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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスネットワーク内で動作する第１のリピータであって、
　前記ワイヤレスネットワークは、前記第１のリピータと通信することができる第２のリ
ピータと、前記第１のリピータおよび前記第２のリピータのうちの少なくとも一方と通信
することができる第１および第２のワイヤレス局デバイスと、を含み、前記第１のリピー
タは、
　受信周波数でワイヤレス信号を受信するための受信デバイスと、
　前記受信デバイスで受信されたワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分があらかじ
め決定された位相変化を有するかどうかを検出し、それによって前記受信された信号が前
記第２のリピータからのものであることを決定するための検出器と、
　前記受信デバイスで受信された前記第１及び第２のワイヤレス局デバイスのうちの少な
くとも一方からの前記ワイヤレス信号を、送信周波数で送信する送信デバイスと、
　を備える、
　第１のリピータ。
【請求項２】
　前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分が、前記位相変化を有
する場合、前記送信デバイスから前記ワイヤレス信号を送信するために前記ワイヤレス信
号は復調されない、請求項１に記載の第１のリピータ。
【請求項３】
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　前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分が、前記位相変化を有
する場合は、前記送信デバイスは、前記送信周波数とは異なる周波数で前記ワイヤレス信
号を送信するか、元の送信パワーレベルとは異なるパワーレベルで前記ワイヤレス信号を
送信するか、の一方で送信するように構成されている、請求項１に記載の第１のリピータ
。
【請求項４】
　前記受信デバイスで受信されたワイヤレス信号の予め決定された部分に対し位相変化を
加えるための変調器、をさらに含む請求項１に記載の第１のリピータ。
【請求項５】
　前記受信デバイスで受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分から前
記位相変化を除去するための除去デバイス、をさらに含む請求項１に記載の第１のリピー
タ。
【請求項６】
　前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分は、前記ワイヤレス信
号のプリアンブルである、請求項１に記載の第１のリピータ。
【請求項７】
　前記検出器は、さらに、前記ワイヤレス信号が、前記第１および第２のワイヤレス局デ
バイスのうちの一方から送信されたかどうかを検出する検出プロセスを実行するように構
成されている、請求項１に記載の第１のリピータ。
【請求項８】
　前記検出プロセスは、前記受信されたワイヤレス信号のプリアンブルをあらかじめ決定
された信号パターンに相関させること、を含む、請求項７に記載の第１のリピータ。
【請求項９】
　前記検出プロセスは、あらかじめ決定された情報シーケンス、パイロットチャネル、お
よびパイロットキャリアのうちの１つを復調すること、を含む、請求項７に記載の第１の
リピータ。
【請求項１０】
　前記受信デバイスで受信された前記第１及び第２のワイヤレス局デバイスのうちの少な
くとも一方からの前記ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分にあらかじめ決定され
た位相変化を加えるように構成された変調器、をさらに含み、
　前記送信デバイスは前記位相変化を加えた前記ワイヤレス信号を送信する、請求項１に
記載の第１のリピータ。
【請求項１１】
　前記リピータは、前記受信周波数と前記送信周波数とが異なる周波数変換リピータと、
前記受信周波数と前記送信周波数とが同じである同一周波数リピータと、のうちの一方で
ある、請求項１に記載の第１のリピータ。
【請求項１２】
　プロセッサ、をさらに備え、
　前記プロセッサは、
　　前記送信周波数で前記第２のリピータに送信されるべきプローブパケットを生成し、
　　前記プローブパケットに応じて受信されるパケットの受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）
を測定し、
　　前記プローブパケットが送信されたパワーレベルと、前記測定されたＲＳＳＩと、の
間の差によって定義される経路損失が、あらかじめ決定された値よりも小さいかどうかを
決定し、そして
　　前記経路損失が、前記あらかじめ決定された値よりも小さい場合は前記送信周波数を
使用できないと決定する、
　ように構成されている、
　請求項１に記載の第１のリピータ。
【請求項１３】
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　前記プロセッサは、さらに、
　前記経路損失が、前記あらかじめ決定された値よりも小さくない場合は、前記送信周波
数で前記第２のリピータに送信されるべきパケットのグループを生成し、
　パケットの前記グループについての平均ＲＳＳＩを決定し、
　前記平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたレベルよりも小さい場合は、現在の送信パ
ワーを許容可能と決定する、
　ように構成されている、
　請求項１２に記載の第１のリピータ。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、さらに、
　前記平均ＲＳＳＩが、前記あらかじめ決定されたレベルよりも小さくない場合は、前記
現在の送信パワーをあらかじめ決定されたデシベルレベルだけ下方に調整し、
　前記送信周波数で前記第２のリピータに送信されるべきパケットの前記グループを再生
成し、
　パケットの前記グループについての平均ＲＳＳＩを決定し、そして
　前記平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたレベルよりも小さい場合は、現在の送信パ
ワーを許容可能と決定する、
　ように構成されている、
　請求項１３に記載の第１のリピータ。
【請求項１５】
　ワイヤレスネットワーク内で動作する第１のリピータであって、前記ワイヤレスネット
ワークは、前記第１のリピータと通信することができる第２のリピータと、前記第１のリ
ピータおよび前記第２のリピータのうちの少なくとも一方と通信することができる第１お
よび第２のワイヤレス局と、を含んでおり、前記第１のリピータは、
　前記の第２のリピータ、第１のワイヤレス局、および第２のワイヤレス局のうちの１つ
からワイヤレス信号を受信する受信デバイスと、
　前記受信デバイスに結合され、前記ワイヤレス信号の受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）が
、あらかじめ決定されたＲＳＳＩしきい値よりも大きいかどうかを検出する検出デバイス
と、
　前記受信デバイスに結合され、前記検出されたＲＳＳＩが、前記あらかじめ決定された
ＲＳＳＩしきい値よりも大きい場合は、前記ワイヤレス信号を復調するように構成された
デジタル復調器と、
　前記受信デバイスに結合され、前記ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分に対し
位相変化を加えるために前記予め決定された部分の位相を変調するように構成されたバイ
フェーズ変調器と、
　前記バイフェーズ変調器に結合され、前記の第２のリピータ、第１のワイヤレス局、お
よび第２のワイヤレス局のうちの１つに対して前記位相変化を加えたワイヤレス信号を送
信するための送信デバイスと、
　を備える、
　第１のリピータ。
【請求項１６】
　前記バイフェーズ変調器は、さらに、前記第２のリピータによって認識可能な固有のシ
グネチャを有するように、前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分を変調す
るように構成されている、請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項１７】
　前記位相変化を加えたワイヤレス信号からスペクトルスプラッタリングを除去するよう
に前記バイフェーズ変調器の出力に結合された表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタ、をさらに
備える請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項１８】
　前記バイフェーズ変調器に結合されたタイミング回路、をさらに備え、前記タイミング
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回路は、前記バイフェーズ変調器が、前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部
分の前記位相を変調する間の時間の長さを制御し、前記タイミング回路は、前記検出され
たＲＳＳＩが、前記あらかじめ決定されたＲＳＳＩしきい値よりも大きいときにアクティ
ブにされる、請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項１９】
　前記バイフェーズ変調器は、線形発振器（ＬＯ）に結合された転送スイッチを含み、前
記転送スイッチは、前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分の前記位相を変
調するように、あらかじめ決定された周波数で前記ＬＯの正端子と負端子とをスイッチす
る、請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項２０】
　前記デジタル復調器は、さらに、
　前記ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分が位相変化を有するかどうかを検出す
るように、そして
　受信される前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分が位相変化を有する場
合は、前記ワイヤレス信号を前記送信デバイスから送信するために復調しないように、
　構成される、
　請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項２１】
　前記デジタル復調器は、さらに、受信される前記ワイヤレス信号のプリアンブルのあら
かじめ決定された部分が位相変化を有し、そして、前記デジタル復調器が、ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オンリーコンフィギュレーションにある場合は、
前記ワイヤレス信号を前記送信デバイスから送信するために復調しないように構成されて
いる、請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項２２】
　前記デジタル復調器は、さらに、受信される前記ワイヤレス信号のプリアンブルが位相
変化を有するかどうかを決定するように、構成されており、そして
　前記送信デバイスは、前記送信周波数とは異なる周波数で前記位相変化を有するワイヤ
レス信号を送信するか、前記受信されたワイヤレス信号の前記プリアンブルが前記位相変
化を有するものと決定される場合は、異なるパワーレベルで前記ワイヤレス信号を送信す
るか、のうちの一方の送信をするように構成されている、請求項１５に記載の第１のリピ
ータ。
【請求項２３】
　前記デジタル復調器は、さらに、前記受信されたワイヤレス信号のプリアンブルが位相
変化を有するかどうかを決定するように、そして前記位相変化を除去するように、構成さ
れている、請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項２４】
　前記ワイヤレス信号は、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格に応じて定
義される１つまたは複数のパケットを含み、前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定さ
れた部分は、前記１つまたは複数のパケットのプリアンブルの初期部分である、請求項１
５に記載の第１のリピータ。
【請求項２５】
　前記プリアンブルの前記初期部分は、前記ワイヤレス信号におけるパケットの最初の４
つのシンボルである、請求項２４に記載の第１のリピータ。
【請求項２６】
　前記位相変化を有するワイヤレス信号は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ規格によって定義さ
れるスペクトルマスクに準拠する、請求項２４に記載の第１のリピータ。
【請求項２７】
　前記バイフェーズ変調器は、前記ワイヤレス信号の信号経路上に増幅器に結合された転
送スイッチを含む、請求項１５に記載の第１のリピータ。
【請求項２８】
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　ワイヤレスネットワーク内で動作する第１のリピータであって、前記ワイヤレスネット
ワークは、前記第１のリピータと通信することができる第２のリピータと、前記第１のリ
ピータおよび前記第２のリピータのうちの少なくとも一方と通信することができる第１お
よび第２のワイヤレス局と、を含み、前記第１のリピータは、
　受信周波数で１つまたは複数のパケットを含むワイヤレス信号を受信する受信デバイス
と；
　前記受信デバイスに結合され、前記受信デバイスで受信された前記ワイヤレス信号のあ
らかじめ決定された部分が位相変化を有するかどうかを決定するように構成されたデジタ
ル復調器と、
　前記受信デバイスで受信された第１のワイヤレス局および第２のワイヤレス局のうちの
