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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、ワイヤレスローカルエリアアク
セスネットワークのルーティングデバイスおよび信号伝
送方法を提供する。本デバイスは、ワイヤレスローカル
エリアアクセスネットワークのワイヤレスネットワーク
信号を生成するために、またパワー表示情報に応じてワ
イヤレスネットワーク信号の伝送パワーを調整するため
に使用される無線周波数伝送モジュールと、調整された
伝送パワーに応じてワイヤレスネットワーク信号を送信
するために使用されるアンテナモジュールとを含む。本
方法は、ワイヤレスローカルエリアアクセスネットワー
クのワイヤレスネットワーク信号を生成するステップ、
およびパワー表示情報に応じてワイヤレスネットワーク
信号の伝送パワーを調整するステップと、調整された伝
送パワーに応じてワイヤレスネットワーク信号を送信す
るステップとを含む。本発明の実施形態によって提供さ
れるワイヤレスローカルエリアアクセスネットワークの
ルーティングデバイスおよび信号伝送方法は、ワイヤレ
スネットワーク信号が、異なる伝送パワーで送信される
ことを可能にし、それゆえに携帯的使用と、より広いカ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)のためのルーティングデバイスであって
、
　前記WLANの無線ネットワーク信号を生成し、かつ、パワー表示情報に応じて前記無線ネ
ットワーク信号の送信パワーを調整する無線周波数送信モジュールと、
　調整された送信パワーに応じて前記無線ネットワーク信号を送信するアンテナモジュー
ルと
を備えるルーティングデバイス。
【請求項２】
　前記無線周波数送信モジュールは、無線周波数トランスミッタと、パワー調整モジュー
ルとを備え、
　前記無線周波数トランスミッタは、前記WLANの前記無線ネットワーク信号を生成し、
　前記パワー調整モジュールは、リンク選択スイッチと、第1の信号リンクと、第2の信号
リンクとを備え、
　前記リンク選択スイッチは、前記パワー表示情報に応じて前記第1の信号リンクまたは
前記第2の信号リンクを通して前記無線周波数トランスミッタを前記アンテナモジュール
に接続することを選択し、かつ
　電力増幅器(PA)が、前記第2の信号リンクの上に設置される、請求項1に記載のルーティ
ングデバイス。
【請求項３】
　フィードバックモジュールが、前記PAと前記無線周波数トランスミッタとの間に存在し
、
　前記フィードバックモジュールは、送信パワー受信ユニットと、パワー調整ユニットと
、送信パワー対照テーブルとを備え、
　前記送信パワー受信ユニットは、前記アンテナモジュールによって送信される前記無線
ネットワーク信号のターゲット送信パワー情報を受信するようになっており、
　前記パワー調整ユニットは、前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記無線周波数ト
ランスミッタの出力パワーを探して前記送信パワー対照テーブルを検索するようになって
おり、
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
前記アンテナモジュールの前記送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係を含
み、
　前記無線周波数トランスミッタは、前記見つかった出力パワーに応じて前記WLANの前記
無線ネットワーク信号を生成するようになっている、請求項2に記載のルーティングデバ
イス。
【請求項４】
　前記ルーティングデバイスが、外部電源によって電力を供給されるときに、前記第2の
信号リンクを通して信号を送信するための前記パワー表示情報を生成するように、また前
記ルーティングデバイスが、バッテリによって電力を供給されるときに、前記第1の信号
リンクを通して信号を送信するための前記パワー表示情報を生成するようになっている判
断モジュールをさらに備える、請求項2または請求項3に記載のルーティングデバイス。
【請求項５】
　前記無線周波数送信モジュールは、無線周波数トランスミッタと、電力増幅器(PA)と、
前記PAと前記無線周波数トランスミッタとの間に位置するフィードバックモジュールとを
備え、
　前記フィードバックモジュールは、送信パワー受信ユニットと、パワー調整ユニットと
、送信パワー対照テーブルとを備え、
　前記送信パワー受信ユニットは、前記アンテナモジュールによって送信されるターゲッ
ト送信パワー情報、すなわち前記パワー表示情報を受信するようになっており、
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　前記パワー調整ユニットは、前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記無線周波数ト
ランスミッタの出力パワーを探して前記送信パワー対照テーブルを検索するようになって
おり、
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
前記アンテナモジュールによって送信される前記無線ネットワーク信号の前記送信パワー
との間の少なくとも2つのマッピング関係を含み、
　前記無線周波数トランスミッタは、前記見つかった出力パワーに応じて前記WLANの前記
無線ネットワーク信号を生成するようになっている、請求項1に記載のルーティングデバ
イス。
【請求項６】
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
前記PAの検出電圧と、前記アンテナモジュールの前記送信パワーとの間の少なくとも2つ
のマッピング関係を含み、
　前記パワー調整ユニットは、前記ターゲット送信パワー情報に応じて、前記PAの前記検
出電圧と、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーとを探して前記送信パワー対
照テーブルを検索するようになっており、また
　前記無線周波数トランスミッタは、前記PAの前記見つかった検出電圧が、前記PAの前記
検出された検出電圧とは異なる場合に、前記見つかった出力パワーに応じて前記WLANの前
記無線ネットワーク信号を生成するようになっている、請求項5に記載のルーティングデ
