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(57)【要約】
　複数のマルチバンドアクセスポイント（ＡＰ）の１つ
をマルチバンド無線送受信ユニット（Wireless Transmi
t/Receive Unit：ＷＴＲＵ）に関連付けるべく選択する
ための方法および装置が開示される。マルチバンドＡＰ
がそこで動作するように構成された複数の周波数帯に関
する周波数帯情報を、マルチバンドＡＰ群がブロードキ
ャストする。その周波数帯情報に基づき、マルチバンド
ＷＴＲＵが、関連付けるべき特定のマルチバンドＡＰお
よびそのマルチバンドＡＰと通信するために使用する周
波数帯を選択する。もしマルチバンドＷＴＲＵが選択さ
れたマルチバンドＡＰから、選択された周波数帯の特性
（例えば、スループット、経路損失、負荷、容量、バッ
クホール）が受容できないことを表す周波数帯情報を受
信したなら、マルチバンドＷＴＲＵは、選択されたマル
チバンドＡＰとの関連付けを断つか、または異なった周
波数帯を介してその選択されたマルチバンドＡＰとの関
連付けを継続するか、について判定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のマルチバンドアクセスポイント（Access Point：ＡＰ）および１つのマルチバン
ド無線送受信ユニット（Wireless Transmit/Receive Unit：ＷＴＲＵ）を含む無線通信シ
ステムにおいて、該ＡＰのそれぞれおよび該ＷＴＲＵが、少なくとも２つの異なった周波
数帯を介して通信するように構成されていることであって、
　該個々のマルチバンドＡＰがそこで動作するように構成された複数の周波数帯に関する
周波数帯情報を該ＡＰのそれぞれがブロードキャストすること、
　該ＷＴＲＵが、該周波数帯情報を処理すること、および
　該周波数帯情報に基づき、該マルチバンドＡＰの内の関連付けるべき特定の１つおよび
該特定の１つのマルチバンドＡＰと通信するために使用する周波数帯を選択すること、
　を具備することを特徴とする無線通信方法。
【請求項２】
　前記周波数帯情報が、ビーコンフレームにおいて前記それぞれのマルチバンドＡＰによ
ってブロードキャストされること、を特徴とする請求項１の方法。
【請求項３】
　前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた探査要求パケットに
応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする請求項１の方法。
【請求項４】
　前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記探査要求パケットにおいて該マルチバンドＷＴＲＵ
の複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする請求項３の方法。
【請求項５】
　前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた関連付け要求パケッ
トに応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする請求項１の方
法。
【請求項６】
　前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記関連付け要求パケットにおいて前記マルチバンドＷ
ＴＲＵの複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする請求項５の方
法。
【請求項７】
　前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られたパケットに応答して
前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする請求項１の方法。
【請求項８】
　前記周波数帯情報が、専用メッセージ交換によって送られること、を特徴とする請求項
１の方法。
【請求項９】
　前記周波数帯情報が、複数周波数帯の支援の表示、該複数周波数帯のチャンネル番号、
およびそれぞれの周波数帯のタイミング情報の少なくとも１つを含むこと、を特徴とする
請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記周波数帯情報が、前記ＡＰがそこで動作するように構成された前記複数周波数帯の
品質指標情報を含むこと、を特徴とする請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記品質指標情報が、それぞれの周波数帯に対する経路損失、負荷、スループット、容
量、およびバックホールの少なくとも１つを含むこと、を特徴とする実施形態１０の方法
。
【請求項１２】
　複数のマルチバンドアクセスポイント（Access Point：ＡＰ）であって、それぞれのマ
ルチバンドＡＰが、該個々のマルチバンドＡＰがそこで動作するように構成された複数の
周波数帯に関する周波数帯情報をブロードキャストすること、および
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　該周波数帯情報を処理するように、および該周波数帯情報に基づき、該マルチバンドＡ
Ｐの内の関連付けるべき特定の１つおよび該特定の１つのマルチバンドＡＰと通信するた
めに使用する周波数帯を選択するように、構成された１つのマルチバンドＷＴＲＵ、
　を具備することを特徴とする無線通信システム。
【請求項１３】
　前記周波数帯情報が、ビーコンフレームにおいて前記それぞれのマルチバンドＡＰによ
ってブロードキャストされること、を特徴とする請求項１２のシステム。
【請求項１４】
　前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた探査要求パケットに
応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする請求項１２のシス
テム。
【請求項１５】
　前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記探査要求パケットにおいて該マルチバンドＷＴＲＵ
の複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする請求項１４のシステ
ム。
【請求項１６】
　前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた関連付け要求パケッ
トに応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする請求項１２の
