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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスネットワークにおけるチャネルアクセススケジューリングのための方法であ
って、前記ワイヤレスネットワークは、少なくとも１つのワイヤレスコンピュータを備え
、該ワイヤレスコンピュータは、一次通信チャネルへのインタフェースと二次通信チャネ
ルへのインタフェースとを有し、前記二次通信チャネルは、前記一次通信チャネルより低
いパワーであり、前記方法は、
　ホストコンピュータにおけるホストトランシーバと前記ワイヤレスコンピュータにおけ
るローパワートランシーバとの間に、前記二次通信チャネルを介して接続を確立すること
と、
　前記ローパワートランシーバから前記ホストトランシーバに前記二次通信チャネルを介
して第１群の制御情報を送信することと、
　前記ローパワートランシーバにおいて前記ホストトランシーバから第２群の制御情報を
受信することであって、該第２群の制御情報は、スケジューリング情報を有し、該スケジ
ューリング情報は、前記ローパワートランシーバにより送信された前記第１群の制御情報
に応答して送信されることと、
　前記受信したスケジューリング情報に従って、前記一次通信チャネルへの前記インタフ
ェースを自動的に起動すること
　とを備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記スケジューリング情報は、前記一次通信チャネルを介する送信のために待ち行列内
で待機しているパケットの数に基づいて導出されることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記第１群の制御情報は、データパケット優先度情報を備えたことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１群の制御情報は、データパケット送信デッドライン情報を備えたことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記二次通信チャネルは、前記一次通信チャネルより低い搬送波周波数を有する低周波
数チャネルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記一次通信チャネルは、送信のために前記二次通信チャネルとは異なる無線周波数を
用いることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記一次通信チャネルは、前記スケジューリング情報の通信に使用されないハイパワー
チャネルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ホストコンピュータは、別のネットワークへのワイヤレスアクセスポイントを備え
たことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ワイヤレスアクセスポイントを通じてインタフェースされた前記ネットワークは、
少なくとも１つのワイヤードリンクを備えたことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スケジューリング情報の受信に応答して、前記ワイヤレスコンピュータは、前記一
次通信チャネルを介してデータをさらに送信することを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記ワイヤレスコンピュータにおいて実装される前記一次通信チャネルへの前記インタ
フェースは、ネットワークインタフェースカードを備えたことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項１２】
　前記一次通信チャネルは、８０２．１１ベースの通信チャネルを備えたことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレスネットワークにおけるデータ送信をスケジューリングする方法であって、前
記ワイヤレスネットワークは、少なくとも１つのワイヤレスコンピュータを備え、該ワイ
ヤレスコンピュータは、一次通信チャネルおよび二次通信チャネルをサポートし、該二次
通信チャネルは、前記一次通信チャネルの使用より少ないパワーを要求し、前記方法は、
　ホストコンピュータで動作しているホストトランシーバと、前記ワイヤレスコンピュー
タで動作しているローパワートランシーバとの間に、前記二次通信チャネルを介して接続
を確立することと、
　前記ホストコンピュータにおいて前記ローパワートランシーバから前記二次通信チャネ
ルを介して第１のデータパケットを受信することであって、該第１のデータパケットは、
前記一次通信チャネルに関係する送信制御情報を備えたことと、
　前記送信制御情報の受信に応答して、前記ホストコンピュータにおいてスケジューリン
グアルゴリズムを適用し、前記ワイヤレスコンピュータのためのチャネルアクセススケジ
ュールを判断することと、
　前記ローパワートランシーバに前記二次通信チャネルを介して前記チャネルアクセスス
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ケジュールを送信することであって、該チャネルアクセススケジュールは、いつ前記ワイ
ヤレスコンピュータが、データを送信するために、前記一次通信チャネルへのアクセスを
有するかを、前記ワイヤレスコンピュータに通知すること
　とを備えたことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記ホストコンピュータは、第２のネットワークへのワイヤレスアクセスポイントであ
ることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２のネットワークは、前記ネットワークの２つのノード間に少なくとも１つのワ
イヤードリンクを備えたことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記送信制御情報は、前記一次通信チャネルを介する送信のために待ち行列内で待機し
ているパケットの数を示すことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記送信制御情報は、送信優先度を少なくとも１つのパケットに割り当てるデータパケ
ット優先度情報を備えたことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記送信制御情報は、データパケット送信デッドライン情報を備えたことを特徴とする
請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記二次通信チャネルは、低周波数チャネルであることを特徴とする請求項１３に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記一次通信チャネルは、８０２．１１ベースのチャネルを備えたことを特徴とする請
求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記一次通信チャネルは、前記二次通信チャネルより高い無線範囲およびデータレート
をサポートすることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項２２】
　前記スケジューリング情報の受信に応答して、ネットワークインタフェースカードは、
前記一次通信チャネルを介してデータを送信することを特徴とする請求項１３に記載の方
法。
【請求項２３】
　前記一次通信チャネルは、前記二次通信チャネルより高い周波数搬送波を用いることを
特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項２４】
　ワイヤレスネットワークにおけるチャネルアクセス制御のためのワイヤレスネットワー
クシステムであって、
　二次通信チャネルを介してスケジューリング情報を送信するよう構成された第１の無線
