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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のノード（１０２、１０４）においてメッセージを受信することであって、前記メ
ッセージが、第２のノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記第
２のノード（１０２、１０４）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備え
る、受信することと、
　前記第１のノード（１０２、１０４）において前記第２のノード（１０４、１０２）の
前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断することであって、前記チャネルの少なく
とも１つのパラメータが前記第２のノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから
導出される、判断することと、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答することと、を備え、
　さらに、
　前記第１のノード（１０２、１０４）において、前記第２のノード（１０４、１０２）
の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを定義することと、
　前記第１のノード（１０２、１０４）において前記第１のアドレスと前記第２のアドレ
スとの間の前記関連付けを記録することと、
　前記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記第２のノード（１０４、
１０２）に送信することと、
　を備える方法。
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【請求項２】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第２のノード（１０４、１０２）に関連付けられたデバイ
ス・アドレスを備える請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記チャネルの前記判断が、
　前記第１のアドレスに基づいて前記第２のアドレスを判断することと、
　前記判断された第２のアドレスから前記チャネルの前記少なくとも１つのパラメータを
導出することと、
　を備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのパラメータが前記第１のノード（１０２、１０４）においてデー
タメモリに記憶され、
　前記チャネルの前記判断が、前記データメモリ中の前記少なくとも１つのパラメータへ
のインデックスとして前記第１のアドレスを使用することを備える請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数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８】
　前記第１のアドレスに基づいて、前記第２のノード（１０４、１０２）から受信した情
報の暗号処理のための暗号キー、前記第２のノード（１０４、１０２）との通信に関連付
けられたサービス品質ポリシー、または前記第２のノード（１０４、１０２）との通信に
関連付けられたデューティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判断することをさらに
備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のアドレスに基づいて前記第２のノード（１０４、１０２）から受信した情報
を検証することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検証が、前記第２のアドレスに基づく巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検
査動作を備える請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のアドレスが、前記第２のノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連し
て満了する請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のノード（１０２、１０４）が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信
し、
　前記メッセージへの前記応答が、前記第１のノード（１０２、１０４）の第２のアドレ
スに関連付けられた前記第１のノード（１０２、１０４）の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第１のノード（１０２、１０４
）の前記第２のアドレスから導出される請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
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　メッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、前記メッセージが
、ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記ノード（１０４、１
０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える、受信機（３２２）と
、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するよ
うに構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネルの少なくとも１つのパ
ラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出される、チャネ
ル判断器（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）と、
　前記第２のノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレス
を定義し、前記第１のアドレスと前記第２のアドレスとの間の前記関連付けを記録するよ
うに構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２０）が
、前記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、１０２
）に送信するようにさらに構成された、アドレス指定コントローラ（３１２）と、
　を備える装置。
【請求項１４】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）に関連付けられたデバイス・ア
ドレスを備える請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記チャネルの前記判断が、
　前記第１のアドレスに基づいて前記第２のアドレスを判断することと、
　前記判断された第２のアドレスから前記チャネルの前記少なくとも１つのパラメータを
導出することと、
　を備える請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのパラメータがデータメモリに記憶され、
　前記チャネルの前記判断が、前記データメモリ中の前記少なくとも１つのパラメータへ
のインデックスとして前記第１のアドレスを使用することを備える請求項１３に記載の装
置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項１３に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１のアドレスに基づいて、前記ノード（１０４、１０２）から受信した情報の暗
号処理のための暗号キー、前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたサー
ビス品質ポリシー、または前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたデュ
ーティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判断するように構成されたデータ・プロセ
ッサ（３０４）をさらに備える請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第２のアドレスに基づいて前記ノード（１０４、１０２）から受信した情報を検証
するように構成された検証器（３０６）をさらに備える請求項１３に記載の装置。
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【請求項２２】
　前記検証が、前記第２のアドレスに基づく巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検
査動作を備える請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項１３に記載の装置。
【請求項２４】
　前記受信機（３２２）が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信するようにさら
に構成され、
　前記メッセージへの前記応答が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置
の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記装置の前記第２のアドレスから
導出される請求項１３に記載の装置。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メッセージを受信するための手段（３２２）であって、前記メッセージが、ノード（１
０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記ノード（１０４、１０２）の、接
続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える、受信するための手段（３２２）と
、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するた
めの手段（３１４）であって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノード
（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出される、判断するための手段（３１４
）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するための手段（３２０）と、
　前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを定義
し、前記第１のアドレスと前記第２のアドレスとの間の前記関連付けを記録するための手
段（３１２）とを備え、応答するための前記手段（３２０）が、前記メッセージの前記受
信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、１０２）に送信するように構成さ
れている装置。
【請求項２６】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）に関連付けられたデバイス・ア
ドレスを備える請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記チャネルの前記判断が、
　前記第１のアドレスに基づいて前記第２のアドレスを判断することと、
　前記判断された第２のアドレスから前記チャネルの前記少なくとも１つのパラメータを
導出することと、
　を備える請求項２５に記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのパラメータがデータメモリに記憶され、
　前記チャネルの前記判断が、前記データメモリ中の前記少なくとも１つのパラメータへ
のインデックスとして前記第１のアドレスを使用することを備える請求項２５に記載の装
置。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項２５に記載の装置。
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【請求項３１】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項２５に記載の装置。
【請求項３２】
　前記第１のアドレスに基づいて、前記ノード（１０４、１０２）から受信した情報の暗
号処理のための暗号キー、前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたサー
ビス品質ポリシー、または前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたデュ
ーティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判断するための手段をさらに備える請求項
２５に記載の装置。
【請求項３３】
　前記第２のアドレスに基づいて前記ノード（１０４、１０２）から受信した情報を検証
するための手段（３０６）をさらに備える請求項２５に記載の装置。
【請求項３４】
　前記検証が、前記第２のアドレスに基づく巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検
査動作を備える請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項２５に記載の装置。
【請求項３６】
　受信するための前記手段（３２２）が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信す
るように構成され、
　前記メッセージへの前記応答が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置
の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記装置の前記第２のアドレスから
導出される請求項２５に記載の装置。
【請求項３７】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　請求項１～１２のいずれかのステップを実行するように実行可能なコードで符号化され
たコンピュータ可読記録媒体。
【請求項３８】
　メッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、前記メッセージが
、ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記ノード（１０４、１
０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える、受信機（３２２）と
、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するよ
うに構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネルの少なくとも１つのパ
ラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出される、チャネ
ル判断器（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）と、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを
定義し、前記第１のアドレスと前記第２のアドレスとの間の前記関連付けを記録するよう
に構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２０）が、
前記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、１０２）
に送信するようにさらに構成された、アドレス指定コントローラ（３１２）と、
　前記メッセージに基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサ
と、
　を備えるヘッドセット。
【請求項３９】
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　メッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、前記メッセージが
、ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記ノード（１０４、１
０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える、受信機（３２２）と
、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するよ
うに構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネルの少なくとも１つのパ
ラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出される、チャネ
ル判断器（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）と、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを
定義し、前記第１のアドレスと前記第２のアドレスとの間の前記関連付けを記録するよう
に構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２０）が、
前記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、１０２）
に送信するようにさらに構成された、アドレス指定コントローラ（３１２）と、
　前記メッセージに基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと、
　を備えるウォッチ。
【請求項４０】
　メッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、前記メッセージが
、ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記ノード（１０４、１
０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える、受信機（３２２）と
、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するよ
うに構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネルの少なくとも１つのパ
ラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出される、チャネ
ル判断器（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）と、
　前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを
定義し、前記第１のアドレスと前記第２のアドレスとの間の前記関連付けを記録するよう
に構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２０）が、
前記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、１０２）
に送信するようにさらに構成されているアドレス指定コントローラ（３１２）と、
　前記メッセージに前記応答することに関連して送信すべきデータを与えるように構成さ
れたセンサと、
　を備える感知デバイス。
【請求項４１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のノード（１０２、１０４）によって、前記第１のノード（１０２、１０４）の、
接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるメッセージを送信することであっ
て、前記第１のアドレスが、前記第１のノード（１０２、１０４）の第２のアドレスに関
連付けられた、送信することと、
　チャネルを介して第２のノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受
信することであって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレス
から導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含み、前記第１のア
ドレスが前記第２のノード（１０４、１０２）において前記第１のノード（１０２、１０
４）の第２のアドレスに基づいて定義される、受信することと、
　前記メッセージの前記送信より前に前記第２のノード（１０４、１０２）から前記第１
のアドレスを受信することと、
　を備える方法。
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【請求項４２】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第１のノード（１０２、１０４）に関連付けられたデバイ
ス・アドレスを備える請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項４１に記載の方法。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項４１に記載の方法。
【請求項４６】
　前記第２のアドレスに基づいて、前記第２のノード（１０４、１０２）に送信された情
報の暗号処理のための暗号キー、前記第２のノード（１０４、１０２）との通信に関連付
けられたサービス品質ポリシー、または前記第２のノード（１０４、１０２）との通信に
関連付けられたデューティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判断することをさらに
備える請求項４１に記載の方法。
【請求項４７】
　前記第２のアドレスに基づいて前記第２のノード（１０４、１０２）に送信すべき情報
に対する検証動作を実行することをさらに備える請求項４１に記載の方法。
【請求項４８】
