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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮにおいてチャネル接近を要求する方法であって、
　２０ＭＨｚＲｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＲＴＳ）フレームを送信機によって生成
することであって、該２０ＭＨｚＲＴＳフレームは、第１の帯域幅を指示する第１の帯域
幅情報を含む、ことと、
　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームを該送信機によって１回以上複製して、少なくとも１つの
複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームを生成することと、
　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームと該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレー
ムとを、該第１の帯域幅上で、該送信機によって送信することと、
　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームと該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレー
ムとのうちの少なくとも１つに応答して、少なくとも１つの２０ＭＨｚＣｌｅａｒ　ｔｏ
　Ｓｅｎｄ（ＣＴＳ）フレームを、第２の帯域幅上で、該送信機によって受信することで
あって、各２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、該第２の帯域幅を指示する第２の帯域幅情報を
含む、ことと
　を含み、
　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームおよび該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフ
レームの各々は、第１のビットシーケンスに基づいて処理され、該第１のビットシーケン
スは、３個よりも多くのビットを有し、該２０ＭＨｚＲＴＳフレームおよび該少なくとも
１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの生成特性を指示し、
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　該少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの各々は、第２のビットシーケンスに基
づいて処理され、該第２のビットシーケンスは、該第１のビットシーケンスと同数のビッ
トを有し、該少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの生成特性を指示し、
　該第１のビットシーケンスの２つのビットは、該第１の帯域幅情報のために用いられ、
　該第２のビットシーケンスの２つのビットは、該第２の帯域幅情報のために用いられる
、方法。
【請求項２】
　前記第１の帯域幅は、２０（ｎ＋１）ＭＨｚであり、ｎは、前記少なくとも１つの複製
された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの正の数である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の帯域幅は、２０（ｍ＋１）ＭＨｚであり、ｍは、複製された２０ＭＨｚＣＴ
Ｓフレームの正の数である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、単一の２０ＭＨｚＣＴＳフレームである、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記単一の２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、前記２０ＭＨｚＲＴＳフレームと前記少なく
とも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームとの両方に応答して受信される、請求項
４に記載の方法。
【請求項６】
　前記２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、第１の２０ＭＨｚＣＴＳフレームと該第１の２０Ｍ
ＨｚＣＴＳフレームの少なくとも１つの複製とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２の帯域幅は、前記第１の帯域幅以下である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の帯域幅情報によって指示される前記第１の帯域幅が４０ＭＨｚであるとき、
前記第２の帯域幅情報によって指示される前記第２の帯域幅は２０または４０ＭＨｚであ
る、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の帯域幅情報によって指示される前記第１の帯域幅が８０ＭＨｚであるとき、
前記第２の帯域幅情報によって指示される前記第２の帯域幅は２０、４０または８０ＭＨ
ｚである、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の帯域幅情報によって指示される前記第１の帯域幅が１６０ＭＨｚであるとき
、前記第２の帯域幅情報によって指示される前記第２の帯域幅は２０、４０、８０または
１６０ＭＨｚである、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、複製されていない２０ＭＨｚＣＴ
Ｓフレームと０以上の複製された２０ＭＨｚＣＴＳフレームとのうちの１つを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記０以上の複製された２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、前記第２の帯域幅の各２０ＭＨ
ｚ帯域幅における前記２０ＭＨｚＣＴＳフレームの複製である、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記第１のビットシーケンスにより指示される前記２０ＭＨｚＲＴＳフレームおよび前
記少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの生成特性は、該２０ＭＨｚＲ
ＴＳフレームおよび該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの持続時間
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記第２のビットシーケンスにより指示される前記少なくとも１つのＣＴＳフレームの
生成特性は、該少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの持続時間である、請求項１
３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法は、前記少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの送信に使用された前記
第２の帯域幅を用いることによりデータフレームを送信することをさらに含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１６】
　無線ＬＡＮにおいてチャネル接近を要求するように構成された装置であって、
　無線インターフェースユニットと、
　該無線インターフェースユニットに動作可能に結合された制御器であって、
　　２０ＭＨｚＲｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＲＴＳ）フレームを生成することであ
って、該２０ＭＨｚＲＴＳフレームは、第１の帯域幅を指示する第１の帯域幅情報を含む
、ことと、
　　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームを１回以上複製して、少なくとも１つの複製された２０
ＭＨｚＲＴＳフレームを生成することと、
　　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームと該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレ
ームとを、該第１の帯域幅上で、送信することと、
　　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームと該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレ
ームとのうちの少なくとも１つに応答して、少なくとも１つの２０ＭＨｚＣｌｅａｒ　ｔ
ｏ　Ｓｅｎｄ（ＣＴＳ）フレームを、第２の帯域幅上で、受信することであって、各２０
ＭＨｚＣＴＳフレームは、該第２の帯域幅を指示する第２の帯域幅情報を含む、ことと
　を行うように構成された制御器と
　を含み、
　該２０ＭＨｚＲＴＳフレームおよび該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフ
レームの各々は、第１のビットシーケンスに基づいて処理され、該第１のビットシーケン
スは、３個よりも多くのビットを有し、該２０ＭＨｚＲＴＳフレームおよび該少なくとも
１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの生成特性を指示し、
　該少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの各々は、第２のビットシーケンスに基
づいて処理され、該第２のビットシーケンスは、該第１のビットシーケンスと同数のビッ
トを有し、該少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの生成特性を指示し、
　該第１のビットシーケンスの２つのビットは、該第１の帯域幅情報のために用いられ、
　該第２のビットシーケンスの２つのビットは、該第２の帯域幅情報のために用いられる
、装置。
【請求項１７】
　前記第１の帯域幅は、２０（ｎ＋１）ＭＨｚであり、ｎは、前記少なくとも１つの複製
された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの正の数である、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第２の帯域幅は、２０（ｍ＋１）ＭＨｚであり、ｍは、複製された２０ＭＨｚＣＴ
Ｓフレームの正の数である、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、単一の２０ＭＨｚＣＴＳフレームである、請求項１
６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記単一の２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、前記２０ＭＨｚＲＴＳフレームと前記少なく
とも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームとの両方に応答して受信される、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、第１の２０ＭＨｚＣＴＳフレームと該第１の２０Ｍ
