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(57)【要約】
【課題】無線通信リンク上のデータ速度が変わるとき、
ケーブル接続上のデータ速度を修正するという課題があ
った。
【解決手段】通信システムは、第１の可変データ速度を
有する第１の通信リンク上で遠隔通信システムと通信す
るように配置される第１の通信ユニットと、第２のデー
タ速度を有する第２の通信リンク上で第１の通信ユニッ
トと通信することで、遠隔通信システムとデータを交換
するように配置される第２の通信ユニットとを有する。
第１及び第２の通信ユニットは、第２のデータ速度を第
１のデータ速度に一致させるために、第１のデータ速度
における変化に応答して第２のデータ速度を修正するよ
うに配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の可変データ速度を有する第１の通信リンク上で遠隔通信システムと通信するよう
に配置される第１の通信ユニットと、
　第２のデータ速度を有する第２の通信リンク上で前記第１の通信ユニットと通信するこ
とで、前記遠隔通信システムとデータを交換するように配置される第２の通信ユニットと
、を有し、
　前記第２のデータ速度を前記第１のデータ速度に一致させるために、前記第１及び第２
の通信ユニットは、第１のデータ速度における変化に応答して第２のデータ速度を修正す
るように配置されることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記第１の通信リンクは、無線リンクを有し、前記第２の通信リンクは、有線リンクを
有する請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第２のリンクは、同軸ケーブル、ツイストペア、及び光リンクの少なくとも一つを
有する請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１及び第２のリンクは、前記第２の通信ユニットと、前記遠隔通信システムとの
間のデータを中継するための無線リンクを有する請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第１の通信ユニットは、前記第１の通信ユニットのアンテナに隣接して配置される
屋外ユニット（ＯＤＵ）を有し、前記第２の通信ユニットは、前記システムの屋内ユニッ
ト（ＩＤＵ）を有する請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、第２の通信リンクの物理的データ速度を修正せず
に、前記第２のデータ速度を修正するように配置される請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２の通信リンクの物理的データ速度を修正せずに、前記第２の通信リンクの実効
データ速度を修正するために、前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第２の通信リン
ク上で送信されたデータの中にダミーデータを挿入するように配置される請求項６に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第１のデータ速度と前記第２の通信リンクの
物理的データ速度との間の差異に基づいて挿入されるべき前記ダミーデータの量を決定し
、かつ、前記第２の通信リンク上を送信されるデータに前記ダミーデータの位置を識別す
るフィールドを挿入するように配置される請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、誤り訂正符号（ＥＣＣ）を用いて第２の通信リン
ク上で送信されるデータを符号化し、かつ、前記第１のデータ速度と前記第２の通信リン
クの物理的データ速度との間の差異に基づいて前記ＥＣＣの符号速度を選択することによ
って前記第２のデータ速度を修正するように配置される請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、変調方式を用いて第２の通信リンク上で送信され
るデータを変調し、かつ、前記第１のデータ速度と一致させるために前記変調方式の記号
コンステレーションを選択することによって前記第２のデータ速度を修正するように配置
される請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第１の通信ユニットは、前記第１の通信リンク上で通信するために使用される変調
方式及び符号速度を少なくとも１つ修正することによって、前記第１のデータ速度を変更
するように配置される可変速度モデムを有する請求項１に記載のシステム。
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【請求項１２】
　前記第１及び第２の通信ユニットの少なくとも一つは、前記第１の通信リンク上で受信
状態の品質に基づいて、前記第１のデータ速度の値を決定するように配置される請求項１
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第１及び第２の通信ユニットの少なくとも一つは、前記第１の通信リンクの将来の
チャネル状況の予測に基づいて前記第１のデータ速度の値を決定するように配置される請
求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記予測は、平方誤差（ＭＳＥ）、受信信号レベル（ＲＳＬ）、ビット誤り率（ＢＮＲ
）、及び遠隔通信システムの受信機における等化器係数値の少なくとも一つに基づいてい
る請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記第２の通信ユニットは、データフレームの第１のシーケンスにおけるデータをフォ
ーマットし、ケーブルフレームの第２のシーケンスの中の該データフレームの第１のシー
ケンスをカプセル化し、前記第２の通信リンク上でケーブルフレームの該第２のシーケン
スを送信するように配置され、
　前記第１の通信ユニットは、前記データフレームの第１のシーケンスを抽出し、かつ、
前記第１の通信リンク上で前記データフレームの第１のシーケンスを送信するために、前
記第２の通信リンク上で受信した前記ケーブルフレームの第２のシーケンスをカプセル開
放するように配置される請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第２の通信ユニットは、前記ケーブルフレームの中の前記データフレームの位置を
示すフィールドを前記ケーブルフレームの中に挿入するように配置され、
　前記第１の通信ユニットは、前記フィールドに基づいて前記データフレームの位置を決
