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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線通信の方法であって、前記方法は、
　第１のデバイスで、第２のデバイスの現在の送信電力および公称よりも低い電力で前記
第２のデバイスへ送信されることをリクエストするリンクセットアップリクエストを、ネ
ットワーク経由で、前記第２のデバイスに送信するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記ネットワーク経由で、前記第２のデバイスの前記現在の送
信電力を示すリンクセットアップ応答を前記第２のデバイスから受信することであって、
前記リンクセットアップ応答は受信された電力で受信されている、受信するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記リンクセットアップ応答の前記受信された電力に基づき、
前記第２のデバイスの所望のデータ信号送信電力を判定するステップと、
　前記第２のデバイスから前記所望のデータ信号送信電力で前記第１のデバイスへ後続の
データを送信させるべく、前記第１のデバイスで、前記ネットワーク経由で、前記所望の
データ信号送信電力を前記第２のデバイスへ送信するステップと、
　前記第１のデバイスで、公称電力で、送信媒体を持続期間の間使用するリクエストを送
信するステップと、
　前記送信媒体が前記持続期間の間自由に使用できる通知を第３のデバイスから受信する
こと、または干渉の可能性のあるデバイスから十分な期間内に前記通知を受信しないこと
により、いかなる干渉の可能性のあるデバイスも前記送信媒体を前記持続期間の間使用す
るための前記リクエストを受信していないことが示されていることに応答して、前記第１
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のデバイスで、前記持続期間以下の間、データ信号を前記第２のデバイスに前記公称より
も低い電力で送信するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１のデバイスで、前記第２のデバイスからの通信が、前記第１のデバイスにおけ
る最大スループットには高すぎる電力レベルで受信されるかどうかを判定することをさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のデバイスで、受信されたデータ信号出力を有し、かつ、変調を有する他のデ
ータ信号を前記第２のデバイスから受信するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記他のデータ信号が、前記変調の最大未満のスループットを
有するかどうかを判定するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記受信されたデータ電力信号に基づき、かつ、前記他のデー
タ信号が前記最大未満のスループットを有することの判定に応答して、第２の所望のデー
タ信号送信電力を判定するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記第２の所望のデータ信号送信電力を前記第２のデバイスに
送信するステップと、をさらに含む、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の所望のデータ信号送信電力を前記第２のデバイスに送信することは、方向付
けられたプローブ応答フレームを使用することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のデバイスで、前記データ信号および前記他のデータ信号が通信される際に経
由する通信リンクを維持することをさらに含む、請求項３または請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　通信リンクを維持することは、開ループ制御を使用することを含み、前記開ループ制御
は、受信されたデータ信号電力の変化に対して応答し、前記受信されたデータ信号電力の
前記変化に対して応答し、前記第２のデバイスに送信される通信が送信される送信電力を
変化させる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　通信リンクを維持することは、閉ループ制御を使用することを含み、前記閉ループ制御
は、新しい所望のデータ信号送信電力のための、前記方法の前記ステップを定期的に再実
行することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記リンクセットアップリクエストを送信し、前記所望のデータ信号送信電力を送信す
ることは、ロバストな変調を使用して実行される、請求項１から請求項７のいずれか１つ
に記載の方法。
【請求項９】
　前記ロバストな変調は、直接シーケンススペクトル拡散技術を含む、請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記リンクセットアップリクエストを送信し、前記所望のデータ信号送信電力を送信す
ることは、前記公称よりも低い電力で送信することを含む、請求項１から請求項９のいず
れか１つに記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワークは、ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルファミリー内の通信プロトコル
に準拠する無線ローカルエリアネットワークである、請求項１から請求項１０のいずれか
１つに記載の方法。