ＨｚＣＴＳフレームの少なくとも１つの複製とを含む、請求項１６に記載の装置。
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【請求項２２】
　前記第２の帯域幅は、前記第１の帯域幅以下である、請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１の帯域幅情報によって指示される前記第１の帯域幅が４０ＭＨｚであるとき、
前記第２の帯域幅情報によって指示される前記第２の帯域幅は２０または４０ＭＨｚであ
る、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第１の帯域幅情報によって指示される前記第１の帯域幅が８０ＭＨｚであるとき、
前記第２の帯域幅情報によって指示される前記第２の帯域幅は２０、４０または８０ＭＨ
ｚである、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第１の帯域幅情報によって指示される前記第１の帯域幅が１６０ＭＨｚであるとき
、前記第２の帯域幅情報によって指示される前記第２の帯域幅は２０、４０、８０または
１６０ＭＨｚである、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、複製されていない２０ＭＨｚＣＴ
Ｓフレームと０以上の複製された２０ＭＨｚＣＴＳフレームとのうちの１つを含む、請求
項１６に記載の装置。
【請求項２７】
　前記０以上の複製された２０ＭＨｚＣＴＳフレームは、前記第２の帯域幅の各２０ＭＨ
ｚ帯域幅における前記２０ＭＨｚＣＴＳフレームの複製である、請求項２６に記載の装置
。
【請求項２８】
　前記第１のビットシーケンスにより指示される前記２０ＭＨｚＲＴＳフレームおよび前
記少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの生成特性は、該２０ＭＨｚＲ
ＴＳフレームおよび該少なくとも１つの複製された２０ＭＨｚＲＴＳフレームの持続時間
である、請求項１６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記第２のビットシーケンスにより指示される前記少なくとも１つのＣＴＳフレームの
生成特性は、該少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの持続時間である、請求項２
８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記制御器は、前記少なくとも１つの２０ＭＨｚＣＴＳフレームの送信により使用され
た前記第２の帯域幅を用いることによりデータフレームを送信するようにさらに構成され
る、請求項１６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａ
ｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＷＬＡＮ）におけるチャネル接近要求方法及び装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、情報通信技術の発展とともに多様な無線通信技術が開発されている。このうちＷ
ＬＡＮは、無線周波数技術に基づいて個人携帯用情報端末機（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ；ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータ、携帯型マルチメ
ディアプレーヤ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ；ＰＭＰ）な
どのような携帯型端末機を用いて家庭や企業または特定サービス提供地域で無線で超高速
インターネットに接続することができるようにする技術である。
【０００３】
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　ＩＥＥＥ８０２．１１標準によるＷＬＡＮでの通信は、基本サービスセット（Ｂａｓｉ
ｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ；ＢＳＳ）と呼ばれる領域内で行われることを前提とする。
ＢＳＳ領域は、無線媒体の電波特性によって変わるため、境界が多少不明である。このよ
うなＢＳＳは、基本的に独立ＢＳＳ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ＢＳＳ；ＩＢＳＳ）とイ
ンフラストラクチャＢＳＳ（Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ＢＳＳ）の二つの構成に
分類することができ、前者は自己完備的（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ）ネットワーク
を形成するものであり、分散システム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ；ＤＳ
）への接続が許容されないＢＳＳを意味し、後者は一つ以上のアクセスポイント（Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ；ＡＰ）と分散システムなどを含むものであり、一般的にステーショ
ン間の通信を含んだ全ての通信過程でＡＰが用いられるＢＳＳを意味する。
【０００４】
　無線ネットワークに接続しようとするステーション（Ｓｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ）は、接
続可能な無線ネットワーク（ＢＳＳまたはＩＢＳＳ）、即ち、候補ＡＰなどを探すために
二つのスキャニング方式を使用することができる。
【０００５】
　第１の方式は、受動スキャニング（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ）であり、ＡＰ
（またはＳＴＡ）から送信されるビーコンフレーム（Ｂｅａｃｏｎ　Ｆｒａｍｅ）を用い
る。即ち、無線ネットワークに接続しようとするＳＴＡは、該当ＢＳＳ（またはＩＢＳＳ
）を管理するＡＰなどから周期的に送信されるビーコンフレームを受信し、接続可能なＢ
ＳＳまたはＩＢＳＳを探すことができる。
【０００６】
　第２の方式は、能動スキャニング（Ａｃｔｉｖｅ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ）である。無線ネ
ットワークに接続しようとするＳＴＡは、まず、プローブ要求フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ　Ｆｒａｍｅ）を送信する。また、前記プローブ要求フレームを受信したＳ
ＴＡまたはＡＰは、プローブ応答フレーム（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｆｒａｍｅ
）として応答をする。
【０００７】
　ＴＶホワイトスペース（Ｗｈｉｔｅ　Ｓｐａｃｅ）は、ＴＶ放送に割り当てられたチャ
ネルを含み、チャネルは、認知無線装置（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄｉｏ　ｄｅｖｉｃ
ｅ）による使用が許容される。ＴＶホワイトスペースは、ＵＨＦ帯域及びＶＨＦ帯域を含
むことができる。許可された装置（ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）により使われない
スペクトラム（以下、‘ホワイトスペース’という）は、非許可装置（ｕｎｌｉｃｅｎｓ
ｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）により使われることができる。非許可装置による使用が許可された
周波数帯域は各国毎に異なって定義されることができる。一般的に、このような周波数帯
域は５４～６９８ＭＨｚ（米国、韓国）を含み、周波数帯域のうち一部は非許可装置によ
り使われることができない場合もある。ここで、許可された装置とは、前記のような周波
数帯域での使用が許容されたユーザの装置を意味し、主ユーザ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｕｓｅ
ｒ）または許可されたユーザ（ｉｎｃｕｍｂｅｎｔ　ｕｓｅｒ）という。ＴＶホワイトス
ペースの使用を所望する非許可装置は、装置の位置で許容されたチャネルリストに対する
情報を獲得しなければならない。
【０００８】
　非許可装置は、許可されたユーザのための保護メカニズムを提供しなければならない。
即ち、非許可装置は、無線マイクロホン（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ）の
ような許可されたユーザが特定チャネルを使用する場合、該当特定チャネルの使用を中止
しなければならない。このために、スペクトラムセンシング（ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｓｅｎ
ｓｉｎｇ）が要求される。スペクトラムセンシングは、エネルギー検出技法（Ｅｎｅｒｇ
ｙ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｃｈｅｍｅ）などを含む。このようなメカニズムを使用し、
非許可装置は、主要信号（ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）の強度が特定レベルより大き
い時またはＤＴＶ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）プリアンブルが検出された
時、チャネルが許可されたユーザにより使用中であると決定する。また、非許可装置によ
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り使用中であるチャネルに隣接する隣接チャネル（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ）が許可されたユーザにより使用中である時、非許可装置（ステーション（ｓｔａｔ
ｉｏｎ）またはアクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）は送信パワーを減らす。
【０００９】
　一方、ＴＶホワイトスペース（Ｗｈｉｔｅ　Ｓｐａｃｅ；ＷＳ）で非許可装置の効率的
な運営のために、非許可装置がＴＶ　ＷＳで運営することができるようにするメカニズム
、接続するネットワークを効率的に探す方法、効率的にＴＶ　ＷＳ内の使用可能チャネル
に対する情報を獲得する方法、該当情報の効率的なフォーマット、及び該当情報の交換の
ための効率的なシグナリングメカニズムなどに対する追加的な議論が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、無線ＬＡＮにおけるチャネル接近を要求する方法及び装置を提供する。
【００１１】
　また、本発明は、無線ＬＡＮにおける帯域幅適応（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｄａｐｔａ
ｔｉｏｎ）のための方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　一態様において、無線ＬＡＮにおける送信者により実行されるチャネル接近を要求する
