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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ワイヤレスデバイスを動作させる方法において、
　　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを
決定することと、ここにおいて、前記帯域の好ましいサブセットを決定することは、
　　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、
前記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに
、ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定することと、
　　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前
記第１のノードとの通信が、前記第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするとき
に、ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定することと
を含む、
　　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信することと、
　　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯
域のセットの各帯域に対してデータ送信をスケジューリングするか否かを決定することと
を含む方法。
【請求項２】
　　前記帯域の好ましいサブセットを決定することは、
　　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信することと、
　　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択することとをさ
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らに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　　前記選択した帯域の好ましいサブセットを示す情報を送信することをさらに含む請求
項２記載の方法。
【請求項４】
　　前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される請求項３記載の方法。
【請求項５】
　　前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定される請求
項１記載の方法。
【請求項６】
　　前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定することは、前記帯域のセット
中の各帯域に対して、
　　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先
度を決定することと、
　　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対す
る優先度を決定することと、
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
に基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定することとを
含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
は、接続識別子および時間に基づいている請求項６記載の方法。
【請求項８】
　　前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信することをさらに含み、前
記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定することはさらに、前記受信
したスケジューリング制御信号に基づいている請求項６記載の方法。
【請求項９】
　　前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を含み、
前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングされる請
求項１記載の方法。
【請求項１０】
　　前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　　第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）と、第
２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づいて、前記帯域
のサブセットが予め定められている請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　　前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有している請
求項１記載の方法。
【請求項１３】
　　前記帯域は、周波数直交帯域である請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　　前記帯域は、時間直交帯域である請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　　ワイヤレス通信のための装置において、
　　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを
決定する手段と、ここにおいて、前記帯域の好ましいサブセットを決定する手段は、
　　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、
前記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに
、ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定する手段と、
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　　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前
記第１のノードとの通信が、前記第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするとき
に、ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定する手段と
を備え、
　　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信する手段と、
　　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯
域のセットの各帯域に対してデータ送信をスケジューリングするか否かを決定する手段と
を具備する装置。
【請求項１６】
　　前記帯域の好ましいサブセットを決定する手段は、
　　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信する手段と、
　　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択する手段とをさ
らに備える請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　　前記選択した帯域の好ましいサブセットを示す情報を送信する手段をさらに具備する
請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　　前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される請求項１７記載の装置。
【請求項１９】
　　前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定される請求
項１５記載の装置。
【請求項２０】
　　前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定する手段は、前記帯域のセット
中の各帯域に対して、
　　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先
度を決定する手段と、
　　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対す
る優先度を決定する手段と、
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
に基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定する手段とを
備える請求項１５記載の装置。
【請求項２１】
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
は、接続識別子および時間に基づいている請求項２０記載の装置。
【請求項２２】
　　前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信する手段をさらに具備し、
前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定する手段はさらに、前記受
信したスケジューリング制御信号に基づいている請求項２０記載の装置。
【請求項２３】
　　前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を含み、
前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングされる請
求項１５記載の装置。
【請求項２４】
　　前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている請求項１５記載の装置。
【請求項２５】
　　第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）と、第
２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づいて、前記帯域
のサブセットが予め定められている請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　　前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有している請
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求項１５記載の装置。
【請求項２７】
　　前記帯域は、周波数直交帯域である請求項１５記載の装置。
【請求項２８】
　　前記帯域は、時間直交帯域である請求項１５記載の装置。
【請求項２９】
　　ワイヤレスデバイス中のコンピュータプログラムにおいて、
　　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを
決定するためのコードと、ここにおいて、前記帯域の好ましいサブセットを決定すること
は、
　　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、
前記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに
、ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定することと、
　　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前
記第１のノードとの通信が、前記第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするとき
に、ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定することを
有する、
　　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信するためのコードと、
　　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯
域のセットの各帯域に対してデータ送信をスケジューリングするか否かを決定するための
コードとを有するコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　　前記帯域の好ましいサブセットを決定するためのコードは、
　　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信するためのコー
ドと、
　　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択するためのコー
ドとを有する請求項２９記載のコンピュータプログラム。
【請求項３１】
　　前記選択した帯域の好ましいサブセットを示す情報を送信するためのコードをさらに
有する請求項３０記載のコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　　前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される請求項３１記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項３３】
　　前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定される請求
項２９記載のコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　　前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定するためのコードは、前記帯域
のセット中の各帯域に対して、
　　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先
度を決定するためのコードと、
　　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対す
る優先度を決定するためのコードと、
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
に基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するためのコ
ードとを有する請求項２９記載のコンピュータプログラム。
【請求項３５】
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
は、接続識別子および時間に基づいている請求項３４記載のコンピュータプログラム。
【請求項３６】
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　　前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信するためのコードをさらに
含み、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するためのコードは
さらに、前記受信したスケジューリング制御信号に基づいている請求項３４記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項３７】
　　前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を含み、
前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングされる請
求項２９記載のコンピュータプログラム。
【請求項３８】
　　前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている請求項２９記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項３９】
　　第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）と、第
２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づいて、前記帯域
のサブセットが予め定められている請求項３８記載のコンピュータプログラム。
【請求項４０】
　　前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有している請
求項２９記載のコンピュータプログラム。
【請求項４１】
　　前記帯域は、周波数直交帯域である請求項２９記載のコンピュータプログラム。
【請求項４２】
　　前記帯域は、時間直交帯域である請求項２９記載のコンピュータプログラム。
【請求項４３】
　　ワイヤレス通信のための装置において、
　　処理システムを具備し、
　　前記処理システムは、
　　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを
決定し、ここにおいて、前記帯域の好ましいサブセットを決定するために、前記処理シス
テムは、
　　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、
前記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに
、ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定し、
　　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前
記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするときに、
ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定するように構成
されている、
　　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信し、
　　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯
域のセットの各帯域に対してデータ送信をスケジューリングするか否かを決定するように
構成されている、装置。
【請求項４４】
　　前記帯域の好ましいサブセットを決定するために、前記処理システムは、
　　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信し、
　　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択するようにさら
に構成されている請求項４３記載の装置。
【請求項４５】
　　前記処理システムは、前記選択した帯域の好ましいサブセットを示す情報を送信する
ようにさらに構成されている請求項４４記載の装置。
【請求項４６】
　　前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される請求項４５記載の装置。
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【請求項４７】
　　前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定される請求
項４３記載の装置。
【請求項４８】
　　前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定するために、前記処理システム
は、前記帯域のセット中の各帯域に対して、
　　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先
度を決定し、
　　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対す
る優先度を決定し、
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
に基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するように構
成されている請求項４３記載の装置。
【請求項４９】
　　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度
は、接続識別子および時間に基づいている請求項４８記載の装置。
【請求項５０】
　　前記処理システムは、前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信する
ようにさらに構成され、前記処理システムは、前記受信したスケジューリング制御信号に
基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するようにさら
に構成されている請求項４８記載の装置。
【請求項５１】
　　前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を含み、
前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングされる請
求項４３記載の装置。
【請求項５２】
　　前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている請求項４３記載の装置。
【請求項５３】
　　第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）と、第
２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づいて、前記帯域
のサブセットが予め定められている請求項５２記載の装置。
【請求項５４】
　　前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有している請
求項４３記載の装置。
【請求項５５】
　　前記帯域は、周波数直交帯域である請求項４３記載の装置。
【請求項５６】
　前記帯域は、時間直交帯域である請求項４３記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【分野】
【０００１】
　本開示は、一般的に、通信システムに関連し、より詳細には、ワイヤレスピアツーピア
ネットワークにおける周波数分割多重化（ＦＤＭ）または時分割多重化（ＴＤＭ）をサポ
ートすることに関連する。
【背景】
【０００２】
　帯域全体においてリンクがスケジューリングされているピアツーピアネットワークでは
、長いリンクは、それらが低い信号対干渉プラスノイズ比（ＳＩＮＲ）を有し、それらが
大きなフットプリントを残すことから、低いデータレートになる。大きなフットプリント
は、長いリンクに他の多くのリンクとリソースを共有させる。長いリンクは、より短いリ
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ンクのような他のリンクとリソースを共有することから、長いリンクは、短いリンクと比
較して、それほど頻繁にはスケジューリングされない。さらに、より大きなフットプリン
トのために、長いリンクがスケジューリングされるとき、長いリンクの近くの他の多くの
高レートの短いリンクはスケジューリングされることができず、システムスループットに
おける著しい低下を生じさせる。この問題を軽減させ、システムスループットにおける減
少を生じさせる必要性が存在する。
【概要】
【０００３】
　本開示のある態様では、ワイヤレスデバイスを動作させる方法は、第１のノードと通信
するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決定することと、スケジ