少なくとも１つからの前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分に位相変化を
加えるために前記あらかじめ決定された部分の位相を変調するように構成されたバイフェ
ーズ変調デバイスと、
　あらかじめ決定されたパワーレベルおよび送信周波数で、前記位相変化を加えた前記ワ
イヤレス信号を送信する送信デバイスと；
　前記受信デバイスおよび前記送信デバイスを制御するプロセッサと；
　前記プロセッサに結合され、前記プロセッサを
　　前記送信周波数で前記第２のリピータに送信されるべきプローブパケットを生成し、
　　前記プローブパケットに応じて受信されるパケットの受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）
を測定し、そして
　　前記測定されたＲＳＳＩに従って前記パワーレベルまたは前記送信周波数のうちの一
方を調整する、
　ように構成するためのパワー調整ルーチンを記憶するためのメモリと；
　を備える、
　第１のリピータ。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
［関連出願に対する相互参照］
　本願は、２００６年９月２１日に出願された係属中の米国仮出願第６０／８４６，０７
３号に関し、その優先権を主張しており、さらに、「ワイヤレスローカルエリアネットワ
ークリピータにおけるループの影響を低減させること(REDUCING LOOP EFFECTS IN A WIRE
LESS LOCAL AREA NETWORK REPEATER)」と題された、プロクタ他(Proctor et al.)の米国
特許公開第２００６－００４１６８０号（米国出願第１０／５３０，５４６号）と、「ワ
イヤレスローカルエリアネットワークリピータ(WIRELESS LOCAL AREA NETWORK REPEATER)
」と題された、プロクタ他(Proctor et al.)の米国特許公開第２００５－０２８６４４８
号（米国出願第１０／５１６，３２７号または国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ０３／１６２０８
号）と、に関し、これらのすべての内容は、参照によりここにおいて組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　本技術分野は、一般にワイヤレス通信ネットワークのためのリピータ(repeater)に関し
、より詳細には２つ以上のリピータまたはリピータセクション(repeater sections)の間
の振動(oscillations)を低減させるためのリピータコンフィギュレーション(repeater co
nfiguration)に関する。
【背景】
【０００３】
　従来、例えば、時分割二重化(Time Division Duplex)（ＴＤＤ）、周波数分割二重化(F
requency Division Duplex)（ＦＤＤ）、ワイヤレスフィデリティ(Wireless-Fidelity)（
Ｗｉ－Ｆｉ）、マイクロ波アクセスのためのワールドワイドインターオペラビリティ(Wor
ldwide Interoperability for Microwave Access)（Ｗｉ－ｍａｘ）、セルラ(Cellular)
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、移動体通信用グローバルシステム(Global System for Mobile communications)（ＧＳ
Ｍ）、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access)（ＣＤＭＡ）、３Ｇベースの
ワイヤレスネットワークなどのワイヤレス通信ネットワークのカバレージエリア(coverag
e area)は、リピータによって増大させられることができる。例示のリピータは、例えば
、オープンシステム相互接続基本参照モデル(Open Systems Interconnection Basic Refe
rence Model)（ＯＳＩモデル）によって定義されるような物理レイヤまたはデータリンク
レイヤにおいて動作する周波数変換リピータ(frequency translating repeaters)または
同一周波数リピータ(same frequency repeaters)を含んでいる。
【０００４】
　リピータはまた、それだけには限定されないが、例えば、ポータブルコンピューティン
グデバイスによる広帯域サービスに対する制約されないアクセスの増大する人気に起因し
て、電気電子技術者協会(Institute of Electrical and Electronics Engineers)（ＩＥ
ＥＥ）８０２．１１規格、８０２．１６規格および８０２．２０規格において説明され仕
様が決められるワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮｓ）と、ワイヤレスメ
トロポリタンエリアネットワーク（ＷＭＡＮｓ）とを含めて、ワイヤレスネットワークに
関連するアクセスポイントなどのノードの範囲を拡張する増大する必要性を満たすために
も使用される。ワイヤレスネットワークの効果的な普及は、ユーザの需要が増大するにつ
れて、性能レベルを維持することと、増大させることと、に大きく依存する。
【０００５】
　しかしながら、複数のリピータが、同じ無線周波数環境を占有するときには、リピータ
の間の振動などの問題が生ずる可能性がある。振動は、歪み、飽和、同期の損失、データ
または情報の損失など、多数の問題をもたらす可能性がある。
【０００６】
　さらに、多数の近くに配置されたリピータの「スケーラビリティ(scalability)」の問
題が、対処されなければならない。例えば、リピータが雑居居住施設の中に非常に接近し
て展開されるときに、有効なカバレージエリアは、パケットの「フラッディング(floodin
g)」を引き起こすほど大きくなってしまう可能性がある。カバレージエリアが、非常に拡
張されているが、多数のユーザのための限られた容量に起因した効率の悪さが存在する可
能性がある。
【０００７】
　それ故に、そのような振動問題に対する低コストおよび低リスクのソリューション(sol
ution)についての必要性が存在する。ソリューションは、マルチリピータの振動を単に防
止することよりも多くの能力を可能とするように拡張可能になることが好ましい。
【発明の概要】
【０００８】
　上記問題を考慮して、様々な実施形態によれば、ワイヤレスネットワークの中で動作す
るリピータ(repeater)は、振動を緩和し、その結果、リピータは、振動状態にあるワイヤ
レスネットワークの中の別のリピータからの信号を実質上反復しない(substantially not
 repeat)。ワイヤレスネットワークは、第１のリピータと通信することができる第２のリ
ピータと、第１のリピータおよび第２のリピータのうちの少なくとも一方と通信すること
ができるアクセスポイントやワイヤレスコンピューティングデバイスのような、第１およ
び第２のワイヤレス局デバイス(wireless station devices)と、を含むことができる。
【０００９】
　様々な実施形態によれば、リピータは、受信周波数でワイヤレス信号を受信するための
受信デバイスと、受信されたワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分が修正された部
分を含むかどうかを検出し、それによってその受信された信号が第２のリピータからのも
のであることを決定するための検出器と、送信周波数で第１および第２のワイヤレス局デ
バイスのうちの一方に対してワイヤレス信号を送信し、それによってワイヤレス信号を反
復する(repeat)ための送信デバイスと、を含む。
【００１０】
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　受信されたワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分が、修正された部分を含む場合
、送信デバイスは、ワイヤレス信号の実質的な部分(a substantial portion)を反復しな
いように、送信周波数とは異なる周波数でワイヤレス信号を送信するように、あるいは元
の送信パワーレベルとは異なるパワーレベルでワイヤレス信号を送信するように、構成さ
れることができる。
【００１１】
　リピータは、ワイヤレス信号を修正するための信号修正デバイス(signal modification
 device)をさらに含むことができる。信号修正デバイスは、例えば、送信されるべきワイ
ヤレス信号上にノッチパターン(notch pattern)を挿入するように、そしてワイヤレス信
号上に挿入されたノッチパターンを修正部分として検出するように、構成されたノッチプ
ロセッサ(notch processor)とすることができる。
【００１２】
　信号修正デバイスはまた、例えば、ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分の位相
を変調するように構成されたバイフェーズ変調デバイス(bi-phase modulation device)と
することもできる。バイフェーズ変調器は、修正されたワイヤレス信号を受信するとすぐ
に(upon receiving)、第２のリピータによって認識可能な固有のシグネチャ(signature)
を有するように、ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分を変調することができる。
表面弾性波(surface acoustic wave)（ＳＡＷ）フィルタは、修正されたワイヤレス信号
からスペクトルスプラッタリング(spectral splattering)を除去するようにバイフェーズ
変調器の出力に結合されることができる。タイミング回路はまた、バイフェーズ変調器が
、ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分の位相を変調している間の時間の長さ(an 
amount of time during which)を制御するためのバイフェーズ変調器に結合されることも
できる。
【００１３】
　バイフェーズ変調器は、線形発振器(linear oscillator)（ＬＯ）の入力に結合された
転送スイッチを含むことができ、その転送スイッチは、ワイヤレス信号のあらかじめ決定
された部分の位相を変調するように、あらかじめ決定された周波数でＬＯの正入力と、負
入力とをスイッチする(switching)。
【００１４】
　リピータは、ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分から修正された部分を除去す
るための復調デバイスなどの脱修正デバイス(de-modification device)をさらに含むこと
ができる。
【００１５】
　送信デバイスは、受信されたワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分が、修正され
た部分を含む場合に、ワイヤレス信号を送信するように、または送信しないように構成さ
れている。
【００１６】
　受信されたワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分は、ワイヤレス信号のプリアン
ブル(preamble)とすることができ、修正された部分は、あらかじめ決定された位相変化(p
hase variation)とすることができる。
【００１７】
　検出器は、さらに、ワイヤレス信号が、受信されたワイヤレス信号上で資格を与える検
出プロセス(qualifying detection process)を実行することにより、第１および第２のワ
イヤレス局デバイスのうちの一方から送信されたかどうかを検出するように構成されるこ
ともできる。資格を与える検出プロセスは、受信されたワイヤレス信号のプリアンブルを
あらかじめ決定された信号パターンと相関させること、あるいはあらかじめ決定された情
報シーケンス、パイロットチャネルとパイロットキャリアとのうちの一方を復調すること
、を含むことができる。
【００１８】
　リピータは、受信周波数と送信周波数とが異なる周波数変換リピータと、受信周波数と
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送信周波数とが同じである同一周波数リピータと、のうちの一方とすることができる。
【００１９】
　リピータは、プロセッサと、そのプロセッサに結合されたメモリと、を含むこともでき
る。ＣＰＵを構成するためのパワー調整ルーチンは、メモリに記憶されることができる。
プロセッサは、送信周波数で第２のリピータに送信されるべきプローブパケット(probe p
ackets)を生成するように、そのプローブパケットに応じて受信されるパケットの受信信
号強度表示(received signal strength indication)（ＲＳＳＩ）を測定するように、プ
ローブパケットが送信されたパワーレベルと、測定されたＲＳＳＩとの間の差によって定
義される経路損失(path loss)が、あらかじめ決定された値よりも小さいかどうかを決定
するように、そしてその経路損失があらかじめ決定された値よりも小さい場合に、送信周
波数を使用のために使用できないものとしてマーク付けするように、構成されることがで
きる。
【００２０】
　プロセッサは、さらに、経路損失が約８０ｄＢよりも小さくない場合に送信周波数で第
２のリピータに送信されるべきパケットのグループを生成するように、パケットのグルー
プについての平均ＲＳＳＩを決定するように、そして平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定さ
れたレベルよりも小さい場合に、現在の送信パワーを許容可能としてマーク付けするよう
に、構成されることもできる。
