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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信デバイスを動作させる方法であって、
　他の通信デバイスから、少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号のう
ちの少なくとも一部分を受信することと、
　受信したビーコン信号部分によって伝えられた優先度情報に基づいて、信号送信決定を
行うこととを備え、
　前記信号送信決定を行うことは、前記受信したビーコン信号部分の電力レベルおよび優
先度レベルの関数として決定される送信電力レベルにおいてユーザ・データを送信するよ
うに決定することを含み、
　前記受信したビーコン信号部分が、送信電力を制御するために使用された前に受信され
たビーコン信号部分によって示される優先度レベルよりも高い優先度レベルを示す場合、
前記送信電力レベルが低減される方法。
【請求項２】
　前記優先度情報は、デバイス優先度、ユーザ優先度、およびセッション優先度のうちの
１つを示す請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ユーザ・データが送信されるべきであると前記信号送信決定が示す場合、ユーザ・デー
タを送信することと、
　前記ユーザ・データに加えて、ビーコン信号のうちの少なくとも一部分を送信すること
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と
を更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記送信されたビーコン信号部分は、前記ユーザ・データを送信するために、前記無線
通信デバイスと、前記無線通信デバイスを用いているユーザとのうちの少なくとも１つを
特定する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記信号送信決定の後に、
　少なくとも１つのビーコン・シンボルを含む追加の信号部分を監視することと、
　前記追加の信号部分が予め定めた期間に受信されない場合、信号を送信することと
を更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記追加の信号部分は、前記無線通信デバイスに関連付けられた優先度よりも高い優先
度を伝えるビーコン信号部分である請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記送信されたビーコン信号部分は、前記無線通信デバイスに対応する優先度情報を伝
える請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記優先度情報は、前記ビーコン信号部分に含まれる複数のビーコン・シンボルを用い
て符合化される請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記優先度情報は、前記ビーコン信号部分を送信するために用いられる１組のビーコン
・シンボル送信単位内のビーコン・シンボルの位置によって少なくとも部分的に符号化さ
れる請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記優先度情報は、前記ビーコン信号部分を複数のビーコン・シンボル送信期間を含む
一期間にわたって送信するために用いられる１組のビーコン・シンボル送信単位内のビー
コン・シンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化される請求項８に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記１組のビーコン・シンボル送信単位内のビーコン・シンボルの位置は、伝えられる
優先度レベルに相応する予め定められたトーン・ホッピング・パターンに対応する請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記優先度情報を伝えるために用いられる他のすべてのビーコンより高い優先度を示す
最優先度ビーコンを伝えるために、ユニークなビーコン・シンボル・パターンが用いられ
る請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信デバイスであって、
　他の通信デバイスから、少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号のう
ちの少なくとも一部分を受信する受信機と、
　受信したビーコン信号部分によって伝えられた優先度情報に基づいて信号送信決定を行
う送信決定モジュールとを備え、
　前記送信決定モジュールは、前記受信したビーコン信号部分の電力レベルおよび優先度
レベルの関数として、ユーザ・データ送信電力レベルを制御する送信電力制御モジュール
を備え、
　前記送信電力制御モジュールは、前記受信したビーコン信号部分が、送信電力を制御す
るために使用された前に受信されたビーコン信号部分によって示される優先度レベルより
も高い優先度レベルを示す場合、前記ユーザ・データ送信電力レベルを低減するデバイス
。
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【請求項１４】
　前記優先度情報は、デバイス優先度、ユーザ優先度、およびセッション優先度のうちの
１つを示す請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　ビーコン・シンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を生成するビーコン信号生
成モジュールと、
　ユーザ・データが送信されるべきであると前記信号送信決定モジュールが示す場合、前
記ビーコン信号の一部分に加えて、前記ユーザ・データを送信する送信機と
を更に備える請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記送信されたビーコン信号部分は、前記ユーザ・データを送信するために、ｉ）前記
無線通信デバイスと、ｉｉ）前記無線通信デバイスを用いているユーザとのうちの少なく
とも１つを特定する請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記送信決定モジュールが信号送信決定を行った後に、少なくとも１つのビーコン・シ
ンボルを含む追加ビーコン信号部分を監視する監視モジュールを制御する制御モジュール
を備え、
　前記追加ビーコン信号部分が予め定めた期間に受信されない場合、前記送信決定モジュ
ールは、信号を送信するように決定する請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記追加ビーコン信号部分は、前記無線通信デバイスに関連付けられた優先度よりも高
い優先度を伝えるビーコン信号部分である請求項１７に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記送信されたビーコン信号部分は、前記無線通信デバイスに対応する優先度情報を伝
える請求項１５に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記ビーコン信号部分に含まれる１組のビーコン・シンボルから、前記優先度情報を決
定するビーコン信号情報検出モジュールを更に備え、
　前記優先度情報は、複数のビーコン・シンボルにわたって符合化される請求項１３に記
載のデバイス。
【請求項２１】
　前記優先度情報は、前記ビーコン信号部分を送信するために用いられる１組のビーコン
・シンボル送信単位内のビーコン・シンボルの位置によって少なくとも部分的に符号化さ
れる請求項２０に記載のデバイス。
【請求項２２】
　優先度情報は、前記ビーコン信号部分を複数のビーコン・シンボル送信期間を含む一期
間にわたって送信するために用いられる１組のビーコン・シンボル送信単位内のビーコン
・シンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化される請求項２０に記載の
デバイス。
【請求項２３】
　前記１組のビーコン・シンボル送信単位内のビーコン・シンボルの位置は、伝えられる
べき優先度レベルに相応する予め定められたトーン・ホッピング・パターンに対応する請
求項２２に記載のデバイス。
【請求項２４】
　優先度情報を伝えるために用いられる他のすべてのビーコンより高い優先度を示す最優
先度ビーコンを伝えるために、ユニークなビーコン・シンボル・パターンが用いられる請
求項２３に記載のデバイス。
【請求項２５】
　無線通信デバイスであって、
　他の通信デバイスから、少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号のう
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ちの少なくとも一部分を受信する受信手段と、
　受信したビーコン信号部分によって伝えられた優先度情報に基づいて信号送信決定を行
う信号送信決定手段とを備え、
　前記信号送信決定手段は、前記受信したビーコン信号部分の電力レベルおよび優先度レ
ベルの関数として、ユーザ・データ送信電力レベルを制御する送信電力制御手段を備え、
　前記送信電力制御手段は、前記受信したビーコン信号部分が、送信電力を制御するため
に使用された前に受信されたビーコン信号部分によって示される優先度レベルよりも高い
優先度レベルを示す場合、前記ユーザ・データ送信電力レベルを低減するデバイス。
【請求項２６】
　前記優先度情報は、デバイス優先度、ユーザ優先度、およびセッション優先度のうちの
１つを示す請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
　ビーコン・シンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を生成するビーコン信号生
成手段と、
　ユーザ・データが送信されるべきであると前記信号送信決定手段が示す場合、前記ビー
コン信号の一部分に加えて、前記ユーザ・データを送信する送信手段と
を更に備える請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記送信されたビーコン信号部分は、前記ユーザ・データを送信するために、ｉ）前記
無線通信デバイスと、ｉｉ）前記無線通信デバイスを用いているユーザとのうちの少なく
とも１つを特定する請求項２７に記載のデバイス。
【請求項２９】
　ビーコン信号を監視する手段と、
　前記信号送信決定手段が、信号送信決定を行った後に、少なくとも１つのビーコン・シ
ンボルを含む追加ビーコン信号部分を監視するために、前記監視する手段を制御する手段
とを備え、
　前記追加ビーコン信号部分が予め定めた期間に受信されない場合、前記信号送信決定手
段が、信号を送信するように決定する請求項２６に記載のデバイス。
【請求項３０】
　無線通信デバイスを動作させる方法を実施するための機械実行可能命令を組み込んだコ
ンピュータ読取可能媒体であって、前記方法は、
　他の通信デバイスから、少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号のう
ちの少なくとも一部分を受信することと、
　受信したビーコン信号部分によって伝えられた優先度情報に基づいて信号送信決定を行
うこととを備え、
　前記信号送信決定を行うことは、前記受信したビーコン信号部分の電力レベルおよび優
先度レベルの関数として決定される送信電力レベルにおいてユーザ・データを送信するよ
うに決定することを含み、
　前記受信したビーコン信号部分が、送信電力を制御するために使用された前に受信され
たビーコン信号部分によって示される優先度レベルよりも高い優先度レベルを示す場合、
前記送信電力レベルが低減されるコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３１】
　前記優先度情報は、デバイス優先度、ユーザ優先度、およびセッション優先度のうちの
１つを示す請求項３０に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３２】
　ユーザ・データが送信されるべきであると前記信号送信決定が示す場合、ユーザ・デー
タの送信を制御し、
　前記ユーザ・データに加えて、ビーコン信号のうちの少なくとも一部分の送信を制御す
るための機械実行可能な命令を更に組み込んだ請求項３１に記載のコンピュータ読取可能
媒体。
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【請求項３３】
