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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）送信側装置から分散型制御のワイヤレス通信ネットワークを介してデータ送信を
受け取るステップであって、このデータ送信は、前記送信側装置との接続に対応し且つ通
信リソースの予約部分内で生じ、前記通信リソースの制御は前記ワイヤレス通信ネットワ
ークに属する装置の間で分担される、ステップと、
　（ｂ）前記予約部分とオーバーラップする隣接装置に対する前記通信リソースの割り当
てを含む干渉状態を検出するステップと、
　（ｃ）前記通信リソースの前記予約部分におけるオーバーラップ送信の存在を指示する
通知を前記送信側装置へ送信するステップであって、前記装置は直交周波数分割マルチプ
レクシング（ＯＦＤＭ）信号の形式でデータ送信を受信するステップと、
を含み、
　前記ステップ（ｃ）はさらに、前記ワイヤレス通信装置に対して前記通信リソースの非
オーバーラップ予約部分の指示を送信することを含むことを特徴とするワイヤレス通信装
置における方法。
【請求項２】
　前記干渉状態は、更に、前記送信側装置より高いプライオリティを有する隣接装置に対
して前記通信リソースの割り当てを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記干渉状態は、更に、確認を有する隣接装置に対して前記通信リソースの割り当てを
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含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ステップ（ｃ）は、非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの一部分
中に送信を送出することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの前記一部分は、周期的に発生す
るタイムスロットである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記周期的に発生するタイムスロットは、ビーコンスロットである、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記ステップ（ｃ）は、非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの一部分
中に利用性情報エレメント（ＡＩＥ）を送出することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＡＩＥは、複数のビットを含み、これら複数のビットの各々は、前記通信リソース
の対応部分の予約状態を指示する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ステップ（ｃ）は、更に、前記ワイヤレス通信装置に対する前記通信リソースのオ
ーバーラップする予約部分の指示を与える変更分散型予約プロトコル情報エレメント（Ｄ
ＲＰ　ＩＥ）を送信することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記変更ＤＲＰ　ＩＥは、対応する媒体アクセススロット（ＭＡＳ）の指示を除外する
ことにより前記通信リソースのオーバーラップする予約部分を指示する、請求項９に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記送信側装置から分散型予約プロトコル情報エレメント（ＤＲＰ　ＩＥ）を受け取る
ステップを更に備え、前記ＤＲＰ　ＩＥは、前記送信側装置からデータ送信を受け取るた
めに前記通信リソースの新たな部分を予約する、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＤＲＰ　ＩＥは、前記送信側装置からの非ペイロード送信に割り当てられた前記通
信リソースの第２部分の間に受け取られる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　非オーバーラップ予約部分の前記指示は、変更分散型予約プロトコル情報エレメント（
ＤＲＰ　ＩＥ）に含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記変更ＤＲＰ　ＩＥは、対応する媒体アクセススロット（ＭＡＳ）の指示を除外する
ことにより前記通信リソースのオーバーラップする予約部分を指示する、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　（ｄ）前記送信側装置からデータ送信を受け取るために前記通信リソースの新たな部分
を予約するステップ、
を更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ステップ（ｄ）は、前記通信リソースの新たな部分を指示する分散型予約プロトコ
ル情報エレメント（ＤＲＰ　ＩＥ）を前記送信側装置から受け取ることを含む、請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　送信側装置から分散型制御のワイヤレス通信ネットワークを介してデータ送信を受け取
るように構成された受信器であって、前記データ送信は、前記送信側装置との接続に対応
し且つ通信リソースの予約部分内で生じ、前記通信リソースの制御が前記ワイヤレス通信
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ネットワークに属する装置間で分担される受信器と、
　前記予約部分とオーバーラップする隣接装置に対する前記通信リソースの割り当てを含
む干渉状態を検出するように構成されたコントローラと、
　前記通信リソースの前記予約部分におけるオーバーラップ送信の存在を指示する通知を
前記送信側装置へ送信するように構成された送信器と、
を備え、
　前記受信器はさらに、前記データ送信を前記送信器から直交周波数分割マルチプレクシ
ング（ＯＦＤＭ）信号の形式で受信し、前記通知は前記ワイヤレス通信装置に対して前記
通信リソースの非オーバーラップ予約部分の指示を含むことを特徴とする装置。
【請求項１８】
　前記干渉状態は、更に、前記送信側装置より高いプライオリティを有する隣接装置に対
して前記通信リソースの割り当てを含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記干渉状態は、更に、確認を有する隣接装置に対して前記通信リソースの割り当てを
含む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記送信器は、更に、非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの一部分中
に前記通知を送出するように構成された、請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの前記一部分は、周期的に発生す
