
JP 2014-42329 A 2014.3.6

10

(57)【要約】
【課題】本明細書において、ＴＶＢＤ（テレビジョン帯
域）において多様なＲＡＴ（無線アクセス技術）を使用
した無線データの通信のための方法および装置が開示さ
れる。
【解決手段】ＴＶＢＤ周波数において無線データを通信
するためのアーキテクチャは、複数の多様なＲＡＴにわ
たるチャネルの静寂化の調整に関連した機能を実行する
１つまたは複数のネットワークノードを含むことができ
る。チャネルの静寂化は、一時的なチャネル再割り当て
を使用して、同じチャネルにおいて特定のＲＡＴを使用
するＷＴＲＵ（無線送受信装置）を集約することによっ
て、および／または他の技術を介して複数の多様なＲＡ
Ｔにわたって実行することができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークノードにおいて使用される方法であって、
　前記ネットワークノードが、無線送受信装置（ＷＴＲＵ）が無線アクセス技術（ＲＡＴ
）を使用して第１のチャネルにおいて動作していることを示すデータを受信するステップ
と、
　前記ネットワークノードが、前記ＷＴＲＵによって使用されている前記ＲＡＴに基づい
て、前記ＷＴＲＵが前記第１のチャネルにおける静寂期間（ｑｕｉｅｔ　ｐｅｒｉｏｄ）
の前に第２のチャネルに移動しなければならないことを決定するステップと、
　前記ネットワークノードが、コマンドを前記ＷＴＲＵに送信するステップであって、前
記コマンドは、前記ＷＴＲＵが前記第２のチャネルに移動しなければならないことを示す
、ステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＷＴＲＵが前記第２のチャネルに移動しなければならないことを決定する前記ステ
ップは、前記ＲＡＴを使用している第２のＷＴＲＵが前記第２のチャネルにおいて動作し
ていることを示すデータにさらに基づくことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第３のＷＴＲＵが第２のＲＡＴを使用して前記第１のチャネルにおいて動作しているこ
とを示すデータを受信するステップと、
　第４のＷＴＲＵが前記第２のＲＡＴを使用して第３のチャネルにおいて動作しているこ
とを示すデータを受信するステップと、
　前記第２のＲＡＴを使用する前記第３のＷＴＲＵおよび前記第４のＷＴＲＵに基づいて
、前記第３のＷＴＲＵが前記静寂期間の前に前記第３のチャネルに移動しなければならな
いことを決定するステップと、
　第２のコマンドを前記第３のＷＴＲＵに送信するステップであって、前記第２のコマン
ドは、前記ＷＴＲＵが前記第３のチャネルに移動しなければならないことを示す、ステッ
プと
　をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のチャネルおよび前記第２のチャネルは、テレビジョン帯域（ＴＶＢＤ）チャ
ネルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コマンドは、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）媒体独立型調整（ＭＩＣ）メッセー
ジ、ＩＥＥＥ８０２．１９ｘメッセージ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘメッセージ、ＩＥＥＥ
８０２．１６ｘメッセージ、または８０２．２２ｘメッセージであることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照により全体が本明細書に組み込まれている、２００９年４月６日出願の
米国特許仮出願第６１／１６７，０５０号明細書、および２０１０年１月１９日出願の米
国特許仮出願第６１／２９６，３５９号明細書の利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＦＣＣ（米国連邦通信委員会）は、未認可の装置によって使用するために、ＶＨＦ（超
短波）およびＵＨＦ（極超短波）スペクトルの一部を開くことを決定した。新しく使用可
能なスペクトルの使用は、スペクトルの認可された装置を干渉から保護することを目的と
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する法的な要求事項の対象となり得る。例えば、未認可の装置は、認可された装置が動作
しているチャネル上で、認可された装置を感知する必要があり得る。さらに、特定の地理
的エリア内のチャネルにおいて認可された装置の感知を実行することができるように、未
認可の装置は、特定のチャネルでの送信を停止する（「チャネルの静寂化」と呼ばれる）
必要があり得る。現在の技術は、多様なＲＡＴ（無線アクセス技術）を使用する未認可の
装置が同じ周波数帯において動作しているときに、チャネルの静寂化をどのように実行で
きるかに対処していない。したがって、現在の技術のこれらおよび他の欠点に対処する新
しい技術が必要とされる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ネットワークノードにおいて使用される方法は、ＷＴＲＵ（無線送受信装置）がＲＡＴ
を使用して第１のチャネルにおいて動作していることを示すデータを受信するステップを
含み得る。ネットワークノードは、ＷＴＲＵによって使用されているＲＡＴに基づいて、
ＷＴＲＵが第１のチャネルにおける静寂期間の前に第２のチャネルに移動しなければなら
ないことを決定することができる。ネットワークノードは、ＷＴＲＵが第２のチャネルに
移動しなければならないことを示すコマンドをＷＴＲＵに送信することができる。
【０００５】
　ネットワークノードは、ＷＴＲＵがＲＡＴを使用して第１のチャネルにおいて動作して
いることを示すデータを受信するように構成された通信インターフェイスを含み得る。ネ
ットワークノードは、ＷＴＲＵによって使用されているＲＡＴに基づいて、ＷＴＲＵが第
１のチャネルにおける静寂期間の前に第２のチャネルに移動しなければならないことを決
定するように構成されたプロセッサをさらに含み得る。通信インターフェイスは、ＷＴＲ
Ｕが第２のチャネルに移動しなければならないことを示すコマンドをＷＴＲＵに送信する
ようにさらに構成され得る。
【０００６】
　ネットワークノードにおいて使用される方法は、第１のＷＴＲＵおよび第２のＷＴＲＵ
が第１のチャネルにおいて動作していることを示すデータを受信するステップを含み得る
。第１のＷＴＲＵは、第１のＲＡＴを使用して動作しており、第２のＷＴＲＵは、第２の
ＲＡＴを使用して動作している。ネットワークノードは、第１のＷＴＲＵが第１のチャネ
ルにおける静寂期間の前に第２のチャネルに移動しなければならないことを示すコマンド
を第１のＷＴＲＵに送信することができる。ネットワークノードは、第２のＷＴＲＵが第
２のチャネルに移動しなければならないことを示すコマンドを第２のＷＴＲＵに送信する
こともできる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　添付の図面に関連して一例として提供される以下の説明からより詳細な理解を得ること
ができる。
【図１】ＴＶＢＤ（テレビジョン帯域）周波数における無線データの通信のためのアーキ
テクチャ例を示す図である。
【図２】ＴＶＢＤ周波数における無線データの通信のための第２のアーキテクチャ例を示
す図である。
【図３】ＴＶＢＤ周波数における無線データの通信のための第３のアーキテクチャ例を示
す図である。
【図４】複数のＲＡＴにわたるチャネルの静寂化の調整のための方法例を示す図である。
【図５】複数のＲＡＴにわたるチャネルの静寂化の調整のための第２の方法例を示す図で
ある。
【図６】複数のＲＡＴにわたるチャネルの静寂化の調整のための第３の方法例を示す図で
ある。
【図７】図１～図６を参照して記載されている方法および特徴を実行するように構成され
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得る無線通信システム例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下で言及するとき、「ＷＴＲＵ（無線送受信装置）」という用語は、それだけには限
定されないが、ＵＥ（ユーザ機器）、移動局、固定式または携帯式の加入者ユニット、ペ
ージャ、携帯電話、ＰＤＡ（個人用デジタル補助装置）、コンピュータ、または無線環境
で動作することができる他の任意のタイプの装置を含む。以下で言及するとき、「基地局
」という用語は、それだけに限定されないが、ＮｏｄｅＢ、サイトコントローラ、ＡＰ（
アクセスポイント）、ＲＮＡＰ（無線ネットワークアクセスポイント）、または無線環境
において動作可能な他の任意のタイプのインターフェイス装置を含む。本明細書で使用す
る場合、「ＴＶＢＤ（テレビジョン帯域）周波数」とは、ＶＨＦおよび／またはＵＨＦ周
波数範囲内の周波数を指す。ＶＨＦは、３０～３００ＭＨｚ（メガヘルツ）に及ぶ。ＵＨ
Ｆは、３００～３０００ＭＨｚに及ぶ。以下で言及するとき、「ＴＶＢＤ　ＷＴＲＵ」と
いう用語は、ＴＶＢＤ周波数において無線データを通信することができるＷＴＲＵを指す
。ＴＶＢＤ　ＷＴＲＵは、非ＴＶＢＤ周波数において通信することもできる。以下で言及
するとき、「ＴＶＢＤ基地局」という用語は、ＴＶＢＤ周波数において無線データを通信
することができる基地局を含む。ＴＶＢＤ基地局は、非ＴＶＢＤ周波数において通信する
こともできる。
【０００９】
　いくつかの状況において、ＴＶＢＤ　ＷＴＲＵは、米国ＦＣＣによって伝播される調整
方式に従って動作することが必要となり得る。この調整方式によれば、認可されたＴＶＢ
Ｄ　ＷＴＲＵは、それらが認可されるＴＶＢＤチャネルにおいて動作することができる。
未認可のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵは、認可されたＴＶＢＤ　ＷＴＲＵに干渉を引き起こさない
ように、それらの地理的な周辺にある認可されたＴＶＢＤ　ＷＴＲＵによって占有されて
いないチャネル上で動作することができる。認可されたＷＴＲＵによって占有されていな
い、未認可のＷＴＲＵが動作することができるチャネルは、「ホワイトスペース」または
「ホワイトスペースチャネル」と呼ばれる。
【００１０】
　ＦＣＣは、どの地理的エリアにおいてどのチャネルが認可されたＷＴＲＵに割り当てら
れたかについて示す中央ＴＶＢＤデータベースを維持することができる。未認可のＷＴＲ
Ｕは、定期的に、またはトリガイベントに応答してＴＶＢＤデータベースに対して問合せ
することが必要となり得る。データベースに対して問合せするために、未認可のＷＴＲＵ
は、ＷＴＲＵの位置を示す情報をデータベースに送信することができる。データベースは
、ＷＴＲＵの位置に基づいて、その現在の位置で、どのチャネル（ある場合）において動
作することができるかを決定する。ＴＶＢＤデータベースは複製することができ、データ
ベース内の情報は、非政府のデータベースプロバイダによって提供することができる。プ
ロバイダのデータベースは、全ＴＶＢＤデータベース内の全データを含むことができ、ま
たは特定の地理的エリアだけに適用できるサブセットを含むことができる。未認可のＷＴ
ＲＵは、中央データベース自体の代わりにデータベースプロバイダのデータベースと通信
するように構成することができるが、未認可のＷＴＲＵおよびプロバイダのデータベース
は、中央データベースに関して上記の同じ問合せ／応答機構を実装することができる。そ
れぞれのデータベースにわたってデータの一貫性を確実にするように、中央ＴＶＢＤデー
タベースおよびデータベースプロバイダのＴＶＢＤデータベースは、定期的におよび／ま
たはトリガイベントに応答して通信することができる。
【００１１】
　未認可のＷＴＲＵは、認可されたＷＴＲＵを検出するために検知測定を実行することが
必要となり得る。いくつかの状況において、未認可のＷＴＲＵが送信している間に、認可
されたＷＴＲＵを検出することが困難な場合がある。したがって、未認可のＷＴＲＵは、
チャネルの静寂化に参加することが必要となり得る。チャネルの静寂化により、未認可の
ＷＴＲＵは、しばらくの間チャネル上での送信を中止する。この間、ＷＴＲＵは、任意の
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認可されたＷＴＲＵがチャネル上に存在するかどうかを決定するためにチャネル上で感知
することを実行することができる。すべての未認可のＷＴＲＵが送信を中止し、同時に感
知を実行するように、チャネル上で動作している未認可のＷＴＲＵにわたってチャネルの
静寂化を調整することができる。
【００１２】
　未認可のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵは、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、またはＳＯ
（感知のみ）の４つのタイプに分類することができる。表１は、４つのタイプの異なる特
性を示す。
【００１３】
【表１】

【００１４】
　固定式のＷＴＲＵは、静止しており、特定の固定位置で動作する。固定式のＷＴＲＵは
、４ワットのＥＩＲＰ電力（等価等方放射電力）を達成するために、アンテナ利得を含め
て最高１ワットで動作することができない。固定式のＷＴＲＵは、認可されたＷＴＲＵが
動作しているチャネルと隣接しているチャネルにおいて動作することができない。固定式
のＷＴＲＵは、その地理位置に関連した情報を取得し、および／または格納することが必
要となり得る。固定式のＷＴＲＵは、ＧＰＳ（全地球測位システム）技術、基地局の三角
測量（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ　ｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉｏｎ）、および／または他の
機構の任意の組合せまたは準組合せを介して地理位置情報を取得することができる。固定
式のＷＴＲＵは、所与の位置でその最初のサービス伝送の前にＴＶＢＤデータベースにア