システム。
【請求項１７】
　前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記関連付け要求パケットにおいて前記マルチバンドＷ
ＴＲＵの複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする請求項１６の
システム。
【請求項１８】
　前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた管理パケットに応答
して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする請求項１２のシステム
。
【請求項１９】
　前記周波数帯情報が、専用メッセージ交換によって送られること、を特徴とする請求項
１２のシステム。
【請求項２０】
　前記周波数帯情報が、複数周波数帯の支援の表示、該複数周波数帯のチャンネル番号、
およびそれぞれの周波数帯のタイミング情報の少なくとも１つを含むこと、を特徴とする
請求項１２のシステム。
【請求項２１】
　前記周波数帯情報が、前記ＡＰがそこで動作するように構成された前記複数周波数帯の
品質指標情報を含むこと、を特徴とする請求項１２のシステム。
【請求項２２】
　前記品質指標情報が、それぞれの周波数帯に対する経路損失、負荷、スループット、容
量、およびバックホールの少なくとも１つを含むこと、を特徴とする請求項２１のシステ
ム。
【請求項２３】
　複数のマルチバンドアクセスポイント（Access Point：ＡＰ）および１つのマルチバン
ド無線送受信ユニット（Wireless Transmit/Receive Unit：ＷＴＲＵ）を含む無線通信シ
ステムにおいて、該ＡＰのそれぞれおよび該ＷＴＲＵが、複数の異なった周波数帯を介し
て通信するように構成されていることであって、
　該マルチバンドＷＴＲＵが、該異なった周波数帯の最初の１つを介して該マルチバンド
ＡＰの特定の１つを関連付けること、
　該マルチバンドＷＴＲＵが、該最初の周波数帯の特性が受容できないことを表す周波数
帯情報を、該特定のマルチバンドＡＰから受信すること、および
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　該マルチバンドＷＴＲＵが、該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを断つか、または
該周波数帯の第２の１つを介して該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを継続するかを
判定すること、
　を具備することを特徴とする無線通信方法。
【請求項２４】
　前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする請求項２３の方法。
【請求項２５】
　前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする請求項２３の方法。
【請求項２６】
　前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする請求項２３の方法。
【請求項２７】
　前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする請求項２３の方法。
【請求項２８】
　前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする請求項２３の方法。
【請求項２９】
　複数のマルチバンドアクセスポイント（Access Point：ＡＰ）であって、該個々のマル
チバンドＡＰがそこで動作するように構成された複数の周波数帯に関する周波数帯情報を
それぞれのマルチバンドＡＰがブロードキャストすること、および
　１つのマルチバンドＷＴＲＵが、該周波数帯の最初の１つを介して該マルチバンドＡＰ
の特定の１つを関連付けることであって、そこでは該マルチバンドＷＴＲＵが、該最初の
周波数帯の特性が受容できないことを表す周波数帯情報を、該特定のマルチバンドＡＰか
ら受信すること、および該マルチバンドＷＴＲＵが、該特定のマルチバンドＡＰとの関連
付けを断つか、または該周波数帯の第２の１つを介して該特定のマルチバンドＡＰとの関
連付けを継続するかを判定すること、
　を具備することを特徴とする無線通信システム。
【請求項３０】
　前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする請求項２９のシステム
。
【請求項３１】
　前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする請求項２９のシステム。
【請求項３２】
　前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする請求項２９のシステム。
【請求項３３】
　前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする請求項２９のシステム。
【請求項３４】
　前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする請求項２９のシステム
。
【請求項３５】
　複数の異なった周波数帯を介して通信するように構成された複数のマルチバンドアクセ
スポイント（Access Point：ＡＰ）を含む無線通信システムにおいて、
　プロセッサ、および
　該プロセッサに結合されたトランシーバであって、該トランシーバが、該異なった周波
数帯の最初の１つを介して該マルチバンドＡＰの特定の１つを関連付けるように構成され
ていることであって、そこでは該トランシーバによって該特定のマルチバンドＡＰから受
信された、該最初の周波数帯の特性が受容できないことを表す周波数帯情報に基づき、該
特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを断つか、または該周波数帯の第２の１つを介して
該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを継続するかを該プロセッサが判定すること、
　を具備することを特徴とする１つのマルチバンド無線送受信ユニット（Wireless Trans
mit/Receive Unit：ＷＴＲＵ）。
【請求項３６】
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　前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする請求項３５のＷＴＲＵ