機構成要素、および前記二次通信チャネルよりハイパワーの一次通信チャネルを介してデ
ータを送信するよう構成された第２の無線機構成要素に論理的に接続されたアクセスポイ
ントと、
　ワイヤレスコンピュータであって、
　　一次通信チャネルアクセスに関係するスケジューリング情報を除外したデータを、前
記一次通信チャネル上で通信するハイパワー無線機構成要素と、
　　前記アクセスポイントに前記二次通信チャネルを介して、前記スケジューリング情報
を生成するために使用される制御情報を通信するローパワー無線機構成要素とを備えたワ
イヤレスコンピュータと
　を備えたことを特徴とするワイヤレスネットワークシステム。
【請求項２５】
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　前記一次通信チャネルおよび前記二次通信チャネルは、互いに異なる搬送波周波数を用
いることを特徴とする請求項２４に記載のワイヤレスネットワークシステム。
【請求項２６】
　前記ワイヤレスコンピュータは、ワイヤレスネットワークインタフェースカードを介し
て前記一次通信チャネルにインタフェースされることを特徴とする請求項２４に記載のワ
イヤレスネットワークシステム。
【請求項２７】
　ワイヤレスネットワークにおける帯域幅スケジューリングのためのワイヤレスネットワ
ークシステムであって、
　ネットワークへのインタフェースであるワイヤレスアクセスポイントと、
　前記ワイヤレスアクセスポイントを通じて前記ネットワークにインタフェースされたホ
ストコンピュータであって、該ホストコンピュータは、ローパワー無線チャネルを介して
、複数のワイヤレスコンピュータと通信可能にリンクできるホストトランシーバに論理的
に接続され、前記複数のワイヤレスコンピュータのハイパワー無線チャネルへの前記アク
セスをスケジューリングするために使用される前記ホストコンピュータと、
　前記ハイパワー無線チャネルを介して通信するハイパワー無線機と、前記アクセスポイ
ントに前記ローパワー無線チャネルを介して制御情報を通信するローパワー無線機とを備
え、前記複数のワイヤレスコンピュータの前記ハイパワー無線チャネルへの前記アクセス
の前記スケジューリングを通信するワイヤレスコンピュータと
　を備えたことを特徴とするシステム。
【請求項２８】
　前記複数のワイヤレスコンピュータの第１のコンピュータは、前記ローパワー無線チャ
ネルに関して、前記ホストコンピュータの直接無線範囲外にあり、前記複数のワイヤレス
コンピュータの第２のコンピュータは、前記ローパワー無線チャネルに関して、前記ホス
トコンピュータの直接無線範囲内にあり、それにより、前記複数のワイヤレスコンピュー
タの前記第２のコンピュータは、前記範囲外のワイヤレスコンピュータと前記ホストコン
ピュータとの間の制御およびスケジューリング情報の通信を容易にすることを特徴とする
請求項２７に記載のワイヤレスネットワークシステム。
【請求項２９】
　ワイヤレスネットワーク上で第１のノードとして働くためのハンドヘルドデバイスであ
って、
　一次ワイヤレスチャネルへのアクセスをスケジューリングすることに関係するスケジュ
ーリング情報を除外したデータを、前記一次ワイヤレスチャネル上で通信するハイパワー
無線機構成要素と、
　前記ワイヤレスネットワーク上の第２のノードに対する前記一次ワイヤレスチャネルへ
のアクセスをスケジュールすることに関係するスケジューリング情報を、二次ワイヤレス
チャネル上で通信するローパワー無線機構成要素と
　を備えたことを特徴とするハンドヘルドデバイス。
【請求項３０】
　前記スケジューリング情報は、前記一次ワイヤレスチャネルを介する送信のために待ち
行列内で待機しているいくつかのパケットからなる群から選択される情報、パケット優先
度情報、およびデータパケット送信デッドライン情報のいずれかに基づいて導出されるこ
とを特徴とする請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３１】
　前記二次ワイヤレスチャネルは、前記一次ワイヤレスチャネルより低い搬送波周波数を
有する低周波数チャネルであることを特徴とする請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３２】
　前記一次ワイヤレスチャネルは、８０２．１１ベースの通信チャネルを備えたことを特
徴とする請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３３】
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　複数のワイヤレスデバイスをネットワークにインタフェースするためのアクセスポイン
トであって、
　前記一次ワイヤレスチャネルへのアクセスをスケジューリングすることに関係するスケ
ジューリング情報を除外したデータを、前記一次ワイヤレスチャネルを介して送信し、受
信するための一次ワイヤレスチャネルへのインタフェースと、
　前記一次ワイヤレスチャネルへのアクセスをスケジューリングすることに関係するスケ
ジューリング情報を二次ワイヤレスチャネル上で送信し、受信するための二次ワイヤレス
チャネルへのインタフェースと
　を備えたことを特徴とするアクセスポイント。
【請求項３４】
　前記一次ワイヤレスチャネルへの前記インタフェースは、前記一次ワイヤレスチャネル
を介して１ビット送信するために、前記二次ワイヤレスチャネルを介して１ビット送信す
るために前記二次ワイヤレスチャネルへの前記インタフェースが消費するよりも、より多
くのパワーを消費することを特徴とする請求項３３に記載のアクセスポイント。
【請求項３５】
　前記第一次ワイヤレスチャネルへの前記インタフェースと前記二次ワイヤレスチャネル
への前記インタフェースの両方を備えたネットワークインタフェースカードをさらに備え
たことを特徴とする請求項３３に記載のアクセスポイント。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般的に、ワイヤレスコンピュータに関し、より詳細には、複数の無線を使用
するワイヤレスコンピュータのパワー効率の良いチャネルアクセススケジューリングに関
する。
【０００２】
【従来の技術】
ラップトップコンピュータ、携帯情報端末などの多くのワイヤレスコンピュータ（wirele
ss computing device）は、ワイヤレスネットワーキング環境においてクライアントデバ
イスとして動作することができる。しばしば、これら複数のクライアントのすべては、共
有の無線周波数チャネルを通じたネットワークを介して共有アクセスポイントと通信を行
う。しかし、このような多数のクライアントデバイスは、ネットワークにアクセスを試み
る場合に、ネットワークアクセスポイントの共有により、しばしば輻輳が起き、帯域幅が
浪費される。輻輳により、しばしばデータ信号間のチャネル内に衝突が起き、従って遅延
が生じる。
【０００３】
これらの問題を克服するために、ワイヤレスネットワークに関して、衝突を回避するため
のスケジューリングを支援するためのさまざまな制御技術が実施されてきた。例えば、ク
ライアントがＣＳＭＡ　ＣＡチャネルアクセスメカニズムなどのＬＢＴ（listen before 
transmit）メカニズムを使い、送信する前に共有チャネルの空きを得ようと争うことがあ
る。ＬＢＴ技術は、分散調整機能の一種である。ＣＳＭＡ　ＣＡは、特定のイーサネット
（登録商標）ＬＡＮのアクセス方法である。しかし、すべてのＬＢＴ方式において、１つ
のクライアントデバイスが、現在、チャネル内で信号（すなわち、データパケット）を送
信している場合には、他の送信デバイスは、いったん控えて、ランダムな時間を待ってか
ら、再びアクセスを試みることを余儀なくされる。さらに、たとえクライアントデバイス
が、ネットワークに空きがあることを検出したとしても、このような２つのデバイスが、
全く同じ時間に、チャネルにアクセスする可能性があり、それにより、信号の衝突が起き
る。この種の衝突が検出された場合には、両方のクライアントデバイスは、いったん控え
て、ランダムな時間を待ってから、再び送信を試みることを余儀なくされる。クライアン