クセスすることが必要となり得る。固定式のＷＴＲＵは、１日当たり１回ＴＶＢＤデータ
ベースにアクセスしてチャネルの連続可用性を検査することも必要となり得る。固定式の
ＷＴＲＵは、チャネル上で定期的に静寂化し、検知測定を実行して、チャネルの連続可用
性を検証することもできる。固定式のＷＴＲＵは、「マスター」装置として動作すること
ができる。マスター装置は、ＦＣＣデータベースによって提供される使用可能なチャネル
のリストを受信することができ、他のＷＴＲＵがどのチャネルにおいて動作することがで
きるかについて示す情報（「イネーブル信号」または「イネーブル情報」と呼ばれる）を
他のＷＴＲＵに送信することができる。マスターＷＴＲＵは、このイネーブル情報につい
て他のいかなるＷＴＲＵにも依存しない。
【００１５】
　Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵは、固定式または携帯式とすることができ、アンテナ利得な
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しで１００ミリワットのＥＩＲＰの最大送信電力を使用して送信することができる。Ｍｏ
ｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵは、セル間、または無線アクセスネットワーク内の他の細区分の間
でローミングし得る。Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵは、その地理位置に関連した情報を取得
し、および／または格納することが必要となり得る。Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵは、ＧＰ
Ｓ（全地球測位システム）技術、基地局の三角測量、および／または他の機構の任意の組
合せまたは準組合せを介して地理位置情報を取得することができる。Ｍｏｄｅ　ＩＩ　Ｗ
ＴＲＵは、所与の位置でその最初のサービス伝送の前に、それがパワーオフ状態から起動
するたびに、動作中位置を変更する場合に、および／または動力状態であった場合は１日
当たり１回、ＴＶＢＤデータベースにアクセスすることが必要となり得る。Ｍｏｄｅ　Ｉ
Ｉ　ＷＴＲＵは、チャネル上で定期的に静寂化し、チャネルの連続可用性を検証するため
に、検知測定を実行することもできる。Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵは、マスター装置とし
て動作することができる。
【００１６】
　Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵは、固定式または携帯式とすることができ、１００ミリワット
のＥＩＲＰの最大送信電力を使用して送信することができる。Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵは
、セル間、または無線アクセスネットワーク内の他の細区分の間でローミングすることが
できる。Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵは、ＴＶＢＤデータベースにアクセスする必要はなく、
「スレーブ」装置として動作することができ、これは、マスター装置からイネーブル情報
を取得することを意味する。Ｍｏｄｅ　Ｉ装置は、それが通信するＭｏｄｅ　ＩＩまたは
固定式のＷＴＲＵのための地理位置情報を取得することもできる。
【００１７】
　固定式のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵは、認可されたＴＶＢＤ　ＷＴＲＵによって使用されるチ
ャネルに隣接するチャネルにおいて通信を行うことができない。Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ
　ＩＩ、およびＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴＲＵは、認可されたＴＶＢＤ　ＷＴＲＵによって使
用されるチャネルに隣接するチャネルにおいて動作することができるが、そうするときに
、４０ミリワットを超えて送信を行うことはできない。すべてのタイプのＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵは、認可されたＴＶＢＤ　ＷＴＲＵを感知することができなければならない。
【００１８】
　ＳＯ　ＷＴＲＵは、ＴＶＢＤ周波数でデータを送受信することはできるが、ＴＶＢＤ周
波数で５０ミリワットのＥＩＲＰの最大送信電力で送信を行うことができる。ＳＯ　ＷＴ
ＲＵは、ＴＶＢＤデータベースと接続できる必要はない。
【００１９】
　ＴＶＢＤ　ＷＴＲＵは、固定式のＷＴＲＵ、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ
　ＷＴＲＵ、ＳＯ　ＷＴＲＵ、またはそれらの任意の組合せとしての動作間で切り替える
ことができる。Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵまたはＭｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵとして動作して
いるＷＴＲＵは、例えば、ＴＶＢＤデータベースおよび／またはマスターＷＴＲＵへのア
クセスを提供する接続を確立することができないとき、ＳＯ　ＷＴＲＵとして動作するこ
とに切り替えることができる。
【００２０】
　基地局または非基地局のＷＴＲＵである固定式またはＭｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵは、１
つまたは複数の他のＷＴＲＵのマスターＷＴＲＵとして働くことができる。非マスターＷ
ＴＲＵは、基地局および／または非基地局ＷＴＲＵでもよい。
【００２１】
　図１は、ＴＶＢＤ周波数における無線データの通信のためのアーキテクチャ例１００を
示す。アーキテクチャ例１００は、中央ＴＶＢＤデータベースサーバ１０２を含む。中央
ＴＶＢＤデータベースサーバ１０２は、認可されたおよび未認可のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵの
位置情報を含み得る中央データベースを管理する。中央データベースは、例えば、中央Ｆ
ＣＣ　ＴＶＢＤデータベースでもよい。
【００２２】
　アーキテクチャ例１００は、その管理されたエリア１９２におけるチャネルの静寂化お
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よび検知を管理するスペクトルマネージャ１９０を含む。スペクトルマネージャ１９０は
、中央ＴＶＢＤデータベースサーバ１０２にアクセスすることができ、中央データベース
に対して問合せをし、対象のレコードを更新することができる。
【００２３】
　スペクトルマネージャ１９０は、それ自体のローカルデータベースを管理することがで
きる。ローカルデータベースは、その管理されたエリア１９２において動作している未認
可のＷＴＲＵごとの１つまたは複数のレコードを含むことができる。各レコードは、ＷＴ
ＲＵごとに、以下の情報、すなわちクライアントＩＤ、イネーブルＷＴＲＵ　ＩＤ、地理
位置に関連した情報、位置情報の精度を示す情報、中心周波数、使用する最大帯域幅、最
大送信電力、アクセス開始時刻、アクセス終了時刻（スケジュールされている場合）、媒
体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレス、無線ネットワークアクセスポイントのＭＡＣアドレ
ス、および無線機能情報のうちの一部または全部を含むことができる。無線機能情報は、
サポートされるＲＡＴ、サポートされる周波数、サポートされるデータレート、サポート
されるサービス、モビリティの説明（例えば、固定、移動中、歩行者または遅い車両の速
度で移動中か）、電力機能（例えば、無制限、制限されている、電力の１時間の蓄えを超
える処理、電力の１時間の蓄え未満の処理）、感知および測定機能、アンテナ機能の情報
のうちの一部または全部を含むことができる。
【００２４】
　スペクトルマネージャ１９０によって管理されるデータベースは、スペクトルマネージ
ャによって管理されるＴＶＢＤチャネルごとに、１つまたは複数のレコードをさらに含む
ことができる。各チャネルレコードは、チャネルが認可されたユーザによってブロックさ
れているか、使用可能か、チャネルが占有されているかどうか、チャネルにおいて現在使
用されているＲＡＴのリスト、すべてのＲＡＴにわたるチャネルにおける総チャネル負荷
および／または時間使用情報、ならびにＲＡＴ当たりのチャネル負荷情報の情報のうちの
一部または全部を含むことができる。
【００２５】
　アーキテクチャ例１００は、管理されたエリア１９２にネットワークＡ１４０およびネ
ットワークＢ１５０の２つの無線アクセスネットワークをさらに含む。ネットワークＡ１
４０および／またはネットワークＢ１５０は、例えばＩＥＥＥ（米国電気電子技術者協会
）８０２．１１ｘ、ＩＥＥＥ８０２．２２．ｘ、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ―Ａ（ＬＴＥ―Ａｄｖａｎｃｅｄ）、ＩＥＥＥ８０２．１６ｘ、Ｉ
ＥＥＥ８０２．２２ｘなどの技術、または他の任意の無線技術に基づき得る。ネットワー
クＡ１４０およびネットワークＢ１５０は、異なるＲＡＴに基づいていてもよい。
【００２６】
　ネットワークＡ１４０は、例えばＷＴＲＵ　Ａ１　１４２およびＷＴＲＵ　Ａ２　１４
４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ＷＴＲＵ　Ａ１　１４２およびＷＴＲＵ　Ａ２
　１４４は、ネットワークＡ１４０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができ
る。ＷＴＲＵ　Ａ２　１４４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　
Ａ１　１４２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたは
Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ａ１　１４２は、マスターＷＴＲＵとし
て動作することができ、スペクトルマネージャ１９０を介して中央ＴＶＢＤデータベース
サーバ１０２から情報を受信することができる。受信された情報は、イネーブル情報とす
ることができ、またはイネーブル情報がそれに基づき得る情報とすることができる。ＷＴ
ＲＵ　Ａ１　１４２は、受信された情報に基づいてネットワークＡ１４０におけるＷＴＲ
Ｕ　Ａ２　１４４および／または他の非マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報
を提供することができる。ネットワークＡ１４０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）
を含むこともできる。
【００２７】
　ネットワークＢ１５０は、例えばＷＴＲＵ　Ｂ１　１５２およびＷＴＲＵ　Ｂ２　１５
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４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ＷＴＲＵ　Ｂ１　１５２およびＷＴＲＵ　Ｂ２
　１５４は、ネットワークＢ１５０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができ
る。ＷＴＲＵ　Ｂ２　１５４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　
Ｂ１　１５２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたは
Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ｂ１　１５２は、マスターＷＴＲＵとし
て動作することができ、スペクトルマネージャ１９０を介して中央ＴＶＢＤデータベース
サーバ１０２から情報を受信することができる。受信された情報は、イネーブル情報とす
ることができ、またはイネーブル情報がそれに基づき得る情報とすることができる。ＷＴ
ＲＵ　Ｂ１　１５２は、受信された情報に基づいてネットワークＢ１５０におけるＷＴＲ
Ｕ　Ｂ２　１５４および／または他の非マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報
を提供することができる。ネットワークＢ１５０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）
を含むこともできる。
【００２８】
　スペクトルマネージャ１９０は、ネットワークＡ１４０および／またはネットワークＢ
１５０のＷＴＲＵから、イベント駆動ネットワークステータス情報を受信することができ
る。例えばＷＴＲＵ　Ａ１　１４２、ＷＴＲＵ　Ａ２　１４４、ＷＴＲＵ　Ｂ１　１５２
、またはＷＴＲＵ　Ｂ２　１５４などのＷＴＲＵは、位置を変える、チャネルを変える、
またはチャネルにおいて認可されたＷＴＲＵを検出するときに、スペクトルマネージャ１
９０に通知を送信することができる。スペクトルマネージャ１９０は、その管理されたエ
リア１９２内のＷＴＲＵから受信されたデータを中央ＴＶＢＤデータベースサーバ１０２
にプッシュすることができ、および／または受信されたデータをそのローカルデータベー
スに格納することができる。
【００２９】
　スペクトルマネージャ１９０は、その管理されたエリア１９２において、静寂化機能の
調整を実施することができる。スペクトルマネージャ１９０は、静寂期間をスケジュール
し、コマンド信号をその管理されたエリア１９２内のＷＴＲＵに送信することによってこ
れを達成する。
【００３０】
　スペクトルマネージャ１９０は、管理されたエリア１９２において、ネットワークに関
連したネットワークステータス情報に基づいて、静寂期間をスケジュールすることができ