。
【請求項３７】
　前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする請求項３５のＷＴＲＵ。
【請求項３８】
　前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする請求項３５のＷＴＲＵ。
【請求項３９】
　前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする請求項３５のＷＴＲＵ。
【請求項４０】
　前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする請求項３５のＷＴＲＵ
。
【請求項４１】
　複数のマルチバンドアクセスポイント（Access Point：ＡＰ）および１つのマルチバン
ド無線送受信ユニット（Wireless Transmit/Receive Unit：ＷＴＲＵ）を含む無線通信シ
ステムにおいて、該ＡＰのそれぞれおよび該ＷＴＲＵが、複数の異なった周波数帯を介し
て通信するように構成されていることであって、
　プロセッサ、および
　該プロセッサに結合されたトランシーバであって、該トランシーバが、該異なった周波
数帯の最初の１つを介して該マルチバンドＡＰの特定の１つを関連付けるように構成され
ていることであって、そこでは該トランシーバによって該特定のマルチバンドＡＰから受
信された、該最初の周波数帯の特性が受容できないことを表す周波数帯情報に基づき、該
特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを断つか、または該周波数帯の第２の１つを介して
該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを継続するかを該プロセッサが判定すること、
　を具備することを特徴とするＷＴＲＵに組み込まれる集積回路（Integrated Circuit：
ＩＣ）。
【請求項４２】
　前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする請求項４１のＩＣ。
【請求項４３】
　前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする請求項４１のＩＣ。
【請求項４４】
　前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする請求項４１のＩＣ。
【請求項４５】
　前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする請求項４１のＩＣ。
【請求項４６】
　前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする請求項４１のＩＣ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のマルチバンドのアクセスポイント（Access Point：ＡＰ）および１つ
のマルチバンドの無線送受信ユニット（Wireless Transmit/Receive Unit：ＷＴＲＵ）（
すなわち移動端末）を含む無線通信システムに関する。本発明はより詳細には、マルチバ
ンドＡＰからマルチバンドＷＴＲＵに送信された周波数帯情報に基づいて、マルチバンド
ＡＰの内の関連付けるべき特定の１つを選択するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的な無線のローカルエリアネットワーク（Wireless Local Area Network：ＷＬＡ
Ｎ）は、ＡＰの通信可能範囲内のＷＴＲＵへの無線アクセスを提供するＡＰを含む。その
ＡＰは、ＩＥＥＥの８０２．１１準拠のＷＬＡＮの基本的構成単位である基本サービスセ
ット（Basic Service Set：ＢＳＳ）によって構成される。複数のＢＳＳが、分配機構（D
istribution System：ＤＳ）を通して相互接続され、拡張サービスセット（Extended Ser
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vice Set：ＥＳＳ）を形成することができる。
【０００３】
　ＷＬＡＮは、インフラストラクチャモードまたはアドホック（Ａｄ－ｈｏｃ）モードに
て構成することができる。インフラストラクチャモードにおいては、無線通信はＡＰによ
って制御される。ＡＰは、ＷＴＲＵがＡＰを特定しかつ通信することを可能にするために
、定期的にビーコン（beacon）フレームをブロードキャストする。アドホックモードにお
いては、複数のＷＴＲＵがピアツーピア通信モードにて動作する。ＷＴＲＵは、ネットワ
ーク要素と整合する必要性なくＷＴＲＵ同士で通信を確立する。しかしながら、インター
ネットなどの、別のネットワークへのブリッジまたはルータとして、機能するようにＡＰ
を構成することもできる。
【０００４】
　通信のために複数の周波数帯を利用するようにＷＴＲＵおよびＡＰを構成することがで
きる。従来の無線通信システムにおいては、マルチバンドＷＴＲＵが周波数帯の異なった
チャンネルに複数の探査要求を送信して、その領域において利用可能なＡＰがあるかを検
出している。ＡＰは探査要求を受け取ると、ＷＴＲＵに探査応答パケットを送る。ＡＰは
、特定の周波数帯の自身の動作チャンネル上で探査応答パケットを送るであろう。探査応
答パケットには、支援される速度、または同様なものなどの、ＷＴＲＵをＡＰに関連付け
るための、必要なパラメータが含まれる。ＷＴＲＵは、関連付け要求パケットを送ること
になり、さらに詳しいデータ通信のためにＡＰからの関連付け応答パケットを待つ。
【０００５】
　関連付けられると、マルチバンドＷＴＲＵは、探査要求パケットを送信しかつ探査応答
パケットを待つことにより、より良い通信帯域を探して他の周波数帯を走査することがで
きる。この探査応答パケットを受けると、ＷＴＲＵは周波数帯、および／またはＡＰを比
較し、より望ましい周波数帯、および／またはＡＰを選択する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の無線通信システムにおいては、マルチバンドＷＴＲＵは、最良の無線通信の品質
を提供する周波数帯を決定するために、さまざまな周波数帯を走査しかつ比較せねばなら
ない。しかしながら、これらの走査および比較の稼働（function）は、時間がかかり、か
つかなりの量の電池電力を必要とする。周波数帯およびチャンネル選択を決定するために
必要とされる時間および電池電力の量を減少させるための方法および装置が望まれている