方法が提供される。前記方法は、複数のＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレ
ームを複数の要求チャネル（ｒｅｑｕｅｓｔｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に受信者に送信
し、各ＲＴＳフレームは受信者住所フィールド及び送信者住所フィールドを含み、前記受
信者住所フィールドは前記受信者の住所を指示し、前記送信者住所フィールドは前記送信
者の住所を指示し；及び、少なくとも一つのＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレ
ームを少なくとも一つの応答チャネル（ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に前
記受信者から受信することを含み、前記少なくとも一つのＣＴＳフレームは前記送信者の
住所を指示する受信者住所フィールドを含む。各ＲＴＳフレームは、前記複数の要求チャ
ネルの帯域幅を指示し、及び前記少なくとも一つのＣＴＳフレームは、前記少なくとも一
つの応答チャネルの帯域幅を指示する。
【００１３】
　前記各ＲＴＳフレームは、各要求チャネル上に送信される。
【００１４】
　前記少なくとも一つの応答チャネルは、前記複数の要求チャネルの中から選択される。
【００１５】
　少なくとも一つのＲＴＳフレームを受信する前に前記複数の要求チャネルのうち少なく
とも一つの要求チャネルが休止（ｉｄｌｅ）する場合、前記少なくとも一つの要求チャネ
ルは、前記少なくとも一つの応答チャネルとして選択される。
【００１６】
　前記少なくとも一つの応答チャネルの前記帯域幅は、前記複数の要求チャネルの帯域幅
より狭い。
【００１７】
　前記複数のＲＴＳフレームの帯域幅は、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、及び１
６０ＭＨｚのうち一つである。
【００１８】
　各ＲＴＳフレームは、データの送信に要求される時間を指示する持続時間フィールドを
含み、及び前記少なくとも一つのＣＴＳフレームは、前記データの送信に要求される時間
を指示する持続時間フィールドを含む。
【００１９】
　他の態様において、無線ＬＡＮにおけるチャネル接近を要求する送信機が提供される。
前記送信機は、無線インターフェース（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を提供
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するインターフェースユニット（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｕｎｉｔ）及び前記インターフェ
ースユニットと機能的に結合したプロセッサを含む。前記プロセッサは、複数のＲＴＳ（
Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレームを複数の要求チャネル（ｒｅｑｕｅｓｔｉｎ
ｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に受信者に送信し、各ＲＴＳフレームは受信者住所フィールド及
び送信者住所フィールドを含み、前記受信者住所フィールドは前記受信者の住所を指示し
、前記送信者住所フィールドは前記送信者の住所を指示し；及び、少なくとも一つのＣＴ
Ｓ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレームを少なくとも一つの応答チャネル（ｒｅｓｐ
ｏｎｄｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に前記受信者から受信するように設定され、前記少な
くとも一つのＣＴＳフレームは前記送信者の住所を指示する受信者住所フィールドを含む
。各ＲＴＳフレームは、前記複数の要求チャネルの帯域幅を指示し、及び前記少なくとも
一つのＣＴＳフレームは、前記少なくとも一つの応答チャネルの帯域幅を指示する。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線ＬＡＮにおける送信者により実行されるチャネル接近を要求する方法において、
　前記方法は、複数のＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレームを複数の要求
チャネル（ｒｅｑｕｅｓｔｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に受信者に送信し、各ＲＴＳフレ
ームは受信者住所フィールド及び送信者住所フィールドを含み、前記受信者住所フィール
ドは前記受信者の住所を指示し、前記送信者住所フィールドは前記送信者の住所を指示し
；及び、
　少なくとも一つのＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレームを少なくとも一つの
応答チャネル（ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に前記受信者から受信するこ
とを含み、前記少なくとも一つのＣＴＳフレームは前記送信者の住所を指示する受信者住
所フィールドを含み、
　各ＲＴＳフレームは前記複数の要求チャネルの帯域幅を指示し、及び前記少なくとも一
つのＣＴＳフレームは、前記少なくとも一つの応答チャネルの帯域幅を指示することを特
徴とする方法。
（項目２）
　前記各ＲＴＳフレームは、各要求チャネル上に送信されることを特徴とする項目１に記
載の方法。
（項目３）
　前記少なくとも一つの応答チャネルは、前記複数の要求チャネルの中から選択されるこ
とを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目４）
　少なくとも一つのＲＴＳフレームを受信する前に前記複数の要求チャネルのうち少なく
とも一つの要求チャネルが休止（ｉｄｌｅ）する場合、前記少なくとも一つの要求チャネ
ルは、前記少なくとも一つの応答チャネルとして選択されることを特徴とする項目３に記
載の方法。
（項目５）
　前記少なくとも一つの応答チャネルの前記帯域幅は、前記複数の要求チャネルの帯域幅
より狭いことを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目６）
　前記複数のＲＴＳフレームの帯域幅は、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、及び１
６０ＭＨｚのうち一つであることを特徴とする項目２に記載の方法。
（項目７）
　各ＲＴＳフレームは、データの送信に要求される時間を指示する持続時間フィールドを
含み、及び前記少なくとも一つのＣＴＳフレームは、前記データの送信に要求される時間
を指示する持続時間フィールドを含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目８）
　無線ＬＡＮにおけるチャネル接近を要求する送信機において、
　前記送信機は、無線インターフェース（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を提
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供するインターフェースユニット（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｕｎｉｔ）；及び、前記インタ
ーフェースユニットと機能的に結合したプロセッサ；を含み、
　前記プロセッサは、複数のＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレームを複数
の要求チャネル（ｒｅｑｕｅｓｔｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に受信者に送信し、各ＲＴ
Ｓフレームは受信者住所フィールド及び送信者住所フィールドを含み、前記受信者住所フ
ィールドは前記受信者の住所を指示し、前記送信者住所フィールドは前記送信者の住所を
指示し；及び、
　少なくとも一つのＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレームを少なくとも一つの
応答チャネル（ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に前記受信者から受信するよ
うに設定され、前記少なくとも一つのＣＴＳフレームは前記送信者の住所を指示する受信
者住所フィールドを含み、
　各ＲＴＳフレームは前記複数の要求チャネルの帯域幅を指示し、及び前記少なくとも一
つのＣＴＳフレームは、前記少なくとも一つの応答チャネルの帯域幅を指示することを特
徴とする送信機。
（項目９）
　前記各ＲＴＳフレームは、各要求チャネル上に送信されることを特徴とする項目８に記
載の送信機。
（項目１０）
　前記少なくとも一つの応答チャネルは、前記複数の要求チャネルの中から選択されるこ
とを特徴とする項目９に記載の送信機。
（項目１１）
　少なくとも一つのＲＴＳフレームを受信する前に前記複数の要求チャネルのうち少なく
とも一つの要求チャネルが休止（ｉｄｌｅ）する場合、前記少なくとも一つの要求チャネ
ルは、前記少なくとも一つの応答チャネルとして選択されることを特徴とする項目１０に
記載の送信機。
（項目１２）
　前記少なくとも一つの応答チャネルの前記帯域幅は、前記複数の要求チャネルの帯域幅
より狭いことを特徴とする項目９に記載の送信機。
（項目１３）
　前記複数のＲＴＳフレームの帯域幅は、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０ＭＨｚ、及び１
６０ＭＨｚのうち一つであることを特徴とする項目９に記載の送信機。
（項目１４）
　各ＲＴＳフレームは、データの送信に要求される時間を指示する持続時間フィールドを
含み、及び前記少なくとも一つのＣＴＳフレームは、前記データの送信に要求される時間
を指示する持続時間フィールドを含むことを特徴とする項目８に記載の送信機。
 
 
 
【発明の効果】
【００２０】
　ＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレーム及びＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　
Ｓｅｎｄ）フレームの交換を介して帯域幅適応が実行される。チャネルに接近する以前に
干渉を最小化するチャネルが選択されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明が具現される無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ；ＷＬＡＮ）を示す。
【図２】本発明の実施例による送信パワーを調節する方法を示す流れ図である。
【図３】ＴＶ　ＷＳ帯域内のチャネル使用の例示を示す。
【図４】本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮ通信の一例を示す。
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【図５】本発明の実施例によるチャネル接近要求方法を示す流れ図である。
【図６】図５の実施例に使われるＲＴＳフレームのフォーマットの一例を示す。
【図７】図５の実施例に使われるＣＴＳフレームのフォーマットの一例を示す。
【図８】本発明の他の実施例によるデータフレーム送信方法を示す。
【図９】本発明の他の実施例によるデータフレーム送信方法を示す。