バイス。
【請求項７】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)の無線ネットワーク信号を生成するステ
ップと、
　パワー表示情報に応じて前記無線ネットワーク信号の送信パワーを調整するステップと
、
　調整された送信パワーに応じて前記無線ネットワーク信号を送信するステップと
を含む信号送信方法。
【請求項８】
　前記パワー表示情報に応じて前記無線ネットワーク信号の前記送信パワーを調整する前
記ステップは、
　前記パワー表示情報に応じて、無線周波数トランスミッタと、アンテナモジュールとの
間の通信リンクとして第1の信号リンクまたは第2の信号リンクを選択するステップ
を含み、電力増幅器(PA)は、前記第2の信号リンクの上に設置される、請求項7に記載の信
号送信方法。
【請求項９】
　前記無線ネットワーク信号の前記パワー表示情報は、ルーティングデバイスが、外部電
源によって電力を供給されるかどうかに応じて生成され、
　前記無線ネットワーク信号の前記パワー表示情報は、前記ルーティングデバイスが、前
記外部電源によって電力を供給される場合に、前記第2の信号リンクを通して送信される
ように生成され、また
　前記無線ネットワーク信号の前記パワー表示情報は、前記ルーティングデバイスが、前
記外部電源によって電力を供給されない場合に、前記第1の信号リンクを通して送信され
るように生成される、請求項8に記載の信号送信方法。
【請求項１０】
　前記パワー表示情報に応じて前記無線ネットワーク信号の前記送信パワーを調整する前
記ステップは、
　前記無線ネットワーク信号のターゲット送信パワー情報に応じて無線周波数トランスミ
ッタの出力パワーを探して送信パワー対照テーブルを検索し、前記出力パワーに応じて前
記WLANの前記無線ネットワーク信号を生成するステップを含み、前記送信パワー対照テー
ブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、アンテナモジュールの前記
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送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係を含む、請求項7に記載の信号送信方
法。
【請求項１１】
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
電力増幅器(PA)の検出電圧と、前記アンテナモジュールの前記送信パワーとの間の少なく
とも2つのマッピング関係を含み、
　前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワ
ーを探して前記送信パワー対照テーブルを検索し、前記出力パワーに応じて前記WLANの前
記無線ネットワーク信号を生成する前記ステップは、
　前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記PAの前記検出電圧を探して前記送信パワー
対照テーブルを検索するステップと、
　前記PAの前記見つかった検出電圧が、前記PAの前記検出された検出電圧とは異なる場合
に、前記送信パワー対照テーブルから取得される前記無線周波数トランスミッタの前記出
力パワーに応じて、また前記ターゲット送信パワー情報に対応して、前記無線ネットワー
ク信号を前記無線周波数トランスミッタによって生成するステップと
を含む、請求項10に記載の信号送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2010年2月11日に出願された「Routing Device and Signal Transmitting Me
thod for Wireless Local Area Network」という発明名称を有する中国特許出願第201010
111663.2号の優先権を主張するものであり、この中国特許出願は、その全体が参照により
本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、ワイヤレス通信技術に関し、とりわけ、ワイヤレスローカルエリアネットワ
ーク(Wireless Local Area Network) (WLAN)のためのルーティングデバイス(routing dev
ice)および信号送信方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、3GアップリンクWLANにアクセスするためのワイヤレスルーティングデバイスなど
、一般的なワイヤレスルーティングデバイスは、2つのタイプに分類されることが可能で
ある。1つのタイプは、少なくとも100メートル広がる家庭エリア(household area) (広々
とした環境)をカバーする必要があり、またある程度まで壁を貫通することができる必要
があるワイヤレスルーティングデバイスである。このタイプのワイヤレスルーティングデ
バイスは、高い消費電力を伴い、外部電源を必要とし、また3Gワイヤレス固定端末(3G wi
reless fixed terminal)として使用されることが可能であるだけである。すなわち、無線
ネットワーク信号は、広いカバレッジを得るために高パワーで送信される。他のタイプは
、携帯性要件を満たすために送信パワーを低減させる、バッテリ電源を有するワイヤレス
ルーティングデバイスである。このタイプのワイヤレスルーティングデバイスは、低パワ
ーで無線ネットワーク信号を送信し、また狭いエリアをカバーする。
【０００４】
　本発明を実施するプロセスにおいては、発明者は、従来技術において少なくとも以下の
問題に気付いている。すなわち、従来技術における2つのタイプのワイヤレスルーティン
グデバイスは、携帯性と、家庭用カバレッジなど、広いカバレッジとについての要件を満
たすことができないという問題である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、従来技術における欠点を、すなわち従来技術におけるWLANのルー
ティングデバイスが、広いカバレッジと、携帯性とについての要件を満たすことができな
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いことを克服する、WLANのためのルーティングデバイスと信号送信方法とを提供するもの