【００２１】
　プロセッサは、さらに、平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたレベルよりも小さくな
い場合に、現在の送信パワーをあらかじめ決定されたデシベルレベルだけ下方に調整する
ように、送信周波数で第２のリピータに送信されるべきパケットのグループを再生成する
ように、パケットのグループについての平均ＲＳＳＩを決定するように、そして平均ＲＳ
ＳＩが、あらかじめ決定されたレベルよりも小さい場合に、現在の送信パワーを許容可能
としてマーク付けするように、構成されることもできる。
【００２２】
　リピータに含まれる追加の検出能力は、位相変調されたシーケンスを有するプリアンブ
ルの検出と、追加の通信とを可能にすることができる。例えば、他のリピータからのパケ
ットが反復されないままで、いくつかのリピータからのパケットが再反復される(re-repe
ated)ことができることが望ましいこともある。別の例は、特定のシグネチャを有するパ
ケットだけが、反復されることが可能になり、他のすべてが、フィルタがかけられて取り
除かれることになる。他のアクションは、固有の反復された周波数上に固有のシグネチャ
を有するパケットを配置することを含むことができ、したがってシグネチャは、アドレス
指定するファンクション、サービス品質コード(quality of service code)、または優先
的コード(priority code)としての役割を果たすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１Ａ】図１Ａは、位相変調がなく、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた(WLAN on
ly enabled)、例示のリピータ直接シーケンススペクトル拡散(repeater direct sequence
 spread spectrum)（ＤＳＳＳ）コンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す、
テストコンフィギュレーション(a test configuration)の説明図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、位相変調がなく、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた、例示の
リピータ直接シーケンススペクトル拡散（ＤＳＳＳ）コンフィギュレーション(an exempl
ary repeater direct sequence spread spectrum (DSSS) configuration)に関連するテス
ト結果を示す、画面キャプチャ(a screen capture)の説明図である。
【図２Ａ】図２Ａは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた、例示の
リピータＤＳＳＳコンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す、テストコンフィ
ギュレーションの説明図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた、例示の
リピータＤＳＳＳコンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す画面キャプチャの
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説明図である。
【図３Ａ】図３Ａは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがディスイネーブルにされた(W
LAN only disenabled)、例示のリピータＤＳＳＳコンフィギュレーションに関連するテス
ト結果を示す、テストコンフィギュレーションの説明図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがディスイネーブルにされた、
例示のリピータＤＳＳＳコンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す、画面キャ
プチャの説明図である。
【図４Ａ】図４Ａは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがディスイネーブルにされた、
図３の例示のリピータＤＳＳＳコンフィギュレーションに関連するテスト結果をさらに示
す、テストコンフィギュレーションの説明図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがディスイネーブルにされた、
図３の例示のリピータＤＳＳＳコンフィギュレーションに関連するテスト結果をさらに示
す、画面キャプチャの説明図である。
【図５Ａ】図５Ａは、位相変調がなく、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた、例示の
リピータ直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）コンフィギュレーション(an exemplary repe
ater orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) configuration)に関連するテ
スト結果を示す、テストコンフィギュレーションの説明図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、位相変調がなく、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた、例示の
リピータ直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）コンフィギュレーションに関連するテスト結
果を示す、画面キャプチャの説明図である。
【図６Ａ】図６Ａは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた、例示の
リピータＯＦＤＭコンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す、テストコンフィ
ギュレーションの説明図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた、例示の
リピータＯＦＤＭコンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す、画面キャプチャ
の説明図である。
【図７Ａ】図７Ａは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがディスイネーブルにされた、
例示のリピータＯＦＤＭコンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す、テストコ
ンフィギュレーションの説明図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、位相変調が有り、ＷＬＡＮオンリーがディスイネーブルにされた、
例示のリピータＯＦＤＭコンフィギュレーションに関連するテスト結果を示す、画面キャ
プチャの説明図である。
【図８Ａ】図８Ａは、位相変調がない信号ジェネレータ出力を示すテストコンフィギュレ
ーションの説明図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、位相変調がない信号ジェネレータ出力を示すスペクトラムアナライ
ザキャプチャ(a spectrum analyzer capture)の説明図である。
【図９Ａ】図９Ａは、位相変調が有る信号ジェネレータＯＦＤＭ出力を示すテストコンフ
ィギュレーションの説明図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、位相変調が有る信号ジェネレータＯＦＤＭ出力を示すスペクトラム
アナライザキャプチャの説明図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、位相変調と低損失表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタとを用いた信
号ジェネレータＯＦＤＭ出力を示す、テストコンフィギュレーションの説明図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、位相変調と低損失表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタとを用いた信
号ジェネレータＯＦＤＭ出力を示す、スペクトラムアナライザキャプチャの説明図である
。
【図１１Ａ】図１１Ａは、位相変調と低損失ＳＡＷフィルタと高リジェクトＳＡＷフィル
タ(high reject SAW filter)とを用いた信号ジェネレータＯＦＤＭ出力を示す、テストコ
ンフィギュレーションの説明図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、位相変調と低損失ＳＡＷフィルタと高リジェクトＳＡＷフィル
タとを用いた信号ジェネレータＯＦＤＭ出力を示す、スペクトラムアナライザキャプチャ
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の説明図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、位相変調がない信号ジェネレータＤＳＳＳ出力を示す、テスト
コンフィギュレーションの説明図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、位相変調がない信号ジェネレータＤＳＳＳ出力を示す、スペク
トラムアナライザキャプチャの説明図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、位相変調が有る信号ジェネレータＤＳＳＳ出力を示す、テスト
コンフィギュレーションの説明図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、位相変調が有る信号ジェネレータＤＳＳＳ出力を示す、スペク
トラムアナライザキャプチャの説明図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、位相変調と低損失ＳＡＷフィルタとを用いた信号ジェネレータ
ＤＳＳＳ出力を示す、テストコンフィギュレーションの説明図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、位相変調と低損失ＳＡＷフィルタとを用いた信号ジェネレータ
ＤＳＳＳ出力を示す、スペクトラムアナライザキャプチャの説明図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、位相変調と低損失ＳＡＷフィルタと高リジェクトＳＡＷフィル
タとを用いた信号ジェネレータＤＳＳＳ出力を示す、テストコンフィギュレーションの説
明図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、位相変調と低損失ＳＡＷフィルタと高リジェクトＳＡＷフィル
タとを用いた信号ジェネレータＤＳＳＳ出力を示す、スペクトラムアナライザキャプチャ
の説明図である。
【図１６】図１６は、２つの例示のリピータを含む例示のワイヤレスネットワーク環境(a
n exemplary wireless network environment)を示す、ブロック図である。
【図１７】図１７は、ＷＬＡＮにおける例示のリピータ、ＡＰおよびモバイル通信局、の
間に確立されることができる、可能性のある接続(potential connections)を示す接続図
である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、例示の一実施形態に従う例示のリピータを示す概略図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、別の例示の実施形態に従う例示のリピータを示す概略図である
。
【図１９】図１９は、タイミング回路の例示の回路図である。
【図２０】図２０は、バイフェーズ変調器(bi-phase modulator)の例示の回路図である。
【図２１】図２１は、例示のノッチプロセッサ(notch processor)のブロック図である。
【図２２】図２２は、例示のノッチ挿入パラメータ(notch insertion parameters)の説明
図である。
【図２３】図２３は、例示のノッチ検出信号処理(notch detection signal processing)
を示す流れ図である。
【図２４】図２４は、振動を緩和するための例示のパワー調整ルーチン(power adjustmen
t routine)を示す流れ図である。
【詳細な説明】
【００２４】
　添付図面において、同様な参照番号は、別々の図全体を通して同一の要素、または機能
的に類似した要素を意味している。下記の詳細な説明と一緒に、明細書に組み込まれ、そ
して明細書の一部分を形成している添付図面は、本発明に従って、さらに、様々な実施形
態を示し、そして様々な原理および利点を説明する役割を果たす。
【００２５】
　概説すると、本開示は、振動を緩和するためのリピータコンフィギュレーションに関す
る。本開示(instant disclosure)は、さらに、本発明の１つまたは複数の実施形態を実行
する最良の態様(best mode)をイネーブルにするように説明するために提供されている。
第１および第２などの関係用語の使用は、もしあれば、そのようなエンティティ、アイテ
ム、またはアクションの間の実際のそのような任意の関係または順序を必ずしも必要とし
、あるいは意味するとは限らずに、単に別のエンティティ、アイテム、またはアクション
