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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信ネットワークと、通信路上の帯域を確保した上でデータの送信を行うことが
できる第２の通信ネットワークに接続され、上記第１の通信ネットワークに接続される第
１のネットワークインタフェースと、上記第２の通信ネットワークに接続される第２のネ
ットワークインタフェースとを備えたネットワーク中継装置であって、
　上記第１のネットワークインタフェースを通じて上記第１の通信ネットワークに関する
事象および／または状態を検出する事象・状態検出部と、
　上記事象・状態検出部が検出した、上記第１の通信ネットワークに関する事象および／
または状態の内容に応じて、上記第２の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開
放すべき通信路上の帯域を決定する通信リソース決定部と、
　上記通信リソース決定部によって決定された通信路上の帯域に基づいて、上記第２のネ
ットワークインタフェースを通じて上記第２の通信ネットワークにおける通信路上の帯域
を取得、変更、または開放する通信リソース管理部とを備えることを特徴とするネットワ
ーク中継装置。
【請求項２】
　上記通信リソース管理部が、上記第２の通信ネットワークにおける帯域に所定係数を乗
算することによって、上記第２の通信ネットワークにおける帯域を変更することを特徴と
する請求項１に記載のネットワーク中継装置。
【請求項３】
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　上記第１の通信ネットワークが通信路上の帯域を確保した上でデータの送信を行うこと
ができる通信ネットワークであり、
　上記通信リソース決定部が、上記第２の通信ネットワークにおける通信路上の帯域を、
上記第１の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放された通信路上の帯域に基
づいて決定することを特徴とする請求項１に記載のネットワーク中継装置。
【請求項４】
　上記通信リソース決定部が、上記第１の通信ネットワークにおいて取得、変更あるいは
開放された通信路上の帯域から送信されるデータの帯域幅を推定し、その帯域幅に基づい
て、上記第２の通信ネットワークにおける通信路上の帯域を決定することを特徴とする請
求項３に記載のネットワーク中継装置。
【請求項５】
　上記通信リソース決定部は、上記第１の通信ネットワークにおいて取得、変更あるいは
開放された通信路上の帯域から送信されるデータを一定時間蓄積し、その蓄積されたデー
タサイズを、データの蓄積時間で除算することによって、上記帯域幅を推定することを特
徴とする請求項４に記載のネットワーク中継装置。
【請求項６】
　上記通信リソース決定部が、上記第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信路上
の帯域の決定を、上記第２の通信ネットワークの性質を考慮して行うことを特徴とする請
求項１ないし５のいずれか一項に記載のネットワーク中継装置。
【請求項７】
　上記通信リソース決定部が、上記第２の通信ネットワークにおける通常のデータ送信の
ために必要な通信路上の帯域と、データ再送に必要とされる通信路上の帯域とに基づいて
、上記第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信路上の帯域を決定することを特徴
とする請求項６に記載のネットワーク中継装置。
【請求項８】
　上記第１の通信ネットワークが通信路上の帯域を確保した上でデータの送信を行うこと
ができる通信ネットワークであり、
　上記事象・状態検出部によって検出される上記第１の通信ネットワークに関する事象お
よび／または状態が、上記第１の通信ネットワークと上記第２の通信ネットワークとの間
で転送されるデータに対する、上記第１の通信ネットワークにおける通信路上の帯域の取
得、変更、開放処理、または通信路上の帯域を取得している状態であることを特徴とする
請求項１に記載のネットワーク中継装置。
【請求項９】
　上記事象・状態検出部において検出される上記第１の通信ネットワークに関する事象お
よび／または状態が、上記第１の通信ネットワークから上記第２の通信ネットワークに転
送されるデータ自身の受信処理または受信終了処理であることを特徴とする請求項１に記
載のネットワーク中継装置。
【請求項１０】
　上記通信リソース決定部が、上記第１の通信ネットワークから受信するデータ群を測定
して得られる帯域に基づいて、上記第２の通信ネットワークにおける当該データ群の通信
に必要な帯域を決定することを特徴とする、請求項１ないし９のいずれか一項に記載のネ
ットワーク中継装置。
【請求項１１】
　上記第２の通信ネットワークにおける通信状態を検出する通信状態検出部をさらに備え
、
　上記通信リソース管理部が、上記第２の通信ネットワークにおける帯域取得対象データ
の通信状態の変化に応じて、上記第２の通信ネットワークにおいて取得済みの通信路上の
帯域を変更することを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか一項に記載のネットワー
ク中継装置。
【請求項１２】
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　上記通信状態検出部が、上記第２の通信ネットワークにおいて伝送されるデータのエラ
ー発生割合を検出し、その割合が一定値を超えた場合に、上記通信リソース管理部が、上
記第２の通信ネットワークにおいて取得済みの通信路上の帯域を増加させることを特徴と
する請求項１１に記載のネットワーク中継装置。
【請求項１３】
　上記通信状態検出部が、上記第２の通信ネットワークにおけるデータ通信時間を検出し
、その時間と、すでに割り当てられている通信路上の帯域によって与えられた時間とを比
較することによって、上記通信リソース管理部が、上記第２の通信ネットワークにおいて
取得する通信路上の帯域を変更させることを特徴とする請求項１１または１２に記載のネ
ットワーク中継装置。
【請求項１４】
　上記第２の通信ネットワークにおける通信路上の帯域を管理する通信リソース管理局を
検出するネットワーク管理部をさらに備え、
　上記ネットワーク管理部によって検出された上記通信リソース管理局が上記第２の通信
ネットワーク上のどの通信局であるかによって、上記通信リソース管理部が、当該ネット
ワーク中継装置自ら通信路上の帯域を取得、変更、または開放するか、上記第２の通信ネ
ットワーク上の他の通信局に通信路上の帯域の取得、変更、または開放を要求するかを判
定することを特徴とする請求項１ないし１３のいずれか一項に記載のネットワーク中継装
置。
【請求項１５】
　上記事象・状態検出部は、上記第１のネットワークに接続された他の通信装置からネッ
トワークの状態の情報を受信することを特徴とする請求項１ないし１４のいずれか一項に
記載のネットワーク中継装置。
【請求項１６】
　上記事象・状態検出部は、上記第１のネットワークに接続された他の通信装置にネット
ワークの状態の情報を要求することを特徴とする請求項１ないし１４のいずれか一項に記
載のネットワーク中継装置。
【請求項１７】
　上記事象・状態検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確
認を定期的に行うことを特徴とする請求項１６に記載のネットワーク中継装置。
【請求項１８】
　上記事象・状態検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確
認を、上記第１の通信ネットワークから所定のイベントが通知されたときに行うことを特
徴とする請求項１５に記載のネットワーク中継装置。
【請求項１９】
　上記通信リソース管理部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の
検出から一定時間以上経過した後に、上記第２の通信ネットワークにおける通信路上の帯
域を取得、変更、または開放することを特徴とする請求項１ないし１８のいずれか一項に
記載のネットワーク中継装置。
【請求項２０】
　上記事象・状態検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態とし
て、該第１の通信ネットワークにおいて自局との間でデータ通信を行っている相手局の有
無を検出することを特徴とする請求項１５ないし１９のいずれか一項に記載のネットワー
ク中継装置。
【請求項２１】
　上記事象・状態検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態とし
て、該第１の通信ネットワークにおけるコネクション確立状態を検出することを特徴とす
る、請求項１５ないし１９のいずれか一項に記載のネットワーク中継装置。
【請求項２２】
　通信路上の帯域を確保した上でデータの送信を行うことができる第１の通信ネットワー
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クと、第１の通信ネットワークとは性質が異なる第２の通信ネットワークに接続され、上
記第１の通信ネットワークに接続される第１のネットワークインタフェースと、上記第２
の通信ネットワークに接続される第２のネットワークインタフェースとを備えたネットワ
ーク中継装置であって、
　上記第１の通信ネットワークに接続される他の通信局が、該第１の通信ネットワーク上
の通信路上の帯域を確保する際にアクセスするネットワーク構成要素と、
　取得失敗あるいは開放を通知された通信リソースに対応するコネクションを特定し、該
コネクションに対応する上記ネットワーク構成要素の利用可能／不可能を制御するコネク
ション管理部とを備えることを特徴とするネットワーク中継装置。
【請求項２３】
　上記コネクション管理部が上記第１の通信ネットワーク上に設定済みのコネクションあ
るいは帯域についてコネクション切断要求あるいは帯域解放要求を受信した際に、当該コ
ネクションあるいは帯域に関連付けられた自局上のネットワーク構成要素を使用不可能に
することを特徴とする請求項２２に記載のネットワーク中継装置。
【請求項２４】
　上記第１または第２の通信ネットワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるこ
とを特徴とする請求項１ないし２３のいずれか一項に記載のネットワーク中継装置。
【請求項２５】
　上記第１または第２の通信ネットワークが、無線を用いたネットワークであることを特
徴とする請求項１ないし２３のいずれか一項に記載のネットワーク中継装置。
【請求項２６】
　上記第１の通信ネットワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるとともに、
　上記第１の通信ネットワークから通知されるイベントがＩＥＥＥ１３９４に規定されて
いるバスリセットであることを特徴とする請求項１８記載のネットワーク中継装置。
【請求項２７】
　上記第１の通信ネットワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるとともに、
　上記第１の通信ネットワークにおける通信路上の帯域を取得している状態として、該第
１の通信ネットワークにおけるＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｍａｎａｇｅ
ｒが有するＢＡＮＤＷＩＤＴＨ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥあるいはＣＨＡＮＮＥＬＳ＿ＡＶＡ
ＩＬＡＢＬＥレジスタの値を用いることを特徴とする請求項８に記載のネットワーク中継
装置。
【請求項２８】
　上記第１の通信ネットワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるとともに、
　上記第１の通信ネットワークにおけるコネクション確立状態として、該第１の通信ネッ
トワークにおけるデータ送信局あるいはデータ受信局の持つＰｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒ
ｅｇｉｓｔｅｒのコネクションカウンタ値を用いることを特徴とする請求項２１に記載の
ネットワーク中継装置。
【請求項２９】
　上記ネットワーク構成要素が、レジスタ、Ｐｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ
、および１３９４ノードのいずれかであることを特徴とする請求項２２または２３に記載
のネットワーク中継装置。
【請求項３０】
　請求項１ないし２９のいずれか一項に記載のネットワーク中継装置が行う処理をコンピ
ュータに実行させるネットワーク中継プログラム。
【請求項３１】
　請求項１ないし２９のいずれか一項に記載のネットワーク中継装置が行う処理をコンピ
ュータに実行させるネットワーク中継プログラムを記録した記録媒体。
【請求項３２】
　さらに上記第１のネットワーク構成のリセットを実施することを特徴とする請求項２３
に記載のネットワーク中継装置。
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【請求項３３】
　第１の通信ネットワークと、通信路上の帯域を確保した上でデータの送信を行うことが
できる第２の通信ネットワークに接続され、上記第１の通信ネットワークに接続される第
１のネットワークインタフェースと、上記第２の通信ネットワークに接続される第２のネ
ットワークインタフェースとを備えたネットワーク中継装置により実行されるネットワー
ク中継方法であって、
　上記ネットワーク中継装置が備える事象・状態検出部により、上記第１のネットワーク
インタフェースを通じて上記第１の通信ネットワークに関する事象および／または状態を
検出し、
　上記ネットワーク中継装置が備える通信リソース決定部により、上記事象・状態検出部
が検出した、上記第１の通信ネットワークに関する事象および／または状態の内容に応じ
て、上記第２の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放すべき通信路上の帯域
を決定し、
　上記ネットワーク中継装置の通信リソース管理部により、上記通信リソース決定部によ
って決定された通信路上の帯域に基づいて、上記第２のネットワークインタフェースを通
じて上記第２の通信ネットワークにおける通信路上の帯域を取得、変更、または開放する
ことを特徴とするネットワーク中継方法。
【請求項３４】
　通信路上の帯域を確保した上でデータの送信を行うことができる第１の通信ネットワー
クと、第１の通信ネットワークとは性質が異なる第２の通信ネットワークに接続され、上
記第１の通信ネットワークに接続される第１のネットワークインタフェースと、上記第２
の通信ネットワークに接続される第２のネットワークインタフェースとを備えたネットワ
ーク中継装置により実行されるネットワーク中継方法であって、
　上記ネットワーク中継装置が備えるネットワーク構成要素により、上記第１の通信ネッ
トワークに接続される他の通信局が、該第１の通信ネットワーク上の通信路上の帯域を確
保する際にアクセスし、
　上記ネットワーク中継装置が備えるコネクション管理部により、取得失敗あるいは開放
を通知された通信リソースに対応するコネクションを特定し、該コネクションに対応する
上記ネットワーク構成要素の利用可能／不可能を制御することを特徴とするネットワーク
中継方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに種類の異なる複数の通信ネットワークを中継するネットワーク中継装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家庭内におけるＡＶ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｓｕａｌ）機器のデジタル化が進んでい
る。例えば、テレビにおいては、衛星放送に加えて地上波放送もデジタル化が計画されて
おり、また、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｃ）によるホームシア
ターなども広く普及している。さらに、通信インフラの整備によりインターネットにおけ
るブロードバンド化が進展しており、このインターネットを介して高画質の映像データを
ストリーミングで受信する、というような映像配信も実用化されている。
【０００３】
　このように、家庭内に各種ＡＶ機器が備えられるようになると、これらのＡＶ機器をネ
ットワークに接続し、相互に連携させて動作させる、という使用形態の需要が生じてくる
。家庭内において、例えば複数の部屋にある各種ＡＶ機器をネットワークで接続する際に
は、例えばＩＥＥＥ１３９４などを利用した有線によるネットワークとともに、例えば無
線ＬＡＮなどを利用した無線によるネットワークを利用する必要性が高くなる。この場合
、複数種類のネットワークを相互に接続するシステムを構築する必要が生じることになる
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。
【０００４】
　図１９は、ＩＥＥＥ１３９４による有線ネットワークと、無線ＬＡＮによる無線ネット
ワークとを相互に接続するシステム構成を示している。このシステムには、例えばチュー
ナやＤＶＤプレーヤなどの映像を送信する装置としての映像送信装置１０１、液晶ディス
プレイやプラズマディスプレイなどの映像を受信する装置としての映像受信装置１０３、
および、無線ゲートウェイ１０２が設けられている。映像送信装置１０１と無線ゲートウ
ェイ１０２とは、ＩＥＥＥ１３９４によって接続されており、無線ゲートウェイ１０２と
映像受信装置１０３とは、無線ＬＡＮによって接続されている。そして、映像送信装置１
０１から出力された映像信号は、ＩＥＥＥ１３９４のネットワークを介して無線ゲートウ
ェイ１０２に伝送され、さらに無線ＬＡＮのネットワークを介して映像受信装置１０３に
伝送される。
【０００５】
　以上のようなシステムにおいて、ＩＥＥＥ１３９４によるネットワークと、無線ＬＡＮ
によるネットワークとの双方において、帯域の保証された通信路を確立する方法として、
例えば、特開２０００－２２４２１６号公報（公開日２０００年８月１１日）には、次の
ような手法が提案されている。
【０００６】
　まず、映像送信装置１０１がＩＥＥＥ１３９４バスの帯域及びチャネルを取得した後、
帯域通知用パケットが映像送信装置１０１から無線ゲートウェイ１０２に対して送信され
る。同様にして、無線ゲートウェイ１０２が無線ＬＡＮの帯域を取得した後、帯域通知用
パケットが無線ゲートウェイ１０２から映像受信装置１０３に送信される。映像受信装置
１０３は、受信した帯域通知用パケットの内容を見てＡＣＫパケットを返送する。無線ゲ