　前記検証動作が、巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検査動作を備える請求項４
７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記第１のアドレスが、前記第２のノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連し
て満了する請求項４１に記載の方法。
【請求項５０】
　前記第１のノード（１０２、１０４）が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信
し、
　前記応答が、前記第２のノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた
前記第２のノード（１０４、１０２）の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のノード（１０４、１０２
）の前記第２のアドレスから導出される請求項４１に記載の方法。
【請求項５１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるメッセージを送信
するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレスが前記装置の第２
のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）と、
　チャネルを介してノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信する
ように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信
が、前記第２のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使
用を含み、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記装置の第２
のアドレスに基づいて定義され、前記受信機（３２２）が、前記メッセージの前記送信よ
り前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信するようにさらに構
成されている受信機（３２２）と、
　を備える装置。
【請求項５２】
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　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える請求項５
２に記載の装置。
【請求項５４】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項５１に記載の装置。
【請求項５５】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項５１に記載の装置。
【請求項５６】
　前記第２のアドレスに基づいて、前記ノード（１０４、１０２）に送信された情報の暗
号処理のための暗号キー、前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたサー
ビス品質ポリシー、または前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたデュ
ーティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判断するように構成されたデータ・プロセ
ッサをさらに備える請求項５１に記載の装置。
【請求項５７】
　前記第２のアドレスに基づいて前記ノード（１０４、１０２）に送信すべき情報に対す
る検証動作を実行するように構成された検証器（３０６）をさらに備える請求項５１に記
載の装置。
【請求項５８】
　前記検証動作が、巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検査動作を備える請求項５
７に記載の装置。
【請求項５９】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項５１に記載の装置。
【請求項６０】
　前記送信機（３２０）が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信するようにさら
に構成され、
　前記応答が、前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記ノ
ード（１０４、１０２）の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前
記第２のアドレスから導出される請求項５１に記載の装置。
【請求項６１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるメッセージを送信
するための手段（３２０）であって、前記第１のアドレスが前記装置の第２のアドレスに
関連付けられた、送信するための手段（３２０）と、
　チャネルを介してノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信する
ための手段（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２
のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含み、前
記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記装置の第２のアドレスに
基づいて定義され、受信するための前記手段（３２２）が、前記メッセージの前記送信よ
り前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信するように構成され
た、受信するための手段（３２２）と、
　を備える装置。
【請求項６２】
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　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える、請求項
６２に記載の装置。
【請求項６４】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項６１に記載の装置。
【請求項６５】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項６１に記載の装置。
【請求項６６】
　前記第２のアドレスに基づいて、前記ノード（１０４、１０２）に送信された情報の暗
号処理のための暗号キー、前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたサー
ビス品質ポリシー、または前記ノード（１０４、１０２）との通信に関連付けられたデュ
ーティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判断するための手段をさらに備える請求項
６１に記載の装置。
【請求項６７】
　前記第２のアドレスに基づいて前記ノード（１０４、１０２）に送信すべき情報に対す
る検証動作を実行するための手段（３０６）をさらに備える請求項６１に記載の装置。
【請求項６８】
　前記検証動作が、巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検査動作を備える請求項６
７に記載の装置。
【請求項６９】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項６１に記載の装置。
【請求項７０】
　送信するための前記手段（３２０）が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信す
るように構成され、
　前記応答が、前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた前記ノ
ード（１０４、１０２）の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前
記第２のアドレスから導出される請求項６１に記載の装置。
【請求項７１】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　請求項４１～５０のいずれかのステップを実行するように実行可能なコードで符号化さ
れたコンピュータ可読記録媒体。
【請求項７２】
　ヘッドセットの、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるメッセージを
送信するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレスが前記ヘッド
セットの第２のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）と、
　チャネルを介してノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信する
ように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信
が、前記第２のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使
用を含み、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記ヘッドセッ
トの第２のアドレスに基づいて定義され、前記受信機（３２２）が、前記メッセージの前
記送信より前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信するように
さらに構成されている受信機（３２２）と、
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　前記応答に基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサと、
　を備えるヘッドセット。
【請求項７３】
　ウォッチの、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるメッセージを送信
するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレスが前記ウォッチの
第２のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）と、
　チャネルを介してノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信する
ように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信
が、前記第２のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使
用を含み、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記ウォッチの
第２のアドレスに基づいて定義され、前記受信機（３２２）が、前記メッセージの前記送
信より前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信するようにさら
に構成されている受信機（３２２）と、
　前記応答に基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと、
　を備えるウォッチ。
【請求項７４】
　感知デバイスの、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるメッセージを
送信するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレスが前記感知デ
バイスの第２のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）と、
　チャネルを介してノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信する
ように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信
が、前記第２のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使
用を含み、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記感知デバイ
スの第２のアドレスに基づいて定義され、前記受信機（３２２）が、前記メッセージの前
記送信より前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信するように
さらに構成されている受信機（３２２）と、
　前記メッセージによって送信すべきデータを与えるように構成されたセンサと、
　を備える感知デバイス。
【請求項７５】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のノード（１０２、１０４）によって、第２のノード（１０４、１０２）の、接続
の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるメッセージを送信することであって、
前記第１のアドレスが、前記第２のノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付
けられた、送信することと、
　チャネルを介して前記第２のノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答
を受信することであって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のノー
ド（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・
パラメータの前記使用を含む、受信することと、
　前記第１のノード（１０２、１０４）において前記第１のアドレスを前記第２のノード
（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて定義することと、
　前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記第２のノード（１０４、
１０２）に送信することと、
　を備える方法。
【請求項７６】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第２のノード（１０４、１０２）に関連付けられたデバイ
ス・アドレスを備える請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】



(11) JP 5661627 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項７５に記載の方法。
【請求項７９】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項７５に記載の方法。
【請求項８０】
　前記第１のアドレスが、前記第２のノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連し
て満了する請求項７５に記載の方法。
【請求項８１】
　前記第１のノード（１０２、１０４）が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信
し、
　前記応答が、前記第１のノード（１０２、１０４）の第２のアドレスに関連付けられた
前記第１のノード（１０２、１０４）の第１のアドレスを備え、
　前記第１のノード（１０２、１０４）が、前記第１のノード（１０２、１０４）の前記
第２のアドレスから前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータを導出する請求項７
５に記載の方法。
【請求項８２】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ノード（１０４、１０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える
メッセージを送信するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレス
が前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）
と、
　チャネルを介して前記ノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信
するように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記
受信が、前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出された少なくとも
１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機（３２２）と、を備え、さらに
　前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを定義
するように構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２
０）が、前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、
１０２）に送信するようにさらに構成された、アドレス指定コントローラ（３１２）と、
　を備える装置。
【請求項８３】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項８２に記載の装置。
【請求項８４】
　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）に関連付けられたデバイス・ア
ドレスを備える請求項８３に記載の装置。
【請求項８５】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項８２に記載の装置。
【請求項８６】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項８２に記載の装置。
【請求項８７】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項８２に記載の装置。
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【請求項８８】
　前記送信機（３２０）が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信するようにさら
に構成され、
　前記応答（３２２）が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置の第１の
アドレスを備え、
　前記装置が、前記装置の前記第２のアドレスから前記別のチャネルの少なくとも１つの
パラメータを導出するように構成されたチャネル判断器（３１４）をさらに備える請求項
８２に記載の装置。
【請求項８９】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ノード（１０４、１０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える
メッセージを送信するための手段（３２０）であって、前記第１のアドレスが前記ノード
（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた、送信するための手段（３２０）
と、
　チャネルを介して前記ノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信
するための手段（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記
ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネ
ル・パラメータの前記使用を含む、受信するための手段（３２２）と、を備え、さらに
　前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを定義
するための手段（３１２）であって、送信するための前記手段（３２０）が、前記メッセ
ージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、１０２）に送信する
ように構成された、定義するための手段（３１２）と、
　を備える装置。
【請求項９０】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項８９に記載の装置。
【請求項９１】
　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）に関連付けられたデバイス・ア
ドレスを備える請求項９０に記載の装置。
【請求項９２】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項８９に記載の装置。
【請求項９３】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項８９に記載の装置。
【請求項９４】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項８９に記載の装置。
【請求項９５】
　送信するための前記手段（３２０）が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信す
るように構成され、
　前記応答が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置の第１のアドレスを
備え、
　前記装置が、前記装置の前記第２のアドレスから前記別のチャネルの少なくとも１つの
パラメータを導出するための手段（３１４）をさらに備える請求項８９に記載の装置。
【請求項９６】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　請求項７５～８１のいずれかのステップを実行するように実行可能なコードで符号化さ
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れたコンピュータ可読記録媒体。
【請求項９７】
　ノード（１０４、１０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える
メッセージを送信するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレス
が前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）
と、
　チャネルを介して前記ノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信
するように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記
受信が、前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出された少なくとも
１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機（３２２）と、
　前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを定義
するように構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２
０）が、前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、
１０２）に送信するようにさらに構成された、アドレス指定コントローラ（３１２）と、
　前記応答に基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサと、
　を備えるヘッドセット。
【請求項９８】
　ノード（１０４、１０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える
メッセージを送信するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレス
が前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）
と、
　チャネルを介して前記ノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信
するように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記
受信が、前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出された少なくとも
１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機（３２２）と、
　前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを定義
するように構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２
０）が、前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、
１０２）に送信するようにさらに構成された、アドレス指定コントローラ（３１２）と、
　前記応答に基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと、
　を備えるウォッチ。
【請求項９９】
　ノード（１０４、１０２）の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える
メッセージを送信するように構成された送信機（３２０）であって、前記第１のアドレス
が前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに関連付けられた、送信機（３２０）
と、
　チャネルを介して前記ノード（１０４、１０２）からの前記メッセージへの応答を受信
するように構成された受信機（３２２）であって、前記チャネルを介した前記応答の前記
受信が、前記ノード（１０４、１０２）の前記第２のアドレスから導出された少なくとも
１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機（３２２）と、
　前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに基づいて前記第１のアドレスを定義
するように構成されたアドレス指定コントローラ（３１２）であって、前記送信機（３２
０）が、前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記ノード（１０４、
１０２）に送信するようにさらに構成された、アドレス指定コントローラ（３１２）と、
　前記メッセージによって送信すべきデータを与えるように構成されたセンサと、
　を備える感知デバイス。
【請求項１００】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のノード（１０２、１０４）において、前記第１のノード（１０２、１０４）の、
接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備える第２のノード（１０４、１０２）
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からのメッセージを受信することであって、前記第１のアドレスが、前記第１のノード（
１０２、１０４）の第２のアドレスに関連付けられた、受信することと、
　チャネルを判断することであって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記
第２のアドレスから導出される、判断することと、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答することと、を備え、前記第１
のアドレスが前記第２のノード（１０４、１０２）において前記第１のノード（１０２、
１０４）の第２のアドレスに基づいて定義され、前記方法が前記メッセージの前記受信よ
り前に前記第２のノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信することをさ
らに備える方法。
【請求項１０１】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項１００に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第１のノード（１０２、１０４）に関連付けられたデバイ
ス・アドレスを備える請求項１０１に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項１００に記載の方法。
【請求項１０４】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項１００に記載の方法。
【請求項１０５】
　前記第１のアドレスが、前記第２のノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連し
て満了する請求項１００に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記第１のノード（１０２、１０４）が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信
し、
　前記メッセージに応答することが、前記第２のノード（１０４、１０２）の第２のアド
レスに関連付けられた前記第２のノード（１０４、１０２）の第１のアドレスを備える別
のメッセージを送信することを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のノード（１０４、１０２
）の前記第２のアドレスから導出される請求項１００に記載の方法。
【請求項１０７】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるノード（１０４、
１０２）からのメッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、前記
第１のアドレスが前記装置の第２のアドレスに関連付けられた、受信機（３２２）と、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネ
ルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器
（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）と、を備え、
　前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記装置の第２のアドレ
スに基づいて定義され、
　前記受信機（３２２）が、前記メッセージの前記受信より前に前記ノード（１０４、１
０２）から前記第１のアドレスを受信するようにさらに構成される装置。
【請求項１０８】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項１０７に記載の装置。
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【請求項１０９】
　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える請求項１
０８に記載の装置。
【請求項１１０】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項１０７に記載の装置。
【請求項１１１】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項１０７に記載の装置。
【請求項１１２】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項１０７に記載の装置。
【請求項１１３】
　前記受信機（３２２）が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信するようにさら
に構成され、
　前記メッセージに応答することが、前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに
関連付けられた前記ノード（１０４、１０２）の第１のアドレスを備える別のメッセージ
を送信することを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前
記第２のアドレスから導出される、
請求項１０７に記載の装置。
【請求項１１４】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるノード（１０４、
１０２）からのメッセージを受信するための手段（３２２）であって、前記第１のアドレ
スが前記装置の第２のアドレスに関連付けられた、受信するための手段（３２２）と、
　チャネルを判断するための手段（３１４）であって、前記チャネルの少なくとも１つの
パラメータが前記第２のアドレスから導出される、判断するための手段（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するための手段（３２２）であ
って、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記装置の第２のア
ドレスに基づいて定義される、応答するための手段（３２２）と、を備え、
　受信するための前記手段（３２２）が、前記メッセージの前記受信より前に前記ノード
（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信するように構成される装置。
【請求項１１５】
　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、請求項１１４に記載の装置。
【請求項１１６】
　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える請求項１
１５に記載の装置。
【請求項１１７】
　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメータが基
づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレスを使用
することを備える請求項１１４に記載の装置。
【請求項１１８】
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピングシーケンス
、周波数ホッピングシーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つを備
える請求項１１４に記載の装置。
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【請求項１１９】
　前記第１のアドレスが、前記ノード（１０４、１０２）との接続の終了に関連して満了
する請求項１１４に記載の装置。
【請求項１２０】
　受信するための前記手段（３２２）が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信す
るように構成され、
　前記メッセージに応答することが、前記ノード（１０４、１０２）の第２のアドレスに
関連付けられた前記ノード（１０４、１０２）の第１のアドレスを備える別のメッセージ
を送信することを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノード（１０４、１０２）の前
記第２のアドレスから導出される請求項１１４に記載の装置。
【請求項１２１】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　請求項１００～１０６のいずれかのステップを実行するように実行可能なコードで符号
化されたコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１２２】
　ヘッドセットの、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるノード（１０
４、１０２）からのメッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、
前記第１のアドレスが前記ヘッドセットの第２のアドレスに関連付けられた、受信機（３
２２）と、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネ
ルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器
（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）であって、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記ヘ
ッドセットの第２のアドレスに基づいて定義され、前記受信機（３２２）が前記メッセー
ジの前記受信より前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信する
ようにさらに構成されている送信機（３２０）と、
　前記メッセージに基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサ
と、
　を備えるヘッドセット。
【請求項１２３】
　ウォッチの、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるノード（１０４、
１０２）からのメッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、前記
第１のアドレスが前記ウォッチの第２のアドレスに関連付けられた、受信機（３２２）と
、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネ
ルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器
（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）であって、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記ウ
ォッチの第２のアドレスに基づいて定義され、前記受信機（３２２）が前記メッセージの
前記受信より前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信するよう
にさらに構成されている送信機（３２０）と、
　前記メッセージに基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと、
　を備えるウォッチ。
【請求項１２４】
　感知デバイスの、接続の時間期間の間有効である第１のアドレスを備えるノード（１０
４、１０２）からのメッセージを受信するように構成された受信機（３２２）であって、
前記第１のアドレスが前記感知デバイスの第２のアドレスに関連付けられた、受信機（３
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２２）と、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器（３１４）であって、前記チャネ
ルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器
（３１４）と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機（
３２０）であって、前記第１のアドレスが前記ノード（１０４、１０２）において前記感
知デバイスの第２のアドレスに基づいて定義され、前記受信機（３２２）が前記メッセー
ジの前記受信より前に前記ノード（１０４、１０２）から前記第１のアドレスを受信する
ようにさらに構成されている送信機（３２０）と、
　前記メッセージに前記応答することに関連して送信すべきデータを与えるように構成さ
れたセンサと、
　を備える感知デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、限定はしないが、ワイヤレス
通信のためのアドレス指定方式に関する。
【０００２】
　優先権の主張
　本出願は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００８年８月２２日に出
願され、弁理士整理番号第０７２２９２Ｐ１号を付与された、同一出願人が所有する米国
特許仮出願第６１／０９１，０８３号の利益及び優先権を主張する。
【背景技術】
【０００３】
　通信ネットワークは、ネットワーク中のノードが所与のメッセージのソース及び宛先を
判断することを可能にするために、アドレス指定方式を採用することができる。例えば、
メッセージがあるノードから別のノードに送信されるとき、ネットワーク中のノードは、
メッセージに関連付けられた明示的または暗示的宛先アドレスに基づいて、メッセージを
どこにルーティングすべきかを判断することができる。さらに、メッセージを受信するノ
ードは、メッセージに関連付けられた明示的または暗示的ソース・アドレスに基づいて、
どのノードがメッセージを送信したのかを判断することができる。
【０００４】
　いくつかのネットワーク（例えば、回線交換ネットワーク）は明示的アドレス指定を使
用しないことがある。例えば、回線交換リンクは、（チャネルと呼ばれることがある）所
与のネットワーク・リンク上でのデータの転送がソース・ノード及び宛先ノードを暗示す
る、ポイント・ツー・ポイントとすることができる。そのようなチャネルは、個々のユー
ザに動的に割り当てることができる。例えば、セルラー・ネットワークでは、呼を確立す
るときに、基地局がチャネルを移動局に割り当てることができる。
【０００５】
　対照的に、パケット交換ネットワークでは、一意のネットワーク・アドレスを各ネット
ワーク・ノードに割り当てることができる。例えば、インターネットに結合された各ノー
ド（例えば、コンピュータ）に、一意のインターネット・プロトコル（「ＩＰ」）アドレ
スを割り当てることができる。したがって、インターネットを通してルーティングされる
データパケットは、ソース・ノードのソースＩＰアドレスと、宛先ノードの宛先ＩＰアド
レスとを含むことができる。
【０００６】
　単一のネットワーク・コーディネータによって、またはいくつかの接続されたネットワ
ーク・コーディネータによってネットワーク・アドレスを割り当てることができる。ノー
ドがネットワークに入るとき、ノードは、ネットワーク・アドレスを得るために、最初に
（１つまたは複数の）ネットワーク・コーディネータと通信することができる。（１つま
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たは複数の）ネットワーク・コーディネータの１つの仕事は、ネットワーク・アドレス割
当てがネットワーク上で一意であることを保証することとすることができる。
【０００７】
　ネットワーク・アドレスは、交渉を通して生成されることがある。そのような場合、ネ
ットワーク・コーディネータが使用されないことがある。代わりに、新しいノードがネッ
トワーク上に設置されるとき、ノードはそれ自体のネットワーク・アドレスを提案するこ
とができる。例えば、ノードは、そのアドレスをネットワーク中のすべてのノードにブロ
ードキャストすることができる。別のノードが偶然同じアドレスを使用している場合、所
与のノードによって使用されるネットワーク・アドレスがネットワーク中で一意であるよ
うに、ノード同士が交渉して競合を解決することができる。
【０００８】
　ノードはまた、アドレス指定目的で、製造業者指定のデバイス識別子（「ＩＤ」）を使
用することができる。そのようなデバイスＩＤは一意であることが保証され得る。しかし
ながら、実際問題として、デバイスＩＤはかなり長いことがある（例えば、８バイト）。
したがって、アドレス指定目的でデバイスＩＤを使用すると、特に比較的小さいパケット
（例えば、８バイト程度またはそれ以下）を送信するときに、大きいオーバーヘッドが生
じることがある。
【発明の概要】
【０００９】
　本開示の例示的な態様の概要について以下で説明する。本明細書における態様という用
語への言及は、本開示の１つまたは複数の態様を指すことがあることを理解されたい。
【００１０】
　本開示は、いくつかの態様では、ワイヤレス通信のためのアドレス指定方式に関する。
開示する方式は、例えば、ネットワーク・ノードのペアがソース・ノード（例えば、送信
機）から宛先ノード（例えば、受信機）にメッセージを送信するための１つまたは複数の
通信チャネルを定義することができる、ピア・ツー・ピア・ネットワークにおいて展開で
きる。ここで、各ネットワーク・ノードに、アドレス指定目的で使用できる長い一意識別
子（例えば、デバイス識別子）を割り当てることができる。
【００１１】
　本開示は、いくつかの態様では、宛先ノードに関連付けられた一意識別子に基づいて通
信チャネルを定義することに関する。例えば、チャネル収集コード（例えば、プリアンブ
ル・シーケンス）及び時間ホッピング・シーケンス等のチャネル・パラメータを、宛先ノ
