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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　周波数分割複信（ＦＤＤ）を使用して無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通信
するためのデータ処理を実行し、時分割複信（ＴＤＤ）を使用してピコネットワーク（ピ
コネット）内の第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークと通信するためのデータ
処理を実行するように構成される少なくとも１つのプロセッサを具備し、
　前記無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通信することは、アップリンク周波数チ
ャネルで前記第１の基地局にデータを伝送することと、ダウンリンク周波数チャネルで前
記第１の基地局からデータを受信することと、を含み、
　前記ピコネットワーク内の第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークと通信する
ことは、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局へデータを伝送することと
、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局からデータを受信することと、を
含む、装置。
【請求項２】
　　前記ダウンリンク及びアップリンク周波数チャネルは、管理機関によって認可された
周波数帯である請求項１の装置。
【請求項３】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信ネットワークに当該装置を登録し
、前記第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークからページングメッセージを受信
するように構成される請求項１の装置。
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【請求項４】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１及び第２の基地局との通信のために１
つの無線技術に従ってデータ処理を実行するように構成され、前記無線技術は、広帯域符
号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、ｃｄｍａ２０００、グローバル・システム・フォー・
モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）及びＷｉＭａｘのいずれか１つである請求項
１の装置。
【請求項５】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１の基地局との通信のために広帯域符号
分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）又はｃｄｍａ２０００に従ってデータ処理を実行するよう
に構成される請求項１の装置。
【請求項６】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２の基地局からタイムスロットの割り当
てを受信し、前記割り当てられたタイムスロット中に前記第２の基地局とデータ交換する
ように構成される請求項１の装置。
【請求項７】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記割り当てられたタイムスロット中に送信さ
れるプロトコル・データ・ユニット（ＰＤＵ）中にデータ交換するように構成される請求
項６の装置。
【請求項８】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、ダウンリンク周波数チャネルで第１の基地局に
よって送信されるパイロットに基づいて前記無線通信ネットワーク内の前記第１の基地局
を検出し、アップリンク周波数チャネルで第２の基地局によって伝送されるビーコンに基
づいてピコネット内の前記第２の基地局を検出するように構成される請求項１の装置。
【請求項９】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信ネットワーク内の第１の基地局を
検出し、前記第１の基地局が検出されない場合には、ピコネット内の第２の基地局を検出
するように構成される請求項１の装置。
【請求項１０】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信ネットワーク内の他の第１の基地
局を検出し、隣接するピコネット内の他の第２の基地局を検出し、検出された第１及び第
２の基地局に関する情報を前記無線通信ネットワーク内の前記第１の基地局へ送信するよ
うに構成される請求項１の装置。
【請求項１１】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信ネットワーク内の他の第１の基地
局を検出し、隣接するピコネット内の他の第２の基地局を検出し、前記ピコネット内の前
記第２の基地局へ送信するように構成される請求項１の装置。
【請求項１２】
　　前記第１及び第２の基地局へデータを送信し、前記第１の基地局からデータを受信し
、前記第２の基地局からデータを受信するように構成されるトランシーバをさらに具備す
る請求項１の装置。
【請求項１３】
　　管理機関によって認可された周波数帯で無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通
信するために第１の無線技術に従ってデータ処理を実行し、前記認可された周波数帯でピ
コネットワーク（ピコネット）内の第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークと通
信するために第２の無線技術に従ってデータ処理を実行するように構成される少なくとも
１つのプロセッサを具備し、
　前記無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通信することは、前記認可された周波数
帯内のアップリンク周波数チャネルで前記第１の基地局にデータを伝送することと、前記
認可された周波数帯内のダウンリンク周波数チャネルで前記第１の基地局からデータを受
信することと、を含み、
