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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(a1)複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつかで、すでに使用されている制御タ
イム・スロットを識別するために、前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいく
つかをモニタすることと、
　(a2)通信情報において使用するための前記複数の通信チャネルのうちの１つを選択する
ことと、
　(a3)前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで使用されるべき制御タイム
・スロットの位置を決定することと、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネルの
うちの他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの前記位置からオフセットされて
いる、
　(a4)前記制御タイム・スロットの間、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された
１つで送信することおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行すること
　を含む、ワイヤレス端末を動作する方法。
【請求項２】
　所定の反復時間期間における各個別の制御タイム・スロットの前記位置と、前記複数の
通信チャネルにおける各個別の対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を記憶するこ
とをさらに含み、前記情報は、異なるチャネルのための異なる制御タイム・スロットの開
始時間を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記制御タイム・スロットは、前記制御タイム・スロットが対応する前記通信チャネル
に基づいた所定のパターンに従って、所定の反復時間期間内でホップする、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
すでに使用されている識別された制御タイム・スロットと異なる制御タイム・スロットを
選択することを含む前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで使用されるべ
き制御タイム・スロットの位置を決定する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数の通信チャネルのうちの１つにおける制御タイム・スロット間の時間は、前記
複数の通信チャネルのうちの前記１つおよび前記他の１つにおける異なる制御タイム・ス
ロットの周期性をもたらす前記複数の通信チャネルの前記他の１つにおける制御タイム・
スロット間の時間と異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の通信チャネルのうちの１つで制御タイム・スロットの前記周期性を決定する
ことと、
　前記決定された周期性の機能として前記選択された通信チャネルで制御タイム・スロッ
トのために使用されるべき周期性を選択すること
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつかで、すでに使用されている制御タイム
・スロットを識別するために、前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいくつか
をモニタするための手段と、
　通信情報において使用するための前記複数の通信チャネルのうちの１つを選択するため
の手段と、
　前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで使用されるべき制御タイム・ス
ロットの位置を決定するための手段と、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネル
のうちの他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの前記位置からオフセットされ
ている、
　前記制御タイム・スロットの間、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つ
で送信することおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行するための手段
　を含む、ワイヤレス端末。
【請求項１１】
　所定の反復時間期間における各個別の制御タイム・スロットの前記位置と、前記複数の
通信チャネルにおける各個別の対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を記憶するた
めの手段をさらに含み、前記情報は、異なるチャネルのための異なる制御タイム・スロッ
トの開始時間を示す、請求項１０に記載のワイヤレス端末。
【請求項１２】
　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、請求項１１に記載のワイヤレス端末。
【請求項１３】
　前記制御タイム・スロットは、前記制御タイム・スロットが対応する前記通信チャネル
に基づいた所定のパターンに従って、所定の反復時間期間内でホップする、請求項１０に
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記載のワイヤレス端末。
【請求項１４】
　前記通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である、請求項１０に記載のワイヤレス端末。
【請求項１５】
　下記を具備するコンピュータ可読記録媒体、
　　　少なくとも１つのコンピュータに、複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつ
かで、すでに使用されている制御タイム・スロットを識別するために、前記複数の通信チ
ャネルのうちの前記少なくともいくつかをモニタさせるためのコードと、
　　　少なくとも１つのコンピュータに、通信情報において使用するための前記複数の通
信チャネルのうちの１つを選択させるためのコードと、
　　　前記少なくとも１つのプロセッサに、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択さ
れた１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定させるためのコードと、前
記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのうちの他の１つで使用される他の制御タ
イム・スロットの前記位置からオフセットされている、
　　　前記少なくとも１つのプロセッサに、前記制御タイム・スロットの間、前記複数の
通信チャネルのうちの前記選択された１つで送信することおよびモニタすることのうちの
少なくとも１つを実行させるためのコード。
【請求項１６】
　　　複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつかで、すでに使用されている制御タ
イム・スロットを識別するために、前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいく
つかをモニタする
　　　通信情報において使用するための前記複数の通信チャネルのうちの１つを選択する
、
　　　前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで使用されるべき制御タイム
・スロットの位置を決定する、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのうちの
他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの前記位置からオフセットされている、
　　　前記制御タイム・スロットの間、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された
１つで送信することおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行する
　　ように構成される少なくとも１つのプロセッサと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと
　を含む、ワイヤレス端末。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、所定の反復時間期間における各個別の制御タイム
・スロットの前記位置と、前記複数の通信チャネルにおける各個別の対応チャネルとの間
の所定の関係を示す情報を記憶するようにさらに構成され、前記情報は、異なるチャネル
のための異なる制御タイム・スロットの開始時間を示す、請求項１６に記載のワイヤレス
端末。
【請求項１８】
　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、請求項１７に記載のワイヤレス端末。
【請求項１９】
　前記制御タイム・スロットは、前記制御タイム・スロットが対応する前記通信チャネル
に基づいた所定のパターンに従って、所定の反復時間期間内でホップする、請求項１６に
記載のワイヤレス端末。
【請求項２０】
　前記通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である、請求項１６に記載のワイヤレス端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　さまざまな実施形態は、ワイヤレス通信に関し、より具体的に、制御チャネルをモニタ
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すること、実現すること、および／または使用することに関連する方法および装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ＦＣＣは、未使用のＴＶ帯域が他の目的のために、たとえば、ローカル・ワイヤレス・
ピア・ツー・ピア・ネットワーク（local wireless peer to peer networks）用の通信の
ために、使用されることを可能にする。異なる位置で、異なる未使用のＴＶ帯域が同時に
、たとえば、所定の時間で、使用可能であることができる。特定の位置で、複数の代替の
未使用のＴＶ帯域が、使用可能であることができる。特定の位置で、利用可能な帯域は、
互いに物理的に連続しない帯域を含むことができる。特定の位置で潜在的に利用可能な帯
域の各々のセットを含む全帯域幅は、広大であり得る。いくつかの状況において、不連続
性、広大な全帯域幅、および／またはデバイス受信機制限のため、異なる可能なＴＶ帯域
の各々で同時に受信することは、ワイヤレス通信デバイスのために実現可能ではない。た
とえば、デバイスは、たとえば、複数のばらばらの帯域を含む広帯域幅をモニタすること
は、余分な電力および／または処理リソースの使用を要求し得るため、複数のばらばらの
帯域を同時にモニタすることはできない。複数のばらばらの帯域を連続的にモニタするこ
とができていることは有益ではあるだろうが、それは受信機制約を仮定すると多くのケー
スにおいて実用的ではない。しかしながら、それらがばらばらであろうと連続していよう
と、ワイヤレス通信デバイスが、少なくとも制御情報のために、いくつかの帯域をモニタ
することができる場合、これは、たとえば、ローディング、使用中の技術、現在のデバイ
ス等に基づいて、デバイスの帯域選択を決定する能力を促進するであろうことを認識すべ
きである。
【０００３】
　上記の議論に基づいて、デバイスによって複数のチャネルで制御信号の検出を促進する
方法における複数のチャネルに対応する制御チャネルを実現し、決定し、選択し、および
／または使用するための新しい方法および装置が必要である。
【発明の概要】
【０００４】
　ワイヤレス通信システムにおける制御チャネルに関連する方法および装置が説明されて
いる。さまざまな説明された方法および装置は、たとえば、異なる未使用のＴＶ帯域が、
ローカル・ピア・ツー・ピア・ネットワーク用の異なる位置で利用可能であることができ
るように、異なる帯域が異なる位置で利用可能であり得るワイヤレス通信システムにおけ
る使用に適切である。いくつかの実施形態において、ワイヤレス通信デバイスは、時分割
多重方法（time multiplexed way）における複数の潜在的に利用可能なＴＶ帯域をモニタ
する。いくつかの実施形態において、制御チャネル情報は、異なる周波数帯域に対応する
時間直交持続時間（time orthogonal duration）において送信される。
