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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサを備える導波路システムによって、配線の表面における電磁波の伝搬に悪影
響を及ぼす障害を検出するステップ、
　前記導波路システムによって、前記障害の悪影響を緩和するように、前記配線の前記表
面において電磁波を送信又は受信するための通信モードを調整するステップ、及び
　前記導波路システムによって、電磁波を送信又は受信するための前記通信モードが調整
されていることを第２の導波路システムに通知するステップ
を備える方法。
【請求項２】
　前記通信モードを調整するステップが、電磁波を送信又は受信するための波動伝搬モー
ドを調整するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記波動伝搬モードを調整するステップが、前記電磁波の波長を調整するステップを備
える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記電磁波の前記波長を調整するステップが調整済み電磁波を生成し、前記調整済み電
磁波が、前記配線における前記障害を通って伝搬する場合に減衰に影響されにくいもので
ある、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記電磁波の前記波長を調整するステップが、前記電磁波の前記波長を増加させるステ
ップを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の導波路システムが、前記導波路システムによって調整される通信モードに従
って前記導波路システムから電磁波を受信する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２の導波路システムが、前記配線に結合され、前記配線の前記障害の後段に配置
され、前記第２の導波路システムが、前記導波路システムから受信された前記電磁波から
コンテンツを取得し、該コンテンツを、異なる通信モードを用いる他の電磁波に基づく他
の導波路システムに再送信する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記通信モードを調整するステップが、前記配線の前記障害をバイパスするように前記
電磁波を再経路付けするステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記電磁波の前記再経路付けするステップが、前記電磁波を第２の配線に経路付けする
ステップを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記障害が修正されたことを前記導波路システムによって検出するステップ、及び
　前記電磁波を送信又は受信するために前記導波路システムによって使用される元の通信
モードを前記導波路システムによって回復するステップ
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記障害が該障害の両端間のジャンパーの設置によって修正され、前記ジャンパーが、
前記ジャンパーの表面を伝搬することによって前記電磁波が前記障害をバイパスすること
を可能とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記障害が該障害の周囲のスリーブの設置によって修正され、前記スリーブが、前記ス
リーブの表面を伝搬することによって前記電磁波が前記障害をバイパスすることを可能と
する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記障害が該障害の絶縁又は導電材料の塗布物で修正され、前記絶縁又は導電材料が、
前記絶縁又は導電材料の表面を伝搬することによって前記電磁波が前記障害をバイパスす
ることを可能とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　導波路システムであって、
　プロセッサ、及び
　メモリであって、前記プロセッサによって実行されると、
　　配線の表面における電磁波の伝搬に悪影響を及ぼす障害を検出すること、
　　前記配線の前記表面において電磁波を送信又は受信するための通信モードを調整して
前記障害の悪影響を緩和すること、及び
　電磁波を送信又は受信するための前記通信モードが調整されていることを他の導波路シ
ステムに通知すること
　を備える動作の実行を促進する実行可能な命令を記憶するメモリ
を備える導波路システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年１０月１４日出願の米国特許出願第１４／５１３２４６号の優先
権を主張する。上記の内容が、ここにすべて説明されるかのように本願に参照によりここ
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に取り込まれる。
【０００２】
　本開示は、通信ネットワークにおいて通信モードを調整するための方法及び装置に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　スマートフォン及び他の可搬デバイスがますます偏在的となるにつれて、データ使用量
は増加し、同様に、マクロセル基地局デバイス及び既存の無線インフラは、増加した要求
に対処するためにより高い帯域幅能力を必要とする。更なる移動体帯域幅を提供するため
に、マイクロセル及びピコセルが従来のマクロセルよりも一層小さな領域にカバレッジを
与えつつ、スモールセルの配備が進んでいる。
【０００４】
　参照が添付図面に対してなされ、これらは寸法通りとは限らない。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】ここに記載される種々の形態による誘導波通信システムの例示の非限定的な実施
形態を示すブロック図である。
【図２】ここに記載される種々の形態による誘電体導波路カプラの例示の非限定的な実施
形態を示すブロック図である。
【図３】ここに記載される種々の形態による誘電体導波路カプラの例示の非限定的な実施
形態を示すブロック図である。
【図４】ここに記載される種々の形態による誘電体導波路カプラの例示の非限定的な実施
形態を示すブロック図である。
【図５】ここに記載される種々の形態による誘電体導波路カプラ及び送受信機の例示の非
限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図６】ここに記載される種々の形態によるデュアル誘電体導波路カプラの例示の非限定
的な実施形態を示すブロック図である。
【図７】ここに記載される種々の形態による双方向誘電体導波路カプラの例示の非限定的
な実施形態を示すブロック図である。
【図８】ここに記載される種々の形態による双方向誘電体導波路カプラの例示の非限定的
な実施形態を示すブロック図を示す。
【図９】ここに記載される種々の形態による双方向中継器システムの例示の非限定的な実
施形態を示すブロック図を示す。
【図１０Ａ】ここに記載される種々の形態によるスロット型導波路カプラの例示の非限定
的な実施形態を示すブロック図である。
【図１０Ｂ】ここに記載される種々の形態によるスロット型導波路カプラの例示の非限定
的な実施形態を示すブロック図である。
【図１０Ｃ】ここに記載される種々の形態によるスロット型導波路カプラの例示の非限定
的な実施形態を示すブロック図である。
【図１１】ここに記載される種々の形態による導波路結合システムの例示の非限定的な実
施形態を示すブロック図である。
【図１２】ここに記載される種々の形態による導波路結合システムの例示の非限定的な実
施形態を示すブロック図である。
【図１３】ここに記載される誘電体導波路カプラを用いた送波の送信のための方法の例示
の非限定的な実施形態のフロー図を示す。
【図１４】ここに記載される種々の形態による導波路システムの例示の非限定的な実施形
態を示すブロック図である。
【図１５Ａ】ここに記載される図１４の導波路システムによって検出可能な外乱源の非限
定的な例示の実施形態を示す。
【図１５Ｂ】ここに記載される図１４の導波路システムによって検出可能な外乱源の非限
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定的な例示の実施形態を示す。
【図１５Ｃ】ここに記載される図１４の導波路システムによって検出可能な外乱源の非限
定的な例示の実施形態を示す。
【図１５Ｄ】ここに記載される図１４の導波路システムによって検出可能な外乱源の非限
定的な例示の実施形態を示す。
【図１５Ｅ】ここに記載される図１４の導波路システムによって検出可能な外乱源の非限
定的な例示の実施形態を示す。
【図１５Ｆ】ここに記載される図１４の導波路システムによって検出可能な外乱源の非限
定的な例示の実施形態を示す。
【図１５Ｇ】ここに記載される図１４の導波路システムによって検出可能な外乱源の非限
定的な例示の実施形態を示す。
【図１６】ここに記載される種々の形態による電力グリッド通信システムを管理するため
のシステムの例示の非限定的な実施形態を示すブロック図である。
【図１７Ａ】図１６のシステムの通信ネットワークで発生する外乱を検出及び軽減するた
めの方法の例示の非限定的な実施形態のフロー図を示す。
【図１７Ｂ】図１６のシステムの通信ネットワークで発生する外乱を検出及び軽減するた
めの方法の例示の非限定的な実施形態のフロー図を示す。
【図１８Ａ】ここに記載される図１４の導波路システムによって外乱される外乱を軽減す
るための例示の非限定的な実施形態を示す。
【図１８Ｂ】ここに記載される図１４の導波路システムによって外乱される外乱を軽減す
るための他の例示の非限定的な実施形態を示す。
【図１９】図２０の通信システムにおいて通信障害を軽減するための方法の例示の非限定
的な実施形態を示すフロー図を示す。
【図２０】ここに記載される種々の形態による通信システムの例示の非限定的な実施形態
のブロック図である。
【図２１】通信システムにおいて通信モードを調整するための方法の例示の非限定的な実
施形態のフロー図を示す。
【図２２】ここに記載される種々の形態による通信モードを調整する導波路システムの例
示の非限定的な実施形態のブロック図である。
【図２３】ここに記載される種々の形態によるコンピューティング環境の例示の非限定的
な実施形態のブロック図である。
【図２４】ここに記載される種々の形態によるモバイルネットワークプラットフォームの
例示の非限定的な実施形態のブロック図である。
【図２５】ここに記載される種々の形態による通信デバイスの例示の非限定的な実施形態
のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　図面を参照して１以上の実施形態がここに記載され、全体を通じて同様の要素に言及す
るのに同様の符号が使用される。以降の説明において、説明の便宜上、種々の実施形態の
完全な理解を与えるために多数の詳細を説明する。しかし、種々の実施形態がこれらの詳
細なしに（そして何らかの特定のネットワーク化された環境又は標準を適用することなし
に）実施され得ることは明らかである。
【０００７】
　ネットワーク接続を追加の基地局デバイスに与えるために、コアネットワークセル（例
えば、マイクロセル及びマクロセル）をコアネットワークのネットワークデバイスにリン
クさせるバックホールネットワークがそれに対応して拡張する。同様に、ネットワーク接
続を分散アンテナシステムに与えるために、基地局デバイス及びそれらの分散アンテナを
リンクする拡張された通信システムが望ましい。代替、増設又は追加のネットワーク接続
を可能とするのに誘導波通信システムが提供されてもよいし、単一の配線伝送線（例えば
、電線）として動作し、導波路として動作し、及び／あるいは電磁波の送信を誘導するよ
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うに動作する配線などの配線上の誘導波（例えば、表面波）通信を送信及び／又は受信す
るのに導波路結合システムが提供されてもよい。
【０００８】
　一実施形態では、導波路結合システムにおいて利用される導波路カプラは誘電体材料又
は他の低損失絶縁体（例えば、テフロン（登録商標）、ポリエチレンなど）から構成され
ていてもよいし、導体（例えば、金属、非金属など）材料又は前述の材料の任意の組合せ
で構成されていてもよい。詳細な説明全体を通じて「誘電体導波路」への言及は、説明の
目的のためであり、実施形態が専ら誘電体材料で構成されることを限定するものではない
。他の実施形態では、他の誘電体又は絶縁材料が可能である。例示の実施形態から逸脱す
ることなく様々な伝送媒体が誘導波通信とともに利用され得ることが分かるはずである。
そのような伝送媒体の例は、以下の：絶縁若しくは非絶縁及び単線撚り若しくは複線撚り
の配線；配線束、ケーブル、ロッド、レール、配管を含む他の形状若しくは構成の導体；
誘電体配管、ロッド、レール若しくは他の誘電体部材などの非導体；導体及び誘電体材料
の組合せ；又は他の誘導波伝送媒体の１以上を、単独又は１以上の組合せにおいて含み得
る。
【０００９】
　これら及び／又は他の考察について、１以上の実施形態では、装置は導波路表面での少
なくともある程度の第１の電磁波の伝搬を促進する導波路を備え、導波路表面は配線の配
線表面の全体又は大部分を囲んでおらず、導波路が配線に対して位置決めされると、第１
の電磁波が配線表面に少なくともある程度結合し、少なくとも部分的に配線表面の周囲を
第２の電磁波として伝搬し、第２の電磁波は配線に沿って長手方向に伝搬するための少な
くとも１つの波動伝搬モードを有する。
【００１０】
　他の実施形態では、装置は、導波路の断面領域を画定する導波路表面を有する導波路を
備え、配線は、配線表面を少なくともある程度配線に沿って伝搬する第１の電磁波が導波
路表面に少なくともある程度結合して少なくとも部分的に導波路表面の周囲を第２の電磁
波として伝搬するように、導波路の断面領域の外部で位置決めされる。
【００１１】
　一実施形態では、方法は、少なくともある程度導波路の導波路表面で伝搬する第１の電
磁波を送信デバイスによって放射するステップを備え、導波路は配線に対して同軸には整
列されない。その方法はまた、第１の電磁波の少なくとも一部の配線表面への結合を促進
するように配線付近に導波路を構成するステップと、配線に沿って長手方向にかつ少なく
とも部分的に配線表面の周囲に伝搬する第２の電磁波を形成するステップとを含む。
【００１２】
　他の実施形態では、装置は、１以上の実施形態において、平行でない対向スロット面に
よって形成されたスロットを有する導波路を備え、対向スロット面は、スロットへの配線
の挿入を可能とする距離だけ離隔され、導波路は導波路表面での少なくともある程度の第
１の電磁波の伝搬を促進し、導波路が配線に対して位置決めされると、第１の電磁波が配
線の配線表面に少なくともある程度結合し、配線に沿って長手方向に伝搬するために配線
表面の周囲を少なくとも部分的に第２の電磁波として伝搬し、第２の電磁波は少なくとも
１つの波動伝搬モードを有する。
【００１３】
　他の実施形態では、装置は、１以上の実施形態において、導波路を備え、導波路は、導
電性でありかつ電磁波を導波路の導波路表面で伝搬させるのに適した材料を備え、導波路
は、導波路表面での少なくともある程度の第１の電磁波の伝搬を促進し、導波路が配線に
対して位置決めされると、第１の電磁波が配線の配線表面に少なくともある程度結合し、
配線表面の周囲を少なくとも部分的に第２の電磁波として伝搬し、第２の電磁波は配線に
沿って長手方向に伝搬するための少なくとも１つの波動伝搬モードを有する。
【００１４】
　本開示の一実施形態は、デバイスへの電気エネルギーの送電も促進する電力グリッドの
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配線の表面に沿う電磁波の送信又は受信を促進する導波路を有する装置を含む。その装置
は、導波路、配線、表面若しくは導波路表面沿って伝搬する電磁波の送信若しくは受信又
はその任意の組合せに対して不利な外乱の検知を促進する１以上のセンサをさらに含み得
る。
【００１５】
　本開示の一実施形態は、導波路及びセンサを有する装置によって、デバイスへの電気エ
ネルギーの送電を促進する配線の表面に沿って伝搬する電磁波を送信し、センサによって
、表面に沿って伝搬する電磁波に対して不利な外乱を検知するするための方法を含む。
【００１６】
　本開示の一実施形態は、プロセッサによって実行されると、導波路によって又はそれを
介して、伝送媒体の表面に沿って誘導される電磁波を誘起すること、及び伝送媒体の表面
に沿って誘導される電磁波に対して不利な外乱に関連する検知データをセンサから収集す
ることを含む動作の実行を促進する実行可能な命令を有する機械可読（例えば、コンピュ
ータ可読、プロセッサ可読など）記憶媒体を含む。
【００１７】
　本開示の一実施形態は、プロセッサ及びメモリを有する装置を含む。プロセッサは、セ
ンサに結合された導波路システムから遠隔測定情報を受信し、導波路システムの動作、配
線表面若しくは導波路表面に沿う電磁波の送信若しくは受信又はその組合せの１つに対し
て不利な外乱を遠隔測定情報から検出し、その外乱を報告する動作を実行することができ
る。導波路システムは、デバイスへの電気エネルギーの送電を促進する電力グリッドの配
線に対して位置決め可能な導波路を備えることができる。導波路はまた、配線の配線表面
に沿う電磁波の送信又は受信を促進することができ、一方でセンサは電磁波に対して不利
な外乱を検知することを促進することができる。
【００１８】
　本開示の一実施形態は、プロセッサを備えるネットワーク要素によって導波路システム
から遠隔測定情報を受信し、ネットワーク要素によって、遠隔測定情報に含まれる検知デ
ータから外乱を特定し、ネットワーク要素によって、導波路システムに命令を送信して電
磁波の経路を調整して上記特定された外乱を回避又は補償するための方法を含む。導波路
システムは、電力グリッドの配線の表面に沿う電磁波の送信及び電磁波の送信又は受信に
不利な外乱の検知を促進することができる。
【００１９】
　本開示の一実施形態は、プロセッサによって実行されると、電力グリッドに結合された
受信者通信デバイスへの通信信号の配信のために電力グリッドの配線の表面の電磁波を誘
起する装置から遠隔測定情報を受信すること、及び受信者通信デバイスへの通信信号の配
信に不利な外乱を遠隔測定情報から検出することを含む動作の実行を促進する実行可能な
命令を有する機械可読（例えば、コンピュータ可読、プロセッサ可読など）記憶媒体を含
む。
【００２０】
　本開示の一実施形態は、第１の導波路、第２の導波路、及びプロセッサによって実行可
能な命令を含むメモリを備える導波路システムを含む。第１の導波路は、デバイスへの電
力の送電を促進する電力グリッドの第１の配線に対して位置決めされ得る。第１の導波路
は、通信データを搬送するための第１の配線の第１の表面に沿って伝搬する電磁波の送信
又は受信を促進する。第２の導波路は、第２の配線の第２の表面に沿って伝搬する電磁波
の送信又は受信を促進するための電力グリッドの第２の配線に対して位置決めされ得る。
例示に実施形態では、第１の配線は電力グリッドの主通信リンクに対応する一方で、第２
の配線は電力グリッドの副通信リンクに対応する。プロセッサは、通信データを搬送する
電磁波の送信又は受信に不利な主通信リンクにおける通信障害を検出すること、及び通信
障害の検出に応じて、通信データを搬送する電磁波の送信又は受信を第２の導波路を介し
て副通信リンクに再方向付けすることを含む動作を実行することができる。
【００２１】
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　本開示の一実施形態は、複数の導波路システム及びプロセッサによって実行可能な命令
を含むメモリを備える通信システムを含む。複数の導波路システムの各々は、受信者デバ
イスに方向付けられた通信データを搬送して電力グリッドの第１の配線又は第２の配線の
表面に沿って伝搬する電磁波の送信又は受信を促進することができる。例示の実施形態で
は、電力グリッドの第１の配線が主通信リンクとして使用される一方で、電力グリッドの
第２の配線がバックアップ通信リンクとして使用される。プロセッサは、主通信リンクに
おいて通信障害を検出したことに応じて、複数の導波路システムのうちの第１の導波路シ
ステムに、通信データを搬送する電磁波の送信又は受信をバックアップ通信リンクに再方
向付けさせることを含む動作を実行することができる。
【００２２】
　本開示の一実施形態は、データを搬送して第１の配線の表面に沿って伝搬する電磁波の
送信又は受信に影響を及ぼす電力グリッドの第１の配線における通信障害を検出し、選択
基準に従って複数のバックアップ通信媒体からバックアップ通信媒体を選択し、データを
搬送する電磁波の送信又は受信をバックアップ通信媒体に再方向付けして通信障害を迂回
するための方法を含む。
【００２３】
　本開示の一実施形態は、配線の表面の電磁波の伝搬に悪影響を及ぼす障害を検出し、配
線の表面で電磁波を送信又は受信するための通信モードを調整して障害を緩和するための
方法を含む。
【００２４】
　本開示の一実施形態は、配線の表面に沿って伝搬する電磁波の送信又は受信を促進する
導波路、命令を記憶するメモリ、及びそれに結合されたプロセッサを含む導波路システム
を含む。プロセッサは、配線の表面での電磁波の伝搬に悪影響を及ぼす条件を検出するこ
と、その条件によってもたらされる悪影響を軽減するように、導波路によって送信又は受
信される電磁波の波動伝搬モードを調整することを含む動作を実行することができる。
【００２５】
　本開示の一実施形態は、命令を含む機械可読デバイスを含む。命令を実行することに応
じて、プロセッサは、配線の表面上で導波路システムによって生成される電磁波の伝搬に
悪影響を及ぼす信号劣化配線のソースを検出すること、及び信号干渉のソースによっても
たらされる悪影響を軽減するように導波路システムによって生成される電磁波の特性を調
整することを含む動作を実行することができる。
【００２６】
　ここに記載される種々の実施形態は、配線からの誘導波（例えば、電磁波である表面誘
導波通信）の送波を出射及び抽出するための導波路結合システムに関する。波長が機器の
大きさと比較して小さくなり得るミリ波周波数（例えば、３０～３００ＧＨｚ）において
、送波は、一片又は所定長の誘電体材料又は他のカプラのような導波路によって誘導され
る波動として伝搬し得る。誘導波の電磁界構造は、導波路の内部及び／又は外部に存在し
得る。この導波路が配線（例えば、電線又は他の伝送線）に近接されると、誘導波の少な
くとも一部が導波路から結合を解かれて配線に結合し、配線の表面に対する表面波のよう
な誘導波として伝搬し続ける。
【００２７】
　例示の実施形態によると、表面波は、配線の表面によって誘導されるタイプの誘導波で
あり、配線の外部若しくは外側表面、又は異なる特性（例えば、誘電特性）を有する他の
タイプの媒体に隣接若しくは露出した他の配線の表面を含み得る。実際に、例示の実施形
態では、表面波を誘導する配線の表面は、２つの異なるタイプの媒体間の転移表面となり
得る。例えば、裸配線又は非絶縁配線の場合、配線の表面は、空気又は自由空間に露出し
た裸配線又は非絶縁配線の外側又は外部導電表面となり得る。他の例として、配線の表面
は、絶縁配線の場合、絶縁体、空気及び／又は導電体の特性（例えば、誘電特性）の相対
差に応じて、さらに誘導波の周波数及び単数又は複数の伝搬モードに応じて、配線の絶縁
体部分に対応する配線の導体部分であってもよいし、あるいは空気又は自由空間に露出し
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た配線の絶縁体表面であってもよいし、あるいは配線の絶縁体表面と配線の絶縁体部分に
対応する配線の導電部分との間の任意の材料領域であってもよい。
【００２８】
　例示の実施形態によると、表面波などの誘導波は、自由空間／空気を介した無線送波又
は配線の導電体を介した電力若しくは信号の従来的な伝搬と対比され得る。実際に、例示
の実施形態によると、ここに記載される表面波又は誘導波システムとともに、従来の電力
又は信号は依然として配線の導電体を介して伝搬又は伝送可能であるものの、誘導波（表
面波及び他の電磁波を含む）が配線の表面に対して伝搬又は伝送可能である。一実施形態
では、表面波は、表面波を誘導するよう作用する線、配線又は伝送媒体の主に又は実質的
に外部にある電場構造（例えば、電磁界構造）を有し得る。
【００２９】
　例示の実施形態によると、配線に沿って配線の外表面の周囲に伝搬する電磁波が、配線
付近で導波路に沿って伝搬する他の電磁波によって誘起される。電磁波の誘起は、電気回
路の部分としての配線を介して導入あるいは伝送される電位、電荷又は電流とは無関係な
ものとなり得る。配線に沿う電磁波の伝搬に応じて配線における小さな電流が形成され得
るが、これは配線表面に沿う電磁波の伝搬に起因し得るものであり、電気回路の部分とし
ての配線に導入される電位、電荷又は電流に応じては形成されないことが分かるはずであ
る。したがって、配線を伝搬する電磁波は、配線表面に沿って伝搬する回路を必要としな
い。したがって、配線は、回路の一部ではない単一の有線伝送線である。また、ある実施
形態では、配線は必要ではなく、電磁波は配線ではない単一線の伝送媒体に沿って伝搬し
得る。
【００３０】
　例示の実施形態によると、誘導波（例えば、表面波）とともに使用される用語である配
線に「対して」とは、基本波伝搬モード、及び配線又は他の伝送媒体の少なくとも部分的
に周囲に円形又は略円形電場分布（例えば、電界、磁界、電磁界など）を有する他の誘導
波を含み得る。さらに、誘導波が配線又は他の伝送媒体に「対して」伝搬する場合、それ