ューリング要求を第１のノードと通信することと、帯域の好ましいサブセットおよびスケ
ジューリング要求に基づいて、帯域のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリング
するか否かを決定することとを含む。
【０００４】
　本開示のある態様では、ワイヤレス通信のための装置は、第１のノードと通信するため
の、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決定する手段と、スケジューリン
グ要求を第１のノードと通信する手段と、帯域の好ましいサブセットおよびスケジューリ
ング要求に基づいて、帯域のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリングするか否
かを決定する手段とを具備する。
【０００５】
　本開示のある態様では、ワイヤレスデバイス中のコンピュータプログラムプロダクトは
、コンピュータ読取可能媒体を含む。コンピュータ読取可能媒体は、第１のノードと通信
するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決定するためのコードと
、スケジューリング要求を第１のノードと通信するためのコードと、帯域の好ましいサブ
セットおよびスケジューリング要求に基づいて、帯域のセットの各帯域上でデータ送信を
スケジューリングするか否かを決定するためのコードとを有する。
【０００６】
　本開示のある態様では、ワイヤレス通信のための装置は、処理システムを具備する。処
理システムは、第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサ
ブセットを決定し、スケジューリング要求を第１のノードと通信し、帯域の好ましいサブ
セットおよびスケジューリング要求に基づいて、帯域のセットの各帯域上でデータ送信を
スケジューリングするか否かを決定するように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、処理システムを用いる装置に対するハードウェアインプリメンテーショ
ンの例を図示するダイヤグラムである。
【図２】図２は、例示的なワイヤレスピアツーピア通信システムの図である。
【図３】図３は、ワイヤレス通信デバイス間のピアツーピア通信に対する時間構造を図示
しているダイヤグラムである。
【図４】図４は、１つのグランドフレーム中のスーパーフレームの各フレームにおけるチ
ャネルを図示しているダイヤグラムである。
【図５】図５は、多種多様なチャネルの動作タイムラインと、ＣＩＤブロードキャストの
構造とを図示しているダイヤグラムである。
【図６】図６は、トラフィックチャネルスロットの動作タイムラインと、接続スケジュー
リングの構造とを図示しているダイヤグラムである。
【図７】図７は、データセグメントの構造を図示しているダイヤグラムである。
【図８Ａ】図８Ａは、ワイヤレス通信デバイスに対する例示的な接続スケジューリングシ
グナリングスキームを図示している第１のダイヤグラムである。
【図８Ｂ】図８Ｂは、ワイヤレス通信デバイスに対する例示的な接続スケジューリングシ
グナリングスキームを図示している第２のダイヤグラムである。
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【図９】図９は、例示的なデータセグメントの構造を図示しているダイヤグラムである。
【図１０Ａ】図１０Ａは、帯域幅スケジューリングを図示している第１のダイヤグラムで
ある。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、帯域幅スケジューリングに図示している第２のダイヤグラムで
ある。
【図１１Ａ】図１１Ａは、長いリンクと短いリンクとの間で帯域を分割することを図示し
ている第１のダイヤグラムである。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、長いリンクと短いリンクとの間で帯域を分割することを図示し
ている第２のダイヤグラムである。
【図１２】図１２は、ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。
【図１３】図１３は、例示的な装置の機能性を図示している概念ブロックダイヤグラムで
ある。
【詳細な説明】
【０００８】
　添付の図面に関連して以下で述べられる詳細な説明は、さまざまな構成の説明として意
図されており、ここで説明される概念を実行できる唯一の構成を表すようには意図されて
はいない。詳細な説明は、さまざまな概念の完全な理解を提供する目的のために特定の詳
細を含む。しかしながら、これらの概念をこれらの特定の詳細なしで実行できることは当
業者にとって明らかになる。いくつかの例では、そのような概念を曖昧にすることを避け
るために、よく知られている構造およびコンポーネントをブロックダイヤグラムで示して
いる。
【０００９】
　これから、さまざまな装置および方法を参照して、通信システムのいくつかの態様を示
す。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明において説明され、付随する図面にお
いて、（集合的には「エレメント」と呼ばれる）さまざまなブロック、モジュール、コン
ポーネント、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズム等により図示されている。これら
のエレメントは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアまたはこれらの任意の組
み合わせを使用して実現されてもよい。このようなエレメントがハードウェアまたはソフ
トウェアとして実現されるか否かは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課さ
れた設計の制約に依存する。
【００１０】
　例として、エレメントまたはエレメントの任意の一部あるいはエレメントの任意の組み
合わせは、１つ以上のプロセッサを備える「処理システム」により実現してもよい。プロ
セッサの例は、本開示全体を通して説明されるさまざまな機能を実行するように構成され
ている、マイクロプロセッサ、マイクロ制御装置、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（Ｐ
ＬＤ）、状態機械、ゲート論理、離散ハードウェア回路および他の適切なハードウェアを
含む。処理システムにおける１つ以上のプロセッサは、ソフトウェアを実行してもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェアで、ファームウェアで、ミドルウェアで、マイクロコード
で、ハードウェア記述言語で、または、別の方法で呼ばれるかに関わらず、命令、命令の
セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、
ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウ
ェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行のスレッ
ド、手順、機能等を意味するように広く解釈されるべきである。ソフトウェアは、コンピ
ュータ読取可能媒体に存在することができる。コンピュータ読取可能媒体は、例として、
ソフトウェアを記憶または送信するための、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク
、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップ）、光学ディスク（例えば、コンパ
クトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ））、スマートカード、フラッ
シュメモリデバイス（例えば、カード、スティック、キードライブ）、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ
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）、消去可能なＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）
、レジスタ、リムーバブルディスク、搬送波、伝送回線、および、他の何らかの適切な媒
体を含んでもよい。コンピュータ読取可能媒体は、処理システムに、処理システムの外部
に存在してもよく、または、処理システムを含む複数のエンティティにわたって分散され
てもよい。コンピュータ読取可能媒体は、コンピュータプログラムプロダクト中で具現化
されてもよい。例として、コンピュータプログラムプロダクトは、パッケージングマテリ
アルにおけるコンピュータ読取可能媒体を含んでもよい。当業者は、システム全体に課さ
れた特定のアプリケーションおよび全体的な設計の制約に依存して、本開示全体を通して
提示され説明される機能をどのように実現することが最良であるかを認識するだろう。
【００１１】
　図１は、処理システム１１４を用いる装置１００に対するハードウェアインプリメンテ
ーションの例を図示している概念ダイヤグラムである。装置１００はまた、当業者により
、ユーザ機器、移動局、加入者局、移動体ユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニッ
ト、ワイヤレスノード、遠隔ユニット、移動体デバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレ
ス通信デバイス、遠隔デバイス、移動体加入者局、アクセス端末、移動端末、ワイヤレス
端末、遠隔端末、ハンドセット、ユーザエージェント、移動体クライアント、クライアン
ト、または他の何らかの適切な専門用語で呼ばれることがある。処理システム１１４は、
バス１０２により一般的に表されるバスアーキテクチャにより実現してもよい。バス１０
２は、処理システム１１４の特定のアプリケーションおよび全体的な設計制約に依存して
、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含んでもよい。バス１０２は、プロセッサ１
０４により一般的に表される１つ以上のプロセッサ、および、コンピュータ読取可能媒体
１０６により一般的に表されるコンピュータ読取可能媒体を含むさまざまな回路を互いに
リンクさせる。バス１０２はまた、技術的によく知られており、それゆえ、これ以上は説
明しない、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、電力管理回路のような、他
のさまざまな回路をリンクさせてもよい。バスインターフェース１０８は、バス１０２と
トランシーバ１１０との間のインターフェースを提供する。トランシーバ１１０は、送信
媒体を通して他のさまざまな装置と通信する手段を提供する。
【００１２】
　プロセッサ１０４は、バス１０２の管理、および、コンピュータ読取可能媒体１０６に
記憶されたソフトウェアの実行を含む汎用処理を担っている。ソフトウェアは、プロセッ
サ１０４によって実行されるとき、後述するさまざまな機能を何らかの特定の装置に対し
て処理システム１１４に実行させる。また、コンピュータ読取可能媒体１０６は、ソフト
ウェアを実行するときにプロセッサ１０４によって操作されるデータを記憶させるために
使用してもよい。
【００１３】
　図２は、例示的なワイヤレスピアツーピア通信システム２００の図である。ワイヤレス
ピアツーピア通信システム２００は、複数のワイヤレス通信デバイス１００を備える。例
えば、デバイス７のような、ワイヤレス通信デバイス１００のうちのいくつかは、インタ
ーネットおよび／または他のネットワークノードへのインターフェース２３０を備える。
ワイヤレス通信デバイス１００のうちのいくつかは、ハンドヘルド移動体デバイスのよう
