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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、ピア－ツー－ピア無線通信シス
テムに対するデバイス／サービス探索及びチャンネルア
クセス制御に関するものである。一実施形態は、１つ以
上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上のブロ
ードキャストチャンネルを監視し、前記監視に基づいて
前記１つ以上の無線通信デバイスに対する情報を獲得す
ることによる無線通信ネットワーク内の通信を含む。前
記通信は少なくとも一対の無線通信デバイスの間でデバ
イス－ツー－デバイス無線通信を設定するために前記１
つ以上の無線通信デバイスに獲得された情報を提供する
ことをさらに含む。一実施形態で、デバイス－ツー－デ
バイス無線通信は近接デバイス－ツー－デバイスネット
ワーク内での一対の無線通信デバイスの間のデバイス－
ツー－デバイス無線通信を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおける通信方法であって、
　１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキャストチャンネル
を監視するステップと、
　前記監視に基づいて、前記１つ以上の無線通信デバイスに関連した情報を獲得するステ
ップと、
　無線通信チャンネルを通じて少なくとも一対の無線通信デバイスの間で直接的なデバイ
ス－ツー－デバイス無線通信を設定するために前記１つ以上の無線通信デバイスに獲得さ
れた情報を提供するステップと、
を含むことを特徴とする、通信方法。
【請求項２】
　前記デバイス－ツー－デバイス無線通信は、近接デバイス－ツー－デバイスネットワー
クの内の一対の無線通信デバイスの間のデバイス－ツー－デバイス無線通信を含むことを
特徴とする、請求項１に記載の通信方法。
【請求項３】
　エージェントモジュールは、前記１つ以上の無線通信デバイスに関連した情報を獲得す
るために前記１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキャスト
チャンネルを監視するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項２に記載の通信方
法。
【請求項４】
　前記エージェントモジュールが前記１つ以上の無線通信デバイスに対するデバイスコン
フィギュレーション及び状態情報を含むデバイス情報を獲得するために１つ以上の無線通
信デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキャストチャンネルを監視するステップ
と、
　前記エージェントモジュールが前記１つ以上の無線通信デバイスの前記デバイス情報を
管理するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項３に記載の通信方法。
【請求項５】
　前記エージェントモジュールは、少なくとも一対の無線通信デバイスの間でデバイス－
ツー－デバイス無線通信を設定するために前記デバイス情報を１つ以上の無線通信デバイ
スに動的に提供するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項４に記載の通信方法
。
【請求項６】
　前記エージェントモジュールが１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上
のブロードキャストチャンネルの上で前記１つ以上の無線通信デバイスにより送信される
メッセージを監視するステップと、
　前記エージェントモジュールがメッセージを無線通信デバイスから他の無線通信デバイ
スに自動で伝達するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項３に記載の通信方法。
【請求項７】
　開始無線通信デバイスが着信無線通信デバイスに対する情報のために１つ以上のブロー
ドキャスト通信チャンネルを監視するステップと、
　着信無線通信デバイスに対する情報が検出されない場合、前記開始無線通信デバイスが
ブロードキャストチャンネルの上で探索メッセージを送信するステップと、
　前記開始無線通信デバイスが前記開始及び前記着信無線通信デバイスの間の直接的なデ
バイス－ツー－デバイス無線通信を設定するために前記着信無線通信デバイスに対する情
報を受信するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の通信方法。
【請求項８】
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　前記開始無線通信デバイスは、前記開始及び前記着信無線通信デバイスの間のデバイス
－ツー－デバイス無線通信を設定させるために、エージェントモジュールから前記着信無
線通信デバイスに対する情報を受信するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項
７に記載の通信方法。
【請求項９】
　前記開始無線通信デバイスは、前記着信無線通信デバイスに対する応答を受信する時ま
で、前記開始無線通信デバイスが探索メッセージを再送信するステップをさらに含むこと
を特徴とする、請求項７に記載の通信方法。
【請求項１０】
　無線通信デバイスが通信に十分利用可能な帯域幅を有するブロードキャストチャンネル
のために１つ以上のブロードキャスト通信チャンネルを監視するステップと、
　無線通信デバイスがブロードキャストチャンネルの上でサービス広告メッセージの送信
を開始することを監視するステップと、
　開始無線通信デバイスが前記開始及び着信無線通信デバイスの間の直接的なデバイス－
ツー－デバイス無線通信を設定するために、前記サービス広告メッセージに対して応答し
て情報を受信するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の通信方法。
【請求項１１】
　前記開始無線通信デバイスは、前記開始及び前記着信無線通信デバイスの間のデバイス
－ツー－デバイス無線通信を設定するために、エージェントモジュールから前記サービス
広告メッセージに応答して情報を受信するステップをさらに含むことを特徴とする、請求
項１０に記載の通信方法。
【請求項１２】
　無線通信システムにおける通信のための無線通信局であって、
　着信無線通信デバイスに対する情報を検出するために１つ以上のブロードキャスト通信
チャンネルを監視するコントローラと、
　無線通信チャンネルを介して情報を通信するための物理的レイヤエンティティーとを含
み、
　前記着信無線通信デバイスに対する情報が検出されない場合、前記コントローラはブロ
ードキャストチャンネルの上で探索メッセージを送信することを開始し、
　前記無線通信局が前記着信無線通信デバイスに対する情報を受信する時に、前記コント
ローラは無線通信チャンネルを介して前記無線通信局と前記着信無線通信デバイスとの間
で直接的なデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定することを特徴とする、無線通信局
。
【請求項１３】
　エージェントモジュールから前記着信無線通信デバイスに対する情報を受信する時に、
前記コントローラは前記無線通信局と前記着信無線通信デバイスとの間で直接的なデバイ
ス－ツー－デバイス無線通信を設定することを特徴とする、請求項１２に記載の無線通信
局。
【請求項１４】
　前記無線通信局は、前記着信無線通信デバイスに対する応答を受信する時まで、前記コ