である。本明細書において提供されるルーティングデバイスは、家庭エリアなどの広いエ
リアをカバーし、また持ち運びのできるものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　WLANのためのルーティングデバイスが、本発明の一実施形態において提供される。本ル
ーティングデバイスは、
　WLANの無線ネットワーク信号を生成するように、またパワー表示情報(power indicatio
n information)に応じて無線ネットワーク信号の送信パワーを調整するようになっている
無線周波数送信モジュールと、
　調整された送信パワーに応じて無線ネットワーク信号を送信するようになっているアン
テナモジュールとを含む。
【０００７】
　本発明の一実施形態において提供される信号送信方法は、
　WLANの無線ネットワーク信号を生成するステップと、パワー表示情報に応じて無線ネッ
トワーク信号の送信パワーを調整するステップと、調整された送信パワーに応じて無線ネ
ットワーク信号を送信するステップとを含む。
【発明の効果】
【０００８】
　ルーティングデバイスと、信号送信方法とを通して、生成された無線ネットワーク信号
は、パワー表示情報に応じて調整され、無線ネットワーク信号は、異なる送信パワーに応
じて送信されることが可能であり、またルーティングデバイスは、広いカバレッジと、携
帯性とについての要件を満たすことができる。
【０００９】
　本発明における、または従来技術における技術的解決法をより明らかにするために、以
下は、本発明の実施形態、または従来技術を例示するための添付図面を概説したものであ
る。明らかに、以下で概説される添付図面は、例示的であるにすぎず、当業者は、創造的
努力なしにそのような添付図面から他の図面を導き出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第1の実施形態による、WLANのためのルーティングデバイスの構造を示
す図である。
【図２】本発明の第2の実施形態による、WLANのためのルーティングデバイスの構造を示
す図である。
【図３】本発明の第3の実施形態による、WLANのためのルーティングデバイスの構造を示
す図である。
【図４】本発明の第3の実施形態による、WLANのためのルーティングデバイスの構造を示
す図である。
【図５】本発明の一実施形態による信号送信方法のフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態によるシステム構造を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態によるWiFi送信パワーキャリブレーションを示す図である。
【図８】本発明の一実施形態のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために、添付図面を参照して与え
られる。明らかに、図面と、詳細な説明とは、本発明の特定の実施形態の単なる代表的な
ものにすぎず、また実施形態は、事実上例示的なものと見なされ、また完全なものでも限
定的なものとも見なされない。どのような創造的な努力もなしに、本明細書において与え
られる実施形態から当業者によって導き出され得る、すべての他の実施形態は、本発明の
範囲内に含まれるものとする。
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【００１２】
　従来技術におけるWLANのためのルーティングデバイスが、家庭用カバレッジと、携帯性
とについての要件を満たすことができないことを考慮して、本発明の実施形態は、WLANの
ためのルーティングデバイスを提供する。図1は、本発明の第1の実施形態におけるWLANの
ためのルーティングデバイスの構造を示すものである。図1に示されるように、本デバイ
スは、WLANの無線ネットワーク信号を生成するように、またパワー表示情報に応じて無線
ネットワーク信号の送信パワーを調整するようになっている無線周波数送信モジュール11
と、調整された送信パワーに応じて無線ネットワーク信号を送信するようになっているア
ンテナモジュール12とを含む。
【００１３】
　上記の実施形態において提供されるWLANのルーティングデバイスを通して、無線周波数
送信モジュールは、パワー表示情報に応じて無線ネットワーク信号を調整し、また異なる
送信パワーに応じて無線ネットワーク信号を送信することができる。それゆえに、ルーテ
ィングデバイスは、広いカバレッジと、携帯性とについての要件を満たすことができる。
【００１４】
　上記実施形態に基づいて、上記実施形態における無線周波数送信モジュールは、無線周
波数トランスミッタと、パワー調整モジュールとを含む。図2に示されるように、無線周
波数トランスミッタ111は、WLANの無線ネットワーク信号を生成するようになっており、
またパワー調整モジュールは、リンク選択スイッチ121と、第1の信号リンク122と、第2の
信号リンク123とをさらに含むことができる。リンク選択スイッチ121は、パワー表示情報
に応じて、第1の信号リンク122を通して無線周波数トランスミッタ111をアンテナモジュ
ール12に接続すべきか、または第2の信号リンク123を通して無線周波数トランスミッタ11
1をアンテナモジュール12に接続すべきかを選択するようになっている。電力増幅器(Powe
r Amplifier) (PA)は、第2の信号リンク123の上に設置される。
【００１５】
　この実施形態においては、パワー調整は、リンク選択プロセスと同等である。PAは、第
2の信号リンクの上に設置される。その後に、無線周波数トランスミッタは、低パワーで
無線ネットワーク信号を送信する。無線ネットワーク信号が、第2の信号リンクを通して
送信される場合、信号は、そのリンクの上のPAによって増幅されることが可能である。こ
のようにして、アンテナモジュールは、高パワーで無線ネットワーク信号を送信すること
ができる。しかしながら、第1の信号リンクを通して送信される無線ネットワーク信号は
、増幅されず、またアンテナモジュールは、低パワーで無線ネットワーク信号を送信する
ことができる。実施プロセスにおいては、第1の信号リンクは、携帯性要件を満たすよう
に、信号を送信するために選択され、ルーティングデバイスが、広いエリアをカバーする
必要があるときには、第2の信号リンクは、より高い送信パワーと、より広いカバレッジ