ードに関連付けられた一意識別子（例えば、デバイス識別子）に基づいて導出することが
できる。このようにして、メッセージの予定された宛先が、メッセージが送信されるチャ
ネルによって暗示的に示される。言い換えれば、宛先ノード・アドレスとしてチャネライ
ゼーションが使用される。したがって、所与のチャネルにわたって送信されるメッセージ
は宛先アドレスを含む必要がないので、ネットワークにおけるメッセージ・オーバーヘッ
ドを低減することができる。
【００１２】
　本開示は、いくつかの態様では、メッセージのソースを識別するためにメッセージ中で
短い識別子を使用することに関する。ここで、宛先ノードがソース・ノードを一意に識別
することを可能にするように、短い識別子（例えば、ソース・ノード・アドレス）を定義
することができる。例えば、宛先ノードは、指定ノードに送信されるメッセージのために
ソース・ノードが使用すべき一意の短い識別子を割り当てることができる。したがって、
短い識別子は、上述のように、比較的長いことがあるグローバル一意アドレス（例えば、
デバイス識別子）である必要はない。したがって、ソース・ノードを識別するためにこれ
らの比較的短いアドレスを使用することによって、ネットワークにおける通信オーバーヘ
ッドを低減することができる。
【００１３】
　本開示は、いくつかの態様では、ソース・ノードと通信するために使用すべき１つまた
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は複数のパラメータを判断するために、メッセージ中で受信されたソース識別子（例えば
、短い識別子）を使用することに関する。例えば、宛先ノードは、応答チャネルを選択す
る（例えば、受信したメッセージへの応答をソース・ノードに送信するときに使用すべき
チャネル・パラメータを判断する）ために、ソース識別子をルックアップ・テーブルへの
インデックスとして使用することができる。この目的で、ソース識別子は、ソース・ノー
ドの長いアドレス（例えば、デバイス識別子）、ソース・ノードと通信するときに使用す
べきセキュリティキー、及び他の情報へのインデックスとして使用できる。また、ソース
識別子割当てにおけるエラーを識別し、そのようなエラーから回復するための対策が開示
される。
【００１４】
　いくつかの態様では、第１のノード（例えば、デバイス）がデータパケットを第２のノ
ード（例えば、デバイス）に送信し、その後、第２のノードが肯定応答パケットを第１の
ノードに送信するとき、開示するアドレス指定方式を採用することができる。したがって
、第１のノードは送信ノードであり、第２のノードは初期データパケット送信のための受
信ノードであると同時に、第２のノードは送信ノードであり、第１のノードは肯定応答パ
ケット送信のための受信ノードである。
【００１５】
　ここで、第２のノードは、第２のノードに対して一意である第１のノードのための短い
アドレスを割り当て、その短いアドレスを第１のノードに通信することができる。第１の
ノードは、同様に第２のノードのための短いアドレスを割り当て、その短いアドレスを第
２のノードに通信することができる。ある後の時点において、第１のノードは、第２のノ
ードによって割り当てられた短いアドレスを含んでいるパケットを第２のノードに送信す
る。そのようなパケットを受信すると、第２のノードは短いアドレスを使用して、肯定応
答パケットを送信するためのチャネルを選択することができる。この目的で、第２のノー
ドは、短いアドレスを使用して、ルックアップ・テーブルから１つまたは複数のチャネル
・パラメータを検索することができ、または第２のノードは、短いアドレスに基づいてル
ックアップ・テーブルから検索された長いアドレスを使用して、１つまたは複数のチャネ
ル・パラメータを導出することができる。第２のノードはまた、短いアドレスに基づいて
他のパラメータ（例えば、受信したパケットを復号するために使用されるセキュリティキ
ー）を記憶することができる。したがって、第１のノードは、第１のノードの長いアドレ
スに基づくチャネル上で肯定応答パケットを受信することになる。ここで、第１のノード
は、受信した肯定応答パケット中に含まれた短いアドレスに基づいて、肯定応答パケット
の送信機が第２のノードであったと判断することができる。
【００１６】
　本開示はまた、いくつかの態様では、ソース・ノードに関連付けられた一意識別子に基
づいて通信チャネルが定義されるアドレス指定方式に関する。例えば、チャネル収集コー
ド及び時間ホッピング・シーケンス等のチャネル・パラメータは、ソース・ノードに関連
付けられた一意識別子に基づいて導出できる。このようにして、メッセージのソースは、
メッセージが送信されるチャネルによって暗示的に示される。言い換えれば、ソース・ノ
ード・アドレスとしてチャネライゼーションが使用される。この場合、宛先ノードのため
に定義された短いアドレスを、送信メッセージ中に含めることができる。
【００１７】
　本開示のこれら及び他の例示的な態様について、以下の詳細な説明及び添付の特許請求
の範囲、ならびに添付の図面において説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】通信システムのノード間の例示的な通信を示す簡略ブロック図。
【図２Ａ】例示的なアドレス指定関連動作を示す簡略フローチャート。
【図２Ｂ】例示的なアドレス指定関連動作を示す簡略フローチャート。
【図２Ｃ】例示的なアドレス指定関連動作を示す簡略フローチャート。
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【図３】ノードのいくつかの例示的な構成要素の簡略ブロック図。
【図４】例示的なチャネル・パラメータ導出方式を示す簡略図。
【図５】例示的なチャネル・パラメータ導出方式を示す簡略図。
【図６】例示的なアドレス指定動作を示す簡略フローチャート。
【図７】通信構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図８】本明細書で教示する、アドレス指定方式をサポートするように構成された装置の
いくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図９】本明細書で教示する、アドレス指定方式をサポートするように構成された装置の
いくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１０】本明細書で教示する、アドレス指定方式をサポートするように構成された装置
のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１１】本明細書で教示する、アドレス指定方式をサポートするように構成された装置
のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　慣例により、図面中に示された様々な特徴は一定の縮尺で描かれていないことがある。
したがって、様々な特徴の寸法は、分かりやすいように任意に拡大または縮小されること
がある。さらに、図面のいくつかは、分かりやすいように簡略化されることがある。した
がって、図面は、所与の装置（例えば、デバイス）または方法の構成要素のすべてを示し
ているわけではない。最後に、明細書及び図の全体にわたって同じ特徴を示すために同じ
参照番号が使用されることがある。
【００２０】
　本開示の様々な態様について以下で説明する。本明細書の教示は多種多様な形態で実施
でき、本明細書で開示されている特定の構造、機能、またはその両方は代表的なものにす
ぎないことは明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示される態様は
他の態様とは独立に実装できること、及びこれらの態様のうちの２つ以上を様々な方法で
組み合わせることができることを、当業者なら諒解されたい。例えば、本明細書に記載の
態様をいくつ使用しても、装置を実現し、または方法を実施することができる。さらに、
本明細書に記載の態様のうちの１つまたは複数に加えて、あるいはそれら以外の他の構造
、機能、または構造及び機能を使用して、そのような装置を実現し、またはそのような方
法を実施することができる。さらに、態様は、請求項の少なくとも１つの要素を備えるこ
とができる。上記の一例として、いくつかの態様では、ワイヤレス通信の方法は、第１の
ノードにおいてメッセージを受信することであって、メッセージが、第２のノードの第２
のアドレスに関連付けられた第２のノードの第１のアドレスを備える、受信することと、
第１のノードにおいて第２のノードの第１のアドレスに基づいてチャネルを判断すること
であって、チャネルの少なくとも１つのパラメータが第２のノードの第２のアドレスから
導出される、判断することと、判断されたチャネルを介してメッセージに応答することと
を備えることができる。さらに、いくつかの態様では、本方法は、第１のノードにおいて
第１のアドレスを定義することと、メッセージの受信より前に第１のアドレスを第２のノ
ードに送信することとをさらに備える。
【００２１】
　図１に、ワイヤレス・ノード１０２が１つまたは複数の他のワイヤレス・ノード（例え
ば、ノード１０４及び１１８）と通信する、例示的な通信システム１００を示す。各ノー
ドは、本明細書で説明するアドレス指定方式のうちの１つまたは複数に関係する機能を与
えることができる構成要素を含む。例えば、ノード１０２及び１０４は、アドレス指定及
び／またはチャネライゼーションに関係する動作を実行するそれぞれのアドレス指定／チ
ャネライゼーション・プロセッサ１０６または１０８を含むとして示される。これらの動
作は、例えば、１つまたは複数のチャネル・パラメータを定義すること、チャネルにわた
って送信されるメッセージ（例えば、パケット）にアドレス指定を行うこと、受信パラメ
ータに基づいてチャネルを識別すること、受信したアドレス情報に基づいてソース・ノー
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ドを識別すること、及び他の動作を含むことができる。通信システム１００中の他のノー
ド（例えば、ノード１１８）は、ノード１０２及び１０４について本明細書で説明する機
能と同様の機能を含むことができることを諒解されたい。
【００２２】
　図１のノードによって使用される通信媒体は、論理チャネルまたは物理チャネルに分け
ることができる。いくつかの態様では、チャネルは、チャネル収集コード、時間ホッピン
グ・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、何らかの他のパラメータ、またはこれ
らのパラメータの何らかの組合せによって定義できる。
【００２３】
　いくつかの態様では、送信のための宛先ノードをアドレス指定する方法は、チャネライ
ゼーションに基づくことができる。例えば、宛先ノードと通信するためのチャネルを定義
するチャネル・パラメータは、宛先ノードの長い識別子（例えば、デバイス・アドレス）
に基づいて導出できる。シンボル１１０で表されるように、ノード１０２は、ノード１０
４の長いアドレスに基づいて定義されたチャネルを介して情報をノード１０４に送信する
ことができる。逆に、シンボル１１４で表されるように、ノード１０４は、ノード１０２
の長いアドレスに基づいて定義されたチャネルを介して情報をノード１０２に送信するこ
とができる。ノード１０２及び１０４はまた、情報を１つまたは複数の他のノード（例え
ば、ノード１１８）に、それらの他のノードの各々の長いアドレスに基づいて定義された
対応するチャネルを介して送信することができる。
【００２４】
　場合によっては、各アドレス指定／チャネライゼーション・プロセッサ１０６及び１０
８は、チャネルを定義するコード及び／またはシーケンスを生成するために長いアドレス
をシードとして使用する擬似乱数生成器を備える。したがって、ノード１０２はノード１
０４の長いアドレスを収集すると、ノード１０２は、ノード１０４の長いアドレスによっ
て識別された（例えば、それから導出された）チャネル上でパケットをノード１０４に送
信することができる。同様に、ノード１０４はノード１０２の長いアドレスを収集すると
、ノード１０４は、ノード１０２の長いアドレスによって識別された（例えば、それから
導出された）チャネル上でパケットをノード１０２に送信することができる。
【００２５】
　いくつかの態様では、ソース・ノードを識別するために短い識別子（例えば、短いアド
レス）を使用することができる。例えば、チャネライゼーション１１０を介して送信され
るパケット１１２は、ノード１０２のために定義された短いアドレスを（例えば、ヘッダ
中に）含むことができる。同様に、チャネライゼーション１１４を介して送信されるパケ
ット１１６は、ノード１０４のために定義された短いアドレスを含むことができる。ここ
で、ソース・ノードを識別するためにメッセージ中でソース・ノードの長いアドレスを使
用できるとしても、（例えば、長いアドレスが８バイトであり、パケットペイロードが４
バイトのみである場合、）この長いアドレスの使用は比較的大きいオーバーヘッドを生じ
ることがある。したがって、そのようなオーバーヘッドを回避するために、システム１０
０は、ソース・ノードを識別するために短いアドレス（例えば、１バイト）を使用するこ
とができる。
【００２６】
　ノード１０２及び１０４は、関連する長いアドレス及び短いアドレスに基づいて情報を
記憶するそれぞれのルックアップ・テーブル１２０または１２２を含むことができる。例
えば、各宛先ノードは、宛先ノードと通信することができるすべての考えられるソース・
ノードのためのルックアップ・テーブルを維持することができる。ここで、テーブルの所
与のエントリは、ソース・ノードの長いアドレス（例えば、デバイス識別子）、ソース・
ノードに割り当てられた短いアドレス（例えば、宛先ノードによって割り当てられた一意
の短いアドレス）、１つまたは複数のセキュリティキー、サービス品質（「ＱｏＳ」）ポ
リシー、デューティサイクル情報、または何らかの他の好適な情報など、所与のソース・
ノードに関する情報を含むことができる。例えば、データパケットをピア・ツー・ピア方
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式で暗号化、復号、及び認証することに関連して、セキュリティキーを使用することがで
きる。例えば、優先度及びリソース割振りを可能にするために、ＱｏＳポリシーを使用す
ることができる。例えば、効率的な送信のために２つのノード間でタイミングを整合させ
るために、デューティサイクル情報を使用することができる。
【００２７】
　宛先ノードがメッセージを受信したとき、宛先ノードは、メッセージ中に含まれる短い
ソース・アドレスを使用して、どのソース・ノードがメッセージを送信したのかを判断す
ることができる。特に、宛先ノードは、ルックアップ・テーブルへのインデックスとして
短いソース・アドレスを使用することができる。したがって、宛先ノードは、ソース・ノ
ードと通信するための１つまたは複数のパラメータを効率的に取得することができる。例
えば、宛先ノードは、ソース・ノードからのメッセージを復号するための１つまたは複数
のパラメータを収集することができる。さらにまたは代替として、宛先ノードは、メッセ
ージ（例えば、応答）をソース・ノードに送信するための１つまたは複数のパラメータ（
例えば、チャネル・パラメータ）を収集することができる。
【００２８】
　短いアドレスは、所与の時間期間の間、またはいくつかの条件が満たされる（または満
たされなくなる）まで、有効であると定義できる。場合によっては、短いアドレスは、接
続の時間期間の間有効である（例えば、短いアドレスは、別のノードとの接続の終了時に
満了する）。したがって、そのような場合、短いアドレスは、永遠に有効ではないことが
あり、パケットごとにのみ有効ではないことがある。また、本明細書で説明するように、
短いアドレスはノードペアごとに異なることができる。
【００２９】
　上記の例では、宛先ノードの長いアドレスはチャネルを識別するために使用され、短い
ソース識別子はソース・ノードを識別するために使用される。しかしながら、他の実装形
態では、メッセージは、ソース・ノードの長いアドレスによって識別されたチャネル上で
送信でき、メッセージの宛先は、メッセージ中に含まれる（例えば、ソース・ノードによ
って割り当てられた）短い宛先アドレスによって識別できる。そのような場合、ルックア
ップ・テーブルがソース・ノードにあるとすることができる。
【００３０】
　実際問題として、本明細書の教示は様々なタイプのワイヤレスネットワークに採用でき
る。例えば、図１のノードは、例えば、ピア・ツー・ピア・ネットワーク、メッシュネッ
トワーク、またはアドホックネットワークと呼ばれることがあるネットワークにおいて実
装できる。典型的には、そのようなネットワークは中央コーディネータを含むことができ
ない。むしろ、２つ以上の任意のネットワーク・ノード間で通信を確立することができる
。そのようなネットワークでは、ノードは頻繁に行き来する（またはオン及びオフにする
）ことができる。さらに、ネットワーク・ノードがスタンバイ・モードにあるとき、大部
分の時間、応答しないことがある。
【００３１】
　次に、例示的なアドレス指定動作について、図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃのフローチャ
ートに関連してより詳細に説明する。説明のために、図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃの動作
（または本明細書で論じるかまたは教示する他の動作）については、本明細書で説明する
構成要素の１つまたは複数（例えば、図１及び図３の構成要素）によって実行されるもの
として説明する。ただし、これらの動作は、他のタイプの構成要素によって実行でき、異
なる個数の構成要素を使用して実行できることを諒解されたい。また、本明細書で説明す
る動作の１つまたは複数は、所与の実装形態では採用されない場合があることを諒解され
たい。
【００３２】
　図２Ａのブロック２０２で表されるように、ノードは別のノードとペアになる（例えば
、別のノードに関連付ける）ことができる。便宜のために、これらのノードは、以下の説
明では、それぞれノード１０２及びノード１０４と呼ばれることがある。この動作に関連
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して、ノード１０２は、関連する長いアドレス（例えば、ノード１０２のデバイスＩＤ）
をノード１０４に送信することができ、ノード１０４は、関連する長いアドレス（例えば
、ノード１０４のデバイスＩＤ）をノード１０２に送信することができる。
【００３３】
　ブロック２０４において、ノード１０２のために短いアドレスを定義し、ノード１０４
のために短いアドレスを定義する。例えば、各ノードは、他方のノードのために短いアド
レスを定義することができる。
【００３４】
　いくつかの態様では、所与のノードのために定義された短いアドレスを、そのノードの
長いアドレスに関連付けることができる。場合によっては、ノード１０２は（例えば、ハ
ッシュ関数または何らかの他の機能を使用して）ノード１０４がノード１０２に送信した
長いアドレスに基づいて、ノード１０４のために短いアドレスを定義することができる。
同様に、ノード１０４は、ノード１０２がノード１０４に送信した長いアドレスに基づい
て、ノード１０２のために短いアドレスを定義することができる。次いで、各ノードは、
他方のノードのために定義した短いアドレスをその他方のノードに送信することができる
。場合によっては、（例えば、１バイトのサイズを有する）短いアドレスは、（例えば、
８バイトのサイズを有する）長いアドレスよりも実質的に小さいとすることができる。
【００３５】
　いくつかの態様では、これらの短いアドレスは、宛先ノードが、メッセージを宛先ノー
ドに送信したノードを識別するために使用できる。例えば、ノード１０２がメッセージを
ノード１０４に送信したとき、ノード１０２は、ノード１０２がノード１０４から受信し
た短いアドレスを、そのメッセージ中に含めることができる。したがって、ノード１０４
がその短いアドレスを含むメッセージをノード１０２から受信したとき、ノード１０４は
メッセージがノード１０２からであると判断することが可能になる。いくつかの態様では
、短いソースは、宛先ノードにおいてのみ一意であるとすることができる。例えば、異な
る宛先ノードが、いくつかのソース・ノードが使用すべき短いソース・アドレスを単方向
に割り当てることができるので、それらのソース・ノードは、これらの宛先ノードと通信
するときに同じ短いソース・アドレスを使用することができる。同様の理由で、所与のノ
ードは、異なる宛先ノードと通信するときに異なる短いソース・アドレスを使用すること
ができる。
【００３６】
　短いアドレスは様々な方法で定義できる。例えば、場合によっては、宛先ノードは、ソ
ース・ノードが使用すべき短いアドレスを単方向に指定することができる。場合によって
は、ソース・ノードと宛先ノードとは、所与の短いアドレスを定義するために協働する（
例えば、交渉する）ことができる。
【００３７】
　いくつかの実装形態では、２つのノードが初めて通信するとき、短いソース・アドレス
を割り当てることができる。例えば、ノード１０４がノード１０２に送信する第１のパケ
ットは、ノード１０２のための短いアドレスを割り当てるメッセージを搬送することがで
きる。同様の割当てが他方向に生じることがある。
【００３８】
　場合によっては、情報を送信するか、または送信すべき情報を処理するために使用され
る１つまたは複数のパラメータを短いアドレスに関連付けることができる。例えば、場合
によっては、ノード１０２は、送信すべき情報に対して実行される巡回冗長検査（「ＣＲ
Ｃ」）動作またはメッセージ完全性検査動作においてその長いアドレスを使用することが
ある。場合によっては、ノード１０２は、送信すべき情報を処理（例えば、暗号化、認証
など）するために暗号キーまたは他のセキュリティ情報を使用することがある。場合によ
っては、第１のノードは、情報の送信に対していくつかのサービス品質（ＱｏＳ）ポリシ
ーを適用することがある。場合によっては、第１のノードは、情報の送信に対していくつ
かのデューティサイクルパラメータを使用することがある。したがって、短いアドレスの
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転送に関連して、この情報を第２のノードに与えることがある（または第１ノードと第２
のノードとがこの情報を選択するために交渉することがある）。
【００３９】
　上述のように、各短いアドレスを使用して、ノードと通信するためのチャネルを判断す
る（例えば、１つまたは複数のチャネル・パラメータを導出する）ことができる。図４及
び図５は、チャネルをどのように判断することができるかについての異なる例について説
明する。いくつかの態様では、所与の実装形態は、図４の方式または図５の方式のいずれ
