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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信デバイスを操作する方法であって、
　第１時間間隔の間に、私用の認可された周波数帯域である第１周波数帯域を用いて、第
２通信デバイスとの通信リンクを確立することと、
　公にアクセス可能である第２周波数帯域を用いてデータを通信する前に、前記第２周波
数帯域が、データ通信に利用可能であるかどうかを判定することと、
　前記第１周波数帯域を用いて、前記第２周波数帯域がデータを通信するために用いられ
ることを、前記第２通信デバイスに伝えることと、
　前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域と重複しない周
波数帯域である前記第２周波数帯域を用いて、前記通信デバイスと前記第２通信デバイス
との間でデータを通信することと、
　前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記通信デバイスと前記第２
通信デバイスとの間で制御信号を通信することとを具備する方法。
【請求項２】
　前記第１周波数帯域で通信するために第１プロトコルが用いられ、前記第２周波数帯域
で通信するために第２通信プロトコルが用いられる請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第２通信デバイスに、前記第２周波数帯域がデータを通信するために用いられるこ
とを伝える前に、前記第２通信デバイスに、第２周波数帯域の利用可能性を調べることを
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命令することと、
　第２周波数帯域の利用可能性の状態を示す情報を、前記第２通信デバイスから受信する
こととをさらに具備する請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記利用可能性を決定することは、
　前記第２周波数帯域に存在する干渉レベルを測定することと、
　前記利用可能性を決定することを、前記測定された干渉レベルの関数とすることとを含
む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記干渉レベルは、ｉ）受信された干渉電力レベル、及びｉｉ）測定された負荷レベル
の内の一つである請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で、前記通信デバイスの存在を示すピア発見信号を送信することと
、
　前記第２通信デバイスが、前記通信デバイスとの通信リンクを確立しようしていること
を示すページ信号を受信することとを含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて、認証操作を行うことをさらに含む請求
項６記載の方法。
【請求項８】
　前記通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で、前記第２通信デバイスの存在を示すピア発見信号を受信するこ
とと、
　前記通信デバイスが、前記第２通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしているこ
とを示すページ信号を送信することとを含む請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて認証操作を行うことをさらに含む請求項
８記載の方法。
【請求項１０】
　通信デバイスであって、
　第１時間間隔の間に、私用の認可された周波数帯域である第１周波数帯域を用いて、第
２通信デバイスとの通信リンクを確立するように構成されたリンク確立モジュールと、
　公にアクセス可能であり、無認可の周波数帯域である第２周波数帯域を用いてデータを
通信する前に、前記第２周波数帯域がデータ通信に利用可能であるかどうかを判定するよ
うに構成された周波数帯域利用可能性判定モジュールと、
　前記第１周波数帯域を用いて、前記第２周波数帯域がデータを通信するために用いられ
ることを示す信号を、前記第２通信デバイスに伝えることを制御するように構成された帯
域選択通信モジュールと、
　前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域と重複しない周
波数帯域である前記第２周波数帯域を用いて、前記通信デバイスと前記第２通信デバイス
との間でデータを通信するために前記通信デバイスを制御するように構成されたデータ通
信モジュールと、
　前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記通信デバイスと前記第２
通信デバイスとの間で制御信号を通信するために前記通信デバイスを制御するように構成
された制御信号通信モジュールとを具備する通信デバイス。
【請求項１１】
　前記第１周波数帯域での通信をサポートするように構成された第１プロトコルモジュー
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ルと、
　前記第２周波数帯域での通信をサポートするように構成された第２通信プロトコルモジ
ュールとをさらに具備し、前記第２通信プロトコルモジュールは、ＷｉＦｉに基づく通信
をサポートするＷｉＦｉ通信プロトコルモジュールである請求項１０記載の通信デバイス
。
【請求項１２】
　前記第２通信デバイスに、前記第２周波数帯域がデータを通信するために使用されるこ
とを伝える前に、前記第２通信デバイスに前記第２周波数帯域の利用可能性を調べさせる
、前記第２通信デバイスへの命令を生成するように構成された命令モジュールと、
　無線レシーバと、
　前記第２デバイスから受信された信号から、前記第２周波数帯域の利用可能性の状態を
示す情報を復元するように構成された情報リカバリモジュールとをさらに具備する請求項
１０記載の通信デバイス。
【請求項１３】
　前記利用可能性判定モジュールは、
　前記第２周波数帯域内に存在する干渉レベルを測定するように構成された干渉測定モジ
ュールと、
　周波数帯域利用可能性の判定を、前記干渉測定モジュールによって測定された干渉レベ
ルの関数とするように構成された周波数帯域利用可能性判定モジュールとを含む請求項１
０記載の通信デバイス。
【請求項１４】
　前記干渉測定モジュールは、ｉ）受信された干渉電力レベル、及びｉｉ）通信負荷レベ
ルの内の一つを測定する請求項１３記載の通信デバイス。
【請求項１５】
　無線トランスミッタと、
　前記第１周波数帯域で、前記通信デバイスの存在を示すピア発見信号を送信するために
、前記無線トランスミッタを制御するように構成されたピア発見送信制御モジュールと、
　前記第２通信デバイスが前記通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしていること
を示すページ信号を受信するように構成された無線レシーバとをさらに具備する請求項１
０記載の通信デバイス。
【請求項１６】
　前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて、認証操作を行うように構成された認証
モジュールをさらに具備する請求項１５記載の通信デバイス。
【請求項１７】
　前記第１周波数帯域で、前記第２通信デバイスの存在を示すピア発見信号を受信するよ
うに構成された無線レシーバと、
　前記通信デバイスが前記第２通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしていること
を示すページ信号の送信を開始するように構成されたページ信号送信制御モジュールとを
さらに具備する請求項１０記載の通信デバイス。
【請求項１８】
　前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて、認証操作を行うように構成された認証
モジュールをさらに具備する請求項１７記載の通信デバイス。
【請求項１９】
　通信デバイスであって、
　第１時間間隔の間に、公に利用可能であり、私用の認可された周波数帯域である第１周
波数帯域を用いて第２通信デバイスとの通信リンクを確立するための手段と、
　公にアクセス可能であり、無認可の周波数帯域である第２周波数帯域を用いてデータを
通信する前に、前記第２周波数帯域がデータ通信に利用可能であるかどうかを判定するた
めの周波数帯域利用可能性判定手段と、
　前記第１周波数帯域を用いて、前記第２周波数帯域がデータを通信するために用いられ