は、基本波伝搬モード（例えば、０次モード）だけでなく、追加的又は代替的に、高次誘
導波モード（例えば、１次モード、２次モードなど）、配線若しくは他の伝送媒体周囲の
非円形電場分布を有する非対称モード及び／又は他の誘導（例えば、表面）波などの非基
本波伝搬モードを含む波動伝搬モードに従って伝搬することができる。
【００３１】
　例えば、そのような非円形電場分布は、比較的高い電場強度によって特徴付けられる１
以上の軸ローブ及び／又は比較的低い電場強度、ゼロ電場強度若しくは実質的にゼロの電
場強度によって特徴付けられる１以上のヌル若しくはヌル領域の片側又は両側となり得る
。また、あるいは、例示の実施形態によると、配線の周囲の軸配向の１以上の領域が軸配
向の１以上の他の領域よりも高い電界又は磁界強度（又はその組合せ）を有するように、
電場分布が、配線の周囲の長手方向軸の向きの関数として変化し得る。誘導波が配線に沿
って伝搬するにつれて波動の高次モード又は非対称モードの相対位置が変化し得ることが
分かるはずである。
【００３２】
　ここで図１に、誘導波通信システム１００の例示の非限定的な実施形態のブロック図を
示す。誘導波通信システム１００は、誘電体導波路結合システムが使用され得る例示の環
境を示す。
【００３３】
　誘導波通信システム１００は、中央局１０１及び／又はマクロセルサイト１０２に通信
可能に結合された１以上の基地局デバイス（例えば、基地局デバイス１０４）を含む分散
システム１５０の第１のインスタンスを備え得る。基地局デバイス１０４は、有線（例え
ば、ファイバ及び／又はケーブル）によって、又は無線（例えば、マイクロ波無線）接続
によってマクロセルサイト１０２及び中央局１０１に接続されることができる。分散シス
テム１６０の第２のインスタンスは、移動体デバイス１２２及び住宅及び／又は商業施設
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１４２（ここでは施設１４２という）に無線音声及びデータサービスを提供するのに使用
され得る。システム１００は、図１に示すような移動体デバイス１２２～１２４及び施設
１４２に音声及び／又はデータサービスを提供するための分散システム１５０及び１６０
の追加のインスタンスを有し得る。
【００３４】
　マクロセルサイト１０２などのマクロセルはモバイルネットワークへの専用接続を有し
ていてもよく、基地局デバイス１０４はマクロセルサイト１０２の接続を共有及び／ある
いは使用することができる。中央局１０１は、メディアコンテンツを配信し、並びに／又
はインターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）サービスを移動体デバイス１２２～１２
４及び施設１４２に提供するのに使用され得る。中央局１０１は、衛星１３０（そのうち
の１つを図１に示す）のコンステレーション又は他のコンテンツのソースからメディアコ
ンテンツを受信し、そのようなコンテンツを分散システム１５０及び１６０の第１及び第
２のインスタンスを介して移動体デバイス１２２～１２４及び施設１４２に配信すること
ができる。中央局１０１はまた、インターネットデータサービスを移動体デバイス１２２
～１２４及び施設１４２に提供するためにインターネット１０３に通信可能に結合され得
る。
【００３５】
　基地局デバイス１０４は、電柱１１６に搭載され、又は取り付けられることができる。
他の実施形態では、基地局デバイス１０４は、変圧器の付近及び／又は電力線付近の他の
適した場所にあればよい。基地局デバイス１０４は、移動体デバイス１２２及び１２４に
対するモバイルネットワークへの接続を促進することができる。電柱１１８及び１２０上
又はその付近にそれぞれ搭載されたアンテナ１１２及び１１４は、基地局デバイス１０４
からの信号を受信し、それらの信号を移動体デバイス１２２及び１２４に対して、アンテ
ナ１１２及び１１４が基地局デバイス１０４又はその付近に位置していたとした場合より
も一層広い領域にわたって伝送することができる。
【００３６】
　なお、図１は簡略化のために、分散システム１５０及び１６０の各インスタンスにおい
て、１つの基地局デバイスを有する３本の電柱を示す。他の実施形態では、電柱１１６が
より多くの基地局デバイス、分散アンテナとともに１以上の電柱及び／又は施設１４２に
繋がれた接続を有していてもよい。
【００３７】
　誘電体導波路結合デバイス１０６は、信号を基地局デバイス１０４からアンテナ１１２
及び１１４に、電柱１１６、１１８及び１２０を接続する電線又は電力線を介して伝送す
ることができる。信号を伝送するために、無線源及び／又はカプラ１０６は、基地局デバ
イス１０４からの（周波数混合を介した）信号をアップコンバートし、あるいは基地局デ
バイス１０４からの信号をミリ波帯域信号に変換し、誘電体導波路結合デバイス１０６は
、電線又は他の配線に沿って伝搬する誘導波（例えば、表面波又は他の電磁波）として伝
搬するミリ波帯域波を出射する。電柱１１８において、他の誘電体導波路結合デバイス１
０８は誘導波を受信し（選択的に、それを必要に応じて又は所望により増幅して、それを
受信してそれを再生成するデジタル中継器として動作することができ）、それを誘導波（
例えば、表面波又は他の電磁波）として電線又は他の配線に転送することができる。誘電
体導波路結合デバイス１０８はまた、ミリ波帯域誘導波からの信号を抽出し、それを元の
セルラ帯域周波数（例えば、１．９ＧＨｚ又は他の規定セルラ周波数）又は他のセルラ（
又は非セルラ）帯域周波数まで周波数低減あるいは変換することができる。アンテナ１１
２は、低減された信号を移動体デバイス１２２に伝送することができる。処理は、必要に
応じて又は所望により、誘電体導波路結合デバイス１１０、アンテナ１１４及び移動体デ
バイス１２４によって反復可能である。
【００３８】
　移動体デバイス１２２及び１２４からの送波はまた、それぞれアンテナ１１２及び１１
４によって受信され得る。誘電体導波路結合デバイス１０８及び１１０上の中継器はセル
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ラ帯域信号をミリ波帯域に周波数上昇し、あるいは変換し、その信号を誘導波（例えば、
表面波又は他の電磁波）の送波として電力線を介して基地局デバイス１０４に伝送するこ
とができる。
【００３９】
　中央局１０１によって受信されたメディアコンテンツは、移動体デバイス１２２及び施
設１４２への配信のために基地局デバイス１０４を介して分散システム１６０の第２のイ
ンスタンスに提供され得る。誘電体導波路結合デバイス１１０は、１以上の有線接続又は
無線インターフェースによって施設１４２に繋がれ得る。１以上の有線接続は、限定する
ことなく、電力線、同軸ケーブル、ファイバケーブル、撚線対ケーブル、又はメディアコ
ンテンツの配信及び／若しくはインターネットサービスの提供に適する他の有線媒体を含
み得る。例示の実施形態では、導波路結合デバイス１１０からの有線接続は、各ＳＡＩが
サービスを施設１４２の一部に提供する１以上の対応するサービスエリアインターフェー
ス（ＳＡＩ－不図示）に位置する１以上の非常に高いビットレートのデジタル加入者線（
ＶＤＳＬ）モデムに通信可能に結合され得る。ＶＤＳＬモデムは、施設１４２に位置する
ゲートウェイ（不図示）に、メディアコンテンツを選択的に配信し、及び／又はインター
ネットサービスを提供するのに使用され得る。ＳＡＩはまた、電力線、同軸ケーブル、フ
ァイバケーブル、撚線対ケーブル又は他の適切な有線媒体などの有線媒体を介して施設１
４２に通信可能に結合され得る。他の例示の実施形態では、導波路結合デバイス１１０は
、ＳＡＩのような中間インターフェースなしに施設１４２に通信可能に直接結合され得る
。
【００４０】
　他の例示の実施形態では、システム１００はダイバシティ経路を採用することができ、
電柱１１６、１１８及び１２０の間に２以上の電線又は他の配線（例えば、電柱１１６と
電柱１２０の間の２以上の配線）が架橋され、基地局１０４からの冗長送波が誘導波とし
て電線又は他の配線の表面を伝送される。電線又は他の配線は絶縁されていても絶縁され
ていなくてもよく、結合デバイスは、伝送損失をもたらす環境条件に応じて絶縁若しくは
非絶縁の電線又は他の配線から選択的に信号を受信することができる。選択は、配線の信
号対ノイズ比の測定値に基づき、又は特定される気象／環境条件（例えば、湿度計、天気
予報など）に基づいていればよい。システム１００でのダイバシティ経路の使用によって
、代替の経路付け能力、負荷バランス、増加した負荷の取扱い、同時双方向又は対称通信
、拡散スペクトル通信などが可能となる（より詳細については図８を参照）。
【００４１】
　なお、図１における誘電体導波路結合デバイス１０６、１０８及び１１０の使用は例示
のみのものであり、他の実施形態では他の使用が可能である。例えば、誘電体導波路結合
デバイスは、バックホール通信システムにおいて使用され、基地局デバイスにネットワー
ク接続を与えることができる。誘電体導波路結合デバイスは、誘導波通信を絶縁又は非絶
縁の配線上で伝送することが望ましい多くの環境で使用されることができる。誘電体導波
路結合デバイスは、高電圧を搬送し得る配線との接触がなく、又は物理的及び／若しくは
電気的接触が限られているため、他の結合デバイスよりも改善されたものとなる。誘電体
導波路結合デバイスがあれば、装置は、それが配線に電気的に接触しない限り、配線から
離して配置され（例えば、配線から離隔され）及び／又は配線上に配置されることができ
、誘電体が絶縁体として作用し、安価、容易及び／又は簡素な設置が可能となる。一方、
前述のように、例えば、配線が電話網、ケーブルテレビネットワーク、ブロードバンドデ
ータサービス、ファイバ光通信システム、又は低電圧を採用し若しくは絶縁された伝送線
を有する他のネットワークに対応する構成では、導電性又は非誘電カプラが採用され得る
。
【００４２】
　また、一実施形態では基地局デバイス１０４及びマクロセルサイト１０２を示すが、他
のネットワーク構成が同様に可能である。例えば、アクセスポイント又は他の無線ゲート
ウェイなどのデバイスが同様の態様で採用されて、無線ローカルエリアネットワーク、無
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線パーソナルエリアネットワーク、又は８０２．１１プロトコル、ＷＩＭＡＸプロトコル
、ＵｌｔｒａＷｉｄｅｂａｎｄプロトコル、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）プロトコル
、Ｚｉｇｂｅｅプロトコル若しくは他の無線プロトコルなどの通信プロトコルによって動
作する他の無線ネットワークなどの他のネットワークの範囲を拡張することができる。
【００４３】
　ここで図２に、ここに開示される種々の形態による誘電体導波路結合システム２００の
例示の非限定的な実施形態のブロック図を示す。システム２００は、誘電体導波路２０４
の導波路表面に対して誘導波として伝搬する波動２０６を有する誘電体導波路２０４を備
える。一実施形態では、誘電体導波路２０４は湾曲しており、ここに記載するように導波
路２０４と配線２０２の間の結合を促進するために導波路２０４の少なくとも一部分が配
線２０２の付近に配置され得る。誘電体導波路２０４は、湾曲した誘電体導波路２０４の
一部分が配線２０２に平行又は実質的に平行となるように配置され得る。配線に平行とな
る誘電体導波路２０４の部分が、曲線の頂点に、又は曲線の接線が配線２０２に平行とな
る任意の点となり得る。誘電体導波路２０４がそれにより位置決め又は配置される場合、
誘電体導波路２０４に沿って伝搬する波動２０６は、配線２０２に少なくともある程度結
合し、配線２０２の配線表面の周囲に又はそれを中心にかつ配線２０２に沿って長手方向
に誘導波２０８として伝搬する。他のタイプの誘導波２０８も例示の実施形態を逸脱する
ことなく同様に対応可能であるが、誘導波２０８は表面波又は他の電磁波として特徴付け
られ得る。配線２０２に結合しない波動２０６の一部は、誘電体導波路２０４に沿って波
動２１０として伝搬する。誘電体導波路２０４は、配線２０２に対する波動２０６の結合
又は非結合の所望レベルを実現するように配線２０２に関して様々な位置において構成及
び配置され得ることが分かるはずである。例えば、ワイヤ２０２に平行又は実質的に平行
で誘電体導波路２０１４の曲率及び／又は長さ、そしてその離隔距離（実施形態では離隔
距離なしを含み得る）は、例示の実施形態を逸脱することなく変化し得る。同様に、配線
２０２に対する誘電体導波路２０４の配置は、配線２０２及び誘電体導波路２０４のそれ
ぞれの内在的特性（例えば、厚さ、組成、電磁特性など）、そして波動２０６及び２０８
の特性（例えば、周波数、エネルギーレベルなど）を考慮して変わり得る。
【００４４】
　誘導波２０８は、配線２０２が湾曲及び屈曲したとしても配線２０２に平行又は実質的
に平行なままである。配線２０２における曲げによって伝送損失が増加し、それは配線径
、周波数及び材料にも依存する。誘電体導波路２０４の寸法が有効な電力伝達のために選
択される場合、電力は波動２１０にはほとんど残らずに、波動２０６の電力の大部分が配
線２０２に伝達される。誘導波２０８は（ここに記載される）性質上それでも複数モード
となり、基本伝送モードを伴って又は伴わずに、配線２０２に平行又は実質的に平行な経
路に沿って伝搬しつつ、非基本又は非対称となるモードを有することが分かるはずである
。一実施形態では、非基本又は非対称のモードは、伝送損失を最小化させ、及び／又は増
加した伝搬距離を得るのに利用され得る。
【００４５】
　なお、平行という用語は、一般に現実のシステムにおいて厳密に実現可能ではないこと
もある幾何学的構成概念である。したがって、本開示で利用される平行という用語は、本
開示で開示される実施形態を説明するのに使用される場合に、厳密な構成ではなく、近似
を表す。一実施形態では、実質的に平行とは、全ての寸法において真の平行の３０度以内
である近似を含み得る。
【００４６】
　一実施形態では、波動２０６は、１以上の波動伝搬モードを示し得る。誘電体導波路モ
ードは、導波路２０４の形状及び／又は設計に依存し得る。波動２０６の１以上の誘電体
導波路モードは、配線２０２に沿って伝搬する誘導波２０８の１以上の波動伝搬モードを
生成し、それに影響を及ぼし、又はそれに悪影響を与え得る。一実施形態では、配線２０
２上の波動伝搬モードは、波動２０６及び２０８の双方がそれぞれ誘電体導波路２０４及
び配線２０２の外側に対して伝搬するので、誘電体導波路モードと同様となり得る。ある
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実施形態では、波動２０６が配線２０２に結合するので、誘電体導波路２０４と配線２０
２の間の結合に起因して、モードが形態を変化させ、又は新たなモードが形成若しくは生
成され得る。例えば、誘電体導波路２０４及び配線２０２のサイズ、材料及び／又はイン
ピーダンスにおける相違が、誘電体導波路モードに存在しない追加のモードを形成し、及
び／又は誘電体導波路モードの一部を抑制し得る。波動伝搬モードは、小さな電界及び／
又は電磁界しか伝搬の方向に拡がらず、誘導波が配線に沿って伝搬しつつ電界及び磁界が
放射状に外向きに拡がる基本横電磁モード（準ＴＥＭ００）を備え得る。この誘導波モー
ドはドーナツ状となり、誘電体導波路２０４又は配線２０２内には少しの電磁界しか存在
しない。
【００４７】
　波動２０６及び２０８は、電場が放射状に外向きに拡がる基本ＴＥＭモードを備え、他
の非基本（例えば、非対称、高次レベルなどの）モードも備え得る。特定の波動伝搬モー
ドを上述したが、採用される周波数、誘電体導波路２０４の設計、配線２０２の寸法及び
組成、そしてその表面特性、その選択的絶縁、周囲環境の電磁特性などに基づいて、横電
界（ＴＥ）及び縦磁界（ＴＭ）モードなどの他の波動伝搬モードも同様に可能である。な
お、周波数、配線２０２の電気的及び物理的特性並びに生成される特定の波動伝搬モード
に応じて、誘導波２０８は、酸化非絶縁配線、非酸化非絶縁配線、絶縁配線の導電表面に
沿って、及び／又は絶縁配線の絶縁表面に沿って伝搬し得る。
【００４８】
　一実施形態では、誘電体導波路２０４の直径は、配線２０２の直径よりも小さい。使用
されるミリ帯域波長について、誘電体導波路２０４は、波動２０６を構成する単一の導波
路モードに対応する。この単一の導波路モードは、それが配線２０２に表面２０８として
結合するにつれて変化し得る。誘電体導波路２０４がより大きいとした場合、２以上の導
波路モードが支持され得るが、これら追加の導波路モードは配線２０２に効率的には結合
することはなく、より高い結合損失が生じ得る。ただし、ある代替の実施形態では、例え
ば、より高い結合損失が望ましい場合、あるいは結合損失を低減する他の技術（例えば、
テーパとのインピーダンス整合など）と併用される場合に、誘電体導波路２０４の直径は
配線２０２の直径以上であってもよい。
【００４９】
　一実施形態では、波動２０６及び２０８の波長は、誘電体導波路２０４及び配線２０２
の外周と同等かそれ未満である。一例において、配線２０２が０．５ｃｍの直径及び対応
する約１．５ｃｍの外周を有する場合、送波の波長は約１．５ｃｍ以下であり、これは２
０ＧＨｚ以上の周波数に対応する。他の実施形態では、送波及び搬送波信号の適切な周波
数は、３０～１００ＧＨｚの範囲、おそらくは約３０～６０ＧＨｚ、一例では約３８ＧＨ
ｚである。一実施形態では、誘電体導波路２０４及び配線２０２の外周が送波の波長と同
等かそれより大きい場合、波動２０６及び２０８は、ここに記載する種々の通信システム
に対応する充分な距離を介して伝搬する基本及び／又は非基本（対称及び／又は非対称）
モードを含む複数の波動伝搬モードを示し得る。したがって、波動２０６及び２０８は、
２以上のタイプの電界及び磁界構成を備え得る。一実施形態では、誘導波２０８が配線２
０２を伝搬しても、電界及び磁界構成は配線２０２の端部から端部まで同じとなる。他の
実施形態では、誘導波２０８が干渉に衝突し、又は伝送損失に起因してエネルギーを失う
ので、誘導波２０８が配線２０２を伝搬するにつれて電界及び磁界構成が変化し得る。
【００５０】
　一実施形態では、誘電体導波路２０４は、ナイロン、テフロン（登録商標）、ポリエチ
レン、ポリアミド又は他のプラスチックで構成され得る。他の実施形態では、他の誘電体
材料が可能である。配線２０２の配線表面は、無被覆の金属表面による金属製であっても
よいし、プラスチック、誘電体、絶縁体又は他のシースを用いて絶縁されていてもよい。
一実施形態では、誘電体あるいは非導電性／絶縁導波路は、無被覆／金属製配線又は絶縁
配線のいずれかと対とされていてもよい。他の実施形態では、金属製及び／又は導電性の
導波路が、無被覆／金属製配線又は絶縁配線と対とされていてもよい。一実施形態では、
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配線２０２の無被覆金属表面上の（例えば、酸素／空気への無被覆金属表面の露出からも
たらされる）酸化層はまた、絶縁体又はシースによって提供されるものと同様の絶縁又は
誘電特性を与えることができる。
【００５１】
　なお、波動２０６、２０８及び２１０の図示は、例えば単一の有線伝送線として動作す
る配線２０２において波動２０６が誘導波２０８を誘起あるいは出射する原理を単に説明
するために開示される。波動２１０は、誘導波２０８の生成後に誘電体導波路２０４に残
る波動２０６の部分を示す。そのような波動伝搬の結果として生成される実際の電界及び
磁界は、採用される周波数、特定の単一又は複数の波動伝搬モード、誘電体導波路２０４
の設計、配線２０２の寸法及び組成、そしてその表面特性、その選択的絶縁、周囲環境の
電磁特性などに応じて変化し得る。
【００５２】
　なお、誘電体導波路２０４は、誘電体導波路２０４の終端に、波動２１０からの残りの
放射又はエネルギーを吸収することができる終端回路又はダンパー２１４を含み得る。終
端回路又はダンパー２１４は、送信機回路２１２に反射して戻る波動２１０からの残存の
放射又はエネルギーを防止及び／又は最小化することができる。一実施形態では、終端回
路又はダンパー２１４は、インピーダンス整合を行って反射を減衰させる終端抵抗及び／
又は他の構成要素を含み得る。ある実施形態では、結合効率が充分に高く及び／又は波動
２１０が充分に小さい場合、終端回路又はダンパー２１４を使用しなくてもよい。簡略化
のために、これらの送信機及び終端回路又はダンパー２１２及び２１４は他の図面には図
示されていないが、それらの実施形態において、送信機及び終端回路又はダンパーがおそ
らくは使用され得る。
【００５３】
　また、単一の誘導波２０８を生成する単一の誘電体導波路２０４が提示されるが、配線
２０２に沿う異なる点に及び／又は配線に対して異なる軸配向で配置された複数の誘電体
導波路２０４が同一又は異なる周波数で、同一又は異なる位相で、同一又は異なる波動伝
搬モードで複数の誘導波２０８を生成及び受信するのに採用され得る。単一又は複数の誘
導波２０８は、位相シフトキーイング、周波数シフトキーイング、直交振幅変調、振幅変
調、マルチキャリア変調などの変調技術を介して、及び周波数分割多重化、時分割多重化
、符号分割多重化、波動伝搬モードを異ならせること並びに他の変調及びアクセス戦略を
介する多重化などのマルチアクセス技術を介してデータを伝達するように変調され得る。
【００５４】
　ここで図３に、ここに記載される種々の形態による誘電体導波路結合システム３００の
例示の非限定的な実施形態のブロックを示す。システム３００は、誘電体導波路３０４、
及び配線３０２の配線表面に対して誘導波として伝搬する波動３０６を有する配線３０２
を備える。例示の実施形態では、波動３０６は、表面波又は他の電磁波として特徴付けら
れ得る。
【００５５】
　例示の実施形態では、誘電体導波路３０４は、湾曲し、あるいは曲率を有し、湾曲誘電
体導波路３０４の一部分が配線３０２に平行又は実質的に平行となるように配線３０２付
近に配置され得る。配線に平行な誘電体導波路３０４の一部分は、曲線の頂点又は曲線の
接線が配線３０２に平行となる任意の点となり得る。誘電体導波路３０４が配線付近にあ
る場合、配線３０２に沿って伝搬する誘導波３０６は誘電体導波路３０４に結合して誘電
体導波路３０４に対して誘導波３０８として伝搬し得る。誘電体導波路３０４に結合しな
い誘導波３０６の一部は、配線３０２に沿って誘導波３１０（例えば、表面波又は他の電
磁波）として伝搬する。
【００５６】
　配線３０２及び誘電体導波路３０４が湾曲及び屈曲したとしても、誘導波３０６及び３
０８は、それぞれ配線３０２及び誘電体導波路３０４に平行なままである。曲げによって
伝送損失が増加し、それは配線径、周波数及び材料にも依存する。誘電体導波路３０４の
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寸法が有効な電力伝達のために選択される場合、誘導波３０６のエネルギーの大部分が誘
電体導波路３０４に結合され、誘導波３１０にほとんど残らない。
【００５７】
　一実施形態では、受信機回路は波動３０８を受信するために導波路３０４の端部に配置
され得る。終端回路は、導波路３０４に結合する誘導波３０６と反対方向に伝搬する誘導
波を受信するために、導波路３０４の対向端部に配置され得る。したがって、終端回路は
、受信機回路によって受信される反射を防止及び／又は最小化することになる。反射が小
さい場合には、終端回路はなくてもよい。
【００５８】
　なお、表面波３０６の選択された偏波が誘導波２０８として誘電体導波路３０４に結合
されるように構成され得る。例えば、誘導波３０６がそれぞれの偏波とともに誘導波又は
波動伝搬モードから構成される場合、誘電体導波路３０４は、選択された偏波の１以上の
誘導波を受信するように構成され得る。したがって、誘電体導波路３０４に結合する誘導
波３０８は、選択された偏波の１以上に対応する誘導波の組であり、さらに誘導波３１０
は選択された偏波に一致しない誘導波を備え得る。
【００５９】
　誘電体導波路３０４は、誘電体導波路３０４が配置された配線３０２の周囲の角度／回
転に基づいて特定の偏波の誘導波を受信するように構成され得る。例えば、誘導波３０６
が水平に偏向される場合、誘導波３０６の大部分は波動３０８として誘電体導波路に伝達
する。誘電体導波路３０４が配線３０２の周りに９０度回転されると、誘導波３０６から
のエネルギーの大部分は誘導波３１０として配線に結合されたままとなり、わずかな部分
しか波動３０８として配線３０２に結合されないことになる。
【００６０】
　なお、波動３０６、３０８及び３１０は、明細書において図３及び他の図面において３
個の丸印を用いて示される。これらの印は、概略的な誘導波を示すのに使用され、波動３
０６、３０８及び３１０が必ずしも円偏波あるいは円配向されることを示唆するものでは
ない。実際に、波動３０６、３０８及び３１０は、電場が放射状に外向きに拡がる基本Ｔ
ＥＭモードを備えることも、他の非基本（例えば、高次レベルなどの）モードを備えるこ
ともある。これらのモードは、同様に性質上、非対称（例えば、放射状、左右対称、三角
形、四角形）となり得る。
【００６１】
　また、配線を介した誘導波通信は全二重であってもよく、双方向に同時の通信が可能と
なる。一方向に伝搬する波動は、反対方向に伝搬する波動を通過し得る。電磁界は、波動
に適用される重ね合せの原理によって特定の点で短時間に打ち消され得る。反対方向に伝
搬する波動は、他方の波動がそこに存在しないかのように伝搬するが、観察者に対する合
成効果は定在波パターンとなり得る。誘導波が相互に通過して重ね合せの状態ではなくな
ると、干渉が弱まる。誘導波（例えば、表面波又は他の電磁波）が導波路に結合して配線
から離れるにつれて、他の誘導波（例えば、表面波又は他の電磁波）に起因するいずれの
干渉も減少する。一実施形態では、誘導波３０６（例えば、表面波又は他の電磁波）が誘