るタイムスロットである、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記周期的に発生するタイムスロットは、ビーコンスロットである、請求項２１に記載
の装置。
【請求項２３】
　前記通知は、非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの一部分中に送信さ
れる利用性情報エレメント（ＡＩＥ）を含む、請求項２０に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＡＩＥは、複数のビットを含み、これら複数のビットの各々は、前記通信リソース
の対応部分の予約状態を指示する、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記通知は、更に、前記ワイヤレス通信装置に対する前記通信リソースのオーバーラッ
プする予約部分の指示を与える変更分散型予約プロトコル情報エレメント（ＤＲＰ　ＩＥ
）を含む、請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記変更ＤＲＰ　ＩＥは、対応する媒体アクセススロット（ＭＡＳ）の指示を除外する
ことにより前記通信リソースのオーバーラップする予約部分を指示する、請求項２５に記
載の装置。
【請求項２７】
　前記受信器は、更に、前記送信側装置から分散型予約プロトコル情報エレメント（ＤＲ
Ｐ　ＩＥ）を受け取るように構成され、前記ＤＲＰ　ＩＥは、前記送信側装置からデータ
送信を受け取るために前記通信リソースの新たな部分を予約する、請求項２３に記載の装
置。
【請求項２８】
　前記ＤＲＰ　ＩＥは、前記送信側装置からの非ペイロード送信に割り当てられた前記通
信リソースの第２部分の間に受け取られる、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ＩＥＥＥ８０２．１５．３ａネットワークである
、請求項１７に記載の装置。
【請求項３０】
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　非オーバーラップ予約部分の前記指示は、変更分散型予約プロトコル情報エレメント（
ＤＲＰ　ＩＥ）に含まれる、請求項１７に記載の装置。
【請求項３１】
　前記変更ＤＲＰ　ＩＥは、対応する媒体アクセススロット（ＭＡＳ）の指示を除外する
ことにより前記通信リソースのオーバーラップする予約部分を指示する、請求項３０に記
載の装置。
【請求項３２】
　送信側装置から分散型制御のワイヤレス通信ネットワークを介してデータ送信を受け取
るように構成された受信器であって、前記データ送信は、前記送信側装置との接続に対応
し且つ通信リソースの予約部分内で生じ、前記通信リソースの制御が前記ワイヤレス通信
ネットワークに属する装置の間で分担される受信器と、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが干渉状態を検出するためのインストラクションを記憶するメモリであ
って、前記干渉状態は、前記予約部分とオーバーラップする隣接装置に対する前記通信リ
ソースの割り当てを含むようなメモリと、
　前記通信リソースの前記予約部分におけるオーバーラップ送信の存在を指示する通知を
前記送信側装置へ送信するように構成された送信器と、
を備え、
　前記通知は、前記ワイヤレス通信装置に対する前記通信リソースの非オーバーラップ予
約部分の指示を含むことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項３３】
　前記干渉状態は、更に、前記送信側装置より高いプライオリティを有する隣接装置に対
して前記通信リソースの割り当てを含む、請求項３２に記載のコンピュータシステム。
【請求項３４】
　前記干渉状態は、更に、確認を有する隣接装置に対して前記通信リソースの割り当てを
含む、請求項３３に記載のコンピュータシステム。
【請求項３５】
　非オーバーラップ予約部分の前記指示は、変更分散型予約プロトコル情報エレメント（
ＤＲＰ　ＩＥ）に含まれる、請求項３２に記載のコンピュータシステム。
【請求項３６】
　前記送信器は、更に、非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの一部分中
に前記通知を送信するように構成される、請求項３２に記載のコンピュータシステム。
【請求項３７】
　前記通知は、非ペイロード送信に割り当てられた前記通信リソースの一部分中に送信さ
れる利用性情報エレメント（ＡＩＥ）を含む、請求項３６に記載のコンピュータシステム
。
【請求項３８】
　前記通知は、更に、前記ワイヤレス通信装置に対する前記通信リソースのオーバーラッ
プする予約部分の指示を与える変更分散型予約プロトコル情報エレメント（ＤＲＰ　ＩＥ
）を含む、請求項３７に記載のコンピュータシステム。
【請求項３９】
　送信側装置から分散型制御のワイヤレス通信ネットワークを介してデータ送信を受信す
るステップであって、このデータ送信が、前記送信側装置との接続に対応し且つ通信リソ
ースの予約部分内で生じ、前記通信リソースの制御が前記ワイヤレス通信ネットワークに
属する装置間で分担されるステップと、
　前記予約部分とオーバーラップする隣接装置に対する前記通信リソースの割り当てを含
む干渉状態を検出するステップと、
　前記通信リソースの前記予約部分におけるオーバーラップ送信の存在を指示する通知を
前記送信側装置へ送信するステップと、
　前記ワイヤレス通信装置に対する通信リソースの非オーバーラップ予約部分の指示を送
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信するステップであって、前記指示は変更分散型予約プロトコル情報エレメント（ＤＲＰ
　ＩＥ）に含まれ、前記変更ＤＲＰ　ＩＥは、対応する媒体アクセススロット（ＭＡＳ）
の指示を除外することにより前記通信リソースのオーバーラップする予約部分を指示する
、ステップと、
をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレス通信に係る。より詳細には、本発明は、ワイヤレス通信ネットワ
ークにおいて送信の干渉を低減する技術に係る。
　この国際出願は、参考としてここにその全体を援用する２００４年１０月１２日に出願
された米国特許出願第１０／９６１，０９２号の優先権を請求する。
【背景技術】
【０００２】
　ショートレンジワイヤレス近接ネットワークは、通常、通信距離が１００メーター以下
の装置を含む。長距離にわたる通信を与えるために、これらの近接ネットワークは、他の
ネットワークとしばしば干渉する。例えば、ショートレンジネットワークは、セルラーネ
ットワーク、ワイヤラインテレコミュニケーションネットワーク、及びインターネットと
干渉し得る。
【０００３】
　高レートの物理的レイヤ（ＰＨＹ）規格が、ＩＥＥＥ８０２．１５．３ａに対して現在