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ることを示す信号を、前記第２通信デバイスに送信するための帯域選択通信手段と、
　前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域と重複しない周
波数帯域である前記第２周波数帯域を用いて、前記通信デバイスと前記第２通信デバイス
との間でデータを通信するために、前記通信デバイスを制御するための手段と、
　前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記通信デバイスと前記第２
通信デバイスとの間で制御信号を通信するために前記通信デバイスを制御するための手段
とを具備する通信デバイス。
【請求項２０】
　第１非ＷｉＦｉ通信プロトコルを用いる前記第１周波数帯域での通信をサポートするた
めの手段と、
　ＷｉＦｉ通信プロトコルを用いる前記第２周波数帯域での通信をサポートするための手
段とをさらに具備する請求項１９記載の通信デバイス。
【請求項２１】
　前記第２通信デバイスに前記第２周波数帯域がデータを通信するために用いられること
を伝える前に、前記第２周波数帯域の利用可能性を調べさせる前記第２通信デバイスへの
命令を生成するための命令生成手段と、
　無線信号を受信するための無線レシーバ手段と、
　前記第２デバイスから受信された信号から、前記第２周波数帯域の利用可能性の状態を
示す情報を復元するための情報リカバリ手段とをさらに具備する請求項１９記載の通信デ
バイス。
【請求項２２】
　通信デバイスで使用するためのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コ
ンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、
　コンピュータに、第１時間間隔の間に、私用の認可された周波数帯域である第１周波数
帯域を用いて、第２通信デバイスとの通信リンクを確立するために前記通信デバイスを制
御させるためのコードと、
　公にアクセス可能である第２周波数帯域を用いてデータを通信する前に、前記第２周波
数帯域がデータ通信に利用可能であるかどうかを判定するためのコードと、
　前記第１周波数帯域を用いて、前記第２周波数帯域がデータを通信するために用いられ
ることを、前記第２通信デバイスに伝えるためのコードと、
　コンピュータに、前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯
域に重複しない周波数帯域である前記第２周波数帯域を用いて、前記通信デバイスと前記
第２通信デバイスとの間でデータを通信させるためのコードと、
　コンピュータに、前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記通信デ
バイスと前記第２通信デバイスとの間で制御信号を通信させるためのコードとを含むコン
ピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２３】
　前記第１周波数帯域で通信するために用いられる第１プロトコルの使用をサポートする
ためのコードと、前記第２周波数帯域で通信するために用いられる第２通信プロトコルの
使用をサポートするためのコードとをさらに含み、前記第２通信プロトコルはＷｉＦｉ通
信プロトコルである請求項２２記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本願発明は、参照することによりここに明示的に組み込まれ、本願の譲受人に譲渡され
、２００８年７月２９日に出願され、「通信に複数の周波数帯域を使用する方法と装置」
と題する米国仮出願第６１／０８４，５６０の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　様々な実施形態は、無線通信に関し、より具体的には通信に複数の周波数帯域を使用す
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ることに関わる方法と装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　認可された（licensed）スペクトルは、スペクトルを使用するためにライセンスを購入
したプライベートエンティティによって制御されるので、しばしば私用の（private）ス
ペクトルとも称され、通常、現在の高値の無線スペクトルの認可が与えられる高価なリソ
ースである。したがって、コスト及び潜在的な帯域幅の利用可能性（availability）の理
由で、認可されたスペクトルの使用を回避又は最小化することが望ましい。
【０００４】
　公にアクセス可能なスペクトル、例えば、一般の人々によってＷｉＦｉ通信に使用され
得るスペクトルは、一般の人々に無料（free）であり得る。しかしながら、スペクトルが
公にアクセス可能であれば、頻繁な使用及び／又は干渉が起こり得る。場所、干渉、及び
負荷を含む他の要因によって、公にアクセス可能なスペクトルは、ある時刻及び／又は場
所では信頼できないが、他の時刻及び場所では比較的高データレートでのサポートが可能
であり得る。
【０００５】
　コスト及び可能な帯域幅は、公に利用可能なスペクトルをいくつかのアプリケーション
に対して魅力的にするが、その信頼は、信頼性のある通信が予測可能な方式でサポートさ
れるアプリケーションに対しては適さないかもしれない。
【０００６】
　上記の議論を考慮して、公にアクセス可能なスペクトルの使用を通じて時折利用可能な
コスト及び／又はスループットの利点を提供する間に、認可されたスペクトルの信頼性の
利点を取り込むことができる方法及び／又は装置を開発することができたならば、望まし
いだろうことは認識されるべきである。
【発明の概要】
【０００７】
　異なる周波数帯域を使用するための方法と装置とが記述される。いくつかの実施形態で
は、第１の、例えば認可された、周波数帯域は、１以上の追加の周波数帯域と組み合わせ
て使用される。１以上の追加の周波数帯域は、例えば、公にアクセス可能な周波数帯域を
含み得る。第１周波数帯域が認可された周波数帯域であるならば、アクセスはスペクトル
のライセンス所有者によって制限され得、公衆の周波数帯域、例えばＷｉＦｉ通信に使用
される周波数帯域は、他のユーザによる高負荷又は干渉を受け得るので、公衆の周波数帯
域を用いて達成可能ではないであろうサービス水準を提供することができる。第１周波数
帯域は、いくつかの実施形態では、存在（presence）シグナリングが、第１周波数帯域を
使用することを許された他のデバイスの発見、又はそのデバイスによる発見を可能にする
ために使用される。セッション確立及び制御シグナリングは、第１周波数帯域内で実装さ
れ得る。第１周波数帯域で通信セッションを開始するデバイスは、例えばデータ通信のた
めに、第２周波数帯域が利用可能であるかどうかを調べることができる。第２の、例えば
公衆の、周波数帯域が利用可能である場合、通信セッション中のデバイスは、第１周波数
帯域で信号を交換し、第２周波数帯域でデータ交換を確立することに進み得る。このよう
に、公衆の周波数帯域が利用可能であるとき、データ通信のために使用され得ることによ
って、より高価な第１周波数帯域の負荷及び利用が制限され得る。第２周波数帯域が、い
くぶん信頼性が低いかもしれないとすれば、データセッションが第２周波数帯域内で生じ
ている間に、制御シグナリングの少なくともあるレベルは、第１の、例えばより信頼でき
る、周波数帯域に維持される。アクセス端末が複数のレシーバ及びトランスミッタ処理チ
ェーン（chains）を含む場合、第１周波数帯域での制御信号の交換は、第２周波数帯域で
のデータ信号の交換と同時に起こり得る。他の実施形態、例えば時分割多重の実施形態で
は、第１周波数帯域での制御信号の通信は、第２周波数帯域で生じるデータセッションの
間に時分割多重の原理で起こり得る。したがって、少なくともいくつかの実施形態では、
第２周波数帯域でのデータシグナリングと第１帯域での制御シグナリングとは、ＴＤＭ方
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式で起こり得る。いくつかのそのような実施形態では、第１周波数帯域に対応する制御信
号は、第２周波数帯域で起こっている進行中のデータセッション又は交換におけるインタ
ーバル中に、第２周波数帯域で送信されたデータ信号の間の空間を占める。
【０００８】
　複数の周波数帯域が利用可能であり得る場合、通信セッションに参加するデバイスは、
複数の帯域を調べて、データ伝送のための１つを選択し得る。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、第２帯域の帯域幅は第１帯域の帯域幅よりも広い。いくつか