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、マルチバンドＷＴＲＵに関連付けるべき複数のマルチバンドＡＰの１つを選
択するための方法および装置に関する。マルチバンドＡＰがそこで動作するように構成さ
れた複数の周波数帯に関する周波数帯情報を、マルチバンドＡＰがブロードキャストする
。その周波数帯情報に基づき、マルチバンドＷＴＲＵが、関連付けるべき特定のマルチバ
ンドＡＰおよびそのマルチバンドＡＰと通信するために使用する周波数帯を選択する。も
しマルチバンドＷＴＲＵが選択されたマルチバンドＡＰから、選択された周波数帯の特性
（例えば、スループット、経路損失、負荷、容量、バックホール）を受容できないことを
表す周波数帯情報を受信したなら、そのマルチバンドＷＴＲＵは、選択されたマルチバン
ドＡＰとの関連付けを断つか、または異なった周波数帯を介してその選択されたマルチバ
ンドＡＰとの関連付けを継続するか、について判定する。
　一例として与えられ、かつ付加された図面に関連して理解されるべき以下の記述から、
本発明のより詳細な理解を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　この後用語”ＷＴＲＵ”は、限定するものではないが、ユーザ設備（User Equipment：
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ＵＥ）、移動端末、固定または移動体の加入者ユニット、ページャ、または無線環境にお
いて動作する能力のある他のいかなる型の装置をも含む。そのようなＷＴＲＵは、限定す
るものではないが、電話、テレビ電話、およびインターネット対応の電話、ネットワーク
能力を持つ無線モデムを有する、携帯情報端末（Personal Data Assistance：ＰＤＡ）、
およびノートパソコンを含む。
【０００９】
　この後参照される場合には用語”ＡＰ”は、限定するものではないが、ノードＢ（Node
-B）、基地局、サイト制御装置、またはそのＡＰが関連付けられているネットワークへの
無線アクセスを他のＷＴＲＵに提供する、無線環境における他のいかなる型のインタフェ
ース装置をも含む。
【００１０】
　本発明の特徴および要素は、単一のＩＣ（特定用途向ＩＣ（Application Specific Int
egrated Circuit：ＡＳＩＣ）などの）、複数のｌＣ、個別部品、または個別部品とｌＣ
との組み合わせにより実施することができる。
【００１１】
　本発明は、限定するものではないが、８０２．ｘ準拠の無線通信システムを含む、いか
なる型の無線通信システムにも適応可能である。
【００１２】
　図１は、本発明に従って動作する、複数のマルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎおよび
マルチバンドＷＴＲＵ１１０を含む無線通信システム１００を示す。マルチバンドＡＰ１
０５１－１０５ＮのそれぞれおよびマルチバンドＷＴＲＵ１１０は、少なくとも２つの周
波数帯上で動作する。マルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎは、個々のＡＰ１０５１－１
０５Ｎが動作するように構成された別々のマルチバンド群を表す周波数帯情報１１５１－
１１５Ｎを送信する。マルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎのそれぞれは、個々のトラン
シーバ１２０１－１２０Ｎおよび個々のプロセッサ１２５１－１２５Ｎを含む。それぞれ
の個々のトランシーバ１２０１－１２０Ｎは、少なくとも２つの異なった周波数帯上で動
作するように構成される。それぞれの個々のプロセッサ１２５１－１２５Ｎは、個々の周
波数帯情報１１５１－１１５Ｎを発生し、かつフォーマットし、そしてトランシーバ１２
０１－１２０Ｎにそれを送信するために供給する。またマルチバンドＷＴＲＵ１１０は、
トランシーバ１３０およびプロセッサ１３５を含む。トランシーバ１３０は、少なくとも
２つの異なった周波数帯上で動作するように構成される。プロセッサ１３５は、トランシ
ーバ１３０によりマルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎから受信された周波数帯情報１１
５１－１１５Ｎを処理し、周波数帯情報１１５１－１１５Ｎに基づき、関連付けるべきマ
ルチバンドＡＰ１０５およびそのマルチバンドＡＰ１０５との通信において使用する周波
数帯を選択する。
【００１３】
　マルチバンドＷＴＲＵ１１０およびマルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎは、マルチバ
ンドＷＴＲＵ１１０に周波数帯情報を提供するために任意の管理、制御、またはデータパ
ケットを使用することができる。例えば、認証フレーム（これは管理フレームである）も
また、マルチバンド周波数情報を送るために使用可能である。同様にこのパケットは、現
在の、または将来のＷＬＡＮパケットのいずれかと結合（piggyback）させることが可能
である。
【００１４】
　代わりに、マルチバンドＷＴＲＵ１１０とマルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎの間の
専用メッセージ交換もまた、マルチバンドＷＴＲＵ１１０に周波数帯情報を提供するため
に利用することができる。
【００１５】
　図２は、図１の無線通信システム１００のマルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎのそれ
ぞれからマルチバンドＷＴＲＵ１１０に送信された周波数帯情報１１５を含む代表的ビー
コンフレームを示す。周波数帯情報１１５は、特定のマルチバンドＡＰ１０５が複数の周
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波数帯２０５１－２０５Ｎを支援するかどうかの表示、チャンネル番号２１５、およびタ
イミング情報２２０、または同様のものを表す。
【００１６】
　周波数帯情報１１５はさらに、周波数帯２０５１－２０５Ｎのそれぞれに対して、品質
指標情報２ｌ０１－２ｌ０Ｎを含むことができる。品質指標情報は、限定するものではな
いが、それぞれの周波数帯の経路損失、負荷（例えば、関連付けられたＷＴＲＵ１１０の
数）、スループット、容量、およびバックホール（backhaul）を含むことができる。
【００１７】
　図３は、図１の無線通信システム１００における１１５１－１１５Ｎの特定の１つとマ
ルチバンドＷＴＲＵ１１０の間の無線通信リンクを、マルチバンドＡＰ１０５１－１０５