とを達成するように、信号を送信するために選択される。
【００１６】
　図3に示されるように、第2の信号リンクが、上記実施形態において選択される場合、フ
ィードバックモジュール14は、無線周波数トランスミッタ111と、PA 13との間に設置され
ることが可能である。フィードバックモジュールは、送信パワー受信ユニット124と、送
信パワー対照テーブル(transmit power contrast table) 125と、パワー調整ユニット126
とを含む。送信パワー受信ユニット124は、アンテナモジュールによって送信される無線
ネットワーク信号のターゲット送信パワー情報(target transmit power information)を
受信するようになっている。パワー調整ユニット126は、ターゲット送信パワー情報に応
じて無線周波数トランスミッタの出力パワーを探して送信パワー対照テーブル125を検索
するようになっている。送信パワー対照テーブル125は、無線周波数トランスミッタの出
力パワーと、アンテナモジュールの送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係
を含んでいる。無線周波数トランスミッタ111は、見つかった出力パワーに応じてWLANの
無線ネットワーク信号を生成するようになっている。
【００１７】
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　上記すべての実施形態において、WLANのルーティングデバイスは、判断モジュールをさ
らに含むことができる。このモジュールは、ルーティングデバイスが、外部電源によって
電力を供給されるときに、第2の信号リンクを通して信号を送信するためのパワー表示情
報を生成するように、またルーティングデバイスが、バッテリによって電力を供給される
ときに第1の信号リンクを通して信号を送信するためのパワー表示情報を生成するように
なっている。判断モジュールは、ルーティングデバイスが、外部電源によって電力を供給
されるかどうかを判断する。ルーティングデバイスが、外部電源によって電力を供給され
る場合、ルーティングデバイスについての固定設置の利用方法が採用されることが、決定
され、すなわち信号は、第2の信号リンクを通して送信されることが可能である。第2の信
号リンクの上のPAは、無線ネットワーク信号を増幅し、また信号のカバレッジを拡大する
ことができる。
【００１８】
　第1の信号リンクと、第2の信号リンクとは、上記実施形態の中に設置され、PAは、第2
の信号リンクの上に設置される。それゆえに、無線ネットワーク信号は、高パワーで送信
されることが可能であり、また信号のカバレッジは、拡大される。信号が、PAのない第1
の信号リンクを通して送信されるときに、ルーティングデバイスは、バッテリによって電
力を供給されることが可能であり、またそれゆえに持ち運びのできるものであり、電力消
費を低減させる。それに加えて、無線周波数トランスミッタの出力パワーと、送信パワー
との間の少なくともマッピング関係を記憶する対照テーブルは、第2の信号リンクの中に
設置されることが可能であり、また無線周波数トランスミッタの出力パワーは、異なるタ
ーゲット送信パワーに応じて調整されることが可能である。
【００１９】
　上記実施形態におけるWLANのルーティングデバイスと違って、別の実施形態におけるル
ーティングデバイスは、第1の信号リンクを有さないが、第2の信号リンクを使用して異な
る送信パワーを供給する。図4に示されるように、この実施形態におけるルーティングデ
バイスは、無線周波数トランスミッタ21と、フィードバックモジュール22と、アンテナモ
ジュール23と、PA 24とを含む。無線周波数トランスミッタ21と、フィードバックモジュ
ール22と、PA 24とは、無線周波数送信モジュールを形成する。フィードバックモジュー
ル22は、送信パワー受信ユニット221と、送信パワー対照テーブル222と、パワー調整ユニ
ット223とを含む。送信パワー受信ユニット221は、アンテナモジュールによって送信され
るターゲット送信パワー情報(すなわち、パワー表示情報)を受信するようになっている。
送信パワー対照テーブル222は、無線周波数トランスミッタの出力パワーと、アンテナモ
ジュールの送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係を含んでいる。パワー調
整ユニット223は、ターゲット送信パワー情報に応じて無線周波数トランスミッタの出力
パワーを探して送信パワー対照テーブルを検索するようになっている。無線周波数トラン
スミッタ21は、見つかった出力パワーに応じてWLANの無線ネットワーク信号を生成するよ
うになっている。
【００２０】
　送信パワー対照テーブルは、無線周波数トランスミッタの出力パワーと、PAの検出電圧
と、アンテナモジュールの送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係をさらに
含むことができる。パワー調整ユニットは、ターゲット送信パワー情報に応じてPAの検出
電圧と、無線周波数トランスミッタの出力パワーとを探して送信パワー対照テーブルを検
索するようになっている。無線周波数トランスミッタは、PAの見つかった検出電圧が、PA
の検出された検出電圧とは異なる場合に、見つかった出力パワーに応じてWLANの無線ネッ
トワーク信号を生成するようになっている。
【００２１】
　上記実施形態においては、送信パワー対照テーブルは、PAの検出電圧を含まず、またパ
ワー調整ユニットは、ターゲット送信パワー情報を受信した直後に、調整のために無線周
波数トランスミッタの出力パワーを探して送信パワー対照テーブルを検索する。送信パワ
ー対照テーブルが、PAの検出電圧を記憶する場合には、現在のPAの検出電圧が、ターゲッ
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ト送信パワー情報が受信された後にPAの見つかった検出電圧と同じであるかどうかをチェ
ックするために検出が、実行されることが可能である。それらが同じである場合、現在の
無線周波数トランスミッタの出力パワーと、アンテナモジュールの送信パワーとは、ター
ゲット送信パワーの要件を満たしており、また無線周波数トランスミッタの出力パワーを
調整することは必要ではない。
【００２２】