トデバイスが待っている間、チャネル帯域幅は浪費され、パケット送信は遅延し、クライ
アントマシン上のバッテリのパワーが浪費される。
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【０００４】
スケジューリングを支援し、共有チャネルを介するデータ信号間の衝突を回避するための
他のメカニズムが存在する。別の例は、ポイント調整機能（「ＰＣＦ」）であり、これは
、信号の衝突を回避するためにクライアントデバイスに繰り返し問い合わせる。しかし、
ＰＣＦ技術により、競合しているデータ信号間の絶え間ない往復は回避されるが、一次チ
ャネル上の絶え間ないポーリングにより、多くの帯域幅が浪費され、従ってこの技術は非
常に効率の良くないものとなる。
【０００５】
現在のワイヤレスチャネルアクセス技術により衝突が回避されるものの、この技術により
また、データパケットを送信するために使用される一次チャネル上の帯域幅が浪費される
。なぜなら、これらの技術では、制御とスケジューリングの情報を送信し、有用なデータ
を送信するための双方にチャネルを使用するからである。ＣＳＭＡ　ＣＡなどの分散調整
機能は、余儀なくされた待ち時間のためにリアルタイムのデータついてさらに非効率的と
なる。リアルタイムのオーディオデータは、１００ミリ秒の遅延など、余儀なくされた遅
延の後にはもはや有用ではなく、十分ではなくなる。さらに、これらの技術によるチャネ
ルアクセスの保証がなくなり、高い優先度のデータ信号がタイムリに転送されることを保
証するメカニズムもなくなる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、アクセスポイントが、サービスしている全クライアントの正確な状態（例えば、
待ち行列内で保留中のパケットの数、パケットのデッドライン、パケットの優先度）を認
識しているならば、チャネル上の各クライアントを、独立にスケジュールできる。研究者
らが、この前提に基づいて公正な待ち行列作成アルゴリズムを維持する真の働きを構築す
るよう試みてきたが、これらアルゴリズムは、それを維持する真の働きとはならなかった
。なぜなら、チャネル上の帯域幅の一部が、スケジューラに制御情報を送信するのに使い
果たされてしまうからであり、多くの場合、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコル
を変更しなければならないからである。従って、このような技術を用いても、やはり帯域
幅が浪費される。
【０００７】
さらに、信号の衝突を大いに回避するものの、これら技術は、パワーを非効率に使用する
。なぜなら、有用なデータに加えて制御データを送信するためにハイパワーのチャネルを
使用するからである。非常に多くのパワーを消費するワイヤレスデバイスの特定の構成要
素は、ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）であり、これは、ネットワーク通信
データのワイヤレス送信および受信を扱う。平均して、ワイヤレスデバイスに使用可能な
パワー全体の約２０％が、ＮＩＣまたは他のワイヤレスＬＡＮインタフェース構成要素の
接続の結果として損失されると推定されている。この現象は、ＮＩＣおよびワイヤレスデ
バイスが、ネットワークを介してデータを受信し、送信するために絶え間なく「聴いてい
る」状態でなければならないという事実による。バッテリが提供できるパワーの量がかな
り限られているために、その操作時間を延長するために、モバイルデバイスの消費電力を
最小限に押さえることは、バッテリ駆動のワイヤレスデバイス、およびこのようなデバイ
スを必要とする通信システムを設計する際の、重要な考慮事項である。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上述した問題に対処するために、多くの無線を使用するワイヤレスネットワークにおける
ワイヤレスクライアントデバイスのパワー効率の良いチャネルスケジューリングのための
方法およびシステムが開示される。この方法およびシステムは、チャネル帯域幅およびワ
イヤレスコンピュータ内のパワーの最適な使用を導く。従って、アルゴリズムを維持する
真の働きを実施することができる。このようなワイヤレスコンピュータは、これに限定さ
れないが、ネットワークとインタフェースできる能力を有する携帯情報端末（「ＰＤＡ」
）、セルラ電話、ラップトップコンピュータを含む。
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【０００９】
本発明の一実施形態によれば、ワイヤレスコンピュータは、ローパワー制御チャネルが、
ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）およびコンピュータの他の電力消費構成要
素の制御情報を含む情報を、スマートブリック（smartbrick）と呼ぶホストトランシーバ
と交換することを可能にする。最初に、ローパワートランシーバが、ネットワークワイヤ
レスアクセスポイントに置かれているホストトランシーバなどの、ホストトランシーバに
登録する。次に、ワイヤレスコンピュータにより操作されるローパワートランシーバは、
制御情報のデータ信号をホストトランシーバに送信する。この情報は、これに限定されな
いが、状態情報、待ち行列内のデータパケットの数、パケットの優先度、および／または
パケットのデッドラインとすることができる。次に、ホストトランシーバは、スケジュー
リング情報をローパワートランシーバに返信することによって応答する。スケジューリン
グ情報は、例えば、チャネルアクセス情報を含むことができる。
【００１０】
スケジューリング情報をホストトランシーバ構成要素から受信する前に、通常のワイヤレ
スＮＩＣに関連するものなど、ハイパワーワイヤレスネットワークインタフェース構成要
素は、アイドル状態である。アイドル期間は、ワイヤレスコンピュータがオペレーション
のローパワー状態を使用する期間、またはワイヤレスコンピュータが、その高周波数通信
チャネル（例えば、IEEE802.11ベースのチャネル）を介して、実体的なネットワークアク
ティビティ（例えば、データの送信または受信）を使用する期間である。ローパワー制御
チャネル上でスケジューリング情報を受信した後、フルパワーＮＩＣおよび必要な回路は
、スケジューリング情報と整合性をとって自動的に起動される。例えば、一実施形態では
、チャネルに送信するための空きがあるというメッセージなどのチャネルアクセス情報を
受信すると、ワイヤレスコンピュータのＮＩＣおよび他の構成要素は、パワーアップされ
る。次に、ＮＩＣなどのネットワークインタフェース構成要素は、ハイパワーチャネルを
介してデータを送信し、受信する。
【００１１】
ローパワー制御チャネルは、ミニブリック（minibrick）と呼ぶ内部または外部の無線周
波数（ＲＦ）トランシーバ構成要素を介して提供され、これは、好ましくは（例えば、フ
ルパワーＮＩＣより低い）低周波数、およびローパワーレベルで動作する。オペレーショ
ンの際に、コンピュータがアイドルのとき、デバイスは、ローパワートランシーバにパワ
ーを供給する必要のある回路を例外として、その構成要素のすべてを実質的にパワーダウ
ンするよう構成されている。従って、制御チャネルは、アイドル期間と非アイドル期間の
両方で、信号を受信するためにアクティブ状態を維持される。
【００１２】
本発明の別の実施形態によれば、スマートブリックは、ミニブリックと通信するために、
ホストコンピュータで動作するホストトランシーバ、またはネットワークアクセスポイン
トとして実装される。ホストコンピュータに、ワイヤレスアクセスポイント（ＡＰ）を通
じてネットワークにアクセスするためのワイヤレス通信をサポートするためにＮＩＣベー
スのIEEE802.11を装備することができる。ワイヤレスＡＰは、ワイヤードエンタープライ
ズＬＡＮなどのネットワーク基盤へのインタフェースとして働く。要求するデバイスがワ
イヤレスコンピュータと通信することを望むと、ワイヤレスコンピュータの場所および存
在を判断するためにサーバに問い合わせる。それに応答して、サーバは、ホストコンピュ
