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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線ネットワークにおけるスペクトル可用性を
検出するための新しい、かつ、改良された方法を提供す
る。
【解決手段】無線通信デバイスを動作させる方法であっ
て、第１の時間周期の間、第１の通信帯域の少なくとも
１つのビーコン記号を含んだビーコン信号の少なくとも
一部を検出するためにモニタすること、およびモニタす
ることの結果に基づいて第１の信号を送信するか否かを
決定することを備え、第１の信号が、ビーコン記号およ
びユーザデータのうちの少なくとも１つを含む。ビーコ
ン信号が検出されると、受信したビーコン信号から無線
端末によって回復された復号された情報を使用して送信
が決定される。復号された情報には、たとえば、第２の
帯域をピア－ピア通信のために使用することができるこ
とを示すタイプ情報が含まれている。
【選択図】図８Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信デバイスを動作させる方法であって、
　第１の時間周期の間、第１の通信帯域の少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコ
ン信号の少なくとも一部を検出するためにモニタすること、および
　前記モニタすることの結果に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定することを備
え、前記第１の信号が、ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つを含む
方法。
【請求項２】
　前記ユーザデータが、テキストデータ、音声データ、イメージデータ、ゲームデータお
よびスプレッドシートデータのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　送信するか否かを決定することが、ビーコン信号部分が検出されたことに応答して信号
の送信を決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　送信するか否かを決定することが、
　検出されたビーコン信号部分によって通信された情報を復号すること、および
　前記復号された情報に含まれている情報に基づいて信号を送信するか否かを決定するこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　信号を送信するか否かを決定することが、前記復号された情報に含まれているタイプ情
報に基づき、前記タイプ情報が、第２の帯域をピアツーピア通信のために使用することが
できることを示す、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　信号を送信するか否かを決定することが、前記復号された情報に含まれているデバイス
同定情報に基づく、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　送信するか否かを決定することが、ビーコン記号を含んだビーコン信号の少なくとも一
部が前記モニタすることによって検出されない場合、前記第１の時間周期の後に続く第２
の時間周期の間、信号を送信しないことを決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の信号がビーコン信号である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記送信されたビーコン信号が、ｉ）前記無線通信デバイスおよびｉｉ）前記無線通信
デバイスを現在使用しているユーザのうちの少なくとも１つを同定するために使用される
識別子を通信する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記送信することが、前記第１の通信帯域と同じ通信帯域である第２の帯域で前記第１
の信号を送信することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記送信することが、前記第１の通信帯域とは異なる第２の帯域で前記第１の信号を送
信することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１および第２の通信帯域が分離され、周波数領域がばらばらである、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１および第２の通信帯域が異なるサイズの周波数帯域である、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１４】
　第３の時間周期の間、第３の通信帯域にユーザデータを送信することをさらに備える、
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請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第３の時間周期が第２の時間周期の後に続き、前記第２の時間周期が、少なくとも
１つのビーコン記号を含んだ前記第１の信号の少なくとも一部が送信される一定の時間周
期である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第３の周波数帯域が前記第２の周波数帯域と同じ周波数帯域である、請求項１５に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記第３の周波数帯域が前記第２の周波数帯域とは異なる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記通信デバイスが携帯型無線通信デバイスであり、前記方法が、
　第４の時間周期の間、他の無線通信デバイスからの追加ビーコン信号の少なくとも一部
を検出するためにモニタすることをさらに備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記他の無線通信デバイスがピアツーピア通信ネットワーク内のピアである、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２０】
　追加ビーコン信号の少なくとも一部を検出するためにモニタすることが、追加ビーコン
信号の前記少なくとも一部に対して前記第２の帯域をモニタすることを含み、前記第２の
周波数帯域が前記第１の周波数帯域とは異なる周波数帯域である、請求項１８に記載の方
法。
【請求項２１】
　無線通信デバイスであって、
　第１の通信帯域で通信された少なくとも１つのビーコン記号の受信を検出するためのビ
ーコン検出モジュール、および
　前記ビーコン検出モジュールのアウトプットに基づいて第１の信号を送信するか否かを
決定するためのビーコンベース決定モジュールを備え、前記アウトプットが、一定の時間
周期の間にビーコン記号が検出されたか否かの関数であり、前記第１の信号が、ビーコン
記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つを含む無線通信デバイス。
【請求項２２】
　前記ユーザデータが、テキストデータ、音声データ、イメージデータ、ゲームデータお
よびスプレッドシートデータのうちの少なくとも１つを含む、請求項２１に記載のデバイ
ス。
【請求項２３】
　前記検出されたビーコン記号がビーコン信号部分の一部であり、また、
　前記ビーコンベース決定モジュールが、ビーコン信号部分が検出されたことに応答して
第１の信号を送信するか否かを決定する、請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２４】
　検出されたビーコン信号部分によって通信された情報を復号するためのビーコン信号復
号モジュールをさらに備え、前記検出されたビーコン記号が前記検出されたビーコン信号
部分の一部であり、また、
　前記ビーコンベース決定モジュールが、前記ビーコン信号復号モジュールによって実行
された復号によって生成された復号された情報に基づいて第１の信号を送信するか否かを
決定する、請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記ビーコンベース決定モジュールが、前記復号された情報に含まれているタイプ情報
に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定し、前記タイプ情報が、第２の帯域をピア
ツーピア通信のために使用することができることを示す、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
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　前記ビーコンベース決定モジュールが、前記復号された情報に含まれているデバイス同
定情報に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定する、請求項２４に記載のデバイス
。
【請求項２７】
　前記ビーコンベース決定モジュールが、ビーコン記号を含んだビーコン信号の少なくと
も一部が前記第１の時間周期の間に前記ビーコン検出モジュールによって検出されない場
合、第１の時間周期の後に続く第２の時間周期の間、信号を送信しないことを決定する、
請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記第１の信号を送信するための送信器をさらに備え、また、
　前記第１の信号がビーコン信号である、請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記ビーコン信号を生成するためのビーコン信号生成モジュールをさらに備え、前記ビ
ーコン信号生成モジュールが、生成されたビーコン信号の中で、ｉ）前記無線通信デバイ
スおよびｉｉ）前記無線通信デバイスを現在使用しているユーザのうちの少なくとも１つ
を同定するために使用される識別子を通信する、請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３０】
　前記第１の通信帯域で送信されるビーコン信号部分を受信するための受話器、および
　前記受話器および送信器が動作する帯域を制御するための制御モジュールをさらに備え
、前記受話器および送信器が、時分割多重化に基づいて同じ帯域を使用するように制御さ
れる、請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３１】
　前記第１の帯域で送信されるビーコン信号部分を受信するための受話器、および
　前記受話器および送信器が動作する帯域を制御するための制御モジュールをさらに備え
、前記受話器が前記第１の通信帯域を使用するように制御され、また、前記送信器が第２
の通信帯域を使用するように制御され、前記第１および第２の通信帯域が異なる帯域であ
る、請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３２】
　前記第１および第２の通信帯域が分離され、また、周波数領域がばらばらであるが、所
定の関係を有する、請求項３１に記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記第１および第２の通信帯域が異なるサイズの周波数帯域である、請求項３１に記載
のデバイス。
【請求項３４】
　前記制御モジュールが、第３の時間周期の間、第３の通信帯域へのユーザデータの送信
を制御するためのユーザデータ送信制御モジュールを備える、請求項３１に記載のデバイ
ス。
【請求項３５】
　前記第３の時間周期が第２の時間周期の後に続き、前記第２の時間周期が、前記第１の
信号の少なくとも一部が送信される一定の時間周期であり、前記第１の信号が少なくとも
１つのビーコン記号を含んだ、請求項３４に記載のデバイス。
【請求項３６】
　前記第３の周波数帯域が前記第２の周波数帯域と同じ周波数帯域である、請求項３５に
記載のデバイス。
【請求項３７】
　前記第３の周波数帯域が前記第２の周波数帯域とは異なる、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記通信デバイスが携帯型無線通信デバイスであり、前記デバイスが、
　第４の時間周期の間、他の無線通信デバイスから受信されるビーコン記号を検出するた
めの無線端末ビーコン検出モジュールをさらに備え、前記第４の時間周期の少なくとも一
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部が、前記ビーコン検出モジュールが動作する一定の時間周期とは異なる、請求項３４に
記載のデバイス。
【請求項３９】
　前記他の無線通信デバイスがピアツーピア通信ネットワーク内のピアである、請求項３
８に記載のデバイス。
【請求項４０】
　前記無線端末ビーコン検出モジュールが第２の通信帯域をモニタし、前記第２の通信帯
域が前記第１の通信帯域とは異なる周波数帯域である、請求項３８に記載のデバイス。
【請求項４１】
　無線通信デバイスであって、
　第１の通信帯域で通信される少なくとも１つのビーコン記号の受信を検出するための手
段、および
　少なくとも１つのビーコン信号の受信を検出するための前記手段のアウトプットに基づ
いて第１の信号を送信するか否かを決定するための手段を備え、前記アウトプットが、一
定の時間周期の間にビーコン記号が検出されたか否かの関数であり、前記第１の信号が、
ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つを含む無線通信デバイス。
【請求項４２】
　前記ユーザデータが、テキストデータ、音声データ、イメージデータ、ゲームデータお
よびスプレッドシートデータのうちの少なくとも１つを含む、請求項４１に記載のデバイ
ス。
【請求項４３】
　前記検出されたビーコン記号がビーコン信号部分の一部であり、また、
　決定するための前記手段が、ビーコン信号部分が検出されたことに応答して第１の信号
を送信するか否かを決定する、請求項４１に記載のデバイス。
【請求項４４】
　検出されたビーコン信号部分によって通信された情報を復号するための手段をさらに備
え、前記検出されたビーコン記号が前記検出されたビーコン信号部分の一部であり、また
、
　決定するための前記手段が、情報を復号するための手段によって実行された復号によっ