　さらに、信号受信リンクと、無線周波数レシーバとは、WLANのためのルーティングデバ
イスの上に設置されることが可能であり、またアンテナモジュールは、アンテナと、送信
-受信の選択スイッチ(transmit-receive selection switch)とを含む。アンテナは、無線
ネットワーク信号を受信するように、または送信するようになっている。送信-受信の選
択スイッチは、アンテナを信号受信リンクまたはパワー調整モジュールに接続するように
制御するようになっている。アンテナがパワー調整モジュールに接続されるときには、信
号送信プロセスが適用され、アンテナが信号受信リンクに接続されるときには、信号受信
プロセスが適用される。無線周波数レシーバは、無線周波数トランスミッタと一体化され
ていてもよい。
【００２３】
　上記実施形態におけるWLANのルーティングデバイスにおいては、アンテナモジュールは
、送信-受信のフィルタをさらに含むことができ、この送信-受信のフィルタは、信号の送
信および受信中にフィルタリング(filtering)を実行することができる。さらに、送信フ
ィルタは、信号受信リンクの上に設置されることも可能である。
【００２４】
　上記実施形態においては、バラン(balun)は、無線周波数トランスミッタと、パワー調
整モジュールとの間に設置されることが可能であり、またバランは、無線周波数トランス
ミッタと、信号受信リンクとの間に設置されることが可能である。
【００２５】
　WLANのルーティングデバイスの上記実施形態に対応して、信号送信方法が、本発明の一
実施形態において提供される。図5は、本発明の一実施形態における信号送信方法のフロ
ーチャートである。図5に示されるように、本方法は、以下のステップを含んでいる。
ステップ101:WLANの無線ネットワーク信号を生成し、またパワー表示情報に応じて無線ネ
ットワーク信号の送信パワーを調整する。
ステップ102:調整された送信パワーに応じて無線ネットワーク信号を送信する。
【００２６】
　上記実施形態によって提供されるWLANのルーティングデバイスの信号送信方法を通して
、無線ネットワーク信号は、パワー表示情報に応じて調整され、また異なる送信パワーに
応じて送信される。それゆえに、ルーティングデバイスは、携帯性と、固定インストレー
ションと、広いカバレッジとについての要件を満たすことができる。
【００２７】
　無線ネットワーク信号の送信パワーは、2つのモードで、パワー表示情報に応じて調整
されることが可能である。すなわち、第1の信号リンクまたは第2の信号リンクは、パワー
表示情報に応じて、無線周波数トランスミッタと、アンテナモジュールとの間の通信リン
クとして選択され、またPAは、第2の信号リンクの上に設置される。本実施形態において
は、2つの通信リンクが、設置される。PAは、それらの通信リンクのうちの一方の上に設
置される。無線ネットワーク信号が、PAが設置される通信リンクを通して送信されるとき
に、無線ネットワーク信号は、高パワーで出力され、アンテナモジュールの送信パワーは
、増大され、また信号のカバレッジは、拡大される。
【００２８】
　上記実施形態におけるパワー表示情報は、ルーティングデバイスが、外部電源によって
電力を供給されるかどうかに応じて生成されることが可能である。ルーティングデバイス
が、外部電源によって電力を供給される場合、パワー表示情報は、第2の信号リンクを通
して無線ネットワーク信号を送信するために生成され、そうでない場合には、パワー表示
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情報は、第1の信号リンクを通して無線ネットワーク信号を送信するために生成される。
【００２９】
　別の実施モードにおいては、無線ネットワーク信号の送信パワーは、以下のようにして
、すなわち無線ネットワーク信号のターゲット送信パワー情報に応じて無線周波数トラン
スミッタの出力パワーを探して送信パワー対照テーブルを検索するように、また出力パワ
ーに応じてWLANの無線ネットワーク信号を生成するようにして、パワー表示情報に応じて
調整される。送信パワー対照テーブルは、無線周波数トランスミッタの出力パワーと、ア
ンテナモジュールの送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係を含んでいる。
【００３０】
　さらに、送信パワー対照テーブルは、無線周波数トランスミッタの出力パワーと、PAの
検出電圧と、アンテナモジュールの送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係
を含んでいる。この場合には、ターゲット送信パワー情報に応じて無線周波数トランスミ
ッタの出力パワーを探して送信パワー対照テーブルを検索し、また出力パワーに応じてWL
ANの無線ネットワーク信号を生成するステップは、ターゲット送信パワー情報に応じてPA
の検出電圧を探して送信パワー対照テーブルを検索するステップと、PAの見つかった検出
電圧が、PAの検出された検出電圧とは異なる場合に、送信パワー対照テーブルから取得さ
れる無線周波数トランスミッタの出力パワーに応じて、またターゲット送信パワー情報に
対応して無線ネットワーク信号を生成するステップとを含む。すなわち、現在の送信パワ
ーが、ターゲット送信パワーであるかどうかを無線周波数トランスミッタの出力パワーを
調整する前にPAの検出電圧を検出することにより、判断するステップである。
【００３１】
　上記実施形態における、WLANのためのルーティングデバイスと信号送信方法とを通して
、ルーティングデバイスの送信パワーは調整され、その結果、無線ネットワーク信号は、
異なる送信パワーに応じて出力されることが可能であり、また異なる範囲をカバーするこ
とができるようになる。すなわち、本ルーティングデバイスは、携帯性と、固定インスト
レーションと、広いカバレッジとについての要件を満たすことができる。
【００３２】
　本発明の一実施形態が、以下で説明される。図6は、本発明の一実施形態におけるシス
テム構造を示すものである。図6に示されるように、この実施形態におけるルーティング
デバイスは、ワイヤレスフィデリティ(Wireless Fidelity) (WiFi)無線周波数フロントエ
ンドである。特に、ルーティングデバイスは、PAを用いて、またはPAを用いずに機能する
ことができる。
【００３３】