る。静寂期間のスケジューリングは、静寂期間の開始時刻および／または終了時刻を決定
することを含み得る。ネットワークステータス情報は、どのＴＶＢＤチャネルが使用可能
か、使用可能なＴＶＢＤチャネルにおけるチャネルローディングおよび／もしくはチャネ
ルの使用、ならびに／またはＲＡＴごとのチャネルの使用など、無線特性を含むことがで
きる。あるいは、またはさらに、ＷＴＲＵが位置を変える、チャネルを変える、またはチ
ャネルにおいて認可されたＷＴＲＵを検出するときなどのイベントに基づいて、スケジュ
ーリングは、ＷＴＲＵから受信されるイベント駆動のネットワークステータス情報に基づ
いてもよい。スペクトルマネージャ１９０は、さらに、認可されたユーザをよりよく検出
するために、管理されたエリア１９２内のＷＴＲＵから受信される検知測定結果を集約す
ることができる。
【００３１】
　静寂期間のスケジューリングに加えて、スペクトルマネージャ１９０は、静寂期間を実
施するために、管理されたエリア内のＷＴＲＵにコマンドを送信することができる。例え
ば、スペクトルマネージャ１９０は、チャネルの静寂化に関連したＷＴＲＵ　Ａ１　１４
２およびＷＴＲＵ　Ｂ１　１５２にコマンドを送信することができる。ＷＴＲＵ　Ａ１お
よびＷＴＲＵ　Ｂ１　１５２は、例えばＷＴＲＵ　Ａ２　１４４およびＷＴＲＵ　Ｂ２　
１５４など、それぞれのネットワーク１４０、１５０における他のＷＴＲＵにチャネルの
静寂化に関連したコマンドを中継することもできる。これらのチャネルの静寂化コマンド
は、ネットワークＡ１４０および／またはネットワークＢ１５０内のＷＴＲＵがコマンド
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でチャネルを静かにさせる、コマンドでチャネルを感知する、コマンドでスペクトルマネ
ージャ１９０に感知測定を報告する、および／またはチャネルの切り替えを実行するなど
、チャネルの静寂化に関するサービスを実行することを要求することができる。ネットワ
ークＡ１４０および／またはネットワークＢ１５０内のＷＴＲＵは、コマンドに示すよう
に行動を起こすことができる。
【００３２】
　スペクトルマネージャ１９０は、さまざまな技術を使用して静寂期間を実施することが
できる。例えば、チャネルにおいて１つのＲＡＴのみが使用されているとき、スペクトル
マネージャ１９０はチャネルにおける静寂化を調整することができ、現在のチャネルから
代替のチャネルまで同じＲＡＴを使用している管理されたエリア１９２内のＷＴＲＵのす
べてを割り当て直すことができ、いくつかのチャネルから単一のチャネルまで同じＲＡＴ
を使用しているすべてのＷＴＲＵを集約することができ、および／または他の技術を使用
することができる。あるいは、またはさらに、スペクトルマネージャ１９０は、図４～図
６を参照して後述する方法を使用して静寂期間を調整することができる。
【００３３】
　スペクトルマネージャ１９０と中央ＴＶＢＤデータベースサーバ１０２との間の通信は
、インターネットを介して、および／または１つまたは複数のプライベートネットワーク
を介して行うことができる。スペクトルマネージャ１９０と、ＷＴＲＵ　Ａ１　１４２お
よびＷＴＲＵ　Ｂ１　１５２との間の通信は、インターネットを介して、および／または
１つまたは複数のプライベートネットワークを介して行うこともできる。
【００３４】
　さまざまな実装において、スペクトルマネージャ１９０と、管理されたエリア１９２内
のＷＴＲＵとの間で通信されるものとして上述したメッセージは、異なるインターフェイ
スおよび／またはメッセージ形式を使用して通信され得る。例えば、ＩＥＥＥ８０２．２
１ｘ　ＭＩＣ（Ｍｅｄｉａ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ：媒体
独立型調整）プロトコルおよび／またはＩＥＥＥ８０２．１９．１標準に従って定義され
た媒体独立型メッセージを使用することができる。あるいは、またはさらに、ＩＥＴＦ（
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ）のＭＩＰＳＨＯＰ
（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　ＩＰ：　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ，　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ
　ａｎｄ　Ｈａｎｄｏｆｆ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ）ワーキンググループ標準に従っ
て定義されたメッセージは、異なる層１および層２のインターフェイスの上の層３で使用
され得る。さらに、それだけには限定されないが、ＩＥＥＥ８０２　１１ｕにおいて定義
されたＩＥＥＥ８０２．２１のためのＭＩＣメッセージのコンテナ、ＩＥＥＥ８０２．１
６ｇ／ｈにおいて定義されたＩＥＥＥ８０２．１６のためのＩＥＥＥ８０２．２１のコン
テナおよびプリミティブ、ＩＥＥＥ８０２．２２．１および／またはＩＥＥＥ８０２．２
２．２において定義された８０２．２２のためのＭＩＣメッセージのコンテナ、または非
８０２ＷＴＲＵのためのＭＩＣメッセージのコンテナを含めて、任意の数の異なるメッセ
ージタイプ、インターフェイス、およびプロトコルが使用されてもよい。
【００３５】
　図２は、ＴＶＢＤ周波数における無線データの通信のための第２のアーキテクチャ例２
００を示す。アーキテクチャ例２００は、ＴＶＢＤデータの中央データベースを管理する
ことができる中心データベースサーバ２０２を含むことができる。ＴＶＢＤデータは、認
可されたＴＶＢＤ　ＷＴＲＵ、およびそれらの認可された地理的エリア、未認可のＴＶＢ
Ｄ　ＷＴＲＵに関連した情報、および／またはＴＶＢＤ周波数における動作に関した他の
情報を含み得る。中央ＴＶＢＤデータベースサーバ２０２は、データベースアクセスノー
ドＡ２０４およびデータベースアクセスノードＢ２１４と通信することができる。データ
ベースアクセスノードＡ２０４およびデータベースアクセスノードＢ２１４は、中央ＴＶ
ＢＤデータベースの完全な複製またはその一部のサブセットを格納することができる。デ
ータベースアクセスノードＡ２０４および／またはデータベースアクセスノードＢ２１４
は、例えば、それらがサービスを提供している地理的エリアに適用できる中央データベー
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スの一部のみを格納することができる。
【００３６】
　図２のアーキテクチャ例２００は、４つの無線アクセスネットワーク、ネットワークＡ
２２０、ネットワークＢ２３０、ネットワークＣ２４０、およびネットワークＤ２５０を
含み得る。これらのネットワーク２２０、２３０、２４０、２５０のそれぞれまたはいず
れかは、例えばＩＥＥＥ８０２．１１ｘ、ＩＥＥＥ８０２．２２．ｘ、ＬＴＥ、ＬＴＥ―
Ａ、ＩＥＥＥ８０２．１６ｘ、ＩＥＥＥ８０２．２２ｘなどの技術、または他の任意の無
線技術に基づき得る。ネットワーク２２０、２３０、２４０、２５０は、異なるＲＡＴの
任意の組合せを使用して動作することができる。データベースアクセスノードＡ２０４は
、ネットワークＡ２２０を含む管理されたエリアＡ２９２を管理する。データベースアク
セスノードＢ２１４は、ネットワークＣ２４０およびネットワークＤ２５０を含む管理さ
れたエリアＢ２９４を管理する。
【００３７】
　ネットワークＡ２２０は、例えばＷＴＲＵ　Ａ１　２２２およびＷＴＲＵ　Ａ２　２２
４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ＷＴＲＵ　Ａ１　２２２およびＷＴＲＵ　Ａ２
　２２４は、ネットワークＡ２２０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができ
る。ＷＴＲＵ　Ａ２　２２４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　
Ａ１　２２２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたは
Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ａ１　２２２は、マスターＷＴＲＵとし
て動作することができ、データベースアクセスノードＡ２０４から情報を受信することが
できる。受信された情報は、イネーブル情報とすることができ、またはイネーブル情報が
それに基づき得る情報とすることができる。ＷＴＲＵ　Ａ１　２２２は、受信された情報
に基づいてネットワークＡ２２０におけるＷＴＲＵ　Ａ２　２２４および／または他の非
マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報を提供することができる。ネットワーク
Ａ２２０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）を含むこともできる。
【００３８】
　ＷＴＲＵ　Ａ１　２２２は、例えばＷＴＲＵ　Ａ１　２２２の登録情報および証明書な
どの情報をデータベースアクセスノードＡ２０４に通信することができる。それに応答し
て、データベースアクセスノードＡ２０４は、ＷＴＲＵ　Ａ１　２２２を登録すべきかど
うかを決定し、登録が受け入れられたかどうか示す情報をＷＴＲＵ　Ａ１　２２２に送信
することができる。さらに、ＷＴＲＵ　Ａ１　２２２は、それがどのＴＶＢＤチャネル上
で動作することができるかについて決定するために、データベースアクセスノードＡ２０
４に問合せ情報を通信することができる。問合せ情報は、地理位置、端末タイプ、送信電
力に関連した情報、および／またはＷＴＲＵ　Ａ１　２２２を記述している他の情報を含
むことができる。データベースアクセスノードＡ２０４は、ＷＴＲＵ　Ａ１　２２２が動
作することができるＴＶＢＤチャネルのリストを示す１つまたは複数のメッセージをＷＴ
ＲＵ　Ａ１　２２２に送信することによって応答することができる。ＷＴＲＵ　Ａ１　２
２２は、例えばＷＴＲＵ　Ａ２　２２４または他のＷＴＲＵなど、ネットワークＡ１２０
内の非マスターＷＴＲＵの代わりに、データベースアクセスノードＡ２０４とのこうした
タイプの通信をさらに実行することができる。
【００３９】
　ネットワークＣ２４０は、例えばＷＴＲＵ　Ｃ１　２４２およびＷＴＲＵ　Ｃ２　２４
４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ＷＴＲＵ　Ｃ１　２４２およびＷＴＲＵ　Ｃ２
　２４４は、ネットワークＣ２４０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができ
る。ＷＴＲＵ　Ｃ２　２４４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　
Ｃ１　２４２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたは
Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ｃ１　２４２は、マスターＷＴＲＵとし
て動作することができ、データベースアクセスノードＡ２０４から情報を受信することが
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できる。受信された情報は、イネーブル情報とすることができ、またはイネーブル情報が
それに基づき得る情報とすることができる。ＷＴＲＵ　Ｃ１　２４２は、受信された情報
に基づいてネットワークＣ２４０におけるＷＴＲＵ　Ｃ２　２４４および／または他の非
マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報を提供することができる。ネットワーク
Ｃ２４０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）を含むこともできる。
【００４０】
　ネットワークＤ２５０は、例えばＷＴＲＵ　Ｄ１　２５２およびＷＴＲＵ　Ｄ２　２５
４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ＷＴＲＵ　Ｄ１　２５２およびＷＴＲＵ　Ｄ２
　２５４は、ネットワークＤ２５０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができ
る。ＷＴＲＵ　Ｄ２　２５４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　
Ｄ１　２５２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたは
Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ｄ１　２５２は、マスターＷＴＲＵとし
て動作することができ、データベースアクセスノードＡ２０４から情報を受信することが
できる。受信された情報は、イネーブル情報とすることができ、またはイネーブル情報が
それに基づき得る情報とすることができる。ＷＴＲＵ　Ｄ１　２５２は、受信された情報
に基づいてネットワークＤ２５０におけるＷＴＲＵ　Ｄ２　２５４および／または他の非
マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報を提供することができる。ネットワーク
Ｄ２５０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）を含むこともできる。
【００４１】
　図２のアーキテクチャ例２００は、ネットワークＢ２３０をさらに含む。ネットワーク
Ｂは、例えばＷＴＲＵ　Ｂ１　２３２およびＷＴＲＵ　Ｂ２　２３４など、ＳＯ　ＴＶＢ
Ｄ　ＷＴＲＵを含むことができる。ネットワークＢは、例えばアドホックネットワークで