て生成された復号された情報に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定する、請求項
４１に記載のデバイス。
【請求項４５】
　決定するための前記手段が、前記復号された情報に含まれているタイプ情報に基づいて
第１の信号を送信するか否かを決定し、前記タイプ情報が、第２の帯域をピアツーピア通
信のために使用することができることを示す、請求項４４に記載のデバイス。
【請求項４６】
　決定するための前記手段が、前記復号された情報に含まれているデバイス同定情報に基
づいて第１の信号を送信するか否かを決定する、請求項４４に記載のデバイス。
【請求項４７】
　決定するための前記手段が、ビーコン記号を含んだビーコン信号の少なくとも一部が、
前記第１の時間周期の間に、検出するための前記手段によって検出されない場合、第１の
時間周期の後に続く第２の時間周期の間、信号を送信しないことを決定する、請求項４１
に記載のデバイス。
【請求項４８】
　前記第１の信号を送信するための手段をさらに備え、また、
　前記第１の信号がビーコン信号である、請求項４１に記載のデバイス。
【請求項４９】
　ビーコン信号を生成するための手段をさらに備え、前記手段が、生成されたビーコン信
号の中で、ｉ）前記無線通信デバイスおよびｉｉ）前記無線通信デバイスを現在使用して
いるユーザのうちの少なくとも１つを同定するために使用される識別子を通信する、請求
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項４８に記載のデバイス。
【請求項５０】
　下記の方法を実施するための、無線通信デバイスを制御するための機械実行可能命令を
具体化したコンピュータ可読媒体：
　第１の時間周期の間、第１の通信帯域の少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコ
ン信号の少なくとも一部を検出するためにモニタすること、および
　前記モニタすることの結果に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定することであ
って、前記第１の信号には、ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つが
含まれている。
【請求項５１】
　前記ユーザデータが、テキストデータ、音声データ、イメージデータ、ゲームデータお
よびスプレッドシートデータのうちの少なくとも１つを含む、請求項５０に記載のコンピ
ュータ可読媒体。
【請求項５２】
　送信するか否かを決定することが、ビーコン信号部分が検出されたことに応答して信号
の送信を決定することを含む、請求項５０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項５３】
　送信するか否かを決定する前記ステップの一部として、
　検出されたビーコン信号部分によって通信された情報を復号し、かつ、
　前記復号された情報に含まれている情報に基づいて信号を送信するか否かを決定するた
めの機械実行可能命令をさらに備える、請求項５０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項５４】
　信号を送信するか否かの前記決定を、前記復号された情報に含まれているタイプ情報に
基づいて実施するための機械実行可能命令をさらに備え、前記タイプ情報が、第２の帯域
をピアツーピア通信のために使用することができることを示す、請求項５３に記載のコン
ピュータ可読媒体。
【請求項５５】
　信号を送信するか否かの前記決定を、前記復号された情報に含まれているデバイス同定
情報に基づいて実施するための機械実行可能命令をさらに具体化した、請求項５３に記載
のコンピュータ可読媒体。
【請求項５６】
　送信するか否かを決定することが、ビーコン記号を含んだビーコン信号の少なくとも一
部が前記モニタすることによって検出されない場合、前記第１の時間周期の後に続く第２
の時間周期の間、信号を送信しないことを決定することを含む、請求項５０に記載のコン
ピュータ可読媒体。
【請求項５７】
　前記第１の信号がビーコン信号であり、前記コンピュータ可読媒体が、
　前記ビーコン信号を生成するための機械実行可能命令をさらに備え、ここにおいて、前
記ビーコン信号が少なくとも１つのビーコン信号バーストを含み、また、ここにおいて、
前記ビーコン信号バーストが少なくとも１つのビーコン記号を含み、ビーコンバーストの
ビーコン送信ユニットのほとんどが故意の空である、請求項５０に記載のコンピュータ可
読媒体。
【請求項５８】
　下記のように構成されたプロセッサを備える装置：
　第１の時間周期の間、第１の通信帯域の少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコ
ン信号の少なくとも一部を検出するためにモニタする、および
　前記モニタリングの結果に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定し、前記第１の
信号が、ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つを含む。
【請求項５９】
　前記ユーザデータが、テキストデータ、音声データ、イメージデータ、ゲームデータお
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よびスプレッドシートデータのうちの少なくとも１つを含む、請求項５８に記載の装置。
【請求項６０】
　送信するか否かを決定することが、ビーコン信号部分が検出されたことに応答して信号
の送信を決定することを含む、請求項５８に記載の装置。
【請求項６１】
　前記プロセッサが、送信するか否かを決定する前記ステップの一部として、
　検出されたビーコン信号部分によって通信された情報を復号する、および
　前記復号された情報に含まれている情報に基づいて信号を送信するか否かを決定するよ
うにさらに構成された、請求項５８に記載の装置。
【請求項６２】
　前記プロセッサが、
　信号を送信するか否かの前記決定が、前記復号された情報に含まれているタイプ情報に
基づくようにさらに構成され、前記タイプ情報が、第２の帯域をピアツーピア通信のため
に使用することができることを示す、請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記プロセッサが、
　信号を送信するか否かの前記決定が、前記復号された情報に含まれているデバイス同定
情報に基づくようにさらに構成された、請求項６１に記載の装置。
【請求項６４】
　送信するか否かを決定することが、ビーコン記号を含んだビーコン信号の少なくとも一
部が前記モニタリングによって検出されない場合、前記第１の時間周期の後に続く第２の
時間周期の間、信号を送信しないことを決定することを含む、請求項５８に記載の装置。
【請求項６５】
　前記第１の信号がビーコン信号であり、前記プロセッサが、
　前記ビーコン信号を生成するようにさらに構成され、ここにおいて、前記ビーコン信号
が少なくとも１つのビーコン信号バーストを含み、また、ここにおいて、前記ビーコン信
号バーストが少なくとも１つのビーコン記号を含み、ビーコンバーストのビーコン送信ユ
ニットのほとんどが故意の空である、請求項５８に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信におけるシグナリングのための方法および装置を対象にしたもので
あり、より詳細には、無線ネットワーク、たとえば認知無線ネットワークにおけるスペク
トル可用性を検出するためにビーコン信号を使用するための方法および装置を対象にした
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、それぞれ参照により本明細書に組み込まれ、また、それらのすべてが本出願
の譲受人に譲渡された、２００６年１月１１日に出願した、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　
ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＵＳＩＮＧ　ＢＥＡＣＯＮ　ＳＩＧＮＡＬＳ　ＦＯＲ　Ｉ
ＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ，ＳＹＮＣＨＲＯＮＩＺＡＴＩＯＮ　ＯＲ　ＡＣＱＵＩＳＩ
ＴＩＯＮ　ＩＮ　ＡＮ　ＡＤ　ＨＯＣ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という名称
の米国仮特許出願第６０／７５８，０１１号、２００６年１月１１日に出願した、「ＭＥ
ＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＦＡＣＩＬＩＴＡＴＩＮＧ　ＩＤＥ
ＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ，ＳＹＮＣＨＲＯＮＩＺＡＴＩＯＮ　ＯＲ　ＡＣＱＵＩＳＩＴＩ
ＯＮ　ＵＳＩＮＧ　ＢＥＡＣＯＮ　ＳＩＧＮＡＬＳ」という名称の米国仮特許出願第６０
／７５８，０１０号、２００６年１月１１日に出願した、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　Ａ
ＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＵＳＩＮＧ　ＢＥＡＣＯＮ　ＳＩＧＮＡＬＳ　ＩＮ　Ａ　Ｃ
ＯＧＮＩＴＩＶＥ　ＲＡＤＩＯ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という名称の米国仮特許出願第６０／
７５８，０１２号、２００６年１０月２７日に出願した米国仮特許出願第６０／８６３，
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３０４号、２００６年９月１５日に出願した米国仮特許出願第６０／８４５，０５２号、
および２００６年９月１５日に出願した米国仮特許出願第６０／８４５，０５１号の利益
を主張するものである。
【０００３】
　無線スペクトルは、高価でかつ価値の高いリソースであるが、スペクトルのかなりの部
分が使用されていないことがしばしばである。認知無線の概念によれば、無線デバイスは
、通信のために局所で利用することができ、かつ、使用することができるスペクトルを見
出し、かつ、使用することができる。無線デバイスは、利用可能なスペクトルを動的に再
使用するためには、その位置を含むその環境を知覚することができなければならず、また
、次に、電力および搬送周波数を含むその通信パラメータを変更することができなければ
ならない。認知無線の鍵となる技術的課題は、スペクトルの可用性を頑丈でかつ電力効率
の高い方法で検出することである。たとえば、端末は、端末に電力が供給された直後また
は端末が新しい領域へ移動した直後は、通信パラメータの知識、さらには、その地理上の
領域の近傍で現在使用することができる技術についての知識を有することができない。検
出方法は頑丈でなければならず、たとえば、タイミングおよび周波数同期の欠乏を含む様
々な不確実性に対して頑丈でなければならない。電力効率は、端末の電池寿命に大きな影
響力を有しており、したがって無線システムにおけるもう１つの重要な問題である。
【発明の概要】
【０００４】
　以上の考察に鑑みて、無線ネットワークにおけるスペクトル可用性を検出するための新
しい、かつ、改良された方法が必要であることを理解されたい。
【０００５】
　様々な実施形態によれば、無線端末は、あるスペクトル帯域の使用を開始する前に、そ
のスペクトル帯域を使用に供することができるかどうかを決定するためにそのスペクトル
帯域を走査する。走査するステップには、そのスペクトル帯域のビーコン信号を探索する
ことが含まれている。
【０００６】
　一例示的実施形態では、ビーコン信号は、あるスペクトル帯域の一連のビーコン信号バ
ーストを含んでおり、各ビーコンバーストは、１つまたは複数のビーコン記号を含んでい
る。ビーコン記号は、ビーコン記号送信ユニットを使用して送信される。ビーコン信号バ
ーストは、１つまたは複数のビーコン記号を含んでおり、ビーコン記号の数がビーコン記
号バーストのビーコン記号送信ユニットの微小部分、たとえば１０％以下を占めている。
いくつかの例示的直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）システムでは、各ビーコン記号は、
１ＯＦＤＭ記号周期にわたって単一トーンである。いくつかの例示的直交周波数分割多重
化（ＯＦＤＭ）システムでは、各ビーコン記号は、少数のＯＦＤＭ記号周期、たとえば１
ＯＦＤＭ記号周期、２ＯＦＤＭ記号周期、３ＯＦＤＭ記号周期または４ＯＦＤＭ記号周期
にわたって単一トーンである。ビーコン信号バーストは、いくつかの実施形態では、１つ
または複数のトーン、たとえば単一トーンまたは２つ、３つあるいは４つのトーンなどの
少数のトーンを含んでおり、これらのトーンは、少数の送信記号時間周期、たとえば１記
号送信時間周期または２記号送信時間周期にわたってビーコン記号を運ぶために使用され
る。ビーコン信号バーストは、簡潔方式（つまり非連続方式）で送信されるため、第１の
ビーコン信号バーストと第２のビーコン信号バーストの間に多数の記号周期が存在してい
る。連続するビーコン信号バーストは、所定のランダムトーンホッピングシーケンスまた
は擬似ランダムトーンホッピングシーケンスに従って、ビーコン記号のための異なるトー
ンを使用することができ、場合によっては実際に異なるトーンを使用している。
【０００７】
　様々な実施形態によれば、ビーコン信号を使用して少量の情報を運ぶことができる。一
例示的ＯＦＤＭシステムでは、所与のバースト中のビーコン記号の１つまたは複数のトー
ンの周波数、連続するバースト間の時間インターバルおよび／またはトーンホッピングシ
ーケンスに情報を含めることができる。ビーコン信号によって運ばれる情報は、様々な実
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施形態では、送信器に関する、識別子、タイプ、優先順位レベル、現在の送信電力値およ
び最大電力情報、たとえばその送信器が送信することができる最大電力のうちの少なくと
も１つを含んでいる。
【０００８】
　無線端末がビーコン信号を探索するステップでビーコン信号を全く検出しなかった場合
、いくつかの実施形態では、そのスペクトル帯域をその端末による使用に供することがで