　ルーティングデバイスが、PAを用いて機能するときに、無線周波数トランシーバは、無
線ネットワーク信号を生成し、また無線ネットワーク信号は、差動からシングルへのバラ
ン(differential-to-single balun)を通過し、単極双投(single-pole double-throw) (SP
2T)スイッチに到着する。無線ネットワーク信号は、SP2Tのゲートスイッチ(gating switc
h)を通過し、送信フィルタ、WiFi PA、SP3Tアンテナスイッチ、送信-受信のフィルタに到
着し、また最終的にアンテナを通して出力される。信号を受信するときには、アンテナが
WiFi信号を受信した後に、信号は、送信-受信のフィルタと、SP3Tアンテナスイッチと、
シングルから差動へのバラン(single-to-differential balun)とを通過し、また無線周波
数トランシーバに入る。
【００３４】
　ルーティングデバイスが、PAを用いずに機能するときに、無線周波数トランシーバは、
無線ネットワーク信号を出力し、また無線ネットワーク信号は、差動からシングルへのバ
ランを通過し、またSP2Tのゲートスイッチに到着する。SP2Tのゲートスイッチを通過した
後に、無線ネットワーク信号は、SP3Tアンテナスイッチ、送信-受信のフィルタに到着し
、また最終的にアンテナを通して出力される。信号を受信するときに、アンテナがWiFi信
号を受信した後に、信号は、送信-受信のフィルタと、SP3Tアンテナスイッチと、シング
ルから差動へのバランとを通過し、また無線周波数トランシーバに入る。
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【００３５】
　上記実施形態において提供される2つの機能モードは、互いに独立しており、また同じ
信号受信経路を共有する。信号送信経路に関しては、1つの経路は、外部PAを有し、また
信号は、PAによって増幅され、また次いで出力され、他方の経路は、PAを有さず、また信
号は、無線周波数トランシーバによって直接に出力される。特定の実施プロセスにおいて
は、異なったスクリプトが、ソフトウェアによって呼び出されて、上記の実施プロセスに
おけるSP2Tスイッチと、SP3Tスイッチとの機能を実施することができる。
【００３６】
　さらに、送信パワー対照テーブルが、フィードバックキャリブレーションを用いて生成
されることが可能である。この対照テーブルは、無線周波数トランスミッタの出力パワー
と、PAの検出電圧と、アンテナモジュールの送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピ
ング関係を含んでいる。図7は、本発明の一実施形態におけるWiFi送信パワーキャリブレ
ーションを示すものである。図7に示されるように、WiFi送信パワーキャリブレーション
の実施は、ネガティブフィードバック回路(negative feedback circuit)に基づいている
。キャリブレーションの初めに、ソフトウェアは、ある種のパワーで無線ネットワーク信
号を送信するように無線周波数トランスミッタを制御する。信号が、WiFi PAによって増
幅された後に、パワーメータが使用されて、アンテナに出力される送信パワーを測定する
ことができる。
【００３７】
　その間に、WiFi PAの検出電圧が測定されることが可能である。全体としてのキャリブ
レーションは、オープンループプロセスである。最終的に、パラメータテーブル(paramet
er table) (表1)が生成される。テーブル(表1)は、無線周波数トランスミッタの出力パワ
ーと、WiFi PAの検出電圧と、アンテナの送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング
関係を含んでいる。詳細な結果は、以下のようである。
【００３８】
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【表１】

【００３９】
　上記のパラメータ対照テーブルは、送信パワーが、0～15dBm内に含まれるときの無線周
波数トランシーバの出力パワーと、WiFi PAの検出電圧とを示している。ターゲット送信
パワーが、15dBmに設定されるときに、「pcdac=40、pdadc=82、pwr=15」が、ソフトウェ
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アを通して取得されることが可能である。WiFiが機能するときに、無線周波数トランスミ
ッタは、pdadcの値が、82であるかどうかを判断し、そうでない場合には、無線周波数ト
ランスミッタは、それを82で安定させるようにpcdacの値を調整する。このようにして、
送信パワーは、固定して15dBmである。
【００４０】
　同様に、WiFiの送信パワーは、ターゲット送信パワーを較正する設定項目を修正するこ
とを通して修正されることが可能である。較正されるパワー範囲に応じて、出力パワーは
、0dBmから20dBmまでの任意の値とすることができ、また精度は、0.5dBmで制御されるこ
とが可能である。異なる設定を有するキャリブレーションパラメータは、ソフトウェアに
よって呼び出される必要があるにすぎない。
【００４１】
　実施プロセスにおいては、ルーティングデバイスの送信パワーと消費電力とは、ルーテ
ィングデバイスが、携帯されており、それゆえにルーティングデバイスが、バッテリによ
って電力を供給されることが可能であるときに、低い。ルーティングデバイスが、固定サ
イトの上でインストールされるときに、ルーティングデバイスは、一般に、外部電源によ
って電力を供給される。それゆえに、機能モードは、デバイスがバッテリによって電力を
供給されるかどうかに応じて切り換えられることが可能である。
【００４２】
　図8に示されるように、詳細なプロセスは、以下のようである。
ステップ201:起動の時に、デバイスが、バッテリによって電力を供給されるかどうかを判
断し、バッテリによって電力を供給される場合には、ステップ202へと進み、そうでない
場合には、ステップ204へと進む。
ステップ202:SP2T選択に応じて、PAのない信号リンクを通して信号を送信する。
ステップ203:無線周波数トランシーバのあらかじめ設定された出力パワーをアンテナの送
信パワーとして使用し、またWLANの低パワー機能モードを適用する。