【０００５】
　いくつかの実施形態において、異なるチャネルに対応する互いの制御タイム・スロット
をオフセットする所定の反復タイミング構造（recurring timing structure）が、実現お
よび使用される。さまざまな実施形態において、反復タイミング構造は、たとえば、ＧＰ
Ｓタイミングのような、外部のタイミング・ソース（external timing source）に同期さ
れる。いくつかの実施形態において、ワイヤレス通信デバイスは、記憶された情報と組み
合わせた、および／または受信されたチャネル情報と組み合わせた、受信されたタイミン
グ信号に基づいて複数のチャネルに関する制御スロット・タイミングを獲得する。
【０００６】
　いくつかの実施形態において、制御スロット・タイミングは、グローバル・タイミング
・ソース（global timing source）へロック（locked）されない。いくつかのそのような
実施形態において、新しいチャネルを使用するように意図するワイヤレス通信デバイスは
、それらの制御スロット・タイミングの特性を決定するために、すでに使用されている他
のチャネルから制御信号をモニタし、１つ以上の他のチャネルに対応する制御スロット・
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タイミング情報の機能として新しいチャネルのための制御スロット・タイミングを決定す
る。いくつかのそのような実施形態において、ワイヤレス通信デバイスは、すでに使用さ
れているチャネルに対応する制御タイム・スロットと、新しいチャネルの制御タイム・ス
ロットとの間でのオーバーラップを最小限にする、または防止するために、新しいチャネ
ルのための制御スロット・タイミングを選択する。
【０００７】
　いくつかの実施形態に従って、ワイヤレス端末を動作する例示的な方法は、通信情報に
おいて使用するための複数の通信チャネルのうちの１つを選択することと、複数の通信チ
ャネルのうちの選択された１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定する
ことを含み、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのうちの他の１つで使用さ
れる他の制御タイム・スロットの位置からオフセットされている。例示的な方法は、前記
制御タイム・スロットの間、複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで送信する
ことおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行することをさらに含む。
【０００８】
　いくつかの実施形態に従って、例示的なワイヤレス端末は、通信情報において使用する
ための複数の通信チャネルのうちの１つを選択する；複数の通信チャネルのうちの選択さ
れた１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定する、前記決定された位置
は、前記複数の通信チャネルのうちの他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの
位置からオフセットされている；および前記制御タイム・スロットの間、複数の通信チャ
ネルのうちの前記選択された１つで送信することおよびモニタすることのうちの少なくと
も１つを実行するように構成された少なくとも１つのプロセッサを含む。例示的なワイヤ
レス端末は、前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリをさらに含む。
【０００９】
　さまざまな実施形態が上記の概要において議論されたが、必ずしもすべての実施形態が
同一の特徴を含むことはなく、上記に説明された特徴のいくつかは、必須ではないが、い
くつかの実施形態において望ましくあり得る。非常に多くの追加の特徴、実施形態、およ
び、さまざまな実施形態のメリットが、下記の詳細な説明において議論されている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、例示的な実施形態に従った、たとえば、ピア・ツー・ピア・ワイヤレス
通信システムのような、例示的なワイヤレス通信システムの図面である。
【図２】図２は、さまざまな例示的な実施形態に従って、ワイヤレス端末を動作する例示
的な方法を示すフローチャートである。
【図３】図３は、例示的な実施形態に従った例示的なワイヤレス端末である。
【図４】図４は、図３の例示的なワイヤレス端末において使用されることができるモジュ
ールのアセンブリ（assembly）である。
【図５】図５は、さまざまな例示的な実施形態に従って、ワイヤレス端末のために使用さ
れることができる例示的な通信チャネルを示す図面である。
【図６】図６は、例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対応する例示
的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面である。
【図７】図７は、別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対応する
例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面である。
【図８】図８は、さらに別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対
応する例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面である。
【図９】図９は、さらに別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対
応する例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面である。
【図１０】図１０は、さらに別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々
に対応する例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面である。
【図１１】図１１は、別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルのいくつかに
対応する例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面である。
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【図１２】図１２は、異なる位置で、異なるホワイト・スペース・チャネルは、通信のた
めに使用されることが可能であり得ることを示す図面である。
【図１３】図１３は、例示的な実施形態に従って、例示的なワイヤレス通信デバイスが方
法を実現する例を示す図１３－１５を含む、図のセット・シーケンス（set sequence）に
おける第１の図面である。
【図１４】図１４は、例示的な実施形態に従って、例示的なワイヤレス通信デバイスが方
法を実現する例を示す図１３－１５を含む、図のセット・シーケンスにおける第２の図面
である。
【図１５】図１５は、例示的な実施形態に従って、例示的なワイヤレス通信デバイスが方
法を実現する例を示す図１３－１５を含む、図のセット・シーケンスにおける第３の図面
である。
【図１６】図１６は、例示的な実施形態に従って、ワイヤレス端末が方法を実現する別の
例を示す図１６－１８を含む、図のセット・シーケンスにおける第１の図面である。
【図１７】図１７は、例示的な実施形態に従って、ワイヤレス端末が方法を実現する別の
例を示す図１６－１８を含む、図のセット・シーケンスにおける第２の図面である。
【図１８】図１８は、例示的な実施形態に従って、ワイヤレス端末が方法を実現する別の
例を示す図１６－１８を含む、図のセット・シーケンスにおける第３の図面である。
【図１９】図１９は、時間および帯域ＩＤ（band ID）の機能として専用の時間が制御チ
ャネルのための複数の帯域の各々に割り当てられる例示的な実施形態における例示的なタ
イミングを示す図面である。
【図２０】図２０は、２つの連続帯域が、共通制御チャネル時間を共有する例示的な実施
形態における例示的なタイミングを示す図面である。
【詳細な説明】
【００１１】
　図１は、例示的な実施形態に従った、たとえばピア・ツー・ピア通信システムのような
、例示的なワイヤレス通信システム１００の図面である。例示的なワイヤレス通信システ
ム１００は、複数のワイヤレス通信デバイス（デバイス１ １０２、デバイス２ １０４、
デバイス３ １０６、デバイス４ １０８、デバイス５ １１０、デバイス６ １１２、デバ
イス７ １１４、デバイス８ １１６、デバイス９ １１８、．．．、デバイスＮ １２０）
を含む。たとえば、デバイス７ １１４のような、システム１００におけるワイヤレス通
信デバイスのいくつかは、インターネットおよび／または他のネットワーク・ノードへの
インターフェース１２２を含む。たとえば、デバイス１ １０２、デバイス２ １０４、デ
バイス３ １０６、デバイス４ １０８、デバイス５ １１０、デバイス６ １１２、デバイ
ス８ １１６、デバイス９ １１８、およびデバイスＮ １２０のような、システム１００
におけるワイヤレス通信デバイスのいくつかは、たとえば、ハンドヘルド・モバイル・デ
バイスのような、モバイル・ワイヤレス端末である。
【００１２】
　たとえば、デバイス１ １０２のような、ワイヤレス通信デバイスは、通信情報におい
て使用するための複数のチャネルのうちの１つを選択し、選択された通信チャネルで使用
されるべき制御タイム・スロットの位置を決定する。ワイヤレス通信デバイスは、決定さ
れた制御タイム・スロットの間、選択された通信チャネルで送信および／またはモニタす
る。異なる位置で、たとえば、異なる未使用のＴＶチャネルのような、異なる通信チャネ
ルは、ピア・ツー・ピア通信のために使用可能であることができる。いくつかの実施形態
において、少なくともいくつかのワイヤレス通信デバイスについて、ワイヤレス通信デバ
イスは、たとえば、受信されたＧＰＳ信号を経由して、その位置を直接決定する。いくつ
かの実施形態において、少なくともいくつかのワイヤレス端末について、たとえば、アク
セス・ポイントのような、外部デバイスが、ワイヤレス通信デバイスの位置を決定する。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、たとえば、反復構造に従って、特定の位置で利用可能な
チャネルに対応する制御タイム・スロットは、予め決定されている。いくつかのそのよう
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な実施形態において、反復構造は、たとえば、ＧＰＳ信号またはアクセス・ポイントから
のタイミング信号のような、外部のタイミング・リファレンスに同期される。いくつかの
実施形態において、少なくともいくつかのワイヤレス通信デバイスについて、ワイヤレス
通信デバイスは、たとえば、受信されたＧＰＳ信号または受信されたアクセス・ポイント
のタイミング信号に同期するように、外部のタイミング・リファレンスに対してタイミン
グを直接決定する。いくつかの実施形態において、少なくともいくつかのワイヤレス端末
について、タイミング情報は、ワイヤレス通信デバイスへ間接的に伝搬される。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、通信チャネルに対応する制御タイム・スロットは、外部
のタイミング・リファレンス信号に同期されない。いくつかのそのような実施形態におい
て、未使用の利用可能な通信チャネルで制御信号を送信する傾向があるワイヤレス通信デ
バイスは、たとえば、すでに使用されているそれらをオーバーラップしない制御タイム・
スロットを選択するように、すでに使用されている他のチャネルで制御タイム・スロット
の機能として制御タイム・スロットのためのタイミングおよび／または周期性のためのタ
イミングを選択する。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、通信システム１００は、たとえば、アクセス・ノード１
 １３０、．．．アクセス・ノードＮ １３４のような、１つ以上のアクセス・ノードを含
む。いくつかの実施形態において、アクセス・ノード（アクセス・ノード１ １３０、．
．．、アクセス・ノードＮ １３４）は、ネットワーク・リンク（１３２、．．．１３６
）を経由してインターネットおよび／または他のネットワーク・ノードに結合される。い
くつかの実施形態において、アクセス・ノードは、たとえば、異なる位置でのローカル・
ピア・ツー・ピア・ネットワーク・ワイヤレス通信の使用のために利用可能な未使用のＴ
Ｖチャネルのような、利用可能なホワイト・スペースに関連する情報を含む中心ノードに