ートウェイ１０２は、ＡＣＫパケットを映像受信装置１０３から受信すると、映像送信装
置１０１に対して同様にＡＣＫパケットを送信する。以上のシーケンスが行われることに
よって、映像送信装置１０１から映像受信装置１０３に到る通信経路における帯域が確保
され、以降、映像信号の送受信が行われることになる。
【０００７】
　しかしながら、上記のシステムのように、映像送信装置１０１、無線ゲートウェイ１０
２、および映像受信装置１０３が帯域通知用パケットを送受信することによって帯域確保
処理が行われる場合、各装置は、この帯域通知用パケットを理解し、扱える必要があるこ
とになる。すなわち、各装置には帯域通知用パケットを扱うための構成の付加が必要とな
り、従来から存在する映像送信装置１０１や映像受信装置１０３をそのまま使用すること
ができないことになる。これは、利用者に対して多大な負担をかけることになり、上記の
ようなシステムのスムーズな普及を期待することはできない。
【０００８】
　また、上記のシステムでは、無線によるネットワークを含んだものとなっているが、無
線ネットワークによる通信は、環境の変化によって通信状況も変化する特性がある。例え
ば、昨今では、液晶テレビなどの普及により、映像受信装置を気軽に移動させることが可
能となっているが、このように通信局が移動することによって通信距離や通信環境が変化
し、これによって通信の信頼性が変動することが予想される。すなわち、無線ネットワー
クにおいては、無線通信の特性を考慮した帯域確保を行う必要があるという課題があるが
、上記のように有線ネットワークと無線ネットワークとが関連して通信が行われるシステ
ムにおいて、このような課題を考慮した手法は現状では提案されていない。
【０００９】
　また、上記のシステムにおいて、例えば映像送信装置１０１において、電源が突然にＯ
ＦＦにされた場合や、接続回線が突然物理的に切断された場合などには、有線ネットワー
クにおける通信は中止されることになる。ここで、有線ネットワーク側では、このような
事態が生じた場合には、帯域の開放が行われるようになっているが、無線ネットワーク側
では、このような通信の切断は予想されていないものであるので、帯域開放処理を的確に
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行えないことになり、無駄な帯域を浪費することになるという問題がある。
【００１０】
　また、上記のシステムにおいて、ＩＥＥＥ１３９４による有線ネットワークでの帯域確
保には成功したが、無線ネットワークにおける帯域確保に失敗した場合、有線ネットワー
クにおける帯域の開放を行うことができない、という問題がある。詳しく説明すると、Ｉ
ＥＥＥ１３９４によるネットワークの場合、ＩＥＣ６１８８３の規定により、ノード間に
張られたコネクションを開放できるのは、このコネクションを確立した側のノードのみと
なっている。なお、ＩＥＥＥ１３９４においては、帯域取得とコネクション確立とは通常
セットとして扱われるようになっている。すなわち、有線ネットワークにおいて帯域とチ
ャネルを取得しコネクションを確立するのは映像送信装置１０１である一方、無線ネット
ワークにおける帯域確保に失敗したことを検知するのは無線ゲートウェイ１０２であるの
で、無線ゲートウェイ１０２からコネクションを切断することとＩＥＥＥ１３９４の帯域
及びチャネルの開放ができないことになる。
【００１１】
　本発明は上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、互いに異なる種
類の通信ネットワークにそれぞれ設けられている通信局同士で通信を行う際に、これらの
通信局に特別な処理を行わせることなく相互通信を可能とさせるネットワーク中継装置を
提供することにある。
【発明の開示】
【００１２】
　本発明に係るネットワーク中継装置は、第１の通信ネットワークと、通信リソースを確
保した上でデータの送信を行うことができる第２の通信ネットワークに接続され、上記第
１の通信ネットワークに接続される第１のネットワークインタフェースと、上記第２の通
信ネットワークに接続される第２のネットワークインタフェースとを備えたネットワーク
中継装置であって、上記第１のネットワークインタフェースを通じて上記第１の通信ネッ
トワークに関する事象および／または状態を検出する事象・状態検出部と、上記事象・状
態検出部が検出した、上記第１の通信ネットワークに関する事象および／または状態の内
容に応じて、上記第２の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放すべき通信リ
ソースを決定する通信リソース決定部と、上記通信リソース決定部によって決定された通
信リソースに基づいて、上記第２のネットワークインタフェースを通じて上記第２の通信
ネットワークにおける通信リソースを取得、変更、または開放する通信リソース管理部と
を備えることを特徴としている。
【００１３】
　上記の構成では、まずデータ検出部によって、第１の通信ネットワークに関する事象お
よび／または状態が検出される。この処理の内容に応じて、通信リソース決定部によって
、第２の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放すべき通信リソースが決定さ
れ、これに基づいて、通信リソース管理部が、第２の通信ネットワークにおける通信リソ
ースを取得、変更、または開放する。
【００１４】
　すなわち、例えば第１の通信ネットワーク上のデータ送信局が、第２の通信ネットワー
ク上のデータ受信局に対してデータ送信を行う際には、まずデータ送信局がネットワーク
中継装置に対して、データ送信を行う旨の信号を送信することになる。ここでの信号は、
第１の通信ネットワークにおいて通常使われているものでよいことになり、データ送信局
は特別な処理を行う必要はない。
【００１５】
　そして、ネットワーク中継装置は、事象・状態検出部によってこのデータ送信局からの
信号を第１の通信ネットワークに関する事象として検知し、通信リソース決定部による決
定結果に基づいて、通信リソース管理部によって第２の通信ネットワークにおける通信リ
ソースが取得され、データ受信局との通信が可能となる。ここでも、データ受信局は特別
な処理を行う必要はない。
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【００１６】
　以上のように、上記の構成によれば、互いに異なる種類の通信ネットワークにそれぞれ
設けられている通信局同士で通信を行う際に、これらの通信局のどちらに対しても特別な
処理を行わせる必要がないので、従来の装置をそのまま利用することが可能となる。よっ
て、利用者は、互いに異なる種類の通信ネットワークを含んだより広域の通信ネットワー
クを容易に導入することが可能となるという効果を奏する。
【００１７】
　本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の一形態について図１ないし図５、ならびに図１４および図１５に基づい
て説明すれば、以下のとおりである。
【００１９】
　（１－１．ネットワーク構成）
　図１は、本実施形態に係る通信ネットワークシステムの概略構成を示すブロック図であ
る。同図に示すように、この通信ネットワークシステムは、コントローラ１、第１中継局
（ネットワーク中継装置）２、第２中継局（ネットワーク中継装置）３、ターゲット４、
第１ＩＲＭ（Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｍａｎａｇｅｒ）５、第２ＩＲ
Ｍ７、およびＱＡＰ／ＨＣ６を備えた構成となっている。
【００２０】
　コントローラ１、第１中継局２、および第１ＩＲＭ５は、第１有線ネットワーク８によ
って接続されており、これらによって第１有線ネットワークシステムが形成されている。
また、第２中継局３、ターゲット４、および第２ＩＲＭ７も、第２有線ネットワーク１０
によって接続されており、これらによって第２有線ネットワークシステムが形成されてい
る。本実施形態では、これら第１および第２有線ネットワークシステムが、ＩＥＥＥ１３
９４準拠のネットワークシステムであるものとする。
【００２１】
　ここで、簡単にＩＥＥＥ１３９４について説明しておく。ＩＥＥＥ１３９４は、高速の
シリアル・インターフェース規格であり、その転送速度としては１００Ｍｂｐｓ、２００
Ｍｂｐｓ、および４００Ｍｂｐｓの３種類が現状で存在している。音声や動画などの一定
のタイミングで転送することが不可欠なデータを優先的に転送するアイソクロナス（等時
）転送方式を持ち、マルチメディア・データ向けのインターフェースとしての性格を有し
ている。
【００２２】
　また、第１中継局２、第２中継局３、およびＱＡＰ／ＨＣ６は、無線ネットワーク９に
よって接続されており、これらによって無線ネットワークシステムが形成されている。本
実施形態では、この無線ネットワークシステムが、ＩＥＥＥ Ｐ８０２．１１ｅ Ｄｒａｆ
ｔＤ５．０準拠のネットワークシステムであるものとする。
【００２３】
　コントローラ１は、ユーザが上記通信ネットワークシステムを利用する際に、システム
上の装置、この場合ではターゲット４の制御を行う際に用いられる装置である。本実施形
態では、このコントローラ１として映像表示手段としてのテレビを想定している。この場
合、テレビのリモコンなどによる入力手段によって、ユーザからの上記各機器に対する動
作制御指示が行われることになる。
【００２４】
　ターゲット４は、コントローラ１によって動作の制御が行われる機器である。本実施形
態では、このターゲット４として、映像信号出力手段としてのＶＴＲ（Ｖｉｄｅｏ Ｔａ
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ｐｅ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）を想定している。すなわち、本実施形態では、このＶＴＲから
出力された映像信号が、第２有線ネットワーク１０、無線ネットワーク９、および第１有
線ネットワーク８を介して、コントローラ１としてのテレビに送信され、テレビにおいて
映像が表示される、というシステム動作が想定されている。
【００２５】
　第１中継局２は、第１有線ネットワークシステムと無線ネットワークシステムとの間で
信号の中継を行う装置であり、第１有線ネットワーク８および無線ネットワーク９に接続
されている。また、第２中継局３は、無線ネットワークシステムと第２有線ネットワーク
システムとの間で信号の中継を行う装置であり、無線ネットワーク９および第２有線ネッ
トワーク１０に接続されている。
【００２６】
　第１ＩＲＭ５は、第１有線ネットワークシステムにおける信号伝送の帯域・チャネル管
理を行う装置である。また、第２ＩＲＭ７は、第２有線ネットワークシステムにおける信
号伝送の帯域・チャネル管理を行う装置である。また、ＱＡＰ／ＨＣ６は、無線ネットワ
ークシステムにおける送信権の管理を行う装置である。
【００２７】
　（１－２．帯域確保メッセージシーケンス）
　次に、上記通信ネットワークシステムにおける帯域確保のためのメッセージシーケンス
について図２を参照しながら以下に説明する。まず、ステップ１（以降、Ｓ１のように称
する）において、コントローラ１は、ユーザからの操作などにより制御対象となるターゲ
ット４を決定すると、自らの接続される第１有線ネットワークシステム上の帯域およびチ
ャネルの取得要求を第１ＩＲＭ５に対して送信する。第１ＩＲＭ５は、要求された帯域お
よびチャネルを確保した上でリソース取得応答をコントローラ１に送信する（Ｓ２）。帯
域およびチャネルの取得に成功したら、コントローラ１は第１中継局２に対してコネクシ
ョン確立要求を送信する（Ｓ３）。第１中継局２は、指定されたコネクションが確立可能
か否かを判断し、コネクション確立応答をコントローラ１に送信する（Ｓ４）。
【００２８】
　第１中継局２は、コントローラ１からコネクション確立要求を受け付けると、自局は無
線ネットワーク９上でストリーム受信を行うことと、自局および第２中継局３がＱＡＰ／
ＨＣではないことを確認した後に、自局と第２中継局３との間のコネクション確立要求を
第２中継局３へ送信する（Ｓ５）。第２中継局３は、第１中継局２からコネクション確立
要求を受信すると、ＱＡＰ／ＨＣ６に対して帯域取得要求を送信する（Ｓ６）。
【００２９】
　ＱＡＰ／ＨＣ６は、第２中継局３から要求された帯域を割り与えるとともに、帯域取得
応答を第２中継局３へ送信する（Ｓ７）。帯域取得応答を受信した第２中継局３は、帯域
取得結果も踏まえて第１中継局２との間にコネクションを確立することが可能か否かを判
断し、判断結果を含むコネクション確立応答を第１中継局２へ送信する（Ｓ８）。
【００３０】
　第２中継局３は、続けて、自らの接続される第２有線ネットワークシステム上の帯域お
よびチャネルの取得要求を第２ＩＲＭ７に対して送信する（Ｓ９）。第２ＩＲＭ７は、要
求された帯域およびチャネルを確保した上でリソース取得応答を第２中継局３に送信する
（Ｓ１０）。帯域およびチャネルの取得に成功したら、第２中継局３はターゲット４に対
してコネクション確立要求を送信する（Ｓ１１）。ターゲット４は、指定されたコネクシ
ョンが確立可能か否かを判断し、コネクション確立応答を第２中継局３に送信する（Ｓ１
２）。
【００３１】
　なお、本実施形態では、コントローラ１はターゲット４を帯域確保処理開始前に認識可
能であり、その認識結果に基づいてコントローラ１からターゲット４までの通信経路は事
前に定めることが可能となっているものとする。これを実現する方法としては様々な方法
が考えられるが、以下に１つの例について説明する。
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【００３２】
　まず、第１中継局２が、第２中継局３が接続されている第２有線ネットワーク１０に接
続されている機器の情報の取得要求を第２中継局３に対して送信し、この情報を取得する
。その後、コントローラ１が第１中継局２にアクセスし、第２有線ネットワークシステム
に接続されている機器の情報を得て、これら機器の中から接続を行いたい機器、すなわち
ターゲット４を選択する。第１中継局２は、コントローラ１によって選択されたターゲッ
ト４に関する情報、具体的には、ＣｏｎｆｉｇＲＯＭおよびＰＣＲ（Ｐｌｕｇ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）の情報を第２中継局３を介してターゲット４から取得し、こ
れに基づいて仮想的なターゲット４を作成する。以降は、コントローラ１が第１中継局２
内に設けられた仮想的なターゲット４に対してアクセスすることによって通信が行われる
ことになる。
【００３３】
　（１－３．中継器の構成）
　次に、第１中継局２および第２中継局３の構成について説明する。なお、第１中継局２
および第２中継局３は、構成としてはほぼ同様のものであるので、ここでの説明において
は、両者を単に中継局２１と称して説明する。ただし、以下では、第１中継局２を想定し
た説明となっているが、基本的には第２中継局３にも同様に適用されるものである。
【００３４】
　図３は、中継局２１の概略構成を示すブロック図である。同図に示すように、中継局２
１は、有線ＰＨＹ２２、有線パケット処理部２３、プロトコル変換部２４、無線パケット
処理部２５、無線ＰＨＹ２６、有線コネクション検出部（事象・状態検出部、データ検出
部）２７、帯域変換部（通信リソース決定部）２８、リソース対応管理部２９、無線リソ
ース管理部（通信リソース管理部）３０、および、無線ネットワーク管理部（ネットワー
ク管理部）３１を備えた構成となっている。
【００３５】
　有線ＰＨＹ２２は、第１有線ネットワーク８に接続されており、この有線ネットワーク
経由でパケットや制御信号を受信あるいは送信する処理を行う物理層である。有線パケッ
ト処理部２３は、有線ＰＨＹ２２において受信されたパケットの種類を判定し、その種類
に応じた処理を行う、あるいは、アプリケーション（図示せず）やプロトコル変換部２４
からの要求によってパケットを作成し、これを有線ＰＨＹ２２へ渡す処理を行うものであ
る。プロトコル変換部２４は、有線ネットワークから受信したパケット、すなわち本実施
形態ではＩＥＥＥ１３９４のパケットを、無線ネットワークにおけるパケット形式へ変換
する、あるいは、無線ネットワークから受信したパケットを、有線ネットワークにおける
パケット形式、すなわちＩＥＥＥ１３９４のパケット形式へ変換する処理を行うものであ
る。
【００３６】
　無線ＰＨＹ２６は、無線ネットワーク９に接続されており、この無線ネットワーク経由
でパケットや制御信号を受信あるいは送信する処理を行う物理層である。無線パケット処
理部２５は、無線ＰＨＹ２６において受信されたパケットの種類を判定し、その種類に応
じた処理を行う、あるいは、アプリケーション（図示せず）やプロトコル変換部２４から
の要求によってパケットを作成し、これを無線ＰＨＹ２６へ渡す処理を行うものである。
【００３７】
　有線コネクション検出部２７は、有線パケット処理部２３でコネクション確立、追加、
切断を示すパケットを受信した際に、そのコネクション確立、追加、切断を検出する処理
を行うものである。帯域変換部２８は、有線ネットワークにおける通信から得られる帯域
幅情報に基づいて無線通信に必要な帯域幅を算出する処理を行うものである。
【００３８】
　リソース対応管理部２９は、有線ネットワーク上のコネクションと、それに対応して取
得した無線リソース（帯域幅、ＴＳＩＤなど）の対応付けを行うものである。無線リソー
ス管理部３０は、中継局２１が取得している無線リソースを管理するものである。無線ネ
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ットワーク管理部３１は、無線ネットワーク中でどの局が帯域管理を行うＱＡＰ／ＨＣで
あるかを記憶するものである。
【００３９】
　（１－４．中継局における処理の流れ）
　次に、第１中継局２における処理の流れについて、図４に示すフローチャートを参照し
ながら説明する。まずＳ２１において、有線ＰＨＹ２２はＩＥＥＥ１３９４パケットの受
信を待ち、ＩＥＥＥ１３９４パケットを受信すると、それを有線パケット処理部２３に引
き渡す。
【００４０】
　有線パケット処理部２３は、有線ＰＨＹ２２からＩＥＥＥ１３９４パケットを受信する
と、その中身を解析し、当該パケットがコネクション確立要求であるか否かの判定を行う
（Ｓ２２）。Ｓ２２においてＮＯ、すなわち、受信したパケットがコネクション確立要求
パケットではない場合には、そのパケットの内容に応じた動作を行い（Ｓ２３）、Ｓ２１
におけるパケット受信待機状態に戻る。一方、Ｓ２２においてＹＥＳ、すなわち、受信し
たパケットがコネクション確立要求である場合には、当該パケットが有線コネクション検
出部２７へ送信される。
【００４１】
　有線コネクション検出部２７は、コネクション確立要求を示すパケットに含まれるデー