ータにクエリを提出する。ホストコンピュータ上で動作しているスマートブリックは、サ
ーバからクエリを受信し、ローパワーチャネルを介してミニブリックと通信して、フルパ
ワー通信のスケジューリングおよびオペレーションを開始する。ワイヤレスコンピュータ
は、この信号を受信し、ＮＩＣおよび他の構成要素をパワーアップし、その結果、要求を
出しているデバイスが実際にデータを送信する前に、ワイヤレスデバイスを起動する。
【００１３】
本発明のさらなる特徴および利点が、添付図面の参照に続く例示の実施形態の詳細な説明
から明らかとなるであろう。
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【００１４】
上記の特許請求の範囲に、本発明の特徴を詳細に記載しているが、本発明およびその利点
は、添付図面と合わせて、以下の詳細な説明から最も良く理解されるであろう。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明は、ワイヤレスリンクを介して通信が可能なコンピュータのトラフィックの操作を
行うための方法およびシステムに関する。本発明の実施形態内で使用できるワイヤレスコ
ンピュータには、これに限定されないが、携帯情報端末、セルラ電話、ワイヤレスネット
ワークとインタフェースできる能力を有するラップトップコンピュータが含まれる。本発
明の文脈では、ワイヤレス通信は、ワイヤではなく無線周波数（ＲＦ）および電磁波を使
用するコンピュータ間のデータの伝送である。ワイヤレス通信を容易にするために、コン
ピュータに、装置をネットワークにインタフェースするネットワークインタフェースカー
ド（ＮＩＣ）などの、ネットワークインタフェース構成要素を装備することができる。典
型的には、ＮＩＣは、コンピュータのネットワークカードスロットに挿入され、別の方法
で装置にインタフェースされるプラグアンドプレイデバイスとして実施される。または、
ＮＩＣは、コンピュータの回路の不可欠な部分として一体化して構築できる。
【００１６】
ワイヤレス通信を容易にするために、ＮＩＣは、IEEE802.11標準に準拠するなど、ワイヤ
レスプロトコルをサポートする。本説明の全体を通して、８０２．１１を装置間のワイヤ
レス通信を容易にするための適切なプロトコルとして言及する。しかし、８０２．１１が
ワイヤレス通信を容易にするためのプロトコルの１つに過ぎず、本発明が特定のワイヤレ
スプロトコルに限定されるものではないことは、当業者なら理解されるであろう。実際、
本発明について、他のワイヤレスプロトコルを、代替的にまたは付加的に利用できる。８
０２．１１の指定が、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、または８０２．１１ｇを含む同
じファミリ内の他のプロトコルを指すことも当業者なら理解されるであろう。
【００１７】
本発明を使用することができるネットワーク化された環境の一例を、図１に示す。このネ
ットワークの例は、図に雲の形で表してあり、インターネットなどのネットワーク３０を
介して互いに通信する、いくつかのコンピュータ２０を含む。ネットワーク３０は、ルー
タ、ゲートウェイ、ハブなどの１または複数の周知の構成要素が含まれ、それによりコン
ピュータ２０がワイヤードおよび／またはワイヤレス媒体を介して通信できるようになる
。
【００１８】
図２を参照すると、本明細書に記述したシステムを実施することができるコンピュータの
基本構成の一例が示されている。その最も基本の構成において、コンピュータ２０は、典
型的には、少なくとも１つの処理ユニット４２とメモリ４４とを含むが、必ずしも必要と
されるわけではない。コンピュータ２０の正確な構成および種類により、メモリ４４は、
（ＲＡＭなどの）揮発性、（ＲＯＭやフラッシュメモリなどの）不揮発性、またはこの２
つのいくつかの組み合わせとすることができる。最も基本の一般的な構成は、図２の破線
４６で示されている。さらに、コンピュータは、他の特徴／機能を有することもできる。
例えば、コンピュータ２０は、磁気または光学ディスクまたはテープを含むが、これに限
定されない、追加のデータ記憶装置構成要素（取外し可能および／または取外し不可能）
も含むことができる。コンピュータ記憶装置媒体は、コンピュータ読取り可能命令、デー
タ構造、プログラムモジュールまたは他のデータなどの情報を格納するための方法または
技術において実施される、揮発性および不揮発性、取外し可能および取外し不可能媒体を
含む。コンピュータ記憶媒体は、これに限定されないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ディジタルビデオディスク（
ＤＶＤ）または他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置ま
たは他の磁気記憶装置デバイス、または所望の情報を格納するために使用でき、コンピュ
ータ２０からアクセスできる、他の媒体が含まれる。このようなコンピュータ記憶媒体の
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いずれもが、コンピュータ２０の一部であり得る。
【００１９】
コンピュータ２０は、好ましくは、装置が他の装置と通信することを可能にする通信接続
４１を含む。通信接続は、通信媒体の一例である。通信媒体は、典型的には、搬送波また
は他のトランスポートメカニズムなどの変調されたデータ信号において、読取り可能命令
、データ構造、プログラムモジュールまたは他のデータを具現し、どのような情報配信媒
体も含む。例示として、これに限定されないが、通信媒体は、ワイヤードネットワークま
たは直接ワイヤード接続などのワイヤード媒体、および音響、ＲＦ、赤外線および他のワ
イヤレス媒体などのワイヤレス媒体を含む。本明細書でコンピュータ読取り可能媒体とい
う用語は、記憶媒体および通信媒体の両方を含む。
【００２０】
コンピュータ２０は、キーボード、マウス、ペン、音声入力装置、タッチ入力装置などの
、入力デバイスを有することができる。ディスプレイ、スピーカ、プリンタなどの出力デ
バイスを含むことができる。さらに、ワイヤレスモバイルデバイスについて、コンピュー
タ２０は、好ましくは、バッテリパック、燃料電池または他のパワーモジュールなどのポ
ータブル電源５０が設けられる。電源５０は、デバイスによって実施される計算およびワ
イヤレスデータ伝送のための一次電源として働く。上述したすべての構成要素および特徴
は、当技術分野において周知である。
【００２１】
デバイス２０は、好ましくは、例えば不揮発性メモリ内に格納され、揮発性メモリから処
理ユニット４２によって実行されるオペレーティングシステムをサポートする。本発明の
一実施形態に従って、オペレーティングシステムは、デバイス２０をフルパワーワイヤレ
スネットワーク、およびローパワーワイヤレスネットワークにインタフェースするための
命令を含む。この方式により、本明細書の他の箇所でより詳細に記述する技術に従って、
フルパワーワイヤレスネットワークにデバイス２０のアクセスをスケジュールするために
使用できるスケジューリング情報が、ローパワーワイヤレスネットワークを介して送信さ
れ、デバイスパワーをセーブし、フルパワーチャネルの帯域幅をセーブできる。
【００２２】
関連するデバイス、構成要素または構成要素の群がオペレーションの「ＯＮ」状態、例え
ば動作しているか、または少なくともパワーを受信しており、通常のモードのオペレーシ
ョンでただちに動作可能である状態の場合に、あるデバイス、構成要素または構成要素の
群が「パワーアップされているもの」として本明細書で記述する。反対に、あるデバイス
、構成要素または構成要素の群が「パワーダウンされている」ものとして記述する場合は
、関連するデバイス、構成要素または構成要素の群は、通常のモードのオペレーションで
動作しておらず、またパワーを受信しておらず、通常モードのオペレーションでただちに
動作する用意ができていない。
【００２３】
本発明の一実施形態によれば、コンピュータ２０に、図３に詳細に例示したように、ＲＦ
制御チャネルを維持するためにローパワートランシーバ構成要素１００がさらに装備され