電体導波路３０４に近づくにつれて、配線３０２上を左から右に伝搬する他の誘導波（例
えば、表面波又は他の電磁波）（不図示）が通過して局部的干渉をもたらす。誘導波３０
６が波動３０８として誘電体導波路３０４に結合して配線３０２から離れるにつれて、通
過する誘導波のいずれの干渉も弱まる。
【００６２】
　なお、波動３０６、３０８及び３１０の図示は、誘導波３０６が誘電体導波路３０４上
に波動３０８を誘起あるいは出射する原理を単に示すように提示される。誘導波３１０は
、波動３０８の生成後に配線３０２に残存する誘導波３０６の部分を示す。そのような誘
導波伝搬の結果として生成される実際の電界及び磁界は、誘電体導波路の形状及び／又は
設計、配線に対する誘電体導波路の相対位置、採用される周波数、誘電体導波路３０４の
設計、配線３０２の寸法及び組成、そしてその表面特性、その選択的絶縁、周囲環境の電
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磁特性などの１つ以上に応じて変化し得る。
【００６３】
　ここで図４に、ここに記載される種々の形態による誘電体導波路結合システム４００の
例示の非限定的な実施形態のブロック図を示す。システム４００は、誘電体導波路４０４
の導波路表面に対して誘導波として伝搬する波動４０６を有する誘電体導波路４０４を備
える。一実施形態では、誘電体導波路４０４は湾曲し、誘電体導波路４０４の一端は配線
４０２に緊結、固定あるいは機械的に結合され得る。誘電体導波路４０４の端部が配線４
０２に固定される場合、誘電体導波路４０４の端部は配線４０２に平行又は実質的に平行
となる。代替的に、固定又は結合部が配線４０２に平行又は実質的に平行となるように、
端部を超える誘電体導波路の他の部分が配線４０２に固定又は結合され得る。結合デバイ
ス４１０は、誘電体導波路４０４から分離され、又は誘電体導波路４０４の一体化された
構成要素として構成されるナイロンケーブル紐又は他のタイプの非導電性／誘電体材料で
あればよい。誘電体導波路４０４は、配線４０２を囲むことなく配線４０２に隣接し得る
。
【００６４】
　誘電体導波路４０４が端部を配線４０２に平行にして配置される場合、誘電体導波路４
０４に沿って伝搬する誘導波４０６は配線４０２に結合し、配線４０２の配線表面に対し
て誘導波４０８として伝搬する。例示の実施形態では、誘導波４０８は、表面波又は他の
電磁波として特徴付けられ得る。
【００６５】
　なお、波動４０６及び４０８の図示は、波動４０６が、例えば単一の有線伝送線として
動作する配線４０２上で誘導波４０８を誘起あるいは出射する原理を単に示すように提示
される。そのような波動伝搬の結果として生成される実際の電界及び磁界は、誘電体導波
路の形状及び／又は設計、配線に対する誘電体導波路の相対位置、採用される周波数、誘
電体導波路４０４の設計、配線４０２の寸法及び組成、そしてその表面特性、その選択的
絶縁、周囲環境の電磁特性などの１つ以上に応じて変化し得る。
【００６６】
　一実施形態では、結合効率を増加させるために、誘電体導波路４０４の端部は、配線４
０２に向かってテーパ状となる。実際に、本開示の例示の実施形態によると、誘電体導波
路４０４の端部のテーパ化は、インピーダンス整合を配線４０２に与えることができる。
例えば、図４に示すように波動４０６と波動４０８の間の所望のレベルの結合を得るため
に、誘電体導波路４０４の端部は徐々に先細りしていてもよい。誘電体導波路４０４の他
の形状が使用され得ることが分かるはずである。例えば、誘電体導波路４０４は、先細り
する端部を含んでいてもよいし、単純な傾斜とは異なる形状となる複雑なカットを含んで
いてもよい。
【００６７】
　一実施形態では、結合デバイス４１０は、結合デバイス４１０と誘電体導波路４０４の
端部との間に短い誘電体導波路４０４が存在するように配置され得る。最大結合効率は、
結合デバイス４１０を超える誘電体導波路４０４の端部の長さが、どのような周波数が伝
送されていても、少なくとも数波長分の長さである場合に実現される。
【００６８】
　ここで図５に、ここに記載される種々の形態による誘電体導波路カプラ及び送信機シス
テム５００（ここではまとめてシステム５００という）の例示の非限定的な実施形態のブ
ロック図を示す。システム５００は、波動（例えば、誘電体導波路５０２への誘導波５０
４）を出射及び受信する送信機／受信機デバイス５０６を備える。誘導波５０４は、通信
インターフェース５０１によって基地局５２０、移動体デバイス５２２又は建造物５２４
に対して送受信される信号を搬送するのに使用され得る。通信インターフェース５０１は
、システム５００の一体化部分となり得る。代替的に、通信インターフェース５０１は、
システム５００に繋ぎ留められてもよい。通信インターフェース５０１は、種々の無線シ
グナリングプロトコル（例えば、ＬＴＥ，ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸ、ＩＥＥＥ８０２．ｘｘ
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など）のいずれかを利用して基地局５２０、移動体デバイス５２２又は建造物５２４とイ
ンターフェースするための無線インターフェースを備え得る。通信インターフェース５０
１はまた、基地局５２０又は建造物５２４に信号を送信するためのファイバ光学線、同軸
ケーブル、撚線対又は他の適切な有線媒体などの有線インターフェースを備え得る。シス
テム５００が中継器として機能する実施形態については、通信インターフェース５０１は
なくてもよい。
【００６９】
　通信インターフェース５０１の出力信号（例えば、Ｔａｘ）は、周波数ミキサ５１０に
おいて局部発振器５１２によって生成されたミリ波搬送波に合成され得る。周波数ミキサ
５１０は、ヘテロダイン技術又は通信インターフェース５０１からの出力信号を周波数シ
フトする他の周波数シフト技術を用いることができる。例えば、通信インターフェース５
０１及びそこから送信される信号は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）無線プロ
トコル又は他の無線３Ｇ、４Ｇ、５Ｇ若しくはより高いレベルの音声及びデータプロトコ
ル、Ｚｉｇｂｅｅ、ＷＩＭＡＸ、ＵｌｔｒａＷｉｄｅｂａｎｄ若しくはＩＥＥＥ８０２．
１１無線プロトコル又は他の無線プロトコルに従ってフォーマットされた直交周波数分割
多重（ＯＦＤＭ）信号などの変調信号であればよい。例示の実施形態では、この周波数変
換はアナログ領域で実行可能であり、結果として周波数シフトは、基地局５２０、移動体
デバイス５２２又は建造物内デバイス５２４が用いる通信プロトコルのタイプにかかわら
ず実行可能である。新たな通信技術が開発されるにつれて、通信インターフェース５０１
はアップグレード又は交換され、周波数シフト及び送信装置が残り、アップグレードを簡
略化することができる。そして、搬送波は、電力増幅器（「ＰＡ」）５１４に送信され、
ダイプレクサ５１６を介して送信機／受信機デバイス５０６を介して送出され得る。
【００７０】
　通信インターフェース５０１に向けられた送信機／受信機デバイス５０６からの受信信
号は、ダイプレクサ５１６を介して他の信号から分離され得る。そして、送波は、増幅の
ための低ノイズ増幅器（「ＬＮＡ」）５１８に送出され得る。周波数ミキサ５２１は、局
部発振器５１２からの補助とともに、（ある実施形態ではミリ波帯域又は約３８ＧＨｚで
ある）送波を本来の周波数に低下させることができる。そして、通信インターフェース５
０１は入力ポート（Ｒｘ）において送波を受信することができる。
【００７１】
　一実施形態では、送信機／受信機デバイス５０６は円筒形若しくは非円筒形金属（例え
ば、一実施形態では空洞であるが、必ずしも寸法通りに描かれていない）又は他の導電性
若しくは非導電性導波路を含み、誘電体導波路５０２の端部は、送信機／受信機デバイス
５０６が送波を生成する場合に誘導波が誘電体導波路５０２に結合して誘電体導波路５０
２の導波路表面に対して誘導波５０４として伝搬するように、導波路又は送信機／受信機
デバイス５０６内又はその付近に配置されていればよい。同様に、誘導波５０４が（配線
から誘電体導波路５０２に結合されて）入来する場合には、誘導波５０４は送信機／受信
機デバイス５０６に入射して円筒形導波路又は導電性導波路に結合する。送信機／受信機
デバイス５０６は独立した導波路を含むものとして示されるが、独立した導波路なしに、
導波路５０２上の誘導波を誘起するのに、アンテナ、キャビティ共振器、クライストロン
、マグネトロン、進行波管又は他の照射要素が採用され得る。
【００７２】
　一実施形態では、誘電体導波路５０２は、そこに金属あるいは導電性材料を有すること
なく、全体として誘電体材料（又は他の適切な絶縁材料）で構成され得る。誘電体導波路
５０２は、ナイロン、テフロン（登録商標）、ポリエチレン、ポリアミド、他のプラスチ
ック、又は非導電性であってそのような材料の外表面上の電磁波の伝送を促進するのに適
した他の材料で構成され得る。他の実施形態では、誘電体導波路５０２は、導電性／金属
のコアを含み、外部誘電体表面を有し得る。同様に、誘電体導波路５０２によって誘起さ
れる電磁波を伝搬するために、又は誘電体導波路５０２に電磁波を供給するために誘電体
導波路５０２に結合する伝送媒体は、全体としてそこに金属あるいは導電性材料を有しな
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い誘電体材料（又は他の適切な絶縁材料）から構成され得る。
【００７３】
　なお、図５は送信機／受信機デバイス５０６の開口が誘電体導波路５０２よりも非常に
広いことを示すが、これは寸法通りではなく、他の実施形態では、誘電体導波路５０２の
幅は空洞の導波路の開口と同等であるか又は若干小さい。また、図示していないが、一実
施形態では、送信機／受信機デバイス５０６に挿入される導波路５０２の端部は、反射を
減少させて結合効率を増加させるために先細りとなる。
【００７４】
　送信機／受信機デバイス５０６は通信インターフェース５０１に通信可能に結合されて
もよいし、代替的に、送信機／受信機デバイス５０６は図１に示す１以上の分散アンテナ
１１２及び１１４に通信可能に結合されてもよい。他の実施形態では、送信機／受信機デ
バイス５０６は、バックホールネットワークのための中継器システムの部分を備え得る。
【００７５】
　誘電体導波路５０２への結合の前に、送信機／受信機デバイス５０６によって生成され
る誘導波の１以上の導波路モードは、誘導波５０４の１以上の波動伝搬モードに結合し得
る。波動伝搬モードは、中空金属導波路と誘電体導波路との特性の相違に起因して中空金
属導波路モードとは異なり得る。例えば、波動伝搬モードは基本横電磁モード（準ＴＥＭ

００）を備え、小さな電界及び／又は磁界しか伝搬方向に拡がらず、誘導波は誘電体導波
路５０２に沿って伝搬しながら電界及び磁界は誘電体導波路５０２から放射状に外向きに
拡がる。基本横方向電磁モード波動伝搬モードは、中空の導波路内部には存在しない。し
たがって、送信機／受信機デバイス５０６によって用いられる中空金属導波路モードは、
誘電体導波路５０２の波動伝搬モードに効果的かつ効率的に結合し得る導波路モードであ
る。
【００７６】
　ここで図６に、ここに記載される種々の形態によるデュアル誘電体導波路結合システム
６００の例示の非限定的な実施形態を示すブロック図を示す。一実施形態では、２以上の
誘電体導波路（例えば、６０４及び６０６）が、誘導波６０８を受信するために配線６０
２の周囲に位置決めされ得る。一実施形態では、誘導波６０８は、表面波又は他の電磁波
として特徴付けられ得る。一実施形態では、誘導波６０８を受信するのに１つの誘電体導
波路で充分である。その場合、誘導波６０８は、誘電体導波路６０４に結合し、誘導波６
１０として伝搬する。誘導波６０８の電場構造が種々の外部要因に起因して配線６０２の
周囲で振動又は波動する場合には、誘電体導波路６０６が、誘導波６０８が誘電体導波路
６０６に結合するように配置され得る。ある実施形態では、配線６０２の周囲で振動又は
回転し、異なる軸配向で誘起され、又は例えばローブ及び／若しくはヌル又は配向依存の
他の非対称性を有する非基本モード若しくはより高次のモードを有する誘導波を受信する
ために、４本以上の誘電体導波路が配線６０２の一部分の周りに例えば９０度で又は相互
に他の間隔で配置され得る。ただし、例示の実施形態から逸脱することなく配線６０２の
一部分の周囲に配置される４本未満の又は４本より多い誘電体導波路があってもよいこと
が分かるはずである。また、ある例示の実施形態は配線６０２の少なくとも一部分の周囲
にある複数の誘電体導波路を提示したが、この複数の誘電体導波路は、複数の誘電体導波
路の部分的構成要素を有する単一の誘電体導波路システムの一部としてみることもできる
。例えば、２以上の誘電体導波路が、誘電体導波路が単一のシステムによって（手動的又
は自動的に）相互に事前に位置決めされ、又は調整可能となるように、単一の設備におい
て配線の周囲に設置され得る単一のシステムとして製造されてもよい。誘電体導波路６０
６及び６０４に結合された受信機は、信号品質を最大化するために誘電体導波路６０６及
び６０４の双方から受信される信号を合成するダイバシティ合成を用いることができる。
他の実施形態では、誘電体導波路６０４及び６０６の一方又は他方が所定の閾値以上の送
波を受信する場合、受信機は使用する信号を決定する際に選択ダイバシティを用いること
ができる。
【００７７】
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　なお、波動６０８及び６１０の図示は、誘導波６０８が誘電体導波路６０４上で波動６
１０を誘起あるいは出射する原理を単に示すように提示される。そのような波動伝搬の結
果として生成される実際の電界及び磁界は、採用される周波数、誘電体導波路６０４の設
計、配線６０２の寸法及び組成、そしてその表面特性、その選択的絶縁、周囲環境の電磁
特性などに応じて変化し得る。
【００７８】
　ここで図７に、ここに記載される種々の形態による双方向の誘電体導波路結合システム
７００の例示の非限定的な実施形態のブロック図を示す。システム７００において、２本
の誘電体導波路７０４及び７１４が、配線７０２に沿って伝搬する誘導波（例えば、表面
波又は他の電磁波）が波動７０６として誘電体導波路７０４に結合され、その後中継器デ
バイス７１０によって昇圧又は中継されて誘電体導波路７１４上に誘導波７１６として出
射されるように配線７０２付近に配置され得る。そして、誘導波７１６は、配線７０２に
結合して配線７０２に沿って伝搬し続けることができる。一実施形態では、中継デバイス
７１０は、電力線となり得る配線７０２との磁気結合を介して昇圧又は中継のために利用
される電力の少なくとも一部を受信し得る。
【００７９】
　ある実施形態では、中継器デバイス７１０は波動７０６に対応付けられた送波を中継す
ることができ、他の実施形態では、中継器デバイス７１０は中継器デバイス７１０付近に
配置された分散アンテナシステム及び／又は基地局デバイスに対応付けられ得る。受信機
導波路７０８は誘電体導波路７１４から波動７０６を受信することができ、送信機導波路
７１２は誘電体導波路７０４に誘導波７１６を出射することができる。受信機導波路７０
８と送信機導波路７１２の間において、誘導波通信に関連する信号損失及び他の非効率性
を補正するように、信号が増幅され、又はそこに含まれて送信用に再生成されるデータを
抽出するように信号が受信及び処理され得る。一実施形態では、信号が、送波から抽出及
び処理され、あるいは中継器デバイス７１０に通信可能に結合された分散アンテナを介し
て移動体デバイスの付近に放射され得る。同様に、分散アンテナによって受信される信号
及び／又は通信が、送信機導波路７１２によって生成されて誘電体導波路７１４上に出射
される送波に挿入され得る。したがって、図７に図示する中継器システム７００は、図１
における誘電体導波路結合デバイス１０８及び１１０と機能において同等となり得る。
【００８０】
　なお、図７は、それぞれ左側から入射して右側から出射する誘導波の送波７０６及び７
１６を示すが、これは単なる簡略化であって限定することを意図するものではない。他の
実施形態では、受信機導波路７０８及び送信機導波路７１２はまた、それぞれ送信機及び
受信機として機能することができ、これにより、中継器デバイス７１０が双方向のものと
なる。
【００８１】
　一実施形態では、中継器デバイス７１０は、配線７０２上に不連続部又は障害物が存在
する位置に配置され得る。これらの障害物は、変圧器、接続、電柱及び他のそのような電
力線デバイスを含み得る。中継器デバイス７１０は、誘導（例えば、表面）波が線上のこ
れらの障害物を飛び越えて同時に送信電力を上昇させることを補助することができる。他
の実施形態では、誘電体導波路は、中継器デバイスを使用することなく障害物を飛び越え
るのに使用され得る。その実施形態では、誘電体導波路の両端が配線に緊結又は固定され
、これにより誘導波が障害物に遮断されることなく伝搬するための経路が与えられる。
【００８２】
　ここで図８に、ここに記載される種々の形態による双方向誘電体導波路カプラ８００の
例示の非限定的な実施形態のブロック図を示す。双方向誘電体導波路カプラ８００は、２
以上の配線が電柱間に架橋される場合にダイバシティ経路を採用することができる。誘導
波の送波は天候、降雨及び大気状態に基づいて絶縁配線及び非絶縁配線に対して異なる伝
送効率及び結合効率を有するので、時に応じて絶縁配線又は非絶縁配線のいずれかで選択
的に送信することが有利となり得る。
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【００８３】
　図８に示す実施形態では、中継器デバイスは、非絶縁配線８０２に沿って伝搬する誘導
波を受信するのに受信機導波路８０８を使用し、送信機導波路８１０を用いて送波を絶縁
配線８０４に沿う誘導波として中継する。他の実施形態では、中継器デバイスは、絶縁配
線８０４から非絶縁配線８０２に切り換えることができ、又は同じ経路に沿って送波を中
継することができる。中継器デバイス８０６は、伝送に影響し得る条件を示すセンサを含
み、又はセンサと通信状態となることができる。センサから受信されたフィードバックに
基づいて、中継器デバイス８０６は、同じ配線に沿う送波を維持するのか、又は他の配線
に送波を伝達するのかについての決定を下すことができる。
【００８４】
　ここで図９に、双方向中継器システム９００の例示の非限定的な実施形態を示すブロッ
ク図を示す。双方向中継器システム９００は、分散アンテナシステム又はバックホールシ
ステムに配置された他の結合デバイスと送波を受信及び送信する導波路結合デバイス９０
２及び９０４を含む。
【００８５】
　種々の実施形態では、導波路結合デバイス９０２は、複数の副搬送波を有する送波を他
の導波路結合デバイスから受信することができる。ダイプレクサ９０６は送波を他の送波
から分離し、送波を低ノイズ増幅器（「ＬＮＡ」）９０８に方向付けることができる。局
部発振器９１２に補助され、周波数ミキサ９２８は（ミリ波帯域又はある実施形態では約
３８ＧＨｚの）送波を低い周波数に、それが分散アンテナシステムのためのセルラ帯域（
１．９ＧＨｚ以下）、本来の周波数又はバックホールシステムのための他の周波数である
かにかからわらず、低下させることができる。抽出器９３２は、アンテナ又は他の出力構
成要素９２２に対応する副搬送波上の信号を抽出し、その信号を出力構成要素９２２に方
向付けることができる。このアンテナ位置で抽出されていない信号については、抽出器９
３２は、それらを他の周波数ミキサ９３６に再方向付けすることができ、その信号は局部
発振器９１４によって生成される搬送波を変調するのに使用される。搬送波は、その副搬
送波とともに、電力増幅器（「ＰＡ」）９１６に方向付けられ、導波路結合デバイス９０
４によって他の中継器システムにダイプレクサ９２０を介して再送信される。
【００８６】
　出力デバイス９２２（分散アンテナシステムにおけるアンテナ）において、ＰＡ９２４
は、移動体デバイスへの伝送のための信号を昇圧することができる。ＬＮＡ９２６は、移
動体デバイスから受信される弱い信号を増幅してから、その信号を、その信号と導波路結
合デバイス９０４から受信された信号とを合流させるマルチプレクサ９３４に送信するの
に使用され得る。結合デバイス９０４から受信された信号は、ダイプレクサ９２０によっ
て分離されてから、ＬＮＡ９１８を通過し、周波数ミキサ９３８によって周波数低減され
る。信号がマルチプレクサ９３４によって合成される場合、それらは周波数ミキサ９３０
によって周波数上昇されて、ＰＡ９１０によって昇圧され、導波路結合デバイス９０２に
よって出射器又は他の中継器に返送される。一実施形態では、双方向中継器システム９０
０は、アンテナ／出力デバイス９２２なしに単に中継器であってもよい。ある実施形態で
は双方向中継器システム９００は、２つの別個かつ独立した一方向中継器を用いて実施さ
れてもよいことが分かるはずである。代替の実施形態では、双方向中継器システム９００
は、ブースターであってもよいし、あるいは低下又は上昇なしに再送信を実行してもよい
。実際に、例示の実施形態では、再送信は、信号若しくは誘導波の再送信前に、信号若し
くは誘導波を受信すること、信号若しくは誘導波の処理若しくは再形成を実行すること、
フィルタリング及び／又は増幅に基づくものとなり得る。
【００８７】
　ここで図１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃに、ここに記載される種々の形態によるスロット化
導波路カプラシステム１０００の例示の非限定的な実施形態のブロック図を示す。図１０
Ａでは、導波路カプラシステムは、配線１００４に関して長手方向に延びる導波路１００
２に形成されたスロット内又はその付近に配線１００６が嵌るように、導波路１００２に
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対して位置決めされる配線１００６を備える。導波路１００２の逆側端部１００４ａ及び
１００４ｂ及び導波路１００２自体は、配線１００６の配線表面の１８０度未満を囲む。
【００８８】
　図１０Ｂでは、導波路カプラシステムは、配線１００４に対して長手方向に延びる導波
路１００８に形成されたスロット内又はその付近に配線１０１４が嵌るように、導波路１
００８に対して位置決めされる配線１０１４を備える。導波路１００８のスロット面は平
行でなくてもよく、２つの異なる例示の実施形態が図１０Ｂには示されている。第１の実
施形態では、スロット面１０１０ａ及び１０１０ｂは、平行ではなく外向きに配線１０１
４の幅よりも若干広くなる。他方の実施形態では、スロット面１０１２ａ及び１０１２ｂ
もやはり平行でなくてもよいが、配線１０１４の幅よりも小さいスロット開口を形成する
ように狭い。これらが２つの例示の実施形態となるような任意の範囲の角度の平行でない
スロット面が可能である。
【００８９】
　図１０Ｃでは、導波路カプラシステムは、導波路１０１６に形成されたスロット内に嵌
る配線１０２０を示す。この例示の実施形態におけるスロット面１０１８ａ及び１０１８
ｂは平行であってもよいが、配線１０２０の軸１０２６は導波路１０１６の軸１０２４に
対して整合される。したがって、導波路１０１６及び配線１０２０は、同軸には整合され
ない。他の実施形態では、図示するように、可能な位置１０２２にある配線はまた、誘導
波路１０１６の軸１０２４と整合されない軸１０２８を有する。
【００９０】
　ａ）配線の１８０度未満を囲む導波路面、ｂ）平行でないスロット面、及びｃ）同軸に
は整合されない配線及び導波路を示す３つの異なる実施形態が図１０Ａ、１０Ｂ及び１０
Ｃにおいて独立して示されたが、種々の実施形態において、列挙された構成の多様な組合
せが可能であることが分かるはずである。
【００９１】
　ここで図１１に、ここに記載される種々の形態による導波路結合システム１１００の例
示の非限定的な実施形態を示す。図１１は、図２、３、４などに示した導波路及び配線の
実施形態の断面図を示す。１１００から分かるように、配線１１０４は導波路１１０２に
直接隣接して接触して位置決めされ得る。他の実施形態では、図１２における導波路結合
システム１２００に示すように、配線１２０４は、やはり導波路片１２０２付近に配置さ
れるが実際にはそれに接触していなくてもよい。いずれの場合においても、導波路に沿っ
て伝搬する電磁波が配線上に他の電磁波を誘起すること及びその逆が可能である。また、
両実施形態において、配線１１０４及び１２０４は導波路１１０２及び１２０２の外面に
よって画定される断面積の外部に配置される。
【００９２】
　本開示の目的のため、断面で見た場合に、導波路が表面の１８０度を超える軸方向領域
を囲まない場合に、導波路は配線の配線表面を大部分において囲まない。疑義を避けるた
め、断面で見た場合に、導波路が表面の１８０度以下の軸方向領域を囲む場合に、導波路
は配線の表面を大部分において囲まない。
【００９３】
　図１１及び１２は円形の配線１１０４及び１２０４及び四角形の導波路１１０２及び１
２０２を示すが、これは限定を意味するものではないことが分かるはずである。他の実施
形態では、配線及び導波路は、様々な形状、サイズ及び構成を有し得る。形状は、以下に
限定されないが、長円形若しくは他の楕円形、鋭角的若しくは丸みのある稜線を有する八
角形、四角形若しくは他の多角形又は他の形状を含み得る。さらに、ある実施形態では、
配線１１０４及び１２０４は、螺旋状の撚り線、単一の配線への個々の撚り線の組紐又は
他の結合など、より小さい標準寸法配線を備える撚り配線であってもよい。本開示全体を
通じて図示及び記載される配線及び導波路のいずれも、これらの実施形態の１以上を含み
得る。
【００９４】
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　図１３は、上述したシステムとの関連における処理を示す。図１３における処理は、図