定するように配置される請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、第１及び第２のコントローラをそれぞれ有し、
　該第１及び第２のコントローラは、前記ケーブルフレームの中に前記管理データを挿入
することによって、互いに管理データを交換するように配置される請求項１５に記載のシ
ステム。
【請求項１８】
　前記第１の通信リンクは、前記第１のデータ速度を変更するために、適応型符号変調（
ＡＣＭ）使用し、
　前記管理データは、前記第１の通信リンクによって使用されるべきＡＣＭ設定の指示を
有する請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第２の通信リンクの物理的データ速度を修正
することによって前記第２のデータ速度を修正するように配置される請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２０】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第１のデータ速度と前記第２の通信リンクの
物理的データ速度との間の差異に基づいて前記第２の通信リンクの物理的データ速度への
修正を決定するように配置される請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第１のデータ速度に応答して前記第２の通信
リンクのボーレートを変更することによって前記第２の通信リンクの物理的データ速度を
修正するように配置される請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　第１の可変データ速度を有する第１の通信リンク及び第２のデータ速度を有する第２の
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通信リンクの縦続接続上で、第１及び第２の通信システム間を通信し、
　前記第２のデータ速度を前記第１のデータ速度に一致させるために、前記第１のデータ
速度における変更に応答して前記第２のデータ速度を修正することを特徴とする通信方法
。
【請求項２３】
　前記第１の通信リンクは、無線リンクを有し、前記第２の通信リンクは、有線リンクを
有する請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２のリンクは、同軸ケーブル、ツイストペア及び光リンクの少なくとも一つを有
する請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１及び第２のリンクは、第３の通信システムを介して前記第１及び第２の通信シ
ステム間のデータを中継するための無線リンクを有する請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第２の通信リンクは、前記第１の通信リンクのアンテナに隣接して配置される前記
第１の通信システムの屋外ユニット（ＯＤＵ）と、前記第１の通信システムの屋内ユニッ
ト（ＩＤＵ）を接続する請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第２のデータ速度を修正することは、第２の通信リンクの物理的データ速度を修正
することをやめることを有する請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第２のデータ速度を修正することは、前記第２の通信リンクの物理的データ速度を
修正せずに、前記第２の通信リンクの実効データ速度を修正するために、前記第２の通信
リンク上で送信されたデータの中にダミーデータを挿入することを有する請求項２７に記
載の方法。
【請求項２９】
　前記ダミーデータを挿入することは、前記第１のデータ速度と前記第２の通信リンクの
物理的データ速度との間の差異に基づいて挿入されるべき前記ダミーデータの量を決定し
、前記第２の通信リンク上を送信されるデータに前記ダミーデータの位置を識別するフィ
ールドを挿入することを有する請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記縦続接続上で通信することは、誤り訂正符号（ＥＣＣ）を用いて前記第２の通信リ
ンク上で送信されるデータを符号化することを有し、
　前記第２のデータ速度を修正することは、前記第１のデータ速度と前記第２の通信リン
クの物理的データ速度との間の差異に基づいて前記ＥＣＣの符号速度を選択することを有
する請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記縦続接続上で通信することは、変調方式を用いて前記第２の通信リンク上で送信さ
れるデータを変調することを有し、
　前記第２のデータ速度を修正することは、前記第１のデータ速度と一致させるために前
記変調方式の記号コンステレーションを選択することを有する請求項２２に記載の方法。
【請求項３２】
　前記縦続接続上で通信することは、前記第１の通信リンク上で通信するために使用され
る変調方式及び符号速度を少なくとも１つ修正することによって、前記第１のデータ速度
を変更することを含む請求項２２に記載の方法。
【請求項３３】
　前記縦続接続上で通信することは、前記第１の通信リンク上で受信状態の品質に基づい
て、前記第１のデータ速度の値を決定することを有する請求項２２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１のデータ速度の値を決定することは、前記第１の通信リンクの将来のチャネル
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状況を予測すること、及び、前記予測された将来のチャネル状況に基づいて前記値を決定
することを有する請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記将来のチャネル状況を予測することは、平方誤差（ＭＳＥ）、受信信号レベル（Ｒ
ＳＬ）、ビット誤り率（ＢＮＲ）、及び前記第１の通信リンクの受信機における等化器係
数値の少なくとも一つに基づいている請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記縦続接続上で通信することは、データフレームの第１のシーケンスにおけるデータ
をフォーマットし、ケーブルフレームの第２のシーケンスの中の該データフレームの第１
のシーケンスをカプセル化し、前記第２の通信リンク上でケーブルフレームの該第２のシ
ーケンスを送信し、前記データフレームの第１のシーケンスを抽出し、かつ、前記第１の