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　前記ピコネットワーク内の第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークと通信する
ことは、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局へデータを伝送することと
、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局からデータを受信することと、を
含む、装置。
【請求項１４】
　　前記第２の無線技術は、前記第１の無線技術と同一であり、前記第１及び第２の無線
技術は、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、ｃｄｍａ２０００、グローバル・シ
ステム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）及びＷｉＭａｘのいずれか
１つである請求項１３の装置。
【請求項１５】
　　無線装置が、周波数分割複信（ＦＤＤ）を使用して無線通信ネットワーク内の第１の
基地局と通信するためのデータ処理を実行することと、
　前記無線装置が、時分割複信（ＴＤＤ）を使用してピコネットワーク（ピコネット）内
の第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークと通信するためのデータ処理を実行す
ることと、
　を具備し、
　前記無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通信することは、アップリンク周波数チ
ャネルで前記第１の基地局にデータを伝送することと、ダウンリンク周波数チャネルで前
記第１の基地局からデータを受信することと、を含み、
　前記時分割複信（ＴＤＤ）を使用してピコネットワーク内の第２の基地局を介して前記
無線通信ネットワークと通信することは、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の
基地局へデータを送信することと、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局
からデータを受信することと、を含む、方法。
【請求項１６】
　　前記無線装置が、前記無線通信ネットワークに前記無線装置を登録することと、
　前記無線装置が、前記第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークからページング
メッセージを受信することと、をさらに具備する請求項１５の方法。
【請求項１７】
　　周波数分割複信（ＦＤＤ）を使用して無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通信
するためのデータ処理を実行する手段と、
　時分割複信（ＴＤＤ）を使用してピコネットワーク（ピコネット）内の第２の基地局を
介して前記無線通信ネットワークと通信するためのデータ処理を実行する手段と、
　を具備し、
　前記無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通信することは、アップリンク周波数チ
ャネルで前記第１の基地局にデータを伝送することと、ダウンリンク周波数チャネルで前
記第１の基地局からデータを受信することと、を含み、
　前記ピコネットワーク内の第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークと通信する
ことは、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局へデータを伝送することと
、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局からデータを受信することと、を
含む、装置。
【請求項１８】
　　前記無線通信ネットワークに当該装置を登録する手段と、
　前記第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークからページングメッセージを受信
する手段と、をさらに具備する請求項１７の装置。
【請求項１９】
　コンピュータを、
　周波数分割複信（ＦＤＤ）を使用して無線通信ネットワーク内の第１の基地局との通信
する手段と、
　時分割複信（ＴＤＤ）を使用してピコネットワーク（ピコネット）内の第２の基地局を
介して前記無線通信ネットワークと通信する手段として機能させるための命令を格納し、
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　前記無線通信ネットワーク内の第１の基地局と通信することは、アップリンク周波数チ
ャネルで前記第１の基地局にデータを伝送することと、ダウンリンク周波数チャネルで前
記第１の基地局からデータを受信することと、を含み、
　前記ピコネットワーク内の第２の基地局を介して前記無線通信ネットワークと通信する
ことは、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局へデータを伝送することと
、前記アップリンク周波数チャネルで前記第２の基地局からデータを受信することと、を
含む、コンピュータ読込可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　　無線装置と無線通信ネットワークとの間の通信をサポートする、ピコネットワーク内
の基地局であって、
　時分割複信（ＴＤＤ）を使用して管理機関によって認可された周波数帯内の周波数チャ
ネルで前記無線装置と通信するためのデータ処理を実行し、ワイヤーライン通信リンクを
介して前記無線通信ネットワークとデータ交換するための処理を実行するように構成され
る少なくとも１つのプロセッサを具備し、
　前記無線装置との通信に使用される前記周波数チャネルは、前記無線装置が前記無線通
信ネットワーク内の他の基地局と通信するために使用するアップリンク周波数チャネルで
ある、基地局。
【請求項２１】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信ネットワークから周波数チャネル
のセクションを受信するように構成される請求項２０の基地局。
【請求項２２】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、所定の継続期間の各スーパーフレーム中にビー
コンを送信するように構成され、前記ビーコンは、前記ピコネットを検知するために無線
装置によって使用される請求項２０の基地局。