【請求項１２】
　前記ネットワークは、ブルートゥースプロトコルファミリー内の通信プロトコルに準拠
する無線パーソナルエアリアネットワークである、請求項１から請求項１０のいずれか１
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つに記載の方法。
【請求項１３】
　所望のデータ信号送信電力を判定することは、さらに、データ受信デバイスに関連付け
られるリンクマージンに基づく、請求項１から請求項１２のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１４】
　第１のデバイスで、前記第１のデバイスの現在の送信電力および公称よりも低い電力で
第２のデバイスによって送信されることをリクエストするリンクセットアップリクエスト
を前記第２のデバイスから受信するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記リンクセットアップリクエストの受信に応答して、前記第
１のデバイスの前記現在の送信電力を示すリンクセットアップ応答を前記第２のデバイス
に送信するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記リンクセットアップ応答に応答して、前記第２のデバイス
から所望のデータ信号送信電力を受信するステップと、
　前記第１のデバイスで、送信媒体を持続期間の間使用するリクエストを示す第１の信号
を、公称電力で送信するステップと、
　前記送信媒体が前記持続期間の間自由に使用できることを示す応答を第３のデバイスか
ら受信すること、または干渉の可能性のあるデバイスから十分な期間内に前記応答を受信
しないことにより、いかなる干渉の可能性のあるデバイスも、前記第１の信号を受信して
いないことが示されていることに応答して、前記所望のデータ信号送信電力で、前記持続
期間以下の間、前記第２のデバイスに第２の信号を送信するステップと
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記持続期間は、前記所望のデータ信号送信電力で前記第２の信号を使用して、前記第
２のデバイスへ特定の量のデータを送信するために、前記第１のデバイスによって期待さ
れる時間の長さに基づく、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記所望のデータ信号送信電力は前記公称電力未満である、請求項１４または請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の信号は、リクエスト・トゥ・センド（ＲＴＳ）パケット、またはクリア・ト
ゥ・センド・セルフ（ＣＴＳ－Ｓｅｌｆ）パケットを含む、請求項１４から請求項１６の
いずれか１つに記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１のデバイスで、前記送信媒体が自由に使用できることを示す前記応答を受信す
ることをさらに含み、前記応答は、前記公称電力で受信され、かつ、クリア・トゥ・セン
ド（ＣＴＳ）フレームを含む、請求項１４から請求項１７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１９】
　第１のデバイスで、前記第１のデバイスの現在の送信電力および公称よりも低い出力で
の第２のデバイスによるデータ信号の送信をリクエストするリンクセットアップリクエス
トを前記第２のデバイスから受信するステップと、
　前記第１のデバイスで、前記リンクセットアップリクエストの受信に応答して、前記第
１のデバイスの前記現在の送信電力を示すリンクセットアップ応答を前記第２のデバイス
に送信するステップと、
　前記リンクセットアップ応答に応答して、前記第１のデバイスで、前記第２のデバイス
から所望のデータ信号送信電力を受信するステップと、
　前記第１のデバイスで、送信媒体を持続期間の間使用するリクエストを公称電力レベル
で送信するステップと、
　前記送信媒体が前記持続期間の間自由に使用できる通知を第３のデバイスから受信する
こと、または干渉の可能性のあるデバイスから十分な期間内に前記通知を受信しないこと
により、いかなる干渉の可能性のあるデバイスも、前記送信媒体を前記持続期間の間使用
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するための前記リクエストを受信していないことが示されていることに応答して、前記第
１のデバイスで、前記持続期間以下の間、データ信号を前記第２のデバイスに前記所望の
データ信号送信電力で送信するステップと、を実行するように構成される、システム・オ
ン・チップ（ＳｏＣ）。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　関連する出願
　本願は、２００８年６月１６日出願の米国暫定特許出願整理番号第６１／０６１，９７
７号の優先権を主張するものであり、その開示は、参照によりその全体が本明細書中に組
み込まれるものであり、さらに、２００８年７月１０日出願の米国暫定特許出願整理番号
第６１／０７９，６３５号の優先権を主張するものであり、その開示は、参照により、そ
の全体が本明細書中に組み込まれる。
【０００２】
　多くの場合、無線で通信するデバイスは、多くの場合、近距離、例えば、１メートル未
満の範囲では、効果的に通信できない。例えば、ラップトップコンピュータで携帯電話と
通信（ｓｉｎｋ）しようとするユーザは、デバイスが互いに近接している場合、効果的に
通信することができない、または、場合によっては、全く通信することができないことが
ある。
【発明の概要】
【０００３】
　ネットワーク経由で、デバイスを公称よりも低い電力（ｐｏｗｅｒ）で送信するための