【図１０】帯域幅スイッチ要求フレーム及び帯域幅スイッチ応答フレームのフォーマット
を示すブロック図である。
【図１１】帯域幅スイッチ要求フレーム及び帯域幅スイッチ応答フレームのフォーマット
を示すブロック図である。
【図１２】本発明の他の実施例による帯域幅調節方法を示す流れ図である。
【図１３】図１２の実施例に使われる帯域幅スイッチ通報フレームのフォーマットを示す
ブロック図である。
【図１４】ビーコンフレームに含まれる帯域幅運営情報の一例を示す。
【図１５】本発明の一実施例で具現されることができる動作の一例を示す。
【図１６】無線ＬＡＮにおけるＰＰＤＵフレームのフォーマットを示す。
【図１７】本発明の実施例によるデータフレーム送信方法を示す。
【図１８】本発明の実施例によるＰＰＤＵフレームフォーマットを示すブロック図である
。
【図１９】本発明を具現する無線装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、本発明が具現される無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＷＬＡＮ）を示す。
【００２３】
　図１を参照すると、ＷＬＡＮシステムは、一つまたはその以上の基本サービスセット（
Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ；ＢＳＳ）を含む。ＢＳＳは、成功的に同期化を行
って互いに通信することができるステーション（Ｓｔａｔｉｏｎ；ＳＴＡ）の集合であり
、特定領域を意味するものではない。
【００２４】
　インフラストラクチャＢＳＳ（ＢＳＳ１、ＢＳＳ２）は、一つまたはその以上の非ＡＰ
ステーション（Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ１、Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ３、Ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴ
Ａ４）、分散サービス（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供するＡＰ（
Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）（ＡＰ　ＳＴＡ１、ＡＰ　ＳＴＡ２）、及び複数のＡＰ（Ａ
Ｐ　ＳＴＡ１、ＡＰ　ＳＴＡ２）を連結させる分散システム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ；ＤＳ）を含む。インフラストラクチャＢＳＳでは、ＡＰがＢＳＳの非Ａ
Ｐ　ＳＴＡ（ｎｏｎ－ＡＰ　ＳＴＡ）を管理する。
【００２５】
　反面、独立ＢＳＳ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ＢＳＳ；ＩＢＳＳ）は、アドホック（Ａ
ｄ－Ｈｏｃ）モードに動作するＢＳＳである。ＩＢＳＳは、ＡＰを含まないため、中央で
管理機能を遂行するエンティティ（Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅ
ｎｔｉｔｙ）がない。即ち、ＩＢＳＳでは非ＡＰ　ＳＴＡが分散された方式（ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ　ｍａｎｎｅｒ）に管理される。ＩＢＳＳでは、全てのＳＴＡが移動ＳＴＡ
からなることができ、ＤＳへの接続が許容されないため自己完備的ネットワーク（ｓｅｌ
ｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を構築する。
【００２６】
　ＳＴＡは、ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｓ）８０２．１１標準に基づくＭＡＣ（Ｍｅ
ｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）及び無線媒体（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｅｄｉ
ｕｍ）のための物理階層（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ）インターフェースを有する特
定機能的エンティティであり、広くはＡＰ及び非ＡＰ　ＳＴＡを含む。
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【００２７】
　ＳＴＡは、モバイル端末（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線装置（ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、無線端末（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、モバイル
ステーション（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳ）、モバイルサブスクライバユニッ
ト（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｕｎｉｔ）などのように呼ばれることもある
。
【００２８】
　ＡＰは、該当ＡＰに結合された（Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ）ＳＴＡのために、無線媒体を
経由してＤＳに対する接続を提供する機能エンティティである。ＡＰを含むインフラスト
ラクチャＢＳＳにおける非ＡＰ　ＳＴＡ間の通信は、ＡＰを経由して行われることが原則
であるが、ダイレクトリンクが設定された場合には非ＡＰ　ＳＴＡ間でも直接通信が可能
である。ＡＰは、集中制御器（ｃｅｎｔｒａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、基地局（Ｂａ
ｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）、ノードＢ、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ
　Ｓｙｓｔｅｍ）、またはサイト制御器などと呼ばれることもある。
【００２９】
　複数のインフラストラクチャＢＳＳは、分散システム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ；ＤＳ）を介して相互連結されることができる。ＤＳを介して連結された複数
のＢＳＳを拡張サービスセット（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ；ＥＳＳ）
という。ＥＳＳに含まれるステーションは互いに通信することができ、同じＥＳＳ内で非
ＡＰステーションは、シームレス通信しつつ、一つのＢＳＳから他のＢＳＳに移動するこ
とができる。
【００３０】
　ＤＳは、一つのＡＰが他のＡＰと通信するためのメカニズムであり、これによると、Ａ
Ｐは、自体が管理するＢＳＳに結合されているステーションのためにフレームを送信した
り、或いはいずれか一つのステーションが他のＢＳＳに移動した場合にフレームを送信し
たり、或いは有線ネットワークなどのような外部ネットワークとフレームを送信すること
ができる。このようなＤＳは、必ずネットワークである必要はなく、ＩＥＥＥ８０２．１
１に基づく所定の分散サービスを提供することができる限り、その形態に対しては何らの
制限がない。例えば、ＤＳは、メッシュネットワークのような無線ネットワークであって
もよく、またはＡＰを互いに連結させる物理的な構造物であってもよい。
【００３１】
　図２は、本発明の実施例による送信パワーを調節する方法を示す流れ図である。
【００３２】
　図２を参照すると、ＡＰはチャネル情報及び最大送信パワー情報をＳＴＡに送信する（
Ｓ２１０）。ＳＴＡは、ＡＰから受信した情報に基づいて使用する送信チャネルと送信パ
ワーを決定し、データフレームをＡＰに送信する（Ｓ２２０、Ｓ２３０）。
【００３３】
　ＡＰは、チャネル情報と最大送信パワーに対する情報をＳＴＡに送信する（Ｓ２１０）
。チャネル情報は、無線ＬＡＮシステムでＳＴＡがフレームの送信時に使用するチャネル
として使用可能なチャネルを示す。また、チャネル情報は、チャネルに割り当てられた番
号や該当チャネルが使用する周波数帯域を示すこともある。最大送信パワー情報は、チャ
ネル情報が指示するチャネルをＳＴＡが使用する場合、フレーム送信時に使用することが
できる最大送信パワーを示す。
【００３４】
　チャネル情報と最大送信パワーは、周波数帯域環境によって継続的に変わることができ
る。従って、ＡＰは、該当情報を周期的に更新し、更新された情報を再びＳＴＡに送信す
ることができる。ＡＰは、チャネル情報と最大送信パワー情報を更新するために、他の無
線ＬＡＮシステムや異種の通信システムが周波数帯域を使用中かどうかを直接確認するこ
とができる。これは、他の無線装置が送信する信号をセンシング（ｓｅｎｓｉｎｇ）する
ことによって実行されることができる。また、チャネル情報や最大送信パワー情報が周期
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的に更新されるデータベース（Ｄａｔａｂａｓｅ；ＤＢ）をアクセス（ａｃｃｅｓｓ）し
、使用状態に関する情報を獲得することができる。
【００３５】
　ＡＰは、チャネル情報及び最大送信パワー情報を含んだアクションフレームであるセッ
トアップフレーム（ｓｅｔｕｐ　ｆｒａｍｅ）をＳＴＡに送信することができる。また、
チャネル情報及び最大送信パワー情報は、能動スキャニング手順で、プローブ要求フレー
ムに対する応答としてＡＰがＳＴＡに送信するプローブ応答フレームに含まれて送信され
ることができる。
【００３６】
　ＳＴＡは、周期的に更新されたチャネル情報及び最大送信パワー情報を受信する必要が
ある。従って、ＡＰがＳＴＡに送信するチャネル情報及び最大送信パワー情報は、無線Ｌ
ＡＮシステムにおいてＡＰがＳＴＡに周期的に送信するビーコンフレーム（ｂｅａｃｏｎ
　ｆｒａｍｅ）に含まれて送信されることができる。
【００３７】
　チャネル情報及び最大送信パワー情報を受信したＳＴＡは、特定チャネルを選択して送
信チャネルにし、最大送信パワー情報が指示する数値範囲内でデータフレームを送信する
（Ｓ２２０、Ｓ２３０）。
【００３８】
　マスター装置は、チャネル情報及び最大送信パワー情報を従属装置（ｄｅｐｅｎｄｅｎ
ｔ　ｄｅｖｉｃｅ）と呼ばれる無線装置に送信することができる。マスター装置は、ＡＰ
または非ＡＰ　ＳＴＡである。マスター装置は、送信チャネル（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　ｃｈａｎｎｅｌ）を選択し、データベースに基づいてそれらの最大送信パワーを選択
することができる。
【００３９】
　送信チャネルと最大送信パワーは、ＳＴＡのタイプによって異なる。従って、マスター
装置は、チャネル情報及び最大送信パワー情報だけでなく、サービス対象ＳＴＡのタイプ
も送信することができる。
【００４０】
　ＳＴＡは、ＴＶ　ＷＳ帯域の各チャネルに対してセンシングしたり、或いは他のＳＴＡ
がセンシング結果を報告することを要求することができる。
【００４１】
　もし、ＳＴＡがＴＶ　ＷＳ帯域のチャネル状態と関連する情報を含むデータベースに接
近可能の場合、ＳＴＡは、スペクトラムセンシングを実行せずにチャネル情報を獲得する
ことができる。
【００４２】
　ＳＴＡは、チャネル情報を介して各チャネルの状態に対して知っており、もし、使用中
