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(57)【要約】
　広帯域ワイヤレス・アクセス・ネットワークに関連す
る協調型中継システムを提供する方法および装置の実施
例が一般にここに説明される。他の実施例も説明され請
求項で要求される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広帯域ワイヤレス・アクセス・ネットワークの中継局でデータ・バーストを有するワイ
ヤレス送信を受信する段階であって、前記ワイヤレス送信は、第２の通信局から第１の通
信局へのワイヤレス通信に関連する、段階と、
　前記ワイヤレス送信に関連する中継送信を生成し、前記第１の通信局へ送信する段階で
あって、前記中継送信は、前記データ・バーストの１またはそれ以上の繰返しを有する、
段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記中継局で前記ワイヤレス送信を受信する段階は、基地局または加入者局の１つで前
記ワイヤレス送信を受信する段階を含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記中継局で前記ワイヤレス送信を受信する段階は、基地局、加入者局、または別の中
継局の１つからの前記ワイヤレス送信を前記中継局で受信する段階を含むことを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記中継送信を生成する段階は、基地局からの中継構成情報に基づいて中継送信を生成
する段階を含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記中継送信を生成する段階は、繰返しリクエストに応答して中継送信を生成する段階
を含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記中継送信を生成する段階は、現在のデータ・フレームあるいは前記現在のデータ・
フレームに関連する後続のデータ・フレームの少なくとも１つにおける１またはそれ以上
の中継ゾーン中に１またはそれ以上の中継バーストを生成する段階を含むことを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項７】
　ダウンリンク中継ゾーンをデータ・フレームのダウンリンク・サブフレーム中に形成す
る段階をさらに含み、前記ダウンリンク中継ゾーンは、１またはそれ以上のダウンリンク
中継バーストを含むように形成されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　アップリンク中継ゾーンをデータ・フレームのアップリンク・サブフレーム中に形成す
る段階をさらに含み、前記アップリンク中継ゾーンは、１またはそれ以上のアップリンク
中継バーストを含むように形成されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記ワイヤレス送信に関連するビットの信頼性を評価する段階をさらに含むことを特徴
とする請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　広帯域ワイヤレス・アクセス・ネットワークの中継局でデータ・バーストを有するワイ
ヤレス送信を受信する受信機であって、前記ワイヤレス送信は、第２の通信局から第１の
通信局へのワイヤレス通信に関連する、受信機と、
　前記ワイヤレス送信に関連する中継送信を生成し、前記第１の通信局へ送信する前記受
信機に動作可能に結合された中継送信生成器であって、前記中継送信は、前記データ・バ
ーストの１またはそれ以上の繰返しを有する、中継送信生成器と、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　前記中継局は、基地局または加入者局の１つの局を含むことを特徴とする請求項１０記
載の装置。
【請求項１２】
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　前記中継送信生成器は、基地局からの中継構成情報に基づいて中継送信を生成するため
に形成されることを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１３】
　前記中継送信生成器は、繰返しリクエストに応答して中継送信を生成するために形成さ
れることを特徴とする請求項１０記載の装置。
【請求項１４】
　前記中継送信生成器は、現在のデータ・フレームあるいは前記現在のデータ・フレーム
に関連する後続のデータ・フレームの少なくとも１つにおける１またはそれ以上の中継ゾ
ーン中に１またはそれ以上の中継バーストを生成するために形成されることを特徴とする
請求項１０記載の装置。
【請求項１５】
　前記中継送信生成器は、ダウンリンク中継ゾーンをデータ・フレームのダウンリンク・
サブフレーム中に形成するために構成され、前記ダウンリンク中継ゾーンは、１またはそ
れ以上のダウンリンク中継バーストを含むように形成されることを特徴とする請求項１０
記載の装置。
【請求項１６】
　前記中継送信生成器は、アップリンク中継ゾーンをデータ・フレームのアップリンク・
サブフレーム中に形成するために構成され、前記アップリンク中継ゾーンは、１またはそ
れ以上のアップリンク中継バーストを含むように形成されることを特徴とする請求項１０
記載の装置。
【請求項１７】
　前記ワイヤレス送信に関連するビットの信頼性を評価するための送信評価器をさらに含
むことを特徴とする請求項１０記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、一般にワイヤレス通信システムに関し、さらに特定すると、広帯域ワイヤ
レス・アクセス・ネットワークに関連した協調型中継システムを提供する方法および装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　８０２．１６ファミリーの規格は、国際電気電子学会（ＩＥＥＥ）によって開発され、
固定、ポータブル、および／または、モバイル型の広帯域ワイヤレス・アクセス・ネット
ワーク（例えば、２００４年に公表されたＩＥＥＥ規格８０２．１６）を提供する。Ｗｉ
ＭＡＸフォーラムは、ＩＥＥＥ８０２．１６規格に基づいた広帯域ワイヤレス通信ネット
ワークの展開を促進する。特に、ＷｉＭＡＸフォーラムは、広帯域ワイヤレス機器の互換
性および相互運用を保証する。便宜上、用語「８０２．１６」および「ＷｉＭＡＸ」は、
エア・インターフェイス規格に関連するＩＥＥＥ８０２．１６を参照するために、この明
細書全体にわたって相互に交換性をもって使用される。
［０００３］　ＷｉＭＡＸは、ワイヤレス・フィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）のような他のワ