リンクセットアップリクエストを送信し、ネットワーク経由で、かつ、デバイスから、デ
バイスの現在の送信電力を示すリンクセットアップ応答を受信し、該リンクセットアップ
応答は受信された電力で受信され、リンクセットアップ応答の受信された電力に基づき、
デバイスの所望のデータ信号送信電力を判定し、ネットワーク経由で、デバイスへ所望の
データ信号送信電力を送信するための方法を、述べる。
【０００４】
　第１の無線通信可能なデバイスから、第１の電力および第１の変調で第１の信号を送信
し、該第１の信号は、持続期間の間、送信媒体を使用するリクエストを示し、持続期間の
間、送信媒体が自由に使用できることを示す応答の受信、または、干渉の可能性のあるデ
バイスが第１の信号を受信していないことを示すために十分な期間における、応答の非受
信に応答して、第１の無線送信可能なデバイスから、第２の電力、第２の変調で、かつ、
持続期間以下の期間、第２の信号を送信し、該第２の信号は、第２の無線通信可能なデバ
イスへデータを送信し、該第２の電力は第１の電力よりも低い電力であり、該第２の変調
は第１の変調とは異なる、別の方法を述べる。
【０００５】
　システム・オン・チップ（ＳｏＣ）についても説明する。ＳｏＣは、リンクセットアッ
プリクエストを受信し、該ライクセットアップリクエストは、公称よりも低い電力でデー
タ信号の送信をリクエストするものであり、リンクセットアップ応答の受信に応答して、
リンクセットアップ応答を送信し、該リンクセットアップ応答は、現在の送信電力を示す
ものであり、リンクセットアップ応答に応答して、所望のデータ信号送信電力を受信し、
持続期間の間、送信媒体を使用するリクエストを送信し、持続期間の間、送信媒体が自由
に使用できることを示す受信、または干渉の可能性があるデバイスが、持続期間の間、送
信媒体を使用するリクエストを受信していないことを示すために十分な期間における、通
知の非受信に応答して、持続期間以下の期間、所望のデータ信号送信電力でデータ信号を
送信するように、構成されている。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　発明を実施するための形態を、添付の図面を参照して説明する。図面中、参照番号の最
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も左の桁は、参照番号が最初に現れる図を特定する。説明および図の異なる場合での同一
の参照番号の使用は、類似する、または同一の項目を示す場合がある。
【０００７】
【図１】近距離無線通信を可能にするように構成される、例示的な動作環境の図である。
【０００８】
【図２】無線通信デバイスの間の近接性に対する、例示的な通信の実効性を示すグラフで
ある。
【０００９】
【図３】近距離無線通信中の、デバイスの送信電力を制御するための方法である。
【００１０】
【図４】低電力無線通信の状況において欠落ノード（ｌｏｓｔ　ｎｏｄｅ）の問題が発生
する可能性がある、例示的なデバイスおよび送信領域を示す。
【００１１】
【図５】潜在的な欠落ノードの問題に対処する方法である。
【００１２】
【図６】例示的なシステム・オン・チップ（ＳｏＣ）環境を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　概要
　上記の背景技術に記載したように、無線で通信を行うデバイスは、多くの場合、近距離
では効果的に通信を行うことができない。近距離において、デバイス内の信号受信装置は
、強い無線信号を復調することができない場合がある。ＩＥＥＥ８０２．１１等の現行の
無線ＬＡＮ通信プロトコルの場合、通信の実効性が低下する距離は、約１メートル以下で
ある。０．２メートル以下等の、さらなる近距離においては、この通信プロトコルまたは
他の通信プロトコルを利用する多くのデバイスで、全く通信が不可能になってしまうこと
がある。
【００１４】
　本明細書は、無線デバイスの近距離における効果的な通信を可能にする技術および装置
について説明する。一実施形態では、受信デバイスによる信号の復調を可能にするために
、送信デバイスの送信電力を低減させる。
【００１５】
　しかし、場合によっては、より低い電力で第２のデバイスに信号を送信する第１のデバ
イスは、第３のデバイスの、第１のデバイスおよび第２のデバイスの間の送信の非認識を
招く可能性がある。こうした状況を、本明細書中では、『欠落ノード』と称する。例えば
、第３のデバイス（ノード）が別のデバイス（『欠落ノード』）を認識していない場合、
第３のデバイスは、欠落ノードも送信を実行している場合でも、信号を送信する場合があ
る。第３のデバイスは、他のデバイスが同一の送信媒体を使用していることを認識してい
ないため、送信する場合がある。第３のデバイスによるこの送信は、受信デバイスの受信
装置と干渉したり、または単に、『欠落ノード』の送信の認識を困難にしたりする場合が
ある。この潜在的な問題に対処するだけでなく、他の有益な効果のためにも、本明細書は
、デバイスが、低電力送信が行われているまたは行われるであろうことを判定できるよう
にする技術および装置についても述べる。これにより、デバイスは、他のデバイスからの
干渉を受けずに、近距離で効果的に通信することができる。
【００１６】
　以下に、例示的な動作環境を述べる。他の環境と同様に、例示的な動作環境で使用され
てもよい例示的な方法についても述べる。これらの方法の後で、図１のコンポーネントを
実現し得る、例示的なシステム・オン・チップ（ＳｏＣ）の実施形態について述べる。以
下の記載において、環境は、例示目的としてのみ言及するものであるため、以下に記載さ
れる実施形態は、この例示的な環境に限定されない。
【００１７】
