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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークシステムのネットワークノードを動作させる方法であって、
　送信される信号を生成するステップと、
　前記信号を送信するため、前記ネットワークシステムの複数の通信チャネルの１つを選
択するステップと、
　前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備ができていない場合、前記複数の通
信チャネルの他の１つの確率を決定し、前記信号を送信するために前記複数の通信チャネ
ルの他の１つが選択されるか、又は前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備が
できるまで前記信号の送信が遅延されるか前記決定された確率に基づき判断するステップ
と、
を有する方法。
【請求項２】
　前記確率は、待機時間に基づき決定される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記確率は、前記信号を送信するまでに前記ネットワークノードが待機しなければなら
ない時間を示す待機時間に基づき決定される、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記確率は、Ｂａｃｋｏｆｆタイム及びＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗに基づき
決定される、請求項１記載の方法。
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【請求項５】
　前記確率は、ＢａｃｋｏｆｆタイムとＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗの商として
決定される、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗは可変である、請求項４記載の方法。
【請求項７】
　前記送信する信号は、通知のための、特にデータ信号の送受信前のチャネル確保のため
のハンドシェイク信号である、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記ハンドシェイク信号は、ＲＴＳ（Ｒｅａｄｙ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）信号又はＣＴＳ（
Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）信号である、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記送信される信号は、データ信号である、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワークノードは、ＩＥＥＥ８０２．１１規格シリーズに従って通信するよう
構成される、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワークノードは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、８０２．１１ｇ、８０２．１１
ｎ又は他の何れかの８０２．１１サブ規格に従って通信するよう構成される、請求項１記
載の方法。
【請求項１２】
　前記ネットワークノードは、Ｍｕｌｔｉ　Ｂａｎｄ　ＯＦＤＭ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｍ
ｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ規格に従って通信するよう構成される、請求
項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備ができていない場合、前記ネットワ
ークシステムの複数の通信チャネルの他の１つが前記信号を送信する準備ができているか
検出し、他のチャネルが準備ができている場合、前記信号を送信する準備ができているチ
ャネルを介し前記信号を即座に送信するステップをさらに有する、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備ができていない場合、前記ネットワ
ークの複数の通信チャネルの何れが前記信号を送信する準備ができているか検出し、他の
複数のチャネルが準備されている場合、前記信号を送信する準備ができているチャネルの
１以上をランダムに決定するステップをさらに有する、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備ができるまで、前記信号の送信を遅
延するよう決定された場合、前記選択されたチャネルを介し前記信号を遅延時間後に再送
するステップをさらに有する、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記ネットワークの複数の通信チャネルは、異なる周波数によって、又は異なるコード
によって区別される、請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　Ｍｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓファンクションを実現した、請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記チャネルが他のネットワークノードの送信によりビジーとなるため、前記選択され
たチャネルは準備されず、
　前記信号を送信するため前記複数の通信チャネルの他の１つを選択するステップは、前
記チャネルがビジーとして検出された後であって、何れかの送信試行前に実行される、請
求項１記載の方法。
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【請求項１９】
　送信される信号を生成するステップと、
　前記信号を送信するため、ネットワークノードが相互接続されるネットワークシステム
の複数の通信チャネルの１つを選択するステップと、
　前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備ができていない場合、前記複数の通
信チャネルの他の１つの確率を決定し、前記信号を送信するために前記複数の通信チャネ
ルの他の１つが選択されるか、又は前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備が
できるまで前記信号の送信が遅延されるか前記決定された確率に基づき判断するステップ
と、