イヤレス技術より広い地理的エリアにおける最後の１マイルといわれるところでの広帯域
接続を行なうためのワイヤレス技術である。特に、ＷｉＭＡＸ技術は、有線送信が非常に
高価であり、不便であり、および／または、利用できない様々な地理学的な位置へ広帯域
または高速データ接続を提供することができる。ある実施例において、ＷｉＭＡＸ技術は
、ビジネスへのＴ１型サービスおよび／または家庭へのケーブル／デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）に等価なアクセスを可能にするためのより広い範囲および帯域幅を提供することが
できる。
【発明の開示】
【０００３】
　一般に、広帯域ワイヤレス・アクセス（ＢＷＡ）ネットワークに関連した協調型中継シ
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ステムを提供するための方法および装置がここに説明される。ここに説明された方法と装
置は、この点に関して制限されることはない。
【０００４】
　図１を参照して、ワイヤレス通信システム例１００は、一般に１１２，１１４，１１６
として示される１またはそれ以上の加入者局１１０を含む。例えば、加入者局１１０は、
デスクトップ・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、ハンドヘルド・コンピュー
タ、タブレット・コンピュータ、携帯電話、ページャ、オーディオおよび／またはビデオ
・プレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤあるいはＤＶＤプレーヤ）、ゲーム機、デジタル・
カメラ、ナビゲーション装置（例えば、ＧＰＳ装置）、ワイヤレス周辺装置（例えば、ヘ
ッドホーン、キーボード、マウスなど）、医療機器（例えば、心拍数モニタ、血圧モニタ
など）、および／または、他の適切な固定、ポータブル、またはモバイル電子装置のよう
なワイヤレス電子装置を含む。図１は３つの加入者局を示すが、ワイヤレス通信システム
１００は、より多くのあるいはより少ない加入者局を含んでいてもよい。
【０００５】
　加入者局１１０は、スペクトラム拡散変調（例えば、直接シーケンス符号分割多元接続
（ＤＳ－ＣＤＭＡ）、周波数ホッピング符号分割多元接続（ＦＨ－ＣＤＭＡ））、時分割
多元（ＴＤＭ）変調、周波数分割多元（ＦＤＭ）変調、直交周波数分割多元（ＯＦＤＭ）
変調、マルチキャリア変調（ＭＤＭ）、および／または、他の適切な変調技術を使用し、
一般に１４０として示されるワイヤレス通信リンクを介して通信する。
【０００６】
　ある例において、１またはそれ以上の加入者局１１０は、ＯＦＤＭ変調を実行し、無線
周波数信号を異なる周波数で同時に送信する多数の小さなサブ信号へ分割することにより
大量のデジタル・データを順番に送信する。特に、加入者局１１０は、ＩＥＥＥにより開
発された８０２．ｘｘファミリーの規格、および／またはそのバリエーションおよびこれ
らの規格の発展型（例えば、８０２．１１ｘ，８０２．１５，８０２．１６ｘなど）に説
明されるＯＦＤＭ変調を使用し、ワイヤレス通信リンクを介して通信する。例えば、加入
者局１１０は、ＩＥＥＥによって開発された規格の８０２．１６ファミリーに従って動作
してもよく、固定、ポータブル、またはモバイル広帯域ワイヤレス・アクセス（ＢＷＡ）
ネットワーク（例えば、２００４年を公表されたＩＥＥＥ規格８０２．１６）を提供する
。加入者局１１０は、さらに直接シーケンス・スペクトラム拡散（ＤＳＳＳ）変調（例え
ば、ＩＥＥＥ規格８０２．１１ｂ）、および／または、周波数ホッピング・スペクトラム
拡散（ＦＨＳＳ）変調（例えば、ＩＥＥＥ規格８０２．１１）を使用してもよい。
【０００７】
　上記例は、ＩＥＥＥによって開発された規格に関して上述のように説明されるが、ここ
に示された方法と装置は、他の利益団体および／または規格開発組織（例えば、ワイヤレ
ス・フィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）アライアンス、マイクロ波アクセスのために世界相互運
用（ＷｉＭＡＸ）フォーラム、赤外線データ協会（ＩｒＤＡ）、第３世代パートナーシッ
プ・プロジェクト（３ＧＰＰ）など）によって開発された多くの仕様および／または規格
に容易に適用可能である。例えば、加入者局１１０は、さらに、ワイヤレスリンクによっ
て通信するためにＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）、超広帯域（ＵＷＢ）および／または無線周
波数識別（ＲＦＩＤ）のような非常に低電力を要求する他の適切なワイヤレス通信プロト
コルに従って動作してもよい。
【０００８】
　ワイヤレス通信システム１００は、さらに１２０として一般に示されるＢＷＡネットワ
ークを含む。ＢＷＡネットワーク１２０は、例えば、固定ＢＷＡネットワーク、ポータブ
ルＢＷＡネットワーク、および／または、モバイルＢＷＡネットワークである。ＢＷＡネ
ットワーク１２０は、ＩＥＥＥ８０２．１６規格、そのバリエーションおよび／またはこ
の規格の発展型および／または他の適切なワイヤレス通信規格に従って動作する。図１は
１つのＢＷＡネットワークを示すが、ワイヤレス通信システム１００はより多くのＢＷＡ
ネットワークを含んでいてもよい。



(5) JP 2009-508397 A 2009.2.26

10

20

30

40

50

【０００９】
　ＢＷＡネットワーク１２０は、１２１，１２２，１２３，１２４，１２５として一般に
示される１またはそれ以上の基地局、および加入者局１１０に通信サービスを提供するた
めに必要な他の無線コンポーネントを含む。図１は５つの基地局を示すが、ＢＷＡネット
ワーク１２０はより多くのまたはより少ない基地局を含んでいてもよい。基地局１２０は
、ワイヤレス通信サービスを加入者局１１０に提供するために適用できる規格に従って動
作する。すなわち、ＢＷＡネットワーク１２０の各基地局は、１またはそれ以上のいくつ
かのワイヤレス通信プロトコルに従って動作するように形成され、加入者局１１０と通信
する。
【００１０】
　ＢＷＡネットワーク１２０の基地局は、さらに他のワイヤレス通信プロトコルに従って
動作してもよい。特に、これらのワイヤレス通信プロトコルは、グローバル移動体通信シ
ステム（ＧＳＭ）規格のようなアナログ、デジタル、および／またはデュアル・モード通
信システム規格、汎用パケット無線システム（ＧＰＲＳ）規格、拡張型データＧＳＭ環境
（ＥＤＧＥ）規格、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）規格、これらの規格の
バリエーションおよび発展型および／または他の適切なワイヤレス通信規格に基づくこと