なワイヤレス通信デバイスであってもよい。ワイヤレス通信デバイス１００は、直接的な
ピアツーピア通信をサポートする。
【００１４】
　後述する例示的な方法および装置は、例えば、ＦｌａｓｈＬｉｎＱ（登録商標）、Ｗｉ
Ｍｅｄｉａ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ま
たは、ＩＥＥＥ８０２．１１標準規格に基づいているＷｉ－Ｆｉ（登録商標）に基づくワ
イヤレスピアツーピア通信システムのような、さまざまなワイヤレスピアツーピアピア通
信システムのうちの任意のものに対して適用可能である。記述を簡略化するために、例示
的な方法および装置は、図３、４、５、６Ａおよび６Ｂに関して、ＦｌａｓｈＬｉｎＱと
いう文脈の内で記述される。しかしながら、例示的な方法および装置は、より一般的に、
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さまざまな他のワイヤレスピアツーピア通信システムに対して適用可能であることを当業
者は理解するだろう。
【００１５】
　図３は、ワイヤレス通信デバイス１００間のピアツーピア通信に対する時間構造を図示
しているダイヤグラム３００である。ウルトラフレームは、５１２秒であり、６４個のメ
ガフレームを含む。各メガフレームは、８秒であり、８個のグランドフレームを含む。各
グランドフレームは、１秒であり、１５個のスーパーフレームを含む。各スーパーフレー
ムは、およそ６６．６７ミリ秒であり、３２個のフレームを含む。各フレームは２．０８
３３ミリ秒である。
【００１６】
　図４は、１つのグランドフレーム中のスーパーフレームの各フレームにおけるチャネル
を図示しているダイヤグラム４００である。（インデックス０を持つ）第１のスーパーフ
レーム中では、フレーム０は予約されたチャネル（ＲＣＨ）であり、フレーム１～１０は
各多種多様なチャネル（ＭＣＣＨ）であり、フレーム１１～３１は各トラフィックチャネ
ル（ＴＣＣＨ）である。（インデックス１：６を持つ）２番目ないし７番目のスーパーフ
レーム中では、フレーム０はＲＣＨであり、フレーム１～３１は各ＴＣＣＨである。（イ
ンデックス７を持つ）８番目のスーパーフレーム中では、フレーム０はＲＣＨであり、フ
レーム１～１０は各ＭＣＣＨであり、フレーム１１～３１は各ＴＣＣＨである。（インデ
ックス８：１４を持つ）９番目ないし１５番目のスーパーフレーム中では、フレーム０は
ＲＣＨであり、フレーム１～３１は各ＴＣＣＨである。スーパーフレームインデックス０
のＭＣＣＨは、２次タイミング同期チャネル、ピア発見チャネル、ピアページチャネルお
よび予約されたスロットを含む。スーパーフレームインデックス７のＭＣＣＨは、ピアペ
ージチャネルおよび予約されたスロットを含む。ＴＣＣＨは、接続スケジューリング、パ
イロット、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）フィードバック、データセグメントおよ
び肯定応答（ＡＣＨ）を含む。
【００１７】
　図５は、ＭＣＣＨの動作タイムラインと、ＣＩＤブロードキャストの構造とを図示して
いるダイヤグラム５００である。図４に関連して記述したように、スーパーフレームイン
デックス０のＭＣＣＨは、２次タイミング同期チャネル、ピア発見チャネル、ピアページ
ングチャネルおよび予約されたスロットを含む。スーパーフレームインデックス０のＭＣ
ＣＨ中のピアページングチャネルは、クイックページングチャネル、ＣＩＤブロードキャ
ストチャネルおよびページ要求チャネルを含む。スーパーフレームインデックス７のＭＣ
ＣＨは、ピアページングチャネルおよび予約されたスロットを含む。スーパーフレームイ
ンデックス７のＭＣＣＨ中のピアページングチャネルは、ページ応答チャネルおよびペー
ジ確認チャネルを含む。ＣＩＤブロードキャストチャネルは、新たな接続に対するＣＩＤ
割振りのために分散プロトコルを提供し、ＣＩＤ衝突検出のためにメカニズムを提供し、
通信ピアとのそのリンク接続が依然として存在する証拠をワイヤレスノードに提供する。
【００１８】
　ＣＩＤブロードキャストの構造は、４個のブロックからなる。４個のブロックのそれぞ
れは、複数のリソースエレメント、すなわち、周波数ドメインにおける複数の副搬送波お
よび時間ドメインにおける直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを含む。４個のブ
ロックのそれぞれは、複数の副搬送波（例えば、２８個の副搬送波）にわたり、１６個の
ＯＦＤＭシンボルを含む。１個のリソースエレメント（またはトーン）は、１個の副搬送
波および１個のＯＦＤＭシンボルに対応する。
【００１９】
　各ＣＩＤに対して、隣り合うリソースエレメントの対が、ＣＩＤブロードキャストに対
して、４個のブロックのそれぞれに割り振られる。隣り合うリソースエレメントの対にお
いて、第１のリソースエレメントが、ＴＣＣＨ中で送信するために使用する電力に比例す
るエネルギーを運び、第２のリソースエレメントが、ＴＣＣＨ中で受信する電力に反比例
するエネルギーを運ぶ。所定のＣＩＤに対して、リソースエレメントの各対は、固定のＯ
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ＦＤＭシンボル位置と、各グランドフレームを変化させる、ブロック内の可変の副搬送波
とを有する。任意の所定のリンクでは、リンクをランダムに開始したワイヤレスノードが
、ＣＩＤブロードキャストに対して、ブロック０およびブロック２からブロックを選択し
、リンク中の他のワイヤレスノードが、ＣＩＤブロードキャストに対して、ブロック１お
よびブロック３からブロックを選択する。したがって、特定のＣＩＤに対して、割り振ら
れたリソースの半分のみが、そのＣＩＤを持つリンクによって利用される。ブロックのラ
ンダムな選択のために、第２のワイヤレスノードとのリンク中の第１のワイヤレスノード
は、異なるリンク中の第３のワイヤレスノードまたは第４のワイヤレスノードが、第１の
ワイヤレスノードまたは第２のワイヤレスノードにより選択されたブロックとは異なるブ
ロックを使用して、ＣＩＤブロードキャストを送信するときに、ＣＩＤ衝突を検出するこ
とができるようになる。
【００２０】
　例えば、ＣＩＤ＝４を持つワイヤレスノードがＣＩＤブロードキャストに対してブロッ
ク０を選択すると仮定する。ワイヤレスノードは、ＣＩＤブロードキャストに対してリソ
ースエレメント５０２、５０４を割り振られてもよい。リソースエレメント５０２中で、
ワイヤレスノードは、ＴＣＣＨ中で送信するために使用する電力に比例するエネルギーを
送信する。リソースエレメント５０４中で、ワイヤレスノードは、ＴＣＣＨ中で受信され
る電力に反比例するエネルギーを送信する。次のグランドフレーム中では、ワイヤレスノ
ードは、異なる副搬送波を持つリソースエレメントの異なる対を有しているが、同一の関
連ＯＦＤＭシンボル位置（すなわち、この例では、選択されたブロックの第１および第２
のＯＦＤＭシンボル）を有していないかもしれない。
【００２１】
　図６は、ＴＣＣＨスロットの動作タイムラインと、接続スケジューリングの構造とを図
示しているダイヤグラム６００である。図６中で示しているように、ＴＣＣＨスロットは
、４個のサブチャネル：接続スケジューリング、レートスケジューリング、データセグメ
ントおよびＡＣＫを含む。レートスケジューリングサブチャネルは、パイロットセグメン
トおよびＣＱＩセグメントを含む。ＡＣＫサブチャネルは、データセグメントサブチャネ
ル中で受信するデータに応答して、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）肯定応答（Ａ
ＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）を送信するためのものである。接続スケジューリング
サブチャネルは、２個のブロック、上位優先度ブロックＨおよび下位優先度ブロックＬを
含む。ブロックＨおよびブロックＬのそれぞれは、複数のリソースエレメント、すなわち
、周波数ドメインにおける複数の副搬送波および時間ドメインにおけるＯＦＤＭシンボル
を含む。ブロックＨおよびブロックＬのそれぞれは、複数の副搬送波にわたり、Ｔｘｐ－
ブロック中に４個のＯＦＤＭシンボルを、Ｔｘ－ブロック中に４個のＯＦＤＭシンボルを
、および、Ｒｘ－ブロック中に４個のＯＦＤＭシンボルを含む。１個のリソースエレメン
ト（またはトーン）は、１個の副搬送波および１個のＯＦＤＭシンボルに対応する。
【００２２】
　各リンクはＣＩＤを有する。特定のＴＣＣＨスロットに対して、ＣＩＤに基づいて、リ
ンク中のワイヤレスノードは、ブロックＨまたはブロックＬ内で、特定の副搬送波におけ
る、Ｔｘｐ－ブロック、Ｔｘ－ブロックおよびＲｘ－ブロックのそれぞれの中の同一の各
々のＯＦＤＭシンボル位置において、リソースエレメントを割り振られる。例えば、特定
のＴＣＣＨスロット中では、ＣＩＤ＝４を持つリンクは、スケジューリング制御信号を送
信／受信するために、ブロックＨのＴｘｐ－ブロック中でリソースエレメント６０２、ブ
ロックＨのＴｘ－ブロック中でリソースエレメント６０４、および、ブロックＨのＲｘ－
ブロック中でリソースエレメント６０６を割り振られてもよい。Ｔｘｐ－ブロック、Ｔｘ
－ブロックおよびＲｘ－ブロックに対して割り振られたリソースエレメントの３つ組は、
各ＴＣＣＨスロット中の、搬送波（ｋ個の異なる副搬送波）、および、各々のＯＦＤＭシ
ンボル（例えば、８個の異なるＯＦＤＭシンボル－ブロックＨ中に４個およびブロックＬ
中に４個）に対して変化する。
【００２３】
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　リンクに割り振られたリソースエレメントの３つ組は、リンクの媒体アクセス優先度を
規定する。例えば、リソースエレメント６０２、６０４、６０６の３つ組は、ｉ＝２およ
びｊ＝１に対応する。ｉは、Ｔｘｐ、ＴｘおよびＲｘのサブブロックのそれぞれ中の各々
のＯＦＤＭシンボルであり、ｊは副搬送波、ｋは副搬送波の数である場合に、媒体アクセ
ス優先度はｋｉ＋ｊ＋１に等しい。したがって、ｋ＝２８と仮定すると、リソースエレメ
ント６０２、６０４および６０６は、５８の媒体アクセス優先度に対応する。
【００２４】
　図７は、データセグメントの構造を図示しているダイヤグラム７００である。データセ
グメントは、周波数ドメインにおける複数の副搬送波と時間ドメインにおけるＯＦＤＭシ
ンボルとにわたる複数のリソースエレメントを含む。リソースエレメント７０４のような
、データセグメント中のリソースエレメントのうちのいくつかは、データセグメントに対
して使用するコーディングおよび／または変調に関するレートインジケータ情報を運んで
もよい。リソースエレメント７０２のような、データセグメント中の他のリソースエレメ
ントは、変調およびデコーディングのためのチャネルの推定を可能にするパイロットを運
んでもよい。
【００２５】
　図８Ａは、ワイヤレス通信デバイス１００に対する例示的な接続スケジューリングシグ
ナリングスキームを図示している第１のダイヤグラムである。図８Ａに示しているように
、ワイヤレスノードａ１（Ｎａ１）は、ワイヤレスノードｂ１（Ｎｂ１）と通信しており
、ワイヤレスノードａ２（Ｎａ２）は、ワイヤレスノードｂ２（Ｎｂ２）と通信しており
、ワイヤレスノードａ３（Ｎａ３）は、ワイヤレスノードｂ３（Ｎｂ３）と通信している
。ワイヤレスノードＮａ１は、ワイヤレスノードＮｂ１と比較して送信優先度を有すると
仮定し、ワイヤレスノードＮａ２は、ワイヤレスノードＮｂ２と比較して送信優先度を有
すると仮定し、ワイヤレスノードＮａ３は、ワイヤレスノードＮｂ３と比較して送信優先
度を有すると仮定する。リンクのそれぞれは、通信のための特定のスロットに依存する異
なる媒体アクセス優先度を有する。通信のための特定のスロットに対して、リンク１（Ｎ
ａ１、Ｎｂ１）は、２の媒体アクセス優先度を有すると仮定し、リンク２（Ｎａ２、Ｎｂ
２）は、１の媒体アクセス優先度を有すると仮定し、リンク３（Ｎａ３、Ｎｂ３）は、７