を実行するよう構成されるプロセッサを有するネットワークノード。
【請求項２０】
　コンピュータ装置として実現される、請求項１９記載のネットワークノード。
【請求項２１】
　請求項１９記載の複数の相互接続されたネットワークノードを有するネットワークシス
テム。
【請求項２２】
　前記複数のネットワークノードの間の無線通信のため構成される、請求項２１記載のネ
ットワークシステム。
【請求項２３】
　プロセッサにより実行されると、
　送信される信号を生成するステップと、
　前記信号を送信するため、前記ネットワークシステムの複数の通信チャネルの１つを選
択するステップと、
　前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備ができていない場合、前記複数の通
信チャネルの他の１つの確率を決定し、前記信号を送信するために前記複数の通信チャネ
ルの他の１つが選択されるか、又は前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備が
できるまで前記信号の送信が遅延されるか前記決定された確率に基づき判断するステップ
と、
を実行するよう構成されるネットワークシステムのネットワークノードを動作させるコン
ピュータプログラムが格納されるコンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　プロセッサにより実行されると、
　送信される信号を生成するステップと、
　前記信号を送信するため、前記ネットワークシステムの複数の通信チャネルの１つを選
択するステップと、
　前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備ができていない場合、前記複数の通
信チャネルの他の１つの確率を決定し、前記信号を送信するために前記複数の通信チャネ
ルの他の１つが選択されるか、又は前記選択されたチャネルが前記信号を送信する準備が
できるまで前記信号の送信が遅延されるか前記決定された確率に基づき判断するステップ
と、
を実行するよう構成されるネットワークシステムのネットワークノードを動作させるプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークの分野に関する。特に、本発明は、ネットワークのネットワー
クノードの動作方法、ネットワークノード、ネットワークシステム、コンピュータ可読媒
体及びプログラム要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）は、無線通信
する複数のネットワークノードのローカルネットワークである。ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８
０２．１１規格の枠組みにより実現可能である。（“ＬＡＮ　ＭＡＮ　Ｓｔａｎｄａｒｄ
ｓ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
，Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＭＡＮ
）　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　（ＰＨＹ）　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ
ｓ，ＩＥＥＥ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８０２．１１，１９９９　Ｅｄｉｔｉｏｎを参照され
たい。）
　ＩＥＥＥ８０２．１１は、より高いスループット及びＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ）に対するユーザ及びアプリケーションの要求の増大に対処するため持続
的に改良されてきたワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）のための
世界的な規格である。
【０００３】
　ＷＬＡＮでは、実現される通信スキームに従って、２つのネットワークノードがデータ
をやりとりすることができる。このような２つのネットワークノードの間のデータ送信が
スタートする前に、送信者ノードと受信者ノードとの間のハンドシェイクが行われ、以降
のデータ送信のため媒体を確保することができ、送信が同時に送信する他のネットワーク
ノード（ターミナル）からのデータパケットとの衝突から保護される。このようなハンド
シェイクは、ネットワークノードが他のネットワークノードにデータを送信する準備がで
きると、当該他のネットワークノードに送信する、いわゆるＲｅａｄｙ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ
（ＲＴＳ）信号の送信を含むかもしれない。潜在的なデータの受信者は、それがデータを
受信する準備ができると、Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＣＴＳ）信号を送信するように
してもよい。
【０００４】
　ＲＴＳパケット及びＣＴＳパケットの送信は、データ転送のための予告であり、所望さ
れないデータの衝突を回避する。しかしながら、ＲＴＳ及びＣＴＳパケットは、ＩＥＥＥ
８０２．１１規格のＣａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ／Ｃ
ｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ａｖｏｉｄａｎｃｅ（ＣＳＭＡ／ＣＡ）マルチプルアクセスプロトコ
ルを介してのみプロテクトされる。ＣＳＭＡ／ＣＡは、ＷＬＡＮにより実現可能な衝突回
避方法である。ＣＳＭＡ／ＣＡ方法は、衝突回避機能を有する優先度に応じたアクセスの
ための、いわゆるＩｎｔｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｅ（ＩＦＳ）を含む。ＣＳＭＡ／Ｃ
Ａによると、媒体は遮断され、媒体がＩＦＳの期間中にフリーである場合、データが送信
される。媒体がビジーである場合、当該方法はフリーのＩＦＳを待機し、衝突を回避する
ため、ランダムなＢａｃｋｏｆｆタイムの送信を遅延させる。
【０００５】
　ＩＥＥＥ８０２．１１によると、データパケットは、予めのＲＴＳ／ＣＴＳハンドシェ
イクにより、又はそれなしに送信可能である。予めのハンドシェイクが実行されない場合
、データパケットは、ＲＴＳ又はＣＴＳパケットの代わりに衝突するかもしれない。ＲＴ
Ｓ／ＣＴＳフレームの効果は、それらが比較的に短いものであり、媒体上に対応する短い
衝突時間をもたらすということである。データパケットは、ＲＴＳ／ＣＴＳパケットと比
較して相対的に長いものであるかもしれず、長い衝突時間をもたらすかもしれない。しか