１～９にそれぞれ示すシステム１００、２００、３００、４００、５００、６００、７０
０、８００及び９００による例に対して実施され得る。説明の簡略化のため、処理を一連
のブロックとして図示及び記載するが、あるブロックはここに図示及び記載されるものと
は異なる順序で及び／又は他のブロックと同時に行われ得るので、特許請求の範囲に記載
される事項はブロックの順序によっては限定されないことが理解及び把握されるべきであ
る。さらに、以降に記載される方法を実施するのに、記載されたブロックがすべて必要と
はならないこともある。
【００９５】
　図１３は、ここに記載される誘電体導波路カプラを用いて送波を送信するための方法の
例示の非限定的な実施形態のフロー図を示す。方法１３００は、第１の電磁波が送信デバ
イスによって導波路の導波路表面を少なくともある程度伝搬する誘導波として放射される
１３０２で始まり、導波路の導波路表面は配線の配線表面の全体又は大部分を囲んでいな
い。送信機によって生成される送波は、基地局デバイス、アクセスポイント、ネットワー
ク、移動体デバイス又は他の信号源から受信される信号に基づいていればよい。
【００９６】
　１３０４において、導波路を配線近傍に構成又は位置決めすることに基づいて、誘導波
は第１の電磁波の少なくとも一部を配線表面に結合して、少なくとも部分的に配線表面の
周囲に伝搬する第２の電磁波（例えば、表面波）を形成し、配線は導波路の近傍にある。
これは、誘電体導波路の一部分（例えば、誘電体導波路の曲線の接線）を配線付近又はそ
れに平行に位置決めすることに応じて行われればよく、電磁波の波長は配線及び誘電体導
波路の外周未満である。配線が湾曲又は屈曲しても、誘導波又は表面波は配線に対して平
行なままである。曲げによって伝送損失が増加し、これは配線径、周波数及び材料にも依
存する。配線と導波路の間の結合インターフェースはまた、ここに記載するように、所望
のレベルの結合を実現するように構成されることができ、これは導波路と配線の間のイン
ピーダンス整合を向上させる導波路の端部のテーパ化を含み得る。
【００９７】
　送信機によって放射される送波は、１以上の導波路モードを示し得る。誘導波モードは
、導波路の形状及び／又は設計に依存し得る。配線上の伝搬モードは、導波路と配線との
特性の相違に起因して導波路モードとは異なり得る。配線の外周が送波の波長と同等又は
それ以上の場合、誘導波は複数の波動伝搬モードを示す。したがって、誘導波は、２以上
のタイプの電界及び磁界構成を備え得る。誘導波（例えば、表面波）が配線を伝搬する際
に、電界及び磁界構成は配線の端部から端部まで実質的に同じであり、又は回転、分散、
減衰又は他の効果によって送波が波動を移動するにつれて変化し得る。
【００９８】
　図１４は、ここに記載される種々の形態による導波路システム１４０２の例示の非限定
的な実施形態を示すブロック図である。導波路システム１４０２は、センサ１４０４、電
力管理システム１４０５、導波路１４０６及び通信インターフェース１４０８を備え得る
。
【００９９】
　導波路システム１４０２は、本開示において説明する実施形態によるデータ通信を促進
するために電力線１４１０に結合され得る。例示の実施形態では、導波路１４０６は、本
開示に記載される電力線１４１０の表面に沿って長手方向に伝搬する電力線１４１０の表
面上の電磁波を誘起するために、図５に示すようなシステム５００の全部又は一部を備え
得る。導波路１４０６を電力線１４１０に結合するための非限定的な技術を図２～４及び
６に示す。導波路１４０６は、図７～８に示すように、同じ電力線１４１０で電磁波を再
送信するため、又は電力線１４１０の間で電磁波を経路付けるための中継器としても作用
し得る。
【０１００】
　通信インターフェース１４０８は、例示の実施形態において、図５に示す通信インター



(22) JP 6393417 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

フェース５０１を備え得る。通信インターフェース１４０８は、元の周波数で動作する信
号を搬送周波数で動作する電磁波にアップコンバートするために導波路１４０６に結合し
、電磁波は、図５の誘電体５０２のような導波路１４０６の結合デバイスの表面を伝搬し
、電力線１４１０の表面を伝搬する対応の電磁波を誘起する。電力線１４１０は、導電性
表面又は絶縁表面を有する配線（例えば、単数撚り又は複数撚り）であればよい。通信イ
ンターフェース１４０８はまた、搬送周波数で動作する電磁波からその元の周波数での信
号にダウンコンバートされた導波路１４０６から信号を受信することができる。
【０１０１】
　アップコンバート用に通信インターフェース１４０８によって受信される信号は、限定
することなく、通信インターフェース１４０８の有線又は無線インターフェースを介して
中央局１４１１によって供給される信号、通信インターフェース１４０８の有線又は無線
インターフェースを介して基地局１４１４によって供給される信号、通信インターフェー
ス１４０８の有線又は無線インターフェースを介した配信のために移動体デバイス１４２
０によって基地局１４１４に送信される無線信号、通信インターフェース１４０８の有線
又は無線インターフェースを介して建造物内の通信デバイス１４１８によって供給される
信号、及び／又は通信インターフェース１４０８の無線通信域でローミングする移動体デ
バイス１４１２によって通信インターフェース１４０８に供給される無線信号を含み得る
。図７～８に示すように導波路システム１４０２が中継器として機能する実施形態では、
通信インターフェース１４０８は、導波路システム１４０２に含まれなくてもよい。
【０１０２】
　電力線１４１０の表面に沿って伝搬する電磁波は、データペイロードを含み、さらにネ
ットワーク化情報（例えば、１以上の送信先導波路システム１４０２を識別するためのヘ
ッダ情報など）を含むデータのパケット又はフレームを含むように変調及びフォーマット
され得る。ネットワーク化情報は、導波路システム１４０２、又は中央局１４１１、基地
局１４１４、移動体デバイス１４２０若しくは建造物内デバイス１４１８又はその組合せ
などの発信デバイスによって提供され得る。さらに、変調された電磁波は、信号の外乱を
軽減するためのエラー訂正データを含み得る。ネットワーク化情報及びエラー訂正データ
は、それに向けられた送波を検出するため、並びに送信先導波路システム１４０２に通信
可能に結合された受信者通信デバイスに向けられた音声及び／又はデータ信号を含む送波
をエラー訂正データ送波とともにダウンコンバート及び処理するために、送信先導波路シ
ステム１４０２によって使用され得る。
【０１０３】
　ここで導波路システム１４０２のセンサ１４０４を参照すると、センサ１４０４は、温
度センサ１４０４ａ、外乱検出センサ１４０４ｂ、エネルギー損失センサ１４０４ｃ、ノ
イズセンサ１４０４ｄ、振動センサ１４０４ｅ、環境（例えば、気象）センサ１４０４ｆ
及び／又は画像センサ１４０４ｇの１以上を備え得る。温度センサ１４０４ａは、周囲温
度、導波路１４０６の温度、電力線１４１０の温度、温度差（例えば、１０４６と１４１
０の間において設定点又は基準線と比較してなど）又はこの任意の組合せを測定するのに
使用され得る。一実施形態では、温度メトリックが、基地局１４１４によって収集されて
ネットワーク管理システム１６０１に周期的に報告され得る。
【０１０４】
　外乱検出センサ１４０４ｂは、電力線１４１０上で電磁波の伝搬を阻害し得るダウンス
トリームの外乱の存在を示し得る信号反射などの外乱を検出する測定を電力線１４１０上
で実行することができる。信号の反射は、例えば、導波路１４０６からダウンストリーム
に位置する電力線１４１０における外乱から導波路１４０６に全体的に又はある程度反射
して戻す導波路１４０６によって電力線１４１０から送信される電磁波から生じる歪とな
り得る。
【０１０５】
　信号の反射は、電力線１４１０上の障害物によってもたらされ得る。例えば、木の枝が
電力線１４１０にかかると、又はコロナ放電１５０２をもたらし得る電力線１４１０に近
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接すると、図１５Ａに示す木の枝によって電磁波の反射が生じ得る。電磁波の反射をもた
らし得る障害物の他の例示は、限定することなく、図１５（Ｃ）に示すような電力線１４
１０上に延びた物体１５０６（例えば、布、靴紐とともに電力線１４１０の周囲に巻かれ
た靴など）、図１５（Ｆ）に示すような電力線１４１０上の腐食堆積物１５１２、又は図
１５（Ｇ）に示すような氷の堆積物１５１４を含み得る。電力グリッドの構成要素も、電
力線１４１０の表面の電磁波の伝送と干渉し得る。信号の反射をもたらし得る電力グリッ
ドの構成要素の例示は、限定することなく、図１５（Ｂ）に示す変圧器１５０４及び図１
５（Ｅ）に示すようなスプライス電力線を接続するための接合部１５１０を含む。図１５
（Ｄ）に示すような電力線１４１０上の鋭角部１５０８によっても電磁波の反射が生じ得
る。
【０１０６】
　外乱検出センサ１４０４ｂは、電磁波反射の大きさを、導波路１４０６によって送信さ
れた元の電磁波の大きさと比較して電力線１４１０におけるダウンストリーム外乱がどれ
だけ送波を減衰させるかを特定する回路を備え得る。外乱検出センサ１４０４ｂは、反射
波についてのスペクトル解析を実行するためのスペクトルアナライザ回路をさらに備えて
もよい。スペクトルアナライザ回路によって生成されるスペクトルデータは、パターン認
識、エキスパートシステム、カーブフィッティング、整合フィルタリング又は例えばスペ
クトルデータに最も近似して一致するスペクトルプロファイルに基づいて外乱のタイプを
識別する他の人工知能、分類若しくは比較技術と比較され得る。スペクトルプロファイル
は、外乱検出センサ１４０４ｂのメモリに記憶されてもよいし、外乱検出センサ１４０４
ｂによって遠隔でアクセス可能であってもよい。プロファイルは、電力線１４１０におい
て直面し得る異なる外乱をモデル化して外乱検出センサ１４０４ｂに外乱をローカルに識
別可能とするスペクトルデータを備え得る。外乱の識別が、分かっている場合には、基地
局１４１４によってネットワーク管理システム１６０１に報告され得る。外乱検出センサ
１４０４ｂはまた、電磁波の反射についての往復時間を特定するテスト信号として電磁波
を送信するのに導波路１４０６を利用することもできる。外乱検出センサ１４０４ｂによ
って測定される往復時間は、反射が起こる地点まで電磁波が伝搬する距離を計算するのに
使用されてもよく、これにより、外乱検出センサ１４０４ｂは導波路１４０６から電力線
１４１０におけるダウンストリームの外乱までの距離を計算することができる。
【０１０７】
　計算された距離は、基地局１４１４によってネットワーク管理システム１６０１に報告
され得る。一実施形態では、電力線１４１０上の導波路システム１４０２の位置がネット
ワーク管理システム１６０１に知られていてもよく、ネットワーク管理システム１６０１
がそれを用いて、既知トポロジーの電力グリッドに基づいて電力線１４１０上の外乱の位
置を特定することができる。他の実施形態では、導波路システム１４０２はその位置をネ
ットワーク管理システム１６０１に提供して電力線１４１０上の外乱の位置の特定を補助
することができる。導波路システム１４０２の位置は、導波路システム１４０２のメモリ
に記憶された導波路システム１４０２の事前にプログラムされた位置から導波路システム
１４０２によって取得され、又は導波路システム１４０２は導波路システム１４０２に含
まれるＧＰＳ受信機（不図示）を用いてその位置を特定することができる。
【０１０８】
　電力管理システム１４０５は、導波路システム１４０２の上述の構成要素にエネルギー
を供給する。電力管理システム１４０５は、太陽電池から若しくは電力線１４１０に結合
された変圧器（不図示）から、又は電力線１４１０若しくは他の付近の電力線に誘導的に
結合することによってエネルギーを受けることができる。電力管理システム１４０５はま
た、導波路システム１４０２に瞬時電力を供給するためのバックアップバッテリ及び／又
はスーパーコンデンサ若しくは他のコンデンサ回路を備えていてもよい。エネルギーセン
サ１４０４ｃの損失は、導波路システム１４０２が電力条件の損失及び／又は他の何らか
の不調の発生を有する場合を検出するのに使用され得る。例えば、エネルギー損失センサ
１４０４ｃは、欠陥のある太陽電池に起因する電力の損失がある場合、太陽電池を誤作動
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させる太陽電池における障害物、電力線１４１０上の電力損失、及び／又はバックアップ
バッテリ切れ若しくはスーパーコンデンサの検出可能な欠陥に起因してバックアップ電力
システムが誤作動する場合を検出することができる。電力の不調及び／又は損失が起こる
と、エネルギー損失センサ１４０４ｃは基地局１４１４によってネットワーク管理システ
ム１６０１に通知することができる。
【０１０９】
　ノイズセンサ１４０４ｄは、電力線１４１０上の電磁波の伝送に悪影響を及ぼし得る電
力線１４１０におけるノイズを測定するのに使用され得る。ノイズセンサ１４０４ｄは、
予期しない電磁干渉、ノイズバースト、又は電力線１４１０の表面の変調電磁波の送信を
中断し得る他の外乱源を検知することができる。ノイズバーストは、例えば、コロナ放電
又は他のノイズ源によってもたらされ得る。ノイズセンサ１４０４ｄは、測定ノイズを、
ノイズプロファイルの内部データベースから、又はパターン認識、エキスパートシステム
、カーブフィッティング、整合フィルタリング又は他の人工知能、分類若しくは比較技術
を介してノイズプロファイルを記憶する遠隔配置されたデータベースから導波路システム
１４０２によって取得されたノイズプロファイルと比較することができる。その比較から
、ノイズセンサ１４０４ｄは、例えば、測定ノイズに最も近似する一致を与えるノイズプ
ロファイルに基づいてノイズ源（例えば、コロナ放電又はその他）を特定し得る。ノイズ
センサ１４０４ｄはまた、ビットエラーレート、パケット損失レート、ジッタ、パケット
再送信要求などの伝送メトリックを測定することによってノイズがどれだけ伝送に影響を
与えるかを検出することもできる。ノイズセンサ１４０４ｄは、とりわけノイズ源、それ
らの発生時間及び伝送メトリックのアイデンティティを基地局１４１４によってネットワ
ーク管理システム１６０１に報告することができる。
【０１１０】
　振動センサ１４０４ｅは、電力線１４１０における２Ｄ又は３Ｄ振動を検出する加速度
計及び／又はジャイロスコープを含み得る。振動は、導波路システム１４０２においてロ
ーカルに記憶され、又はパターン認識、エキスパートシステム、カーブフィッティング、
整合フィルタリング又は他の人工知能、分類若しくは比較技術を介して遠隔データベース
から導波路システム１４０２によって取得され得る振動プロファイルと比較され得る。振
動プロファイルは、例えば、測定された振動に最も近似する一致を与える振動プロファイ
ルに基づいて、例えば、倒木を突風から区別するのに使用され得る。この解析の結果は、
基地局１４１４によってネットワーク管理システム１６０１に対して振動センサ１４０４
ｅによって報告され得る。
【０１１１】
　環境センサ１４０４ｆは、とりわけ、気圧、周囲温度（温度センサ１４０４ａによって
提供され得る）、風速、湿度、風向き及び降雨を測定するためのバロメータを含み得る。
環境センサ１４０４ｆは、元の情報を収集し、それを導波路システム１４０２のメモリ又
は遠隔データベースから取得され得る環境プロファイルと比較することによってこの情報
を処理して、それらがパターン認識、エキスパートシステム、知識に基づくシステム又は
他の人工知能、分類若しくは他の気象モデル化及び予測技術を介して生じる前に気象条件
を予測することができる。環境センサ１４０４ｆは、元のデータ、そしてその解析をネッ
トワーク管理システム１６０１に報告することができる。
【０１１２】
　画像センサ１４０４ｇは、導波路システム１４０２付近の画像を撮影するためのデジタ
ルカメラ（例えば、電荷結合デバイスすなわちＣＣＤイメージャ、赤外線カメラなど）で
あればよい。画像センサ１４０４ｇは、複数の全体像（例えば、上面、底面、左面、右面
など）から電力線１４１０を検査するためのカメラの動き（例えば、実際の位置又は焦点
／ズーム）を制御する電気機械的な機構を含み得る。代替的に、画像センサ１４０４ｇは
、複数の全体像を取得するために電気機械的な機構を必要としないように設計されてもよ
い。画像センサ１４０４ｇによって生成される画像データの収集及び取得はネットワーク
管理システム１６０１によって制御されてもよいし、又は画像センサ１４０４ｇによって
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自動的に収集されてネットワーク管理システム１６０１に報告されるようにしてもよい。
【０１１３】
　電力線１４１０（又は他の任意の形態の電磁波の伝送媒体）の電磁波の伝送を阻害し得
る外乱を検出、予測及び／又は軽減するための導波路システム１４０２及び／又は電力線
１４１０に関連する遠隔測定情報を収集するのに適した他のセンサが、導波路システム１
４０２によって利用され得る。
【０１１４】
　図１６は、ここに記載される種々の形態による、電力グリッド１６０３及びそこに組み
込まれた通信システム１６０５を管理するためのシステム１６００の例示の非限定的な実
施形態を示すブロック図である。通信システム１６０５は、電力グリッド１６０３の電力
線１４１０に結合された複数の導波路システム１４０２を備える。通信システム１６０５
において使用される導波路システム１４０２の少なくとも一部分は、基地局１４１４及び
／又はネットワーク管理システム１６０１との直接通信状態にある。基地局１４１４又は
ネットワーク管理システム１６０１に直接接続されていない導波路システム１４０２は、
基地局１４１４又はネットワーク管理システム１６０１に接続された他のダウンストリー
ム導波路システム１４０２によって基地局１４１４又はネットワーク管理システム１６０
１のいずれかとの通信セッションに加わることができる。
【０１１５】
　ネットワーク管理システム１６０１は、電力グリッド１６０３及び通信システム１６０
５に関連する状態情報を各エンティティに提供するために、それぞれ電力会社１６０２の
機器及び通信サービスプロバイダ１６０４の機器に通信可能に結合され得る。ネットワー
ク管理システム１６０１、電力会社１６０２の機器及び通信サービスプロバイダ１６０４
は、電力会社の職員１６０６によって利用される通信デバイス及び／又は通信サービスプ
ロバイダの職員１６０８によって利用される通信デバイスに対して、状態情報を提供する
ため並びに／又はそのような職員を電力グリッド１６０３及び／若しくは通信システム１
６０５の管理に向けるために、アクセスすることができる。
【０１１６】
　図１７Ａは、図１６のシステム１６００の通信ネットワークにおいて発生する外乱を検
出及び軽減するための方法１７００の例示の非限定的な実施形態のフロー図を示す。方法
１７００は、導波路システム１４０２が、電力線１４１０の表面に沿って伝搬する変調さ
れた電磁波又は他のタイプの電磁波に埋め込まれ、若しくはその部分を形成するメッセー
ジを送信及び受信するステップ１７０２で開始する。メッセージは、ボイスメッセージ、
ストリーミングビデオ、及び／又は通信システム１６０５に通信可能に結合された通信デ
バイス間で交換される他のデータ／情報であればよい。ステップ１７０４において、導波
路システム１４０２のセンサ１４０４は、検知データを収集することができる。一実施形
態では、ステップ１７０２におけるメッセージの送信及び／若しくは受信の前、その最中
又はその後にステップ１７０４において、検知データが収集されてもよい。ステップ１７
０６において、導波路システム１４０２（又はセンサ１４０４自体）が、導波路システム
１４０２で発生し（例えば、それによって送信され）又はそれによって受信される通信に
影響し得る通信システム１６０５における実際の又は予測された外乱の発生を検知データ
から特定することができる。導波路システム１４０２（又はセンサ１４０４）は、温度デ
ータ、信号反射データ、エネルギー損失データ、ノイズデータ、振動データ、環境データ
又はその組合せを処理してこの決定を下すことができる。導波路システム１４０２（又は
センサ１４０４）はまた、外乱源及び／又は通信システム１６０５におけるその位置を検
出、特定、推定又は予測し得る。外乱がステップ１７０８において検出／特定も予測／推
定もされない場合、導波路システム１４０２は、電力線１４１０の表面に沿って伝搬する
変調された電磁波に埋め込まれ、又はその部分を形成するメッセージを送信及び受信し続
けるステップ１７０２に進む。
【０１１７】
　ステップ１７０８において外乱が発生したと検出／特定又は予測／推定された場合、導
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波路システム１４０２は、外乱が通信システム１６０５におけるメッセージの送信又は受
信に悪影響を与えるか（あるいは、悪影響を与える可能性があるか、又は悪影響を及ぼし
得る程度）を判定するステップ１７１０に進む。一実施形態では、継続時間閾値及び発生
頻度閾値がステップ１７１０において用いられて、外乱が通信システム１６０５における
通信に悪影響を与える場合を特定することができる。説明の目的のみで、継続時間閾値が
５００ｍｓに設定され、発生頻度閾値が１０秒の観測期間に５回の外乱の発生に設定され
るものとする。したがって、５００ｍｓよりも長い継続時間を有する外乱が、継続時間閾
値をトリガすることになる。さらに、１０秒の時間間隔において５回よりも多い何らかの
外乱の発生が発生頻度閾値をトリガすることになる。
【０１１８】
　一実施形態では、外乱は、継続時間閾値のみを超える場合に通信システム１６０５にお
ける信号の完全性に悪影響を与えるものとしてもよい。他の実施形態では、外乱は、継続
時間閾値及び発生頻度閾値の双方を超える場合に通信システム１６０５における信号の完
全性に悪影響を与えるものとしてもよい。したがって、通信システム１６０５における信
号の完全性に悪影響を与える外乱を分類することについて、後者の実施形態は、前者の実
施形態よりも保守的である。多数の他のアルゴリズム並びに関連のパラメータ及び閾値が
、例示の実施形態によってステップ１７１０について利用され得ることが分かるはずであ
る。
【０１１９】
　方法１７００に戻り、ステップ１７１０において、ステップ１７０８で検出された外乱
が、悪影響を受ける通信の条件を満たさない（例えば、継続時間閾値も発生頻度閾値も超
えない）場合、導波路システム１４０２はステップ１７０２に進み、メッセージの処理を
継続し得る。例えば、ステップ１７０８において検出される外乱が１０秒の期間に１回の
発生で１ｍｓの継続時間を有する場合は、いずれの閾値も超えない。結果として、そのよ
うな外乱は通信システム１６０５における信号完全性にわずかな影響しか有さないとみな
すことができ、したがって軽減を要する外乱としてフラグが立てられることはない。フラ
グは立てられないが、外乱の発生、その発生時間、その発生頻度、スペクトルデータ及び
／又は他の有用な情報が、監視の目的で遠隔測定データとしてネットワーク管理システム
１６０１に報告されてもよい。
【０１２０】
　ステップ１７１０に戻り、一方で、悪影響を受ける通信の条件を外乱が満たす（例えば
、閾値の一方又は両方を超える）場合、導波路システム１４０２はステップ１７１２に進
み、その事象をネットワーク管理システム１６０１に報告し得る。報告は、センサ１４０
４によって収集された元の検知データ、導波路システム１４０２によって既知の場合には
外乱の説明、外乱の発生時間、外乱の発生頻度、外乱に対応付けられる位置、ビットエラ
ーレート、パケット損失レート、再送信要求、ジッタ、待ち時間などのパラメータ読取り
値などを含み得る。外乱が導波路システム１４０２の１以上のセンサによる予測に基づく
場合、報告は、想定される外乱のタイプ、並びに予測可能な場合には、予測が導波路シス
テム１４０２のセンサ１４０４によって収集された履歴上の検知データに基づく場合、外
乱の予想発生時間、及び予測される外乱の予想発生頻度を含み得る。
【０１２１】
　ステップ１７１４において、ネットワーク管理システム１６０１は、軽減、迂回又は補
正技術を決定することができ、これは、外乱の位置が特定され得る場合に外乱を迂回する
ように導波路システム１４０２にトラフィックを経路変更させることを含み得る。一実施
形態では、外乱を検出する導波路システム１４０２は、図１８Ａに示すような中継器１８
０２に、外乱の影響を受ける主電力線１８０４から副電力線１８０６に導波路システム１
４０２を接続させて、導波路システム１４０２がトラフィックを異なる伝送媒体に経路変
更し、外乱１８０１を回避することを可能とする。導波路システム１４０２が中継器１８
０２などの中継器として構成される実施形態では、導波路システム１４０２はそれ自体で
、主電力線１８０４から副電力線１８０６へのトラフィックの経路変更を実行することが
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できる。また、双方向通信（例えば、全二重又は半二重通信）について、中継器１８０２
は、導波路システム１４０２による処理のために、副電力線１８０６から主電力線１８０
４にトラフィックを経路変更して戻すように構成され得る。
【０１２２】
　他の実施形態では、導波路システム１４０２は、外乱のアップストリームに配置された
第１の中継器１８１２及び外乱のダウンストリームに配置された第２の中継器１８１４に
指示することによってトラフィックを再方向付けして、図１８Ｂに示すように外乱１８０
１を回避する態様で主電力線１８０４から一時的に副電力線１８０６にトラフィックを再