ができる。
【００１１】
　ＢＷＡネットワーク１２０は、インターネット、電話網（例えば、公衆交換電話網（Ｐ
ＳＴＮ））、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ケーブル・ネットワーク、お
よび／または、イーサネット(登録商標）、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、電話線、同軸
ケーブル、および／または、あらゆるワイヤレス接続などへの接続を介する他のワイヤレ
ス・ネットワークのような公衆または個人用ネットワーク１３０に動作可能に結合される
。従って、ワイヤレス通信システム１００は、ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネット
ワーク（ＷＰＡＮ）、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイ
ヤレス都市ネットワーク（ＷＭＡＮ）、ワイヤレス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）、およ
び／または、他の適切なワイヤレス通信ネットワークを提供するために構築される。
【００１２】
　さらに、ワイヤレス通信システム１００は、ネットワーク・インターフェイス装置およ
び周辺機器（例えば、ＬＡＮ接続カード（ＮＩＣ））、アクセス・ポイント（ＡＰ）、再
伝送ポイント、エンドポイント、ゲートウエイ、ブリッジ、ハブなどの他のＷＰＡＮ、Ｗ
ＬＡＮ、ＷＭＡＮ、および／または、ＷＷＡＮ装置（図示せず）を含み、携帯電話システ
ム、サテライトシステム、パーソナル通信システム（ＰＣＳ）、双方向無線システム、単
方向ページャ・システム、双方向ページャ・システム、パーソナル・コンピュータ（ＰＣ
）システム、個人向け携帯型情報機器（ＰＤＡ）システム、パーソナル・コンピュータ付
属品（ＰＣＡ）システム、および／または、他の適切な通信システムを構築する。ある例
が上述されたが、この開示の範囲に制限されることはない。
【００１３】
　図２の例において、協調型中継システム２００は、一般に２１０として示される１また
はそれ以上の加入者局（ＳＳ）、および一般に２２０として示される１またはそれ以上の
基地局（ＢＳ）を含む。一般に、基地局２２０は、加入者局２１０に通信サービスを提供
するために形成される。加入者局２１０および基地局２２０は、ワイヤレス通信リンクに
よって互いに通信で結合される。図２は１つの加入者局を示すが、協調型中継システム２
００は、より多くの加入者局を含んでいてもよい。さらに、図２は、１つの基地局を示し
ているが、協調型中継システム２００はより多くの基地局を含んでいてもよい。
【００１４】
　協調型中継システム２００は、さらに一般に２３２，２３４，２３６として示される１
またはそれ以上の中継局（ＲＳ）２３０を含む。中継局２３０は、ワイヤレス通信リンク
によって、加入者局２１０および／または基地局２２０に通信で結合される。一実施例に
おいて、中継局２３０は、協調型中継送信をサポートするために特に形成された通信局で
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あってもよい。別の例では、中継局２３０は、協調型中継送信をサポートするために形成
された基地局および／または加入者局であってもよい。
【００１５】
　一般に、中継局２３０の１またはそれ以上は、基地局２２０から加入者局２１０に向け
られたワイヤレス送信、またはその逆の送信を受信する。送信内容については理解せずに
、中継局２３０は（例えば、周期冗長検査（ＣＲＣ）を経由して）、送信をデコードする
前、その間、その後にそのワイヤレス送信の信頼性を評価する。中継局２３０は、さらに
、ＣＲＣに先立つ受信作業に基づくワイヤレス送信の信頼性を評価する（例えば、デコー
ド品質に関する推定、および／または、到着するシンボルの品質に関する推定）。
【００１６】
　以下詳細に説明されるように、中継局２３０は、ワイヤレス送信に関連した中継送信を
生成することができる。特に、中継局２３０は、単一繰返し中継送信あるいは多重繰返し
中継送信を生成する。中継局２３０は、加入者局２１０および／または基地局２２０から
の繰返しリクエストに応答して中継送信を生成する。一実施例において、中継局２３２，
２３４および／または２３６は、基地局２２０から加入者局２１０へのデータ・バースト
を繰り返す。加入者局２１０は、無線周波数（ＲＦ）信号の結合方法を介して、中継局２
３２，２３４，２３６から共通の送信を受信する。別の例において、中継局２３２，２３
４および／または２３６は、加入者局２１０から基地局２２０へのデータ・バーストを繰
り返す。
【００１７】
　中継送信（例えば、ホップ）間の適切な時間差をもって、別の中継局が前の中継送信を
使用することにより協調型中継システム２００に加わることができる。例えば、中継局２
３４は、基地局２２０によって使用される高変調符号化法（例えば、６４直交振幅変調（
ＱＡＭ）レートの２／３）のために基地局２２０からデータ・バーストを直接受信するこ
とができないが、ノイズと減衰により強靭である直交位相シフト・キーイング（ＱＰＳＫ
）レートの１／２でマップ情報が符号化（コード化）されるので、中継局２３４は、マッ
プ情報を受信することができる。さらに、中継局２３４は、残存ホップ番号が中継局２３
４から目的地（例えば、加入者局２１０）へのホップ距離（hop distance）に近い限り、
参加することができる。残存ホップ番号は、ホップ指標（hop index）および全ホップの
番号に基づく。ホップ距離は、データ・バーストの目的地で生じた過去の受信ホップの近
似に基づく。
【００１８】
　このように、中継局２３０は、中継局２３４に関して上述されるような受動的な方法で
動作することにより、電力およびセル間干渉を低減させることができる。中継局２３０は
、さらに加入者局２１０と基地局２２０との間の動作範囲を拡大することができる。従っ
て、ＢＷＡネットワーク（例えば、図１における１２０のＢＷＡネットワーク）中で要求
される基地局の数を削減することができる。さらに、中継局２３０は、基地局２２０を支
援し、準最適チャネル状態にある加入者局２１０に通信サービスを提供する。例えば、中
継局２３０は、基地局２２０のより大きなカバレージ・エリアを提供し、および／または
、ＢＷＡネットワークのスループットを増加（例えば、データ速度を高め）させることが
できる。
【００１９】
　上記の例は、基地局および加入者局を含む協調型中継システムを示すが、協調型中継シ
ステム２００は、基地局を含んでいなくてもよい。一実施例において、ワイヤレス送信は
、第１の加入者局から第２の加入者局へ起こる。このように、中継局２３０は、第１の加
入者局からのワイヤレス送信に基づいて中継送信を生成し、第２の加入者局へ中継送信を