ＮからマルチバンドＷＴＲＵ１１０に送信された周波数帯情報１１５１－１１５Ｎに基づ
き、確立するための処理３００に関するフロー図である。ステップ３０５において、複数
のマルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎが、個々のマルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎ

がそこで動作するように構成された複数の周波数帯に関する周波数帯情報１１５１－１１
５Ｎをブロードキャストする。周波数帯情報１１５１－１１５Ｎは、図２に示されたよう
な、ビーコンフレームにおいてブロードキャストすることができる。ステップ３１０にお
いて、マルチバンドＷＴＲＵ１１０は周波数帯情報１１５１－１１５Ｎを受信し、かつ処
理する。ステップ３１５において、マルチバンドＷＴＲＵ１１０が、周波数帯情報１１５

１－１１５Ｎに基づき、マルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎの内の関連付けるべき特定
の１つおよびそのマルチバンドＡＰ１０５と通信するために使用する周波数帯を選択する
。
【００１８】
　図４は、マルチバンドＡＰ１０５との無線通信のために使用される特定の周波数帯を変
更するか、または別のマルチバンドＡＰ１０５を関連付けるかを本発明に従ってマルチバ
ンドＷＴＲＵ１１０が判定するための、処理４００に関するフロー図である。ステップ４
０５において、マルチバンドＷＴＲＵ１１０が、特定の周波数帯上で特定のマルチバンド
ＡＰ１０５を関連付ける。ステップ４１０において、マルチバンドＷＴＲＵ１１０は、特
定のマルチバンドＡＰ１０５から、特定の周波数帯が、例えばスループットが不十分であ
ることを表す品質指標を含む、周波数帯情報１１５を受信する。ステップ４１５において
、マルチバンドＷＴＲＵ１１０は、当該のマルチバンドＡＰ１０５との関連付けを断ち、
別のマルチバンドＡＰ１０５を関連付けるか、または周波数帯情報１１５が、スループッ
トが良い（すなわち高い）ことを表す品質指標を含む別の周波数帯により、同一のマルチ
バンドＡＰ１０５との関連付けを継続するかのいずれかを実行する。
【００１９】
　図５は、本発明に従い、好適な周波数帯によりマルチバンドＷＴＲＵと好適なマルチバ
ンドＡＰの間の無線通信リンクを確立するための処理５００に関するフロー図である。ス
テップ５０５において、マルチバンドＷＴＲＵ１１０は、関連付け要求パケットまたは探
査要求パケットをブロードキャストし、これが複数のマルチバンドＡＰ１０５１－１０５