しながら、ＲＴＳ／ＣＴＳハンドシェイクの利用は、衝突時間の減少が観察されないため
、特定のデータパケットサイズ以下では有用でないかもしれない。従って、ＲＴＳ／ＣＴ
Ｓの利用は、しばしばデータフレームサイズに依存する。８０２．１１の以降の改訂では
、データ送信前にハンドシェイクを実行するための理由が他にあるかもしれない（衝突時
間の低減に加えて）。ハンドシェイクメッセージは、必ずしもＲＴＳ及びＣＴＳと呼ばれ
ないかもしれない。ハンドシェイクは、必ずしもツーウェイ（ｔｗｏ　ｗａｙ）ハンドシ
ェイクでないかもしれない（ワンウェイ（ｏｎｅ　ｗａｙ）、スリーウェイ（ｔｈｒｅｅ
　ｗａｙ）などとすることも可能である）。
【０００６】
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　衝突及び／又はビジー媒体の結果として、データを送信しようとするターミナルの大き
な遅延時間と、ＲＴＳ（ＲＴＳ／ＣＴＳの利用による）又はＤＡＴＡフレーム（ＲＴＳ／
ＣＴＳの利用のない）の再送のための繰り返しのリクエストを通じたより低いスループッ
トが観察される。
【０００７】
　ＵＳ６，３９３，０３２Ｂ１は、無線ターミナルがＲＴＳフレーム／ＣＴＳフレームを
送受信し、その後にデータフレームを送受信することを有する無線ＬＡＮシステムを開示
する。ＲＴＳフレーム／ＣＴＳフレームは、データの送信と異なるデータ伝送レートによ
り送信される。さらに、異なるモデムが、一方ではＲＴＳフレーム／ＣＴＳフレームを送
信し、他方ではデータフレームを送信するのに利用されてもよい。しかしながら、ＵＳ６
，３９３，０３２Ｂ１によるネットワークは、衝突のケースにおいて大変低速なものとな
る。
【０００８】
　ＵＳ２００２／０１７２１８６Ａ１は、制御フレームＲＴＳ及びＣＴＳがデータパケッ
トが送信されるチャネルと異なるチャネルを介し送信されるＲＴＳ／ＣＴＳチャネルアク
セススキームを開示する。しかしながら、ＵＳ２００２／０１７２１８６Ａ１によるシス
テムは、衝突のケースでは長い遅延を被る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、衝突が発生しても、高い伝送レートを実現可能な方法によって、ネッ
トワークシステムのネットワークノード間の通信スキームを可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を実現するため、独立クレームによる特徴を備えたネットワークのネットワー
クノードの動作方法、ネットワークノード、ネットワークシステム、コンピュータ可読媒
体及びプログラム要素が提供される。
【００１１】
　ネットワークシステムのネットワークノードの動作方法は、送信すべき信号を生成する
ステップと、当該信号を送信するため、ネットワークシステムの複数の通信チャネルの１
つを選択するステップと、選択されたチャネルが信号を送信する準備ができていない場合
、信号を送信するため複数の通信チャネルの他の１つを選択するステップとを有する。
【００１２】
　さらに、上述した方法の各ステップを実行するよう構成されるプロセッサを有するネッ
トワークノードが提供される。
【００１３】
　さらに、上述した特徴を有する複数の相互接続したネットワークノードを有するネット
ワークシステムが提供される。
【００１４】
　本発明はさらに、プロセッサにより実行されると、上述した方法による方法ステップを
実行するよう構成されるネットワークシステムのネットワークノードを動作させるコンピ
ュータプログラムが格納されるコンピュータ可読媒体を提供する。
【００１５】
　さらに、プロセッサにより実行されると、上述した方法により方法ステップを実行する
よう構成されるネットワークシステムのネットワークノードを動作させるプログラム要素
を提供する。
【００１６】
　本発明によるネットワークノードの処理は、コンピュータプログラム、すなわち、ソフ
トウェアによって、又は１以上の特別な電子最適化回路、すなわち、ハードウェアによっ
て、又はハイブリッド形式、すなわち、ソフトウェアコンポーネントとハードウェアコン
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ポーネントによって実現可能である。
【００１７】
　本発明による特徴は、特に信号を送信するため、複数のチャネルからあるチャネルが選
択され、選択されたチャネルがビジーであり、信号を送信する準備ができていないと判断
される場合、信号を送信するのに選択されたチャネルが変更されるという効果を有する。
従って、トラフィックは、現在占有されていないチャネルにフレキシブルに再ルーティン
グされ、マルチチャネルネットワークにおけるトラフィックの送信効率と、トラフィック
の処理スピードを向上させる。このため、選択されたチャネルを介し送信される信号と同
一のチャネルを介し送信される他の何れかの信号とが衝突する場合、本発明は、迅速に信
号を送信するため、他のフリーなチャネルに侵入する機会を提供する。このことは、送信
される信号の衝突シナリオにおいてさえ、フリーリソースが最大能力により利用されるた
め、伝送レートが高くなることを保証する。
【００１８】
　複数のチャネルから１つのチャネルを選択することは、複数のチャネルから１以上のチ
ャネルを選択することを含む。
【００１９】
　選択されたチャネルが信号を送信する準備ができていないという情報は、何れが衝突を
導いたか送信しようとする試みの後に、又はコールアドミッション制御がさらなる接続を
許可しなかったために、生じる可能性がある。
【００２０】
　特に、本発明は、ハンドシェイクスキームを向上させることを可能にする通信プロトコ
ルを提供する。このようなネットワークの送信ノードと受信ノードとの間のハンドシェイ
クは、それぞれＲｅａｄｙ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＲＴＳ）信号とＣｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎ
ｄ（ＣＴＳ）信号の送信を含むかもしれない。このようなハンドシェイク信号は、トラフ
ィックの発生を示し、以降にデータ信号を送受信する意図を通知し、実際のデータ信号に
先行するかもしれない。
【００２１】
　このようなＲＴＳ信号又はＣＴＳ信号が送信され、マルチチャネルシステムのチャネル
上の他のトラフィックを衝突する場合、当該衝突は検出され、ＲＴＳ信号又はＣＴＳ信号
が、予め他のチャネルを介しある確率によって再送される。しかしながら、他の確率によ
ると、システムは、所定の又はランダムな時間待機する可能性があり、以降において、シ
ステムは同一チャネルを介し送信を繰り返そうとする。
【００２２】
　このため、本発明の一特徴は、通信ネットワークにおけるハンドシェイク手順のパフォ