送信する。ここに説明された方法と装置は、この点に関して制限されるものではない。
【００２０】
　図３に移って、例えば、中継局３００（例えば、図２の中継局２３２，２３４，２３６
）は、通信用インターフェイス３１０、送信評価器３２０、および中継送信生成器３３０
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を含む。図３は、バス３５０によって互いに結合する中継局３００のコンポーネントを示
すが、これらのコンポーネントは、他の適切な直接または間接的な接続（例えば、ポイン
ト・ツー・ポイント接続あるいはポイント・ツー・マルチポイント接続）によって互いに
動作可能に結合される。
【００２１】
　通信用インターフェイス３１０は、受信機３１２、送信機３１４、およびアンテナ３１
６を含む。通信用インターフェイス３１０は、受信機３１２および送信機３１４によって
データをそれぞれ受信しおよび／または送信する。アンテナ３１６は、ダイポール・アン
テナ、モノポール・アンテナ、パッチ・アンテナ、ループ・アンテナ、マイクロストリッ
プ・アンテナおよび／またはＲＰ信号の送信に適した他のタイプのアンテナを含む１また
はそれ以上の指向性または無指向性アンテナである。図３は、単一のアンテナを示すが、
中継局３００は追加のアンテナを含んでもよい。例えば、中継局３００は、マルチ入力マ
ルチ出力（ＭＩＭＯ）システムを実現する複数のアンテナを含んでいてもよい。
【００２２】
　以下詳細に説明されるように、通信用インターフェイス３１０（例えば、受信機３１２
を介して）は、通信局からワイヤレス送信を受信する。そのワイヤレス送信は、複数のビ
ットを備えるデータ・フレームを含む。一実施例において、中継局３００は、基地局、加
入者局、あるいは別の中継局からのワイヤレス送信を受信する。送信評価器３２０は、ワ
イヤレス送信が信頼できるかどうかを（例えば、ＣＲＣによって）決定する。特に、送信
評価器３２０は、データ・バーストのデータ・フレームおよび／または変調レベル（例え
ば、１６直交振幅変調（ＱＡＭ）あるいは６４ＱＡＭ）内の位置を決定する。
【００２３】
　従って、中継送信生成器３３０は、ワイヤレス送信に関連した中継送信を生成する。特
に、単一繰返し中継送信（例えば、図４の中継送信４００）あるいは多重繰返し中継送信
（例えば、図５の中継送信５００）。例えば、中継送信生成器３５０は、現在のフレーム
あるいは現在のフレームに関連する後続のフレームの単一の領域あるいは複数の領域中に
位置するデータ・バーストを生成する。中継送信生成器３３０は、ワイヤレス送信を送信
する通信局（例えば、基地局２２０）からの繰返しリクエストに応答して中継送信を生成
する。加えてあるいはそれに替えて、中継送信生成器３３０は、そのワイヤレス送信の受
信に応答して中継送信を自動的に生成する。基地局（例えば、図２の基地局２２０）は、
中継送信生成器３３０の中継送信に関連するロケーション（例えば、時間および／または
周波数）、変調、符号化、および／または、電力というような中継送信特性を制御する。
【００２４】
　図３に示されるコンポーネントは、中継局３００内で個別のブロックとして描かれてい
るが、これらのブロックのいくつかによって実行される機能は、単一の半導体回路内に集
積されてもよく、あるいは２またはそれ以上の別個の集積回路を使用して実装されてもよ
い。例えば、受信機３１２および送信機３１４は、通信用インターフェイス３１０内で個
別のブロックとして描かれているが、受信機３１２は送信機３１４へ統合されてもよい（
例えば、送受信機）。別の例では、送信評価器３２０および中継送信生成器３３０は、個
別のブロックとして描かれているが、送信評価器３２０および中継送信生成器３３０は、
単一のコンポーネントへ統合されてもよい。ここに説明された方法と装置は、この点に関
して制限されることはない。
【００２５】
　図４を参照して、例えば、単一繰返し中継送信４００のフレーム構造は、ダウンリンク
（ＤＬ）サブフレーム４１０およびアップリンク（ＵＬ）サブフレーム４２０を含む。特
に、ＤＬサブフレーム４１０は、プリアンブル４３０、ＤＬ送信ゾーン４３２、およびＤ
Ｌ中継ゾーン４３４を含む。プリアンブル４３０は、様々な同期タスクに使用される単一
繰返し中継送信４００の先頭におけるトレーニング・シンボルである。ＤＬ送信ゾーン４
３２は、ＤＬマップ４４０、ＤＬ中継ゾーン・スイッチ４４２、ＤＬバースト・ポインタ
４４４、ＵＬマップ４５０、ＵＬ中継ゾーン・スイッチ４５２、およびＵＬバースト・ポ
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インタ４５４を含む。ＵＬサブフレーム４２０は、ＵＬ送信ゾーン４６２、およびＵＬ中
継ゾーン４６４を含む。図４は、特定のＤＬサブフレーム４１０およびＵＬサブフレーム
４２０の例を示すが、ＤＬサブフレーム４１０および／またはＵＬサブフレーム４２０が
他の適切なデータ・バースト、シンボル、情報要素などを含んでもよい。
【００２６】
　ＤＬマップ４４０は、ＤＬサブフレーム４１０のコンテンツについて説明する情報を含
む。特に、ＤＬマップ４４０は、協調型中継送信をサポートする通信局（例えば、中継局
２３０）を示すＤＬ中継送信情報を含み、ＤＬ送信ゾーン４３２中でＤＬバースト４７２
の信頼できるコード・ビットを送信する。ＤＬマップ４４０は、さらにＤＬバースト４７
２を中継するために、通信局、サブチャネル、および／または、符号化および変調を示す
情報を含む。ＤＬ中継ゾーン・スイッチ４４２は、単一繰返し中継送信４００内でのダウ
ンリンクおよびアップリンク中継送信の開始タイミングを示す。特に、ＤＬ中継ゾーン・
スイッチ４４２は、ＤＬサブフレーム４１０の位置を識別し、その識別されたＤＬサブフ
レームの位置へＤＬ中継ゾーン４３４を形成する。ＤＬ中継ゾーン４３４は、ＤＬ中継マ
ップ４７０およびＵＬ中継マップ４８０を含む。ＤＬバースト・ポインタ４４４は、ＤＬ
サブフレーム４１０中のＤＬバースト４７２を識別する。ＤＬ中継ゾーン４３４中のＤＬ
中継マップ４７０に基づいて、ＤＬバースト・ポインタ４４４は、ＤＬ中継ゾーン４３４
でＤＬ中継バースト４７４として一般に示されるＤＬバースト４７２の単一の繰返しを生
成する。一実施例では、中継局２３２（図２）のＤＬ中継バースト４７４は、基地局２２
０のために予定されている。ＤＬバースト・ポインタ４４４およびＤＬ中継バースト４７
４は、別個の情報要素である。図４は、ＤＬ中継ゾーン４３４に単一のＤＬ中継バースト
を示すが、ＤＬ中継ゾーン４３４は、他のＤＬバーストに対応する追加のＤＬ中継バース
トを含めてもよい。
【００２７】
　ＵＬマップ４５０は、ＵＬサブフレーム４２０のコンテンツについて説明する情報を含
む。特に、ＵＬマップ４５０は、協調型中継送信をサポートする通信局（例えば、中継局