もよく、例えばＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、Ｚｉｇｂｅｅ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈなどの技術、または他の任意の無線技術に基づき得る。ＷＴＲＵ　Ｂ１　２３２および
ＷＴＲＵ　Ｂ２　２３４は、ネットワークＢ２３０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信
することができる。図２に示すように、ネットワークＢ２３０内のＷＴＲＵのいずれも、
データベースアクセスノードへの接続がない。ネットワークＢ２３０内のＷＴＲＵがＳＯ
　ＷＴＲＵであるため、こうした接続は必要とされない。アーキテクチャ例２００は、Ｓ
Ｏ　ＴＶＢＤ　ＷＴＲＵで構成される他のアドホックネットワーク（図示せず）をさらに
含むことができる。他のアドホックネットワークは、ネットワークＡ２２０、ネットワー
クＢ２３０、ネットワークＣ２４０、ネットワークＤ２５０によって使用されるＲＡＴの
いずれか、および／または他の任意の適したＲＡＴを使用して動作することができる。
【００４２】
　データベースアクセスノードＡ２０４および／またはデータベースアクセスノードＢ２
１４は、ネットワークＢ２３０内のＷＴＲＵと通信することができる。これは、例えばビ
ーコン信号、チャネルジャム信号、マイクロホンＲＦ（無線周波数）エイリアス、および
／またはブロードキャストＲＦエイリアスなどの間接的な信号を使用することによって実
行することができる。データベースアクセスノードＡ２０４および／またはデータベース
アクセスノードＢ２１４は、データアクセスノードＡ２０４、データアクセスノードＢ２
１４と、それぞれの管理されたエリア２９２、２９４内のＷＴＲＵとの間で通信されるよ
うに、上記のデータと同一および／または類似のデータをネットワークＢ２３０内のＷＴ
ＲＵに通信することができる。
【００４３】
　図２のアーキテクチャ例２００において、チャネルの静寂化は、いくつかの方法で管理
することができる。例えば、チャネルの静寂化は、さまざまなアクセスポイントおよび異
なるネットワーク２２０、２３０、２４０、２５０内の他のＷＴＲＵにわたって分散され
る方法で管理することができる。あるいは、またはさらに、チャネルの静寂化管理機能は
、データベースアクセスノード２０４、２１４において管理することができ、ならびに／
またはアクセスポイントおよび異なるネットワーク２２０、２３０、２４０、２５０内の
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他のＷＴＲＵと連動してデータベースアクセスノード２０４、２１４によって管理するこ
とができる。チャネルの静寂化は、図４～図６を参照して後述する方法を使用して、およ
び／または他の技術を使用して調整することができる。
【００４４】
　中央ＴＶＢＤデータベースサーバ２０２とデータベースアクセスノード２０４、２１４
との間の通信は、インターネットを介して、および／または１つまたは複数のプライベー
トネットワークを介して行うことができる。データベースアクセスノード２０４、２１４
と、それぞれの管理されたエリア２９２、２９４内のイネーブルのＷＴＲＵ２２２、２４
２、２５２との間の通信は、インターネットを介して、および／または１つまたは複数の
プライベートネットワークを介して行うこともできる。データベースアクセスノード２０
４、２１４と、それぞれの管理されたエリア２９２、２９４内のイネーブルのＷＴＲＵ２
２２、２４２、２５２との間のインターフェイスは、媒体固有または媒体依存のインター
フェイスとすることができる。
【００４５】
　管理されたエリアＡ２９２および管理されたエリアＢ２９４は、重複しないものとして
図２に示されているが、さまざまな実装において、管理されたエリアは、地理的に重複し
ていてもよく、または地理的に個別でもよい。さらに、ネットワークＡ２２０、ネットワ
ークＢ２３０、ネットワークＣ２４０、およびネットワークＤ２５０は、重複しないもの
として図２に示されているが、さまざまな実装において、アーキテクチャ例２００に含ま
れるネットワークの任意のサブセットまたは準組合せは、地理的に重複していてもよく、
または地理的に個別でもよい。あるいは、またはさらに、アーキテクチャ例２００内の任
意のネットワーク内の任意のＷＴＲＵは、アーキテクチャ例２００内の異なるネットワー
クの間で移動することができる。図２は、２つのデータベースアクセスノード２０４、２
１４、２つの管理されたエリア２９２、２９４、および４つのネットワーク２２０、２３
０、２４０、２５０を示すが、アーキテクチャ例２００のさまざまな実装は、任意の数の
管理されたエリア、ネットワーク、およびＷＴＲＵを含むことができる。
【００４６】
　図３は、ＴＶＢＤ周波数における無線データの通信のための第３のアーキテクチャ例３
００を示す。図３のアーキテクチャ例３００は、４つの無線アクセスネットワーク、ネッ
トワークＡ３２０、ネットワークＢ３３０、ネットワークＣ３４０、およびネットワーク
Ｄ３５０を含み得る。これらのネットワーク３２０、３３０、３４０、３５０のそれぞれ
またはいずれかは、例えばＩＥＥＥ８０２．１１ｘ、ＩＥＥＥ８０２．２２．ｘ、ＬＴＥ
、ＬＴＥ―Ａ、ＩＥＥＥ８０２．１６ｘ、ＩＥＥＥ８０２．２２ｘなどの技術、または他
の任意の無線技術に基づいていてもよく、ネットワーク３２０、３３０、３４０、３５０
は、異なるＲＡＴの任意の組合せを使用して動作することができる。
【００４７】
　図３のアーキテクチャ例３００は、ＴＶＢＤデータの中央データベースを管理する中央
データベースサーバ３０２を含む。ＴＶＢＤデータは、認可されたＴＶＢＤ　ＷＴＲＵお
よびそれらの認可された地理的エリア、未認可のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵに関連した情報、な
らびに／またはＴＶＢＤ周波数における動作に関連した他の情報を含むことができる。
【００４８】
　中央ＴＶＢＤデータベースサーバ３０２は、データベースアクセスノードＡ３０４およ
びデータベースアクセスノードＢ３１４と通信することができる。データベースアクセス
ノードＡ３０４およびデータベースアクセスノードＢ３１４は、中央ＴＶＢＤデータベー
スの完全な複製またはその一部のサブセットを格納することができる。データベースアク
セスノードＡ３０４および／またはデータベースアクセスノードＢ３１４は、例えば、そ
れらが管理している地理的エリアに適用できる中央データベースの一部のみを格納するこ
とができる。
【００４９】
　データベースアクセスノードＡは、共存サービスノード（Ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　Ｓ
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ｅｒｖｉｃｅ　Ｎｏｄｅ）Ａ３０６と通信することができる。同時に、データベースアク
セスノードＡ３０４および共存サービスノードＡ３０６は、例えばネットワークＡ３２０
など、管理されたエリアＡ３９２内のネットワークの動作を管理することができる。デー
タベースアクセスノードＢ３１４は、共存サービスノードＢ３１６と通信することができ
る。同時に、データベースアクセスノードＢ３１４および共存サービスノードＢ３１６は
、ネットワークＣ３４０およびネットワークＤ３５０を含む管理されたエリアＢ３９４を
管理することができる。
【００５０】
　ネットワークＡ３２０は、例えばＷＴＲＵ　Ａ１　３２２およびＷＴＲＵ　Ａ２　３２
４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ネットワークＡ３２０は、例えばＩＥＥＥ８０
２．１１ｘ、ＩＥＥＥ８０２．２２．ｘ、ＬＴＥ、ＬＴＥ―Ａ、ＩＥＥＥ８０２．１６ｘ
、ＩＥＥＥ８０２．２２ｘなどの技術、または他の任意の無線技術に基づく無線アクセス
ネットワークとすることができる。ＷＴＲＵ　Ａ１　３２２およびＷＴＲＵ　Ａ２　３２
４は、ネットワークＡ３２０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができる。Ｗ
ＴＲＵ　Ａ２　３２４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ａ１　
３２２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたはＭｏｄ
ｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ａ１　３２２は、マスターＷＴＲＵとして動作
することができ、データベースアクセスノードＡ３０４からイネーブル情報を受信するこ
とができる。受信された情報は、イネーブル情報とすることができ、またはイネーブル情
報がそれに基づき得る情報とすることができる。ＷＴＲＵ　Ａ１　３２２は、受信された
情報に基づいてネットワークＡ３２０におけるＷＴＲＵ　Ａ２　３２４および／または他
の非マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報を提供することができる。ネットワ
ークＡ３２０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）を含むこともできる。
【００５１】
　ＷＴＲＵ　Ａ１　３２２は、例えばＷＴＲＵ　Ａ１　３２２の登録情報および証明書な
どの情報をデータベースアクセスノードＡ３０４に通信することができる。それに応答し
て、データベースアクセスノードＡ３０４は、ＷＴＲＵ　Ａ１　３２２を登録すべきかど
うかを決定し、登録が受け入れられたかどうか示す情報をＷＴＲＵ　Ａ１　３２２に送信
することができる。さらに、ＷＴＲＵ　Ａ１　３２２は、それがどのＴＶＢＤチャネル上
で動作することができるかについて決定するために、データベースアクセスノードＡ３０
４に問合せ情報を通信することができる。問合せ情報は、地理位置、端末タイプ、送信電
力に関連した情報、および／またはＷＴＲＵ　Ａ１　３２２を記述している他の情報を含
むことができる。データベースアクセスノードＡ３０４は、ＷＴＲＵ　Ａ１　３２２が動
作することができるＴＶＢＤチャネルのリストを示す１つまたは複数のメッセージをＷＴ
ＲＵ　Ａ１　３２２に送信することによって応答することができる。ＷＴＲＵ　Ａ１　３
２２は、例えばＷＴＲＵ　Ａ２　３２４または他のＷＴＲＵなど、ネットワークＡ１２０
内の非マスターＷＴＲＵの代わりに、データベースアクセスノードＡ３０４とのこうした
タイプの通信をさらに実行することができる。データベースアクセスノードＡ３０４とＷ
ＴＲＵ　Ａ１　３２２との間の通信は、共存サービスノードＡ３０６を介して実行するこ
とができる。
【００５２】
　ネットワークＣ３４０は、例えばＷＴＲＵ　Ｃ１　３４２およびＷＴＲＵ　Ｃ２　３４
４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ＷＴＲＵ　Ｃ１　３４２およびＷＴＲＵ　Ｃ２
　３４４は、ネットワークＣ３４０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができ
る。ＷＴＲＵ　Ｃ２　３４４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　
Ｃ１　３４２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたは
Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ｃ１　３４２は、マスターＷＴＲＵとし
て動作することができ、データベースアクセスノードＢ３１４から情報を受信することが
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できる。受信された情報は、イネーブル情報とすることができ、またはイネーブル情報が
それに基づき得る情報とすることができる。ＷＴＲＵ　Ｃ１　３４２は、受信された情報
に基づいてネットワークＣ３４０におけるＷＴＲＵ　Ｃ２　３４４および／または他の非
マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報を提供することができる。ネットワーク
Ｃ３４０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）を含むこともできる。データベースアク
セスノードＢ３１４とＷＴＲＵ　Ｃ１　３４２との間の通信は、共存サービスノードＢ３
１６を介して実行することができる。
【００５３】
　ネットワークＤ３５０は、例えばＷＴＲＵ　Ｄ１　３５２およびＷＴＲＵ　Ｄ２　３５
４など、固定式、Ｍｏｄｅ　Ｉ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ、および／またはＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴ
ＲＵの任意の組合せを含むことができる。ＷＴＲＵ　Ｄ１　３５２およびＷＴＲＵ　Ｄ２
　３５４は、ネットワークＤ３５０がそれに基づくＲＡＴを使用して通信することができ
る。ＷＴＲＵ　Ｄ２　３５４は、例えば、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　
Ｄ１　３５２は、基地局または他のタイプのＷＴＲＵでもよく、固定式のＷＴＲＵまたは
Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵでもよい。ＷＴＲＵ　Ｄ１　３５２は、マスターＷＴＲＵとし
て動作することができ、データベースアクセスノードＢ３１４から情報を受信することが
できる。受信された情報は、イネーブル情報とすることができ、またはイネーブル情報が
それに基づき得る情報とすることができる。ＷＴＲＵ　Ｄ１　３５２は、受信された情報
に基づいてネットワークＤ３５０におけるＷＴＲＵ　Ｄ２　３５４および／または他の非
マスターＷＴＲＵ（図示せず）にイネーブル情報を提供することができる。ネットワーク
Ｄ３５０は、他のマスターＷＴＲＵ（図示せず）を含むこともできる。データベースアク
