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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信の方法であって、
　サービング基地局への経路損失と少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失とに基づ
いて、経路損失比を決定することと、
　前記経路損失比に基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デュ
ーティサイクルのうちの少なくとも１つを調節することと、
　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルでピ
ア・ツー・ピア信号を送ることと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア送信電力は
、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツー・ピア・
デューティサイクルは、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見デューティサイクル
である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサ
イクルのうちの少なくとも１つを示す、前記サービング基地局からの情報を受信すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記調節することは、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと
　のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記少なくとも
１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算したものである、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記調節することは、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと
　を備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信のための装置であって、
　サービング基地局への経路損失と少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失とに基づ
いて、経路損失比を決定するための手段と、
　前記経路損失比に基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デュ
ーティサイクルのうちの少なくとも１つを調節するための手段と、
　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルでピ
ア・ツー・ピア信号を送るための手段と
　を備える装置。
【請求項９】
　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア送信電力は
、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツー・ピア・
デューティサイクルは、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見デューティサイクル
である、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサ
イクルのうちの少なくとも１つを示す、前記サービング基地局からの情報を受信するため
の手段をさらに備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記調節するための手段は、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させるための手段
と、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させるための手段
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と
　のうちの少なくとも１つを備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定するための手段と
　をさらに備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記少なくとも
１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算したものである、請求項１２に
記載の装置。
【請求項１４】
　前記調節するための手段は、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させるための手段と
、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させるための手段と
　を備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータ読取可能な記憶媒体であって、
　　サービング基地局への経路損失と少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失とに基
づいて、経路損失比を決定し、
　　前記経路損失比に基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デ
ューティサイクルのうちの少なくとも１つを調節し、
　　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルで
ピア・ツー・ピア信号を送る
　ためのコードを備えるコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項１６】
　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア送信電力は
、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツー・ピア・
デューティサイクルは、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見デューティサイクル
である、請求項１５に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項１７】
　調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサ
イクルのうちの少なくとも１つを示す、前記サービング基地局からの情報を受信するため
のコードをさらに備える、請求項１５に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項１８】
　前記調節するためのコードは、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと
　のうちの少なくとも１つのためのコードを備える、請求項１５に記載のコンピュータ読
取可能な記憶媒体。
【請求項１９】
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定する
　ためのコードをさらに備える、請求項１５に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
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【請求項２０】
　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記少なくとも
１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算したものである、請求項１９に
記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項２１】