のチャネルが許可されたユーザの登場のためこれ以上使用が不可の場合には使用可能なチ
ャネル（ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｃｈａｎｎｅｌ）にスイッチする。必要によって、ＳＴＡ
は、使用中であるチャネルがこれ以上使用不可の場合には使用する予備チャネルを予め設
定することができる。
【００４３】
　もし、ＳＴＡのための特定可用チャネルが許可されたユーザにより占有されたチャネル
と隣接する場合、ＳＴＳが該当チャネル使用する時に干渉が発生することができる。
【００４４】
　図３は、ＴＶ　ＷＳ帯域内のチャネル使用の例示を示す。
【００４５】
　ＴＶ　ＷＳで、ＡＰ及びＳＴＡのような非許可装置は、一般的に、各々、６ＭＨｚ帯域
幅を有する３０個のチャネルを使用することができる。このようなチャネルを使用するた
めの前提条件に、特定希望チャネル（ｃｅｒｔａｉｎ　ｄｅｓｉｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ
）が許可されたユーザによって占有されてはならない。
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【００４６】
　許可されたユーザにより使用中である各チャネル３２ａ、３２ｂは６ＭＨｚ帯域幅を有
すると仮定する。既存ＩＥＥＥ８０２．１１標準でＳＴＡは、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、及
び２０ＭＨｚのうち少なくとも一つをサポートするため、ＡＰ及びＳＴＡは、基準チャネ
ル帯域幅として５ＭＨｚを有するようになる。従って、ＡＰ及びＳＴＡは、５ＭＨｚを基
準帯域幅と認識することによって、ＷＳチャネルが連続的に占有されていない程度によっ
て１０ＭＨｚまたは２０ＭＨｚチャネル帯域幅をサポートすることができる。
【００４７】
　ここで、送信チャネルとは、特定周波数帯域でフレームまたは無線信号を送信するため
に非許可装置により使用中である物理的無線リソースを意味する。
【００４８】
　ＴＶ　ＷＳで中心帯域３１をＳＴＡが使用することができ、その両側の隣接チャネル（
ａｄｊａｃｅｎｔ　ｃｈａｎｎｅｌｓ）３２ａ、３２ｂを許可されたユーザが使用中であ
ると仮定し、中心帯域３１が送信チャネルの帯域幅であると仮定する。
【００４９】
　ＳＴＡは、使用中である送信チャネル３１と隣接するＷＳチャネル３２ａ、３２ｂで許
可されたユーザの信号が感知されると、送信チャネル３１の送信パワーを減らさなければ
ならない。許可されたユーザとの干渉を緩和させるためである。例えば、ＳＴＡの最大送
信パワーは１００ｍＷであるが、隣接ＷＳチャネル３２ａ、３２ｂを許可されたユーザが
使用中である場合、最大送信パワーは４０乃至５０ｍＷに制限されることができる。この
ような送信パワー制限（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔ）のため
、広い帯域幅を有する送信チャネルを使用することがより高い処理率（ｔｈｒｏｕｇｈｐ
ｕｔ）を得ることに直結するものではない。場合によっては、比較的狭い帯域幅の送信チ
ャネルを使用する代わりに高い送信パワーで送信することがより効率的である。
【００５０】
　反面、広い帯域幅を使用するが、送信パワーが低い場合には、カバレッジ（ｃｏｖｅｒ
ａｇｅ）が相対的に狭いため、ＳＴＡ及び／またはＡＰのような意図的受信者がフレーム
を受信することができない場合があり、ヒドンノード問題（ｈｉｄｄｅｎ　ｎｏｄｅ　ｐ
ｒｏｂｌｅｍ）を発生させることができる。従って、意図的受信者がフレームを受信する
ことができない場合、送信パワーを高めて再送信する方法や意図的受信者の通信実行環境
によって適切な周波数帯域幅及び送信パワーを決定して送信する方法が要求される。
【００５１】
　以下、前記のような問題を解決するために、ＡＰ及び／またはＳＴＡが使用することが
できる周波数帯域の状態及び送信されたフレームの受信成功可否などによって送信チャネ
ルの帯域幅を調節する方法を提案する。併せて、送信チャネルの帯域幅による送信パワー
の制限値を調節することができる。
【００５２】
　以下、説明する本発明の実施例によると、ＳＴＡ及び／またはＡＰが使用する送信チャ
ネルの帯域幅は５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、２０ＭＨｚと開示されており、また、正常な最大
送信パワーは１００ｍＷ、制限された最大送信パワーは４０ｍＷと開示されているが、こ
れは例示に過ぎない。また、説明の便宜のために、ＳＴＡがＡＰにフレームを送信する状
況に限定して説明するが、これは例示に過ぎず、ＡＰがＳＴＡに送信する場合または複数
のＳＴＡが独立ＢＳＳでフレームを送信する状況にも適用されることができる。
【００５３】
　図４は、本発明の実施例が適用されることができる無線ＬＡＮ通信の一例を示す。
【００５４】
　図４を参照すると、ＳＴＡは、データフレーム４１０を送信チャネル３個（ＣＨ２、Ｃ
Ｈ３、ＣＨ４）にかけてＡＰに送信する。隣接チャネルを許可されたユーザ（ｉｎｃｕｍ
ｂｅｎｔ　ｕｓｅｒ）が使用中であるため、最大送信パワーが制限されて４０ｍＷで送信
されると仮定する。
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【００５５】
　ＡＰがデータフレーム４１０を正常に受信すると、受信確認フレーム（Ａｃｋｎｏｗｌ
ｅｄｇｅｍｅｎｔ　Ｆｒａｍｅ；ＡＣＫフレーム）をＳＴＡに送信する。
【００５６】
　然しながら、前記制限された送信パワーのためＡＰがデータフレーム４１０を受信する
ことができない場合がある。即ち、データフレーム４１０が送信中に損失（ｍｉｓｓ）さ
れることである。
【００５７】
　データフレーム４１０の損失のため、ＡＰはＡＣＫフレームを送信することができず、
ＳＴＡはＡＣＫフレームを受信することができない（４２０）。
【００５８】
　ＳＴＡは、特定時間中にＡＰからＡＣＫフレームを受信することができない場合、デー
タフレームを再送信することができる（４３０）。データフレームを再送信する以前に周
波数帯域使用のために特定時間中ランダムバックオフ（ｒａｎｄｏｍ　ｂａｃｋｏｆｆ）
を実行することができる。
【００５９】
　データフレームを再送信する場合、ＡＰが受信することができるように送信パワーを高
めて送信することができる。ただし、許可されたユーザに対する干渉を防止するために、
送信チャネルの帯域幅を減らす。即ち、許可されたユーザが使用するチャネルＣＨ１、Ｃ
Ｈ５に隣接するチャネルＣＨ２、ＣＨ４を除いたチャネルＣＨ３を送信チャネルとして使
用することである。
【００６０】
　チャネルＣＨ３を介して再送信フレームを使用すると、ＡＰは、再送信されたデータフ
レームを受信することができ、ＡＣＫフレームをＳＴＡに送信することができる（４４０
）。
【００６１】
　許可されたユーザに対する干渉を緩和し（ｍｉｔｉｇａｔｅ）、ＷＳ帯域をより効率的
に使用するために、ＳＴＡは送信チャネルの帯域幅を柔軟に調節する必要がある。また、
送信チャネルの帯域幅だけでなく、送信パワーを調節することができる方法が必要である
。
【００６２】
　本発明の実施例は、ＳＴＡがデータフレームの送信時に使用する送信チャネルの帯域幅
を調節するメカニズムを提供する。
【００６３】
　本発明の実施例は、送信帯域幅及び／または送信パワーを調節してデータフレームを送
信または再送信する方法に適用されることができる。
【００６４】
　図５は、本発明の実施例によるチャネル接近要求方法を示す流れ図である。ＳＴＡ５１
０は、チャネル接近を要求するためにＲＴＳ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｔｏ　Ｓｅｎｄ）フレー
ムをＡＰ５２０に送信する（Ｓ５１０）。
【００６５】
　ＲＴＳフレームは、ＳＴＡ５１０がデータフレーム送信のために使用する送信チャネル
（これを要求チャネル（ｒｅｑｕｅｓｔｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）という）の情報を指示
する送信チャネル要求フィールドを含むことができる。各ＲＴＳフレームは、各要求チャ
ネル上に送信されることができる。送信チャネル要求フィールドは、要求チャネルの帯域
幅に対する情報を含み、該当送信チャネルの帯域幅使用時の最大送信パワー情報がさらに
含まれることができる。
【００６６】
　要求チャネルの帯域幅は、ＳＴＡ５１０が実行する周波数帯域センシング結果に基づい
て、または該当周波数帯域に対する許可されたユーザの使用と関連するデータベース情報
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に基づいて、または前記二つの方式の組合せに基づいて決定されることができる。
【００６７】
　ＲＴＳフレームを受信したＡＰ５２０は、要求チャネルが使用可能かどうかを決定する
。ＲＴＳフレームを受信する以前に送信チャネルが休止（ｉｄｌｅ）すると、要求チャネ
ルは使用可能である。または、送信チャネルの使用可能可否は、許可されたユーザ（ｉｎ
ｃｕｍｂｅｎｔ　ｕｓｅｒ）に周波数使用の優先権が付与された通信環境で実行されるス
ペクトラムセンシング結果に基づいて決定されることができる。
【００６８】
　ＡＰ５２０は、要求フレームに対する応答としてＣＴＳ（Ｃｌｅａｒ　Ｔｏ　Ｓｅｎｄ
）フレームをＳＴＡ５１０に送信する。ＣＴＳフレームにはＳＴＡ５１０が使用しようと
する要求チャネル帯域幅の使用を承認（ａｃｃｅｐｔ）するかどうかに対する指示情報を
指示する状態コードフィールド（ｓｔａｔｕｓ　ｃｏｄｅ　ｆｉｅｌｄ）が含まれること
ができる。状態コードフィールドが要求チャネル帯域幅の使用承認を指示する場合、ＳＴ
Ａ５１０は該当帯域幅を使用してデータフレームをＡＰ５２０に送信する。
【００６９】
　ＣＴＳフレームは、ＳＴＡ５１０が使用可能な送信チャネル（これを応答チャネル（ｒ
ｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）という）を応答（ｒｅｓｐｏｎｄ）するフィール
ドを含むことができる。応答帯域幅は、状態コードフィールドが要求チャネル帯域幅の使
用拒絶（ｄｅｎｙ）を指示する場合、ＣＴＳフレームに含まれることができる。または、
ＣＴＳフレームは送信されるチャネルの帯域幅に関する情報を含むことができる。ＣＴＳ
フレームは、ＲＴＳフレームから特定された帯域幅で送信されることができる。応答チャ
ネルは要求チャネルのうち一つである。従って、応答チャネルの帯域幅は要求チャネルの
帯域幅より狭い。
【００７０】
　図６は、図５の実施例に使われるＲＴＳフレームのフォーマットの一例を示す。
【００７１】
　ＲＴＳフレーム６００は、フレームの類型（ｔｙｐｅ）を指示するフレーム制御フィー
ルド６１０、全体フレーム交換手順中無線媒体を使用する時間を指示する持続時間フィー
ルド６２０、ＲＴＳフレーム６００を受信する無線装置のＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）住所を指示する受信者住所フィールド６３０、及びフレーム送
受信時に発生するエラー検出（ｅｒｒｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）及び訂正（ｃｏｒｒｅ
ｃｔｉｏｎ）時に使われるＦＣＳ（Ｆｒａｍｅ　Ｃｈｅｃｋ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）フィー
ルド６６０を含む。送信者住所フィールド６４０はＲＴＳフレーム６００を送信する無線
装置のＭＡＣ住所を指示する。