選択されている。既存のＩＥＥＥ８０２．１５．３媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）は
、できるだけ、選択されたＰＨＹに使用されるものと仮定される。現在、ＰＨＹ候補が２
つ残されている。これら候補の一方は、直交周波数分割マルチプレクシング（ＯＦＤＭ）
の周波数ホッピングアプリケーションに基づくものである。他方の候補は、Ｍ－ａｒｙバ
イナリーオフセットキーイングに基づくものである。ＯＦＤＭ提案は、マルチ帯域ＯＦＤ
Ｍ（ＭＢＯ）と称される。更に、ＩＥＥＥ以外のＯＦＤＭ提案を更に開発するために、新
たな同盟が形成されて、マルチ帯域ＯＦＤＭアリアンス（ＭＢＯＡ）と称されている。
【０００４】
　ＭＢＯは、ＯＦＤＭ変調及び周波数ホッピングを使用する。ＭＢＯ周波数ホッピングは
、予め定義されたコード、例えば、時間周波数コード（ＴＦＣ）に基づいて種々の周波数
で各ＯＦＤＭ記号の送信を含むことができる。時間周波数コードは、インターリーブされ
た情報ビットを大きな周波数帯域にわたって分散させるのに使用できる。
【０００５】
　現在、ＭＢＯＡ内では、ＩＥＥＥ８０２．１５．３ＭＡＣレイヤに代わってＯＦＤＭ物
理的レイヤと共に使用される中間アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤを生成することに関心が
もたれている。ＭＢＯＡ　ＭＡＣの現在バージョンは、互いに通信することのできるワイ
ヤレス通信装置のグループ（ビーコングループと称される）を伴う。ビーコングループの
タイミングは、装置に通信リソースを割り当てることのできる「スーパーフレーム」の繰
り返しパターンに基づくものである。
【０００６】
　ＭＡＣレイヤは、フレームと称される送信の装置間交換を支配する。ＭＡＣフレームは
、種々の部分をもつことができる。このような部分は、例えば、フレームヘッダ及びフレ
ーム本体を含む。フレーム本体は、ユーザアプリケーションのような上位プロトコルレイ
ヤに関連したデータを含むペイロードを備えている。このようなユーザアプリケーション
は、例えば、ウェブブラウザ、ｅメールアプリケーション、メッセージングアプリケーシ
ョン、等を含む。
【０００７】
　更に、ＭＡＣレイヤは、リソースの割り当てを支配する。例えば、各装置は、フレーム
を送信するために使用可能な通信帯域巾の割り当てられた一部分を必要とする。現在のＭ
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ＢＯＡ　ＭＡＣ提案は、ビーコンと称される通信を通して実行されるべきリソースの割り
当てを与える。ビーコンは、非ペイロード情報を伝達するために装置が使用する通信であ
る。ビーコングループにおける各装置には、ビーコンを送信するために帯域巾の一部分が
指定される。
【０００８】
　このような送信は、多数の装置がＭＡＣレイヤの責任を分担する分散型制御解決策に基
づきＭＢＯＡ　ＭＡＣが動作するのを許す。分散型予約プロトコル（ＤＲＰ）と称される
チャンネルアクセスメカニズムは、このような分担された責任の一例である。ＤＲＰは、
２つ以上の装置間で単一方向性接続を確立しそして終了するための基本的ツールである。
【０００９】
　分散型ネットワークでは、別の装置との接続を予約する装置は、他の装置の周りでの装
置の予約に気付かないことがある。それ故、ＭＢＯＡ　ＭＡＣは、他の装置の観点から通
信リソースの使用を指示する利用性情報エレメント（ＡＩＥ）を与える。
【００１０】
　現在のＭＢＯＡ　ＭＡＣ仕様（２００４年９月、バージョン０．６２）は、新たな接続
の確立を含む限定された環境でＡＩＥを送信することしか要求しない。他の点では、ＡＩ
Ｅの送信は任意である。しかしながら、装置の移動性は、従来受け容れ可能なリソース割
り当てが、著しい干渉を引き起こすものとなるようにさせることがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　装置が各スーパーフレームにおいてＡＩＥを送信することが提案されている。このよう
な解決策は、干渉を低減するが、多数の問題も引き起こす。このような問題は、ビーコン
送信のために割り当てられた帯域巾の過負荷を含む。この過負荷は、他の重要なビーコン
送信に支障をきたすことになる。従って、通信リソースを浪費することのない干渉低減技
術が要望される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ワイヤレス通信ネットワークにおいてオーバーラップ条件に応答するための
技術を提供する。例えば、本発明の方法は、送信側装置からワイヤレス通信ネットワーク
を介してデータ送信を受信する。これらのデータ送信は、送信側装置との接続に対応し、
通信リソースの予約部分内で生じる。この方法は、更に、予約部分とオーバーラップする
隣接装置に対する通信リソースの割り当てを含む干渉状態を検出する。この検出に基づい
て、この方法は、通信リソースの予約部分におけるオーバーラップ送信の存在を指示する
通知を送信側装置へ送信する。
【００１３】
　更に、本発明は、プロセッサが、例えば、前記方法の特徴を遂行できるようにするプロ
グラムコードを備えたコンピュータプログラム製品を提供する。
【００１４】
　本発明の装置は、受信器、コントローラ、及び送信器を備えている。受信器は、送信側
装置からワイヤレス通信ネットワークを介してデータ送信を受け取る。これらのデータ送
信は、送信側装置との接続に対応し、通信リソースの予約部分内で生じる。コントローラ
は、予約部分とオーバーラップする隣接装置に対する通信リソースの割り当てを含む干渉
状態を検出する。送信器は、通信リソースの予約部分におけるオーバーラップ送信の存在
を指示する通知を送信側装置へ送信する。
【００１５】
　更に、本発明は、送信器、受信器、メモリ及びプロセッサを有する装置を提供する。受
信器は、送信側装置からワイヤレス通信ネットワークを介してデータ送信を受け取り、こ
れは、送信側装置との接続に対応し、通信リソースの予約部分内で生じる。メモリは、予
約部分とオーバーラップする隣接装置に対する通信リソースの割り当てを含む干渉状態を
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検出するためのプロセッサのインストラクションを記憶する。送信器は、通信リソースの
予約部分におけるオーバーラップ送信の存在を指示する通知を送信側装置へ送信する。
【００１６】
　更に、干渉状態は、送信側装置との接続より高いプライオリティを有する隣接装置に対
する通信リソースの割り当てを更に含むことができる。又、干渉状態は、確認設定を有す
る隣接装置に対する通信リソースの割り当てを更に含むことができる。
【００１７】
　送信側装置へ送られる通知は、利用性情報エレメント（ＡＩＥ）及び／又は変更分散型
予約プロトコル情報エレメント（ＤＰＲ　ＩＥ）の形態でよい。
【００１８】
　本発明の更に別の特徴及び効果は、以下の説明及び添付図面から明らかとなろう。
　添付図面において、同一、機能的に同様、及び／又は構造的に同様のエレメントが、同
じ参照番号で一般的に指示される。エレメントが最初に現われる図面は、参照番号におい