　前記調節するためのコードは、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させ、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させる
　ためのコードを備える、請求項２０に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項２２】
　無線通信のための装置であって、
　　サービング基地局への経路損失と少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失とに基
づいて、経路損失比を決定し、
　　前記経路損失比に基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デ
ューティサイクルのうちの少なくとも１つを調節し、
　　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルで
ピア・ツー・ピア信号を送る
　ように構成されたプロセッシング・システム
　を備える装置。
【請求項２３】
　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア送信電力は
、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツー・ピア・
デューティサイクルは、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見デューティサイクル
である、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記プロセッシング・システムは、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前
記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを示す、前記サービン
グ基地局から情報を受信するためのコードをさらに備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルのう
ちの前記少なくとも１つを調節するために、前記プロセッシング・システムは、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと
　のうちの少なくとも１つを行うように構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記プロセッシング・システムは、
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定する
　ようにさらに構成された、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記少なくとも
１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算されたものである、請求項２６
に記載の装置。
【請求項２８】
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　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルのう
ちの前記少なくとも１つを調節するために、前記プロセッシング・システムは、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させ、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させる
　ように構成された、請求項２７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本開示は、一般的には通信システムに関し、より詳細には、無線広域ネットワ
ーク（ＷＷＡＮ）におけるピア発見からの干渉を制御することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　ＷＷＡＮでは、無線デバイスとサービング基地局との間のすべての通信は、無
線デバイスとサービング基地局との間のアップリンク・チャネル／ダウンリンク・チャネ
ルを通る。２つの通信している無線デバイスが互いに近接している場合、これら２つの無
線デバイスは、基地局を通すことなく直接通信しうる。このような直接的なピア・ツー・
ピア通信は、新しいタイプのサービスを可能にし、および／または、基地局上のトラフィ
ック負荷を低減しうる。
【０００３】
　[0003]　ピア・ツー・ピア通信を可能にするために、互いに近接した無線デバイスは、
ピア発見信号（peer discovery signals）を周期的に送信しうる。ピア発見信号が、近隣
のセル（a neighboring cell）におけるＷＷＡＮ通信と同時におよび同じリソース上で送
信される場合、ピア発見信号は、近隣のセルにおけるＷＷＡＮ通信に干渉しうる。したが
って、ＷＷＡＮにおけるピア発見からの干渉を制御する方法が必要とされる。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]　本開示の一態様では、ピア・ツー・ピア送信電力（a peer-to-peer transmit 
power）またはピア・ツー・ピア・デューティサイクル（a peer-to-peer duty cycle）の
うちの少なくとも１つが、サービング基地局への経路損失（a path loss to a serving b
ase station）または少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失（a path loss to at l
east one neighboring base station）のうちの少なくとも１つに基づいて調節される方
法、装置、およびコンピュータ・プログラム製品が提供される。加えて、ピア・ツー・ピ
ア信号は、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルで送
られる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、プロセッシング・システムを使用する装置のためのハードウェア・イン
プリメンテーションの例を例示する図である。
【図２】図２は、無線ピア・ツー・ピア通信システムの図である。
【図３】図３は、無線デバイス間のピア・ツー・ピア通信用の典型的な時間構造を例示す
る図である。
【図４】図４は、１つのグランドフレーム（grandframe）におけるスーパーフレームの各
フレーム中のチャネルを例示する図である。
【図５】図５は、ピア発見チャネルの構造および雑チャネル（miscellaneous channel）
のオペレーション・タイムラインを例示する図である。
【図６】図６は、ＷＷＡＮリソースとピア・ツー・ピアリソースとの間の区分化（a part
itioning）を例示する図である。
【図７】図７は、ピア・ツー・ピア・シグナリングによって近隣のセルにおけるＷＷＡＮ
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通信に引き起こされる干渉を制御／低減するための典型的な方法を例示する図である。
【図８】図８は、無線通信の方法のフローチャートである。
【図９】図９は、無線通信の別の方法のフローチャートである。
【図１０】図１０は、無線通信のさらにもう一つの方法のフローチャートである。
【図１１】図１１は、典型的な装置の機能を例示する概念ブロック図である。
【詳細な説明】
【０００６】
　[0016]　添付図面と関連して以下に述べられる詳細な説明は、様々な構成の説明として
意図され、ここに説明される概念が実行されうるただひとつの構成を表すようには意図さ
れない。詳細な説明は、様々な概念についての完全な理解を提供する目的で特定の詳細を
含む。しかしながら、これらの概念がこれらの特定の詳細なしで実行されうることは当業
者に明らかであろう。いくつかの事例では、周知の構造およびコンポーネントは、そのよ
うな概念を不明瞭にしないためにブロック図形式で示される。
【０００７】
　[0017]　通信システムのいくつかの態様が、ここで様々な装置および方法を参照して示
される。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明で述べられ、また、様々なブロッ