からあるものを区別するためだけに使用される。いくつかの実施形態は、複数のプロセッ
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サまたはステップを含むことができ、これらのプロセッサまたはステップは、特定の順序
だけに明示的に、そして必ずしも限定されない限りは、任意の順序で実行されることがで
きること、すなわち、そのように限定されることがないプロセッサまたはステップは、任
意の順序で実行されることができることに注意すべきである。
【００２６】
　発明の機能の多くと、発明の原理の多くとは、インプリメントされるときに、コンピュ
ータ命令（ソフトウェア）、集積回路（ＩＣ）、および／または特定用途向けＩＣを用い
て、あるいはそれらの中で最良にサポートされる。ここにおいて開示される概念および原
理によって導かれるときには、例えば使用可能な時間、現在の技術、および経済的な考慮
により動機づけられた可能性のあるかなりの努力と多数の設計選択肢とにもかかわらず、
当業者は、簡単に、最少の経験でそのようなソフトウェア命令またはＩＣを生成すること
ができるようになることが予想される。したがって、簡潔さと、本発明による原理および
概念をあいまいにするどのようなリスクをも最小化することとの利益のために、そのよう
なソフトウェアおよびＩＣのさらなる考察は、たとえあるとしても、例示の実施形態によ
って使用される原理および概念に関して本質的なものだけに限定されることになる。
【００２７】
　次に図１６を参照すると、例えば、データ通信経路を提供するイーサネット（登録商標
）(Ethernet（登録商標）)接続、Ｔ１ライン(T1 line)、広帯域ワイヤレス接続または他
の任意の電気接続とすることができるワイドエリア接続１０１は、ワイヤレスゲートウェ
イ、またはアクセスポイント(access point)（ＡＰ）１００に接続されることができる。
ワイヤレスゲートウェイ１００は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ハイパーラン(Hyp
erlan)、または他のワイヤレス通信プロトコルに基づいて、例えばＩＥＥＥ８０２．１１
のパケットや信号などのＲＦ信号をクライアントユニット１０４、１０５へと送信し、こ
れらのクライアントユニットは、上記のワイヤレスプロトコルのうちの１つを介して他の
同様なデバイスと通信することができるパーソナルコンピュータ、携帯型個人情報端末(p
ersonal digital assistants)、または他の任意のデバイスとすることができる。ワイヤ
レスゲートウェイ、ＡＰ、またはクライアントデバイスは、ここでワイヤレス局と称され
ることになる。クライアントユニット１０４、１０５のおのおのに対するそれぞれの伝搬
経路、またはＲＦ経路は、１０２、１０３として示されている。
【００２８】
　ＲＦ経路１０２上で搬送される信号は、クライアントユニット１０４と、ワイヤレスゲ
ートウェイ１００との間の高速データパケット通信を維持するのに十分な強度のものであ
るが、ＲＦ経路１０３上で搬送され、クライアントユニット１０５を対象とした信号は、
壁１０６や１０７などの構造的バリアを通過して、たとえあるとしても少ないデータパケ
ットが、たとえワイヤレスリピータ２００、２０４のためでないにしても、いずれかの方
向で受信されるポイントに至るときに減衰されることになる。
【００２９】
　カバレージおよび／または通信データレートをクライアントユニット１０５まで拡張す
るために、ワイヤレスリピータ２００、２０４は、ワイヤレスゲートウェイ１００、アク
セスポイントまたは別のリピータから初期の(initial)周波数チャネル(frequency channe
l)２０１上で送信されるパケットを受信する。ワイヤレスリピータ２００は、第１の周波
数チャネル２０１上のパケットの存在を検出し、パケットを受信し、そして第２の周波数
チャネル２０２上でより多くのパワーを用いてパケットを再送信する。同様に、ワイヤレ
スリピータ２０４は、第２の周波数チャネル２０２上でパケットの存在を検出し、パケッ
トを受信し、そして第３の周波数チャネル２０３上でより多くのパワーを用いてパケット
を再送信する。従来のＷＬＡＮ動作プロトコルとは違って、たとえワイヤレスゲートウェ
イ１００が、第１の周波数チャネル２０３上で動作するとしても、クライアントユニット
１０５は、第３の周波数チャネル上で動作する。リターンパケットオペレーション(retur
n packet operation)を実行するために、ワイヤレスリピータ２０４は、クライアントユ
ニット１０５からの、第３の周波数チャネル２０３上の送信パケットの存在を検出し、第
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３の周波数チャネル２０３上でパケットを受信し、そして第２の周波数チャネル２０２上
でパケットを再送信する。ワイヤレスリピータ２００は、ワイヤレスリピータ２０４から
の第２の周波数チャネル２０２上の送信パケットの存在を検出し、第２の周波数チャネル
２０２上でパケットを受信し、そして第１の周波数チャネル２０１上でパケットを再送信
する。次いで、ワイヤレスゲートウェイ１００は、第１の周波数チャネル２０１上でパケ
ットを受信する。このようにして、ワイヤレスリピータ２００、２０４は、信号を同時に
受信すること、および送信すること、ならびにワイヤレスゲートウェイ１００のカバレー
ジおよび性能をクライアントユニット１０５まで拡張することができる。多数のユニット
が、互いに分離されるときに、リピータ２００、２０４は、さらに、２つの異なるグルー
プのユニットが、通信することを可能にするワイヤレスブリッジとしての役割を果たすこ
とができ、ここで、最適なＲＦの伝搬およびカバレージ、あるいは多くの場合には、任意
のＲＦの伝搬およびカバレージは、以前には可能ではなかった。
【００３０】
　しかしながら、ここにおいて上記に説明されるように、周波数変換を使用したリピータ
システムは、例えば、ビーコン信号が使用されるときに問題に出会う可能性がある。それ
に応じて、範囲の拡張は、ワイヤレスローカルエリアネットワークについてリピータを使
用してそのようなシステムにおいて実現されることができ、そして周波数変換を反映する
ようにビーコン信号を修正することにより、例えば８０２．１１シリーズのプロトコルな
ど、特定のプロトコルが使用されるときに特に有利となる可能性がある。しかしながら、
指摘されるように、互いの範囲内の変換された周波数を使用し、または再使用する隣接ノ
ードが、データトラフィック完全性の観点からノードごとに問題を引き起こす偽りの接続
を確立する可能性があるときには、問題が生じる。偽りの接続はまた、両方のリピータが
、同じ周波数対を使用しているときにはリピータからリピータへの振動を引き起こすこと
もあり、さらにＷＬＡＮ環境において一般的な障害を引き起こすシステム問題をさらに引
き起こす可能性がある。それらの問題はまた、同じ周波数リピータ上でも生じる。
【００３１】
　ワイヤレスリピータ２００、２０４は、初期の周波数チャネルから異なる周波数チャネ
ルへとパケットを変換し、ここで、それは、ステーションデバイス（ＳＴＡ）、クライア
ントユニット１０４または１０５、異なるリピータなど、１つまたは複数のクライアント
によって受信されることができる。クライアントユニット１０４または１０５は、通信の
ための適切なチャネルであるとして８０２．１１ｂチャネルを識別するビーコンを受信す
ることが好ましく、そして第１のチャネルから第２のチャネルへとリピータ２００、２０
４によって変換される情報パケットを受信することになる。
【００３２】
　しかしながら、問題のあるリピータ状態が、図１７に示されるように例示のシナリオ３
００において生じる可能性があり、ここで２つのリピータＲ１　３２０およびＲ２　３３
０は、例えば、ワイヤレス接続３０１および３０３を経由して両方のリピータの送信範囲
内にある１つのＡＰ３１０にサービスするように構成されている。リピータＲ１　３２０
およびＲ２　３３０は、さらに、例えば、リンク３０２上で確立された接続を経由して互
いのそれぞれの送信をリッスンすることができる可能性がある。例示のシナリオ３００に
おいて、通信ユニット、あるいはステーションデバイスまたはＳＴＡ３４０に対して確立
されたただ１つの接続は、理解されるようにワイヤレスリンクまたはＲＦリンクとなる接
続３０４である。リピータＲ１　３２０およびＲ２　３３０が、ＡＰやリピータのチャネ
ルなど、同じ対のチャネル上で動作するときには、問題が生じる。ＡＰ３１０が送信する
ときに、Ｒ１　３２０も、Ｒ２　３３０も共に、例えば、第１の周波数Ｆ１上で送信を検
出し、リピータチャネルなど、第２の周波数Ｆ２上で再送信する。分離されたクライアン
ト局ＳＴＡ３４０が、上記に説明されるようにリピータチャネルであるＦ２上で送信する
ときに主要な問題が生じる。次いで、Ｒ２　３３０は、ＡＰ３１０に対するＦ１上の送信
を反復する。Ｒ１　３２０は、Ｆ１上でＲ２　３３０からの送信を検出し、検出された送
信を再送信するように試みる。Ｒ１　３２０が、たまたま送信周波数としてＦ２を選択す
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る場合には、ループが、Ｒ１　３２０と、Ｒ２　３３０との間に確立されることになる。
十分な利得と共に、ＲＦループは、例えば、接続３０４上でＳＴＡ３４０に向けられた任
意の信号が詰め込まれるようにする正のフィードバックを経由して振動する可能性がある
。ひとたびそれらのリピータがＦ１上で信号を検出した後に、それらは、Ｆ２上でそれら
のレシーバをディスエーブルにし、次いでＦ２上で反復することを開始するので、両方の
リピータが、Ｆ１上で信号を検出する場合には、上記のＲＦループは、生じないことに注
意すべきである。
【００３３】
　図１８Ａを参照すると、第１の実施形態による上記に説明された振動を緩和するための
リピータ１８００が、説明されることになる。リピータは、例えば、上記で論じられるよ
うな周波数変換リピータ、または同一周波数リピータとすることができる。リピータ１８
００は、第１および第２のチャネル上で信号を受信し、送信するための受信デバイスおよ
び送信デバイスとしての役割を果たす第１および第２のアンテナ（ＡＮＴＡ、ＡＮＴＢ）
を含む。第１のアンテナＡＮＴＡまたは第２のアンテナＡＮＴＢのうちの一方を経由して
受信される信号は、低雑音増幅器(low noise amplifier)（ＬＮＡ）、画像リジェクトフ
ィルタ(image reject filter)（ＩＲＦ）、電界効果トランジスタ(field effect transis
tor)（ＦＥＴ）ミキサ、表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタ、増幅器などの処理要素によって
処理され、例えば、スプリッタ１８１６によって分割され、そして２つの異なる信号経路
上で伝搬される。スプリッタ１８１６からのスプリット信号経路のうちの１つは、増幅器
を経由して対数増幅器１８２０に結合されることが好ましく、そして他のスプリット信号
経路は、信号の利得を調整するための調整可能利得制御(adjustable gain control)（Ａ
ＧＣ）要素１８２２に結合されることが好ましい。受信信号強度表示(received signal s
trength indication)（ＲＳＳＩ）の振幅包絡線(amplifier envelope)を表す信号である
ことが好ましい対数増幅器１８２０の第１の出力は、利得制御を調整するためのＡＧＣ要
素１８２２の制御部分に対して、プロセッサ１８２５に対して、そしてプロセッサ１８２
５から受け取られるあらかじめ決定されたＲＳＳＩしきい値と、その信号のＲＳＳＩレベ
ルを比較するためのコンパレータ１８２３に対して供給される。対数増幅器１８２０の第
２の出力は、直接シーケンススペクトル拡散(direct-sequence spread spectrum)（ＤＳ
ＳＳ）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）の検出および復調と、内部パケット生成
とを実行するための様々なデジタル要素を経由して、デジタル復調器１８２４に対して供
給される。デジタル復調器１８２４は、例えば、８０２．１１パケットなどのパケット第
１の少ないシンボルに一般に位置するＤＳＳＳおよびＯＦＤＭのＷＬＡＮパケットに特有
のプリアンブル情報を解析することにより、そのような検出を実行することができる。デ
ジタル復調器１８２４、またはリピータは、全体的に、例えばプロセッサ１８２５によっ
てＷＬＡＮオンリーのコンフィギュレーション(a WLAN only configuration)で配置され
る(placed)ことができる。
【００３４】
　コンパレータ１８２３の出力は、シーケンサ１８２６（ＣＭＰ＿Ａ＿ＥＮ端子）に対し
て供給される。コンパレータ１８２３は、ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたしきい値よ
りも大きいときに、検出された信号を示し、それ故に反復されるべき信号を示す信号を出
力することができる。コンパレータ１８２３からの信号、ならびに他の表示に応じて、シ
ーケンサ１８２６は、信号を復調することを開始する復調器１８２４に対するイネーブル
信号（図示されず）、ならびに信号の物理的反復を開始することになる様々な制御出力を
出力することになる。その後に、シーケンサ１８２６はまた、信号をＡＮＤゲート１８２
８へと出力することにもなる。ＡＮＤゲート１８２８はまた、プロセッサ１８２５からの
マイクロプロセッサイネーブル信号を受け取り、そしてそれらのイネーブル信号が、シー
ケンサ１８２６とプロセッサ１８２５との両方から受け取られる場合に、イネーブル信号
をタイミング回路１８３０に対して出力する。タイミング回路１８３０は、バイフェーズ
変調器（信号変調デバイス）１８３２を制御し、このバイフェーズ変調器は、増幅器１８