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　例示的な動作環境
　図１は、ある例示的な動作環境１００を示す。例示的な動作環境１００は、無線通信可
能なデバイス１０２を含み、これらの全ては、無線ＬＡＮまたはブルートゥース通信プロ
トコルに準拠するもの等の、無線通信の送信および受信が可能である。デバイス１０２は
、携帯電話１０４、セットトップボックス１０６、テレビコンピューティングデバイス１
０８、デスクトップコンピューティングデバイス１１０、ラップトップコンピューティン
グデバイス１１２、およびハンドヘルドタブレットコンピュータ１１４を含むように示さ
れる。
【００１８】
　この例示的な環境では、各デバイス１０２は、無線送信装置１１６、無線受信装置１１
８、および近距離無線通信装置１２０を含む。無線送信装置１１６は、無線ＬＡＮ（ロー
カルエリアネットワーク）または無線ＰＡＮ（パーソナルエリアネットワーク）のための
もの等の、１つ以上の通信プロトコルに従って、無線通信信号を送信することができる。
これらのプロトコルは、ＩＥＥＥ８０２．１１およびブルートゥースのプロトコルファミ
リーを含んでもよい。
【００１９】
　無線受信装置１１８は、無線送信装置１１６に対して記載されるもの等の、１つ以上の
通信プロトコルに従い、無線通信信号を受信できる。無線送信装置１１６および無線受信
装置１１８は、別々にしても（図示）、組み合わせてもよく（多くの場合、送受信装置と
呼ばれる、図示せず）、ソフトウェアと組み合わせたハードウェア、またはソフトウェア
と分かれたハードウェアであってもよい。無線送信装置１１６および無線受信装置１１８
は、それぞれ、無線信号を変調および復調できる。
【００２０】
　これらの種々の無線通信プロトコルは、１メートル未満の距離等の近距離において、通
信の実効性を低下させることがあることに留意されたい。高電力の送信（および、通常の
近距離送信）の処理が比較的可能である受信装置でも、多くの場合、近距離では、ある程
度、実効性欠落が起こりやすい。ここで、無線通信デバイス間の近接度に対する、例示的
な通信の実効性を示す、図２のグラフ２００を検討する。グラフ２００は、いくつかのデ
バイスのための８０２．１１およびブルートゥースという現在の無線ＬＡＮ通信プロトコ
ルの例示的な通信実効性を示す。ここで、通信の実効性は、８０２．１１で約０．４メー
トルに、ブルートゥースで０．２５メートルに低下する。通信の実効性は、２０２におい
て、一秒あたりのメガバイトのスループットとして示され、８０２．１１の実効性は、２
０４において、近接距離のメートルに対して示され、ブルートゥースの実効性は、２０６
において、近接距離のメートルに対して示され、近接性距離のメートル（原寸に比例して
いない）が、２０８に示される。
【００２１】
　近距離の無線通信装置１２０（便宜上、『通信装置１２０』とも称する）は、無線デバ
イスが近距離で効果的に通信することを可能にする。通信装置１２０は、独立して、また
は、無線送信装置１１６および無線受信装置１１８等の、種々の他のエンティティと共に
、作動してもよい。通信装置１２０は、無線送信装置１１６および無線受信装置１１８を
有する、または、これらと通信するシステム・オン・チップ（ＳｏＣ）への、ファームウ
ェアの統合等により、デバイス１０２の他のエンティティから分離、または、これと統合
されてもよい。
【００２２】
　図１の環境１００では、通信装置１２０は、コンピュータで読み込み可能な媒体１２２
に格納されるコンピュータで実行可能な命令のセットを含む。１つ以上のプロセッサ１２
４で実行される場合、デバイス１０２は、これらの命令に従って、動作する。
【００２３】
　通信装置１２０は、判定を行うことができ、デバイスの、近距離における無線の効果的
な通信を可能にする、１つ以上のタスクを実行することができる。いくつかの実施形態で
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は、これは、さらに、以下の『例示的な電力制御のプロセス』および『欠落ノード』のセ
クション、さらに、本明細書中の他の箇所において記載されるように、送信電力の低下と
は関係なく、またはこれに関連して、『欠落ノード』に対処することを含む。
【００２４】
　例示的な電力制御プロセス
　以下の記述は、前述の環境を利用して実施してもよい技術について説明する。方法の態
様は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはその組み合わせで実施され
てもよい。方法は、１つ以上のエンティティによって実行される動作を指定するブロック
のセットとして示され、必ずしも、各ブロックによる動作の実行で示される順序に限定さ
れなくてもよい。
【００２５】
　図３は、近距離無線通信の送信電力制御を制御するための方法３００を示す。この例示
的な実装では、データ受信デバイス、ここではラップトップコンピューティングデバイス
１１２は、ここでは携帯電話１０４である、データ送信デバイスと、近距離の無線による
通信を試行する。なお、これらの２つのデバイスは、図１のデバイス１０２の実施例であ
り、共に、図１のデバイス１０２で示されるエレメントを含んでもよい（例えば、通信装
置１２０)ことに留意されたい。
【００２６】
　説明されるように、データ送信デバイスによって実行されるアクションは、３０２にお
いて示され、データ受信デバイスのアクションは、共に、垂直方向の点線によって分けら
れて、３０４に示される。示されるデバイス１０４および１１２は、例示を目的とするに
すぎず、データ送信およびデータ受信デバイスの種類を制限することを意図するものでは
ない。なお、両方のデバイスの間で通信が行われ、すなわち送信および受信の両方が行わ