ステップ204:SP2T選択を通して、PAを有する信号リンクを通して信号を送信し、その間に
、上記実施形態におけるキャリブレーションを通して取得される送信パワーパラメータ対
照テーブルに応じて送信パワーのうちの1つを選択し、また無線周波数トランスミッタの
出力パワーをあらかじめ設定された値へと調整する。
ステップ205:PAによって増幅された後に無線周波数トランシーバの無線ネットワーク信号
をアンテナに対して送信し、そうするとすぐにアンテナは、高い送信パワーで無線ネット
ワーク信号を送信して、WLANの高パワー機能モードを適用する。
【００４３】
　実用的なアプリケーションにおいては、PAを有する経路だけが、適用され、すなわち2
つのターゲット送信パワーが、それぞれ高パワー出力モードにおけるパワー、および低パ
ワー出力モードにおけるパワーとしての機能を果たすように送信パワーパラメータ対照テ
ーブルから選択されることが、実行可能であり、また無線周波数トランシーバは、高パワ
ー出力モードと、低パワー出力モードとを実施するように対応するパワーに調整されるこ
とが可能である。
【００４４】
　上記実施形態におけるWLANのためのルーティングデバイスと信号送信方法とを通して、
無線周波数トランスミッタによって生成される無線ネットワーク信号は、パワー表示情報
に応じて調整され、また異なる送信パワーに応じて送信される。それゆえに、ルーティン
グデバイスは、携帯性と、固定インストレーションと、広いカバレッジとについての要件
を満たすことができる。
【００４５】
　当業者は、本発明の実施形態による方法のステップのすべてまたは一部が、関連のある
ハードウェアに指示するプログラムによって実施され得ることを理解すべきである。その
プログラムは、コンピュータ読取り可能ストレージ媒体に記憶されることが可能である。
プログラムが実行されるときに、本発明の実施形態による方法のステップは、実行される
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スメモリ(Random Access Memory) (RAM)、磁気ディスク、コンパクトディスク-リードオ
ンリーメモリ(Compact Disk-Read Only Memory) (CD-ROM)など、プログラムコードを記憶
することができる任意の媒体とすることができる。
【００４６】
　最後に、上記実施形態は、単に本発明の技術的解決法を説明するために提供されるだけ
であるが、本発明を限定するようには意図されないことに注意すべきである。当業者は、
本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく、本発明に対する様々な修正および変形を行
うことができることは明らかである。本発明は、それらが、添付の特許請求の範囲または
それらの均等物によって定義される保護の範囲に含まれることを仮定すると、それらの修
正形態および変形形態をカバーするように意図される。
【符号の説明】
【００４７】
　　11　無線周波数送信モジュール
　　12　アンテナモジュール
　　13　PA
　　14　フィードバックモジュール
　　21　無線周波数トランスミッタ
　　22　フィードバックモジュール
　　23　アンテナモジュール
　　24　PA
　　101、102　ステップ
　　111　無線周波数トランスミッタ
　　121　リンク選択スイッチ
　　122　第1の信号リンク
　　123　第2の信号リンク
　　124　送信パワー受信ユニット
　　125　送信パワー対照テーブル
　　126　パワー調整ユニット
　　201、202、203、204、205　ステップ
　　221　送信パワー受信ユニット
　　222　送信パワー対照テーブル
　　223　パワー調整ユニット
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成24年4月12日(2012.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)のためのルーティングデバイスであって
、
　前記WLANの無線ネットワーク信号を生成し、かつ、パワー表示情報に応じて前記無線ネ
ットワーク信号の送信パワーを調整する無線周波数送信モジュールと、
　調整された送信パワーに応じて前記無線ネットワーク信号を送信するアンテナモジュー
ルと
を備えるルーティングデバイス。
【請求項２】
　前記無線周波数送信モジュールは、無線周波数トランスミッタと、パワー調整モジュー
ルとを備え、
　前記無線周波数トランスミッタは、前記WLANの前記無線ネットワーク信号を生成し、
　前記パワー調整モジュールは、リンク選択スイッチと、第1の信号リンクと、第2の信号
リンクとを備え、また
　前記リンク選択スイッチは、前記パワー表示情報に応じて前記第1の信号リンクまたは
前記第2の信号リンクを通して前記無線周波数トランスミッタを前記アンテナモジュール
に接続することを選択する、請求項1に記載のルーティングデバイス。
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【請求項３】
　電力増幅器(PA)が、前記第2の信号リンクの上に設置され、
　フィードバックモジュールが、前記PAと前記無線周波数トランスミッタとの間に存在し
、
　前記フィードバックモジュールは、送信パワー受信ユニットと、パワー調整ユニットと
、送信パワー対照テーブルとを備え、
　前記送信パワー受信ユニットは、前記アンテナモジュールによって送信される前記無線
ネットワーク信号のターゲット送信パワー情報を受信するようになっており、
　前記パワー調整ユニットは、前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記無線周波数ト
ランスミッタの出力パワーを探して前記送信パワー対照テーブルを検索するようになって
おり、
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
前記アンテナモジュールの前記送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係を含
み、
　前記無線周波数トランスミッタは、前記見つかった出力パワーに応じて前記WLANの前記
無線ネットワーク信号を生成するようになっている、請求項2に記載のルーティングデバ
イス。
【請求項４】