　前記ユーザ・データを、送信されているビーコン信号のうちの少なくとも一部分の中に
送るために、前記無線通信デバイスと、前記無線通信デバイスを用いているユーザとのう
ちの少なくとも１つを特定する特定情報を符号化するための機械実行可能な命令を更に組
み込んだ請求項３２に記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３４】
　他の通信デバイスから、少なくとも１つのビーコン信号を含むビーコン信号のうちの少
なくとも一部分を受信し、受信したビーコン信号部分によって伝えられた優先度情報に基
づいて信号送信決定を行うように構成されたプロセッサを備え、
　前記プロセッサはさらに、前記信号送信決定を行う際に、前記受信したビーコン信号部
分の電力レベルおよび優先度レベルの関数として決定される送信電力レベルにおいてユー
ザ・データを送信するように決定し、前記受信したビーコン信号部分が、送信電力を制御
するために使用された前に受信されたビーコン信号部分によって示される優先度レベルよ
りも高い優先度レベルを示す場合、前記送信電力レベルを低減するように構成された装置
。
【請求項３５】
　前記優先度情報は、デバイス優先度、ユーザ優先度、およびセッション優先度のうちの
１つを示す請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記プロセッサは更に、
　ユーザ・データが送信されるべきであると前記信号送信決定が示す場合、ユーザ・デー
タの送信を制御し、
　前記ユーザ・データに加えて、ビーコン信号のうちの少なくとも一部分の送信を制御す
るように構成された請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記プロセッサは更に、
　前記ユーザ・データを、送信されているビーコン信号のうちの少なくとも一部分の中に
送るために、前記無線通信デバイスと、前記無線通信デバイスを用いているユーザとのう
ちの少なくとも１つを特定する特定情報を符号化するように構成された請求項３６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おけるシグナリングのための方法および装置に関し、更に詳しくは
、例えばコグニティブ無線ネットワークのような無線ネットワークにおいてスペクトラム
利用可能性を検出するためにビーコン信号を用いるための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線スペクトルは高価で貴重な資源であるが、スペクトルのかなり広い部分はしばしば
使用されなくなる。コグニティブ無線の概念によれば、無線デバイスは通信用にローカル
に利用可能であり使用可能であるスペクトルを発見し使用することができる。無線デバイ
スは利用可能なスペクトルを動的に再利用するために、その位置を含む環境を感知するこ
とができるべきであり、それに従って電力および搬送周波数を含むその通信パラメータを
変えることができるべきである。コグニティブ無線の鍵となる技術的問題はスペクトルの
利用可能性をロバストで電力効率の良い方法で検出することである。例えば、端末が電力
投入直後または新しい領域に移動して入る場合、その端末はその地理的領域の近くで現在
用いられているかもしれない通信パラメータまたは技術さえ知らないかもしれない。この
検出方法は、例えば、タイミングおよび周波数の同期がとれていないことを含む種々の不
確定さに対してロバストでなければならない。電力効率は端末の電池の寿命に大きな影響
をおよぼすので、無線システムにおける別の重要な課題である。
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【０００３】
　上記の検討に鑑みて、無線ネットワークにおいてスペクトルの利用可能性を検出するた
めの新しい改良された方法に対するニーズがあることが理解されるべきである。
【発明の開示】
【０００４】
　　（関連出願）
　本特許出願は、２００６年１月１１日に出願され、”METHODS AND APPARATUS FOR USIN
G BEACON SIGNALS FOR IDENTIFICATION, SYNCHRONIZATION OR ACQUISITION IN AN AD HOC
 WIRELESS NETWORK”（アドホック無線ネットワークにおける識別、同期または捕捉のた
めにビーコン信号を用いる方法および装置）と題された米国仮出願番号60/758,011、２０
０６年１月１１日に出願され、”METHODS AND APPARATUS FOR FACILITATING IDENTIFICAT
ION, SYNCHRONIZATION OR ACQUISITION USING BEACON SIGNALS”(ビーコン信号を用いて
識別、同期または捕捉を容易にするための方法および装置)と題された米国仮出願番号60/
758,010、２００６年１月１１日に出願され、”METHODS AND APPARATUS FOR USING BEACO
N SIGNALS IN A COGNITIVE RADIO NETWORK”(コグニティブ無線ネットワークにおいてビ
ーコン信号を用いるための方法および装置)と題された米国仮出願番号60/758,012、２０
０６年１０月２７日に出願された米国仮出願番号60/863,304、２００６年９月１５日に出
願された米国仮出願番号60/845,052、および２００６年９月１５日に出願された米国仮出
願番号60/845,051の利益を主張する。これらの各々は参照によって本明細書に組み込まれ
、これらのすべては本譲受人に譲渡されている。
【発明の概要】
【０００５】
　種々の実施形態に従って、無線端末がスペクトル帯域の使用を開始する前に、無線端末
はスペクトル帯域が使用可能であるかどうかを決定するためにスペクトル帯域を走査する
ことになる。走査のステップはスペクトル帯域内のビーコン信号を探索することを含む。
【０００６】
　１つの典型的な実施形態において、ビーコン信号はスペクトル帯域内のビーコン信号バ
ーストのシーケンスを含み、各ビーコン・バーストは１または複数のビーコン・シンボル
を含む。ビーコン・シンボルは１つのビーコン・シンボル送信単位を用いて送信される。
ビーコン信号バーストは１または複数のビーコン・シンボルを含み、ビーコン・シンボル
数はビーコン・シンボル・バーストのビーコン・シンボル送信単位のわずかな部分、例え
ば≦１０％、を占める。いくつかの典型的な直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムに
おいて、各ビーコン・シンボルはＯＦＤＭシンボル期間にわたって単一のトーンである。
いくつかの典型的な直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムにおいて、各ビーコン・シ
ンボルは小さい数、例えば１、２、３または４のＯＦＤＭシンボル期間にわたって単一の
トーンである。いくつかの実施形態において、ビーコン信号バーストは１または複数のト
ーン、例えば単一トーンまたは２、３もしくは４トーンのような小数のトーンを含む。こ
れらのトーンは小数の送信シンボル期間、例えば１または２シンボル送信期間にわたって
ビーコン・シンボルを伝送するために用いられる。ビーコン信号バーストは第１と第２の
ビーコン信号バースト間に多くのシンボル期間があるようにするため間欠的（すなわち非
連続的）に送信される。引き続くビーコン信号バーストは予め定められたまたは擬似ラン
ダムなトーン・ホッピング・シーケンスに従ってビーコン・シンボルに対して異なるトー
ンを用いるかもしれないし、時には用いる。
【０００７】
　種々の実施形態に従って、少量の情報を搬送するためにビーコン信号を用いることがで
きる。典型的なＯＦＤＭシステムにおいて、与えられたバースト内のビーコン・シンボル
の（複数の）トーンの周波数、引き続くバースト間の時間間隔、および／またはトーン・
ホッピング・シーケンスに情報を含めることができる。ビーコン信号によって搬送される
情報は、種々の実施形態において、送信機に関する少なくとも以下の１つを含む：識別子
、形式、優先度レベル、現在の送信電力値、および最大電力情報、例えば送信機が送信し
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得る最大電力。
【０００８】
　無線端末がビーコン信号探索ステップにおいてビーコン信号を検出していない場合、い
くつかの実施形態において、端末はそのスペクトル帯域を使用できる。それ以外の場合、
一実施形態においては、無線端末はスペクトル帯域を用いることができない。
【０００９】
　無線端末が、候補スペクトル帯域が使用可能であると判定すると、無線端末はそのスペ
クトルの利用、例えばデータもしくは制御信号の送信／受信または別の無線端末とのピア
・ツー・ピア通信セッションの確立を開始しうる。一実施形態において、無線端末の送信
電力は無線端末の形式または優先度レベルの関数である。
【００１０】
　種々の実施形態の一つの局面に従って、無線端末がスペクトルを用いている間に、無線
端末はスペクトル帯域内でそれ自身のユーザ・ビーコン信号を送信する。異なる無線端末
によって送信されるユーザ・ビーコン信号は、ビーコン信号によって搬送される情報によ
って互いに異なるかもしれないし、しばしば異なる場合がある。一実施形態において、複
数の無線端末は異なるサービス優先度レベルにあり、異なるユーザ・ビーコン信号に対応
している。
【００１１】
　種々の実施形態の別の一態様に従って、無線端末がスペクトルを用いている間に無線端
末はスペクトルを受信し、別の無線端末によって送られうるビーコン信号の検出を試みる
。無線端末は、数シンボル期間の区間、連続的に受信モード（すなわち、オン時間）にあ
るかもしれない。端末が電力節約モードにあり、いかなる信号も受信しない、例えば受信
モジュールの電源がオフであるオフ時間がオン時間に続く。あるいはまた、無線端末がス
ペクトルを用いている間、無線端末は連続的に受信モードでありうる。
【００１２】
　一実施形態において、第１の無線端末が第２の無線端末からのユーザ・ビーコン信号の
存在を検出すると、第１の無線端末が現在スペクトル帯域を用いている否かに関わらず、
その無線端末は優先度レベルを比較する必要がある。第２の無線端末の優先度レベルがよ
り高い場合、第１の無線端末はスペクトル帯域を使用不可と判断する。さらに、第１の無
線端末は、第１の無線端末が現在スペクトル帯域を用いている場合、スペクトル帯域の使
用を中止しなければならない。その結果、より高い優先度のユーザまたはサービスは第１
の無線端末からの干渉を受けずにスペクトル帯域を用いることができる。第２の無線端末
の優先度レベルが低い場合、第１の無線端末はスペクトル帯域が使用可能であると判断す
る。第１の無線端末がそのスペクトルを用いていない場合、第１の無線端末はそれ自身の
ユーザ・ビーコン信号を送信開始できるかもしれない。いくつかの実施形態において、第
１の無線端末は検出されたビーコン信号から第２の無線端末のタイミングおよび／または
周波数を導出し、次にその情報を用いてそれ自身のユーザ・ビーコン信号を送信するため
のタイミングおよび／または周波数を決定する。第２の無線端末もユーザ・ビーコン信号
を検出するために受信中であると仮定すると、有利なことに、上記同期は第１の無線端末
のユーザ・ビーコン信号が第２の無線端末によって受信されることの助けとなり、その結
果第２の無線端末はスペクトルを用いることを中止するだろう。
【００１３】
　種々の実施形態の別の態様に従って、無線端末は、無線端末と検出されたビーコン信号
に対応する送信機との間の伝搬損を推定する。この推定はビーコン信号の受信電力に基づ
くことができるし、時には基づく。伝搬損が十分大きい場合、例えば予め定められたレベ
ルより大きい場合、無線端末はスペクトル帯域を用いることができる。
【００１４】
　種々の実施形態に従って、１つの地理的領域において、いずれかのノード、例えば無線
端末または基地局が、あるスペクトル帯域でデータ・セッション中である場合、そのノー
ドはそのスペクトル帯域内でノード・ビーコン信号を送信する必要がある。データ・セッ
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ションにおいて、ノードは制御またはデータ信号を送信または受信しうる。その領域内で
異なるノードが、各無線端末が種々のサービス、例えば異なる技術でサポートされうる携
帯電話、無線加入者線、ディジタル・テレビ等、の少なくとも１つを用いている状態で共
存するかもしれない。
【００１５】
　種々の実施形態に従って、無線通信デバイスを動作させる典型的な方法は、他の通信デ
バイスから、少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号のうちの少なくと