タから、当該コネクションがどのプラグ（ｏＰＣＲ）に作成されるものであるのかを確認
し、新規に確立されるコネクションであるのか、あるいはすでに確立されているコネクシ
ョンにオーバーレイするものであるのかを判定する（Ｓ２４）。Ｓ２４においてＮＯ、す
なわち、すでに確立されているコネクションの確立要求であると判定された場合には、す
でに無線ストリーム用帯域は確保されているため、リソース対応管理部２９は何もせず、
Ｓ２１におけるパケット受信待機状態に戻る。
【００４２】
　一方、Ｓ２４においてＹＥＳ、すなわち、新規作成されるコネクションである場合には
、上記パケットに含まれるｐａｙｌｏａｄ値を帯域変換部２８に渡す処理が行われる。な
お、ｐａｙｌｏａｄとは、ＩＥＥＥ１３９４において、ＩＳＯパケットに含まれるデータ
の最大サイズを表すものである。そして、帯域変換部２８は、このｐａｙｌｏａｄ値に基
づいて無線伝送に必要な帯域幅を算出する（Ｓ２５）。この無線帯域幅の算出方法につい
ては後述する。
【００４３】
　また、有線コネクション検出部２７は、確立要求されたコネクションがどのプラグ（ｏ
ＰＣＲ）に作成されるものかについての情報をリソース対応管理部２９に渡す。リソース
対応管理部２９は、コネクションが確立されたプラグと事前に定められている経路情報と
に基づいて、どの無線局と通信するべきかを判断し、先に得た帯域幅情報と共に、宛先と
なる無線局のＭＡＣアドレスを無線リソース管理部３０に渡す。
【００４４】
　無線リソース管理部３０は、無線ネットワーク管理部３１からＱＡＰ／ＨＣ６のＭＡＣ
アドレスを得て、それが無線ネットワークにおける相手局となる中継局（自局が第１中継
局２である場合には第２中継局３）であるか、あるいはそれ以外の局かを判断する（Ｓ２
６）。この判断手法の詳細については、（６．中継局による自律的な帯域確保）欄にて後
述する。
【００４５】
　本実施形態においては、ＱＡＰ／ＨＣ６は第１中継局２でも第２中継局３でもないため
、Ｓ２６での判定はＮＯとなり、無線リソースの取得は無線ストリームの送信局（第２中
継局３）から行えることがわかる。
【００４６】
　また、無線リソース管理部３０は、自局と相手局との間で利用されているＴＳＩＤ（Ｍ
ＡＣ層のストリームを識別するためのＩＤ）を管理しており、無線帯域の取得を行う局が
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、帯域割り当てを要求する無線ストリームに対して新規にＴＳＩＤを割り与える。本実施
の形態において無線リソース管理部３０は、無線リソースの取得を行うのが第２中継局３
であり、ストリームの送受信局ともＱＡＰ／ＨＣ６ではない、すなわちｄｉｒｅｃｔｉｏ
ｎがダイレクトリンクであるという情報をリソース対応管理部２９へ通知する（ｄｉｒｅ
ｃｔｉｏｎの説明は後述する）。さらに無線リソース管理部３０は無線コネクション確立
要求を作成し、これを無線パケット処理部２５、無線ＰＨＹ２６経由で無線ストリームの
送信局（第２中継局３）宛てに送信する（Ｓ３１）。
【００４７】
　ここで、リソース対応管理部２９が、ＩＥＥＥ１３９４のストリームと無線のストリー
ムとの対応を管理する方法について、図５に示す表を参照しながら説明する。図５に示す
ように、リソース対応管理部２９では、ＩＥＥＥ１３９４のストリームを表す情報として
、ＰＣＲ、および、そのＰＣＲに記録されている、ストリームの宛先を示すチャネル（Ｃ
Ｈ）が管理され、無線のストリームを表す情報として、ＴＳＰＥＣを登録した局のＭＡＣ
アドレス、および当該ＴＳＰＥＣのＴＳＩＤ、ｄｉｒｅｃｔｉｏｎが管理されている。Ｔ
ＳＰＥＣは、ＱＡＰ／ＨＣ６から無線帯域を取得するために指定するパラメータ群であり
、ＴＳＩＤおよびｄｉｒｅｃｔｉｏｎを含んでいる。ＴＳＩＤは無線のストリームを識別
するための識別子であり、この表に示されるＭＡＣアドレスとｄｉｒｅｃｔｉｏｎと組み
合わせることで無線のストリームを一意に特定できる。ｄｉｒｅｃｔｉｏｎとは、そのス
トリームが、アップリンク（ＱＡＰ／ＨＣ６以外の局からＱＡＰ／ＨＣ６へ流れるストリ
ーム）、ダウンリンク（ＱＡＰ／ＨＣ６からＱＡＰ／ＨＣ６以外の局へ流れるストリーム
）、およびダイレクトリンク（ＱＡＰ／ＨＣ６以外の局から他のＱＡＰ／ＨＣ６以外の局
へ流れるストリーム）のいずれかを示すものである。
【００４８】
　図５に示す例では、第１中継局２においてｏＰＣＲ［０］から６０チャネルを用いて有
線ネットワーク８へ出力されるストリームと、ＭＡＣアドレス＝第２中継局３のＭＡＣア
ドレス、ＴＳＩＤ＝３、ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ＝ダイレクトリンクである、無線ネットワー
ク９から入力されるストリームとが対応付けられていることが示されている。
【００４９】
　図４に示すフローチャートに戻ると、Ｓ２６においてＱＡＰ／ＨＣ６が相手局（第２中
継局３）であると判定された場合には、無線リソース管理部３０は当該無線ストリームに
ＴＳＩＤを割り与えた後に無線帯域確保要求を作成し、これを無線パケット処理部２５、
無線ＰＨＹ２６経由で相手局宛てに送信する（Ｓ２７）。無線ＰＨＹ２６、無線パケット
処理部２５経由で無線帯域確保応答を受信すると（Ｓ２８）、無線リソース管理部３０は
無線帯域の確保に成功したか否かを判定する（Ｓ２９）。Ｓ２９においてＹＥＳ、すなわ
ち、無線帯域の確保に成功した場合には、前述のように無線コネクション確立要求を作成
し、これを無線パケット処理部２５、無線ＰＨＹ２６経由で相手局宛てに送信する（Ｓ３
１）。一方、Ｓ２９においてＮＯ、すなわち、無線帯域の確保に失敗していれば、帯域確
保に失敗したときの後処理を行い（Ｓ３０）、Ｓ２１におけるパケット受信待機状態に戻
る。
【００５０】
　無線リソース管理部３０は、無線ＰＨＹ２６、無線パケット処理部２５経由で無線コネ
クション確立応答を受信すると（Ｓ３２）、そのコネクション確立が成功したか否かを判
定する（Ｓ３３）。Ｓ３３においてＹＥＳ、すなわちコネクション確立が成功した場合に
は、この応答に含まれているＴＳＩＤをリソース対応管理部２９へ送信し、先にＰＣＲ、
チャネル、ＭＡＣアドレス、ｄｉｒｅｃｔｉｏｎを登録したエントリに当該ＴＳＩＤ値を
入力した後、Ｓ２１におけるパケット受信待機状態に戻る。一方、Ｓ３３においてＮＯ、
すなわち、コネクション確立に失敗した場合には、無線コネクション確立失敗時の処理を
行った後に（Ｓ３４）、Ｓ２１におけるパケット受信待機状態に戻る。
【００５１】
　なお、第２中継局３は、基本的には、上記した第１中継局２における処理の流れにおい
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て、有線ネットワークにおける処理および無線ネットワークにおける処理をそれぞれ無線
ネットワークにおける処理および有線ネットワークにおける処理に置き換えたものとなる
。すなわち、第２中継局３は、第１中継局２からの無線コネクション確立要求を受信し、
結果を無線コネクション確立応答として第１中継局２へ送信する。無線区間のコネクショ
ン確立を検出した第２中継局３は、通常のＩＥＥＥ１３９４上のリソース確保およびコネ
クション確立の操作をターゲット４に対して行う。
【００５２】
　（１－５．無線帯域幅の算出方法）
　次にＩＥＥＥ１３９４において規定されているｐａｙｌｏａｄ値に基づいて無線帯域幅
を算出する方法について説明する。ＩＥＥＥ１３９４を用いた電子オーディオ／ビデオ機
器のためのデジタルインタフェースを定める規格であるＩＥＣ６１８８３によると、上述
のｏＰＣＲには、１つのＩＥＥＥ１３９４のＩＳＯパケットに格納されるデータの最大サ
イズがＱＵＡＤＬＥＴという単位で記述されている。ここで１ＱＵＡＤＬＥＴ＝４バイト
である。
【００５３】
　図１４は、ＩＥＣ６１８８３において規定されているｏＰＣＲのデータフォーマットを
示す図である。ｏＰＣＲは、同図に示すように、Ｏｎｌｉｎｅ，Ｂｒｏａｄｃａｓｔ Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ｃｏｕｎｔｅｒ，Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎｔ ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ ｃｏｕｎｔｅｒ，Ｒｅｓｅｒｖｅｄ，Ｃｈａｎｎｅｌ ｎｕｍｂｅｒ，Ｄａｔａ ｒ
ａｔｅ，Ｏｖｅｒｈｅａｄ ＩＤ，Ｐａｙｌｏａｄのデータ領域から構成されている。ま
た、同図において、横方向における１目盛りは１ビット分を表しており、ｏＰＣＲは３２
ビット＝４バイトのデータとなっている。各データ領域に示されている内容については、
ＩＥＣ６１８８３において規定されているのでここでは説明しないが、上記ｐａｙｌｏａ
ｄ値は、ｏＰＣＲにおけるＰａｙｌｏａｄで示される値に相当するものとなる。
【００５４】
　図１５は、ＩＥＣ６１８８３において規定されているＣｏｍｍｏｎ Ｉｓｏｃｈｒｏｎ
ｏｕｓ Ｐａｃｋｅｔ Ｆｏｒｍａｔの一例を、ＩＥＥＥ１３９４のＩＳＯパケット内での
位置とともに示している。同図に示すように、このＩＳＯパケットは、ＩＳＯパケットの
ヘッダ領域とデータ領域に大別される。図１４と同様に、同図において、横方向における
１目盛りは１ビット分を表している。
【００５５】
　ＩＳＯパケットのヘッダ領域は、このＩＳＯパケット全体のヘッダ情報を示す部分であ
り、４バイト分のヘッダデータ領域および４バイト分のヘッダ用ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ 
Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ Ｃｈｅｃｋ）領域からなっている。ＩＳＯパケットのデータ領域
は、このＩＳＯパケットで運ばれるデータを格納する部分であり、データフィールドおよ
び４バイト分のデータ用ＣＲＣ領域からなっている。上述のデータフィールドはＣＩＰヘ
ッダ領域、ＳＰＨ領域、ソースパケット領域からなる。ＣＩＰヘッダ領域およびＳＰＨ領
域は、ＩＥＣ６１８８３において規定されているヘッダ領域であり、詳細についてはここ
では省略する。ソースパケット領域は、例えばストリームデータなどの実データ部分であ
る。そして、ｐａｙｌｏａｄ値は、データフィールド（＝ＣＩＰヘッダ領域、ＳＰＨ領域
、および、ソースパケット領域）の大きさを示している。
【００５６】
　ＩＳＯパケットで伝送されるストリームがＭＰＥＧ２－ＴＳの場合、そのストリームデ
ータのデータパケット（パケット群）は、ＩＳＯパケット内に次に示すような形式で格納
される。まずＣＩＰヘッダ（２ＱＵＡＤＬＥＴ）が格納され、続いて｛ＳＰＨ（１ＱＵＡ
ＤＬＥＴ）＋ＭＰＥＧ２－ＴＳパケット（４７ＱＵＡＤＬＥＴ）｝を８等分したものがｎ
個（ｎは任意の正の整数。ただしパケットサイズがＩＳＯパケットの最大長を超えないこ
と。）格納される。この部分のサイズがｐａｙｌｏａｄで表現されているため、１つのＩ
ＳＯパケットで送信されるデータ（ＳＰＨ＋ＭＰＥＧ２－ＴＳパケット）のサイズは、（
ｐａｙｌｏａｄ－２）×４×８＝３２×（ｐａｙｌｏａｄ－２）（単位：ビット）となる
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。
【００５７】
　ＩＥＥＥ１３９４では１秒間に８０００回ＩＳＯパケットが送信されるため、１秒間に
送信されるデータ量の最大値は、３２×（ｐａｙｌｏａｄ－２）×８０００＝２５６００
０×ｐａｙｌｏａｄ－２）（単位：ｂｐｓ）＝０．２５６×（ｐａｙｌｏａｄ－２）（単
位：Ｍｂｐｓ）である。例えばＰａｙｌｏａｄが４８（＝１９２ｂｙｔｅ、１つのＩＳＯ
パケットで最大１つのＭＰＥＧ２－ＴＳパケットを送信する）の場合、ＳＰＨ＋ＭＰＥＧ
２－ＴＳパケットの送信に必要な帯域幅は０．２５６×（４８－２）＝１１．７７６（Ｍ
ｂｐｓ）となる。
【００５８】
　ここで無線上でもストリームをＳＰＨ＋ＭＰＥＧ２－ＴＳの形で送信することとする。
ＩＥＥＥ１３９４は非常に信頼度の高い伝送方式のためストリーム送信においてパケット
の再送は不要であるが、無線は信頼度が低いため、届かなかったパケットを再送すること
により信頼度を上げることが不可欠である。このためにストリーム本体の約１割の帯域を
確保する場合には、ＴＳＰＥＣの持つＭｅａｎＤａｔａＲａｔｅ（平均データレート）と
いうパラメータには、１１．７７６×１．１＝１２．９５≒３（Ｍｂｐｓ）を指定する。
【００５９】
　（１－６．ストリーム受信時の中継局の処理）
　次に、無線リソース取得後に第１中継局２が無線ストリームを受信した際の処理につい
て、図１６に示すフローチャートを参照しながら説明する。無線パケット処理部２５は、
無線ネットワーク９から無線パケットを受信したことを検出すると、受信した無線パケッ
トが無線ストリームパケットであるか否かを判定する（Ｓ１０１）。無線ストリームパケ
ットではないと判定された場合（Ｓ１０１においてＮＯ）には、そのパケットの内容に応
じた動作を行う（Ｓ１０６）。
【００６０】
　一方、Ｓ１０１においてＹＥＳ、すなわち受信した無線パケットが無線ストリームパケ
ットであると判定された場合は、当該無線ストリームに対して無線リソースを取得済みか
否かが無線リソース管理部３０によって判定される（Ｓ１０２）。ここで、無線リソース
管理部３０は、当該無線ストリームパケットに記されたリソース（ＷＳＴＡ Ａｄｒ．お
よびＴＳＩＤ）情報と、当該無線ストリームパケットの送受信局とＱＡＰ／ＨＣとの関係
から求められるｄｉｒｅｃｔｉｏｎとが、リソース対応管理部２９が管理するＩＥＥＥ１
３９４のストリームと無線のストリームとを対応付けた表（図５参照）に記載されている
場合に、等が無線ストリームに対してのリソースが取得済みであると判定する。無線リソ
ースを取得していない無線ストリームパケットを受信した場合（Ｓ１０２においてＮＯ）
、無線パケット処理部２５はそのパケットが不正に送信されたものと判定し、破棄する（
Ｓ１０５）。
【００６１】
　一方、当該無線ストリームに対する無線リソースが取得済みであると判定された場合（
Ｓ１０２においてＹＥＳ）、同様にして、有線コネクション検出部２７が、１３９４リソ
ースが取得済みであるか否かを判定する（Ｓ１０３）。この判定は、図５の表において、
当該無線ストリームに対応する１３９４リソース（チャネル番号）の記載があるか否かを
、有線コネクション検出部２７がリソース対応管理部２９に問い合わせることによって行
われる。Ｓ１０３においてＮＯ、すなわち、１３９４リソースが取得されていない無線ス
トリームパケットを受信した場合、無線パケット処理部２５はそのパケットを破棄する（
Ｓ１０５）。
【００６２】
　一方、当該無線ストリームパケットに対する１３９４リソースが確保済みであると判定
された場合（Ｓ１０３においてＹＥＳ）、そのパケットをプロトコル変換部２４へ渡し、
プロトコル変換部２４が１３９４パケット用の形式に変換した後に、有線パケット処理部
２３、有線ＰＨＹ２２を経由して第１有線ネットワーク８へ送出される（Ｓ１０４）。
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【００６３】
　なお、上記の例では、１３９４リソースあるいは無線リソースを取得していない無線ス
トリームパケットを受信した際には、その無線ストリームパケットを破棄するようになっ
ているが、無線ストリームパケットを受信した際に、取得していない無線リソースおよび
／または１３９４リソースを取得し、有線ネットワークへの転送を行っても良い。後述の
実施の形態２は、転送先のリソースをストリームパケット受信後に取得する例である。
【００６４】
　なお、以上では、無線帯域の確保に関する処理について説明しているが、帯域の変更、
開放も同様にして実現できる。
【００６５】
　さらに、本実施形態では、ＩＥＥＥ１３９４ネットワークのリソース取得に関わる処理
を検出して無線の帯域を確保する処理について述べているが、ネットワークの組み合わせ
はこれに限らず、帯域などのリソースを確保した後にデータの送信を行うネットワークで
あれば本発明を適用可能である。
【００６６】
　また、図４に示すフローチャートのＳ２６において、自局が無線区間でストリームを受
信することを検知し、ＱＡＰ／ＨＣがどの局かを判定した後に、自局から無線帯域確保を
行うか他局から行うかを判定しているが、これは本実施形態のようなネットワーク中継装
置ではなく、通信リソースを確保できる局に制約があるようなネットワークに接続する局
であれば、他ネットワークとの中継を行うか否かに関わらず本発明を適用可能である。
【００６７】
　さらに、本実施形態では有線パケット処理部２３が有線ＰＨＹ２２からＩＥＥＥ１３９
４のコネクション確立要求パケットを受信したことをトリガーとして無線帯域の取得処理
を開始しているが、無線帯域取得のトリガーはこれに限らず、コントローラ１あるいは他
の機器、中継局からの命令（特に送受信開始命令）であったり、本中継局上のアプリケー
ション（図示せず）からの通知であったり、実施の形態２に後述するように他ネットワー
クからのストリームの受信の検出であったりしても良い。
【００６８】
　また、無線帯域を取得するタイミングは有線帯域の取得を検出した直後に限らず、上述
の命令やアプリケーションからの通知を検出した後、すなわち有線帯域取得の検出からし
ばらく時間が経過した後であっても良い。
【００６９】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の一形態について図６および図７に基づいて説明すれば、以下のとおりで
ある。なお、前記した実施の形態１で説明した構成と同様の機能を有する構成には、同一
の符号を付記し、その説明を省略する。
【００７０】
　実施の形態１では、中継局で一方のネットワークの帯域取得・開放に関わる処理を検出
し、それを受けて他方のネットワークの帯域取得・開放を行う場合の例を示した。本実施
形態では、中継局で一方のネットワークから送信されるストリームを検出し、それを受け
て他方のネットワークの帯域取得を行う場合の例を示す。具体的には、第２中継局３が第
２有線ネットワーク１０からストリームを受信し、それを受けて無線ネットワーク９の帯
域取得を行う場合の例である。
【００７１】
　（２－１．中継器の構成）
　図６は、本実施形態に係る中継局２１の概略構成を示すブロック図である。なお、以下
では、第２中継局３を想定した説明となっているが、基本的には第１中継局２にも同様に
適用されるものである。同図に示すように、本実施形態に係る中継局２１は、図４に示す
構成に加えて、ストリーム検出部（通信リソース決定部）３２が設けられている。その他
の構成については図４に示す構成と同様であるので、ここではそれらの説明を省略する。
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【００７２】
　ストリーム検出部３２は、有線パケット検出部２３がストリームパケットを受信した際