セスノードＢ３１４とＷＴＲＵ　Ｄ１　３５２との間の通信は、共存サービスノードＢ３
１６を介して実行することができる。
【００５４】
　図３のアーキテクチャ例３００は、ネットワークＢ３３０をさらに含む。ネットワーク
Ｂは、例えばＷＴＲＵ　Ｂ１　３３２およびＷＴＲＵ　Ｂ２　３３４など、ＳＯ　ＴＶＢ
Ｄ　ＷＴＲＵのみを含むことができる。ネットワークＢは、例えばアドホックネットワー
クでもよく、例えばＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５、Ｚｉｇｂｅｅ、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈなどの技術、または他の任意の無線技術に基づき得る。ＷＴＲＵ　Ｂ１　３３２お
よびＷＴＲＵ　Ｂ２　３３４は、ネットワークＢ３３０がそれに基づくＲＡＴを使用して
通信することができる。図３に示すように、ネットワークＢ３３０内のＷＴＲＵのいずれ
も、データベースアクセスノードへの接続がない。ネットワークＢ３３０内のＷＴＲＵが
ＳＯ　ＷＴＲＵであるため、こうした接続は必要ない。アーキテクチャ例３００は、ＳＯ
　ＷＴＲＵで構成される他のアドホックネットワーク（図示せず）をさらに含むことがで
きる。他のアドホックネットワークは、ネットワークＡ３２０、ネットワークＢ３３０、
ネットワークＣ３４０、ネットワークＤ３５０によって使用されるＲＡＴのいずれか、お
よび／または他の任意の適したＲＡＴを使用して動作することができる。
【００５５】
　共存サービスノードＡ３０６および／または共存サービスノードＢは、それぞれの管理
されたエリア３９２、３９４内のＷＴＲＵに関連した情報の各自のローカルデータベース
を維持することができる。さらに、共存サービスノードＡ３０６および共存サービスノー
ドＢ３１６は、ネットワークおよび／またはそれらが管理しているＷＴＲＵにおいて重な
りを有するとき、それぞれのデータベースを同期させるためのデータを通信することがで
きる。
【００５６】
　データベースアクセスノードＡ３０４および／またはデータベースアクセスノードＢ３
１４は、ネットワークＢ３３０内のＷＴＲＵと通信することができる。これは、例えばビ
ーコン信号、チャネルジャム信号、マイクロホンＲＦ（無線周波数）エイリアス、および
／またはブロードキャストＲＦエイリアスなどの間接的な信号を使用することによって実
行することができる。データベースアクセスノードＡ３０４および／またはデータベース
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アクセスノードＢ３１４は、データアクセスノードＡ３０４、データアクセスノードＢ３
１４と、それぞれの管理されたエリア３９２、３９４内のＷＴＲＵとの間で通信される上
記のデータと同一および／または類似のデータをネットワークＢ３３０内のＷＴＲＵに通
信することができる。
【００５７】
　上記の通信に加えて、またはその代替として、管理されたエリア３９２、３９４内のＷ
ＴＲＵは、物理層パラメータ、干渉閾値、サービス要件、共存機能、および好適な共存パ
ラメータに関連したそれぞれの共存サービスノード３０６、３１６にデータを送信するこ
とができる。共存機能は、ＷＴＲＵがどの周波数で動作することができるか、ＷＴＲＵが
どのタイプの測定を行うことができるか、ＷＴＲＵが動的な周波数の選択を実行すること
ができるかどうか、および静寂期間に関連した共存サービスノード３０６、３１６からの
要求またはコマンドをＷＴＲＵがサポートするかどうかに関連した情報を含むことができ
る。共存サービスノード３０６、３１６は、例えば、管理されたエリアにおいて動作して
いる他のＷＴＲＵに関する情報、使用可能なチャネルおよび共存機構、ならびに／または
ネゴシエートされた共存パラメータなどのデータをそれぞれの管理されたエリア３９２、
３９４内のＷＴＲＵに送信することができる。他のＷＴＲＵに関する情報は、例えば、他
のＷＴＲＵが動作しているチャネルを示す情報、および他のＷＴＲＵによって使用される
他のＲＡＴに関する情報を含むことができる。
【００５８】
　共存サービスノードＡ３０６および／または共存サービスノードＢ３１６は、スペクト
ルマネージャ３９０と通信することができる。スペクトルマネージャ３９０は、管理され
たエリアＡ３９２および管理されたエリアＢ３９４内のネットワーク３２０、３４０、３
５にわたるチャネルの割り当ておよび／または再割り当てに関連した機能を実行すること
ができる。さまざまな実装において、図１のスペクトルマネージャ１９０に帰すものとし
て上述した機能は、共存サービスノード３０６、３１６によって、スペクトルマネージャ
３９０によって、または共存サービスノード３０６、３１６およびスペクトルマネージャ
３９０の組合せによって実行することができる。
【００５９】
　中央ＴＶＢＤデータベースサーバ３０２、データベースアクセスノード３０４、３１４
、共存サービスノード３０６、３１６、および／またはスペクトルマネージャ３９０の間
の通信は、インターネットを介して、および／または１つまたは複数のプライベートネッ
トワークを介して行うことができる。共存サービスノード３０６、３１６と、それぞれの
管理されたエリア３９２、３９４内のイネーブルのＷＴＲＵ３２２、３４２、３５２との
間の通信は、インターネットを介して、および／または１つまたは複数のプライベートネ
ットワークを介して行うことができる。共存サービスノード３０６、３１６と、それぞれ
の管理されたエリア３９２、３９４内のイネーブルのＷＴＲＵ３２２、３４２、３５２と
の間のインターフェイスは、媒体固有または媒体依存のインターフェイスとすることがで
きる。
【００６０】
　管理されたエリアＡ３９２および管理されたエリアＢ３９４は、重複しないものとして
図３に示されているが、さまざまな実装において、管理されたエリア３９２、３９４は、
地理的に重複していてもよく、または地理的に個別でもよい。さらに、ネットワークＡ３
９２、ネットワークＢ３３０、ネットワークＣ３４０、およびネットワークＤ３５０は、
重複しないものとして図３に示されているが、さまざまな実装において、アーキテクチャ
例３００に含まれるネットワークの任意のサブセットまたは準組合せは、地理的に重複し
ていてもよく、または地理的に個別でもよい。あるいは、またはさらに、アーキテクチャ
例３００内の任意のネットワーク内の任意のＷＴＲＵは、アーキテクチャ例３００内の異
なるネットワークの間で移動することができる。図３は、２つのデータベースアクセスノ
ード３０４、３１４、２つの管理されたエリア３９２、３９４、および４つのネットワー
ク３２０、３３０、３４０、３５０を示すが、アーキテクチャ例３００のさまざまな実装
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は、任意の数の管理されたエリア、ネットワーク、およびＷＴＲＵを含むことができる。
【００６１】
　図３は、データベースアクセスノードＡ３０４、および共存サービスノードＡ３０６を
個別のエンティティとして示しているが、さまざまな実装において、これらのエンティテ
ィは、同じオペレータの制御下にあってもよい。あるいは、またはさらに、共存サービス
ノードＡおよびデータベースアクセスノードＡ３０４に帰すものとして上述した機能は、
単一の装置に実装することができる。これは、データベースアクセスノードＢ３１４およ
び共存サービスノードＢ３１６にも準用される。
【００６２】
　図４は、一時的なチャネル再割り当てを含む複数のＲＡＴにわたるチャネルの静寂化の
調整のための方法例を示す。図４の方法は、状態Ａ４０２で開始する。状態Ａ４０２で、
１つまたは複数のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵの３つのグループ（グループ１、グループ２、およ
びグループ３）は、管理されたエリアにおいて動作している。グループ１、グループ２、
およびグループ３のＷＴＲＵは、未認可のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵでもよい。グループ１のＷ
ＴＲＵは、第１のＲＡＴ（ＲＡＴ１）を使用して、ＴＶＢＤチャネルＡにおいて無線デー
タを通信することができる。グループ２のＷＴＲＵは、第２のＲＡＴ（ＲＡＴ２）を使用
してチャネルＡにおいて無線データを通信することができる。グループ３のＷＴＲＵは、
ＲＡＴ２を使用してチャネルＣにおいて無線データを通信することができる。グループ２
およびグループ３のＷＴＲＵは同じＲＡＴを使用するが、同じまたは異なるアクセスネッ
トワークにあってもよい。
【００６３】
　スペクトル管理エンティティ（図示せず）は、グループ１、グループ２、およびグルー
プ３のＷＴＲＵに関連したデータを受信することができる。データは、例えば、ＷＴＲＵ
が通信しているチャネル、ＷＴＲＵによって使用されるＲＡＴ、および／または他の情報
を示すことができる。スペクトル管理エンティティは、チャネルＡにおいて静寂期間が起
こらなければならないことを決定することができる。スペクトル管理エンティティは、グ
ループ１およびグループ２のＷＴＲＵに、チャネルＡからチャネルＢに移動しなければな
らないことを示すコマンドを送信することができる。静寂期間が開始する前に、グループ
１およびグループ２のＷＴＲＵは、チャネルＢに移動する。グループ３のＷＴＲＵは、チ
ャネルＣにとどまる。
【００６４】
　状態Ｂ４０４では、静寂期間が開始している。グループ１およびグループ２のＷＴＲＵ
は、チャネルＢに移動している。静寂期間中、チャネルＡにおいて検知を実行することが
できる。静寂期間中、グループ１およびグループ２のＷＴＲＵは、チャネルＢにおいて無
線データを通信することができる。スペクトル管理エンティティは、グループ１およびグ
ループ２のＷＴＲＵに、チャネルＢからチャネルＡに戻る必要があることを示すコマンド
を送信することができる。静寂期間が終わると、グループ１およびグループ２のＷＴＲＵ
は、チャネルＡに戻る。グループ３のＷＴＲＵは、チャネルＣにとどまり、チャネルＣに
おいて無線データを通信する。
【００６５】
　状態Ｃ４０６では、静寂期間が終了している。グループ１およびグループ２のＷＴＲＵ
は、チャネルＡに戻っており、チャネルＡにおいて無線データを通信することができる。
チャネルＢは現在空である。グループ３のＷＴＲＵは、チャネルＣにとどまり、チャネル
Ｃにおいて無線データを通信する。
【００６６】
　図５は、同じチャネルにおいて同じＲＡＴを使用しているＷＴＲＵの集合を含む、複数
のＲＡＴにわたるチャネルの静寂化の調整のための方法例を示す。図５の方法は、状態Ａ
５０２で開始する。状態Ａ５０２で、１つまたは複数のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵの４つのグル
ープ（グループ１、グループ２、グループ３、およびグループ４）は、管理されたエリア
において動作している。グループ１、グループ２、グループ３、およびグループ４のＷＴ
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ＲＵは、未認可のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵでもよい。グループ１のＷＴＲＵは、第１のＲＡＴ
（ＲＡＴ１）を使用して、ＴＶＢＤチャネルＡにおいて無線データを通信することができ
る。グループ２のＷＴＲＵも、第２のＲＡＴ（ＲＡＴ２）を使用してチャネルＡにおいて
無線データを通信することができる。グループ３のＷＴＲＵは、ＲＡＴ１を使用してチャ
ネルＢにおいて無線データを通信することができる。グループ４のＷＴＲＵは、ＲＡＴ２
を使用してチャネルＣにおいて無線データを通信することができる。グループ１およびグ
ループ３のＷＴＲＵは同じＲＡＴを使用するが、同じまたは異なるアクセスネットワーク
にあってもよい。グループ２およびグループ４のＷＴＲＵは同じＲＡＴを使用するが、同
じまたは異なるアクセスネットワークにあってもよい。
【００６７】
　スペクトル管理エンティティ（図示せず）は、グループ１、グループ２、グループ３、
およびグループ４のＷＴＲＵに関連したデータを受信することができる。データは、例え
ば、ＷＴＲＵが通信しているチャネル、ＷＴＲＵによって使用されるＲＡＴ、および／ま
たは他の情報を示すことができる。スペクトル管理エンティティは、チャネルＡにおいて
静寂期間が起こらなければならないことを決定することができる。スペクトル管理エンテ
ィティは、静寂期間中に使用可能なチャネルにおいて、どのＲＡＴが現在使用されている
かに基づいて、静寂期間の前にＷＴＲＵが異なるチャネルに移動しなければならないこと
をさらに決定する。例えば、グループ３（グループ１と同じＲＡＴを使用する）がすでに
チャネルＢにおいて動作しているため、スペクトル管理エンティティは、そのグループ１
がチャネルＡからチャネルＢに移動しなければならないことを決定する。グループ４（グ
ループ２と同じＲＡＴを使用する）がすでにチャネルＣにおいて動作しているため、スペ
クトル管理エンティティは、グループ２がチャネルＡからチャネルＣに移動しなければな
らないことを決定する。この決定は、チャネルＢにおけるチャネル条件状態が、チャネル
Ｂにおいて動作している追加のＷＴＲＵをサポートすることができるかどうかにさらに基
づき得る。
【００６８】
　スペクトル管理エンティティは、グループ１のＷＴＲＵに、今度の静寂期間の前に、チ
ャネルＡからチャネルＢに移動しなければならないことを示すコマンドを送信することが
できる。スペクトル管理エンティティは、グループ２のＷＴＲＵに、今度の静寂期間の前
に、チャネルＣに移動しなければならないことを示すコマンドを送信することができる。
グループ１およびグループ２のＷＴＲＵは、コマンドに示されるようにチャネルを切り替
えることができる。グループ３のＷＴＲＵは、チャネルＢにとどまることができ、グルー
プ４のＷＴＲＵは、チャネルＣにとどまることができる。
【００６９】
　状態５０５では、静寂期間が開始している。グループ１のＷＴＲＵは、チャネルＢに移