きる。あるいは、一実施形態では、その無線端末はそのスペクトル帯域を使用することは
できない。
【０００９】
　無線端末が候補スペクトル帯域を使用に供することができることを決定すると、その無
線端末は、そのスペクトルの使用を開始し、たとえばデータまたは制御信号を送信／受信
することができ、あるいは他の無線端末とのピアツーピア通信セッションを確立すること
ができる。一実施形態では、無線端末の送信電力は、その無線端末のタイプまたは優先順
位レベルの関数である。
【００１０】
　様々な実施形態の一態様によれば、無線端末がスペクトルを使用している間、その無線
端末は、自身のユーザビーコン信号をそのスペクトル帯域で送信する。異なる無線端末に
よって送信されるユーザビーコン信号は、そのビーコン信号によって運ばれる情報が互い
に異なっていてもよく、場合によっては実際に互いに異なっている。一実施形態では、こ
れらの無線端末は、サービス優先順位レベルが異なる無線端末であり、異なるユーザビー
コン信号に対応している。
【００１１】
　様々な実施形態の他の態様によれば、無線端末がスペクトルを使用している間、その無
線端末はそのスペクトルを聞き、他の無線端末によって送られる可能性のあるビーコン信
号を検出するべく試行する。無線端末は、いくつかの記号周期の一定の時間インターバル
の間、連続的にリスニングモード（つまりオンタイム）にすることができる。オンタイム
の後にはオフタイムが続き、その間、端末は電力節約モードに入り、一切の信号を受信せ
ず、たとえば受信モジュールをターンオフする。別法としては、無線端末がスペクトルを
使用している間、無線端末を連続的にリスニングモードにすることも可能である。
【００１２】
　一実施形態では、第１の無線端末が第２の無線端末からのユーザビーコン信号の存在を
検出すると、第１の無線端末がそのスペクトル帯域を現在使用している、あるいは使用し
ていないにかかわらず、その無線端末は優先順位レベルを比較しなければならない。第２
の無線端末の優先順位レベルがより高い場合、第１の無線端末は、そのスペクトル帯域を
使用に供することはできないと見なすことになる。さらに、第１の無線端末は、第１の無
線端末が現在そのスペクトル帯域を使用している場合、優先順位がより高いユーザまたは
サービスが第１の無線端末に妨害されることなくそのスペクトル帯域を使用することがで
きるよう、そのスペクトル帯域の使用を停止しなければならない。第２の無線端末の優先
順位レベルがより低い場合、第１の無線端末は、そのスペクトル帯域を使用に供すること
ができると見なすことになる。第１の無線端末がそのスペクトルを使用していなかった場
合、第１の無線端末は、自身のユーザビーコン信号の送信を開始することができる。いく
つかの実施形態では、第１の無線端末は、検出したビーコン信号から第２の無線端末のタ
イミングおよび／または周波数を引き出し、次に、その情報を使用して、自身のユーザビ
ーコン信号を送信するためのタイミングおよび／または周波数を決定している。第２の無
線端末が、同じく、ユーザビーコン信号を検出するために聞いていると仮定すると、有利
には、上記同期により、第２の無線端末による第１の無線端末のユーザビーコン信号の受
信が促進され、したがって第２の無線端末はそのスペクトルの使用を停止することができ
る。
【００１３】
　様々な実施形態の他の態様によれば、無線端末は、無線端末と検出されたビーコン信号
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の対応する送信器との間の経路損失を推定している。この推定は、ビーコン信号の受け取
った電力に基づくことができ、場合によっては実際にこの電力に基づいている。経路損失
が十分に大きく、たとえば所定のレベルより大きい場合、無線端末はそのスペクトル帯域
を使用することができる。
【００１４】
　様々な実施形態によれば、地理上の領域内では、何らかの通信ノード、たとえば無線端
末または基地局があるスペクトル帯域でデータセッション中である場合、そのノードは、
そのスペクトル帯域でノードビーコン信号を送信しなければならない。データセッション
中、ノードは、制御信号またはデータ信号を送信または受信することができる。領域内に
は異なるノードが共存することができ、各無線端末が、異なる技術によってサポートする
ことができる、セルラー電話、無線加入者回線、ディジタルテレビジョンなどの様々なサ
ービスのうちの少なくとも１つを使用している。
【００１５】
　無線通信デバイスを動作させる例示的方法には、様々な実施形態によれば、第１の時間
周期の間、第１の通信帯域の少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン信号の少な
くとも一部を検出するためにモニタすること、および前記モニタリングの結果に基づいて
、ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つを含んだ第１の信号を送信す
るか否かを決定することが含まれている。例示的無線通信デバイスは、様々な実施形態に
よれば、
　第１の通信帯域で通信された少なくとも１つのビーコン記号の受信を検出するためのビ
ーコン検出モジュールと、前記ビーコン検出モジュールのアウトプットに基づいて第１の
信号を送信するか否かを決定するためのビーコンベース決定モジュールとを備えており、
前記アウトプットは、一定の時間周期の間にビーコン記号が検出されたか否かの関数であ
り、前記第１の信号には、ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つが含
まれている。
【００１６】
　上記「発明の概要」では、様々な実施形態について説明したが、必ずしもすべての実施
形態が同じ特徴を備えているわけではなく、上で説明した特徴のうちのいくつかは不要で
あるが、いくつかの実施形態では望ましい場合もあることを理解されたい。以下、「詳細
な説明」の中で、多くの追加特徴、実施形態および利点について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】様々な実施形態によって実施される、地理上の領域における一例示的認知無線ネ
ットワークを示す図。
【図２】様々な実施形態によって実施される認知無線ネットワークにおけるスペクトル帯
域の使用を制御するためのビーコン信号の一例示的使用方法のはしご線図を示す図。
【図３】様々な実施形態によって実施される、異なる例示的ビーコン信号、たとえばシス
テムおよび／またはユーザビーコン信号を示す図。
【図４】様々な実施形態によって実施される、タイミング同期情報の利用の一実施例を示
す図。
【図５】様々な実施形態によって実施される、一例示的無線端末によって使用される方法
の流れ図を示す図。
【図６】予測ビーコンモニタリングインターバルに従ってビーコン信号バーストをモニタ
し、かつ、ビーコンバーストを送信する一実施形態を示す図。
【図７】様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末を詳細に示す図。
【図８】図８Ａおよび図８Ｂの組合せからなる図。
【図８Ａ】図８Ａおよび図８Ｂの組合せからなる、様々な実施形態による、無線通信デバ
イス、たとえば、移動体ノードなどの無線端末を動作させる一例示的方法の流れ図を示す
図。
【図８Ｂ】図８Ａおよび図８Ｂの組合せからなる、様々な実施形態による、無線通信デバ
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イス、たとえば、移動体ノードなどの無線端末を動作させる一例示的方法の流れ図を示す
図。
【図９】様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末、たとえば移動体ノードを
示す図。
【図１０】様々な実施形態による、無線通信デバイスを動作させる一例示的方法の流れ図
を示す図。
【図１１】様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末、たとえば移動体ノード
を示す図。
【図１２】様々な実施形態による、無線通信デバイスを動作させる一例示的方法の流れ図
を示す図。
【図１３】様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末、たとえば移動体ノード
を示す図。
【詳細な説明】
【００１８】
　図１は、様々な実施形態によって実施される一例示的認知無線通信ネットワーク１００
を示したものである。２つの無線端末、つまり第１の無線端末１０２および第２の無線端
末１０４が地理上の領域１０６の中に示されている。たとえば、システムビーコン送信器
を備えたシステム端末１０５は、いくつかの実施形態の中に含まれている。スペクトル帯
域の一部は、通信、たとえばピアツーピア通信のために、これらの２つの端末による使用
に供することができる。
【００１９】
　認知無線ネットワークには、通常、ネットワーク構造基盤は存在していない。説明され
ている様々な新規な方法、装置および特徴は、様々な無線ネットワークに使用することが
できるが、構造基盤が限られているかあるいは欠乏しているネットワーク、たとえば、場
合によっては無線端末がそのネットワークに関する情報を見出さなければならない認知無
線ネットワークでの使用にとりわけ適している。無線端末は、共通のタイミング基準また
は周波数基準を有していなくてもよい。実際、このようなネットワークでは、無線端末は
、所与のスペクトル帯域を現在の地理上の領域内の無線端末による使用に供することがで
きるかどうかを判断しなければならない。認知無線の鍵となる着想は、無線端末にその環
境を知覚させ、かつ、利用可能なスペクトルを見出させることである。スペクトル可用性
は環境の関数である。
【００２０】
　図２は、様々な実施形態によって実施される認知無線ネットワークにおけるスペクトル
帯域の使用を制御するためのビーコン信号の一例示的使用方法のはしご線図２００を示し
たものである。
【００２１】
　垂直軸２０１は時間を表している。この例示的認知無線ネットワークには３つの例示的
端末、ＷＴ　Ａ２０２、ＷＴ　Ｂ２０４およびＷＴ　Ｃ２０６が存在している。これらの
無線端末（２０４、２０６、２０８）は、いずれも最初は電力が供給されていないことが
仮定されている。
【００２２】
　最初に、無線端末Ａ２０２に電力が供給される。無線端末Ａ２０２がそのスペクトル帯
域を使用することができるようになる前に、無線端末Ａ２０２は、最初に、ユーザビーコ
ン信号を探索するためにその帯域を走査する（２０８）。無線端末Ａ２０２は、その領域
内における唯一のアクティブ端末であるため、無線端末Ａ２０２は、一切のユーザビーコ
ン信号を検出しない。したがって、無線端末Ａ２０２は、そのスペクトル帯域を使用に供
することができることを決定する（２１０）。無線端末Ａ２０２は、そのスペクトルの使
用を開始する（２１２）。無線端末Ａ２０２は、その存在を示すために、そのユーザビー
コン信号を同報通信する（２１４）。
【００２３】
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　遅れて無線端末Ｂ２０４に電力が供給される。無線端末Ｂ２０４がそのスペクトル帯域
を使用することができるようになる前に、無線端末Ｂ２０４は、最初に、ユーザビーコン
信号を探索するためにその帯域を走査する（２１６）。無線端末Ｂ２０４は、端末Ａによ
って送られたユーザビーコン信号を検出する（２１８）。無線端末Ｂ２０４は、さらに、
たとえば、検出したビーコン信号または無線端末Ａの他の同報通信チャネルから、無線端
末Ａをピアツーピア通信に利用することができることを学習する（２２０）。したがって
無線端末Ｂ２０４は、そのスペクトルの使用を決定する（２２２）。無線端末ＡおよびＢ
（２０２、２０４）は、ピアツーピアセッションをセットアップする（２２４）。これら
の無線端末（２０２、２０４）はいずれもアクティブであるため、それらはいずれも個々
にユーザビーコン信号を同報通信する（２２８および２２６）。いくつかの実施形態では
、両方の無線端末が自身のユーザビーコン信号を同報通信する。他の実施形態では、２つ
の無線端末（２０２、２０４）が、それらのセッションの優先順位レベルを決定し、その
優先順位レベルを使用して、送るべきユーザビーコン信号を決定する。たとえば、セッシ
ョン優先順位レベルは、両方の端末の最高優先順位レベルである。
【００２４】
　遅れて無線端末Ｃ２０６に電力が供給される。無線端末Ｃ２０６がそのスペクトル帯域
を使用することができるようになる前に、無線端末Ｃ２０６は、最初に、ユーザビーコン
信号を探索するためにその帯域を走査する（２３０）。無線端末Ｃ２０６は、無線端末Ａ
２０２によって、および／または無線端末Ｂ２０４によって送られたユーザビーコン信号
を検出する（２３２）。無線端末Ｃ２０６は、さらに、たとえば、検出したビーコン信号
または無線端末ＡあるいはＢの他の同報通信チャネルから、継続中のセッションが存在し
ていることを学習する（２３４）。また、無線端末Ｃ２０６は、検出したビーコン信号の
優先順位レベルを学習し、自身の優先順位レベルとそれらを比較する（２３６）。無線端
末Ｃ２０６の優先順位レベルがより低い場合、無線端末Ｃ２０６は、そのスペクトル帯域
を利用することができないことを決定し（２３８）、そうでない場合、無線端末Ｃ２０６
は、自身のユーザビーコン信号の送信を開始することができる。このような場合、無線端
末ＡおよびＢ（２０２、２０４）はいずれも、無線端末Ｃ２０６からのユーザビーコン信
号を検出することになり、それらのセッションを停止／中止しなければならず、また、そ
のスペクトルの使用を停止しなければならない。
【００２５】
　様々な実施形態によれば、ビーコン信号は、あるスペクトル帯域の一連のビーコン信号
バーストを含んでおり、各ビーコン信号バーストは、１つまたは複数のビーコン記号を含
んでいる。ビーコン記号は、ビーコン記号送信ユニットを使用して送信される。ビーコン
信号バーストは、少数のビーコン記号を含んでおり、ビーコン記号の数がビーコン信号バ
ーストのビーコン記号送信ユニットの微小部分を占めている。いくつかの例示的ＯＦＤＭ
システムでは、ビーコン記号は、１ＯＦＤＭ記号周期にわたって１トーンである。いくつ
かの例示的ＯＦＤＭシステムでは、ビーコン記号は、少数の連続するＯＦＤＭ記号周期、
たとえば１連続ＯＦＤＭ記号周期、２連続ＯＦＤＭ記号周期、３連続ＯＦＤＭ記号周期ま
たは４連続ＯＦＤＭ記号周期にわたって１トーンである。いくつかの実施形態では、ビー