ク、モジュール、コンポーネント、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど（総称
的に「要素」と呼ばれる）によって添付図面の中で例示される。これらの要素は、電子ハ
ードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、またはその任意の組合せを使用してインプリ
メントされうる。このような要素が、ハードウェアまたはソフトウェアとしてインプリメ
ントされるかどうかは、システム全体に課せられた設計制約と特定のアプリケーションに
依存する。
【０００８】
　[0018]　例として、要素、または要素の任意の部分、あるいは要素の任意の組合せは、
１つまたは複数のプロセッサを含む「プロセッシング・システム」でインプリメントされ
うる。プロセッサの例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレー（ＦＰＧＡ）、プロ
グラマブル・ロジック・デバイス（ＰＬＤ）、ステート・マシーン、ゲート制御されたロ
ジック、個別のハードウェア回路、およびこの開示の全体にわたって説明される様々な機
能を行なうよう構成された他の適切なハードウェアを含む。プロセッシング・システム中
の１つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行しうる。ソフトウェアは、ソフト
ウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、また
は別の方法で称されているかに関わらず、命令、命令セット、コード、コード・セグメン
ト、プログラム・コード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェア・モジュール、ア
プリケーション、ソフトウェア・アプリケーション、ソフトウェア・パッケージ、ルーチ
ン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行のスレッド、プロシージャ、機能
などを意味するために広く解釈されるものとする。ソフトウェアは、コンピュータ読取可
能な媒体上に存在しうる。コンピュータ読取可能な媒体は、非一時的なコンピュータ読取
可能な媒体でありうる。非一時的なコンピュータ読取可能な媒体は、例として、磁気記憶
デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップ
）、光ディスク（例えば、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、デジタル多目的ディスク（Ｄ
ＶＤ））、スマート・カード、フラッシュ・メモリ・デバイス（例えば、カード、スティ
ック、キードライブ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（
ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気
的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、取外し可能ディスク、およびコンピュ
ータによってアクセスされ読まれうるソフトウェアおよび／または命令を記憶するための
その他任意の適切な媒体を含む。コンピュータ読取可能な媒体は、プロセッシング・シス
テム内に存在するか、プロセッシング・システムの外部にあるか、またはプロセッシング
・システムを含む複数のエンティティにわたって分布されうる。コンピュータ読取可能な
媒体は、コンピュータ・プログラム製品において具体化されうる（embodied）。例として
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、コンピュータ・プログラム製品は、パッケージング・マテリアル内にコンピュータ読取
可能な媒体を含みうる。
【０００９】
　[0019]　従って、１つまたは複数の典型的な実施形態では、説明される機能は、ハード
ウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはその任意の組合せでインプリメントされう
る。ソフトウェアでインプリメントされる場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な
媒体上に記憶されるか、あるいは、コンピュータ読取可能な媒体上の１つまたは複数の命
令群またはコードとして符号化されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ
記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な
媒体でありうる。限定ではなく、例として、このようなコンピュータ読取可能な媒体は、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気
ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、所望のプログラム・コー
ドを命令またはデータ構造の形式で搬送または記憶するために使用でき、かつ、コンピュ
ータによってアクセスされることができるその他任意の媒体を備えうる。ここで使用され
る場合、ディスク（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は、コンパクト・ディスク（
ＣＤ）、レーザー・ディスク、光ディスク、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、フロッ
ピー（登録商標）・ディスクおよびブルーレイ・ディスクを含み、ここでディスク（ｄｉ
ｓｋ）は、通常磁気的にデータを再生し、一方ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザーを用い
て光学的にデータを再生する。上記の組合せもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲
内に含まれるべきである。当業者は、特定のアプリケーション、およびシステム全体に課
せられる全体的な設計制約に依存して、この開示の全体にわたって示される、説明される
機能をどのようにインプリメントするのが最適であるかを認識するであろう。
【００１０】
　[0020]　図１は、プロセッシング・システム１１４を使用する装置１００のためのハー
ドウェア・インプリメンテーションの例を例示する概念図である。プロセッシング・シス
テム１１４は、一般にバス１０２によって表わされるバス・アーキテクチャを用いてイン
プリメントされることができる。バス１０２は、プロセッシング・システム１１４の特定
のアプリケーションおよび全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよび
ブリッジを含みうる。バス１０２は、一般にプロセッサ１０４によって表わされる１つま
たは複数のプロセッサおよび／またはハードウェア・モジュールと、一般に、コンピュー
タ読取可能な媒体１０６によって表されるコンピュータ読取可能な媒体とを含む様々な回
路を共にリンクする。バス１０２はまた、タイミングソース、周辺装置、電圧レギュレー
タ、およびパワー管理回路のような様々な他の回路をリンクすることができ、これらは、
当該技術分野において周知であり、したがって、これ以上は説明されない。バス・インタ
フェース１０８は、バス１０２とトランシーバ１１０との間にインタフェースを提供する
。トランシーバ１１０は、送信媒体上で様々な他の装置と通信するための手段を提供する
。
【００１１】
　[0021]　プロセッサ１０４は、バス１０２を管理することおよびコンピュータ読取可能
な媒体１０６上に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担う。ソフトウェ
アは、プロセッサ１０４によって実行されるとき、プロセッシング・システム１１４に、
任意の特定の装置についての以下に説明される様々な機能を実行させる。コンピュータ読
取可能な媒体１０６はまた、ソフトウェアを実行するときに、プロセッサ１０４によって
操作されるデータを記憶するために使用されうる。
【００１２】