かを利用することができる。図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃのフローチャートで両方の方式
について説明する。
【００４０】
　図２Ａのブロック２０６Ａ及び２０８Ａを参照しながら、図４は、いくつかの態様では
、アドレス／パラメータ・プロセッサ４０２（例えば、パラメータ生成器４０６）が長い
アドレスに基づいて１つまたは複数のチャネル・パラメータを導出することができる（例
えば、ノード１０２は、ノード１０４の長いアドレスに基づいて（１つまたは複数の）チ
ャネル・パラメータを定義する）方式に関する。本明細書で説明するように、これは、例
えば、１つまたは複数のチャネル・パラメータを導出する擬似乱数生成器のためのシード
として長いアドレスを使用することに関連することがある。そのようなパラメータは、例
えば、収集及び／またはプリアンブル・シーケンス（例えば、タイミングを収集するため
に使用される６４ビットシーケンス）、時間ホッピング・シーケンスなどを含むことがで
きる。いくつかの実装形態では、これらのチャネル・パラメータはパルスベースの（例え
ば、超広帯域）システムに対応することができ、それによってシーケンスが１つまたは複
数のパルスパラメータ（例えば、位置、極性など）に対応する。
【００４１】
　図４では、アドレス／パラメータ・プロセッサ４０２（例えば、短いアドレス定義器４
０４）は、例えば、ブロック２０４において上記で説明したように長いアドレスに基づい
て短いアドレスを定義する動作を実行するように構成できる。例えば、ノード１０２は、
ノード１０４の長いアドレスに基づいて、ノード１０４のために短いアドレスを定義する
ことができる。
【００４２】
　短いアドレス及び（１つまたは複数の）チャネル・パラメータをテーブル４０８に記憶
する（ブロック２０８Ａ）。ここで、短いアドレスを、１つまたは複数のチャネル・パラ
メータ（例えば、プリアンブル・シーケンス及び時間ホッピング・シーケンス）、ならび
に随意に、他のパラメータ（例えば、セキュリティキー、ＱｏＳ情報など）のためのテー
ブル４０８へのインデックスとして定義することができる。
【００４３】
　テーブル４０８は、（例えば、所与のノードが異なるチャネルを介して異なるノードと
通信することができる場合に）異なる関連するノードについて情報の異なるセットを含む
ことができる。例えば、情報の１つのセット（例えば、テーブル４０８中の第１の情報行
）をノードＡに関連付けることができ、情報の別のセット（例えば、テーブル４０８中の
第２の情報行）をノードＣに関連付けることができる。
【００４４】
　図２Ａのブロック２０６Ｂ及び２０８Ｂを参照しながら、図５は、いくつかの態様では
、長いアドレスがテーブル５０６に記憶される方式に関する。例えば、ノード１０２は、
ノード１０４の長いアドレスをテーブル５０６に記憶することができる。
【００４５】
　図５では、アドレス・プロセッサ５０２（例えば、短いアドレス定義器５０４）は、ブ
ロック２０４において上記で説明したように長いアドレスに基づいて短いアドレスを定義
する動作を実行するように構成できる。例えば、ノード１０２は、ノード１０４の長いア
ドレスに基づいて、ノード１０４のために短いアドレスを定義することができる。
【００４６】
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　短いアドレスも、テーブル５０６に記憶できる。ここで、短いアドレスを、長いアドレ
ス、及び随意に、他のパラメータ（例えば、セキュリティキー、ＱｏＳ情報など）のため
のテーブル５０６へのインデックスとして定義することができる。テーブル５０６は、異
なる関連するノードについて情報の異なるセットを含むことができる。例えば、情報の１
つのセット（例えば、テーブル５０６中の１つの行）をノードＡに関連付けることができ
、情報の別のセット（例えば、テーブル５０６中の別の行）をノードＣに関連付けること
ができる。
【００４７】
　図２Ｂのブロック２１０で表されるように、ある時点において、メッセージ（例えば、
パケット）が第１のノード（例えば、ノード１０２）から第２のノード（例えば、ノード
１０４）に送信される。
【００４８】
　ブロック２１２において、第１のノードは、メッセージを送信するために使用すべきチ
ャネル（例えば、１つまたは複数のチャネル・パラメータ）を判断する。いくつかの態様
では、この判断は、第２のノードの短いアドレスに基づくことができる。例えば、図４の
方式（ブロック２１２の左部分）では、第１のノードは、短いアドレスをテーブル４０８
へのインデックスとして使用して、テーブル４０８に記憶されたチャネル・パラメータを
取得することができる。
【００４９】
　逆に、図５の方式（ブロック２１２の右部分）では、第１のノードは、短いアドレスを
テーブル５０６へのインデックスとして使用して、テーブル５０６に記憶された第２のノ
ードのための長いアドレスを取得することができる。次いで、パラメータ生成器５０８は
、長いアドレスに基づいて（１つまたは複数の）チャネル・パラメータを生成することが
できる。例えば、パラメータ生成器５０８は、上述の擬似乱数生成プロセスまたは何らか
の他のプロセスのためのシードとして長いアドレスを使用することができる。
【００５０】
　ブロック２１４において、第１のノードは、判断されたチャネルを介してメッセージを
送信する。例えば、メッセージは、第２のノードの長いアドレスに基づいて定義されたチ
ャネル収集コードと時間ホッピング・シーケンスとを使用して送信できる。さらに、メッ
セージは、第１のノードの短いアドレス（例えば、ブロック２０４において第２のノード
によって第１のノードのために定義された短いアドレス）を含むことができる。
【００５１】
　図２Ｃのブロック２１６において、第２のノードは、（ブロック２１２及び２１４にお
いて）第２のノードの長いアドレスに基づいて定義されたチャネルを介してメッセージを
受信する。ここで、第２のノードは、第２のノードの長いアドレスに基づいて定義された
チャネル収集コードと時間ホッピング・シーケンス（または任意の他の好適なパラメータ
）とを使用して送信されたメッセージを（例えば、規則的に）監視することができる。そ
のようなメッセージを受信する場合、第２のノードはメッセージ中に含まれる短いアドレ
スに基づいてメッセージの送信者（例えば、第１のノード）を識別することができる。
【００５２】
　いくつかの実装形態では、第２のノードは短いアドレスを使用して、メッセージによっ
て受信された情報を処理するために使用できるルックアップ・テーブル（例えば、テーブ
ル４０８または５０６）中の情報をルックアップすることができる。例えば、第２のノー
ドは、短いアドレスを使用してテーブルに記憶された暗号キーまたは他のセキュリティ情
報をルックアップし、次いで、受信情報の暗号処理（例えば、復号、認証など）のために
その情報を使用することができる。場合によっては、第２のノードは、短いアドレスを使
用してテーブルに記憶されたＱｏＳ情報をルックアップし、次いで、情報を受信及び／ま
たは受信情報を処理するためにその情報を使用することができる。場合によっては、第２
のノードは、短いアドレスを使用して、テーブルに記憶されたデューティサイクル情報を
ルックアップし、次いで、情報を受信及び／または受信情報を処理するためにその情報を
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使用することができる。
【００５３】
　場合によっては、第２のノードは、ルックアップ・テーブルから第１のノードの長いア
ドレスを検索し、受信情報を検証するために、ＣＲＣ動作またはメッセージ完全性検査動
作において長いアドレスを使用することができる。例えば、所与のソース・アドレスをソ
ース・ノード及び宛先ノード上で別々に維持することができるので、これらのノードにお
いて維持された情報の間で不一致が起こる可能性がある。第２のノードがそのような不一
致を発見することを可能にするために、第１のノードは、パケットのＣＲＣコードまたは
何らかの他の完全性値を生成するためにその長いアドレスを使用することができる。した
がって、第２のノードは、受信したパケットに対してＣＲＣ検査または他の完全性検査を
実行するために第１のノードの長いアドレスを使用するように構成できる。場合によって
は、不一致エラーにより、パケットが絶えずドロップされることがある。そのような場合
、２つのノードは、エラーから回復するために短いソース・アドレスを再割り当てするこ
とができる。場合によっては、第２のノードは、検証が失敗した場合、受信したメッセー
ジに応答しないことを選択することができる（例えば、応答が送信されない）。
【００５４】
　ブロック２１８で表されるように、場合によっては、第２のノードは応答（例えば、肯
定応答）を第１のノードに送信することがある。その場合、動作フローはブロック２２０
に進む。他の場合、動作フローはブロック２２６に進み、それによって、ノードは他の動
作（例えば、１つまたは複数のチャネル上でさらなるメッセージを監視すること）を実行
する。
【００５５】
　ブロック２２０において、第２のノードは、第１のノードに応答するために使用すべき
チャネル（例えば、１つまたは複数のチャネル・パラメータ）を判断する。上述したこと
と同様にして、第２のノードは、ブロック２１６において第１のノードからのメッセージ
中で受信された短いアドレスを、ルックアップ・テーブルへのインデックスとして使用し
て、（１つまたは複数の）チャネル・パラメータを取得することができる（例えば、ブロ
ック２２０の左部分によって参照される図４の方式）。代替的に、第２のノードはこの短
いアドレスを使用して、テーブルから第１のノードの長いアドレスを取得し、長いアドレ
スから（１つまたは複数の）チャネル・パラメータを導出することができる（例えば、ブ
ロック２２０の右部分によって参照される図５の方式）。
【００５６】
　ブロック２２２において、第２のノードは判断されたチャネルを介してメッセージを送
信する。この場合、メッセージは、第２のノードの短いアドレス（例えば、ブロック２０
４において第１のノードによって第２のノードのために定義された短いアドレス）を含む
ことができる。
【００５７】
　ブロック２２４において、第１のノードは、（ブロック２２０及び２２２において）第
１のノードの長いアドレスに基づいて定義されたチャネルを介してメッセージを受信する
。したがって、第１のノードは、例えば、メッセージの送信者（例えば、第２のノード）
を識別すること、メッセージ中に含まれる短いアドレスに基づいて受信情報を検証するこ
となど、ブロック２１６～２１８と同様の動作を実行することができる。
【００５８】
　図３に、本明細書で説明するアドレス指定動作（例えば、ソース・ノード動作及び／ま
たは宛先ノード動作）に関係する機能を与えることができる構成要素を含むノード３００
（例えば、装置）の例示的な態様を示す。例えば、ノード３００は、他のノードと通信す
るためのトランシーバ３１８を含む。トランシーバ３１８は、信号（例えば、メッセージ
）を送信するための送信機３２０と、信号を受信するための受信機３２２とを含む。ノー
ド３００は、他のノードとの通信を管理（例えば、メッセージを生成及び処理）し、本明
細書で教示する他の関係する機能を与えるための通信プロセッサ３０２を含む。ノード３
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００は、アドレス情報（例えば、長いアドレス及び短いアドレス）を管理（例えば、アド
レス情報間の関連付けを定義及び記録）し、本明細書で教示する他の関係する機能を与え
るためのアドレス指定コントローラ３１２を含む。いくつかの態様では、アドレス指定コ
ントローラ３１２は、本明細書で説明するアドレス指定／チャネライゼーション・プロセ
ッサ（例えば、プロセッサ１０６）、アドレス／パラメータ・プロセッサ４０２、または
アドレス・プロセッサ５０２のうちの少なくとも１つの機能の少なくとも一部分を与える
ことができる。ノード３００は、１つまたは複数のチャネル（例えば、チャネル収集コー
ド、プリアンブル・シーケンス、時間ホッピング・シーケンス、周波数ホッピング・シー
ケンス、パルス繰返し周波数、パルスオフセット等のパラメータチャネル）を判断し、本
明細書で教示する他の関係する機能を与えるためのチャネル判断器３１４を含む。いくつ
かの態様では、チャネル判断器３１４は、本明細書で説明するアドレス指定／チャネライ
ゼーション・プロセッサ（例えば、プロセッサ１０６）、パラメータ生成器４０６、また
はパラメータ生成器５０８のうちの少なくとも１つの機能の一部または全部を与えること
ができる。ノード３００は、好適なデータメモリ中に維持されたアドレス／パラメータ・
テーブル（例えば、テーブル４０８及び／または５０６）を含む。ノード３００はまた、
別のノードに送信すべき、または別のノードから受信した情報を処理することができるデ
ータ・プロセッサ３０４を含む。この処理は、例えば、（例えば、検証構成要素３０６に
よる）検証動作、（例えば、セキュリティ・プロセッサ構成要素３０８による）暗号化、
復号、認証等のセキュリティ処理動作、及び（例えば、ＱｏＳプロセッサ３１０による）
サービス品質関連動作を含むことができる。いくつかの態様では、データ・プロセッサ３
０４は、これら及び他のデータ処理動作のために使用される情報を取得する（例えば、短
いアドレスに基づいて情報を判断する）ためにテーブル３１６にアクセスするように構成
できる。
【００５９】
　本明細書の教示は、様々なタイプのアドレス指定方式に適用可能であることを諒解され
たい。例えば、図６は、チャネルがソース・ノードの長いアドレスに基づいて定義される
例示的な動作について説明する。これらの動作に関連して、ノードは、チャネライゼーシ
ョン動作、テーブルルックアップ動作、アドレス生成動作、データ処理（例えば、検証）
動作、及びいくつかの態様では図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃに関連して上述した動作と同
様とすることができる他の動作を実行することができる。この場合、ブロック６０２にお
いて、デバイスは、ブロック２０２において上述したことと同様にして他のデバイスとペ
アになり、アドレス情報を交換する。さらに、ブロック６０４において、ノードごとに短
いアドレスを定義する。例えば、各ノードは、他方のノードのために短いアドレスを定義
し、それを他方のノードに送信することができ、またはノードは、短いアドレスを定義す
るために何らかの他の方法で協働することができる。この場合、短いアドレスは、図２Ａ
、図２Ｂ、及び図２Ｃにおいて上述したようにソース・アドレスではなく宛先アドレスに
対応することができる。ここで、短いアドレスは、所与の宛先ノードが一意に識別される
ことを可能にするように定義され得る。ブロック６０６において、ある後の時点において
、第１のノードは、第１のノードの長いアドレスによって定義されたチャネルを介して第
２のノードの短いアドレスを含むメッセージを第２のノードに送信する。ここで、ルック
アップ・テーブルを使用して、本明細書で説明することと同様にして（例えば、ソースの
短いアドレスに基づいて）チャネル・パラメータを取得することができる。ブロック６０
８において、第２のノードは、メッセージ中に含まれる短いアドレス（例えば、短い宛先
アドレス）に基づいて、メッセージの予定受信者であると判断する。ブロック６１０にお
いて、第２のノードは、第２のノードの長いアドレスによって定義されたチャネルを介し
て第１のノードの短いアドレスを含む応答を第１のノードに送信する。再び、ルックアッ
プ・テーブルを使用してチャネル・パラメータを取得することができる。ブロック６１２
において、上述したことと同様にして、第１のノードは、応答中に含まれる短いアドレス
に基づいて、応答の予定受信者であるかどうかを判断する。
【００６０】
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　本明細書の教示は、少なくとも１つの他のデバイスと通信するための様々な構成要素を
採用するデバイスに組み込むことができる。図７に、デバイス間の通信を可能にするため
に採用されるいくつかの例示的な構成要素を示す。ここで、第１のデバイス７０２及び第
２のデバイス７０４は、好適な媒体上のワイヤレス通信リンク７０６を介して通信するよ
うに適合される。
【００６１】
　最初に、デバイス７０２からデバイス７０４へ（例えば、逆方向リンク）の情報の送信
に関与する構成要素について論じる。送信（「ＴＸ」）データ・プロセッサ７０８は、デ
ータ・バッファ７１０または何らかの他の好適な構成要素からトラフィックデータ（例え
ば、データパケット）を受信する。送信データ・プロセッサ７０８は、選択された符号化
及び変調方式に基づいて各データパケットを処理（例えば、符号化、インターリーブ、及
びシンボルマッピング）し、データ・シンボルを与える。一般に、データ・シンボルはデ
ータの変調シンボルであり、パイロット・シンボルは（アプリオリに知られる）パイロッ
トの変調シンボルである。変調器７１２は、データ・シンボル、パイロット・シンボル、
場合によっては逆方向リンクのためのシグナリングを受信し、変調（例えば、ＯＦＤＭま
たは何らかの他の好適な変調）及び／またはシステムによって指定された他の処理を実行
し、出力チップ・ストリームを与える。送信機（「ＴＭＴＲ」）７１４は、出力チップ・
ストリームを処理（例えば、アナログに変換、フィルタリング、増幅、及び周波数アップ
コンバート）し、変調信号を生成し、これが次いでアンテナ７１６から送信される。
【００６２】
　（デバイス７０４と通信中の他のデバイスからの信号とともに）デバイス７０２によっ
て送信される変調信号は、デバイス７０４のアンテナ７１８によって受信される。受信機
（「ＲＣＶＲ」）７２０は、アンテナ７１８からの受信信号を処理（例えば、調整及びデ
ジタル化）し、受信サンプルを与える。復調器（「ＤＥＭＯＤ」）７２２は、受信サンプ
ルを処理（例えば、復調及び検出）し、（１つまたは複数の）他のデバイスによってデバ
イス７０４に送信されたデータ・シンボルのノイズの多い推定値である場合がある検出デ
ータ・シンボルを与える。受信（「ＲＸ」）データ・プロセッサ７２４は、検出データ・
シンボルを処理（例えば、シンボル・デマッピング、デインターリーブ、及び復号）し、
各送信デバイス（例えば、デバイス７０２）に関連付けられた復号データを与える。
【００６３】
　次に、デバイス７０４からデバイス７０２へ（例えば、順方向リンク）の情報の送信に
関与する構成要素について論じる。デバイス７０４において、トラフィックデータが送信
（「ＴＸ」）データ・プロセッサ７２６によって処理されて、データ・シンボルが生成さ
れる。変調器７２８は、データ・シンボル、パイロット・シンボル及び順方向リンクのた
めのシグナリングを受信し、変調（例えば、ＯＦＤＭまたは何らかの他の好適な変調）及
び／または他の適切な処理を実行し、出力チップ・ストリームを与え、これがさらに送信
機（「ＴＭＴＲ」）７３０によって調整され、アンテナ７１８から送信される。いくつか
の実装形態では、順方向リンクのためのシグナリングは、逆方向リンク上でデバイス７０
４に送信するすべてのデバイス（例えば、端末）のために、コントローラ７３２によって
生成される電力制御コマンド及び（例えば、通信チャネルに関する）他の情報を含む。
【００６４】
　デバイス７０２において、デバイス７０４によって送信された変調信号が、アンテナ７
１６によって受信され、受信機（「ＲＣＶＲ」）７３４によって調整及びデジタル化され
、復調器（「ＤＥＭＯＤ」）７３６によって処理されて、検出データ・シンボルが得られ
る。受信（「ＲＸ」）データ・プロセッサ７３８は、検出データ・シンボルを処理し、デ
バイス７０２のための復号データ及び順方向リンク・シグナリングを与える。コントロー
ラ７４０は、電力制御コマンド及び他の情報を受信して、データ送信を制御し、デバイス
７０４への逆方向リンク上の送信電力を制御する。
【００６５】
　コントローラ７４０及び７３２は、それぞれデバイス７０２及びデバイス７０４の様々
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な動作を指示する。例えば、コントローラは、フィルタについての情報を報告して適切な
フィルタを決定し、フィルタを使用して情報を復号することができる。データメモリ７４
２及び７４４は、それぞれコントローラ７４０及び７３２によって使用されるプログラム
コード及びデータを記憶することができる。
【００６６】
　図７はまた、通信構成要素が、本明細書で教示するレンジング動作を実行する１つまた
は複数の構成要素を含むことができることを示す。例えば、アドレス／チャネル制御構成
要素７４６は、コントローラ７４０及び／またはデバイス７０２の他の構成要素と協働し
て、別のデバイス（例えば、デバイス７０４）に／から信号を送信／受信することができ
る。同様に、アドレス／チャネル構成要素７４８は、コントローラ７３２及び／またはデ
バイス７０４の他の構成要素と協働して、別のデバイス（例えば、デバイス７０２）に／
から信号を送信／受信することができる。各デバイス７０２及び７０４について、記載の
構成要素の２つ以上の機能が単一の構成要素によって提供できることを諒解されたい。例
えば、単一の処理構成要素がアドレス／チャネル制御構成要素７４６及びコントローラ７
４０の機能を提供し、単一の処理構成要素がアドレス／チャネル制御構成要素７４８及び
コントローラ７３２の機能を提供することができる。
【００６７】
　ワイヤレス・デバイスは、ワイヤレス・デバイスで送信または受信される信号（例えば
、メッセージ）に基づいて機能を実行する様々な構成要素を含むができる。例えば、ワイ
ヤレスヘッドセットは、受信機を介して受信されたメッセージ（例えば、応答）に基づい
てオーディオ出力を与えるように適合されたトランスデューサを含むことができる。ワイ
ヤレスウォッチは、受信機を介して受信されたメッセージ（例えば、応答）に基づいて指
示を与えるように適合されたユーザインターフェースを含むことができる。ワイヤレス感
知デバイスは、（例えば、メッセージ／応答において）送信機によって送信すべきデータ
を与えるように適合されたセンサを含むことができる。
【００６８】
　ワイヤレス・デバイスは、好適なワイヤレス通信技術に基づくあるいはサポートする１
つまたは複数のワイヤレス通信リンクを介して通信することができる。例えば、いくつか
の態様では、ワイヤレス・デバイスはネットワークに関連することができる。いくつかの
態様では、ネットワークは、超広帯域技術または何らかの他の好適な技術を使用して実装
された、（例えば、３０メートル程度のワイヤレス・カバレージ・エリアをサポートする
）パーソナル・エリア・ネットワーク、または（例えば、１０メートル程度のワイヤレス
・カバレージ・エリアをサポートする）ボディ・エリア・ネットワークを備えることがで