て最も左の数字（１つ又は複数）で指示される。本発明は、添付図面を参照して以下に詳
細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　Ｉ．動作環境
　本発明を詳細に述べる前に、先ず、本発明を使用できる環境について説明するのが有用
であろう。従って、図１は、動作環境を例示する図である。この環境は、複数の装置１０
２を各々有する多数のビーコングループ１０１を備えている。例えば、図１は、ビーコン
グループ１０１ａを示し、これは、メンバー装置（ＤＥＶ）１０２ａ－ｅを含む。又、図
１は、ビーコングループ１０１ｂも示し、これは、ＤＥＶ１０２ｆ、１０２ｇ及び１０２
ｈを含む。
【００２０】
　ビーコングループ１０１ａでは、ＤＥＶ１０２ａ－ｄの各々が対応リンク１２０を介し
てＤＥＶ１０２ｅと通信することができる。例えば、図１は、ＤＥＶ１０２ａがリンク１
２０ａを介してＤＥＶ１０２ｅと通信するところを示している。更に、ビーコングループ
１０１ａでは、装置１０２ａ－ｅの各々が互いに直接通信することができる。例えば、図
１は、ＤＥＶ１０２ｃ及び１０２ｄが直接リンク１２２ａを経て通信することを示してい
る。
【００２１】
　ビーコングループ１０１ｂでは、ＤＥＶ１０２ｆ及び１０２ｇの各々は、対応するリン
ク１２０を介してＤＥＶ１０２ｈと通信することができる。例えば、ＤＥＶ１０２ｆは、
リンク１２０ｆを介してＤＥＶ１０２ｈと通信し、一方、ＤＥＶ１０２ｇは、リンク１２
０ｇを介してＤＥＶ１０２ｈと通信する。又、ビーコングループ１０１ｂのＤＥＶ１０２
ｆ及び１０２ｇは、互いに通信することもできる。例えば、図１は、ＤＥＶ１０２ｆ及び
１０２ｇがリンク１２２ｂを介して通信するところを示している。
【００２２】
　リンク１２２及び１２０の各々は、種々の周波数ホッピングパターンを使用することが
できる。これらのパターンは、例えば、１つ以上の時間周波数コード（ＴＦＣ）を含む。
本発明の実施形態では、各ビーコングループ１０１は、特定の周波数ホッピングパターン
を使用する。これらのパターンは、同じものでもよいし、異なるものでもよい。
【００２３】
　ビーコングループ１０１ａ及び１０１ｂの送信は、各々、スーパーフレームと称される
繰り返しパターンに基づいている。従って、図２は、ＭＢＯＡスーパーフレームフォーマ
ットを示す図である。特に、図２は、スーパーフレーム２０２ａ、２０２ｂ及び２０２ｃ
を有するフレームフォーマットを示す。図２に示すように、スーパーフレーム２０２ｂは
、スーパーフレーム２０２ａの直後にあり、そしてスーパーフレーム２０２ｃは、スーパ
ーフレーム２０２ｂの直後にある。
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【００２４】
　各スーパーフレーム２０２は、ビーコン区間２０４及びデータ転送区間２０６を含む。
ビーコン区間２０４は、ビーコングループ内のアクティブな装置の各々から送信を搬送す
る。従って、各ビーコン区間２０４は、ビーコングループの特定の装置に各々対応する多
数のビーコンスロット２０７を含む。これらのスロットの間に、それに対応する装置は、
種々のオーバーヘッド又はネットワーク情報を送信することができる。
【００２５】
　例えば、このような情報は、リソース割り当てを設定し、ビーコングループに対する管
理情報を通信するのに使用できる。更に、本発明によれば、データ転送区間２０６は、ビ
ーコングループ内の装置のサービス及び特徴（例えば、情報サービス、アプリケーション
、ゲーム、トポロジー、レート、セキュリティ特徴、等）に関する情報を送信するのに使
用できる。ビーコン区間２０４におけるこのような情報の送信は、スキャニング装置のよ
うな装置からの要求に応答して行われてもよい。
【００２６】
　データ転送区間２０６は、装置が、例えば、ＯＦＤＭ及び／又はＴＦＣを使用する周波
数ホッピング技術に基づいてデータを通信するのに使用される。例えば、データ転送区間
２０６は、リンク１２０及び１２２を横切るデータ通信をサポートすることができる。更
に、装置（例えば、ＤＥＶ１０２ａ－ｅ）は、データ転送区間２０６を使用して、要求メ
ッセージのような制御情報を他の装置へ送信することができる。トラフィックの送信を容
易にするために、各ＤＥＶは、各データ転送区間２０６内で特定のタイムスロットが指定
される。ＭＢＯＡ　ＭＡＣ仕様の環境では、これらのタイムスロットは、媒体アクセスス
ロット（ＭＡＳ）と称される。
【００２７】
　ＭＡＳは、予約を確認する装置による競合アクセスから２つ以上の装置が保護されると
ころのデータ転送区間２０６内の時間区間である。ＭＡＳは、分散型予約プロトコル（Ｄ
ＲＰ）のような分散型プロトコルにより割り当てることができる。
【００２８】
　II．干渉シナリオ
　図３Ａ及び３Ｂは、多数の装置３０２が、ビーコングループ１０１のようなショートレ
ンジワイヤレス通信ネットワーク３００に参加する通信シナリオを例示する図である。こ
のシナリオによれば、図３Ａは、通信装置の初期構成を示す。これら装置のその後の構成
が図３Ｂに示されている。
【００２９】
　図３Ａには、初期の状態セットが示されている。これら初期状態は、装置３０２ａが装
置３０２ｂとの接続３５０ａを有し、そして装置３０２ｄが装置３０２ｅとの接続３５０
ｂを有するものである。トラフィックは、接続３５０を介して種々の仕方で転送できる。
例えば、例示的接続３５０は、送信側装置（送信者とも称される）及び受信側装置（受信
者とも称される）を含む。
【００３０】
　送信側装置は、受信側装置へデータを送出する。それに応答して、受信側装置は、送信
データの受け取りを指示する確認メッセージのような情報を送出することができる。デー
タ及び確認メッセージは、使用可能な通信帯域巾の割り当て部分、例えば、スーパーフレ
ームのデータ転送区間の部分（１つ又は複数）にわたって転送される。ここに示す例とし
て、接続３５０ａについては、装置３０２ａが送信者で、装置３０２ｂが受信者である。
接続３５０ｂについては、装置３０２ｅが送信者で、装置３０２ｄが受信者である。
【００３１】
　装置３０２の各々は、ＭＢＯＡ　ＭＡＣにより定義されたスーパーフレームのビーコン
区間のようなビーコン区間中にビーコン送信を送出する。更に、各接続３５０に対して、
参加装置３０２がデータを通信する。これらのデータ通信は、例えば、ＭＢＯＡ　ＭＡＣ
により定義されたスーパーフレームのデータ送信部分の間に行われてもよい。
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【００３２】
　説明上、図３Ａ及び３Ｂは、空間的エリア又は位置を各々表わす円３０４を含む。各特
定の円３０４内の装置は、互いの送信を受け取ることができる。例えば、図３Ａに示すよ
うに、装置３０２ａ及び３０２ｂは、円３０４ａ内にいるので、互いの送信を受け取るこ
とができる。同様に、装置３０２ｂ及び３０２ｃは、どちらも円３０４ｂ内にいるので、
互いの送信を受け取ることができる。更に、装置３０２ｃ、３０２ｄ及び３０２ｅは、円