コン信号バーストは、１つまたは複数のトーン、たとえば単一トーンまたは２つ、３つあ
るいは４つのトーンなどの少数のトーンを含んでおり、これらのトーンは、少数の送信記
号周期、たとえば１記号周期または２記号周期にわたってビーコン記号を運ぶために使用
される。無線送信器は、ビーコン信号バーストを簡潔方式（つまり非連続方式）で送信す
るため、第１のビーコン信号バーストと第２のビーコン信号バーストの間に多数の記号周
期が存在している。図３は、一例示的ＯＦＤＭシステムにおける例示的ビーコン信号を図
面３００および３５０で示したものである。
【００２６】
　図面３００では、水平軸３０２は時間を表しており、また、垂直軸３０４は周波数を表
している。垂直の列は、所与の記号周期における複数のトーンの各々を表している。各微
小ボックス３０６は、単一の送信記号周期にわたって単一のトーンであるトーン－記号を
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表している。図面３５０では、水平軸３５２は時間を表しており、また、垂直軸３０４は
周波数を表している。垂直の列は、所与の記号周期における複数のトーンの各々を表して
いる。各微小ボックス３５６は、単一の送信記号周期にわたって単一のトーンであるトー
ン－記号を表している。ＯＦＤＭ記号における最小送信ユニットは、１トーン－記号であ
る。この例示的実施形態では、ビーコン記号送信ユニットは、１ＯＦＤＭトーン－記号で
ある。
【００２７】
　ビーコン信号は、時間に対して連続的に送信される一連のビーコン信号バーストを含ん
でおり、各ビーコン記号バーストは、１つまたは複数のビーコン記号を含んでいる。ビー
コン信号バーストは、様々な実施形態では、ビーコン記号、たとえば単一のトーンを少数
の送信記号周期、たとえば１記号周期または２記号周期にわたって運ぶ少数のトーンを含
んでいる。図３の図面３００には、４つの微小ブラックボックス（３０８、３１０、３１
２、３１４）が示されており、それらの各々はビーコン記号を表している。この場合、ビ
ーコン記号は、１つのトーン－記号のエアリンクリソースを使用している。他の例示的実
施形態では、ビーコン記号は、連続する２つの記号周期にわたって送信される１つのトー
ンを使用しており、また、２つのＯＦＤＭトーン－記号のエアリンクリソースを使用して
いる。
【００２８】
　ビーコン信号の１つまたは複数のビーコン記号トーンは、１つのバーストから他のバー
ストへ変更（ホップ）することができる。様々な実施形態によれば、ビーコン信号の１つ
または複数のビーコン記号およびバースト間インターバルのために使用されるトーンを含
むトーンホッピングパターンは、いくつかの実施形態では、送信器、たとえば端末の関数
であり、その送信器の同定として、もしくはその送信器が属しているタイプの同定として
使用することができ、あるいはその端末の送信電力または電力能力を表すべく使用するこ
とができる。
【００２９】
　異なるユーザビーコン信号は、いくつかの実施形態では、ビーコン信号バーストの周期
性、ビーコン信号バースト中のビーコン記号のために使用される１つまたは複数のトーン
、および連続するビーコン信号バーストに使用されるビーコン記号トーンのホッピングパ
ターンのうちの少なくとも１つが互いに異なっている。
【００３０】
　たとえば、図３は、２つの例示的ビーコン信号（３２４、３７４）を示したものである
。第１のビーコン信号３２４は、第１の無線端末によって送られる第１のユーザビーコン
信号であり、それぞれビーコン信号バースト（３１６、３１８、３２０、３２２）および
ビーコン記号（３０８、３１０、３１２、３１４）を含んでいることを考慮されたい。第
２の無線端末によって送られる第２のビーコン信号３７４は、それぞれビーコン信号バー
スト（３６６、３６８、３７０、３７２）およびビーコン記号（３５８、３６０、３６２
、３６４）を含んでいる。上側の部分３００は、１つの無線端末によって送られるユーザ
ビーコン信号３２４を示しており、また、下側の部分３５０は、他の無線端末によって送
られる他のユーザビーコン信号３７４を示している。この実施例の場合、これらの２つの
ビーコン信号は同じ周期性を有しているが、トーンホッピングシーケンスが異なっている
。詳細には、例示的第１の無線端末ビーコン信号３２４のトーンは第１の傾斜に従ってお
り、また、例示的第２の無線端末ユーザビーコン信号３７４のトーンは第２の傾斜に従っ
ており、第１の傾斜は第２傾斜より急峻である。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、例示的システムビーコン信号、たとえば、基地局および／ま
たは固定位置ビーコン送信器からのビーコン信号は、第１の傾斜または第１のセットの複
数の傾斜に従い、また、例示的ユーザビーコン信号は、第２の傾斜または第２のセットの
複数の傾斜に従っており、第１の傾斜は第２の傾斜とは異なり、かつ／または第１のセッ
トの複数の傾斜は、第２のセットの複数の傾斜とは重複しない別の傾斜である。
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【００３２】
　一例示的実施形態では、優先順位の高いサービス、たとえば、法執行サービスまたは消
防署サービス、および優先順位の低いサービス、たとえば、一般データサービスは、スペ
クトル帯域を共有していることが仮定されている。ほとんどの時間で、優先順位の高いサ
ービスは、なんらアクティビティを有しておらず、その間、優先順位の低いサービスは、
そのスペクトル帯域のすべてを使用することができる。しかしながら、優先順位の高いサ
ービスにそのスペクトルを使用する必要が生じると、優先順位の低いサービスは必ず停止
することが望ましい。優先順位の低いサービスと結合しているセッションは終了しなけれ
ばならない。この目的を達成するために、様々な実施形態によれば、異なるサービスレベ
ルと結合している端末は、たとえば、異なる優先順位レベルの信号を送るために、異なる
ユーザビーコン信号を使用している。
【００３３】
　一例示的実施形態について考察する。無線端末がスペクトル帯域の可用性を走査してい
る場合、あるいは無線端末がそのスペクトル帯域を使用して既に通信セッション中である
場合、その無線端末はユーザビーコン信号の探索を継続しなければならない。無線端末が
自身の優先順位より高い優先順位を有するユーザビーコン信号の存在を検出すると、その
無線端末は、対応するスペクトル帯域を使用に供することができるものと見なすことにな
る。無線端末は、何らかの通信セッション中である場合、その通信セッションを終了しな
ければならず、また、他の候補スペクトル帯域の走査に移ることができる。したがって、
優先順位の高い端末またはサービスは、きれいなスペクトル帯域を使用することができる
。
【００３４】
　図４の図面４００は、様々な実施形態によって実施される、ビーコン信号バーストのモ
ニタリングの一実施形態を示したものである。無線端末はスペクトル帯域を聞き、異なる
無線端末によって送られる可能性のあるユーザビーコン信号を検出するべく試行する。無
線端末は、いくつかの記号周期の一定の時間インターバルの間、連続的に、オンタイムと
呼ばれているリスニングモードにすることができる。オンタイム（４０２）の後にはオフ
タイム（４０６）が続き、その間、無線端末は電力節約モードに入り、一切の信号を受信
しない。オフタイムでは、無線端末は、受信モジュールを完全にターンオフすることがで
きる。オフタイム４０６が終了すると、無線端末はオンタイム４０４を再開し、ビーコン
信号の検出を再び開始する。上記手順が繰り返される。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、オンタイムインターバルの長さはオフタイムインターバルの
長さより短い。一実施形態では、オンタイムインターバルはオフタイムインターバルの１
／５以下である。一実施形態では、オンタイムインターバルの各々の長さは同じであり、
また、オフタイムインターバルの各々の長さも同じである。
【００３６】
　オフタイムインターバルの長さは、いくつかの実施形態では、第２の無線端末が第１の
無線端末の近傍に実際に存在している場合、他の（第２の）無線端末の存在を検出するた
めの第１の無線端末の潜時要求事項によって決まる。オンタイムインターバルの長さは、
第１の無線端末が、オンタイムインターバルの間に少なくとも１つのビーコン信号バース
トを検出する大きな確率を有するように決定される。一実施形態では、オンタイムインタ
ーバルの長さは、ビーコン信号バーストの送信継続期間および連続するビーコン信号バー
スト間の継続期間のうちの少なくとも１つの関数である。たとえば、オンタイムインター
バルの長さは、ビーコン信号バーストの送信継続期間と連続するビーコン信号バースト間
の継続期間の少なくとも合計である。
【００３７】
　図５は、様々な実施形態によって実施される、一例示的第１の無線端末によって使用さ
れる、無線端末を動作させる一例示的方法の流れ図５００を示したものである。この例示
的方法の動作はステップ５０１で始まり、第１の無線端末に電力が供給され、かつ、第１
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の無線端末が初期化され、ステップ５０２へ進行する。
【００３８】
　ステップ５０２で、例示的第１の無線端末は、ユーザビーコン信号を探索するためのス
ペクトル帯域の走査を開始することができる。次に、ステップ５０４で、第１の無線端末
は、第２の無線端末からのユーザビーコン信号が検出されたかどうかを確認する。答えが
ノーである場合、動作はステップ５０４からステップ５１６へ進行し、第１の無線端末は
、そのスペクトルを使用に供することができることを決定する。答えがイエスである場合
、第１の無線端末はビーコン信号を見出し、動作はステップ５０４からステップ５０６へ
進行し、第１の無線端末は、検出したユーザビーコン信号の優先順位レベルと自身の優先
順位レベルを比較する。ステップ５０８で、第１の無線端末は、検出したビーコンが自身
の優先順位レベルより高い優先順位レベルを有しているかどうかを確認する。答えがノー
である場合、動作はステップ５０８からステップ５１６へ進行し、第１の無線端末は、そ
のスペクトルを使用に供することができることを決定する。答えがイエスである場合、動
作はステップ５０８からステップ５１０へ進行する。ステップ５１０で、第１の無線端末
は、第１の無線端末から第２の無線端末までの経路損失を決定する。
【００３９】
　一実施形態では、ビーコン信号は、第２の無線端末の送信電力に関する情報を運んでい
る。したがって第１の無線端末は、送信電力および第１の無線端末によって測定される受
信電力から経路損失を決定することができる。ビーコン信号の各々が同じ電力レベルで送
られる特殊なケースでは、ビーコン信号自体は、第２の無線端末の送信電力に関する情報
を運ぶ必要はない。第１の無線端末は、既知、たとえば所定のビーコンレベル、送信電力
および第１の無線端末によって測定される受信電力から経路損失を決定することができる
。動作はステップ５１０からステップ５１２へ進行する。
【００４０】
　ステップ５１２で、第１の無線端末は、経路損失が、たとえば、所定の記憶されている
経路損失レベルに対して十分に大きいかどうかを決定する。答えがイエスである場合、動
作はステップ５１２からステップ５１６へ進行する。ステップ５１６で、第１の無線端末
は、そのスペクトルを使用に供することができることを決定する。答えがノーである場合
、動作はステップ５１２からステップ５１４へ進行し、第１の無線端末は、そのスペクト
ルを使用に供することができないことを決定する。
【００４１】
　第１の無線端末がステップ５１６でそのスペクトルを使用に供することができることを
決定すると、第１の無線端末は、通信リンク、たとえば、ピアツーピア通信を確立するた
めにそのスペクトルを使用することができる。動作はステップ５１６からステップ５１８
へ進行し、第１の無線端末は、自身のユーザビーコン信号の送信を含み、そのスペクトル
の使用を開始する。その一方で、第１の無線端末は、たとえば、受話器動作に対して周期
的にオンタイムモードに入り、ステップ５０２で示したように、ユーザビーコン信号を探
索するためにスペクトル帯域を走査しなければならない。
【００４２】
　通常、認知無線ネットワーク内の端末は、これらの端末の各々が同期情報を引き出すこ
とができる共通のソースを有していない。様々な例示的実施形態の特徴によれば、無線端
末は、専用の送信器によって送信される、たとえば、ビーコン送信器を備えた固定位置シ
ステム端末によって送信されるシステムビーコン信号から引き出されるタイミングおよび
／または周波数情報を使用している。固定位置システム端末は、他のネットワークノード
に結合しても、あるいは結合しなくてもよく、また、ビーコン信号を送信すること以外の
追加無線機能を備えていても、あるいは備えていなくてもよい。いくつかの実施形態では
、固定位置システム端末の唯一の機能は、これらの無線端末よって基準として使用される
システムビーコン信号を送信することである。したがって、有利には、これらの端末は共
通のタイミングおよび／または周波数基準を有しており、それにより互いに同期が取られ
ている。詳細に説明するために、図６の図面６００は、様々な実施形態によって実施され
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る、タイミング同期情報の利用の一実施例を示したものである。
【００４３】
　水平軸６０１は時間を表している。第２の無線端末は、一連のビーコン信号バースト６
０２、６０４、６０６等々を含んだそのユーザビーコン信号６０８を送信している。ここ
で、第１の無線端末に電力が供給され、これらのビーコンバーストを検出すると仮定する
。第１の無線端末は、第２の端末より高い優先順位レベルを有していると仮定し、また、
第１の無線端末はそのスペクトルを使用することを意図していると仮定する。
【００４４】
　第１の無線端末は、第２の無線端末の受話器のオンタイムインターバルを予測し、この
オンタイムインターバルの間、第２の無線端末は他のユーザビーコン信号をモニタする。
この予測は、検出したビーコンバースト６０２、６０４および６０６の推定タイミングの
関数である。たとえば、図６では、端末のオンタイムインターバルは、同じ無線端末によ
って送られるビーコン信号バーストの開始からの既知の時間オフセット６１２を有する時
間瞬時から始まっている。したがって、第１の無線端末が第２の無線端末送信器のビーコ