【請求項２３】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線装置にタイムスロットを割り当て、前
記割り当てられたタイムスロット内の前記無線装置とデータ交換するように構成される請
求項２０の基地局。
【請求項２４】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、データをダウンロードする要求を承認するよう
に構成され、前記要求は、前記無線通信ネットワーク又は前記ピコネットへ前記無線装置
によって予め送信され、リソースが前記ピコネット内で利用可能となるまで格納される請
求項２０の基地局。
【請求項２５】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線装置を前記無線通信ネットワークに登
録し、前記無線装置のために前記無線通信ネットワークからページングメッセージを受信
し、さらに前記無線装置に前記ページングメッセージを送信するように構成される請求項
２０の基地局。
【請求項２６】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、無線装置のために前記無線通信ネットワークか
らページングメッセージを受信し、ビーコン中にページングメッセージを送信するように
構成される請求項２０の基地局。
【請求項２７】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信ネットワークのために前記無線装
置から受信したデータを転送し、前記無線装置のために前記無線通信ネットワークから受
信されたデータを前記無線装置へ転送するように構成される請求項２０の基地局。
【請求項２８】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線装置からアクセス要求を受信し、前記
ピコネットにアクセスを許可された無線装置のリストに基づいて前記無線装置へのアクセ
スを許可又は拒否するように構成される請求項２０の基地局。
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【請求項２９】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、干渉を低減するために、前記無線機器に他の周
波数チャネルへ切り替えるように命令するように構成される請求項２０の基地局。
【請求項３０】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、干渉を低減するために、他の無線装置に他の周
波数へ切り替えるように命令するように構成される請求項２０の基地局。
【請求項３１】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線通信ネットワークへ前記ピコネットに
関する負荷情報を送信するように構成される請求項２０の基地局。
【請求項３２】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、近接ピコネット内の他の第２の基地局を検知し
、前記検知された第２の基地局に関する情報を前記無線通信ネットワークへ送信するよう
に構成される請求項２０の基地局。
【請求項３３】
　　前記無線装置へデータを送信し、前記無線装置からデータを受信するように構成され
るトランシーバをさらに具備する請求項２０の基地局。
【請求項３４】
　　バックホールモデムを介して前記無線通信ネットワークとデータ交換するように構成
されるインタフェースユニットをさらに具備する請求項２０の基地局。
【請求項３５】
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）により実施
される請求項２０の基地局。
【請求項３６】
　　前記ＡＳＩＣは、前記無線装置内で使用される移動局モデム（ＭＳＭ）である請求項
３５の基地局。
【請求項３７】
　　無線装置と無線通信ネットワークとの間の通信をサポートする方法であって、
　ピコネットワーク内の基地局が、時分割複信（ＴＤＤ）を使用して管理機関によって認
可された周波数帯内の周波数チャネルで前記無線装置と通信するためのデータ処理を実行
することと、
　前記基地局が、ワイヤーライン通信リンクを介して前記無線通信ネットワークとデータ
交換するための処理を実行することと、
　を具備し、
　前記周波数チャネルは、前記無線装置が前記無線通信ネットワーク内の他の基地局と通
信するために使用するアップリンク周波数チャネルである、方法。
【請求項３８】
　　前記基地局が、前記無線通信ネットワークに前記無線装置を登録することと、
　前記基地局が、前記無線装置のために前記無線通信ネットワークからページングメッセ
ージを受信することと、
　前記基地局が、前記無線装置へページングメッセージを送信することと、
　をさらに具備する請求項３７の方法。
【請求項３９】
　　前記基地局が、前記無線装置から受信したデータを前記無線通信ネットワークへ転送
することと、
　前記基地局が、前記無線装置のために前記無線通信ネットワークから受信したデータを
前記無線装置へ転送することと、
　をさらに具備する請求項３７の方法。
【請求項４０】
　　無線装置と無線通信ネットワークとの間の通信をサポートする、ピコネットワーク内
の基地局であって、
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　時分割複信（ＴＤＤ）を使用して管理機関によって認可された周波数帯内の周波数チャ
ネルで無線装置と通信するためのデータ処理を実行する手段と、
　ワイヤーライン通信リンクを介して無線通信ネットワークとデータ交換するための処理
を実行する手段と、
　を具備し、前記周波数チャネルは、前記無線装置が前記無線通信ネットワーク内の他の
基地局と通信するために使用するアップリンク周波数チャネルである、基地局。
【請求項４１】
　　前記無線通信ネットワークに前記無線装置を登録する手段と、
　前記無線装置のために前記無線通信ネットワークからページングメッセージを受信する
手段と、
　前記無線装置へ前記ページングメッセージを送信する手段と、
　をさらに具備する請求項４０の基地局。
【請求項４２】
　　前記無線装置から受信したデータを前記無線通信ネットワークへ転送する手段と、
　前記無線装置のために前記無線通信ネットワークから受信したデータを前記無線装置へ
転送する手段と、
　をさらに具備する請求項４０の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に通信に係り、特に無線通信ネットワークのサービスエリアを拡張する