の実施形態では、第２帯域が無線ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）シグナリングに使
用される一方で、第１帯域はピアツーピアシグナリング及び通信に使用される。いくつか
の実施形態で、データ交換が、ＷｉＦｉ通信プロトコルを用いて第２周波数帯域で実装さ
れる一方で、データ伝送は、非ＷｉＦｉプロトコルを用いて第１周波数帯域で実装され得
る。
【００１０】
　ピア発見及びピアツーピアセッション確立に加えて、第１周波数帯域は、デバイス認証
に、例えばセッション確立プロセスの一部として、使用され得る。第１周波数帯域が認可
された周波数帯域である実施形態では、これは、単に認可された周波数帯域が公にアクセ
ス可能な周波数帯域より、通信に関してより信頼できそうであるという事実によって、付
加的なセキュリティのレベルを加えるという利点を有する。認可された第１周波数帯域は
、他のデバイスに対して開かれていそうでなく、且つ／又は、第２通信帯域で使用される
通信プロトコル、例えばＷｉＦｉ、をサポートし得る多くのデバイスと異なり、そしてそ
れらデバイスによってサポートされない通信プロトコルの使用を含み得る。
【００１１】
　第２周波数帯域が利用可能でない又は信頼できないとき、第１周波数帯域はデータ通信
に使用され得る。このように、私用（private）及び公衆（public）通信帯域の両方で通
信することができるデバイスは、利用可能なスペクトルの最も費用対効果が高い利用を為
し、また、１以上の制御信号を、例えば通信セッションを確立しようとするピアツーピア
デバイス間で、送受信するために使用される認可された、例えば私用の、周波数帯域にア
クセスすることによって、可能な範囲で、信頼でき比較的安全な方式で通信するための能
力を失うことなく、データ伝送を最も費用対効果が高い周波数帯域に移動することができ
る。いくつかの実施形態では、第１周波数帯域は、認証されたピアツーピア通信に加えて
、セルラー遠隔通信に使用される認可された周波数帯域である。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、第１通信デバイスを操作する方法を対象とし、前記方法は、第
１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて第２通信デバイスと前記第１通信デバイスと
の間で通信リンクを確立することと、前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、
前記第１周波数帯域と重複しない周波数帯域である第２周波数帯域を用いて、前記第１通
信デバイスと前記第２通信デバイスとの間でデータを伝えることと、前記第２時間間隔の
間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記第１及び第２デバイスの間で制御信号を伝える
こととを含む。いくつかの実施形態では、第１プロトコルは第１周波数帯域で通信するた
めに使用され、第２通信プロトコルは第２周波数帯域で通信するために使用される。第１
プロトコルは、例えば非ＷｉＦｉプロトコルであり得、第２プロトコルはＷｉＦｉプロト
コルであり得る。いくつかの実施形態では、第１周波数帯域は私用の認可された周波数帯
域であり、第２周波数帯域は公にアクセス可能な無認可の周波数帯域である。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、前記方法は、前記第２周波数帯域を用いてデータを伝える前
に、前記第２周波数帯域がデータ通信に利用可能であるかどうかを判定することと、前記
第１周波数帯域を用いて、前記第２通信装置に、前記第２帯域がデータを通信するために
使用されることを伝えることとを含む。前記方法はさらに、前記第２通信デバイスに前記
第２帯域がデータを通信するために使用されることを伝える前に、前記第２デバイスに前
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記第２帯域の利用可能性を調べることを命令することと、前記第２周波数帯域の利用可能
性の状態（status）を示す情報を前記第２通信デバイスから受信することとを含み得る。
前記第２周波数帯域の利用可能性を判定することは、前記第２周波数帯域内にある干渉レ
ベルを測定することと、前記利用可能性の判定を、前記測定された干渉レベルの関数とす
ることとを含み得る。干渉レベルは、いくつかの実施形態では、ｉ）受信された干渉電力
レベルとｉｉ）測定された負荷レベルの内の一つであり得る。必ずしも全てではない、い
くつかの方法の実装では、通信リンクを確立することは、前記第１周波数帯域で、前記第
１通信デバイスの存在を示すピア発見信号を送信することと、前記第２通信デバイスが前
記第１通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしていることを示すページ信号を受信
することとを含む。通信リンクを確立することは、前記第１周波数帯域で交換された信号
を用いて、認証操作を行うことを含み得る。必ずしも全てではない、いくつかの実施形態
では、通信リンクを確立することは、前記第１周波数帯域で、前記第２通信の存在を示す
ピア発見信号を受信することと、第１通信デバイスが前記第２通信デバイスとの通信リン
クを確立しようとしていることを示すページ信号を送信することとを含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態に従う、典型的な第１通信デバイスは、第１時間間隔の間に、第１
周波数帯域を用いて第２通信デバイスとの通信リンクを確立するように構成されるリンク
確立モジュールと、前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯
域と重複しない周波数帯域である第２周波数帯域を用いて、第１通信デバイスと前記第２
通信デバイスとの間でデータを通信するように前記第１通信デバイスを制御するように構
成される通信モジュールと、前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前
記第１通信デバイスと前記第２通信デバイスとの間で制御信号を通信するように前記第１
通信デバイスを制御するように構成される制御信号通信モジュールとを具備する。
【００１５】
　様々な実施形態が上記の概要で議論されているが、いくつかの実施形態では、必須では
ないが望ましい上述の特徴の内のいくつか及び同一の特徴を、全ての実施形態が必ずしも
含まないことは理解されるべきである。多数の追加の特徴、実施形態及び様々な実施形態
の利点は、後続する詳細な説明で検討される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、典型的な実施形態に従う典型的な通信ネットワークの図である。
【図２】図２は、図１の通信ネットワークで利用可能な典型的なスペクトルを示す図であ
る。
【図３】図３は、典型的な実施形態に従う、２つのピアツーピア移動体無線端末間で交換
される典型的なシグナリングを示す図である。
【図４】図４は、第１通信デバイスを操作する典型的な方法のフローチャートである。
【図５】図５は、通信デバイスが第１周波数帯域で接続を確立し、第１周波数帯域で接続
を維持している間に、第２周波数帯域を使用することを決定する例のための典型的なシグ
ナリング及び典型的なエア（air）リンクリソースを示す図である。
【図６】図６は、典型的な実施形態に従う典型的な第１通信デバイスの図である。
【図７】図７は、図７Ａ及び図７Ｂの組合せを示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、典型的な実施形態に従う第１通信デバイスを操作する典型的な方法
のフローチャートである。
【図７Ｂ】図７Ｂは、典型的な実施形態に従う第１通信デバイスを操作する典型的な方法
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、典型的な実施形態に従う典型的なネットワーク１００の図である。ネットワー
ク１００は、認可されたスペクトル周波数帯域と公にアクセス可能なスペクトル周波数帯
域とを含む複数の周波数帯域を含む。典型的な通信ネットワークは、第１通信帯域で使用
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するための、例えば非ＷｉＦｉ通信プロトコルのような第１通信プロトコルと、第２通信
帯域で使用するための、例えばＷｉＦｉ通信プロトコルのような第２通信プロトコルとを
サポートする複数の通信デバイス（通信デバイス１　１０２、通信デバイス２　１０４、