方向付けしてから主電力線１８０４に戻す。また、双方向通信（例えば、全二重又は半二
重通信）について、中継器１８１２及び１８１４が、副電力線１８０６から主電力線１８
０４にトラフィックを経路変更して戻すように構成され得る。
【０１２３】
　副電力線１８０６で発生している既存の通信セッションを中断することを回避するため
に、ネットワーク管理システム１６０１は、データ及び／又は音声トラフィックを主電力
線１８０４から離れるように再方向付けて外乱１８０１を迂回するために、（図１８Ａ～
１８Ｂの実施形態における）導波路システム１４０２に、副電力線１８０６の未使用のタ
イムスロット及び／又は周波数帯を利用するように中継器に指示させる。
【０１２４】
　ステップ１７１６において、トラフィックが経路変更されて外乱を回避する間に、ネッ
トワーク管理システム１６０１は電力会社１６０２の機器及び／又は通信サービスプロバ
イダ１６０４の機器に通知することができ、それは同様に、検出された外乱及び分かる場
合にはその位置を電力会社１６０６の職員及び／又は通信サービスプロバイダ１６０８の
職員に通知することができる。いずれかの団体からの現場要員が出向いて、特定された外
乱位置において外乱を解消させることができる。電力会社の職員及び／又は通信サービス
プロバイダの職員によって外乱が除去され、あるいは軽減されると、その職員は、ネット
ワーク管理システム１６０１に通信可能に結合された現場機器（例えば、ラップトップコ
ンピュータ、スマートフォンなど）並びに／又は電力会社の及び／若しくは通信サービス
プロバイダの機器を利用して、彼らのそれぞれの会社及び／又はネットワーク管理システ
ム１６０１に通知することができる。通知は、外乱がどのように軽減されたかの説明、及
び通信システム１６０５のトポロジーを変化させ得る電力線１４１０への何らかの変化を
含み得る。
【０１２５】
　外乱が解消されると、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７２０におい
て導波路システム１４０２に、導波路システム１４０２に使用された以前の経路構成を回
復させ、又は外乱を軽減するのに使用された回復戦略が通信システム１６０５の新たなネ
ットワークトポロジーをもたらす場合に新たな経路構成に従ってトラフィックを経路付け
させることができる。他の実施形態では、導波路システム１４０２は、いつ外乱が除去さ
れたかを特定するように電力線１４１０にテスト信号を送信することによって外乱の軽減
を監視するように構成され得る。外乱がないことを導波路１４０２が検出すると、それは
、通信システム１６０５のネットワークトポロジーが変化していないと判定した場合に、
ネットワーク管理システム１６０１の補助なしにその経路構成を自律的に回復することが
でき、又は検出された新たなネットワークトポロジーに適合する新たな経路構成を利用す
ることができる。
【０１２６】
　図１７Ｂは、図１６のシステム１６００の通信ネットワークにおいて発生している外乱
を検出及び軽減するための方法１７５０の例示の非限定的な実施形態のフロー図を示す。
一実施形態では、方法１７５０は、ネットワーク管理システム１６０１が電力会社１６０
２の機器又は通信サービスプロバイダ１６０４の機器から保守計画に関連する保守情報を
受信するステップ１７５２で始まる。ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１
７５４において、保守情報から保守計画中に実行される保守活動を特定することができる
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。これらの活動から、ネットワーク管理システム１６０１は、保守（例えば、電力線１４
１０の計画された交換、電力線１４１０上の導波路システム１４０２の計画された交換、
電力グリッド１６０３における電力線１４１０の計画された再構成など）から生じる外乱
を検出することができる。
【０１２７】
　他の実施形態では、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７５５において
、１以上の導波路システム１４０２からの遠隔測定情報を受信することができる。遠隔測
定情報は、とりわけ、遠隔測定情報を提出する各導波路システム１４０２のアイデンティ
ティ、各導波路システム１４０２のセンサ１４０４によって取得される測定値、予測され
、推定され、又は各導波路システム１４０２のセンサ１４０４によって検出された実際の
外乱、各導波路システム１４０２に関連する位置情報、検出された外乱の推定位置、外乱
の特定などを含み得る。ネットワーク管理システム１６０１が、導波路の動作、配線表面
に沿う電磁波の送信又はその両方に不利となり得る外乱のタイプを遠隔測定情報から特定
することができる。ネットワーク管理システム１６０１はまた、複数の導波路システム１
４０２からの遠隔測定情報を用いて外乱を遮断及び特定することができる。さらに、ネッ
トワーク管理システム１６０１は、影響される導波路システム１４０２付近の導波路シス
テム１４０２に遠隔測定情報を要求して、他の導波路システム１４０２から同様の遠隔測
定情報を受信することによって外乱の位置を三角測量し、及び／又は外乱の特定を認証す
ることができる。
【０１２８】
　さらに他の実施形態では、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７５６に
おいて、保守現場要員から計画外の活動報告を受信することができる。計画外の保守は、
計画されていない現場の要求の結果として、又は現場の要求若しくは計画された保守活動
中に発見された予想外の現場での問題の結果として発生し得る。活動報告は、通信システ
ム１６０５及び／又は電力グリッド１６０３において発見された問題に対処する現場要員
によってもたらされる電力グリッド１６０３のトポロジー構成に対する変化、１以上の導
波路システム１４０２（その交換又は修理など）への変化、もしあれば実行された外乱の
軽減などを特定することができる。
【０１２９】
　ステップ１７５８において、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７５２
から１７５６に従って受信された報告から、保守計画に基づいて外乱が発生するのか、遠
隔測定データに基づいて外乱が発生したのか若しくは発生することが予測されるのか、又
は現場活動報告において特定された計画外保守に起因して外乱が発生したのかを判定する
ことができる。これらの報告のいずれからも、ネットワーク管理システム１６０１は、検
出又は予測された外乱が、影響された導波路システム１４０２又は通信システム１６０５
の他の導波路システム１４０２によるトラフィックの経路付けを要するかを判定すること
ができる。
【０１３０】
　ステップ１７５８において外乱が検出又は予測された場合に、ネットワーク管理システ
ム１６０１は、１以上の導波路システム１４０２に、トラフィックを経路変更させて図１
８Ａ又は１８Ｂの説明と同様の外乱を迂回するステップ１７６０に進む。電力グリッド１
６０３の恒久的なトポロジー変化に起因して外乱が恒久的である場合、ネットワーク管理
システム１６０１はステップ１７７０に進み、ステップ１７６２、１７６４、１７６６及
び１７７２を飛ばす。ステップ１７７０において、ネットワーク管理システム１６０１は
、１以上の導波路システム１４０２に、新たなトポロジーに適合する新たな経路構成を使
用させることができる。一方、１以上の導波路システム１４０２によって供給される遠隔
測定情報から外乱が検出された場合、ネットワーク管理システム１６０１は電力会社１６
０６又は通信サービスプロバイダ１６０８の保守要員に外乱の位置、分かる場合には外乱
のタイプ、及びその職員が外乱を軽減するのに役立ち得る関連の情報を通知することがで
きる。外乱が保守活動に起因すると予想される場合、ネットワーク管理システム１６０１
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は、１以上の導波路システム１４０２に（保守計画に従う）所与の計画でトラフィック経
路を再構成させて、保守期間中の保守活動によって生じる外乱を回避することができる。
【０１３１】
　ステップ１７６０に戻り、それが完了すると、処理はステップ１７６２を継続し得る。
ステップ１７６２において、ネットワーク管理システム１６０１は、外乱が現場要員によ
って軽減された時を監視することができる。外乱の軽減は、現場機器（例えば、ラップト
ップコンピュータ又はハンドヘルドコンピュータ／デバイス）を利用して通信ネットワー
ク（例えば、セルラ通信システム）を介して現場要員によってネットワーク管理システム
１６０１に提出された現場報告を解析することによってステップ１７６２において検出さ
れ得る。外乱が軽減されたことを現場要員が報告した場合、ネットワーク管理システム１
６０１はステップＳ１７６４に進んで外乱を軽減するのにトポロジーの変化を要したかを
現場報告から判定することができる。トポロジーの変化は、電力線１４１０を経路付けす
ること、導波路システム１４０２を再構成して異なる電力線１４１０を利用すること、あ
るいは代替のリンクを利用して外乱を迂回することなどを含み得る。トポロジーの変化が
起こった場合、ステップ１７７０において、ネットワーク管理システム１６０１は、１以
上の導波路システム１４０２に、新たなトポロジーに適合する新たな経路構成を使用させ
ることができる。
【０１３２】
　一方、トポロジーの変化が現場要員によって報告されなかった場合、ネットワーク管理
システム１６０１は、１以上の導波路システム１４０２にテスト信号を送信させて、検出
された外乱以前に使用されていた経路構成をテストするステップ１７６６に進む。テスト
信号は、外乱の付近において影響を受けた導波路システム１４０２に送信され得る。テス
ト信号は、信号の外乱（例えば、電磁波の反射）が導波路システム１４０２のいずれかに
よって検出されたのかを判定するのに使用され得る。以前の経路構成が以前に検出された
外乱を受けなくなったことがテスト信号によって確認される場合には、ステップ１７７２
において、ネットワーク管理システム１６０１は、影響を受けた導波路システム１４０２
に以前の経路構成を回復させる。一方、１以上の導波路システム１４０２によって解析さ
れてネットワーク管理システム１６０１に報告されたテスト信号が外乱又は新たな外乱が
存在することを示す場合には、ネットワーク管理システム１６０１は、ステップ１７６８
に進み、現場要員にこの情報を報告して現場での問題にさらに対処することになる。ネッ
トワーク管理システム１６０１は、この状況において、ステップ１７６２において外乱の
軽減を監視し続ける。
【０１３３】
　前述の実施形態では、導波路システム１４０２は、電力グリッド１６０３における変化
及び／又は外乱の軽減に自己適合するように構成され得る。すなわち、１以上の影響を受
けた導波路システム１４０２は、外乱の軽減を自己監視し、ネットワーク管理システム１
６０１によって命令がそれらに送信されることを要さずにトラフィック経路を再構成する
ように構成され得る。この実施形態では、自己構成可能な１以上の導波路システム１４０
２が、ネットワーク管理システム１６０１が通信システム１６０５の通信トポロジーのマ
クロレベルの視点を維持することができるように、その経路選択をネットワーク管理シス
テム１６０１に通知することができる。
【０１３４】
　図１７Ａ及び１７Ｂにおいては説明の簡略化のためにそれぞれの処理を一連のブロック
としてそれぞれ図示及び記載したが、あるブロックはここに図示及び記載されるものとは
異なる順序で及び／又は他のブロックと同時に行われ得るため、請求項に記載される事項
はブロックの順序によっては限定されないことが理解及び把握される。さらに、ここに記
載される方法を実施するのに、記載されるすべてのブロックが必要となるわけではない。
【０１３５】
　図１９は、図２０の通信システムにおける障害を緩和するための方法１９００の例示の
非限定的な実施形態のフロー図を示す。方法１９００は、ステップ１９０２において始ま
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り、図１４に示すような導波路システムが、図２０の符号２０３０によって図示される主
通信リンク（ここでは主通信リンク２０３０という）における障害を検出する。ロングホ
ール通信について、主通信リンク２０３０は、電力グリッドの高圧電線（例えば、１００
ｋＶ～１３８ｋＶ）、極高圧電線（例えば、２３０ｋＶ～８００ｋＶ）又は超高圧電線（
例えば、８００ｋＶ超）を表す。一般に、そのような電力線は、一実施形態では安全上の
理由から電柱の高い場所に配置され、木の枝からの障害の可能性を低減する。ショートホ
ール通信（例えば、都会、郊外又は田舎の地域）について、主通信リンク２０３０は、中
圧電線（例えば、４ｋＶ～６９ｋＶ）を表し、一般に低圧電線、電話線及び／又は同軸ケ
ーブル線の上部に位置する。したがって、主通信リンク２０３０は例示の実施形態から逸
脱することなく同様に電柱上の種々の位置にある非高圧（例えば、中圧又は低圧）電線を
含み得ることが分かるはずである。
【０１３６】
　しかし、木の枝からの障害はそのような電線で起こり得るものであり、それは前述した
ように図１４に示す導波路システムのセンサによって検知され得る。一般に、障害は、デ
ータを搬送して主通信リンク２０３０の表面を伝搬する電磁波の送信又は受信に悪影響を
及ぼし得る導波路システムのセンサによって検知又は検出される何らかの外乱であり得る
。データの非限定的な説明は、音声通信サービス、インターネットサービス、ブロードキ
ャストビデオサービス、コンテンツの配信を制御するため及び／又は音声及び／若しくは
データ通信セッションを確立するための制御データ、他のネットワークからの音声若しく
はデータ通信、又はその任意の組合せにおける他のタイプのデータサービスを含み得る。
【０１３７】
　ステップ１９０４において、導波路システム１４０２は、図１４及び１６に示すような
ネットワーク管理システム１６０１に障害又はそれに関連する情報を報告することができ
る。例えば、導波路システム１４０２は、障害のタイプ、障害の位置、品質メトリクス（
ここに記載される）及び／又は信号強度、信号損失、遅延時間、パケット損失などを含む
障害に関連する他の通信パラメータ情報を識別し得る。一実施形態では、ネットワーク管
理システム１６０１は、ステップ１９０６において、主通信リンク２０３０における障害
の場合にバックアップ通信サービスを提供する１以上のバックアップ通信媒体又はリンク
を導波路システム１４０２に選択させることによって退避アクションをとることができる
。他の実施形態では、導波路システム１４０２は、ステップ１９０６において１以上のバ
ックアップ通信媒体又はリンクを選択することによって通信サービスをアクティブに維持
するように退避アクションを自律的にとることができる。導波路システム１４０２は、選
択基準に基づいてバックアップ通信媒体又はリンクを選択するように構成され得る。選択
基準は、バックアップ通信媒体がバックアップ通信サービスに適することを検証するのに
使用され得る品質メトリクスを含み得る。品質メトリクスは、限定することなく、所望の
通信帯域幅、所望のサービス品質（ＱｏＳ）、所望の信号対ノイズ比、所望のビットエラ
ーレート性能、所望のパケット損失性能、所望のデータスループット、所望のジッタ性能
、所望の遅延時間性能などを含み得る。
【０１３８】
　図２０の符号２００６、２００８又は２０１０のいずれかによって示され得る導波路シ
ステム（ここでは、導波路システム２００６、２００８又は２０１０という）は、バック
アップ通信サービスを開始するための複数の選択肢を有し得る。例えば、導波路システム
２００６は、図１４の符号１４０８などの通信インターフェースに結合され得るアンテナ
２０１２を有して、基地局２００２、基地局２００４、又はアンテナ２０１２との無線通
信インターフェースを展開する導波路システム２００８などの他の導波路システムとの無
線通信（例えば、ＬＴＥ、ＷｉＦｉ、４／５Ｇ又はその他）に導波路システム２００６が
関与することを可能とすることができる。したがって、導波路システム２００６は、第１
の無線リンクを介して基地局２００２にデータを再方向付けることができる。基地局２０
０２は、同様に、第２の無線リンクを介して導波路システム２００８にデータを再方向付
けることができる。そして、導波路システム２００８は、主リンク２０３０を伝搬する電
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磁波を用いてデータを再送信することができる。
【０１３９】
　同様に、導波路システム２００６は、第１の無線リンクを介して第１の基地局２００４
にデータを再方向付けることができる。基地局２００４は、同様に、高速有線リンク２０
１３（例えば、ファイバ）を介して地上線ネットワーク２０２０にデータを再方向付けす
ることができる。地上線２０２０はまた、他の高速リンク２０１３を介してローカル基地
局２０１４（例えば、マイクロセル）にデータを再方向付けすることができる。そして、
ローカル基地局２０１４は、主通信リンク２０３０を伝搬する電磁波を用いてデータを再
送信する導波路システム２０１０にデータを供給することができる。さらに、導波路シス
テム２００６は、無線リンクを介して導波路システム２００８にデータを再方向付けする
ことができる。そして、導波路システム２００８は、主通信リンク２０３０を伝搬する電
磁波を用いてデータを再送信することができる。
【０１４０】
　上記例示の実施形態の各々では、データは導波路システム２００６によってバックアッ
プ通信媒体又はリンクに送信され、それにより、障害によって影響を受けていない主通信
リンク２０３０の一部分にデータが再方向付けされて戻る。主通信リンク２０３０の影響
を受けていない部分は、ネットワーク管理システム１６０１によって識別され得る。ネッ
トワーク管理システム１６０１は、同様に、導波路システム２００６によって選択された
バックアップ通信媒体の通信ノードでトラフィックのフローを調整して、主通信リンク２
０３０の影響を受けていない部分にデータを再方向付けして戻すことができる。
【０１４１】
　しかし、バックアップ通信媒体又はリンクのいずれかに接続するのに無線リンクを用い
ると、実施形態によっては、影響を受けた主通信リンク２０３０の元の帯域幅容量よりも
少ない帯域幅がもたらされてしまう。そのような実施形態では、導波路システム２００６
は、方法１９００によってステップ１９２０、１９２２及び１９２４で対処されるように
、選択されたバックアップ通信媒体を介して再送信を適合させるのにデータの帯域幅を調
整することが必要となり得る。帯域幅調整の必要性を減少させ、又はなくすために、導波
路システム２００６は、複数の無線バックアップ通信媒体を選択して、選択されたバック
アップ通信媒体間でデータの部分を分散することによって、データの帯域幅を調整する必
要性を緩和することができる。
【０１４２】
　導波路システム２００６は、無線バックアップリンクに加えて、線２０４０など、その
付近にある影響を受けていない線に結合され得る（導波路システム２００６に取り込まれ
た）導波路２００５を用いることができ、それは、バックアップ通信サービスを提供する
ための副通信リンク（ここでは副通信リンク２０４０という）として作用し得る。ロング
ホール通信について、副通信リンク２０４０は、２以上の高圧電線が利用可能である場合
には他の高圧電線、又は利用可能であれば中圧電線を表し得る。ショートホール通信（例
えば、都会、郊外又は田舎の地域）について、副通信リンク２０４０は、電力を商用及び
／若しくは住宅用施設に流通するための低圧電線（例えば、２４０Ｖなど、１０００ボル
ト未満）、電話線又は同軸ケーブル線を表し得る。説明の便宜上、線２０４０は、電力線
であるものとし、したがって電力線２０４０という。なお、ただし、線２０４０は、導波
路システム２００６にアクセス可能な電話線又は同軸ケーブルなどの非電力線であっても
よい。なお、低圧電線、電話線又は同軸ケーブル線は、一般に中圧電線の下に配置される
ので、副通信リンク２０４０の表面上の電磁波の送信又は受信に悪影響を及ぼす外乱の原
因となり得る木の枝などの障害物に対してより影響されやすくなる。
【０１４３】
　副通信リンク２０４０によって導波路システム２００６が導波路システム２００８と通
信することが可能となり、これはまた、そこに取り込まれて副通信リンク２０４０に結合
される導波路２００９を有する。この構成では、副通信リンク２０４０が、導波路システ
ム２００６と導波路システム２００８の間に発生し得る主通信リンク２０３０における障
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害を迂回するのに使用され得る。この説明では、導波路システム２００８は、導波路シス
テム２００６によって検出された障害によって影響を受けていない主通信リンク２０３０
の一部分に通信サービスを再確立して戻すことができる。ただし、主通信リンク２０３０
での障害が導波路システム２００６及び導波路システム２００８の双方に影響を及ぼす場
合、導波路システム２００６は副通信リンク２０４０を用いてローカル基地局２０１４と
通信することができ、それは、図１４に示すようなそれ自体の導波路システムとともに、
データを搬送して副通信リンク２０４０の表面を伝搬する電磁波を受信及び送信するよう
に構成され得る。ローカル基地局２０１４は、同様に、主通信リンク２０３０へのその送
信をダウンストリームの導波路システム（不図示）に再方向付けすることができる導波路
システム２０１０にデータを供給することができる。
【０１４４】
　また、データは、副通信リンク２０４０にいくつかの態様で再方向付けされ得る。一実
施形態では、主通信リンク２０３０を伝搬する電磁波は、副通信リンク２０４０に再方向
付けされ得る。これは、導波路２００５の一端を副通信リンク２０４０に接続し、導波路
２００５の他端を主通信リンク２０３０の影響を受けていない部分に接続することによっ
て実現され得る。この構成では、主通信リンク２０３０を流れる電磁波が導波路２００５
によって副通信リンク２０４０に再方向付けされ、副通信リンク２０３０を流れる電磁波
が導波路２００５によって主通信リンク２０４０に再方向付けされ得る。
【０１４５】
　一実施形態では、主通信リンク２０３０の方向又は副通信リンク２０４０の方向に導波
路２００５を介して伝搬する電磁波が増幅されることはない。例えば、導波路２００５は
、いずれの方向でも導波路２００５を介して流れる電磁波を修正するための能動回路がな
い主及び副通信リンク２０３０及び２０４０の両端にそれぞれ結合された受動誘電体導波
路デバイスとなり得る。代替的に、１以上の増幅器が、主通信リンク２０３０の方向及び
／又は副通信リンク２０４０の方向に導波路２００５を介して伝搬する電磁波を増幅する
ように導波路２００５に付加されてもよい。例えば、導波路２００５は、主通信リンク２
０３０の方向に伝搬する電磁波を増幅する能動回路及び／又は副通信リンク２０４０の方
向に伝搬する電磁波を増幅する能動回路を含み得る。
【０１４６】
　さらに他の実施形態では、導波路デバイス２００５は、図９に示すような能動回路を利
用して、主通信リンク２０３０において伝搬する電磁波に含まれるデータを抽出して副通
信リンク２０４０に送信される新たな電磁波で同じデータを再送信することができる図８
に示すような中継器によって表され得る。同様に、図９の回路が、副通信リンク２０４０
において伝搬する電磁波に含まれるデータを抽出して、主通信リンク２０３０に送信され
る新たな電磁波で同じデータを再送信するのに使用され得る。
【０１４７】
　さらに他の実施形態では、導波路システム２００６はまた、導波路システム２００６を
ローカル基地局２０１５（例えば、マイクロセル）に結合するリンク２００７を含み得る
。リンク２００７は、導波路システム２００６がデータをローカル基地局２０１５に再方
向付けすることを可能とするファイバリンクなどの高速通信リンクであればよく、それは
、同様に、主通信リンク２０３０にデータを再方向付けして戻すためにそのような信号を
導波路システム２０１０に示すことができる他のローカル基地局２０１４にデータを同様
に供給する地上線ネットワーク２０２０にデータを方向付けることができる。
【０１４８】
　上記説明に基づいて、導波路システム２００６は、ステップ１９０６において、その帯
域幅の必要性に応じて１以上のバックアップ通信媒体又はリンクを選択するためのいくつ
かの選択肢を有し、それは（１）導波路システム２００６が導波路システム２０１０を介
して主通信リンク２０３０にデータを再方向付けして戻すことを可能とする高速リンク２
００７を介したローカル基地局２０１５への有線接続、（２）導波路システム２００６が
導波路システム２００８を介して主通信リンク２０３０にデータを再方向付けして戻すこ
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とを可能とする導波路システム２００６の導波路２００５を介した副通信リンク２０４０
への接続、（３）導波路システム２００６がローカル基地局２０１４を用いて導波路シス
テム２０１０を介して主通信リンク２０３０にデータを再方向付けして戻すことも可能と
する導波路システム２００６の導波路２００５を介した副通信リンク２０４０への接続、
（４）導波路システム２００６が導波路システム２００８を介して主通信リンク２０３０
にデータを再方向付けして戻すことを可能とする基地局２００２への無線リンク、（５）
導波路システム２００６がローカル基地局２０１４を用いて導波路システム２０１０を介
して主通信リンク２０３０にデータを再方向付けして戻すことを可能とする基地局２００
４への無線リンク、及び（６）主通信リンク２０３０にデータを再方向付けして戻すこと
ができる導波路システム２００８への無線リンクを含む。
【０１４９】