も一部分を受信することと、受信したビーコン信号部分によって通信された優先度情報に
基づいて、信号送信決定を行うこととを含む。様々な実施形態に従った無線通信デバイス
は、別の通信デバイスから、少なくとも１つのビーコン信号を含むビーコン信号のうちの
少なくとも一部分を受信する受信機と、受信したビーコン信号部分によって通信された優
先度情報に基づいて信号送信決定を行う送信決定モジュールとを含む。
【００１６】
　上記の概要で種々の実施形態を説明したが、必ずしもすべての実施形態が同じ特徴を含
まなくとも良く、上述の特徴のいくつかは必要ではないがいくつかの実施形態において望
ましい場合があるということが理解されるべきである。以下の詳細な説明において多くの
付加的機能、実施形態および利点について検討する。
【詳細な説明】
【００１７】
　図１に、種々の実施形態に従って実施される典型的なコグニティブ無線通信ネットワー
ク１００を示す。２つの無線端末、すなわち、第１の無線端末１０２および第２の無線端
末１０４が地理的領域１０６内にある。例えばシステム・ビーコン送信器を含むシステム
端末１０５はいくつかの実施形態に含まれる。あるスペクトル帯域が、通信、例えばピア
・ツー・ピア通信のためにこれら２つの端末で使用可能である。
【００１８】
　コグニティブ無線ネットワークには、通常ネットワーク・インフラストラクチャがない
。種々の説明される新規な方法、装置および特徴は種々の無線ネットワークで用いられる
かもしれないが、インフラストラクチャが限定的または欠けているネットワーク、例えば
無線端末がネットワークに関する情報を見つける必要があるかもしれないコグニティブ無
線ネットワークにおける使用に特に良く適している。無線端末は共通のタイミングまたは
周波数基準を有していないかもしれない。実際に、そのようなネットワークにおいて、無
線端末は与えられたスペクトル帯域が現在の地理的領域内の無線端末によって使用可能で
あるかどうかを決定する必要がある。コグニティブ無線の鍵となる考え方は無線端末にそ
の環境を検知させ、利用可能なスペクトルを発見させることである。スペクトルの利用可
能性はその環境の関数である。
【００１９】
　図２に、種々の実施形態に従って実施されるコグニティブ無線ネットワーク内のスペク
トル帯域の使用を制御するためにビーコン信号を用いる典型的方法のラダー図２００を示
す。
【００２０】
　縦軸２０１は時間を表す。この典型的なコグニティブ無線ネットワークには３個の典型
的な端末、ＷＴＡ２０２、ＷＴＢ２０４、およびＷＴＣ２０６がある。初期にはどの無線
端末（２０４、２０６、２０８）も電源が入っていないと仮定する。
【００２１】
　まず最初に、無線端末Ａ２０２の電源が入れられる。無線端末Ａ２０２はスペクトル帯
域を用いることができるようになる前に、ユーザ・ビーコン信号を探索するために、まず
帯域を走査する（２０８）。無線端末Ａ２０２はその領域内で唯一のアクティブ端末であ
るため、どのユーザ・ビーコン信号も検出しない。したがって、無線端末Ａ２０２はその
スペクトル帯域が使用可能であると判定する（２１０）。無線端末Ａ２０２はスペクトル
の使用を開始する（２１２）。無線端末Ａ２０２はその存在を示すために、そのユーザ・
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ビーコン信号をブロードキャストする（２１４）。
【００２２】
　遅れて、無線端末Ｂ２０４の電源が入れられる。無線端末Ｂ２０４はスペクトル帯域を
用いることができるようになる前に、ユーザ・ビーコン信号を探索するために、まず帯域
を走査する（２１６）。無線端末Ｂ２０４は端末Ａにより送信されたユーザ・ビーコン信
号を検出する（２１８）。無線端末Ｂ２０４は、例えば端末Ａの検出したビーコン信号ま
たは別のブロードキャスト・チャネルから、無線端末Ａがピア・ツー・ピア通信に利用可
能であることをさらに知る（２２０）。従って無線端末Ｂ２０４はそのスペクトルを用い
ることを決定する。無線端末ＡおよびＢ（２０２、２０４）はピア・ツー・ピアセッショ
ンを設定する（２２４）。双方の無線端末（２０２、２０４）がアクティブであるため、
それら双方はそれぞれユーザ・ビーコン信号をブロードキャストする（２２８および２２
６）。いくつかの実施形態において、どちらかの無線端末がそれ自身のユーザ・ビーコン
信号をブロードキャストする。他の実施形態において、２つの端末（２０２、２０４）は
それらのセッションの優先度レベルを決定し、送るべきユーザ・ビーコン信号を決定する
ためにそれを用いる。例えば、セッション優先度レベルはどちらかの端末の最大優先レベ
ルである。
【００２３】
　遅れて、無線端末Ｃ２０６の電源が入れられる。無線端末Ｃ２０６はスペクトル帯域を
用いることができるようになる前に、ユーザ・ビーコン信号を探索するために、まず帯域
を走査する（２３０）。無線端末Ｃ２０６は端末Ａ２０２または端末Ｂ２０４により送信
されたユーザ・ビーコン信号を検出する（２３２）。無線端末Ｃ２０６は、例えば端末Ａ
またはＢの検出したビーコン信号または別のブロードキャスト・チャネルから、実行中の
セッションがあることをさらに知る（２３４）。無線端末Ｃ２０６は検出されたビーコン
信号の優先度レベルも知り、自身の優先度レベルとそれらを比較する（２３６）。無線端
末Ｃ２０６の優先度レベルが低い場合、無線端末Ｃ２０６はスペクトル帯域が利用可能で
はないと判定し（２３８）、その他の場合は無線端末Ｃ２０６は自身のユーザ・ビーコン
信号の送信を開始するかもしれない。このような場合には、無線端末ＡおよびＢ（２０２
、２０４）の双方は無線端末Ｃ２０６からのユーザ・ビーコン信号を検出するだろう。次
に双方は彼らのセッションを中止／中断し、そのスペクトルの使用を中止しなければなら
ない。
【００２４】
　種々の実施形態に従って、ビーコン信号はスペクトル帯域内のビーコン信号バーストの
シーケンスを含み、各ビーコン信号バーストは１または複数のビーコン・シンボルを含む
。ビーコン・シンボルはビーコン・シンボル送信単位を用いて送信される。ビーコン信号
バーストは小数のビーコン・シンボルを含み、そのビーコン・シンボル数はビーコン・シ
ンボル・バーストのビーコン・シンボル送信単位のわずかな部分を占める。いくつかの典
型的なＯＦＤＭシステムにおいて、ビーコン・シンボルはＯＦＤＭの１シンボル期間にわ
たり、１トーンである。いくつかの典型的ＯＦＤＭシステムにおいて、ビーコン・シンボ
ルは小さい数、例えば１，２，３または４、の引き続くＯＦＤＭシンボル期間にわたって
、１トーンである。いくつかの実施形態において、ビーコン信号バーストは１または複数
のトーン、例えば単一トーンまたは２，３もしくは４トーンのような小さい数のトーンを
含む。これらのトーンは小数の送信シンボル期間、例えば１または２シンボル期間、にわ
たってビーコン・シンボルを伝送するために用いられる。無線送信機は第１と第２のビー
コン信号バースト間に多くのシンボル期間があるようにするためにビーコン信号バースト
を間欠的（すなわち非連続的）に送信する。図３に、典型的なＯＦＤＭシステムにおける
典型的ビーコン信号を図面３００および３５０で示す。
【００２５】
　図面３００において、横軸３０２は時間を表し、縦軸３０４は周波数を表す。縦の列は
与えられたシンボル期間のトーンの各々を表す。各小さい箱３０６はトーン－シンボルを
表す。これは単一送信シンボル期間にわたって単一トーンである。図面３５０において、
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横軸３５２は時間を表し、縦軸３０４は周波数を表す。縦の列は与えられたシンボル期間
のトーンの各々を表す。各小さい箱３５６はトーン－シンボルを表す。これは単一送信シ
ンボル期間にわたって単一トーンである。ＯＦＤＭシンボルの最小の送信単位は１トーン
－シンボルである。この典型的な実施形態において、ビーコン・シンボル送信単位はＯＦ
ＤＭのトーン－シンボルである。
【００２６】
　ビーコン信号はビーコン信号バーストのシーケンスを含む。このバーストは時間に沿っ
て順次送信され、各ビーコン・シンボル・バーストは１または複数のビーコン・シンボル
を含む。種々の実施形態において、ビーコン信号バーストはビーコン・シンボル、例えば
単一トーン、を小数の送信シンボル期間、例えば１つまたは２つのシンボル期間にわたり
伝送する小数のトーンを含む。図３の図面３００に４個の小さい黒い四角（３０８、３１
０、３１２、３１４）を示す。これらの各々はビーコン・シンボルを表す。この場合、１
ビーコン・シンボルは１トーン－シンボルの無線リンク・リソースを用いる。別の典型的
な実施形態において、１ビーコン・シンボルは２つの連続したシンボル期間にわたり１つ
のトーンを用い、２つのＯＦＤＭトーン－シンボルの無線リンク・リソースを用いる。
【００２７】
　ビーコン信号のビーコン・シンボル・トーンまたは複数のビーコン・シンボル・トーン
はバースト毎に変化（ホップ）する。種々の実施形態に従って、ビーコン信号の、前記ビ
ーコン・シンボルまたは複数のビーコン・シンボルに用いるトーンおよびバースト間区間
を含むトーン・ホッピング・パターンは、いくつかの実施形態においては、送信機、例え
ば端末の関数である。また、前記ホッピング・パターンは送信機の識別もしくは送信機が
属する形式の識別として、または送信電力もしくは端末の送信しうる最大電力を示すため
に用いられ得る。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、異なるユーザ・ビーコン信号は以下の少なくとも１つの
点で互いに異なる：ビーコン信号バーストの周期、ビーコン信号バースト内のビーコン・
シンボルに用いられるトーンまたは複数トーン、および引き続くビーコン信号バーストで
用いられるビーコン・シンボル・トーンのホッピング・パターン。
【００２９】
　例えば、図３に、２つの典型的なビーコン信号（３２４、３７４）を示す。第１のビー
コン信号３２４が第１の無線端末によって送られる第１のユーザ・ビーコン信号であり、
またビーコン信号バースト（３１６、３１８、３２０、３２２）およびビーコン・シンボ
ル（３０８、３１０、３１２、３１４）をそれぞれ含むと見なす。第２の無線端末により
送られる第２のビーコン信号３７４はビーコン信号バースト（３６６、３６８、３７０、
３７２）およびビーコン・シンボル（３５８、３６０、３６２、３６４）をそれぞれ含む
。上図３００は１つの無線端末により送られたユーザ・ビーコン信号３２４を示し、下図
３５０は別の無線端末により送られた別のユーザ・ビーコン信号３７４を示す。この例に
おいて、２つのビーコン信号は同一周期を有するが、異なるトーン・ホッピング・シーケ
ンスを有する。明確には、典型的な第１の無線端末のビーコン信号３２４のトーンは第１
の傾斜に従い、典型的な第２の無線端末のユーザ・ビーコン信号３７４のトーンは第２の
傾斜に従う。ここで第１の傾斜は第２の傾斜よりも大きい。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、典型的なシステム・ビーコン信号、例えば、基地局およ
び／または固定位置ビーコン送信機からのビーコン信号は第１の傾斜または第１の傾斜の
セットに従い、典型的なユーザ・ビーコン信号は第２の傾斜または第２の傾斜のセットに
従い、第１の傾斜は第２の傾斜と異なり、および／または傾斜の第１のセットは傾斜の第
２のセットと重なり合うところがない。
【００３１】
　１つの典型的な実施形態において、高優先度のサービス、例えば法律の行使または消防
署の業務、および低優先度のサービス、例えば一般データ・サービスがスペクトル帯域を
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共有すると仮定する。大部分の時間、高優先度サービスは全く活動せず、その間、低優先
度はスペクトル帯域全体をサービスに用いることができる。しかし、高優先度サービスが
そのスペクトルを用いる必要があるときには、低優先度サービスを中止しなければならな
いことが望ましい。低優先度サービスに関連しているセッションは終了されなければなら
ない。この目的を達成するために、種々の実施形態に従って、異なるサービス・レベルに
関連する端末は異なるユーザ・ビーコン信号を、例えば異なる優先度レベルを伝えるため
に用いる。
【００３２】
　典型的な一実施形態を考察する。使用可能性を求めて無線端末がスペクトルを走査して
いるとき、または既に無線端末がスペクトル帯域を用いて通信セッションにあるときは、
無線端末はユーザ・ビーコン信号を探索し続けなければならない。無線端末がそれ自身の
優先度より高い優先度を有するユーザ・ビーコン信号の存在を検出する場合、無線端末は
対応するスペクトル帯域を使用不可能とみなす。無線端末は、もし使っていれば通信セッ
ションを終了しなければならず、また別の候補スペクトル帯域の走査に進むかもしれない