る。ミニブリック１００と呼ばれるローパワートランシーバ構成要素は、トランシーバの
オペレーションを制御するため、およびさまざまなネットワーク事象に応答してコンピュ
ータ２０のオペレーションに影響を及ぼす論理デバイス１０２を含む、データの受信およ
び送信のためのさまざまな構成要素から構成される。また、好ましくはローパワーバッテ
リユニット１０６の電圧出力を適応させるための電圧レギュレータ１０４も含まれる。ロ
ーパワーバッテリユニット１０６は、最小限のパワーを使用してトランシーバにパワーを
供給するのに適切であり、ポータブルバッテリソース５０から独立して動作できる。ある
いは、一次バッテリソース５０を使用して、ローパワーバッテリユニット１０６と同じ機
能を実施することができる。ローパワートランシーバ１００はまた、無線周波数信号を生
成し、提供して、送信するための無線周波（ＲＦ）発生器１０８も含む。トランシーバ機
能を実施または向上するための他の素子１０９を、ローパワートランシーバ回路の一部と
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して含むこともでき、記述した素子を変更または取り替えることができる。
【００２４】
物理的に、ローパワートランシーバ１００を、コンピュータ２０の一次回路と統合するこ
となどにより、コンピュータ２０の内部構成要素として実施することができ、またはＲＳ
２３２接続（例えば、入力チャネル４１）などの周辺接続を介してコンピュータと接続す
ることができる。また、ローパワートランシーバ１００は、無線機構成要素１０８を介し
てデータを受信し、送信するための制御チャネルをサポートするよう構成される。ローパ
ワー制御チャネルを実施するローパワートランシーバ１００の動作特性の例を、表１に示
す。
【００２５】
【表１】

【００２６】
例示のように、ローパワートランシーバ１００のさまざまな特性により、ローパワーの生
成、好ましくは１９Ｋｂｐｓのデータレートをサポートする９１５ＭＨｚで低周波数デー
タ通信チャネルが生成される。これは、標準ワイヤレスＮＩＣより実質的に低い。IEEE80
2.11標準に基づくなど従来のＮＩＣは、約１～２０Ｍｂｐｓの範囲のはるかに高いデータ
レートで動作する。標準ＮＩＣに関連するより高いデータレートおよび範囲により、標準
ＮＩＣをパワーアップするための消費電力もまた、より高くなる。しかし、ローパワート
ランシーバ１００は、動作するためにより少ないパワーしか必要とせず、ワイヤレスコン
ピュータ２０の残りのすべてまたはいくつかがパワーオフ状態中であっても、アクティブ
のままであるように構成されている。表１の動作特性だけに限らないが、ローパワートラ
ンシーバは、デバイスによる著しいパワーの使用を必要とせず、ＲＦ信号を生成し、受信
するために適している。高性能な２つの無線ネットワークデバイスの他の特徴および態様
については、参照により、開示されたその全体を本明細書に組み込んである、２００２年
４月１５日出願の米国特許出願、代理人整理番号第２１５１０８号、「Reducing Idle Po
wer Consumption in a Networked Battery Operated Device」を参照されたい。
【００２７】
次に図４を参照すると、本発明の一実施形態にかかる、図２～３のデバイスなどワイヤレ
スコンピュータが動作できるネットワーク環境の例が示されている。例示ネットワークは
、コンピュータネットワーク２０２とインタフェースし、ブリックサーバ２０３およびプ
レゼンスサーバ２０１を含む、さまざまなネットワークリソースを管理するサーバ２００
を含む。ブリックサーバ２０３およびプレゼンスサーバ２０１は、サーバ２００で動作し
、特定のネットワークタスクを促進する。具体的には、プレゼンスサーバは、現存の状態
を維持するために、ネットワークサーバ２００に登録されるクライアントのリストを維持
する。現存データまたは情報は、ネットワークを介して受信される任意のデータであり、
コンピュータまたはデバイスの対応するユーザの、アベイラビリティ、近接、位置、アク
ティビティレベルまたは動作状態を記述する。サーバ２００に登録することにより、ネッ
トワーク２０２に接続するクライアントデバイスは、プレゼンスサーバ２０１に問い合わ
せて、他のデバイスの存在を検出することができる。同様に、ブリックサーバ２０３は、



(11) JP 4309168 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

ネットワークインフラストラクチャ内で低周波数制御チャネルを実施するために使用され
るローパワートランシーバ構成要素である、１または複数のローパワートランシーバまた
はホストトランシーバに関する現存の情報を維持し、管理する。ネットワーク環境内のホ
ストトランシーバおよびローパワートランシーバのオペレーションについて、以下に詳細
に記述する。
【００２８】
ネットワークリソースを維持しながら、サーバ２００は、ネットワーク２０２を介して通
信する１または複数のコンピュータの通信を容易にする。第１のクライアントデバイス２
０４は、ワイヤード接続（例えば、Ｔ１回線、モデム）またはワイヤレス接続を通じてネ
ットワーク２０２に対して構成される。アクセスポイント２１０は、ワイヤレスコンピュ
ータ２２０などの第２のクライアントデバイスとネットワーク２０２との間の中間デバイ
スとして働く。さらに、アクセスポイント２１０に論理的に接続されるのは、ホストトラ
ンシーバ２１２であり、ローパワートランシーバ１００および１０２と通信するための無
線周波数信号を生成する。本発明の代替実施形態では、図６に例示してあるように、ホス
トトランシーバ２１２は、ワイヤレス接続を通じて構成されたホストコンピュータに論理
的に接続される。具体的には、ホストコンピュータ２０６は、ワイヤレスアクセスポイン
ト２１０へのワイヤレス接続２０８（例えば、８０２．１１接続）を通じてネットワーク
２０２に接続する。アクセスポイントは、この実施形態では、ホストコンピュータ２０６
とネットワークインフラストラクチャ２０２との間の中間デバイスとして働く。上述した
アーキテクチャは例示であり、ローパワーＲＦリンクを有する他のリンクを使用して、デ
バイス２２０および２２２などのデバイスを、本発明内のアクセスポイント２１０などの
アクセス制御エンティティにインタフェースできることに留意されたい。
【００２９】
ホストトランシーバ２１２は、その存在を報告するために、サーバ２００によって維持さ
れているブリックサーバ２０３に登録する。図６に例示してあるように、ホストトランシ
ーバがホストコンピュータ２０６を介してネットワークに接続される場合、必要な場合に
は、例えば、ホストコンピュータ２０６へのメッセージの送信、ブリックサーバ２０３に
よって維持されている現存情報の更新、アクセスポイント２１０による送信を意図したメ
ッセージの送信、およびネットワーク２０２の性能に関連する他の統計など、さまざまな
ネットワーク事象の発生を検出することができる。
【００３０】
本発明の一実施形態によれば、図４に例示してあるように、ローパワートランシーバ１０
０および１０２を操作する複数のワイヤレスコンピュータが、ローパワー制御チャネルを
介してホストトランシーバ２１２と通信する。ワイヤレスコンピュータは、ワイヤレスコ
ンピューティング能力を有するハンドヘルドデバイス２２０および２２２である。ローパ
ワートランシーバ１００および１０２は、ローパワー、好ましくは低周波数制御チャネル
を提供するためにワイヤレスコンピュータ２２０および２２２と結合されている。ローパ
ワートランシーバ１００および１０２は、ワイヤレスコンピュータ２２０および２２２の
構成要素が（ローパワートランシーバ１００および１０２のために必要な回路を除く）、
完全にまたは実質的にパワーオフされている場合に、非アクティブまたはアイドル期間中
でさえも、パワーアップを維持することが可能となっている。好ましくは、ローパワート
ランシーバ１００および１０２は、チャネルアクセス情報などのスケジューリング情報の
受信に応答して、ワイヤレスコンピュータ２２０および２２２を起動することが可能であ