ーマンスを向上させ、送信チャネルのより効率的な利用をもたらし、より高いスループッ
トを実現する効率的な機構に関する。
【００２３】
　本発明の通信プロトコルは、ハンドシェイキングスキームによるデータ交換を向上させ
るだけでなく、予めの通知ハンドシェイクなしにデータ交換を向上させる。ＤＡＴＡパケ
ットの送信が成功しなかった場合（衝突などにより）、ＤＡＴＡパケットは、異なるチャ
ネルを介し（又は同一チャネル上で）ある確率により再送されてもよい。
【００２４】
　本発明は、特にＲｅａｄｙ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＲＴＳ）／Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ
（ＣＴＳ）又は同様のハンドシェイクを利用して、データ伝送の発生を通知し、当該期間
に媒体を確保するマルチチャネル／マルチバンドシステムと共に、少なくともゼロより大
きな確率により、他のチャネルを介したＲＴＳ（ハンドシェイクによる場合）又はＤＡＴ
Ａ（ハンドシェイクによらない場合）パケットの再送を提案することによって、データ送
信前にハンドシェイクを利用しないマルチチャネルシステムに適用される。効果的には、
再送スキームは、多数のタスクグループによって規定されるそれのすべての変形において
ＩＥＥＥ８０２．１１　ＷＬＡＮ　Ｓｔａｎｄａｒｄの枠組みにおいて適用されてもよい
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。
【００２５】
　関連技術によると、ＲＴＳ／ＣＴＳ（ハンドシェイクによる場合）及びＤＡＴＡ（ハン
ドシェイクによらない場合）パケットは、Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　Ａｃｃｅｓｓ／Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ａｖｏｉｄａｎｃｅ（ＣＳＭＡ／ＣＡ）によっ
てのみプロテクトされ、ハンドシェイク信号又はＤＡＴＡフレームの再送のための繰り返
しのリクエストによる遅延を生じる。本発明によると、このような遅延は、少なくともあ
る確率によって異なるチャネルを介しハンドシェイク信号（ＲＴＳパケットなど）又はＤ
ＡＴＡフレームを再送しようとすることによって回避される。
【００２６】
　本発明は、チャネルアクセススキームとしてＣＳＭＡを利用したシステムに関するが、
ＩＥＥＥ８０２．１１に加えて、Ｍｕｌｔｉ－Ｂａｎｄ　ＯＦＤＭ　Ａｌｌｉａｎｃｅ（
ＭＢＯＡ）　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ仕様書によるＷｉｒｅｌｅｓ
ｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＷＰＡＮ）を利用したシステムにも
関する。
【００２７】
　本発明の一特徴は、特にＭｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＭＣ－ＣＤＭＡ）、Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ
　Ｓｐｒｅａｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ又はＦｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈｏｐｐｉｎｇを複数アク
セスとして利用して、互いにコードにより分離された複数チャネルにより機能するＩＥＥ
Ｅ８０２．１１　ＷＬＡＮ又はＭＢＯＡ　ＷＰＡＮに関する。
【００２８】
　本発明の他の特徴は、衝突後にチャネル変更を実行するＩＥＥＥ８０２．１１　ＷＬＡ
Ｎ又はＭＢＯＡ　ＷＰＡＮターミナルに関する。
【００２９】
　マルチチャネルシステムの各チャネルは、コードによって（ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ））、スペースによって（ＳＤＭＡ（Ｓ
ｐａｃｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ））、周波数によって（
ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
又はＯＦＤＭＡ）又は時間によって（ＴＤＭＡ）分割されてもよい。
【００３０】
　本発明のさらなる他の特徴によると、チャネルを変更する確率は、Ｂａｃｋｏｆｆタイ
マー及びＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗ変数により決定されてもよい。チャネルは
、コード（ＣＤＭＡ）、スペース（ＳＤＭＡ）、周波数（ＦＤＭＡ）又は時間（ＴＤＭＡ
）により分割されてもよい。
【００３１】
　本発明のさらなる特徴によると、衝突したパケットがＢａｃｋｏｆｆタイムの前の待機
なしに、フリーであると特定される新たなチャネルを介し送信される場合、衝突したパケ
ットの送信の即座の繰り返しが実行されるようにしてもよい。再び、チャネルは、コード
（ＣＤＭＡ）、スペース（ＳＤＭＡ）、周波数（ＦＤＭＡ）又は時間（ＴＤＭＡ）により
分割されてもよい。
【００３２】
　次に、ネットワークシステムのネットワークの動作方法の好適な実施例が、説明される
。これらの実施例はまた、本発明のネットワークノード、ネットワークシステム、コンピ
ュータ可読媒体及びプログラム要素に適用されてもよい。
【００３３】
　本方法によると、送信される信号は、以降にデータ信号を送受信するための意図を通知
するハンドシェイク信号であってもよい。このようなハンドシェイク信号は、Ｒｅａｄｙ
　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＲＴＳ）信号又はＣｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＣＴＳ）信号であっ
てもよく、データ送信イベントの参加者が通知メッセージにより互いに同期するように、
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データ送信が意図される２つのネットワークノードの間で送信されるようにしてもよい。
特に、ＲＴＳ信号又はＣＴＳ信号は、以降のデータ信号の送受信の意図を通知する。
【００３４】
　あるいは、送信される信号は、データ信号であってもよい。従って、選択されたチャネ
ルを介し送信されるデータ信号の衝突の場合、データ信号が他の、すなわち、変更された
送信チャネルを介し再送されるということはまた、本発明の範囲に属する。
【００３５】
　ネットワークノードは、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に従って通信するよう構成されても