ための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング及びブロー
ドキャスト等の種々の通信サービスを提供するために広く開発されている。これらの無線
ネットワークは、利用可能なネットワークリソースの共有により複数のユーザをサポート
することができる多元接続ネットワークとされる。このような多元接続ネットワークの例
には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネット
ワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交周波数分割多元接続（ＯＦ
ＤＭＡ）ネットワーク等が含まれる。
【０００３】
　無線ネットワークでは、無線装置（例えば、セルラ電話）は、ダウンリンク及びアップ
リンクを介して基地局と通信することができる。ダウンリンク（即ち、順方向リンク）は
、基地局から無線装置への通信リンクを指し、アップリンク（即ち、逆方向リンク）は、
無線装置から基地局への通信リンクを指す。基地局がターゲット受信信号品質を達成する
ことができ、或いは無線装置にとって改善されることができ、また同様に、無線装置がタ
ーゲット受信信号品質を達成することができ、或いは基地局にとって改善されることがで
きる場合、無線装置は、基地局とうまく通信することができる。しかしながら、無線装置
及び／又は基地局は、特定の動作シナリオではターゲット受信信号品質を達成することが
できないことがある。例えば、無線装置が基地局から離れすぎていたり、及び／或いは無
線装置が住宅又はビルの屋内にあるかもしれない。無線装置においては、これらの動作シ
ナリオでも通信サービスを受けることができることが望ましいとされる。
【０００４】
　従って、無線ネットワークのサービスエリアを改善するための技術に対する技術的な必
要性がある。
【発明の概要】
【０００５】
　無線通信ネットワーク（例えば、セルラネットワーク）のサービスエリアを屋内及び他
の場所にまで拡張するための技術が本明細書に記述される。一態様では、ピコネット基地
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局（ＰＢＳ）は、ピコネットワーク（ピコネット）内の無線装置（例えば、セルラ電話）
の通信をサポートする。ピコネットは、住宅、オフィス、ビル等をカバーすることができ
る。ＰＢＳによって、無線装置が音声、ビデオ及びパケットデータ等の通信サービスを受
けることが可能になり、並びに／或いは無線ネットワークからページングメッセージを受
信することが可能になる。
【０００６】
　無線装置は、周波数分割複信（ＦＤＤ）を使用して無線ネットワーク内の基地局と通信
することができ、時分割複信（ＴＤＤ）を使用してピコネット内のＰＢＳと通信すること
ができる。無線装置は、認可された周波数帯内のダウンリンク周波数チャネル及びアップ
リンク周波数チャネルを介して基地局と通信することができる。無線装置は、アップリン
ク周波数チャネルを介してＰＢＳと通信することができる。無線装置は、基地局及びＰＢ
Ｓへアップリンク周波数チャネルでデータを送信し、基地局からダウンリンク周波数チャ
ネルでデータを受信し、さらにＰＢＳからアップリンク周波数チャネルでデータを受信す
ることができる。
【０００７】
　ＰＢＳは、ＴＤＤを使用してアップリンク周波数チャネルで無線装置と通信することが
でき、さらにワイヤーライン通信リンクを介して無線ネットワークとデータ交換すること
ができる。ＰＢＳは、無線装置から受信したデータを無線ネットワークへ転送することが
でき、無線ネットワークから受信したデータを無線装置へ転送することができる。ＰＢＳ
は、無線装置にタイムスロットを割り当て、割り当てられたタイムスロット中に無線装置
とデータ交換することができる。ＰＢＳは、無線装置のために無線ネットワークからペー
ジングメッセージを受信し、無線装置へページングメッセージを転送することができる。
ＰＢＳは、無線装置に通常使用される移動局モデム（ＭＳＭ）のような特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）により実現されることができる。
【０００８】
　本開示の種々の態様及び特徴は、以下により詳細に記述される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、無線通信ネットワーク及びピコネットを示す。
【図２】図２は、無線ネットワーク及びピコネット内の種々のネットワーク構成要素を示
す。
【図３】図３は、無線装置及びＰＢＳのブロック図を示す。
【図４】図４は、ＴＤＤをサポートするトランシーバのブロック図を示す。
【図５】図５は、ＦＤＤ及びＴＤＤをサポートするトランシーバのブロック図を示す。
【図６】図６は、データプロセッサのブロック図を示す。
【図７】図７は、スーパーフレーム構造例を示す。
【図８】図８は、無線装置用の処理モジュールを示す。
【図９】図９は、ＰＢＳ用の処理モジュールを示す。
【図１０】図１０は、フレーム構造例を示す。
【図１１】図１１は、通信のために無線装置によって実行されるプロセスを示す。
【図１２】図１２は、無線装置の通信をサポートするためにＰＢＳによって実行されるプ
ロセスを示す。
【詳細な説明】
【００１０】
　本明細書に記述された技術は、種々の無線通信ネットワークに使用されることができる
。用語「ネットワーク」及び「システム」は、交換可能にしばしば使用される。例えば、
本技術は、ＣＤＭＡネットワーク、ＴＤＭＡネットワーク、ＦＤＭＡネットワーク及びＯ
ＦＤＭＡネットワーク等の無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）並びにセルラネットワーク
に使用されることができる。ＣＤＭＡネットワークは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）
及びｃｄｍａ２０００等の無線技術を実現することができる。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ
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－２０００、ＩＳ－９５及びＩＳ－８５６標準規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワーク
は、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）及びＷ
ｉＭａｘ等の無線技術を実現することができる。これらの種々の無線技術及び標準規格は