る（例えば、それらを非アクティブまたはアイドル状態からアクティブまたは非アイドル
状態に移すこと）。
【００３１】
ローパワートランシーバ１００、１０２のいずれかが、ローパワー制御チャネルを介して
通信を使うことができるようにするために、ローパワートランシーバ１００および１０２
は、最初に、サーバ２００によって維持されているブリックサーバ２０３に登録する。ワ
イヤレスコンピュータ２２０、２２２のいずれかのユーザが、登録プロセスを使うデバイ
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ス２２０、２２２のいずれかの上でネットワークアプリケーションを実行することなどに
より、手動の登録プロセスを可能にできる。あるいは、以下に記述するように、登録プロ
セスを、ホストトランシーバ２１２およびローパワートランシーバ１００、１０２のいず
れかにより使用されている簡単な通信スキームを通じて、ユーザの介入なしに実施するこ
とができる。
【００３２】
ローパワートランシーバが無線範囲内に存在し、登録を必要とするかどうかを判断するた
めに、ホストトランシーバ２１２は、ホストトランシーバがローパワー制御チャネルを介
する通信を使うための適切な範囲内にあることを示すビーコンまたは検出信号を周期的に
同報通信する。この周期的な検出信号は、好ましくは、ホストトランシーバ２１２が、他
の種類の制御信号またはデータを伝送していない時に、送信される。適切なワイヤレスコ
ンピュータ２２０、２２２で動作している適切なローパワートランシーバ１００、１０２
が、検出信号を検出した場合には、ローパワートランシーバ１００、１０２は、ホストト
ランシーバ２１２のローパワー無線範囲内にあることを示すメッセージを生成し、ホスト
トランシーバ２１２に送信する。このようなメッセージを受信すると、ホストトランシー
バ２１２は、関連するローパワートランシーバ１００、１０２を「管理する」ための能力
を判断し、適切な場合には、ローパワートランシーバ１００、１０２に、肯定応答メッセ
ージとともに応答する。特定のローパワートランシーバ１００、１０２を管理するための
、ホストトランシーバ２１２の能力は、これに限定されないが、現在チャネルアクセスを
得ようと争うクライアントの数を含む、アクセスポイントでの現在の状態に基づくことが
できる。肯定応答が、引き続きローパワートランシーバ１００、１０２によって生成され
、ホストトランシーバ２１２に送信され、その結果、ホストトランシーバ２１２と関連す
るローパワートランシーバ１００、１０２との間が関連付け（接続またはリンク）られる
。ホストトランシーバ２１２と両方のローパワートランシーバ１００および１０２との間
の関連付けを確立した後に、ホストトランシーバは、メッセージをプレゼンスサーバ２０
１に送信して、ローパワートランシーバ１００および１０２の存在についてサーバに通知
する。各々のローパワートランシーバへの接続は、調整されたスケジューリングの前にな
されるが、各々の接続を、他の接続との関連において、同時に起きることなく、いつでも
独立に確立することができる。
【００３３】
実施される登録の方法に関係なく、上述したようなまたは別の技術により、ローパワート
ランシーバ１００および１０２を操作するワイヤレスコンピュータ２２０および２２２は
、ホストトランシーバ２１２からのローパワー信号を受信し、および送信するために適切
な範囲内になければならない。この範囲は、ローパワートランシーバ１００および１０２
とホストトランシーバ２１２との特定の設計事項に基づいて変化する。ローパワートラン
シーバ１００および１０２とホストトランシーバ２１２との間を通過するメッセージ（例
えば、肯定応答メッセージ）が、一次通信チャネル（例えば、８０２．１１チャネル）で
はなく、ローパワーで、低帯域幅の、制御チャネルを介して送信されるために、ワイヤレ
スコンピュータ２２０および２２２の標準ハイパワーＮＩＣカードを、存在検出および登
録プロセスを促進するために使用する必要がなく、その結果デバイスによるパワーの使用
が少なくなる。また、登録プロセスが、ハイパワーチャネルではなくローパワー制御チャ
ネルを介して実行されるために、ローパワートランシーバ１００、１０２を操作するワイ
ヤレスコンピュータ２２０、２２２は、登録中にパワーアップする必要がない。
【００３４】
本発明の一実施形態では、どのようなデバイスのローパワー制御チャネルも、消費電力を
削減するために、ワイヤレスコンピュータ２２０および２２２によるオペレーションの非
アイドル期間中に、アイドルとすることができる。従って、例えば、標準ワイヤレスＮＩ
Ｃカードが、ワイヤレスコンピュータとネットワーク２０２との間の通信を容易にするた
めにコンピュータ上でアクティブである場合には、ローパワートランシーバ１００は、パ
ワーダウンするか、または名目上のパワーモード（例えば、オペレーションのスリープモ
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ード）に入ることができ、送信または受信された信号の処理は実施されない。いったんワ
イヤレスコンピュータの標準ＮＩＣが、オペレーションのローパワー状態に入るか、また
はアイドルになると、ローパワートランシーバは、パワーアップされて、デバイス上で通
常のオペレーションを再開することができる。この方式により、標準ＮＩＣとローパワー
トランシーバの両方を、パワーアップ状態に維持する際に、ワイヤレスコンピュータによ
る、実質的に同時にパワーを使用することができない。
【００３５】
数々のワイヤレスコンピュータがアクセスポイント２１０を介してネットワーク２０２へ
のアクセスを試みるとき、しばしばデータ転送の輻輳が生じる。つまり、デバイス２２０
および２２２などの複数のワイヤレスコンピュータが、同じアクセスポイントの帯域幅を
争う場合に、１または複数のデバイスは、許容できない程の遅延、またはサービス拒否を
受けることがある。本発明の一実施形態では、図５の流れ図および図７の概略図で例示す
るように、アクセスポイントで通信帯域幅を得ようと争う複数のワイヤレスコンピュータ
は、ローパワーチャネルを介して送信された制御情報に基づいてスケジュールされたデー
タ送信のためのチャネルへのアクセスを有する。この技術により、一次チャネルを介して
制御およびスケジューリング情報を送信することによって引き起こされる、一次チャネル
の帯域幅の浪費が回避される。
【００３６】
ステップ４００から開始し、ワイヤレスコンピュータは、上述したまたはそれ以外の方式
で、ブリックサーバに登録する。アクセスポイントに登録した後、ローパワートランシー
バは、論理的にアクセスポイントに接続されているホストトランシーバに制御情報を送信
し、ステップ４０２において、ワイヤレスコンピュータが、一次ワイヤレスチャネルを介
して送信すべきデータを有することを、アクセスポイントに通知する。制御情報の種類は
、これに限定されないが、データパケット優先度情報、データパケット送信デッドライン
情報、チャネルアクセス情報、現在待ち行列内にあるデータパケットの数が含まれる。こ
の情報およびスケジューリングアルゴリズムに基づいて、アクセスポイントは、ステップ
４０４において、送信すべきデータパケットおよび各パケットのパケット優先度を有する
、ノードの分類済みリストを生成する。このリストを生成した後、アクセスポイントは、
次にステップ４０６において、適切なスケジューリング情報を送信して、それぞれがロー
パワートランシーバを争い、ワイヤレスコンピュータに、いつ標準ＮＩＣを通じて一次チ
ャネルを介してデータを送信すべきかを通知する。最後に、ステップ４０８において、他
のワイヤレスコンピュータが、待機チャネルを得ようと争う間に、ワイヤレスコンピュー
タは、受信したスケジューリング情報に従って８０２．１１チャネルを介して一次データ
の送信を始める。スケジューリング情報は、ワイヤレスコンピュータに通知する「起動」
信号を備えることができ、パワーアップし、次に標準ＮＩＣを通じてデータを送信する。
このような「起動」信号を、ステップ４０４で生成されたリスト上のデータの優先度に基
づいて送信することができる。
【００３７】