れることにも留意されたい。データ送信デバイスは、以下に述べる、デバイス間のリンク
セットアップに準拠するデータ受信デバイスに対し、無線媒体を通じて、情報を送信する
ことを意図するデバイスである。
【００２７】
　ブロック３０６において、データ受信デバイスは、公称よりも低い電力で送信するため
に、データ送信デバイスのリンクセットアップリクエストを送信する。データ受信デバイ
スは、種々の無線ローカルまたはパーソナルエリアネットワーク１１経由で、かつ、いく
つか例をあげるとＩＥＥＥ８０２．１１のプロトコルファミリーまたはブルートゥースの
プロトコルファミリーのもの等の、種々のプロトコルおよび変調を使用して、送信しても
よい。データ受信デバイスは、将来のデータ通信を意図するのではなく、異なる変調また
はプロトコルを使用した、リンクセットアップリクエストを送信してもよい。こうした一
実施例は、直接シーケンススペクトル拡散技術（ＤＳＳＳ）のような、ロバストな変調を
使用して、リンクセットアップリクエストを送信している。これらのロバストな変調の多
くは、将来のデータ送信で使用される変調よりも低いデータスループットを有することが
多いが、通信リンクのセットアップに役立つ。リンクセットアップリクエストは、リンク
セットアップリクエストによって、考えられる干渉または飽和を低減させるために、公称
よりも低い電力で送信されてもよい。
【００２８】
　ブロック３０８において、データ送信デバイスは、リンクセットアップリクエストを受
信し、データ送信デバイスの現在の送信電力を示すリンクセットアップ応答で応答する。
場合により、データ送信デバイスは、さらに、データ送信デバイスに関連付けられるリン
クマージン等のリンクセットアップ応答における他の情報も提供する。リンクマージンは
、データ送信デバイスが、受信された信号を効果的に復調してもよい、電力の範囲の尺度
である。
【００２９】
　ブロック３１０において、データ受信デバイスは、データ送信デバイスからリンクセッ
トアップ応答を受信する。このリンクセットアップ応答は、リンクセットアップ応答が送
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信されたデータ送信デバイスの現在の送信電力を示す。この応答は、データ受信デバイス
によって、特定の電力で受信される。この情報により、データ受信デバイスは、送信電力
および受信された電力の間の関係を判定することができる。上記に一部記載のように、受
信デバイスは、データ送信デバイスに関連付けられたリンクマージンを受信してもよい。
【００３０】
　ブロック３１２において、データ受信デバイスは所望のデータ信号送信電力を判定し、
この所望のデータ信号送信電力をデータ送信デバイスに送信する。この方法のこのステッ
プおよび他のステップは、無線送信装置１１６および無線受信装置１１８と共に、近距離
無線通信装置１２０によって実行されてもよく、これは全て、図１に示されている。なお
、データ受信デバイスおよびデータ送信デバイスの両方は、これらのエンティティを含ん
でもよい。
【００３１】
　近距離無線通信装置１２０は、リンクセットアップ応答が、データ送信デバイス、リン
クセットアップ応答の受信電力、および所望のデータ信号受信電力によって送信された送
信電力に基づいて、所望のデータ信号送信電力を判定する。上述のように、リンクセット
アップ応答は、送信電力を示し、データ受信デバイスは、リンクセットアップ応答が受信
された電力を判定した。通信装置１２０は、この情報と共に、所望のデータ信号送信電力
を判定する。場合によっては、通信装置１２０は、さらに、データ受信デバイスのリンク
マージン、無線受信装置１１８のハードウェアの能力、および／またはデータ信号の送信
が意図される変調に基づいて、これを判定する。
【００３２】
　一実施例において、通信装置１２０は、以下の式により、所望のデータ信号送信電力を
判定する。
　所望の送信電力＝ＴＰＣ応答Ｔｘの電力－ＲＳＳＩＲｘ＋ＲＳＳＩ所望の率

【００３３】
　ここでは、『所望の送信電力』は、データ受信デバイスが、データ送信デバイスにデー
タ信号を送信することをリクエストする所望の送信電力である。ＴＰＣ応答Ｔｘ電力は、
データ送信デバイスの現在の送信電力である。ＲＳＳＩは、『受信された信号の強度の表
示』の略である。ＲＳＳＩＲＸは、受信された応答の受信された電力である。ＲＳＳＩ所

望の率は、所望の受信された電力である。データ信号が受信される所望の電力は、多くの
場合、少なくとも部分的に、無線受信装置の能力および設定に基づく。いくつかの無線受
信装置は、データ信号の特定の変調とは関係なく、または、これに基づいて、他の無線受
信装置とは異なる特定の電力で、最良にデータ信号を受信する。
【００３４】
　ブロック３１４において、データ送信デバイスは所望のデータ信号送信電力を受信し、
ブロック３１６において示されるデータ受信デバイスで受信される、所望のデータ信号送
信電力でデータ信号を送信する。この時点において、通信リンクは、ブロック３０６～３
１２および３１４の一部において通信される管理送信に基づいて、データ送信を完了する
。しかし、場合によっては、データ信号は、データ信号が送信される変調の最大スループ
ット未満を有するデータ受信デバイスによって受信される。このような場合、方法３００
は、方法３００のいくつかの他のアクションを繰り返すだけでなく、ブロック３１８およ
び３２０への任意選択的な経路に沿って進む。
【００３５】
　上述のように、ブロック３１６のデータ受信デバイスは、受信された電力で信号を受信
する。その後、通信装置１２０は、受信された電力が変調の最大未満スループットを有す
るブロック３１８で、判定してもよい。この判定に応じて、かつ、データ信号の受信され