【００７２】
　また、ＲＴＳフレーム６００は、ＳＴＡ５１０が使用しようとする要求チャネルに関す
る情報を指示する送信チャネル要求フィールド６５０を含む。送信チャネル要求フィール
ド６５０は、要求帯域幅サブフィールド６５１及びパワー制限（ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｓｔ
ｒａｉｎｔ）サブフィールド６５２を含むことができる。
【００７３】
　要求帯域幅サブフィールド６５１は、使用しようとする要求チャネルの帯域幅を指示す
る。例えば、４個の要求チャネルを介して各々４個のＲＴＳフレームが送信されると仮定
する。各要求チャネルの帯域幅が２０ＭＨｚの場合、要求帯域幅サブフィールド６５１は
８０ＭＨｚを指示する。ＩＥＥＥ８０２．１１無線ＬＡＮシステムで無線装置が使用する
ことができるチャネルの帯域幅は、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、２０ＭＨｚまたは４０ＭＨｚ
の四つの値であるため、要求帯域幅サブフィールド６５１は２ビット（ｂｉｔ）の大きさ
を有することができる。ただし、無線装置が選択することができるチャネルの帯域幅値に
よって要求帯域幅サブフィールド６５１の大きさは変わることができる。ＡＰ５２０は、
ＲＴＳフレーム６００の要求帯域幅サブフィールド６５１が指示する送信チャネルの帯域
幅を、ＳＴＡ５１０が使用しようとする帯域幅値であると認識し、該当帯域幅の使用可否
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を決定することができる。
【００７４】
　パワー制限サブフィールド６５２は、要求帯域幅サブフィールド６５１が指示する帯域
幅または要求チャネルに対する最大送信パワーを指示する。
【００７５】
　図７は、図５の実施例に使われるＣＴＳフレームのフォーマットの一例を示す。
【００７６】
　ＣＴＳフレーム７００は、フレーム制御フィールド７１０、持続時間フィールド７２０
、受信者住所フィールド７３０、ＦＣＳフィールド７６０、及び送信チャネル制御フィー
ルド７５０を含む。
【００７７】
　送信チャネル制御フィールド７５０は、ＳＴＡ５１０が使用することができる応答チャ
ネルまたはＣＴＳフレーム７００が送信される応答チャネルに関する制御情報を指示する
。送信チャネル制御フィールド７５０は、ＲＴＳフレームにより要求される要求チャネル
の使用可否を示す状態コード（ｓｔａｔｕｓ　ｃｏｄｅ）サブフィールド７５１及びＳＴ
Ａ５１０が使用するように推薦する送信チャネルの帯域幅を指示する応答帯域幅（ｒｅｓ
ｐｏｎｄｉｎｇ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）サブフィールド７５２を含むことができる。
【００７８】
　状態コードサブフィールド７５１が、ＳＴＡ５１０が要求したチャネルに対して許容す
る（ａｃｃｅｐｔ）ことを指示する場合、応答帯域幅サブフィールド７５２が指示する帯
域幅は要求帯域幅サブフィールド６５１が指示する帯域幅と同じに設定されることができ
る。
【００７９】
　応答帯域幅サブフィールド７５２は、使用することができる応答チャネルの帯域幅値を
指示する。この時、デフォルト（ｄｅｆａｕｌｔ）値として５ＭＨｚ帯域幅を指示するよ
うに設定されることができる。また、応答帯域幅サブフィールド７５２は、複数個のチャ
ネルに対する帯域幅を指示することもある。
【００８０】
　応答帯域幅サブフィールド７５２は、ＣＴＳフレームが送信される応答チャネルの帯域
幅を指示する。例えば、２個の応答チャネルを介して各々２個のＣＴＳフレームが送信さ
れると仮定する。各応答チャネルの帯域幅が２０ＭＨｚの場合、応答帯域幅サブフィール
ド７５２は４０ＭＨｚを指示する。
【００８１】
　送信チャネル制御フィールド７５０は、応答帯域幅サブフィールド７５２が指示する帯
域幅使用時に使用することができる最大送信パワーを指示するパワー制限サブフィールド
７５３をさらに含むことができる。
【００８２】
　従って、ＳＴＡ５１０は、ＣＴＳフレーム７００をＡＰ５２０から受信すると、使用し
ようとする周波数帯域幅の使用可否を状態コードサブフィールド７５１を介して確認し、
使用可能の場合に該当周波数帯域を使用する。もし、状態コードサブフィールド７５１が
使用要求に対して拒絶することを指示すると、他の周波数帯域幅を使用する。
【００８３】
　ＳＴＡ５１０は、ＣＴＳフレーム７００が受信された応答チャネルの帯域幅を使用する
ことができる。
【００８４】
　ＲＴＳフレーム６００の持続時間フィールド６２０が指示する時間中、ＳＴＡ５１０が
含まれているＢＳＳで要求帯域幅サブフィールド６５１が指示する帯域幅に対してＮＡＶ
（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）が設定される。同様に、ＣＴ
Ｓフレーム７００の持続時間フィールド７２０が指示する時間中、ＡＰ５２０が含まれて
いるＢＳＳで応答帯域幅サブフィールド７５２が指示する帯域幅に対してＮＡＶが設定さ
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れる。
【００８５】
　送信チャネル要求フィールド６５０及び／または送信チャネル制御フィールド７５０は
別途のフィールドでない持続時間フィールド６２０、７２０の予備ビット（ｒｅｓｅｒｖ
ｅｄ　ｂｉｔ）を活用して具現されることができる。即ち、持続時間フィールド６２０、
７２０が占める１６ビットのうちＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）
であるビット１４及びビット１５の２ビットを使用し、各々使用を要求する帯域幅及び推
薦する帯域幅の値を指示することができる。従って、ＳＴＡ及びＡＰは、使用する送信チ
ャネルに対する要求－応答メカニズムの実行が可能である。
【００８６】
　以上で説明した例示とは異なって、ＳＴＡ５１０とＡＰ５２０の要求－応答フレーム送
受信メカニズムにおいて、ＲＴＳフレーム及びＣＴＳフレームを新たな管理フレーム（ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｆｒａｍｅ）として定義して使用することができる。
【００８７】
　図８は、本発明の他の実施例によるデータフレーム送信方法を示す。
【００８８】
　ＡＰは、ＣＴＳ－ｔｏ－ｓｅｌｆフレームを送信する（Ｓ８１０）。ＣＴＳ－ｔｏ－ｓ
ｅｌｆフレームは、ＣＴＳフレームを送る装置の住所を指示する受信者住所フィールド７
３０を含むＣＴＳフレーム７００である。
【００８９】
　ＡＰがデータフレームを送信すると、ＳＴＡは、送信チャネル制御フィールドに含まれ
たチャネル帯域幅とパワー制限を用いてデータフレームを受信することができる（Ｓ８２
０）。
【００９０】
　ＡＰまたはＳＴＡは、ＣＴＳ－ｔｏ－ｓｅｌｆフレームを送信し、別途の要求がなくて
も帯域幅を調節することができる。
【００９１】
　図９は、本発明の他の実施例によるデータフレーム送信方法を示す。
【００９２】
　ＳＴＡは、帯域幅スイッチを要求する帯域幅スイッチ要求フレーム（ｂａｎｄｗｉｄｔ
ｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｒａｍｅ）を送信する（Ｓ９１０）。
【００９３】
　ＡＰは、帯域幅スイッチ要求フレームに対する応答として帯域幅スイッチ応答フレーム
（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｒａｍｅ）を送信する（Ｓ
９２０）。
【００９４】
　図１０及び図１１は、帯域幅スイッチ要求フレーム及び帯域幅スイッチ応答フレームの
フォーマットを示すブロック図である。
【００９５】
　帯域幅スイッチ要求フレーム１０００は、該当フレームの類型または名称を指示するカ
テゴリ（ｃａｔｅｇｏｒｙ）フィールド１０１０、該当フレームの動作を指示するアクシ
ョン（ａｃｔｉｏｎ）フィールド１０２０、フレームを受信する無線装置のＭＡＣ住所を
指示する受信者住所フィールド１０３０、及びフレームを送信する無線装置のＭＡＣ住所
を指示する送信者住所フィールド１０４０を含む。また、帯域幅スイッチ要求フレーム１
０００は、ＳＴＡが使用しようとする送信チャネルの帯域幅を指示する要求帯域幅フィー
ルド１０５０を含む。これは前述したＲＴＳフレーム６００の要求帯域幅フィールド６５
１と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００９６】
　帯域幅スイッチ応答フレーム１１００は、カテゴリフィールド１１１０、アクションフ
ィールド１１２０、受信者住所フィールド１１３０、及び送信者住所フィールド１１４０
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を含む。また、帯域幅スイッチ応答フレーム１１００は、送信された要求帯域幅フィール
ド１０５０が指示する送信チャネル帯域幅の使用可否を示す状態コードフィールド１１５
０、ＳＴＡ５１０が使用するように推薦する送信チャネルの帯域幅を指示する応答帯域幅
（Ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）フィールド１１６０を含むことができる
。
【００９７】
　追加的に応答帯域幅フィールド１１６０が指示する帯域幅を使用する場合、データフレ
ームの送信時に使用することができる最大送信パワーを指示するパワー制限フィールド１
１７０をさらに含むことができる。前記開示された３つのフィールドは、各々、前述した
ＣＴＳフレーム７００の状態コードサブフィールド７５１、応答帯域幅サブフィールド７
５２、及びパワー制限サブフィールド７５３と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００９８】
　図１２は、本発明の他の実施例による帯域幅調節方法を示す流れ図である。
【００９９】
　ＡＰ１２２０は、使用しようとする送信チャネル帯域幅に関する情報を含む帯域幅スイ
ッチ通報フレーム（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ　ｆ
ｒａｍｅ）をＳＴＡ１２１０に送信する（Ｓ１２１０）。ＳＴＡ１２１０は、前記送信チ
ャネル帯域幅を使用してデータフレームを送信する（Ｓ１２２０）。図１２はＡＰ１２２
０により送信される帯域幅スイッチ通報フレームを例示しているが、これとは異なってＳ
ＴＡ１２１０が帯域幅スイッチ通報フレームを送信し、データフレームを送信する場合も
適用可能である。
【０１００】
　図１３は、図１２の実施例に使われる帯域幅スイッチ通報フレームのフォーマットを示
すブロック図である。
【０１０１】
　帯域幅スイッチ通報フレーム１３００は、該当フレームの類型または名称を指示するカ
テゴリフィールド１３１０、該当フレームの動作を指示するアクションフィールド１３２
０、使用しようとする送信チャネル帯域幅を指示する帯域幅スイッチ通報要素（ｂａｎｄ
ｗｉｄｔｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ　ｅｌｅｍｅｎｔ）フィールド１
３３０、送信チャネル帯域幅で使われるパワー制限を指示するパワー制限フィールド１３
４０を含む。
【０１０２】
　帯域幅スイッチ通報要素フィールド１３３０は、該当フィールドが帯域幅スイッチ通報
要素フィールドであることを指示する要素ＩＤサブフィールド１３３１、帯域幅スイッチ
通報要素フィールド１３３０の長さを指示する長さサブフィールド１３３２、帯域幅スイ
ッチ通報フレームを受信したＳＴＡ５１０の動作の制限可否に対してシグナリングする帯