動している。グループ２のＷＴＲＵは、チャネルＣに移動している。静寂期間中、チャネ
ルＡにおいて検知を実行することができる。静寂期間中、グループ１およびグループ３の
ＷＴＲＵは、チャネルＢにおいて無線データを通信することができ、グループ２およびグ
ループ４のＷＴＲＵは、チャネルＣにおいて無線データを通信することができる。
【００７０】
　状態Ｃ５０６では、静寂期間が終了している。グループ１、グループ２、グループ３、
およびグループ４のＷＴＲＵは、状態５０４で動作したチャネル上にとどまることができ
る。したがって、グループ１およびグループ３のＷＴＲＵは、チャネルＢにおいて無線デ
ータを通信することができ、グループ２およびグループ４のＷＴＲＵは、チャネルＣにお
いて無線データを通信することができる。
【００７１】
　図６は、輪番制のチャネルにおいて静寂期間を含む複数のＲＡＴにわたるチャネルの静
寂化の調整のための方法例を示す。図６の方法は、状態Ａ６０２で開始する。状態Ａ６０
２で、１つまたは複数のＴＶＢＤ　ＷＴＲＵの４つのグループ（グループ１、グループ２
、グループ３、およびグループ４）は、管理されたエリアにおいて動作している。グルー
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プ１、グループ２、グループ３、およびグループ４のＷＴＲＵは、未認可のＴＶＢＤ　Ｗ
ＴＲＵでもよい。グループ１のＷＴＲＵは、第１のＲＡＴ（ＲＡＴ１）を使用して、ＴＶ
ＢＤチャネルＡにおいて無線データを通信することができる。グループ２のＷＴＲＵも、
第２のＲＡＴ（ＲＡＴ２）を使用してチャネルＡにおいて無線データを通信することがで
きる。グループ３のＷＴＲＵは、ＲＡＴ１を使用してチャネルＢにおいて無線データを通
信することができる。グループ１およびグループ３のＷＴＲＵは同じＲＡＴを使用するが
、同じまたは異なるアクセスネットワークにあってもよい。グループ２およびグループ４
のＷＴＲＵは同じＲＡＴを使用するが、同じまたは異なるアクセスネットワークにあって
もよい。
【００７２】
　スペクトル管理エンティティ（図示せず）は、グループ１、グループ２、グループ３、
およびグループ４のＷＴＲＵに関連したデータを受信することができる。データは、例え
ば、ＷＴＲＵが通信しているチャネル、ＷＴＲＵによって使用されるＲＡＴ、および／ま
たは他の情報を示すことができる。スペクトル管理エンティティは、チャネルＡにおいて
第１の静寂期間が起こることを決定することができる。スペクトル管理エンティティは、
チャネルＢにおいて同じＲＡＴを使用して動作しているＷＴＲＵを集約するために、チャ
ネルＡにおいて動作している一部のＷＴＲＵをチャネルＢに移動させなければならないこ
とを決定することができる。スペクトル管理エンティティは、グループ１およびグループ
２のＷＴＲＵに、今度の静寂期間の前に、チャネルＡからチャネルＢに移動しなければな
らないことを示すコマンドを送信することができる。グループ１およびグループ２のＷＴ
ＲＵは、コマンドに示されるようにチャネルを切り替えることができる。グループ３のＷ
ＴＲＵは、チャネルＢにとどまることができ、グループ４のＷＴＲＵは、チャネルＣにと
どまることができる。
【００７３】
　状態６０４では、第１の静寂期間が開始している。グループ１およびグループ２のＷＴ
ＲＵは、チャネルＢに移動している。第１の静寂期間中、チャネルＡにおいて検知を実行
することができる。第１の静寂期間中、グループ１、グループ２、およびグループ３のＷ
ＴＲＵは、チャネルＢにおいて無線データを通信することができ、グループ４のＷＴＲＵ
は、チャネルＣにおいて無線データを通信することができる。
【００７４】
　状態Ｂ６０４で、スペクトル管理エンティティは、チャネルＢにおいて第２の静寂期間
が起こることを決定することができる。スペクトル管理エンティティは、チャネルＢにお
いて動作しているＷＴＲＵをチャネルＢからチャネルＡに移動させなければならないこと
を決定することができる。次いでネットワーク管理エンティティは、グループ１、グルー
プ２、およびグループ３のＷＴＲＵに、第２の静寂期間の前に、チャネルＢからチャネル
Ａに移動しなければならないことを示すコマンドを送信することができる。グループ１、
グループ２、およびグループ３のＷＴＲＵは、コマンドに示されるようにチャネルを切り
替えることができる。グループ４のＷＴＲＵは、チャネルＣにとどまる。
【００７５】
　状態６０６では、第２の静寂期間が開始している。グループ１、グループ２、およびグ
ループ３のＷＴＲＵは、チャネルＡに切り替わっており、第２の静寂期間中、チャネルＡ
において無線データを通信することができる。グループ４のＷＴＲＵは、チャネルＣにお
いて無線データを通信することができる。
【００７６】
　状態６０４で、ネットワーク管理エンティティは、チャネルＣにおいて第３の静寂期間
が起こらなければならないことを決定することができる。ネットワーク管理エンティティ
は、チャネルＣにおいて動作しているＷＴＲＵがチャネルＢに移動しなければならないこ
とを決定することができる。ネットワーク管理エンティティは、グループ４のＷＴＲＵに
、第３の静寂期間の前に、チャネルＣからチャネルＢに移動しなければならないことを示
すコマンドを送信することができる。グループ４のＷＴＲＵは、コマンドに示されるよう
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にチャネルを切り替えることができる。グループ１、グループ２、およびグループ３のＷ
ＴＲＵは、チャネルＡにとどまることができる。
【００７７】
　状態Ｄでは、第３の静寂期間が開始している。グループ４のＷＴＲＵは、チャネルＢに
切り替わっており、第３の静寂期間中、チャネルＢにおいて無線データを通信することが
できる。第３の静寂期間中、グループ１、グループ２、およびグループ３のＷＴＲＵは、
チャネルＡにおいて無線データを通信することができる。
【００７８】
　図４～図６を参照して上述したように、スペクトル管理エンティティは、静寂期間が起
きるときを決定することができる。さまざまな実装において、スペクトル管理エンティテ
ィは、複数の将来の静寂期間のスケジュールを決定することができ、または一度に１つの
静寂期間のスケジューリングを決定することができる。例えば、図６の状態Ａ６０２で、
スペクトル管理エンティティは、第１、第２、および第３の静寂期間の開始時刻および終
了時刻を決定することができ、第１、第２、および第３の静寂期間がスケジュールされる
べきチャネルを決定することができる。あるいは、スペクトル管理エンティティは、静寂
期間をスケジュールすることができ、スケジュールされた静寂期間中またはそれ以降、次
の静寂期間がいつ起こるべきか、および次の静寂期間が起こるべきチャネルを決定するこ
とができる。例えば、図６の状態Ａ６０２で、スペクトル管理エンティティは、第１の静
寂期間がいつ開始すべきかを決定することができ、次いで状態Ｂ６０４で、スペクトル管
理エンティティは、第２の静寂期間がいつ開始しなければならないかについて決定するこ
とができ、状態Ｃ６０６以降も同様である。
【００７９】
　図４～図６を参照して上述したように、スペクトル管理エンティティは、ＷＴＲＵがチ
ャネルを切り替えなければならないことを示す１つまたは複数のコマンドをＷＴＲＵに送
信することができる。例えば図４～図６を参照して上述したコマンドなどのチャネル切り
替えコマンドは、宛先チャネルを示す１つまたは複数のフィールドおよび／または宛先チ
ャネルを記述する動作パラメータを含むことができる。チャネル切り替えコマンドは、例
えば、チャネルにおいて予定されていた１つまたは複数の静寂期間、およびスケジュール
されている静寂期間の開始時刻および終了時刻を記述するタイミング情報を示すこともで
きる。あるいは、またはさらに、チャネル切り替えコマンドは、受取側のＷＴＲＵが宛先
チャネルを選択することができる１組の宛先チャネルを含み得る。可能な宛先チャネルご
とに、チャネル切り替えコマンドは、情報、チャネルを記載した動作パラメータ、および
／またはチャネルにおいてスケジュールされている静寂期間の開始時刻および終了時刻を
記述するタイミング情報を含むことができる。あるいは、またはさらに、チャネル切り替
えコマンドは、禁止されたチャネルのリスト、チャネル使用情報を含む占有されたチャネ
ルのリスト、どのＲＡＴがどのチャネルにおいて使用されているかを示す情報、所与のＲ
ＡＴと類似するＲＡＴのチャネルリストを示す情報、目標感知測定開始時刻、目標感知測
定終了時刻、および／または１つまたは複数のチャネルにおける感知測定の周期を記述し
ている情報を含み得る。
【００８０】
　図４～図６を参照して上述した方法は、図１、図２、および／または図３を参照して上
述したアーキテクチャ例１００、２００、３００において、および／または他の任意の適
したネットワークアーキテクチャにおいて実施することができる。図４～図６は、スペク
トル管理エンティティを示す。さまざまな実装において、図４～図６のうちの任意の１つ
またはその任意の組合せを参照して上述したスペクトル管理エンティティの機能は、図１
のスペクトルマネージャ１９０、図２のデータベースアクセスノード２０４、２１４など
のネットワークノードにおいて、ならびに／または図３の共存サービスノード３０６、３
１６およびスペクトルマネージャ３９０のうちの１つまたは複数にわたって実施すること
ができる。あるいは、またはさらに、図４～図６のうちの任意の１つまたはその任意の組
合せを参照して上述したスペクトル管理エンティティの機能は、例えば、図１を参照して
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上述したイネーブルのＷＴＲＵ１４２、１５２、図２を参照して上述したイネーブルのＷ
ＴＲＵ２２２、２４２、２５２、および／または図３を参照して上述したイネーブルのＷ
ＴＲＵ３２２、３４２、３５２など、１つまたは複数の基地局または非基地局のＷＴＲＵ
にわたって実施することができる。
【００８１】
　図７は、図１～図６を参照して上述した特徴および方法を実施するように構成され得る
無線通信システム例７００を示す。無線通信システムは、ＷＴＲＵ７３４、基地局７１２
、およびネットワークノード７０２を含み得る。
【００８２】
　典型的なＷＴＲＵで見つけることができる構成要素に加えて、ＷＴＲＵ７３４は、リン
クされたメモリ７６１を有するプロセッサ７５１、トランシーバ７８１、バッテリ７５９
、およびアンテナ７５７を含み得る。プロセッサ７５１は、図１～図６を参照して上述し
たメッセージおよび他のデータを生成し、および／または処理するように構成することが
できる。トランシーバ７８１は、無線データの送受信を容易にするために、プロセッサ７
５１およびアンテナ７５７と通信する。バッテリ７５９は、ＷＴＲＵ７３４において使用
される場合、トランシーバ７５５および／またはプロセッサ７５１を駆動することができ
る。図７に示されるトランシーバ７５５に加えて、ＷＴＲＵ７３４は、１つまたは複数の
追加のトランシーバ（図示せず）を含むことができる。トランシーバ７５５は、ＴＶＢＤ
周波数において無線データを通信することができる。トランシーバ７５５は、シングルモ
ードトランシーバでもよく、または２つ以上の異なるＲＡＴを使用して通信することがで
きるマルチモードトランシーバでもよい。１つまたは複数の追加のトランシーバ（図示せ
ず）はそれぞれ、シングルモードまたはマルチモードトランシーバとすることもできる。
例えば、１つまたは複数の追加トランシーバは、静寂化されたチャネルにおいて感知測定
を実行するように構成され得る。ＷＴＲＵ７３４は、図１～図６を参照して上述したＷＴ
ＲＵのうちの１つまたは任意の組合せに帰す機能を実行することができる。
【００８３】
　典型的な基地局で見つけることができる構成要素に加えて、基地局７１２は、リンクさ
れたメモリ７６３を有するプロセッサ７６１、トランシーバ７６５、およびアンテナ７６
７を含み得る。プロセッサ７６１は、図１～図６を参照して上述したメッセージおよび／
または他のデータを生成し、および／または処理するように構成することができる。トラ
ンシーバ７６５は、無線データの送受信を容易にするために、プロセッサ７６１およびア
ンテナ７６７と通信する。トランシーバ７６５は、ＴＶＢＤ周波数において無線データを
通信することができる。図７の基地局７１２は、２つ以上のトランシーバ７６５および２
つ以上のアンテナ７６７を有するものとして示されているが、基地局７１２は、１つまた
は複数のトランシーバ７６５および／または１つまたは複数のアンテナ７６７を含む、任
意の数のトランシーバ７６５および／またはアンテナ７６７を含むことができる。１つま
たは複数のトランシーバ７６５は、例えば、静寂化されたチャネルにおいて検知測定を実
行するように構成され得る。基地局７１２は、図１～図６を参照して上述した任意の基地
局に帰す機能を実行することができる。
【００８４】
　ネットワークノード７０２は、プロセッサ７７１、およびリンクされたメモリ７７３を
含むことができる。ネットワークノード７０２は、それだけには限定されないが、例えば
図１のスペクトルマネージャ１９０、図２のデータベースアクセスノード２０４、２１４
、図３の共存サービスノード３０６、３１６、スペクトルマネージャ３９０、図４～図６
のうちの任意の１つまたはその任意の組合せのスペクトル管理エンティティ、および／ま
たは図１～図３を参照して上述した中央ＴＶＢＤデータベースサーバ１０２、２０２、３
０２など、図１～図６を参照して上述したネットワークノードのうちの１つまたは任意の
組合せに帰す機能を実施するように構成することができる。ネットワークノード７０２は
、基地局７１２および／または他のネットワークノード（図示せず）との間でデータを送
信および／または受信するように構成可能である通信インターフェイス７７５を含み得る
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。通信インターフェイス７７５は、トランシーバとする、またはトランシーバを含むこと
ができる。通信インターフェイス７７５は、有線および／または無線の通信技術を使用し