ントローラは探索メッセージを再送信することを特徴とする、請求項１２に記載の無線通
信局。
【請求項１５】
　前記コントローラは通信に十分利用可能な帯域幅を有するブロードキャストチャンネル
のために１つ以上のブロードキャスト通信チャンネルを監視し、前記コントローラはブロ
ードキャストチャンネルの上でサービス広告メッセージの送信を開始することを特徴とす
る、請求項１２に記載の無線通信局。
【請求項１６】
　前記無線通信局は、着信デバイスから前記サービス広告メッセージに対して応答して情
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報を受信する時に、前記コントローラは開始無線通信局と前記着信無線通信デバイスとの
間で直接的なデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定することを特徴とする、請求項１
５に記載の無線通信局。
【請求項１７】
　前記無線通信局は、エージェントモジュールから前記サービス広告メッセージに対して
応答して情報を受信する時に、前記コントローラは開始無線通信局と前記着信無線通信デ
バイスとの間で直接的なデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定することを特徴とする
、請求項１５に記載の無線通信局。
【請求項１８】
　無線通信システムであって、
　複数の無線通信デバイスと、
　エージェントデバイスと、を含み、
　前記エージェントデバイスは、
　１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキャストチャンネル
を監視し、前記監視に基づいて、前記１つ以上の無線通信デバイスに関連した情報を獲得
するように構成され、
　前記エージェントデバイスは、無線通信チャンネルを介して前記無線通信デバイスのグ
ループの間で直接的なデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定するために、獲得された
情報を前記１つ以上の無線通信デバイスに提供することを特徴とする、無線通信システム
。
【請求項１９】
　前記デバイス－ツー－デバイス無線通信は、近接デバイス－ツー－デバイスネットワー
クの内の一対の無線通信デバイスの間のデバイス－ツー－デバイス無線通信を含むことを
特徴とする、請求項１８に記載の通信システム。
【請求項２０】
　エージェントモジュールは、前記１つ以上の無線通信デバイスに関連した情報を獲得す
るために前記１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキャスト
チャンネルを監視することを特徴とする、請求項１９に記載の通信システム。
【請求項２１】
　前記エージェントデバイスは前記１つ以上の無線通信デバイスに対するデバイスコンフ
ィギュレーション及び状態情報を含むデバイス情報を獲得するために１つ以上の無線通信
デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキャストチャンネルを監視し、前記エージ
ェントデバイスは前記１つ以上の無線通信デバイスの前記デバイス情報を管理することを
特徴とする、請求項２０に記載の通信システム。
【請求項２２】
　前記エージェントデバイスは、少なくとも一対の無線通信デバイスの間でデバイス－ツ
ー－デバイス無線通信を設定するために、前記デバイス情報を１つ以上の無線通信デバイ
スに動的に提供することを特徴とする、請求項２１に記載の通信システム。
【請求項２３】
　前記エージェントデバイスは１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上の
ブロードキャストチャンネルの上で前記１つ以上の無線通信デバイスにより送信されるメ
ッセージを監視し、前記エージェントデバイスはメッセージを無線通信デバイスから他の
無線通信デバイスに自動で伝達することを特徴とする、請求項２０に記載の通信システム
。
【請求項２４】
　前記複数の無線通信デバイスのうち、開始無線通信デバイスは着信無線通信デバイスに
対する情報のために１つ以上のブロードキャスト通信チャンネルを監視し、着信無線通信
デバイスに対する情報が検出されない場合、前記開始無線通信デバイスがブロードキャス
トチャンネルの上で探索メッセージを送信し、前記開始無線通信デバイスが前記着信無線
通信デバイスに対する情報を受信する時に、前記開始無線通信デバイスは前記開始及び前
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記着信無線通信デバイスの間の直接的なデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定するこ
とを特徴とする、請求項１８に記載の通信システム。
【請求項２５】
　前記開始無線通信デバイスは、前記開始及び前記着信無線通信デバイスの間のデバイス
－ツー－デバイス無線通信を設定するために、前記エージェントデバイスから前記着信無
線通信デバイスに対する情報を受信することを特徴とする、請求項２４に記載の通信シス
テム。
【請求項２６】
　前記開始無線通信デバイスは、前記着信無線通信デバイスに対する応答を受信する時ま
で、前記開始無線通信デバイスが探索メッセージを再送信することを特徴とする、請求項
２４に記載の通信システム。
【請求項２７】
　前記複数の無線通信デバイスのうち、無線通信デバイスが通信に十分利用可能な帯域幅
を有するブロードキャストチャンネルのために１つ以上のブロードキャスト通信チャンネ
ルを監視し、前記無線通信デバイスがブロードキャストチャンネルの上でサービス広告メ
ッセージの送信を開始し、開始無線通信デバイスが前記開始及び着信無線通信デバイスの
間の直接的なデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定するために、前記サービス広告メ
ッセージに対して応答して情報を受信することを特徴とする、請求項１８に記載の通信シ
ステム。
【請求項２８】
　前記開始無線通信デバイスは、前記開始及び前記着信無線通信デバイスの間のデバイス
－ツー－デバイス無線通信を設定するために、前記エージェントデバイスから前記サービ
ス広告メッセージに応答して情報を受信することを特徴とする、請求項２７に記載の通信
システム。
【請求項２９】
　前記無線通信デバイスのグループの間での前記デバイス－ツー－デバイス無線通信は、
前記無線通信デバイスのグループの間で設定された近距離領域ネットワークの内での無線
通信を含むことを特徴とする、請求項１８に記載の通信システム。
【請求項３０】
　前記無線通信デバイスのグループの間での前記デバイス－ツー－デバイス無線通信は、
前記無線通信デバイスのグループの間で設定されたセルラーネットワークの内での無線通
信を含むことを特徴とする、請求項１８に記載の通信システム。
【請求項３１】
　前記無線通信デバイスのグループは、ラウンドロビン方式により無線チャンネルにアク
セスすることによって、グループの内の各対の無線通信デバイスの間で直接的なデバイス
－ツー－デバイス通信を遂行する３個以上の無線通信デバイスを含むことを特徴とする、
請求項１８に記載の通信システム。
【請求項３２】
　前記エージェントデバイスは、無線チャンネルを介して通信可能な無線エージェントデ
バイスを含むことを特徴とする、請求項１８に記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は近接通信ネットワークに関し、特に近接通信ネットワークにおけるデバイス／