よい。（“ＬＡＮ／ＭＡＮ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉ
ＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ｍｅｄｉｕｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＮ）　ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ（
ＰＨＹ）ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ，ＩＥＥＥ　ｓｔａｎｄａｒｄ　８０２．１１，
１９９９　Ｅｄｉｔｉｏｎ”を参照されたい。）ＩＥＥＥ８０２．１１規格は、１－、２
－、１１－と、最近の８０２．１１ｇによる２．４ＧＨｚ帯域で動作する５４メガビット
／秒（Ｍｂｐｓ）無線ＬＡＮによるｃａｒｒｉｅｒ　ｓｅｎｓｅ　ｍｅｄｉａ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ仕様書を特定する規格で
ある。
【００３６】
　さらに、ネットワークノードは、ＷＬＡＮのための世界的な規格であるＩＥＥＥ８０２
．１１ａ規格により通信するよう構成されてもよい。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ規格は、５
ＧＨｚ周波数帯で動作する無線ＬＡＮのためのｃａｒｒｉｅｒ　ｓｅｎｓｅ　ｍｅｄｉａ
　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ仕様書を規定
する規格である。
【００３７】
　さらに、ネットワークノードは、次のＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格を含む８０２系仕様
書の多数のタスクグループ及びワーキンググループによって開発された他の何れかのＩＥ
ＥＥ規格に従って通信するよう構成されてもよい。
【００３８】
　ネットワークノードはまた、ワイドバンドＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）やＰｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａ
ｙｅｒなどのＵｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ（ＵＷＢ）に基づくＷＰＡＮのためのＭＢ
ＯＡ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ仕様書に従って通信するよう構成さ
れてもよい。
【００３９】
　本発明の方法によると、選択されたチャネルが信号を送信する準備ができていない場合
（例えば、衝突が発生したり、媒体がビジーであるなど）、複数の通信チャネルの他の１
つが信号を送信するため選択されるべきか、又は信号の送信が選択されたチャネルが信号
を送信する準備ができるまで、遅延されるべきか判断するようにしてもよい。すなわち、
選択されたチャネルがその時点に他のトラフィックによって占有されているということが
検出されるシナリオでは、他のチャネルが信号を送信しようとする新たな試みに対して選
択されるべきか、又は以降において前に選択されたチャネルを介した信号の再送が成功す
る確率が高くなるように、前に選択されたチャネルが再びフリーになると予想される時間
（ランダムなど）だけ、信号の送信が遅延されるか決定される。
【００４０】
　特に、選択されたチャネルが信号を送信する準備ができていない場合、信号を送信する
ため複数の通信チャネルの他の１つを選択する確率が（０より大きく１以下）、又は選択
されたチャネルが信号を送信する準備ができるまで信号の送信を遅延させることが決定さ
れてもよい。このため、チャネルを変更することがより妥当であるか、又は現在占有され
ている選択されたチャネルが再びフリーになるまで待機することがより妥当であるかを反
映した確率を特定することによって、判断の統計的基礎が確立されてもよい。
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【００４１】
　このような確率は、ネットワークノードが信号を送信する前に待機しなければならない
時間を示す待機時間に基づき決定されてもよい。
【００４２】
　特に、この確率は、上述したＩＥＥＥ８０２．１１規格に規定されるように、Ｂａｃｋ
ｏｆｆタイム及びＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗに基づき決定されてもよい。Ｂａ
ｃｋｏｆｆタイムは、１つのタイムスロットの期間と、ゼロとＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗ
ｉｎｄｏｗ（ＣＷ）との間に一意的に分布する乱数との積として与えられる乱数として表
されるかもしれない。Ｂａｃｋｏｆｆタイムは、パケット送信前にステーションが待機す
るランダムな期間である。Ｂａｃｋｏｆｆタイムは、スロットタイムの倍数であり、この
ため、スロットタイムの減少は最終的にはＢａｃｋｏｆｆタイムを減少し、スループット
を増大させる。従って、Ｂａｃｋｏｆｆタイムは、待機時間と考えられてもよく、Ｃｏｎ
ｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗは、ＣＳＭＡ／ＣＡシステムの競合するステーションがチ
ャネルへのアクセスに適用するタイムウィンドウとみなすことができる。
【００４３】
　特に、この確率は、ＢａｃｋｏｆｆタイムとＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗの商
として決定されてもよい。
【００４４】
　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗは可変的なものであってもよく、すなわち、Ｃｏ
ｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗは衝突の場合には変更されてもよい（特に拡大されても
よい）。
【００４５】
　本発明の方法はさらに、選択されたチャネルが信号を送信する準備ができていない場合
、ネットワークシステムの複数の通信チャネルの他の１つが信号を送信する準備ができて
いるか検出し、他のチャネルが準備ができている場合には、信号を送信する準備ができて
いるチャネルを介し信号が即座に送信されるステップを有するようにしてもよい。本実施
例によると、Ｂａｃｋｏｆｆタイムを前に待機することなく、新たなチャネルがフリーで
あると判明した場合、衝突したパケットの送信の即座の繰り返し（すなわち、遅延なく）