通信リンク上で前記データフレームの第１のシーケンスを送信するために、前記第２の通
信リンク上で受信した前記ケーブルフレームの第２のシーケンスをカプセル開放すること
を含む請求項２２に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第２のシーケンスの中に前記第１のシーケンスをカプセル化することは、前記ケー
ブルフレームの中の前記データフレームの位置を示すフィールドを前記ケーブルフレーム
の中に挿入し、
　前記フィールドに基づいて前記データフレームの位置を決定することを有する請求項３
６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第２のシーケンスの中に前記第１のシーケンスをカプセル化することは、前記ケー
ブルフレームの中に管理データを挿入することによって、前記第２の通信リンク上で該管
理データを交換することを有する請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第１の通信リンクは、前記第１のデータ速度を変更するために、適応型符号変調（
ＡＣＭ）使用し、
　前記管理データは、前記第１の通信リンクによって使用されるべきＡＣＭ設定の指示を
有する請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記第２のデータ速度を修正することは、前記第２の通信リンクの物理的データ速度を
修正することを有する請求項２２に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第２の通信リンクの物理的データ速度を修正することは、前記第１のデータ速度と
前記第２の通信リンクの物理的データ速度との間の差異に基づいて前記第２の通信リンク
の物理的データ速度への修正を決定することを含む請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第２の通信リンクの物理的データ速度を修正することは、前記第１のデータ速度に
応答して前記第２の通信リンクのボーレートを選択することを有する請求項４０に記載の
方法。
【請求項４３】
　第１の可変データ速度を有する第１の通信リンク上で通信するように配置される第１の
通信ユニットと、
　第２のデータ速度を有する第２の通信リンク上で前記第１の通信ユニットと通信するよ
うに配置される第２の通信ユニットと、を有する第１の通信システム、
　前記第１の通信リンク上で第１の通信ユニットと通信するように配置される第３の通信
ユニットと、
　第３のデータ速度を有する第３の通信リンク上で該第３の通信ユニットと通信すること
によって前記第１及び第２の通信リンクを介して前記第２の通信ユニットにデータを送信
するように配置される第４の通信ユニットと、を有する第２の通信システムを備え、
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　前記第１、第２、第３、及び第４の通信ユニットは、前記第２及び第３のデータ速度の
少なくとも一つを前記第１のデータ速度と一致させるように前記第１のデータ速度の変更
に応答して前記第２及び第３のデータ速度を少なくとも一つ修正するように配置される通
信ネットワーク。
【請求項４４】
　前記第１の通信ユニットは、前記第１の通信リンク上で受信状態の品質を評価するよう
に配置される可変速度モデムを有し、
　前記第１のデータ速度の変更は、前記評価された受信状態の品質に応答して決定される
請求項４３に記載のネットワーク。
【請求項４５】
　前記第１の通信ユニットは、前記第１のデータ速度の変更を前記第４の通信ユニットに
示すように配置され、
　前記第４の通信ユニットは、前記示された変更に基づいて、前記第１のデータ速度、及
び前記第２及び第３のデータ速度の少なくとも一つの修正を開始するように配置される請
求項４４に記載のネットワーク。
【請求項４６】
　前記第１の通信ユニットは、前記第２の通信ユニットを介して前記第４の通信ユニット
への変更を示すように配置される請求項４５に記載のネットワーク。
【請求項４７】
　前記第１の通信ユニットは、前記第３の通信ユニットを介して前記第４の通信ユニット
への変更を示すように配置される請求項４５に記載のネットワーク。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線通信システムに関し、特に無線データリンクにおける可変データ
速度を使用するための方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ある無線通信システムでは、送信および受信機能は、屋内ユニット（ＩＤＵ）及び屋外
ユニット（ＯＤＵ）間で分けられ、典型的にはアンテナに隣接して配置される。ＩＤＵ及
びＯＤＵは、アナログ又はデジタルであるリンクによって接続される。例えば、米国特許
５，９８７，０６０は、その開示事項は参照することにより本書に含まれ、ＩＤＵ及びＯ
ＤＵを接続するデジタルシグナルリンクを有するシステム及び方法を記述する。
【０００３】
　いくつかのケースでは、通信システムのデータ速度は可変である。例えば、米国特許７
，０１６，２９６は、その開示事項は参照によりここに含まれ、異なる変調方式を用いて
加入者に無線通信チャネルを共有することを可能にする方法及びシステムが記載される。
加入者に割り当てられる変調方式は、その加入者から受信される信号の品質の測定に基づ
いて決定される。ある実施例では、そのシステムは、たくさんの変調及び記号コンステレ
ーション構成の中から一つを用いてデータ転送を可能にする。
【０００４】
　別な例として、米国特許６，８３６，５１５は、その開示事項は参照によりここに含ま
れ、多変調モデムを構成する無線通信を記載し、それは、多くの変調を用いて信号を変調
、および復調する。その無線通信は、また、信号を無線周波数に変換するための振動変換
機、および、無線通信リンク上を超えて信号を送信するための周波数変換機に接続される
アンテナを含む無線通信機を有する。
【０００５】
　さらに、別な例として、国際公開公報ＷＯ００７６１４１Ａ１、その開示事項は参照に
よりここに含まれ、監視された通信リンク状況に応答して通信されたデータストリームに
おいて情報密度の調整可能なレベルを提供するシステムを記載する。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ある無線通信システムは、第１および第２の通信ユニットに分けられており、それらは
、ケーブル接続によって接続されている。第１のユニットは、可変データ速度を備える無
線リンク上で遠隔通信システムと通信する。第２のユニットは、ケーブル接続上で第１の
ユニットと通信することによって遠隔通信システムとデータを交換する。