サービス探索及びチャンネルアクセスのための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワークが普遍化され、ここでモバイルデバイスのような無線通信デバイ
スは多様な通信プロトコルを使用して基地局と通信する。このような無線デバイスは、無
線通信ネットワークの１つ以上の基地局を使用して互いに通信する。無線通信の他の具現



(6) JP 2014-522166 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

では、無線デバイスが近く近接している無線デバイスのような付近の無線デバイスと直接
通信する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の実施形態は、ピア－ツー－ピア無線通信システムにおけるデバイス／サービス
探索及びチャンネルアクセス制御のための方法及び装置に関するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態は、１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキャ
ストチャンネルを監視し、上記監視に基づいて上記１つ以上の無線デバイスに対する情報
を獲得することによって、無線通信ネットワークの内の通信を含む。上記通信は、少なく
とも一対の無線通信デバイスの間でデバイス－ツー－デバイス（device-to-device）無線
通信を設定するために、上記１つ以上の無線通信デバイスに獲得された情報を提供するこ
とをさらに含む。
【０００５】
　一実施形態で、デバイス－ツー－デバイス無線通信は、近接デバイス－ツー－デバイス
ネットワークの内で一対の無線通信デバイスの間のデバイス－ツー－デバイス無線通信を
含む。
【０００６】
　一実施形態で、エージェントモジュールは、上記１つ以上の無線デバイスに対する情報
を獲得するために、上記１つ以上の無線デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキ
ャストチャンネルを監視する。エージェントモジュールは、１つ以上の無線通信デバイス
の上記デバイス情報を管理する。エージェントモジュールは、メッセージを無線通信デバ
イスから他の無線通信デバイスに自動で伝達する。エージェントモジュールは、少なくと
も一対の無線通信デバイスの間でのデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定するために
、上記デバイス情報を１つ以上の無線通信デバイスに動的に提供する。
【０００７】
　一実施形態で、無線通信デバイスは着信無線通信デバイスに対する情報のために１つ以
上のブロードキャスト通信チャンネルを監視する。着信無線通信デバイスに対する情報が
検出されない場合、開始無線通信デバイスはブロードキャストチャンネルの上で探索メッ
セージを送信する。開始無線通信デバイスは開始及び着信無線通信デバイスの間でのデバ
イス－ツー－デバイス無線通信を設定するために着信無線通信デバイスに対する情報を受
信する。
【０００８】
　一実施形態で、無線通信デバイスは通信することに十分利用可能な帯域幅を有するブロ
ードキャストチャンネルのために１つ以上のブロードキャスト通信チャンネルを監視する
。無線通信デバイスは、ブロードキャストチャンネルの上でサービス広告メッセージ送信
を開始する。開始無線通信デバイスは、開始及び着信無線通信デバイスの間でのデバイス
－ツー－デバイス無線通信を設定するためにサービス広告メッセージに応答して情報を受
信する。
【０００９】
　好ましい使用モードだけでなく、本発明の属性及び利点のより完全な理解のために、添
付図面と共に以下の詳細な説明に対して参照がなされなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に従う通信システムを具現するシステムアーキテクチャを示す
図面を図示する。
【図２】本発明の実施形態に従うデバイス／サービス探索のための通信制御プロセスのフ
ローチャートを図示する。
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【図３Ａ】本発明の実施形態に従うサービス広告プロセスのための通信制御プロセスのフ
ローチャートを図示する。
【図３Ｂ】本発明の実施形態に従う例示的なエージェント機能プロセスのフローチャート
を図示する。
【図４】本発明の実施形態に従う図１の無線通信デバイスの機能ブロック図を図示する。
【図５】本発明の実施形態に従う図１のエージェントデバイスの機能ブロック図を図示す
る。
【図６】本発明の実施形態を具現することに有用なコンピュータシステムを含む情報処理
システムを図示するハイレベルブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の説明は、本発明の一般的な原理を示すためのものであり、本明細書に主張した進
歩的な概念を限定しようとするものではない。また、本明細書に説明された特定の特徴は
、多様な組合せ及び置換の各々で他の説明された特徴と共に使用できる。本明細書に別に
具体的な規定がなければ、全ての用語は本技術分野の当業者に理解される意味及び／又は
辞典、論文などに規定された意味だけでなく、本明細書から含蓄された意味を含む、でき
る限り最広義に解釈されなければならない。
【００１２】
　ピア－ツー－ピア無線通信のためのデバイス／サービス探索及びチャンネルアクセス制
御の実施形態が本明細書に開示される。本発明の実施形態は、無線ピア－ツー－ピア通信
でデバイス／サービス探索及びチャンネルアクセス制御のための拡張性を許容する。この
ようなピア－ツー－ピア通信の具現は、モバイルデバイス及びデータ端末（例えば、ＬＴ
Ｅ（Long Term Evolution）産業標準）で高速データ転送アプリケーションのための無線
デバイス－ツー－デバイス（Ｄ２Ｄ）通信に存在する。このようなＤ２Ｄ通信の例は、Ｐ
ＤＤＮ（proximity device-to-device network）でのように近接デバイス－ツー－デバイ
ス通信に存在する。ＰＤＤＮは、通信デバイスが特定近接範囲の内のアクセスポイントま
たは基地局無しで互いに直接通信することを許容する。
【００１３】
　近接Ｄ２Ｄ通信は、住居コミュニティ、ショッピングモール、学校キャンパス、高密度
商業都市領域、及び競技場のような近接領域（例えば、約１．５キロメートル内）の内で
デバイスに対する低費用及び直接接続を許容する。本発明の実施形態に従う近接Ｄ２Ｄ通
信は、セルラーネットワーク、ケーブル、及びインターネットサーバのような既存のネッ
トワークに対して相互補完的である。近接Ｄ２Ｄ通信アプリケーション及びサービスの例
は、地域広告、情報共有（例えば、隣の店からのクーポン、車庫販売、個人提供サービス
、コミュニティ活動通知）、ソーシャルネットワーキング（例えば、ピア－ツー－ピアマ
ルチプレーヤーモバイルゲーミング、共通関心を共有する人の発見）、パーソナルクラウ
ド（例えば、付近のデバイス、集積センサーネットワーク付近で情報を遠隔で得て、制御
）などを含む。
【００１４】
　本発明の実施形態は、無線近接Ｄ２Ｄ通信で低い待機時間及び低電力性能を達成する。
本発明の実施形態は、近接Ｄ２Ｄ通信のためのデバイス／サービス探索、サービス広告及
びチャンネルアクセス制御のためのアーキテクチャ及びプロトコルを提供する。一実施形
態で、近接範囲はＩＥＥＥ ８０２．１１ ＷｉＦｉ近距離ネットワークで適用可能なもの
と類似している。他の実施形態で、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）、ＷＣ