通信デバイス３　１０６、通信デバイス４　１０８、　．．．、通信デバイスＮ　１１０
）を含む。無線通信デバイス（１０２，１０４，１０６，１１０）は、例えば、ピアツー
ピアシグナリングをサポートする移動体無線端末である。無線通信デバイス１０８、例え
ばピアツーピア通信をサポートする静止又は移動体無線端末は、デバイス１０８が、バッ
クホール（backhaul）を介して、他のネットワーク及び／又はインターネットに接続され
ることを許可する有線インタフェースも含む。いくつかの実施形態では、通信ネットワー
ク１００は、例えばネットワーク１００に実装されているピアツーピアタイミング構造に
従って、タイミングの同期を取得するために、近接する通信デバイス（１０２，１０４，
１０６，１０８，１１０）によって使用される参照信号を送信する参照信号トランスミッ
タ１１２、例えばビーコントランスミッタを含む。
【００１８】
　図２は、図１の通信ネットワーク１００で利用可能な典型的なスペクトルを示す図であ
る。横軸２０２は周波数を表す。典型的な利用可能なスペクトルは、Ｆ１周波数帯域で指
定される第１周波数帯域２０４と、Ｆ２周波数帯域で指定される第２周波数帯域２０６と
を含む。第１及び第２周波数帯域は重複しない。第１周波数帯域２０４は、私用に認可さ
れ、非Ｗｉ－Ｆｉ通信プロトコルを用いる、５ＭＨｚの幅の制御された周波数帯域であり
得る。第２周波数帯域は、無認可であって、Ｗｉ－Ｆｉプロトコルを用いる２０ＭＨｚの
幅の公衆のスペクトル周波数帯域であり得る。一般に、第１周波数帯域２０４は、第２周
波数帯域２０６より高い信頼性を有する周波数帯域である。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、追加の周波数帯域、例えば、１以上の追加の公衆のスペクト
ルの無認可の周波数帯域は、通信ネットワーク内でサポートされる。いくつかの実施形態
では、異なる通信帯域は、通信ネットワークの異なる領域内で利用可能である。
【００２０】
　図３は、典型的な実施形態に従う、２つのピアツーピア移動体無線端末（ピアツーピア
移動体ＷＴ　Ａ　３０２、ピアツーピア移動体ＷＴ　Ｂ　３０４）間で交換される、典型
的なシグナリング（３０６、３０８）を示す図３００である。ＷＴ（３０２、３０４）は
、例えば、図１の通信ネットワーク１００の通信デバイスの内のいずれかである。
【００２１】
　Ｆ１帯域シグナリング３０６は、（ｉ）ピアツーピア発見シグナリング、ページングシ
グナリング、コンフィギュレーションシグナリング、及び認証シグナリングを含む制御シ
グナリングと、（ｉｉ）いくつかのトラフィックシグナリングとを含む。Ｆ２帯域シグナ
リング３０８は、高負荷、例えば大容量のデータセッショントラフィックシグナリングを
含む。
【００２２】
　図４は、第１通信デバイス、例えば、ピアツーピア通信をサポートする無線モバイルノ
ードを操作する典型的な方法のフローチャート４００である。典型的な方法の動作は、第
１通信デバイスの電源が入れられ、初期化されるステップ４０２でスタートし、ステップ
４０４に進む。
【００２３】
　ステップ４０４では、第１通信デバイスは、第１周波数帯域を用いて第２通信デバイス
との通信セッションを確立する。ステップ４０４で行われる典型的な動作は、ピアツーピ
ア発見シグナリング、ページングシグナリング、コンフィギュレーションシグナリング、
及び／又は認証シグナリングを含む。第１通信帯域は、図２の帯域２０４のような、非Ｗ
ｉ－Ｆｉプロトコルを用いて、私用に認可され制御されるスペクトル周波数帯域である。
【００２４】
　動作はステップ４０４からステップ４０６及び４０８に進む。ステップ４０６では、通
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信デバイスは、第２周波数帯域が利用可能かどうかを判定するためのスペクトルの利用可
能性の判定をする。
【００２５】
　ステップ４０８では、第１通信デバイスは、少なくとも１つの制御信号を用いて、第１
周波数帯域を使用する通信セッションを維持する。ステップ４０８は進行中の方式で行わ
れる。
【００２６】
　ステップ４０６に戻り、ステップ４０６では、判定が、第２帯域が利用可能であるとい
うことである場合、動作はステップ４０６からステップ４１０に進む。第２帯域は、例え
ば、図２の帯域２０６のような、公衆のスペクトルの無認可のＷｉ－Ｆｉプロトコル帯域
である。しかしながら、ステップ４０６の判定が、第２帯域が利用可能ではないというこ
とである場合、動作は、ステップ４０６から、第１通信デバイスが第１帯域でデータを通
信する、例えば、非Ｗｉ－Ｆｉプロトコルを用いてピアツーピアトラフィック信号を伝え
るステップ４２０に進む。ステップ４１０に戻り、ステップ４１０では、第１通信デバイ
スは、第２帯域を使用するか否かを決定する。この決定は、必ずしも全てではないいくつ
かの実施形態では、第２帯域幅の中で測定された次の値の内の１つ以上に基づく：測定さ
れたＳＩＮＲ、測定された干渉電力、他の通信ペアによる帯域幅の占有、（例えば、現在
第２帯域幅を使用する他の通信ペアの数、及び／又はトラフィック送信のために第２帯域
幅が使用中（busy）である時間の割合）、第２帯域幅を使用する経済価格（例えば、認可
されたスペクトル、又は通常それほど高価でないと考えられている無認可のスペクトル）
。いくつかの実装では、第１デバイスは、測定された値の内の１以上を、第１帯域幅でな
された対応する測定と比較し、その比較に基づいて、第２帯域を使用するか否かを決定す
る。
【００２７】
　ステップ４１０の決定が第２帯域を使用しないことである場合、動作はステップ４１０
からステップ４２０に進む。しかしながら、ステップ４１０の決定が第２帯域を使用する
ことである場合、動作はステップ４１０からステップ４１６に進む。ステップ４１６では
、第１通信デバイスは、第２帯域を使用する決定を伝える信号を交換する。いくつかの実
施形態では、第２通信帯域を使用する決定を伝える信号は、第１周波数帯域で通信される
。動作はステップ４１６からステップ４１８に進む。
【００２８】
　ステップ４１８では、第１通信デバイスは、例えばＷｉＦｉプロトコルを用いて第２帯
域で、データ、例えばトラフィック信号を通信する。動作は、ステップ４２０又はステッ
プ４１８から、ステップ４０６及び４０８の入力に進む。
【００２９】
　図５は、第１通信デバイスが第１周波数帯域、例えば、私用に許可された制御されたス
ペクトル周波数帯域での接続を確立し、第１周波数帯域での接続を維持している間に、第
２周波数帯域、例えばトラフィックデータを通信する公にアクセス可能な無認可の周波数
帯域を使用することを決定する例に関する典型的なシグナリング及び典型的なエアリンク
リソースを示す図である。
【００３０】
　横軸５０４が時間を表す一方、縦軸５０２は周波数を表す。周波数スペクトルは、第１
帯域５０６及び第２帯域５０８を含む。第１帯域５０６は、例えば、図２の私用に認可さ
れた、制御されたスペクトルの非Ｗｉ－Ｆｉ帯域２０４である。第２帯域５０８は、例え
ば、図２の無認可の公衆のスペクトルのＷｉ－Ｆｉ周波数帯域２０６である。ブロック５
１０は、第１帯域５０６の典型的なエアリンクリソースと、典型的な接続確立シグナリン
グとを示す。この例では、第１通信デバイスが、第２帯域が利用可能であると判定し、第
２通信帯域を使用することを決定したと仮定され得る。ブロック５１０は、図４のフロー
チャート４００の、ステップ４０４のシグナリングとステップ４１６のシグナリングとに
対応し得る。
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【００３１】
　ブロック５１２は、第２帯域５０８の典型的なエアリンクリソースと、第２帯域でのト
ラフィック信号の典型的な通信とを示す。同様に、ブロック５１４は、第２帯域５０８の
典型的なエアリンクリソースと、第２帯域でのトラフィック信号の典型的な通信とを示す
。ブロック５１２及び５１４は、図４のフローチャート４００のステップ４１８に相当し
得る。
【００３２】
　ブロック５１６は、第１帯域５０６の典型的なエアリンクリソースと、通信セッション
を維持するために用いられる典型的な制御シグナリングとを示す。ブロック５１６は、図
４のフローチャート４００のステップ４０８に相当し得る。
【００３３】
　ブロック５１８は、第２帯域５０８の典型的なエアリンクリソースと、第２帯域でのト
ラフィック信号の典型的な通信とを示す。同様に、ブロック５２０は、第２帯域５０８の
典型的なエアリンクリソースと、第２帯域でのトラフィック信号の典型的な通信とを示す
。ブロック５１８及び５２０は、図４のフローチャート４００のステップ４１８の別の反
復に相当し得る。