Ｎによって受信される。マルチバンドＷＴＲＵ１１０は、要求パケットにおいて、自ＷＴ
ＲＵ１１０に関するマルチバンド能力および関連情報の表示を含むことができる。ステッ
プ５１０において、マルチバンドＡＰ１０５１－１０５Ｎのそれぞれは、マルチバンドＷ
ＴＲＵ１１０に、ＷＴＲＵ１１０のマルチバンド能力に対応して、周波数帯情報１１５１

－１１５Ｎを含む、関連付け応答パケットまたは探査応答パケットを送る。ステップ５１
５において、マルチバンドＷＴＲＵ１１０は、周波数帯情報１１５１－１１５Ｎに基づき
、好適な周波数帯および関連付けすべき好適なマルチバンドＡＰ１０５を選択する。
【００２０】
　別の実施形態においては、無線通信システム１００はまた、マルチバンドＡＰ１０５１

－１０５ＮおよびマルチバンドＷＴＲＵ１１０に加えて、単一バンドＡＰおよび単一バン
ドＷＴＲＵを含むことができる。単一バンドＷＴＲＵは、複数の周波数帯上で通信するよ
うに構成されていないため、単一バンドＷＴＲＵがマルチバンドＡＰ１０５に関連付けら



(9) JP 2008-535398 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

れた場合には、マルチバンドＡＰ１０５の、単一バンドＷＴＲＵが動作するように構成さ
れた周波数帯に関する情報以外の複数の周波数帯に関する情報が、単一バンドＷＴＲＵに
よって単に無視されることになる。単一バンドＡＰは、ビーコンフレームにおいてその単
一の周波数帯に関する、自身の情報（タイミング、負荷、または同様のもの）をブロード
キャストする。単一バンドＷＴＲＵおよびマルチバンドＷＴＲＵ１１０の両方で、この情
報を利用して、単一バンドＡＰを関連付けるか否かを判定することができる。
【００２１】
　本発明に従えば、マルチバンドＷＴＲＵ１１０は、関連付けるべき適切なＡＰを探索し
て様々な周波数帯を走査するために多大な時間および電池電力を消費する必要はない。そ
のうえ、それぞれの周波数帯の品質指標（スループットなどの）をＷＴＲＵ１１０に提供
することにより、ＷＴＲＵが、それ自身のスループットのみではなく、ＡＰ１０５のスル
ープットまでをも最適化することが可能となる。
【００２２】
　実施形態
　１．少なくとも２つの異なった周波数帯を介して通信するように構成されたマルチバン
ドＡＰ群と１つのマルチバンドＷＴＲＵの間の無線通信のための方法であって：それぞれ
のＡＰがそこで動作するように構成された複数の周波数帯に関する周波数帯情報をそれぞ
れのＡＰがブロードキャストすること、該ＷＴＲＵが、該周波数帯情報を処理すること、
および該周波数帯情報に基づき、関連付けるべき特定のＡＰおよび該特定のＡＰと通信す
るために使用する周波数帯を選択すること、のステップを具備することを特徴とする方法
。
【００２３】
　２．前記周波数帯情報が、ビーコンフレームにおいて前記それぞれのマルチバンドＡＰ
によってブロードキャストされること、を特徴とする実施形態１の方法。
【００２４】
　３．前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた探査要求パケッ
トに応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする実施形態１の
方法。
【００２５】
　４．前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記探査要求パケットにおいて該マルチバンドＷＴ
ＲＵの複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする実施形態３の方
法。
【００２６】
　５．前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた関連付け要求パ
ケットに応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする実施形態
１の方法。
【００２７】
　６．前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記関連付け要求パケットにおいて前記マルチバン
ドＷＴＲＵの複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする実施形態
５の方法。
【００２８】
　７．前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られたパケットに応答
して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする実施形態１の方法。
【００２９】
　８．前記周波数帯情報が、専用メッセージ交換によって送られること、を特徴とする実
施形態１の方法。
【００３０】
　９．前記周波数帯情報が、複数周波数帯の支援の表示、該複数周波数帯のチャンネル番
号、およびそれぞれの周波数帯のタイミング情報の少なくとも１つを含むこと、を特徴と
する実施形態１－８のいずれかの方法。
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【００３１】
　１０．前記周波数帯情報が、前記ＡＰがそこで動作するように構成された前記複数周波
数帯の品質指標情報を含むこと、を特徴とする実施形態１－９のいずれかの方法。
【００３２】
　１１．前記品質指標情報が、それぞれの周波数帯に対する経路損失、負荷、スループッ
ト、容量、およびバックホールの少なくとも１つを含むこと、を特徴とする実施形態１０
の方法。
【００３３】
　１２．複数のマルチバンドＡＰであって、それぞれのＡＰが、該ＡＰがそこで動作する
ように構成された複数の周波数帯に関する周波数帯情報をブロードキャストするように構
成されること；および該周波数帯情報を処理するように、および該周波数帯情報に基づき
、関連付けるべき特定のＡＰおよび該特定のＡＰと通信するために使用する周波数帯を選