ＤＭＡ（登録商標）（Wideband CDMA）、ＧＳＭ（登録商標）（Global System for Mobil
e communication）、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）、３Ｇ
（3rd Generation communications）、４Ｇ（4th Generation communications）、ＷｉＭ
ＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access）、及びＬＴＥのようなセル
ラー通信である。本発明の実施形態によれば、セル－境界－未満及び拡張可能ハイブリッ
ド近接Ｄ２Ｄ通信アーキテクチャは、デバイス及びエージェント結合ハイブリッドアーキ



(8) JP 2014-522166 A 2014.8.28

10

20

30

40

50

テクチャを採用する。上記アーキテクチャに基づいて、本発明の実施形態は拡張可能デバ
イス／サービス探索、サービス広告、及び通信チャンネルアクセス制御プロトコルを提供
する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に従う通信システム１００を具現するシステムアーキテクチ
ャを示す図面を図示する。図１で、デバイスの間の点線及びデバイスの間の実線は無線通
信を示す。本発明の実施形態によれば、システム１００はセミ－コーディネーティングさ
れ（semi-coordinated）、非同期的な近接Ｄ２Ｄ通信アーキテクチャ及びプロトコルを具
現する。図１のアーキテクチャは、本発明の実施形態に従うセル－境界－未満及び拡張可
能ハイブリッド近接Ｄ２Ｄ通信アーキテクチャとして構成される。
【００１６】
　システム１００は１つ以上のエージェント１０４を含み、一例に、エージェント１０４
はその後にゲートウェイ（図示せず）に連結される基地局コントローラ（図示せず）のよ
うなネットワーク要素に接続された基地局を含む。ゲートウェイは、私設コアネットワー
クまたはインターネット（即ち、ＩＰ（Internet Protocol）ネットワーク）１０２のよ
うな遠距離領域公衆ネットワークのようなものへのアクセスを提供する。このような特定
ネットワーク要素は、無線通信ネットワーク（例えば、ＣＤＭＡ対ＧＳＭ（登録商標））
の具現によって変わることができる。また、基地局コントローラはモバイルスイッチング
センター（図示せず）または他の無線通信ネットワークエレメントに連結できる。
【００１７】
　システム１００は、無線デバイス１２０、１２２、及び１２４を含む無線通信デバイス
をさらに含む。無線デバイス１２０から１２４は、基地局１０４と通信可能な多くの異な
るタイプの通常的な無線通信デバイスを例示する。
【００１８】
　図１に示すように、無線デバイス１２２は無線ネットワーク通信リンク１３２を通じて
エージェント１０４と通信する。無線デバイス１２０は無線ネットワークリンク１３０を
通じて基地局１０４と通信する。また、（互いに近接した）無線デバイス１２０、１２２
は直接通信リンク１３４（即ち、Ｄ２Ｄ通信）を通じて互いに直接通信することができる
。また、（互いに近接した）無線デバイス１２４、１２２は近距離領域無線通信リンク１
３６を通じて互いに直接通信することができる。
【００１９】
　ハイブリッドアーキテクチャ
　システム１００は、デバイス及びエージェント結合ハイブリッドアーキテクチャを提供
する。エージェントは、基地局、ＡＰ（access point）、またはＰＣ、サーバまたはラッ
プトップのような他のメイン電源のデバイスでありうる。幾つかの場合に、エージェント
はＤ２Ｄネットワーク動作のための低電力センサーのような他のデバイスを助けることが
できるラップトップまたはセルラーフォンのようなバッテリー電源のデバイスでありうる
。インフラストラクチャーモードとは異なり、システム１００のＤ２Ｄアーキテクチャの
無線デバイスは本発明の実施形態に従ってエージェント（例えば、基地局またはアクセス
ポイント）と密接に連結されない。セル－境界－未満アーキテクチャは、インフラストラ
クチャー基盤通信アーキテクチャを採用する通信システムにおける複雑なハンドオーバー
の問題を回避する。
【００２０】
　本発明の一実施形態で、エージェントの機能は以下を含む：付近無線デバイスに対する
情報格納、１つの付近無線デバイスから１つ以上の他の付近無線デバイスへの情報伝達、
１つ以上の無線デバイスからメッセージ（例えば、デバイス／サービス探索メッセージ、
サービス広告メッセージ）に対する応答などがある。
【００２１】
　近接Ｄ２Ｄ通信アーキテクチャは開放型であり、セル境界－未満（即ち、セル境界制限
が無し）であり、無線デバイスは本発明の実施形態に従って通信ハンドオーバー手続無し
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で自由に移動することができる。一実施形態で、無線デバイスは他の無線デバイスとの直
接通信を設定するに当たって、１つ以上の付近の協業エージェントから情報を動的に受信
することができる。一実施形態で、付近の範囲はＩＥＥＥ ８０２．１１ ＷｉＦｉネット
ワークで適用可能であることと類似している。他の実施形態で、付近の範囲はＣＤＭＡ、
ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＧＳＭ（登録商標）、ＵＭＴＳ、３Ｇ、４Ｇ、ＷｉＭＡＸのよ
うなセルラー通信に適用可能であることと類似している。一実施形態で、Ｄ２Ｄアーキテ
クチャは、セルラー、ＷｉＦｉネットワーク（無線ラジオ周波数）、及び有線インターネ
ットバックボーンネットワークのような任意の既存のネットワークと重複し、相互補完的
である。また、Ｄ２Ｄアーキテクチャは、最終ユーザ（人間及びマシン）がこれらの間に
情報及び広告／要請サービスを容易に交換することができる情報及びサービス中心的であ
る。
【００２２】
　デバイス／サービス探索
　本発明の実施形態によれば、システム１００は現在ブロードキャストチャンネルが過度
に用いられている場合に、現在のブロードキャストチャンネルの上の無線デバイスの次の
ブロードキャストチャンネルの使用を知らせる拡張可能なブロードキャスティングチャン
ネルプロトコルを使用して向上し、低電力のデバイス／サービス探索を提供するように構
成される。また、協業するエージェントはデバイス探索処理の速度を上げるために、付近
の無線デバイスに対する情報を格納し、付近の協業エージェントは無線デバイスから他の
無線デバイスに探索要請を自動で伝達する。
【００２３】
　一実施形態で、システム１００はデバイス／サービス探索のための拡張可能なブロード
キャストチャンネル割当プロトコルに対して探索待機時間を減少させるように構成される
。無線デバイスは、１つ以上のターゲット無線デバイスを発見するために無線ラジオ周波
数チャンネルを通常的にスキャンする。無線デバイス探索のための２つの通常的なチャン
ネルスキャニング接近法がある。第１のチャンネルスキャニング接近法で、無線デバイス
は受動または能動方式により全てのチャンネルをスキャンする。スキャンしなければなら
ないチャンネルの数が大きい場合に、このような接近法は長い待機時間をもたらすことが
ある。また、このような接近法はデバイス探索のための交錯状態の問題を回避できない。
第２のチャンネルスキャニング接近法で、無線デバイスはデフォルトチャンネルまたは幾
つかの予め規定されたデフォルト探索チャンネルのみを探索する。１つ以上のデフォルト
チャンネルが多い無線デバイスからのブロードキャスティングトラフィックを収容不可能
であることがあるので、無線デバイスの数が大きい場合に、このような接近法は拡張性の