、バックホール・ネットワークを経由して結合される。いくつかの実施形態において、ア
クセス・ノードは、デバイスの位置情報、ある位置に対応するチャネルの利用情報、１つ
以上のチャネルに対応する制御スロット・タイミング情報、制御スロットのホッピング情
報（hopping information）、およびワイヤレス端末への反復タイミング構造情報、のう
ちの１つ以上またはすべてを通信する。
【００１６】
　図２は、さまざまな実施形態に従って、ワイヤレス端末を動作する例示的な方法を示す
フローチャート２００である。ワイヤレス端末は、たとえば、図１のシステム１００のワ
イヤレス通信デバイスのうちの１つである。ステップ２０４、２０６、２０８、２１０、
２１２、２１８、および２２０は、オプションのステップである。オプションのステップ
２０４、２０６、２０８、２１０、２１２、２１８、および２２０のうちの１つ以上また
はすべては、実施形態に含まれることができる。オプションのステップ２０４、２０６、
２０８、２１０、２１２、２１８、および２２０のうちの１つ以上またはすべては、実施
形態において省略され得る。オプションのステップが実行されない場合、それは、フロー
チャート２００のフローにおいてバイパスされる。
【００１７】
　ステップ２１０およびステップ２１８のうちの１つ以上を含むことができるステップ２
０２、２０４、２０６、２０８、２１４、２１６、および２２２を含む例示的な方法が、
ここで説明される。
【００１８】
　動作は、ワイヤレス端末の電源がオンとなり、初期化されるステップ２０２から始まる
。動作は、ステップ２０２からステップ２０４へ進む。ステップ２０４において、ワイヤ
レス端末は、反復時間期間における各個別の制御タイム・スロットの位置と、複数の通信
チャネルにおける各個別の対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を受信し、前記情
報は、異なるチャネルのための異なる制御タイム・スロットの開始時間を示す。いくつか
の実施形態において、ワイヤレス端末は、反復時間期間における各個別の制御タイム・ス
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ロットの位置と、ワイヤレス通信リンクを経由して複数の通信チャネルにおける各個別の
対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を受信する。動作は、ステップ２０４からス
テップ２０６へ進む。
【００１９】
　ステップ２０６において、ワイヤレス端末は、たとえば、リスト（list）のような、反
復時間期間における各個別の制御タイム・スロットの位置と、前記複数の通信チャネルに
おける各個別の対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を記憶し、前記情報は、異な
るチャネルのための異なる制御タイム・スロットの開始時間を示す。いくつかの実施形態
において、開始時間は、前記複数の通信チャネルのうちのいずれか１つで使用される最短
時間の制御タイム・スロットの持続時間の少なくとも２５％異なる。いくつかの実施形態
において、異なるチャネルのうちのいくつかの制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする。動作は、ステップ２０６からステップ２０８へ進む。
【００２０】
　ステップ２０８において、ワイヤレス端末は、前記複数の通信チャネルのうちの少なく
ともいくつかにおいて、すでに使用されている制御タイム・スロットを識別するために、
前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいくつかをモニタする。いくつかの実施
形態において、ステップ２０８は、ワイヤレス端末が第１のチャネルのサブセットにおけ
るチャネルおよび第２のチャネルのサブセットにおけるチャネルを、同時にモニタするス
テップ２１０を含み、前記第１および第２のサブセットは、隣接周波数帯域（adjacent f
requency bands）に対応し、同一の反復タイム・スロットを使用する。動作は、ステップ
２０８からステップ２１４へ進む。
【００２１】
　ステップ２１４において、ワイヤレス端末は、通信情報において使用するための複数の
通信チャネルのうちの１つを選択する。動作は、ステップ２１４からステップ２１６へ進
む。ステップ２１６において、ワイヤレス端末は、複数の通信チャネルのうちの選択され
た１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定し、前記決定された位置は、
前記複数の通信チャネルのうちの他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの位置
からオフセットされている。いくつかの実施形態において、いくつかの時間の間、ステッ
プ２１６は、ワイヤレス端末がすでに使用されている識別された制御タイム・スロットと
異なる制御タイム・スロットを選択するステップ２１８を含む。たとえば、時に、ワイヤ
レス端末は、たとえば、すでに使用されている通信チャネルで使用されている技術をサポ
ートしないワイヤレス端末のため、および／または、すでに使用されている通信チャネル
が高負荷のため、まだ使用されていない利用可能な通信チャネルを使用するためにステッ
プ２１４において選択されることができる。またある時には、ワイヤレス端末は、すでに
使用されている通信チャネルを使用するためにステップ２１４において選択されることが
でき、ステップ２１８は実行されない。ステップ２１８が実行されるいくつかの実施形態
において、ワイヤレス端末は、他の通信チャネルにおいて、すでに使用されている他の識
別された制御タイム・スロットのうちのいずれかと異なる制御タイム・スロットを選択す
る。いくつかの実施形態において、異なるチャネルのうちのいくつかの制御タイム・スロ
ットは、部分的にオーバーラップする。動作は、ステップ２１６からステップ２２２へ進
む。
【００２２】
　ステップ２２２において、ワイヤレス端末は、前記制御タイム・スロットの間、複数の
通信チャネルのうちの前記選択された１つで送信することおよびモニタすることのうちの
少なくとも１つを実行する。動作は、ステップ２２２からステップ２０８へ進む。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、制御タイム・スロットは、制御タイム・スロットが対応
する通信チャネルに基づいた所定のパターンに従って、所定の反復時間期間内でホップ（
hop）する。いくつかの実施形態において、通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である。い
くつかの実施形態において、通信チャネルは、ＦＣＣ指定のホワイト・スペース・チャネ
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ルである。いくつかの実施形態において、通信チャネルは、ある位置で未使用であり、Ｆ
ＣＣ規則に従って、たとえば、ピア・ツー・ピア・ローカル・ネットワーク・ワイヤレス
通信のような、通信のために自由に使用されるＴＶ周波数帯域である。
【００２４】
　さまざまな実施形態において、前記複数の通信チャネルのうちの１つにおける制御タイ
ム・スロット間の時間は、前記複数の通信チャネルのうちの第１および第２の１つにおけ
る異なる制御タイム・スロットの周期性をもたらす前記複数の通信チャネルのうちの第２
の１つにおける制御タイム・スロット間の時間と異なる。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、複数の通信チャネルは、第１のＴＶチャネルのサブセッ
ト、および第１のＴＶチャネルのサブセットにおける同一の制御タイム・スロットを使用
する少なくとも１つのチャネルを含む、第２のＴＶチャネルのサブセットである。いくつ
かのそのような実施形態において、複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつかをモ
ニタすることは、第１のサブセットにおけるチャネルおよび第２のサブセットにおけるチ
ャネルを同時にモニタすることを含み、第１および第２のサブセットにおける前記チャネ
ルは、隣接周波数帯域に対応し、同一の制御タイム・スロットを使用する。いくつかの実
施形態において、前記複数の通信チャネルは、同一の制御タイム・スロットの間、２つの
隣接チャネルの両方をモニタすることを含む複数の通信チャネルのうちの少なくともいく
つかをモニタし、同一の制御タイム・スロットを使用する、２つの隣接チャネルを含む。
【００２６】
　ステップ２１０を含むことができる、ステップ２０２、２０８、２１２、２１４、２１
６、２１８、２２０、および２２２を含む例示的な方法が、ここで説明される。
【００２７】
　動作は、ワイヤレス端末の電源がオンになり、初期化されるステップ２０２から始まる
。動作は、ステップ２０２からステップ２０８へ進む。
【００２８】
　ステップ２０８において、ワイヤレス端末は、前記複数の通信チャネルのうちの少なく
ともいくつかにおいて、すでに使用されている制御タイム・スロットを識別するために、
前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいくつかをモニタする。いくつかの実施
形態において、ステップ２０８は、ワイヤレス端末が第１のチャネルのサブセットにおけ
るチャネルおよび第２のチャネルのサブセットにおけるチャネルを同時にモニタするステ
ップ２１０を含み、前記第１および第２のサブセットは、隣接周波数帯域に対応し、同一
の反復タイム・スロットを使用する。動作は、ステップ２０８からステップ２１２へ進む
。
【００２９】
　ステップ２１２において、ワイヤレス端末は、たとえば、すでに使用されている制御タ
イム・スロットのような、前記複数の通信チャネルのうちの１つで制御タイム・スロット
の周期性を決定する。動作は、ステップ２１２からステップ２１４へ進む。
【００３０】
　ステップ２１４において、ワイヤレス端末は、通信情報において使用するための複数の
通信チャネルのうちの１つを選択する。動作は、ステップ２１４からステップ２１６へ進
む。ステップ２１６において、ワイヤレス端末は、複数の通信チャネルのうちの選択され
た１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定し、前記決定された位置は、
前記複数の通信チャネルのうちの他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの位置
からオフセットされている。ステップ２１６は、ワイヤレス端末がすでに使用されている
識別された制御タイム・スロットと異なる制御タイム・スロットを選択するステップ２１
８を含む。いくつかの実施形態において、ステップ２１８では、ワイヤレス端末は、他の
通信チャネルにおいて、すでに使用されている他の識別された制御タイム・スロットのう
ちのいずれかと異なる制御タイム・スロットを選択する。いくつかの実施形態において、
異なるチャネルのうちのいくつかの制御タイム・スロットは、部分的にオーバーラップす
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る。動作は、ステップ２１６からステップ２２０へ進む。
【００３１】
　ステップ２２０において、ワイヤレス端末は、ステップ２１２の決定された周期性の機
能として複数の通信チャネルのうちの選択された１つで制御タイム・スロットのために使
用されるべき周期性を選択する。選択された周期性は、決定された周期性と同一、または
異なることがあり得る。動作は、ステップ２２０からステップ２２２へ進む。
【００３２】
　ステップ２２２において、ワイヤレス端末は、前記制御タイム・スロットの間、複数の
通信チャネルのうちの前記選択された１つで送信することおよびモニタすることのうちの
少なくとも１つを実行する。動作は、ステップ２２２からステップ２０４へ進む。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である。いくつかの実
施形態において、通信チャネルは、ＦＣＣ指定のホワイト・スペース・チャネルである。
いくつかの実施形態において、通信チャネルは、ある位置で未使用であり、ＦＣＣ規則に
従って、たとえば、ピア・ツー・ピア・ローカル・ネットワーク・ワイヤレス通信のよう
な、通信のために自由に使用されるＴＶ周波数帯域である。
【００３４】
　さまざまな実施形態において、前記複数の通信チャネルのうちの１つにおける制御タイ
ム・スロット間の前記時間は、前記複数の通信チャネルのうちの第１および第２の１つに
おける異なる制御タイム・スロットの周期性をもたらす前記複数の通信チャネルの前記第
２の１つにおける制御タイム・スロット間の前記時間と異なる。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、複数の通信チャネルは、第１のＴＶチャネルのサブセッ