　[0022]　図２は、典型的なピア・ツー・ピア通信システム２００の図である。ピア・ツ
ー・ピア通信システム２００は、複数の無線デバイス２０６、２０８、２１０、２１２を
含む。ピア・ツー・ピア通信システム２００は、例えば、無線広域ネットワーク（ＷＷＡ
Ｎ）のようなセル方式の通信システムとオーバーラップしうる。無線デバイス２０６、２
０８、２１０、２１２のうちの一部のデバイスは、ピア・ツー・ピア通信でともに通信し
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、一部のデバイスは基地局２０４と通信し、また一部のデバイスは両方で通信しうる。例
えば、図２に示されるように、無線デバイス２０６と２０８が、ピア・ツー・ピア通信に
あり、また、無線デバイス２１０と２１２が、ピア・ツー・ピア通信にある。無線デバイ
ス２１２は、基地局２０４とも通信している。
【００１３】
　[0023]　無線デバイスは、当業者によって、ユーザー機器、移動局、加入者局、モバイ
ル・ユニット、加入者ユニット、無線ユニット、無線ノード、遠隔ユニット、モバイル・
デバイス、無線通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイ
ル端末、無線端末、遠隔端末、ハンドセット、ユーザ・エージェント、モバイル・クライ
アント、クライアント、あるいは何らかの他の適切な用語として選択的に称されうる。基
地局は、当業者によって、アクセス・ポイント、ベース・トランシーバ局、無線基地局、
無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービス・セット（ＢＳＳ）、拡張サービス
・セット（ＥＳＳ）、ノードＢ、発展型ノードＢ、あるいは何らかの他の適切な用語とし
て選択的に称されうる。
【００１４】
　[0024]　以下に説明される典型的な方法および装置は、例えば、ＦｌａｓｈＬｉｎＱ、
ＷｉＭｅｄｉａ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）またはＩ
ＥＥＥ８０２．１１規格に基づくＷｉ－Ｆｉ、に基づいた無線ピア・ツー・ピア通信シス
テムのような、任意の様々な無線ピア・ツー・ピア通信システムに適用可能である。説明
を簡単化するために、典型的な方法および装置は、ＦｌａｓｈＬｉｎＱのコンテキスト内
で説明される。しかしながら、当業者であれば、典型的な方法および装置は、より一般的
に様々な他の無線ピア・ツー・ピア通信システムに適用可能であることを理解するであろ
う。
【００１５】
　[0025]　図３は、無線デバイス１００間のピア・ツー・ピア通信用の典型的な時間構造
を例示する図３００である。１ウルトラフレーム（An ultraframe）は、５１２秒であり
、６４メガフレーム（64 megaframes）を含む。各メガフレームは、８秒であり、８グラ
ンドフレーム（8 grandframes）を含む。各グランドフレームは、１秒であり、１５スー
パーフレーム（15 superframes）を含む。各スーパーフレームは、およそ６６．６７ｍｓ
であり、３２フレームを含む。各フレームは、２．０８３３ｍｓである。
【００１６】
　[0026]　図４は、１つのグランドフレーム中のスーパーフレームの各フレームにおける
チャネルを例示する図３１０である。第１のスーパーフレーム（インデックス０を備える
）では、フレーム０は、予約されたチャネル（a reserved channel）（ＲＣＨ）であり、
フレーム１～１０は、それぞれ雑チャネル（ＭＣＣＨ：miscellaneous channel）であり
、フレーム１１～３１は、それぞれトラフィック・チャネル（ＴＣＣＨ）である。第２な
いし第７のスーパーフレーム（インデックス１：６を備える）では、フレーム０は、ＲＣ
Ｈであり、フレーム１～３１は、それぞれＴＣＣＨである。第８のスーパーフレーム（イ
ンデックス７を備える）では、フレーム０は、ＲＣＨであり、フレーム１～１０は、それ
ぞれＭＣＣＨであり、フレーム１１～３１は、それぞれＴＣＣＨである。第９ないし第１
５のスーパーフレーム（インデックス８：１４を備える）では、フレーム０は、ＲＣＨで
あり、フレーム１～３１は、それぞれＴＣＣＨである。スーパーフレーム・インデックス
０のＭＣＣＨは、セカンダリ・タイミング同期チャネル、ピア発見チャネル、ピア・ペー
ジング・チャネルおよび予約されたスロット（a reserved slot）を含む。スーパーフレ
ーム・インデックス７のＭＣＣＨは、ピア・ページング・チャネルおよび予約されたスロ
ットを含む。ＴＣＣＨは、接続スケジューリング、パイロット、チャネル品質インジケー
タ（ＣＱＩ）フィードバック、データ・セグメント、および肯定応答（ＡＣＫ）を含む。
【００１７】
　[0027]　図５は、ＭＣＣＨのオペレーション・タイムラインとピア発見チャネルの典型
的な構造を例示する図３２０である。図４に関して説明されたように、スーパーフレーム
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・インデックス０のＭＣＣＨは、セカンダリ・タイミング同期チャネル、ピア発見チャネ
ル、ピア・ページング・チャネル、および予約されたスロットを含む。ピア発見チャネル
は、サブチャネルに分割されうる。例えば、ピア発見チャネルは、長距離ピア発見チャネ
ル（a long range peer discovery channel）、中距離ピア発見チャネル（a medium rang
e peer discovery channel）、短距離ピア発見チャネル（a short range peer discovery
 channel）、およびその他のチャネルに分割されうる。サブチャネルの各々は、ピア発見
情報を通信するための複数のブロック／リソースを含みうる。各ブロックは、同じサブキ
ャリアにおいて、複数の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シンボルを含みうる。図５は、
グランドフレーム０ないし７のスーパーフレーム・インデックス０のＭＣＣＨを含む１つ
のメガフレーム中の複数のブロックを含むサブチャネル（例えば、短距離ピア発見チャネ
ル）の例を提供する。ブロックの異なるセットは、異なるピア発見リソース識別子（ＰＤ
ＲＩＤ）に対応する。例えば、１つのＰＤＲＩＤは、メガフレーム中の１つのグランドフ
レームのスーパーフレーム・インデックス０のＭＣＣＨにおける複数のブロックのうちの
１つに対応しうる。
【００１８】
　[0028]　電源投入の際には、無線デバイスは、一定の時間期間（例えば、２つのメガフ
レーム）の間、ピア発見チャネルをリスン（listens）し、複数のＰＤＲＩＤの各々上の
決定されたエネルギに基づいて、ＰＤＲＩＤを選択する。例えば、無線デバイスは、ウル
トラフレームの第１のメガフレームにおけるブロック３２２（ｉ＝２およびｊ＝１５）に
対応するＰＤＲＩＤを選択しうる。特定のＰＤＲＩＤは、ホッピングによりウルトラフレ
ームの他のメガフレーム中の他のブロックにマップ（map）しうる。選択されたＰＤＲＩ
Ｄに関連したブロックで、無線デバイスは、そのピア発見信号を送信する。選択されたＰ
ＤＲＩＤと非関連のブロックで、無線デバイスは、他の無線デバイスによって送信される
ピア発見信号にリスンする（listens）。
【００１９】
　[0029]　図６は、ＷＷＡＮリソースとピア・ツー・ピア・リソースとの間の区分化を例
示する図４００である。図６に示されるように、ＷＷＡＮ基地局は、無線デバイスがピア
発見信号を送信するために、時間周波数リソース４１０を確保（set aside time frequen
cy resources 410）しうる。ピア発見時間周波数リソース４１０は、ダウンリンクおよび
／またはアップリンクのＷＷＡＮ通信と同時に発生しうる（be concurrent with）。ピア
発見の距離を最大化する（maximize the range of peer discovery）ために、無線デバイ
スは、理想的に最大電力でそれらのピア発見信号を送信するべきである。しかしながら、
最大電力でのピア発見信号の送信は、同じ時間／周波数リソース上でスケジュールされた
近隣のセルにおけるＷＷＡＮ（または他の非ピア発見）通信への干渉を引き起こす場合が
ある。すなわち、近隣の基地局が、ピア発見リソース４１０とオーバーラップするＷＷＡ