、技術的に公知となっている。Ｗ－ＣＤＭＡ及びＧＳＭは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト」（３ＧＰＰ）と命名された団体からのドキュメントに記載されている。ｃ
ｄｍａ２０００は、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と命名
された団体からのドキュメントに記載されている。ＷｉＭａｘは、「電気電子技術者協会
（ＩＥＥＥ）」と命名された団体からのＩＥＥＥ８０２．１６ドキュメントに記載されて
いる。３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２及びＩＥＥＥ８０２．１６のドキュメントは、公に利用可能
である。明確にするために、本技術は、３ＧＰＰネットワークに関して以下に記述される
。
【００１１】
　図１は、複数の基地局を備えた無線通信ネットワーク１００を示している。簡単にする
ために、２つの基地局１３０ａ及び１３０ｂだけが図１に示されている。基地局は、一般
に無線装置と通信する固定局であり、ノードＢ、エンハンストノードＢ（ｅＮｏｄｅ　Ｂ
）及びアクセスポイント（ＡＰ）等とも称される。各基地局１３０は、特定の地理上のエ
リアに通信サービスエリアを提供する。用語「セル」は、この用語が使用される文脈に応
じて基地局及び／又はそのサービスエリア（coverage）を指すことができる。システム容
量を向上させるために、基地局サービスエリアは、複数の小エリアへ分割されることがで
きる。各小エリアは、個別のベース・トランシーバ・サブシステム（ＢＴＳ：base trans
ceiver subsystem）によってサーブされる（served）ことができる。用語「セクタ」は、
この用語が使用される文脈に応じてＢＴＳ及び／又はそのサービスエリアを指すことがで
きる。
【００１２】
　無線装置１１０は、無線ネットワーク全体にわたって散在することができる。無線装置
は、固定式又は移動式であってもよく、ユーザ設備（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、携帯機器
（ＭＥ）、端末、アクセス端末（ＡＴ）、ステーション（ＳＴＡ）等とも称される。無線
装置は、無線通信が可能な任意の装置であることができ、セルラ電話、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、ハンドセット、携帯型装置、加入者ユニット、無線モデム、ラップトップ型コン
ピュータ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ウルトラモバイルＰＣ（ＵＭＰＣ）等であ
ってもよい。無線装置は、任意の時間においてダウンリンク及び／又はアップリンクで、
基地局と全く通信していなくてもよく、１又は複数の基地局と通信していてもよい。
【００１３】
　複数の無線装置が基地局１３０の良好なサービスエリア内にあることができる一方で、
他の無線装置が貧弱なサービスエリア内にあることがある。特定の無線装置によって観察
されるサービスエリアは、パイロット強度、受信信号品質等によって定量化されることが
できる。観察されるサービスエリアは、基地局までの距離、地形、障害物等の種々の要素
に依存することができる。例えば、無線装置１１０ａ乃至１１０ｄは、基地局１３０ａ及
び１３０ｂの良好なサービスエリア内にあるかもしれないが、一方で無線装置１１０ｘは
、屋内に位置され、これらの基地局に関する弱い信号を受信するかもしれない。無線装置
１１０ｘが基地局１３０ａ又は１３０ｂと通信することは、それでもやはり可能であるか
もしれない。しかしながら、低データレートが無線装置１１０ｘに関して達成されるだろ
うし、及び／又はより多くの無線リソースが無線装置１１０ｘの通信をサポートするため
に消費されるだろう。
【００１４】
　一態様では、ピコネット基地局（ＰＢＳ：piconet base station）１２０は、ピコネッ
トワーク（pico network）（ピコネット）１０２において無線装置（例えば、無線装置１
１０ｘ）の通信をサポートする。ＰＢＳ１２０は、基地局１３０からのサービスエリアが
貧弱であるかもしれないエリアまで無線ネットワーク１００のサービスエリアを効果的に
拡張することがきる。ＰＢＳ１２０は、パーソナルベースステーション（personal base 
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station）、ホームベースステーション（home base station）、パーソナルアクセスポイ
ント（personal access point）等とも称される。ピコネット１０２は、例えば、住宅、
オフィス、ビル及びコーヒーショップ等の小規模又は中規模の地理上のエリアをカバーす
る小ネットワークである。ピコネット１０２は、パーソナルネットワーク（personal net
work）、ローカルネットワーク等とも称される。ＰＢＳ１２０は、ピコネット１０２内の
１以上の無線装置と通信することができ、このＰＢＳ１２０によって、これらの無線装置
が無線ネットワーク１００を介して音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ペ
ージング等の種々の通信サービスを受けることが可能となる。無線装置１１０ｘからＰＢ
Ｓ１２０への通信リンクは、アップリンクと称され、ＰＢＳ１２０から無線装置１１０ｘ
への通信リンクは、ダウンリンクと称される。
【００１５】
　図２は、無線ネットワーク１００及びピコネット１０２における種々のネットワーク構
成要素（entities）を示している。無線ネットワーク１００では、基地局１３０は、これ
ら基地局に調整及び制御を与えることができる無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）
１３２に結合されることができる。ＲＮＣ１３２は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）等と
も称される。基地局１３０及びＲＮＣ１３２は、無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ
）の一部であってもよい。ＲＮＣ１３２は、種々の機能を実行し、種々のサービスをサポ
ートすることができるコアネットワーク１３４に結合されることができる。例えば、コア
ネットワーク１３４は、データルーティング、モビリティマネージメント等を実行するネ