２３０）を示すＵＬ中継送信情報を含み、ＵＬ送信ゾーン４６２でＵＬバースト４８２の
信頼できる復号化（デコード化）されたビットを送信する。ＵＬマップ４５０は、さらに
ＵＬバースト４８２を中継するために、通信局、サブチャネル、および／または、符号化
および変調を示す情報を含む。ＵＬ中継ゾーン・スイッチ４５２は、ＵＬサブフレーム４
２０の位置を識別し、その識別されたＵＬサブフレーム位置へＵＬ中継ゾーン４６４を形
成する。ＵＬバースト・ポインタ４５４は、ＵＬサブフレーム４２０中のＵＬバースト４
８２を識別する。ＵＬ中継ゾーン４３４中のＵＬ中継マップ４８０に基づいて、ＵＬバー
スト・ポインタ４５４は、ＵＬ中継ゾーン４６４中のＵＬ中継バースト４８４として一般
に示されるＵＬバースト４８２の単一の繰返しを生成する。一実施例では、中継局２３２
（図２）のＵＬ中継バースト４８４は、加入者局２１０のために予定されている。ＵＬバ
ースト・ポインタ４５４およびＵＬ中継バースト４８４は、別個の情報要素である。図４
は、ＵＬ中継ゾーン４６４に単一のＵＬ中継バーストを示すが、ＵＬ中継ゾーン４６４は
、他のＵＬバーストに対応する追加のＵＬ中継バーストを含めてもよい。ここに説明され
た方法と装置は、この点に関して制限されることはない。
【００２８】
　図５に移って、例えば、多重繰返し中継送信５００のフレーム構造は、ダウンリンク（
ＤＬ）サブフレーム５１０およびアップリンク（ＵＬ）サブフレーム５２０を含む。特に
、ＤＬサブフレーム５１０は、プリアンブル５３０、ＤＬ送信ゾーン５３２、およびＤＬ
中継ゾーン５３４を含む。プリアンブル５３０は、様々な同期タスクに使用される単一繰
返し中継送信５００の先頭におけるトレーニング・シンボルである。ＤＬ送信ゾーン５３
２は、ＤＬマップ５４０、ＤＬ中継ゾーン・スイッチ５４２、ＤＬバースト・ポインタ５
４４、ＵＬマップ５５０、ＵＬ中継ゾーン・スイッチ５５２、およびＵＬバースト・ポイ
ンタ５５４を含む。ＵＬサブフレーム５２０は、ＵＬ送信ゾーン５６２、およびＵＬ中継
ゾーン５６４を含む。図５は、特定のＤＬサブフレーム５１０およびＵＬサブフレーム５
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２０の例を示すが、ＤＬサブフレーム５１０および／またはＵＬサブフレーム５２０が他
の適切なデータ・バースト、シンボル、情報要素などを含んでもよい。
【００２９】
　ＤＬマップ５４０は、ＤＬサブフレーム５１０のコンテンツについて説明する情報を含
む。特に、ＤＬマップ５４０は、協調型中継送信をサポートする通信局（例えば、中継局
２３０）を示すＤＬ中継送信情報を含み、ＤＬ送信ゾーン５３２でＤＬバースト５７２の
信頼できるコード・ビットを送信する。例えば、ＤＬマップ５４０は、ＤＬ中継情報要素
を含む。ＤＬ中継ゾーン・スイッチ５４２は、ＤＬサブフレーム５１０の位置を識別し、
その識別されたＤＬサブフレーム位置へＤＬ中継ゾーン５３４を形成する。特に、ＤＬ中
継ゾーン５３４は、ＤＬ中継マップ５７０およびＵＬ中継マップ５６０を含む。ＤＬバー
スト・ポインタ５４４は、ＤＬサブフレーム５１０中のＤＬバースト５７２を識別する。
ＤＬ中継ゾーン５３４中のＤＬ中継マップ５７０に基づいて、ＤＬバースト・ポインタ５
４４は、ＤＬ中継ゾーン５３４中のＤＬ中継バースト５７４，５７６として一般に示され
るＤＬバースト５７２の多重の繰返しを生成する。
【００３０】
　ＵＬマップ５５０は、ＵＬサブフレーム５２０のコンテンツについて説明する情報を含
む。特に、ＵＬマップ５５０は、協調型中継送信をサポートする通信局（例えば、中継局
２３０）を示すＵＬ中継送信情報を含み、ＵＬ送信ゾーン５６２でＵＬバースト５８２の
信頼できる復号化されたビットを送信する。ＵＬマップ４５０は、さらにＵＬバースト４
８２を中継するために、通信局、サブチャネル、および／または、符号化および変調を示
す情報を含む。ＵＬ中継ゾーン・スイッチ５５２は、ＵＬサブフレーム５２０中の位置を
識別し、その識別されたＵＬサブフレーム位置へＵＬ中継ゾーン５６４を形成する。ＵＬ
バースト・ポインタ５５４は、ＵＬサブフレーム５２０中のＵＬバースト５８２を識別す
る。ＤＬ中継ゾーン５３４中のＵＬ中継マップ５８０に基づいて、ＵＬバースト・ポイン
タ５５４は、ＵＬ中継ゾーン５６４中のＵＬ中継バースト５８４，５８６として一般に示
されるＵＬバースト５８２の多重の繰返しを生成する。ここに説明された方法と装置は、
この点に関して制限されることはない。
【００３１】
　図４および図５は特定の要素を示すが、中継送信４００，５００のフレーム構造は、他
の適切な情報要素および／またはゾーンをそれぞれ含んでもよい。一実施例では、中継送
信４００，５００は、ミッドアンブル（midamble）および／またはフレーム制御ヘッダ（
ＦＣＨ）を含む。別の例では、中継送信４００，５００は、追加のＤＬ中継ゾーン、ＵＬ
中継ゾーンおよび／または他の適切なゾーン（例えば、スペース・タイム符号化ゾーン、
適応性アンテナ・システム（ＡＡＳ）ゾーンおよび／またはマルチ入力マルチ出力（ＭＩ
ＭＯ）ゾーン）を含めてもよい。ここに説明された方法と装置は、この点に関して制限さ
れることはない。
【００３２】
　図４および図５に関して上述されるように、宛先局（例えば、図２の加入者局２１０）
は、適切にプリアンブルを受信し、基地局（例えば、図２の基地局２２０）に関連した送
信をマップする。特に、基地局２２０は、フレームの前位ＤＬ／ＵＬマップのスロット中
のＤＬ／ＵＬバースト・ポインタによって、それぞれ、各データ・バーストの中継送信に
関連した送信を行ない、そのフレーム内のデータ・バーストの非中継送信を割り当てる。
一実施例において、基地局２２０は、ＤＬバースト・ポインタ４４４，５４４および／ま
たはＵＬバースト・ポインタ４５４，５５４によって割当情報を送信する。
【００３３】
　図４および図５のＤＬバースト・ポインタ４４４，５４４およびＵＬバースト・ポイン
タ４５４，５５４は、それぞれ、さらにデータ・バースト、タイミング情報、サブチャネ
ル情報、およびホップ情報に関する発信源および宛先を示す情報を含む。特に、ホップ情
報は、データ・バーストのホップ指標、およびそのデータ・バースト用のホップ総数を含
む。中継局３００は、残存ホップ回数に基づいて、ワイヤレス送信を中継するべきかどう
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かを決定する。
【００３４】
　代わって、宛先局は、プリアンブルを受信し、基地局からのものに代えて、１またはそ
れ以上の中継局（例えば、図２の１またはそれ以上の中継局２３０）からの送信をマップ
してもよい。以下詳細に説明されるように、その宛先局あるいは別の中継局への中継送信
は、ミッドアンブル、マップ情報要素、フレーム制御ヘッダ、およびデータ・バーストを