た電力に基づき、通信装置１２０は、ブロック３２０において、第２の所望のデータ信号
送信電力を判定する。通信装置１２０は、第１の所望のデータ信号送信電力を判定したの
と同様に、判定してもよい。
【００３６】
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　相違の１つは、リンクセットアップ応答の受信された電力ではなく、データ信号の受信
された電力等の、追加の情報が得られたことである。この第２の所望のデータ信号送信電
力の判定に応答して、データ受信デバイスは、ブロック３２０でも、この第２の所望のデ
ータ信号送信電力を送信する。データ送信デバイスは、ブロック３１４において、第２の
所望のデータ信号送信電力でデータ信号を送信するために、この情報を使用してもよい。
なお、これらのブロックは、データ受信デバイスにより、受信された電力が最大スループ
ット未満であることが判定される場合に、再び繰り返されてもよい。
【００３７】
　初期リンクセットアップ後、データ受信デバイスは、データ信号の送信電力の調整を意
図する場合には、プロトコルのＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルファミリーで使用される
もの等の、方向付けられたプローブ応答フレームを使用して、ブロック３２０で、調整を
行ってもよい。
【００３８】
　この方法は、データ受信デバイス、データ送信デバイス、またはいくつかのサードパー
ティデバイスに応答して、データ受信デバイスとデータ送信デバイスとの間の最大スルー
プットには、公称の送信電力が高すぎる可能性があることを判定してもよい。こうしたあ
るケースには、信号の変調の最大スループットが許容されない電力で、データ送信デバイ
スからデータ信号またはセットアップ信号が受信されることをデータ受信デバイスが判定
する場合がある。データ受信デバイスは、その無線受信装置１１８の干渉または飽和によ
り、これを判定してもよい。これは、また、遅延またはデータ受信デバイスあるいはサー
ドパーティデバイスからの通信から得た他の情報により、データ送信デバイスによって判
定してもよい。
【００３９】
　方法３００の一部として確立される通信リンクは、任意選択的に、閉ループまたは開ル
ープ制御等によって、維持することができる。開ループ制御の実施例には、受信されたデ
ータ信号電力の変化があるかどうか、および、この変化に応じて、データ受信デバイスの
送信電力が変化するかどうかを判定するものを含む。このため、通信装置１２０は、デー
タ受信デバイスが、その送信電力を同様に増加または低下する必要があることを推定する
ために、データ送信デバイスからのデータ信号の受信された電力において増加または低下
を使用してもよい。これが行われるあるケースとして、デバイスが他のデバイスのより近
くに移動する、または他のデバイスからさらに離れる場合がある。上記の実施例において
、ユーザは、携帯電話１０４またはラップトップコンピューティングデバイス１１２を移
動させてもよい。
【００４０】
　より詳細には、通信装置１２０は、以下の式を用いて、この特定の通信装置１２０が常
駐するのはどのデバイスかに応じて、データ受信デバイスまたはデータ送信デバイスの送
信電力を調整してもよい。
　新しい送信電力＝古い送信電力－古いＲＳＳＩ＋新しいＲＳＳＩ
【００４１】
　ここで、新しい送信電力は、データ受信デバイスが、データ送信デバイスにデータ信号
を送信するようリクエストする、新しい（第２以降の）所望の送信電力である。古い送信
電力は、所望され、かつリクエストされた以前の送信電力である。これは、新しい送信電
力が第３以降のリクエストされた電力である場合の、最も最近の以前の送信電力でもある
。古いＲＳＳＩは、以前の（または、場合によっては、平均でもある）受信された電力で
ある。新しいＲＳＳＩは、現在の受信された電力（または、場合によっては、平均でもあ
る）である。
【００４２】
　閉ループ制御の実施例は、新しい所望のデータ信号送信電力を判定するための、方法３
００のいくつかのステップの定期的な再実行、または、データ信号のスループットの変化
の判定に応じた、これらのステップの実行を含む。これらのステップは、ブロック３０６
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、３１０、および３１２および／または３１８および３２０において実行されるものを含
む。
【００４３】
　欠落ノード
　上記で部分的に述べたように、場合によっては、無線信号を送信しているデバイスが、
信号の送信を意図する別のデバイスによって認識されない場合がある。他のデバイスから
のこの信号は、認識されていないデバイス（『欠落ノード』として知られる）の信号と干
渉することがある。この潜在的な問題は、低電力で送信される場合に深刻化する。この潜
在的な問題に対処するために、本明細書は、近距離かつ、たいていは他のデバイスによる
干渉なしに、デバイスが効果的に通信できるようにする、デバイスが低電力送信が行われ
るであろうことを判定できるようにする技術および装置について述べる。
【００４４】
　図４は、低電力送信の状況で欠落ノードの問題が生じる可能性のある、例示的なデバイ
スおよび送信領域を示す。図１の無線通信可能なデバイス１０２の４つの実施例について
検討する。第１の２つのデバイスは、低電力送信領域４０２内にある。これらの２つのデ
バイスは、低電力領域送信デバイス４０４および低電力領域受信デバイス４０６である。
第２の２つのデバイスは、高電力送信領域４０８内にある。これらの２つのデバイスは、
高電力領域送信デバイス４１０および高電力領域受信デバイス４１２である。
【００４５】
　なお、領域４０２は、領域４０８と重複することに留意されたい。この重複は、領域４