きる。いくつかの態様では、ネットワークはローカルエリア・ネットワークまたはワイド
エリア・ネットワークを備えることができる。ワイヤレス・デバイスは、例えば、ＣＤＭ
Ａ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ、ＯＦＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉなど、１つまたは複数の
様々なワイヤレス通信技術、プロトコル、または標準をサポートあるいは使用することが
できる。同様に、ワイヤレス・デバイスは１つまたは複数の様々な対応する変調方式また
は多重化方式をサポートあるいは使用することができる。したがって、ワイヤレス・デバ
イスは、上記または他のワイヤレス通信技術を使用して１つまたは複数のワイヤレス通信
リンクを確立し、それを介して通信するために適切な構成要素（例えば、エアインターフ
ェース）を含む。例えば、デバイスは、ワイヤレス媒体による通信を可能にする様々な構
成要素（例えば、信号生成器及び信号プロセッサ）を含むことができる関連する送信機構
成要素及び受信機構成要素（例えば、送信機３２０及び受信機３２２）をもつワイヤレス
トランシーバを備えることができる。
【００６９】
　いくつかの態様では、ワイヤレス・デバイスは、インパルス・ベースのワイヤレス通信
リンクを介して通信することができる。例えば、インパルス・ベースのワイヤレス通信リ
ンクは、比較的短い長さ（例えば、数ナノ秒程度以下）及び比較的広い帯域幅を有する超
広帯域パルスを利用することができる。いくつかの態様では、超広帯域パルスを、２０％
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程度もしくはそれ以上の比帯域幅を有する、及び／または５００ＭＨｚ程度もしくはそれ
以上の帯域幅を有することができる。
【００７０】
　本明細書の教示は、様々な装置（例えば、デバイス）に組み込む（例えば、装置内に実
装する、または装置によって実行する）ことができる。例えば、本明細書で教示する１つ
または複数の態様は、電話（例えば、セルラー電話）、携帯情報端末（「ＰＤＡ」）、娯
楽デバイス（例えば、音楽またはビデオデバイス）、ヘッドセット（例えば、ヘッドフォ
ン、イヤピースなど）、マイクロフォン、医療感知デバイス（例えば、生体センサ、心拍
数モニタ、歩数計、ＥＫＧデバイス、スマート・バンデージなど）、ユーザ入出力デバイ
ス（例えば、ウォッチ、遠隔制御装置、照明スイッチ、キーボード、マウスなど）、環境
感知デバイス（例えば、タイヤ空気圧モニタ）、医療または環境感知デバイスからデータ
を受信することができるモニタ、コンピュータ、ポイント・オブ・セール・デバイス、娯
楽デバイス、補聴器、セットトップボックス、または他の好適なデバイスに組み込むこと
ができる。
【００７１】
　これらのデバイスは、異なる電力及びデータ要件を有することができる。いくつかの態
様では、本明細書の教示は、（例えば、インパルス・ベースのシグナリング方式及び低デ
ューティサイクルモードを使用して）低電力適用例で使用するように適用でき、（例えば
、高帯域パルスを使用して）比較的高いデータレートを含む様々なデータレートをサポー
トすることができる。
【００７２】
　いくつかの態様では、ワイヤレス・デバイスは、通信システムのためのアクセス・デバ
イス（例えば、アクセスポイント）を備えることができる。そのようなアクセス・デバイ
スは、例えば、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介して別のネットワーク（例え
ば、インターネットまたはセルラー・ネットワークなどワイドエリア・ネットワーク）へ
の接続性を提供することができる。したがって、アクセス・デバイスは、別のデバイス（
例えば、ワイヤレス局）が他のネットワークまたは何らかの他の機能にアクセスできるよ
うにすることができる。さらに、一方または両方のデバイスはポータブルでも、場合によ
っては比較的非ポータブルでもよいことを諒解されたい。また、ワイヤレス・デバイスは
、適切な通信インターフェースを介して非ワイヤレスの方式で（例えば、ワイヤード接続
を介して）情報を送信及び／または受信することもできることを諒解されたい。
【００７３】
　本明細書で説明する構成要素は、様々な方法で実装できる。図８～図１１を参照すると
、装置８００、９００、１０００、及び１１００が、例えば、１つまたは複数の集積回路
（例えば、ＡＳＩＣ）によって実装される機能を表す、または本明細書で教示する何らか
の他の方法で実装できる一連の相互に関係する機能ブロックとして表されている。本明細
書で説明するように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の構成要素、またはそ
れらの何らかの組合せを含むことができる。
【００７４】
　装置８００、９００、１０００、及び１１００は、様々な図に関して上述した１つまた
は複数の機能を実行することができる１つまたは複数のモジュールを含むことができる。
例えば、受信用ＡＳＩＣ８０２は、例えば、本明細書で論じる受信機に対応することがで
きる。チャネルを判断するためのＡＳＩＣ８０４は、例えば、本明細書で論じるチャネル
判断器に対応することができる。応答用ＡＳＩＣ８０６は、例えば、本明細書で論じる送
信機に対応することができる。第１のアドレスを定義するためのＡＳＩＣ８０８は、例え
ば、本明細書で論じるアドレス指定コントローラに対応することができる。第１のアドレ
スに基づいて判断するためのＡＳＩＣ８１０は、例えば、本明細書で論じるデータ・プロ
セッサに対応することができる。検証用ＡＳＩＣ８１２は、例えば、本明細書で論じる検
証器に対応することができる。送信用ＡＳＩＣ９０２は、例えば、本明細書で論じる送信
機及び／または通信プロセッサに対応することができる。受信用ＡＳＩＣ９０４は、例え
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ば、本明細書で論じる受信機に対応することができる。第２のアドレスに基づいて判断す
るためのＡＳＩＣ９０６は、例えば、本明細書で論じるデータ・プロセッサに対応するこ
とができる。検証動作を実行するためのＡＳＩＣ９０８は、例えば、本明細書で論じる検
証器に対応することができる。送信用ＡＳＩＣ１００２は、例えば、本明細書で論じる送
信機及び／または通信プロセッサに対応することができる。受信用ＡＳＩＣ１００４は、
例えば、本明細書で論じる受信機に対応することができる。第１のアドレスを定義するた
めのＡＳＩＣ１００６は、例えば、本明細書で論じるアドレス指定コントローラに対応す
ることができる。少なくとも１つのパラメータを導出するためのＡＳＩＣ１００８は、例
えば、本明細書で論じるチャネル判断器に対応することができる。受信用ＡＳＩＣ１１０
２は、例えば、本明細書で論じる受信機に対応することができる。チャネルを判断するた
めのＡＳＩＣ１１０４は、例えば、本明細書で論じるチャネル判断器に対応することがで
きる。応答用ＡＳＩＣ１１０６は、例えば、本明細書で論じる送信機に対応することがで
きる。
【００７５】
　上記のように、いくつかの態様では、これらの構成要素は、適切なプロセッサ構成要素
により実装できる。これらのプロセッサ構成要素は、いくつかの態様では、少なくとも部
分的には本明細書で教示する構造を使用して実装できる。いくつかの態様では、プロセッ
サは、これらの構成要素のうちの１つまたは複数の機能の一部もしくはすべてを実装する
ように適応できる。いくつかの態様では、破線の囲みによって表される１つまたは複数の
構成要素は任意選択である。
【００７６】
　上記のように、装置８００、９００、１０００、及び１１００は、１つまたは複数の集
積回路を備えることができる。例えば、いくつかの態様では、単一の集積回路は、示され
た構成要素のうちの１つまたは複数の機能を実装することができ、一方、他の態様では、
２つ以上の集積回路は、示された構成要素のうちの１つまたは複数の機能を実装すること
ができる。
【００７７】
　さらに、図８～図１１で表される構成要素及び機能ならびに本明細書で説明する他の構
成要素及び機能は任意の好適な手段を使用して実装できる。そのような手段は、少なくと
も部分的には本明細書で教示する対応する構造を使用して実装することもできる。例えば
、図８～図１１の「ＡＳＩＣ」構成要素に関連して上述した構成要素はまた、同様に指定
された「手段」機能に対応することができる。したがって、いくつかの態様では、１つま
たは複数のそのような手段は、本明細書で教示する１つまたは複数のプロセッサ構成要素
、集積回路、または他の好適な構造を使用して実装できる。
【００７８】
　また、本明細書における「第１」、「第２」等の名称を使用した要素への言及は、それ
らの要素の数量または順序を概括的に限定するものでないことを理解されたい。むしろ、
これらの名称は、本明細書において２つ以上の要素またはある要素の複数の例を区別する
便利な方法として使用できる。したがって、第１及び第２の要素への言及は、そこで２つ
の要素のみが採用できること、または第１の要素が何らかの方法で第２の要素に先行しな
ければならないことを意味するものではない。また、別段の規定がない限り、要素のセッ
トは１つまたは複数の要素を備えることがある。さらに、明細書または特許請求の範囲に
おいて使用される「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」という形式の用語は、「
ＡまたはＢまたはＣ、あるいはそれらの任意の組合せ」を意味する。
【００７９】
　情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のいずれかを使用して表すことができること
を、当業者は理解されよう。例えば、上記の説明全体にわたって言及されるデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁界
または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表すこと
ができる。
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【００８０】
　さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュール、プロセッサ、手段、回路、及びアルゴリズム・ステップのいずれかは、電子ハ
ードウェア（例えば、ソースコーディングまたは何らかの他の技法を使用して設計できる
、デジタル実装形態、アナログ実装形態、またはそれら２つの組合せ）、命令を組み込ん
だ様々な形態のプログラムまたは設計コード（便宜上、本明細書では「ソフトウェア」ま
たは「ソフトウェアモジュール」と呼ぶことがある）、あるいは両方の組合せとして実装
できることを当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に
示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップを、
上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実
装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例及び全体的なシステムに課さ
れる設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実
装することができるが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるもの
と解釈すべきではない。
【００８１】
　本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール及
び回路は、集積回路（「ＩＣ」）、アクセス端末、またはアクセスポイント内に実装でき
るか、またはそれらによって実行できる。ＩＣは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくは
トランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、電子的構成要素、光学的構成要素、機械
的構成要素、または本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の
組合せを備えることができ、ＩＣの内部に、ＩＣの外側に、またはその両方に常駐するコ
ードまたは命令を実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとするこ
とができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マ
イクロコントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサは、コンピューテ
ィングデバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイ
クロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは
任意の他のそのような構成として実装することもできる。
【００８２】
　開示されたプロセス中のステップの特定の順序または階層は例示的な手法の一例である
ことを理解されたい。設計の選好に基づいて、プロセス中のステップの特定の順序または
階層は本開示の範囲内のまま再構成できることを理解されたい。添付の方法クレームは、
様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序また
は階層に限定されるものではない。
【００８３】
　本明細書で開示する態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接
ハードウェアで実施するか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実
施するか、またはその２つの組合せで実施することができる。ソフトウェアモジュール（
例えば、実行可能命令及び関連するデータを含む）及び他のデータは、ＲＡＭメモリ、フ
ラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハ
ードディスク、リムーバブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られてい
る他の形態のコンピュータ可読記憶媒体など、データメモリ中に常駐することができる。
プロセッサが記憶媒体から情報（例えばコード）を読み取り、情報を記憶媒体に書き込む
ことができるように、例示的な記憶媒体を、例えばコンピュータ／プロセッサ（便宜上、
本明細書では「プロセッサ」と呼ぶことがある）等のマシンに結合することができる。例
示的な記憶媒体はプロセッサと一体とすることができる。プロセッサ及び記憶媒体はＡＳ
ＩＣ中に常駐することができる。ＡＳＩＣはユーザ機器中に常駐することができる。代替
として、プロセッサ及び記憶媒体はユーザ機器中の個別部品として常駐することができる
。さらに、いくつかの態様では、好適なコンピュータプログラム製品は、本開示の態様の
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うちの１つまたは複数に関するコードを備える（例えば、少なくとも１つのコンピュータ
によって実行可能なコードで符号化された）コンピュータ可読媒体を備えることができる
。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージ材料を備えることがで
きる。
【００８４】
　開示された態様の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるようにするた
めに提供されるものである。これらの態様への様々な変更は当業者にはすぐに明らかにな
り、本明細書で定義された包括的な原理は本開示の範囲から逸脱することなく他の態様に
適用できる。したがって、本開示は、本明細書で示した態様に限定されるものではなく、
本明細書で開示した原理及び新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである
。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　[１]　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のノードにおいてメッセージを受信することであって、前記メッセージが、第２の
ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記第２のノードの第１のアドレスを備える、
受信することと、
　前記第１のノードにおいて前記第２のノードの前記第１のアドレスに基づいてチャネル
を判断することであって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のノー
ドの前記第２のアドレスから導出される、判断することと、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答することと、
　を備える方法。
　　[２]　前記第１のノードにおいて前記第１のアドレスを定義することと、
　前記第１のノードにおいて前記第１のアドレスと前記第２のアドレスとの間の前記関連
付けを記録することと、
　前記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記第２のノードに送信する
ことと、
　をさらに備える[１]に記載の方法。
　　[３]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[１]に記載の方法。
　　[４]　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第２のノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備え
る[３]に記載の方法。
　　[５]　前記チャネルの前記判断が、
　前記第１のアドレスに基づいて前記第２のアドレスを判断することと、
　前記判断された第２のアドレスから前記チャネルの前記少なくとも１つのパラメータを
導出することと、
　を備える[１]に記載の方法。
　　[６]　前記少なくとも１つのパラメータが前記第１のノードにおいてデータメモリに
記憶され、
　前記チャネルの前記判断が、前記データメモリ中の前記少なくとも１つのパラメータへ
のインデックスとして前記第１のアドレスを使用することを備える[１]に記載の方法。
　　[７]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラメ
ータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアドレ
スを使用することを備える[１]に記載の方法。
　　[８]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング・
シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なく
とも１つを備える[１]に記載の方法。
　　[９]　前記第１のアドレスに基づいて、前記第２のノードから受信した情報の暗号処
理のための暗号キー、前記第２のノードとの通信に関連付けられたサービス品質ポリシー
、または前記第２のノードとの通信に関連付けられたデューティサイクル情報のうちの少
なくとも１つを判断することをさらに備える[１]に記載の方法。
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　　[１０]　前記第２のアドレスに基づいて前記第２のノードから受信した情報を検証す
ることをさらに備える[１]に記載の方法。
　　[１１]　前記検証が、前記第２のアドレスに基づく巡回冗長検査動作またはメッセー
ジ完全性検査動作を備える[１０]に記載の方法。
　　[１２]　前記第１のアドレスが、前記第２のノードとの接続の終了に関連して満了す
る[１]に記載の方法。
　　[１３]　前記第１のノードが、別のチャネルを介して前記メッセージを受信し、
　前記メッセージへの前記応答が、前記第１のノードの第２のアドレスに関連付けられた
前記第１のノードの第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第１のノードの前記第２のアド
レスから導出される[１]に記載の方法。
　　[１４]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記メッセージが、ノードの
第２のアドレスに関連付けられた前記ノードの第１のアドレスを備える、受信機と、
　前記ノードの前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するように構成されたチャ
ネル判断器であって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第
２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　を備える装置。
　　[１５]　前記第１のアドレスを定義し、前記第１のアドレスと前記第２のアドレスと
の間の前記関連付けを記録するように構成されたアドレス指定コントローラをさらに備え
、前記送信機が、前記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記ノードに
送信するようにさらに構成された、[１４]に記載の装置。
　　[１６]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[１４]に記載の装置
。
　　[１７]　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備える[１
６]に記載の装置。
　　[１８]　前記チャネルの前記判断が、
　前記第１のアドレスに基づいて前記第２のアドレスを判断することと、
　前記判断された第２のアドレスから前記チャネルの前記少なくとも１つのパラメータを
導出することと、
　を備える[１４]に記載の装置。
　　[１９]　前記少なくとも１つのパラメータがデータメモリに記憶され、
　前記チャネルの前記判断が、前記データメモリ中の前記少なくとも１つのパラメータへ
のインデックスとして前記第１のアドレスを使用することを備える[１４]に記載の装置。
　　[２０]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラ
メータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアド
レスを使用することを備える[１４]に記載の装置。