３４と追加の回路とを経由してＡＧＣ要素１８２２から出力信号を受け取る。タイミング
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回路１８３０についての例示の回路が、図１９に示される。ＰＡ＿ＥＮは、シーケンサ１
８２６からのイネーブル信号を表し、ＢＰＳＫ＿ＥＮは、プロセッサ１８２５からのイネ
ーブル信号を表す。１１ＭＨｚは、タイミング回路１８３０についてのクロックである。
【００３５】
　バイフェーズ変調器１８３２は、例えば、反復されるべきパケットの第１の少ないシン
ボルを変調するために、位相変化の量を加えることにより信号を修正する。バイフェーズ
変調器１８３２は、例えば、増幅器１８３４から受け取られる差動信号(differential si
gnal)をスイッチし、それによって位相変化を加えるための転送スイッチ(transfer switc
hes)、を含むことができる。バイフェーズ変調器１８３２についての例示の回路が、図２
０に示される。反復信号(repeated signal)に対して位相変調を適用するための時間の長
さは、コンパレータ出力に接続されたタイミング回路１８３０によって調整されることが
できる（タイミング回路１８３０からの信号ＭＯＤ＿ＰおよびＭＯＤ＿Ｎを参照）。タイ
ミング回路１８３０は、コンパレータ１８２３上のヒットによりトリガされることができ
る。ひとたびタイミング回路１８３０が停止した後に、正入力と負入力とのスイッチング
(switching)は、停止されることができ、そして通常オペレーションが、開始されること
ができる。
【００３６】
　バイフェーズ変調器１８３２の出力は、バイフェーズ変調器１８３２によって実行され
る位相変調によって生成される任意のスペクトルスプラッタリングを除去するためのＳＡ
Ｗフィルタ１８３６に対して供給される。次いで、信号は、第１または第２のアンテナＡ
ＮＴＡ、ＡＮＴＢのうちの一方により、ミキサ１８３８と追加のアナログ要素とを経由し
てアクセスポイント、ワイヤレス局またはクライアントデバイス（ワイヤレス局）に対し
て送信されることができる。
【００３７】
　図１８Ｂを参照すると、第１の実施形態に対する修正において、バイフェーズ変調器１
８３２は、例えば、１０５６ＭＨｚ線形発振器１８４０と、アクティブミキサ１８４２と
に結合されることができる。反復信号に対して位相変調を適用するための時間の長さは、
依然としてタイミング回路１８３０によって調整される。アクティブミキサ１８４２へと
進む１０５６ＭＨｚ線形発振器１８４０の正入力と負入力とは、例えば、５．５ＭＨｚレ
ートで前後に(back and forth)スイッチされることができる。正入力と負入力とをスイッ
チすることは、反復信号に対して位相変調を与えることになる。ひとたびタイミング回路
１８３０が停止した後に、正入力と負入力とのスイッチングは、停止されることができ、
そして通常オペレーションが、開始されることができる。
【００３８】
　リピータオペレーション中に、リピータ１８００がＷＬＡＮオンリーの標準動作モード
に置かれるときに、デジタル復調器１８２４（ＤＳＳＳ／ＯＦＤＭ検出器）は、有効なＷ
ＬＡＮパケットとして、別のリピータによってシンボル位相が変調されているパケットを
認識しないことになり、それによって、既存の位相関係が信号変調によって中断されるの
で、反復プロセス(repeating process)を停止する。それ故に、リピータ１８００が、類
似したリピータ１８００から反復信号を受け取るときに、それは、信号を再反復しないこ
とになる。結果として、上記に論じられるような振動に関連した問題は、緩和されること
ができる。
【００３９】
　さらに、バイフェーズ変調器１８３２によって信号に加えられる位相変化は、キャリア
の回復が、例えば着信ストリームの第５または第６のシンボルまで実行されないので、修
正された信号を受信するワイヤレス局に対してトランスペアレントである。
【００４０】
　代替実施形態においては、外部位相変調器は、増幅器１８３４の後に有利に配置される
ことができる。さらに、５．５ＭＨｚクロックを制御する簡単なタイマが、１１ＭＨｚの
プロセッサクロックなど、既存のクロックを分割することにより生成されることができる
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。さらに、信号の修正は、増幅器ではなくミキサ１８３８の出力において実行されること
ができる。しかしながら、変調器から出てくる信号についてベースバンドで位相を加える
ために変調器から出てくるデータストリームにアクセスする困難さのために、増幅器１８
３４の出力が、使用されることが好ましい。それに応じて、位相変調器１８３２は、コン
パレータのヒット、または被変調信号が生成される任意の時、のいずれかによってトリガ
される。修正される信号は、自己生成された信号、あるいは受信信号とすることができる
ことに注意すべきである。
【００４１】
　図１７に示される例示のシナリオ３００に戻って、上記の様々な実施形態に応じてイン
プリメントされるリピータによって達成される利点が、論じられることになる。ここで、
リピータＲ１　３２０と、Ｒ２　３３０とが共に、デジタル復調器１８２４と、位相変調
器１８３２とを含み、そして共にＷＬＡＮオンリーのコンフィギュレーションに配置され
ることを仮定すると、リピータＲ１　３２０とＲ２　３３０とが、ＡＰチャネルやリピー
タチャネルなど、同じ対のチャネル上で動作している場合、ＡＰ３１０が送信するときに
、Ｒ１　３２０もＲ２　３３０も、例えば、第１の周波数Ｆ１上でその送信を検出し、そ
して第２の周波数Ｆ２上で再送信する。しかしながら、送信の前に、リピータの位相変調
器１８３２は、送信信号におけるパケットの第１の少ないシンボルを修正する。分離され
たクライアント局ＳＴＡ３４０が、Ｆ２上で送信するとき、そのときにはＲ２　３３０は
、Ｆ１上でＡＰ３１０に対して送信を反復する。Ｒ１　３２０は、Ｆ１上でＲ２　３３０
からの送信を検出する。しかしながら、Ｒ１　３２０は、第１の少ないシンボルが位相変
化を含むので、反復信号を復調することができない。それ故に、リピータＲ２　３３０は
、Ｆ２　３０２上へと検出された送信を再送信して戻すことはない。たとえＲ１　３２０
が、たまたま送信周波数としてＦ２を選択するとしても、ループは、Ｒ１　３２０と、Ｒ
２　３３０との間に確立されることはないであろう。
【００４２】
　様々な実施形態による、リピータのさらなる利点は、そのような位相検出が、ＯＦＤＭ
／ＤＳＳＳデジタル変調器について既存の回路によって実行されるので、位相検出のため
には、限られたアナログ回路、デジタル回路、またはＩ／Ｏ回路だけが必要とされ、ある
いは追加のアナログ回路、デジタル回路、またはＩ／Ｏ回路は、必要とされないことであ
る。位相変調を生成するための回路は、極めて簡単である。
【００４３】
　それに応じて、位相変化の量が、反復されたパケットの第１の少ないシンボル上へと故
意に変調され、そして「ＷＬＡＮオンリー」の標準動作モードが、イネーブルにされる場
合、既存のＤＳＳＳおよびＯＦＤＭの検出器は、位相変調されたシンボルに関連するパケ
ットを有効なＷＬＡＮパケットとして認識しないことになり、反復プロセスを停止するこ
とになる。
【００４４】
　バイフェーズ変調器１８３２は、プリアンブルの位相変調を実行するように修正される
ことができ、その結果、各パケットは、固有のシグネチャを有するようになる。このシグ
ネチャは、１組の周波数のうちの固有の周波数、またはウォルシュコード(Walsh codes)
など、１組の直交コードのうちの１つを用いて、「方形波」を変調する固有の位相とする
ことができる。そのコードは直交していることが必要とはされないが、コード間の直交方
向性は、より確実にコードの組からの１つの検出のより高い性能を可能にするように考慮
される。非直交コードの例は、ＰＮコード(PN codes)、ゴールドコード(Gold codes)、バ
ーカーシーケンス(Barker sequences)など、低い相互相関を有するものになる。反復パケ
ットのプリアンブル上へのリピータによる変調シーケンスとしてのそのようなコードの使
用は、（前述のように）下記に論じられるテストと同様に防止されるべき信号の「ワイヤ
レスＬＡＮオンリー」の検出を防止することを可能にすることになる。
【００４５】
　さらに、固有のシグネチャは、修正された信号を受け取るリピータのオペレーションが
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固有のシグネチャに従って調整されるように構成されることができる。例えば、リピータ
が、その信号を、それが位相変調されたプリアンブルを含むときに反復しないことではな
くて、リピータは、元の送信周波数とは異なる周波数でワイヤレス信号を送信することや
、振動を回避するために元の送信パワーレベルとは異なるパワーレベルでワイヤレス信号
を送信することなどの代替的アクションを取るように構成されることができる。また、リ
ピータは、信号から固有のシグネチャを除去するように構成されることができる。リピー
タは、関連するメモリに記憶される命令を実行するプロセッサ１８２５に従ってそのよう
なアクションを実行するように構成されることができる。
【００４６】
　さらに、リピータは、受信されたワイヤレス信号が、別のリピータからであるか、ワイ
ヤレス局のうちの１つからであるかを決定するために、資格を与える検出プロセスを実行
するために信号における位相変調を使用することができる。特に、位相変調は、メモリに
記憶されるあらかじめ決定された信号パターンと相関させられることができる。相関が高
いと決定される場合、そのときにはリピータは、ワイヤレス信号が別のリピータからであ
ることを決定し、そして振動を防止するために適切なアクションを取ることができる。代
わりに、資格を与える検出プロセスは、あらかじめ決定された情報シーケンス、パイロッ
トチャネルおよびパイロットキャリアのうちの１つを復調することを含むこともできる。
【００４７】
　様々なテストが、上記に論じられた結論を確認した例示のリピータ上で実行された。そ
れらのテストにおいては、例示のリピータにおけるＷＬＡＮ検出のためのサーチ時間は、
４μｓから１６μｓまでプログラマブルであった。デジタル信号は、ＯＦＤＭ信号とＤＳ
ＳＳ信号との両方について第１の４μｓ上の位相変調を有するベクトル信号ジェネレータ
(Vector Signal Generator)（ＶＳＧ）を使用して生成された。下記に論じられるように
、反復の中止は、４μｓのプログラムされたサーチ時間にわたって１００％の時間で達成
された。
【００４８】
　次に、例示のリピータの動作モードは、「ＷＬＡＮオンリー(WLAN only)」のＯＦＦに
変更された。信号は、１００％の時間、正常にリピータを通過し、ベクトル信号アナライ
ザ(Vector Signal Analyzer)（ＶＳＡ）は、位相変調を含む反復信号を正常に復調した。
コントロール(control)として、信号は、ＶＳＧから直接に課された位相変調を用いて入
力され、そしてＶＳＡに対して出力されるときに、直接変調を用いた信号は、再び正常に
復調された。
【００４９】
　タイムドメインオペレーション(TIME DOMAIN OPERATION)：図１Ａ～４Ｂを参照すると
、ＤＳＳＳ信号についてのテスト条件および関連する結果が、論じられることになる。
【００５０】
　「テスト＃１＿ＤＳＳＳ(Test #1_DSSS)」において、１ＭｂｐｓのＤＳＳＳ信号は、ど
のような位相変調もなしに例示のリピータへと注入されたが、ＷＬＡＮオンリー(WLAN On
ly)は、イネーブルにされ、その出力が、測定された。図１Ａ～１Ｂに示されるように、
例示のリピータは、完全に信号を反復し、そしてＶＳＡ復調器は、スタートフレームデリ
ミタ(Start Frame Delimiter)（ＳＦＤ）およびヘッダ(Header)を検出した。
【００５１】
　「テスト＃２＿ＤＳＳＳ」において、バイフェーズ変調が第１の４μｓの信号に加えら
れた１ＭｂｐｓのＤＳＳＳ信号が、例示のリピータへと注入されたが、ＷＬＡＮオンリー
が、イネーブルにされ、その出力が、測定された。ＷＬＡＮオンリーモードにあるリピー
タは、８０２．１１ｇのＤＳＳＳまたはＯＦＤＭのパケットについて４μｓサーチするよ
うに設定される。図２Ａ～２Ｂに示されるように、例示のリピータは、４μｓ（部分的な
パケット）だけ反復し、次いで送信を停止した。
【００５２】
　「テスト＃３＿ＤＳＳＳ」において、バイフェーズ変調が第１の４μｓの信号に加えら



(17) JP 5199261 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

れた１ＭｂｐｓのＤＳＳＳ信号が、例示のリピータへと注入されたが、ＷＬＡＮオンリー
が、ディスエーブルにされ、その出力が、測定された。図３Ａ～３Ｂに示されるように、
ＷＬＡＮオンリーモードがディスエーブルにされるので、例示のリピータは、それがＤＳ
ＳＳまたはＯＦＤＭのプリアンブルをサーチしていなかったので全体のパケットを反復し
、そしてＶＳＡは、パケットを検出し、復調した。
【００５３】
　「テスト＃３＿ＤＳＳＳズーム(Test #3_DSSS Zoom)」において、テスト＃３＿ＤＳＳ
Ｓのズームされたバージョンが、実行され、そこでは位相が、第１の４μｓを通して追加
された。図４Ｂに示されるように、タイムドメイン信号は、４μｓ後に比べて第１の４ｕ
ｓの間は異なって見えた。
【００５４】
　図５Ａ～７Ｂを参照して、ＯＦＤＭ信号についてのテスト条件および関連する結果が、
論じられることになる。
【００５５】
　「テスト＃１＿ＯＦＤＭ」において、どのような位相変調もない６ＭｂｐｓのＯＦＤＭ
信号が、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた例示のリピータへと注入され、そしてそ
の出力が、測定された。図５Ａ～５Ｂに示されるように、例示のリピータは、完全に信号
を反復し、そしてＶＳＡ復調器は、信号を検出し、そして適切に復調した。