ンバーストのタイミングを決定すると、既知の関係から、第２の無線端末受話器のタイミ
ングを決定することができる。
【００４５】
　無作為に選択された時間瞬時にそのユーザビーコン信号を送る代わりに、図６に示す例
示的シナリオでは、第１の無線端末は、時間を選択し、第２の無線端末が聞いている（６
１０）時間帯に送信する（６１４）。第２の無線端末は、第１の無線端末によって送られ
るユーザビーコン信号を検出し、次に、その優先順位レベルがより低いため、そのスペク
トル帯域の使用の停止を決定する。
【００４６】
　上記の同期が存在しない場合、第２の無線端末が第１の無線端末によって送られるユー
ザビーコン信号を検出するのにはるかに長い時間を要することになることに留意されたい
。あるいは、第２の無線端末は、検出の潜時を短くするためにはるかに長い時間インター
バルの間、リスニングモードに留まらなければならないことになる。したがって、同期は
、無線端末によるはるかに迅速で、かつ、より電力効率の高い方法でのビーコン信号の検
出を補助している。
【００４７】
　図７は、様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末７００の詳細な実例を提
供したものである。図７に示すこの例示的無線端末７００は、図１に示す無線端末１０２
および１０４のうちのいずれか一方として使用することができる装置を詳細に示したもの
である。図７に示す実施形態では、無線端末７００は、母線７０６によって一体に結合さ
れた、プロセッサ７０４、無線通信インターフェースモジュール７３０、ユーザ入力／出
力インターフェース７４０および記憶装置７１０を備えている。したがって、端末７００
の様々なコンポーネントは、母線７０６を介して、情報、信号およびデータを交換するこ
とができる。無線端末７００のコンポーネント７０４、７０６、７１０、７３０、７４０
は、ハウジング７０２の中に配置されている。
【００４８】
　無線通信インターフェース７３０は、無線端末７００の内部コンポーネントが外部デバ
イスおよび他の端末に信号を送ることができ、また、それらから信号を受信することがで
きる機構を提供している。無線通信インターフェース７３０は、たとえば、受話器モジュ
ール７３２および送信器モジュール７３４を備えており、これらは、デュプレクサ７３８
を介して、たとえば無線通信チャネルを介して無線端末７００を他の端末に結合するため
に使用されるアンテナ７３６に結合されている。
【００４９】
　また、この例示的無線端末７００は、ユーザ入力装置７４２、たとえばキーパッド、お
よびユーザ出力装置７４４、たとえばディスプレイを備えており、これらは、ユーザ入力
／出力インターフェース７４０を介して母線７０６に結合されている。したがって、ユー
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ザ入力／出力装置７４２、７４４は、ユーザ入力／出力インターフェース７４０および母
線７０６を介して、無線端末７００の他のコンポーネントと情報、信号およびデータを交
換することができる。ユーザ入力／出力インターフェース７４０および関連する装置７４
２、７４４は、様々なタスクを達成するためにユーザが無線端末７００を操作することが
できる機構を提供している。詳細には、ユーザ入力装置７４２およびユーザ出力装置７４
４は、ユーザによる無線端末７００およびアプリケーション、たとえば、無線端末７００
の記憶装置７１０内で実行するモジュール、プログラム、ルーチンおよび／または機能の
制御を可能にする機能を提供している。
【００５０】
　プロセッサ７０４は、様々なモジュール、たとえば、記憶装置７１０に含まれているル
ーチンの制御下で、以下で説明する様々なシグナリングおよび処理を実行するべく端末７
００の動作を制御している。記憶装置７１０に含まれているモジュールは、スタートアッ
プ時に実行されるか、あるいは他のモジュールによって呼び出される。これらのモジュー
ルは、実行されると、データ、情報および信号を交換することができる。また、これらの
モジュールは、実行されると、データおよび情報を共有することができる。図７に示す例
示的実施形態では、無線端末７００の記憶装置７１０は、シグナリング／制御モジュール
７１２およびシグナリング／制御データ７１４を備えている。
【００５１】
　シグナリング／制御モジュール７１２は、信号、たとえば、ビーコン信号、ユーザデー
タ信号、メッセージなどの受信および送信、状態情報記憶の管理、検索、処理、走査、送
信制御、優先順位決定、経路損失決定、デバイス同定、ユーザ同定およびスペクトル可用
性決定に関連する処理を制御している。シグナリング／制御データ７１４には、状態情報
、たとえば、端末の動作に関連するパラメータ、状態および／または他の情報が含まれて
いる。詳細には、シグナリング／制御データ７１４には、様々な構成情報９１６、たとえ
ば、端末のタイプ、優先順位レベル、送信電力、送信器電力能力などの構成情報が含まれ
ている。モジュール７１２は、データ７１４にアクセスし、かつ／またはデータ７１４を
修正することができ、たとえば、構成情報７１６を更新することができ、また、場合によ
っては実際に更新している。また、モジュール７１２は、その帯域のシステムビーコン信
号を探索するためにあるスペクトル帯域を走査するためのモジュール７１１、ユーザビー
コン信号を送信するためのモジュール７１３、異なるユーザビーコン信号の優先順位レベ
ルを比較するためのモジュール７１５、および経路損失を決定するためのモジュール７１
７を備えている。
【００５２】
　図８Ａおよび図８Ｂの組合せからなる図８は、様々な実施形態による、無線通信デバイ
ス、たとえば、移動体ノードなどの無線端末を動作させる一例示的方法の流れ図８００の
図面である。無線通信デバイスは、たとえば、電池電力で動作させることができる携帯型
無線通信デバイスである。無線通信デバイスは、たとえば、図９に示す無線端末９００で
ある。
【００５３】
　動作はステップ８０２で始まり、無線通信デバイスに電力が供給され、かつ、無線通信
デバイスが初期化され、ステップ８０４へ進行する。ステップ８０４で、無線通信デバイ
スは、第１の時間周期の間、第１の通信帯域の少なくとも１つのビーコン記号を含んだビ
ーコン信号の少なくとも一部を検出するためにモニタする。
【００５４】
　動作は、ステップ８０４からステップ８０６へ進行する。ステップ８０６で、無線通信
デバイスは、前記モニタリングの結果に基づいて、ビーコン記号およびユーザデータのう
ちの少なくとも１つを含んだ第１の信号を送信するか否かを決定する。いくつかの実施形
態では、第１の信号はビーコン信号である。いくつかの実施形態では、前記ユーザデータ
には、テキストデータ、音声データ、イメージデータ、ゲームデータおよびスプレッドシ
ートデータのうちの少なくとも１つが含まれている。
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【００５５】
　ステップ８０６には、サブステップ８０８、８１０、８１２、８１４および８１６が含
まれている。サブステップ８０８で、無線通信デバイスは、少なくとも１つのビーコン記
号を含んだビーコン信号部分がステップ８０４のモニタリングで検出されたかどうかを決
定する。ビーコン記号部分が検出された場合、動作はステップ８０８から二者択一サブス
テップ８１０および８１２のいずれかへ進行する。ビーコン記号が検出されなかった場合
、動作はステップ８０８からステップ８１４へ進行し、無線通信デバイスは、前記第１の
時間周期の後に続く第２の時間周期の間、信号を送信しないことを決定する。
【００５６】
　サブステップ８１０で、無線通信デバイスは、前記検出されたビーコン信号部分に応答
して信号を送信することを決定する。代替として、サブステップ８１２で、無線通信デバ
イスは、検出されたビーコン信号部分によって通信された情報を復号する。動作はサブス
テップ８１２からサブステップ８１６へ進行する。サブステップ８１６で、無線通信デバ
イスは、前記復号された情報に含まれている情報に基づいて、前記第１の信号を送信する
か否かを決定する。様々な実施形態では、サブステップ８１６には、サブステップ８１８
および８２０のうちの１つまたは複数が含まれている。サブステップ８１８で、無線通信
デバイスは、前記復号された情報に含まれているタイプ情報の関数として決定する。様々
な実施形態では、タイプ情報は、第２の帯域をピアツーピア通信のために使用することが
できるか否かを示している。いくつかの実施形態では、タイプ情報は、ピアツーピア通信
のために使用することができる第２の帯域を同定している。サブステップ８２０で、無線
通信デバイスは、前記復号された情報に含まれているデバイス同定情報の関数として決定
する。いくつかのこのような実施形態では、デバイス同定情報は、無線通信デバイスおよ
び現在その無線通信デバイスを使用しているユーザのうちの少なくとも１つを同定してい
る。
【００５７】
　動作は、接続ノードＡ８２２を介してステップ８０６からステップ８２４へ進行する。
ステップ８２４で、無線通信デバイスは、ステップ８０６の決定の結果が、送信する、で
あったか否かに応じて別様に進行する。ステップ８０６の決定が、送信する、であった場
合、動作はステップ８２４からステップ８２６へ進行する。ステップ８０６の決定が、送
信しない、であった場合、動作は、接続ノードＢ８２８を介してステップ８２４からステ
ップ８０４へ進行し、追加モニタリングが実行される。
【００５８】
　ステップ８２６で、無線通信デバイスは、第２の時間周期の間、前記第１の信号の少な
くとも一部を送信する。いくつかの実施形態では、第１の信号は、第１の通信帯域と同じ
通信帯域である第２の帯域で送信される。たとえば、受信されるビーコン信号部分および
第１の信号、たとえば、送信されるビーコン信号部分は、ピアツーピア通信ネットワーク
における複数のピアノードに対応していてもよく、また、これらのピアノードは、いずれ
も、ユーザビーコンシグナリングのための同じ周波数帯域を使用していてもよい。いくつ
かの他の実施形態では、第１の信号は、第１の通信帯域とは異なる第２の帯域で通信され
る。たとえば、受信されるビーコン信号部分は、通信デバイスがそのユーザビーコンシグ
ナリングを送信する帯域とは異なる通信帯域を使用して、基地局または固定ビーコン信号
送信器から通信することができる。いくつかのこのような実施形態では、第１および第２
の通信帯域が分離されており、周波数領域がばらばらである。様々な実施形態では、第１
および第２の通信帯域は、異なるサイズの周波数帯域である。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、ステップ８２６には、無線通信デバイスが少なくとも１つの
ビーコン記号を送信するサブステップ８３０が含まれている。たとえば、この少なくとも
１つのビーコン記号は、単一のビーコン記号であるか、あるいはビーコンバースト中の少
数のビーコン記号であり、これらのビーコン記号は、ビーコンバーストのビーコン記号送
信ユニットの１０％未満を占めている。
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【００６０】
　動作は、ステップ８２６からステップ８３２および８３４のうちのいずれかへ進行する
。ステップ８３２で、無線通信デバイスは、たとえば、前記第２の時間周期の後に続く第
３の時間周期の間、ユーザデータを第３の通信帯域に送信する。たとえば、第２の時間周
期の間、無線通信デバイスは、たとえばその存在を同定するために、少なくとも１つのビ
ーコン記号を含んだ第１の信号の少なくとも一部を送信し、また、第３の時間周期の間、
無線通信デバイスは、ユーザデータをピアに送信する。様々な実施形態では、第３の周波
数帯域は第２の周波数帯域と同じである。たとえば、無線通信デバイスは、ピアツーピア
通信のためにユーザビーコン信号とユーザデータの両方を同じ周波数帯域に送信すること
ができる。いくつかの他の実施形態では、第２の周波数帯域は、第３の周波数帯域とは異
なっている。たとえば、場合によっては、ユーザビーコン信号のため、およびユーザデー
タ信号のための全く別の周波数帯域が存在し得る。
【００６１】
　動作はステップ８３２からステップ８３４へ進行する。ステップ８３４で、無線通信デ
バイスは、第４の時間周期の間、他の無線通信デバイスから、たとえば、ピアツーピア通
信ネットワーク内のピアからの追加ビーコン信号の少なくとも一部を検出するためにモニ
タする。ステップ８３４には、いくつかの実施形態では、サブステップ８３６が含まれて
いる。サブステップ８３６で、無線通信デバイスは、追加ビーコン信号の少なくとも一部
を検出するために、前記第１の周波数帯域とは異なる第２の周波数をモニタする。
【００６２】
　図９は、様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末９００、たとえば移動体
ノードの図面である。例示的無線端末９００は、図１に示すシステム１００の例示的無線
端末（１０２、１０４）のうちのいずれかであってもよい。
【００６３】
　例示的無線端末９００は、母線９１２を介して一体に結合された、受話器モジュール９
０２、送信器モジュール９０４、プロセッサ９０６、ユーザＩ／Ｏ装置９０８および記憶
装置９１０を備えており、これらの様々なエレメントは、母線９１２を介してデータおよ
び情報を交換することができる。記憶装置９１０は、ルーチン９１４およびデータ／情報
９１６を備えている。プロセッサ９０６、たとえばＣＰＵは、ルーチン９１４を実行し、
記憶装置９１０のデータ／情報９１６を使用して無線端末９００の動作を制御し、かつ、
方法を実施している。
【００６４】
　受話器モジュール９０２、たとえばＯＦＤＭ受話器は、受信アンテナ９０３に結合され
ており、無線端末はこの受信アンテナ９０３を介して他の無線通信デバイス、たとえば、
他の無線端末および／または基地局などのシステム端末および／または固定位置ビーコン
送信器から信号を受信している。受信される信号には、たとえば、無線端末からのビーコ
ン信号、システムノードからのビーコン信号、および、たとえばピアツーピア通信におけ
る無線端末からのハンドシェーキング信号およびユーザデータ信号が含まれている。
【００６５】
　送信器モジュール９０４、たとえばＯＦＤＭ送信器は、送信アンテナ９０５に結合され
ており、無線端末９００はこの送信アンテナ９０５を介して他の無線通信デバイス、たと
えばピアノードに信号を送信している。いくつかの実施形態では、受話器モジュール９０