にそのパケットを解析し、事前に有線コネクション検出部２７から得ていたチャネルと同
一のチャネル宛てのストリームであれば、一定時間に受信されるパケットサイズの合計か
ら当該ストリーム伝送に必要な帯域幅を推定し、帯域変換部２８へその帯域幅情報を提供
する。
【００７３】
　（２－２．中継局における処理の流れ）
　次に、第２中継局３における処理の流れについて、図７に示すフローチャートを参照し
ながら説明する。まずＳ４１において、有線ＰＨＹ２２はＩＥＥＥ１３９４パケットの受
信を待ち、ＩＥＥＥ１３９４パケットを受信すると、それを有線パケット処理部２３に引
き渡す。
【００７４】
　有線パケット処理部２３はパケットの中身を解析し、当該パケットがＡＳＹＮＣパケッ
トか否かを判定する（Ｓ４２）。Ｓ４２においてＹＥＳ、すなわち、ＡＳＹＮＣパケット
である場合には、該パケットがコネクション確立要求を示すものであるか否かが判断され
る（Ｓ４３）。
【００７５】
　Ｓ４３においてＹＥＳ、すなわちコネクション確立要求である場合には、当該パケット
が有線コネクション検出部２７へ伝達される。有線コネクション検出部２７は、当該コネ
クション確立要求に含まれているチャネル情報を抽出し、ストリーム検出部３２へ伝達す
る。ストリーム検出部３２は当該チャネルを「転送対象かつ無線リソース未取得」のチャ
ネルとして記録する（Ｓ４４）。
【００７６】
　また、有線コネクション検出部２７は、そのコネクションがどのプラグ（ｉＰＣＲ）に
作成されたものかについての情報をリソース対応管理部２９に渡す。リソース対応管理部
２９は、コネクションを確立されたプラグと事前に定められている経路情報とに基づいて
、どの無線局と通信するかを判断し、図５に示す表に記録する（Ｓ４４）。その後、Ｓ４
１におけるパケット受信待機状態に戻る。
【００７７】
　一方、Ｓ４３においてＮＯ、すなわちコネクション確立要求でなければ、そのパケット
の内容に応じた動作を行い（Ｓ５５）、Ｓ４１におけるパケット受信待機状態に戻る。
【００７８】
　また、Ｓ４２においてＮＯ、すなわち、受信したパケットがＡＳＹＮＣパケットではな
い、すなわちＩＳＯパケットであれば、当該パケットがストリーム検出部３２へ伝達され
る。ストリーム検出部３２は受信したＩＳＯパケットの宛先のチャネルが「転送対象かつ
無線リソース未取得」として記録されているものか否かを調べる（Ｓ４５）。
【００７９】
　Ｓ４５においてＮＯ、すなわち、このパケットの宛先のチャネルが転送対象でなければ
何もせず、Ｓ４１におけるパケット受信待機状態に戻る。また、パケットの宛先のチャネ
ルが転送対象かつ無線リソース取得済みなら（同じくＳ４５においてＮＯ）、当該パケッ
トをプロトコル変換部２４へ転送する。プロトコル変換部２４は、受信したストリームパ
ケットを無線伝送用のパケット形式に変換し、無線パケット処理部２５、無線ＰＨＹ２６
経由で第１中継局２へ送信する。その後、Ｓ４１におけるパケット受信待機状態に戻る。
【００８０】
　一方、Ｓ４５においてＹＥＳ、すなわち、パケットの宛先のチャネルが転送対象かつ無
線リソース未取得なら、ストリーム検出部３２は同一チャネル宛てのＩＳＯパケットを一
定期間蓄積するとともに、（データ部分のサイズ合計／蓄積時間）としてストリーム自身
の帯域幅を推定する。そして、ストリーム検出部３２は推定した帯域幅を帯域変換部２８
へ渡し、帯域変換部２８は推定された帯域幅を無線用帯域幅に変換する（Ｓ４６）。帯域
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変換部２８は無線用帯域幅をリソース対応管理部２９に渡し、リソース対応管理部２９は
、帯域幅情報と宛先ＭＡＣアドレスを無線リソース管理部３０に渡す。
【００８１】
　これ以降の帯域取得処理（Ｓ４７からＳ５３、およびＳ５６、Ｓ５７）は、図４におけ
るＳ２６からＳ３４までの処理と同一であるので、ここではその説明を省略する。
【００８２】
　Ｓ５３においてＹＥＳ、すなわち、無線コネクション確立に成功した場合には、無線リ
ソース管理部３０は、ストリーム検出部３２に無線コネクション確立成功を通知する。ス
トリーム検出部３２は、それを受けて、当該ストリームのチャネルの状態を「転送対象か
つ無線リソース取得済」に変更する（Ｓ５４）。これによって、その後同一チャネル宛て
に送信されるストリームは、前述のＳ４５以下の処理により以後自動的に無線ネットワー
クへ転送される。
【００８３】
　なお、本実施形態では、１３９４パケットの受信を検出して無線リソースを取得する例
について説明しているが、例えば１３９４パケットの受信を監視し、一定時間以上パケッ
トを受信しなければパケット送信の終了と判定して無線リソースを開放しても良い。さら
に「転送対象かつ無線リソース未取得」のＩＳＯパケットを受信して帯域幅を推定する際
に、一定時間蓄積した後にデータサイズを時間で割って推定を行っているが、蓄積するこ
とは必須ではなく、１つのデータサイズを測定、記録した後に当該データを削除してもよ
い。またネットワークの組み合わせもＩＥＥＥ１３９４と無線に限らず、少なくとも一方
が帯域などのリソースを確保した後にデータの送信を行うネットワークであれば本発明を
適用可能である。
【００８４】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の一形態について図８および図９に基づいて説明すれば、以下のとおりで
ある。なお、前記した各実施の形態で説明した構成と同様の機能を有する構成には、同一
の符号を付記し、その説明を省略する。
【００８５】
　本実施形態では、中継局で一方のネットワークから送信されるストリームを他方のネッ
トワークに転送している際に、他方のネットワークの伝送状態に応じて該ネットワーク上
の取得帯域のみを変更する場合の例を示す。具体的には、第２中継局３が第２有線ネット
ワーク１０から受信するストリームを無線ネットワーク９に転送している際に、無線ネッ
トワーク９の取得帯域を変更する場合の例である。
【００８６】
　（３－１．中継器の構成）
　図８は、本実施形態に係る中継局２１の概略構成を示すブロック図である。なお、以下
では、第２中継局３を想定した説明となっているが、基本的には第１中継局２にも同様に
適用されるものである。同図に示すように、本実施形態に係る中継局２１は、図４に示す
構成に加えて、無線送信状態検出部（通信状態検出部）３３が設けられている。その他の
構成については図４に示す構成と同様であるので、ここではそれらの説明を省略する。
【００８７】
　無線送信状態検出部３３は、無線パケット処理部２５の受信するＡＣＫパケットより送
信中のストリームの受信状況を判定し、必要に応じて無線リソース管理部３０に無線帯城
の増加を要求する。
【００８８】
　（３－２．中継局における処理の流れ）
　次に、第２中継局３における処理の流れについて、図９に示すフローチャートを参照し
ながら説明する。ここでは、すでに無線ネットワーク９においてストリーム送信中の場合
の動作を示すものとする。
【００８９】
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　有線ＰＨＹ２２、有線パケット処理部２３、プロトコル変換部２４、無線パケット処理
部２５、無線ＰＨＹ２６を経由して第２中継局３から送信される無線ストリームパケット
に対して、ストリーム受信局である第１中継局２は、ＩＥＥＥ Ｐ８０２．１１ｅに定め
られた方式でＡＣＫを返送する。通常、この場合のＡＣＫにはＧｒｏｕｐ ＡＣＫが用い
られる。Ｇｒｏｕｐ ＡＣＫとは、それ以前に送信した複数のデータに対する受信状況を
まとめて返すことができるものである。
【００９０】
　無線パケット処理部２５は、無線ＰＨＹ２６経由でＧｒｏｕｐ ＡＣＫを受信すると、
その情報を無線送信状態検出部３３へ伝達する。無線送信状態検出部３３は、ＡＣＫ対象
となったパケット数と、受信に成功したパケット数とに基づいてパケット送信がエラーと
なった割合を算出する（Ｓ６１）。この割合と所定の値αが比較され（Ｓ６２）、エラー
率がαより大きな場合（Ｓ６２においてＹＥＳ）、無線送信状態検出部３３は、無線リソ
ース管理部３０に対して帯域増を要求する。無線リソース管理部３０は、実施の形態１に
おいて示したものと同様な手順で無線帯域を増加させる（Ｓ６３）。
【００９１】
　その後無線パケット処理部２５は、エラーとなったパケットの再送回数をその増加させ
た帯域を用いて増やすことにより、パケットを相手局へ正しく伝達することを試みる。特
にＡＣＫの送信をストリームの送信局側から要求できる方式であるならば、より短い間隔
でＡＣＫを要求し、正しく受信されていないパケットの再送を優先して行うことにより、
ある期間内のパケット再送回数を増加させることが容易である。
【００９２】
　以上では、無線パケット処理部２５においてＡＣＫを検出し、パケットが再送か否かの
区別無くエラー率を判定して無線帯域を増加させる例について記したが、判定対象を「再
送を含めて実際にパケットが伝達された割合」など他の基準としても良い。また、無線パ
ケット処理部２５がＱＡＰ／ＨＣ６の送信する送信権付与パケット（ＱｏＳ ＣＦ－Ｐｏ
ｌｌ）に含まれる送信可能時間と、実際に送信を行う時間を比較して、送信可能時間より
実際に送信を行う時間が少ないケースが続けば取得済みの無線帯域を減らす、送信可能時
間をオーバーして実際に送信を行うケースが続けば取得済みの無線帯域を増やすなど、Ａ
ＣＫ以外の情報を利用して判定したり、判定結果に基づいて無線帯域を増減したりしても
よい。また、ネットワークの通信状態として当該データパケットの受信割合を用いる例に
ついて記したが、ネットワークの通信状態判定のために他のデータパケットの通信状態や
他局から送信される通信状態の通知内容を用いても良い。
【００９３】
　さらに、ネットワークの組み合わせもＩＥＥＥ１３９４と無線に限らず、少なくとも一
方が帯域などのリソースを確保した後にデータの送信を行うネットワークであれば本発明
を適用可能である。
【００９４】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の一形態について図１０および図１１に基づいて説明すれば、以下のとお
りである。なお、前記した各実施の形態で説明した構成と同様の機能を有する構成には、
同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００９５】
　本実施形態では、一方のネットワーク上のストリーム設定が消滅した場合に、それに関
係づけられている他方のネットワーク上のリソースを中継局で開放する場合の例を示す。
具体的には、第２中継局３が第２有線ネットワーク１０上のストリーム設定の消滅を検出
し、無線ネットワーク９の取得帯域を開放する場合の例である。
【００９６】
　（４－１．中継器の構成）
　図１０は、本実施形態に係る中継局２１の概略構成を示すブロック図である。なお、以
下では、第１中継局２を想定した説明となっているが、基本的には第２中継局３にも同様
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に適用されるものである。同図に示すように、本実施形態に係る中継局２１は、図４に示
す構成に加えて、有線イベント検出部（事象・状態検出部、ネットワーク検出部）３４、
およびＰＣＲ３５が設けられているとともに、帯域変換部２８が備えられていない構成と
なっている。その他の構成については図４に示す構成と同様であるので、ここではそれら
の説明を省略する。
【００９７】
　有線イベント検出部３４は、ＩＥＥＥ１３９４リンク層のパケット以外の形で伝達され
る情報、特にバスリセットの発生を検出し、有線コネクション検出部２７にその発生を通
知する。ＰＣＲ３５は、１３９４ノードとしての中継局２１におけるＰｌｕｇ Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒであり、他ＩＥＥＥ１３９４ノードからのロックトランザクシ
ョンにより書き換えが可能となっている。
【００９８】
　（４－２．中継局における処理の流れ）
　次に、第１中継局２における処理の流れについて、図１１に示すフローチャートを参照
しながら説明する。有線ＰＨＹ２２は第１有線ネットワーク８から受信した信号を解析し
、リンク層のパケットでなければ有線イベント検出部３４へ通知する（Ｓ７１）。有線イ
ベント検出部３４は通知された内容がバスリセットか否かを判定し（Ｓ７２）、バスリセ
ットでなければ（Ｓ７２においてＮＯ）、そのイベントの内容に応じた動作を実行し（Ｓ
８０）、Ｓ７１に戻る。
【００９９】
　Ｓ７２においてＹＥＳ、すなわち、検出したイベントがバスリセットの発生であれば、
有線イベント検出部３４は有線コネクション検出部２７にバスリセットの発生を通知する
。有線コネクション検出部２７は、バスリセット発生通知を受信すると、１秒間経過する
のを待つ（Ｓ７３）。これはＩＥＣ６１８８３において、バスリセットが発生するとＰＣ
Ｒの持つコネクションの情報はクリアされることと、バスリセット以前にコネクションを
確立していたアプリケーションは、バスリセット発生後１秒以内に元のコネクションを確
立するという規則が定められているためである。
【０１００】
　１秒経過した後、有線コネクション検出部２７は、無線ストリームと関連付けられてい
るＰＣＲをすべて抽出し（Ｓ７４）、すべてのＰＣＲについて順次以下のチェックを行う
（Ｓ７５）。まず各ＰＣＲにコネクションが設定されているか否かを確認する（Ｓ７６）
。コネクションが確立されている場合（Ｓ７６においてＮＯ）には、ストリーム転送は引
き続き行われると判断し、何もせず次のＰＣＲのチェックに移る（Ｓ７５からの処理に戻
る）。
【０１０１】
　一方、コネクションが確立されていない場合（Ｓ７６においてＹＥＳ）には、第１有線
ネットワーク８におけるストリーム受信は停止されていることになるので、無線リソース
の開放が行われる。具体的には、該当ＰＣＲの番号がリソース対応管理部２９に通知され
、リソース対応管理部２９は通知されたＰＣＲに対応する無線ストリーム情報（ＭＡＣア
ドレス、ＴＳＩＤ、ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）を抽出し（Ｓ７７）、この情報を無線リソース
管理部３０に通知する。無線リソース管理部３０はこれらの情報からＤＥＬＴＳ要求を無
線パケット処理部２５へ発行し、無線ＰＨＹ２６経由で無線帯域の開放が行われる（Ｓ７
８）。この無線帯域の開放はＨＣがストリーム送信局（第２中継局３）であるか否かによ
って、第１中継局２が直接実施することもあれば、第２中継局３に命令して実施させるこ
ともある。
【０１０２】
　また、リソース対応管理部２９は、開放したリソースに対応するエントリを削除し（Ｓ
７９）、次のＰＣＲのチェックに移る（Ｓ７５からの処理に戻る）。もしＳ７５において
すべてのＰＣＲのチェックが終了したと判断された場合（Ｓ７５においてＮＯ）には、Ｓ
７１に戻る。
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【０１０３】
　以上では、ＩＥＥＥ１３９４のストリーム設定消滅の判定を開始するトリガーとしてバ
スリセットの発生を用いたが、これに限定されるものではなく、例えばＰＣＲへのロック
トランザクション発生など他のイベントを用いても良い。ＰＣＲへのロックトランザクシ
ョン発生をトリガーとする場合、ロックトランザクションの発生は有線イベント検出部３
４ではなく、有線パケット処理部２３によって検出される。またこの場合、チェック対象
とするＰＣＲは当該ロックトランザクションが行われたＰＣＲだけで十分である。
【０１０４】
　さらに、本実施の形態ではトリガー（バスリセット）を検出してＩＥＥＥ１３９４のス
トリーム設定消滅の判定を行ったが、ストリーム設定を検出するタイミングはこれに限定
されるものではなく、有線コネクション検出部２７が定期的、あるいは不定期にＰＣＲ３
５の状態をチェックしてストリーム設定消滅を検出しても良い。
【０１０５】
　また、ストリーム設定の有無を判定するためにＰＣＲとそこに含まれるコネクションカ
ウンタの値を用いたが、これに限定されるものではなく、例えばバスリセット後にＩＥＥ
Ｅ１３９４上に存在するノードをチェックし、ストリーム受信ノードであるコントローラ
１がバスリセット後に消滅しているならストリームを送信する必要がないと判定しても良
い。あるいは中継局２１がＩＥＥＥ１３９４上のリソースマネージャ（ＩＲＭ）にアクセ
スし、ストリームに使用されていたチャネルあるいは帯域幅が開放されていることを検出
してストリームの消滅を判定しても良い。また、前記ＰＣＲは自局のＰＣＲではなく、コ
ネクション相手局のＰＣＲであってもよい。
【０１０６】
　さらに、本実施形態ではＩＥＥＥ１３９４上のストリーム設定の消滅を検出して無線ス
トリーム用のリソースを開放したが、これに限定されるものではなく、無線ストリームあ
るいはストリームを送受信している無線局（本実施例では第２中継局３）の消滅を検出し
てＩＥＥＥ１３９４上のリソースを開放しても良い。この検出のタイミングは任意のタイ
ミングでも定期的に行っても良いし、何らかのイベント、例えばある期間無線区間にパケ
ットが流れていないことを検出したとき、に行っても良い。
【０１０７】
　またネットワークの組み合わせもＩＥＥＥ１３９４と無線に限らず、少なくとも一方が
帯域などのリソースを確保した後にデータの送信を行うネットワークであれば本発明を適
用可能である。
【０１０８】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の一形態について図１２および図１３に基づいて説明すれば、以下のとお
りである。なお、前記した各実施の形態で説明した構成と同様の機能を有する構成には、
同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【０１０９】
　本実施形態では、中継局が一方のネットワーク上のリソースに対応する、他方のネット
ワーク上のリソース開放を検出した、あるいはリソース取得に失敗した場合、一方のネッ
トワーク上のリソースを中継局から開放する場合の例を示す。具体的には、第１中継局２
が無線ネットワーク９上のリソース取得失敗あるいはリソース開放を検出し、第１有線ネ
ットワーク８の取得帯域を開放する場合の例である。
【０１１０】
　（５－１．中継器の構成）
　図１２は、本実施形態に係る中継局２１の概略構成を示すブロック図である。なお、以
下では、第１中継局２を想定した説明となっているが、基本的には第２中継局３にも同様
に適用されるものである。同図に示すように、本実施形態に係る中継局２１は、図１０に
示す構成において、有線イベント検出部３４の代わりに、有線コネクション管理部（コネ
クション管理部）３６が設けられている。その他の構成については図１０に示す構成と同
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様であるので、ここではそれらの説明を省略する。