択するように、構成された１つのマルチバンドＷＴＲＵ；を具備することを特徴とする無
線通信システム。
【００３４】
　１３．前記周波数帯情報が、ビーコンフレームにおいて前記それぞれのマルチバンドＡ
Ｐによってブロードキャストされること、を特徴とする実施形態１２のシステム。
【００３５】
　１４．前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた探査要求パケ
ットに応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする実施形態１
２のシステム。
【００３６】
　１５．前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記探査要求パケットにおいて該マルチバンドＷ
ＴＲＵの複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする実施形態１４
のシステム。
【００３７】
　１６．前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた関連付け要求
パケットに応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする実施形
態１２のシステム。
【００３８】
　１７．前記マルチバンドＷＴＲＵが、前記関連付け要求パケットにおいて前記マルチバ
ンドＷＴＲＵの複数周波数の能力に関する周波数帯情報を含むこと、を特徴とする実施形
態１６のシステム。
【００３９】
　１８．前記周波数帯情報が、前記マルチバンドＷＴＲＵによって送られた管理パケット
に応答して前記マルチバンドＡＰ群によって送られること、を特徴とする実施形態１２の
システム。
【００４０】
　１９．前記周波数帯情報が、専用メッセージ交換によって送られること、を特徴とする
実施形態１２のシステム。
【００４１】
　２０．前記周波数帯情報が、複数周波数帯の支援の表示、該複数周波数帯のチャンネル
番号、およびそれぞれの周波数帯のタイミング情報の少なくとも１つを含むこと、を特徴
とする実施形態１２－１９のいずれかのシステム。
【００４２】
　２１．前記周波数帯情報が、前記ＡＰがそこで動作するように構成された前記複数周波
数帯の品質指標情報を含むこと、を特徴とする実施形態１２－２０のいずれかのシステム
。
【００４３】
　２２．前記品質指標情報が、それぞれの周波数帯に対する経路損失、負荷、スループッ
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ト、容量、およびバックホールの少なくとも１つを含むこと、を特徴とする実施形態２１
のシステム。
【００４４】
　２３．複数の異なった周波数帯を介して通信するように構成された複数のマルチバンド
ＡＰおよび１つのマルチバンドＷＴＲＵの間の無線通信のための方法であって：該マルチ
バンドＷＴＲＵが、該異なった周波数帯の最初の１つを介して該マルチバンドＡＰ群の特
定の１つを関連付けること、該マルチバンドＷＴＲＵが、該最初の周波数帯の特性が受容
できないことを表す周波数帯情報を、該特定のマルチバンドＡＰから受信すること、およ
び該マルチバンドＷＴＲＵが、該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを断つか、または
該周波数帯の第２の１つを介して該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを継続するかを
判定すること、を具備することを特徴とする方法。
【００４５】
　２４．前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする実施形態２３の
方法。
【００４６】
　２５．前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする実施形態２３の方法
。
【００４７】
　２６．前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする実施形態２３の方法。
【００４８】
　２７．前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする実施形態２３の方法。
【００４９】
　２８．前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする実施形態２３の
方法。
【００５０】
　２９．複数のマルチバンドＡＰであって、該マルチバンドＡＰ群が、個々のマルチバン
ドＡＰがそこで動作するように構成された複数の周波数帯に関する周波数帯情報をブロー
ドキャストするように構成されること；および該周波数帯の最初の１つを介して該マルチ
バンドＡＰ群の特定の１つを関連付けるように構成された１つのマルチバンドＷＴＲＵで
あって、そこでは該マルチバンドＷＴＲＵが、該最初の周波数帯の特性が受容できないこ
とを表す周波数帯情報を、該特定のマルチバンドＡＰから受信すること、および該マルチ
バンドＷＴＲＵが、該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを断つか、または該周波数帯
の第２の１つを介して該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを継続するかを判定するこ
と；を具備することを特徴とする無線通信システム。
【００５１】
　３０．前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする実施形態２９の
システム。
【００５２】
　３１．前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする実施形態２９のシス
テム。
【００５３】
　３２．前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする実施形態２９のシステム
