」によって示すように、１つまたは複数の無線マイクロフォ
ン信号が存在するために、必要とされる帯域幅のホワイトスペース片がＣＨｋ内で識別さ
れることができない場合、スニファの動作は、ステップ７０で再開する。
【００７７】
　本発明の別の態様によれば、検出プロセスは、図９Ａのユニット１４によって一般的に
示されるウェーブレットノイズ低減プロシージャを使用して向上されてもよい。このプロ
シージャによれば、チャネルノイズは、一定の信頼性を持って閾値μを確定することを目
指して、任意の知られている平均分散推定(mean variance estimation)法を使用して推定
される。伝送される信号がｓ（ｔ）で示され、受信信号がｒ（ｔ）で示され、ノイズがＮ
（ｔ）で示される場合、信号のウェーブレット変換後、ウェーブレット係数は、ベクトル
の形態である。
【数２】

 
式中、ｗＴはウェーブレット変換を示し、ｋはサンプル数であり、Ｍはサンプルの最大数
であり、Δｔは２つの連続するサンプル（時間）間の距離であり、αは送信機と受信機と
の間でチャネルによって導入される減損を反映する。ウェーブレット変換後の受信ベース
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バンド信号は、
【数３】

になる。
【００７８】
　ノイズは、対応する信号成分が統計的に無視できると推測される場合、ウェーブレット
係数をゼロにリセットする（Ｗｎ，ｋ＝０）ことによって分解信号においてここで低減さ
れうる。先に示したように、ウェーブレット変換関数は、信号のエネルギーを、各時間－
周波数セルの９９％内に集中させるように選択される。伝送される信号ｓ（ｔ）の特性に
よれば、ウェーブレット係数ｗ（ｋ）が、ノイズの標準偏差σに関して有意である値を有
する場合、そのチャネルが使用中であることを意味する。各スペクトル片内に信号が存在
しない場合、受信信号のウェーブレット係数ｗ（ｋ）は非常に小さく（ゼロに近く）、そ
の場合、ｗ（ｋ）はノイズレベルにある、すなわち、ノイズフロアのσに匹敵することに
なる。
【００７９】
　第２の場合（ｗ（ｋ）＜＜σ）、ウェーブレット係数は、ノイズ情報を使用してリセッ
トされ、受信信号ウェーブレット係数リセット後に、新しいウェーブレット係数ｕ（ｋ）
を有する逆ウェーブレット変換を使用して、信号が再構成される。再構成された信号は、
その後さらに、上述した検出法（パイロットまたはＰＮ検出など）を使用して処理される
。このノイズ低減プロシージャは、より正確な検出が実施できるように、ノイズから信号
を「きれいにする(clean)」点で有利である。
【００８０】
　図１０Ａおよび１０Ｂに関連して述べた２ステージプロセスは、全体のプロセスがたと
え従来の反復的平均化およびフィルタリング法より高速でも、時間がかかりうる。この２
ステージプロセスは、図１１に示すように、本発明によるグループ検出プロシージャを使
用して加速される可能性がある。グループ検出プロシージャの場合、スニファは、第１の
ステージであるグループのＤＴＶチャネルを処理する。チャネルは、好ましくは連続的で
あり、占有されているとしてデータベース５において識別されるチャネルは、ステップ８
０に示すように、グループに含まれない。あるいは、スニファは、それでも、これらのチ
ャネルをグループに含んでもよい。ＡＤＣ４５の出力の信号は、{ｒ（ｋ）}で示され、こ
こで、ｋはサンプル数である。{ｒ（ｋ）}のベースバンド処理およびウェーブレットデコ
ンポジション後に、一定のチャネル（またはセル）内の信号は、{ｘｎ（ｋ）}で示され、
ここで、ｎはチャネル数である。各チャネル内の信号は、その後、ローパスされて、ステ
ップ８１に示すように、全てのチャネルからの信号をゼロの原点周波数に整列させ、それ
により、{ｙｎ（Ｉ，Δｔ）}で示す、ナイキストレートの各チャネルについてのチャネル
化データが得られる。
【００８１】
　グループ内のチャネルからのチャネル化データは、オーバラップして、これらの信号の
和