。これは結果として高優先度端末またはサービスによって用いられるためのクリーンなス
ペクトル帯域を生む。
【００３３】
　図４の図面４００に、種々の実施形態に従って実施されるビーコン信号バーストに対す
る監視の一実施形態を示す。無線端末はスペクトル帯域を受信して異なる無線端末によっ
て送信されうるユーザ・ビーコン信号の検出を試みる。無線端末は、いくつかのシンボル
期間の区間において、連続的に受信モードにありうる。それは、オン時間と呼ばれる。オ
ン時間（４０２）に後続して、無線デバイスが電力節約モードにあり信号を受信しないオ
フ時間がある。オフ時間において、無線端末は受信機モジュールの電源を完全に切るかも
しれない。オフ時間４０６が終わると、無線端末はオン時間４０４を再開し、ビーコン信
号の検出を再び開始する。上記の手順を繰り返す。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、オン時間区間の長さはオフ時間区間の長さより短い。一
実施形態において、オン時間区間はオフ時間区間の１／５以下である。一実施形態におい
て、オン時間区間の各々の長さは同じであり、オフ時間区間各々の長さも同じである。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、第２の無線端末が実際に第１の無線端末の近傍に存在す
る場合、オフ時間区間の長さは第１の無線端末が別の（第２の）無線端末の存在を検出す
るためのレイテンシ要求に依存する。オン時間区間の長さは第１の無線端末がオン時間区
間内で少なくとも１つのビーコン信号バーストを高い確率で検出するように決定される。
一実施形態において、オン時間区間の長さはビーコン信号バーストの送信継続時間と、次
のビーコン信号バーストとの間の時間の少なくとも１つの関数である。例えば、オン時間
区間の長さはビーコン信号バーストの送信継続時間と、次のビーコン信号バーストとの間
の時間の少なくとも和である。
【００３６】
　図５に、種々の実施形態に従って実施される典型的な第１の無線端末で用いられる無線
端末を動作させる典型的方法のフローチャート５００を示す。典型的方法の動作はステッ
プ５０１で始まる。ここで、第１の無線端末は、電源を投入され、初期化され、ステップ
５０２へ進む。
【００３７】
　ステップ５０２において、典型的な第１の無線端末はスペクトル帯域を走査することに
よってユーザ・ビーコン信号の探索を開始することができる。次に、ステップ５０４にお
いて、第１の無線端末は第２の無線端末からのユーザ・ビーコン信号が検出されたかどう
かをチェックする。答えが「いいえ」の場合、次に動作はステップ５０４からステップ５
１６へ進む。ここで第１の無線端末はスペクトルが使用可能であると判定する。その他の
場合、第１の無線端末はビーコン信号を検出しており、動作はステップ５０４からステッ
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プ５０６へ進む。ここで、第１の無線端末は検出されたユーザ・ビーコン信号の優先度レ
ベルと自身の優先度レベルとを比較する。ステップ５０８において、第１の無線端末は検
出されたビーコンが自身の優先度レベルより高い優先度レベルを有しているかどうかをチ
ェックする。答えが「いいえ」の場合、次に動作はステップ５０８からステップ５１６へ
進む。ここで、第１の無線端末はスペクトルが使用可能であると判定する。その他の場合
、動作はステップ５０８からステップ５１０へ進む。ステップ５１０において、第１の無
線端末は第１の無線端末から第２の無線端末までの伝搬損を決定する。
【００３８】
　一実施形態において、ビーコン信号は第２の無線端末の送信電力に関する情報を搬送す
る。従って、第１の無線端末は送信電力と、第１の無線端末によって測定された受信電力
とから伝搬損を決定できる。ビーコン信号の各々が同じ電力レベルで送られる特殊な場合
においては、ビーコン信号自身は第２の無線デバイスの送信電力に関する情報を搬送する
必要はない。第１の無線端末は既知の、例えば予め定められたビーコン・レベルの、送信
電力と第１の無線端末によって測定された受信電力から伝搬損を決定できる。動作はステ
ップ５１０からステップ５１２へ進む。
【００３９】
　ステップ５１２において、第１の無線端末は伝搬損が例えば予め定められ記憶された伝
搬損レベルに比較して十分大きいかどうかを決定する。答えが「はい」の場合、次に動作
はステップ５１２からステップ５１６へ進む。ステップ５１６において、第１の無線端末
はスペクトルが使用可能であると判定する。その他の場合は、動作はステップ５１２から
ステップ５１４へ進む。ここで、第１の無線端末はスペクトルが使用可能ではないと判定
する。
【００４０】
　第１の無線端末がステップ５１６においてスペクトルが使用可能であると判定すると、
第１の無線端末は例えばピア・ツー・ピアのような通信リンクを確立するためにスペクト
ルを用いうる。動作はステップ５１６からステップ５１８へ進む。ここで、第１の無線端
末は自身のユーザ・ビーコン信号を送信することを含むスペクトルの使用を開始する。一
方、第１の無線端末は、例えば受信機動作に関して周期的にオン時間モードにあり、ステ
ップ５０２に示したようにユーザ・ビーコン信号を探索するためにスペクトル帯域を走査
しなければならない。
【００４１】
　通常、コグニティブ無線ネットワーク内の端末は端末の各々がそこから同期情報を導出
できるような共通信号源を有しない。種々の典型的な実施形態の特徴に従って、無線端末
は、例えばビーコン送信機を含む固定位置システム端末によって送信されるような、特別
な送信機によって送信されるシステム・ビーコン信号から導出されるタイミングおよび／
または周波数情報を用いる。固定位置システム端末は他のネットワーク・ノードと接続さ
れるかもしれないし、されないかもしれない。またビーコン信号を送信することに加えて
付加的な無線機能を含むかもしれないし、含まないかもしれない。いくつかの実施形態に
おいて、固定位置システム端末だけが持つ機能は無線端末によって基準として用いられる
システム・ビーコン信号を送信することである。有利には、端末が共通のタイミングおよ
び／または周波数基準を有し、それにより互いに同期される。詳述するために、図６の図
面６００に、種々の実施形態に従って実施されるタイミング同期情報の利用の一例を示す
。
【００４２】
　横軸６０１は時間を表す。第２の無線端末はビーコン信号バースト６０２、６０４、６
０６等のシーケンスを含むユーザ・ビーコン信号６０８を送信する。第１の無線端末は電
源が投入され、それらのビーコン・バーストを検出すると仮定する。第１の無線端末が第
２の端末より高い優先度レベルを有しており、かつ第１の無線端末がスペクトルの使用を
意図していると仮定する。
【００４３】
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　第１の無線端末は第２の無線端末が他のユーザ・ビーコンに対する監視をする期間であ
る第２の無線端末の受信機のオン時間区間を予測する。この予測は、検出されたビーコン
・バースト６０２、６０４および６０６の推定されたタイミングの関数である。例えば、
図６において、端末のオン時間区間は同じ無線端末によって送られたビーコン信号バース
トの始まりからの既知の時間オフセット６１２を有する時間から始まる。したがって、第
１の無線端末が第２の無線端末の送信機のビーコン・バーストのタイミングを決定すると
、第２の無線端末の受信機のタイミングを、既知の関係から決定することが可能である。
【００４４】
　自身のユーザ・ビーコン信号をランダムに選択した時間に送信するよりも、図６に示す
典型的なシナリオにおいて、第１の無線端末は第２の無線端末が受信している期間（６１
０）に送信することを選択（６１４）したほうがよい。第２の無線端末は第１の無線端末
によって送られたユーザ・ビーコン信号を検出し、次に、自身の優先度レベルが低いため
、スペクトル帯域を用いることの中止を決める。
【００４５】
　上記の同期がない場合には、第２の無線端末が第１の無線端末によって送られたユーザ
・ビーコン信号を検出するために、はるかに長い時間を要することに注意されたい。他の
場合には、第２の無線端末は検出のレイテンシを短縮するためにはるかに長い区間の間、
受信モードに留まる必要があるかもしれない。このように、同期は無線端末がビーコン信
号を著しく早くかつより電力効率的に検出する助けとなる。
【００４６】
　図７に、種々の実施形態に従って実施される典型的無線端末７００の詳細な例示図を示
す。図７に示した典型的な無線端末７００は、図１に示した無線端末１０２および１０４
のいずれかの１つとして用いられうる装置を詳細に示したものである。図７の実施形態に
おいて、無線端末７００はバス７０６によって互いに接続されたプロセッサ７０４、無線
通信インタフェース・モジュール７３０、ユーザ入力／出力インタフェース７４０、およ
びメモリー７１０を含む。従って、バス７０６を介して、端末の７００の種々の構成部品
は情報、信号、およびデータを交換できる。無線端末７００の構成部品７０４、７０６、
７１０、７３０、７４０はケース７０２の内部に置かれる。
【００４７】
　無線通信インタフェース７３０は、無線端末７００の内部の構成部品が外部デバイスお
よび別の端末から／へ信号を送信および受信できるようにする手段を提供する。無線通信
インタフェース７３０は、例えば受信機モジュール７３２および送信機モジュール７３４
を含む。これらはデュプレクサ７３８を介して、無線端末７００を例えば無線通信チャネ
ルを介して他の端末と接続するために用いられるアンテナ７３６に接続される。
【００４８】
　典型的な無線端末７００は、例えばキーパッドのようなユーザ入力デバイス７４２およ
び例えばディスプレイのようなユーザ出力デバイス７４４を含む。それらはユーザ入力／
出力インタフェース７４０を介してバス７０６に接続される。従って、ユーザ入力／出力
デバイス７４２、７４４はユーザ入力／出力インタフェース７４０およびバス７０６を介
して情報、信号およびデータを無線端末７００の他の構成部品と交換できる。ユーザ入力
／出力インタフェース７４０と関連デバイス７４２、７４４はユーザが種々のタスクを達
成するために無線端末７００を動作させることができるようにする手段を提供する。特に
、ユーザ入力デバイス７４２およびユーザ出力デバイス７４４はユーザが無線端末７００
および無線端末７００のメモリー７１０内で実行する例えばモジュール、プログラム、ル
ーチンおよび／または関数のような、アプリケーションを制御することを可能とする機能
を提供する。
【００４９】
　メモリー７１０に含まれる種々のモジュール、例えばルーチンの制御下にあるプロセッ
サ７０４は以下で検討するように種々のシグナリングおよび処理を実行するために端末７
００の動作を制御する。メモリー７１０に含まれるモジュールは始動時または他のモジュ
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ールによって呼び出されると実行される。モジュールは、実行されると、データ、情報、
および信号を交換しうる。モジュールは、実行されると、データおよび情報を共有しうる
。図７の典型的な実施形態において、無線端末７００のメモリー７１０はシグナリング／
制御モジュール７１２およびシグナリング／制御データ７１４を含む。
【００５０】
　シグナリング／制御モジュール７１２は、例えばビーコン信号、ユーザ・データ信号、
メッセージ等の信号の受信および送信に関する処理、状態情報記憶装置の管理、検索、処
理、走査、送信制御、優先度判定、伝搬損判定、デバイス識別、ユーザ識別、およびスペ
クト利用可能性判定を制御する。シグナリング／制御データ７１４は状態情報、例えば、
端末の動作に関連するパラメータ、状態および／または他の情報を含む。特に、シグナリ
ング／制御データ７１４は端末の種々の構成情報７１６、例えば端末の形式、優先度レベ
ル、送信電力、送信機の送信可能最大電力等の構成情報を含む。モジュール７１２はデー
タ７１４にアクセスおよび／修正、例えば構成情報７１６の更新をするかもしれないし、
時にはする。モジュール７１２は以下のモジュールを含む。スペクトル帯域を、その帯域
内のシステム・ビーコン信号を探索するために走査するためのモジュール７１１、ユーザ
・ビーコン信号を送信するためのモジュール７１３、異なるユーザ・ビーコン信号の優先
度レベルを比較するためのモジュール７１５、伝搬損を決定するためのモジュール７１７
。
【００５１】
　図８Ａと図８Ｂの組合せを含む図８は、種々の実施形態に従って無線通信デバイス、例
えば移動ノードなどの無線端末を動作させる典型的な方法のフローチャート８００の図で
ある。無線通信デバイスは例えば電池を使って動作されうる携帯用無線通信デバイスであ
る。無線通信デバイスは例えば図９の無線端末９００である。