３０４ｃ内にいるので、互いの送信を受け取ることができる。
【００３３】
　装置３０２の移動性のために、通信環境が変化し得る。例えば、図３Ｂは、装置３０２
ｄが円３０４ｂ内へ移動したことを示している。従って、装置３０２ｄは、ここで、装置
３０２ｂ、３０２ｃ及び３０２ｅからの通信を受け取ることができる。接続３５０ａ及び
３５０ｂのデータ通信スケジュール（例えば、ＤＲＰ予約）が時間的にオーバーラップす
る場合には、これら接続の一方又は両方を横切る通信が甚だしい干渉を受けることになる
。
【００３４】
　図４Ａ及び４Ｂは、ネットワーク３００の接続に対する送信時間割り当て（例えば、Ｄ
ＲＰスケジュール）を例示する。これらの割り当ては、異なる装置のパースペクティブか
ら時間軸４００に沿って示されている。特に、図４Ａは、図３Ａの初期状態における装置
のパースペクティブを示し、一方、図４Ｂは、図３Ｂのその後の状態における装置のパー
スペクティブを示す。
【００３５】
　図４Ａを参照すれば、接続３５０ａについての割り当てパースペクティブ４０２が、装
置３０２ａ及び３０２ｂを参照するフレームから示されている。更に、図４Ａは、接続３
５０ｂに対する割り当てパースペクティブ４０４を、装置３０２ｄ及び３０２ｅを参照す
るフレームから示している。これらのパースペクティブから、接続３５０ａ及び３５０ｂ
に対するデータ通信割り当てが時間的にオーバーラップすることが明らかである。しかし
ながら、装置３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｄ及び３０２ｅのパースペクティブから、これ
らの割り当ては、図３Ａの初期状態中には互いに干渉しない。これは、これらの初期状態
中に、装置３０２ａ及び３０２ｂが装置３０２ｄ及び３０２ｅから送信を受け取ることが
できず、又、その逆のことも言えるからである。
【００３６】
　しかしながら、図３Ｂのその後の状態については、干渉が生じる。特に、図４Ｂは、装
置３０２ａを参照するフレームからの割り当てパースペクティブ４０６、装置３０２ｂ及
び３０２ｄを参照するフレームからの割り当てパースペクティブ４０８及び４１０、並び
に装置３０２ｅを参照するフレームからの割り当てパースペクティブ４１２を示す。
【００３７】
　割り当てパースペクティブ４０６及び４１２により示されるように、装置３０２ｂから
装置３０２ａへの及び装置３０２ｅから装置３０２ｄへの送信（例えば、データ）は、干
渉を受けない。しかしながら、割り当てパースペクティブ４０８及び４１０は、装置３０
２ａから装置３０２ｂへの及び装置３０２ｅから装置３０２ｄへの送信が互いに干渉する
ことを示している。しかしながら、ネットワーク３００の送信環境のために、装置３０２
ａ及び装置３０２ｅは、この干渉のソースを識別することができない（それ自体、スルー
プットの減少として現われる）。
【００３８】
　これらの状況では、このような干渉を経験する傾向のある装置は、オーバーラップする
割り当てパターンを観察し、そしてその隣接装置からのビーコン送信を受け取って処理す
ることにより干渉ソースを識別することができる。従って、本発明の実施形態は、装置が
、接続を分担するところの装置へこのような干渉ソースを通信するようにする。
【００３９】
　III．オペレーション
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　図５は、本発明の態様に基づくオペレーションを示すフローチャートである。このオペ
レーションは、第１装置（送信者）と第２装置（受信者）との間の相互作用を含む。この
オペレーションにおいて、受信者は、１つ以上の干渉状態が存在することを送信者に通知
する。このような通知に基づいて、干渉状態を除去することができる。図５のオペレーシ
ョンは、図１のビーコングループ１０１のようなＭＢＯＡネットワークの状況について説
明する。しかしながら、このオペレーションは、他の状況にも使用できる。
【００４０】
　図５に示すように、このオペレーションは、ステップ５０２において、送信者及び受信
者がビーコングループ１０１のようなワイヤレス通信ネットワークに参加する。従って、
これら装置の各々には、ビーコンスロットのような非ペイロード通信リソースが割り当て
られる。
【００４１】
　ステップ５０３において、送信者と受信者との間に接続が形成される。この接続は、通
信リソースの割り当てを含む（例えば、スーパーフレームのデータ転送区間の１つ以上の
部分）。ＭＢＯＡネットワークでは、このような割り当ては、分散型予約プロトコル（Ｄ
ＲＰ）に基づいて遂行することができる。
【００４２】
　ＤＲＰは、装置がスーパーフレームのデータ部分のある区間に対して予約をするのを許
す。予約の確立は、ＤＲＰネゴシエーションと称される。予約（又は接続）を確立して維
持するために、予約を要求する装置（例えば、送信者）は、そのビーコンスロット中にＤ
ＲＰ情報エレメント（ＤＲＰ　ＩＥ）を送信する。又、接続における他の装置（１つ又は
複数）（例えば、受信者）も、ビーコンスロット中にＤＲＰ　ＩＥを送信する。これら装
置は、両方とも、予約の存在中に、各スーパーフレームの各ビーコンスロットにおいてＤ
ＲＰ　ＩＥを送信する。
【００４３】
　ステップ５０４において、送信者は、割り当てられた通信リソース（例えば、既存のＤ
ＲＰ予約）にわたり受信者へデータを送信する。ある実施形態では、このステップは、こ
れら装置と装置との間の接続に割り当てられたリソース内で１つ以上のデータ送信を受け
取ることを含む。このような送信を受け取ると、受信者は、ステップ５０６において、そ
れに対応する確認メッセージを送信者へ送信することができる。これらのデータ送信及び
確認は、ＯＦＤＭ信号の形態でよい。
【００４４】
　ステップ５０７において、受信者は、隣接装置（即ち、受信者が送信を得ることのでき
る装置）の非ペイロード送信（例えば、ビーコン送信）を監視する。この監視は、隣接装
置（１つ又は複数）に対する接続情報を受け取ることを含む。このような接続情報は、通
信のためにこれら装置に割り当てられたリソースを含む。ある実施形態では、この接続情
報は、ＤＲＰ　ＩＥの形態である。上述したように、ＤＲＰ　ＩＥは、どの特定スロット
がビーコン装置により使用されるか定義する。
【００４５】
　この監視に基づいて、受信者は、１つ以上の再割り当て状態が存在するかどうか決定す
る。このような状態は、例えば、ステップ５０８から５１２を参照して以下に説明する。
【００４６】
　図５に示すように、ステップ５０８において、受信者は、隣接装置の割り当て（例えば
、ＤＲＰ予約）が、受信者の接続に属するリソース割り当て（例えば、ＤＲＰ予約）とオ
ーバーラップするかどうか決定する。もしそうであれば、オペレーションは、ステップ５
１０へ進む。しかしながら、それとは別に、図５に示すように、オペレーションは、実施
形態に基づいてステップ５１２又はステップ５１６にも進むことができる。さもなければ
、図５に示すように、このようなオーバーラップがない場合に、オペレーションは、ステ
ップ５１８へ進む。
【００４７】