含む。
【００３５】
　図６の例では、ＩＥＥＥ８０２．１６に基づくＢＷＡネットワークの単一繰返し中継送
信６００のフレーム構造が説明される。その中継送信６００は、ＤＬサブフレーム６１０
およびＵＬサブフレーム６２０を含む。特に、ＤＬサブフレーム６１０は、プリアンブル
６３０、ＤＬ送信ゾーン６３２、ＤＬ中継ゾーン６３４、およびミッドアンブル６３８を
含む。プリアンブル６３０は、様々な同期タスクに使用される中継送信６００の先頭にお
けるトレーニング・シンボルである。
【００３６】
　ＤＬ送信ゾーン６３２は、ＤＬマップ（例えば、一般にＤＬ＿ＭＡＰ６４０として示さ
れる）を含む。特に、ＤＬ＿ＭＡＰ６４０は、協調型中継をサポートする局を示す情報要
素（ＩＥ）（例えば、ＤＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６４２として一般に示される）
と関連しており、マッピング情報を含むＩＥ（例えば、ＤＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６４４として
一般に示される）に関連するＤＬバースト６７２の信頼できるコード・ビットを送信する
。ＤＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６４２は、中継されたＤＬバースト（例えば、ＤＬ
バースト６７２）の後続の中継送信の情報を含む。特に、ＤＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿
ＩＥ６４２は、ＤＬバースト６７２およびＤＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６４４用の中継送信の割当
情報を含む。ＤＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６４２は、さらに、ＤＬバースト６７２
およびＤＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６４４発信源および宛先を示す情報を含む。ＤＬ＿Ｒｅｌａｙ
＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６４２は、タイミング情報、サブチャネル情報、ブースト情報、および
、ＤＬバースト６７２およびＤＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６４４の繰返し情報を含む。ＤＬ＿Ｒｅ
ｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６４２は、ＤＬバースト６７２のホップ情報を含む。そのホップ
情報は、データ・バーストのホップ指標、およびデータ・バーストのためのホップ総数を
含む。中継局３００は、残存ホップ回数に基づいて、ワイヤレス送信を中継するべきかど
うかを決定する。
【００３７】
　ＤＬ送信ゾーン６３２は、さらに、基地局（例えば、図２の基地局２２０）からのワイ
ヤレス送信に従って、ＤＬ中継ゾーン６３４を示しかつ形成するためのＩＥ（例えば、Ｄ
Ｌ＿Ｚｏｎｅ＿Ｓｗｉｔｃｈ＿ＩＥ６４６として一般に示される）を含む。ＤＬ送信ゾー
ン６３２は、ＦＣＨ６４８として一般に示されるフレーム制御ヘッダをさらに含む。
【００３８】
　ＤＬ情報に加えて、ＤＬ送信ゾーン６３２は、さらにＵＬ情報を含む。特に、ＤＬ送信
ゾーン６３２は、ＵＬマップ（例えば、ＵＬ＿ＭＡＰ６５０として一般に示される）を含
む。ＵＬ＿ＭＡＰ６５０は、協調型中継をサポートする局を示すＩＥ（例えば、ＵＬ＿Ｒ
ｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６５２として一般に示される）に関連しており、マッピング情
報を含むＩＥ（例えば、ＵＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６５４として一般に示される）に関連するＵ
Ｌバースト６８２の信頼できるコード・ビットを送信する。ＤＬ送信ゾーン６３２は、さ
らに、基地局（例えば、図２の基地局２２０）からのワイヤレス送信に従って、ＵＬ中継
ゾーン６６４を示しかつ形成するためのＩＥ（例えば、ＵＬ＿Ｚｏｎｅ＿Ｓｗｉｔｃｈ＿
ＩＥ６５６として一般に示される）を含む。ＵＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６５２は
、中継されたＵＬバースト（例えば、ＵＬバースト６８２）の後続の中継送信の情報を含
む。特に、ＵＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６５２は、ＵＬバースト６８２およびＵＬ
＿ＭＡＰ＿ＩＥ６５４用の中継送信の割当情報を含む。ＵＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿Ｉ
Ｅ６５２は、さらに、ＵＬバースト６８２およびＵＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６５４の発信源およ
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び宛先を示す情報を含む。ＵＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６５２は、ＵＬバースト６
８２およびＵＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６５４のタイミング情報、サブチャネル情報、ブースト情
報、および繰返し情報を含む。ＵＬ＿Ｒｅｌａｙ＿Ｎｅｘｔ＿ＩＥ６５２は、ＵＬバース
ト６８２のホップ情報を含む。ホップ情報は、データ・バーストのホップ指標、およびデ
ータ・バースト用のホップ総数を含む。中継局３００は、残余のホップ回数に基づいて、
ワイヤレス送信を中継するべきかどうかを決定する。
【００３９】
　上述のようにＤＬ送信ゾーン６３２のＤＬおよびＵＬ情報を含めることに加えて、ＤＬ
中継ゾーン６３４は、ＤＬバースト６７２に対応するＤＬバースト６７４を含む。一実施
例において、ＤＬバースト６７４は、基地局（例えば、図２の基地局２２０）のために予
定されている。図６は、ＤＬ中継ゾーン６３４に単一のＤＬバーストを示すが、ＤＬ中継
ゾーン６３４は、他の通信局に関連した追加のＤＬバーストを含んでもよい。
【００４０】
　プリアンブル６３０に類似して、ミッドアンブル６３８は、様々な同期タスクに使用さ
れるトレーニング・シンボルである。特に、ミッドアンブル６３８は、基地局（例えば、
プリアンブル６３０、ＤＬマップ６４０、ＵＬマップ６５０、および／または、ＦＣＨ６
４８）からワイヤレス送信の１またはそれ以上の部分を受信することができない通信局に
よって使用されてもよい。