２および送信器モジュール９０４に同じアンテナが使用されており、たとえば、受話器モ
ジュールおよび送信器モジュール（９０２、９０４）は、デュプレクサモジュールを介し
てアンテナに結合されている。送信器モジュール９０４によって送信される信号には、た
とえば、少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン信号またはビーコン信号部分な
どの第１の信号が含まれている。送信器モジュール９０４によって送信される他の信号に
は、ピアツーピア通信セッション確立信号およびユーザデータ信号が含まれている。
【００６６】
　ユーザＩ／Ｏ装置９０８は、たとえば、マイクロホン、キーパッド、キーボード、スイ
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ッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを備えている。これらのユーザＩ／Ｏ装置９
０８により、無線端末９００のユーザは、データ／情報をインプットし、アウトプットデ
ータ／情報にアクセスし、また、無線端末９００の少なくともいくつかの機能を制御する
ことができる。
【００６７】
　ルーチン９１４には、通信ルーチン９１８および無線端末制御ルーチン９２０が含まれ
ている。通信ルーチン９１８は、無線端末によって使用される様々な通信プロトコルを実
施している。無線端末制御ルーチン９２０には、ビーコン検出モジュール９２２、ビーコ
ンベース決定モジュール９２４、ビーコンシグナリング復号モジュール９２６、ビーコン
信号生成モジュール９２８、制御モジュール９３０および無線端末ビーコン検出モジュー
ル９３２が含まれている。
【００６８】
　ビーコン検出モジュール９２２は、第１の通信帯域で通信される１つまたは複数のビー
コン記号の受信を検出している。ビーコンベース決定モジュール９２４は、ビーコン検出
モジュール９２２のアウトプットに基づいて第１の信号を送信するか否かを決定しており
、前記アウトプットは、一定の時間周期の間にビーコン記号が検出されたか否かの関数で
あり、前記第１の信号には、ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つが
含まれている。ビーコンシグナリング復号モジュール９２６は、検出されたビーコン信号
部分によって通信された情報を復号しており、少なくとも１つの検出されたビーコン記号
は、前記検出されたビーコン信号部分の一部である。いくつかの実施形態では、ビーコン
ベース決定モジュール９２４は、ビーコン信号復号モジュールによって実行される復号に
よって生成される復号された情報に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定している
。いくつかの実施形態では、ビーコンベース決定モジュール９２４は、ビーコン記号を含
んだビーコン信号の少なくとも一部が第１の時間周期の間に前記ビーコン検出モジュール
によって検出されない場合、第１の時間周期の後に続く第２の時間周期の間、信号を送信
しないことを決定している。いくつかの実施形態では、ビーコンベース決定モジュール９
２４は、復号された情報に含まれている、第２の帯域をピアツーピア通信のために使用す
ることができることを示すタイプ情報に基づいて信号を送信するか否かを決定している。
いくつかの実施形態では、ビーコンベース決定モジュール９２４は、復号された情報に含
まれているデバイス情報に基づいて信号を送信するか否かを決定している。
【００６９】
　ビーコン信号生成モジュール９２８は、ｉ）前記無線通信デバイス、およびｉｉ）現在
前記無線通信デバイスを使用しているユーザのうちの少なくともいずれかを同定するため
に使用される識別子を通信するビーコン信号を生成している。制御モジュール９３０は、
受話器および送信器が動作する帯域を制御している。制御モジュール９３０には、ユーザ
データ送信制御モジュール９３１が含まれている。いくつかの実施形態では、前記受話器
および送信器は、時分割多重化に基づいて同じ帯域を使用するように制御されている。い
くつかの実施形態では、受話器は、第１の通信帯域を使用するように制御され、また、送
信器は、第２の通信帯域を使用するように制御されており、前記第１および第２の通信帯
域は異なる帯域である。いくつかの実施形態では、前記第１および第２の通信帯域が分離
されており、周波数領域がばらばらであるが、所定の関係を有している。いくつかのこの
ような実施形態では、前記第１および第２の通信帯域は、異なるサイズの周波数帯域であ
る。
【００７０】
　ユーザデータ送信制御モジュール９３１は、第３の周期の間、第３の通信帯域へのユー
ザデータの送信を制御している。いくつかの実施形態では、第３の時間周期は第２の時間
周期の後に続き、前記第２の時間周期は、少なくとも１つのビーコン記号を含んだ前記第
１の信号の少なくとも一部が送信される一定の時間周期である。いくつかの実施形態では
、第３の通信帯域は第２の通信帯域と同じである。いくつかの実施形態では、第３の通信
帯域は、第２の通信帯域と異なっている。
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【００７１】
　無線端末ビーコン検出モジュール９３２は、前記ビーコン検出モジュール９２２が動作
する一定の時間周期とは少なくとも一部が異なっている第４の時間周期の間、他の無線通
信デバイスからのビーコン記号を検出している。他の無線通信デバイスは、たとえば、ピ
アツーピア通信ネットワーク内のピアノードである。いくつかの実施形態では、無線端末
ビーコン検出モジュール９３２は、前記第１の通信帯域とは異なる周波数帯域である第２
の通信帯域をモニタする。
【００７２】
　データ／情報９１６には、検出されたビーコン信号の情報９３４、復号ビーコン信号部
分から回復された情報（第１のビーコン信号に対応する復号ビーコン信号部分から回復さ
れた情報９３６、．．．、第Ｎのビーコン信号に対応する復号ビーコン信号部分から回復
された情報９３８）、送信決定情報９４０、デバイス同定情報９５０、ユーザ同定情報９
５２、第１の信号の情報９５４、現在の時間周期情報９６０、受話器周波数帯域選択情報
９６２、送信器周波数帯域選択情報９６４、ピアツーピアネットワーク通信セッション情
報９６６およびシステムデータ／情報９６８が含まれている。
【００７３】
　第１のビーコン信号に対応する復号ビーコン信号部分から回復された情報９３６には、
いくつかの実施形態では、タイプ情報９４２および同定情報９４４のうちの１つまたは複
数が含まれている。タイプ情報９４２は、たとえば、周波数帯域タイプ指定情報である。
タイプ情報９４２は、ピア－ピア通信のために使用すべき帯域タイプが指定されているこ
とを示すことができ、また、場合によっては実際に示している。同定情報９４４は、たと
えば、デバイス同定情報および／またはユーザ同定情報である。
【００７４】
　第Ｎのビーコン信号に対応する復号ビーコン信号部分から回復された情報９３８には、
いくつかの実施形態では、タイプ情報９４６および同定情報９４８のうちの１つまたは複
数が含まれている。タイプ情報９４６は、たとえば、周波数帯域タイプ指定情報である。
同定情報９４８は、たとえば、デバイス同定情報および／またはユーザ同定情報である。
【００７５】
　第１の信号の情報９５６には、いくつかの実施形態では、ビーコン記号の情報９５６お
よびユーザデータ３５８のうちの１つまたは複数が含まれている。ビーコン記号の情報９
５６には、たとえば、たとえば第１の信号に含まれているビーコン信号のビーコンバース
ト中のビーコン記号を運ぶために使用されるビーコン送信ユニットを同定する情報、トー
ンホッピングパターン情報および／またはビーコン記号に対応する時間情報が含まれてい
る。ユーザデータ９５８には、たとえば第１の信号のデータ記号に対応する第１の信号の
音声データ、他のタイプの音声データ、イメージデータ、テキストデータ、ファイルデー
タなどのデータ情報が含まれている。
【００７６】
　システムデータ／情報９６８には、タイミング／周波数構造情報９７０、ビーコン復号
情報９７６、決定基準情報９７８およびビーコン符号化情報９８０が含まれている。タイ
ミング／周波数構造情報９７０には、周波数帯域の情報９７２および時間周期の情報９７
４が含まれている。周波数帯域の情報９７２には、無線端末によって時折使用される複数
の異なる周波数帯域を同定する情報が含まれている。また、周波数帯域の情報３７２には
、ビーコン信号を周波数帯域に関連付ける情報が含まれている。いくつかの実施形態では
、異なる目的のために異なる帯域が使用されている。たとえば、いくつかの実施形態では
、ビーコンシグナリングのために１つの周波数帯域が使用され、また、ユーザデータシグ
ナリングのために他の周波数帯域が使用されている。いくつかの実施形態では、複数の目
的、たとえば、ユーザデータビーコンシグナリングおよび無線端末ビーコンシグナリング
のために、少なくともいくつかの周波数帯域が使用されている。いくつかの実施形態では
、異なる目的のために、異なる時間に同じ帯域が使用されており、たとえば、いくつかの
実施形態では、基地局を介した無線通信のために典型的に使用される周波数帯域が時折ピ
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アツーピア通信のために使用されている。時間周期の情報９７４には、たとえば、タイミ
ング構造において、無線端末がビーコン信号を受信し、ビーコン信号を送信し、また、ユ
ーザデータ信号をピアノードに通信しなければならない時期を同定する情報が含まれてい
る。
【００７７】
　ビーコン復号情報９７６、たとえば、様々な潜在検出ビーコン信号を回復情報、たとえ
ば、周波数帯域タイプ指定情報、デバイスＩＤ情報、ユーザＩＤ情報および／または優先
順位レベル情報にマッピングする情報は、たとえば、ビーコン記号の情報９３４を処理す
る際に、情報（９３６、．．．、９３８）を回復するために、ビーコン信号復号モジュー
ル９２６によって使用される。
【００７８】
　図１０は、様々な実施形態による、無線通信デバイスを動作させる一例示的方法の流れ
図１０００の図面である。無線通信デバイスは、たとえば、電池電力を使用して動作させ
ることができる移動体ノードなどの携帯型無線端末である。無線通信デバイスは、図１１
に示す無線端末１１００である。動作はステップ１００２で始まり、無線通信デバイスに
電力が供給され、かつ、無線通信デバイスが初期化される。動作は、開始ステップ１００
２からステップ１００４へ進行する。ステップ１００４で、無線通信デバイスは、第１の
時間周期の間、第１の通信帯域の少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン信号の
少なくとも一部を検出するためにモニタする。いくつかの実施形態では、ビーコン信号部
分は同定値を通信している。たとえば、同定値は、デバイス識別子およびユーザ識別子の
うちの１つであってもよい。
【００７９】
　次に、ステップ１００６で、動作は、少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン
信号の少なくとも一部がステップ１００４で検出されたか否かに応じて別様に進行する。
ビーコン信号部分が検出された場合、動作はステップ１００６からステップ１００４へ進
行し、別の第１の時間周期の間、モニタする。しかしながら、ビーコン信号部分が検出さ
れなかった場合、動作はステップ１００６からステップ１００８へ進行する。
【００８０】
　ステップ１００８で、通信デバイスは、前記第１の時間周期の後に続く第２の時間周期
の間、第１の信号、たとえば、少なくとも１つのビーコン記号を含んだ第２のビーコン信
号の少なくとも一部を送信する。いくつかの実施形態では、第１の信号は第１の通信帯域
に送信される。いくつかの実施形態では、前記第２の時間周期は、前記第１の時間周期と
一定の時間関係を有している。様々な実施形態では、第２の時間周期は、第１の時間周期
の開始から所定の時間オフセットを有している。
【００８１】
　次に、ステップ１０１０で、無線通信デバイスはユーザデータを送信する。第１の信号
は、いくつかの実施形態では、重複しない時間周期の間に、ユーザデータの送信に先だっ
て送信される。様々な実施形態では、ユーザデータも第１の通信帯域で送信される。動作
はステップ１０１０からステップ１０１２へ進行する。ステップ１０１２で、無線通信デ
バイスは、前記無線通信デバイスがピアツーピアに基づいて通信している他のデバイスか
らの前記ユーザデータ送信に対する応答をモニタする。
【００８２】
　図１１は、様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末１１００、たとえば移
動体ノードの図面である。例示的無線端末１１００は、図１に示すシステム１００の例示
的無線端末（１０２、１０４）のうちのいずれかであってもよい。
【００８３】
　例示的無線端末１１００は、母線１１１２を介して一体に結合された、受話器モジュー
ル１１０２、送信器モジュール１１０４、プロセッサ１１０６、ユーザＩ／Ｏ装置１１０
８および記憶装置１１１０を備えており、これらの様々なエレメントは、母線１１１２を
介してデータおよび情報を交換することができる。記憶装置１１１０は、ルーチン１１１
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４およびデータ／情報１１１６を備えている。プロセッサ１１０６、たとえばＣＰＵは、
ルーチン１１１４を実行し、記憶装置１１１０のデータ／情報１１１６を使用して無線端
末１１００の動作を制御し、かつ、方法を実施している。
【００８４】
　受話器モジュール１１０２、たとえばＯＦＤＭ受話器は、受信アンテナ１１０３に結合
されており、無線端末１１００はこの受信アンテナ１１０３を介して他の無線通信デバイ
スから信号を受信している。受話器モジュール１１０２は、たとえば、第１の通信帯域で
送信されるビーコン信号部分を受信している。また、受話器モジュール１１０２は、ピア
－ピア通信セッションの一部として、セッション確立信号およびユーザデータ信号をピア
から受信している。
【００８５】
　送信器モジュール１１０４、たとえばＯＦＤＭ送信器は、送信アンテナ１１０５に結合
されており、無線端末１１００はこの送信アンテナ１１０５を介して他の無線通信デバイ
ス、たとえばピアノードに信号を送信している。いくつかの実施形態では、受話器モジュ
ール１１０２および送信器モジュール１１０４に同じアンテナがたとえばデュプレックス