【００３４】
　ブロック５２２は、第１帯域５０６の典型的なエアリンクリソースと、通信セッション
を維持するために用いられる典型的な制御シグナリングとを示す。ブロック５２２は、図
４のフローチャート４００の別の反復ステップ４０８に相当し得る。
【００３５】
　ブロック５２４は、第２帯域５０８の典型的なエアリンクリソースと、第２帯域での典
型的なトラフィック信号とを示す。
【００３６】
　図６は、例えば、第１通信帯域で非ＷｉＦｉのピアツーピアプロトコルを、第２通信帯
域でＷｉ－Ｆｉプロトコルをサポートするモバイルノードのような無線端末である典型的
な第１通信装置６００の図である。典型的な第１通信デバイス６００は、例えば、図１の
通信ネットワーク１００の通信デバイスの内のいずれかである。
【００３７】
　典型的な第１通信デバイス６００は、無線レシーバモジュール６０２、無線トランスミ
ッタモジュール６０４、プロセッサ６０６、ユーザ入出力デバイス６０８、及び様々な要
素がデータと情報とを交換し得るバス６１２を介して連結されたメモリ６１０を含む。い
くつかの実施形態では、第１通信デバイス６１０は、バス６１２につながれるネットワー
クインタフェース６０７を含む。ネットワークインタフェース６０７は、含まれる場合、
第１通信デバイス６００を、バックホールネットワークを介して、ネットワークノード及
び／又はインターネットにつなぐためのインタフェースを提供する。
【００３８】
　メモリ６１０は、ルーチン６１８及びデータ／情報６２０を含む。プロセッサ６０６（
例えば、ＣＰＵ）は、ルーチン６１８を実行し、第１通信デバイス６００と、例えば図４
のフローチャート４００の方法又は図７のフローチャート７００の方法のような実装方法
との動作を制御するために、メモリ６１０内のデータ／情報６２０を使用する。
【００３９】
　無線レシーバモジュール６０２、例えばＯＦＤＭ及び／又はＣＤＭＡレシーバは、第１
通信デバイス６００が他のデバイスから、例えば同期信号、ピア発見信号、ページング信
号、コンフィギュレーション信号、認証信号、及びトラフィック信号のような信号を受信
する受信アンテナ６１４につながれる。無線トランスミッタモジュール６０４、例えばＯ
ＦＤＭ及び／又はＣＤＭＡトランスミッタは、第１通信デバイス６００が他の通信デバイ
スに信号を送信する送信アンテナ６１６につながれる。送信される信号は、例えば、ピア
発見信号、ページング信号、コンフィギュレーション信号、認証信号、及びトラフィック
信号を含む。いくつかの実施形態では、トランスミッタとレシーバとに同一のアンテナが
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使用される。
【００４０】
　ルーチン６１６は、通信ルーチン６２２及び制御ルーチン６２４を含む。通信ルーチン
６２２は、第１通信デバイス６００によって使用される通信プロトコルのうちのいくつか
を実装する。制御ルーチン６２４は、リンク確立モジュール６２６、データ通信モジュー
ル６２８、制御信号通信モジュール６３０、第１プロトコルモジュール６３２、第２通信
プロトコルモジュール６３４、周波数帯域利用可能性判定モジュール６３６、帯域選択通
信モジュール６３８、命令モジュール６４０、情報リカバリモジュール６４２、干渉測定
モジュール６４４、周波数帯域利用可能性判定モジュール６４６、ピア発見送信制御モジ
ュール６４８、認証モジュール６５０、及びページ信号送信制御モジュール６５２を含む
。
【００４１】
　データ／情報６２０は、例えばピアツーピア非ＷｉＦｉプロトコル情報のような第１プ
ロトコル情報と、例えばＷｉＦｉプロトコル情報のような第２プロトコル情報とを含む。
データ／情報６２０はさらに、通信帯域情報６６０、タイミング構造情報６６８、接続／
セッション情報６７０、制御信号６７２、及びトラフィック信号６７４を含む。通信帯域
情報６６０は、複数の異なる帯域に対応する情報（第１帯域情報６６２、第２帯域情報６
６４、　．．．、Ｎ番目の帯域情報６６６）を含む。複数の通信帯域の内の少なくとも１
つは、私用に認可された制御されたスペクトルであり、通信帯域の内の少なくとも１つは
認可されていない公衆のスペクトルの通信帯域である。
【００４２】
　リンク確立モジュール６２６は、第１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて、第２
の通信デバイスとの通信リンクを確立する。データ通信モジュール６２８は、第１間隔に
後続する第２の時間間隔の間に、第１周波数帯域に重複しない周波数帯域である第２周波
数帯域を用いて、第１通信デバイスと第２通信デバイスとの間でデータを通信するために
第１通信デバイス６００を制御する。いくつかの実施形態では、第１周波数帯域は私用に
認可された周波数帯域であり、第２周波数帯域は公衆にアクセス可能な無認可の周波数帯
域である。
【００４３】
　制御信号通信モジュール６３０は、第２時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて、第
１通信デバイスと第２通信デバイスとの間で制御信号を通信するために第１通信デバイス
６００を制御する。例えば、図５の例に関して、第２時間間隔がブロック５１２、５１４
、５１６、５１８、５２０、５２２、及び５２４を含む間隔であるのに対して、第１時間
間隔はブロック５１０を含む間隔である。
【００４４】
　第１プロトコル情報６５６を使用する第１プロトコルモジュール６３２は、第１周波数
帯域での通信をサポートする。第２プロトコル情報６５８を使用する第２通信プロトコル
モジュール６３４は、第２周波数帯域での通信をサポートする。いくつかの実施形態では
、第２通信プロトコルモジュール６３４はＷｉＦｉに基づく通信をサポートするＷｉＦｉ
通信プロトコルモジュールである。
【００４５】
　周波数帯域利用可能性判定モジュール６３６は、第２周波数帯域を用いてデータを通信
する前に、第２周波数帯域がデータ通信に利用可能であるかどうかを判定する。帯域選択
通信モジュール６３８は、第１周波数帯域を用いて、データを通信するために第２周波数
帯域が使用されることを示す第２通信デバイスへの信号の送信を制御する。
【００４６】
　データを通信するために第２周波数帯域が用いられることを第２通信デバイスに伝える
前に、命令モジュール６４０は、第２デバイスに第２周波数帯域の利用可能性を調べさせ
ることを示す命令を生成する。いくつかの実施形態では、第１通信デバイス６００及び第
２通信デバイスの両方が、第２周波数帯域の利用可能性に関してチェックを行い、そのチ
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ェックのいずれかが、第２が利用不可能であると判定する場合、第２周波数帯域は使用さ
れない。
【００４７】
　情報リカバリモジュール６４２は、第２デバイスから受信された信号から、第２周波数
帯域の利用可能性の状態を示す情報を復元（recovery）する。
【００４８】
　干渉測定モジュール６４４は、第２周波数帯域内に存在する干渉レベルを測定する。周
波数帯域利用可能性判定モジュール６４６は、周波数帯域の利用可能性の判定を、干渉測
定モジュール６４４によって測定された干渉レベルの関数とする。様々な実施形態では、
干渉測定モジュール６４４は、ｉ）受信された干渉電力レベル、及びｉｉ）通信負荷レベ
ルの内の一つを測定する。
【００４９】
　ピア発見送信制御モジュール６４８は、例えば、ピアツーピアタイミング構造に従う第
１周波数帯域で、ピア発見信号を送信するように無線トランスミッタモジュール６０２を
制御する。認証モジュール６５０は、例えば第１周波数帯域で、送信される認証信号の生
成と、受信される認証信号の処理とを制御する。ページ信号送信制御モジュール６５２は
、例えば第１周波数帯域で、ページ信号の送信を制御する。
【００５０】
　タイミング構造情報は、例えば第１周波数帯域で用いられる、ピアツーピアタイミング
構造に対応する情報と、例えば第２周波数帯域に対応する、ＷｉＦｉタイミング構造情報
とを含む。いくつかの実施形態では、タイミング構造情報６８８は、第１通信デバイス６
００が、例えば制御シグナリングをサポートするために、第１周波数帯域で動作している
べき時刻を識別する情報を含む。
【００５１】
　接続／セッション情報６７０は、第１通信デバイス６００の確立された現在の接続及び
／又は現在のセッションを識別する情報、例えば、第１通信デバイス６００に現在関連す
る接続識別子及び／又は第１通信デバイス６００に現在関連するエアリンクリソースを含
む。制御信号６７２は、例えば、セッション確立信号、セッション維持信号、ページング
信号、コンフィギュレーションシグナリング認証信号、帯域利用可能性信号、帯域利用可