。
【００５４】
　３３．前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする実施形態２９のシステム
。
【００５５】
　３４．前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする実施形態２９の
システム。
【００５６】
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　３５．マルチバンドＡＰ群と通信するように構成された１つのマルチバンドＷＴＲＵで
あって：異なった周波数帯の最初の１つを介して該マルチバンドＡＰの特定の１つを関連
付けるように構成されたトランシーバ、および該トランシーバによって該特定のマルチバ
ンドＡＰから受信された、該最初の周波数帯の特性が受容できないことを表す周波数帯情
報に基づき、該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを断つか、または第２の周波数帯を
介して該特定のマルチバンドＡＰとの関連付けを継続するかを判定するように構成された
プロセッサ、を具備することを特徴とするＷＴＲＵ。
【００５７】
　３６．前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする実施形態３５の
ＷＴＲＵ。
【００５８】
　３７．前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする実施形態３５のＷＴ
ＲＵ。
【００５９】
　３８．前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする実施形態３５のＷＴＲＵ
。
【００６０】
　３９．前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする実施形態３５のＷＴＲＵ
。
【００６１】
　４０．前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする実施形態３５の
ＷＴＲＵ。
【００６２】
　４１．複数の異なった周波数帯を介してマルチバンドＡＰと通信するように構成された
マルチバンドＷＴＲＵに組み込まれるＩＣであって：該異なった周波数帯の最初の１つを
介して該マルチバンドＡＰの特定の１つを関連付けるように構成されたトランシーバ、お
よび該トランシーバによって該特定のマルチバンドＡＰから受信された、該最初の周波数
帯の特性が受容できないことを表す周波数帯情報に基づき、該特定のマルチバンドＡＰと
の関連付けを断つか、または第２の周波数帯を介して該特定のマルチバンドＡＰとの関連
付けを継続するかを判定するように構成されたプロセッサ、を具備することを特徴とする
ＩＣ。
【００６３】
　４２．前記受容できない特性がスループットであること、を特徴とする実施形態４１の
ＩＣ。
【００６４】
　４３．前記受容できない特性が経路損失であること、を特徴とする実施形態４１のＩＣ
。
【００６５】
　４４．前記受容できない特性が負荷であること、を特徴とする実施形態４１のＩＣ。
【００６６】
　４５．前記受容できない特性が容量であること、を特徴とする実施形態４１のＩＣ。
【００６７】
　４６．前記受容できない特性がバックホールであること、を特徴とする実施形態４１の
ＩＣ。
【００６８】
　本発明の特徴および要素が好適な実施形態において特定の組み合わせにて記述されてい
るが、それぞれの特徴または要素は、好適な実施形態の他の特徴および要素なしで単独で
、または本発明の特徴および要素のあるなしにかかわらず、様々な組み合わせにて、使用
可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００６９】
【図１】本発明に従って動作する複数のマルチバンドＡＰおよび１つのマルチバンドＷＴ
ＲＵを含む無線通信システムを示す図である。
【図２】図１の無線通信システムのマルチバンドＡＰ群からマルチバンドＷＴＲＵへ送信
された周波数帯情報を含む代表的ビーコンフレームを示す図である。
【図３】本発明に従って、マルチバンドＷＴＲＵがマルチバンドＡＰの１つを関係付ける
べく選択する処理に関するフロー図である。
【図４】本発明に従って、マルチバンドＷＴＲＵが、マルチバンドＡＰとの無線通信のた
めに使用される特定の周波数帯を変更するか、または別のマルチバンドＡＰと関係付ける
かを判定する処理に関するフロー図である。
【図５】本発明に従って、好適な周波数帯によりマルチバンドＷＴＲＵおよび好適なマル
チバンドＡＰとの間の無線通信リンクを確立するための処理に関するフロー図である。

【図１】 【図２】

【図３】



(14) JP 2008-535398 A 2008.8.28

【図４】

【図５】



(15) JP 2008-535398 A 2008.8.28

10

20

30

40

【国際調査報告】



(16) JP 2008-535398 A 2008.8.28

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０４Ｑ   7/00    ６５３　          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  アーティー　チャンドラ
            アメリカ合衆国　１１０４０　ニューヨーク州　マンハセット　ヒルズ　ジェフリー　プレイス　
            ３１
Ｆターム(参考) 5K067 AA14  AA43  BB04  BB21  CC14  DD19  DD51  EE04  EE10  EE24 
　　　　 　　        EE61  FF02  JJ72 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