ットワーク構成要素を含むことができる。ＷＬＡＮアクセスゲートウェイ（ＷＡＧ）／パ
ケットデータゲートウェイ（ＰＤＧ）１３６は、コアネットワーク１３４に結合されるこ
とができ、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）及び無線ネットワーク１００間
の連携動作（interworking）をサポートすることができる。ＷＡＧ／ＰＤＧ１３６によっ
て、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワーク内の局がコアネットワーク１３４に
よってサポートされた機能及びサービスにアクセスすることが可能となる。
【００１６】
　無線ネットワーク１００は、図２に示されない他のネットワーク構成要素をさらに含む
ことができる。無線ネットワーク１００は、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）
を備えることができ、このＩＭＳは、ボイスオーバーＩＰ（ＶｏＩＰ）、パケットデータ
等のモバイル及び固定マルチメディアサービスをサポートするネットワークアーキテクチ
ャである。
【００１７】
　ピコネット１０２では、ＰＢＳ１２０は、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）、
ＲＪ４５又はイーサネット（登録商標）、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の種々のイ
ンタフェースを介してルータ１２２に結合されることができる。ルータ１２２は、ＰＢＳ
１２０及び外部ネットワーク間のパケットデータ交換を容易にすることができる。ルータ
１２２は、バックホールモデム（backhaul modem）１２４に結合されることができ、この
バックホールモデム１２４は、データネットワーク１４０との通信をサポートすることが
できる。バックホールモデム１２４は、ケーブルモデム、デジタル加入者線（ＤＳＬ）モ
デム、衛星モデム等であってもよい。データネットワーク１４０は、インターネット、或
いは他の個人及び／又は公のデータネットワークであってもよい。
【００１８】
　他の設計では、ＰＢＳ１２０は、ルータ１２２を含み、バックホールモデム１２４に結
合される。さらに他の設計では、ＰＢＳ１２０は、バックホールモデム１２４を含み、デ
ータネットワーク１４０と通信する。一般に、ＰＢＳ１２０は、無線通信リンクを介して
無線装置と通信することができ、ワイヤーライン（wireline）通信リンクを介して外部ネ
ットワーク（無線ネットワーク１００及びインターネット等）とデータ交換することがで
きる。
【００１９】
　図３は、無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０のブロック図を示している。無線装置１１
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０ｘにおいて、データプロセッサ３１０は、データソース３０８からトラフィックデータ
を受信し、トラフィックデータを処理してアウトプットチップを生成する。データプロセ
ッサ３１０による処理は、無線ネットワーク１００及びピコネット１０２によって使用さ
れる無線技術に依存し、符号化、インターリービング、シンボルマッピング、拡散、スク
ランブリングを含むことができる。トランシーバ３２０内の送信器（ＴＭＴＲ）は、アウ
トプットチップを調整して（例えば、アナログ変換し、増幅し、フィルタリングし、周波
数アップコンバートして）アップリンク信号を生成し、このアップリンク信号は、アンテ
ナ３２２を介して送信される。
【００２０】
　ＰＢＳ１２０において、アンテナ３５２は、無線装置１１０ｘからアップリンク信号を
受信し、トランシーバ３５０内の受信器（ＲＣＶＲ）へ受信信号を与える。受信器は、受
信信号を調整して（例えば、フィルタリングし、増幅し、周波数ダウンコンバートし、デ
ジタル化して）サンプルを提供する。データプロセッサ３６０は、データプロセッサ３１
０による処理に相補的な方法でサンプルを処理し、データシンク３６２に復号データを与
える。データプロセッサ３６０による処理は、デスクランブリング（descrambling）、逆
拡散（despreading）、シンボルデマッピング、デインターリービング及び復号等を含む
ことができる。
【００２１】
　ダウンリンクでは、データプロセッサ３６０は、データソース３６２から無線装置１１
０ｘのためのトラフィックデータを受信し、トラフィックデータを処理してアウトプット
チップを生成する。トランシーバ３５０内の送信器は、続いてアウトプットチップを調整
してダウンリンク信号を生成し、このダウンリンク信号は、アンテナ３５２を介して送信
される。無線装置１１０ｘでは、ダウンリンク信号は、アンテナ３５２によって受信され
、サンプルを得るためにトランシーバ３２０内の受信器によって調整される。データプロ
セッサ３１０は、続いてサンプルを処理し、データシンク３０８に復号データを与える。
ダウンリンク伝送におけるＰＢＳ１２０及び無線装置１１０ｘの処理は、アップリンク伝
送における処理と同じであってもよく、異なっていてもよい。
【００２２】
　コントローラ／プロセッサ３３０及び３７０は、夫々無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２
０の各種ユニットの動作を指示する。メモリ３３２及び３７２は、夫々無線装置１１０ｘ
及びＰＢＳ１２０のためのデータ及びプログラムコードを格納する。外部インタフェース
ユニット３８０は、ＰＢＳ１２０と外部デバイス（例えば、ルータ１２２）及び／又は外
部ネットワーク（例えば、データネットワーク１４０）との間のデータ交換をサポートす
る。
【００２３】
　データプロセッサ３１０及び３６０は、各々、１以上の集積回路（ＩＣ）、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）等で実施されることができる。ある設計では、データプロセッサ
３１０及び３６０は、各々、カリフォルニア州サンディエゴにあるクゥアルコムインコー
ポレイテッド（Qualcomm Incorporated）からの移動局モデム（ＭＳＭ）ＡＳＩＣで実施
される。一般に、ＰＢＳ１２０内のデータプロセッサ３６０は、無線装置１１０ｘ内のデ
ータプロセッサ３１０に使用されるのと同じＡＳＩＣ、又は同様のＡＳＩＣで実施される
ことができる。これは、ＰＢＳ１２０の設計を単純化することができ、及び／又はＰＢＳ
１２０のコストを低減することができる。
【００２４】
　無線装置１１０ｘは、ＰＢＳ１２０のみならず無線ネットワーク１００内の基地局１３