問題を有する。
【００２４】
　一実施形態で、本発明はデバイス探索のための拡張可能ブロードキャストチャンネル割
当接近法を提供する。一実施形態で、探索及びサービス広告のために採用されるブロード
キャストチャンネルの数は使われるブロードキャストチャンネルに対するトラフィック負
荷と無線デバイスの数に基づいて動的に調整される。
【００２５】
　一実施形態で、拡張可能なブロードキャストチャンネルプロトコルに従って、無線デバ
イスは探索及びサービス広告でのスキャンのために第１のブロードキャストチャンネルを
最初に使用しようと試みる。無線デバイスが、予め規定されたパーセンテージのチャンネ
ル時間（例えば、約７０％）が他の無線デバイスにより送信トラフィックに使われている
ことを検出した場合、これは第１のブロードキャストチャンネルが過度に用いられている
ことを意味する。現在のブロードキャストチャンネルが過度な利用に到達すれば、現在の
ブロードキャストチャンネルを用いているデバイスは第２のブロードキャストチャンネル
を知らせて、新しく進入した無線デバイスが第１のブロードキャストチャンネルをスキャ
ンすれば、新しく進入した無線デバイスは探索またはサービス広告情報を送信することに
第２のブロードキャストチャンネルを使用するように案内を受ける。
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【００２６】
　第２のブロードキャストチャンネルが過度に用いられれば、第３のブロードキャストチ
ャンネルが類似なプロセスなどを使用して用いられる。本発明の実施形態に従う拡張可能
ブロードキャストチャンネル割当プロトコルを使用して、無線デバイスはまたデバイス検
索交錯状態をもたらすことができる全てのチャンネルに対するランダムスキャンを行わず
、速かにターゲットデバイスまたはサービスを検出することができる。
【００２７】
　本発明の実施形態によれば、探索プロセスの速度をより高めるために、エージェントは
付近の無線デバイスに対する情報を獲得及び管理する。エージェントは無線デバイスによ
り使われる現在のブロードキャストチャンネルを監視し、監視されるブロードキャストチ
ャンネルの上の送信された情報に基づいて付近の無線デバイスからの無線デバイスコンフ
ィギュレーション及び状態情報を格納する。
【００２８】
　例えば、付近の無線デバイスが新たな無線デバイス合流または近接Ｄ２Ｄネットワーク
離脱のような状態またはコンフィギュレーション変化をもたらすと、エージェントは付近
の無線デバイスに対する情報を格納する。付近の無線デバイスに対する格納された情報を
使用して、探索要請のターゲットである第２の付近の無線デバイスが探索要請を検出でき
ない場合に、エージェントは第１の付近の無線デバイスからの探索要請に対して速やかに
応答することができる。
【００２９】
　ターゲット無線デバイスが待機モードにある時、またはターゲット無線デバイスが私設
トランザクションチャンネルにスイッチングした時、そして、それによって探索要請を検
出できない時などのように、エージェントはターゲット無線デバイスの状態／コンフィギ
ュレーションに対する情報を管理する。エージェントはこのような格納された情報を用い
て第１の無線デバイスからの探索要請に適合した情報として応答する。
【００３０】
　本発明の実施形態によれば、デバイス／サービス探索プロセスはモバイル無線デバイス
及び他の低電力無線デバイスに対する電力消耗を減少させる。例えば、付近の無線デバイ
スからの探索要請メッセージを検出した後に、モバイルデバイスが探索要請メッセージを
再送信する必要がないようにエージェントは探索要請メッセージを自動で伝達することが
できる。
【００３１】
　図２は、本発明の実施形態に従う図１のハイブリッド近接Ｄ２Ｄ通信アーキテクチャに
基づいたデバイス／サービス探索プロセス２００の例を図示する。プロセスブロック２０
１は第１の無線デバイス（例えば、開始デバイス）が第１のブロードキャストチャンネル
に注目することを含む。プロセスブロック２０２は、着信（ターゲット）デバイスまたは
所望のサービスに対する任意の情報が発見されるかを決定することを含む。発見されれば
、プロセスはプロセスブロック２０９に進行し、そうでなければ、プロセスブロック２０
３で、使われている任意の他のブロードキャストチャンネルがまだスキャンされなかった
かが決定される。そうであれば、プロセスはプロセスブロック２０４に進行し、そうでな
ければプロセスはプロセスブロック２０５に進行する。
【００３２】
　プロセスブロック２０４は、第１の無線デバイスが使われている次のブロードキャスト
チャンネルに注目する（スキャンする）ことと、プロセスブロック２０２に復帰進行する
ことを含む。プロセスブロック２０５は、第１の無線デバイスが最初に利用可能なブロー
ドキャストチャンネルの上でデバイス／サービス探索要請を送信することを含む。
【００３３】
　プロセスブロック２０６は、探索要請に対する応答が受信されたかを決定することを含
む。そうであれば、プロセスはプロセスブロック２０９に進行し、そうでなければプロセ
スブロック２０７で、第１の無線デバイスが付近のエージェントにより伝達されたその自
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身の探索要請を受信したかが決定される。そうでなければ、プロセスはプロセスブロック
２０５に復帰進行し、これと異なれば、プロセスブロック２０８で、タイムアウト満了を
伝達する前に探索要請応答が第１の無線デバイスで受信されたかが決定される。そうでな
ければ、プロセスはプロセスブロック２０５に復帰進行し、これと異なれば、プロセスブ
ロック２０９で、近接デバイス－ツー－デバイスネットワークのように第１の無線デバイ
スと応答する着信デバイスとの間の直接的な無線Ｄ２Ｄ通信により第１の無線デバイスと
応答する着信デバイスの間で私設トランザクションプロセスが遂行される。
【００３４】
　本発明の実施形態によれば、デバイス／探索プロセスの変形も可能である。例えば、１
つ以上の無線デバイスが離脱案内メッセージを送信することによって、ブロードキャスト
チャンネルを離脱した後に、ブロードキャストチャンネルは新しく進入する無線デバイス
を収容するために空のチャンネル時間／帯域幅を有することができる。空にしたチャンネ
ル時間／帯域幅は一部のトラフィック及び他の無線チャンネルからの無線デバイスを移動
させることに使用できる。例えば、動作時間の後に、第１のブロードキャストチャンネル
が少し使われるが、相変らず他の無線デバイスが第２のブロードキャストチャンネルを使
用する場合に、第２のブロードキャスト無線チャンネルの上の無線デバイスは新しく進入
するデバイスに対する探索時間を減少させるためにチャンネルスイッチング手続により第
１のチャンネルに移動することができる。
【００３５】
　サービス広告
　本発明の実施形態によれば、システム１００は減少した電力サービス広告プロトコルを
具現する。無線デバイスは、近接デバイス－ツー－デバイスネットワークを介してそのサ
ービスを広告する。探索手続と類似するように、そのサービスの広告を所望する無線デバ
イスは第１のブロードキャストチャンネルの上でサービス広告メッセージを送信すること
を試みる。第１のブロードキャストチャンネルが利用可能でなければ、無線デバイスは第
２のチャンネルなどを用いる。また、付近のエージェントはこのようなサービス広告メッ
セージを他の無線デバイスに伝達することを助ける。
【００３６】
　一具現例で、無線デバイスはサービス広告情報を送信するために第１の利用可能なブロ
ードキャストチャンネルを使用する。サービス広告を受信している付近の協業エージェン