【０００７】
　例えば、ある無線通信システムは、屋内ユニット（ＩＤＵ）、およびアンテナに隣接し
て配置される屋外ユニット（ＯＤＵ）を有する。ＩＤＵおよびＯＤＵは、同軸ケーブル、
ツイストペア、光ファイバのようなケーブル接続上で互いに通信する。適応型符号変調（
ＡＣＭ）を使用するモデムのような、ＯＤＵ内の可変速度モデムは、無線チャネル上で別
の通信システムに対してデータを送信および受信する。アンテナに隣接してモデムを配置
することは、通信システムの無線周波数（ＲＦ）設計を単純化する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　しかしながら、無線通信リンク上のデータ速度が変わるとき、それに応じて、第１およ
び第２の通信ユニット間のケーブル接続上のデータ速度は、修正されるべきである。
　本発明の実施形態は、無線通信リンクおよびケーブル接続間のデータ速度調整を実行す
る方法およびシステムを提供する。ある実施形態では、ケーブル接続は、無線通信の考え
うる最大データ速度サポートするために十分に高い一定のデータ速度で動作する。無線リ
ンクがより低いデータ速度を使用するとき、ダミーデータがデータ速度の差を補うために
ケーブル接続上を送信される。
【０００９】
　加えて又は代わりに、ケーブル接続のデータ速度は、変調方式の少なくとも一つ及びケ
ーブル接続上で通信するために使用される符号化速度を修正することによって、無線リン
クのデータ速度に適合するように修正される。
　さらに、加えて又は代わりに、ケーブル接続のデータ速度は、ケーブル接続のボーレー
トを修正することによって、ケーブル接続の物理的なクロック速度を修正することによっ
て、又は、ボーレート修正をエミュレートする適切な信号処理を適用することによって、
修正される。
【００１０】
　本発明の一実施例によれば、第１の可変データ速度を有する第１の通信リンク上で遠隔
通信システムと通信するように配置される第１の通信ユニットと、第２のデータ速度を有
する第２の通信リンク上で前記第１の通信ユニットと通信することで、前記遠隔通信シス
テムとデータを交換するように配置される第２の通信ユニットと、を有し、前記第２のデ
ータ速度を前記第１のデータ速度に一致させるために、前記第１及び第２の通信ユニット
は、第１のデータ速度における変化に応答して第２のデータ速度を修正するように配置さ
れることを特徴とする通信システムが提供される。
【００１１】
　開示された実施例においては、前記第１の通信リンクは、無線リンクを有し、前記第２
の通信リンクは、有線リンクを有する。典型的には、前記第２のリンクは、同軸ケーブル
、ツイストペア、及び光リンクの少なくとも一つを有する。あるいは、前記第１及び第２
のリンクは、前記第２の通信ユニットと、前記遠隔通信システムとの間のデータを中継す
るための無線リンクを有する。
【００１２】
　ある実施形態においては、前記第１の通信ユニットは、前記第１の通信ユニットのアン
テナに隣接して配置される屋外ユニット（ＯＤＵ）を有し、前記第２の通信ユニットは、
前記システムの屋内ユニット（ＩＤＵ）を有する。
【００１３】
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　前記第１及び第２の通信ユニットは、第２の通信リンクの物理的データ速度を修正せず
に、前記第２のデータ速度を修正するように配置される。典型的には、前記第２の通信リ
ンクの物理的データ速度を修正せずに、前記第２の通信リンクの実効データ速度を修正す
るために、前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第２の通信リンク上で送信されたデ
ータの中にダミーデータを挿入するように配置される。
【００１４】
　前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第１のデータ速度と前記第２の通信リンクの
物理的データ速度との間の差異に基づいて挿入されるべき前記ダミーデータの量を決定し
、かつ、前記第２の通信リンク上を送信されるデータに前記ダミーデータの位置を識別す
るフィールドを挿入するように配置される。
【００１５】
　加えて又は代わりに、前記第１及び第２の通信ユニットは、誤り訂正符号（ＥＣＣ）を
用いて第２の通信リンク上で送信されるデータを符号化し、かつ、前記第１のデータ速度
と前記第２の通信リンクの物理的データ速度との間の差異に基づいて前記ＥＣＣの符号速
度を選択することによって前記第２のデータ速度を修正するように配置される請求項６に
記載のシステム。
【００１６】
　別な実施例では、前記第１及び第２の通信ユニットは、変調方式を用いて第２の通信リ
ンク上で送信されるデータを変調し、かつ、前記第１のデータ速度と一致させるために前
記変調方式の記号コンステレーションを選択することによって前記第２のデータ速度を修
正するように配置される。
【００１７】
　加えて又は代わりに、前記第１の通信ユニットは、前記第１の通信リンク上で通信する
ために使用される変調方式及び符号速度を少なくとも１つ修正することによって、前記第
１のデータ速度を変更するように配置される可変速度モデムを有する。
【００１８】
　開示された実施例では、前記第１及び第２の通信ユニットの少なくとも一つは、前記第
１の通信リンク上で受信状態の品質に基づいて、前記第１のデータ速度の値を決定するよ
うに配置される。
【００１９】
　加えて又は代わりに、前記第１及び第２の通信ユニットの少なくとも一つは、前記第１
の通信リンクの将来のチャネル状況の予測に基づいて前記第１のデータ速度の値を決定す
るように配置される。
【００２０】
　典型的には、前記予測は、平方誤差（ＭＳＥ）、受信信号レベル（ＲＳＬ）、ビット誤
り率（ＢＮＲ）、及び遠隔通信システムの受信機における等化器係数値の少なくとも一つ
に基づいている。
【００２１】
　ある実施例では、前記第２の通信ユニットは、データフレームの第１のシーケンスにお
けるデータをフォーマットし、ケーブルフレームの第２のシーケンスの中の該データフレ
ームの第１のシーケンスをカプセル化し、前記第２の通信リンク上でケーブルフレームの
該第２のシーケンスを送信するように配置され、前記第１の通信ユニットは、前記データ
フレームの第１のシーケンスを抽出し、かつ、前記第１の通信リンク上で前記データフレ
ームの第１のシーケンスを送信するために、前記第２の通信リンク上で受信した前記ケー
ブルフレームの第２のシーケンスをカプセル開放するように配置される。
【００２２】
　典型的には、前記第２の通信ユニットは、前記ケーブルフレームの中の前記データフレ
ームの位置を示すフィールドを前記ケーブルフレームの中に挿入するように配置され、