０と通信する能力を有することができる。これにより、無線装置１１０ｘがＰＢＳ１２０
からの良好な屋内サービスエリアを得るとともに、無線ネットワーク１００からの広域サ
ービスエリアを得ることが可能となる。ＰＢＳ１２０は、無線リンクを介して無線装置１
１０ｘと通信し、且つワイヤーラインリンクを介して無線ネットワーク１００と通信する
能力を有することができる。これにより、ＰＢＳ１２０が無線装置１１０ｘに対して良好
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無線ネットワーク１００との高スループットのデータ交換を達成することができるように
なる。
【００２５】
　無線ネットワーク１００は、基地局及び無線装置間の通信に周波数分割複信（ＦＤＤ）
を利用することができる。ＦＤＤでは、２つの別々の周波数チャネルがダウンリンク及び
アップリンクに使用される。アップリンク伝送は、２つの周波数チャネルによりダウンリ
ンク伝送と同時に起こることができる。ダウンリンクに使用される周波数チャネルは、ダ
ウンリンクチャネルと称され、アップリンクに使用される周波数チャネルは、アップリン
クチャネルと称される。
【００２６】
　一態様では、時分割複信（ＴＤＤ）は、無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０間の通信に
使用される。ＴＤＤでは、１つの周波数チャネルがダウンリンク及びアップリンクの両方
に使用される。アップリンク伝送は、複数のタイムスロット中に送信されることができ、
ダウンリンク伝送は、同じ周波数チャネル上の他のタイムスロット中に送信されることが
できる。ある設計では、アップリンクチャネルは、無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０間
のＴＤＤ通信に使用される。この設計により、無線装置１１０ｘは、無線ネットワーク１
００内の基地局からの信号をモニタリングしながらＰＢＳ１２０と通信することができる
ようになる。この設計は、さらに、無線ネットワーク１００及びピコネット１０２の両方
に関して既存の周波数チャネルを効率的に再使用する。他の設計では、異なる周波数チャ
ネル（これはＦＤＤに使用されない）が無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０間のＴＤＤ通
信に使用される。例えば、認可された（licensed）周波数帯内の複数の周波数チャネルが
ＴＤＤ動作のために確保されていることができる。この設計は、無線ネットワーク１００
によって使用されるダウンリンク及びアップリンクチャネルに対する干渉を回避する。他
の設計では、ＦＤＤは、例えば、無線ネットワーク１００によって使用される同じダウン
リンク及びアップリンクチャネル、又は他のペアの周波数チャネルを使用する無線装置１
１０ｘ及びＰＢＳ１２０間の通信に使用されることができる。さらに他の設計では、無線
ネットワーク１００は、基地局及び無線装置間の通信にＴＤＤを利用することができ、同
様にＴＤＤが無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０間の通信に使用されることができる。こ
の場合、同じ周波数チャネルが無線ネットワーク１００及びピコネット１０２の両方の通
信リンクに使用されてもよく、個別の周波数チャネルが各ネットワークに使用されてもよ
い。明確にするために、以下の記述の大部分は、無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０がア
ップリンクチャネル上でＴＤＤを使用して通信すると仮定している。 
　ＰＢＳ及び無線装置間のＴＤＤ通信に使用される周波数チャネル、並びに基地局及び無
線装置間のＦＤＤ通信に使用される周波数チャネルは、認可された周波数帯に属すること
ができる。認可された帯域は、管理機関（例えば、米国連邦通信委員会（ＦＣＣ））から
の免許が周波数帯内の動作に必要となる周波数帯である。表１は、３ＧＰＰ及び３ＧＰＰ
２ネットワークに通常使用される認可された複数の帯域を一覧表にしたものである。
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【表１】

【００２７】
　無線装置、ＰＢＳ及び基地局間の通信に使用される認可された周波数帯は、無線ローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）内で使用される免許不要の（unlicensed）周波数帯と
は対照的である。免許不要の帯域は、動作に免許を必要とされない周波数帯である。免許
不要の帯域についての複数の例は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂで使用される５ＧＨｚの免許
不要全米情報基盤（Ｕ－ＮＩＩ：unlicensed national information infrastructure）帯
、並びにＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１１ｂ及び８０２．１１ｇで使用される２．４
ＧＨｚ帯を含む。ＩＥＥＥ８０２．１１ａ，ｂ，ｇは、ＷＬＡＮ向けのＩＥＥＥとは異な
る規格のＩＥＥＥ８０２．１１ファミリー規格である。
【００２８】
　図４は、トランシーバ３５０の設計のブロック図を示し、このトランシーバ３５０は、
アップリンクチャネル上でのＴＤＤ動作をサポートする。トランシーバ３５０は、送信パ
ス（transmit path）４１０及び受信パス（receive path）４２０を含む。送信パス４１
０では、直交変調器（Quad Mod）４１２は、データプロセッサ３６０から同相及び直交（
Ｉ／Ｑ）ベースバンド信号を受信し、ＬＯジェネレータ４４０からのアップリンク局所発
振器（local oscillator）（ＵＬＬＯ）信号でＩ及びＱベースバンド信号に対して直交変
調を実行し、変調信号を提供する。電力増幅器（ＰＡ）４１４は、所望の出力電力レベル
を達成するように変調信号を増幅する。電力増幅器４１４からの増幅信号は、スイッチ４
３０によって経路を決められ、フィルタ４３２によってフィルタリングされ、アンテナ３
５２を介して送信される。フィルタ４３２は、伝送に使用される周波数チャネル（例えば
、アップリンクチャネル）内の信号成分を渡し、直交変調処理によって引き起こされるイ
メージを除去する。
【００２９】
　受信パス４２０では、アンテナ３５２からの受信信号は、フィルタ４３２によってフィ
ルタリングされ、スイッチ４３０によって経路を決められ、低雑音増幅器（ＬＮＡ）４２