ト、および第１のＴＶチャネルのサブセットにおける同一の制御タイム・スロットを使用
する少なくとも１つのチャネルを含む、第２のＴＶチャネルのサブセットである。いくつ
かのそのような実施形態において、複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつかをモ
ニタすることは、第１のサブセットにおけるチャネルおよび第２のサブセットにおけるチ
ャネルを同時にモニタすることを含み、第１および第２のサブセットにおける前記チャネ
ルは、隣接周波数帯域に対応し、同一の制御タイム・スロットを使用する。いくつかの実
施形態において、前記複数の通信チャネルは、同一の制御タイム・スロットの間、２つの
隣接チャネルの両方をモニタすることを含む複数の通信チャネルのうちの少なくともいく
つかをモニタし、同一の制御タイム・スロットを使用する、２つの隣接チャネルを含む。
【００３６】
　実施形態は、また、ワイヤレス端末が図２のフローチャート２００のステップ２０２、
２０４、２０６、２０８、２１０、２１２、２１４、２１６、２１８、２２０、および２
２２の各々を実行することにおいて可能である。たとえば、１つの例示的な実施形態にお
いて、ワイヤレス端末は、第１の位置でＧＰＳタイミングのような外部のタイミング・ソ
ースに同期されるローカル・ピア・ツー・ピア・ネットワークのための所定の反復タイミ
ング構造を使用し、ステップ２０２、２０４、２０６、２０８、２１４、２１６、および
２２２を実現し、また、ステップ２１０および２１８のうちの１つ以上を実現することが
できる。例を続けていくと、その後ワイヤレス端末は、所定の固定された反復タイミング
構造がローカル・ピア・ツー・ピア・ネットワークのために使用されない第２の位置に移
動することができ、ワイヤレス端末は、ステップ２０８、２１２、２１４、２１６、２１
８、２２０、および２２２を実現し、また、ステップ２１０を実現することができる。
【００３７】
　図３は、例示的な実施形態に従った例示的なワイヤレス端末の図面である。例示的なワ
イヤレス端末３００は、たとえば、図１のワイヤレス通信デバイスのうちの１つである。
例示的なワイヤレス端末３００は、図２のフローチャート２００に従って方法を実現する
ことができる、および時に実現する。
【００３８】
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　ワイヤレス端末３００は、さまざまなエレメント（３０２、３０４）がデータおよび情
報を交換することができるバス３０９を経由して、ともに結合されるプロセッサ３０２お
よびメモリ３０４を含む。ワイヤレス端末３００は、示されるように、プロセッサ３０２
に結合されることができる入力モジュール３０６および出力モジュール３０８をさらに含
むことができる。しかしながら、いくつかの実施形態において、入力モジュール３０６お
よび出力モジュール３０８は、プロセッサ３０２の内部に位置する。入力モジュール３０
６は、入力信号を受信することができる。入力モジュール３０６、およびいくつかの実施
形態において、入力を受信するためのワイヤレス受信機および／または、ワイヤードまた
は光入力インターフェースを含むことができる。出力モジュール３０８、およびいくつか
の実施形態において、出力を送信するためのワイヤレス送信機および／または、ワイヤー
ドまたは光出力インターフェースを含むことができる。
【００３９】
　プロセッサ３０２は、通信情報において使用するための複数の通信チャネルのうちの１
つを選択する；複数の通信チャネルのうちの選択された１つで使用されるべき制御タイム
・スロットの位置を決定する、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのうちの
他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの位置からオフセットされている；前記
制御タイム・スロットの間、複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで送信する
ことおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行するように構成される。いくつ
かの実施形態において、プロセッサ３０２は、所定の反復時間期間における各個別の制御
タイム・スロットの位置と、前記複数の通信チャネルにおける各個別の対応チャネルとの
間の所定の関係を示す情報を記憶するようにさらに構成され、前記情報は、異なるチャネ
ルのための異なる制御タイム・スロットの開始時間を示す。いくつかのそのような実施形
態において、記憶することより先に、記憶された情報、または記憶された情報を引き出す
ことに使用される情報は、たとえば、ワイヤレス通信リンクを経由して、受信される。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、開始時間は、前記複数の通信チャネルのうちのいずれか
１つで使用される最短時間の制御タイム・スロットの持続時間のうちの少なくとも２５％
異なる。さまざまな実施形態において、異なるチャネルのうちのいくつかの制御タイム・
スロットは、部分的にオーバーラップする。いくつかの実施形態において、制御タイム・
スロットは、制御タイム・スロットが対応する通信チャネルに基づいた所定のパターンに
従って、所定の反復時間期間内でホップする。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である。いくつかの実
施形態において、通信チャネルは、ＦＣＣ指定のホワイト・スペース・チャネルである。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、プロセッサ３０２は、複数の通信チャネルのうちの選択
された１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定するように構成されてい
る一部として、前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいくつかにおいて、すで
に使用されている制御タイム・スロットを識別するために前記複数の通信チャネルのうち
の少なくともいくつかをモニタする；および、すでに使用されている識別された制御タイ
ム・スロットと異なる制御タイム・スロットを選択するようにさらに構成される。いくつ
かのそのような実施形態において、プロセッサ３０２は、他の通信チャネルにおいて、す
でに使用されている識別された制御タイム・スロットのうちのいずれかと異なる制御タイ
ム・スロットを選択するように構成される。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、異なるチャネルのうちのいくつかの制御タイム・スロッ
トは、部分的にオーバーラップする。さまざまな実施形態において、前記複数の通信チャ
ネルのうちの１つにおける制御タイム・スロット間の前記時間は、前記複数の通信チャネ
ルのうちの第１および第２の１つにおける異なる制御タイム・スロットの周期性をもたら
す前記複数の通信チャネルの前記第２の１つにおける制御タイム・スロット間の前記時間
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と異なる。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、プロセッサ３０２は、前記複数の通信チャネルのうちの
１つで制御タイム・スロットの周期性を決定する；および、決定された周期性の機能とし
て選択された通信チャネルで制御タイム・スロットのために使用されるべき周期性を選択
するようにさらに構成される。選択された通信チャネルで使用されるべき選択された周期
性は、同一の周期性、または決定された周期性と異なる周期性であり得る。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、前記複数の通信チャネルは、第１のＴＶチャネルのサブ
セットである、および、ここにおいて、第２のＴＶチャネルのサブセットは、第１のＴＶ
チャネルのサブセットにおけるチャネルと同一の制御タイム・スロットを使用する少なく
とも１つのチャネルを含む。従って、いくつかの実施形態において、複数の通信チャネル
は、同一の制御タイム・スロットを使用する。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、前記複数の通信チャネルは、第１のＴＶチャネルのサブ
セット、第１のＴＶチャネルのサブセットにおけるチャネルと同一の制御タイム・スロッ
トを使用する少なくとも１つのチャネルを含む、第２のＴＶチャネルのサブセットであり
、プロセッサ３０２は、複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつかをモニタするよ
うに構成されている一部として、第１のサブセットにおけるチャネルおよび第２のサブセ
ットにおけるチャネルを同時にモニタするようにさらに構成され、第１および第２のサブ
セットにおける前記チャネルは、隣接周波数帯域に対応し、同一の制御タイム・スロット
を使用する。いくつかの実施形態において、前記複数の通信チャネルは、同一の制御タイ
ム・スロットを使用して２つの隣接ＴＶチャネルを含み、プロセッサ３０２は、２つの隣
接チャネルを同時にモニタするようにさらに構成される。
【００４７】
　図４は、図３に示されているワイヤレス端末３００において使用されることができる、
およびいくつかの実施形態において使用される、モジュールのアセンブリ４００である。
アセンブリ４００におけるモジュールは、たとえば、個別回路のような、図３のプロセッ
サ３０２内のハードウェアにおいて実現されることができる。あるいは、モジュールはソ
フトウェアにおいて実現されることができ、図３に示されるワイヤレス端末デバイスのメ
モリ３０４に記憶されることができる。たとえば、コンピュータのような、単一のプロセ
ッサとして図３の実施形態において示されるが、プロセッサ３０２は、たとえば、複数の
コンピュータのような、１つ以上のプロセッサとして実現されることができるということ
を理解すべきである。ソフトウェアにおいて実現される場合、モジュールは、モジュール
に対応する機能を実現するために、プロセッサによって実行されるとき、プロセッサ３０
２、たとえば、コンピュータ、を構成するコードを含む。いくつかの実施形態において、
プロセッサ３０２は、モジュールのアセンブリ４００のモジュールの各々を実現するよう
に構成される。モジュールのアセンブリ４００がメモリ３０４に記憶される実施形態にお
いて、メモリ３０４は、たとえば、非一時的なコンピュータ可読媒体のような、コンピュ
ータ可読媒体を含み、たとえば、モジュールごとの個別コードのような、コードを含み、
たとえば、プロセッサ３０２のような、少なくとも１つのコンピュータに、モジュールに
対応する機能を実現させるコンピュータ・プログラム製品である。
【００４８】
　完全にハードウェア・ベース、または完全にソフトウェア・ベースのモジュールが使用
されることができる。しかしながら、ソフトウェアおよびハードウェア（たとえば、回路
が実装された）モジュールの任意の組み合わせは、機能を実現するために使用されること
ができるということを理解すべきである。理解されるべきであるように、図４に示される
モジュールは、図２のフローチャート２００の方法に示された、および／または説明され
た対応ステップの機能を実行するために、プロセッサ３０２のようなワイヤレス端末３０
０またはエレメントをそこで制御および／または構成する。
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【００４９】
　モジュールのアセンブリ４００は、通信情報において使用するための複数の通信チャネ
ルのうちの１つを選択するためのモジュール４１４と、複数の通信チャネルのうちの選択
された１つで使用されるべきタイム・スロットの位置を決定するためのモジュール４１６
と、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのうちの他の１つで使用される他の
制御タイム・スロットの位置からオフセットされている、前記制御タイム・スロットの間
、複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで送信することおよびモニタすること
のうちの少なくとも１つを実行するためのモジュール４２２を含む。
【００５０】
　さまざまな実施形態において、モジュールのアセンブリ４００は、反復時間期間におけ
る各個別の制御タイム・スロットの位置と、前記複数の通信チャネルにおける各個別の対
応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を受信するためのモジュール４０４と、前記情
報は、異なるチャネルのための異なる制御タイム・スロットを示す、反復時間期間におけ