が実行される。本実施例は、送信時間を大きく向上させ、送信レートを向上させる。
【００４６】
　本発明の方法はさらに、選択されたチャネルが信号を送信する準備ができていない場合
、ネットワークの複数の通信チャネルの何れが信号を送信する準備ができているか検出し
、他の複数のチャネルが準備ができている場合、信号を送信する準備ができているチャネ
ルの１つがランダムに決定されるステップを有するようにしてもよい。本実施例によると
、複数のフリーチャネルの何れが信号を送信するのに使用されるか統計的に決定される。
【００４７】
　本発明の方法はさらに、選択されたチャネルが信号を送信する準備ができるまで、信号
の送信を遅延させることを決定する場合、遅延時間後に選択されたチャネルを介し信号を
再送するステップを有するようにしてもよい。従って、送信が以前に不成功であった同一
チャネルを介し再び信号を再送しようとする決定がされる場合、本発明の方法は、遅延時
間だけ待機し、当該遅延時間後に、信号を再び送信する。
【００４８】
　ネットワークの複数の通信チャネルが、周波数により、スペースにより又はコードによ
り（最終的には時間により）識別されるようにしてもよい。このため、各チャネルは、コ
ードにより（ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ
））、スペースにより（ＳＤＭＡ（Ｓｐａｃｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ））又は周波数により（ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）又はＯＦＤＭＡ）分離される。
【００４９】
　特に、本発明の方法は、ＭＣ－ＣＤＭＡ（Ｍｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｃｏｄｅ　Ｄ
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ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ファンクションを実現するようにし
てもよい。マルチキャリアシステムは、複数のサブキャリアがデータパケットのパラレル
な送信に利用されるシステムである。説明された実施例によると、マルチキャリア機構が
、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ネットワ
ークに適用されてもよい。ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ）ネットワークでは、各データシンボルはより大きな帯域幅、好ましくは送
信に必要な帯域幅より大きな帯域幅により伝搬されるようにしてもよい。このことは、非
伝搬スペクトルシステムにおけるより低いスペクトルエネルギーにより送信することを可
能にする。これは、同時にかつ同一の周波数帯におけるパラレルな送信チャネルの利用を
可能にする。従って、高キャパシティマルチキャリア変調技術が、ＩＥＥＥ８０２．１１
　ＷＬＡＮの標準的なＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコ
ルによって特に効果的な方法により実現可能である。
【００５０】
　以下において、ネットワークノードの実施例が説明される。本実施例はまた、本発明の
方法、ネットワークシステム、コンピュータ可読媒体及びプログラム要素について適用さ
れる。
【００５１】
　説明した実施例によると、ネットワークノードは、コンピュータ装置として、特にパー
ソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ワークステーション、ＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などとして実現可能である。しかし
ながら、本発明のネットワークノードは、携帯電話などとして実現されてもよい。
【００５２】
　以下において、本発明のネットワークシステムの実施例が説明される。本実施例はまた
、本発明の方法、ネットワークノード、コンピュータ可読媒体及びプログラム要素に適用
される。
【００５３】
　ネットワークシステムは、好ましくは、無線ネットワークを形成する複数のネットワー
クノードの間の無線通信に対して構成される。このようなネットワークのノードは、電磁
波の伝送などを介し互いに通信するかもしれない。特に、このようなネットワークは、Ｗ
ＬＡＮとすることが可能である。しかしながら、あるいは、本発明のネットワークシステ
ムは、従来は有線とされるかもしれず、すなわち、異なるネットワークノードは電気配線
を用いて互いに接続されるかもしれない。
【００５４】
　本発明の上記及びさらなる特徴は、以降に説明される実施例から明らかであり、実施例
を参照して説明される。
【００５５】
　本発明は、実施例を参照して以降においてより詳細に説明されるが、本発明はそれに限
定されるものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　図面の記載は概略的なものである、異なる図面では、同様の又は同一の要素には、同一
の参照符号が設けられる。
【００５７】
　以下において、図１を参照して、本発明の好適な実施例によるネットワークシステム１
００が詳細に説明される。
【００５８】
　図１は、各々がプロセッサ（図示せず）を有する第１コンピュータ端末１０１と、第２
コンピュータ端末１０２と、第３コンピュータ端末１０３と、第４コンピュータ端末とを
有するネットワークシステムを示す。コンピュータ端末１０１～１０４は、第１チャネル
１０５、第２チャネル１０６、第３チャネル１０７及び第４チャネル１０８を介し無線に
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より相互接続される。チャネル１０５～１０８の何れかを介し、コンピュータ端末１０１
～１０４の何れもコンピュータ端末１０１～１０４の他の何れかに無線によりデータを送
信することが可能である。各コンピュータ１０１～１０４は、ＩＥＥＥ８０２．１１規格
に従って通信するよう構成され、ネットワークシステム１００はＷＬＡＮを構成する。通
信はまた集中化されてもよく、端末の１つがいわゆるアクセスポイントとなるが、当該シ
ナリオは一般的な分散化システムについて説明される。
【００５９】
　各コンピュータ端末１０１～１０４は、ネットワーク１００内のネットワークノードで
ある。各コンピュータ端末１０１～１０４は、ハンドシェイク信号の潜在的な受信者に、
それがハンドシェイク信号に引き続いてデータ信号を送受信しようとしていることを通知
するため、ハンドシェイク信号（すなわち、ＲＴＳ信号又はＣＴＳ信号）を生成するステ