【０１１１】
　有線コネクション管理部３６は、無線リソース管理部３０から取得失敗あるいは開放を
通知された無線リソースに対応する有線ネットワーク上のコネクションを特定し、そのコ
ネクションを切断するための処理を行う。
【０１１２】
　（５－２．中継局における処理の流れ）
　次に、第１中継局２における処理の流れについて、図１３に示すフローチャートを参照
しながら説明する。無線リソース管理部３０は、無線ＰＨＹ２６、無線パケット処理部２
５経由で無線リソース開放通知、あるいは無線リソース取得失敗通知を受信する（Ｓ９１
）。これは無線コネクション相手局からの通知でも、ＱＡＰ／ＨＣ６からの通知でも構わ
ない。
【０１１３】
　無線リソース管理部３０はその開放されたリソースの情報をリソース対応管理部２９に
通知し、リソース対応管理部２９はどのＰＣＲに対応するかを抽出し、有線コネクション
管理部３６に通知する（Ｓ９２）。なおここで、通知されたＰＣＲに確立されているコネ
クションは、コントローラ１から確立されたコネクションとする。
【０１１４】
　有線コネクション管理部３６は、通知されたコネクションを自ら切断する処理を行えれ
ばよいのだが、確立されたコネクション（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎｔコネクション）
は当該コネクションを確立したアプリケーションしか切断できないという規則がＩＥＣ６
１８８３に定められているため、通常のコネクション切断処理によるコネクション切断は
実行できない。そこで有線コネクション管理部３６は、通知されたＰＣＲ３５に対する他
１３９４ノードからのロックトランザクションを処理しないようにした上で（Ｓ９３）、
有線ＰＨＹ２２に命令してバスリセットを発行する（Ｓ９４）。
【０１１５】
　このＰＣＲへのコネクションが他の１３９４ノードから確立されていた場合、当該ノー
ド（本実施形態ではコントローラ１）はバスリセット発生を検知して、コネクションの復
旧を試みる。しかしＰＣＲ３５は他のＩＥＥＥ１３９４ノードからのロックトランザクシ
ョンに応答しないため、当該ノードはコネクションを復旧することができない。したがっ
てコントローラ１はバスリセット発生から１秒間コネクション復旧にリトライした後に、
コネクション復旧をあきらめることが期待される。結果としてコネクションが切断される
こととなる。
【０１１６】
　第１中継局２ではバスリセット発生から１秒以上経過するのを待ち（Ｓ９５）、先にロ
ックトランザクション不可にしたＰＣＲ３５をアクセス可能にする（Ｓ９６）ことによっ
て、他局が新たにコネクションを確立することが可能となる。
【０１１７】
　以上では、他ＩＥＥＥ１３９４ノードによるコネクション復旧を不可能にするためにＰ
ＣＲ３５へのロックトランザクションに応答しない方法をとったが、ＰＣＲの存在するＩ
ＥＥＥ１３９４ノード自体を、トランザクションを受け付けないリピータノードにしても
良いし、第１中継局２が他にもＩＥＥＥ１３９４ノードを持っているなら、当該ＰＣＲの
存在するＩＥＥＥ１３９４ノード自体の活動を停止し、第１中継局２上の他のノードから
バスリセットを発行しても良い。また、第１中継局２が第１有線ネットワーク上のリソー
スマネージャ（ＩＲＭ）であるならば、ＩＲＭの持つＣＨＡＮＮＥＬＳ＿ＡＶＡＩＬＡＢ
ＬＥあるいはＢＡＮＤＷＩＤＴＨ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥレジスタをアクセス不可にしても
よい。これらの方法に限らず、他ＩＥＥＥ１３９４ノードからのコネクション確立処理（
ロックトランザクションによるＰＣＲの書き換え）を妨げることができる他の方法を用い
ても良い。
【０１１８】
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　また、本実施形態ではＰＣＲ３５へのアクセスを不可にした後にバスリセットを発生さ
せたが、アクセスを不可にするタイミングはこれに限らず、バスリセット発生直後でも良
い。要は、他のノードからコネクション復旧が実施される際にアクセスが不可になってい
れば良い。
【０１１９】
　また、上記ではＩＥＥＥ１３９４ネットワークと無線ネットワークとの中継局における
動作例を記したが、このコネクション切断方式は複数のネットワークを結ぶ中継局だけで
はなく、ＩＥＥＥ１３９４のみに接続されているノードでも利用可能であるし、ネットワ
ークがＩＥＥＥ１３９４でなくても、コネクションを切断できるノードに制約がある通信
方式であれば本発明を適用できる。
【０１２０】
　以上のように、本発明に係るネットワーク中継装置は、第１の通信ネットワークと、該
第１の通信ネットワークとは性質が異なり、通信リソースを確保した上でデータの送信を
行うことができる第２の通信ネットワークに接続され、上記第１の通信ネットワークに接
続される第１のネットワークインタフェースと、上記第２の通信ネットワークに接続され
る第２のネットワークインタフェースとを備えたネットワーク中継装置であって、上記第
１のネットワークインタフェースを通じて上記第１の通信ネットワークにおけるデータ通
信に関わる処理を検出するデータ検出部と、上記データ検出部が検出した、上記第１の通
信ネットワークにおけるデータ通信に関わる処理の内容に応じて、上記第２の通信ネット
ワークにおいて取得、変更、または開放すべき通信リソースを決定する通信リソース決定
部と、上記通信リソース決定部によって決定された通信リソースに基づいて、上記第２の
ネットワークインタフェースを通じて上記第２の通信ネットワークにおける通信リソース
を取得、変更、または開放する通信リソース管理部とを備える構成である。
【０１２１】
　上記の構成では、まずデータ検出部によって、第１の通信ネットワークにおけるデータ
通信に関わる処理が検出される。この処理の内容に応じて、通信リソース決定部によって
、第２の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放すべき通信リソースが決定さ
れ、これに基づいて、通信リソース管理部が、第２の通信ネットワークにおける通信リソ
ースを取得、変更、または開放する。
【０１２２】
　すなわち、例えば第１の通信ネットワーク上のデータ送信局が、第２の通信ネットワー
ク上のデータ受信局に対してデータ送信を行う際には、まずデータ送信局がネットワーク
中継装置に対して、データ送信を行う旨の信号を送信することになる。ここでの信号は、
第１の通信ネットワークにおいて通常使われているものでよいことになり、データ送信局
は特別な処理を行う必要はない。
【０１２３】
　そして、ネットワーク中継装置は、データ検出部によってこのデータ送信局からの信号
をデータ通信に関わる処理として検知し、通信リソース決定部による決定結果に基づいて
、通信リソース管理部によって第２の通信ネットワークにおける通信リソースが取得され
、データ受信局との通信が可能となる。ここでも、データ受信局は特別な処理を行う必要
はない。
【０１２４】
　以上のように、上記の構成によれば、互いに異なる種類の通信ネットワークにそれぞれ
設けられている通信局同士で通信を行う際に、これらの通信局のどちらに対しても特別な
処理を行わせる必要がないので、従来の装置をそのまま利用することが可能となる。よっ
て、利用者は、互いに異なる種類の通信ネットワークを含んだより広域の通信ネットワー
クを容易に導入することが可能となる。
【０１２５】
　（６．中継局による自律的な帯域確保）
　前述の通り、本発明の実施形態における中継局（第１中継局２または第２中継局３）は
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、ＱＡＰ／ＨＣ６のＭＡＣアドレスなどの通信ネットワークの事象・状態を検出すること
によって、自律的に、無線帯域（リソース）を確保することができる（前記Ｓ２６を参照
）。
【０１２６】
　それゆえ、本発明によれば、各通信ネットワークの構成が複雑である場合や、接続され
る中継局の数が多い場合であって、各中継局がストリーム送信、あるいは受信を行う際に
、自局がリソース取得の役割を持つか否かが、自局に関する情報だけでは判定できない場
合であっても、各中継局は、的確に通信リソースを取得することができる。
【０１２７】
　すなわち、データ送信局のリソース取得等処理と、データ受信局のリソース取得等処理
とが互いに衝突したり、逆に、データ送信局とデータ受信局との両者ともにリソース取得
等処理を行わないことによって、通信路の確立が遅れたりすることがない。
【０１２８】
　本欄では、このような、中継局による自律的な無線帯域確保の詳細について説明してお
く。
【０１２９】
　（６－１．自律的な帯域確保の形態）
　中継局（第１中継局２または第２中継局３）による自律的な帯域確保の一形態について
図１、図１７ないし図１８に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
【０１３０】
　（６－１－１．構成）
　前記通信ネットワークシステム（図１参照）において、第１中継局２、第２中継局３、
およびＱＡＰ／ＨＣ６を接続する無線ネットワーク９は、ＩＥＥＥ Ｐ８０２．１１ｅ Ｄ
ｒａｆｔＤ５．０準拠の無線ネットワークである。
【０１３１】
　まず、自律的な帯域確保を行う、第１中継局２または第２中継局３の構成について説明
する。なお、本欄において、第１中継局２または第２中継局３は、構成としてはほぼ同様
のものであるので、ここでは、両者を無線ＡＶ機器４０と総称して説明する。すなわち、
以下の説明では、特に、第１中継局２としての無線ＡＶ機器４０を想定しているが、基本
的には第２中継局３にも同様に適用されるものである。
【０１３２】
　図１７は、無線ＡＶ機器４０の概略構成を示すブロック図である。なお、既に説明した
構成と同様の機能を有する構成には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【０１３３】
　アプリケーション４２は、プロトコル変換部２４の機能、すなわち、有線ネットワーク
から受信したパケットを、無線ネットワークにおけるパケット形式へ変換する、あるいは
、無線ネットワークから受信したパケットを、有線ネットワークにおけるパケット形式、
すなわちＩＥＥＥ１３９４のパケット形式へ変換する機能に加えて、通信相手局の決定、
通信帯域の予約要求、ストリームの送受信開始などを指示する機能、情報をユーザに提示
する機能、ユーザからの入力を受け付ける機能を有している。
【０１３４】
　アドレス判定部４１は、アプリケーション４２から得られる通信相手局のＭＡＣアドレ
スと、無線ネットワーク管理部３１から得られるＱＡＰ／ＨＣのＭＡＣアドレスとを比較
し、同一か否かを判定する処理を行うものである。
【０１３５】
　（６－１－２．中継局の構成）
　次に、無線ＡＶ機器４０における処理の流れについて、図１８に示すフローチャートを
参照しながら説明する。ここで、無線ＡＶ機器４０は、第１中継局２であるものとし、テ
レビのようにストリームの受信のみを行う場合について説明する。
【０１３６】
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　ただし、図１８に示すフローチャートのうち、既に、図４を用いて説明した前記フロー
チャートと同一の処理には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
Ｓ２４においてＹＥＳ、すなわち、新規作成されるコネクションである場合には、上記パ
ケットに含まれるｐａｙｌｏａｄ値を帯域変換部２８に渡す処理が行われる。なお、ｐａ
ｙｌｏａｄとは、ＩＥＥＥ１３９４において、ＩＳＯパケットに含まれるデータの最大サ
イズを表すものである。そして、帯域変換部２８は、このｐａｙｌｏａｄ値に基づいて無
線伝送に必要な帯域幅を算出する（Ｓ２５）。
【０１３７】
　また、有線コネクション検出部２７は、確立要求されたコネクションがどのプラグ（ｏ
ＰＣＲ）に作成されるものかについての情報をリソース対応管理部２９に渡す。
【０１３８】
　無線リソース管理部３０は、無線ネットワーク管理部３１から自局が属しているＱＡＰ
／ＨＣ６のＭＡＣアドレスを取得する（Ｓ１１１）。具体的には、無線リソース管理部３
０は、自局がＱＡＰ／ＨＣ６にアソシエートする際に用いるＭＡＣアドレスを検出し、検
出したＭＡＣアドレスを無線ネットワーク管理部３１に記憶させる。なお、アソシエート
の対象となるＱＡＰ／ＨＣ６のＭＡＣアドレスは、ＱＡＰ／ＨＣ６がブロードキャストす
るビーコンに含まれている。
【０１３９】
　次に、アプリケーション４２は、ストリームの送信局となる通信相手局を決定する（Ｓ
１１２）。具体的処理は、次のように行う。まず、アプリケーション４２が、無線ネット
ワーク９に接続された他の無線ＡＶ機器の機器情報を、無線ＰＨＹ２６および無線パケッ
ト処理部２５を経由して入手する。その後、アプリケーション４２は、入手した他の無線
ＡＶ機器の機器情報をユーザに提示する。これに応じて、ユーザがアプリケーション４２
の機能により、通信相手局となる他の無線ＡＶ機器を選択する。なお、ユーザが通信相手
局を決定したら、アプリケーション４２は、先に得た帯域幅情報と共に、当該通信相手局
のＭＡＣアドレスを記憶しておく。
【０１４０】
　通信相手局を決定すれば、アプリケーション４２は、通信相手局上のアプリケーション
と通信を行い、通信対象となるストリームを決定し、そのストリームの属性（ストリーム
の通信に必要な帯域幅など）を入手する。その後、アプリケーション４２は、無線リソー
ス取得のトリガー（リソース取得トリガー）の受信を待つ。リソース取得トリガーとなる
事象としては、ユーザがアプリケーション４２に対して「通信開始」ボタンを押すことな
どが相当する。
【０１４１】
　アプリケーション４２は、リソース取得トリガーを受信すると（Ｓ１１３）、アドレス
判定部４１の機能により、無線ネットワーク管理部３１が記憶するＱＡＰ／ＨＣ６のＭＡ
Ｃアドレスと、自ら記憶する通信相手局のＭＡＣアドレスとを比較して、無線ネットワー
クにおける相手局となる中継局がＱＡＰ／ＨＣ６であるか否かを判定する（Ｓ２６）。
【０１４２】
　Ｓ２６における比較の結果、無線ネットワーク管理部３１が記憶するＱＡＰ／ＨＣ６の
ＭＡＣアドレスと、自ら記憶する通信相手局のＭＡＣアドレスとが等しいなら、通信相手
局はＱＡＰ／ＨＣ６であると認識できるため、アプリケーション４２は、無線リソース管
理部３０の機能によって、当該無線ストリームにＴＳＩＤを割り与えた後に無線帯域確保
要求を作成し、これを無線パケット処理部２５、無線ＰＨＹ２６経由で相手局であるＱＡ
Ｐ／ＨＣ６宛てに送信することによって、自局から無線リソースの取得を行う（Ｓ２７）
。
【０１４３】
　（６－１－３．補足）
　なお、上記の説明では、有線ネットワークと無線ネットワークとを中継するネットワー
ク構成において、自局が無線区間でストリームを受信することを検知し、ＱＡＰ／ＨＣ６
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がどの局かを判定した後に、自局から無線帯域確保を行うか他局から行うかを判定してい
るが、ネットワーク構成は任意であって、通信リソースを確保できる局に制約があるよう
なネットワークに接続する局であれば、他ネットワークとの中継を行うか否かに関わらず
、中継局による自律的な帯域確保は可能である。
【０１４４】
　また、上記の説明に、例えば、次のような変更を施してもよい。
【０１４５】
　（１）ＩＥＥＥ Ｐ８０２．１１ｅに準拠した無線ネットワーク９の代わりに、通信リ
ソースを確保する他の無線ネットワークを用いてもよいし、有線ネットワークを用いても
よい。
【０１４６】
　（２）第１中継局２および第１中継局２の一例として、無線ＡＶ機器４０を説明したが
、通信構成が同等であれば、無線ＡＶ機器４０の代わりに、電話など、他の種類の機器を
用いてもよい。
【０１４７】
　（３）無線ＡＶ機器４０をストリームの受信局として用いるものと説明したが、同様の
構成によって、無線ＡＶ機器４０をストリームの送信局として用いる場合にも、本発明を
適用することができる。
【０１４８】
　（４）ＱＡＰ／ＨＣと非ＱＡＰ／ＨＣを識別する手段についても、受信ビーコンのＭＡ
Ｃアドレスに限られるものではなく、より上位層のアドレス（例えばネットワーク層のア
ドレス）などを用いてもよい。例えば、ネットワーク層のアドレスが特定の値であるか否
かに基づいて、ＱＡＰ／ＨＣと非ＱＡＰ／ＨＣとを識別してもよい。
【０１４９】
　（５）Ｓ１１２において、通信相手局の決定はユーザの選択に基づくものとして説明し
たが、通信相手局の決定手法はこれに限られるものではなく、アプリケーション４２が、
あらかじめ保有する通信相手局情報に基づいて、自動的に選択・決定してもよい。
【０１５０】
　（６）前述の説明では、アプリケーション４２は、通信相手局上のアプリケーションと
通信を行い、通信対象となるストリームを決定し、そのストリームの属性（ストリームの
通信に必要な帯域幅など）を入手するものとしたが、これに限られるものではない。例え
ば、アプリケーション４２が、あらかじめ通信相手局、通信対象ストリームおよびストリ
ーム属性などの各種情報を保有しておき、この保有情報に基づいて、通信対象ストリーム
を決定したり、通信対象ストリームのストリーム属性を無線リソース管理部３０に通知し
たりしてもよい。
【０１５１】
　（７）Ｓ１１３では、ユーザからのリソース取得トリガー（ユーザがアプリケーション
４２に対して「送信開始」ボタンを押すことなど）が明示的に存在する例について記した
が、リソース取得トリガーをユーザ以外から得る構成であってもよい。例えば、無線ＡＶ
機器４０が、常にストリームを出力可能としているチューナなどであれば、アプリケーシ
ョン４２は、無線ＡＶ機器４０の内部で得る情報や、コントローラ１あるいは他の機器、
中継局からの命令（特に送受信開始命令）や、他ネットワークからのストリームの受信の
検出などをリソース取得トリガーとして用いてもよい。例えば、単に、有線パケット処理
部２３が有線ＰＨＹ２２からＩＥＥＥ１３９４のコネクション確立要求パケットを受信し
たことをリソース取得トリガーとして用いることができる。
【０１５２】
　（８）Ｓ２７においては、アプリケーション４２は、トリガーに対応する通信相手局へ
のコマンドを作成し、このコマンドを上記通信相手局へ送信して、待機するものとして説
明したが、単に、待機するのではなく、通信相手局に対して、トリガーに対応するコマン
ドとは別の無線リソースの確保を要求するコマンドを明示的に発行することにより、通信
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相手局に無線リソースの確保を実行させてもよい。同様に、アプリケーション４２は、下
位層のネットワークの制約を満たす第三の局に無線リソースの確保を要求するコマンドを