Ｎリソースを区分する（partition）場合、または（例えば、同期の欠如により）近隣の
基地局のＷＷＡＮリソースが、ピア発見リソース４１０とオーバーラップする場合、ピア
発見リソース４１０におけるピア発見信号の送信は、近隣の基地局への干渉を引き起こし
うる。
【００２０】
　[0030]　図７は、近隣のセルにおけるＷＷＡＮ通信へのピア・ツー・ピア・シグナリン
グによって引き起こされる干渉を制御／低減するための典型的な方法を例示する図５００
である。無線デバイス５０４、５０６は、サービング基地局５０２への経路損失または近
隣の基地局５０８への経路損失に基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力および／またはピ
ア・ツー・ピア・デューティサイクルを調節することによって、それらのピア・ツー・ピ
ア信号により引き起こされる干渉を制御する。近隣の基地局は、無線デバイスがピア・ツ
ー・ピア信号の送信を通じて基地局への干渉を引き起こしうるその基地局として、ここに
定義される。この定義によれば、近隣の基地局５０８は、必ずしもサービング基地局５０
２に隣接しているとは限らない。上記に説明されたように、ピア・ツー・ピア信号は、ピ
ア発見信号でありうる。無線デバイス５０４は、サービング基地局５０２に対して比較的
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しかしながら、無線デバイス５０６は、サービング基地局５０２に対して比較的高い経路
損失を有し、また、近隣の基地局５０８に対して比較的低い経路損失を有する。このため
、無線デバイス５０６から送信されたピア発見信号は、無線デバイス５０４から送信され
たピア発見信号よりも、近隣の基地局５０８のＷＷＡＮ通信への干渉を引き起こす可能性
が大きくなりうる。従って、近隣の基地局５０８のＷＷＡＮ通信への干渉を制御するため
に、無線デバイス５０６は、無線デバイス５０４と比較して低減された送信電力および／
またはデューティサイクルで、それのピア発見信号を送信する。
【００２１】
　[0031]　無線デバイス５０４、５０６は、調節すべきピア・ツー・ピア送信電力および
／またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルを示す、サービング基地局５０２からの
情報を受信し（receive information from the serving base station 502 indicating t
he peer-to-peer transmit power and/or the peer-to-peer duty cycle to which to ad
just）うる。あるいは、無線デバイス５０４、５０６は、サービング基地局５０２および
／または近隣の基地局５０８へのそれらの距離に応じて(as a function)、調節すべきピ
ア・ツー・ピア送信電力および／またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルを決定し
（determine the peer-to-peer transmit power and/or peer-to-peer duty cycle to wh
ich to adjust）うる。無線デバイス５０６のような、セル端（cell edge）５１０におけ
る無線デバイスは、無線デバイス５０４のような、サービング基地局５０２により近い無
線デバイスよりも、近隣の基地局５０８のような近隣の基地局のＷＷＡＮ通信へより多く
の干渉を引き起こす可能性がある。したがって、セル端５１０により近い無線デバイス５
０６は、低い電力および／またはデューティサイクルで送信しうる一方で、サービング基
地局５０２に近い無線デバイス５０４は、高い電力および／またはデューティサイクルで
送信しうる。セル５１０内の無線デバイスの位置は、（サービング基地局５０２および近
隣の基地局５０８などの）近くの基地局によって送信された信号の経路損失から決定され
ることができ、サービング基地局５０２によって無線デバイスへ通信されることができ、
サービング基地局５０２、あるいは他の適切な手段によって示唆されたタイミング・アド
バンス(timing advance)から決定されることができる。
【００２２】
　[0032]　上記に説明されたように、ピア発見送信電力（peer discovery transmit powe
r）および／またはピア発見デューティサイクル（peer discovery duty cycle）の割り当
ては、サービング基地局５０２によって行われるか、または無線デバイス５０４、５０６
によって独立に決定されうる。送信電力および／またはデューティサイクルがサービング
基地局５０２によって決定される場合、サービング基地局５０２は、あたかもすべての無
線デバイスがＷＷＡＮアップリンク信号を送信しているかのように、セルの合計干渉バジ
ェット（total interference budget）を維持することに基づいて、送信電力および／ま
たはデューティサイクルを選択しうる。例えば、典型的なアップリンク・スケジューリン
グ・プロトコルは、下記を実行する：
【数１】

【００２３】
ここで、Ｐｉは、ｉ番目の無線デバイスからの受信電力であり、Ｈは、チャネル利得であ
り、Ｈｉ、ｃ（ｉ）は、サービング基地局のためのチャネル利得であり、ｂ≠ｃ（ｉ）に
ついてのＨｉ、ｂは、近隣の基地局のためのチャネル・マトリックスであり、
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【数２】

【００２４】
は、経路損失比（a path loss ratio）であり、Ｑは、セルの干渉バジェットである。ピ
ア発見信号が存在する場合、基地局５０２は、

【数３】

【００２５】
となるように、ピア発見送信の送信電力および／またはデューティサイクルを決定するこ
とができ、ここで、αｉは、ｉ番目の無線デバイスのための最大電力Ｐｍａｘまたはデュ
ーティサイクルのためのスケーリング係数であり、ここで、αｉ≦１である。
【００２６】
　[0033]　例えば、図７に例示される図について、基地局５０２は、

【数４】

【００２７】
となるように、ピア発見送信の送信電力および／またはデューティサイクルを決定するこ
とができ、ここで、Ｈ５０４，５０８は、無線デバイス５０４と基地局５０８の間のチャ
ネル利得であり（１／Ｈ５０４，５０８は、無線デバイス５０４と基地局５０８との間の
経路損失である）、Ｈ５０４，５０２は、無線デバイス５０４と基地局５０２の間のチャ
ネル利得であり（１／Ｈ５０４，５０２は、無線デバイス５０４と基地局５０２との間の
経路損失である）、Ｈ５０５，５０８は、無線デバイス５０６と基地局５０８の間のチャ
ネル利得であり（１／Ｈ５０６，５０８は、無線デバイス５０６と基地局５０８との間の
経路損失である）、Ｈ５０６，５０２は、無線デバイス５０６と基地局５０２の間のチャ
ネル利得であり（１／Ｈ５０６，５０２は、無線デバイス５０６と基地局５０２との間の
経路損失である）、Ｑは、セルの干渉バジェットであり、ＱＷＷＡＮは、ＷＷＡＮ通信に
よる干渉バジェットへの低減（reduction to the interference budget）である。
【００２８】
　[0034]　サービング基地局５０２に近い無線デバイス５０４については、経路損失比Ｈ

５０４，５０８／Ｈ５０４，５０２（即ち、近隣の基地局５０８への経路損失によって除
算された、サービング基地局５０２の経路損失）は、非常に小さく、したがって、送信電
力および／またはデューティサイクルのためのスケーリング係数α５０４は、１に近くな
りうる。しかしながら、サービング基地局５０２からより遠い無線デバイス５０６につい
ては、経路損失比Ｈ５０６，５０８／Ｈ５０６，５０２（即ち、近隣の基地局５０８への
経路損失によって除算された、サービング基地局５０２の経路損失）は、比較的大きく、
それにしたがい、送信電力および／またはデューティサイクルのためのスケーリング係数
α５０６は、セルの特定の干渉バジェットをＱ－ＱＷＷＡＮ以下に維持するように、より
小さくなるべきである。
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【００２９】
　[0035]　再び図５を参照すると、送信電力は、複数のメガフレームの各々におけるそれ