　導波路システム２００６が１以上のバックアップ通信リンクを選択すると、ステップ１
９０８に進み、特定のバックアップ通信リンクが電力グリッドの部分であるか、その他（
例えば、ローカル基地局への無線リンク又は有線リンク）であるのかを判定することがで
きる。２以上のバックアップ通信リンクが導波路システム２００６によって選択されるこ
とが可能であるため、ステップ１９１０及び１９１４は、電力グリッドのバックアップリ
ンク、バックアップ無線リンク及び／又はローカル基地局へのバックアップ有線リンクの
各インスタンスに対して同時に又は順次発動され得る。
【０１５０】
　電力グリッドのバックアップリンクについて、導波路システム２００６は、副通信リン
ク２０４０の電磁波テスト信号を送信するように構成され得る。電磁波テスト信号は、導
波路システム２００８及び／又はローカル基地局２０１４（集積導波路システムを有する
ものとする）によって受信され得る。テスト信号は、導波路システム２００８及び／又は
ローカル基地局２０１４によって解析され得る。テスト信号は、例えば、信号対ノイズ比
、データスループット、ビットエラーレート、パケット損失レート、ジッタ、遅延時間、
及び導波路システム２００６によって選択基準と比較され得る他のメトリックについて測
定され得る。テスト結果は、ステップ１９１２において導波路システム２００８及び／又
はローカル基地局２０１４によって副通信リンク２０４０を介して、又は導波路システム
２００８の場合には無線リンクを介して、並びにローカル基地局２０１４の場合には有線
リンク２０１３及び２０１１を介して導波路システム２００６に返信され得る。選択基準
によって導波路システム２００８及び／又はローカル基地局２０１４から返信されたテス
ト結果を解析することに加えて、導波路システム２００６はまた、信号反射測定値及び本
開示で説明した他の測定値などの副通信リンク２０４０に対して自律的なテストを実行す
ることもできる。
【０１５１】
　非電力系グリッドバックアップリンクについて、導波路システム２００６は、使用され
る伝送媒体のタイプに適したテスト信号を送信することができる。無線リンクの場合、導
波路システム２００６は、無線テスト信号を基地局２００２、基地局２００４及び／又は
導波路システム２００８に送信することができる。導波路システム２００６は、各無線リ
ンクについての受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）、各無線リンクについての信号対ノイズ比
、データスループット、ビットエラーレート、パケット損失レート、及び各無線リンクの
適性を判定するための選択基準に適用可能な他の測定値を判定することができる。テスト
結果はまた、ステップ１９１２において、基地局２００２及び２００４から導波路システ
ム２００６によって並びに／又は無線リンクを介して導波路システム２００８によって受
信され得る。リンク２００７などの有線（非電力系グリッド）リンクの場合、導波路２０
０６は、導波路システム２０１０との通信をテストするためのテスト信号を送信すること
ができる。同様に、テスト結果は、選択基準との比較のために、導波路システム２０１０
及び／又は中間ノード（例えば、地上線ネットワーク２０２０及び／又はローカル基地局
２０１５）から戻されて受信され得る。
【０１５２】
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　ステップ１９１６では、導波路システム２００６は、導波路システム２００６によって
使用される選択基準に応じて、バックアップリンクがバックアップ通信サービスに適する
か否かを評価することができる。バックアップリンクがバックアップ通信サービスに利用
可能でないか適さない場合、導波路システム２００６はステップ１９１８に進み、この問
題を利用可能なバックアップリンクを介してネットワーク管理システム１６０１に報告し
、ステップ１９０６において他のバックアップリンク（利用可能な場合）を選択すること
に進む。他のバックアップリンクが選択された場合、導波路システム２００６は、前述し
たようなステップ１９０８～１９１２を実行することができる。ステップ１９１６におい
て１以上のバックアップリンクがバックアップ通信サービスに適するものと検証された場
合には、導波路システム２００６はステップ１９２０に進み、主通信リンク２０３０にお
いて使用される帯域幅をサポートしてデータを搬送するのにバックアップリンクが充分な
帯域幅を提供するかを判定する。
【０１５３】
　バックアップリンクが主通信リンク２０３０でのデータの送信に当初使用された帯域幅
をサポートすることができない場合、導波路システム２００６はステップ１９２２に進み
、データの帯域幅を、それがバックアップリンクに適するように調整することができる。
リアルタイム送波、例えば、リアルタイムオーディオ又はビデオ信号が存在する場合、ト
ランスコーダは、調整された帯域幅に従うようにこれらのリアルタイム信号をコード変換
してビットレートを低減することができる。他の実施形態では、非リアルタイム信号の送
信レートは、データに含まれるリアルタイム信号に関連するサービスの品質を維持するよ
うに低減され得る。このステップでは、導波路システム２００６は、データの帯域幅が調
整されることを、利用可能なバックアップリンクを介してネットワーク管理システム１６
０１に通知することができる。ネットワーク管理システム１６０１は、一実施形態では、
通信帯域幅がバックアップサービスを適合させるために調整されなければならないことを
、障害によって影響を受けたデバイスに（例えばバックアップリンクを介して）通知する
ことができる。代替的に、導波路システム２００６は、帯域幅の変化を影響されたデバイ
スにバックアップリンクを介して通知してもよい。
【０１５４】
　ステップ１９２２において帯域幅が調整されると、導波路システム２００６は、ステッ
プ１９２４に進み、バックアップリンクを介してデータを再方向付けすることを開始する
ことができる。帯域幅の調整が必要でない場合、導波路システム２００６はステップ１９
２６に進み、その元の帯域幅に従ってデータを再方向付けすることができる。他の実施形
態では、バックアップリンクの帯域幅容量が主通信リンク２０３０でのデータの送信に当
初使用された帯域幅に対応しない場合、導波路システム２００６はステップ１９０６に進
み、異なるバックアップリンクを選択することができる。
【０１５５】
　一実施形態では、バックアップリンク（すなわち、副通信リンク）は、他の通信デバイ
ス（例えば、導波路システム又は他の通信ノード）と共有され得る。一実施形態では、導
波路システム２００６は、他の通信デバイスによって使用される動作周波数とは異なるバ
ックアップリンクを介してデータを送信及び受信するための動作周波数を選択するように
構成され得る。他の実施形態では、導波路システム２００６は、他の通信デバイスによっ
て使用されるタイムスロット割当てとは異なるバックアップリンクを介してデータを送信
及び受信するためのタイムスロット割当てを選択するように構成され得る。さらに他の実
施形態では、導波路システム２００６は、他の通信デバイスによって使用される１以上の
動作周波数及び１以上のタイムスロット割当てとは異なるバックアップリンクを介してデ
ータを送信及び受信するための１以上動作周波数及び１以上のタイムスロット割当ての組
合せを選択するように構成され得る。
【０１５６】
　バックアップリンクが、主通信リンク２０３０が障害によって影響を受けていない地点
の電力グリッドへの通信アクセスを有する事例では、ステップ１９２８において、導波路
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システム２００６は、導波路システム２００６によって特定された電力グリッドにおける
影響を受けていない位置において、又はネットワーク管理システム１６０１によって識別
され、導波路システム２００６に伝達された影響を受けていない位置において、バックア
ップリンクにおける１以上の通信ノードに、データを主通信リンク２０３０に再方向付け
して戻させ、それによって障害を迂回させることができる。
【０１５７】
　バックアップリンクの使用中に、ネットワーク管理システム１６０１は、本開示におい
て前述したように電力又は通信会社の職員を向かわせて障害を解消することができる。ス
テップ１９３０において障害が解消されると、ネットワーク管理システム１６０１は、ス
テップ１９３２において、導波路システム２００６（及びバックアップリンクにおける他
の通信ノード）に、障害を解消するのに使用される緩和戦略に従ってデータのルーティン
グを回復又は再構成させることができる。代替的に、導波路システム２００６は、障害の
緩和のために電力グリッドを監視し、以前のルーティング構成を再使用できるか、又は電
力グリッドのネットワークトポロジーの検出可能な変化に基づいて新たなルーティング構
成を使用しなければならないかを自律的に判定する。１以上の導波路システム２００６に
よって検出された障害は、気象条件を原因とする断線した電力線、正常に動作していない
変圧器又はその他に起因する停電の結果であり得ることが分かるはずである。ネットワー
ク管理システム１６０１はまた、１以上の導波路システム２００６によってネットワーク
管理システム１６０１に送信される障害通知に基づいて停電の緩和を調整するように使用
され得る。副通信リンク（例えば、バックアップリンク）は、暗渠、地下電力線などのよ
うな地下伝送媒体であってもよいことが分かるはずである。
【０１５８】
　説明の簡明化のためにそれぞれの処理が図１９における一連のブロックとして図示及び
記載されたが、あるブロックは異なる順序で及び／又はここに図示及び記載されるものと
は異なるブロックと同時に行われ得るので、特許請求の範囲に記載される事項はそのブロ
ックの順序に限定されないことが理解及び把握されるべきである。さらに、ここに記載さ
れる方法を実施するのにすべての説明されるブロックが必要となるわけではない。なお、
図１９の処理は、本開示に記載される実施形態のいずれか、例えば、図１８Ａ及び１８Ｂ
に示すような電力グリッドにおける外乱を迂回することに関する実施形態などを実行する
ように修正され得る。
【０１５９】
　図２１は、図１６の通信システム１６０５などの通信システムにおいて通信モードを調
整するための方法２１００の例示の非限定的な実施形態のフロー図を示す。方法２１００
は、電力線１４１０における、電力線１４１０上の電磁波通信に悪影響を及ぼす条件が導
波路システム１４０２によって検出されるステップ２１０２で開始する。電力線１４１０
上の電磁（ＥＭ）波通信に悪影響を及し得る条件は、限定ではなく、図１５に示す障害物
など、導波路システム１４０２のセンサ１４０４によって検出可能な障害、現場職員によ
る電力線１４１０の予定された保守、現場職員によって行われるアドホック保守、又は導
波路システム１４０２及び／若しくはネットワーク管理システム１６０１によって検出可
能若しくは特定可能な他の条件を含み得る。不利な条件が導波路システム１４０２によっ
て検出又は特定される場合（ここでは、影響を受けた導波路システム１４０２という）、
ステップ２１０４において、それらは影響を受けたネットワーク管理システム１４０２に
よって、及びおそらくは同じ条件を検出又は特定する他の隣接導波路システムによって、
ネットワーク管理システム１６０１に報告され得る。
【０１６０】
　ステップ２１０６において、通信モードは、ステップ２１０２において検出又は特定さ
れた不利な条件に従って、影響を受けた導波路システム１４０２によって自律的に選択さ
れ、又は影響を受けた導波路システム１４０２はネットワーク管理システム１６０１によ
って与えられる命令に従って基づく通信モードを選択し得る。不利な条件が現場職員によ
る修復なしには軽減できず、影響を受けた導波路システム１４０２と他の導波路システム
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（例えば、落ちた電力線）との間の通信に条件が深刻に又は著しく通信に影響を及ぼす事
例では、ステップ２１０８において選択される通信モードのタイプは、影響を受けた電力
線１４１０又はその部分をまとめて回避するバイパスモードとなり得る。バイパスモード
は図１９の方法１９００に従って実施可能であり、ステップ２１０２において検出された
不利な条件をバイパスするように副通信リンク（すなわち、バックアップリンク）が使用
される。一方、バイパスモード（例えば、ＥＭ調整モード）なしに、影響を受けた導波路
システム１４０２によって不利な条件が少なくともある程度軽減され得る場合には、導波
路システム１４０２は、影響を受けた導波路システム１４０２によって送信又は受信され
る電磁波の特性を調整することを伴う（送信又は受信を実行する導波路システム１４０２
の特性を調整することを含む）ステップ２１０６において、通信モードを選択することが
できる。
【０１６１】
　図２２Ａは、例として、電力線１４１０の外表面を伝搬する電磁波２２０８の送信又は
受信を劣化又は損傷させ得る障害物２２１０（例えば、スプライスされた電力線を接続す
るためのジョイント）を示す。ここに記載するように、導波路システム１４０２が、電磁
波を送信することを伴う動作モードにある場合、それは、電磁波２２０８を形成するよう
に電力線１４１０の外表面上に同様に結合する導波路２２０４の外表面を伝搬する電磁波
２２０６の生成で開始する。一方、導波路システム１４０２が電磁波を受信するための動
作モードにある場合、電力線１４１０を伝搬する電磁波２２０８は、ここにも記載される
電磁波２２０６を形成する導波路２２０４の外表面に結合する。
【０１６２】
　動作の各モードにおいて、図２２Ａに示す障害物２２１０は、伝搬損失、又は図１６の
通信システム１６０５における通信サービスの品質を低減し得る他の有害な影響をもたら
し得る態様で、電磁波を減衰させ、電磁波の反射をもたらし、あるいは電磁波を劣化、減
損又は変更することによって電磁波の伝搬に悪影響を及ぼし得る。これらの影響を軽減す
るために、影響を受けた導波路システム１４０２は、それによって送信又は受信される電
磁波の特性を調整するように構成され得る。例えば、影響を受けた導波路システム１４０
２は、それによって送信又は受信される電磁波の波動伝搬モードを調整することができる
。一実施形態では、影響を受けた導波路システム１４０２は、電力線２２０２の外表面に
同様に結合する導波路２２０４上の調整済み電磁波２２１６を同様の波長を有する電磁波
２２１８として生成するように、電磁波の波長（及びしたがって対応の周波数）を調整す
ることによって波動伝搬モードを調整することができる。例えば、影響を受けた導波路シ
ステム１４０２は、電力線１４１０を伝搬する電磁波が図２２Ｂに図示するような障害２
２１０による減衰の影響を受けにくくなるようにするように、電磁波の波長を増加させる
ことができる。
【０１６３】
　障害２２１０によってもたらされる多数の影響に起因して、電磁波の波長を減少させる
ことによって障害２２１０を通る電磁波の伝搬が改善する状況があり得ることが分かるは
ずである。したがって、影響を受けた導波路システム１４１０は、電磁波の波長を増加又
は減少させることによって通信が改善するかをテストすることに関与し得る。
【０１６４】
　影響を受けた導波路システム１４０２は、電磁波の基本モード、電磁波の１以上の非対
称モード、電磁波の１以上の非対称モード（例えば、非基本モード）の空間方位、又はそ
の任意の組合せを調整することによって、電磁波の波動伝搬モードを調整するように構成
されてもよいことがさらに分かるはずである。基本モード、非対称モード又は非対称モー
ドの空間方位を調整することは、これらのモードの波長を調整することをさらに含む。さ
らに、例えば、振幅、位相、エネルギーレベル、キャリア周波数、変調方式など、電磁波
の他の特性が、影響を受けた導波路システム１４０２によって調整され得る。同様に、電
磁波によって搬送されるデータとの関連で使用されるエラー訂正方式は、障害２２１０に
よって乱れたデータの部分を再構築する能力を改善するように、影響を受けた導波路シス



(37) JP 6393417 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

テム１４０２によって調整され得る。したがって、前述した電磁波の調整及びエラー訂正
手法における調整の任意の組合せが、ステップ２１０２において検出された不利な条件を
緩和、消失及び／又は軽減するように、影響を受けた導波路システム１４０２によって実
行され得る。
【０１６５】
　上記調整のいずれかを有効化するために、影響を受けた導波路システム１４０２は、電
力線１４１０に電磁波テスト信号を送信して、例えば、電磁波の波長を増加又は減少させ
ること、基本及び／若しくは非対称モードを調整すること、エラー訂正手法を調整するこ
と、並びに／又は他の波動／信号特性を調整することによって、影響を受けた電力線１４
１０の通信が改善されるかを特定するように構成され得る。テストは、ループバック方式
を用いてダウンストリームの導波路システムとの協働において実行されてもよく、それに
よって、例えば、ダウンストリームの導波路システムは、影響を受けた導波路システム１
４０２がこれらの信号を解析することができるように、影響を受けた導波路システム１４
０２によって送信されるテスト信号をループバックする。代替的に、ダウンストリームの
導波路システムは、その終端インピーダンスを変化させてテスト信号の信号反射を故意に
発生させ、導波路システム１４０２がその信号を解析できるようにする。さらに他の実施
形態では、ダウンストリームの導波路システムは、測定を実行し、影響を受けた導波路シ
ステム１４０２にその測定値を解析のためのフィードバックデータとして通信して戻すよ
うにしてもよい。他の実施形態では、解析はまた、テスト信号の未受信又はそれに関連す
る損失を解析することに基づいていてもよい。さらに、予測的解析又は推定的解析が、テ
スト信号の受信若しくは未受信又はそれに関連する情報を解析する際に利用されてもよい
。
【０１６６】
　ここで図２１に戻ると、導波路システム１４０２が上記テストに基づいて電磁波を調整
するための緩和戦略を選択すると、ステップ２１１０において、影響を受けた導波路シス
テム１４０２は、どのようにしてそれが信号を送信しようとしているのかをダウンストリ
ームの導波路システムに通知することができる。ダウンストリームの導波路システムに提
供される通知（例えば、構成、プロトコル及び／又はハンドシェイク信号）は、影響を受
けた導波路システム１４０２によって調整されている電磁波のパラメータに関連する情報
（例えば、波長、基本モード、非対称モード、非対称モードの空間方位、キャリア周波数
、大きさ、位相、エラー訂正などに対する変更）を含み得る。この情報がダウンストリー
ムの導波路システムと通信され、あるいは調整されると、影響を受けた導波路システム１
４０２はステップ２１１２で開始して、調整された電磁波を送信又は受信し、それにより
、ステップ２１１４においてダウンストリームの導波路システムとの通信を再開する。
【０１６７】
　一実施形態では、ダウンストリームの導波路システムが障害２２１０の後段に位置する
場合、ダウンストリームの導波路システムは、影響を受けた導波路システム１４０２から
の調整済み電磁波を受信し、その後、他の導波路システムと電磁波を送信又は受信するた
めに、調整済み電磁波から取得されたデータを異なる通信モードで再送信することができ
る。他の導波路システムと通信するのにダウンストリームの導波路システムによって選択
される通信モードは、影響を受けた導波路システム１４０２によって以前に使用された通
信モードと類似又は同一であってもよい。代替の実施形態では、ダウンストリームの導波
路システムは、調整済み電磁波とともに受信されるものと同じ通信モードを用いて他の導
波路システムにデータを再送信してもよいことが分かるはずである。もちろん、ステップ
２１１０における調整は、例示の実施形態から逸脱することなく、複数のダウンストリー
ムの導波路システム又は隣接する導波路システムに当てはまる。
【０１６８】
　影響を受けた導波路システム１４０２がステップ２１０２で検出された不利な条件を緩
和するのに新たな通信モードを使用している間に、影響を受けた導波路システム１４０２
は、ステップ２１１６において、ステップ２１０２で検出された不利な条件が緩和された
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かを周期的に監視してもよい。このステップは、ネットワーク管理システム１６０１が、
条件が対処、消去、除去、修正あるいは緩和されたことの情報を現場職員から受信し、影
響を受けた導波路システム１４０２にこの変化を通知する結果であってもよい。代替的に
、又は組合せにおいて、影響を受けた導波路システム１４０２は、不利な条件が対処、消
去、除去、修正あるいは緩和されたかを判定するテストを（それによって送信されるテス
ト信号を介して）実行してもよい。影響を受けた導波路システム１４０２によって使用さ
れる調整済み通信モードがネットワーク管理システム１６０１によって満足なものとみな
される通信サービスの品質を回復する場合には、ステップ２１１６～２１１８は必要では
なく、影響を受けた導波路システム１４０２によってもたらされるいずれかの警告条件が
ローカルに及びネットワーク管理システム１６０１において除去され得る。
【０１６９】
　障害２２１０のような電力線１４１０上の劣化、中断又は障害のソースが修理を要する
場合、現場職員は、障害２２１０の影響に対処及び補修する能動回路（例えば、誘電体材
料の円筒又は矩形ストリップ）を有さない受動導波路を利用することができる。受動導波
路の対向端は、電磁波に障害２２１０をバイパスさせることによって受動導波路の外表面
を伝搬するように、障害２２１０の対向端に配置された電力線１４１０の、影響を受けて
いない部分に結合され得る。代替的に、図７及び９に示すような能動回路を有する中継器
７１０は、障害をバイパスするように障害２２１０の対向端に設置され得る。さらに他の
実施形態では、誘電体スリーブが、電磁波がスリーブの外表面を伝搬するように、障害２
２１０の周囲に設置され得る。他の実施形態では、現場職員が、障害２２１０に接着する
誘電体材料を吐出するスプレーで、又は障害２２１０に接着する誘電体材料の化合物を手
動で塗布することによって、誘電体材料を障害２２１０上に塗布してもよい。障害２２１
０を介した移行が使用され得る場合に、伝搬損失又は電磁波の反射を低減するのに他の材
料が障害２２１０に塗布されてもよいことが分かるはずである。例えば、バインダにおけ
る導電粒子の懸濁液を有する材料が使用されてもよい。また、障害は金属ジャンパーを用
いて現場職員によって修理されてもよいことが分かるはずである。倒木の枝又は他の障害
物など、影響を受けた導波路システム１４１０によって障害がもたらされる場合には、障
害物の除去が現場職員によって選択されやすくなる緩和戦略となる。
【０１７０】
　ステップ２１０２において検出された不利な条件が本開示に記載される技術のいずれか
によって対処、消去、除去、修正あるいは緩和されると、影響を受けた導波路システム１
４０２は、ステップ２１１８において、電磁波を送信及び受信するための影響を受けた導
波路システム１４０２によって使用される元の通信モード、又は電磁波特性及び／若しく
は電力グリッド１６０３における通信のルートの修正を要求する緩和戦略の結果として影
響を受けた導波路システム１４０２によって選択され得る新たな通信モードを回復し得る
。通信モードの変更は、影響を受けた導波路システム１４０２によって、及び／又は影響
を受けた導波路システム１４０２にネットワーク管理システム１６０１によって提供され
た命令に応じて実行されたテストによって決定され得る。
【０１７１】
　他の条件が電力線などの伝送媒体上の電磁波通信に悪影響を及ぼし得ることが分かるは
ずである。例えば、雨及び／又は過度の湿度に起因して水滴が非絶縁電力線（すなわち、
裸線）に堆積し得る。水滴は、非絶縁電力線の外表面の上側又は下側に存在し得る。堆積
した水滴は、同様に、非絶縁電力線の外表面を伝搬する電磁波の減衰をもたらし、並びに
／又は伝搬損失及び／若しくは信号歪をもたらし得る他の歪をもたらし得る。図２１の方
法２１００の実施形態は、例えば、電磁波の波長を調整することなどによって、水滴の悪
影響を軽減するのに使用され得る。影響を受けた導波路システム１４０２はまた、電磁波
の位相及び／又は大きさを、単独で又は波長の調整との組合せにおいて調整してもよい。
【０１７２】
　一般に、非絶縁電力線の電磁波は、基本モードに従って動作する対称電磁波である。一
方、水滴は非対称モードを発生させ得る。影響を受けた導波路システム１４０２は、非対
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称モードを利用し、異なる空間位置（例えば、北東、南東、南西及び北西）を有する誘電
体導波路２２０４の複数のインスタンスを用いて、非絶縁電力線の上側及び／又は下側に
位置する水滴を回避できる態様で、同様に非対称モードの空間位置をもたらすことができ
る。影響を受けた導波路システム１４０２は、一度に１つの誘電体導波路２２０４を、又
は同時に複数の誘電体導波路２２０４をテストしてもよい。影響を受けた導波路システム
１４０２はまた、例えば、非絶縁電力線に対して複数の誘電体導波路２２０４を回転させ
ることができるリニアモータを有する電気機械システムを利用してもよい。さらに、ダウ
ンストリームの導波路システムは、影響を受けた導波路システム１４０２と同一又は類似
の構成（例えば、複数の回転可能な誘電体導波路２２０４）を有することができる。影響
を受けた導波路システム１４０２は、ダウンストリームの導波路システムと通信し、（可
能であれば）影響を受けた電力線１４１０の制御チャネルを介して、図２０に示す導波路
システム間の無線リンクを介して、又は基地局２００２によってメッセージを交換するこ