【００５６】
　「テスト＃２＿ＯＦＤＭ」において、バイフェーズ変調が第１の４μｓの信号に加えら
れた６ＭｂｐｓのＯＦＤＭ信号が、ＷＬＡＮオンリーがイネーブルにされた例示のリピー
タへと注入され、そしてその出力が、測定された。例示のリピータのＷＬＡＮオンリーは
、８０２．１１ｇのＤＳＳＳまたはＯＦＤＭについて４μｓサーチするように設定された
。図６Ａ～６Ｂに示されるように、例示のリピータは、４μｓ（部分的なパケット）だけ
反復し、次いで送信を停止した。
【００５７】
　「テスト＃３＿ＯＦＤＭ」において、バイフェーズ変調が第１の４μｓの信号に加えら
れた６ＭｂｐｓのＯＦＤＭ信号が、ＷＬＡＮオンリーがディスエーブルにされた例示のリ
ピータへと注入され、そしてその出力が、測定された。図７Ａ～７Ｂに示されるように、
ＷＬＡＮオンリーがディスエーブルにされるので、例示のリピータは、それがＤＳＳＳま
たはＯＦＤＭのプリアンブルをサーチしていなかったので全体のパケットを反復し、そし
てＶＳＡは、パケットを検出し、復調した。
【００５８】
　周波数ドメインオペレーション(Frequency Domain Operation)：図８Ａ～１５Ｂを参照
して、ＯＦＤＭおよびＤＳＳＳについての信号に位相変調を加えるスペクトルの意味と、
ＩＦ　ＳＡＷｓを通して送信された後のスペクトルの外観とが、論じられることになる。
テストは、信号が、通過することができるか、あるいは８０２．１１規格によって定義さ
れるマスクに非常に近いかを決定するために、５９４ＭＨｚで実行された。
【００５９】
　図８Ａ～１１Ｂを参照すると、ＯＦＤＭ信号についてのテスト条件および関連する結果
が、論じられることになる。
【００６０】
　「テスト＃１＿ＯＦＤＭ」において、６ＭｂｐｓのＯＦＤＭ信号が、どのような位相変
調もなしに、スペクトラムアナライザへと注入された。図８Ｂに示されるように、生成さ
れる信号は、８０２．１１ｇのスペクトルマスク(802.11g spectral masks)を通過した。
【００６１】
　「テスト＃２＿ＯＦＤＭ」において、６ＭｂｐｓのＯＦＤＭ信号が、位相変調が第１の
４μｓの波形に加えられて、スペクトラムアナライザへと注入された。図９Ｂに示される
ように、生成される信号は、位相変調に起因して８０２．１１ｇのスペクトルマスクを通
過しなかった。
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【００６２】
　「テスト＃３＿ＯＦＤＭ」において、６ＭｂｐｓのＯＦＤＭ信号が、位相変調が第１の
４μｓの波形に加えられて、５９４ＭＨｚのＳＡＷフィルタへと注入され、次いでスペク
トラムアナライザへと注入された。図１０Ｂに示されるように、信号は、位相変調に起因
して非常に近かったが、それは、８０２．１１ｇのスペクトルマスクを通過した。バイフ
ェーズ変調器が、外部でインプリメントされるときに、信号は、バイフェーズ変調器が、
増幅器の後に追加される必要があることになるので、低損失ＳＡＷフィルタを通して進む
だけになり、その結果、位相変調は、内部変調器に追加されることもできることに注意す
べきである。
【００６３】
　「テスト＃４＿ＯＦＤＭ」において、６ＭｂｐｓのＯＦＤＭ信号が、位相変調が第１の
４μｓの波形に加えられて、５９４ＭＨｚの低損失のＳＡＷと、高リジェクション(high 
rejection)のＳＡＷとに注入され、次いでスペクトラムアナライザへと注入された。図１
１Ｂに示されるように、信号は、位相変調に起因して非常に近かったが、信号は、８０２
．１１ｇのスペクトルマスクを通過した。バイフェーズ変調器が、リピータに対して内部
でインプリメントされるときに、バイフェーズ変調が、アクティブなステージ間のミキサ
に加えられることになるので、信号は、低損失のＳＡＷと、高リジェクションのＳＡＷと
の両方を通過することになることに注意すべきである。
【００６４】
　図１２Ａ～１５Ｂを参照して、ＤＳＳＳ信号についてのテスト条件および関連する結果
が、論じられることになる。「テスト＃１＿ＤＳＳＳ」において、１ＭｂｐｓのＤＳＳＳ
信号は、どのような位相変調もなしにスペクトラムアナライザへと注入された。図１２Ｂ
に示されるように、生成される信号は、８０２．１１ｂのスペクトルマスクを通過した。
【００６５】
　「テスト＃２＿ＤＳＳＳ」において、１ＭｂｐｓのＤＳＳＳ信号は、位相変調が第１の
４μｓの波形に加えられてスペクトラムアナライザへと注入された。図１３Ｂに示される
ように、信号は、位相変調に起因してもはや通過しなかったか、あるいは８０２．１１ｂ
のスペクトルマスクにほとんど引っかかりそうだった。
【００６６】
　「テスト＃３＿ＤＳＳＳ」において、１ＭｂｐｓのＤＳＳＳ信号は、位相変調が第１の
４ｕｓの波形に加えられて５９４ＭＨｚの低損失ＳＡＷへと注入され、次いでスペクトラ
ムアナライザへと注入された。図１４Ｂに示されるように、信号は、位相変調に起因して
非常に近接していたが、信号は、８０２．１１ｂのスペクトルマスクを通過した。
【００６７】
　「テスト＃４＿ＤＳＳＳ」において、１ＭｂｐｓのＤＳＳＳ信号は、位相変調が第１の
４ｕｓの波形に加えられて５９４ＭＨｚの低損失のＳＡＷと、高リジェクションのＳＡＷ
とに注入され、次いでスペクトラムアナライザへと注入された。図１５Ｂに示されるよう
に、信号は、位相変調に起因して非常に近接していたが、信号は、８０２．１１ｂのスペ
クトルマスクを通過した。位相変調が内部で実行されるときに、バイフェーズ変調がアク
ティブなステージ間のミキサに加えられることになるので、信号は、低損失のＳＡＷと高
リジェクションのＳＡＷとの両方を通過することになることに注意すべきである。
【００６８】
　したがって、バイフェーズ変調デバイス１８３２を含むリピータは、信号を完全に反復
し、そして信号のあらかじめ決定された一部分が、位相変調を含み、そしてＷＬＡＮオン
リーモードにある場合には、信号を反復しない可能性がある。さらに、被変調信号が、１
つまたは複数のＳＡＷフィルタを通過するときには、生成される被変調信号は、８０２．
１１のスペクトルマスクを通過することができる。ここでバイフェーズ変調器１８３２は
、信号変調デバイスを構成する。
【００６９】
　図２１を参照すると、第２の実施形態によるリピータは、反復されるべきワイヤレス信
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号上にノッチパターンを挿入するように、そして受信されたワイヤレス信号上にノッチパ
ターンが存在するかどうかを検出するように、構成されたノッチプロセッサ２１００を含
むことができる。ノッチプロセッサ２１００は、追加の信号修正デバイスおよび検出デバ
イスとして、あるいはバイフェーズ変調器１８３２の代わりに、図１８Ａ～１８Ｂに示さ
れるリピータ１８００に含まれることができる。図２２に示されるように、ノッチパター
ンは、一般に、特定の時刻ＴＳＴＡＲＴから開始され、ギャップ存続時間ＴＤＵＲＡＴＩ

ＯＮによって分離された１つまたは複数のノッチである。開始時刻と、ギャップ存続時間
と、ノッチ存続時間とは、挿入と、検出との両方についてプログラマブルである。検出ノ
ッチパターンは、受信されるノッチマッチドフィルタ(notch matched filter)の係数を設
定することにより指定される。さらに、ノッチパターンは、送信と、受信とについて異な
るものとすることができる。
【００７０】
　図２１に戻ると、ノッチプロセッサ２１００は、ノッチパターン（ＴＸ＿ＮＯＴＣＨ）
を表す信号をシーケンサ２１０４へと送るためのノッチ挿入部分２１０２と、検出された
ノッチの表示（ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＤＥＴ）、およびノッチが検出された特定のチャネル
（ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＣＨＡＮ）を表す信号をシーケンサ２１０４に対して送るためのノ
ッチ検出部分２１０６と、内部ＲＦインターフェース２１１０を経由したコンパレータか
らの入力信号（ＣＭＰ＿ＯＵＴ＿Ａ、ＣＭＰ＿ＯＵＴ＿Ｂ）、クロック信号、およびリセ
ット信号を受け取るコンパレータ部分２１０８と、ノッチ挿入開始時刻ＴＸ＿ＮＯＴＣＨ
＿ＳＴＡＲＴ、ノッチ挿入ギャップ制御ＴＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＧＡＰ、および存続時間ＴＸ
＿ＮＯＴＣＨ＿ＤＵＲをノッチ挿入部分２１０２に対して送るための制御レジスタ２１１
２と、を含む。コンパレータ部分２１０８は、２つのチャネルについてのＲＳＳＩ電圧と
、ＲＳＳＩアナログデジタルコンバータ(RSSI analog to digital converter)（ＡＤＣ）
インターフェース２１１３からのクロック信号とを表す信号を受け取り、パラメータ調整
を容易にするためにオプショナルなデバッギングヘッダ部分(optional debugging header
 portion)２１１４に対して信号（ＲＸ＿ＨＹＳＴ＿Ａ、ＲＸ＿ＨＹＳＴ＿Ｂ、ＲＸ＿Ａ
ＤＣ＿ＳＥＬ）を出力する。
【００７１】
　ノッチプロセッサ２１００は、マッチドフィルタピークウィンドウ(matched filter pe
ak windows（登録商標）)（ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＭＦＰＷ１、ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＭＦＰ
Ｗ２）と、ノッチ検出ヒステリシス制御（ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＨＹＳＴ）と、ノッチ検出
パラメータ制御（ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＰＡＲ１、ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＰＡＲ２、ＲＸ＿Ｎ
ＯＴＣＨ＿ＰＡＲ３）と、ノッチ検出マッチドフィルタ係数制御（ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿Ｍ
ＦＣ０～ＭＦＣ１９）と、を表す様々な信号をノッチ検出セクション２１０６に対して出
力するための制御およびステータスのレジスタ２１１６をさらに含んでいる。ノッチ検出
セクション２１０６はまた、ノッチ検出ステータス（ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＳＴＡＴＵＳ）
を表す信号を制御およびステータスのレジスタ２１１６に対して出力する。
【００７２】
　図２２に戻ると、オペレーション中に、ノッチプロセッサ２１００は、ＣＭＰ＿ＯＵＴ
＿ＡまたはＣＭＰ＿ＯＵＴ＿Ｂの立ち上がりエッジの後に反復されるべき信号に１つまた
は２つの短いノッチを挿入することができる。シーケンサ２１０４は、ＴＸ＿ＮＯＴＣＨ
が１であるときはいつでも反復信号に対してノッチを適用する。信号の中のノッチを検出
するための例示のノッチプロセッサオペレーションについては、図２３に示される流れ図
を参照して論じられることになる。
【００７３】
　２３０５において、プログラマブルヒステリシスは、アナログコンパレータ出力ＣＭＰ
＿ＯＵＴ＿Ａ、ＣＭＰ＿ＯＵＴ＿Ｂに基づいてヒステリシスフィルタがかけられたコンパ
レータ出力ＨＹＳＴ＿Ａ、ＨＹＳＴ＿Ｂと、ＡＤＣチャネル選択信号ＡＤＣ＿ＳＥＬとを
生成するために実行される。信号ＲＸＮＤ＿ＨＹＳＴ＿ＣＲは、ＣＭＰ＿ＯＵＴ＿Ａ、Ｃ
ＭＰ＿ＯＵＴ＿Ｂについてのヒステリシススパン(hysteresis span)を示す制御レジスタ
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からの信号である。
【００７４】
　２３１０において、ＲＳＳＩチャネル選択が、信号ＨＹＳＴ＿Ａ、ＨＹＳＴ＿Ｂに基づ
いて実行され、選択チャネルを表す信号ＡＤＣ＿ＳＥＬが、生成される。２３１５におい
て、ＨＹＳＴ＿Ａ、ＨＹＳＴ＿Ｂ、およびＡＤＣ＿ＳＥＬは、検出ウィンドウタイミング
を制御するためのタイマＭＦＰＷ＿ＴＭＲからの信号を制御するために使用される。タイ
マ制御は、パケットの開始から経過したクロックサイクルの数に基づいて実行される。Ｍ
ＦＰＷ＿ＴＭＲは、ＲＸＮＤ＿ＤＲＯＰＯＵＴ＿ＣＲクロックサイクルよりも短い一時的
な信号ドロップアウト中にカウントすることを継続する。そのようなドロップアウトは、
低い受信信号強度でノッチパターン中に頻繁に生ずる。
【００７５】
　２３２０において、ＡＤＣ＿ＳＥＬは、２チャネルのインタリーブされたＲＳＳＩ出力
ＡＤＣ＿ＯＵＴを単一チャネル逆多重化信号ＡＤＣ＿ＤＡＴＡに変換するために使用され
る。２３２５において、ＡＤＣ＿ＤＡＴＡは、ＡＤＣ＿ＭＡＸを生成するために非線形の
「３つのうちの最大(maximum of 3)」オペレーションを介して処理される。ＲＸＮＤ＿Ｍ
ＡＸ＿ＤＩＳＡＢＬＥ＿ＣＲは、３サンプルの最大(3-sample maximum)の使用をディスエ
ーブルするためのものである。
【００７６】
　２３３０において、ＡＤＣ＿ＭＡＸは、線形一次プログラマブルローパスフィルタを通
して処理され、このフィルタは、受信信号包絡線ピーク偏位(received signal envelope 
peak excursion)を厳密に追跡するゆっくり変化する値ＲＳＳＩ＿ＡＶＧを与える。２３
３５において、ＲＳＳＩ＿ＶＡＬと称されるＡＤＣ＿ＤＡＴＡの少し遅延したコピーが、
（符号付き）差信号ＤＩＦＦを与えるためにＲＳＳＩ＿ＡＶＧから差し引かれ、この差信
号は、ノッチが出会うときに強い正の偏位(excursion)を示す。
【００７７】
　２３４０において、ＤＩＦＦは、２０タップのプログラマブルマッチドフィルタ(20-ta
p programmable matched filter)に対する入力であり、このプログラマブルマッチドフィ
ルタの符号のない出力ＭＦ＿ＳＵＭは、範囲０から２５５へとクリップされる。信号ＲＸ