の媒体アクセス優先度を有すると仮定する。
【００２６】
　図８Ｂは、ワイヤレス通信デバイス１００に対する例示的な接続スケジューリングシグ
ナリングスキームを図示している第２のダイヤグラムである。図８Ｂは、接続スケジュー
リングサブチャネルにおける、ブロックＨ中のＴｘｐ、ＴｘおよびＲｘサブブロックの（
媒体アクセス優先度１ないしｋに対応する）それぞれの第１のＯＦＤＭシンボル（ｉ＝０
、図６参照）の接続スケジューリングリソースを示している。接続スケジューリングリソ
ースは、複数の副搬送波を含み、副搬送波のそれぞれは、ｋ個の周波数帯域の１つに対応
している。周波数帯域のそれぞれは、特定の媒体アクセス優先度に対応する。接続スケジ
ューリングリソース中の１個のブロックは、３個のサブブロック／フェーズ：Ｔｘｐ、Ｔ
ｘおよびＲｘに分割されている。Ｔｘｐ－ブロックは、送信優先度を持つノードが送信機
または受信機としてアクトするか否かを示すために、リンク中で送信優先度を持つノード
によって使用される。送信優先度を持つノードが、Ｔｘｐ－ブロック中の割り振られたＯ
ＦＤＭシンボル上で送信する場合に、送信優先度を持つノードは、送信機としてアクトす
る意向を、送信優先度を持たないノードに示す。送信優先度を持つノードが、Ｔｘｐ－ブ
ロック中の割り振られたＯＦＤＭシンボル上で送信しない場合に、送信優先度を持つノー
ドは、受信機としてアクトする意向を、送信優先度を持たないノードに示す。Ｔｘ－ブロ
ックは、スケジューリングされるように要求するために、潜在的な送信機によって使用さ
れる。送信機は、Ｔｘ－ブロック中の割り振られたＯＦＤＭシンボル上で、トラフィック
チャネル（すなわち、データセグメント）に対して使用される電力と同電力で、直接的な
電力信号を送信する。各潜在的な受信機は、Ｔｘ－ブロック中のトーンをリッスンし、Ｔ
ｘ－ブロックのそれぞれの上の受信電力を、それ自体のリンクの送信機に割り振られたＴ
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ｘ－ブロック上の受信電力と比較し、他のリンクの媒体アクセス優先度と比べてのそれ自
体のリンクの媒体アクセス優先度に基づいて、および、比較に基づいて、Ｒｘ－譲渡する
か否かを決定する。Ｒｘ－ブロックは、潜在的な受信機によって使用される。受信機が、
Ｒｘ－譲渡することを選択する場合に、受信機は、Ｒｘ－ブロック中の割り振られたＯＦ
ＤＭシンボル中で送信しない。そうでなければ、受信機は、それ自体のリンクの送信機か
ら受信された直接的な電力信号の電力の逆に比例する電力で、Ｒｘ－ブロック中の割り振
られたＯＦＤＭシンボル中で逆エコー電力信号を送信する。送信機のすべては、Ｒｘ－ブ
ロック中のトーンをリッスンして、データセグメントの送信をＴｘ－譲渡するか否かを決
定する。
【００２７】
　ある例に関連して、接続スケジューリングシグナリングスキームを最善に説明する。ノ
ードＮａ２は、送信するデータを有さず、媒体アクセス優先度１に対してＴｘｐ－ブロッ
ク中で送信せず、Ｎａ１は、送信するデータを有し、媒体アクセス優先度２に対してＴｘ
ｐ－ブロック中で送信し、ノードＮａ３は、送信するデータを有し、媒体アクセス優先度
７に対してＴｘｐ－ブロック中で送信する。ノードＮｂ２は、送信するデータを有し、媒
体アクセス優先度１に対してＴｘ－ブロック中で送信し、ノードＮａ１は、媒体アクセス
優先度２に対してＴｘ－ブロック中で送信し、ノードＮａ３は、媒体アクセス優先度７に
対してＴｘ－ブロック中で送信する。ノードＮａ２は、Ｔｘ－ブロック中のトーンをリッ
スンし、ノードＮａ２が最高の優先度を有していることから、媒体アクセス優先度１に対
してＲｘ－ブロック中で送信することを決定する。ノードＮｂ１は、Ｔｘ－ブロック中の
トーンをリッスンし、そのリンクは、より高い媒体アクセス優先度を有するリンク２に干
渉しないだろうことを決定し、媒体アクセス優先度２に対してＲｘ－ブロック中で送信す
る。ノードＮｂ３は、Ｔｘ－ブロック中のトーンをリッスンし、そのリンクは、より高い
媒体アクセス優先度を有するリンク１および／またはリンク２に干渉するだろうことを決
定し、媒体アクセス優先度７に対してＲｘ－ブロック中で送信しないことにより、Ｒｘ－
譲渡する。続いて、Ｎｂ２およびＮａ１の双方は、Ｒｘブロック中のトーンをリッスンし
、データを送信するか否かを決定する。Ｎｂ２は、Ｎａ１よりも高いリンクの媒体アクセ
ス優先度を有することから、Ｎｂ２がそのデータを送信する。Ｎａ１は、Ｎａ１がその送
信がＮｂ２からの送信に干渉するだろうと決定する場合に、データの送信をＴｘ－譲渡す
る。
【００２８】
　図９は、例示的なデータセグメントの構造を図示しているダイヤグラム９００である。
長いリンクは、周波数スペクトル全体が同時に使用されるとき、しきい値を下回る信号対
ノイズ比（ＳＮＲ）を有するリンクである。短いリンクは、長いリンクではないすべての
リンクである。前述したように、長いリンクの大きなフットプリントのために、長いリン
クは、短いリンクと比較して、それほど頻繁にはスケジューリングされず、および／また
は、長いリンクの近くにある高いレートの短いリンクは、スケジューリングされることが
できない。ＦＤＭは、周波数においてリンクを直交させて、短いおよび長いリンクを同時
にスケジューリングできるようにすることにより、この問題を緩和する。ダイヤグラム９
００中では、ワイヤレスアドホックピアツーピアネットワーク（例えば、ＦｌａｓｈＬｉ
ｎＱ）中でＦＤＭをサポートする例示的なデータセグメント９０２を提供している。デー
タセグメント９０２は、ｎ個の帯域９０４に分割される。
【００２９】
　各ワイヤレスリンクは、ｎ個の帯域のうちの好ましい帯域のサブセットを選択する。リ
ンクは、それらの好ましい帯域上でスケジューリングされることのより高い優先度を有し
ている。リンクがサブセット中の第１および第２の帯域を選択する場合に、リンクが、第
２の帯域中よりも第１の帯域中でより高い優先度を有することができるように、サブセッ
トはリンク優先度に基づいて順序付けされてもよい。サブセットは、０とｎとの間の任意
のサイズであるとすることができる。ワイヤレスリンクは、それらのＣＩＤとそれらの好
ましいサブセットを隣接するリンクにブロードキャストする。ブロードキャストは、ブロ
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ードキャストチャネルを使用するスロータイムスケール（例えば、～１秒）であってもよ
い。例えば、ブロードキャストは、スーパーフレームインデックス０またはスーパーフレ
ームインデックス７のいずれか（図４および図５参照）の中のＭＣＣＨ中の予約されたセ
グメントの部分を利用してもよい。特に、スーパーフレームインデックス０中のＭＣＣＨ
中のＣＩＤブロードキャストチャネルは、好ましい帯域のサブセットをブロードキャスト
するために使用されてもよい。各リンクは、隣接するリンクのリスト（すなわち、ＣＩＤ
）およびそれらの好ましいサブセットを維持する。リンクは、接続を確立しつつ、サブセ
ットを選択してもよく、隣接するリンクの観測に基づいて、サブセットを選択してもよく
、近くのリンクにより選択された帯域を選択することを回避するように試行してもよい。
【００３０】
　相対的な優先度は、リンクにより選択される好ましい帯域に基づいて規定されてもよい
。特定の帯域が第１のリンクの好ましいサブセットに属するが、第２のリンクの好ましい
サブセットに属さない場合に、第１のリンクは、第２のリンクと比較して優先度を有する
。特定の帯域が、第１のリンクおよび第２のリンクの双方の好ましいサブセットに属する
場合に、優先度は、好ましいサブセットのサイズ、あるいは、好ましいサブセット中の帯
域のロケーション／順序のような、別の基準に基づいて決定されてもよい。特定の帯域が
好ましいサブセットに属さない場合に、優先度は、他のいくつかの識別子に基づいて、予
め定められているか、または、任意抽出されてもよい。
【００３１】
　リンクは、スケジューリングに対して、接続スケジューリングリソース（図６参照）を
平行して使用する。しかしながら、リンクは、帯域内のそれらの優先度に基づいて、スケ
ジューリング決定帯域幅を作る。つまり、各帯域に対して、リンクは、帯域を別の送信に
Ｔｘ－譲渡するか否か、または、帯域上でスケジューリングするか否かを決定する。リン
クは、ｎ個の帯域のそれぞれに関係する相対的な優先度に基づいて、および、他のリンク
から受信したスケジューリング制御信号に基づいて、帯域上で、譲渡するか、または、ス
ケジューリングするかを決定する。例は、帯域幅スケジューリング決定を行うプロセスを
最善にデモンストレートする。
【００３２】
　図１０Ａは、帯域幅スケジューリングを図示している第１のダイヤグラム１０００であ
る。図１０Ｂは、帯域幅スケジューリングを図示している第２のダイヤグラム１０５０で
ある。図１０Ａ中で示しているように、ワイヤレスノードＡおよびＢは、第１のリンクＬ
１中で通信しており、ワイヤレスノードＣおよびＤは、第２のリンクＬ２中で通信してい
る。図１０Ｂ中で示しているように、リンクＬ１は、帯域１および帯域２をその好ましい
帯域として選択し、リンクＬ２は、帯域２および３をその好ましい帯域として選択した。
帯域４は、リンクＬ１またはリンクＬ２のいずれによっても選択されなかった。前述した
ように、リンクＬ１、Ｌ２のそれぞれは、そのＣＩＤおよび好ましい帯域をブロードキャ
ストする。したがって、Ｌ１は、Ｌ２に対するＣＩＤと、Ｌ２により選択された好ましい
帯域とを知っており、Ｌ２は、Ｌ１に対するＣＩＤと、Ｌ１により選択された好ましい帯
域とを知っている。
【００３３】
　前述したように、接続スケジューリングの間に、リンクのそれぞれは、Ｔｘｐ、Ｔｘお
よびＲｘのサブブロック上でスケジューリング制御信号をブロードキャストしてもよい。
リンクＬ１およびＬ２の双方が、接続スケジューリングにおけるＴｘおよびＲｘフェーズ
中で送信すると仮定する。リンクＬ１は、Ｌ２によるＴｘまたはＲｘ送信を受信し、ブロ
ードキャストの副搬送波およびＯＦＤＭシンボルに基づいて、ブロードキャストのＣＩＤ
を決定する。リンクＬ１はその後、ＣＩＤに関係する好ましい帯域を決定する。
【００３４】
　各帯域に対して、Ｌ１は、帯域上で、Ｔｘ－譲渡するか、または、スケジューリングす
るかを決定する。したがって、帯域１に対して、リンクＬ１は、帯域１が、その好ましい
帯域であって、リンクＬ２の好ましい帯域ではないことから、リンクＬ１が帯域１上でス
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ケジューリングしてもよいことを決定してもよい。帯域２に対して、リンクＬ１は、帯域
２が、その好ましい帯域であり、リンクＬ２の好ましい帯域でもあることから、リンクＬ
１は、他の基準に依存して、スケジューリングするか、または、Ｔｘ－譲渡するかを決定
しなくてはならない。例えば、リンクＬ１は、リンクＬ１の好ましいサブセットが、リン
クＬ２の好ましいサブセットよりも大きい場合に、リンクＬ２にＴｘ－譲渡してもよい。
このケースでは、好ましいサブセットのそれぞれは、サイズ２を有し、それゆえ、サイズ
において等しい。別の例では、リンクＬ１は、好ましいサブセット中の帯域のロケーショ
ン／順序に基づいて、Ｔｘ－譲渡するか、または、スケジューリングするかを決定しても
よい。このような構成では、リンクＬ１の好ましいサブセットは、帯域１、帯域２の順序
で好ましい帯域をリストアップするが、リンク２は、帯域２、帯域３の順序で好ましい帯
域をリストアップする場合に、帯域２が、リンクＬ１の好ましいサブセット中で２番目に
リストアップされており、それゆえ、リンクＬ１に対する好ましいサブセット中でより低
い優先度を有することから、および、帯域２は、リンクＬ２の好ましいサブセット中で最
初にリストアップされており、それゆえ、リンクＬ２に対する好ましいサブセット中でよ
り高い優先度を有することから、リンクＬ１は、リンクＬ２にＴｘ－譲渡してもよい。帯
域３に対して、帯域３は、リンクＬ２の好ましい帯域であり、リンクＬ１の好ましい帯域