の割り当てられたブロック内の各ＯＦＤＭシンボルについての調節された送信電力で送信
することにより、無線デバイスによって調節されうる。デューティサイクルは、１ウルト
ラフレーム内の複数のメガフレームの部分集合の割り当てられたブロック中で送信するこ
とにより、無線デバイスによって調節されうる。例えば、セル端５１０の上の無線デバイ
ス５０６は、各メガフレーム中で送信するのではなく、１ウルトラフレームのｘ個のメガ
フレームにおける割り当てられたブロック中で送信することにより、それのデューティサ
イクルを低減することができ、ここで、ｘ＜６４である（例えば、ｘ／６４≦α）。無線
デバイスは、それのデューティサイクルと送信電力を同時に調節しうる。
【００３０】
　[0036]　図８は、無線通信の方法のフローチャート７００である。この方法は、無線デ
バイス５０６のような無線デバイスによって実行される。図８に示されるように、無線デ
バイス５０６は、調節すべきピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デュー
ティサイクルのうちの少なくとも１つを示す、サービング基地局５０２からの情報を受信
しうる（７０２）。あるいは、無線デバイス５０６は、サービング基地局５０２への経路
損失または近隣の基地局５０８のような少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失のう
ちの少なくとも１つを独立に決定しうる（７０４）。無線デバイス５０６は、サービング
基地局５０２への経路損失または少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失のうちの少
なくとも１つに基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューテ
ィサイクルのうちの少なくとも１つを調節する（７０６）。その後、無線デバイス５０６
は、そのピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルでピア
・ツー・ピア信号を送る（７０８）。上記に説明されたように、ピア・ツー・ピア信号は
、ピア発見信号であることができ、ピア・ツー・ピア送信電力は、ピア発見信号を送信す
るためのピア発見送信電力であることができ、ピア・ツー・ピア・デューティサイクルは
、ピア発見信号を送信するためのピア発見デューティサイクルであることができる。
【００３１】
　[0037]　図９は、無線通信の別の方法のフローチャート８００である。図９に示される
ように、無線デバイス５０６は、サービング基地局５０２への経路損失が低減する、また
は少なくとも１つの近隣の基地局５０８への経路損失が増大する場合に、ピア・ツー・ピ
ア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを増大
させる（８０２）ことによって、それの送信電力および／またはデューティサイクルを調
節しうる。加えて、無線デバイス５０６は、サービング基地局５０２への経路損失が増大
する、または少なくとも１つの近隣の基地局５０８への経路損失が低減する場合に、ピア
・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも
１つを低減させる（８０４）ことによって、それの送信電力および／またはデューティサ
イクルを調節しうる。
【００３２】
　[0038]　図１０は、典型的な方法のフローチャート９００である。図１０に示されるよ
うに、無線デバイス５０６は、サービング基地局５０２への経路損失と少なくとも１つの
近隣の基地局５０８への経路損失に基づいて、経路損失比を決定しうる（９０２）。例え
ば、無線デバイス５０６は、Ｈ５０６、５０８／Ｈ５０６、５０２と等しい経路損失比を
決定しうる。その後、無線デバイスは、その経路損失比に基づいて、調節すべきピア・ツ
ー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つ
を決定する（９０４）。この経路損失比は、サービング基地局への経路損失の合計を少な
くとも１つの近隣の基地局の各々への経路損失によって除算したものとなりうる。例えば
、近くに３つの基地局、ＢＳ１、ＢＳ２およびＢＳ３があり、ＢＳ１がサービング基地局
であり、ＢＳ２とＢＳ３が、近隣の基地局（例えば、無線デバイスが基地局への干渉を引
き起こしうる、ＷＷＡＮ通信におけるその基地局）であると仮定する。このような状況に
おいて、この経路損失比は、
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【数５】

【００３３】
に等しくなりうる。
【００３４】
　[0039]　無線デバイス５０６は、経路損失比が増大するとともに、ピア・ツー・ピア送
信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを低減させ
ること（９０６）により、および、経路損失比が低減するとともに、ピア・ツー・ピア送
信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを増大させ
ること（９０８）により、送信電力および／またはデューティサイクルを調節しうる。
【００３５】
　[0040]　図１１は、典型的な装置１００の機能を例示する概念ブロック図１０００であ
る。装置１００は、サービング基地局への経路損失または少なくとも１つの近隣の基地局
への経路損失のうちの少なくとも１つに基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを調節するモジュール１００
２を含む。装置１００はさらに、そのピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア
・デューティサイクルでピア・ツー・ピア信号を送るモジュール１００４を含む。装置１
００は、前述のフローチャートのステップの各々を行なう追加モジュールを含みうる。し
たがって、前述のフローチャートの各ステップは、モジュールによって行なわれることが
でき、装置１００は、１つまたは複数のこれらのモジュールを含みうる。
【００３６】
　[0041]　図１を参照すると、１つの構成では、無線通信のための装置１００は、サービ
ング基地局への経路損失または少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失のうちの少な
くとも１つに基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティ
サイクルのうちの少なくとも１つを調節するための手段と、そのピア・ツー・ピア送信電
力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルでピア・ツー・ピア信号を送るための手
段とを含む。装置１００は、調節すべきピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピ
ア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを示す、サービング基地局からの情報を
受信するための手段をさらに含みうる。調節するための手段は、サービング基地局への経
路損失が低減するまたは少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失が増大する場合、ピ
ア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくと
も１つを増大させるための手段と、サービング基地局への経路損失が増大するまたは少な
くとも１つの近隣の基地局への経路損失が低減する場合、ピア・ツー・ピア送信電力また
はピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを低減させるための手
段のうちの少なくとも１つを含みうる。装置１００は、サービング基地局への経路損失と
、少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失とに基づいて、経路損失比を決定するため
の手段と、その経路損失比に基づいて、調節すべきピア・ツー・ピア送信電力またはピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを決定するための手段とをさ