ＮＤ＿ＭＦＣ［０～１９］＿ＥＮＡは、マッチフィルタタップステータス(match filter 
tap status)を表し、ＲＸＮＤ＿ＭＦＣ［０～１９］＿ＳＩＧＮは、マッチドフィルタタ
ップ係数符号を表し、そして信号ＲＸＮＤ＿ＭＦＣ［０～１９］＿ＳＨＩＦＴは、マッチ
ドフィルタタップ係数の大きさを表す。
【００７８】
　２３４５において、ＲＳＳＩ＿ＡＶＧが、パラメータ制御レジスタＲＸＮＤ＿ＭＦＴ＿
ＣＯＮＳＴ＿ＣＲ、ＲＸＮＤ＿ＭＦＴ＿ＳＬＯＰＥ＿ＣＲ、およびＲＸＮＤ＿ＭＦＴ＿Ｍ
ＡＸ＿ＣＲの値に基づいて可変なマッチドフィルタしきい値ＭＦ＿ＴＨＲＥＳＨを計算す
るために使用される。
【００７９】
　２３５０において、ＭＦ＿ＳＵＭが、制御レジスタＲＸＮＤ＿ＮＯＭ＿ＭＦＰＷ＿ＣＲ
およびＲＸＮＤ＿ＨＷＩＮ＿ＭＦＰＷ＿ＣＲによって指定される狭いタイムウィンドウ(t
ime window)中にＭＦ＿ＴＨＲＥＳＨに等しいか、または超過するときはいつでも、ノッ
チ検出セクションは、ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＤＥＴを１に設定し、そしてＲＸ＿ＮＯＴＣＨ
＿ＣＨＡＮをＡＤＣ＿ＳＥＬに等しく設定する。信号ＲＸ＿ＮＯＴＣＨ＿ＤＥＴおよびＲ
Ｘ＿ＮＯＴＣＨ＿ＣＨＡＮは、シーケンサ２１０４へと送信される。
【００８０】
　したがって、第２の実施形態によるノッチプロセッサ２１００を含むリピータは、上記
に論じられた振動問題を緩和するために、反復信号にノッチパターンを追加し、そして受
信信号におけるノッチパターンを検出することができる。ここで、ノッチプロセッサ２１
００は、信号修正デバイスを構成する。
【００８１】
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　第３の実施形態によれば、図１８Ａ～１８Ｂに示されるリピータなどのリピータは、１
つまたは複数の他のリピータとの振動を停止し、または防止するためにパワー調整ルーチ
ンを実行する。ワイヤレスネットワーク内の別のリピータが、例えば米国特許公開第２０
０６－００４１６８０号に開示されるように同じ周波数チャネルにおいて動作しているこ
とを決定するとすぐに、ルーチンは、リピータ１８００が発見モードに入るときに開始す
ることができる。リピータ１８００は、メモリ１８２７に記憶されるメモリを実行するプ
ロセッサ１８２５により、ルーチンを実行するように構成されることができる。
【００８２】
　図２４の流れ図を参照して、パワー調整ルーチンは、より十分に論じられることになる
。２４０５において、リピータは、あらかじめ決定された数のＸＯＳ＿ＰＲＯＢＥ＿ＲＥ
ＱＵＥＳＴパケットを送信し、そして２４１０において、ＸＯＳ＿ＰＲＯＢＥ＿ＲＥＳＰ
ＯＮＳＥ　ＲＳＳＩを測定する。パケットは、例えば、プロセッサ１８２５の制御の下で
デジタル復調器１８２４によって生成されることができる。ＸＯＳ＿ＰＲＯＢＥ＿ＲＥＱ
ＵＥＳＴパケットは、リピータが送信しているパワーを含んでいる。送信パワーと、測定
されるＲＳＳＩとの間の差は、一方向の経路損失である。２４１５において、リピータは
、経路損失が、例えば、８０ｄＢなど、あらかじめ決定された値よりも小さいかどうかを
決定する。経路損失が８０ｄＢよりも小さい（２４１５におけるＹＥＳの）場合、そのと
きには２４２０においてリピータは、このチャネルと、５チャネルの分離内のすべてのチ
ャネルを使用のために使用できないものとしてマーク付けすることになり、ルーチンは、
終了する。
【００８３】
　経路損失が８０ｄＢよりも小さい（２４１５におけるＮＯの）場合、そのときには２４
２５においてリピータは、最大長（６４バイト）のいくつかのＸＯＳパケットを送信する
。２４３０において、正常に受信された各パケットからのＲＳＳＩは、測定され、すべて
のパケットを通して平均される。正常に受信されなかったパケットは、８０ｄＢｍのＲＳ
ＳＩを有するものと考えられることになる。２４３５において、リピータは、平均ＲＳＳ
Ｉがあらかじめ決定されたｄＢｍよりも小さいかどうかを決定する。平均ＲＳＳＩが、あ
らかじめ決定されたｄＢｍより小さい（２４３５におけるＹＥＳの）場合、そのときには
ルーチンは、終了する。すなわち、発見するリピータは、現在の送信パワーが許容可能で
あることを仮定し、通常オペレーションを開始することになる。
【００８４】
　平均ＲＳＳＩがあらかじめ決定されたｄＢｍより小さくない（２４３５におけるＮＯの
）場合、そのときには２４４０において、リピータは、送信パワーを１ｄＢだけ下に調整
し、２４４５においていくつかのＸＯＳパケットを再送信する。２４５０において、リピ
ータは、平均ＲＳＳＩがあらかじめ決定されたｄＢｍより小さいかどうかを決定する。平
均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたｄＢｍより小さい（２４５０におけるＹＥＳの）場
合、そのときにはリピータは、通常オペレーションを開始する。
【００８５】
　平均ＲＳＳＩがあらかじめ決定されたｄＢｍよりも小さくない（２４５０におけるＮＯ
の）場合、そのときには２４５５においてリピータは、同じチャネル上の他のリピータ（
単数または複数）が送信パワーを１ｄＢだけ低減させることを要求する。２４６０におい
て、リピータは、いくつかのＸＯＳパケットを送信する。２４６５において、正常に受信
された各パケットからのＲＳＳＩは、測定され、そしてすべてのパケットを通して平均さ
れる。２４７０において、リピータは、平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたｄＢｍよ
りも小さいかどうかを決定する。平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたｄＢｍよりも小
さい（２４７０におけるＹＥＳの）場合、そのときにはリピータは、通常オペレーション
を開始する。
【００８６】
　平均ＲＳＳＩが、依然としてあらかじめ決定されたｄＢｍよりも小さくない（２４７０
におけるＮＯの）場合、そのときにはリピータは、もう一度その同じチャネル上の他のリ
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ピータ（単数または複数）が、送信パワーを別の１ｄＢだけ低減させることを要求する。
これは、各リピータのパワーが、今度はＸＯＳパケットテストが合格するまで１ｄＢｍだ
け低下されて継続することになる。しかしながら、発見しないリピータが、例えば、９ｄ
Ｂなど、あらかじめ決定された量より小さいところまでその送信パワーを低減させる必要
があることになる場合、発見するリピータは、他のリピータが、その元の送信パワーへと
戻ることを要求することになり、発見するリピータは、反復すべき異なるチャネルを選択
することができる。現在のチャネルと、５チャネルの分離内のすべてのチャネルとは、使
用できないものとしてマーク付けされることになる。
【００８７】
　リピータは、別のリピータとして同じチャネル上で動作しているが、最後にイネーブル
にされたリピータは、振動についてチェックするモニタが生ずることを可能にすることに
なる。振動が検出されるときに、リピータは、上記で論じられた同じパワールーチン（２
４０５～２４２０）を実行することになる。
【００８８】
　さらに、あらゆるあらかじめ決定された期間（例えば、２０秒間）にわたって、監視す
るリピータは、それが、その通常の最大送信パワーに到達するまでその送信パワーを１ｄ
Ｂだけ増大させようと試みることになる。いずれかのリピータ上のパワーが増分されるた
びごとに、ＸＯＳテスト（２４０５～２４２０）は、その増大が保証されるかどうかを調
べるために実行されることになる。それは、パワーが低下されるときと同じ方法で各サイ
ドを徐々に上げることになる。ひとたび、リピータが、別のリピータによって送信パワー
を変更するように要求された後に、それは、制御するリピータからのＸＯＳ＿ＯＳＣＭＩ
Ｔ＿ＨＥＡＲＴＢＥＡＴメッセージについてチャネルを監視することができる。例えば、
２０秒間など、あらかじめ決定された期間が、制御するリピータからのハートビートメッ
セージ(heartbeat message)を受信することなく経過する場合、スレーブユニット(slave 
unit)は、制御するリピータが、もはや動作していないことを仮定することになり、そし
てチャネルスペーシングコンフィギュレーション(channel spacing configuration)につ
いての通常の最大送信パワーへとパワーを戻すことになる。
【００８９】
　上記ルーチンは、複数の他のリピータが同じチャネルに対して反復しているときに適用
されることもできる。しかしながら、そのような場合には、監視するリピータは、それが
、振動がそうすることにより生ずることになるある種の期間（例えば、１０秒間）内に決
定している場合にパワーを増大させないように選択することができる。
【００９０】
　したがって、第３の実施形態によるリピータ１８００は、ワイヤレスネットワーク内の
同じチャネル上で１つまたは複数の他のレシーバとの発信を緩和するようにパワー調整ル
ーチンを実行することができる。
【００９１】
　本開示は、真の、意図された、公正な範囲、およびその精神を限定するためではなくて
、むしろ、本発明に従う様々な実施形態をどのようにして作り、そして使用するかを説明
するように意図されている。以上の説明は、本発明を網羅するように、または開示される
厳密な形態だけに限定するように意図されるものではない。修正または変形は、上記の教
示の観点から可能である。例えば、リピータは、以前に反復されたパケットを識別するよ
うに、そしてそれに応じてアクションを実行するように修正されることができる。アクシ
ョンは、振動緩和のために送信を終了させること、あるいは検出の詳細に応じて反復する
ことを可能にすることとすることができる。
【００９２】
　さらに、リピータは、上記に論じられた任意の数の３つの実施形態を組み込むことがで
きる。すなわち、リピータは、上記に論じられた実施形態のうちの１つだけに限定される
ものではない。さらに、上記に論じられた回路は、上記に説明された信号修正デバイスを
インプリメントするための例示の方法であるにすぎない。すなわち、バイフェーズ変調デ
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バイス１８３２と、ノッチプロセッサ２１００とは、信号のあらかじめ決定された部分が
、修正された信号を受信するリピータがその通常の反復するアクションとは異なるアクシ
ョンを取るようにするために修正される限り、異なる方法でインプリメントされることが
できる。
【００９３】
　実施形態（単数または複数）は、本発明の原理およびその実用的なアプリケーションの
最良の説明を提供するように、そして、当業者が、様々な実施形態において、また、企図
される特定の使用に適するような様々な修正を用いて、本発明を利用することを可能にす
るように、選択され、説明された。すべてのそのような修正および変形は、本発明の範囲
内にある。上記に説明された様々な回路は、インプリメンテーションによって望まれるよ
うに個別回路または集積回路の形でインプリメントされることができる。さらに、本発明
の一部分は、当業者によって理解されるようにソフトウェアなどの形でインプリメントさ
れることができ、ここにおいて説明された内容に関連する方法として具現化されることが
できる。
　　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［付記］
　［１］ワイヤレスネットワーク内で動作する第１のリピータであって、
　前記ワイヤレスネットワークは、前記第１のリピータと通信することができる第２のリ
ピータと、前記第１のリピータおよび前記第２のリピータのうちの少なくとも一方と通信
することができる第１および第２のワイヤレス局デバイスと、を含み、前記第１のリピー
タは、
　受信周波数でワイヤレス信号を受信するための受信デバイスと、
　前記受信されたワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分が修正された部分を含むか
どうかを検出し、それによって前記受信された信号が前記第２のリピータからのものであ
ることを決定するための検出器と、
　送信周波数で前記の第１および第２のワイヤレス局デバイスのうちの一方に対して前記
ワイヤレス信号を送信し、それによって前記ワイヤレス信号を反復するための送信デバイ
スと、
　を備える、
　第１のリピータ。
　［２］　前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分が、前記修正
された部分を含む場合は、前記送信デバイスは、前記ワイヤレス信号の実質的な部分を反
復しないように構成されている、［１］記載の第１のリピータ。
　［３］　前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分が、前記修正
された部分を含む場合は、前記送信デバイスは、前記送信周波数とは異なる周波数で前記
ワイヤレス信号を送信するか、元の送信パワーレベルとは異なるパワーレベルで前記ワイ
ヤレス信号を送信するか、の一方で送信するように構成されている、［１］記載の第１の
リピータ。
　［４］　前記ワイヤレス信号を修正するための信号修正デバイス、をさらに含む［１］
記載の第１のリピータ。
　［５］　前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分から前記修正された部分
を除去するための脱修正デバイス、をさらに含む［１］記載の第１のリピータ。
　［６］　前記送信デバイスは、前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定さ
れた部分が前記修正された部分を含む場合は、前記ワイヤレス信号を送信するように、そ
して前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分が前記修正された部