【００５２】
　動作はステップ８０２で始まる。ここで無線通信デバイスは電源を投入され初期化され
、ステップ８０４へ進む。ステップ８０４において、無線通信デバイスは第１の期間中に
第１の通信帯域内の少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号の少なくと
も一部分を検出するために監視をする。
【００５３】
　動作はステップ８０４からステップ８０６へ進む。ステップ８０６において、無線通信
デバイスは前記監視の結果に基づいて、第１の信号を送信するか否かに関する決定をする
。前記第１の信号はビーコン・シンボルおよびユーザ・データの少なくとも１つを含む。
いくつかの実施形態において、第１の信号はビーコン信号である。いくつかの実施形態に
おいて、前記ユーザ・データは、テキスト・データ、オーディオ・データ、画像データ、
ゲーム・データ、およびスプレッドシート・データの少なくとも１つを含む。
【００５４】
　ステップ８０６はサブステップ８０８、８１０、８１２、８１４、および８１６を含む
。サブステップ８０８において、無線通信デバイスは少なくとも１つのビーコン・シンボ
ルを含むビーコン信号部分がステップ８０４の監視において検出されたかどうかを判定す
る。ビーコン・シンボル部分が検出された場合、動作はサブステップ８０８からサブステ
ップ８１０および８１２のいずれか１つに進む。ビーコン・シンボルが検出されなかった
場合、動作はステップ８０８からステップ８１４へ進む。ここで、無線通信デバイスは前
記第１の期間に後続する第２の期間中に信号を送信しないことを決定する。
【００５５】
　サブステップ８１０において、無線通信デバイスは前記検出されたビーコン信号部分に
応答して信号を送信することを決定する。代替的に、サブステップ８１２において、無線
通信デバイスは検出されたビーコン信号部分によって伝達された情報を復号する。動作は
サブステップ８１２からサブステップ８１６へ進む。サブステップ８１６において、無線
通信デバイスは前記復号された情報に含まれる情報に基づいて前記第１の信号を送信する
か否かを決定する。種々の実施形態において、サブステップ８１６は１または複数のサブ
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ステップ８１８および８２０を含む。サブステップ８１８において、無線通信デバイスは
前記復号された情報に含まれる形式情報の関数として決定を行う。種々の実施形態におい
て、形式情報は第２の帯域がピア・ツー・ピア通信に用いることが許されているか否か示
す。いくつかの実施形態において、形式情報はピア・ツー・ピア通信に用いることが許さ
れる第２の帯域を特定する。サブステップ８２０において、無線通信デバイスは前記復号
された情報に含まれるデバイス識別情報の関数として決定を行う。そのようないくつかの
実施形態において、デバイス識別情報は無線通信デバイスおよび現在その無線通信デバイ
スを用いているユーザの少なくとも１つを特定する。
【００５６】
　動作はステップ８０６から接続点Ａ８２２を通じてステップ８２４へ進む。ステップ８
２４において、無線通信デバイスはステップ８０６の決定が送信することである否かに依
存して異なる進み方をする。その決定が送信することである場合、動作はステップ８２４
からステップ８２６へ進む。その決定が送信しないことである場合、動作はステップ８２
４から接続点Ｂ８２８を通じてステップ８０４へ進む。ここで付加的な監視が実行される
。
【００５７】
　ステップ８２６において、無線通信デバイスは第２の期間中に前記第１の信号の少なく
とも一部分を送信する。いくつかの実施形態において、第１の信号は第１の通信帯域と同
じ第２の通信帯域で送信される。例えば、受信されたビーコン信号部分および第１の信号
、例えば送信されたビーコン信号部分はピア・ツー・ピア通信ネットワークのピア・ノー
ドに対応しうる。また、ピア・ノードの双方はユーザ・ビーコン・シグナリング用に同じ
周波数帯を用いうる。いくつかの他の実施形態において、第１の信号は第１の通信帯域と
異なる第２の帯域で伝達される。例えば、受信されたビーコン信号部分は基地局または固
定ビーコン送信機から、通信デバイスがそのユーザ・ビーコン信号を送信する帯域とは異
なる通信帯域を用いて伝達されうる。そのようないくつかの実施形態において、第１およ
び第２の通信帯域は周波数領域で分離され、独立である。種々の実施形態において、第１
および第２の通信帯域は異なるサイズの周波数帯域である。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、ステップ８２６は無線通信デバイスが少なくとも１つの
ビーコン・シンボルを送信するサブステップ８３０を含む。例えば、その少なくとも１つ
のビーコン・シンボルはビーコン・バースト内の単一ビーコン・シンボルまたは小数のビ
ーコン・シンボルであり、例えば、ビーコン・シンボルはビーコン・バーストのビーコン
・シンボル送信単位の１０％未満を占める。
【００５９】
　動作はステップ８２６からステップ８３２および８３４の１つへ進む。ステップ８３２
において、無線通信デバイスはユーザ・データを、例えば前記第２の期間に後続する前記
第３の期間中に第３の通信帯域で伝送する。例えば、第２の期間中に無線通信デバイスは
、例えばその存在を識別するための少なくとも１つのビーコン・シンボルを含む第１の信
号の少なくとも一部分を送信する。また第３の期間中に、無線通信デバイスはユーザ・デ
ータをピアへ送信する。種々の実施形態において、第３の周波数帯域は第２の周波数帯と
同じである。例えば、無線通信デバイスはピア・ツー・ピア通信のためのユーザ・ビーコ
ン信号とユーザ・データ双方を同じ周波数帯域内で伝送しうる。いくつかの他の実施形態
において、第２の周波数帯域は第３の周波数帯と異なる。例えば、ユーザ・ビーコン信号
用およびユーザ・データ信号用に相異なる周波数帯域がありうる。
【００６０】
　動作はステップ８３２からステップ８３４に進む。ステップ８３４において、無線通信
デバイスは第４の期間中に別の無線通信デバイスからの、例えばピア・ツー・ピア通信ネ
ットワークの１つのピアからの付加的なビーコン信号の少なくとも一部分を検出するため
に監視をする。ステップ８３４は、いくつかの実施形態において、サブステップ８３６を
含む。サブステップ８３６において、無線通信デバイスは付加的ビーコン信号の少なくと
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も一部に対して前記第１の周波数帯域と異なる第２の周波数帯域を監視する。
【００６１】
　図９は種々の実施形態に従って実施される典型的な無線端末９００、例えば移動ノード
の図である。典型的な無線端末９００は図１のシステム１００の典型的無線端末（１０２
、１０４）のいずれかでありうる。
【００６２】
　典型的な無線端末９００は受信機モジュール９０２、送信機モジュール９０４、プロセ
ッサ９０６、ユーザＩ／Ｏデバイス９０８、およびメモリー９１０を含む。これらは種々
の部品がデータおよび情報を交換するために用いられるかもしれないバス９１２を介して
互いに接続されている。メモリー９１０はルーチン９１４およびデータ／情報９１６を含
む。プロセッサ９０６、例えばＣＰＵはルーチン９１４を実行し、メモリー９１０内のデ
ータ／情報９１６を用いて無線端末９００の動作を制御しかつ手順を実施する。
【００６３】
　受信機モジュール９０２、例えばＯＦＤＭ受信機は無線端末が他の無線通信デバイスか
らの信号を受信する受信アンテナ９０３に接続される。他の無線通信デバイスは、例えば
他の無線端末並びに／または既知局および／もしくは固定位置ビーコン送信機のようなシ
ステム端末である。受信信号は、例えば無線端末からのビーコン信号、システム・ノード
からのビーコン信号、並びに例えばピア・ツー・ピア通信における無線端末からのハンド
シェイク信号およびユーザ・データ信号を含む。
【００６４】
　送信機モジュール９０４、例えば、ＯＦＤＭ送信機は無線端末９００が他の無線通信デ
バイス、例えばピア・ノードへ信号を送信する送信アンテナ９０５に接続される。いくつ
かの実施形態において、同じアンテナが受信機モジュール９０２および送信機モジュール
９０４に対して用いられ、例えば受信機モジュールおよび送信機モジュール（９０２、９
０４）がデュプレクサ・モジュールを介してアンテナに接続される。送信機モジュール９
０４によって送信される信号は、例えばビーコン信号または少なくとも１つのビーコン・
シンボルを含むビーコン信号部分のような第１の信号を含む。送信機モジュール９０４に
よって送信される他の信号はピア・ツー・ピア通信セッション確立信号およびユーザ・デ
ータ信号を含む。
【００６５】
　ユーザＩ／Ｏデバイス９０８は、例えばマイクロホン、キーパッド、キーボード、スイ
ッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを含む。ユーザＩ／Ｏデバイス９０８は無線
端末９００のユーザがデータ／情報を入力し、出力データ／情報にアクセスし、および無
線端末９００の少なくともいくつかの機能を制御することを可能にする。
【００６６】
　ルーチン９１４は通信ルーチン９１８および無線端末制御ルーチン９２０を含む。通信
ルーチン９１８は無線端末によって用いられる種々の通信プロトコルを実施する。無線端
末制御ルーチン９２０はビーコン検出モジュール９２２、ビーコン・ベースの決定モジュ
ール９２４、ビーコン信号復号モジュール９２６、ビーコン信号生成モジュール９２８、
制御モジュール９３０および無線端末ビーコン検出モジュール９３２を含む。
【００６７】
　ビーコン検出モジュール９２２は第１の通信帯域内で伝達された１または複数のビーコ
ン・シンボルの受信を検出する。ビーコン・ベースの決定モジュール９２４はビーコン検
出モジュール９２２の出力に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定する。前記出力
はビーコン・シンボルが１期間中に検出されたか否かの関数であり、前記第１の信号はビ
ーコン・シンボルおよびユーザ・データの少なくとも１つを含む。ビーコン信号復号モジ
ュール９２６は検出されたビーコン信号部分によって伝達された情報を復号する。少なく
とも１つの検出されたビーコン・シンボルは前記検出されたビーコン信号部分の一部分で
ある。いくつかの実施形態において、ビーコン・ベースの決定モジュール９２４はビーコ
ン信号復号モジュールによって実行される復号によって生成された復号情報に基づいて第
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１の信号を送信するか否かを決定する。いくつかの実施形態において、ビーコン・ベース
の決定モジュール９２４はビーコン・シンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分が
前記ビーコン検出モジュールにより第１の期間中に検出されない場合、第１の期間に後続
する第２の期間中に信号を送信しないと決定する。いくつかの実施形態において、ビーコ
ン・ベースの決定モジュール９２４は復号された情報に含まれる形式情報に基づいて信号
を送信するか否かを決定する。前記形式情報は第２の帯域がピア・ツー・ピア通信に用い
ることを許可されていることを表示するものである。いくつかの実施形態において、ビー
コン・ベースの決定モジュール９２４は復号された情報に含まれるデバイス情報に基づい
て信号を送信するか否かを決定する。
【００６８】
　ビーコン信号生成モジュール９２８はビーコン信号を生成する。前記生成されたビーコ
ン信号は、ｉ）前記無線通信デバイスとｉｉ）現在前記無線通信デバイスを用いているユ
ーザ、の少なくとも１つを識別するために用いられる識別子を伝達する。制御モジュール
９３０は受信機および送信機が動作する帯域を制御する。制御モジュール９３０はユーザ
・データ送信制御モジュール９３１を含む。いくつかの実施形態において、前記受信機お
よび送信機は時分割多重ベースで同一帯域を使用するように制御される。いくつかの実施
形態において、受信機は第１の通信帯域を用いるように制御され、送信機は第１の通信帯
域は異なる帯域の第２の通信帯域を用いるように制御される。いくつかの実施形態におい
て、第１および第２の通信帯域は周波数領域で分離され、独立であるが、予め定められた
関係を有している。そのようないくつかの実施形態において、第１および第２の通信帯域
は異なるサイズの周波数帯域である。
【００６９】
　ユーザ・データ送信管理モジュール９３１は第３の期間中に第３の通信帯域でのユーザ
・データの送信を制御する。いくつかの実施形態において、第３の期間は第２の期間に後
続し、前記第２の期間はその期間に前記第１の信号の少なくとも一部分が送信される期間