る各個別の制御タイム・スロットの位置と、前記複数の通信チャネルにおける各個別の対
応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を記憶するためのモジュール４０６と、前記情
報は、異なるチャネルのための異なる制御タイム・スロットを示す、前記複数の通信チャ
ネルのうちの前記少なくともいくつかにおいて、すでに使用されている制御タイム・スロ
ットを識別するために前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいくつかをモニタ
するためのモジュール４０８と、たとえば、すでに使用されている制御タイム・スロット
のような、前記複数の通信チャネルのうちの１つで制御タイム・スロットの周期性を決定
するためのモジュール４１２と、モジュール４１２から決定された周期性の機能として複
数の通信チャネルのうちの選択された１つで制御タイム・スロットのために使用されるべ
き周期性を選択するためのモジュール４２０、のうちの１つ以上またはすべてをさらに含
む。いくつかの実施形態において、モジュール４０４は、反復時間期間における各個別の
制御タイム・スロットの位置と、ワイヤレス・リンクを経由して前記複数の通信チャネル
における各個別の対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を受信する。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、前記複数の通信チャネルのうちの少なくともいくつかを
モニタするためのモジュール４０８は、第１のチャネルのサブセットにおけるチャネルお
よび第２のチャネルのサブセットにおけるチャネルを同時にモニタするためのモジュール
４１０を含み、前記第１および第２のサブセットにおける前記チャネルは、隣接周波数帯
域に対応し、同一の反復タイム・スロットを使用する。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、複数の通信チャネルのうちの選択された１つで使用され
るべき制御タイム・スロットの位置を決定するためのモジュール４１６は、すでに使用さ
れている識別された制御タイム・スロットと異なる制御タイム・スロットを選択するため
のモジュール４１８を含む。いくつかのそのような実施形態において、モジュール４１８
は、他の通信チャネルにおいて、すでに使用されている識別された制御タイム・スロット
のうちのいずれかと異なる制御タイム・スロットを選択する。
【００５３】
　さまざまな実施形態において、モジュールのアセンブリ４００は、ワイヤレス端末の位
置を決定するためのモジュール４３０、たとえば、ＧＰＳモジュール、と、外部のタイミ
ング・リファレンスに同期するためのモジュール４３２、たとえば、タイミング・リファ
レンスに同期するためのモジュール、たとえば、受信されたＧＰＳ信号または基地局のタ
イミング信号を経由したグローバル・タイミング・リファレンス、と、チャネル利用情報
を受信するためのモジュール４３４、たとえば、利用可能なホワイト・スペース・チャネ
ルのリスト、と、チャネル制御タイム・スロット情報４３６を受信するためのモジュール
４３６と、制御タイム・スロットを決定するためのモジュール４３８と、制御タイム・ス
ロット情報を記憶するためのモジュール４４０と、同一の制御タイム・スロットを使用し
て隣接チャネルをモニタするためにワイヤレス端末を制御するためのモジュール４４２、



(14) JP 5684379 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

のうちの１つ以上またはすべてを含む。いくつかの実施形態において、１つ以上の利用可
能なチャネルのために、モジュール４３８は、モジュール４３２による同期に基づいた時
間およびモジュール４３４によって受信されたチャネルＩＤの機能としてチャネルに対応
する制御タイム・スロットを決定する。いくつかの実施形態において、モジュール４３６
は、アクセス・ポイントから制御タイム・スロット構造へのアップデートを受信する。い
くつかの実施形態において、少なくともいくつかの隣接チャネルは、同一の制御タイム・
スロットを使用し、モジュール４４２は、広帯域受信モード（wide band reception mode
）において動作するために、時に、同一の制御タイム・スロットを使用して２つの隣接チ
ャネルから制御信号を復旧するために、ワイヤレス端末を制御する。
【００５４】
　図５は、さまざまな例示的な実施形態に従って、ＦＣＣ規則および規制に従ってワイヤ
レス通信のために、たとえば、ローカル・ピア・ツー・ピア・ネットワーク通信のために
、使用されることができる例示的な通信チャネル、たとえば、特定の位置での未使用のＴ
Ｖチャネル、を示す図面５００である。横軸５０４が時間を表わすのに対して、縦軸５０
２は周波数を表わす。この例において、Ｎ通信チャネル（通信チャネル１ ５０６、通信
チャネル２ ５０８、通信チャネル３ ５１０、通信チャネル４ ５１２、通信チャネル５ 
５１４、通信チャネル６ ５１６、通信チャネル７ ５１８、通信チャネル８ ５２０、．
．．、通信チャネルＮ ５２２）がある。
【００５５】
　図６は、例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対応する制御タイム
・スロットの無線リンク・リソースを含む例示的な無線リンク・リソースを示す図面６０
０である。この例において、所定の反復タイミング構造に従って、通信チャネルの各々に
対応する所定の制御タイム・スロットがある。この例において、異なるチャネルに対応す
る制御タイム・スロットは、オーバーラップしない。
【００５６】
　各通信チャネルは、反復タイミング構造内で所定の制御チャネル・タイム・スロットの
間に生じる所定の制御チャネル無線リンク・リソースを含む。たとえば、通信チャネル１
 ５０６は、チャネル１の制御タイム・スロットの間、たとえば、ピア・ツー・ピア検出
信号（peer to peer discovery signals）を含む制御シグナリングを搬送するために使用
されるチャネル１の制御無線リンク・リソース６１４およびチャネル１の制御無線リンク
・リソース６１６を含む。またある時には、通信チャネルは、たとえば、ピア・ツー・ピ
ア・トラヒック・シグナリングを含む、他の目的のために使用されることができる、およ
び時に使用される。他のチャネル１の無線リンク・リソース６１８、６２０は、ピア・ツ
ー・ピア・トラヒック信号を含む信号を搬送することができる。
【００５７】
　この例において、制御タイム・スロットおよび反復タイミング構造は、１秒の間隔（６
１０および６１２）によってそれぞれ分けられた連続ＧＰＳ信号（６０２、６０４、６０
６）によって示されるように１秒間隔で生じるＧＰＳリファレンス信号に同期される。い
くつかの実施形態において、制御タイム・スロットの時間は、たとえば、１０ミリ秒のよ
うに、通信チャネルごとに予め決定され、固定される。たとえば、制御無線リンク・リソ
ースごとの持続時間、たとえば、チャネル１の制御無線リンク・リソース６１４は、たと
えば、１０ミリ秒である。いくつかの実施形態において、制御タイム・スロットの時間は
、特定のチャネルに固定されるが、少なくともいくつかのチャネルと異なるように対応す
る。いくつかの実施形態において、同一のチャネルは、反復タイミング構造において複数
の制御タイム・スロットを有することができ、複数の制御タイム・スロットのいくつかは
、異なる持続時間を有することができる。
【００５８】
　図７は、別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対応する例示的
な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面７００である。この例におい
て、所定の反復タイミング構造に従って、通信チャネルの各々に対応する所定の制御タイ
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ム・スロットがある。この例において、いくつかのチャネルに対応する制御タイム・スロ
ットは、オーバーラップしている。この例において、周波数領域に隣接した１組のチャネ
ルに対応する制御タイム・スロットは、完全にオーバーラップしている。この特定の実施
形態は、２つの隣接チャネルから制御信号をキャプチャするために広帯域構成に単一の受
信をセットすることができる、たとえば、ワイヤレス通信デバイスによって、複数の通信
チャネルから制御情報を同時にモニタすることを容易にする。
【００５９】
　通信チャネル１および通信チャネル２のための制御タイム・スロットは、完全にオーバ
ーラップしている。チャネル１の制御無線リンク・リソース７１４は、チャネル２の制御
無線リンク・リソース７１８に配列されるタイミングである。同様に、チャネル１の制御
無線リンク・リソース１ ７１６は、チャネル２の制御無線リンク・リソース７２０に配
列されるタイミングである。
【００６０】
　通信チャネル３および通信チャネル４のための制御タイム・スロットは、完全にオーバ
ーラップしている。チャネル３の制御無線リンク・リソース７２２は、チャネル４の制御
無線リンク・リソース７２６に配列されるタイミングである。同様に、チャネル３の制御
無線リンク・リソース７２４は、チャネル４の制御無線リンク・リソース７２８に配列さ
れるタイミングである。
【００６１】
　通信チャネル５および通信チャネル６のための制御タイム・スロットは、完全にオーバ
ーラップしている。チャネル５の制御無線リンク・リソース７３０は、チャネル６の制御
無線リンク・リソース７３４に配列されるタイミングである。同様に、チャネル５の制御
無線リンク・リソース７３２は、チャネル６の制御無線リンク・リソース７３６に配列さ
れるタイミングである。
【００６２】
　通信チャネル７および通信チャネル８のための制御タイム・スロットは、完全にオーバ
ーラップしている。チャネル７の制御無線リンク・リソース７３８は、チャネル８の制御
無線リンク・リソース７４２に配列されるタイミングである。同様に、チャネル７の制御
無線リンク・リソース７４０は、チャネル８の制御無線リンク・リソース７４４に配列さ
れるタイミングである。
【００６３】
　図８は、さらに別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対応する
例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面８００である。この例
において、所定の反復タイミング構造に従って、通信チャネルの各々に対応する所定の制
御タイム・スロットがある。この例において、いくつかのチャネルに対応する制御タイム
・スロットは、部分的にオーバーラップしている。いくつかの実施形態において、チャネ
ルに対応する制御タイム・スロットは、異なるチャネルに対応する別の制御タイム・スロ
ットと最大で２５％オーバーラップする。
【００６４】
　この例において、通信チャネル１の制御タイム・スロットは、通信チャネル２の制御タ
イム・スロットと部分的にオーバーラップする。チャネル１の制御無線リンク・リソース
８０２は、チャネル２の制御無線リンク・リソース８０６と時間内に部分的にオーバーラ
ップする。同様に、チャネル１の制御無線リンク・リソース８０４は、チャネル２の制御
無線リンク・リソース８０８と時間内に部分的にオーバーラップする。他の通信チャネル
の制御タイム・スロットの間の部分的なオーバーラップは図８に示されている。
【００６５】
　図９は、さらに別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対応する
例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面９００である。この例
において、所定の反復タイミング構造に従って、通信チャネルの各々に対応する所定の制
御タイム・スロットがある。この例において、チャネルに対応する制御タイム・スロット
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は、所定のホッピング・パターン（hopping pattern）に従ってホップされる。
【００６６】
　たとえば、チャネル１の制御タイム・スロットが、第２の１秒６１２におけるチャネル
１の制御無線リンク・リソース９０４の位置によって示されるように第２の構造のスロッ
トで生じるのに対して、チャネル１の制御タイム・スロットは、第１の１秒６１０におけ
るチャネル１の制御無線リンク・リソース９０２の位置によって示されるように第１の構
造のスロットで生じる。例を続けると、チャネル２の制御タイム・スロットが、第２の１
秒６１２におけるチャネル２の制御無線リンク・リソース９０８の位置によって示される
ように第１の構造のスロットで生じるのに対して、チャネル２の制御タイム・スロットは
、第１の１秒６１０におけるチャネル２の制御無線リンク・リソース９０６の位置によっ