　　[２１]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング
・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少な
くとも１つを備える[１４]に記載の装置。
　　[２２]　前記第１のアドレスに基づいて、前記ノードから受信した情報の暗号処理の
ための暗号キー、前記ノードとの通信に関連付けられたサービス品質ポリシー、または前
記ノードとの通信に関連付けられたデューティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判
断するように構成されたデータ・プロセッサをさらに備える[１４]に記載の装置。
　　[２３]　前記第２のアドレスに基づいて前記ノードから受信した情報を検証するよう
に構成された検証器をさらに備える[１４]に記載の装置。
　　[２４]　前記検証が、前記第２のアドレスに基づく巡回冗長検査動作またはメッセー
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ジ完全性検査動作を備える[２３]に記載の装置。
　　[２５]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[１
４]に記載の装置。
　　[２６]　前記受信機が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信するようにさら
に構成され、
　前記メッセージへの前記応答が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置
の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記装置の前記第２のアドレスから
導出される[１４]に記載の装置。
　　[２７]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メッセージを受信するための手段であって、前記メッセージが、ノードの第２のアドレ
スに関連付けられた前記ノードの第１のアドレスを備える、受信するための手段と、
　前記ノードの前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するための手段であって、
前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第２のアドレスから導出
される、判断するための手段と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するための手段と、
　を備える装置。
　　[２８]　前記第１のアドレスを定義し、前記第１のアドレスと前記第２のアドレスと
の間の前記関連付けを記録するための手段をさらに備え、応答するための前記手段が、前
記メッセージの前記受信より前に前記第１のアドレスを前記ノードに送信するように構成
される[２７]に記載の装置。
　　[２９]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[２７]に記載の装置
。
　　[３０]　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備える[２
９]に記載の装置。
　　[３１]　前記チャネルの前記判断が、
　前記第１のアドレスに基づいて前記第２のアドレスを判断することと、
　前記判断された第２のアドレスから前記チャネルの前記少なくとも１つのパラメータを
導出することと、
　を備える[２７]に記載の装置。
　　[３２]　前記少なくとも１つのパラメータがデータメモリに記憶され、
　前記チャネルの前記判断が、前記データメモリ中の前記少なくとも１つのパラメータへ
のインデックスとして前記第１のアドレスを使用することを備える[２７]に記載の装置。
　　[３３]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラ
メータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアド
レスを使用することを備える[２７]に記載の装置。
　　[３４]
　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング・シーケン
ス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少なくとも１つ
を備える[２７]に記載の装置。
　　[３５]　前記第１のアドレスに基づいて、前記ノードから受信した情報の暗号処理の
ための暗号キー、前記ノードとの通信に関連付けられたサービス品質ポリシー、または前
記ノードとの通信に関連付けられたデューティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判
断するための手段をさらに備える[２７]に記載の装置。
　　[３６]　前記第２のアドレスに基づいて前記ノードから受信した情報を検証するため
の手段をさらに備える[２７]に記載の装置。
　　[３７]　前記検証が、前記第２のアドレスに基づく巡回冗長検査動作またはメッセー
ジ完全性検査動作を備える[３６]に記載の装置。
　　[３８]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[２
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７]に記載の装置。
　　[３９]　受信するための前記手段が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信す
るように構成され、
　前記メッセージへの前記応答が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置
の第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記装置の前記第２のアドレスから
導出される[２７]に記載の装置。
　　[４０]　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　第１のノードにおいてメッセージを受信することであって、前記メッセージが、第２の
ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記第２のノードの第１のアドレスを備える、
受信することと、
　前記第２のノードの前記第１のアドレスに基づいて前記第１のノードにおいてチャネル
を判断することであって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のノー
ドの前記第２のアドレスから導出される、判断することと、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答することと、
　を行うように実行可能なコードで符号化されたコンピュータ可読媒体を備えるコンピュ
ータプログラム製品。
　　[４１]　メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記メッセージが
、ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記ノードの第１のアドレスを備える、受信
機と、
　前記ノードの前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するように構成されたチャ
ネル判断器であって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第
２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　前記メッセージに基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサ
と、
　を備えるヘッドセット。
　　[４２]　メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記メッセージが
、ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記ノードの第１のアドレスを備える、受信
機と、
　前記ノードの前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するように構成されたチャ
ネル判断器であって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第
２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　前記メッセージに基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと
を備えるウォッチ。
　　[４３]　メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記メッセージが
、ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記ノードの第１のアドレスを備える、受信
機と、
　前記ノードの前記第１のアドレスに基づいてチャネルを判断するように構成されたチャ
ネル判断器であって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第
２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　前記メッセージに前記応答することに関連して送信すべきデータを与えるように構成さ
れたセンサと、
　を備える感知デバイス。
　　[４４]　ワイヤレス通信の方法であって、
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　第１のノードによって、前記第１のノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信
することであって、前記第１のアドレスが、前記第１のノードの第２のアドレスに関連付
けられた、送信することと、
　チャネルを介して第２のノードからの前記メッセージへの応答を受信することであって
、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレスから導出された少な
くとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信することと、
　を備える方法。
　　[４５]　前記第１のアドレスが前記第２のノードにおいて定義され、前記方法が前記
メッセージの前記送信より前に前記第２のノードから前記第１のアドレスを受信すること
をさらに備える[４４]に記載の方法。
　　[４６]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[４４]に記載の方法
。
　　[４７]　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第１のノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備え
る[４６]に記載の方法。
　　[４８]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラ
メータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアド
レスを使用することを備える[４４]に記載の方法。
　　[４９]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング
・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少な
くとも１つを備える[４４]に記載の方法。
　　[５０]　前記第２のアドレスに基づいて、前記第２のノードに送信された情報の暗号
処理のための暗号キー、前記第２のノードとの通信に関連付けられたサービス品質ポリシ
ー、または前記第２のノードとの通信に関連付けられたデューティサイクル情報のうちの
少なくとも１つを判断することをさらに備える[４４]に記載の方法。
　　[５１]　前記第２のアドレスに基づいて前記第２のノードに送信すべき情報に対する
検証動作を実行することをさらに備える[４４]に記載の方法。
　　[５２]　前記検証動作が、巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検査動作を備え
る[５１]に記載の方法。
　　[５３]　前記第１のアドレスが、前記第２のノードとの接続の終了に関連して満了す
る[４４]に記載の方法。
　　[５４]　前記第１のノードが、別のチャネルを介して前記メッセージを送信し、
　前記応答が、前記第２のノードの第２のアドレスに関連付けられた前記第２のノードの
第１のアドレスを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のノードの前記第２のアド
レスから導出される[４４]に記載の方法。
　　[５５]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成された送信機であ
って、前記第１のアドレスが前記装置の第２のアドレスに関連付けられた、送信機と、
　チャネルを介してノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成された受
信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレスから導
出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機と、
　を備える装置。
　　[５６]　前記第１のアドレスが前記ノードにおいて定義され、
　前記受信機が、前記メッセージの前記送信より前に前記ノードから前記第１のアドレス
を受信するようにさらに構成された[５５]に記載の装置。
　　[５７]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[５５]に記載の装置
。
　　[５８]　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える、
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[５７]に記載の装置。
　　[５９]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラ
メータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアド
レスを使用することを備える[５５]に記載の装置。
　　[６０]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング
・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少な
くとも１つを備える[５５]に記載の装置。
　　[６１]　前記第２のアドレスに基づいて、前記ノードに送信された情報の暗号処理の
ための暗号キー、前記ノードとの通信に関連付けられたサービス品質ポリシー、または前
記ノードとの通信に関連付けられたデューティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判
断するように構成されたデータ・プロセッサをさらに備える[５５]に記載の装置。
　　[６２]　前記第２のアドレスに基づいて前記ノードに送信すべき情報に対する検証動
作を実行するように構成された検証器をさらに備える[５５]に記載の装置。
　　[６３]　前記検証動作が、巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検査動作を備え
る[６２]に記載の装置。
　　[６４]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[５
５]に記載の装置。
　　[６５]　前記送信機が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信するようにさら
に構成され、
　前記応答が、前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記ノードの第１のアドレ
スを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第２のアドレスか
ら導出される[５５]に記載の装置。
　　[６６]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の第１のアドレスを備えるメッセージを送信するための手段であって、前記第
１のアドレスが前記装置の第２のアドレスに関連付けられた、送信するための手段と、
　チャネルを介してノードからの前記メッセージへの応答を受信するための手段であって
、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレスから導出された少な
くとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信するための手段と、
　を備える装置。
　　[６７]　前記第１のアドレスが前記ノードにおいて定義され、
　受信するための前記手段が、前記メッセージの前記送信より前に前記ノードから前記第
１のアドレスを受信するように構成された[６６]に記載の装置。
　　[６８]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[６６]に記載の装置
。
　　[６９]　前記第１のアドレスがソース識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える[６８]に
記載の装置。
　　[７０]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラ
メータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアド
レスを使用することを備える[６６]に記載の装置。
　　[７１]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング
・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少な
くとも１つを備える[６６]に記載の装置。
　　[７２]　前記第２のアドレスに基づいて、前記ノードに送信された情報の暗号処理の
ための暗号キー、前記ノードとの通信に関連付けられたサービス品質ポリシー、または前
記ノードとの通信に関連付けられたデューティサイクル情報のうちの少なくとも１つを判
断するための手段をさらに備える[６６]に記載の装置。
　　[７３]　前記第２のアドレスに基づいて前記ノードに送信すべき情報に対する検証動
作を実行するための手段をさらに備える[６６]に記載の装置。
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　　[７４]　前記検証動作が、巡回冗長検査動作またはメッセージ完全性検査動作を備え
る[７３]に記載の装置。
　　[７５]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[６
６]に記載の装置。
　　[７６]　送信するための前記手段が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信す
るように構成され、
　前記応答が、前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記ノードの第１のアドレ
スを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第２のアドレスか
ら導出される[６６]に記載の装置。
　　[７７]　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　第１のノードにおいて、前記第１のノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信
することであって、前記第１のアドレスが、前記第１のノードの第２のアドレスに関連付
けられた、送信することと、
　チャネルを介して第２のノードからの前記メッセージへの応答を受信することであって
、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレスから導出された少な
くとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信することと、
　を行うように実行可能なコードで符号化されたコンピュータ可読媒体を備えるコンピュ
ータプログラム製品。
　　[７８]　ヘッドセットの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成さ
れた送信機であって、前記第１のアドレスが前記ヘッドセットの第２のアドレスに関連付
けられた、送信機と、
　チャネルを介してノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成された受
信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレスから導
出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機と、
　前記応答に基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサと、
　を備えるヘッドセット。
　　[７９]　ウォッチの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成された
送信機であって、前記第１のアドレスが前記ウォッチの第２のアドレスに関連付けられた
、送信機と、
　チャネルを介してノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成された受
信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレスから導
出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機と、
　前記応答に基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと、
　を備えるウォッチ。
　　[８０]　感知デバイスの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成さ
れた送信機であって、前記第１のアドレスが前記感知デバイスの第２のアドレスに関連付
けられた、送信機と、