分を含まない場合は、前記ワイヤレス信号を送信しないように、構成されている、［１］
記載の第１のリピータ。
　［７］　前記受信されたワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分は、前記ワイ
ヤレス信号のプリアンブルであり、前記修正された部分は、あらかじめ決定された位相変
化である、［１］記載の第１のリピータ。
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　［８］　前記検出器は、さらに、前記ワイヤレス信号が、前記受信されたワイヤレス信
号上で資格を与える検出プロセスを実行することにより、前記の第１および第２のワイヤ
レス局デバイスのうちの一方から送信されたかどうかを検出するように構成されている、
［１］記載の第１のリピータ。
　［９］　前記の資格を与える検出プロセスは、前記受信されたワイヤレス信号のプリア
ンブルをあらかじめ決定された信号パターンに相関させること、を含む、［８］記載の第
１のリピータ。
　［１０］　前記の資格を与える検出プロセスは、あらかじめ決定された情報シーケンス
、パイロットチャネル、およびパイロットキャリアのうちの１つを復調すること、を含む
、［８］記載の第１のリピータ。
　［１１］　あらかじめ決定された位相変化を含むように前記受信されたワイヤレス信号
のあらかじめ決定された部分を修正するように構成された信号修正デバイス、をさらに含
み、それによって前記第２のリピータが前記ワイヤレス信号を反復しないようにする、［
１］記載の第１のリピータ。
　［１２］　前記リピータは、前記の受信周波数と送信周波数とが異なる周波数変換リピ
ータと、前記の受信周波数と送信周波数とが同じである同一周波数リピータと、のうちの
一方である、［１］記載の第１のリピータ。
　［１３］　前記検出器は、送信されるべき前記ワイヤレス信号上にノッチパターンを挿
入するように構成されたノッチプロセッサ内に含まれ、そしてワイヤレス信号上に挿入さ
れたノッチパターンを前記修正された部分として検出する、［１］記載の第１のリピータ
。
　［１４］　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、前記プロセッサを構成するためのパワー調整ルーチンを記
憶するためのメモリと、
　をさらに備え、
　前記プロセッサは、
　　前記送信周波数で前記第２のリピータに送信されるべきプローブパケットを生成し、
　　前記プローブパケットに応じて受信されるパケットの受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）
を測定し、
　　前記プローブパケットが送信されたパワーレベルと、前記測定されたＲＳＳＩと、の
間の差によって定義される経路損失が、あらかじめ決定された値よりも小さいかどうかを
決定し、そして
　　前記経路損失が、前記あらかじめ決定された値よりも小さい場合は前記送信周波数を
使用のために使用できないものとしてマーク付けする、
　ように構成されている、
　［１］記載の第１のリピータ。
　［１５］　前記プロセッサは、さらに、
　前記経路損失が、近似的に前記あらかじめ決定された値よりも小さくない場合は、前記
送信周波数で前記第２のリピータに送信されるべきパケットのグループを生成し、
　パケットの前記グループについての平均ＲＳＳＩを決定し、
　前記平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたレベルよりも小さい場合は、現在の送信パ
ワーを許容可能としてマーク付けする、
　ように構成されている、
　［１４］記載の第１のリピータ。
　［１６］　前記プロセッサは、さらに、
　前記平均ＲＳＳＩが、前記あらかじめ決定されたレベルよりも小さくない場合は、前記
現在の送信パワーをあらかじめ決定されたデシベルレベルだけ下方に調整し、
　前記送信周波数で前記第２のリピータに送信されるべきパケットの前記グループを再生
成し、
　パケットの前記グループについての平均ＲＳＳＩを決定し、そして
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　前記平均ＲＳＳＩが、あらかじめ決定されたレベルよりも小さい場合は、現在の送信パ
ワーを許容可能としてマーク付けする、
　ように構成されている、
　［１５］記載の第１のリピータ。
　［１７］ワイヤレスネットワーク内で動作する第１のリピータであって、前記ワイヤレ
スネットワークは、前記第１のリピータと通信することができる第２のリピータと、前記
第１のリピータおよび前記第２のリピータのうちの少なくとも一方と通信することができ
る第１および第２のワイヤレス局と、を含んでおり、前記第１のリピータは、
　前記の第２のリピータ、第１のワイヤレス局、および第２のワイヤレス局のうちの１つ
からワイヤレス信号を受信する受信デバイスと、
　前記受信デバイスに結合され、前記ワイヤレス信号の受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）が
、あらかじめ決定されたＲＳＳＩしきい値よりも大きいかどうかを検出する検出デバイス
と、
　前記受信デバイスに結合され、前記検出されたＲＳＳＩが、前記あらかじめ決定された
ＲＳＳＩしきい値よりも大きい場合は、前記ワイヤレス信号を復調するように構成された
デジタル復調器と、
　前記受信デバイスに結合され、前記ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分を修正
するように構成された信号修正デバイスと、
　前記信号修正デバイスに結合され、前記の第２のリピータ、第１のワイヤレス局、およ
び第２のワイヤレス局のうちの１つに対して前記修正されたワイヤレス信号を送信するた
めの送信デバイスと、
　を備える、
　第１のリピータ。
　［１８］前記信号修正デバイスは、前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部
分の位相を変調するように構成されたバイフェーズ変調デバイスを含む、［１７］記載の
第１のリピータ。
　［１９］前記バイフェーズ変調器は、さらに、前記修正されたワイヤレス信号を受信す
るとすぐに、前記第２のリピータによって認識可能な固有のシグネチャを有する前記ワイ
ヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分を変調するように構成されている、［１８］
記載の第１のリピータ。
　［２０］前記修正されたワイヤレス信号からスペクトルスプラッタリングを除去するよ
うに前記バイフェーズ変調器の出力に結合された表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタ、をさら
に備える［１８］記載の第１のリピータ。
　［２１］前記バイフェーズ変調器に結合されたタイミング回路、をさらに備え、前記タ
イミング回路は、前記バイフェーズ変調器が、前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定
された部分の前記位相を変調する間の時間の長さを制御し、前記タイミング回路は、前記
検出されたＲＳＳＩが、前記あらかじめ決定されたＲＳＳＩしきい値よりも大きいときに
アクティブにされる、［１８］記載の第１のリピータ。
　［２２］前記バイフェーズ変調器は、線形発振器（ＬＯ）に結合された転送スイッチを
含み、前記転送スイッチは、前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分の前記
位相を変調するように、あらかじめ決定された周波数で前記ＬＯの正端子と負端子とをス
イッチする、［１８］記載の第１のリピータ。
　［２３］前記デジタル復調器は、さらに、
　前記ワイヤレス信号のあらかじめ決定された部分が利得変調を有するかどうかを検出す
るように、そして
　受信される前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分が利得変調を有する場
合は、前記ワイヤレス信号の実質的な部分を復調しないように、
　構成されており、それによって前記第１のリピータが前記ワイヤレス信号の実質的な部
分を反復しないようにする、
　［１７］記載の第１のリピータ。
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　［２４］前記デジタル復調器は、さらに、受信される前記ワイヤレス信号のプリアンブ
ルのあらかじめ決定された部分が利得変調を有し、そして、前記デジタル復調器が、ワイ
ヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オンリーコンフィギュレーションにある
場合は、前記ワイヤレス信号を復調しないように構成されており、それによって前記第１
のリピータが、前記ワイヤレス信号の実質的な部分を反復しないようにする、［１７］記
載の第１のリピータ。
　［２５］前記デジタル復調器は、さらに、受信される前記ワイヤレス信号のプリアンブ
ルが位相変調を有するかどうかを決定するように、構成されており、そして
　前記送信デバイスは、前記第２の周波数とは異なる周波数で前記修正されたワイヤレス
信号を送信するか、前記受信されたワイヤレス信号の前記プリアンブルが前記位相変調を
有するものと決定される場合は、異なるパワーレベルで前記ワイヤレス信号を送信するか
、のうちの一方の送信をするように構成されている、［１７］記載の第１のリピータ。
　［２６］前記デジタル復調器は、さらに、前記受信されたワイヤレス信号のプリアンブ
ルが位相変調を有するかどうかを決定するように、そして前記位相変調を除去するように
、構成されている、［１７］記載の第１のリピータ。
　［２７］前記ワイヤレス信号は、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格に
応じて定義される１つまたは複数のパケットを含み、前記ワイヤレス信号の前記あらかじ
め決定された部分は、前記１つまたは複数のパケットのプリアンブルの初期部分である、
［１７］記載の第１のリピータ。
　［２８］前記プリアンブルの前記初期部分は、前記の第１および第２のワイヤレス局に
よって回復されない前記ワイヤレス信号の一部分である、［２７］記載の第１のリピータ
。
　［２９］前記プリアンブルの前記初期部分は、前記ワイヤレス信号におけるパケットの
最初の４つのシンボルである、［２７］記載の第１のリピータ。
　［３０］前記信号修正デバイスは、送信されるべき前記ワイヤレス信号上にノッチパタ
ーンを挿入し、前記第２のリピータから受信されるワイヤレス信号上に挿入されたノッチ
パターンを検出するためのノッチプロセッサ、を含む、［１７］記載の第１のリピータ。
　［３１］前記修正されたワイヤレス信号は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ規格によって定義
されるスペクトルマスクに準拠する、［２７］記載の第１のリピータ。
　［３２］前記バイフェーズ変調器は、前記ワイヤレス信号の信号経路上に増幅器に結合
された転送スイッチを含む、［１８］記載の第１のリピータ。
　［３３］ワイヤレスネットワーク内で動作する第１のリピータであって、前記ワイヤレ
スネットワークは、前記第１のリピータと通信することができる第２のリピータと、前記
第１のリピータおよび前記第２のリピータのうちの少なくとも一方と通信することができ
る第１および第２のワイヤレス局と、を含み、前記第１のリピータは、
　受信周波数で１つまたは複数のパケットを含むワイヤレス信号を受信する受信デバイス
と；
　前記受信デバイスに結合された信号の修正および検出のデバイスと、なお、前記の信号
の修正および検出のデバイスは、前記パケットのあらかじめ決定された部分を修正し、そ
れによって修正されたワイヤレス信号を生成し、そして前記パケットのあらかじめ決定さ
れた部分が、修正された信号パターンを含むかどうかを検出する、ように構成されている
;
　あらかじめ決定されたパワーレベルおよび送信周波数で、前記の第２のリピータ、第１
のワイヤレス局、および第２のワイヤレス局のうちの１つに対して前記修正されたワイヤ
レス信号を送信するための、前記の信号の修正および検出のデバイスに結合された、送信
デバイスと；
　前記受信デバイスおよび前記送信デバイスを制御するプロセッサと；
　前記プロセッサに結合され、前記プロセッサを
　　前記送信周波数で前記第２のリピータに送信されるべきプローブパケットを生成し、
　　前記プローブパケットに応じて受信されるパケットの受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）
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を測定し、そして
　　前記測定されたＲＳＳＩに従って前記パワーレベルまたは前記送信周波数のうちの一
方を調整する、
　ように構成するためのパワー調整ルーチンを記憶するためのメモリと；
　を備える、
　第１のリピータ。
　［３４］前記受信デバイスに結合された前記の信号の修正および検出のデバイスは、送
信されるべき前記ワイヤレス信号上にノッチパターンを挿入するように、そして前記第２
のリピータから受信されるワイヤレス信号上に挿入されたノッチパターンを検出するよう
に、構成されたノッチプロセッサ、を備える、［３３］記載の第１のリピータ。
　［３５］前記受信デバイスに結合された前記の信号の修正および検出のデバイスは、
　前記ワイヤレス信号の前記あらかじめ決定された部分の位相を変調するように構成され
たバイフェーズ変調デバイスと、
　前記受信デバイスに結合され、前記ワイヤレス信号が、変調された位相パターンを前記
修正された部分としてふくむかどうかを決定するように構成されたデジタル復調器と、　
を備える、
　［３３］記載の第１のリピータ。
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