トは送信する無線デバイスから他の無線デバイスにサービス広告を自動で伝達する。
【００３７】
　図３Ａは、本発明の実施形態に従う図１のハイブリッド近接Ｄ２Ｄ通信アーキテクチャ
に基づいたサービス広告プロセス３００の例を図示する。プロセスブロック３０１は、第
１のデバイスが第１のブロードキャストチャンネルに注目することを含む。
【００３８】
　プロセスブロック３０２は、チャンネルが新たな送信のための利用可能な帯域幅を有す
るかを決定することを含む。もし、そうであれば、プロセスはプロセスブロック３０５に
進行し、そうでなければ、プロセスブロック３０３で、使われている任意の他のブロード
キャストチャンネルがまだスキャンされなかったかが決定される。もし、そうであれば、
プロセスはプロセスブロック３０４に進行し、そうでなければ、プロセスはプロセスブロ
ック３０５に進行する。
【００３９】
　プロセスブロック３０４は、第１の無線デバイスが使われている次のブロードキャスト
チャンネルに注目（スキャニング）することと、プロセスブロック３０２に復帰進行する
ことを含む。プロセスブロック３０５は、第１の無線デバイスが第１の利用可能なブロー
ドキャストチャンネルの上でサービス広告を送信することを含む。
【００４０】
　プロセスブロック３０６は、サービス広告応答に対する応答が受信されたかを決定する
ことを含む。もし、そうであれば、プロセスはプロセスブロック３０９に進行し、そうで
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なければ、プロセスブロック３０７で、付近のエージェントにより伝達されたその自身の
サービス広告を第１の無線デバイスが受信したかが決定される。そうでなければ、プロセ
スはプロセスブロック３０５に復帰進行し、これと異なれば、プロセスブロック３０８で
、タイムアウト満了を伝達する前にサービス広告応答が第１の無線デバイスで受信された
かが決定される。そうでなければ、プロセスはプロセスブロック３０５に復帰進行し、こ
れと異なれば、プロセスブロック３０９で、近接デバイス－ツー－デバイスネットワーク
のように第１の無線デバイスと応答する着信デバイスとの間の直接的な無線Ｄ２Ｄ通信に
より第１の無線デバイスと応答する着信デバイスの間で私設トランザクションプロセスが
遂行される。
【００４１】
　本発明の実施形態によれば、サービス広告プロセスの変形も可能である。例えば、無線
デバイスからサービス広告メッセージを直接送信する代わり、無線デバイスは付近の協業
エージェントを先に検索することができる。無線デバイスが付近の協業エージェントを発
見できれば、無線デバイスはエージェントとの私設トランザクションプロセスを通じてサ
ービス広告情報に対してエージェントで登録することができる。その後、エージェントは
Ｄ２Ｄ通信ネットワークの内でサービス広告情報を他の無線デバイスにブロードキャスト
することができる。
【００４２】
　セミ－コーディネーティングされたチャンネルアクセス制御
　本発明の実施形態によれば、システム１００は開放ブロードキャスティング、グループ
通信、及び一対一通信サービスのためのセミ－コーディネーティングされたチャンネルア
クセスのために追加で構成される。一具現例において、無線デバイスがチャンネルの上で
ブロードキャスト情報（ブロードキャストメッセージ）を送信することを始めることを所
望する場合、無線デバイスは特定時間区間の間チャンネルを感知する。チャンネルが時間
区間の間クリアした場合、無線デバイスはチャンネルの上でパケットでブロードキャスト
情報を送信する。ブロードキャスト情報を有しているパケットは同一な情報の次の送信の
所望する時間を含む。
【００４３】
　付近のエージェントがパケットを受信すれば、エージェントは受信された情報をパケッ
トに格納し、その自身の次の送信のためにその自身のパケットの内に情報を添付すること
ができる。無線デバイスが同一なブロードキャスト情報を受信する場合、付近の伝達エー
ジェントから送信し、無線デバイスはこのようなブロードキャスト情報の再送信を中断し
て電力を低減する。
【００４４】
　無線デバイスが複数の付近のエージェントにより伝達された上記ブロードキャスト情報
を受信する場合、無線デバイスは（通常的にエージェントから受信された信号強度レベル
に基づいて）、どのエージェントに対して無線デバイスが情報伝達許容を許すかを表すた
めにチャンネルの上で他のブロードキャストメッセージを送信することができる。エージ
ェントが伝達される受信されたブロードキャスト情報の選択された量を既にキューイング
（queuing）したならば、エージェントは付近の無線デバイスからブロードキャスト情報
を伝達しないことに決定することができる。または、エージェントは伝達する新しく受信
されたブロードキャスト情報を含むために、特定な既存のキューイングされたブロードキ
ャスト情報を欠落させることができる。
【００４５】
　本発明の実施形態によれば、２つの無線デバイスの間でのデバイス／サービス探索の後
に、２つの無線デバイスは近接デバイス－ツー－デバイスネットワークモデルを使用して
私設トランザクションプロセスに進入することができる。私設Ｄ２Ｄトランザクションプ
ロセスは、充分な帯域幅がチャンネルの上で利用可能に残っていれば、探索のために使わ
れたことと同一なチャンネルを相変らず使用することができる。一実施形態で、２つの無
線デバイスはチャンネルの上で互いに情報を送信するためにＲＴＳ（Request to Send）
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及びＣＴＳ（Confirm to Send）プロトコルを用いる。また、２つの無線デバイスは、予
め規定されたパーセンテージのチャンネル時間（例えば、約７０％）より多いチャンネル
時間が他の無線デバイスにより送信のために使われていれば、他のチャンネルにスイッチ
ングするために折衷することもできる。
【００４６】
　グループ通信アプリケーションのための私設トランザクションプロセスでの２つより多
い無線デバイスに対し、無線デバイスはどの時間に一対の無線デバイスの間のＤ２Ｄ通信
のための選択された無線チャンネルにアクセスするために仮想のラウンドロビン方法（vi
rtual round robin method）を使用する。無線デバイスはグループに合流する各無線デバ
イスに対する時間に基づいてパケット送信順序を規定する。
【００４７】
　例えば、図１のシステム１００で、無線デバイス１２８がグループ１５０を開始すれば
、無線デバイス１３０、１３２、及び１３４が１つずつグループに合流して、無線デバイ
ス１２８がパケットを先に送信し、無線デバイス１３０は無線デバイス１２８からパケッ
トを受信した後に、単にパケットを送信することができる。類似するように、無線デバイ
ス１３２がパケットを先に送信し、無線デバイス１３４は無線デバイス１３２からパケッ
トを受信した後に、単にパケットを送信することができるなど、ラウンドロビン方式（ro
und robin manner）により進行される。無線デバイス１３４がパケットを送信した後に、
直ちにそのチャンネルの上の送信はまた無線デバイス１２８に渡される。グループの内の
無線デバイスが送信する情報を有しなければ、無線デバイスはラウンドロビンモデルで次
の無線デバイスを通知するために小さいダミー（dummy）パケットを送信する。
【００４８】
　グループの内の無線デバイスがグループ離脱プロセスを従わないでグループを突然に離
脱すれば、タイムアウト区間の後にグループの内の次の無線デバイスがラウンドロビンモ
デルで離脱する無線デバイスの席の代わりをする。
【００４９】