て示されるように第２の構造のスロットで生じる。例を続けると、チャネル３の制御タイ
ム・スロットが、第２の１秒６１２におけるチャネル３の制御無線リンク・リソース９１
２の位置によって示されるように第６の構造のスロットで生じるのに対して、チャネル３
の制御タイム・スロットは、第１の１秒６１０におけるチャネル３の制御無線リンク・リ
ソース９１０の位置によって示されるように第３の構造のスロットで生じる。図９に示さ
れるように、他のチャネルに対応する制御タイム・スロットは、ホップされる。
【００６７】
　図１０は、さらに別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルの各々に対応す
る例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面１０００である。こ
の例において、所定の反復タイミング構造に従って、通信チャネルの各々に対応する所定
の制御タイム・スロットがある。この例において、いくつかのチャネルに対応する制御タ
イム・スロットは、異なる周期性を有する。
【００６８】
　この例において、チャネル２、４、６、および８に対応する制御タイム・スロットが、
２秒ごとに１回生じるのに対して、チャネル１、３、５、７、およびＮに対応する制御タ
イム・スロットは、１秒ごとに１回生じる。
【００６９】
　図１１は、別の例示的な実施形態に従って、図５の通信チャネルのいくつかに対応する
例示的な制御タイム・スロットの無線リンク・リソースを示す図面１１００である。この
例において、所定の反復タイミング構造に従って、通信チャネル（チャネル１´ １１０
２、チャネル２´ １１０４、チャネル３´ １１０６、チャネル４´ １１０８、および
チャネルＮ´ １１１０）に対応する所定の制御タイム・スロットがある。この例におい
て、通信チャネル１´ １１０２は、通信チャネル２´ １１０４に隣接する。しかしなが
ら、通信チャネル３´ １１０６は、通信チャネル２´ １１０４または通信チャネル４´
 １１０８に隣接しない。この例において、通信チャネル（１１０２、１１０４、１１０
６、１１０８、１１１０）は、対象（interest）となる特定の位置でピア・ツー・ピア通
信のために利用可能である。しかしながら、他の通信チャネルは、たとえば、これらのチ
ャネルがＴＶ放送のために使用されているため、対象となる特定の位置でピア・ツー・ピ
ア通信のために利用可能ではない。
【００７０】
　図１２は、異なる位置で、異なるホワイト・スペース・チャネルが、たとえば、ピア・
ツー・ピア通信のような通信のために利用可能であり得ることを示す図面である。例示的
な通信システム１００のローカル・ピア・ツー・ピア・ネットワーク領域１ １２０２に
おける図１２００の例において、下記のホワイト・スペース・チャネルが、ピア・ツー・
ピア通信のために利用可能である：ブロック１２０６によって示されるような、チャネル
Ａ、チャネルＦおよびチャネルＧ。例を続けると、例示的な通信システム１００のローカ
ル・ピア・ツー・ピア・ネットワーク領域Ｎ １２０４において、下記のホワイト・スペ
ース・チャネルが、ピア・ツー・ピア通信のために利用可能である：ブロック１２０８に
よって示されるような、チャネルＢ、チャネルＣ、チャネルＤ、およびチャネルＥ。いく
つかの実施形態において、ワイヤレス通信デバイスは、どの通信チャネルが利用可能なチ
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ャネルに対応する制御スロット・タイミング情報、および／または、ある位置に対応する
ことが可能か、を示す別のデバイス、たとえば、アクセス・ノード、から情報を受信する
。いくつかの実施形態において、ワイヤレス通信デバイスは、たとえば、どの通信チャネ
ルが、ある位置に対応することが可能かをモニタすることに基づいて、それ自身で決定す
る。いくつかの実施形態において、ワイヤレス通信デバイスは、どのチャネルが、ある位
置で利用可能かを決定するために、および／または制御スロット・タイミング情報を決定
するために、受信された情報との組み合わせにおけるそのモニタリングからの情報を使用
する。
【００７１】
　図１３－１５は、たとえば、ＷＴ Ａ１３０２のようなワイヤレス通信デバイスが、例
示的な実施形態に従って方法を実現する例を示す。図１３の図面１３００において、例示
的なワイヤレス端末Ａ（ＷＴ Ａ）１３０２は、ＧＰＳ衛星（１３０４、１３０６）から
ＧＰＳ信号（１３０８、１３１０）をそれぞれ受信する。ＷＴ Ａ１３０２は、囲み線１
３１２によって示されるように受信されたＧＰＳ信号に基づいてタイム・リファレンスお
よびその位置を決定する。ＷＴ Ａ１３０２は、ＷＴ Ａの位置情報１３１８を含む信号１
３１６または信号を送信し、ＷＴ Ａはアクセス・ノード１３２２にホワイト・スペース
・チャネル情報１３２０を要求する。アクセス・ノード（ＡＮ）１３２２は、ＷＴ Ａの
位置に対応するホワイト・スペース・チャネル情報を、たとえば、そのメモリ、ローカル
・キャッシュ、または、たとえば、利用可能なホワイト・スペース・チャネルに位置をマ
ッピングするＦＣＣデータベース・ノードのような、遠隔ノードから取り出し、および／
または決定する。アクセス・ノード１３２２は、チャネル情報１３２６を含むＷＴ Ａ１
３０２に信号、または信号１３２４を生成および送信する。この例において、チャネル情
報１３２６は、ピア・ツー・ピア通信および制御チャネル・タイミング情報のために使用
されることができる利用可能なチャネルのリストを含む。いくつかの実施形態において、
制御チャネル・タイミング情報は、利用可能なチャネルごとに識別する情報を含み、情報
は、所定の反復タイミング構造における制御スロットの位置、制御スロットの周期性、制
御スロットの持続時間、制御スロットに関連するホッピング情報のうちの１つ以上または
すべてを示す。ＷＴ Ａ１３０２は、チャネル情報１３２６、および囲み線１３２８によ
って示されるように、たとえば、利用可能なチャネルに対応する制御スロット・タイミン
グ情報のような、制御チャネル・タイミング情報および利用可能なチャネルを示すチャネ
ル情報を記憶する。
【００７２】
　いくつかの他の実施形態において、ＷＴ Ａ１３０２は、そのメモリにすでに記憶され
ている異なる可能なチャネル／位置の組み合わせ、および／または異なる可能なチャネル
に対応する制御スロット・タイミング情報を制御し、ＷＴ Ａ１３０２は、利用可能なチ
ャネルに対応する制御スロット・タイミング情報を決定するために、ＡＮ１３２２から利
用可能なチャネル情報を受信し、受信された情報の組み合わせ、および、その記憶された
情報を使用する。
【００７３】
　図１４の図面１４００において、ＷＴ Ａ１３０２は、利用可能なチャネル（チャネル
Ａ、ＦおよびＧ）に対応する制御スロット時間情報を記憶し、いつ制御チャネル信号のた
めの特定のチャネルをモニタするかを決定するために、受信されたＧＰＳ信号に基づいて
、そのタイミング・リファレンスと組み合わせてその情報を使用する。
【００７４】
　一例において、チャネルＡ、ＦおよびＧに対応する制御タイム・スロットは、オーバー
ラップせず、ＧＰＳタイミング信号に同期される。たとえば、チャネルＡ、ＦおよびＧは
、図６のタイミング構造における例示的なチャネルのうちの３つに対応することができる
。
【００７５】
　この例において、ＷＴ Ａ１３０２は、通信チャネルＡの制御タイム・スロットの間、
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通信チャネルＡをモニタするのと同時に、ＷＴ Ｃ１４０４からＷＴ ＣチャネルＡの制御
スロット・ピア検出信号（control slot peer discovery signal）１４０６、およびＷＴ
 Ｄ１４０８からＷＴ ＤチャネルＡの制御スロット・ピア検出信号１４０８を検出する。
ＷＴ Ａ１３０２は、通信チャネルＦの制御タイム・スロットの間、通信チャネルＦをモ
ニタするのと同時に、ＷＴｓ（ＷＴ Ｅ１４１２、ＷＴ Ｆ１４１６、ＷＴ Ｇ１４２０、
ＷＴ Ｈ１４２４、ＷＴ Ｉ１４２８、ＷＴ Ｊ１４３２）からピア検出信号（１４１４、
１４１８、１４２２、１４２６、１４３０、１４３４）をそれぞれ検出する。ＷＴ Ａ１
３０２は、通信チャネルＧの制御タイム・スロットの間、通信チャネルＧをモニタするの
と同時に、いずれのピア検出信号も検出しない。
【００７６】
　図１４および図１５において、ピア検出信号を表わす矢印の相対位置は、異なる制御タ
イム・スロットを示すために使用されている。たとえば、中央の所定の位置のチャネルＦ
の制御タイム・スロットにおいて生じるピア検出信号１４１８に対して、チャネルＡの制
御タイム・スロットにおいて生じるピア検出信号１４０６は、一番左の位置に設置される
。
【００７７】
　図１５の図面１５００において、ＷＴ Ａ１３０２は、囲み線１５０２によって示され
るように、通信情報のための通信チャネルＡを使用するように選択する。さまざまな実施
形態において、どのチャネルを使用するかの選択は、チャネル・ローディング（channel 
loading）、チャネル条件、検出された干渉レベル、チャネルにおけるデバイスの数、チ
ャネルにおける空き時間、チャネルで使用されている技術、チャネルで検出された対象と
なる特定のデバイス、チャネルで検出された対象となる特定のユーザ、チャネルに関連付
けられた制御スロットの無線リンク・リソースの量、のうちのすべてまたはより多くのも
ののうちの１つの機能である。
【００７８】
　その後、囲み線１５０４によって示されるように、ＷＴ Ａは、その選択された通信チ
ャネル、チャネルＡに対応する制御タイム・スロットの位置を決定する。ＷＴ Ａは、チ
ャネルＡの制御タイム・スロットの間、チャネルＡを使用してそのピア検出信号１５０６
を送信する。いくつかのチャネルＡの制御タイム・スロットの間、ＷＴ Ａは、たとえば
、他のデバイスからピア検出信号を検出するために、チャネルＡの制御タイム・スロット
をモニタする。さまざまな実施形態において、ＷＴ Ａが送信していないチャネルＡの制
御タイム・スロットの一部の間、ＷＴ Ａはモニタする。
【００７９】
　一例において、図１３－１５のＷＴ １３０２は、図１のシステム１００のワイヤレス
通信デバイスのうちのいずれか１つである。ＷＴ Ａ１３０２は、たとえば、ステップ２
０２、２０４、２０６、２０８、２１４、２１６および２２２を含む図２のフローチャー
ト２００に従って方法を実現する図３のＷＴ３００である。
【００８０】
　図１６－１８は、ワイヤレス端末ＷＴ Ａ１６０２が例示的な実施形態に従って方法を
実現する別の例を示す。この例において、図１６の表１６０４によって示されるように、
チャネル１および３は、ＴＶ信号をブロードキャストするために、この位置で使用されて
おり、チャネル２、４、および５は、この位置で利用可能なホワイト・スペース・チャネ
ルである５つのＴＶチャネル（チャネル１、チャネル２、チャネル３、チャネル４、およ
びチャネル５）があるということを考慮する。
【００８１】
　図１６の図面１６００に示されるＷＴ Ａ１６０２は、ブロック１６０６によって示さ
れるように、チャネル（１、２、３、４、および５）の各々をモニタする。ＷＴ Ａ１６
０２は、チャネル１のチャネル１ ＴＶ局１６１０からＣＨ１ ＴＶブロードキャスト信号
１６０８を検出する。ＷＴ Ａ１６０２は、チャネル２をモニタする間、ＷＴｓ（ＷＴ Ｃ
１６１６、ＷＴ Ｄ１６１８）からチャネル２の制御スロット・ピア検出信号（１６１２
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、１６１４）をそれぞれ検出する。ＷＴ Ａ１６０２は、チャネル３のチャネル３ ＴＶ局
１６２２からＣＨ３ ＴＶブロードキャスト信号１６２０を検出する。ＷＴ Ａ１６０２は
、チャネル４をモニタする間、ＷＴｓ（ＷＴ Ｅ１６３６、ＷＴ Ｆ１６３８、ＷＴ Ｇ１
６４０、ＷＴ Ｈ１６４２、ＷＴ Ｉ１６４４、ＷＴ Ｊ１６４６）からチャネル４の制御
スロット・ピア検出信号（１６２４、１６２６、１６２８、１６３０、１６３２、１６３
４）をそれぞれ検出する。ＷＴ Ａ１６０２は、チャネル５をモニタする間、ＴＶ信号ま
たはピア検出信号のいずれも検出しない。
【００８２】
　ブロック１６４８によって示されるように、モニタすることから検出された情報に基づ
いて、ＷＴ Ａ１６０２は、ＣＨ１、ＣＨ４、およびＣＨ５がピア・ツー・ピア通信のた
めに利用可能であり、チャネル１およびチャネル４は、現在使用中であるということを決
定する。ブロック１６５０によって示されるように、たとえば、受信されたピア検出信号
のような、受信されたシグナリングに基づいて、ＷＴ Ａ１６０２は、チャネル１および
チャネル４の制御スロット・タイミング情報を決定する。この例において、ＷＴ Ａ１６
０２は、ブロック１６５２によって示されるように、ＣＨ５を使用するように選択する。
たとえば、検出された信号に基づいて、ＷＴ Ａ１６０２は、ピア・ツー・ピア・ネット
ワークがＷＴ Ａによってサポートされない技術を使用してチャネル１およびチャネル４