発行して、リソースの確保を実行させてもよい。
【０１５３】
　（９）また、無線ＡＶ機器４０は、自局がリソース取得を行えない場合、他局（送受信
相手局または第三局）にリソース取得、変更あるいは開放を要求してもよい。この場合、
他局のうち、いずれの通信局にリソース取得、変更あるいは開放を依頼するかは下位層の
仕様（例えば、ＩＥＥＥ Ｐ８０２．１１ｅの仕様）に依存する。この構成によれば、上
位層が下位層の制約を意識せずにリソース取得要求を発行できる。また、常に、送信局（
あるいは受信局）からリソース取得要求を発行できるので、アプリケーション４２の構成
を簡潔なものとすることができる。
【０１５４】
　（１０）前述の説明では、無線帯域の取得に関する処理について説明しているが、帯域
の変更、開放も同様にして実現できる。
【０１５５】
　（１１）前述の説明では、ＱＡＰ／ＨＣ６がリソースを管理する場合に、ＱＡＰ／ＨＣ
６からリソースを取得する例について記したが、無線ＡＶ機器４０は、自局の管理するリ
ソースを取得、変更、開放してもよい。例えば、無線リソース管理部３０は、自局と相手
局との間で利用されているＴＳＩＤ（ＩＥＥＥ Ｐ８０２．１１ｅに準拠したＭＡＣ層で
ストリームを識別するためのＩＤ）を管理しており、無線帯域の取得を行う局が、帯域割
り当てを要求する無線ストリームに対して新規にＴＳＩＤを割り与える。すなわち、ＴＳ
ＩＤの値を決定するのはＱＡＰ／ＨＣ６に対して無線リソースを要求する局に相当する無
線ＡＶ機器４０（第１中継局２あるいは第２中継局３）であるから、本実施形態において
、無線ネットワーク９に接続された無線ＡＶ機器４０（第１中継局２あるいは第２中継局
３）のうち、いずれの中継局がＴＳＩＤを決定すべきかを選択・決定する構成を採用して
もよい。
【０１５６】
　（１２）前述の説明では、通信リソース管理局（ＱＡＰ／ＨＣ６）がどの局かを判断し
て、自局から無線帯域確保を行うか多局から行うかを判定しているが、この限りではなく
、下位層の仕様に応じて通信相手局が自局と同一の通信リソースを管理する単位内に存在
するか否か、また、自局がストリームを送信するか否か、さらには、通信相手との通信経
路などによって判定してもよい。
【０１５７】
　（７．まとめ）
　以上のように、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記データ検出部によって検出
される上記第１の通信ネットワークにおけるデータ通信に関わる処理が、上記第１の通信
ネットワークから上記第２の通信ネットワークに転送されるデータに対する、上記第１の
通信ネットワークにおける通信リソースの取得、変更、または開放処理である構成として
もよい。
【０１５８】
　上記の構成によれば、データ検出部において第１の通信ネットワークにおける通信リソ
ースの取得、変更、または開放処理が検出されることによって、第２の通信ネットワーク
におけるリソース取得、変更、または開放処理が行われることになる。第１の通信ネット
ワークと第２の通信ネットワークにおける通信リソースの取得、変更、または開放処理を
連動して行うことが可能となる。
【０１５９】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記データ検出部
において検出される上記第１の通信ネットワークにおけるデータ通信に関わる処理が、上
記第１の通信ネットワークから上記第２の通信ネットワークに転送されるデータ自身の受
信処理または受信終了処理である構成としてもよい。
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【０１６０】
　上記の構成によれば、データ検出部において第１の通信ネットワークから第２の通信ネ
ットワークに転送されるデータ自身の受信処理または受信終了処理が検出されることによ
って、第２の通信ネットワークにおけるリソース取得、変更、または開放処理が行われる
ことになる。これにより第２の通信ネットワークにデータが流れるときのみ、第２の通信
ネットワークのリソース確保が行われ、第２の通信ネットワークのリソースを効率的に利
用することが可能となる。また第１の通信ネットワークから第２の通信ネットワークに転
送されるデータを受信すると、そのデータのサイズと受信時間とを考慮することによって
、実際に使用しているデータ通信のリソース量を的確に判断することが可能となるので、
第２の通信ネットワークにおいて取得、変更または開放すべき通信リソースを的確に設定
することが可能となる。
【０１６１】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信リソース
決定部が、上記第２の通信ネットワークにおける通信リソースを、上記第１の通信ネット
ワークにおいて取得、変更、または開放された通信リソースに基づいて決定する構成とし
てもよい。
【０１６２】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放された
通信リソースに基づいて、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースが決
定されることになる。第１の通信ネットワークにおける通信リソースの取得、変更、また
は開放処理の内容を見ると、必要とされるデータ通信のリソース量を的確に判断すること
が可能となるので、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースを的確に設
定することが可能となる。
【０１６３】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信リソース
決定部が、上記第１の通信ネットワークにおいて取得、変更あるいは開放された通信リソ
ースから送信されるデータの帯域幅を推定し、その帯域幅に基づいて、上記第２の通信ネ
ットワークにおける通信リソースを決定する構成としてもよい。
【０１６４】
　上記の構成によれば、まず、第１の通信ネットワークにおいて取得、変更あるいは開放
された通信リソースの情報に基づいて、送信されるデータの帯域幅が推定される。ここで
、通信リソースの情報からデータの帯域幅を推定する場合、比較的精度の良い推定を行う
ことが可能である。そして、このデータの帯域幅を用いて第２の通信ネットワークにおけ
る通信リソースが決定されるので、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソ
ースをより的確に設定することが可能となる。
【０１６５】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信リソース
決定部が、上記第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースの決定を、上記
第２の通信ネットワークの性質を考慮して行う構成としてもよい。
【０１６６】
　上記の構成によれば、第２の通信ネットワークの性質を考慮して、第２の通信ネットワ
ークにおいて確保すべき通信リソースが決定されるので、例えば第２の通信ネットワーク
における通信の信頼性が変動するような場合でも、これに対応した的確な通信リソースの
確保を行うことが可能となる。
【０１６７】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信リソース
決定部が、上記第２の通信ネットワークにおける通常のデータ送信のために必要な通信リ
ソースと、データ再送に必要とされる通信リソースとに基づいて、上記第２の通信ネット
ワークにおいて確保すべき通信リソースを決定する構成としてもよい。
【０１６８】
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　上記の構成によれば、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースが、通
常のデータ送信のために必要な通信リソースと、データ再送に必要とされる通信リソース
とに基づいて決定されるようになっている。すなわち、データ再送に必要とされる通信リ
ソースを考慮することによって、第２の通信ネットワークにおける通信環境を的確に考慮
した状態で、通信リソースの確保を行うことができるので、安定した通信を実現すること
が可能となる。
【０１６９】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第２の通信ネ
ットワークにおける通信状態を検出する通信状態検出部をさらに備え、上記通信リソース
管理部が、上記第２の通信ネットワークにおける通信状態の変化に応じて、上記第２の通
信ネットワークにおいて確保する通信リソースを変更する構成としてもよい。
【０１７０】
　上記の構成によれば、第２の通信ネットワークにおける通信状態が通信状態検出部によ
って検出されるとともに、この検出結果に基づいて、第２の通信ネットワークにおいて確
保する通信リソースが変更されるようになっている。これにより、第２の通信ネットワー
クにおける通信状態の変動に応じて的確に通信リソースを変更することが可能となるので
、より安定した通信を実現することが可能となる。
【０１７１】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信状態検出
部が、上記第２の通信ネットワークにおいて伝送されるデータのエラー発生割合を検出し
、その割合が一定値を超えた場合に、上記通信リソース管理部が、上記第２の通信ネット
ワークにおいて取得する通信リソースを増加させる構成としてもよい。
【０１７２】
　上記の構成によれば、第２の通信ネットワークにおいて伝送されるデータのエラー発生
割合に応じて、第２の通信ネットワークにおいて取得する通信リソースが変更されるよう
になっている。エラー発生割合がわかると、データの再送をどの程度行うべきかを的確に
把握することが可能となるので、第２の通信ネットワークにおいて取得する通信リソース
をより的確に変更することが可能となり、より安定した通信を実現することが可能となる
。
【０１７３】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信状態検出
部が、上記第２の通信ネットワークにおけるデータの通信時間を検出し、その時間と、す
でに割り当てられている通信リソースによって与えられた時間とを比較することによって
、上記通信リソース管理部が、上記第２の通信ネットワークにおいて取得する通信リソー
スを変更させる構成としてもよい。
【０１７４】
　上記の構成によれば、第２の通信ネットワークに転送するデータの通信時間と、すでに
割り当てられている通信リソースによって与えられた時間とを比較することによって、第
２の通信ネットワークにおいて取得する通信リソースを変化させるようになっている。す
なわち、例えば、第２の通信ネットワークに転送するデータの通信時間が、すでに割り当
てられている通信リソースによって与えられた時間よりも少ない場合には、第２の通信ネ
ットワークにおいて取得する通信リソースを減少させるというような制御が可能となる。
これにより、無駄に通信リソースを確保するというような状態を防止することが可能とな
るので、効率の良い帯域利用を実現することができる。
【０１７５】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第２の通信ネ
ットワークにおける通信リソースを管理する通信リソース管理局を検出するネットワーク
管理部をさらに備え、上記ネットワーク管理部によって検出された上記通信リソース管理
局が上記第２の通信ネットワーク上のどの通信局であるかによって、上記通信リソース管
理部が、当該ネットワーク中継装置自ら通信リソースを取得、変更、または開放するか、
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上記第２の通信ネットワーク上の他の通信局に通信リソースの取得、変更、または開放を
要求するかを判断する構成としてもよい。
【０１７６】
　上記の構成によれば、ネットワーク管理部によって、第２の通信ネットワークにおける
通信リソースを管理する通信リソース管理局が検出され、この通信リソース管理局がどの
通信局であるかに基づいて、第２の通信ネットワークにおける通信リソースの取得、変更
、または開放の処理を行う手法が判定されることになる。これにより、第２の通信ネット
ワークがどのようなネットワーク構成となっていても、的確に通信リソースの取得、変更
、または開放の処理を行うことが可能となる（以上、基礎出願特願２００３－３４１９３
１の原文記載のまま）。
【０１７７】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、通信リソースを確保した上でデータの送
信を行うことができる第１の通信ネットワークと、第１の通信ネットワークとは性質が異
なり、通信リソースを確保した上でデータの送信を行うことができる第２の通信ネットワ
ークに接続され、上記第１の通信ネットワークに接続される第１のネットワークインタフ
ェースと、上記第２の通信ネットワークに接続される第２のネットワークインタフェース
とを備えたネットワーク中継装置であって、上記第１のネットワークインタフェースを通
じて上記第１の通信ネットワークのネットワーク状態を検出するネットワーク検出部と、
上記第１の通信ネットワークの通信リソースが開放されているならば、当該通信リソース
に対応する上記第２の通信ネットワークにおける通信リソースを上記第２のネットワーク
インタフェースを通じて開放する通信リソース管理部とを備えることを特徴としている。
【０１７８】
　上記の構成によれば、まず、ネットワーク検出部によって、第１の通信ネットワークの
ネットワーク状態が検出される。そして、第１の通信ネットワークの通信リソースが開放
されている場合には、通信リソース管理部によって、当該通信リソースに対応する第２の
通信ネットワークにおける通信リソースが開放されるようになっている。これにより、第
１の通信ネットワークにおける通信が突然切断された場合でも、これに対応する第２の通
信ネットワークの通信リソースを確実に開放することが可能となり、帯域が無駄に確保さ
れている状態を回避することが可能となる。
【０１７９】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記ネットワーク
検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認を定期的に行う
構成としてもよい。
【０１８０】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認が定期
的に行われるようになっているので、第１の通信ネットワークにおける通信が突然切断さ
れた場合でも、これを一定時間内に検出することが可能となる。
【０１８１】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記ネットワーク
検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認を、上記第１の
通信ネットワークから所定のイベントが通知されたときに行う構成としてもよい。
【０１８２】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークから所定のイベントが通知されたときに
、該第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認が行われるようになってい
る。ここで、第１の通信ネットワークにおける通信が突然切断された場合に、例えば第１
の通信ネットワークにおける帯域開放処理が行われるような場合には、これをイベントと
して検出することによって、第１の通信ネットワークにおける通信が切断されたのとほぼ
同じタイミングで、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放することが可能
となる。
【０１８３】
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　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記ネットワーク
検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態として、該第１の通信
ネットワークにおいて自局との間でデータ通信を行っている相手局の有無を検出する構成
としてもよい。
【０１８４】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおいて自局との間でデータ通信を行っ
ている相手局の消失が検出されることによって、第２の通信ネットワークにおける通信リ
ソースが開放されることになるので、第１の通信ネットワークにおける通信の切断を確実
に検知して、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放することが可能となる
。
【０１８５】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記ネットワーク
検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態として、該第１の通信
ネットワークにおけるリソース取得状態を検出する構成としてもよい。
【０１８６】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおけるリソース取得状態が検出される
ことによって、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放すべきかが判断され
るようになっている。よって、もし、第１の通信ネットワークにおける通信が切断された
場合には、第１の通信ネットワークにおける処理によって該当通信に対するリソースが開
放されることになり、このリソースの開放を検出することによって、対応する第２の通信
ネットワークにおける通信リソースを開放することが可能となる。
【０１８７】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記ネットワーク
検出部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態として、該第１の通信
ネットワークにおけるコネクション確立状態を検出する構成としてもよい。
【０１８８】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおけるコネクション確立状態が検出さ
れることによって、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放すべきかが判断
されるようになっている。よって、もし、第１の通信ネットワークにおける通信が切断さ