０８内のデバイスが、領域４０２の信号を干渉する信号を送信する可能性のあることを示
す。こうした干渉は、領域４０８内のデバイスが、領域４０２内の低電力送信を認識して
いない場合に生じる可能性がある。
【００４６】
　以下の記載は、この干渉および他の干渉を軽減するための技術について説明する。これ
らの技術は、他のものと共に、図１および図４の前述の環境を利用して、実装されてもよ
い。これらの方法の態様は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはその
組み合わせで実施されてもよい。これらの方法は、１つ以上のエンティティによって実行
される動作を指定するブロックのセットとして示され、各ブロックによる動作の実行で示
される順序に必ずしも限定されない。
【００４７】
　図５は、デバイスが、潜在的な欠落ノードの問題に対処できる、例示的な実施形態にお
ける方法５００を示す。ブロック５０２において、低電力での送信を意図するデバイスは
、持続期間の間、送信媒体をリクエストする信号を送信する。デバイス（例えば、アクセ
スポイントまたは送信することが可能ないくつかのデバイス）が送信を受信し、これを把
握する可能性を増加させるように、ロバストな変調信号を有して、この信号が送信されて
もよい。信号は、将来的な低電力信号を認識しない可能性のあるデバイスがこの信号を認
識および把握できる可能性を増加させるために、高いまたは公称の電力において送信され
ても、または代わりとして送信されてもよい。
【００４８】
　以下に詳述するように、通信装置１２０は、データが、媒体を使用し、かつ、特定の低
電力で、送信するためにかかる時間に基づいて、持続期間を判定してもよい。この持続時
間は、データの特定の大きさまたは全てに対するものであってもよい。これらの特定の大
きさは、全体として、所望のデータの全てを送信するために十分ではない、いくつかの数
のデータパケットと同じ程度に小さくてもよい。このデータは、シングルデータパケット
と同程度の小ささであってもよく、この場合、持続期間が短くなる。こうした場合、方法
５００は、各パケット、複数のパケット、または他の特定の大きさのデータに対して繰り
返してもよい。
【００４９】
　再び、図４について検討する。ここで、携帯電話４０６が、携帯電話４０６のカレンダ
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ーとデスクトップコンピューティングデバイス４０４のカレンダーをシンクアップ（ｓｉ
ｎｋ　ｕｐ）させるように、デスクトップコンピューティングデバイス４０４と低電力で
通信することを意図していると仮定する。これを行う前に、（図１の通信装置１２０およ
び無線送信装置１１６を使用する）携帯電話４０６は、デバイスが低電力で信号を送信で
きるように、送信媒体をリクエストする信号を送信する。ここで、携帯電話４０６は、ロ
バストな変調、かつ公称電力で、無線送信装置１１６と、ＩＥＥＥ８０２．１１により、
送信すると仮定する。こうした信号の実施例は、リクエスト・トゥ・センド（ＲＴＳ）パ
ケットおよびクリア・トゥ・センドセルフ（ＣＴＳ－ＳｅＩｆ）パケットを含む。
【００５０】
　ブロック５０４において、送信デバイスは、リクエストされた媒体は自由に使用できる
ことを示す１つ以上のサードパーティデバイスからの応答を受信する、または受信しない
。応答が受信されない場合には、デバイスは、『いいえ』の経路に沿ってブロック５０６
へ進む。ブロック５０６において、デバイスは、いかなる他のデバイスも、ブロック５０
４においてリクエストを受信していないことを示す、または、媒体の使用が有料であるこ
とを示すために十分な期間、待機する。この待機期間が過ぎると、デバイスは、ブロック
５０８に進む。
【００５１】
　ブロック５０８において、デバイスは、低電力で、かつ、最長で、おおよそブロック５
０４においてリクエストされた持続期間の間、送信する。しかし、デバイスが、リクエス
トされた送信媒体が自由に使用できることを示す応答を受信する場合、デバイスは、待機
期間なしで、『はい』の経路をブロック５０８へと進む。応答には、他のデバイスからの
クリア・トゥ・センド（ＣＴＳ）パケットを含んでもよい。ブロック５０８における低電
力での送信後、デバイスは、プロセスを繰り返すために、任意選択的にブロック５１０に
進んでもよい。以下により詳述するように、持続期間は、特定の大きさのデータのための
ものであってもよい。この大きさのデータが分割される場合、またはデータパケット等の
、小さく個別のものである場合、複数の部分および複数の持続時間を、送信およびリクエ
ストしてもよい。
【００５２】
　引き続き上記の実施例で、携帯電話４０６の無線受信装置１１８が、他のデバイスまた
はアクセスポイントが送信媒体を認めることを示す、デバイスまたはアクセスポイント（
例えば、タブレットコンピュータ４１０）からの信号を受信すると仮定する。場合によっ
ては、リクエストへ応答するこの信号は、媒体が自由に使用できることを示すＣＴＳフレ
ームであってもよい。アクセスポイントから送信されると、応答は、アクセスポイントが
持続期間の間送信媒体を使用しないように、そのＮＡＶを設定することを示してもよい。
これらの場合のいずれかにおいて、通信装置１２０は、この通知（無線受信装置１１８に
よって復調され、通信装置１２０に受け渡される）を受信し、ブロック５０８に進む。
【００５３】
　応答受信または期間待機の後、携帯電話４０６は、低電力（ブロック５０８）で送信す
る。この進行中の実施例では、携帯電話４０６の無線受信装置１１８は、通信媒体が使用
されないであろうことを示す応答を受信し、この後、通信装置１２０は、携帯電話４０６
の無線送信装置１１６が、持続期間の間、デスクトップコンピューティングデバイス４０