能性命令信号、及び帯域利用決定信号を含む。
【００５２】
　トラフィック信号６７４は、第１通信デバイス６００が現在の接続をしているピアデバ
イスに、ユーザデータを伝達する信号を含む。ユーザデータは、例えば、イメージデータ
、音声（voice）データ、他のオーディオ（audio）データ、テキストデータ、及び／又は
他のファイルデータ等を含む。トラフィックデータ信号は、第２、例えばＷｉＦｉプロト
コルを用いる第２帯域を介して、又はピアツーピア非ＷｉＦｉプロトコルを用いる第１帯
域を介して、通信され得る。様々な実施形態では、トラフィックシグナリングに関して、
異なるコーディング方式、レート、及び／又はデータブロックサイズが、異なる通信帯域
で使用される。
【００５３】
　図７は、第１通信デバイス、例えば典型的な実施形態に従うピアツーピア通信をサポー
トする移動体無線端末、を操作する典型的な方法のフローチャート７００である。第１通
信デバイスの電源が入れられ、初期化されるステップ７０２で、典型的な方法の動作は始
まる。動作は、開始ステップ７０２からステップ７０４に進む。ステップ７０４では、第
１通信デバイスは、第１周波数帯域で、第１通信デバイスの存在を示すピア発見信号を送
信する。動作はステップ７０４からステップ７０６に進む。
【００５４】
　ステップ７０６では、第１通信デバイスは、第１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用
いて、第１通信デバイスと第２通信デバイスとの間での通信リンクを確立する。ステップ
７０６は、サブステップ７０８、７１０、７１２、７１４、及び７１８を含む。サブステ
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ップ７０８では、第１通信デバイスは、第１周波数帯域で、第２通信デバイスの存在を示
すピア発見信号を受信する。動作はサブステップ７０８からサブステップ７１０に進む。
【００５５】
　サブステップ７１０では、第１通信デバイスは、第２通信デバイスを呼び出し（page）
たいかどうかを決定する。第１通信デバイスが第２通信デバイスを呼び出すことを望む場
合、動作はサブステップ７１０からサブステップ７１２に進む。そうでない場合、動作は
サブステップ７１０からサブステップ７１４に進む。
【００５６】
　サブステップ７１２に戻り、サブステップ７１２では、第１通信デバイスは、通信デバ
イスが第２通信デバイスとの接続を確立しようとしていることを示すページ信号を送信す
る。動作はサブステップ７１２からサブステップ７１８に進む。
【００５７】
　サブステップ７１４に戻り、サブステップ７１４では、第１通信デバイスはページ信号
を監視する。時々、サブステップ７１４は、第１通信デバイスが、第２通信デバイスが第
１通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしていることを示すページ信号を受信する
サブステップ７１６を含む。動作はサブステップ７１６からサブステップ７１８に進む。
【００５８】
　サブステップ７１８では、第１通信デバイスは、第１周波数帯域で交換された信号を用
いて認証操作を行う。動作はステップ７０６からステップ７２０に進む。
【００５９】
　ステップ７２０では、第１通信デバイスは、第１周波数帯域と重複しない周波数帯域で
ある第２周波数帯域がデータ通信に利用可能であるかどうかを判定する。いくつかの実施
形態では、第１周波数帯域は私用に認可された周波数帯域であり、第２周波数帯域は公に
アクセス可能な無認可の周波数帯域である。ステップ７２０は、サブステップ７２２、７
２４、７２６、及び７２８を含む。サブステップ７２２では、第１通信デバイスは、第２
通信デバイスに、第２周波数帯域の利用可能性を調べることを指示する。動作は、サブス
テップ７２２から、第１通信デバイスが、第２通信デバイスから第２周波数帯域の利用可
能性の状態を示す情報を受信するサブステップ７２４に進む。
【００６０】
　動作は、サブステップ７２４から、第１通信デバイスが第２周波数帯域に存在する干渉
レベルを測定するサブステップ７２６に進む。そして、サブステップ７２８では、第１通
信デバイスは、第２周波数帯域の利用可能性の判定を、測定された干渉レベルの関数とす
る。いくつかの実施形態では、干渉レベルは、ｉ）受信された干渉電力レベル、及びｉｉ
）測定された負荷レベルの内の一つである。いくつかの実施形態では、干渉レベルは、測
定された受信された干渉電力と測定された負荷との組み合わせに基づく。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、第１通信デバイスと第２通信デバイスとは、複数の可能な代
替周波数帯域内の代替周波数帯域を調べ、例えば、しきい値より小さい干渉の推定に基づ
いて、第２周波数帯域のための候補のセットを決定する。いくつかの実施形態では、第１
通信デバイスと第２通信デバイスとは、それぞれ、第２周波数帯域のための受諾できる候
補のリストを形成する。いくつかの実施形態では、受諾できる候補の周波数帯域は、それ
ぞれ、品質指標値、例えば期待される干渉の基準に関連する。１つのそのような実施形態
では、候補情報と、任意で、品質指標情報とは、第１通信デバイスと第２通信デバイスと
の内の少なくとも１つから、第１通信デバイスと第２通信デバイスとの内の他の１つに伝
えられる。そして、第２周波数帯域の決定は、２つのリストからの情報の関数として、例
えば、第１通信デバイスと第２通信デバイスの両方で受諾可能な帯域を選択することとし
て為される。
【００６２】
　動作は、分岐点Ａ　７３０を介して、ステップ７２０からステップ７３２に進む。ステ
ップ７３２では、ステップ７２０の決定が、第２周波数帯域が利用可能であるということ
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である場合、動作はステップ７３２からステップ７３４に進む。しかしながら、ステップ
７２０の決定が、第２周波数帯域が利用可能ではないということである場合、動作はステ
ップ７３２からステップ７３８に進む。
【００６３】
　ステップ７３４に戻り、ステップ７３４では、第１通信デバイスは、第１周波数帯域を
用いて、第２周波数帯域が例えばトラフィックデータのようなデータを通信するために使
用されることを、第２通信デバイスに伝える。動作は、ステップ７３４から、第１通信デ
バイスが、第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、第２周波数帯域を用いて、第１
通信デバイスと第２通信デバイスとの間でデータを通信するステップ７３６に進む。いく
つかの実施形態では、第１通信プロトコルが第１周波数帯域で通信するために使用され、
第２通信プロトコルが第２周波数帯域で通信するために使用される。１つのそのような実
施形態では、第１通信プロトコルは、非ＷｉＦｉプロトコル、例えばピアツーピア通信を
サポートする非ＷｉＦｉプロトコルであり、第２通信プロトコルはＷｉＦｉプロトコルで
ある。
【００６４】
　ステップ７３８に戻り、ステップ７３８では、第１通信デバイスは、第１時間間隔に後
続する第２時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて、第１通信デバイスと第２通信デバ
イスとの間でデータを通信する。動作はステップ７３６又はステップ７３８からステップ
７４０に進む。ステップ７４０では、第１通信デバイスは、第２時間間隔の間に、第１周
波数帯域を用いて、第１通信デバイスと第２通信デバイスとの間で制御信号を通信する。
【００６５】
　様々な実施形態の技術は、ソフトウェア、ハードウェア、及び／又はソフトウェアとハ
ードウェアとの組み合わせを用いて実装され得る。様々な実施形態は、装置、例えば、移
動体アクセス端末のようなモバイルノード、１以上の付属（attachment）ポイントを含む
基地局、及び／又は通信システムを対象にする。様々な実施形態は、方法、例えば、モバ
イルノード、基地局、通信システム、例えばホストを制御し、且つ／又は操作する方法も
対象にする。様々な実施形態は、例えばコンピュータのようなマシンや、方法の１以上の
ステップを実装するためのマシンを制御するための機械読み取り可能な命令を含む、例え
ば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ、ハードディスク等の読み取り可能な媒体も対象にする。
【００６６】
　様々な実施形態では、ここに記述されたノードは、１以上の方法に対応するステップ、
例えば、第１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて、第１通信デバイスと第２通信デ