域幅スイッチモード１３３３サブフィールド、使用しようとする送信チャネルの帯域幅を
指示するターゲット帯域幅サブフィールド１３３４、ターゲット帯域幅サブフィールド１
３３４が指示する送信チャネル帯域幅を使用することができる時点を指示する帯域幅スイ
ッチカウント（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｓｗｉｔｃｈ　ｃｏｕｎｔ）サブフィールド１３３
５を含む。
【０１０３】
　ＡＰ１２２０がＳＴＡ１２１０に送信する帯域幅スイッチ通報フレーム１３００は、別
途の管理フレームとして定義されることができる。または、ビーコンフレーム（ｂｅａｃ
ｏｎ　ｆｒａｍｅ）またはプローブ応答フレーム（ｐｒｏｂｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｒ
ａｍｅ）が帯域スイッチ通報フレーム１３００として使われることができる。
【０１０４】
　よく知られているように、ビーコンフレームはビーコン間隔（ｂｅａｃｏｎ　ｉｎｔｅ
ｒｖａｌ）毎に周期的にブロードキャストされる。ビーコンフレームを用いると、送信チ
ャネル帯域幅を送信間隔内で半静的に（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）調節することができる
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。
【０１０５】
　図１４は、ビーコンフレームに含まれる帯域幅運営情報の一例を示す。
【０１０６】
　ビーコンフレームには、帯域幅スイッチフィールド（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｓｗｉｔｃ
ｈ　ｆｉｅｌｄ）１４００が含まれる。帯域幅スイッチフィールド１４００は、帯域幅ス
イッチ情報であることを指示する要素ＩＤフィールド１４１０、帯域幅スイッチフィール
ドの長さを指示する長さフィールド１４２０、及び各送信チャネルに対する運営情報を指
示する少なくとも一つの送信チャネル帯域幅ベクトル（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｖｅｃｔｏｒ）フィールド１４３０、１４４０、１４
５０を含む。ここでは、３個の送信チャネル帯域幅ベクトルが帯域幅スイッチフィールド
１４００に含まれているが、一つまたはその以上の送信チャネル帯域幅ベクトルが帯域幅
スイッチフィールド１４００に含まれることができる。
【０１０７】
　送信チャネル帯域幅ベクトルフィールド１４３０は、送信チャネル帯域幅サブフィール
ド１４３１、動作オフセット（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆｆｓｅｔ）サブフィールド１４
３２、動作区間（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）サブフィールド１４３３、及
び動作間隔（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）サブフィールド１４３４を含む。
【０１０８】
　送信チャネル帯域幅サブフィールド１４３１は、使用可能な送信チャネル帯域幅を指示
する。
【０１０９】
　動作オフセットサブフィールド１４３２は、該当する帯域幅に動作される開始時点を指
示する。
【０１１０】
　動作区間サブフィールド１４３３は、該当する帯域幅に動作される動作区間の持続時間
を指示する。
【０１１１】
　動作間隔サブフィールド１４３４は、該当する帯域幅に動作される持続時間が過ぎた後
、再び新たな動作区間が開始される間隔を指示する。動作区間サブフィールド１４３３と
動作間隔サブフィールド１４３４を用いて一つの動作周期（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｃｙｃ
ｌｅ）が定義される。
【０１１２】
　図１５は、本発明の一実施例で具現されることができる動作の一例を示す。説明の便宜
のために、ＷＳ周波数帯域で運営される一例を開示して説明する。空いている周波数帯域
の両側を使用する許可されたユーザのため使用可能な送信チャネル帯域幅は最大１０ＭＨ
ｚであると仮定する。
【０１１３】
　ビーコンフレームは周期的に送信され、送信チャネル帯域幅ベクトルフィールド１４３
０を含む。送信チャネル帯域幅ベクトルフィールド１４３０内の送信チャネル帯域幅サブ
フィールド１４３１は５ＭＨｚの帯域幅を指示すると仮定する。
【０１１４】
　ビーコンフレームを受信した後、ＳＴＡは、送信チャネル帯域幅ベクトルフィールド１
４３０内の動作オフセットサブフィールド１４３２が指示する時点で５Ｍｈｚの帯域幅を
使用する動作区間が開始される。
【０１１５】
　動作区間サブフィールド１４３３の持続時間中に動作区間は持続され、持続時間が経過
すると、ＳＴＡは、動作間隔サブフィールド１４３４が指示する持続時間中に１０ＭＨｚ
の帯域幅を使用する。
【０１１６】
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　ビーコン間隔内でＴＤＭ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）
方式の帯域幅調節をサポートし、このような送信チャネル帯域幅調節情報をビーコンフレ
ームに含ませて送信するために、ビーコンフレームが送信チャネル帯域幅ベクトルフィー
ルド１４３０内の送信チャネル帯域幅サブフィールド１４３１が指示する帯域幅と同じ帯
域幅に送信されることができる。
【０１１７】
　一方、ＳＴＡは、ＡＰによりデータフレームであるＰＰＤＵフレーム（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）の送信時に使用する送信チャネルの帯域幅
及び送信パワーに対する情報がシグナリングされたとしても、データフレームの特定部分
はＡＰの成功的な受信をより高い水準に保障する必要がある。即ち、ＡＰ及び／またはＳ
ＴＡが送信するＰＰＤＵフレームのＰＬＣＰ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）ヘッダ（ｈｅａｄｅｒ）が低い送信パワーで送信
されると、ＡＰ及び／またはＳＴＡのカバレッジ境界（ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｅｄｇｅ）で
他のＡＰ及び／またはＳＴＡが該当ＰＬＣＰヘッダを受信することができない場合がある
。このため、ＡＰ及び／またはＳＴＡは、正確なＣＣＡ検出（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｌｅａ
ｒ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）をすることができない場合がある。
【０１１８】
　図１６は、無線ＬＡＮにおけるＰＰＤＵフレームのフォーマットを示す。これはＩＥＥ
ＥＰ８０２．１１－２００７“Ｐａｒｔ　１１：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ｍｅｄｉｕ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ
（ＰＨＹ）　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ”の１７．３．２節を参照することができる
。
【０１１９】
　ＰＰＤＵフレーム１６００は、ＰＬＣＰ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）プリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）１６１０、シグナルフィ
ールド（ｓｉｇｎａｌ　ｆｉｅｌｄ）１６２０、及びデータフィールド１６３０を含む。
【０１２０】
　ＰＬＣＰプリアンブル１６１０は、ＰＰＤＵフレームのシンボル（ｓｙｍｂｏｌ）及び
タイミング同期（ｔｉｍｉｎｇ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）を合わせるためのト
レーニングシーケンス（ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を含む。
【０１２１】
　シグナルフィールド１６２０は、ＰＬＣＰヘッダ１６０のレートフィールド１６２１、
予備フィールド１６２２、長さフィールド１６２３、パリティフィールド１６２４、及び
テールフィールド１６２５を含む。また、シグナルフィールド１６２０は、一つのＯＦＤ
Ｍ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）シンボル（ｓｙｍｂｏｌ）で送信されることができる。
【０１２２】
　レートフィールド１６２１は、データレート（ｄａｔａ　ｒａｔｅ）を指示する。
【０１２３】
　長さフィールド１６２３は、ＭＡＣ階層が物理階層に送信するように現在要求している
ＰＳＤＵ１６３２、送信されるＰＰＤＵフレーム１６００、またはデータフィールド１６
３０のオクテット（ｏｃｔｅｔｓ）数を指示することができる。
【０１２４】
　パリティフィールド１６２４は、データのエラーを防止するためのパリティビットを指
示するフィールドである。
【０１２５】
　データフィールド１６３０は、ＰＬＣＰヘッダ１６０のサービスフィールド１６３１、
ＰＳＤＵ１６３２、及びテールフィールド１６３３を含む。また、データフィールド１６
３０は、ＰＰＤＵフレーム１６００のオクテット（ｏｃｔｅｔ）を合わせるためのパッド
（ｐａｄ）フィールド１６３４をさらに含むことができる。サービスフィールド１６３１
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は、スクランブラの初期化に使われる。
【０１２６】
　無線ＬＡＮシステムにおけるＳＴＡ及び／またはＡＰが送信及び／または受信するフレ
ームは、前記のようなＰＰＤＵフレーム１６００の形態を有する。ＰＰＤＵフレーム１６
００は複数のＯＦＤＭシンボルを介して送信される。
【０１２７】
　前述のようにデータフレームの送信時に使用する送信チャネル帯域幅がシグナリングさ
れたとしても、前記帯域幅を使用時に送信パワーが制限されることができる。この時、Ｓ
ＴＡ及び／またはＡＰはＰＬＣＰヘッダ（より詳しくは、ＰＰＤＵフレーム構造上シグナ
ルフィールド）を受信することができない場合がある。従って、以下、シグナリングされ
た送信チャネル帯域幅を使用してデータフレームを送信することにおいて、ＰＬＣＰヘッ
ダは基本送信チャネル（５ＭＨｚ帯域幅）を使用して最大送信パワーで送信されることを
最大限保障することができる方法を提示する。
【０１２８】
　図１７は、本発明の実施例によるデータフレーム送信方法を示す。ここでのデータフレ
ームは、無線ＬＡＮシステムの物理階層で送信されるＰＰＤＵフレームを意味する。
【０１２９】
　ＰＰＤＵフレームのＰＬＣＰヘッダとデータフィールドは、互いに異なる周波数帯域で
互いに異なる送信パワーを用いて送信されることができる。ＰＬＣＰヘッダの送信のため
に使用する周波数帯域を第１の送信チャネル１７１０といい、データフィールドの送信の
ために使用する周波数帯域を第２の送信チャネル１７２０という。
【０１３０】
　第１の送信チャネル１７１０の帯域幅は固定されるが、第２の送信チャネル１７２０の
帯域幅は可変的である。第１の送信チャネル１７１０の帯域幅は第２の送信チャネル１７
２０の帯域幅より小さい。第１の送信チャネル１７１０の帯域幅は５ＭＨｚに固定される