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　ステップ５１０において、受信者は、隣接装置のオーバーラップ割り当ての優先順位が
、受信者の接続より高いかどうか決定する。もしそうであれば、オペレーションは、ステ
ップ５１２へ進む。しかしながら、それとは別に、図５に示すように、オペレーションは
、実施形態に基づいてステップ５１６へ進むこともある。さもなければ、オーバーラップ
割り当てが、より高いプライオリティをもたない場合には、オペレーションは、ステップ
５１８へ進む。しかしながら、非対称的な通信リンクの場合のようなある状況においては
、隣接装置のプライオリティが受信者の接続より低いときでも、オペレーションは（ある
実施形態において）ステップ５１６へ進むことがある。
【００４８】
　ステップ５１２において、受信者は、隣接装置のオーバーラップ割り当て（又は予約）
が確認を使用するかどうか決定する。例えば、ＭＢＯＡを参照すれば、ステップ５１２は
、オーバーラップ予約がｉｍｍ－ａｃｋ確認ポリシーを使用するかｂ－ａｃｋ確認ポリシ
ーを使用するか決定することを含む。以下に述べるように、このような決定は、ＤＲＰ　
ＩＥのＡＣＫポリシーフィールドに含まれた情報を通して得ることができる。このような
確認が使用される場合には、オペレーションがステップ５１６へ進む。さもなければ、ス
テップ５１８が遂行される。
【００４９】
　図５に示すように、ステップ５１６は、ステップ５０８、及び（実施形態によっては）
ステップ５１０及び／又は５１２の再割り当て条件が満足されたときに遂行される。ステ
ップ５１６では、受信者及び送信者が通信に参加して、受信者の通信リソースを再割り当
てする。しかしながら、図５に示すように、ステップ５１８は、このような条件が満足さ
れないときに遂行される。このステップでは、装置が、再割り当てアクションの遂行に先
行する。
【００５０】
　ステップ５１６の遂行は、種々の仕方で行うことができる。１つの仕方は、ビーコン送
信を通じて情報を交換することを含む。例えば、ステップ５１６は、受信者が、そのビー
コンスロット中に、更新された利用性情報エレメント（ＡＩＥ）を発生して送信すること
を含む。或いは又、ステップ５１６は、受信者が、更新及び変更されたＤＲＰ　ＩＥ発生
して送信することを含んでもよい。更に、それとは別に、ステップ５１６は、受信者が、
更新されたＡＩＥ、並びに更新及び変更されたＤＲＰ　ＩＥを発生して送信することを含
んでもよい。又、受信側装置が、送信側装置からＤＲＰ　ＩＥを受信してもよい。
【００５１】
　IV．利用性及びＤＲＰ情報エレメント
　現在のＭＢＯＡ　ＭＡＣ仕様によれば、装置のスーパーフレームにおけるＭＡＳの現在
利用のビューを指示するためにＡＩＥが装置により使用される。ＡＩＥのフォーマットを
以下のテーブル１に示す。
【表１】

　テーブル１：ＡＩＥフォーマット
【００５２】
　テーブル１に示すように、ＡＩＥは、２５６ビット長さの利用性ビットマップを有する
。これらビットの各々は、スーパーフレームにおける各ＭＡＳに対応する。より詳細には
、ビットマップにおける各ビットは、それに対応するＭＡＳに対する装置の利用性を指示
する。例えば、「０」は、それに対応するＭＡＳの間に装置が利用できることを指示し、
そして「１」は、それに対応するＭＡＳの間に装置が利用できないことを指示する。
【００５３】
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　従って、ステップ５１６において、送信者は、干渉する割り当ての存在を指示するＡＩ
Ｅを受け取ることができる。現在、ＭＢＯＡ　ＭＡＣは、ＡＩＥに対する限定された使用
を指定する。ユニキャストＤＲＰネゴシエーションの間に、要求を完全に受け容れること
ができない場合には、装置が、要求側装置に対してＡＩＥで応答することが必要とされる
。このような必要性は、応答側装置が他の予約との衝突のために要求を受け入れできない
場合に生じ得る。他の点では、ＡＩＥの送信は任意である。送信側装置は、受信者のＡＩ
Ｅを使用して、受信者に対して空いているＭＡＳスロットに対して新たな予約又は変更を
行うことができる。従って、ステップ５１６は、更に、受信側装置が変更ＤＲＰ　ＩＥを
次のスーパーフレームにおいて送信することを含む。
【００５４】
　ＭＢＯＡ　ＭＡＣ提案のＤＲＰのフォーマットについて以下に説明する。以下のテーブ
ル２は、ＤＲＰ　ＩＥのフォーマットを示す。
【表２】

　テーブル２：分散型予約プロトコル情報エレメントフォーマット
【００５５】
　テーブル２は、ＤＲＰ　ＩＥが１つ以上のＤＲＰ予約フィールドを含み、その各々の長
さが２オクテットであることを示している。このフィールドのフォーマットが以下のテー
ブル３に示されている。

【表３】

　テーブル３：ＤＲＰ予約フィールドフォーマット
【００５６】
　テーブル３のＤＲＰオフセットフィールドは、計画された送信のスタート時間を定義す
る。これは、ビーコン区間スタート時間（ＢＰＳＴ）に対して定義された第１予約スロッ
トのスロット番号にセットされねばならない。テーブル３におけるＤＲＰ長さフィールド
は、予約の時間巾をデータスロットの倍数で含む。
【００５７】
　又、テーブル２は、ＤＲＰ　ＩＥが３オクテットのＤＲＰ制御フィールドを含むことも
示している。このフィールドのフォーマットが以下のテーブル４に示されている。
【表４】

　テーブル４：ＤＲＰ制御フィールドフォーマット
【００５８】
　ＤＲＰ制御フィールドにおいて、Ｔｘ／Ｒｘビットは、装置が計画された送信の送信者
である場合には「０」にセットされ、そして装置が受信者である場合には「１」にセット
される。このビットは、予約がタイプ「ハード」又はタイプ「ソフト」の場合だけデコー
ドされる。ＤＲＰ制御フィールドのＡＣＫ（確認）ポリシービットは、Ｎｏ－ＡＣＫポリ
シーを有するユニキャスト予約、及びマルチキャスト又はブロードキャスト予約に対して
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「０」にセットされる。しかしながら、このビットは、Ｉｍｍ－ＡＣＫ又はＢ－ＡＣＫポ
リシーを伴うユニキャスト予約に対しては「１」にセットされる。ＡＣＫポリシービット
は、予約がタイプ「ハード」又はタイプ「ソフト」の場合だけデコードされる。送信のプ
ライオリティは、ＤＲＰ制御フィールドによりセットされ、「０」から「７」の値をもつ
ことができる。
【００５９】
　ＤＲＰ制御フィールドのタイプフィールドは、予約のタイプを指示し、以下のテーブル
５に示すようにエンコードされる。
【表５】

　テーブル５：ＤＲＰ予約のタイプ
【００６０】
　ＤＲＰ　ＩＥの行先／ソースＤＥＶＩＤフィールドは、ＤＲＰ　ＩＥを送信する装置が
送信者であるときには、受信者の装置ＩＤ、マルチキャストグループ又はブロードキャス
トにセットされ、そしてＤＲＰ　ＩＥを送信する装置が受信者であるときには、送信者の
装置ＩＤである。ＤＥＶＩＤフィールドは、予約がタイプ「ハード」又は「ソフト」であ
る場合だけデコードされる。
【００６１】
　本発明の態様によれば、受信者が、それ自身の予約とオーバーラップする近隣の予約（