とによって上記テストのいずれかを調整することができる。
【０１７３】
　本開示に記載される他の又は類似の技術は、限定でなく、絶縁又は非絶縁配線、地下配
線、誘電体表面を有する地上又は地下導管などのような伝送媒体の表面を伝搬する電磁波
の送信及び／又は受信に不利となり得る条件を緩和するのに使用され得る。検出可能な条
件、障害又は劣化は伝送媒体の表面の電磁波の送信又は受信における悪影響となり得るこ
とが分かるはずである。しかし、本開示で利用する条件、障害及び劣化という用語は、あ
る実施形態では相互に異なり得るものであり、他の事例では同じ結果をもたらし得る。
【０１７４】
　例えば、条件は、将来の保守計画、気象条件の予測される変化、又は伝送媒体の表面に
おける電磁波の送信若しくは受信に悪影響を及ぼすと予想されるものを識別する条件が検
出され得る。したがって、条件は、必ずしも現在の時間とは限らずに将来の時間に、伝送
媒体の表面における電磁波の送信又は受信に悪影響を及ぼし得る。一方、障害は、伝送媒
体の表面における電磁波の送信又は受信に連続的に（又は周期的若しくはランダムな間隔
で）悪影響を及ぼす外乱源によってもたらされ得る。劣化は障害をもたらし得るが、必ず
しもそれを始点とする障害とは限らない。例えば、伝送媒体上の絶縁体の劣化、水滴の遅
い堆積などは、伝送媒体の表面における電磁波の送信又は受信に関連する性能ファクタを
劣化させ得る。一方、データ及び／又は音声通信サービスが影響されていないか、わずか
にしか影響されていない場合、そのような劣化は、障害として分類されるには不十分であ
るとみなされ得る。
【０１７５】
　ここで図２３に、ここに記載される種々の形態によるコンピューティング環境のブロッ
ク図を示す。ここに記載される実施形態の種々の実施形態に追加的な関連事項を与えるた
めに、図２３及び以降の説明は、本開示の種々の実施形態が実施され得る適切なコンピュ
ーティング環境２３００の簡単な概略説明を与えることを意図するものである。１以上の
コンピュータで稼働することができるコンピュータ実行可能な命令の一般的文脈で実施形
態が上述されてきたが、当業者であれば、実施形態は他のプログラムモジュールとの組合
せにおいて、及び／又はハードウェアとソフトウェアの組合せとしても実施され得ること
を認識するはずである。
【０１７６】
　概略として、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行し、又は特定の抽象データ
型を実装するルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造体などを備える。さら
に、当業者であれば、発明の方法が、各々が１以上の関連のデバイスに動作可能に結合さ
れ得る単一プロセッサ又は複数プロセッサコンピュータシステム、ミニコンピュータ、メ
インフレームコンピュータ、その他パーソナルコンピュータ、ハンドヘルドコンピューテ
ィングデバイス、マイクロプロセッサに基づく又はプログラム可能な民生電子機器などを
備える他のコンピュータシステム構成で実施され得ることが分かるはずである。
【０１７７】
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　特許請求の範囲で使用される用語「第１」、「第２」、「第３」などは、文脈からそう
でないことが明らかでない限り、明瞭化のみを目的とするものであり、そうでない場合に
時間的に何らかの順序を指示又は示唆するものではない。例えば、「第１の判定」、「第
２の判定」及び「第３の判定」は、第１の判定が第２の判定よりも前に行われるべきこと
、又はその逆などを指示又は示唆するものではない。
【０１７８】
　ここでの実施形態のうちの説明した実施形態はまた、通信ネットワークを介してリンク
された遠隔処理デバイスによって特定のタスクが実行される分散コンピューティング環境
において実施され得る。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュールは、ロ
ーカルメモリ記憶デバイス及びリモートメモリ記憶デバイスの双方に位置し得る。
【０１７９】
　コンピューティングデバイスは、通常は様々な媒体を備え、それはコンピュータ可読記
憶媒体及び／又は通信媒体を備え、これらの２つの用語は、以下に示すように相互に異な
るものとして用いられる。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセス
可能な任意の利用可能な記憶媒体であればよく、揮発性及び不揮発性媒体、取り外し可能
及び非取り外し可能媒体を備える。例示として、限定ではなく、コンピュータ可読記憶媒
体は、コンピュータ可読命令、プログラムモジュール、構造化データ又は非構造化データ
などの情報を記憶するための任意の方法又は技術との関係で実施され得る。
【０１８０】
　コンピュータ可読記憶媒体は、以下に限定されないが、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電子的に消去可能なプログラマブル読出し専用メモ
リ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ若しくは他のメモリ技術、コンパクトディスク読
出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）若しくは他の光学
ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ若しくは他の
磁気ストレージデバイス、又は所望の情報を記憶するのに使用され得る他の有体及び／若
しくは非一時的媒体を備え得る。これに関して、ストレージ、メモリ又はコンピュータ可
読媒体に対してここで適用される用語「有体」又は「非一時的」は、修飾子として、伝搬
している一時的な信号自体のみを除外するものとして理解されるべきであり、伝搬してい
る一時的な信号自体のみではない全ての標準的なストレージ、メモリ又はコンピュータ可
読媒体に対する権利を放棄するものではない。
【０１８１】
　コンピュータ可読記憶媒体は、１以上のローカル又はリモートコンピューティングデバ
イスによって、媒体に記憶された情報に関する様々な動作について、例えば、アクセス要
求、照会、又は他のデータ取得プロトコルを介してアクセス可能である。
【０１８２】
　通信媒体は、通常はコンピュータ可読命令、データ構造体、プログラムモジュール、又
は変調データ信号、例えば、搬送波若しくは他の搬送機構などのデータ信号における他の
構造化若しくは非構造化データを具現し、任意の情報配信又は搬送媒体を備える。用語「
変調データ信号」又は信号とは、情報を１以上の信号に符号化するような態様で設定又は
変更されたその特性の１以上を有する信号のことをいう。例示として、限定ではなく、通
信媒体は、有線ネットワーク又は直接有線接続などの有線媒体、並びに音響、ＲＦ、赤外
線及び他の無線媒体などの無線媒体を備える。
【０１８３】
　図２３を再度参照すると、基地局（例えば、基地局デバイス１０２、１０４又は５２０
）又は中央局（例えば、中央局１０１、１４１１又は２０００）を介して信号を送信及び
受信し、又は基地局の少なくとも一部を構成するための例示の環境２３００を示す。例示
の環境２３００の少なくとも一部分はまた、中継器デバイス（例えば、中継器デバイス７
１０又は８０６）に使用され得る。例示の環境はコンピュータ２３０２を備えることがで
き、コンピュータ２３０２は処理装置２１０４、システムメモリ２３０６及びシステムバ
ス２３０８を含む。システムバス２３０８は、以下に限定されないが、システムメモリ２



(41) JP 6393417 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

３０６を含むシステムコンポーネントを処理装置２３０４に結合する。処理装置２３０４
は、種々の市販のプロセッサのいずれかであればよい。デュアルマイクロプロセッサ及び
他のマルチプロセッサアーキテクチャが処理装置２３０４として利用されてもよい。
【０１８４】
　システムバス２３０８は、様々な市販のバスアーキテクチャのいずれかを用いて（メモ
リコントローラ付きの、又はメモリコントローラなしの）メモリバス、周辺バス及びロー
カルバスにさらに相互接続可能な幾つかの種類のバス構造のいずれかであればよい。シス
テムメモリ２３０６は、ＲＯＭ２３１０及びＲＡＭ２３１２を備える。基本入力／出力シ
ステム（ＢＩＯＳ）は、ＲＯＭ、消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
）、ＥＥＰＲＯＭのような不揮発性メモリに記憶可能であり、起動中などにコンピュータ
２３０２内の要素間で情報を転送することを補助する基本ルーチンを含む。ＲＡＭ２３１
２は、データをキャッシュするためのスタティックＲＡＭなどの高速ＲＡＭを備えること
もできる。
【０１８５】
　コンピュータ２３０２は内部ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２３１４（例えば、Ｅ
ＩＤＥ、ＳＡＴＡ）をさらに備え、内部ハードディスクドライブ２３１４はまた、適切な
シャーシ（不図示）、（例えば、取り外し可能ディスケット２３１８から読み出し、又は
そこに書き込む）磁気フロッピディスクドライブ（ＦＤＤ）２３１６及び（例えば、ＣＤ
－ＲＯＭディスク２３２２を読み、又はＤＶＤのような他の高容量光学媒体から読み出し
、若しくはそこに書き込む）光学ディスクドライブ２３２０における外部的使用のために
構成されることもできる。ハードディスクドライブ２３１４、磁気ディスクドライブ２３
１６及び光学ディスクドライブ２３２０は、それぞれハードディスクドライブインターフ
ェース２３２４、磁気ディスクドライブインターフェース２３２６及び光学ドライブイン
ターフェース２３２８によってシステムバス２３０８に接続されることができる。外部ド
ライブ実装のためのインターフェース２３２４は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）
及び電気電子技術協会（ＩＥＥＥ）２３９４インターフェース技術の少なくとも一方又は
両方を備える。他の外部ドライブ接続技術が、ここに記載される実施形態の検討事項内に
ある。
【０１８６】
　ドライブ及びそれらの関連のコンピュータ可読記憶媒体は、データ、データ構造体、コ
ンピュータ実行可能な命令などの不揮発性の記憶を与える。コンピュータ２３０２につい
て、ドライブ及び記憶媒体は、適切なデジタル形式で任意のデータのストレージを格納す
る。上記のコンピュータ可読記憶媒体の説明はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、取り
外し可能磁気ディスケット及びＣＤ又はＤＶＤなどの取り外し可能光学媒体について言及
するが、当業者であれば、ジップドライバ、磁気カセット、フラッシュメモリカード、カ
ートリッジなど、コンピュータによって読取り可能な他の種類の記憶媒体も例示の動作環
境において使用され得ること、また、そのような記憶媒体のいずれもここに記載される方
法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を含み得ることが分かるはずである。
【０１８７】
　オペレーティングシステム２３３０、１以上のアプリケーションプログラム２３３２、
他のプログラムモジュール２３３４及びプログラムデータ２３３６を備える多数のプログ
ラムモジュールが、ドライブ及びＲＡＭ２３１２に記憶され得る。オペレーティングシス
テム、アプリケーション、モジュール及び／又はデータの全部又は一部は、ＲＡＭ２３１
２においてキャッシュされてもよい。ここに記載されるシステム及び方法は、種々の市販
のオペレーティングシステム又はオペレーティングシステムの組合せを利用して実施可能
である。処理装置２３０４によって実施及びあるいは実行され得るアプリケーションプロ
グラム２３３２の例は、中継器デバイス８０６によって実行されるダイバシティ選択決定
を含む。図５に示す基地局デバイス５０８はまた、この例示的コンピューティング環境２
３００において処理装置２３０４によって実行され得る多数のアプリケーション及びプロ
グラムをメモリに記憶している。
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【０１８８】
　ユーザは、例えばキーボード２３３８などの１以上の有線／無線入力デバイス及びマウ
ス２３４０などのポインティングデバイスを介してコマンド及び情報をコンピュータ２３
０２に入力することができる。他の入力デバイス（不図示）として、マイクロフォン、赤
外線（ＩＲ）リモートコントロール、ジョイスティック、ゲームパッド、スタイラスペン
、タッチパネルなどを備えることができる。これら及び他の入力デバイスは、システムバ
ス２３０８に結合され得るが、パラレルポート、ＩＥＥＥ１３９４シリアルポート、ゲー
ムポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、ＩＲインターフェースなどの他
のインターフェースによって接続され得る入力デバイスインターフェース２３４２を介し
て処理装置２３０４に接続されることが多い。
【０１８９】
　モニタ２３４４又は他の種類の表示デバイスも、ビデオアダプタ２３４６などのインタ
ーフェースを介してシステムバス２３０８に接続され得る。代替の実施形態では、モニタ
２３４４は、インターネット及びクラウドベースのネットワークを介することを含む任意
の通信手段を介してコンピュータ２３０２に関連する表示情報を受信するための任意のデ
ィスプレイデバイス（例えば、ディスプレイを有する他のコンピュータ、スマートフォン
、タブレットコンピュータなど）であってもよいことも分かるはずである。モニタ２３４
４に加えて、コンピュータは、通常はスピーカ、プリンタなどの他の周辺出力デバイス（
不図示）を備える。
【０１９０】
　コンピュータ２３０２は、リモートコンピュータ２３４８などの１以上のリモートコン
ピュータへの有線通信及び／又は無線通信を介した論理接続を用いてネットワーク化環境
で動作することができる。リモートコンピュータ２１４８は、ワークステーション、サー
バコンピュータ、ルータ、パーソナルコンピュータ、可搬コンピュータ、マイクロプロセ
ッサに基づくエンターテイメント機器、ピアデバイス又は他の一般的なネットワークノー
ドであればよく、標準的には、コンピュータ２３０２に関して記載した要素の多く又は全
てを備えるが、簡略化のために、メモリ／記憶デバイス２３５０のみを図示する。図示さ
れる論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）２３５２及び／又はより大きな
ネットワーク、例えば、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）２３５４への有線／無線接
続を備える。そのようなＬＡＮ及びＷＡＮネットワーキング環境は、オフィス及び会社で
は一般的であり、その全てがインターネットなどのグローバル通信ネットワークに接続す
ることができるイントラネットなどの企業全体のコンピュータネットワークを促進する。
【０１９１】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ２３０２は、有線及び／
又は無線通信ネットワークインターフェースアダプタ２３５６を介してローカルネットワ
ーク２３５２に接続されることができる。アダプタ２３５６は、ＬＡＮ２３５２に対する
有線又は無線通信を促進することができ、それは、無線アダプタ２３５６と通信するため
にそこに配置される無線ＡＰを備えることもできる。
【０１９２】
　ＷＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ２３０２は、モデム２３
５８を備えることができ、ＷＡＮ２３５４上の通信サーバに接続されることができ、又は
インターネットなどによってＷＡＮ２３５４上で通信を確立するための他の手段を有する
。モデム２３５８は、内部又は外部及び有線又は無線のデバイスであればよく、入力デバ
イスインターフェース２３４２を介したシステムバス２３０８に接続され得る。ネットワ
ーク化された環境では、コンピュータ２３０２又はその部分に関して図示されるプログラ
ムモジュールは、リモートメモリ／記憶デバイス２３５０に記憶され得る。図示されるネ
ットワーク接続は例示であり、コンピュータ間の通信リンクを確立する他の手段が使用さ
れ得ることが分かるはずである。
【０１９３】
　コンピュータ２３０２は、無線通信において動作可能に配置される任意の無線デバイス
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又はエンティティ、例えば、プリンタ、スキャナ、デスクトップ及び／又は可搬コンピュ
ータ、可搬データアシスタント、通信衛星、無線検出可能なタグに関連する任意の機器若
しくは場所（例えば、キオスク、売店、休憩室）並びに電話機と通信するように動作可能
である。これは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ（Ｗｉ－Ｆｉ）及びＢＬＵＥＴＯ
ＯＴＨ（登録商標）無線技術を備え得る。したがって、通信は、従来のネットワークにあ
るような所定構造のものであってもよいし、単に少なくとも２つのデバイス間のアドホッ
ク通信であってもよい。
【０１９４】
　Ｗｉ－Ｆｉによって、自宅におけるソファー、ホテルの部屋のベッド又は職場の会議室
から配線なしにインターネットへの接続が可能となる。Ｗｉ－Ｆｉは、そのようなデバイ
ス、例えばコンピュータがデータを屋内及び屋外、基地局の範囲内のいずれかの場所と送
受信することを可能とする、携帯電話で使用されるものと同様の無線技術である。Ｗｉ－
Ｆｉネットワークは、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ、ｂ、ｇ、ｎ、ａｃなど）といわれる無
線技術を用いて安全で信頼性のある速い無線接続を提供する。Ｗｉ－Ｆｉネットワークは
、コンピュータを相互に、インターネットに、及び（ＩＥＥＥ８０２．３又はイーサネッ
ト（登録商標）を用いることができる）有線ネットワークに接続するのに使用可能である
。Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、例えば、無認可の２．４及び５ＧＨｚ無線帯域において、
又は両帯域（デュアルバンド）を含む製品とともに動作するので、ネットワークは多くの
オフィスで使用される基本１０ＢａｓｅＴ有線イーサネット（登録商標）ネットワークと
同様の実世界性能を提供することができる。
【０１９５】
　図２４は、ここに記載される開示事項の１以上の形態を実施及び利用することができる
モバイルネットワークプラットフォーム２４１０の例示の実施形態２４００を表す。１以
上の実施形態において、モバイルネットワークプラットフォーム２４１０は、本開示事項
に関連する基地局（例えば、基地局デバイス１０２、１０４及び５２０）、中央局（例え
ば、中央局１０１、１１４１又は２０００）又は中継器デバイス（例えば、中継器デバイ
ス７１０又は８０６）によって送信及び受信される信号を生成及び受信することができる
。概略として、無線ネットワークプラットフォーム２４１０は、パケット交換（ＰＳ）ト
ラフィック（例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ）、フレームリレー、非対称転送
モード（ＡＴＭ））及び回路交換（ＣＳ）トラフィック（例えば、音声及びデータ）の双
方を促進し、ネットワーク化された無線電気通信の生成を制御するコンポーネント、例え
ば、ノード、ゲートウェイ、インターフェース、サーバ又は異種のプラットフォームを備
え得る。非限定的な例として、無線ネットワークプラットフォーム２４１０は、電気通信
搬送ネットワークに含まれることができ、他の箇所で述べたような搬送側コンポーネント
とみなされ得る。モバイルネットワークプラットフォーム２４１０は、電話網２４４０（
例えば、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）又は公衆携帯電話網（ＰＬＭＮ））又はシグナリン
グシステム＃７（ＳＳ７）ネットワーク２４７０のような旧来のネットワークから受信さ
れたＣＳトラフィックをインターフェースすることができるＣＳゲートウェイノード２４
１２を備える。回路交換ゲートウェイノード２４１２は、そのようなネットワークからの
起こるトラフィック（例えば、音声）を許可及び認証することができる。さらに、ＣＳゲ
ートウェイノード２４１２は、ＳＳ７ネットワーク２４７０を介して生成された移動性デ
ータ又はローミングデータ、例えば、メモリ２４３０に常駐できる訪問ロケーションレジ
スタ（ＶＬＲ）に記憶された移動性データにアクセスできる。さらに、ＣＳゲートウェイ
ノード２４１２は、ＣＳに基づくトラフィック及びシグナリングとＰＳゲートウェイノー
ド２４１８とをインターフェースする。一例として、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワークで
は、ＣＳゲートウェイノード２４１２は、少なくともある程度ゲートウェイＧＰＲＳサポ
ートノード（ＧＧＳＮ）において実現され得る。ＣＳゲートウェイノード２４１２、ＰＳ
ゲートウェイノード２４１８及びサービングノード２４１６の機能及び具体的動作は、電
気通信のためにモバイルネットワークプラットフォーム２４１０によって利用される無線
技術によって提供及び支配されることが分かるはずである。



(44) JP 6393417 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

【０１９６】
　ＣＳ交換トラフィック及びシグナリングを受信及び処理することに加えて、ＰＳゲート
ウェイノード２４１８は、サービスされる移動体デバイスとのＰＳに基づくデータセッシ
ョンを許可及び認証することができる。データセッションは、ローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）で具現されるとともにＰＳゲートウェイノード２４１８を介してモバイルネ
ットワークプラットフォーム２４１０とインターフェースされることができるワイドエリ
アネットワーク（ＷＡＮ）２４５０、企業ネットワーク２４７０及びサービスネットワー
ク２４８０のような、無線ネットワークプラットフォーム２４１０の外部のネットワーク
と交換されるトラフィック又はコンテンツを備えることができる。なお、ＷＡＮ２４５０
及び企業ネットワーク２４６０は、少なくともある程度ＩＰマルチメディアサブシステム
（ＩＭＳ）のようなサービスネットワークを具現することができる。技術リソース２４１
７で利用可能な無線技術レイヤに基づいて、パケット交換ゲートウェイノード２４１８は
、データセッションが確立される場合にパケットデータプロトコルのコンテキストを生成
することができ、パケット化されたデータのルーティングを促進する他のデータ構造体も
生成され得る。その目的のため、一形態では、ＰＳゲートウェイノード２４１８は、Ｗｉ
－Ｆｉネットワークなどの異種無線ネットワークとのパケット化通信を促進することがで
きるトンネルインターフェース（３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワーク（不図示）において、
例えばトンネル終端ゲートウェイ（ＴＴＧ））を備えることができる。
【０１９７】
　実施形態２４００では、無線ネットワークプラットフォーム２４１０はまた、技術リソ
ース２４１７内の利用可能な無線技術レイヤに基づいて、ＰＳゲートウェイノード２４１
８を介して受信されるデータストリームの種々のパケット化フローを伝達するサービング
ノード２４１６を備える。なお、ＣＳ通信に主に依存する技術リソース２４１７に対して
、サーバノードはＰＳゲートウェイノード２４１８に依存することなくトラフィックを配
信することができ、例えば、サーバノードは、少なくともある程度モバイル交換センタを
具現することができる。一例として、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワークにおいて、サービ
ングノード２４１６は、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）で具現され得る
。
【０１９８】
　パケット化通信を利用する無線技術について、無線ネットワークプラットフォーム２４
１０におけるサーバ２４１４は、複数の異種のパケット化データストリーム又はフローを
生成する多数のアプリケーションを実行し、そのようなフローを管理（例えば、スケジュ
ーリング、待ち行列処理、フォーマット・・・）することができる。そのようなアプリケ
ーションは、無線ネットワークプラットフォーム２４１０によって提供される標準サービ
ス（例えば、プロビジョニング、課金、カスタマーサポート・・・）に対するアドオン構
成を備えることができる。データストリーム（例えば、音声呼又はデータセッションの部
分であるコンテンツ）は、データセッションの許可／認証及び開始のためのＰＳゲートウ
ェイノード２４１８へ、及びその後の通信のためのサービングノード２４１６に伝達され
ることができる。アプリケーションサーバに加えて、サーバ２４１４はユーティリティサ
ーバを含み、ユーティリティサーバはプロビジョニングサーバ、運用及び保守サーバ、少
なくともある程度、認証局及びファイアーフォールその他のセキュリティ機構を実装する
ことができるセキュリティサーバなどを備えることができる。一形態では、セキュリティ
サーバは、無線ネットワークプラットフォーム２４１０を介してサービングされる通信を
安全化して、ＣＳゲートウェイノード２４１２及びＰＳゲートウェイノード２４１８が規
定することができる許可及び認証手順に加えてネットワークの動作及びデータ完全性を確