であり、前記第１の信号は少なくとも１つのビーコン・シンボルを含む。いくつかの実施
形態において、第３の通信帯域は第２の通信帯域と同じである。いくつかの実施形態にお
いて、第３の通信帯域は第２の通信帯域と異なる。
【００７０】
　無線端末ビーコン検出モジュール９３２は第４の期間中に他の無線通信デバイスからの
ビーコン・シンボルを検出する。前記第４の期間の少なくとも一部分は前記ビーコン検出
モジュール９２２が動作している間の期間とは異なる。他の無線通信デバイスは例えばピ
ア・ツー・ピア通信ネットワーク内のピア・ノードである。いくつかの実施形態において
、無線端末ビーコン検出モジュール９３２は前記第１の通信帯域とは異なる周波数帯域で
ある第２の通信帯域を監視する。
【００７１】
　データ／情報９１６は検出されたビーコン信号情報９３４、復号されたビーコン信号部
分から復元された情報（第１のビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分から
復元された情報９３６、…、第Ｎのビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分
から復元された情報９３８）、送信決定情報９４０、デバイス識別情報９５０、ユーザ識
別情報９５２、第１の信号情報９５４、現在の期間情報９６０、受信機の周波数帯域選択
情報９６２，送信機の周波数帯域選択情報９６４、ピア・ツー・ピア・ネットワークの通
信セッション情報９６６、およびシステム・データ／情報９６８を含む。
【００７２】
　第１のビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分から復元された情報９３６
は、いくつかの実施形態において、１または複数の形式情報９４２および識別情報９４４
を含む。形式情報９４２は、例えば周波数帯域形式指定情報である。形式情報９４２はそ
の帯域形式がピア・ツー・ピア通信に用いられるように指定されていることを示すかもし
れないし、時には示す。識別情報９４４は、例えばデバイス識別情報および／またはユー
ザ識別情報である。
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【００７３】
　第Ｎのビーコン信号に対応する復号されたビーコン信号部分から復元された情報９３８
は、いくつかの実施形態において、１または複数の形式情報９４６および識別情報９４８
を含む。形式情報９４６は、例えば周波数帯域形式指定情報である。識別情報９４８は、
例えばデバイス識別情報および／またはユーザ識別情報である。
【００７４】
　第１の信号情報９５６は、いくつかの実施形態において、１または複数のビーコン・シ
ンボル情報９５６およびユーザ・データ９５８を含む。ビーコン・シンボル情報９５６は
、例えば以下の情報を含む。例えば第１の信号に含まれるビーコン信号のビーコン・バー
スト内の、ビーコン・シンボルを伝送するために用いられるビーコン送信単位を識別する
情報、トーン・ホッピング・パターン情報、および／またはビーコン・シンボルに対応す
る時間情報。ユーザ・データ９５８は、例えば第１の信号のデータ・シンボルに対応する
第１の信号の音声データ、他の形式のオーディオ・データ、イメージ・データ、テキスト
・データ、ファイル・データ等のようなデータ情報を含む。
【００７５】
　システム・データ／情報９６８はタイミング／周波数構造情報９７０、ビーコン復号情
報９７６、判定基準情報９７８およびビーコン符号化情報９８０を含む。タイミング／周
波数構造情報９７０は周波数帯域情報９７２および期間情報９７４を含む。周波数帯域情
報９７２は断続的に無線端末によって用いられる複数の異なる周波数帯を識別する情報を
含む。周波数帯域情報９７２はビーコン信号を周波数帯に関係づける情報も含む。いくつ
かの実施形態において、異なる帯域は異なる目的に用いられる。例えば、１つの周波数帯
域は、いくつかの実施形態において、ビーコンシグナリングに用いられ、別の周波数帯域
はユーザ・データ・シグナリングに用いられる。いくつかの実施形態において、少なくと
もいくつかの周波数帯は複数の目的、例えばユーザ・データ・ビーコン・シグナリングお
よび無線端末ビーコン信号送信に用いられる。いくつかの実施形態において、異なる時間
に異なる目的のために同じ帯域が使用される。例えばいくつかの実施形態において基地局
を介する無線通信のために通常使用される周波数帯域が断続的にピア・ツー・ピア通信に
用いられる。期間情報９７４は、例えば無線端末がいつビーコン信号を受信し、ビーコン
信号を送信し、およびユーザ・データ信号をピア・ノードに伝達すべきであるかをタイミ
ング構造内で特定する情報を含む。
【００７６】
　ビーコン復号情報９７６、例えば種々の検出される可能性のあるビーコン信号を復元さ
れた情報、例えば周波数帯域形式指定情報、デバイスＩＤ情報、ユーザＩＤ情報および／
または優先度レベル情報、へマッピングする情報は情報（９３６、・・・、９３８）を復
元するために、例えばビーコン・シンボル情報９３４の処理時に、ビーコン信号復号モジ
ュール９２６によって用いられる。
【００７７】
　図１０は、種々の実施形態に従って無線通信デバイスを動作させる典型的な方法のフロ
ーチャート１０００の図面である。無線通信デバイスは、例えば電池電力を用いて動作さ
れうる移動ノードのような携帯無線端末である。無線通信デバイスは、図１１の無線端末
１１００である。動作はステップ１００２で始まる。ここで、無線通信デバイスは電源を
投入され、初期化される。動作は開始ステップ１００２からステップ１００４へ進む。ス
テップ１００４において、無線通信デバイスは第１の通信帯域内の少なくとも１つのビー
コン・シンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を検出するために、第１の期間中
、監視をする。いくつかの実施形態において、ビーコン信号部分は識別用の値を伝達する
。例えば、識別用の値はデバイス識別子およびユーザ識別子の１つでありうる。
【００７８】
　次に、ステップ１００６において、動作は少なくとも１つのビーコン・シンボルを含む
ビーコン信号の少なくとも一部分がステップ１００４において検出されたか否かに従って
異なる進み方をする。ビーコン信号部分が検出された場合、動作はステップ１００６から
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ステップ１００４ヘ進み、別の第１の期間中、監視をする。しかし、ビーコン信号部分が
検出されなかった場合、動作はステップ１００６からステップ１００８へ進む。
【００７９】
　ステップ１００８において、第１の期間に後続する第２の期間中に、通信デバイスは第
１の信号、例えば少なくとも１つのビーコン・シンボルを含む第２のビーコン信号の少な
くとも一部分を送信する。いくつかの実施形態において、前記第１の信号は第１の通信帯
域内で送信される。いくつかの実施形態において、前記第２の期間は前記第１の期間との
固定的時間関係を有する。種々の実施形態において、第２の期間は第１の期間の開始から
予め定められた時間のオフセットを有する。
【００８０】
　次に、ステップ１０１０において、無線通信デバイスはユーザ・データを送信する。い
くつかの実施形態において、非オーバラップ期間中にユーザ・データ送信に先立って第１
の信号が送信される。種々の実施形態において、ユーザ・データは第１の通信帯域でも送
信される。動作はステップ１０１０からステップ１０１２へ進む。ステップ１０１２にお
いて、無線通信デバイスは前記無線通信デバイスがピア・ツー・ピア・ベースで交信して
いるもう一方のデバイスからの前記ユーザ・データ伝送への応答に対する監視をする。
【００８１】
　図１１は、典型的な無線端末１１００、例えば種々の実施形態に従って実施された移動
ノードの図面である。典型的無線端末１１００は図１のシステム１００の典型的な無線端
末（１０２、１０４）のうちのいずれかでありうる。
【００８２】
　典型的な無線端末１１００は受信機モジュール１１０２、送信機モジュール１１０４、
プロセッサ１１０６、ユーザＩ／Ｏデバイス１１０８、およびメモリー１１１０を含む。
これらはバス１１１２を介して互いに接続され、バスを通じて種々の部品がデータおよび
情報を交換しうる。メモリー１１１０はルーチン１１１４およびデータ／情報１１１６を
含む。プロセッサ１１０６、例えばＣＰＵはルーチン１１１４を実行し、無線端末１１０
０の動作を制御するためにメモリー１１１０内のデータ／情報１１１６を用いて、手順を
実施する。
【００８３】
　受信機モジュール１１０２、例えばＯＦＤＭ受信機は無線端末１１００が他の無線通信
デバイスからの信号を受信する受信アンテナ１１０３に接続される。受信機モジュール１
１０２は、例えば第１の通信帯域で送信されたビーコン信号部分を受信する。受信機モジ
ュール１１０２はピアからピア・ツー・ピア通信セッションの一部としてセッション確立
信号およびユーザ・データ信号を受信する。
【００８４】
　送信機モジュール１１０４、例えばＯＦＤＭ送信機は無線端末１１００が他の無線通信
デバイス、例えばピア・ノードへ信号を送信する送信アンテナ１１０５に接続される。い
くつかの実施形態において、同じアンテナが受信機モジュール１１０２および送信機モジ
ュール１１０４に対して例えばデュプレクス・モジュールと共に用いられる。送信される
信号はピア・ツー・ピア通信セッションの一部として、ビーコン信号、通信セッション確
立信号およびユーザ・データ信号を含む。
【００８５】
　ユーザＩ／Ｏデバイス１１０８は、例えばマイクロホン、キーパッド、キーボード、ス
イッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを含む。ユーザＩ／Ｏデバイス１１０８に
より、無線端末１１００のユーザはデータ／情報の入力、出力データ／情報へのアクセス
、および無線端末１１００の少なくともいくつかの機能の制御、例えばピア・ツー・ピア
通信セッションを確立する試みが可能となる。
【００８６】
　ルーチン１１１４は通信ルーチン１１１８および無線端末制御ルーチン１１２０を含む
。通信ルーチン１１１８は無線端末１１００によって用いられる種々の通信プロトコルを
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実施する。無線端末制御ルーチン１１２０はビーコン検出モジュール１１２２、伝送制御
モジュール１１２４、第１の信号、例えばビーコン信号部分、生成モジュール１１２６、
ビーコン・シンボル生成モジュール１１２７、ビーコン情報検出モジュール１１２８、周
波数帯域制御モジュール１１３０、ユーザ・データ送信制御モジュール１１３２、および
応答検出モジュール１１３４を含む。
【００８７】
　ビーコン検出モジュール１１２２は第１の通信帯域で伝達されたビーコン・シンボルの
受信を検出する。送信制御モジュール１１２４はビーコン検出モジュール１１２２の出力
の関数として信号送信を制御する。送信制御モジュール１１２４は、少なくとも１つのビ
ーコン・シンボルを含むビーコン信号部分が第１の期間中に検出されない場合、送信機モ
ジュール１１０４が第１の信号を前記第１の期間に後続する第２の期間中に送信するよう
に制御する。いくつかの実施形態において、第２の期間は第１の期間との固定的時間関係
、例えば第１の期間の開始から予め定められた時間のオフセットを有する。
【００８８】
　第１の信号生成モジュール１１２６は第１の信号を生成する。例えば、典型的な第１の
信号は少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号バーストのようなビーコ
ン信号部分である。ビーコン・シンボル生成モジュール１１２７はビーコン・シンボル、
例えば生成されたシンボル部分に含まれるビーコン・シンボルを生成する。例えば、ビー
コン・シンボルは検出を容易にするという無線端末の送信的観点からデータ・シンボルに
比べて比較的高い電力のシンボルである。例えば、ビーコン・シンボルとデータ・シンボ
ル間の平均送信電力の違いは、いくつかの実施形態において、少なくとも１０ｄＢである
。いくつかの実施形態において、生成されたビーコン・シンボルの各々は同じ送信電力レ
ベルを有する。いくつかの実施形態において、各生成されたビーコン・シンボルは同位相
である。一方、生成されたデータ・シンボルは、例えばＱＰＳＫ、ＱＡＭ１６、ＱＡＭ２
５６などのコンステレーションの一部のように異なる位相を有するかもしれないし、一般
的には有する。
【００８９】
　ビーコン情報検出モジュール１１２８はビーコン信号の検出された部分によって伝達さ
れた識別用の値を決定する。識別用の値は、例えばデバイス識別子およびユーザ識別子の
１つである。
【００９０】
　周波数帯制御モジュール１１３０は受信機モジュール１１０２および送信機モジュール
１１０４が動作する帯域を制御する。いくつかの実施形態において、受信機モジュール１