　前記第１の通信ユニットは、前記フィールドに基づいて前記データフレームの位置を決
定するように配置される。
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【００２３】
　加えて又は代わりに、前記第１及び第２の通信ユニットは、第１及び第２のコントロー
ラをそれぞれ有し、該第１及び第２のコントローラは、前記ケーブルフレームの中に前記
管理データを挿入することによって、互いに管理データを交換するように配置される。
【００２４】
　前記第１の通信リンクは、前記第１のデータ速度を変更するために、適応型符号変調（
ＡＣＭ）使用し、前記管理データは、前記第１の通信リンクによって使用されるべきＡＣ
Ｍ設定の指示を有しても良い。
【００２５】
　ある実施例では、前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第２の通信リンクの物理的
データ速度を修正することによって前記第２のデータ速度を修正するように配置される。
　典型的には、前記第１及び第２の通信ユニットは、前記第１のデータ速度と前記第２の
通信リンクの物理的データ速度との間の差異に基づいて前記第２の通信リンクの物理的デ
ータ速度への修正を決定するように配置される。
　加えて又は代わりに、第１及び第２の通信ユニットは、前記第１のデータ速度に応答し
て前記第２の通信リンクのボーレートを変更することによって前記第２の通信リンクの物
理的データ速度を修正するように配置される。
【００２６】
　本発明の一実施形態によれば、第１の可変データ速度を有する第１の通信リンク及び第
２のデータ速度を有する第２の通信リンクの縦続接続上で、第１及び第２の通信システム
間を通信し、前記第２のデータ速度を前記第１のデータ速度に一致させるために、前記第
１のデータ速度における変更に応答して前記第２のデータ速度を修正することを特徴とす
る通信方法をさらに提供する。
【００２７】
　本発明の一実施形態によれば、第１の可変データ速度を有する第１の通信リンク上で通
信するように配置される第１の通信ユニットと、第２のデータ速度を有する第２の通信リ
ンク上で前記第１の通信ユニットと通信するように配置される第２の通信ユニットと、を
有する第１の通信システム、前記第１の通信リンク上で第１の通信ユニットと通信するよ
うに配置される第３の通信ユニットと、第３のデータ速度を有する第３の通信リンク上で
該第３の通信ユニットと通信することによって前記第１及び第２の通信リンクを介して前
記第２の通信ユニットにデータを送信するように配置される第４の通信ユニットと、を有
する第２の通信システムを備え、前記第１、第２、第３、及び第４の通信ユニットは、前
記第２及び第３のデータ速度の少なくとも一つを前記第１のデータ速度と一致させるよう
に前記第１のデータ速度の変更に応答して前記第２及び第３のデータ速度を少なくとも一
つ修正するように配置される通信ネットワークがさらに付加的に提供される。
【００２８】
　典型的には、前記第１の通信ユニットは、前記第１の通信リンク上で受信状態の品質を
評価するように配置される可変速度モデムを有し、前記第１のデータ速度の変更は、前記
評価された受信状態の品質に応答して決定される。開示された実施例においては、前記第
１の通信ユニットは、前記第１のデータ速度の変更を前記第４の通信ユニットに示すよう
に配置され、前記第４の通信ユニットは、前記示された変更に基づいて、前記第１のデー
タ速度、及び前記第２及び第３のデータ速度の少なくとも一つの修正を開始するように配
置される。前記第１の通信ユニットは、前記第２の通信ユニットを介して前記第４の通信
ユニットへの変更を示すように配置されても良い。加えて又は代わりに、前記第１の通信
ユニットは、前記第３の通信ユニットを介して前記第４の通信ユニットへの変更を示すよ
うに配置される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明は、添付の図面を共に考慮し、以下の本発明の実施例の詳細な記述から十分に理
解されるであろう。



(10) JP 2008-54291 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【００３０】
　図１は、本発明の実施例による無線通信ネットワークを表す概略図である。ネットワー
ク２０は、通信システム２４を有し、無線チャネル２６を介して別の通信システムと通信
を行う。図１の実施例においては、ネットワーク２０は、２４Ａ及び２４Ｂで示される、
２点構成で配置される２つのマイクロ波通信システムを有する。代替的な実施例では、ネ
ットワーク２０は、適切な構成に配置される多くの通信システムを有しても良い。典型的
には、システム２４は、適切な種類の通信端末を有する。
【００３１】
　システム２４の各々は、建物３０の中又は他の屋内設備に配置される屋内ユニット（Ｉ
ＤＵ）２８を有する。ＩＤＵは、ケーブル接続３２によって、屋外ユニット（ＯＤＵ）３
６に接続される。屋外ユニットは、アンテナ４０に接続される。典型的には、ＯＤＵは、
ＯＤＵ及びアンテナ間の信号損失を減らすために、アンテナに隣接して配置される。ケー
ブル接続３２は、同軸ケーブル、ツイストペア、光ファイバ上の接続のように、適切なデ
ータ接続を有する。ＩＤＵ及び／又はＯＤＵは、対象となる媒体とインタフェースをとる
ための、回線ドライバ、モデム、光学受信機（図示されない）適切なインタフェース回路
を有する。
【００３２】
　例えば、送信機として作動する通信システムから受信機として作動する別な通信システ
ムへのデータの送信を考える。（典型的に、各システム２４は、送信および受信の両方を
実行する双方向システムを有する。言い換えれば、各システムは、典型的には、各システ
ムは、同時に送信機及び受信機の両方として作動する）。
【００３３】
　送信機のＩＤＵは、送信用のデータを受領する。ＩＤＵは、ＯＤＵへのケーブル接続上
でデータを送信する。送信機ＯＤＵは、誤り訂正符号（ＥＣＣ）を用いてデータを符号化
し、及び、変調された無線通信信号を生成する所与の変調方式を用いてデータを変調する
。典型的には、送信機ＯＤＵは、所与の信号コンステレーションから選択された送信記号
にデータビットをマップすることによってデータを変調する。ＯＤＵは、無線通信チャネ
ル２６上を送信機アンテナを介して無線信号を送信する。無線信号は、受信機アンテナに
よって受信され、受信機ＯＤＵに提供される。受信機ＯＤＵは、送信したデータを抽出す
るために、その信号を、復調し、復号化し、そして、受信機のケーブル接続上で受信機Ｉ
ＤＵに抽出したデータを送信する。
【００３４】
　無線通信リンク上で送信された情報の速度は、即ち、送信した無線信号のデータ速度は
、可変である。下記で明らかなように、送信機及び受信機のＯＤＵは、無線信号のデータ