て動作することができる。通信インターフェイス７７５は、例えばＩＰ（インターネット
プロトコル）などの技術に基づいて基地局７１２および／または他のネットワークノード
と通信することができる。プロセッサ７７１は、図１～図６を参照して上述したメッセー
ジおよび他のデータを生成し、および／または処理するように構成することができる。
【００８５】
　上記では特定の無線アクセス技術に関して図１～図７を参照して例が提供されているが
、上記の原理は、無線アクセス技術のうちの任意のものまたは任意の組合せにも適用可能
である。図１～図６を参照して上述した原理は、例えばＬＴＥ、ＬＴＥ―Ａ、ＳＡＥ（Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）、
ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）、ＩＥＥＥ８０２．１６／ＷｉＭａｘ、ＷｉＢｒｏ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｂｒｏ
ａｄｂａｎｄ）、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏ
ｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）　ＧＥＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｘ／ＷＬＡＮ、ＣＤＭＡ２０００（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　２０００）、ＩＥＥＥ８０２．１５、Ｚ
ｉｇｂｅｅ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＩＥＥＥ８０２．１９．１、ＩＥＥＥ８０２．２２．
ｘなどの技術、および／または図１～図７を参照して上述した特徴および方法をサポート
する任意の他の技術に基づく無線通信システムに適用可能である。
【００８６】
　上記ではＴｙｐｅ　Ｉ、Ｔｙｐｅ　ＩＩ、固定式、およびＳＯ　ＴＶＢＤ　ＷＴＲＵに
関して図１～図７を参照して例が提供されているが、上記の原理は、米国ＦＣＣガイドラ
インに従って動作するように構成されていないＴＶＢＤ　ＷＴＲＵを含めて、任意のタイ
プのＴＶＢＤ　ＷＴＲＵに適用可能である。さらに、上記では、ＴＶＢＤ周波数における
動作に関して図１～図７を参照して例が提供されているが、上記の原理は、任意の周波数
帯の無線通信に適用可能である。
【００８７】
　特徴および要素が特定の組合せで図１～図７を参照して上述されているが、各特徴また
は要素は、他の特徴および要素なしで単独で、または他の特徴および要素の有無にかかわ
らずさまざまな組合せで使用することができる。図１～図７を参照して上述した方法また
はフローチャートの副要素は、任意の順序（同時も含む）、任意の組合せまたは準組合せ
で実現することができる。図１～図７を参照して上述した方法またはフローチャートは、
汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ可読記憶媒体に
組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施する
ことができる。コンピュータ可読記憶媒体の例には、ＲＯＭ（読み取り専用メモリ）、Ｒ
ＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内蔵
ハードディスクおよび取外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ―
ＲＯＭディスク、およびＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）などの光学式媒体などがある
。
【００８８】
　本明細書で使用するとき、「プロセッサ」という用語は、それだけには限定されないが
、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、ＤＳＰ（デジタル信号プロセッ
サ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連した１つまたは複数のマイクロプロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、１つまたは複数のＡＳＩＣ（特定用途向
け集積回路）、１つまたは複数のＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）回
路、他のタイプの任意のＩＣ（集積回路）、ＳＯＣ（ｓｙｓｔｅｍ―ｏｎ―ａ―ｃｈｉｐ
）、および／または状態機械を含む。
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【００８９】
　ソフトウェアに関連したプロセッサは、ＷＴＲＵ（無線送受信装置）、ＵＥ（ユーザ機
器）、端末、基地局、ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）、シングル、デュアル、
または多帯域スマートフォン、または任意のホストコンピュータで使用するための無線周
波トランシーバを実施するために使用することができる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカ
メラモジュール、テレビ電話、スピーカフォン、振動装置、スピーカ、マイクロホン、テ
レビジョントランシーバ、ハンドフリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）モジュール、ＦＭ（周波数変調）無線ユニット、ＬＣＤ（液晶）ディスプレ
イユニット、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）ディスプレイユニット、デジタル音楽プレ
ーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、
および／または任意のＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）もしくはＵＷＢ（超
広帯域）モジュールなど、ハードウェアおよび／またはソフトウェアに実装されるモジュ
ールと共に使用することができる。
【００９０】
　　（実施形態）
　１．無線通信において使用される方法であって、
　チャネルの静寂化、ＴＶＢＤデータベース、スペクトルの管理、および／または複数の
ＲＡＴにわたるスペクトルの管理に関連したデータを送信または受信するステップを含む
方法。
【００９１】
　２．インターネットおよび／または１つまたは複数の他のネットワークを介してデータ
ベースサーバまたは他のネットワークノードに問合せを送信するステップであって、問合
せは、ＷＴＲＵがＷＴＲＵの現在の位置の周波数で動作するための許可を要求する、ステ
ップ
　をさらに含む実施形態１に記載の方法。
【００９２】
　３．インターネットおよび／または１つまたは複数の他のネットワークを介してデータ
ベースサーバまたは他のネットワークノードに問合せを送信するステップであって、問合
せは、ＷＴＲＵがＷＴＲＵの現在の位置の周波数で動作するための許可を要求し、ＷＴＲ
Ｕの地理位置、ＷＴＲＵの端末のタイプ、およびＷＴＲＵの送信電力のうちの１つまたは
複数に関連した情報を含む、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９３】
　４．データベースサーバまたは他のネットワークノードがインターネットおよび／また
は１つまたは複数の他のネットワークを介してＷＴＲＵに情報を送信するステップであっ
て、情報は、ＷＴＲＵが動作することができる１つまたは複数の周波数を示す、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９４】
　５．データベースサーバまたは他のネットワークノードが、問合せに応答して、インタ
ーネットおよび／または１つまたは複数の他のネットワークを介してＷＴＲＵに情報を送
信するステップであって、情報は、ＷＴＲＵが動作することができる１つまたは複数の周
波数を示す、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９５】
　６．固定式ＷＴＲＵ、Ｍｏｄｅ　Ｉ　ＷＴＲＵ、Ｍｏｄｅ　ＩＩ　ＷＴＲＵ、またはＳ
Ｏ　ＷＴＲＵとしてデータを送信または受信するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９６】
　７．ＴＶＢＤイネーブル情報を送信または受信するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
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【００９７】
　８．１つまたは複数のＷＴＲＵに関連した情報を送信し、受信し、または格納するステ
ップであって、ＷＴＲＵごとに、情報は、クライアントＩＤ、イネーブルＷＴＲＵ　ＩＤ
、地理位置に関連した情報、位置情報の精度を示す情報、中心周波数、使用する最大帯域
幅、最大送信電力、アクセス開始時刻、アクセス終了時刻、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
アドレス、無線ネットワークアクセスポイントのＭＡＣアドレス、無線機能情報、サポー
トされるＲＡＴ、サポートされる周波数、サポートされるデータレート、サポートされる
サービス、モビリティの説明、電力機能、感知および測定機能、またはアンテナ機能のう
ちの１つまたは複数に関連する、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９８】
　９．１つまたは複数のチャネルに関連した情報を送信し、受信し、または格納するステ
ップであって、チャネルごとに、情報は、チャネルが認可されたユーザによってブロック
されているか、使用可能か、チャネルが占有されているかどうか、チャネルにおいて現在
使用されているＲＡＴのリスト、すべてのＲＡＴにわたるチャネルにおける総チャネル負
荷および／または時間使用情報、およびＲＡＴ当たりのチャネル負荷情報のうちの１つま
たは複数に関連する、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【００９９】
　１０．１つまたは複数のメッセージをネットワークノードに送信するステップであって
、１つまたは複数のメッセージは、ＷＴＲＵが位置を変えたこと、ＷＴＲＵがチャネルを
変えたこと、ＷＴＲＵがチャネルにおいて認可されたＷＴＲＵを検出したことのうちの１
つまたは複数を示す、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１００】
　１１．静寂期間中に、チャネル上で感知するステップと、
　静寂期間中に、チャネルにおいて認可されたＷＴＲＵを検出するステップと、
　１つまたは複数のメッセージを送信するステップであって、１つまたは複数のメッセー
ジは、認可されたＷＴＲＵがチャネルにおいて検出されたことを示す、ステップと
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０１】
　１２．１つまたは複数のメッセージを送信するステップであって、１つまたは複数のメ
ッセージは、物理層パラメータ、干渉閾値、サービス要件、共存機能、好適な共存パラメ
ータ、ＷＴＲＵがどの周波数で動作することができるか、ＷＴＲＵがどのタイプの測定を
行うことができるか、ＷＴＲＵが動的な周波数の選択を実行することができるかどうか、
または静寂期間に関連した要求またはコマンドをＷＴＲＵがサポートするかどうかのうち
の１つまたは複数に関連した情報を含む、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０２】
　１３．１つまたは複数のメッセージをネットワークノードに送信するステップであって
、１つまたは複数のメッセージは、管理されたエリアにおいて動作している他のＷＴＲＵ
に関する情報、使用可能なチャネルおよび共存機構、ネゴシエートされた共存パラメータ
、他のＷＴＲＵが動作しているチャネル、および他のＷＴＲＵによって使用されるＲＡＴ
に関する情報のうちの１つまたは複数に関連した情報を含む、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０３】
　１４．１つまたは複数のメッセージでＷＴＲＵから情報を受信するステップと、
　情報をデータベースに格納し、および／または情報をデータベースサーバまたは他のネ
ットワークノードに送信するステップと
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
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【０１０４】
　１５．中央ＴＶＢＤデータベースサーバ、スペクトルマネージャ、および多様なＲＡＴ
に基づく１つまたは複数の無線アクセスネットワークのうちの１つまたは複数を含む通信
システムでデータを通信するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０５】
　１６．中央ＴＶＢＤデータベースサーバ、１つまたは複数のデータベースアクセスノー
ド、１つまたは複数のＷＴＲＵ、および多様なＲＡＴに基づく１つまたは複数の無線アク
セスネットワークのうちの１つまたは複数を含む通信システムでデータを通信するステッ
プ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０６】
　１７．中央ＴＶＢＤサーバ、１つまたは複数のデータベースアクセスノード、１つまた
は複数の共存サービスノード、１つまたは複数のＷＴＲＵ、および多様なＲＡＴに基づく
１つまたは複数の無線アクセスネットワークのうちの１つまたは複数を含む通信システム
でデータを通信するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０７】