１０２および送信機モジュール１１０４は、例えばピア・ツー・ピア通信セッションに関
して、時間分割多重ベースで同一帯域を用いるように制御される。
【００９１】
　ユーザ・データ送信制御モジュール１１３２は前記第１の通信帯域における前記第１の
信号に加えてユーザ・データの送信を制御する。いくつかの実施形態において、第１の信
号は前記ユーザ・データに先立って送信され、ユーザ・データ送信制御モジュール１１３
２は前記ユーザ・データの送信が前記第１の信号の送信とオーバラップしない送信期間に
発生するように制御する。種々の実施形態において、ユーザ・データ送信制御モジュール
１１３２はユーザ・データが第１の帯域内、例えば無線端末がそのビーコン信号を送信し
ている同じ帯域で送信されるように、ユーザ・データの送信を制御する。
【００９２】
　応答検出モジュール１１３４は、前記無線端末デバイスがピア・ツー・ピア・ベースで
交信しているもう一方のデバイスからのユーザ・データ送信に対する応答を検出する。応
答は、例えばピア・ノードからのユーザ・データおよび／または制御情報である。制御情
報は、例えばハンドシェイク情報、セッション確立情報、セッション終了情報、セッショ
ン保守情報、電力制御情報、タイミング制御情報、周波数帯域情報などである。
【００９３】
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　データ／情報１１１６は受信機周波数帯域選択情報１１３６、現在時間情報１１３８、
送信機周波数帯域選択情報１１４０、ビーコン検出／検出失敗フラグ１１４２、検出され
たビーコン信号情報１１４４、検出されたビーコン信号部分識別情報１１４６、デバイス
識別情報１１４８、ユーザ識別情報１１５０、生成された第１の信号情報、例えば生成さ
れたビーコン信号情報１１５４、送信されるべきユーザ・データ１１５４、ピアからの検
出された応答情報１１５６、およびシステム／データ情報１１５８を含む。
【００９４】
　受信機周波数帯域選択１１３６および送信機周波数帯域選択１１４０は周波数帯域選択
モジュール１１３０の出力であり、受信機モジュール１１０２および送信機モジュール１
１０４の同調を制御する際に無線端末によって用いられる。ビーコン検出モジュール１１
２２からのビーコン検出／検出失敗フラグ１１４２、例えば１ビットの出力は、システム
・ビーコン・シグナリング・ルールに従ってビーコン送信決定を行う際に送信制御モジュ
ールによって用いられる。
【００９５】
　検出されたビーコン信号情報１１４４はビーコン信号検出モジュール１１２２によって
復元された情報を含む。この復元された情報は検出されたビーコン信号、例えばビーコン
信号を伝送する一組の識別されたビーコン送信単位、ビーコン・シンボルのパターン、検
出されたビーコン・シンボルに関連する傾斜等に相応する。検出されたビーコン信号部分
識別情報１１４６はビーコン情報検出モジュール１１２８の出力であり、検出されたビー
コン信号の送信源を特定する例えばデバイス識別子またはユーザ識別子である。
【００９６】
　生成された第１の信号情報、例えば生成されたビーコン信号情報１１５２は第１の信号
生成モジュール１１２６で生成された第１の信号に相応し、また、例えば以下の情報、例
えばビーコン・シンボル・トーン識別情報、ヌルトーン識別情報、ビーコン・バースト継
続期間情報、ビーコン・バースト・タイミング情報を含むビーコン信号バーストを定義す
る情報を含む。
【００９７】
　送信されるべきユーザ・データ１１５４は、例えばユーザ・データ送信制御モジュール
１１３２の制御の下で、例えば実施されるタイミング構造内の適切な時、例えばユーザ・
データ区間にピアに対して伝達されることを意図されている、音声、他のオーディオ・デ
ータ、画像データ、テキストおよび／またはファイル・データを含む。ピアからの検出さ
れた応答情報１１５６は応答検出モジュール１１３４の出力である。
【００９８】
　システム・データ／情報１１５８はタイミング／周波数構造情報１１６０、ビーコン符
号化情報１１６８およびビーコン復号情報１１７０を含む。タイミング／周波数構造情報
１１６０は周波数帯域情報１１６２、期間情報１１６４、および期間関係情報１１６６を
含む。
【００９９】
　図１２は、種々の実施形態に従って無線通信デバイスを動作させる典型的方法のフロー
チャート１２００の図である。無線通信デバイスは、例えば電池の電力で動作しうる移動
ノードのような携帯用無線端末である。無線通信デバイスは、例えば図１３の無線端末１
３００である。動作はステップ１２０２で始まる。ここで無線通信デバイスは電源を投入
され、初期化され、ステップ１２０４へ進む。ステップ１２０４において、無線通信デバ
イスは別の通信デバイスからの少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号
の少なくとも一部分を受信する。動作はステップ１２０４からステップ１２０６へ進む。
ステップ１２０６において、無線通信デバイスは前記受信ビーコン信号部分によって伝達
された優先度情報に基づいて信号送信決定を行う。優先度情報は、例えばデバイスの優先
度、ユーザの優先度およびセッションの優先度の１つを示す。
【０１００】
　優先度情報は前記ビーコン信号部分に含まれる複数のビーコン・シンボルを用いて符号
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化されるかもしれないし、時にはされる。いくつかのそのような実施形態において、優先
度情報は前記ビーコン信号部分を伝達するために用いられる１組のビーコン・シンボル送
信単位内のビーコン・シンボルの位置によって少なくとも部分的に符号化される。いくつ
かの実施形態において、優先度情報は、前記ビーコン信号部分を複数のビーコン・シンボ
ル送信期間を含む一期間にわたって送信するために用いられる１組のビーコン・シンボル
送信単位内のビーコン・シンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化され
る。そのようないくつかの実施形態において、１組のビーコン・シンボル送信単位内のビ
ーコン・シンボル送信単位は伝達されるべき優先度レベルに相応する予め定められたトー
ン・ホッピング・パターンに対応する。種々の実施形態において、優先度情報を伝達する
ために用いられる他のすべてのビーコンより高い優先度を示す最優先度ビーコンをユニー
クなビーコン・シンボル・パターンを用いて伝達する。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、送信決定を行うことは、前記優先度情報が前記無線通信
デバイスに関連づけられた優先度より高い優先度を示す場合、ユーザ・データを送信しな
い決定することを含む。いくつかの実施形態において、送信決定を行うことは、前記優先
度情報が前記無線通信デバイスに関連づけられた優先度より低い優先度を示すとき、ユー
ザ・データを送信すると決定することを含む。
【０１０２】
　送信決定をすることは、受信された優先度レベルおよび受信されたビーコン信号部分の
受信された電力レベルの関数として決定される送信電力レベルで、ユーザ・データを送信
すると決定することを含むかもしれないし、時には含む。いくつかの実施形態において、
受信されたビーコン信号部分が送信電力を制御するために用いられる以前に受信されたビ
ーコン信号部分によって示された優先度レベルより高い優先度レベルを示す場合、無線通
信デバイスの送信電力レベルは低くされる。いくつかの実施形態において、受信されたビ
ーコン信号部分が送信電力を制御するために用いられる以前に受信されたビーコン信号部
分によって示された優先度レベルより低い優先度レベルを示す場合、無線通信デバイスの
送信電力レベルは低くされる。
【０１０３】
　次に、ステップ１２０８において、動作はステップ１２０６の信号送信決定に従って異
なる進み方をする。信号送信決定が、ユーザ・データが送信されるべきであることを示す
場合、動作はステップ１２０８からステップ１２１０へ進む。信号送信決定が、ユーザ・
データが送信されるべきでないことを示す場合、動作はステップ１２０８からステップ１
２０４へ進む。ここで無線通信デバイスは少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビ
ーコン信号の別の少なくとも一部分を受信するように動作させられる。
【０１０４】
　ステップ１２１０において、無線通信デバイスは少なくともビーコン・シンボルの一部
分、例えば１つのビーコン信号バーストまたは複数のビーコン信号バーストを送信するよ
うに動作させられる。種々の実施形態において、送信されたビーコン信号部分は少なくと
も１つの前記無線通信デバイスおよびユーザ・データを送信するために前記無線通信デバ
イスを用いているユーザを識別する。いくつかの実施形態において、送信されたビーコン
信号部分は前記無線通信デバイスに対応する優先度情報を伝達する。動作はステップ１２
１０からステップ１２１２へ進む。ステップ１２１２において、無線通信はユーザ・デー
タを送信する。動作はステップ１２１２からステップ１２１４へ進む。
【０１０５】
　ステップ１２１４において、無線通信デバイスは少なくとも１つのビーコン・シンボル
を含む付加的信号部分に対する監視をする。例えば前記付加的信号はその無線通信デバイ
スに関連づけられた優先度より高い優先度を伝達するビーコン・シンボルの部分である。
動作はステップ１２１４からステップ１２１６へ進む。ステップ１２１６において、無線
通信デバイスは前記付加的部分が予め定められた期間中に、受信されたかどうかを決定す
る。
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【０１０６】
　前記付加的部分が受信されなかったと決定される場合、動作はステップ１２１６からス
テップ１２１８ヘ進む。ここで、無線通信デバイスは信号を送信する。動作は別の予め定
められた期間の付加的監視のためにステップ１２１８からステップ１２１４へ進む。
【０１０７】
　ステップ１２１６に戻り、前記付加的部分が受信されなかったと決定される場合、動作
はステップ１２１６からステップ１２０４へ進む。ここで、無線通信デバイスは少なくと
も１つのビーコン・シンボルを含むビーコン・シンボルの別の少なくとも一部分を受信す
るように動作させられる。
【０１０８】
　図１３は、典型的は無線端末１３００、例えば種々の実施形態に従って実施される移動
ノードの図である。典型的な無線端末１３００は図１のシステム１００の典型的な無線端
末（１０２、１０４）のいずれかでありうる。
【０１０９】
　典型的な無線端末１３００は、受信機モジュール１３０２、送信機モジュール１３０４
、プロセッサ１３０６、ユーザＩ／Ｏデバイス１３０８、およびメモリー１３１０を含む
。これらはバス１３１２を介して互いに接続され、バスを通じて種々の部品がデータおよ
び情報を交換しうる。メモリー１３１０はルーチン１３１４およびデータ／情報１３１６
を含む。プロセッサ１３０６，例えばＣＰＵはルーチン１３１４を実行し、無線端末１３
００の動作を制御するためにメモリー１３１０内のデータ／情報１３１６を用いて、手順
を実施する。
【０１１０】
　受信機モジュール１３０２、例えばＯＦＤＭ受信機は、無線端末が他の無線通信デバイ
スからの信号を受信する受信アンテナ１３０３に接続される。受信機モジュール１３０２
は少なくとも１つのビーコン・シンボルを含むビーコン信号の少なくとも一部分を含む他
の通信デバイスからの信号を受信する。受信信号はピア・ノードからのビーコン信号およ
びユーザ・データ信号を含む。
【０１１１】
　送信機モジュール１３０４、例えばＯＦＤＭ送信機は、無線端末が他の無線通信デバイ
ス、例えばピア・ノードへ信号を送信する送信アンテナ１３０５に接続される。いくつか
の実施形態において、同じアンテナが受信機モジュール１３０２および送信機モジュール
１３０４に対して例えばデュプレクス・モジュールと共に用いられる。送信機モジュール
１３０４は信号送信決定モジュール１３２２の決定に従って、ビーコン信号部分およびユ
ーザ・データを含む信号を送信する。種々の実施形態において、少なくとも１つのビーコ
ン・シンボルを含む送信されたビーコン信号部分は、ｉ）無線通信デバイス１３００およ
びｉｉ）ユーザ・データを送信するために無線端末１３００を用いているユーザの少なく
とも１つを特定する。
【０１１２】
　ユーザＩ／Ｏデバイス１３０８は、例えばマイクロホン、キーパッド、キーボード、ス
イッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを含む。ユーザＩ／Ｏデバイス１３０８に
より、無線端末１３００のユーザはデータ／情報の入力、出力データ／情報へのアクセス
、および無線端末１３００の少なくともいくつかの機能の制御、例えばピア・ツー・ピア