ップを実行するよう構成されるプロセッサを有する。従って、各コンピュータ１０１～１
０４は、このようなハンドシェイク信号を生成するようにしてもよい。コンピュータ１０
１～１０４の１つがこのようなハンドシェイク信号を送信することを所望する場合、各コ
ンピュータは、ハンドシェイク信号を送信するため、ネットワークシステム１００の複数
の通信チャネル１０５～１０８の１以上を選択する。コンピュータ１０１～１０４の１つ
がこのようなハンドシェイク信号をコンピュータ１０１～１０４の他の１つに送信すると
き、他のコンピュータ１０１～１０４の１つが同時に送信を開始し、通信チャネル１０５
～１０８の１以上を介した２つの送信の間の衝突が発生する可能性がある。衝突の代わり
に、チャネル１０５～１０８の１以上は単にビジーであるかもしれず、そのことは、他の
コンピュータ１０１～１０４の１つによる送信がすでに進行中であることを意味する。こ
の場合、媒体はブロックされ、これにより、各チャネル１０５～１０８を介しハンドシェ
イク信号を送信する準備はできていない。何れの例も、各チャネル１０５～１０８が端末
により即座に利用可能ではないため、送信遅延を生じさせるであろう。従って、本発明に
よると、各コンピュータ１０１～１０４は、選択されたチャネルがハンドシェイク信号を
送信するため準備ができていないことを検出し、このとき、ハンドシェイク信号を送信す
るため、複数の通信チャネル１０５～１０８の他の１つを選択する確率を決定する。ある
いは、ハンドシェイク信号を送信するため複数の通信チャネル１０５～１０８の他の１つ
を選択する確率を１から差し引いた確率によって、各コンピュータ１０１～１０４は、選
択されたチャネル１０５～１０８が再び信号を送信する準備ができるまでハンドシェイク
信号の送信を遅延させてもよく、各チャネルが新たなトラフィックを再び送信する準備が
できるように、チャネル１０５～１０８の選択された１つを前に占有していたトラフィッ
クが平均時間により送信される。
【００６０】
　ハンドシェイク信号を再送するため、チャネルを変更する確率は、以下の図２を参照し
てより詳細に説明されるように、ＢａｃｋｏｆｆタイムとＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎ
ｄｏｗの商として、説明される実施例に従って決定される。しかしながら、同一チャネル
又は異なるチャネルを介し再トライするか否かの判定はまた決定的なものであってもよい
。ネットワークの複数の通信チャネル１０５～１０８は、コードによって、ＭＣ－ＣＤＭ
Ａ（Ｍｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ）機能を実現することによって区別される。
【００６１】
　以下において、本発明の実施例による通信プロトコルが、図２のトラフィック図２００
を参照してより詳細に説明される。
【００６２】
　トラフィック図２００は、各コンピュータ１０１～１０４について、チャネル１０５～
１０８の何れかにおける時間軸２０１により規定される時間に存在するトラフィックを示
す。図２に示されるように、チャネル１０５～１０８上のトラフィックは、Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｂｕｓｙタイム２０２、Ｓｈｏｒｔ　ＩＮてｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｉｎｇ（ＳＩ
ＦＳ）タイムピリオド２０３、ＣＴＳ信号２０４、Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ信号
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２０５、タイムスロット２０６、ＲＴＳ信号２０７、データパケット２０８、ＤＣＦ（Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒａ
ｍｅ　Ｓｐａｃｉｎｇ（ＤＩＦＳ）タイムピリオド２０９などを含む。
【００６３】
　複数のチャネル１０５～１０８を同時に使用するネットワークシステム１００などの通
信システムでは、他のチャネルを介し繰り返されるＲＴＳパケット２１２を送信すること
によって、高い伝送レートを同時に実現することにより衝突が回避される。図２は、４つ
のチャネル１０５～１０８を用いてＩＥＥＥ８０２．１１ａベースネットワークシステム
１００の拡張されたバージョンを示す。図２により理解できるように、２つのステーショ
ン１０２と１０４について異なるものとされたＢａｃｋｏｆｆタイマーの後（タイムスロ
ット２０６を参照されたい）、同一チャネルを利用して、すなわち、同時に第１チャネル
１０５ＣＣｈ１を用いて、第２コンピュータ端末１０２（ＳＴＡ２）と第４コンピュータ
端末１０４（ＳＴＡ４）の両方がＲＴＳ信号２０７を送信しようとするとき、衝突２１０
が発生する。ＲＴＳ２０７の信号送信の衝突を解消するため、本発明は、他のチャネルを
介し前に衝突した２つのパケットの１つを再送する。図２に示されるように、第２コンピ
ュータ１０２（ＳＴＡ２）は、チャネル変更２１１を実行し、第２チャネル１０６を介し
ＲＴＳ２０７を繰り返す（第１チャネル１０５を介し送信失敗した）。これと対照的に、
第４コンピュータ１０４（ＳＴＡ４）は、すでに使用されたような同一チャネル１０５を
介しリトライを実行し、すなわち、ＲＴＳリピート２１２を実行する。
【００６４】
　説明された実施例によると、チャネル変更２１１は２つの決定を伴う。第１には、衝突
したステーション１０２と１０４の１つのみが、それの選択されたチャネルを第１チャネ
ル１０５から第２チャネル１０６に変更し、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に記載されている
ように、Ｂａｃｋｏｆｆタイムに従って、ステーションがそれの送信まで待機する必要が
ある可能性がある。Ｂａｃｋｏｆｆタイムは、０とＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗ
（ＣＷ）との間に一意的に分布した乱数（ｒａｎ＿Ｔ）と、１つのタイムスロット２０６
の期間との積として与えられるランダム時間である。変数ＣＷの定義は、ＩＥＥＥ８０２
．１１規格に従う。
【００６５】
　ステーションがそれのチャネルを変更する確率は、Ｂａｃｋｏｆｆタイムスロットの個
数ｒａｎ＿ＴとＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｗｉｎｄｏｗ（ＣＷ）の実際の値との商として与
えられる。図２を再び参照するに、第２コンピュータ１０２（ＳＴＡ２）は、７つのタイ
ムスロット２０６のＢａｃｋｏｆｆタイマーだけ待機し、第４コンピュータ１０４（すな
わち、ＳＴＡ４）は、３つのタイムスロット２０６のＢａｃｋｏｆｆタイマーだけ待機し