　留意することは、エージェントの機能は以下を含む：付近の無線デバイスに対する情報
を格納、１つの付近の無線デバイスから１つ以上の他の付近の無線デバイスに情報を伝達
、１つ以上の無線デバイスからのメッセージ（例えば、デバイス／サービス探索メッセー
ジ、サービス広告メッセージ）に対する応答などがある。図３Ｂは本発明の実施形態に従
う例示的なエージェント機能プロセス３５０のフローチャートを図示する。プロセスブロ
ック３５１は、エージェントが１つ以上の無線通信デバイスにより用いられる１つ以上の
ブロードキャストチャンネルを監視することを含む。
【００５０】
　プロセスブロック３５２は上記監視に基づいて、エージェントが上記１つ以上の無線デ
バイスに関連した情報を獲得することを含む。一実施形態で、エージェントは上記１つ以
上の無線デバイスに対するデバイスコンフィギュレーション及び状態情報を含むデバイス
情報を獲得するために、１つ以上の無線デバイスにより用いられる１つ以上のブロードキ
ャストチャンネルを監視する。
【００５１】
　プロセスブロック３５３は、エージェントが１つ以上の無線通信デバイスの上記デバイ
ス情報を管理することを含む。プロセスブロック３５４は、少なくとも一対の無線通信デ
バイスの間でデバイス－ツー－デバイス無線通信を設定するために、上記１つ以上の無線
通信デバイスに獲得された情報を提供することを含む。プロセスブロック３５５は、エー
ジェントが無線通信デバイスから他の無線通信デバイスにメッセージを自動で伝達するこ
とを含む。
【００５２】
　同期式及び非同期式動作
　本発明の実施形態は、近接Ｄ２Ｄ通信ネットワークの内の無線デバイスのうち、同期式
及び非同期式動作両方ともに有用である。一実施形態で、同期式動作は、通信デバイスが
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通信チャンネルへのアクセスのために通常的な時間構造により時間が同期化され、調整さ
れることを意味する（例えば、予めスケジューリングすることによって固定タイム－スロ
ット基盤送信）。非同期式動作は、デバイスが時間が同期化されないことがあり、よりラ
ンダムな方式により通信チャンネルにアクセスすることができるということを意味する。
【００５３】
　アド－ホック（ad-hoc）アーキテクチャ
　本発明の実施形態によれば、図１の通信システム１００のハイブリッドＤ２Ｄ通信アー
キテクチャは、近接デバイス－ツー－デバイスネットワーク通信のためのエージェント１
０４が存在しない場合に、純粋なアド－ホックアーキテクチャモードに入ることができる
。純粋なアド－ホックアーキテクチャモードにおいて、ピアデバイスは、例えば他の付近
の無線デバイスからの情報を格納または伝達するエージェントの機能も遂行することがで
きる。代案的な解決策は、ピアデバイスが他のデバイスからの情報を格納または伝達しな
いことがあるということである。この場合に、エージェントが含む機能はデバイス／サー
ビス探索、サービス広告、及びチャンネルアクセス制御手続から除去される。
【００５４】
　図４は、図１に示すように、無線デバイス１２０のような無線通信デバイスのうち、１
つのブロック図を図示する。無線デバイス１２０は、ＣＰＵ（central processing unit
）１６１、メモリデバイス１６２、ディスプレイデバイス１６３、キーボード１６４、デ
ータストレージ１６５、及び複数のプロトコルのような処理回路を含む。プロトコルエン
ティティーは、上位レイヤ１６６、ＭＡＣ（Medium Access Control）１６８、及びＰＨ
Ｙ（Physical Layer）エンティティー１６９を含む。一実施形態で、セルラー通信におい
て、上位レイヤ１６６はＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）及びＲＬＣ（Ra
dio Link Control）を含む。他の実施形態で、ＷｉＦｉ通信において、上位レイヤ１６６
はＬＬＣ（Logical Link Control）及びネットワークレイヤ（例えば、ＩＰレイヤ）を含
む。一実施形態で、上位レイヤ１６６は近距離領域ネットワーク及びセルラーネットワー
クでデバイス－ツー－デバイス通信のための両方通信レイヤを全て含む。
【００５５】
　一実施形態で、ＩＰパケットは上記複数のプロトコルエンティティーを通じて転送され
、ＰＤＣＰは送信されたデータの圧縮及びサイファリング（ciphering）及び無欠性保障
を含む機能を提供する。ＲＬＣは、セグメンテーション／連結（concatenation）、再送
信ハンドリング、及びより上位レイヤへのイン－シーケンス伝達を含む機能を提供する。
ＭＡＣは、送信アップリンク及びダウンリンクスケジューリングを含む機能を提供する。
ＰＨＹは、コーディング／デコーディング、変調／復調（ＯＦＤＭ）、マルチ－アンテナ
マッピング、及び他の通常的な物理的レイヤ（ＰＨＹ：Physical layer）機能を提供する
。
【００５６】
　無線デバイス１２０は、本発明の実施形態に従って、デバイス／サービス探索、サービ
ス広告、チャンネルアクセス制御、パケット化、及びデータ送信を含む、本明細書に開示
された無線通信デバイスの機能を具現する無線デバイス通信コントローラモジュール１６
０をさらに含む。図４に図示された例で、デバイス通信コントローラモジュール１６０の
機能がＭＡＣレイヤ１６８で具現されるが、このような機能は本発明の実施形態に従うＰ
ＨＹレイヤに直接またはＲＬＣレイヤを通じるように無線デバイス１２０で他のレイヤで
具現できる。
【００５７】
　図５は、図１に示したエージェントデバイス１０４のうち、１つのブロック図を図示す
る。エージェントデバイス１０４は、ＣＰＵ（central processing unit）１７１、メモ
リデバイス１７２、ディスプレイデバイス１７３、キーボード１７４、データストレージ
１７５、及び複数のプロトコルのような処理回路を含む。プロトコルエンティティーは、
上位レイヤ１７６、ＭＡＣ（Medium Access Control）１７８、及びＰＨＹ（Physical La
yer）エンティティー１７９を含む。一実施形態で、セルラー通信において、上位レイヤ
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１７６はＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）及びＲＬＣ（Radio Link Contr
ol）を含む。他の実施形態で、ＷｉＦｉ通信において、上位レイヤ１７６はＬＬＣ（Logi
cal Link Control）及びネットワークレイヤ（例えば、ＩＰレイヤ）を含む。一実施形態
で、上位レイヤ１７６は近距離領域ネットワーク及びセルラーネットワークでデバイス－
ツー－デバイス通信のための両方通信レイヤを全て含む。
【００５８】
　無線デバイスは、付近の無線デバイスに対する情報格納、１つの付近の無線デバイスか
ら１つ以上の他の付近の無線デバイスへの情報伝達、メッセージ（例えば、デバイス／サ
ービス探索メッセージ、サービス広告メッセージ）に対する応答及び１つ以上の無線デバ
イスからのデータパケット伝達を含む本明細書に開示されたエージェント機能を具現する
エージェントデバイス通信コントローラモジュール１７０をさらに含む。一例で、エージ
ェント通信コントローラモジュール１７０はデータストレージモジュール１７５のデバイ
ス１８０として１つ以上の付近の無線デバイス１２０に対する情報を管理する。
【００５９】
　図５に図示された例で、エージェントデバイス通信コントローラモジュール１７０の機
能がＭＡＣレイヤ１７８で具現されるが、このような機能は本発明の実施形態に従う、Ｐ