速度を変える可変速度モデムを有する。例えば、送信機がチャネル２６の状況を評価する
ある実施例では、無線通信リンクのデータ速度は、評価されたチャネル状況に適合するよ
うに設定される。チャネル状況を評価することは、信号に対するノイズの比（ＳＮＲ）、
ビット速度（ＢＥＲ）、及び／又は、受信信号レベル（ＲＳＬ）、又は、技術的に知られ
た他の適切な方法に基づいてなされる。
【００３５】
　ある実施例では、無線リンクのデータ速度を変更する決定は、たとえ現状の状況が受容
できるとしても、チャネル状況が悪化するが予期されることを示す予測に基づいて行われ
る。例えば、受信機は、時間上の受信品質（例えば、ＳＮＲ、ＢＥＲ、又は、ＲＳＬ）を
追跡しても良いし、その追跡を将来のチャネル状況予測に当てはめても良い。加えて又は
代わりに、受信機モデムは、チャネル応答を補うためにとりわけ使用される（図示されな
い）適応等化器を有する。等化器係数の値を追跡することは、将来のチャネル状況の良い
予測値をしばしば提供する。
【００３６】
　ある実施例では、送信機及び受信機は、適応型符号変調（ＡＣＭ）を使用しても良い。
ＡＣＭでは、ＥＣＣのコード速度及び信号コンステレーションは、望ましいデータ速度、
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及び／又は、サービス品質、所与の評価チャネル状況を生成するために一緒に選択される
。典型的には、コード速度及び信号コンステレーションの二つ以上の組合せが、事前に定
義されている。コード速度及び信号コンステレーションの各組合せは、ＡＣＭ設定として
参照される。適切なＡＣＭ設定は、受信機で実行される受信品質測定にしばしば基づいて
、選択される。その選択は、後述で明らかになるように、受信機又は送信機のどちらかで
実行される。
【００３７】
　たとえば、送信機及び受信機は、低密度パリティチェック（ＬＤＰＣ）ＥＣＣ及び直交
振幅変調（ＱＡＭ）を使用しても良い。各ＡＣＭ設定は、特定のＬＤＰＣコード速度、及
び、特定のＱＡＭコンステレーションを有する。代わりに、他の適切な変調及び符号化方
式がＡＣＭ設定を規定するために使用される。しばしば、しかし、必ずしも必須ではなく
、無線通信リンク上での記号速度（及びその結果として占有された帯域）は、一定であり
、そして、ＡＣＭ設定は、コード速度及び／又はコンステレーション記号によって互いに
異なる。
【００３８】
　送信機から受信機に送信されたデータは、送信機におけるケーブルリンク（ＩＤＵから
ＯＤＵへ）、送信機から受信機（ＯＤＵからＯＤＵへ）無線通信リンク、及び、受信機内
の別のケーブルリンク（ＯＤＵからＩＤＵへ）という縦続（cascade）で、３つのデータ
リンクを介して通過するように見れる。無線通信リンク上のデータ速度は、可変であるの
で、それに応じて、縦続での２つのケーブルデータリンクのデータ速度が設定される。こ
こに記述された方法及びシステムは、そのようなデータ速度調整を提供する。
【００３９】
　図２は、本発明の実施例による無線通信システムの詳細を概略的に説明するブロック図
である。システム２４は、ケーブル接続３２で互いに接続されるＩＤＵ２８及びＯＤＵ３
６に分割されている。
【００４０】
　システム２４が送信機として機能するとき、送信用データが、ＩＤＵ２８に入り、可変
速度データフレーマ４４によってデータフレームの書式に調整される。無線チャネル上の
送信用データを構築するために、データフレームは、後に、ＯＤＵで使用される。特に、
後述において明らかになるように、各データフレームは、特定のＡＣＭ設定にしたがって
符号化され変調される。ＯＤＵへのケーブル接続３２上でデータを送信するために、ＩＤ
Ｕエンカプセレーションモジュール４８は、ケーブルフレームとして参照される外部フレ
ームの中にそのデータフレームをカプセル化する。
【００４１】
　ケーブルフレーム及びデータフレームは、サイズにおいて異なっても良く、一般に互い
に同期してはいない。カプセル化過程の一部として、モジュール４８は、データフレーム
の位置を示す同期マーカをケーブルフレーム内に挿入する。例えば、同期マーカは、ケー
ブルフレーム内のあるフィールドを有し、そのフィールドの値は、ケーブルフレーム内で
データの始まりの位置を示す。代わりに、同期マーカは、相関シーケンス、又は、ケーブ
ルフレーム内でデータフレームの位置を示すために、ケーブルフレーム内に挿入される他
の良く知られたデータパターンのような、適切な所与のデータシーケンスを有する。
【００４２】
　ケーブル送信機５２は、ケーブル接続上で送信機のためのケーブルフレームにおいてデ
ータを符号化し、変調する。ケーブル送信機は、ケーブルフレームのデータをケーブルＥ
ＣＣで符号化する。ケーブルＥＣＣは、ケーブル接続３２上で通信するためにのみ使用さ
れ、無線通信リンク上で使用されるＥＣＣとは混同されない。ある実施例では、ケーブル
接続５２は、リードソロモン符号を使用する。代わりに、他の適切なＥＣＣは、ケーブル
ＥＣＣとして使用され得る。符号化ケーブルフレームは、ケーブル接続３２上でＯＤＵに
送信される。
【００４３】
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　ＯＤＵでは、データは、ケーブル受信機５６で復号化され、及び復調される。特に、ケ
ーブル受信機５６は、ケーブルＥＣＣを復号化する。ＯＤＵデカプセレーションモジュー
ル６０は、外部ケーブルフレームからデータフレームを抽出する。モジュール６０の出力
は、フレーマ４４によって生成されるように、データフレームの位置をマークする同期マ
ーカと共に、データフレームを有する。データフレームは、可変データモデム６４に提供
される。モデムは、現在使用されているＡＣＭ設定を用いてデータフレームを変調し、符
号化する。無線周波信号は、無線周波数（ＲＦ）フロントエンド（ＦＥ）６６によって、
高い周波数に変換され、フィルターにかけられ、増幅される。
【００４４】
　図２は、簡素化のために単一のシステム２４のみが表される。後述する受信機能は、無
線リンクの反対側末端に位置する類似システム２４によって実際には実行される。システ
ム２４が受信機として作動するとき、ＲＦ信号は、アンテナ４０によって受信され、ＯＤ
Ｕ３６に提供される。ＲＦ信号は、ＦＥ６６によって低い周波数に変換され、復調される
。受信機のモデム６４は、現在使用されているＡＣＭ設定を用いて受信した信号を復調し
、復号化する。
【００４５】
　ＯＤＵエンカプセレーションモジュール６８は、無線通信リンク上で受信されたデータ
を、ケーブルフレームの中にカプセル化する。送信機５２と構造的に似たケーブル送信機
７２は、データを変調し、符号化する。それから、ケーブルフレームは、ＩＤＵへの接続