れた場合には、第１の通信ネットワークにおける処理によって該当通信に対するコネクシ
ョンが切断されることになり、このコネクションの切断を検出することによって、対応す
る第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放することが可能となる。
【０１８９】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、通信リソースを確保した上でデータの送
信を行うことができる第１の通信ネットワークと、第１の通信ネットワークとは性質が異
なる第２の通信ネットワークに接続され、上記第１の通信ネットワークに接続される第１
のネットワークインタフェースと、上記第２の通信ネットワークに接続される第２のネッ
トワークインタフェースとを備えたネットワーク中継装置であって、上記第１の通信ネッ
トワークに接続される他の通信局が、該第１の通信ネットワーク上の通信リソースを確保
する際にアクセスするネットワーク構成要素と、上記ネットワーク構成要素の利用可能／
不可能を制御するコネクション管理部とを備える構成である。
【０１９０】
　上記の構成によれば、コネクション管理部によって、第１の通信ネットワークに接続さ
れる他の通信局が、該第１の通信ネットワーク上の通信リソースを確保する際にアクセス
するネットワーク構成要素の利用可能／不可能が制御されるようになっている。ここで、
ネットワーク中継装置側で、第１の通信ネットワークにおける通信リソースを開放すべき
状態となった場合には、ネットワーク構成要素を利用不可能と設定するようにする。この
場合、第１の通信ネットワークにおいて通信を行っていた通信局は、ネットワーク構成要
素が利用不可能となったことにより、コネクションの復旧を試みたときも相手が存在しな
いためそれをあきらめることになり、通信リソースの開放が行われる。
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【０１９１】
　すなわち、上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおいて、コネクションを確
立した側の通信局からのみ、該当コネクションの切断を行うことが可能となっているよう
に規定されていても、実質的にネットワーク中継装置側からこのコネクションを切断する
ことが可能となる。したがって、例えば第２の通信ネットワークにおいてコネクションが
切断された場合にも、第１の通信ネットワークにおけるコネクションを切断し、通信リソ
ースの開放を行うことが可能となる。
【０１９２】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記コネクション
管理部が、上記他の通信局に上記ネットワーク構成要素の利用可能／不可能を変更したこ
とを通知できることとしてもよい。
【０１９３】
　上記の構成によれば、コネクショシ管理部がネットワーク構成要素を利用不可能にした
後に第１のネットワークに接続された他の通信局に対して当該ネットワーク構成要素の利
用不可を通知することにより、速やかに第１のネットワークにおけるコネクション復旧を
実行・失敗させ、通信リソースの開放を行うことが可能となる。
【０１９４】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第１の通信ネ
ットワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものである構成としてもよい。
上記の構成によれば、第１の通信ネットワークが、音声や動画などの一定のタイミングで
転送することが不可欠なデータを優先的に転送するアイソクロナス（等時）転送方式を有
するＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるので、マルチメディア・データなどの通信を
最適に行うことが可能となる。
【０１９５】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第２の通信ネ
ットワークが、無線を用いたネットワークである構成としてもよい。
【０１９６】
　上記の構成によれば、第２の通信ネットワークが、無線を用いたネットワークであるの
で、例えば距離が離れた複数の有線ネットワークを、無線によるネットワークによって接
続する、などのシステムを構築することが可能となる。
また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第１の通信ネッ
トワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるとともに、上記第１の通信ネットワ
ークから通知されるイベントがＩＥＥＥ１３９４に規定されているバスリセットである構
成としてもよい。
【０１９７】
　上記の構成によれば、ＩＥＥＥ１３９４に規定されているバスリセットが通知されたと
きに、該第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認が行われるようになっ
ている。よって、バスリセットをイベントとして検出することによって、第１の通信ネッ
トワークにおける通信が切断されたのとほぼ同じタイミングで、第２の通信ネットワーク
における通信リソースを開放することが可能となる。
【０１９８】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第１の通信ネ
ットワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるとともに、上記第１の通信ネット
ワークにおけるリソース取得状態として、該第１の通信ネットワークにおけるＩｓｏｃｈ
ｒｏｎｏｕｓ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｍａｎａｇｅｒが有するＢＡＮＤＷＩＤＴＨ＿ＡＶＡＩ
ＬＡＢＬＥあるいはＣＨＡＮＮＥＬＳ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥレジスタの値を用いる構成と
してもよい。
【０１９９】
　上記のように、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｍａｎａｇｅｒが有するＢ
ＡＮＤＷＩＤＴＨ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥあるいはＣＨＡＮＮＥＬＳ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥ
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レジスタの値を用いることによって、リソース取得状態を確実に検出することができる。
また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第１の通信ネッ
トワークが、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるとともに、上記第１の通信ネットワ
ークにおけるコネクション確立状態として、該第１の通信ネットワークにおけるデータ送
信局あるいはデータ受信局の持つＰｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒのコネクシ
ョンカウンタ値を用いる構成としてもよい。
【０２００】
　上記のように、第１の通信ネットワークにおけるデータ送信局あるいはデータ受信局の
持つＰｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒのコネクションカウンタ値を用いること
によって、コネクション確立状態を確実に検出することができる。
【０２０１】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記ネットワーク
構成要素が、レジスタ、Ｐｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ、および１３９４ノ
ードのいずれかである構成としてもよい。
【０２０２】
　上記のように、ネットワーク構成要素として、レジスタ、Ｐｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒ
ｅｇｉｓｔｅｒ、および１３９４ノードのいずれかを用いることによって、ネットワーク
構成要素の利用可能／不可能を確実に制御することができる。
【０２０３】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第１の通信ネ
ットワークが通信リソースを確保した上でデータの送信を行うことができる通信ネットワ
ークであり、上記事象・状態検出部によって検出される上記第１の通信ネットワークに関
する事象および／または状態が、上記第１の通信ネットワークと上記第２の通信ネットワ
ークとの間で転送されるデータに対する、上記第１の通信ネットワークにおける通信リソ
ースの取得、変更、開放処理、または通信リソース取得状態である構成としてもよい。
【０２０４】
　この場合、事象・状態検出部において第１の通信ネットワークにおける通信リソースの
取得、変更、または開放処理が検出されることによって、第２の通信ネットワークにおけ
るリソース取得、変更、または開放処理が行われることになる。よって、第１の通信ネッ
トワークと第２の通信ネットワークにおける通信リソースの取得、変更、または開放処理
を連動して行うことが可能となるという効果を奏する。
【０２０５】
　また、第１の通信ネットワークにおける通信リソースの取得、変更、または開放処理を
検出すると、その内容から、必要とされるデータ通信のリソース量を的確に判断すること
が可能となるので、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースを的確に設
定することが可能となるという効果を奏する。
【０２０６】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記事象・状態検
出部において検出される上記第１の通信ネットワークに関する事象および／または状態が
、上記第１の通信ネットワークから上記第２の通信ネットワークに転送されるデータ自身
の受信処理または受信終了処理である構成としてもよい。
【０２０７】
　この場合、事象・状態検出部において第１の通信ネットワークから第２の通信ネットワ
ークに転送されるデータ自身の受信処理または受信終了処理が検出されることによって、
第２の通信ネットワークにおけるリソース取得、変更、または開放処理が行われることに
なる。これにより第２の通信ネットワークにデータが流れるときのみ、第２の通信ネット
ワークのリソース確保が行われ、第２の通信ネットワークのリソースを効率的に利用する
ことが可能となる。また第１の通信ネットワークから第２の通信ネットワークに転送され
るデータを受信すると、そのデータのサイズと受信時間とを考慮することによって、実際
に使用しているデータ通信のリソース量を的確に判断することが可能となるので、第２の



(33) JP 4286791 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

通信ネットワークにおいて取得、変更または開放すべき通信リソースを的確に設定するこ
とが可能となるという効果を奏する。
【０２０８】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信リソース
決定部が、上記第１の通信ネットワークから受信するデータを測定して得られる通信リソ
ース量に基づいて、上記第２の通信ネットワークにおける通信リソースを決定する構成と
してもよい。
【０２０９】
　この場合、通信リソース決定部が、第１の通信ネットワークにおける通信リソース量に
基づいて、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを決定するので、第２の通信ネ
ットワークにおいて確保すべき通信リソースを的確に設定することが可能となるという効
果を奏する。
【０２１０】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記第１の通信ネ
ットワークが通信リソースを確保した上でデータの送信を行うことができる通信ネットワ
ークであり、上記通信リソース決定部が、上記第２の通信ネットワークにおける通信リソ
ースを、上記第１の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放された通信リソー
スに基づいて決定する構成としてもよい。
【０２１１】
　この場合、第１の通信ネットワークにおいて取得、変更、または開放された通信リソー
スに基づいて、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースが決定されるこ
とになる。第１の通信ネットワークにおける通信リソースの取得、変更、または開放処理
の内容を見ると、必要とされるデータ通信のリソース量を的確に判断することが可能とな
るので、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースを的確に設定すること
が可能となるという効果を奏する。
【０２１２】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記通信リソース決定部が、上記第１の
通信ネットワークにおいて取得、変更あるいは開放された通信リソースから送信されるデ
ータの帯域幅を推定し、その帯域幅に基づいて、上記第２の通信ネットワークにおける通
信リソースを決定する構成としてもよい。
【０２１３】
　この場合、まず、第１の通信ネットワークにおいて取得、変更あるいは開放された通信
リソースの情報に基づいて、送信されるデータの帯域幅が推定される。ここで、通信リソ
ースの情報からデータの帯域幅を推定する場合、比較的精度の良い推定を行うことが可能
である。そして、このデータの帯域幅を用いて第２の通信ネットワークにおける通信リソ
ースが決定されるので、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースをより
的確に設定することが可能となるという効果を奏する。
【０２１４】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記通信リソース決定部が、上記第２の
通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースの決定を、上記第２の通信ネットワー
クの性質を考慮して行う構成としてもよい。
【０２１５】
　上記の構成によれば、第２の通信ネットワークの性質を考慮して、第２の通信ネットワ
ークにおいて確保すべき通信リソースが決定されるので、例えば第２の通信ネットワーク
における通信の信頼性が変動するような場合でも、これに対応した的確な通信リソースの
確保を行うことが可能となるという効果を奏する。
【０２１６】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記通信リソース決定部が、上記第２の
通信ネットワークにおける通常のデータ送信のために必要な通信リソースと、データ再送
に必要とされる通信リソースとに基づいて、上記第２の通信ネットワークにおいて確保す
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べき通信リソースを決定する構成としてもよい。
【０２１７】
　この場合、第２の通信ネットワークにおいて確保すべき通信リソースが、通常のデータ
送信のために必要な通信リソースと、データ再送に必要とされる通信リソースとに基づい
て決定されるようになっている。すなわち、データ再送に必要とされる通信リソースを考
慮することによって、第２の通信ネットワークにおける通信環境を的確に考慮した状態で
、通信リソースの確保を行うことができるので、安定した通信を実現することが可能とな
るという効果を奏する。
【０２１８】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記第２の通信ネットワークにおける通
信状態を検出する通信状態検出部をさらに備え、上記通信リソース管理部が、上記第２の
通信ネットワークにおける通信状態の変化に応じて、上記第２の通信ネットワークにおい
て確保する通信リソースを変更する構成としてもよい。
【０２１９】
　この場合、第２の通信ネットワークにおける通信状態が通信状態検出部によって検出さ
れるとともに、この検出結果に基づいて、第２の通信ネットワークにおいて確保する通信
リソースが変更されるようになっている。これにより、第２の通信ネットワークにおける
通信状態の変動に応じて的確に通信リソースを変更することが可能となるので、より安定
した通信を実現することが可能となるという効果を奏する。
【０２２０】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記通信状態検出部が、上記第２の通信
ネットワークにおいて伝送されるデータのエラー発生割合を検出し、その割合が一定値を
超えた場合に、上記通信リソース管理部が、上記第２の通信ネットワークにおいて取得す
る通信リソースを増加させる構成としてもよい。
【０２２１】
　この場合、第２の通信ネットワークにおいて伝送されるデータのエラー発生割合に応じ
て、第２の通信ネットワークにおいて取得する通信リソースが変更されるようになってい
る。エラー発生割合がわかると、データの再送をどの程度行うべきかを的確に把握するこ
とが可能となるので、第２の通信ネットワークにおいて取得する通信リソースをより的確
に変更することが可能となり、より安定した通信を実現することが可能となるという効果
を奏する。
【０２２２】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記通信状態検出部が、上記第２の通信
ネットワークにおけるデータの通信時間を検出し、その時間と、すでに割り当てられてい
る通信リソースによって与えられた時間とを比較することによって、上記通信リソース管
理部が、上記第２の通信ネットワークにおいて取得する通信リソースを変更させる構成と
してもよい。
【０２２３】
　この場合、第２の通信ネットワークに転送するデータの通信時間と、すでに割り当てら
れている通信リソースによって与えられた時間とを比較することによって、第２の通信ネ
ットワークにおいて取得する通信リソースを変化させるようになっている。すなわち、例
えば、第２の通信ネットワークに転送するデータの通信時間が、すでに割り当てられてい
る通信リソースによって与えられた時間よりも少ない場合には、第２の通信ネットワーク
において取得する通信リソースを減少させるというような制御が可能となる。これにより