【００４１】
　ＵＬサブフレーム６２０は、ＵＬ送信ゾーン６６２、ＵＬ中継ゾーン６６４、およびミ
ッドアンブル６６８を含む。ＵＬ送信ゾーン６６２は、ＵＬ＿ＭＡＰ＿ＩＥ６５４に関連
するＵＬバースト６８２を含む。ＵＬ中継ゾーン６６４は、ＵＬバースト６８２に対応す
るＵＬバースト６８４を含む。一実施例では、ＵＬバースト６８４は、加入者局（例えば
、図２の加入者局２１０）のために予定されている。図６は、ＵＬ中継ゾーン６６４に単
一のＵＬバーストを示すが、ＵＬ中継ゾーン６６４は、他の通信局に関連する追加のＵＬ
バーストを含んでもよい。ミッドアンブル６６８は、ＤＬサブフレーム６１０中のミッド
アンブル６３８に類似する。ここに説明された方法と装置は、この点に関して制限される
ことはない。
【００４２】
　図６は、ＤＬサブフレーム６１０およびＵＬサブフレーム６２０内に特定の要素を示す
が、中継送信６００は、追加のあるいはより少ない要素を含んでいてもよい。一実施例に
おいて、ＤＬサブフレーム６１０およびＵＬサブフレーム６２０は、追加のＤＬバースト
あるいはＵＬバーストをそれぞれ含む。
【００４３】
　図７は、協調型中継システム中で動作するために、図３のＲＳ３００の例を構成する１
つの方法を示す。図７におけるプロセス例７００は、揮発性または不揮発性メモリ、ある
いは他の大容量格納装置（例えば、フレキシブル・ディスク、ＣＤ、およびＤＶＤ）のよ
うなマシン・アクセス可能な媒体のあらゆる組合せに格納された多くの異なるプログラム
・コードのいずれかを用いるマシン・アクセス可能な命令として実行される。例えば、マ
シン・アクセス可能な命令は、プログラム可能なゲート・アレイ、特定用途向けＩＣ（Ａ
ＳＩＣ）、消去可能プログラマブル・リード・オンリー・メモリ（ＥＰＲＯＭ）、リード
・オンリー・メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、磁気媒体、光
学媒体、および／または、他の適切なタイプの媒体のようなマシン・アクセス可能な媒体
に実装される。
【００４４】
　さらに、特定の実行順序が図７に例示されているが、これらの実行は、他の特定の実行
シーケンス中で行なわれてもよい。再び、プロセス例７００は、単に提供され、協調型中
継システム２００で動作する中継局を形成する１つの方法例として、図２および図３の装
置と単に提供されかつ説明される。
【００４５】
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　図７の例では、プロセス７００は、ワイヤレス送信を通信局から受信する中継局３００
（例えば、通信用インターフェイス３１０を経由）から開始する（ブロック７１０）。特
に、ワイヤレス送信の発信源は、基地局、加入者局、あるいは別の中継局である。一実施
例では、中継局２３０（図２）は、ワイヤレス送信を基地局２２０から受信する。別の例
では、中継局２３０は、ワイヤレス送信を加入者局２１０から受信する。
【００４６】
　中継局３００（例えば、送信評価器３２０を経由）は、そのワイヤレス送信が信頼でき
るかどうかを決定する（ブロック７２０）。特に、中継局３００は、ワイヤレス送信の１
またはそれ以上の部分が中継されることが信頼できるかどうかを決定する（例えば、ワイ
ヤレス送信のある部分だけが信頼できるかもしれない）。中継局３００は、ワイヤレス送
信に関連する複数のビットの位置および変調レベルを識別することにより、ワイヤレス送
信の信頼性を決定する。例えば、ワイヤレス送信の信頼性は、ＣＲＣ、コード・ブロック
符号化品質、および／または、シンボル品質に基づくことができる。ワイヤレス送信の信
頼性は、複数のビットの符号化の前に、途中で、および／または、後に評価される。
【００４７】
　中継局３００（例えば、中継送信生成器３３０を経由）は、ワイヤレス送信に対応する
中継送信を生成する（ブロック７３０）。例えば、中継送信は、単一繰返し中継送信（例
えば、図４の中継送信４００）あるいは多重繰返し中継送信（例えば、図５の中継送信５
００）である。中継局３００は、基地局（例えば、図２の基地局２２０）からの中継構成
情報に直接的あるいは間接的に基づいて中継送信を生成する。例えば、中継構成情報は、
位置（例えば、時間および／または周波数）情報、変調情報、符号化情報、電力情報、お
よび／または、他の適切な情報を含む。一実施例において、基地局２２０は、加入者局２
１０および／または他の通信局へのワイヤレス送信のための中継送信を生成するために中
継局２３０に要求する。代わって、中継局２３０は、ワイヤレス送信の受信に応答して中
継送信を自動的に生成してもよい。ここに説明された方法と装置は、この点に関して制限
されることはない。
【００４８】
　ここに開示された方法と装置はＢＷＡネットワークに関して説明されるが、ここに示さ
れた方法と装置は、他の適切なタイプのワイヤレス通信ネットワークに適用されてもよい
。例えば、ここに開示された方法と装置は、ＷＰＡＮ、ＷＬＡＮ、ＷＭＡＮ、および／ま
たは、ＷＷＡＮに適用されてもよい。
【００４９】
　図８は、ここに示された方法と装置を実装するために適応したプロセッサ・システム例
２０００のブロック図である。プロセッサ・システム２０００は、デスクトップ・コンピ
ュータ、ラップトップ・コンピュータ、ハンドヘルド・コンピュータ、タブレット・コン
ピュータ、ＰＤＡ、サーバ、インターネット機器、および／または、他のタイプの演算装
置である。
【００５０】
　図８に示されたプロセッサ・システム２０００は、チップセット２０１０を含み、それ
はメモリ・コントローラ２０１２および入出力（Ｉ／Ｏ）制御器２０１４を含む。チップ
セット２０１０は、プロセッサ２０２０によってアクセス可能かつ使用される多くの汎用
目的および／または特定目的レジスタ、タイマーなどと同様に、メモリおよびＩ／Ｏ管理
機能を提供する。プロセッサ２０２０は、１またはそれ以上のプロセッサ、ＷＬＡＮコン
ポーネント、ＷＭＡＮコンポーネント、ＷＷＡＮコンポーネント、および／または、他の
適切な処理コンポーネントを使用して実装される。例えば、プロセッサ２０２０は、Ｉｎ
ｔｅｌ（Ｒ）Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）技術、Ｉｎｔｅｌ（Ｒ）　Ｉｔａｎｉｕｍ（Ｒ

）技術、Ｉｎｔｅｌ（Ｒ）　ＣｅｎｔｒｉｎｏＴＭ技術、Ｉｎｔｅｌ（Ｒ）　ＸｅｏｎＴ

Ｍ技術、および／または、Ｉｎｔｅｌ（Ｒ）　ＸＳｃａｌｅ（Ｒ）技術の１またはそれ以
上を使用して実装できる。代替案では、他の処理技術がプロセッサ２０２０を実装するた
めに使用されてもよい。プロセッサ２０２０は、キャッシュ２０２２を含み、それは、デ
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ータを格納するために第１レベルのユニファイド・キャッシュ（Ｌｌ）、第２レベルのユ