モジュールと共に使用されている。送信される信号には、ピア－ピア通信セッションの一
部として、ビーコン信号、通信セッション確立信号およびユーザデータ信号が含まれてい
る。
【００８６】
　ユーザＩ／Ｏ装置１１０８は、たとえば、マイクロホン、キーパッド、キーボード、ス
イッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを備えている。これらのユーザＩ／Ｏ装置
１１０８により、無線端末１１００のユーザは、データ／情報をインプットし、アウトプ
ットデータ／情報にアクセスし、また、無線端末１１００の少なくともいくつかの機能を
制御することができ、たとえば、ピア－ピア通信セッションの確立を試行することができ
る。
【００８７】
　ルーチン１１１４には、通信ルーチン１１１８および無線端末制御ルーチン１１２０が
含まれている。通信ルーチン１１１８は、無線端末１１００によって使用される様々な通
信プロトコルを実施している。無線端末制御ルーチン１１２０には、ビーコン検出モジュ
ール１１２２、送信制御モジュール１１２４、第１の信号、たとえば、ビーコン信号部分
生成モジュール１１２６、ビーコン記号生成モジュール１１２７、ビーコン情報検出モジ
ュール１１２８、周波数帯域制御モジュール１１３０、ユーザデータ送信制御モジュール
１１３２および応答検出モジュール１１３４が含まれている。
【００８８】
　ビーコン検出モジュール１１２２は、第１の通信帯域で通信されるビーコン記号の受信
を検出している。送信制御モジュール１１２４は、ビーコン検出モジュール１１２２のア
ウトプットの関数として信号送信を制御している。送信制御モジュール１１２４は、前記
第１の時間周期の間に、少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン信号部分が検出
されない場合、第１の時間周期の後に続く第２の時間周期の間、第１の信号を送信するよ
うに送信器モジュール１１０４を制御している。いくつかの実施形態では、第２の時間周
期は、第１の時間周期と一定の時間関係を有しており、たとえば、第１の時間周期の開始
に対して所定の時間オフセットを有している。
【００８９】
　第１の信号生成モジュール１１２６は第１の信号を生成している。たとえば、例示的第
１の信号は、少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン信号バーストなどのビーコ
ン信号部分である。ビーコン記号生成モジュール１１２７は、ビーコン記号、たとえば、
生成されるビーコン記号部分に含まれるビーコン記号を生成している。たとえば、ビーコ
ン記号は、無線端末の送信の観点から、データ記号に対して比較的電力が大きい記号であ
り、検出を容易にしている。たとえば、ビーコン記号とデータ記号の間の平均送信電力の
差は、いくつかの実施形態では、少なくとも１０ｄＢである。いくつかの実施形態では、
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生成されるビーコン記号の各々は、同じ送信電力レベルを有している。いくつかの実施形
態では、各生成されるビーコン記号は同じ位相を有しており、一方、生成されるデータ記
号は、たとえば、ＱＰＳＫ、ＱＡＭ１６、ＱＡＭ２５６などの一群の一部として異なる位
相を有することができ、また、一般的には実際に異なる位相を有している。
【００９０】
　ビーコン情報検出モジュール１１２８は、ビーコン信号の検出部分によって通信された
同定値を決定している。同定値は、たとえば、デバイス識別子およびユーザ識別子のうち
の１つである。
【００９１】
　周波数帯域制御モジュール１１３０は、受話器モジュール１１０２および送信器モジュ
ール１１０４が動作する帯域を制御している。いくつかの実施形態では、受話器モジュー
ル１１０２および送信器モジュール１１０４は、たとえば、ピア－ピア通信セッションに
対して、時分割多重化に基づいて同じ帯域を使用するように制御されている。
【００９２】
　ユーザデータ送信制御モジュール１１３２は、前記第１の通信帯域の前記第１の信号の
他に、ユーザデータの送信を制御している。いくつかの実施形態では、第１の信号は、前
記ユーザデータに先だって送信され、ユーザデータ送信制御モジュール１１３２は、前記
第１の信号の送信と重複しない送信時間周期に前記ユーザデータの送信が生じるように制
御している。様々な実施形態では、ユーザデータ送信制御モジュール１１３２は、第１の
帯域、たとえば、無線端末がそのビーコン信号を送信している帯域と同じ帯域にユーザデ
ータが送信されるようにユーザデータの送信を制御している。
【００９３】
　応答検出モジュール１１３４は、前記無線端末デバイスがピアツーピアに基づいて通信
している他のデバイスからのユーザデータ送信に対する応答を検出している。応答は、た
とえば、ピアノードからのユーザデータおよび／または制御情報である。制御情報は、た
とえば、ハンドシェーキング情報、セッション確立情報、セッション終了情報、セッショ
ン維持情報、電力制御情報、タイミング制御情報、周波数帯域情報などである。
【００９４】
　データ／情報１１１６には、受話器周波数帯域選択情報１１３６、現在時間情報１１３
８、送信器周波数帯域選択情報１１４０、フラグを検出するためのビーコン検出／故障１
１４２、検出されたビーコン信号の情報１１４４、検出されたビーコン信号部分の同定情
報１１４６、デバイス同定情報１１４８、ユーザ同定情報１１５０、生成された第１の信
号の情報、たとえば生成されたビーコン信号の情報１１５２、送信されるユーザデータ１
１５４、ピアからの検出応答情報１１５６およびシステムデータ／情報１１５８が含まれ
ている。
【００９５】
　受話器周波数帯域選択１１３６および送信器周波数帯域選択１１４０は、周波数帯域選
択モジュール１１３０のアウトプットであり、受話器モジュール１１０２および送信器モ
ジュール１１０４の同調を制御するために無線端末によって使用される。フラグを検出す
るためのビーコン検出／故障１１４２、たとえば、ビーコン検出モジュール１１２２から
の単一ビット出力は、ビーコンの送信をシステムビーコンシグナリング規則に従って決定
するために、送信制御モジュール１１２４によって使用される。
【００９６】
　検出されたビーコン信号の情報１１４４には、ビーコン信号検出モジュール１１２２に
よって回復された、検出されたビーコン信号、たとえば、ビーコン記号、ビーコン記号の
パターン、検出されたビーコン記号に関連する傾斜などを運ぶ１組の同定されたビーコン
送信ユニットに対応する情報が含まれている。検出されたビーコン信号部分の同定情報１
１４６は、ビーコン情報検出モジュール１１２８のアウトプットであり、たとえば、検出
されたビーコン信号の発信源を同定するデバイス識別子またはユーザ識別子である。
【００９７】
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　生成された第１の信号の情報、たとえば、生成されたビーコン信号の情報１１５２は、
第１の信号生成モジュール１１２６によって生成された第１の信号に対応しており、たと
えば、たとえばビーコン記号トーン同定情報、空トーン同定情報、ビーコンバースト継続
期間情報およびビーコンバーストタイミング情報を含んだビーコン信号バーストを定義す
る情報が含まれている。
【００９８】
　送信されるユーザデータ１１５４には、たとえば、ユーザデータ送信制御モジュール１
１３２の制御下で、たとえば適切な時間、たとえばユーザデータインターバルの間に、実
施されているタイミング構造で通信されるピアのためのものであることが意図された音声
、他の音声データ、イメージデータ、テキストおよび／またはファイルデータが含まれて
いる。ピアからの検出応答情報１１５６は、応答検出モジュール１１３４のアウトプット
である。
【００９９】
　システムデータ／情報１１５８には、タイミング／周波数構造情報１１６０、ビーコン
符号化情報１１６８およびビーコン復号情報１１７０が含まれている。タイミング／周波
数構造情報１１６０には、周波数帯域の情報１１６２、時間周期の情報１１６４および時
間周期の関係の情報１１６６が含まれている。
【０１００】
　図１２は、様々な実施形態による、無線通信デバイスを動作させる一例示的方法の流れ
図１２００の図面である。無線通信デバイスは、たとえば、電池電力を使用して動作させ
ることができる移動体ノードなどの携帯型無線端末である。無線通信デバイスは、たとえ
ば、図１３に示す無線端末１３００である。動作はステップ１２０２で始まり、無線通信
デバイスに電力が供給され、かつ、無線通信デバイスが初期化され、ステップ１２０４へ
進行する。ステップ１２０４で、無線通信デバイスは、少なくとも１つのビーコン記号を
含んだビーコン信号の少なくとも一部を他の通信デバイスから受信する。動作はステップ
１２０４からステップ１２０６へ進行する。ステップ１２０６で、無線通信デバイスは、
前記受信したビーコン信号部分によって通信された優先順位情報に基づいて信号の送信を
決定する。優先順位情報は、たとえば、デバイス優先順位、ユーザ優先順位およびセッシ
ョン優先順位のうちの１つを示している。
【０１０１】
　優先順位情報は、前記ビーコン信号部分に含まれている複数のビーコン記号を使用して
符号化することができ、また、場合によっては実際に符号化されている。いくつかのこの
ような実施形態では、優先順位情報は、前記ビーコン信号部分を通信するために使用され
る１組のビーコン記号送信ユニットにおけるビーコン記号の位置によって少なくとも部分
的に符号化されている。いくつかの実施形態では、優先順位情報は、複数のビーコン記号
送信時間周期を含む一定の時間周期にわたって前記ビーコン信号部分を送信するために使
用される１組のビーコン記号送信ユニットにおけるビーコン記号位置の変化に基づいて少
なくとも部分的に符号化されている。いくつかのこのような実施形態では、１組のビーコ
ン記号送信ユニットにおけるビーコン記号送信ユニットは、通信される優先順位レベルに
対応する所定のトーンホッピングパターンに対応している。様々な実施形態では、優先順
位が最も高いビーコンを通信するために、優先順位情報を通信するために使用される他の
すべてのビーコンより優先順位が高いことを示す独自のビーコン記号パターンが使用され
ている。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、送信を決定することには、前記優先順位情報が前記無線通信
デバイスに関連する優先順位より高い優先順位を示している場合、ユーザデータを送信し
ないことを決定することが含まれている。いくつかの実施形態では、送信を決定すること
には、前記優先順位情報が前記無線通信デバイスに関連する優先順位より低い優先順位を
示している場合、ユーザデータを送信することを決定することが含まれている。
【０１０３】
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　送信を決定することには、受信した優先順位レベルおよび受信したビーコン信号部分の
受信した電力レベルの関数として決定される送信電力レベルでユーザデータを送信するこ
とを決定することを含むことができ、また、場合によっては実際に含まれている。いくつ
かの実施形態では、受信したビーコン信号部分が、送信電力を制御するために使用された
既に受信済みのビーコン信号部分によって示される優先順位レベルより高い優先順位レベ
ルを示している場合、その無線通信デバイスの送信電力レベルが小さくなる。いくつかの
実施形態では、受信したビーコン信号部分が、送信電力を制御するために使用された既に
受信済みのビーコン信号部分によって示される優先順位レベルより低い優先順位レベルを
示している場合、その無線通信デバイスの送信電力レベルが小さくなる。
【０１０４】
　次に、ステップ１２０８で、動作は、ステップ１２０６の信号送信決定に応じて別様に
進行する。信号送信決定がユーザデータを送信すべきであることを示している場合、動作
はステップ１２０８からステップ１２１０へ進行する。信号送信決定がユーザデータを送
信すべきではないことを示している場合、動作はステップ１２０８からステップ１２０４
へ進行し、無線通信デバイスは、少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン信号の
他の少なくとも一部を受信するように動作する。
【０１０５】
　ステップ１２１０で、無線通信デバイスは、ビーコン記号、たとえば、ビーコン信号バ
ーストまたは複数のビーコン信号バーストの少なくとも一部を送信するように動作する。
様々な実施形態では、ビーコン信号の送信される部分は、前記無線通信デバイスおよびユ
ーザデータを送信するために前記無線通信デバイスを使用しているユーザのうちの少なく
とも１つを同定している。いくつかの実施形態では、送信されるビーコン信号部分は、前
記無線通信デバイスに対応する優先順位情報を通信している。動作はステップ１２１０か
らステップ１２１２へ進行する。ステップ１２１２で、無線通信はユーザデータを送信す
る。動作はステップ１２１２からステップ１２１４へ進行する。
【０１０６】
　ステップ１２１４で、無線通信デバイスは、少なくとも１つのビーコン記号を含んだ追
加信号部分をモニタし、たとえば、前記追加信号部分が、その無線通信デバイスに関連す
る優先順位より高い優先順位を通信するビーコン記号の一部であることをモニタする。動
作はステップ１２１４からステップ１２１６へ進行する。ステップ１２１６で、無線通信
デバイスは、所定の時間周期の間に前記追加部分が受信されたかどうかを決定する。
【０１０７】
　前記追加部分が受信されていないことが決定されると、動作はステップ１２１６からス
テップ１２１８へ進行し、無線通信デバイスは信号を送信する。動作はステップ１２１８
からステップ１２１４へ進行し、他の所定の時間周期の間、さらにモニタされる。
【０１０８】
　ステップ１２１６へ戻り、前記追加部分が受信されていないことが決定されると、動作
はステップ１２１６からステップ１２０４へ進行し、無線通信デバイスは、少なくとも１
つのビーコン記号を含んだビーコン記号の他の少なくとも一部を受信するように動作する
。
【０１０９】
　図１３は、様々な実施形態によって実施される一例示的無線端末１３００、たとえば移
動体ノードの図面である。例示的無線端末１３００は、図１に示すシステム１００の例示
的無線端末（１０２、１０４）のうちのいずれかであってもよい。
【０１１０】
　例示的無線端末１３００は、母線１３１２を介して一体に結合された、受話器モジュー