らに含みうる。このような構成では、調節するための手段は、経路損失比が増大するとと
もに、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの
少なくとも１つを低減させるための手段と、経路損失比が低減するとともに、ピア・ツー
・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを
増大させるための手段とを含みうる。前述の手段は、前述の手段によって述べられた機能
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を行なうように構成されたプロセッシング・システム１１４である。
【００３７】
　[0042]　開示されたプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、典型的な手
法の例示であることが理解される。設計の選択に基づいて、これらプロセスにおけるステ
ップの特定の順序または階層は、再構成されうることが理解される。付随する方法の請求
項は、様々なステップの要素を、サンプル順で示しており、示された特定の順序または階
層に限定されるようには意図されていない。
【００３８】
　[0043]　前の説明は、いかなる当業者であっても、ここで説明された様々な態様の実施
を可能にするように提供される。これらの態様に対する様々な変形例は、当業者にとって
容易に明らかになり、ここで定義された一般的な原理は、他の態様にも適用可能である。
したがって、特許請求の範囲は、ここに示された態様に限定されず、請求項の文言と整合
するすべての範囲が与えられるように意図されており、ここで、単数形による要素への参
照は、特に明記されていない限り、「１つおよびただ１つ」を意味するようには意図され
ず、むしろ「１つまたは複数」を意味するように意図されている。特に明記されていない
限り、「いくつか」という用語は、１つまたは複数を指す。この開示の全体にわたって説
明された、当業者によって知られている、あるいは知られるようになる様々な態様の要素
と、構成的または機能的に同等である全ての要素は、参照によってここに明確に組み込ま
れ、特許請求の範囲によって包含されるように意図されている。さらに、ここでの開示は
、このような開示が特許請求の範囲内で明確に述べられているか否かにかかわらず、公衆
に捧げられるようには意図されていない。請求項の要素が、「～するための手段」という
語句を用いて明確に述べられていない限り、あるいは方法の請求項の場合において、「～
するためのステップ」という語句を用いて述べられていない限りは、請求項の要素は、米
国特許法１１２条第６項による規定の下で解釈されるべきではない。
　なお、本願の出願当初の請求項と同一の記載を以下に付記する。
［Ｃ１］　無線通信の方法であって、
　サービング基地局への経路損失または少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失のう
ちの少なくとも１つに基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デ
ューティサイクルのうちの少なくとも１つを調節することと、
　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルでピ
ア・ツー・ピア信号を送ることと
　を備える方法。
［Ｃ２］　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア送
信電力は、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツー
・ピア・デューティサイクルは、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見デューティ
サイクルである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］　調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デュ
ーティサイクルのうちの少なくとも１つを示す、前記サービング基地局からの情報を受信
することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］　前記調節することは、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと
　のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］　前記サービング基地局への前記経路損失と前記少なくとも１つの近隣の基地局
への前記経路損失とに基づいて、経路損失比を決定することと、
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
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・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定することと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記少
なくとも１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算したものである、Ｃ５
に記載の方法。
［Ｃ７］　前記調節することは、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと
　を備える、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］　無線通信のための装置であって、
　サービング基地局への経路損失または少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失のう
ちの少なくとも１つに基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・デ
ューティサイクルのうちの少なくとも１つを調節するための手段と、
　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルでピ
ア・ツー・ピア信号を送るための手段と
　を備える装置。
［Ｃ９］　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア送
信電力は、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツー
・ピア・デューティサイクルは、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見デューティ
サイクルである、Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１０］　調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デ
ューティサイクルのうちの少なくとも１つを示す、前記サービング基地局からの情報を受
信するための手段をさらに備える、Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１１］　前記調節するための手段は、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させるための手段
と、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させるための手段
と
　のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１２］　前記サービング基地局への前記経路損失と前記少なくとも１つの近隣の基地
局への前記経路損失とに基づいて、経路損失比を決定するための手段と、
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定するための手段と
　をさらに備える、Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１３］　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記