実にする。さらに、プロビジョニングサーバは、ＷＡＮ２４５０又は全地球測位システム
（ＧＰＳ）ネットワーク（不図示）など、異種のサービスプロバイダによって運用される
ネットワークのような外部ネットワークからのサービスをプロビジョンすることができる
。プロビジョニングサーバはまた、より多くのネットワークカバレッジを提供することに
よって無線サービスカバレッジを強化する図１に示す分散アンテナネットワークのような
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（例えば、同じサービスプロバイダによって配備及び運用される）無線ネットワークプラ
ットフォーム２４１０に関連するネットワークを介してカバレッジをプロビジョンするこ
とができる。図７、８及び９に示すような中継器デバイスはまた、ＵＥ２４７５によって
加入者サービス体験を向上するためにネットワークカバレッジを改善する。
【０１９９】
　なお、サーバ２４１４は、マクロネットワークプラットフォーム２４１０の機能を少な
くともある程度与えるように構成された１以上のプロセッサを備えることができる。この
目的のため、１以上のプロセッサは、例えば、メモリ２４３０に記憶されたコード命令を
実行することができる。サーバ２４１４は、前述したのと実質的に同様の態様で動作する
コンテンツマネージャ２４１５を備え得ることが分かるはずである。
【０２００】
　例示の実施形態２４００では、メモリ２４３０は、無線ネットワークプラットフォーム
２４１０の動作に関連した情報を記憶することができる。他の動作情報が、無線プラット
フォームネットワーク２４１０を介してサービスされる移動体デバイスのプロビジョニン
グ情報、加入者データベース、アプリケーションインテリジェンス、例えば、販促料金、
定額プログラム、クーポンキャンペーンなどの価格付け手法、異種無線の動作のための電
気通信プロトコルに準拠する技術仕様、又は無線技術レイヤなどを備え得る。メモリ２４
３０はまた、電話網２４４０の少なくとも１つ、ＷＡＮ２４５０、企業ネットワーク２４
６０又はＳＳ７ネットワーク２４７０からの情報を記憶することができる。一形態では、
メモリ２４３０は、例えば、データストアコンポーネントの部分として、又は遠隔的に接
続されたメモリストアとしてアクセスされ得る。
【０２０１】
　開示事項の種々の形態に対する関連を与えるために、図２４及び以降の説明は、開示事
項の種々の形態が実施され得る適切な環境の簡単な概略説明を与えることを意図するもの
である。１つのコンピュータ及び／又は複数のコンピュータで稼働するコンピュータプロ
グラムのコンピュータ実行可能命令の一般的文脈で主題が上述されてきたが、当業者であ
れば、開示事項は他のプログラムモジュールとの組合せにおいても実施され得ることを認
識するはずである。概略として、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行し、及び
／又は特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構
造体などを備える。
【０２０２】
　図２５は、通信デバイス２５００の例示の実施形態を示す。通信デバイス２５００は、
本開示によって（図１及び１４において）言及される移動体デバイス及び建造物内デバイ
スなどのデバイスの例示的実施形態となり得る。
【０２０３】
　通信デバイス２５００は、有線及び／又は無線送受信機２５０２（ここでは、送受信機
２５０２）、ユーザインターフェース（ＵＩ）２５０４、電源２５１４、位置決定受信機
２５１６、移動センサ２５１８、方角センサ２５２０、及びこれらの動作を管理するため
のコントローラ２５０６を備え得る。送受信機２５０２は、数例を挙げると、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＷｉＦｉ、ＤＥＣＴ又はセルラ通信
技術などの短距離又は長距離無線アクセス技術に対応することができる（Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）及びＺｉｇｂｅｅ（登録商標）は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）Ｓ
ｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ及びＺｉｇｂｅｅ（登録商標）Ａｌｌｉａ
ｎｃｅによってそれぞれ商標登録されている）。セルラ技術は、例えば、ＣＤＭＡ－ＩＸ
、ＵＭＴＳ／ＨＳＤＰＡ、ＧＳＭ（登録商標）／ＧＰＲＳ、ＴＤＭＡ／ＥＤＧＥ、ＥＶ／
ＤＯ、ＷｉＭＡＸ、ＳＤＲ、ＬＴＥ、そして出現する場合の他の次世代無線通信技術を含
み得る。送受信機２５０２はまた、回路交換有線アクセス技術（ＰＳＴＮなど）、パケッ
ト交換有線アクセス技術（ＴＣＰ／ＩＰ、ＶｏＩＰなど）及びその組合せに対応するよう
に適合され得る。
【０２０４】
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　ＵＩ２５０４は、通信デバイス２５００の動作を操作するローラボール、ジョイスティ
ック、マウス又はナビゲーションディスクなどのナビゲーションメカニズム付きの押下げ
式又はタッチ感応式キーパッド２５０８を含み得る。キーパッド２５０８は、通信デバイ
ス２５００のハウジングアセンブリの一体化部分であってもよいし、繋がれた有線インタ
ーフェース（ＵＳＢケーブルなど）又は例示のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）に対応し
た無線インターフェースによってそれに動作可能に結合された独立したデバイスであって
もよい。キーパッド２５０８は、電話機で一般的に使用される数字キーパッド及び／又は
アルファベットキーのＱＷＥＲＴＹキーパッドであってもよい。ＵＩ２５０４は、白黒若
しくはカラーＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）又は通信デ
バイス２５００のエンドユーザに画像を伝達するための他の適切な表示技術などのディス
プレイ２５１０をさらに含み得る。ディスプレイ２５１０がタッチ感応式である一実施形
態では、キーパッド２５０８の一部又は全部がナビゲーション構成とともにディスプレイ
２３１０によって提示されてもよい。
【０２０５】
　ディスプレイ２５１０は、ユーザ入力を検出するためのユーザインターフェースとして
も作用するタッチスクリーン技術を用いてもよい。タッチスクリーンディスプレイとして
、通信デバイス２５００は、指の接触でユーザによって選択され得るグラフィカルユーザ
インターフェース（ＧＵＩ）要素を有するユーザインターフェースを提示するように構成
されてもよい。タッチスクリーンディスプレイ２５１０では、ユーザの指のどれだけの表
面積がタッチスクリーンディスプレイの一部分に置かれたかを検出する容量性、抵抗性又
は他の形態の検知技術が装備され得る。この検知情報は、ＧＵＩ要素の操作又はユーザイ
ンターフェースの他の機能を制御するのに使用され得る。ディスプレイ２５１０は、通信
デバイス２５００のハウジングアセンブリの一体化部分であってもよいし、繋がれた有線
インターフェース（ケーブルなど）又は無線インターフェースによってそれに通信可能に
結合された独立したデバイスであってもよい。
【０２０６】
　ＵＩ２５０４はまた、低音量オーディオ（人間の耳の付近で聞き取られるオーディオ）
及び高音量オーディオ（ハンズフリー操作に対するスピーカフォンなど）を伝達するため
のオーディオ技術を利用するオーディオシステム２５１２を含み得る。オーディオシステ
ム２５１２は、エンドユーザの可聴信号を受信するためのマイクロフォンをさらに含み得
る。オーディオシステム２５１２はまた、音声認識アプリケーションに使用されてもよい
。ＵＩ２５０４は、静止画又は動画を撮影するための電荷結合デバイス（ＣＣＤ）カメラ
などの画像センサ２５１３をさらに含み得る。
【０２０７】
　電源２５１４は、通信デバイス２５００のコンポーネントにエネルギーを供給して長距
離又は短距離の可搬通信を促進するために、交換可能及び再充電可能なバッテリのような
一般的な電力管理技術、給電調整技術及び／又は充電システム技術を利用することができ
る。代替的に又は組合せにおいて、充電システムは、ＵＳＢポート又は他の適切なテザリ
ング技術のような物理インターフェースを介して供給されるＤＣ電力などの外部電源を利
用してもよい。
【０２０８】
　位置決定受信機２５１６は、ＧＰＳ衛星コンステレーションによって生成された信号に
基づいて通信デバイス２５００の位置を特定するためのアシスト型ＧＰＳの能力がある全
地球測位システム（ＧＰＳ）受信機などの位置決定技術を利用することができ、これはナ
ビゲーションなどの位置決定サービスを促進するために使用され得る。移動センサ２５１
８は、加速度計、ジャイロスコープ、又は三次元空間における通信デバイス２５００の動
きを検出する他の適切な移動検知技術を利用することができる。方角センサ２５２０は、
通信デバイス２５００の方角（北、南、西及び東、そして度、分又は他の適切な方角メト
リックにおける合成方角）を検出する磁気計などの方角検知技術を利用することができる
。
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【０２０９】
　通信デバイス２５００は、送受信機２５０２を用いて、受信信号強度インジケータ（Ｒ
ＳＳＩ）及び／又は信号到来時間（ＴＯＡ）若しくは飛行時間（ＴＯＦ）測定値を利用す
ることなどの検知技術によってセルラ、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又は
他の無線アクセスポイントの近接を判定することもできる。コントローラ２５０６は、コ
ンピュータ命令を実行し、通信デバイス２５００の前述のコンポーネントによって供給さ
れるデータを制御及び処理するためのＦｌａｓｈ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ
又は他のストレージ技術などの関連するストレージメモリとともに、マイクロプロセッサ
、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、プログラマブルゲートアレイ、特定用途向け集積
回路及び／又はビデオプロセッサなどのコンピューティング技術を利用することができる
。
【０２１０】
　図２５に示さない他のコンポーネントが、本開示の１以上の実施形態において使用され
得る。例えば、通信デバイス２５００は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード又はユ
ニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）などの識別モジュールを追加又は除去するための
スロットを含み得る。ＳＩＭ又はＵＩＣＣカードは、加入者サービスを識別し、プログラ
ムを実行し、加入者データを記憶するなどのために使用され得る。
【０２１１】
　本明細書において、「記憶する」、「ストレージ」、「データストア」、「データスト
レージ」、「データベース」並びに実質的にコンポーネントの動作及び機能に関する他の
何らかの情報記憶コンポーネントなどの用語は、「メモリコンポーネント」、「メモリ」
において具現されるエンティティ、又はメモリを備えるコンポーネントについて言及する
ものである。ここに記載されるメモリコンポーネントは、揮発性メモリ又は不揮発性メモ
リのいずれかであればよく、又は揮発及び不揮発性メモリ、例示として、限定ではなく、
揮発性メモリ、不揮発性メモリ、ディスクストレージ及びメモリストレージを備え得るこ
とが分かるはずである。また、不揮発性メモリは、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログ
ラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去
可能ＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）又はフラッシュメモリに含まれ得る。揮発性メモリは、外部
キャッシュメモリとして作用するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を備え得る。例示と
して、限定ではなく、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡ
Ｍ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡ
Ｍ）、ｅｎｈａｎｃｅｄＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、ＳｙｎｃｈｌｉｎｋＤＲＡＭ（Ｓ
ＬＤＲＡＭ）及び直接ＲａｍｂｕｓＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ（登録商標））など多数の形態で
入手可能である。さらに、ここでのシステム又は方法の開示のメモリコンポーネントは、
これら及び他の適切な種類のメモリを、それを備えることに限定されずに、備えるもので
ある。
【０２１２】
　さらに、開示事項は、単一のプロセッサ又は複数のプロセッサのコンピュータシステム
、ミニコンピューティングデバイス、メインフレームコンピュータ、その他パーソナルコ
ンピュータ、ハンドヘルドコンピューティングデバイス（例えば、ＰＤＡ、電話機、時計
、タブレットコンピュータ、ネットブックコンピュータなど）、マイクロプロセッサに基
づく又はプログラマブル民生用若しくは業務用電子機器などを備える他のコンピュータシ
ステム構成で実施され得る。説明した形態はまた、通信ネットワークを介してリンクされ
た遠隔処理デバイスによってタスクが実行される分散コンピューティング環境で実施可能
であるが、開示事項の全部でない場合には一部の形態がスタンドアロンコンピュータで実
施され得る。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュールは、ローカル及び
リモートメモリ記憶デバイスの双方に配置され得る。
【０２１３】
　ここに記載される実施形態の一部は、人工知能（ＡＩ）を採用してここに記載される１
以上の構成の自動化を促進することもできる。例えば、伝達効率を最大化するために誘電
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体導波路６０４及び６０６が配置されるべき配線周囲の位置を決定するのに人工知能が用
いられてもよい。実施形態は（例えば、既存の通信ネットワークへの付加の後に最大値／
利益を与える取得セルサイトを自動的に識別することとの関係において）、その種々の実
施形態を実施するための種々のＡＩに基づく手法を採用することができる。さらに、分類
子が、取得ネットワークの各セルサイトの順位又は優先度を特定するのに採用され得る。
分類子は、入力属性ベクトルｘ＝（ｘ１、ｘ２、ｘ３、ｘ４、・・・、ｘｎ）を、入力が
クラスに属する信頼度、すなわちｆ（ｘ）＝信頼度（クラス）にマッピングする。そのよ
うな分類は、自動的に実行されることをユーザが望むアクションを予測又は推測するのに
、確率的及び／又は統計に基づく解析（例えば、解析ユーティリティ及びコストを考慮に
入れる）を利用することができる。サポートベクトル機械（ＳＶＭ）は、利用され得る分
類子の一例である。ＳＶＭは、可能な入力の空間における超曲面を見出すことによって動
作し、超曲面は非トリガイベントからトリガ基準を分離することを試行する。直感的に、
これは、トレーニングデータに近いが同一ではないテストデータに対して分類を正す。他
の有向及び無向モデル分類アプローチは、例えば、様々なパターンの独立性を提供するｎ
ａｉｖｅ　Ｂａｙｅｓ、Ｂａｙｅｓｉａｎネットワーク、決定ツリー、ニューラルネット
ワーク、ファジー論理モデル及び確率的分類モデルを備える。ここで使用される分類はま
た、優先度のモデルを展開するのに利用される統計的逆行を含む。
【０２１４】
　容易に分かるように、実施形態の１以上は、明示的に（例えば、包括的なトレーニング
データを介して）トレーニングされ、また、暗示的に（例えば、ＵＥの挙動を観察するこ
と、操作者の選好、履歴情報、外部からの情報を受信することを介して）トレーニングさ
れる分類子を採用することができる。例えば、ＳＶＭは、分類子コンストラクタ及び構成
選択モジュール内の学習又はトレーニング段階を介して構成され得る。したがって、分類
子は、以下に限定されないが、取得セルサイトのどれが最大数の加入者に利益をもたらす
か、及び／又は取得セルサイトのどれが既存の通信ネットワークカバレッジに最小値を付
加するのかなどの所定の基準に従う決定を含む多数の機能を自動的に学習及び実行するよ
うに使用され得る。
【０２１５】
　本願におけるいくつかの文脈で使用するように、ある実施形態では、用語「コンポーネ
ント」、「システム」などは、コンピュータ関連エンティティ、又は１以上の具体的機能
を有する操作可能なデバイスに関連するエンティティのことをいい、又はそれを備え、エ
ンティティは、ハードウェア、ハードウェア及びソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、
又は実行中ソフトウェアのいずれかであればよい。一例として、コンポーネントは、以下
に限られないが、プロセッサ上で稼働している処理、プロセッサ、オブジェクト、実行可
能なもの、実行のスレッド、コンピュータ実行可能命令、プログラム及び／又はコンピュ
ータであればよい。例示であって限定ではなく、サーバ上で稼働しているアプリケーショ
ン及びサーバの双方はコンポーネントとなり得る。１以上のコンポーネントは、処理及び
／又は実行のスレッド内に存在し、コンポーネントは１つのコンピュータに局所化され、
及び／又は２以上のコンピュータ間で分散され得る。さらに、これらのコンポーネントは
、そこに記憶された種々のデータ構造体を有する種々のコンピュータ可読媒体から実行可
能である。コンポーネントは、１以上のデータパケットを有する信号によるなどして（例
えば、ローカルシステムにおいて、分散システムにおいて、及び／又は信号を介して他の
システムとインターネットなどのネットワークを介して他のコンポーネントと相互作用す
る１つのコンポーネントからのデータ）、ローカル及び／又はリモートな処理を介して通
信し得る。他の例として、コンポーネントは、プロセッサによって実行されるソフトウェ
ア又はファームウェアアプリケーションによって作動される電気又は電子回路によって作
動される機械部品によって提供される特定の機能を有するデバイスであればよく、プロセ
ッサはデバイスの内部又は外部にあればよく、ソフトウェア又はファームウェアアプリケ
ーションの少なくとも一部を実行する。さらに他の例として、コンポーネントは、機械的
部品なしに電子コンポーネントを介して特定の機能を提供するデバイスであればよく、電
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子コンポーネントは、電子コンポーネントの機能を少なくともある程度与えるソフトウェ
ア又はファームウェアを実行するプロセッサをそこに備えことができる。種々のコンポー
ネントを別個のコンポーネントとして示したが、例示の実施形態から逸脱することなく、
複数のコンポーネントが単一のコンポーネントとして実装され得ること、又は単一のコン
ポーネントが複数のコンポーネントとして実装され得ることが分かるはずである。
【０２１６】
　また、種々の実施形態が、方法、標準プログラミング及び／又はエンジニアリング技術
を用いるデバイス又は製造物品として実施されて、開示事項を実施するようにコンピュー
タを制御するソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア又はこれらの任意の組合せを
生成することができる。ここで使用される用語「製造物品」は、コンピュータ可読デバイ
ス又はコンピュータ可読記憶／通信媒体にアクセス可能な任意のコンピュータプログラム
を包含するものである。例えば、コンピュータ可読記憶媒体は、以下に限定されないが、
磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピディスク、磁気ストリップ）、光
学ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）
）、スマートカード、及びフラッシュメモリデバイス（例えば、カード、スティック、キ
ードライブ）を含み得る。もちろん、当業者であれば、種々の実施形態の範囲又は趣旨を
逸脱することなく、この構成に対して多数の変形がなされ得ることを認識するはずである
。
【０２１７】
　さらに、単語「例」及び「例示」は、例又は例示として作用することを意味するように
ここで用いられる。「例」又は「例示」としてここに記載されるいずれの実施形態又は設
計も、必ずしも他の実施形態又は設計に対して好適又は有利なものとして解釈されるわけ
ではない。逆に、例又は例示という用語の使用は、具体的態様でコンセプトを提示するこ
とが意図されている。本願で使用されるように、用語「又は／若しくは」は、排他的な「
又は／若しくは」ではなく、包含的な「又は／若しくは」を意味するものである。すなわ
ち、特に断りがない限り、又は文脈から明らかでない限り、「ＸがＡ又はＢを採用する」
は、自然な包含的順列のいずれかを意味するものである。すなわち、ＸがＡを採用する場
合、ＸがＢを採用する場合、又はＸがＡ及びＢの双方を採用する場合、「ＸがＡ又はＢを
採用する」は、前述の例のいずれかの下で満足される。さらに、本願及び付属の特許請求
の範囲で使用される冠詞「ａ」及び「ａｎ」は、特に断りがない限り、又は文脈から単数
形が指示されていることが明らかでない限り、「１以上の」を意味するものと一般に解釈
されるべきである。
【０２１８】
　さらに、「ユーザ機器」、「移動局」、「移動体」、「加入者局」、「アクセス端末」
、「端末」、「ハンドセット」、「移動体デバイス」（及び／又は同様の語を表す用語）
などの用語は、データ、制御、音声、映像、音、ゲーム又は実質的にあらゆるデータスト
リーム若しくはシグナリングストリームを受信又は伝達する無線通信サービスの加入者又
はユーザによって利用される無線デバイスをいうものである。上述の用語は、ここで及び
関係する図面を参照して互換可能に利用される。
【０２１９】
　またさらに、用語「ユーザ」、「加入者」、「顧客／カスタマー」、「消費者」などは
、文脈が用語間の特定の区別を保証しない限り、全体を通して相互に互換可能に採用され
る。そのような用語は、人間のエンティティ、又は模擬された視界、音認識などを提供で
きる人工知能（例えば、少なくとも複雑な数学的な式に基づいて推測を行う能力）によっ
て援助される自動化されたコンポーネントのことをいうことが理解されるべきである。
【０２２０】
　ここに採用されるように、用語「プロセッサ」とは、単一コアプロセッサ、ソフトウェ
アでマルチスレッド化された実行能力を有する単一プロセッサ、マルチコアプロセッサ、
ソフトウェアでマルチスレッド化された実行能力を有するマルチコアプロセッサ、ハード
ウェアでマルチスレッド化された技術を有するマルチコアプロセッサ、並列プラットフォ
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が、備える実質的にあらゆるコンピューティング処理装置又はコンピューティング装置の
ことをいう。さらに、プロセッサは、ここに記載される機能を実行するように設計された
集積回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フ
ィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル・ロジック・
コントローラ（ＰＬＣ）、コンプレックス・プログラマブル・ロジック・コントローラ（
ＣＰＬＤ）、個々のゲート又はトランジスタロジック、個々のハードウェアコンポーネン
ト、又はそれらの任意の組合せのことをいう。プロセッサは、スペース使用率を最適化し
、又はユーザ機器の性能を高めるために、以下に限定されないが、分子及び量子ドットに
基づくトランジスタ、スイッチ及びゲートなどのナノスケールアーキテクチャを利用する
ことができる。プロセッサはまた、コンピューティング処理装置の組合せとして実施され
得る。
【０２２１】
　ここで使用される「データストレージ」、「データストレージ」、「データベース」及
びコンポーネントの動作及び機能に関係する実質的にあらゆる他の情報記憶コンポーネン
トなどの用語は、「メモリコンポーネント」、「メモリ」において具現されるエンティテ
ィ、又はメモリを備えるコンポーネントについて言及するものである。ここに記載される
メモリコンポーネント又はコンピュータ可読記憶媒体は、揮発性メモリ又は不揮発性メモ
リのいずれかであればよく、又は揮発性及び不揮発性メモリを含み得ることが分かるはず
である。
【０２２２】
　上述したものは、種々の実施形態の単なる例を含む。もちろん、これらの例を記載する
目的のため、構成要素又は方法の全ての可能な組合せを記載することは可能ではないが、
当業者であれば、本実施形態の多数の更なる組合せ及び順列が可能であることを認識する
ことができる。したがって、ここに開示及び／又は特許請求される実施形態は、添付の特
許請求の範囲の趣旨及び範囲内のものとなる全てのそのような変更例、変形例及びバリエ
ーションを包含するものである。またさらに、用語「含む」が詳細な説明又は特許請求の
範囲のいずれかで使用されるという点で、そのような用語は、特許請求の範囲において転
換語として利用される場合に「備える」が解釈されるように、用語「備える」と同様に包
含的であるものとする。
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