バイスとの間の通信リンクを確立すること、第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に
、第１周波数帯域と重複しない周波数帯域である第２周波数帯域を用いて、第１通信デバ
イスと第２通信デバイスとの間でデータを通信すること、及び第２時間間隔の間に、第１
周波数帯域を用いて、第１通信デバイスと第２通信デバイスとの間で制御信号を通信する
ことを実行するように、１つ以上のモジュールを用いて実装される。したがって、いくつ
かの実施形態では、様々な特徴は、モジュールを用いて実装される。そのようなモジュー
ルは、ソフトウェア、ハードウェア、又はソフトウェアとハードウェアとの組合せを用い
て実装され得る。上記方法又は方法ステップの多くは、例えば１以上のノード内で、上記
方法の全て又は一部を実装するために、例えば追加のハードウェアを備える又は備えない
汎用コンピュータのようなマシンを制御するための、例えば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読み取り可能な媒体に含まれる、ソフトウ
ェアのような、機械実行可能な命令を用いて実装され得る。したがって、特に、様々な実
施形態は、例えばプロセッサ及び関連するハードウェアのようなマシンに、上記方法の１
以上のステップを行なわせるために、機械実行可能な命令を含む機械読み取り可能な媒体
を対象とする。いくつかの実施形態は、発明の１以上の方法のステップの１つ、複数又は
全てを実装するように構成されたプロセッサを含む、例えば通信デバイスのようなデバイ
スを対象とする。
【００６７】
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　いくつかの実施形態は、１つのコンピュータ又は複数のコンピュータに、様々な機能、
ステップ、動作、及び／又は操作を実装させるためのコードを含む、コンピュータ読み取
り可能な媒体を含むコンピュータプログラムプロダクトを対象とする。実施形態によって
、コンピュータプログラムプロダクトは、実行される各ステップのための異なるコード含
むことができ、また含むことがある。したがって、コンピュータプログラムプロダクトは
、例えば通信デバイス又はノードを制御する方法のような方法の個々のステップのための
コードを含み得、また含むことがある。コードは、例えば、ＲＡＭ（ランダムアクセスメ
モリ）、ＲＯＭ（読み取り専用メモリ）又は他のタイプの記憶装置のようなコンピュータ
読み取り可能な媒体に格納された、マシン、例えばコンピュータ実行可能な命令の形式で
あり得る。コンピュータプログラムプロダクトの対象であることに加えて、いくつかの実
施形態は、上記１以上の方法の、様々な機能、ステップ、動作、及び／又は操作の１以上
を実装するように構成されたプロセッサを対象とする。したがって、いくつかの実施形態
は、ここに記述された方法のステップの内のいくつか又は全てを実装するように構成され
るプロセッサ、例えばＣＰＵを対象とする。プロセッサは、例えば、本願に記載された通
信デバイス又は他のデバイスで使用され得る。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、１以上のデバイス、例えば無線端末のような通信デバイスの
、１以上のプロセッサ、例えばＣＰＵは、通信デバイスによって行われることとして記載
された方法のステップを行うように構成される。したがって、全てではないいくつかの実
施形態は、プロセッサが含まれるデバイスによって行なわれる、様々な上記方法の各ステ
ップに対応するモジュールを含むプロセッサを備えるデバイス、例えば通信デバイスを対
象とする。全てではないいくつかの実施形態では、デバイス、例えば通信デバイスは、プ
ロセッサが含まれるデバイスによって行われる、様々な上記方法の各ステップに対応する
モジュールを含む。モジュールは、ソフトウェア及び／又はハードウェアを用いて実装さ
れ得る。
【００６９】
　ＯＦＤＭ方式のコンテキストに記述されたが、様々な実施形態の方法及び装置の内のい
くつかは、多くの非ＯＦＤＭシステム及び／又は非セルラーシステムを含む広範囲の通信
システムに適用できる。
【００７０】
　上述の様々な実施形態の方法及び装置に関する多くの追加の変形例は、上記の記述を考
慮して、当業者に明白である。そのような変形例は、その範囲内に見なされる。ＣＤＭＡ
、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）、及び／又はアクセスノードとモバイルノードと
の間の無線通信リンクを提供するために使用され得る様々な他のタイプの通信技術が、方
法と装置とで共に使用され得、様々な実施形態で共に使用される。いくつかの実施形態で
は、アクセスノードは、ＯＦＤＭ及び／又はＣＤＭＡを用いて、モバイルノードとの通信
リンクを確立する基地局として実装される。様々な実施形態では、モバイルノードは、方
法を実現するために、ノートブックコンピュータ、パーソナルデータアシスタント（ＰＤ
Ａ）、又は送信器／受信器回路並びにロジック及び／もしくはルーチンを含む他の携帯デ
バイスとして実装される。
　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］第１通信デバイスを操作する方法であって、
　第１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて、前記第１通信デバイスと第２通信デバ
イスとの間の通信リンクを確立することと、
　前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域と重複しない周
波数帯域である第２周波数帯域を用いて、前記第１通信デバイスと前記第２通信デバイス
との間でデータを通信することと、
　前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記第１通信デバイスと前記
第２通信デバイスとの間で制御信号を通信することとを具備する方法。
［２］前記第１周波数帯域で通信するために第１プロトコルが用いられ、前記第２周波数
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帯域で通信するために第２通信プロトコルが用いられる［１］記載の方法。
［３］前記第１周波数帯域は私用の認可された周波数帯域であり、前記第２周波数帯域は
公にアクセス可能な無認可の周波数帯域である［１］記載の方法。
［４］前記第２周波数帯域を用いてデータを通信する前に、前記第２周波数帯域がデータ
通信に利用可能であるかどうかを判定することと、
　前記第１周波数帯域を用いて、前記第２帯域がデータを通信するために用いられること
を、前記第２通信デバイスに伝えることとをさらに具備する［３］記載の方法。
［５］前記第２通信デバイスがデータを通信するために用いられることを伝える前に、前
記第２通信デバイスに、第２帯域の利用可能性を調べることを命令することと、
　第２周波数帯域の利用可能性の状態を示す情報を、前記第２通信デバイスから受信する
こととをさらに具備する［４］記載の方法。
［６］前記利用可能性を決定することは、
　前記第２周波数帯域に存在する干渉レベルを測定することと、
　前記利用可能性を決定することを、前記測定された干渉レベルの関数とすることとを含
む［４］記載の方法。
［７］前記干渉レベルは、ｉ）受信された干渉電力レベル、及びｉｉ）測定された負荷レ
ベルの内の一つである［６］記載の方法。
［８］通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で、前記第１通信デバイスの存在を示すピア発見信号を送信するこ
とと、
　前記第２通信デバイスが、前記第１通信デバイスとの通信リンクを確立しようしている
ことを示すページ信号を受信することとを含む［４］記載の方法。
［９］通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて、認証操作を行うことをさらに含む［８
］記載の方法。
［１０］通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で、前記第２通信デバイスの存在を示すピア発見信号を受信するこ
とと、
　前記第１通信デバイスが、前記第２通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしてい
ることを示すページ信号を送信することとを含む［４］記載の方法。
［１１］通信リンクを確立することは、
　前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて認証操作を行うことをさらに含む［１０