通信セッションを確立する試みが可能となる。
【０１１３】
　ルーチン１３１４は通信ルーチン１３１８および無線端末制御ルーチン１３２０を含む
。通信ルーチン１３１８は無線端末１３００によって用いられる種々の通信プロトコルを
実施する。無線端末制御ルーチン１３２０は送信決定モジュール１３２２、ビーコン信号
生成モジュール１３２４、監視モジュール１３２６、制御モジュール１３２８、送信電力
制御モジュール１３３０、およびビーコン信号情報検出モジュール１３３２を含む。
【０１１４】
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　送信決定モジュール１３２２は受信されたビーコン信号部分によって伝達された優先度
情報に基づいて信号送信決定を行う。優先度情報は例えばデバイス優先度、ユーザ優先度
およびセッション優先度の１つを示す。送信決定モジュール１３２２は優先度ベースの制
御モジュール１３３４を含む。優先度ベースの制御モジュール１３３４は、受信された優
先度情報が前記無線端末１３００に関連づけられた優先度より高い優先度を示す場合、ユ
ーザ・データの送信を防ぐ。種々の実施形態において、優先度ベースの制御モジュール１
３３４は、受信された優先度情報が無線端末１３００に関連づけられた優先度より低い優
先度を示す場合、ユーザ・データ送信を実行可能とする。
【０１１５】
　ビーコン信号生成モジュール１３２４はビーコン信号部分を生成する。生成されたビー
コン信号部分は少なくとも１つのビーコン・シンボルを含む。いくつかのビーコン信号部
分はビーコン・バースト信号に参照される。
【０１１６】
　制御モジュール１３２８は、信号送信決定を行う送信決定モジュール１３２２に従って
少なくとも１つのビーコン・シンボルを含む付加的ビーコン信号部分に対する監視をする
ように監視モジュール１３２６を制御する。いくつかの実施形態において、無線端末１３
００に関連づけられる前記優先度よりも高い優先度を伝達する付加的ビーコン信号部分が
予め定められた期間内に受信されない場合、送信決定モジュール１３２２は信号を送信す
るという決定を行う。
【０１１７】
　送信電力制御モジュール１３３０はユーザ・データ送信電力レベルを、受信された優先
度レベルおよび受信ビーコン信号部分の受信された電力レベルの少なくとも１つの関数と
して制御する。送信電力制御モジュール１３３０は送信電力低減モジュール１３３６を含
む。受信されたビーコン信号部分が、送信電力を制御するために用いられた以前に受信さ
れたビーコン信号部分によって示される優先度レベルより高い優先度を示す場合、送信電
力低減モジュール１３３６は送信電力レベルを低減する。
【０１１８】
　ビーコン信号情報検出モジュール１３３２は受信されたビーコン信号部分に含まれる１
組のビーコン・シンボルから優先度情報を決定する。前記優先度情報は複数のビーコン・
シンボルにわたって符号化される。いくつかの実施形態において、優先度情報はビーコン
信号部分を送信するために用いられる１組のビーコン・シンボル送信単位のビーコン・シ
ンボルの位置によって少なくとも部分的に符号化される。種々の実施形態において、優先
度情報はビーコン信号部分を送信するために用いられる１組のビーコン・シンボル送信単
位のビーコン・シンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化される。いく
つかの実施形態において、優先度情報は、複数のビーコン・シンボル送信期間を含む一期
間にわたって前記ビーコン信号部分を送信するために用いられる１組のビーコン・シンボ
ル送信単位内の、ビーコン・シンボルの位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化
される。種々の実施形態において、１組のビーコン・シンボル送信単位内のビーコン・シ
ンボルの位置は伝達されるべき優先度レベルに対応する予め定められたトーン・ホッピン
グ・パターンに相当する。いくつかの実施形態において、ユニークなビーコン・シンボル
・パターンを用いて、優先度情報を伝達するために用いられる他のすべてのビーコンより
高い優先度を示す最優先度を伝達する。
【０１１９】
　データ／情報１３１６は、受信されたビーコン信号部分情報（受信されたビーコン信号
部分１の情報１３３８、・・・、受信されたビーコン信号部分Ｎの情報１３４０）、送信
決定情報１３４２、送信されるべきユーザ・データ１３４４、無線端末に関連づけられた
現在の優先度１３４６、ユーザ・データ送信電力レベル情報１３４８、受信されたビーコ
ン信号部分に関連づけられた優先度レベル情報（受信されたビーコン信号部分１に関連づ
けられた優先度１３５０、・・・、受信されたビーコン信号部分Ｎに関連づけられた優先
度１３５２）、生成されたビーコン信号部分情報１３５４、およびビーコン信号復号情報
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１３５６を含む。
【０１２０】
　受信されたビーコン信号部分１の情報１３３８はビーコン・シンボル情報１３５８およ
び優先度情報１３６０を含む。優先度情報１３６０は以下の少なくとも１つを含む：デバ
イス優先度情報１３６２、ユーザ優先度情報１３６４、およびセッション優先度情報１３
６６。
【０１２１】
　受信されたビーコン信号部分Ｎの情報１３４０はビーコン・シンボル情報１３６８およ
び優先度情報１３７０を含む。優先度情報１３７０は以下の少なくとも１つを含む。デバ
イス優先度情報１３７２，ユーザ優先度情報１３７４，およびセッション優先度情報１３
７６。
【０１２２】
　送信決定１３４２はＷＴ１３００が送信を許可されているか否かを示す送信決定モジュ
ール１３２２の出力である。送信されるべきユーザ・データ１３４４は、例えば、許可が
あればＷＴ１３００がピア・ツー・ピア通信セッションにおいてピアへ送信を意図する音
声、他のオーディオ・データ、画像データ、テキスト・データ、ファイル・データ等であ
る。
【０１２３】
　無線端末に関連する現在の優先度１３４６は比較のために優先度ベースの制御モジュー
ル１３３４によって用いられるＷＴ１３００に関連する現在の優先度レベルを示す。いく
つかの実施形態において、無線端末の現在の優先度は時間と共に、例えばセッション情報
および／またはユーザ識別情報の関数として変化するかもしれないし、時には変化する。
【０１２４】
　受信されたビーコン信号部分１に関連する優先度１３５０と受信されたビーコン部分Ｎ
に関連する優先度１３５２は受信されたビーコン信号部分（１３３８、…、１３４０）に
それぞれ対応しており、送信決定モジュール１３２２によって用いられる。
【０１２５】
　生成されたビーコン信号部分情報１３５４、例えば一組のビーコン・シンボルおよび一
組の情報ヌルを含むビーコン信号バーストに相応する情報はビーコン信号生成モジュール
１３２４の出力である。
【０１２６】
　ユーザ・データ送信電力レベル情報１３４８は電力レベル調整情報１３７８、例えばよ
り高い優先度を検出されたビーコン信号に応じて実施されるべき電力低減量を示す情報を
含む。
【０１２７】
　ビーコン信号復号情報１３５６はビーコン・シンボル位置情報１３８０およびトーン・
ホッピング・パターン／優先度レベル情報１３８２を含む。ビーコン信号復号情報１３５
６は、ビーコン信号、例えばデバイス優先度情報１３６２、ユーザ優先度情報１３６４お
よびセッション優先度情報１３６６によって伝送される優先度情報を得るために１または
複数の受信されたビーコン信号部分のビーコン・シンボル情報、例えば情報１３５８を処
理する際に、ビーコン信号情報検出モジュール１３３２によって用いられる。
【０１２８】
　本方法および装置はＯＦＤＭ　ＴＤＤシステムの文脈で説明されているが、種々の実施
形態の方法および装置は多くの非ＯＦＤＭシステム、多くの非ＴＤＤシステム、および／
または多くの非セルラシステムを含む広範囲の通信システムに適用できる。
【０１２９】
　種々の実施形態において、ここに説明したノードは、１または複数の方法、例えばビー
コン信号を生成すること、ビーコン信号を送信すること、ビーコン信号を受信すること、
ビーコン信号に対する走査をすること、受信されたビーコン信号から情報を復元すること
、タイミング調整を決定すること、タイミング調整を実施すること、動作モードを変更す
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ること、通信セッションを開始すること、ユーザ・ビーコン信号の優先度レベルを比較す
ること、伝搬損を決定すること、固定位置ビーコン送信機からの基準値を決定すること等
、に対応するステップを実行するための１または複数のモジュールを用いて実施される。
いくつかの実施形態において、種々の特徴はモジュールを用いて実施される。そのような
モジュールはソフトウェア、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアの組合せを
用いて実施されうる。上記の方法または方法のステップの多くは、メモリー・デバイス、
例えばＲＡＭ、フロッピー（登録商標）ディスクなどのような機械読取可能媒体に含まれ
るソフトウェアのような機械実行可能な命令を用いて、機械、例えば付加的ハードウェア
付または無しの汎用計算機を上記方法の全部または部分を例えば１または複数のノードに
おいて実施するように制御することにより、実施されることができる。従って、特に、種
々の実施形態は、機械、例えばプロセッサおよび関連ハードウェア、に１または複数の上
記（複数の）方法のステップを実行させるための機械実行可能な命令を含む機械読取可能
媒体を対象とする。
【０１３０】
　上で説明した方法および装置に関しする多くの付加的変形変化は上記の説明に鑑みて当
業者には明らかになるだろう。そのような変形は範囲内であると考えられる。種々の実施
形態の方法および装置はＣＤＭＡ、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、および／またはア
クセスノードと移動ノード間の無線通信リンクを提供するために用いられうる他の種々の
形式の通信技術と共に用いられうるし、種々の実施形態においては用いられる。いくつか
の実施形態において、アクセスノードはＯＦＤＭおよび／またはＣＤＭＡを用いて移動ノ
ードとの通信リンクを確立する基地局として実施される。種々の実施形態において、移動
ノードは種々の実施形態の方法を実施するための、受信機／送信機回路およびロジック並
びに／またはルーチンを含むノート型計算機、携帯用情報端末（ＰＤＡ）、または他の携
帯デバイスとして実施される。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】本発明の、種々の実施形態に従って実施される地理的領域内の典型的なコグニテ
ィブ無線ネットワークを示す図。
【図２】本発明の、種々の実施形態に従って実施されるコグニティブ無線ネットワークに
おいてスペクトル帯域の使用を制御するためにビーコン信号を用いる典型的な方法のラダ
ー図。
【図３】本発明の、種々の実施形態に従って実施される種々の典型的なビーコン信号、例
えばシステムおよび／またはユーザ・ビーコン信号を示す図。
【図４】本発明の、種々の実施形態に従って実施されるタイミング同期情報を利用する実
施形態を示す図。
【図５】本発明の、種々の実施形態に従って実施される典型的な無線端末によって用いら
れる方法のフローチャートを示す図。
【図６】本発明における、ビーコン信号バーストに対して監視をし、予測ビーコン監視区
間に従ってビーコン・バーストを送信する一実施形態を示す図。
【図７】本発明の、種々の実施形態に従って実施される典型的な無線端末の詳細な例示図
。
【図８】本発明の、種々の実施形態に従って、移動ノードのような無線通信デバイスを動
作させる典型的な方法のフローチャートを示す図。
【図８Ａ】図８の一部を示す図。
【図８Ｂ】図８の一部を示す図。
【図９】本発明の、種々の実施形態に従って実施される典型的な無線端末、例えば移動ノ
ードの図。
【図１０】本発明の、種々の実施形態に従って無線通信デバイスを動作させる典型的な方
法のフローチャートの図。
【図１１】本発明の、種々の実施形態に従って実施される典型的な無線端末、例えば移動
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ノードの図。
【図１２】本発明の、種々の実施形態に従う無線通信デバイスを動作させる典型的な方法
のフローチャートの図。
【図１３】本発明の、種々の実施形態に従って実施される典型的な無線端末、例えば移動
ノードの図。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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