ＨＹレイヤに直接またはＲＬＣレイヤのようにエージェントデバイス１０４の他のレイヤ
で具現できる。また、エージェントデバイス１０４は、有線デバイス、無線デバイス、ま
たはその組合せでありうる。
【００６０】
　本技術分野の当業者に知られたように、上記アーキテクチャに従って、前述した例示的
なアーキテクチャはプロセッサによる実行のためのプログラム命令、ソフトウェアモジュ
ール、マイクロコード、コンピュータ読取可能媒体の上のコンピュータプログラム製品、
アナログ／ロジック回路、アプリケーション特定集積回路、ファームウエア、消費者電子
デバイス、ＡＶデバイス、無線／有線送信機、無線／有線受信機、ネットワーク、マルチ
－メディアデバイスなどのような多数の方式により具現できる。また、上記アーキテクチ
ャの実施形態は、全体ハードウェア実施形態、全体ソフトウェア実施形態、またはハード
ウェア及びソフトウェアエレメント両方を含む実施形態の形態を取ることができる。
【００６１】
　図６は、本発明の実施形態を具現することに有用なコンピュータシステム３００を含む
情報処理システムを図示するハイレベルブロック図である。コンピュータシステム３００
は１つ以上のプロセッサ３１１を含み、（グラフィック、テキスト、及び他のデータを表
示するための）電子ディスプレイデバイス３１２、メインメモリ３１３（例えば、ＲＡＭ
（random Access memory））、ストレージデバイス３１４（例えば、ハードディスクドラ
イブ）、除去可能ストレージデバイス３１５（例えば、除去可能ストレージドライブ、除
去可能メモリモジュール、磁気テープドライブ、光ディスクドライブ、その内部にコンピ
ュータソフトウェア及び／又はデータを格納したコンピュータ読取可能媒体）、ユーザイ
ンターフェースデバイス３１６（例えば、キーボード、タッチスクリーン、キーパッド、
ポインティングデバイス）、及び通信インターフェース３１７（例えば、モデム、（イー
サネット（登録商標）カードのような）ネットワークインターフェース、通信ポートまた
はＰＣＭＣＩＡスロット及びカード）をさらに含むことができる。通信インターフェース
３１７はコンピュータシステムと外部デバイスとの間でソフトウェア及びデータが転送で
きるようにする。システム３００は、前述したデバイス／モジュール３１１から３１７が
接続される通信インフラストラクチャー３１８（例えば、通信バス、クロス－オーバーバ
ー（cross-over bar）またはネットワーク）をさらに含む。
【００６２】
　通信インターフェース３１７を通じて転送される情報は、信号を搬送し、ケーブル、光
ファイバー、電話ライン、セルラーフォンリンク、ＲＦ（radio frequency）リンク、及
び／又は他の通信チャンネルを使用して具現できる通信リンクを通じて、電子、電磁気、
光、または通信インターフェース３１７により受信できる他の信号のような信号の形態で
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ありうる。本明細書のブロック図及び／又はフローチャートを示すコンピュータプログラ
ム命令は、コンピュータ、プログラム可能データ処理装置、または処理デバイスの上にロ
ードされて、その上で遂行される一連の動作がコンピュータ具現プロセスを生成するよう
にすることができる。
【００６３】
　本発明の実施形態は、本発明の実施形態に従うフローチャート及び／又は方法などのブ
ロック図、装置（システム）、及びコンピュータプログラム製品を参照して説明された。
このような図面／ダイヤグラムの各々のブロックまたはその組合せはコンピュータプログ
ラム命令により具現できる。プロセッサに提供された時のコンピュータプログラム命令は
、プロセッサを通じて実行する命令がフローチャート及び／又はブロック図で特定された
機能／動作を具現するための手段を生成するようにマシンを生成する。フローチャート／
ブロック図の各ブロックは本発明の実施形態を具現するハードウェア及び／又はソフトウ
ェアモジュールまたはロジックを表すことができる。代案的な実施形態で、ブロックで表
記した機能は図面で表記した順序とは異なり、同時に発生することもできる。
【００６４】
　“コンピュータプログラム媒体”、“コンピュータ使用可能媒体”、“コンピュータ読
取可能媒体”、及び“コンピュータプログラム製品”は、一般的にメインメモリ、補助メ
モリ、除去可能ストレージドライブ、ハードディスクにインストールされたハードディス
クドライブのような媒体を称することに使われる。このようなコンピュータプログラム製
品は、ソフトウェアをコンピュータシステムに提供するための手段である。コンピュータ
読取可能媒体は、コンピュータシステムがデータ、命令、メッセージ、またはメッセージ
パケット、及び他のコンピュータ読取可能情報をコンピュータ読取可能媒体から読取でき
るようにする。コンピュータ読取可能媒体は、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク
、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、ディスクドライブメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、及び他の永久的
なストレージのような不揮発性メモリを含むことができる。これは、例えば、コンピュー
タシステムの間でデータ及びコンピュータ命令のような情報を転送することに有用である
。コンピュータ、他のプログラム可能データ処理装置または他のデバイスが特定方式によ
り機能するように指示することができるコンピュータプログラム命令はコンピュータ読取
可能媒体に格納できるので、コンピュータ読取可能媒体に格納された命令はフローチャー
ト及び／又はブロック図のブロックまたはブロックで特定された機能／動作を具現する命
令を含む製造品目を生成する。
【００６５】
　コンピュータプログラム（即ち、コンピュータ、制御ロジック）は、メインメモリ及び
／又は補助メモリに格納される。また、コンピュータプログラムは通信インターフェース
を通じて受信できる。実行時、このようなコンピュータプログラムは、コンピュータシス
テムが本明細書に説明された本発明の特徴を遂行することができるようにする。特に、実
行時、コンピュータプログラムは、プロセッサ及び／又はマルチ－コアプロセッサがコン
ピュータシステムの特徴を遂行することができるようにする。このようなコンピュータプ
ログラムはコンピュータシステムのコントローラを表す。
【００６６】
　本発明はその特定バージョンを参照して説明されたが、他のバージョンも可能である。
したがって、添付した請求範囲の思想及び範囲は、本明細書に含まれた好ましいバージョ
ンの説明に限定されてはならない。
【符号の説明】
【００６７】
　　１００　通信システム
　　１０２　ＩＰ（Internet Protocol）ネットワーク
　　１０４　エージェント（基地局）
　　１２０、１２２、１２４　無線デバイス
　　１３０　無線ネットワークリンク
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　　１３２　無線ネットワーク通信リンク
　　１３４　直接通信リンク（Ｄ２Ｄ通信）
　　１３６　近距離領域無線通信リンク

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】

【図５】

【図６】
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【国際調査報告】
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