データ伝送に関して、制御情報およびスケジューリング情報を帯域外に置くことにより、
本発明は、一次チャネルの帯域幅を維持し、よりうまく利用する。制御情報および対応す
るスケジューリング情報は、ローパワーチャネルを介して送信され、それに対して、有用
なデータは、一次チャネルを介して送信される。従って、真の働きによる保護は、アルゴ
リズムを維持する適切な働きから得ることができる。
【００３８】
数々のスケジューリングアルゴリズムが存在し、それらの１または複数のいずれも本発明
に関連して使用できることが、当業者なら理解されるであろう。適切なスケジューリング
アルゴリズムは、これに限定されないが、公正な待ち行列および先着順スケジューリング
が含まれる。本発明に関連して使用できる、公正な待ち行列スケジューリングアルゴリズ
ムの例が、S.Keshav, On the Efficient Implementation of Fair Queueing, Journal of
 Internetworking; Research and Experience, Volume 2, pages 27-73 (1991)に記述さ
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れており、参照により開示されたその全体を本明細書に組み込んである。さらに、上述し
た例では、時々、８０２．１１標準ファミリのプロトコルを参照しているが、あらゆる通
信プロトコルが、本発明を実施するために使用することができることを当業者なら理解さ
れるであろう。また、上述の例では、特定の周波数が記述してあるが、世界のいずれかに
おいてサポートされているどのような周波数でも、本発明に従って、データ伝送または制
御情報の伝送の周波数として使用できることに留意されたい。好ましくは、国際的に使用
できるデバイスに対して国際的に使用可能できる周波数を使用し、ＲＦ干渉およびチャネ
ル故障を回避する。
【００３９】
本発明の別の実施形態では、アクセスポイントにあるスケジューラは、スケジュールされ
たワイヤレスコンピュータと同期をとっており、それにより、ワイヤレスネットワークデ
バイスをパワーアップする前に、一次チャネルアクセスのスケジューリングが可能となる
。例えば、アクセスポイントおよびワイヤレスコンピュータが速度同期して、それぞれの
クロックが実質的に同じ速度で時間をカウントする場合には、アクセスポイントは、ワイ
ヤレスコンピュータと調整して、特定の間隔が経過した後にパワーアップし、一次ＮＩＣ
は、その時間にデータを送信、または受信することができる。これは、典型的には、絶え
ずデータを受信し、および／または送信する用意がなされているローパワートランシーバ
を通じてローパワーチャネルを介し、ネットワークタイミングプロトコル（ＮＴＰ）、ま
たは他の適切なプロトコルを使用することによってなされる。本発明の範囲内で機能し、
同期された状態を提供する数々の他のタイミングプロトコルおよび同期技術があることを
、当業者なら理解されるであろう。
【００４０】
ローパワー制御チャネルおよび一次チャネルは、好ましくは、異なる周波数を用いること
に留意されたい。一例では、ローパワートランシーバは、４３３ＭＨｚまたは９１５ＭＨ
ｚの搬送波を用い、一次チャネルのための標準ＮＩＣは、２．４ＧＨｚで動作する。上述
したように、ローパワートランシーバおよび標準ＮＩＣは、一部、周波数、データレート
、信号強度の差により、異なるパワーを使用する要求を有する。
【００４１】
さらなる実施形態では、ローパワートランシーバ自体のパワーアップを、スケジュールす
ることができる。この実施形態では、ワイヤレスデバイス上のローパワートランシーバと
、アクセスポイントに置かれたホストトランシーバとの間の、正確なクロック速度の同期
を利用する。ローパワートランシーバおよびホストトランシーバは、基本的に同じ速度で
動作しているクロックへのアクセスを有する場合には、ローパワートランシーバも、標準
ＮＩＣも、絶えずアクティブ状態に維持される必要はない。例えば、ローパワートランシ
ーバが、そのホストデバイスからの送信が、特定の間隔の後に許可されるということの指
示を受信した場合には、ローパワートランシーバと標準ＮＩＣの両方は、各々について周
知のスタートアップ遅延を考慮した後の期間中に、非アクティブモードに入ることができ
る。ローパワートランシーバおよびホストトランシーバのクロックが、同一の速度クロッ
クを参照する必要はないが、両方の速度は十分に接近しているべきであり、送信衝突また
は他の好ましくない挙動が生じる程度に不正確であるために、チャネルスケジューリング
が影響を受けることがないようにすべきであることに留意されたい。
【００４２】
本発明の代替実施形態では、図６に例示したように、上述したスケジューリング機能は、
ワイヤレスアクセスポイント２１０自体ではなく、ホストトランシーバ２１２を含むホス
トコンピュータ２０６において実施される。ホストコンピュータ２０６を、ワイヤレスア
クセスポイント２１０などを介してネットワーク２０２に接続することができる。このネ
ットワーキング環境は、実質的に同じ方式で構築され、ワイヤレスコンピュータを、直接
アクセスポイント２１０に接続することができる。このまたは他の実施形態では、一次お
よびローパワーチャネルの両方は、同じノードに接続する必要はないことに留意されたい
。従って、図６を参照すると、ワイヤレスデバイス２２０、２２２は、ローパワーチャネ
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ルを介してホストコンピュータ２０６と通信することができ、一次（例えば、８０２．１
１）チャネルを介してアクセスポイント２１０と直接通信することができる。
【００４３】
本発明は、ローパワーチャネルの特定の無線範囲に限られるものではないが、ワイヤレス
コンピュータ２２０および２２２のローパワートランシーバが、オペレーション中のアク
セスポイント２１０に、ＲＦ信号の受信およびデータの完全性を確実にすることを可能に
するホストトランシーバに、空間的に十分に接近していることが好ましい。しかしながら
、たとえ関連するローパワートランシーバが、アクセスポイントで、またはホストコンピ
ュータで動作しているホストトランシーバ２１２の直接の通信範囲内にない場合でも、こ
のようなローパワー通信を有することが可能である。範囲外の通信を容易にするための技
術を、以下の詳細な説明で記述する。
【００４４】
図８では、ローパワートランシーバ３０２を操作する第１のワイヤレスコンピュータ３０
０および第２のローパワートランシーバ３０６を操作する第２のワイヤレスコンピュータ
３０４が、ホストトランシーバ３０８を操作するアクセスポイント２１０とのローパワー
通信をサポートするために、適切な直接範囲外にあることが示されている。従って、各々
のワイヤレスコンピュータ３００、３０４について、ローパワートランシーバ３０２、３
０６は、アクセスポイント２１０と直接に通信できない。しかし、本発明の一実施形態に
よれば、第１のワイヤレスコンピュータ３００は、図９に例示するように、マルチホップ
ネットワーキングを使用してアクセスポイント２１０と通信できることがある。具体的に
は、ローパワートランシーバデバイス３１６を操作する第３のワイヤレスコンピュータ３
１４が、アクセスポイント２１０の範囲内にある場合は、ローパワー制御チャネル３１８
が、第３のコンピュータ３１４とデバイス２１０を可能にするホストトランシーバとの間
に確立される。
【００４５】
第３のワイヤレスコンピュータ３１４が、別のワイヤレスコンピュータ３００、３０４の
範囲内にある場合には、ワイヤレスコンピュータ３００、３０４上で動作しているローパ
ワートランシーバは、ローパワー通信チャネルを介して第３のワイヤレスコンピュータ３
１４とのコンタクトを確立する。具体的には、ワイヤレスコンピュータ３００、３０４の
ローパワートランシーバ３０２、３０６は、アクセスポイント２１０への再送信のために
、第３のワイヤレスコンピュータ３１４のローパワートランシーバ３１６にメッセージを
送信する。次に、第３のワイヤレスコンピュータ３１４のローパワートランシーバ３１６