　前記ルーティングデバイスが、外部電源によって電力を供給されるときに、前記第2の
信号リンクを通して信号を送信するための前記パワー表示情報を生成するように、また前
記ルーティングデバイスが、バッテリによって電力を供給されるときに、前記第1の信号
リンクを通して信号を送信するための前記パワー表示情報を生成するようになっている判
断モジュールをさらに備える、請求項2または請求項3に記載のルーティングデバイス。
【請求項５】
　前記無線周波数送信モジュールは、無線周波数トランスミッタと、フィードバックモジ
ュールとを備え、
　前記フィードバックモジュールは、送信パワー受信ユニットと、パワー調整ユニットと
、送信パワー対照テーブルとを備え、
　前記送信パワー受信ユニットは、前記アンテナモジュールによって送信されるターゲッ
ト送信パワー情報、すなわち前記パワー表示情報を受信するようになっており、
　前記パワー調整ユニットは、前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記無線周波数ト
ランスミッタの出力パワーを探して前記送信パワー対照テーブルを検索するようになって
おり、
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
前記アンテナモジュールによって送信される前記無線ネットワーク信号の前記送信パワー
との間の少なくとも2つのマッピング関係を含み、
　前記無線周波数トランスミッタは、前記見つかった出力パワーに応じて前記WLANの前記
無線ネットワーク信号を生成するようになっている、請求項1に記載のルーティングデバ
イス。
【請求項６】
　前記無線周波数送信モジュールは、電力増幅器(PA)をさらに備え、
　また前記フィードバックモジュールは、前記PAと、前記無線周波数トランスミッタとの
間に位置しており、
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
前記PAの検出電圧と、前記アンテナモジュールの前記送信パワーとの間の少なくとも2つ
のマッピング関係を含み、
　前記パワー調整ユニットは、前記ターゲット送信パワー情報に応じて、前記PAの前記検
出電圧と、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーとを探して前記送信パワー対
照テーブルを検索するようになっており、また
　前記無線周波数トランスミッタは、前記PAの前記見つかった検出電圧が、前記PAの前記



(17) JP 2013-507863 A 2013.3.4

検出された検出電圧とは異なる場合に、前記見つかった出力パワーに応じて前記WLANの前
記無線ネットワーク信号を生成するようになっている、請求項5に記載のルーティングデ
バイス。
【請求項７】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)の無線ネットワーク信号を生成するステ
ップと、
　パワー表示情報に応じて前記無線ネットワーク信号の送信パワーを調整するステップと
、
　調整された送信パワーに応じて前記無線ネットワーク信号を送信するステップと
を含む信号送信方法。
【請求項８】
　前記パワー表示情報に応じて前記無線ネットワーク信号の前記送信パワーを調整する前
記ステップは、
　前記パワー表示情報に応じて、無線周波数トランスミッタと、アンテナモジュールとの
間の通信リンクとして第1の信号リンクまたは第2の信号リンクを選択するステップ
を含む、請求項7に記載の信号送信方法。
【請求項９】
　電力増幅器(PA)が、前記第2の信号リンクの上に設置され、
　前記無線ネットワーク信号の前記パワー表示情報は、ルーティングデバイスが、外部電
源によって電力を供給されるかどうかに応じて生成され、
　前記無線ネットワーク信号の前記パワー表示情報は、前記ルーティングデバイスが、前
記外部電源によって電力を供給される場合に、前記第2の信号リンクを通して送信される
ように生成され、また
　前記無線ネットワーク信号の前記パワー表示情報は、前記ルーティングデバイスが、前
記外部電源によって電力を供給されない場合に、前記第1の信号リンクを通して送信され
るように生成される、請求項8に記載の信号送信方法。
【請求項１０】
　前記パワー表示情報に応じて前記無線ネットワーク信号の前記送信パワーを調整する前
記ステップは、
　前記無線ネットワーク信号のターゲット送信パワー情報に応じて無線周波数トランスミ
ッタの出力パワーを探して送信パワー対照テーブルを検索し、前記出力パワーに応じて前
記WLANの前記無線ネットワーク信号を生成するステップを含み、前記送信パワー対照テー
ブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、アンテナモジュールの前記
送信パワーとの間の少なくとも2つのマッピング関係を含む、請求項7に記載の信号送信方
法。
【請求項１１】
　前記送信パワー対照テーブルは、前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワーと、
電力増幅器(PA)の検出電圧と、前記アンテナモジュールの前記送信パワーとの間の少なく
とも2つのマッピング関係を含み、
　前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記無線周波数トランスミッタの前記出力パワ
ーを探して前記送信パワー対照テーブルを検索し、前記出力パワーに応じて前記WLANの前
記無線ネットワーク信号を生成する前記ステップは、
　前記ターゲット送信パワー情報に応じて前記PAの前記検出電圧を探して前記送信パワー
対照テーブルを検索するステップと、
　前記PAの前記見つかった検出電圧が、前記PAの前記検出された検出電圧とは異なる場合
に、前記送信パワー対照テーブルから取得される前記無線周波数トランスミッタの前記出
力パワーに応じて、また前記ターゲット送信パワー情報に対応して、前記無線ネットワー
ク信号を前記無線周波数トランスミッタによって生成するステップと
を含む、請求項10に記載の信号送信方法。
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【要約の続き】
バレッジを有する固定設定との両方についての要件を満たす。
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