ではないことから、リンクＬ１はリンクＬ２にＴｘ－譲渡する。帯域４に対して、リンク
Ｌ１は、帯域４は、いずれのリンクに対しても好ましい帯域ではないことから、リンクＬ
１は、他の基準に依存して、スケジューリングするか、または、Ｔｘ－譲渡するかを決定
しなくてはならない。このような状況では、リンクＬ１は、特定のＴＣＣＨスロットに対
して、予め定められている、または、任意抽出された優先度に基づいて、Ｔｘ－譲渡する
か、または、スケジューリングするか決定してもよい。
【００３５】
　同様に、各帯域に対して、リンクＬ２は、帯域上で、Ｔｘ－譲渡するか、または、スケ
ジューリングするかを決定する。したがって、帯域１に対して、リンクＬ２は、帯域１が
、その好ましい帯域ではなく、リンクＬ１の好ましい帯域であることから、リンクＬ２が
帯域１上でＴｘ－譲渡すべきことを決定する。帯域２に対して、リンクＬ２は、帯域２が
、その好ましい帯域であり、リンクＬ１の好ましい帯域でもあることから、リンクＬ２は
、他の基準に依存して、スケジューリングするか、または、Ｔｘ－譲渡するかを決定しな
くてはならない。帯域３に対して、リンクＬ２は、帯域３が、その好ましい帯域であって
、リンクＬ２の好ましい帯域ではないことから、リンクＬ２が帯域３上でスケジューリン
グしてもよいことを決定する。帯域４に対して、リンクＬ２は、帯域４は、いずれのリン
クに対しても好ましい帯域ではないことから、リンクＬ２は、例えば、特定のＴＣＣＨス
ロットに対して、予め定められている、または、任意抽出された優先度のような、他の基
準に依存して、スケジューリングするか、または、Ｔｘ－譲渡するかを決定しなくてはな
らない。
【００３６】
　上の例では、リンクＬ１、Ｌ２のそれぞれは、リソースをめぐって争っていた。例えば
、リンクＬ２が、特定のＴＣＣＨスロットに対して送信するデータを有しておらず、それ
ゆえ、スケジューリング制御信号（例えば、Ｔｘおよび／またはＲｘ）を送らない場合に
、リンクＬ１は、リンクＬ２に譲渡せず、それゆえ、帯域の４個すべての上でスケジュー
リングしてもよい。
【００３７】
　さらに、前述したように、リンクは、帯域のそれぞれの上で、Ｔｘ－譲渡するか、また
は、スケジューリングするかを決定する。Ｒｘ－譲渡に関して、リンクは、リンクが別の
リンクに干渉することなくデータを送信できる少なくとも１個の帯域が存在する場合に、
Ｒｘ－譲渡しない。提案するＦＤＭスキームでは、たとえ低い優先度を持っていても、Ｒ
ｘ－譲渡が生じることが予期されることは少なく、別のリンクへの干渉を生じさせること
なくリソース全体へのアクセスを獲得することよりも、別のリンクへの干渉を生じさせる
ことなく帯域のうちの１個へのアクセスを獲得することの確率が多いにある。
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【００３８】
　１つの構成では、好ましいサブセットは、リンクによって決定されないが、ＣＩＤおよ
び時間に基づいて擬似ランダムに選択される。このようなアプローチは、好ましいサブセ
ットを通信するオーバーヘッドを低減させる利点を有する。別の構成では、好ましいサブ
セットのサイズは、リンクの長さ／距離およびデータレートに依存する。したがって、高
データレートを必要とする短いリンクは、大きな好ましいサブセットを選択してもよく、
長いリンクは、小さな好ましいサブセットを選択してもよく、低データレートを持つ短い
リンクは、小さな好ましいサブセットを選択してもよい。別の構成では、好ましいサブセ
ットは、予め定められている可能性がある。例えば、すべての長いリンクは、１個の帯域
の好ましいサブセットを有していてもよく、すべての短いリンクは、２ないしｎ個の帯域
の好ましいサブセットを有していてもよい。別の構成では、スケジューリング要求ととも
に、各リンクはまた、リンクが争っている帯域を送ってもよい。別の構成では、ｎ個の帯
域は、異なるサイズである（すなわち、それぞれが、異なる数の副搬送波を有する）可能
性がある。別の構成では、帯域は、周波数直交リソースであるよりもむしろ、時間直交リ
ソースである可能性がある。このようなアプローチでは、電力制限されている長いリンク
は、必ずしも利益を得ない。しかしながら、アプローチは、既存のＤＭシステム中で、い
くつかのリソースを長いリンクに割り振ることにより、長いリンクの性能を向上させるの
に有用である可能性がある。
【００３９】
　図１１Ａは、長いリンクと短いリンクとの間で帯域を分割することを図示している第１
のダイヤグラム１１００である。図１１Ｂは、長いリンクと短いリンクとの間で帯域を分
割することを図示している第２のダイヤグラム１１５０である。周波数スペクトルは、２
個の（可能性としては同等ではない）サブバンド、帯域１および帯域２に分割されていて
もよい。帯域１では、リンクＬ２のような短いリンクのみが、リソースをめぐって争うこ
とができる。帯域２では、リンクＬ１のような長いリンクが、短いリンクと比較して常に
優先度を獲得する。長いリンクは、帯域２をめぐってのみ争う。短いリンクは、帯域１お
よび帯域２の双方をめぐって争う。
【００４０】
　別の例では、周波数スペクトルは、複数のサブバンドに分割されていてもよい。長いリ
ンクは、それらの好ましい帯域中でのみ争ってもよい。短いリンクは、複数の帯域中で争
ってもよい。短いリンクは、それらのＳＮＲに基づいて、異なる数の帯域中で争ってもよ
い。スキームの１つの変形では、すべてのリンクは、１つの好ましい帯域を有する。リン
クは、それらの好ましい帯域中で最高の優先度レベルを有していてもよい。別の帯域では
、優先度レベルは、好ましい帯域の関数であってもよい。別の変形では、短いリンクは、
それらの好ましい帯域として、複数の帯域を選択してもよい。好ましい帯域の選択は、負
荷バランシングに基づいてもよく、または、時間の関数としてランダムであってもよい。
負荷バランシングに基づくとき、リンクは、最も少ない数のリンクが存在し、媒体へのア
クセスが互いに排他的な帯域を選択してもよい。
【００４１】
　図１２は、例示的な方法のフローチャート１２００である。方法は、第１のノードとの
ピアツーピア通信中であるワイヤレスデバイスにより実行される。図１２に示しているよ
うに、ワイヤレスデバイスは、第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯
域の好ましいサブセットを決定する。帯域の好ましいサブセットを決定するために、ワイ
ヤレスデバイスは、隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信
し（１２０２）、受信した情報に基づいて、帯域の好ましいサブセットを選択する（１２
０４）。加えて、ワイヤレスデバイスは、帯域の選択した好ましいサブセットを示す情報
を送信する（１２０６）。ワイヤレスデバイスは、スケジューリング要求を第１のノード
と通信し（１２０８）、隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信する（１２
１０）。続いて、ワイヤレスデバイスは、帯域の好ましいサブセットと、受信した情報と
、隣接するリンクから受信したスケジューリング制御信号と、スケジューリング要求とに
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基づいて、帯域のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリングするか否かを決定す
る。
【００４２】
　１つの構成では、情報は、スケジューリング要求とともに送信される。１つの構成では
、帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定される。１つの構
成では、帯域のセット中の各帯域に対してデータ送信をスケジューリングするか否かを決
定するために、ワイヤレスデバイスは、帯域の好ましいサブセットに基づいて、第１のノ
ードとの通信に対する優先度を決定し、帯域のそれらの好ましいサブセットに基づいて、
隣接するリンクに対する優先度を決定し、第１のノードとの通信に対する優先度と隣接す
るリンクに対する優先度とに基づいて、帯域上でデータをスケジューリングするか否かを
決定する。１つの構成では、第１のノードとの通信に対する優先度および隣接するリンク
に対する優先度は、接続識別子および時間に基づいている。別の構成では、スケジューリ
ング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を含み、データ送信は、送信要
求応答が送信されるときのみにスケジューリングされる。１つの構成では、帯域の好まし
いサブセットを決定するために、ワイヤレスデバイスは、第１のノードとのＳＮＲが、第
１のしきい値よりも大きく、第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレ
ートを必要とするときに、ｍ個の帯域を含むように好ましいサブセットを決定する。加え
て、このような構成では、ワイヤレスデバイスは、第１のノードとのＳＮＲが、第１のし
きい値よりも少ない、または、第１のノードとの通信が、第２のしきい値を下回るデータ
レートを必要とするときに、ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように好ましいサブセッ
トを決定する。１つの構成では、帯域の好ましいサブセットは予め定められている。１つ
の構成では、帯域のサブセットは、第１のしきい値に関して第１のノードとのＳＮＲ、お
よび、第２のしきい値に関してデータレートのうちの少なくとも１つに基づいて、予め定
められている。１つの構成では、帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異な
るサイズを有する。１つの構成では、帯域は、周波数直交帯域である。１つの構成では、
帯域は、時間直交帯域である。
【００４３】
　図１３は、例示的な装置１００の機能性を図示している概念ブロックダイヤグラム１３
００である。装置１００は、第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域
の好ましいサブセットを決定するモジュール１３０２と、スケジューリング要求を第１の
ノードと通信するモジュール１３０４と、帯域の好ましいサブセットおよびスケジューリ
ング要求に基づいて、帯域のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリングするか否
かを決定するモジュール１３０６とを備える。
【００４４】
　図１を参照すると、１つの構成では、ワイヤレス通信のための装置１００は、第１のノ
ードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決定する手段
と、スケジューリング要求を第１のノードと通信する手段と、帯域の好ましいサブセット
およびスケジューリング要求に基づいて、帯域のセットの各帯域上でデータ送信をスケジ
ューリングするか否かを決定する手段とを備える。１つの構成では、帯域の好ましいサブ
セットを決定する手段は、隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報
を受信する手段と、受信した情報に基づいて、帯域の好ましいサブセットを選択する手段
とを備える。１つの構成では、装置１００はさらに、帯域の選択した好ましいサブセット
を示す情報を送信する手段を備える。１つの構成では、帯域のセット中の各帯域に対して
データ送信をスケジューリングするか否かを決定する手段は、帯域の好ましいサブセット
に基づいて、第１のノードとの通信に対する優先度を決定する手段と、帯域のそれらの好
ましいサブセットに基づいて、隣接するリンクに対する優先度を決定する手段と、第１の
ノードとの通信に対する優先度と隣接するリンクに対する優先度とに基づいて、帯域上で
データをスケジューリングするか否かを決定する手段とを備える。１つの構成では、装置