少なくとも１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算したものである、Ｃ
１２に記載の装置。
［Ｃ１４］　前記調節するための手段は、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させるための手段と
、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させるための手段と
　を備える、Ｃ１３に記載の装置。
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［Ｃ１５］　コンピュータ・プログラム製品であって、
　　サービング基地局への経路損失または少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失の
うちの少なくとも１つに基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・
デューティサイクルのうちの少なくとも１つを調節し、
　　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルで
ピア・ツー・ピア信号を送る
　ためのコードを備えるコンピュータ読取可能な媒体
　を備えるコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ１６］　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア
送信電力は、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツ
ー・ピア・デューティサイクルは、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見デューテ
ィサイクルである、Ｃ１５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ１７］　前記コンピュータ読取可能な媒体は、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信
電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを示す、
前記サービング基地局からの情報を受信するためのコードをさらに備える、Ｃ１５に記載
のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ１８］　前記調節するためのコードは、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと
　のうちの少なくとも１つのためのコードを備える、Ｃ１５に記載のコンピュータ・プロ
グラム製品。
［Ｃ１９］　前記コンピュータ読取可能な媒体は、
　前記サービング基地局への前記経路損失と前記少なくとも１つの近隣の基地局への前記
経路損失とに基づいて、経路損失比を決定し、
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定する
　ためのコードをさらに備える、Ｃ１５に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２０］　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記
少なくとも１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算したものである、Ｃ
１９に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２１］　前記調節するためのコードは、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させ、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させる
　ためのコードを備える、Ｃ２０に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２２］　無線通信のための装置であって、
　　サービング基地局への経路損失または少なくとも１つの近隣の基地局への経路損失の
うちの少なくとも１つに基づいて、ピア・ツー・ピア送信電力またはピア・ツー・ピア・
デューティサイクルのうちの少なくとも１つを調節し、
　　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルで
ピア・ツー・ピア信号を送る
　ように構成されたプロセッシング・システム
　を備える装置。
［Ｃ２３］　前記ピア・ツー・ピア信号は、ピア発見信号であり、前記ピア・ツー・ピア
送信電力は、前記ピア発見信号を送信するためのピア発見送信電力であり、前記ピア・ツ
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ィサイクルである、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］　前記プロセッシング・システムは、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電
力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの少なくとも１つを示す、前
記サービング基地局から情報を受信するためのコードをさらに備える、Ｃ２２に記載の装
置。
［Ｃ２５］　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサ
イクルのうちの前記少なくとも１つを調節するために、前記プロセッシング・システムは
、
　前記サービング基地局への前記経路損失が低減するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が増大する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させることと、
　前記サービング基地局への前記経路損失が増大するまたは前記少なくとも１つの近隣の
基地局への前記経路損失が低減する場合、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させることと
　のうちの少なくとも１つを行うように構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２６］　前記プロセッシング・システムは、前記サービング基地局への前記経路損失
と前記少なくとも１つの近隣の基地局への前記経路損失とに基づいて、経路損失比を決定
し、
　前記経路損失比に基づいて、調節すべき前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア
・ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを決定する
　ようにさらに構成された、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２７］　前記経路損失比は、前記サービング基地局への前記経路損失の合計を、前記
少なくとも１つの近隣の基地局の各々への前記経路損失によって除算されたものである、
Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］　前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・ツー・ピア・デューティサ
イクルのうちの前記少なくとも１つを調節するために、前記プロセッシング・システムは
、
　前記経路損失比が増大するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを低減させ、
　前記経路損失比が低減するとともに、前記ピア・ツー・ピア送信電力または前記ピア・
ツー・ピア・デューティサイクルのうちの前記少なくとも１つを増大させる
　ように構成された、Ｃ２７に記載の装置。
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