た。２つのステーション１０２と１０４の７つのＣＷを仮定すると（ステーション１０２
と１０４の前のデータパケットは衝突しなかった）、第２コンピュータ１０２（ＳＴＡ２
）は１の確率によりチャネル１０５からチャネル１０６にそれのチャネルを変更し、第４
コンピュータ１０４（ＳＴＡ４）は、３／７の確率により変更する。
【００６６】
　第２の重要な問題は、それのチャネルを変更する決定がされた後、ステーションが変更
するチャネルの選択に関するものである。ステーションは、その他のチャネルの状態を認
識すべきであり、あるチャネルがフリーである場合、それは、図２に示されるように、第
２コンピュータ１０２（ＳＴＡ２）と第２チャネル１０６について、それを介して送信を
即座にスタートすべきである。より多くのフリーチャネルの場合、この選択はランダムに
実行されるべきである。ステーションがその他のチャネルの状態を認識することができな
い場合、新たなチャネルに関する決定は、ランダムに実行されるかもしれない。
【００６７】
　以下において、図３を参照して、ネットワークシステム１００のコンピュータ１０１～
１０４の何れかを動作するための方法３００が説明される。
【００６８】
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　生成ステップ３０５において、ＲＴＳ信号が、データ信号の所望の以降の送信を示すハ
ンドシェイク信号として生成される。選択チャネルステップ３１０において、チャネル１
０５～１０８の１つが、生成されたハンドシェイク信号を送信するためのチャネルとして
選択される。
【００６９】
　チャネルビジークエリ３１５では、選択されたチャネルが現在ビジーであるか検出され
る。
【００７０】
　チャネルがビジーでない場合、すなわち、チャネルが生成されたハンドシェイク信号の
送信についてフリーである場合、ＲＴＳ送信ステップ３２０において、生成されたＲＴＳ
信号が、各コンピュータ１０１～１０４に送信される。その後、遅延ステップ３２５にお
いて、各コンピュータ１０１～１０４はＣＴＳ信号を待機し、その後、データ送信ステッ
プ３３０において、ステップ３１０において選択されたチャネルを介しデータ信号を送信
する。
【００７１】
　チャネルビジークエリ３１５が、選択されたチャネルがその時点においてビジーである
という結果として生成される場合、チャネル変更確率決定ステップ３３５により、チャネ
ルを変更するための確率ｐ（０と１の間の範囲）が決定される。（１－ｐ）の確率によっ
て、コンピュータは待機する。
【００７２】
　ｐの確率によって、フリーチャネル決定ステップ３４０において、残りのチャネルの何
れがフリーであり、これにより、生成されたＲＴＳ信号の転送に適しているか決定される
。このようなフリーチャネルが検出された場合、フリーチャネルはフリーチャネル選択ス
テップ３４５において選択される。フリーチャネル変更ステップ３５０では、各コンピュ
ータはフリーチャネルに変更し、その後、上述したように、決定されたフリーチャネルを
介しデータ信号を送信するため、ステップ３２０、３２５及び３３０を実行する。
【００７３】
　（１－ｐ）の確率によって、各コンピュータ１０１～１０４は、所定の時間又はランダ
ムな時間だけ待機ステップ３５５において待機し、その後、チャネルビジークエリ３６０
において、前に選択されたチャネルが依然としてビジーであるか、又は現在フリーである
かチェックする。
【００７４】
　チャネルが現在はフリーである場合、コンピュータは、ステップ３２０、３２５及び３
３０に続き、生成したハンドシェイク信号を前に選択したチャネルを介し送信する。前に
選択したチャネルが依然としてビジーである場合、チャネルがフリーになるまで、ステッ
プ３６０が繰り返される。
【００７５】
　「有する」という用語は、他の要素又はステップを排除するものでなく、「ある」とい
う用語は、複数を排除するものでないということに留意すべきである。また、異なる実施
例に関して説明された要素が組み合わされてもよい。
【００７６】
　請求項の参照符号は、請求項の範囲を限定するものとして解釈されるべきでないという
ことに留意すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】図１は、本発明の好適な実施例によるネットワークシステムを示す。
【図２】図２は、図１によるネットワークシステムの各チャネルを介し送信されるトラフ
ィックの時間依存性を示す。
【図３】図３は、本発明の実施例によるネットワークシステムのネットワークノードの動
作方法を示すフローチャートを示す。
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【符号の説明】
【００７８】
　１００　ネットワークシステム
　１０１　第１コンピュータ端末
　１０２　第２コンピュータ端末
　１０３　第３コンピュータ端末
　１０４　第４コンピュータ端末
　１０５　第１チャネル
　１０６　第２チャネル
　１０７　第３チャネル
　１０８　第４チャネル
　２００　トラフィック図
　２０１　時間軸
　２０２　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｂｕｓｙパケット
　２０３　Ｓｈｏｒｔ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｉｎｇ（ＳＩＦＳ）
　２０４　Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＣＴＳ）信号
　２０５　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ信号
　２０６　タイムスロット
　２０７　Ｒｅａｄｙ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ（ＲＴＳ）信号
　２０８　データパケット
　２０９　ＤＣＦ（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ
）Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｉｎｇ（ＤＩＦＳ）
　２１０　衝突
　２１１　チャネル変更
　２１２　ＲＴＳリピート
　３００　方法
　３０５　生成ステップ
　３１０　チャネル選択ステップ
　３１５　チャネルビジークエリ
　３２０　ＲＴＳ送信ステップ
　３２５　遅延ステップ
　３３０　データ送信ステップ
　３３５　チャネル変更確率決定ステップ
　３４０　フリーチャネル決定ステップ
　３４５　フリーチャネル選択ステップ
　３５０　変更ステップ
　３５５　待機ステップ
　３６０　チャネルビジークエリ
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