１００はさらに、隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信する手段を備える
。１つの構成では、帯域の好ましいサブセットを決定する手段は、第１のノードとのＳＮ
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Ｒが第１のしきい値よりも大きく、第１のノードとの通信が第２のしきい値を上回るデー
タレートを必要とするときに、ｍ個の帯域を含むように好ましいサブセットを決定する手
段と、第１のノードとのＳＮＲが第１のしきい値よりも小さく、または、第１のノードと
の通信が第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするときに、ｍ個よりも少ないｎ
個の帯域を含むように好ましいサブセットを決定する手段とを備える。前述した手段は、
前述した手段により規定された機能を実行するように構成されている処理システム１１４
である。
【００４５】
　開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序もしくは階層は例示的なアプローチ
の実例であることは理解される。設計の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特
定の順序もしくは階層は再構成できることは理解される。添付の方法の請求項はサンプル
の順序におけるさまざまなステップのエレメントを示し、提示した特定の順序もしくは階
層に限定されることは意図されていない。
【００４６】
　前述の説明は、当業者がここで記述した態様を実践することを可能にするために提供さ
れている。これらの態様へのさまざまな修正は当業者にとって容易に明らかになり、ここ
で規定される包括的な原理は他の態様に適用されてもよい。したがって、特許請求の範囲
はここで示した態様に限定されることは意図されておらず、しかし特許請求の範囲の用語
と一貫する全ての範囲が与えられるべきであり、単数形でのエレメントへの参照は、特に
そのように述べられていない限り「１つおよび１つのみ」を意味するように意図されず、
むしろ「１つ以上の」を意味するように意図される。特にそうではないことが述べられて
いない限り、「いくつかの」という用語は１つ以上のことを指す。当業者に知られている
、もしくは、後に知られることになる、本開示全体を通して説明したさまざまな態様のエ
レメントに対する全ての構造的および機能的な均等物は、参照によりここに明示的に組み
込まれ、特許請求の範囲により含まれることが意図されている。さらに、ここで開示した
ものは、このような開示が、特許請求の範囲中に明示的に記載されているか否かにかかわ
らず、公共に捧げられることを意図していない。請求項のエレメントはどれも、エレメン
トが「のための手段」というフレーズを使用して明示的に記載されていない限り、もしく
は、方法の請求項のケースでは、エレメントが「のためのステップ」というフレーズを使
用して記載されない限り、米国特許法１１２条第６段落の規定の下で解釈されるべきでな
い。　
　以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］ワイヤレスデバイスを動作させる方法において、
　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決
定することと、
　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信することと、
　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯域
のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリングするか否かを決定することとを含む
方法。
　［２］前記帯域の好ましいサブセットを決定することは、
　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信することと、
　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択することとを含む
［１］記載の方法。
　［３］前記選択した帯域の好ましいサブセットを示す情報を送信することをさらに含む
［２］記載の方法。
　［４］前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される［３］記載の方法。
　［５］前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定される
［１］記載の方法。
　［６］前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定することは、前記帯域のセ
ット中の各帯域に対して、
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　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先度
を決定することと、
　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対する
優先度を決定することと、
　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度に
基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定することとを含
む［１］記載の方法。
　［７］前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優
先度は、接続識別子および時間に基づいている［６］記載の方法。
　［８］前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信することをさらに含み
、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定することはさらに、前記
受信したスケジューリング制御信号に基づいている［６］記載の方法。
　［９］前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を含
み、前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングされ
る［１］記載の方法。
　［１０］前記帯域の好ましいサブセットを決定することは、
　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、前
記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに、
ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定することと、
　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前記
第１のノードとの通信が、前記第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするときに
、ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定することとを
含む［１］記載の方法。
　［１１］前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている［１］記載の方法。
　［１２］前記第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮ
Ｒ）と、前記第２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づ
いて、前記帯域のサブセットが予め定められている［１１］記載の方法。
　［１３］前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有して
いる［１］記載の方法。
　［１４］前記帯域は、周波数直交帯域である［１］記載の方法。
　［１５］前記帯域は、時間直交帯域である［１］記載の方法。
　［１６］ワイヤレス通信のための装置において、
　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決
定する手段と、
　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信する手段と、
　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯域
のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリングするか否かを決定する手段とを具備
する装置。
　［１７］前記帯域の好ましいサブセットを決定する手段は、
　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信する手段と、
　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択する手段とを備え
る［１６］記載の装置。
　［１８］前記選択した帯域の好ましいサブセットを示す情報を送信する手段をさらに具
備する［１７］記載の装置。
　［１９］前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される［１８］記載の装
置。
　［２０］前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定され
る［１６］記載の装置。
　［２１］前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定する手段は、前記帯域の
セット中の各帯域に対して、
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　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先度
を決定する手段と、
　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対する
優先度を決定する手段と、
　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度に
基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定する手段とを備
える［１６］記載の装置。
　［２２］前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する
優先度は、接続識別子および時間に基づいている［２１］記載の装置。
　［２３］前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信する手段をさらに具
備し、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定する手段はさらに、
前記受信したスケジューリング制御信号に基づいている［２１］記載の装置。
　［２４］前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を
含み、前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングさ
れる［１６］記載の装置。
　［２５］前記帯域の好ましいサブセットを決定する手段は、
　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、前
記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに、
ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定する手段と、