３２上で送信される。
【００４６】
　受信機５６と構造的に似たケーブル受信機７６は、ケーブル上を送信されたデータを復
号化し、復調する。ＩＤＵデカプセレーションモジュール８０は、ケーブルフレームの中
でデータフレームの位置を示す同期マーカを用いてケーブルフレームから、無線リンク上
で受信したデータを抽出する。可変速度データデフレーマ８４は、遠隔システムのフレー
マ４４によって生成されたデータフレームから情報又はデータを抽出し、その情報が出力
として提供される。
【００４７】
　ＩＤＵ２８は、ＩＤＵの様々な管理機能を実行するＩＤＵコントローラ８８を有する。
ＯＤＵ３６は、ＯＤＵの様々な管理機能を実行するＯＤＵコントローラ９２を有する。Ｏ
ＤＵ及びＩＤＵコントローラは、管理データ及びメッセージをケーブル接続３２上で互い
に交換することができる。
【００４８】
　ある実施例では、そのコントローラは、データフレームのカプセル化の一部として、ケ
ーブルフレームの中に管理データを挿入することができる。ＩＤＵコントローラ８８は、
ＩＤＵエンカプセレーションモジュール４８に管理データを提供する。モジュール４８は
、ケーブルフレームに管理データを挿入する。ＯＤＵでは、デカプセレーションモジュー
ル６０は、カプセル開放工程の一部としてケーブルフレームから管理データを抽出し、Ｏ
ＤＵコントローラ９２に管理データを提供する。同様に、管理データは、モジュール６８
及び８０を用いてケーブル接続上をコントローラ９２からコントローラ８８に送信され得
る。一般に、リンク２０の４つのコントローラ（即ち、２つの通信システムのＩＤＵ及び
ＯＤＵ）は、フレーマ及びエンカプセレータを用いて直接的又は間接的のどちらかで互い
に通信され得る。
【００４９】
　ある実施例では、直接通信は、特定のシステムのＩＤＵコントローラ及びＯＤＵコント
ローラ間、又は、送信機及び受信機のＩＤＵコントローラ間でのみ利用可能である。これ
らの実施例では、他の通信パスは中継される。例えば、受信機のＯＤＵコントローラ、及
び、送信機のＩＤＵコントローラは、受信機のＩＤＵコントローラを介して通信しても良
い。
【００５０】
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　図２の通信システム構成は、典型的な構成であり、単に概念の明確さのためにのみ選択
された構成である。他の適切ないかなる構成も使用され得る。例えば、データフレーマ４
４及びエンカプセレータ４８は、同様に、１つのモジュールに組合せ可能である。モジュ
ール８０及び８４は、１つのユニットに組合せても良い。
【００５１】
　データ速度調整方法
　送信機及び受信機のモデム６４は、ＡＣＭを用いて通信するので、無線リンク上のデー
タ速度は可変である。あるＡＣＭ設定を別な設定に切り替えることは、すべての３つの縦
続化されたデータリンクがデータ欠損無しでそれらのデータ速度を修正するために、ネッ
トワーク２０上を横断した調整及び同期方法で実行される。
【００５２】
　上述のように、ＡＣＭ設定の切り替えは、通常は、受信機で実行される受信品質測定に
基づいて判断される。それゆえ、その決定が基づいた情報は、受信機ＯＤＵに配置される
受信機のモデムによって生成される。受信機モデムの測定に基づく、次のデータフレーム
で使用するためのＡＣＭ設定に関する決定は、要望どおりに、受信機又は送信機のどちら
かで実行されるだろう。
【００５３】
　他方、異なるＡＣＭ設定に切り替える工程は、典型的には、リンクの遠隔サイト上の送
信機のデータフレーマ４４によって開始される。したがって、次のＡＣＭ設定を判断する
システム要素に関係なく、この決定は、切り替え工程を開始する送信機ＩＤＵにおけるデ
ータフレーマに通信されるべきである。情報は、典型的には、送信機及び受信機のＩＤＵ
及びＯＤＵコントローラの間で交換された管理データを用いて通信される。一般に、ＡＣ
Ｍ設定における変更は、データフレーマ及びデフレーマ、ＩＤＵ及びＯＤＵエンカプセレ
ータ及びデカプセレータを含み、かつ影響を与える。
【００５４】
　ある実施例では、各データフレームは、次のデータフレームのために選択されるＡＣＭ
設定を示すフィールドを有する。ある実施例では、各データフレームは現状のフレーム、
又は、送信機及び受信期間で同意された他のフレームオフセットの中に、使用されるべき
ＡＣＭ設定の指示を有しても良い。
　無線リンクが異なるＡＣＭ設定に切り替えようとするとき、それに伴って、送信機及び
受信機内のケーブル接続のデータ速度は変更される。
【００５５】
　ある実施例では、ケーブル接続は、一定の物理的なデータ速度で作動し、そのデータ速
度は、ケーブルＥＣＣ及び同期化マーカのようなオーバーヘッドを加えて、無線リンクの
起こりうる最大データ速度をサポートするのに十分な速度である。無線リンクがより低い
データ速度で作動するとき、カプセレーションモジュール（送信機の向きに依存する、４
８及び／又は６８）は、データ速度の相違を補うために連続するデータフレーム間のケー
ブルフレームの中にダミーデータを挿入する。言い換えれば、ダミーデータを挿入するこ
とは、その物理的なデータ速度の修正無しで、ケーブル接続の実行データ速度を修正する
。カプセレーションモジュールによって挿入されるダミーデータの量は、ケーブル接続及
び無線リンクのデータ速度間の相違に依存する。この工程は、バイトスタッフィングとし
て参照される。
【００５６】
　カプセレーションモジュールは、同期マーカ又は他の適切な機構を用いてケーブルフレ
ーム内にデータフレームの位置をマークする。デカプセレーションモジュール（６０及び
／又は８０）は、ケーブルフレームから意味のある情報を抽出するために同期化マーカを
使用し、そして、ダミーデータを無視、又は破棄する。
【００５７】
　別な例として、ケーブルリンクのデータ速度は、ケーブル送信機（５２及び／又は７２
）及び受信機（５６及び／又は７６）によって使用される符号速度を修正することで適合
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され得る。無線リンク上のデータ速度が低いとき、ケーブルＥＣＣの符号速度は減少させ
られ、それゆえ、ケーブル接続上で冗長ビットのより多い数を生成し、送信する。無線リ
ンク上のデータ速度が増加するとき、ケーブルＥＣＣの符号速度は、増加する。
【００５８】
　加えて又は代わりに、無線リンク及びケーブル接続間のデータ速度における相違は、ケ
ーブルのデータ速度を無線リンクのデータ速度に一致させることによって補完される。例
えば、ケーブルリンクの物理的データ速度は、ケーブル送信機（５２及び／又は７２）及
び受信機（５６及び／又は７６）によって使用される記号コンステレーションを修正する