　１８．複数のＲＡＴにわたるチャネルの静寂化の調整のための方法に参加するステップ
であって、方法は、一時的なチャネルリロケーションを含む、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０８】
　１９．１つまたは複数のネットワークノードがチャネルにおいて１つまたは複数の静寂
期間のスケジュールを決定するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１０９】
　２０．１つまたは複数の静寂期間のスケジュールを決定するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１０】
　２１．ＴＶＢＤデータベースから受信した情報、ＷＴＲＵから受信した情報、および／
または他の任意のソースからの情報に基づいて１つまたは複数の静寂期間のスケジュール
を決定するステップであって、情報は、ネットワークステータス情報であり、および／ま
たはＷＴＲＵが位置を変えたインジケータ、ＷＴＲＵがチャネルを変えた旨のインジケー
タ、ＷＴＲＵがチャネルにおいて認可されたＷＴＲＵを検出した旨のインジケータ、物理
層パラメータ、干渉閾値、サービス要件、共存機能、好適な共存パラメータ、ＷＴＲＵが
どの周波数をサポートするか、ＷＴＲＵがどのタイプの測定をサポートするか、ＷＴＲＵ
が動的な周波数の選択を実行することができるかどうか、または静寂期間に関連した要求
またはコマンドをＷＴＲＵがサポートするかどうかのうちの１つまたは複数に関連する、
ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１１】
　２２．１つまたは複数の静寂期間のスケジュールを決定するステップであって、スケジ
ュールは、ＷＴＲＵが静寂期間への第１のチャネルにおける送信を回避するために、第１
のチャネルから第２のチャネルに切り替えなければならないことを示す、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１２】
　２３．１つまたは複数の静寂期間のスケジュールを決定するステップであって、スケジ
ュールは、ＷＴＲＵが静寂期間中の第１のチャネルにおける送信を回避するために、第１
のチャネルから第２のチャネルに切り替え、静寂期間の後、第２のチャネルから第１のチ
ャネルに切り替えなければならないことを示す、ステップ
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　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１３】
　２４．１つまたは複数の静寂期間のスケジュールを決定するステップであって、スケジ
ュールは、同じＲＡＴを使用して動作するＷＴＲＵを同じチャネル上に集めなければなら
ないことを示す、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１４】
　２５．１つまたは複数の静寂期間のスケジュールを決定するステップであって、スケジ
ュールは、同じＲＡＴを使用して動作するＷＴＲＵを同じチャネル上に集めなければなら
ないことを示す、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１５】
　２６．１つまたは複数の静寂期間のスケジュールを決定するステップであって、スケジ
ュールは、静寂期間を使用可能なチャネル間で回さなければならないことを示す、ステッ
プ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
２７．ＷＴＲＵが通信しているチャネル、ＷＴＲＵによって使用されるＲＡＴ、またはチ
ャネル状態情報のうちの１つまたは複数を含む情報に基づいて１つまたは複数のＷＴＲＵ
の１つまたは複数の静寂期間のスケジュールを決定するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１６】
　２８．静寂期間の決定されたスケジュールに基づいて、チャネル切り替えコマンドを送
信するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１７】
　２９．チャネル切り替えコマンドを送信するステップであって、チャネル切り替えコマ
ンドは、宛先チャネル、宛先チャネルを記述する１つまたは複数の動作パラメータ、チャ
ネルにおいてスケジュールされた１つまたは複数の静寂期間、チャネルにおける静寂期間
の開始時刻および／または終了時刻、１組の使用可能な宛先チャネル、禁止されたまたは
使用できないチャネルのリスト、占有されたチャネルのリストのリスト、どのＲＡＴがチ
ャネルにおいて使用されているかを示すチャネル使用情報、所与のＲＡＴと類似するＲＡ
Ｔのチャネルリストを示す情報、目標感知測定開始時刻、目標感知測定終了時刻、または
１つまたは複数のチャネルにおける感知測定の周期を記述している情報のうちの１つまた
は複数を示す、ステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１８】
　３０．チャネル切り替えコマンドを受信するステップと、
　チャネル切り替えコマンドに示されるようにチャネルを切り替えるステップと
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１１９】
　３１．ＴＶＢＤ周波数において無線データを通信するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１２０】
　３２．ＭＩＣ技術、媒体独立サーバ技術、ＩＥＥＥ８０２．２２ｘ、ＩＥＥＥ８０２．
１１ｕ、ＩＥＥＥ８０２．１６ｇ／ｈ、ＭＩＰＳＨＯＰベース技術、ＭＩＣメッセージ、
ＩＥＥＥ８０２．２１、ＩＥＥＥ８０２．２１、およびＩＰのうちの１つまたは複数を使
用して通信するステップ
　をさらに含む上記実施形態のいずれかに記載の方法。
【０１２１】
　３３．実施形態１～３２のうちの任意の１つまたは任意の１つの任意の一部に記載の方



(26) JP 2014-42329 A 2014.3.6

10

法を実行するように構成された集積回路。
【０１２２】
　３４．実施形態１～３２のうちの任意の１つまたは任意の１つの任意の一部に記載の方
法を実行するように構成されたＷＴＲＵ。
【０１２３】
　３５．実施形態１～３２のうちの任意の１つまたは任意の１つの任意の一部に記載の方
法を実行するように構成されたネットワークノード。
【０１２４】
　３６．実施形態１～３２のうちの任意の１つまたは任意の１つの任意の一部に記載の方
法を実行するように構成された基地局。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月22日(2013.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイント（ＡＰ）において使用するための方法であって、
　イベントドリブン状態情報を、管理されたエリアにおける他のＡＰから受信するステッ
プと、
　前記イベントドリブン状態情報を、前記管理されたエリアにおけるスペクトルマネージ
ャに送信するステップと、
　コマンドを、前記管理されたエリアにおけるスペクトルマネージャから受信して、静寂
期間を実施するステップと、
　前記コマンドを、前記管理されたエリアにおける他のＡＰに中継するステップと、
　前記コマンドにおいて示されたアクションを実行するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コマンドは、前記ＡＰに、コマンドでチャネルを静寂化させること、コマンドでチ
ャネルを感知すること、感知測定を前記スペクトルマネージャに報告すること、および、
コマンドでチャネル切り替えを実行すること、のうちの少なくとも１つを実行することを
要求することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記イベントドリブン状態情報は、前記ＡＰが位置をいつ変更するかを示すことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記イベントドリブン状態情報は、前記ＡＰがチャネルをいつ変更するかを示すことを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記イベントドリブン状態情報は、前記ＡＰが、認可されたＷＴＲＵをチャネル上でい
つ検出するかを示すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　スペクトルマネージャにおいて使用するための方法であって、
　中央テレビジョン帯域（ＴＶＢＤ）データベースサーバにアクセスするステップと、
　管理されたエリアにおけるそれぞれの無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）に対するイ
ンタレスト（interest）のレコードに対して、前記中央ＴＶＢＤデータベースサーバに問
い合わせるステップと、
　インタレストの前記レコードを、ローカルデータベースに格納するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記中央ＴＶＢＤデータベースサーバは、中央データベースを含むことを特徴とする請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記中央ＴＶＢＤデータベースサーバは、認可されたＷＴＲＵおよび無認可のＷＴＲＵ
に対する位置情報を含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ローカルデータベースは、前記管理されたエリアにおけるそれぞれの無認可のＷＴ
ＲＵに対するインタレストの１つまたは複数のレコードを含むことを特徴とする請求項６
に記載の方法。
【請求項１０】
　それぞれの無認可のＷＴＲＵに対するインタレストの前記１つまたは複数のレコードは
、クライアントＩＤ、イネーブル（enabling）ＷＴＲＵ　ＩＤ、位置情報、中心周波数、
最大帯域幅、最大送信電力、アクセス開始時刻、アクセス終了時刻、ＭＡＣアドレス、お
よび、無線機能情報のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記無線機能情報は、サポートされるＲＡＴ，サポートされる周波数、サポートされる
データレート、サポートされるサービス、モビリティの説明、電力機能、感知および測定
機能、ならびに、アンテナ機能のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ローカルデータベースは、前記スペクトルマネージャにより管理されるそれぞれの
ＴＶＢＤチャネルに対する１つまたは複数のレコードを含むことを特徴とする請求項６に
記載の方法。
【請求項１３】
　それぞれのＴＶＢＤチャネルに対する前記１つまたは複数のレコードは、前記チャネル
上で使用されているＲＡＴのリスト、総チャネル負荷、すべてのＲＡＴにわたる前記チャ
ネル上の時間使用情報、および、ＲＡＴ毎のチャネル負荷情報のうちの少なくとも１つを
含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　共存サービスノードにおいて使用するための方法であって、
　管理されたエリアにおける無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）に関連する情報のロー
カルデータベースを維持するステップと、
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　データを、前記ローカルデータベースから前記管理されたエリアにおける前記ＷＴＲＵ
に送信するステップと、
　前記管理されたエリアにおける前記ＷＴＲＵからデータを受信するステップと、
　前記ＷＴＲＵから受信された前記データに基づいて、前記ローカルデータベースを更新
するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記ＷＴＲＵから受信された前記データは、物理層パラメータ、干渉閾値、サービス要
件、共存機能、および、共存パラメータを含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法
。
【請求項１６】
　前記共存機能は、前記ＷＴＲＵがどの周波数で動作するか、前記ＷＴＲＵが実行する測
定のタイプ、前記ＷＴＲＵが動的周波数選択を実行する能力があるか、および、前記ＷＴ
ＲＵが前記共存サービスノードからのコマンドをサポートするか、を含むことを特徴とす
る請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＷＴＲＵに送信された前記データは、前記管理されたエリアにおいて動作している
他のＷＴＲＵに関する情報、使用可能なチャネルおよび共存機構、ならびに、ネゴシエー
トされた共存パラメータを含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　他のＷＴＲＵに関する前記情報は、前記他のＷＴＲＵが動作しているチャネルのインジ
ケーション、および、前記他のＷＴＲＵによって使用されている他のＲＡＴに関する情報
を含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　マスタＷＴＲＵにおいて使用するための方法であって、
　イネーブル（enabling）情報を、中央テレビジョン帯域（ＴＶＢＤ）データベースサー
バから受信するステップと、
　前記中央ＴＶＢＤデータベースサーバから受信された前記イネーブル情報に基づいて、
他のＷＴＲＵに対するイネーブル情報を得るステップと、
　前記イネーブル情報を、非マスタＷＴＲＵに提供するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
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