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　Ｙ（ｔ）＝Σ〔ｙ１（ｔ）＋ｙ２（ｔ）＋ｙｋ（ｔ）＋ｙＧ（ｔ）＋Ｎ〕
が得られる。
【００８２】
　これは、ステップ８２に示される。ノイズ低減オペレーションは、上述したように、ま
た、ステップ８３に示すように、オーバラップした信号に関して実施されてもよい。和信
号のエネルギーＥは、その後、ノイズ低減、ステップ８３後に計算される。すなわち、Ｂ
Ｂプロセッサ４６は、ステップ８４で示すように、図１０Ａおよび１０Ｂに関連して述べ
た、方法の第１のステージを実施する。たとえば、ＢＢプロセッサ４６は、ステップ８４
に示す、信号内のパイロットまたはＰＮ系列を識別しようと試みる。受信信号のエネルギ
ーが閾値より小さい（たとえば、Ｅ＜－７０ｄＢｍ）場合（判定ブロック８５の分岐「は
い」）、信号は、依然として、そのグループのチャネルまたはそのチャネル内に存在する
可能性があり、プロセッサは、そのスペクトル片内の任意の無線マイクロフォンの存在を
検出するために、図１０Ａおよび１０Ｂに示す方法のステージＩを実施する。
【００８３】
　信号のエネルギーが閾値より高い、たとえば、Ｅ≦－７０ｄＢｍである場合（判定ブロ
ック８５の分岐「いいえ」）、そのグループ内の１つまたは複数のチャネルが占有されて
いる可能性があることを意味する。この場合、グループ検出プロシージャは、まだ処理さ
れなかったグループからのチャネルのサブグループ（たとえば、そのグループ内のチャネ
ルの半分）について繰返される、ステップ８６、８７。その後再び、各サブグループ内の
チャネル化データの和が、ステップ８２にて確定され、プロシージャが、繰返され、つい
には、未占有チャネルが検出され、そのとき、ステージＩＩが実施される。
【００８４】
　判定ブロック８５の分岐「はい」に沿うオペレーションは、信号のエネルギーが閾値よ
り小さいときに実施される。この場合、システムは、ステップ８８、８９で示すように、
そのグループからのチャネルが無線マイクロフォンなしの状態であるかどうかを識別しよ
うとする。第１のこうしたチャネルは、各２次サービスのために予約される、ステップ９
０。そのグループ内のチャネルがいずれも未占有でない場合、グループ検出プロシージャ
は、ステップ８６および８７で示すように、そのグループからのチャネルのサブグループ
について繰返される。
【００８５】
　ＤＴＶ信号を検出することはまた、一定回数の和の後にパイロットが増加し、一方、（
データがランダムであるため）連続的な和に対してデータがゼロに近い値に平均化される
ように、複数チャネルからのデータセグメントを時間的にオーバラップさせることによっ
て実施されてもよい。この場合、ＤＴＶ信号が存在するチャネル内のパイロットとＰＮ系
列が共に加算され、検出することが容易な、ノイズを超えるレベルがもたらされる。
【００８６】
　無線マイクロフォンの存在を検出する他の方法が、本発明に従って使用されてもよく、
これは、上記方法のうちの任意の方法を使用して未使用であるとして検出されるＴＶチャ
ネルに関してだけ実施される。たとえば、ウェーブレットデコンポジションが依然として
使用されてもよく、最大のウェーブレット係数を有するホワイトスペース片が選択される
。これらのチャネル内の信号は、指定された回数だけ累積される。次に、２ｋのＦＦＴデ
コンポジションが、受信信号に関して、また、各ビンに関してエネルギーを測定すること
によって実施され、ピークとノイズフロアを比較することによって、無線マイクロフォン
信号が存在するか否かをプロセッサ４６が判定することが可能になる。
【００８７】
　上述した本発明の実施形態は、例示に過ぎず、信頼性がないネットワークサービスを使
用して送出されるデータユニットのプロアクティブ反復伝送のための任意のシステムまた
は方法の考えられる全ての構成の完全な説明でないことを意図される。したがって、本発
明の範囲は、添付特許請求の範囲によってだけ制限されることを意図される。
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