ことによって適合される。より小さい又はより大きいコンステレーションは、無線リンク
上のデータ速度が減少又は増加するとき、ケーブルリンクで使用される。
【００５９】
　さらに、加えて又は代わりに、ケーブル接続の物理的データ速度は、ケーブル接続のデ
ータ速度が無線リンクのデータ速度に合うように、ボーレートを修正することによって修
正されうる。ボーレートを修正することは、ケーブル接続の物理的クロックレートを変化
させることによって実行される。あるいは、物理的クロックレートは、一定であり続け、
再サンプリング又はケーブル接続上で送信されるデータに適応される他の信号処理方法が
なされる。バイトスタッフィングの適切な組合せ、コンステレーション変調、ケーブルＥ
ＣＣ符号速度変調、及び／又は、ボーレート変調は、ケーブル接続及び無線リンクのデー
タ速度を調整するために使用され得る。
【００６０】
　ある実施例では、ケーブル接続上の通信は、モデム６４、例えば同軸ケーブル上のもの
と類似した有線モデムのペアを用いて実行される。有線モデムは、ケーブル接続上のデー
タ速度を変更することを可能にするＡＣＭを使用する。これらの実施例では、ケーブル接
続上のデータ速度は、無線リンクのデータ速度に合わせるために、有線リンクのＡＣＭ設
定を変えることで修正される。一般に、同軸ケーブルの特徴は、無線チャネル２６の特徴
と異なるので、信号コンステレーション及び／又は有線モデムで使用されるＥＣＣのタイ
プは、無線リンクのモデム６４で使用されるものと異なる。
【００６１】
　図３は、本発明の一実施形態により無線リンクとケーブル接続データ速度とを調整する
方法を概念的に説明するフローチャートである。この方法は、チャネル評価ステップ１０
０において、チャネル状況を評価する受信機のモデム６４で始まる。受信機モデムは、例
えば、平方誤差（ＭＳＥ：Mean Square Error）、Ｓ／Ｎ比（ＳＮＲ:Signal to noise ra
tio）、受信信号レベル（ＲＳＬ：Received signal level）又はビット誤り率（ＢＮＲ：
Bit error rate）測定のような受信品質測定を実行する。
【００６２】
　ＡＣＭ設定選択ステップ１０２では、評価されたチャネル状況にしたがって、次のデー
タフレームで使用されるべきＡＣＭ設定が選択される。一般に、この選択は、送信機又は
受信機どちらかのＯＤＵ又はＩＤＵコントローラによって実行される。
【００６３】
　設定通信ステップ１０４では、次のＡＣＭ設定が、送信機のデータフレーマ４４に示さ
れる。ある実施例では、例えば、ＡＣＭ設定の選択が送信機で実行されるとき、評価され
たチャネル状況は、受信機ＯＤＵから送信機へ送信される。その送信機は、評価されたチ
ャネル状況を使用して、ＡＣＭ設定を選択し、そのデータフレームにその設定を示す。代
替例としては、例えばＡＣＭ設定選択が受信機で実行されたとき、ＡＣＭ設定それ自身が
、受信機から送信機ＩＤＵに送信される。
【００６４】
　その情報は、管理情報を用いて送信される。例えば、ＡＣＭ設定を変更する決定は、受
信機のＯＤＵで実行され、受信機のＯＤＵコントローラは、ケーブルフレームの中に挿入
された管理情報を用いて受信機のＩＤＵに、新しいＡＣＭ設定の指示を送信する。受信機
のＩＤＵは、データフレーマを用いて送信機のＩＤＵに指示を送信する。
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　ＡＣＭ設定の変化が望ましいと仮定すれば、設定切替ステップ１０６では、送信機のデ
ータフレーマ４４が選択されたＡＣＭ設定に切り替える。設定伝播ステップ１０８では、
新しいＡＣＭ設定が、管理情報を用いて、リンク２０のエレメントを横断して伝播される
。ＡＣＭ設定における実際の変更は、リンクを横断して同期した方法で実行される。言い
換えれば、その変更は、特定のデータフレームで全リンクエレメントにおいて実行される
が、同時間である必要はない。適切なデータフレームで、リンク２０の異なるエレメント
は、新しいＡＣＭ設定に適合するようにそれらの動作を修正する。例えば、送信機データ
フレーマは、新しいＡＣＭ設定に適合する速度でデータを受け取り、フォーマットする。
送信機エンカプセレータ及びデカプセレータは、新しいＡＣＭ設定を適合するようにその
ケーブル接続のデータ速度を設定する。それに応じて、送信機及び受信機のモデムは、Ａ
ＣＭ設定を変更する。同様に、受信機エンカプセレータ及びデカプセレータは、新しいＡ
ＣＭ設定に適合する。最後に、受信機デフレーマは、新しいデータ設定にしたがってデー
タを抽出する。
【００６６】
　特に、送信機および受信機におけるケーブル接続のデータ速度は、新しいＡＣＭ設定（
すなわち、無線リンクのデータ速度）に適合するように再構成される。ケーブル接続のデ
ータ速度は、上記したいかなる方法を用いて修正される。
【００６７】
　ステップ１１０では、リンク２０は、もはや、新しく設定されたＡＣＭ設定を用いて通
信を開始する。それから、その方法は、上記のチャネル評価ステップ１００に一巡して戻
って、チャネル状況を監視することを続ける。
【００６８】
　ここで記載した実施例は、主に、屋内及び屋外ユニットを有する２点間システムに注意
を向けてきたが、ここで記載された方法及びシステムは、可変データ速度が、データ速度
が調整されるべき１つ以上の付加的なデータリンクで縦続化される他のいかなる構成と共
に使用され得る。特に、ここで記載された方法及びシステムは、データリンクによって接
続される２つの通信ユニットに区分されるいかなる通信システムにも使用され得る。通信
ユニットは、屋内又は屋外であり、互いに望ましい位置に配置される。例えば、ここに記
載された方法及びシステムは、少なくとも一つが可変データ速度を有する中継リンク、即
ち、縦続接続の２つ以上の通信リンク、を調整するために使用され得る。
【００６９】
　したがって、上述された実施例は、例示のために挙げられ、及び、本発明は、上に記載
及び表された特定のものに限定されないことと認められるだろう。むしろ、本発明の範囲
は、前述に関する技術分の当業者に生じない且つ従来技術では開示されていない変更及び
修正はもちろんのこと、上記された様々な特徴の組合せ及び下位の組合せの両方を含む。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の実施例による無線通信ネットワークを表す概略図である。
【図２】本発明の実施例による無線通信システムの詳細を概略的に説明するブロック図で
ある。
【図３】本発明の実施例による無線通信リンクおよびケーブル接続データ速度のための方
法を概略的に説明するフローチャートである。
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