　チャネルを介してノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成された受
信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のアドレスから導
出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信機と、
　前記メッセージによって送信すべきデータを与えるように構成されたセンサと、
　を備える感知デバイス。
　　[８１]　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のノードによって、第２のノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信する
ことであって、前記第１のアドレスが、前記第２のノードの第２のアドレスに関連付けら
れた、送信することと、
　チャネルを介して前記第２のノードからの前記メッセージへの応答を受信することであ
って、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のノードの前記第２のアド
レスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信する
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ことと、
　を備える方法。
　　[８２]　前記第１のノードにおいて前記第１のアドレスを定義することと、
　前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記第２のノードに送信する
ことと、
　をさらに備える[８１]に記載の方法。
　　[８３]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[８１]に記載の方法
。
　　[８４]　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第２のノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備え
る求項８３]に記載の方法。
　　[８５]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラ
メータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアド
レスを使用することを備える[８１]に記載の方法。
　　[８６]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング
・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少な
くとも１つを備える[８１]に記載の方法。
　　[８７]　前記第１のアドレスが、前記第２のノードとの接続の終了に関連して満了す
る[８１]に記載の方法。
　　[８８]　前記第１のノードが、別のチャネルを介して前記メッセージを送信し、
　前記応答が、前記第１のノードの第２のアドレスに関連付けられた前記第１のノードの
第１のアドレスを備え、
　前記第１のノードが、前記第１のノードの前記第２のアドレスから前記別のチャネルの
少なくとも１つのパラメータを導出する[８１]に記載の方法。
　　[８９]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成された送信機であっ
て、前記第１のアドレスが前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた、送信機と、
　チャネルを介して前記ノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成され
た受信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記ノードの前記第２
のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受
信機と、
　を備える装置。
　　[９０]　前記第１のアドレスを定義するように構成されたアドレス指定コントローラ
をさらに備え、前記送信機が、前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを
前記ノードに送信するようにさらに構成された[８９]に記載の装置。
　　[９１]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[８９]に記載の装置
。
　　[９２]　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備える[９
１]に記載の装置。
　　[９３]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパラ
メータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のアド
レスを使用することを備える[８９]に記載の装置。
　　[９４]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピング
・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少な
くとも１つを備える[８９]に記載の装置。
　　[９５]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[８
９]に記載の装置。
　　[９６]　前記送信機が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信するようにさら
に構成され、
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　前記応答が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置の第１のアドレスを
備え、
　前記装置が、前記装置の前記第２のアドレスから前記別のチャネルの少なくとも１つの
パラメータを導出するように構成されたチャネル判断器をさらに備える[８９]に記載の装
置。
　　[９７]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するための手段であって、前記第１
のアドレスが前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた、送信するための手段と、
　チャネルを介して前記ノードからの前記メッセージへの応答を受信するための手段であ
って、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記ノードの前記第２のアドレスか
ら導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信するための
手段と、
　を備える装置。
　　[９８]　前記第１のアドレスを定義するための手段をさらに備え、送信するための前
記手段が、前記メッセージの前記送信より前に前記第１のアドレスを前記ノードに送信す
るように構成された[９７]に記載の装置。
　　[９９]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[９７]に記載の装置
。
　　[１００]　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記ノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備える[９
９]に記載の装置。
　　[１０１]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパ
ラメータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のア
ドレスを使用することを備える[９７]に記載の装置。
　　[１０２]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピン
グ・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少
なくとも１つを備える[９７]に記載の装置。
　　[１０３]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[
９７]に記載の装置。
　　[１０４]　送信するための前記手段が、別のチャネルを介して前記メッセージを送信
するように構成され、
　前記応答が、前記装置の第２のアドレスに関連付けられた前記装置の第１のアドレスを
備え、
　前記装置が、前記装置の前記第２のアドレスから前記別のチャネルの少なくとも１つの
パラメータを導出するための手段をさらに備える[９７]に記載の装置。
　　[１０５]　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　第１のノードにおいて、第２のノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信する
ことであって、前記第１のアドレスが、前記第２のノードの第２のアドレスに関連付けら
れた、送信することと、
　チャネルを介して前記第２のノードからの前記メッセージへの応答を受信することであ
って、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記第２のノードの前記第２のアド
レスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受信する
ことと、
　を行うように実行可能なコードで符号化されたコンピュータ可読媒体を備えるコンピュ
ータプログラム製品。
　　[１０６]　ノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成された
送信機であって、前記第１のアドレスが前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた、
送信機と、
　チャネルを介して前記ノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成され
た受信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記ノードの前記第２



(42) JP 5661627 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受
信機と、
　前記応答に基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサと、
　を備えるヘッドセット。
　　[１０７]　ノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成された
送信機であって、前記第１のアドレスが前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた、
送信機と、
　チャネルを介して前記ノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成され
た受信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記ノードの前記第２
のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受
信機と、
　前記応答に基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと、
　を備えるウォッチ。
　　[１０８]　ノードの第１のアドレスを備えるメッセージを送信するように構成された
送信機であって、前記第１のアドレスが前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた、
送信機と、
　チャネルを介して前記ノードからの前記メッセージへの応答を受信するように構成され
た受信機であって、前記チャネルを介した前記応答の前記受信が、前記ノードの前記第２
のアドレスから導出された少なくとも１つのチャネル・パラメータの前記使用を含む、受
信機と、
　前記メッセージによって送信すべきデータを与えるように構成されたセンサと、
　を備える感知デバイス。
　　[１０９]　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のノードにおいて、前記第１のノードの第１のアドレスを備える第２のノードから
のメッセージを受信することであって、前記第１のアドレスが、前記第１のノードの第２
のアドレスに関連付けられた、受信することと、
　チャネルを判断することであって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記
第２のアドレスから導出される、判断することと、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答することと、
　を備える方法。
　　[１１０]　前記第１のアドレスが前記第２のノードにおいて定義され、前記方法が前
記メッセージの前記受信より前に前記第２のノードから前記第１のアドレスを受信するこ
とをさらに備える[１０９]に記載の方法。
　　[１１１]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[１０９]に記載の
方法。
　　[１１２]　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが、前記第１のノードに関連付けられたデバイス・アドレスを備え
る[１１１]に記載の方法。
　　[１１３]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパ
ラメータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のア
ドレスを使用することを備える[１０９]に記載の方法。
　　[１１４]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピン
グ・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少
なくとも１つを備える[１０９]に記載の方法。
　　[１１５]　前記第１のアドレスが、前記第２のノードとの接続の終了に関連して満了
する[１０９]に記載の方法。
　　[１１６]　前記第１のノードが、別のチャネルを介して前記メッセージを受信し、
　前記メッセージに応答することが、前記第２のノードの第２のアドレスに関連付けられ
た前記第２のノードの第１のアドレスを備える別のメッセージを送信することを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記第２のノードの前記第２のアド
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レスから導出される[１０９]に記載の方法。
　　[１１７]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の第１のアドレスを備えるノードからのメッセージを受信するように構成され
た受信機であって、前記第１のアドレスが前記装置の第２のアドレスに関連付けられた、
受信機と、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器であって、前記チャネルの少なく
とも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　を備える装置。
　　[１１８]　前記第１のアドレスが前記ノードにおいて定義され、
　前記受信機が、前記メッセージの前記受信より前に前記ノードから前記第１のアドレス
を受信するようにさらに構成された[１１７]に記載の装置。
　　[１１９]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[１１７]に記載の
装置。
　　[１２０]　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える[１１９]
に記載の装置。
　　[１２１]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパ
ラメータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のア
ドレスを使用することを備える[１１７]に記載の装置。
　　[１２２]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピン
グ・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少
なくとも１つを備える[１１７]に記載の装置。
　　[１２３]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[
１１７]に記載の装置。
　　[１２４]　前記受信機が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信するようにさ
らに構成され、
　前記メッセージに応答することが、前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記
ノードの第１のアドレスを備える別のメッセージを送信することを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第２のアドレスか
ら導出される[１１７]に記載の装置。
　　[１２５]　ワイヤレス通信のための装置であって、
　前記装置の第１のアドレスを備えるノードからのメッセージを受信するための手段であ
って、前記第１のアドレスが前記装置の第２のアドレスに関連付けられた、受信するため
の手段と、
　チャネルを判断するための手段であって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータ
が前記第２のアドレスから導出される、判断するための手段と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するための手段と、
　を備える装置。
　　[１２６]　前記第１のアドレスが前記ノードにおいて定義され、
　受信するための前記手段が、前記メッセージの前記受信より前に前記ノードから前記第
１のアドレスを受信するように構成された[１２５]に記載の装置。
　　[１２７]　前記第１のアドレスが前記第２のアドレスよりも短い、[１２５]に記載の
装置。
　　[１２８]　前記第１のアドレスが宛先識別子を備え、
　前記第２のアドレスが前記装置に関連付けられたデバイス・アドレスを備える[１２７]
に記載の装置。
　　[１２９]　前記少なくとも１つのパラメータの前記導出は、前記少なくとも１つのパ
ラメータが基づく少なくとも１つの擬似乱数を生成するためのシードとして前記第２のア
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ドレスを使用することを備える[１２５]に記載の装置。
　　[１３０]　前記少なくとも１つのパラメータが、チャネル収集コード、時間ホッピン
グ・シーケンス、周波数ホッピング・シーケンス、またはパルス繰返し周波数のうちの少
なくとも１つを備える[１２５]に記載の装置。
　　[１３１]　前記第１のアドレスが、前記ノードとの接続の終了に関連して満了する[
１２５]に記載の装置。
　　[１３２]　受信するための前記手段が、別のチャネルを介して前記メッセージを受信
するように構成され、
　前記メッセージに応答することが、前記ノードの第２のアドレスに関連付けられた前記
ノードの第１のアドレスを備える別のメッセージを送信することを備え、
　前記別のチャネルの少なくとも１つのパラメータが前記ノードの前記第２のアドレスか
ら導出される[１２５]に記載の装置。
　　[１３３]　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　第１のノードにおいて、前記第１のノードの第１のアドレスを備える第２のノードから
のメッセージを受信することであって、前記第１のアドレスが、前記第１のノードの第２
のアドレスに関連付けられた、受信することと、
　チャネルを判断することであって、前記チャネルの少なくとも１つのパラメータが前記
第２のアドレスから導出される、判断することと、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答することと、
　を行うように実行可能なコードで符号化されたコンピュータ可読媒体を備えるコンピュ
ータプログラム製品。
　　[１３４]　ヘッドセットの第１のアドレスを備えるノードからのメッセージを受信す
るように構成された受信機であって、前記第１のアドレスが前記ヘッドセットの第２のア
ドレスに関連付けられた、受信機と、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器であって、前記チャネルの少なく
とも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　前記メッセージに基づいてオーディオ出力を与えるように構成されたトランスデューサ
と、
　を備えるヘッドセット。
　　[１３５]　ウォッチの第１のアドレスを備えるノードからのメッセージを受信するよ
うに構成された受信機であって、前記第１のアドレスが前記ウォッチの第２のアドレスに
関連付けられた、受信機と、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器であって、前記チャネルの少なく
とも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　前記メッセージに基づいて指示を与えるように構成されたユーザインターフェースと、
　を備えるウォッチ。
　　[１３６]　感知デバイスの第１のアドレスを備えるノードからのメッセージを受信す
るように構成された受信機であって、前記第１のアドレスが前記感知デバイスの第２のア
ドレスに関連付けられた、受信機と、
　チャネルを判断するように構成されたチャネル判断器であって、前記チャネルの少なく
とも１つのパラメータが前記第２のアドレスから導出される、チャネル判断器と、
　前記判断されたチャネルを介して前記メッセージに応答するように構成された送信機と
、
　前記メッセージに前記応答することに関連して送信すべきデータを与えるように構成さ
れたセンサと、
　を備える感知デバイス。
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