ル１３０２、送信器モジュール１３０４、プロセッサ１３０６、ユーザＩ／Ｏ装置１３０
８および記憶装置１３１０を備えており、これらの様々なエレメントは、母線１３１２を
介してデータおよび情報を交換することができる。記憶装置１３１０は、ルーチン１３１
４およびデータ／情報１３１６を備えている。プロセッサ１３０６、たとえばＣＰＵは、
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ルーチン１３１４を実行し、記憶装置１３１０のデータ／情報１３１６を使用して無線端
末１３００の動作を制御し、かつ、方法を実施している。
【０１１１】
　受話器モジュール１３０２、たとえばＯＦＤＭ受話器は、受信アンテナ１３０３に結合
されており、無線端末はこの受信アンテナ１３０３を介して他の無線通信デバイスから信
号を受信している。受話器モジュール１３０２は、少なくとも１つのビーコン記号を含ん
だビーコン信号の少なくとも一部を含んだ信号を他の通信デバイスから受信している。受
信される信号には、ピアノードからのビーコン信号およびユーザデータ信号が含まれてい
る。
【０１１２】
　送信器モジュール１３０４、たとえばＯＦＤＭ送信器は、送信アンテナ１３０５に結合
されており、無線端末はこの送信アンテナ１３０５を介して他の無線通信デバイス、たと
えばピアノードに信号を送信している。いくつかの実施形態では、受話器モジュール１３
０２および送信器モジュール１３０４に同じアンテナがたとえばデュプレックスモジュー
ルと共に使用されている。送信器モジュール１３０４は、信号送信決定モジュール１３２
２の決定に従って、ビーコン信号部分およびユーザデータを含んだ信号を送信している。
様々な実施形態では、少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコン信号の送信される
部分が、ｉ）無線通信デバイス１３００、およびｉｉ）ユーザデータを送信するために無
線端末１３００を使用しているユーザのうちの少なくとも１つを同定している。
【０１１３】
　ユーザＩ／Ｏ装置１３０８は、たとえば、マイクロホン、キーパッド、キーボード、ス
イッチ、カメラ、スピーカ、ディスプレイなどを備えている。これらのユーザＩ／Ｏ装置
１３０８により、無線端末１３００のユーザは、データ／情報をインプットし、アウトプ
ットデータ／情報にアクセスし、また、無線端末１３００の少なくともいくつかの機能を
制御することができ、たとえば、ピアツーピア通信セッションの確立を試行することがで
きる。
【０１１４】
　ルーチン１３１４には、通信ルーチン１３１８および無線端末制御ルーチン１３２０が
含まれている。通信ルーチン１３１８は、無線端末１３００によって使用される様々な通
信プロトコルを実施している。無線端末制御ルーチン１３２０には、送信決定モジュール
１３２２、ビーコン信号生成モジュール１３２４、モニタリングモジュール１３２６、制
御モジュール１３２８、送信電力制御モジュール１３３０およびビーコン信号情報検出モ
ジュール１３３２が含まれている。
【０１１５】
　送信決定モジュール１３２２は、受信したビーコン信号部分によって通信された優先順
位情報に基づいて信号の送信を決定している。優先順位情報は、たとえば、デバイス優先
順位、ユーザ優先順位およびセッション優先順位のうちの１つを示している。送信決定モ
ジュール１３２２には、優先順位ベース制御モジュール１３３４が含まれている。優先順
位ベース制御モジュール１３３４は、受信した優先順位情報が前記無線端末１３００に関
連する優先順位より高い優先順位を示している場合のユーザデータの送信を防止している
。様々な実施形態では、優先順位ベース制御モジュール１３３４は、受信した優先順位情
報がその無線端末１３００に関連する優先順位より低い優先順位を示している場合、ユー
ザデータの送信を可能にしている。
【０１１６】
　ビーコン信号生成モジュール１３２４はビーコン信号部分を生成しており、生成された
ビーコン信号部分には少なくとも１つのビーコン記号が含まれている。いくつかのビーコ
ン信号部分は、ビーコンバースト信号と呼ばれている。
【０１１７】
　制御モジュール１３２８は、送信決定モジュール１３２２による信号送信の決定に引き
続いて、少なくとも１つのビーコン記号を含んだ追加ビーコン信号部分をモニタするよう
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にモニタリングモジュール１３２６を制御している。いくつかの実施形態では、無線端末
１３００に関連する前記優先順位より高い優先順位を通信している追加ビーコン信号部分
が所定の時間周期の間に受信されない場合、送信決定モジュール１３２２は、信号の送信
を決定する。
【０１１８】
　送信電力制御モジュール１３３０は、受信した優先順位レベルおよび受信したビーコン
信号部分の受信した電力レベルのうちの少なくとも１つの関数としてユーザデータ送信電
力レベルを制御している。送信電力制御モジュール１３３０には、送信電力リダクション
モジュール１３３６が含まれている。送信電力リダクションモジュール１３３６は、受信
したビーコン信号部分が、送信電力を制御するために使用された既に受信済みのビーコン
信号部分によって示される優先順位レベルより高い優先順位を示している場合、送信電力
レベルを低くする。
【０１１９】
　ビーコン信号情報検出モジュール１３３２は、受信したビーコン信号部分に含まれてい
る１組のビーコン記号から優先順位情報を決定しており、前記優先順位情報は、複数のビ
ーコン記号で符号化されている。いくつかの実施形態では、優先順位情報は、ビーコン信
号部分を送信するために使用される１組のビーコン記号送信ユニットにおけるビーコン記
号の位置によって少なくとも部分的に符号化されている。様々な実施形態では、優先順位
情報は、ビーコン信号部分を送信するために使用される１組のビーコン記号送信ユニット
におけるビーコン記号位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化されている。いく
つかの実施形態では、優先順位情報は、複数のビーコン記号送信時間周期を含む一定の時
間周期にわたってビーコン信号部分を送信するために使用される１組のビーコン記号送信
ユニットにおけるビーコン記号位置の変化に基づいて少なくとも部分的に符号化されてい
る。様々な実施形態では、１組のビーコン記号送信ユニットにおけるビーコン記号位置は
、通信すべき優先順位レベルに対応する所定のトーンホッピングパターンに対応している
。いくつかの実施形態では、最も高い優先順位を通信するために、優先順位情報を通信す
るために使用される他のすべてのビーコンより優先順位が高いことを示す独自のビーコン
記号パターンが使用されている。
【０１２０】
　データ／情報１３１６には、受信したビーコン信号部分の情報（受信したビーコン信号
ポート１の情報１３３８、．．．、受信したビーコン信号部分Ｎの情報１３４０）、送信
決定情報１３４２、送信されるユーザデータ１３４４、無線端末に関連する現在の優先順
位１３４６、ユーザデータ送信電力レベル情報１３４８、受信したビーコン信号部分に関
連する優先順位レベル情報（受信したビーコン信号部分１に関連する優先順位１３５０、
．．．、受信したビーコン信号部分Ｎに関連する優先順位１３５２）、生成されたビーコ
ン信号部分の情報１３５４およびビーコン信号復号情報１３５６が含まれている。
【０１２１】
　受信したビーコン信号部分１の情報１３３８には、ビーコン記号情報１３５８および優
先順位情報１３６０が含まれている。優先順位情報１３７０には、デバイス優先順位情報
１３６２、ユーザ優先順位情報１３６４およびセッション優先順位情報１３６６のうちの
少なくとも１つが含まれている。
【０１２２】
　受信したビーコン信号部分Ｎの情報１３４０には、ビーコン記号情報１３６８および優
先順位情報１３７０が含まれている。優先順位情報１３６０には、デバイス優先順位情報
１３７２、ユーザ優先順位情報１３７４およびセッション優先順位情報１３７６のうちの
少なくとも１つが含まれている。
【０１２３】
　送信決定１３４２は、ＷＴ１３００がその送信を許可されるか否かを示す送信決定モジ
ュール１３２２のアウトプットである。送信されるユーザデータ１３４４は、たとえば、
許可された場合に、ＷＴ１３００がピア－ピア通信セッションでピアに送信することを意



(29) JP 2012-16036 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

図した、音声、他の音声データ、イメージデータ、テキストデータ、ファイルデータなど
である。
【０１２４】
　無線端末に関連する現在の優先順位１３４６は、比較のために優先順位ベース制御モジ
ュール１３３４によって使用される、ＷＴ１３００に関連する現在の優先順位レベルを示
している。いくつかの実施形態では、無線端末の現在の優先順位は、たとえばセッション
情報および／またはユーザ同定情報の関数として常に変更が可能であり、また、場合によ
っては実際に変更されている。
【０１２５】
　受信したビーコン信号部分１に関連する優先順位１３５０および受信したビーコン部分
Ｎに関連する優先順位１３５２は、それぞれ受信したビーコン信号部分（１３３８、．．
．、１３４０）に対応しており、送信決定モジュール１３２２によって使用されている。
【０１２６】
　生成されたビーコン信号部分の情報１３５４、たとえば、１組のビーコン記号および１
組の故意の空を含んだビーコン信号バーストに対応する情報は、ビーコン信号生成モジュ
ール１３２４のアウトプットである。
【０１２７】
　ユーザデータ送信電力レベル情報１３４８には、電力レベル調整情報１３７８、たとえ
ば、検出されたより高い優先順位のビーコン信号に応答して実施される電力リダクション
の量を示す情報が含まれている。
【０１２８】
　ビーコン信号復号情報１３５６には、ビーコン記号位置情報１３８０およびトーンホッ
ピングパターン／優先順位レベル情報１３８２が含まれている。ビーコン信号復号情報１
３５６は、ビーコン信号によって運ばれる優先順位情報、たとえば、デバイス優先順位情
報１３６２、ユーザデバイス優先順位情報１３６４およびセッション優先順位情報１３６
６のうちの１つまたは複数を得るために、１つまたは複数の受信したビーコン信号部分の
ビーコン記号情報、たとえば情報１３５８を処理する際に、ビーコン信号情報検出モジュ
ール１３３２によって使用される。
【０１２９】
　ＯＦＤＭ　ＴＤＤシステムのコンテキストで記載されているが、様々な実施形態の方法
および装置は、多くの非ＯＦＤＭ、多くの非ＴＤＤシステムおよび／または多くの非セル
ラーシステムを始めとする広範囲にわたる通信システムに適用することができる。
【０１３０】
　様々な実施形態では、本明細書において説明されているノードは、１つまたは複数の方
法に対応する複数のステップ、たとえば、ビーコン信号を生成すること、ビーコン信号を
送信すること、ビーコン信号を受信すること、ビーコン信号を走査すること、受信したビ
ーコン信号から情報を回復すること、タイミング調整を決定すること、タイミング調整を
実施すること、動作モードを変更すること、通信セッションを開始すること、ユーザビー
コン信号の優先順位レベルを比較すること、経路損失を決定すること、固定位置ビーコン
送信器から基準を決定することなどのステップを実行するための１つまたは複数のモジュ
ールを使用して実施されている。いくつかの実施形態では、様々な特徴は、複数のモジュ
ールを使用して実施されている。このようなモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア
またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用して実施することができる。上で説明
した方法または方法ステップの多くは、メモリ素子、たとえば、ＲＡＭ、フロッピー（登
録商標）ディスクなどの機械可読媒体に含まれている、機械、たとえば、ハードウェアが
追加された、あるいはハードウェアが追加されていない汎用コンピュータを制御し、それ
により上で説明した方法のすべてまたは一部を、たとえば、１つまたは複数のノードで実
施するためのソフトウェアなどの機械実行可能命令を使用して実施することができる。し
たがって、とりわけ、様々な実施形態は、機械、たとえば、プロセッサおよび関連するハ
ードウェアに、上で説明した１つまたは複数の方法の複数のステップのうちの１つまたは
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複数を実行させるための機械実行可能命令を含んだ機械可読媒体を対象としている。
【０１３１】
　以上の説明に鑑みて、当業者には、上で説明した方法および装置に対する多くの追加変
形形態が明らかであろう。このような変形形態は範囲内であると見なされるものとする。
様々な実施形態の方法および装置は、符号分割多元接続、直交周波数分割多重化（ＯＦＤ
Ｍ）および／またはアクセスノードと移動体ノードの間に無線通信リンクを提供するため
に使用することができる様々な他のタイプの通信技法と共に使用することができ、また、
様々な実施形態ではそれらと共に使用されている。いくつかの実施形態では、アクセスノ
ードは、ＯＦＤＭおよび／または符号分割多元接続を使用して移動体ノードとの通信リン
クを確立する基地局として実施されている。様々な実施形態では、移動体ノードは、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（ＰＤＡ）または様々な実施形態
の方法を実施するための受話器／送信器回路および論理および／またはルーチンを含んだ
他の携帯型デバイスとして実施されている。

【図１】 【図２】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月9日(2011.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信デバイスを動作させる方法であって、
　第１の時間周期の間、第１の通信帯域の少なくとも１つのビーコン記号を含んだビーコ
ン信号の少なくとも一部を検出するためにモニタすること、および
　前記モニタすることの結果に基づいて第１の信号を送信するか否かを決定することを備
え、前記第１の信号が、ビーコン記号およびユーザデータのうちの少なくとも１つを含む
方法。
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