　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前記
第１のノードとの通信が、前記第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするときに
、ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定する手段とを
備える［１６］記載の装置。
　［２６］前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている［１６］記載の装置。
　［２７］前記第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮ
Ｒ）と、前記第２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づ
いて、前記帯域のサブセットが予め定められている［２６］記載の装置。
　［２８］前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有して
いる［１６］記載の装置。
　［２９］前記帯域は、周波数直交帯域である［１６］記載の装置。
　［３０］前記帯域は、時間直交帯域である［１６］記載の装置。
　［３１］ワイヤレスデバイス中のコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
　コンピュータ読取可能媒体を含み、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決
定するためのコードと、
　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信するためのコードと、
　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯域
のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリングするか否かを決定するためのコード
とを有するコンピュータプログラムプロダクト。
　［３２］前記帯域の好ましいサブセットを決定するためのコードは、
　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信するためのコード
と、
　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択するためのコード
とを有する［３１］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［３３］前記コンピュータ読取可能媒体は、前記選択した帯域の好ましいサブセットを
示す情報を送信するためのコードをさらに有する［３２］記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
　［３４］前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される［３３］記載のコ
ンピュータプログラムプロダクト。
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　［３５］前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定され
る［３１］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［３６］前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定するためのコードは、前
記帯域のセット中の各帯域に対して、
　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先度
を決定するためのコードと、
　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対する
優先度を決定するためのコードと、
　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度に
基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するためのコー
ドとを有する［３１］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［３７］前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する
優先度は、接続識別子および時間に基づいている［３６］記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
　［３８］前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受信するためのコードを
さらに含み、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するためのコ
ードはさらに、前記受信したスケジューリング制御信号に基づいている［３６］記載のコ
ンピュータプログラムプロダクト。
　［３９］前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を
含み、前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングさ
れる［３１］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［４０］前記帯域の好ましいサブセットを決定するためのコードは、
　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、前
記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに、
ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定するためのコードと、
　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前記
第１のノードとの通信が、前記第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするときに
、ｍ個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定するためのコ
ードとを有する［３１］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［４１］前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている［３１］記載のコンピュ
ータプログラムプロダクト。
　［４２］前記第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮ
Ｒ）と、前記第２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づ
いて、前記帯域のサブセットが予め定められている［４１］記載のコンピュータプログラ
ムプロダクト。
　［４３］前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有して
いる［３１］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［４４］前記帯域は、周波数直交帯域である［３１］記載のコンピュータプログラムプ
ロダクト。
　［４５］前記帯域は、時間直交帯域である［３１］記載のコンピュータプログラムプロ
ダクト。
　［４６］ワイヤレス通信のための装置において、
　第１のノードと通信するための、帯域のセットのうちの帯域の好ましいサブセットを決
定し、
　スケジューリング要求を前記第１のノードと通信し、
　前記帯域の好ましいサブセットおよび前記スケジューリング要求に基づいて、前記帯域
のセットの各帯域上でデータ送信をスケジューリングするか否かを決定するように構成さ
れている処理システムを具備する装置。
　［４７］前記帯域の好ましいサブセットを決定するために、前記処理システムは、
　隣接するリンクに対する帯域の好ましいサブセットを示す情報を受信し、
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　前記受信した情報に基づいて、前記帯域の好ましいサブセットを選択するように構成さ
れている［４６］記載の装置。
　［４８］前記処理システムは、前記選択した帯域の好ましいサブセットを示す情報を送
信するようにさらに構成されている［４７］記載の装置。
　［４９］前記情報は、前記スケジューリング要求とともに送信される［４８］記載の装
置。
　［５０］前記帯域の好ましいサブセットは、接続識別子および時間に基づいて決定され
る［４６］記載の装置。
　［５１］前記データ送信をスケジューリングするか否かを決定するために、前記処理シ
ステムは、前記帯域のセット中の各帯域に対して、
　前記帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記第１のノードとの通信に対する優先度
を決定し、
　隣接するリンクの帯域の好ましいサブセットに基づいて、前記隣接するリンクに対する
優先度を決定し、
　前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する優先度に
基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するように構成
されている［４６］記載の装置。
　［５２］前記第１のノードとの通信に対する優先度および前記隣接するリンクに対する
優先度は、接続識別子および時間に基づいている［５１］記載の装置。
　［５３］前記処理システムは、前記隣接するリンクからスケジューリング制御信号を受
信するようにさらに構成され、前記処理システムは、前記受信したスケジューリング制御
信号に基づいて、前記帯域上で前記データをスケジューリングするか否かを決定するよう
にさらに構成されている［５１］記載の装置。
　［５４］前記スケジューリング要求は、送信要求および送信要求応答もしくは非応答を
含み、前記データ送信は、前記送信要求応答が送信されるときにのみスケジューリングさ
れる［４６］記載の装置。
　［５５］前記帯域の好ましいサブセットを決定するために、前記処理システムは、
　前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮＲ）が、第１のしきい値よりも大きく、前
記第１のノードとの通信が、第２のしきい値を上回るデータレートを必要とするときに、
ｍ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定し、
　前記第１のノードとの前記ＳＮＲが、前記第１のしきい値よりも少ない、または、前記
第１のノードとの通信が、第２のしきい値を下回るデータレートを必要とするときに、ｍ
個よりも少ないｎ個の帯域を含むように前記好ましいサブセットを決定するように構成さ
れている［４６］記載の装置。
　［５６］前記帯域の好ましいサブセットは予め定められている［４６］記載の装置。
　［５７］前記第１のしきい値に関連して、前記第１のノードとの信号対ノイズ比（ＳＮ
Ｒ）と、前記第２のしきい値に関連して、データレートとのうちの少なくとも１つに基づ
いて、前記帯域のサブセットが予め定められている［５６］記載の装置。
　［５８］前記帯域のセット中の帯域のうちの少なくとも２個は、異なるサイズを有して
いる［４６］記載の装置。
　［５９］前記帯域は、周波数直交帯域である［４６］記載の装置。
　［６０］前記帯域は、時間直交帯域である［４６］記載の装置。
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