で現在動作しているということを決定したと考慮する。別のシナリオとして、チャネル１
におけるピア・ツー・ピア・ネットワークは、ＷＴ Ａ１６０２によってサポートされな
い技術を使用し、チャネル４が現在非常に高負荷であると考慮する。
【００８３】
　ブロック１６５４によって示されるように、ＷＴ Ａ１６０２は、チャネル１および／
またはチャネル４から決定された制御スロット・タイミングの機能としてチャネル５のた
めの制御スロット・タイミングを選択する。
【００８４】
　図１７の図面１７００において、ワイヤレス端末Ａ １６０２は、チャネル１の制御ス
ロットの間、チャネル１でそのピア検出信号１７０２を送信する。他のデバイスは、たと
えば、図１６に関して以前に示され、説明されたように、適切な時間で、たとえば、それ
が使用しているチャネルに対応する制御タイム・スロットにおいて、それらのピア検出信
号を送信し続ける。
【００８５】
　図１８の図面１８００は、縦軸１８０２において周波数を示すのに対して横軸１８０４
では時間を示す。５つの例示的なチャネル（チャネル１ １８０６、チャネル２ １８０８
、チャネル １８１０、チャネル４ １８１２、チャネル５ １８１４）が示されている。
図面１８００は、ＷＴ Ａ１６０２が図１６に対応するチャネルをモニタする場合、条件
を示す。チャネル１ １８０６は、ＴＶシグナリングのために使用されている。チャネル
２は、ピア・ツー・ピア・ネットワークのために使用されており、検出されたピア検出信
号から識別される対応チャネル２の制御タイム・スロットの無線リンク・リソース（１８
１６、１８１８、１８２０、１８２２）を備えたチャネル２の制御タイム・スロットを含
む。チャネル３ １８１０は、ＴＶシグナリングのために使用されている。チャネル４は
、ピア・ツー・ピア・ネットワークのために使用されており、検出されたピア検出信号か
ら識別される対応チャネル４の制御タイム・スロットの無線リンク・リソース（１８２４
、１８２６）を備えたチャネル４の制御タイム・スロットを含む。チャネル５ １８１４
は、ピア・ツー・ピア・通信のために利用可能であり、未使用である。受信された制御タ
イム・スロット信号、たとえば、検出されたピア検出信号、に基づいて、ＷＴ Ａ１６０
２は、チャネル２およびチャネル４のための制御タイム・スロット、およびチャネルごと
の制御タイム・スロットの周期性を決定する。
【００８６】
　図１８の図面１８５０は、図１７に示されるように、ＷＴ Ａ１６０２がチャネル５を
使用するように選択した後、チャネル５の制御タイミング・スロットにおいてそのピア検
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出信号を送信するシナリオを示す。縦軸１８０２が周波数を表わし、横軸１８５４は時間
を表わす。この例において、ＷＴ Ａ１６０２は、チャネル５の制御タイム・スロットが
チャネル２およびチャネル４の制御タイム・スロットとオーバーラップしていないため、
チャネル５のための制御スロット・タイミングを選択し、チャネル２と同一の周期性を使
用するように選択した。チャネル５の制御タイム・スロットの間、チャネル５の制御スロ
ットの無線リンク・リソース（１８５６、１８５８、１８６０、１８６２）が生じる。
【００８７】
　一例において、図１６－１８のＷＴ １６０２は、図１のシステム１００のワイヤレス
通信デバイス１００のうちのいずれか１つである。ＷＴ Ａ１６０２は、たとえば、ステ
ップ２０２、２０８、２１２、２１４、２１６、２１８、２２０および２２２を含む図２
のフローチャート２００に従って、方法を実現する図３のＷＴ３００である。
【００８８】
　必ずしもすべての実施形態ではないが、さまざまな特徴および／または態様のいくつか
が、下記に説明されている。さまざまな実施形態において、方法および／または装置は、
ホワイト・スペース・デバイスによってモニタすることを促進するために、さまざまなチ
ャネルに時間直交する（time orthogonalizing）ためのソリューション、たとえば、ある
位置における未使用のＴＶ帯域、たとえば、異なるＴＶ帯域における制御チャネル、を提
供する。そのような制御チャネルの例は、
　　　 ・Ｗｉ－Ｆｉのアクセス・ポイント、またはＷＡＮ基地局のブロードキャストチ
ャネル；
　　　 ・ピア・ツー・ピア・システムにおけるピア検出チャネル；
　　　 ・一次信号検出のための沈黙期間（silence period）である。
【００８９】
さまざまな実施形態に従って、２つの例示的なアプローチが下記に説明されている。
【００９０】
　第１のアプローチは、たとえば、デバイスがＧＰＳタイミング信号のようなグローバル
・タイミング・ソース（global timing source）に同期されるような、グローバル同期を
使用する。いくつかのそのような実施形態において、ＴＶ帯域ごとの専用の時間は、ＴＶ
帯域ＩＤおよびグローバル時間の機能として制御チャネルに割り当てられる。図１９の図
面１９００は、ＧＰＳ信号から直接、またはＣＤＭＡ基地局を通して、のいずれかで引き
出すことができるグローバルＧＰＳ時間（global GPS time）にリンクされるそのような
割当ての１つを示す。この例において、３０チャネル存在し、各チャネルは、他のチャネ
ルとオーバーラップしていない制御チャネル・タイム・スロットを有する。いくつかの実
施形態において、制御タイム・スロットの周波数割り当て、および／または持続時間が固
定される。図１９の例において、制御タイム・スロットは、固定された持続時間、１０ミ
リセカンド、を有し、チャネルごとに毎秒１制御タイム・スロットの周波数によって生じ
る。いくつかの実施形態において、制御タイム・スロットの周波数割り当て、および／ま
たは持続時間は、たとえば、遅いタイム・スケール（slow time scale）を介して、たと
えば、集中制御装置（centralized controller）を使用して、アップデートされる。いく
つかの実施形態において、集中制御装置は、ＦＣＣデータベースを含む、またはＦＣＣデ
ータベースに結合されるデバイスである。
【００９１】
　第２のアプローチは、ＴＶ帯域ごとの周波数、および／または制御チャネル持続時間で
決定するための分散方法（distributed method）を使用する。このアプローチにおいて、
デバイスは、グローバル・タイミング・リファレンスに同期される必要がなく、同期され
ることもできない。前記方法は、所与の帯域のための周波数および／または制御チャネル
持続時間で決定する前に、潜在的に利用可能なＴＶ帯域の各々をモニタすることを含む。
たとえば、現在未使用であり、利用可能であると決定した帯域３を使用することを望むデ
バイスを考慮すると、デバイスは、他のデバイスの制御チャネル送信について他の利用可
能な帯域をモニタする。それは、帯域３以外の帯域ごとに、他のデバイスによる送信周波
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数および持続時間、制御チャネル時間の位置の決定を行うだろう。その後、それは、他の
チャネルからモニタされた情報の機能として帯域３のための送信周波数および送信時間の
位置を決定するだろう。いくつかの実施形態において、デバイスは、異なるＴＶ帯域を使
用して、他のデバイス、たとえば、他のコグニティブ・デバイス、と制御チャネル時間と
のオーバーラップを最小限にするために、帯域３の制御チャネルのために使用するための
時間および位置を決定する。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、２つ以上の連続するチャネルは、連続するチャネルの同
時モニタリングが実行可能および有利であり得るので、制御チャネル持続時間を共有する
ことができる、および時に共有する。図２０の図面２０００は、例示的な実施形態に従っ
て、２つの連続した帯域が共通の制御チャネル時間を共有する、第１のアプローチに対応
する例を示す。図２０の例において、帯域１および２は、共通の制御チャネル・タイム・
スロットを共有する隣接帯域であり、帯域３および４は、共通の制御タイム・スロットを
共有する隣接帯域であり、．．．．．、および、帯域２９および３０は、共通の制御タイ
ム・スロットを共有する隣接帯域である。
【００９３】
　いくつかの実施形態において、第２のアプローチを用いることにより、複数の連続帯域
は、共通の制御チャネル持続時間を共有することができる、および時に共有する。たとえ
ば、いくつかの実施形態において、２つの隣接帯域は、同一の制御タイム・スロットを使
用することができる、および時に使用する。
【００９４】
　さまざまな実施形態において、たとえば、図３のワイヤレス端末３００のような、ワイ
ヤレス端末は、本願の図のいずれかに関して説明される、および／または本願の詳細な説
明において説明される個別のステップ、および／または動作の各々に対応するモジュール
を含む。モジュールは、ハードウェアにおいて実現されることができる、および時に実現
される。他の実施形態において、モジュールは、デバイスに対応するステップまたは動作
を実現させる通信デバイスのプロセッサによって実行される場合、プロセッサの実行可能
な命令を含むソフトウェア・モジュールとして実現されることができる、および時に実現
される。依然として他の実施形態において、モジュールのうちのいくつか、またはすべて
は、ハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせとして実現される。
【００９５】
　さまざまな実施形態の技術は、ソフトウェア、ハードウェア、および／または、ソフト
ウェアとハードウェアの組合せを使用して実現されることができる。さまざまな実施形態
は、たとえば、モバイル端末、基地局、通信システムのようなモバイル・ノードのような
装置に向けられる。さまざまな実施形態は、また、たとえば、モバイル・ノード、基地局
、および／または、たとえば、ホストのような通信システムの制御および／または動作す
る方法、のような方法に向けられる。さまざまな実施形態は、また、たとえば、コンピュ
ータ、たとえば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤｓ、ハードディスク等のような可読媒体のような
機械に向けられ、それは、方法の１つ以上のステップを実現するために機械を制御するた
めの機械可読命令を含む。コンピュータ可読媒体は、たとえば、非一時的なコンピュータ
可読媒体である。
【００９６】
　開示された処理におけるステップの具体的な順序または階層は、例示的なアプローチの
例であることが理解される。設計選択に基づいて、処理におけるステップの具体的な順序
または階層は、本開示の範囲内であることを保ちながら、再構成されることができるとい
うことが理解される。添付の方法の請求項は、さまざまなステップのエレメントを、サン
プルの順序で示しており、示された具体的な順序または階層に限定されないことが意味さ
れる。
【００９７】
　さまざまな実施形態において、ここに説明されるノードは、たとえば、信号処理、信号



(22) JP 5684379 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

生成、および／または送信ステップのような、１つ以上の方法に対応するステップを実行
するために１つ以上のモジュールを使用して実現される。従って、いくつかの実施形態に
おいて、さまざまな特徴は、モジュールを使用して実現される。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使用し
て実現されることができる。上記に説明される方法または方法のステップの多くは、たと
えば、１つ以上のノードのような上記に説明された方法のすべて、または一部を実現する
ために、たとえば、追加のハードウェアを備えた、または、なしの汎用コンピュータのよ
うな機械を制御するために、たとえば、ＲＡＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、等の
メモリ・デバイスのような機械可読媒体に含まれるソフトウェアのような機械の実行可能
な命令を使用して実現されることができる。従って、特に、さまざまな実施形態は、たと
えば、プロセッサおよび関連したハードウェアのような、機械に（単数または複数の）上
記に説明された方法のステップの１つ以上を実行させるための機械実行可能な命令を含む
、たとえば、非一時的なコンピュータ可読媒体のような、機械可読媒体に向けられる。さ
まざまな実施形態は、発明の１つ以上の方法のステップのうちの１つ、複数、またはすべ
てを実現するように構成されるプロセッサを含む、たとえば、通信ノードのような、デバ
イスに向けられる。
【００９８】
　いくつかの実施形態において、たとえば、アクセス・ノードおよび／またはワイヤレス
端末のような通信ノードのような、１つ以上のデバイスのうちの、たとえば、ＣＰＵｓの
ような、プロセッサまたは複数のプロセッサは、通信ノードによって実行されているよう