は、この要求を受け入れるかどうかの判断をする。要求が受け入れられると、第３のワイ
ヤレスコンピュータ３１４と他のデバイス３００、３０４との間に、制御チャネルが確立
される。範囲外のワイヤレスコンピュータ３００、３０４に関連するローパワートランシ
ーバ３０２、３０６は、ローパワーチャネルを介して第３のワイヤレスコンピュータ３１
４に登録メッセージを送信する。次に、このメッセージは、第３のワイヤレスコンピュー
タ３１４によって、アクセスポイント２１０で動作しているホストトランシーバ３０８に
、２つの間のローパワーチャネルを介して転送される。範囲外のワイヤレスコンピュータ
３００、３０４のローパワートランシーバ３０２、３０６の登録が、サーバ３１０によっ
て登録されると、範囲外のワイヤレスコンピュータ３００、３０４を、ネットワーク３１
２を介して他のデバイスとの通信に使うことができる。
【００４６】
範囲外のワイヤレスコンピュータ３００、３０４が登録されると、上述したように、いず
れか一方が、アクセスポイント２１０またはホストコンピュータで、ホストトランシーバ
３０８に第３のワイヤレスネットワークデバイス３１４を通じて、帯域幅要求などの制御
情報を送信することができる。制御情報を受信すると、アクセスポイント２１０は、同じ
ハイパワーチャネルの使用を求める複数のワイヤレスネットワークデバイスのチャネルア
クセスをスケジュールするために、スケジューリングアルゴリズムをすべての要求情報に
適用する。次に、アクセスポイント２１０は、ローパワーチャネルを介して第３のワイヤ
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レスネットワークデバイス３１４にホストトランシーバ３０８を通じてスケジューリング
情報を送信する。スケジューリング情報が、第３のワイヤレスネットワークデバイス３１
４に到達すると、それは、適切な範囲外のワイヤレスネットワークデバイスに転送される
。例えば、スケジューリング情報が、「起動」信号形式の場合には、データを受信または
送信するためにパワーアップされるワイヤレスデバイス、すなわち、その時間にそのチャ
ネルへのアクセスを有するデバイスに送信されるだけである。スケジューリング情報が、
複数のワイヤレスアクセスデバイスのチャネルアクセスのスケジュール形式の場合には、
スケジューリング情報を、第３のワイヤレスデバイスによって必要とされる、範囲外のデ
バイスのいずれかまたはすべてに送信することができる。
【００４７】
本明細書では、２つのワイヤレスコンピュータのみ例示しているが、３以上のデバイスの
環境で、しばしば上述したプロセスを実行することが、当業者なら理解されるであろう。
当業者なら理解されるように、いくつかのワイヤレスコンピュータが、互いに適切なロー
パワー無線範囲内にある場合には、常に、無制限の数のこのようなデバイスが、マルチホ
ップ通信を理想的に使うことができる。このことは、特に、ポケットＰＣなどのモバイル
ワイヤレスコンピュータの場合に有利であり、デバイスユーザが、ある場所から別の場所
にローミングする時は、アクセスポイント２１０などの、ホストを可能にするホストトラ
ンシーバへの直接接続が、制限されることがある。記述した例では、２つのローパワージ
ャンプを使用して、範囲外のデバイスに到達するが、どのような数のこのようなジャンプ
でも、無制限に利用できることに留意されたい。さらに、１または複数の範囲外のデバイ
スが、マルチホップ接続を使用する必要があり、１または複数の別のデバイスは、直接の
範囲内、または少なくともより少ないホップしか必要としないことが想定される。
【００４８】
本発明の原理が適用できる、多くの可能な実施形態から、描かれた図面について本明細書
に記述した実施形態は、単に例示目的であり、本発明の範囲を限定するものではないこと
を理解すべきである。例えば、ソフトウェアにおいて示した例示の実施形態の要素は、ハ
ードウェアにおいても実施することができ、またその反対も可能であり、あるいは、例示
の実施形態を、本発明の趣旨を逸脱することなく、配置において、詳細に修正できること
が、当業者なら理解されるであろう。従って、本明細書に記述した本発明は、上記の請求
項およびその均等物の範囲内に入ることのできる実施形態のすべてを想定するものである
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を実施することができる例示のコンピュータネットワークを示
す概略図である。
【図２】本発明の一実施形態を実施することができる例示のコンピュータのアーキテクチ
ャを示す概略図である。
【図３】本発明の一実施形態において、ローパワー制御チャネルを維持するために、コン
ピュータによって操作されるトランシーバ構成要素のアーキテクチャを示す概略図である
。
【図４】本発明の一実施形態にかかる、ローパワー制御チャネルを通して最適なチャネル
スケジューリングのための、例示の操作環境を示す概略図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかる、ローパワー制御チャネルを介してワイヤレスコン
ピュータと通信するためのホストトランシーバのオペレーションを示す流れ図である。
【図６】本発明の一実施形態にかかる、ホストトランシーバが、ホストコンピュータに論
理的に接続され、チャネルスケジューリングを最適化するための操作環境を示す概略図で
ある。
【図７】２チャネルシステムにおける双方向通信を示すチャネル図である。
【図８】チャネルの空きを得ようと争う複数のワイヤレスネットワークデバイスが、ワイ
ヤレスアクセスポイントの範囲外である、ネットワーク化された環境を示す概略図である
。
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【図９】本発明の一実施形態にかかる、チャネルの空きを得ようと争う複数のワイヤレス
デバイスの１または複数が、範囲外であるときの、チャネルスケジューリングを最適化す
るための、マルチホップネットワーク操作環境を示す概略図である。
【符号の説明】
２０　コンピュータ、コンピュータ
３０、３１２　ネットワーク
４１　通信接続
４２　処理ユニット
４４　メモリ
５０　ポータブル電源
１００，１０２　ローパワートランシーバ
２００　サーバ
２０１　プレゼンスサーバ
２０２　コンピュータネットワーク
２０３　ブリックサーバ
２０４　第１のクライアントデバイス
２０６　ホストコンピュータ
２０８　ワイヤレス接続
２１０　アクセスポイント
２１２　ホストトランシーバ
２２０、２２２　ワイヤレスコンピュータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】



(20) JP 4309168 B2 2009.8.5

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０４Ｌ  12/28    ３００Ｂ          　　　　　

(72)発明者  アトゥル　アジャ
            アメリカ合衆国　９８００７　ワシントン州　ベルビュー　ノースイースト　３５　ストリート　
            １４５９０　アパートメント　ナンバー２０４
(72)発明者  ジテンドラ　ディー．パドヒ
            アメリカ合衆国　９８０３３　ワシントン州　カークランド　セカンド　アベニュー　５２０

    審査官  田中　寛人

(56)参考文献  Chunlong Guo, Lizhi Charlie Zhong, Rabaey, J.M.，Low power distributed MAC for ad hoc 
              sensor radio networks，GLOBECOM '01，IEEE，２００１年１１月，Vol.5，pp.2944-2948

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B7/24-7/26
              H04W4/00-99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