］記載の方法。
［１２］第１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて第２通信デバイスとの通信リンク
を確立するように構成されたリンク確立モジュールと、
　前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域と重複しない周
波数帯域である第２周波数帯域を用いて、第１通信デバイスと前記第２通信デバイスとの
間でデータを通信するように前記第１通信デバイスを制御するように構成された通信モジ
ュールと、
　前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記第１通信デバイスと前記
第２通信デバイスとの間で制御信号を通信するように前記第１通信デバイスを制御するよ
うに構成された制御信号通信モジュールとを具備する第１通信デバイス。
［１３］前記第１周波数帯域での通信をサポートするように構成された第１プロトコルモ
ジュールと、
　前記第２周波数帯域での通信をサポートするように構成された第２通信プロトコルモジ
ュールとをさらに具備し、前記第２通信プロトコルモジュールは、ＷｉＦｉに基づく通信
をサポートするＷｉＦｉ通信プロトコルモジュールである［１２］記載の第１通信デバイ
ス。
［１４］前記第１周波数帯域は私用の認可された周波数帯域であり、第２周波数帯域は公
にアクセス可能な無認可の周波数帯域である［１２］記載の第１通信デバイス。
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［１５］前記第２周波数帯域を用いてデータを通信する前に、前記第２周波数帯域がデー
タ通信に利用可能であるかを判定するように構成された周波数帯域利用可能性判定モジュ
ールと、
　前記第１周波数帯域を用いて、前記第２通信デバイスに、前記第２周波数帯域がデータ
を通信するために用いられることを示す信号を送信することを制御するように構成された
帯域選択通信モジュールとをさらに具備する［１４］記載の第１通信デバイス。
［１６］前記第２通信デバイスに、前記第２周波数帯域がデータを通信するために使用さ
れることを伝える前に、前記第２通信デバイスに、前記第２周波数帯域の利用可能性を調
べさせる命令を生成するように構成された命令モジュールと、
　無線レシーバと、
　前記第２デバイスから受信された信号から、前記第２周波数帯域の利用可能性の状態を
示す情報を復元するように構成された情報リカバリモジュールとをさらに具備する［１５
］記載の第１通信デバイス。
［１７］前記利用可能性判定モジュールは、
　前記第２周波数帯域内に存在する干渉レベルを測定するように構成された干渉測定モジ
ュールと、
　周波数帯域利用可能性の判定を、前記干渉測定モジュールによって測定された干渉レベ
ルの関数とするように構成された周波数帯域利用可能性判定モジュールとを含む［１５］
記載の第１通信デバイス。
［１８］前記干渉測定モジュールは、ｉ）受信された干渉電力レベル、及びｉｉ）通信負
荷レベルの内の一つを測定する［１７］記載の第１通信デバイス。
［１９］無線トランスミッタと、
　前記第１周波数帯域で、前記第１通信デバイスの存在を示すピア発見信号を送信するた
めに、前記無線トランスミッタを制御するように構成されたピア発見送信制御モジュール
と、
　前記第２通信デバイスが前記第１通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしている
ことを示すページ信号を受信するように構成された無線レシーバとをさらに具備する［１
５］記載の第１通信デバイス。
［２０］前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて、認証操作を行うように構成され
た認証モジュールをさらに具備する［１９］記載の第１通信デバイス。
［２１］前記第１周波数帯域で、前記第２通信デバイスの存在を示すピア発見信号を受信
するように構成された無線レシーバと、
　前記第１デバイスが前記第２通信デバイスとの通信リンクを確立しようとしていること
を示すページ信号の送信を開始するように構成されたページ信号送信制御モジュールとを
さらに具備する［１５］記載の第１通信デバイス。
［２２］前記第１周波数帯域で交換された信号を用いて、認証操作を行うように構成され
た認証モジュールをさらに具備する［２１］記載の第１通信デバイス。
［２３］第１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて第２通信デバイスとの通信リンク
を確立するための手段と、
　前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域と重複しない周
波数帯域である第２周波数帯域を用いて、第１通信デバイスと前記第２通信デバイスとの
間でデータを通信するために、前記第１通信デバイスを制御するための手段と、
　前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記第１通信デバイスと前記
第２通信デバイスとの間で制御信号を通信するために前記第１通信デバイスを制御するた
めの手段とを具備する第１通信デバイス。
［２４］第１非ＷｉＦｉ通信プロトコルを用いる前記第１周波数帯域での通信をサポート
するための手段と、
　ＷｉＦｉ通信プロトコルを用いる前記第２周波数帯域での通信をサポートするための手
段とをさらに具備する［２３］記載の第１通信デバイス。
［２５］前記第１周波数帯域は私用の認可された周波数帯域であり、前記第２周波数帯域
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［２６］前記第２周波数帯域を用いてデータを通信する前に、前記第２周波数帯域がデー
タ通信に利用可能であるかどうかを判定するための周波数帯域利用可能性判定手段と、
　前記第１周波数帯域を用いて、前記第２周波数帯域がデータを通信するために用いられ
ることを示す信号を前記第２通信デバイスに送るための帯域選択通信手段とをさらに具備
する［２５］記載の第１通信デバイス。
［２７］前記第２通信デバイスに、前記第２周波数帯域データがデータを通信するために
用いられることを伝える前に、前記第２通信デバイスに、前記第２周波数帯域の利用可能
性を調べさせる命令を生成するための命令生成手段と、
　無線信号を受信するための無線レシーバ手段と、
　前記第２デバイスから受信された信号から、前記第２周波数帯域の利用可能性の状態を
示す情報を復元するための情報リカバリ手段とをさらに具備する［２６］記載の第１通信
デバイス。
［２８］第１通信デバイスで使用するためのコンピュータプログラムプロダクトであって
、
　コンピュータに、第１時間間隔の間に、第１周波数帯域を用いて、前記第１通信デバイ
スと第２通信デバイスとの間に通信リンクを確立するように前記第１通信デバイスを制御
させるためのコードと、
　コンピュータに、前記第１時間間隔に後続する第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯
域に重複しない周波数帯域である第２周波数帯域を用いて、前記第１通信デバイスと前記
第２通信デバイスとの間でデータを通信させるためのコードと、
　コンピュータに、前記第２時間間隔の間に、前記第１周波数帯域を用いて、前記第１通
信デバイスと前記第２通信デバイスとの間で制御信号を通信させるためのコードとを含む
コンピュータ読み取り可能な媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
［２９］前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
　前記第１周波数帯域で通信するために用いられる第１プロトコルの使用をサポートする
ためのコードと、前記第２周波数帯域で通信するために用いられる第２通信プロトコルの
使用をサポートするためのコードとをさらに具備し、前記第２通信プロトコルはＷｉＦｉ
通信プロトコルである［２８］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［３０］前記第１周波数帯域は、私用の認可された周波数帯域であり、前記第２周波数帯
域は公にアクセス可能な無認可の周波数帯域である［２８］記載のコンピュータプログラ
ムプロダクト。
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(21) JP 5420660 B2 2014.2.19

【図７Ｂ】
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