に説明される方法のステップを実行するように構成される。プロセッサの構成は、プロセ
ッサの構成を制御するために、たとえば、ソフトウェア・モジュールのような、１つ以上
のモジュールを使用することによって、および／または、再び引用されたステップおよび
／または制御プロセッサの構成を実行するために、たとえば、ハードウェア・モジュール
のような、プロセッサにおけるハードウェアを含むことによって、獲得されることができ
る。従って、すべてではないが、いくつかの実施形態は、プロセッサが含まれるデバイス
によって実行されるさまざまな説明された方法のステップの各々に対応するモジュールを
含むプロセッサを備えた、たとえば、通信ノードのような、デバイスに向けられる。すべ
てではないが、いくつかの実施形態において、たとえば、通信ノードのような、デバイス
は、プロセッサが含まれるデバイスによって実行されるさまざまな説明された方法のステ
ップの各々に対応するモジュールを含む。モジュールは、ソフトウェアおよび／またはハ
ードウェアを使用して実現されることができる。
【００９９】
　さまざまな実施形態は、コンピュータまたは複数のコンピュータに、たとえば、上記に
説明された１つ以上のステップのような、さまざまな機能、ステップ、行為および／また
は動作を実現させるためのコードを含む、たとえば、非一時的なコンピュータ可読媒体の
ような、コンピュータ可読媒体を含むコンピュータ・プログラム製品に向けられる。実施
形態次第で、コンピュータ・プログラム製品は、実行されるべきステップごとに異なるコ
ードを含むことができ、時に、含む。従って、コンピュータ・プログラム製品は、たとえ
ば、通信デバイスまたはノードを制御する方法のような、方法の個別のステップごとのコ
ードを含むことができ、時に、含む。コードは、たとえば、コンピュータ、たとえば、Ｒ
ＡＭ（ランダム・アクセス・メモリ）、ＲＯＭ（読み出し専用メモリ）、または他のタイ
プの記憶デバイスのような、非一時的なコンピュータ可読媒体のような、コンピュータ可
読媒体に記憶される実行可能な命令、のような機械の形態であることができる。コンピュ
ータ・プログラム製品に向けられていることに加えて、いくつかの実施形態は、さまざま
な機能、ステップ、行為、および／または上記に説明される１つ以上の方法の動作のうち
の１つ以上を実現するように構成されるプロセッサに向けられる。従って、いくつかの実
施形態は、ここに説明される方法のステップのうちのいくつかまたはすべてを実現するよ
うに構成される、たとえば、ＣＰＵのような、プロセッサに向けられる。プロセッサは、
たとえば、本願に説明される通信デバイスまたは他のデバイスにおいて使用するためであ
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ることができる。
【０１００】
　ＯＦＤＭシステムの文脈において説明される間、さまざまな実施形態の方法および装置
の少なくとも１つは、多くの非ＯＦＤＭおよび／または非セルラー・システムを含む通信
システムの広範囲に適応可能である。
【０１０１】
　上記に説明されたさまざまな実施形態の方法および装置における非常に多くの追加バリ
エーションは、上記の説明を考慮して当業者に明らかであるだろう。そのようなバリエー
ションは、範囲内で考慮されるべきである。方法および装置、およびさまざまな実施形態
において、通信デバイスの間のワイヤレス通信リンクを提供するために使用されることが
できるＣＤＭＡ、直交周波数多重（ＯＦＤＭ）、および／またはさまざまな他のタイプの
通信技術で使用される。さまざまな実施形態において、１つ以上の通信デバイスは、ＯＦ
ＤＭおよび／またはＣＤＭＡを使用してモバイル・ノードで通信リンクを確立するアクセ
ス・ポイントとして実現され、および／または、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンク
を経由してインターネットまたは別のネットワークへの接続を提供することができる。さ
まざまな実施形態において、方法を実現するための、受信機／送信機回路および論理およ
び／またはルーチンを含むノートブック・コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡｓ）、ま
たは他のポータブル・デバイスとして実現される。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　　通信情報において使用するための複数の通信チャネルのうちの１つを選択することと
、
　　前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで使用されるべき制御タイム・
スロットの位置を決定することと、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのう
ちの他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの前記位置からオフセットされてい
る、
　　前記制御タイム・スロットの間、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１
つで送信することおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行すること
　を含む、ワイヤレス端末を動作する方法。
［Ｃ２］
　所定の反復時間期間における各個別の制御タイム・スロットの前記位置と、前記複数の
通信チャネルにおける各個別の対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を記憶するこ
とをさらに含み、前記情報は、異なるチャネルのための異なる制御タイム・スロットの開
始時間を示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記制御タイム・スロットは、前記制御タイム・スロットが対応する前記通信チャネル
に基づいた所定のパターンに従って、所定の反復時間期間内でホップする、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ５］
　前記通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　　前記複数の通信チャネルのうちの前記少なくともいくつかで、すでに使用されている
制御タイム・スロットを識別するために、前記複数の通信チャネルのうちの少なくともい
くつかをモニタすること、および
　　ここにおいて、すでに使用されている識別された制御タイム・スロットと異なる制御
タイム・スロットを選択することを含む前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された
１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定すること
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　をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記複数の通信チャネルのうちの１つにおける制御タイム・スロット間の前記時間は、
前記複数の通信チャネルのうちの第１および第２の１つにおける異なる制御タイム・スロ
ットの周期性をもたらす前記複数の通信チャネルの前記第２の１つにおける制御タイム・
スロット間の前記時間と異なる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　　前記複数の通信チャネルのうちの１つで制御タイム・スロットの前記周期性を決定す
ることと、
　　前記決定された周期性の機能として前記選択された通信チャネルで制御タイム・スロ
ットのために使用されるべき周期性を選択すること
　をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　　通信情報において使用するための複数の通信チャネルのうちの１つを選択するための
手段と、
　　前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで使用されるべき制御タイム・
スロットの位置を決定するための手段と、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネ
ルのうちの他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの前記位置からオフセットさ
れている、
　　前記制御タイム・スロットの間、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１
つで送信することおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行するための手段
　を含む、ワイヤレス端末。
［Ｃ１１］
　所定の反復時間期間における各個別の制御タイム・スロットの前記位置と前記複数の通
信チャネルにおける各個別の対応チャネルとの間の所定の関係を示す情報を記憶するため
の手段をさらに含み、前記情報は、異なるチャネルのための異なる制御タイム・スロット
の開始時間を示す、Ｃ１０に記載のワイヤレス端末。
［Ｃ１２］
　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、Ｃ１１に記載のワイヤレス端末。
［Ｃ１３］
　前記制御タイム・スロットは、前記制御タイム・スロットが対応する前記通信チャネル
に基づいた所定のパターンに従って、所定の反復時間期間内でホップする、Ｃ１０に記載
のワイヤレス端末。
［Ｃ１４］
　前記通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である、Ｃ１０に記載のワイヤレス端末。
［Ｃ１５］
　ワイヤレス端末において使用するためのコンピュータ・プログラム製品であって、
　　　少なくとも１つのコンピュータに、通信情報において使用するための複数の通信チ
ャネルのうちの１つを選択させるためのコードと、
　　　前記少なくとも１つのプロセッサに、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択さ
れた１つで使用されるべき制御タイム・スロットの位置を決定させるためのコードと、前
記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのうちの他の１つで使用される他の制御タ
イム・スロットの前記位置からオフセットされている、
　　　前記少なくとも１つのプロセッサに、前記制御タイム・スロットの間、前記複数の
通信チャネルのうちの前記選択された１つで送信することおよびモニタすることのうちの
少なくとも１つを実行させるためのコード
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　　を含む、非一時的なコンピュータ可読媒体
　を含む、コンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ１６］
　　　通信情報において使用するための複数の通信チャネルのうちの１つを選択する、
　　　前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された１つで使用されるべき制御タイム
・スロットの位置を決定する、前記決定された位置は、前記複数の通信チャネルのうちの
他の１つで使用される他の制御タイム・スロットの前記位置からオフセットされている、
　　　前記制御タイム・スロットの間、前記複数の通信チャネルのうちの前記選択された
１つで送信することおよびモニタすることのうちの少なくとも１つを実行する
　　ように構成される少なくとも１つのプロセッサと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと
　を含む、ワイヤレス端末。
［Ｃ１７］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、所定の反復時間期間における各個別の制御タイム
・スロットの前記位置と、前記複数の通信チャネルにおける各個別の対応チャネルとの間
の所定の関係を示す情報を記憶するようにさらに構成され、前記情報は、異なるチャネル
のための異なる制御タイム・スロットの開始時間を示す、Ｃ１６に記載のワイヤレス端末
。
［Ｃ１８］
　前記異なるチャネルのうちのいくつかの前記制御タイム・スロットは、部分的にオーバ
ーラップする、Ｃ１７に記載のワイヤレス端末。
［Ｃ１９］
　前記制御タイム・スロットは、前記制御タイム・スロットが対応する前記通信チャネル
に基づいた所定のパターンに従って、所定の反復時間期間内でホップする、Ｃ１６に記載
のワイヤレス端末。
［Ｃ２０］
　前記通信チャネルは、ＴＶ周波数帯域である、Ｃ１６に記載のワイヤレス端末。
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