４へ、低電力で送信することを可能にする。持続時間が、データの全てではなく一部に対
するものである場合、デバイスは、ブロック５１０の後、方法５００の１つ以上の部分を
繰り返してもよい。
【００５４】
　なお、図５の方法により、デバイス４０４および４０６は、デバイス４１０および４１
２からの干渉なしに、低電力で動作してもよいことに留意されたい。なお、さらに、この
方法は、携帯電話４０６からの低電力送信が、ラップトップコンピューティングデバイス
４１２による受信で意図されるタブレットコンピュータ４１０からの送信（高または低電
力）を干渉し得る場合等の、デバイス４１０および４１２のいずれかまたは両方が、デバ
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イス４０４および４０６からの干渉を避けることができるようにしてもよいことにも留意
されたい。
【００５５】
　システム・オン・チップの実施例
　図６は、例示的なシステム・オン・チップ（ＳｏＣ）６００を示し、これは、上記の種
々の実施形態を実装できる。ＳｏＣは、媒体デバイス、コンピュータデバイス、テレビの
セットトップボックス、ビデオ処理および／またはレンダリングデバイス、アプライアン
スデバイス、ゲームデバイス、電子デバイス、車両、ワークステーションのうちのいずれ
か１つまたは組み合わせ等の固定または移動デバイス、および／または近距離で動作可能
なローカルまたはパーソナルエリアネットワークで無線で通信できる任意の他の種類のデ
バイスに実施できる。これらのいくつかの実施例を、図１に１０２で示す。
【００５６】
　ＳｏＣ６００は、デバイス全体を実行するために必要な、電子回路、マイクロプロセッ
サ、メモリ、入力－電力（Ｉ／Ｏ）論理制御、通信インターフェースおよびコンポーネン
ト、他のハードウェア、ファームウェア、および／またはソフトウェアに統合できる。Ｓ
ｏＣ６００は、コンポーネント間のデータ通信のためにＳｏＣの種々のコンポーネントを
接続する、統合データバス（図示せず）も含むことができる。ＳｏＣ６００を含むデバイ
スは、異なるコンポーネントの多くの組み合わせで実施することもできる。
【００５７】
　この実施例では、ＳｏＣ６００は、入力－電力（Ｉ／Ｏ）論理制御６０２（例えば、電
子回路を含むための）およびマイクロプロセッサ６０４（例えば、任意のマイクロコント
ローラまたはデジタル信号プロセッサ）等の、種々のコンポーネントを含む。ＳｏＣ６０
０は、さらに、任意の種類のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、低遅延不揮発性メモリ
（例えば、フラッシュメモリ）、読み込み専用メモリ（ＲＯＭ）、および／または他の適
切な電子データ格納装置のいずれかの種類にできる、メモリ６０６を含む。ＳｏＣ６００
は、メモリ６０６によって維持され、かつ、マイクロプロセッサ６０４によって実行され
る、コンピュータで実行可能な命令にすることができる、オペレーションシステム６０８
等の、種々のファームウェアおよび／またはソフトウェアも含んでもよい。ＳｏＣ６００
は、他の種々の通信インターフェースおよびコンポーネント、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）ま
たはＰＡＮ（ＷＰＡＮ）コンポーネント、他のハードウェア、ファームウェア、および／
またはソフトウェアも含むことができる。
【００５８】
　ＳｏＣ６００は、（上述のように、それぞれまたは複数のデバイス内に）無線送信装置
１１６、無線受信装置１１８、および近距離無線通信装置１２０を含んでもよい。これら
の種々のコンポーネント、機能、および／またはエンティティの実施例、およびその対応
する機能性は、図１に示される例示的な環境１００の各コンポーネントを参照して、記載
される。
【００５９】
　ＳｏＣ６００内の通信装置１２０は、独立して、または他のエンティティと組み合わせ
られて、本明細書中に記載される種々の実施形態および／または特徴を実施するために、
メモリ６０６によって保守され、マイクロプロセッサ６０４によって実行される、コンピ
ュータで実行可能な命令として実施できる。近距離の無線通信装置１２０は、さらに、無
線送信装置１１６および無線受信装置１１８のうちの１つまたは両方との統合等、ＳｏＣ
の他のエンティティと統合して提供されてもよい。代替的に、または追加的に、通信装置
１２０および他のコンポーネントは、Ｉ／Ｏ論理制御６０２および／またはＳｏＣ６００
の他の信号処理および制御回路に関連して実施されるハードウェア、ファームウェア、固
定論理回路、またはそれらの任意の組み合わせとして実施できる。
【００６０】
　本明細書は、送信デバイスの送信電力を低減することにより、近距離の無線通信を可能
にする技術および装置について説明する。これにより、電力が大きすぎる送信された信号
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によって干渉されることなく、受信デバイスは、信号を復調することが可能になる。本明
細書中に記載されている技術は、さらに、より低電力の送信で、およびノードが検知され
ない他の場合に生じ得る、『欠落ノード』の問題にも対処する。
【００６１】
　主題は、構造的特徴および／または方法論的なステップに特有の言語で説明されてきた
が、添付の特許請求の範囲に定義される主題は、実行される順序を含む、上記で説明され
る具体的な特徴またはステップに必ずしも制限されないことを理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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