ニファイド・キャッシュ（Ｌ２）、第３レベルのユニファイド・キャッシュ（Ｌ３）、お
よび／または、他の適切な構造を使用して実装される。
【００５１】
　メモリ・コントローラ２０１２は、プロセッサ２０２０が揮発性メモリ２０３２および
不揮発性メモリ２０３４を含む主記憶装置２０３０とバス２０４０を経由してアクセスし
かつ通信することができる機能を行なう。揮発性メモリ２０３２は、同期型ダイナミック
・ランダム・アクセス・メモリ（ＳＤＲＡＭ）、ダイナミック・ランダム・アクセス・メ
モリ（ＤＲＡＭ）、ＲＡＭＢＵＳダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＲＤＲＡ
Ｍ）、および／または、他のタイプのダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ装置に
よって実装される。不揮発性メモリ２０３４は、フラッシュ・メモリ、リード・オンリー
・メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル・リード・オンリー・メモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）、および／または、他の所望のタイプのメモリ装置を使用して実装される。
【００５２】
　プロセッサ・システム２０００は、さらにバス２０４０に結合されるインターフェイス
回路２０５０を含む。インターフェイス回路２０５０は、イーサネット（登録商標）・イ
ンターフェイス、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）、第３世代入出力インターフ
ェイス（３ＧＩＯ）インターフェイスのようなあらゆるタイプのインターフェイス規格、
および／または、他の適切なタイプのインターフェイスを使用して実装される。
【００５３】
　１またはそれ以上の入力装置２０６０がインターフェイス回路２０５０に接続されても
よい。入力装置２０６０は、個人がプロセッサ２０２０にデータおよびコマンドを入力す
ることを可能にする。例えば、入力装置２０６０は、キーボード、マウス、タッチ感応デ
ィスプレイ、トラック・パッド、トラック・ボール、イソポイント（isopoint）、および
／または、音声認識システムによって実装される。
【００５４】
　１またはそれ以上の出力装置２０７０もインターフェイス回路２０５０に接続される。
例えば、出力装置２０７０は、ディスプレイ装置（例えば、発光ディスプレイ（ＬＥＤ）
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイ、プリンタ、および／
または、スピーカ）によって実装される。インターフェイス回路２０５０は、とりわけ、
グラフィックス・ドライバ・カードを含んでいてもよい。
【００５５】
　プロセッサ・システム２０００は、さらにソフトウェアおよびデータを格納するために
１またはそれ以上の大容量格納装置２０８０を含む。そのような大容量格納装置２０８０
の例は、フレキシブル・ディスクおよび駆動装置、ハードディスク装置、コンパクト・デ
ィスクおよび駆動装置、および、多用途デジタル・ディスク（ＤＶＤ）および駆動装置を
含む。
【００５６】
　インターフェイス回路２０５０は、さらにネットワークを介して外部コンピュータとデ
ータの交換を促進するために、モデムまたはＬＡＮ接続カードのような通信装置を含む。
プロセッサ・システム２０００とネットワークとの間の通信リンクは、イーサネット（登
録商標）接続、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、電話線、セルラー電話システム、同軸ケー
ブルなどのようなあらゆるタイプのネットワーク接続を含む。
【００５７】
　入力装置２０６０、出力装置２０７０、大容量格納装置２０８０、および／または、ネ
ットワークへのアクセスは、Ｉ／Ｏコントローラ２０１４によって制御される。特に、Ｉ
／Ｏコントローラ２０１４は、プロセッサ２０２０がバス２０４０およびインターフェイ
ス回路２０５０を介して入力装置２０６０、出力装置２０７０、大容量格納装置２０８０
、および／または、ネットワークと通信することができる機能を行なう。
【００５８】
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　図７に示されるコンポーネントは、プロセッサ・システム２０００内に個別のブロック
として描かれているが、これらのブロックのいくつかによって実行される機能は、単一の
半導体回路内に集積されてもよく、あるいは２またはそれ以上の別個の集積回路を使用し
て実装されてもよい。例えば、メモリ・コントローラ２０１２およびＩ／Ｏコントローラ
２０１４は、チップセット２０１０内の個別のブロックとして描かれるが、メモリ・コン
トローラ２０１２およびＩ／Ｏコントローラ２０１４は、単一の半導体回路内に集積され
てもよい。
【００５９】
　ある方法、装置および製造物品例がここに説明されたが、この開示がカバーする範囲は
、これらに限定されるものではない。これに対して、この開示は、文言どおりあるいは均
等主義の下で、添付された請求項の範囲内に適正に入る製造方法、装置および物品をすべ
てカバーする。例えば、上記のものは、とりわけハードウェア上で実行されるソフトウェ
アあるいはファームウェアを含むシステム例を示すが、そのようなシステムが単に例示的
であり、制限的なものとして見なされるべきでないことに注目すべきである。特に、開示
されたハードウェア、ソフトウェア、および／または、ファームウェアのコンポーネント
のいずれかあるいはすべては、ハードウェアでのみ、ソフトウェアでのみ、ファームウェ
アでのみ、あるいは、ハードウェア、ソフトウェアおよび／またはファームウェアのいず
れかのコンビネーションで具体化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】ここに開示された方法および装置の実施例によるワイヤレス通信システム例を示
す概略図である。
【図２】広帯域ワイヤレス・アクセス・ネットワークに関連した協調型中継システム例を
示すブロック図である。
【図３】図２の協調型中継システムにおける中継局の例を示すブロック図である。
【図４】単一繰返し中継送信例のフレーム構造を示す。
【図５】多重繰返し中継送信例のフレーム構造を示す。
【図６】ＩＥＥＥ８０２．１６に基づく広帯域ワイヤレス・アクセス・ネットワークに関
連した中継送信のフレーム構造例を示す。
【図７】図３の中継局の例が形成されているフロー図の一例である。
【図８】図３の中継局の例を実現するために使用されるプロセッサ・システム例のブロッ
ク図である。
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