ことができる。これは第１の送信チャネル１７１０を介してＰＬＣＰヘッダを送信する時
に最大送信パワーを最大限保障するためである。
【０１３１】
　第２の送信チャネル１７２０は、ＳＴＡ及び／またはＡＰが実行したスペクトラムセン
シング結果を介して、またはＤＢ接続を介して知るようになった空いている周波数帯域の
特定帯域幅値を有することができる。
【０１３２】
　また、第２の送信チャネル１７２０は、前述した図５乃至図１５でシグナリングされた
送信チャネルの帯域幅を有することができる。
【０１３３】
　図５乃至図７を参照すると、ＲＴＳ－ＣＴＳフレームの送受信によりデータフレームの
送信チャネル帯域幅がシグナリングされる場合、状態コード７５１が許容することを指示
すると、第２の送信チャネルの帯域幅は送信チャネル要求フィールド６５０の要求帯域幅
サブフィールド６５１が指示する帯域幅である。状態コード７５１が拒絶することを指示
すると、第２の送信チャネルの帯域幅は送信チャネル制御フィールド７５０の応答帯域幅
サブフィールド７５２が指示する帯域幅である。
【０１３４】
　図８を参照すると、ＣＴＳ－ｔｏ－Ｓｅｌｆフレームの送信チャネル制御フィールドが
指示する帯域幅値が第２の送信チャネルの帯域幅になることができる。
【０１３５】
　図９乃至図１１を参照すると、帯域幅スイッチ要求フレーム及び帯域幅スイッチ応答フ
レームの送受信により送信チャネル帯域幅がシグナリングされる場合、状態コード１１５
０が許容することを指示すると、第２の送信チャネルの帯域幅は要求帯域幅フィールド１
０５０が指示する帯域幅である。状態コード１１５０が拒絶することを指示すると、第２
の送信チャネルの帯域幅は応答帯域幅フィールド１１６０が指示する帯域幅である。
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【０１３６】
　図１２及び図１３を参照すると、送信チャネル帯域幅が帯域幅スイッチ通報フレームを
送信することによってシグナリングされる場合、第２の送信チャネルの帯域幅はターゲッ
ト帯域幅サブフィールド１３３４が指示する帯域幅である。
【０１３７】
　図１４及び図１５を参照すると、ビーコンフレームにチャネル帯域幅ベクトルフィール
ドを含んで送信チャネルの帯域幅がシグナリングされる場合、第２の送信チャネルの帯域
幅は、各チャネル帯域幅ベクトルフィールド１４３０、１４４０、１４５０の各チャネル
帯域幅サブフィールドが指示する帯域幅である。
【０１３８】
　図１７を参照すると、ＳＴＡ及び／またはＡＰは中心周波数（ｆｃ）を基準に５ＭＨｚ
帯域幅を有する第１の送信チャネル１７１０を介してＰＬＣＰプリアンブル１８１０とＰ
ＬＣＰヘッダ１８０（より具体的に、シグナルフィールド１８２０）が送信される。
【０１３９】
　第１の送信チャネル１７１０の帯域幅と同じ、或いはより広い帯域幅を有する第２の送
信チャネル１７２０を介してデータフィールド１８３０が送信される。第２の送信チャネ
ル１７２０の帯域幅は５の倍数であり、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、２０ＭＨｚまたはその以
上である。
【０１４０】
　ＳＴＡ及び／またはＡＰはより高い帯域幅を使用することができるとしても、ＰＬＣＰ
ヘッダ１８０を送信する時には５ＭＨｚ帯域幅に制限される。ＰＬＣＰヘッダ１８０の送
信時には使用することができる最大の送信パワーで送信し、受信者の成功的な受信を保障
するためである。
【０１４１】
　第１の送信チャネル１７１０の帯域幅と第２の送信チャネル１７２０の帯域幅が相違す
るため、送信パワーが互いに相違することができる。例えば、ＰＬＣＰヘッダ１８０に対
する送信パワーは１００ｍＷであり、データフィールド１８３０に対する送信パワーは４
０ｍＷである。
【０１４２】
　受信者が送信者のカバレッジ境界に位置すると、受信者はＰＬＣＰヘッダ１８０は受信
することができるが、データフィールド１８３０はチャネルで信号が感知されないため受
信することができない場合がある。ただし、受信者は信号が感知されないとしても、ＰＬ
ＣＰヘッダ１８０のフレーム長さ情報を用いて第２の送信チャネル１７２０が使用中であ
ることを知ることができる。
【０１４３】
　ＰＬＣＰヘッダ１８０とデータフィールド１８３０との間には転移間隔（ｔｒａｎｓｉ
ｔｉｏｎ　ｇａｐ）１７３０が配置されることができる。転移間隔１７３０は、第１の送
信チャネル１７１０と第２の送信チャネル１７２０のサンプリング周波数（ｓａｍｐｌｉ
ｎｇ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）及びサンプリングレート（ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｒａｔｅ）が
変わるため、受信者が広くなった帯域幅に合うチューニング（ｔｕｎｉｎｇ）をするため
の間隔（ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｇａｐ）１７３０である。もし、受信者のサンプリング
レートが最大サポート可能なサンプリングレートに動作すると、該当転移区間が必要でな
い場合もある。
【０１４４】
　図１８は、本発明の実施例によるＰＰＤＵフレームフォーマットを示すブロック図であ
る。
【０１４５】
　ＰＰＤＵフレーム１８００は、ＰＬＣＰプリアンブル１８１０、シグナル（ｓｉｇｎａ
ｌ）フィールド１８２０、及びデータ（ｄａｔａ）フィールド１８３０を含む。
【０１４６】
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　ＰＬＣＰプリアンブル１８１０は同期化のために使われる。無線ＬＡＮシステムにおい
て送信者と受信者との間の多様なタイマ同期を合わせる１２個のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ）シンボル（ｓｙ
ｍｂｏｌ）からなっており、このうち１０個シンボルは短いトレーニングシンボル（ｓｈ
ｏｒｔ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｓｙｍｂｏｌ）であり、残りの２個は長いトレーニングシン
ボル（ｌｏｎｇ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｓｙｍｂｏｌ）である。
【０１４７】
　シグナルフィールド１８２０は、ＰＬＣＰヘッダ１８０のレートフィールド１８２１、
長さフィールド１８２２、パリティフィールド１８２３、テールフィールド１８２４、帯
域幅フィールド１８２５、及び送信パワーフィールド１８２６を含む。
【０１４８】
　レートフィールド１８２１、長さフィールド１８２２、パリティフィールド１８２３、
及びテールフィールド１８２４は、図１６に示すフィールド１６２１、１６２３、１６２
４、１６２５と機能が同様である。
【０１４９】
　帯域幅フィールド１８２５は第２の送信チャネル１７２０の帯域幅を指示する。ＰＬＣ
Ｐヘッダ１８０にデータフィールド１８３０の送信帯域幅である第２の送信チャネル１７
２０の帯域幅をシグナリング(ｓｉｇｎａｌｉｎｇ)すると、この情報によってＰＳＤＵ１
８３２の副搬送波間隔(ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ ｓｐａｃｉｎｇ)が決定される。
 
 
【０１５０】
　送信パワーフィールド１８２６は、第２の送信チャネル１７２０を使用する場合の送信
パワー制限を指示する。また、送信パワーフィールド１８２６が指示する最大送信パワー
値は、図５乃至図１５を参照して前述した実施例のパワー制限サブフィールド６５２、７
５３、パワー制限フィールド１１７０、１３４０が指示する最大送信パワーである。
【０１５１】
　データフィールド１８３０は、ＰＬＣＰヘッダ１８０のサービスフィールド１８３１、
ＰＳＤＵ１８３２、テールフィールド１８３３、及びパッドフィールド１８３４を含む。
ここでテールフィールド１８３３及びパッドフィールド１８３４は、図１６のテールフィ
ールド１６３３及びパッドフィールド１６３４と同じ機能を有する。
【０１５２】
　データフィールド１８３０は、データレートによってエンコーディングされ、送信前に
スクランブリングされる。
【０１５３】
　サービスフィールド１８３１は、ＰＬＣＰヘッダ１８０に含まれたフィールドであるが
、送信時にＰＰＤＵフレーム１８００のデータフィールド１８３０に含まれて送信される
。これはスクランブラを初期化するためである。
【０１５４】
　前記のＰＰＤＵフレーム１８００のフォーマットは例示に過ぎず、各フィールドの名称
や位置は変更されることができる。また、ＰＰＤＵフレーム１８００のあるフィールドは
省略されることができ、他のフィールドが追加されることもできる。
【０１５５】
　図１９は、本発明を具現する無線装置を示すブロック図である。無線装置１９００は、
ＳＴＡまたはＡＰの一部分であり、或いは送信者または受信者の一部分である。
【０１５６】
　無線装置１９００は、インターフェースユニット（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｕｎｉｔ）１
９１０及びプロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１９２０を含む。
【０１５７】
　インターフェースユニット１９１０は、プロセッサ１９２０と機能的に結合して他の無
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線装置との無線インターフェースを提供する。プロセッサ１９２０は、図２、図５、図６
、図７及び図１２の実施例で開示されたＳＴＡまたはＡＰの機能を具現する。プロセッサ
１９２０は帯域幅適応を実行することができる。
【０１５８】
　プロセッサ１９２０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／またはデータ
処理装置を含むことができる。メモリは、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）
、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、メモリカ
ード、格納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。実施例がソフトウェアで
具現される時、前述した技法は前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能など）で
具現されることができる。モジュールは、メモリに格納され、プロセッサ１９２０により
実行されることができる。メモリは、プロセッサ１９２０の内部または外部にあり、よく
知られた多様な手段でプロセッサ１９２０と連結されることができる。
【０１５９】
　前述した例示的なシステムで、方法は一連のステップまたはブロックで順序図に基づい
て説明されているが、本発明はステップの順序に限定されるものではなく、あるステップ
は前述と異なるステップと異なる順序にまたは同時に発生することができる。また、当業
者であれば、順序図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれたり、或いは
順序図の一つまたはその以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であ
ることを理解することができる。

【図１】 【図２】

【図３】
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