、無駄に通信リソースを確保するというような状態を防止することが可能となるので、効
率の良い帯域利用を実現することができるという効果を奏する。
【０２２４】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記事象・状態検
出部は、上記第１のネットワークに接続された他の通信装置からネットワークの状態の情
報を受信する構成としてもよい。
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【０２２５】
　この場合、他の通信装置からネットワークの状態の情報を受信することを契機にして、
第１のネットワークの状態を検出することが可能となるという効果を奏する。
【０２２６】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記事象・状態検
出部は、上記第１のネットワークに接続された他の通信装置にネットワークの状態の情報
を要求する構成としてもよい。
【０２２７】
　この場合、他の通信装置に対してネットワークの状態の情報を自発的に要求することを
契機にして、第１のネットワークの状態を検出することが可能となるという効果を奏する
。
【０２２８】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記事象・状態検出部が、上記第１の通
信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認を定期的に行う構成としてもよい。
【０２２９】
　この場合、第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認が定期的に行われ
るようになっているので、第１の通信ネットワークにおける通信が突然切断された場合で
も、これを一定時間内に検出することが可能となるという効果を奏する。
【０２３０】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記事象・状態検出部が、上記第１の通
信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認を、上記第１の通信ネットワークから所
定のイベントが通知されたときに行う構成としてもよい。
【０２３１】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークから所定のイベントが通知されたときに
、該第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認が行われるようになってい
る。ここで、第１の通信ネットワークにおける通信が突然切断された場合に、例えば第１
の通信ネットワークにおける帯域開放処理が行われるような場合には、これをイベントと
して検出することによって、第１の通信ネットワークにおける通信が切断されたのとほぼ
同じタイミングで、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放することが可能
となる。
【０２３２】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記通信リソース
管理部が、上記第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の検出から一定時間以
上経過した後に、上記第２の通信ネットワークにおける通信リソースを取得、変更、また
は開放する構成としてもよい。
【０２３３】
　ここで、検出されるネットワーク状態としては、一例としてバスリセットの発生が考え
られる。この場合、バスリセット以前にコネクションを確立していたアプリケーションは
、バスリセット発生から一定時間以内に元のコネクションを確立するという規則が定めら
れていることがある。よって、上記の構成によれば、元のコネクションが確立された後に
、的確に通信リソースを取得、変更、または開放することが可能となるという効果を奏す
る。
【０２３４】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記事象・状態検出部が、上記第１の通
信ネットワークにおけるネットワーク状態として、該第１の通信ネットワークにおいて自
局との間でデータ通信を行っている相手局の有無を検出する構成としてもよい。
【０２３５】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおいて自局との間でデータ通信を行っ
ている相手局の消失が検出されることによって、第２の通信ネットワークにおける通信リ
ソースが開放されることになるので、第１の通信ネットワークにおける通信の切断を確実
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に検知して、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放することが可能となる
という効果を奏する。
【０２３６】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記事象・状態検出部が、上記第１の通
信ネットワークにおけるネットワーク状態として、該第１の通信ネットワークにおけるコ
ネクション確立状態を検出する構成としてもよい。
【０２３７】
　上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおけるコネクション確立状態が検出さ
れることによって、第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放すべきかが判断
されるようになっている。よって、もし、第１の通信ネットワークにおける通信が切断さ
れた場合には、第１の通信ネットワークにおける処理によって該当通信に対するコネクシ
ョンが切断されることになり、このコネクションの切断を検出することによって、対応す
る第２の通信ネットワークにおける通信リソースを開放することが可能となるという効果
を奏する。
【０２３８】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記第１の通信ネットワークに接続され
る他の通信局が、該第１の通信ネットワーク上の通信リソースを確保する際にアクセスす
るネットワーク構成要素と、上記ネットワーク構成要素の利用可能／不可能を制御するコ
ネクション管理部とを備える構成である。
【０２３９】
　上記の構成によれば、コネクション管理部によって、第１の通信ネットワークに接続さ
れる他の通信局が、該第１の通信ネットワーク上の通信リソースを確保する際にアクセス
するネットワーク構成要素の利用可能／不可能が制御されるようになっている。ここで、
ネットワーク中継装置側で、第１の通信ネットワークにおける通信リソースを開放すべき
状態となった場合には、ネットワーク構成要素を利用不可能と設定するようにする。この
場合、第１の通信ネットワークにおいて通信を行っていた通信局は、ネットワーク構成要
素が利用不可能となったことにより、コネクションの復旧を試みたときも相手が存在しな
いためそれをあきらめることになり、通信リソースの開放が行われる。
【０２４０】
　すなわち、上記の構成によれば、第１の通信ネットワークにおいて、コネクションを確
立した側の通信局からのみ、該当コネクションの切断を行うことが可能となっているよう
に規定されていても、実質的にネットワーク中継装置側からこのコネクションを切断する
ことが可能となる。したがって、例えば第２の通信ネットワークにおいてコネクションが
切断された場合にも、第１の通信ネットワークにおけるコネクションを切断し、通信リソ
ースの開放を行うことが可能となるという効果を奏する。
【０２４１】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記の構成において、上記コネクション
管理部が、上記他の通信局に上記ネットワーク構成要素の利用可能／不可能を変更したこ
とを通知する、あるいは変更発生を知らせるトリガーを発行する構成としてもよい。
【０２４２】
　上記の構成によれば、コネクション管理部がネットワーク構成要素を利用不可能にした
後に第１のネットワークに接続された他の通信局に対して当該ネットワーク構成要素の利
用不可を通知することにより、速やかに第１のネットワークにおけるコネクション復旧を
実行・失敗させ、通信リソースの開放を行うことが可能となるという効果を奏する。
【０２４３】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記第１または第２の通信ネットワーク
が、ＩＥＥＥ１３９４に準拠したものである構成としてもよい。
【０２４４】
　上記の構成によれば、第１または第２の通信ネットワークが、音声や動画などの一定の
タイミングで転送することが不可欠なデータを優先的に転送するアイソクロナス（等時）
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転送方式を有するＩＥＥＥ１３９４に準拠したものであるので、マルチメディア・データ
などの通信を最適に行うことが可能となるという効果を奏する。
【０２４５】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記第１または第２の通信ネットワーク
が、無線を用いたネットワークである構成としてもよい。
【０２４６】
　上記の構成によれば、第１または第２の通信ネットワークが、無線を用いたネットワー
クであるので、例えば距離が離れた複数の有線ネットワークを、無線によるネットワーク
によって接続する、などのシステムを構築することが可能となるという効果を奏する。
【０２４７】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記第１の通信ネットワークが、ＩＥＥ
Ｅ１３９４に準拠したものであるとともに、上記第１の通信ネットワークから通知される
イベントがＩＥＥＥ１３９４に規定されているバスリセットである構成としてもよい。
【０２４８】
　上記の構成によれば、ＩＥＥＥ１３９４に規定されているバスリセットが通知されたと
きに、該第１の通信ネットワークにおけるネットワーク状態の確認が行われるようになっ
ている。よって、バスリセットをイベントとして検出することによって、第１の通信ネッ
トワークにおける通信が切断されたのとほぼ同じタイミングで、第２の通信ネットワーク
における通信リソースを開放することが可能となるという効果を奏する。
【０２４９】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記第１の通信ネットワークが、ＩＥＥ
Ｅ１３９４に準拠したものであるとともに、上記第１の通信ネットワークにおけるリソー
ス取得状態として、該第１の通信ネットワークにおけるＩｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ Ｍａｎａｇｅｒが有するＢＡＮＤＷＩＤＴＨ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥあるいは
ＣＨＡＮＮＥＬＳ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥレジスタの値を用いる構成としてもよい。
【０２５０】
　上記のように、Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｍａｎａｇｅｒが有するＢ
ＡＮＤＷＩＤＴＨ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥあるいはＣＨＡＮＮＥＬＳ＿ＡＶＡＩＬＡＢＬＥ
レジスタの値を用いることによって、リソース取得状態を確実に検出することができると
いう効果を奏する。
【０２５１】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記第１の通信ネットワークが、ＩＥＥ
Ｅ１３９４に準拠したものであるとともに、上記第１の通信ネットワークにおけるコネク
ション確立状態として、該第１の通信ネットワークにおけるデータ送信局あるいはデータ
受信局の持つＰｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒのコネクションカウンタ値を用
いる構成としてもよい。
【０２５２】
　上記のように、第１の通信ネットワークにおけるデータ送信局あるいはデータ受信局の
持つＰｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒのコネクションカウンタ値を用いること
によって、コネクション確立状態を確実に検出することができるという効果を奏する。
【０２５３】
　また、本発明に係るネットワーク中継装置は、上記ネットワーク構成要素が、レジスタ
、Ｐｌｕｇ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ、および１３９４ノードのいずれかである
構成としてもよい。
【０２５４】
　これにより、ネットワーク構成要素の利用可能／不可能を確実に制御することができる
という効果を奏する。
【０２５５】
　また、本発明に係るネットワーク中継プログラムは、上記本発明に係るネットワーク中
継装置が行う処理をコンピュータに実行させるものである。
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【０２５６】
　これにより、上記プログラムをコンピュータシステムにロードすることによって、上記
ネットワーク中継装置をユーザに提供することが可能となる。
【０２５７】
　また、本発明に係るネットワーク中継プログラムを記録した記録媒体は、上記本発明に
係るネットワーク中継装置が行う処理をコンピュータに実行させるネットワーク中継プロ
グラムを記録している構成である。
【０２５８】
　これにより、上記記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムにロードす
ることによって、上記ネットワーク中継装置をユーザに提供することが可能となる。
【０２５９】
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で
種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合
わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２６０】
　また、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実
施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例
にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請
求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。
【産業上の利用の可能性】
【０２６１】
　以上のように、本発明に係るネットワーク中継装置によれば、複数種類のネットワーク
を相互に接続するシステムを構築することができるので、例えば家庭内において、複数の
部屋にある各種ＡＶ機器を互いに異なる種類の複数のネットワークで接続するようなシス
テムでのネットワーク中継装置として適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２６２】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信ネットワークシステムの概略構成を示すブロック
図である。
【図２】上記通信ネットワークシステムにおける帯域確保のためのメッセージシーケンス
を示す図である。
【図３】上記通信ネットワークシステムが備える中継局の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図４】第１中継局における処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】リソース対応管理部が、ＩＥＥＥ１３９４のストリームと無線のストリームとの
対応を管理する方法を説明する表である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る中継局の概略構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る第１中継局における処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図８】本発明のさらに他の実施形態に係る中継局の概略構成を示すブロック図である。
【図９】本発明のさらに他の実施形態に係る第２中継局における処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１０】本発明のさらに他の実施形態に係る中継局の概略構成を示すブロック図である
。
【図１１】本発明のさらに他の実施形態に係る第１中継局における処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図１２】本発明のさらに他の実施形態に係る中継局の概略構成を示すブロック図である
。
【図１３】本発明のさらに他の実施形態に係る第１中継局における処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
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【図１４】ＩＥＣ６１８８３において規定されているｏＰＣＲのデータフォーマットを示
す図である。
【図１５】ＩＥＣ６１８８３において規定されているＣｏｍｍｏｎ Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏ
ｕｓ Ｐａｃｋｅｔ Ｆｏｒｍａｔの一例を示す図である。
【図１６】無線リソース取得後に第１中継局が無線ストリームを受信した際の処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図１７】中継局が自律的に帯域を確保する一形態における、無線ＡＶ機器の概略構成を
示すブロック図である。
【図１８】中継局が自律的に帯域を確保する一形態における、無線ＡＶ機器での処理の流
れを示すフローチャートである。
【図１９】ＩＥＥＥ１３９４による有線ネットワークと、無線ＬＡＮによる無線ネットワ
ークとを相互に接続するシステム構成を示すブロック図である。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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