即ち隣接装置からの）に気付いたときに、受信者は、衝突についてその送信者に通知する
。この通知は、ステップ５１６の遂行に含まれてもよい。一実施形態では、受信側装置は
、それが送信するＤＲＰ　ＩＥから衝突するＭＡＳスロットの指示を外すことによりそれ
らのスロットを指摘する。これは、これらの特定のスロットが受信者へのデータの送信に
使用されないという指示を送信者に与える。更に別の実施形態では、受信側装置は、それ
がＡＩＥで送信するビットベクトルにおいて衝突するＭＡＳスロットを利用不可として指
摘する。しかしながら、本発明の更に別の実施形態では、受信者は、衝突するスロットを
ＤＲＰ　ＩＥから除外すると共に、衝突するスロットを利用不可として指示するＡＩＥを
送出することにより、衝突するスロットを指摘する。これは、送信者が空きＭＡＳスロッ
トを識別する上で助けとなる。
【００６２】
　Ｖ．受信者が開始するネゴシエーション
　ステップ５１６を遂行するための更に別の形態は、受信者と送信者との間のメッセージ
の交換を受信者が開始することを含む。従って、図６は、このようなメッセージの交換を
含む、送信側装置６０２と受信側装置６０４との間の相互作用を示す図である。これらの
メッセージは、ビーコン送信を介して交換することができる。或いは又、これらのメッセ
ージは、割り当てられた通信帯域巾（即ち、既存の予約）を介して交換されてもよい。こ
の相互作用の効果は、ＤＲＰ予約メカニズムを含む前記ＡＩＥ解決策よりも時間（即ち１
つのスーパーフレーム）を節約できることである。
【００６３】
　図６の相互作用は、多数のステップを含む。例えば、ステップ６１０では、受信側装置
６０４は、ChangeRecommendation（変更推奨）メッセージを送信側装置６０２へ送出する
。図６に示すように、ChangeRecommendationメッセージは、予約推奨パラメータ及びＡＩ
Ｅを含む。予約推奨パラメータは、どのＭＡＳスロットを受信者が推奨するか指示し、そ



(14) JP 4549395 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

してＡＩＥは、全ての可能性を示す。
【００６４】
　送信側装置６０２は、このメッセージを受け取って処理する。これに基づいて、送信側
装置６０２は、ステップ６１２において、ChangeRequest（変更要求）メッセージを発生
して送出する。図６に示すように、このメッセージは、新たに要求された予約（割り当て
）並びに現在の予約を含む。
【００６５】
　ChangeRequestメッセージを受け取ると、受信側装置は、この要求を受け容れるべきか
どうか決定する。受け容れる場合には、受信側装置６０４は、ステップ６１４において、
ChangeResponse（変更応答）メッセージを送信側装置６０２へ送出する。
【００６６】
　VI．装置の実施形態
　図７は、本発明の技術に基づいて動作できるワイヤレス通信装置７００を示す図である
。この装置は、図１の環境のような種々の通信環境に使用することができる。図７に示す
ように、装置７００は、物理的レイヤ（ＰＨＹ）コントローラ７０２と、媒体アクセスコ
ントローラ（ＭＡＣ）７０３と、ＯＦＤＭトランシーバ７０４と、上位プロトコルレイヤ
７０５と、アンテナ７１０とを備えている。
【００６７】
　ＭＡＣコントローラ７０３は、フレーム（データ送信）、及びワイヤレス送信のための
ビーコンを発生する。更に、ＭＡＣコントローラ７０３は、リモート装置から発信された
フレーム及びビーコン送信を受け取って処理する。ＭＡＣコントローラ７０３は、これら
のフレーム及びビーコン送信をＰＨＹコントローラ７０２と交換する。次いで、ＰＨＹコ
ントローラ７０２は、フレーム及びビーコン送信をＯＦＤＭトランシーバ７０４と交換す
る。更に、ＭＡＣコントローラ７０３は、干渉状態を識別し、そのような状態の除去を開
始する。例えば、ある実施形態では、ＭＡＣコントローラ７０３は、図５のステップを遂
行することができる。
【００６８】
　図７に示すように、ＯＦＤＭトランシーバ７０４は、受信部７５０及び送信部７６０を
備えている。送信部７６０は、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）モジュール７１４、ゼロ
パッドモジュール７１６、アップコンバータ７１８、及び送信増幅器７２０を備えている
。ＩＦＦＴモジュール７１４は、ＰＨＹコントローラ７０２から送信のためのフレームを
受け取る。これらフレームの各々に対して、ＩＦＦＴモジュール７１４は、ＯＦＤＭ変調
信号を発生する。この発生は、１つ以上の逆高速フーリエ変換オペレーションを遂行する
ことを含む。その結果として、このＯＦＤＭ変調信号は、１つ以上のＯＦＤＭ記号を含む
。この信号は、ゼロパッドモジュール７１６へ送信され、該モジュールは、１つ以上の「
ゼロサンプル」を各ＯＦＤＭ記号の開始に添付して、パッド付き変調信号を発生する。ア
ップコンバータ７１８は、このパッド付き信号を受け取り、搬送波ベース技術を使用して
、それを１つ以上の周波数帯域へ配置する。これらの１つ以上の周波数帯域は、１つ以上
のＴＦＣのような周波数ホッピングパターンに基づいて決定される。その結果、アップコ
ンバータ７１８は、周波数ホッピング信号を発生し、これは、送信増幅器７２０により増
幅され、アンテナ７１０を経て送信される。
【００６９】
　図７に示すように、受信部７５０は、ダウンコンバータ７２２、受信増幅器７２４、及
び高速フーリエ変換（ＦＦＴ）モジュール７２６を備えている。これらのコンポーネント
（受信器とも称される）は、リモート装置からワイヤレス信号を受信するのに使用される
。特に、アンテナ７１０は、１つ以上のＴＦＣのような周波数ホッピングパターンを使用
するリモート装置からワイヤレス信号を受信する。これらの信号は、増幅信号を発生する
増幅器７２４へ送られる。この増幅器７２４は、増幅信号をダウンコンバータ７２２へ送
出する。それを受け取ると、ダウンコンバータ７２２は、搬送波ベースの技術を使用して
、これら信号を、その１つ以上の周波数ホッピング帯域（例えば、ＴＦＣ帯域）から所定
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の低周波数レンジへ変換する。これは、変調信号を生じさせ、これら信号は、これに対し
てＯＦＤＭ復調を遂行するＦＦＴモジュール７２６により受け取られる。この復調は、増
幅信号で搬送される各記号に対して高速フーリエ変換を遂行することを含む。
【００７０】
　この復調の結果として、ＦＦＴモジュール７２６は１つ以上のフレームを発生し、これ
らフレームは、ＰＨＹコントローラ７０２へ送られる。これらフレームは、ペイロードデ
ータ及びプロトコルヘッダ（１つ又は複数）のような情報を伝達することができる。これ
らのフレームを受け取ると、ＰＨＹコントローラ７０２は、それを処理する。これは、あ
るＰＨＹレイヤヘッダフィールドを除去し、そしてフレームの残り部分をＭＡＣコントロ
ーラ７０３へ通すことを含んでもよい。
【００７１】
　図７に示すように、装置７００は、更に、１つ以上の上位プロトコルレイヤ７０５も備
えている。これらのレイヤは、例えば、ユーザアプリケーションを含んでもよい。従って
、上位レイヤ７０５は、リモート装置と情報を交換することができる。これは、レイヤ７
０５（１つ又は複数）がプロトコルデータ単位をＭＡＣコントローラ７０３と交換するこ
とを含む。次いで、ＭＡＣコントローラ７０３は、ＰＨＹコントローラ７０２及びトラン
シーバ７０４と協働して、それに対応するワイヤレス信号を送信及び受信する。
【００７２】
　図７の装置は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はその組み合せで実
施することができる。例えば、アップコンバータ７１８、送信増幅器７２０、受信増幅器
７２４、及びダウンコンバータ７２２は、増幅器、ミクサ及びフィルタ、等の電子回路を
含んでもよい。更に、装置７００の実施形態は、スキャニングモジュール７０６、ＩＦＦ
Ｔモジュール７１４、ゼロパッドモジュール７１６、及びＦＦＴモジュール７２６のよう
な種々のモジュールを実施するためにデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）（１つ又は複数
）を備えてもよい。更に、本発明の実施形態では、メモリ（図示せず）に記憶されたイン
ストラクション（即ち、ソフトウェア）を実行するマイクロプロセッサのようなプロセッ
サ（１つ又は複数）は、装置７００における種々のコンポーネントのオペレーションを制
御するのに使用できる。例えば、ＰＨＹコントローラ７０２及びＭＡＣコントローラ７０
３のようなコンポーネントは、主として、１つ以上のプロセッサにおいて動作するソフト
ウェアを通して実施することができる。
【００７３】
　図７のアーキテクチャーの１つのこのような実施形態が図８に示されている。この図は
、本発明の一実施形態により実施された端末装置を示す。図８に示すように、この実施例
は、プロセッサ８１０、メモリ８１２、及びユーザインターフェイス８１４を備えている
。更に、図８の実施例は、ＯＦＤＭトランシーバ７０４及びアンテナ７１０を備えている
。これらのコンポーネントは、図７を参照して上述したように実施できる。しかしながら
、図８の実施例は、他のワイヤレス技術をサポートする異なるトランシーバを含むように
変更されてもよい。
【００７４】
　プロセッサ８１０は、装置のオペレーションを制御する。図８に示すように、プロセッ
サ８１０は、トランシーバ７０４に結合される。プロセッサ８１０は、メモリ８１２に記
憶されたソフトウェアインストラクションを、例えば、コンピュータシステムとして各々
実行できる１つ以上のマイクロプロセッサで実施されてもよい。
【００７５】
　メモリ８１２は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）
、及び／又はフラッシュメモリを備え、データ及びソフトウェアコンポーネントの形態で
情報を記憶する（ここでは、モジュールとも称される）。これらのソフトウェアコンポー
ネントは、プロセッサ８１０で実行できるインストラクションを含む。種々の形式のソフ
トウェアコンポーネントをメモリ８１２に記憶することができる。例えば、メモリ８１２
は、トランシーバ７０４のオペレーションを制御するソフトウェアコンポーネントを記憶
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できる。又、メモリ８１２は、ＰＨＹコントローラ７０２、ＭＡＣコントローラ７０３及
び上位プロトコルレイヤ７０５の機能を与えるソフトウェアコンポーネントも記憶できる
。
【００７６】
　更に、メモリ８１２は、ユーザインターフェイス８１４を経ての情報の交換を制御する
ソフトウェアコンポーネントも記憶できる。図８に示すように、ユーザインターフェイス
８１４も、プロセッサ８１０に結合される。ユーザインターフェイス８１４は、ユーザと
の情報交換を容易にする。図８に示すように、ユーザインターフェイス８１４は、ユーザ
入力部分８１６及びユーザ出力部分８１８を備えている。
【００７７】
　ユーザ入力部分８１６は、ユーザが情報を入力するのを許す１つ以上の装置を含んでも
よい。このような装置は、例えば、キーパッド、タッチスクリーン、及びマイクロホンで
ある。ユーザ入力部８１８は、ユーザが装置から情報を受け取るのを許す。従って、ユー
ザ出力部８１８は、種々の装置、例えば、ディスプレイ、１つ以上のオーディオスピーカ
（例えば、ステレオスピーカ）、並びにこれらスピーカを駆動するためのオーディオプロ
セッサ及び／又は増幅器を含んでもよい。ディスプレイは、例えば、カラー液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）、及びカラービデオディスプレイを含む。
【００７８】
　図８に示す要素は、種々の技術に基づいて結合することができる。このような１つの技
術は、トランシーバ７０４、プロセッサ８１０、メモリ８１２及びユーザインターフェイ
ス８１４を、１つ以上のバスインターフェイスを経て結合することを含む。更に、これら
コンポーネントの各々は、取り外し可能及び／又は再充電可能なバッテリパック（図示せ
ず）のような電源に結合される。
【００７９】
　VII．結論
　以上、本発明の種々の実施形態について説明したが、それらは一例に過ぎず、それらに
限定されるものでないことを理解されたい。例えば、ＭＢＯＡ通信を含む実施例を説明し
たが、他のショートレンジ及びロングレンジ通信技術も、本発明の範囲内である。更に、
本発明の技術は、ＯＦＤＭ以外の信号送信技術と共に使用することもできる。
【００８０】
　従って、当業者であれば、本発明の精神及び範囲から逸脱せずに、その形態及び細部に
種々の変更がなされ得ることが明らかであろう。従って、本発明の範囲は、上述した実施
形態により限定されるものではなく、特許請求の範囲及びその等効物によってのみ定義さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】動作環境を例示する図である。
【図２】ＭＢＯＡスーパーフレームフォーマットを示す図である。
【図３Ａ】通信シナリオを例示する図である。
【図３Ｂ】通信シナリオを例示する図である。
【図４Ａ】ワイヤレス通信ネットワークの接続に対するリソース割り当てを例示する図で
ある。
【図４Ｂ】ワイヤレス通信ネットワークの接続に対するリソース割り当てを例示する図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態による装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の別の実施形態による装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態によるワイヤレス通信装置アーキテクチャーを例示するブロ
ック図である。
【図８】本発明の一実施形態によるワイヤレス通信装置の実施例を示すブロック図である
。
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