２によって増幅される。フィルタ４３２は、関心の周波数チャネル（例えば、アップリン
クチャネル）内の信号成分を渡し、他の周波数の信号成分を除去する。直交復調器（Quad
 Demod）４２４は、ＵＬＬＯ信号でＬＮＡ４２２からの増幅信号に対して直交復調を実行
し、データプロセッサ３６０にＩ及びＱベースバンド信号を与える。
【００３０】
　スイッチ４３０は、送信／受信（ＴＸ／ＲＸ）制御信号によって制御され、このＴＸ／
ＲＸ制御信号は、データプロセッサ３６０又はコントローラ３７０によって生成されるこ
とができる。スイッチ４３０は、データ伝送に使用されるタイムスロット中に電力増幅器
４１４をフィルタ４３２に連結し、データ受信に使用されるタイムスロット中にフィルタ
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４３２をＬＮＡ４２２に連結する。
【００３１】
　図５は、トランシーバ３２０の設計のブロック図を示し、このトランシーバ３２０は、
ダウンリンク及びアップリンクチャネルでのＦＤＤ動作、及びアップリンクチャネルでの
ＴＤＤ動作をサポートする。トランシーバ３２０は、１つの送信パス５１０、並びに２つ
の受信パス５２０及び５３０を含む。送信パス５１０は、ＦＤＤ及びＴＤＤ動作の両方の
ためにアップリンクチャネルでのデータ伝送に使用される。受信パス５２０は、ＴＤＤ動
作のためにアップリンクチャネルでのデータ受信に使用される。受信パス５３０は、ＦＤ
Ｄ動作のためにダウンリンクチャネルでのデータ受信に使用される。
【００３２】
　送信パス５１０では、直交変調器５１２は、データプロセッサ３１０からI及びＱベー
スバンド信号を受信し、ＬＯジェネレータ５５０からのＵＬＬＯ信号でI及びＱベースバ
ンド信号に対して直交変調を実行して変調信号を提供する。フィルタ５１４は、アップリ
ンクチャネル内の信号成分を渡し、且つ直交変調プロセスによって引き起こされたイメー
ジを除去するように変調信号をフィルタリングする。電力増幅器５１６は、所望の出力電
力レベルを達成するために、フィルタリングされた信号を増幅する。電力増幅器５１６か
らの増幅信号は、スイッチ５４０によって経路を決められ、さらにデュプレクサ（duplex
er）５４２を通過してアンテナ３２２を介して送信される。
【００３３】
　受信パス５２０では、アンテナ３２２からの受信信号は、デュプレクサ５４２及びスイ
ッチ５４０によって経路を決められ、ＬＮＡ５２２によって増幅され、フィルタ５２４に
よってフィルタリングされる。直交復調器５２６は、ＵＬＬＯ信号でフィルタ５２４から
のフィルタリングされた信号に対して直交復調を実行し、データプロセッサ３１０にＩ及
びＱベースバンド信号を与える。受信パス５３０では、アンテナ３２２からの受信信号は
、デュプレクサ５４２によって経路を決められ、ＬＮＡ５３２によって増幅され、フィル
タ５３４によってフィルタリングされる。直交復調器５３６は、ＬＯジェネレータ５５０
からのダウンリンク（ＤＬ）ＬＯ信号でフィルタ５３４からのフィルタリングされた信号
に対して直交復調を実行し、データプロセッサ３１０にＩ及びＱベースバンド信号を与え
る。
【００３４】
　ＴＤＤ動作においては、送信パス５１０及び受信パス５２０は、アクティブである。ス
イッチ５４０は、データ伝送に使用されるタイムスロット中にデュプレクサ５４２へ電力
増幅器５１６を連結し、データ受信に使用されるタイムスロット中にデュプレクサ５４２
へＬＮＡ５２２を連結する。受信パス５３０は、バッテリー電力を節約するためにＴＤＤ
動作中に電源を切られることができる。ＦＤＤ動作では、送信パス５１０及び受信パス５
３０がアクティブであり、受信パス５２０は、電源を切られることができる。スイッチ５
４０は、ＦＤＤ動作中にデュプレクサ５４２へ電力増幅器５１６を連結する。
【００３５】
　図４及び５は、２例のトランシーバ設計を示している。典型的なトランシーバでは、送
信及び受信パス中の信号の調整は、増幅器、フィルタ及びミキサー（mixer）等のうちの
１以上のステージによって実行されることができる。これらの回路ブロックは、図４及び
５に示される構成とは異なって配置されてもよい。さらに図４及び５に示されない他の回
路ブロックが送信及び受信パスにおいて信号を調整するために使用されてもよい。トラン
シーバ３２０及び３５０の各々は、単一の無線周波数ＩＣ（ＲＦＩＣ）又は複数のＲＦＩ
Ｃで作られることができる。
【００３６】
　また、図３～５は、単一のアンテナを備えた無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０を示し
ている。無線装置１１０ｘ及び／又はＰＢＳ１２０は、同様に複数のアンテナを備えても
よい。一般に、トランシーバ３２０及び３５０は、各々任意の数の送信パスを含んでもよ
く、アンテナ毎に任意の数の受信パスを含んでもよい。例えば、２つのアンテナが利用可
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能であり、１又は２つのアンテナがＦＤＤ動作に使用されてもよく、１又は２つのアンテ
ナがＴＤＤ動作に使用されてもよい。第２のアンテナは、高データスループットを達成す
るために、受信ダイバーシティ及び／又は送信ダイバーシティ等を提供する等のために使
用されてもよい。トランシーバ３２０及び３５０は、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）及
び／又は他の無線技術のための送信及び受信パスを含んでもよい。
【００３７】
　図６は、データプロセッサ６００の設計のブロック図を示し、このデータプロセッサ６
００は、図３の無線装置１１０ｘ内のデータプロセッサ３１０及び／又はＰＢＳ１２０内
のデータプロセッサ３６０に使用されることができる。データプロセッサ６００は、デー
タ送信及びデータ受信のための処理を実行し、他の機能をサポートする種々のユニットを
含む。
【００３８】
　データプロセッサ６００内では、デジタル・シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ）６１０は
、種々のタイプのデータ処理、例えば、オーディオ及びビデオのエンコード及びデコード
、並びにグラフィックス処理等を実行することができる。縮小命令セットコンピュータ（
ＲＩＳＣ）プロセッサ６２０は、上位層アプリケーション及び通信アプリケーション（例
えば、呼処理）等のためのソフトウェアコードを実行することができる。データ伝送にお
いては、エンコーダ６１２が送信されるデータのエンコードを実行し、モジュレータ６１
４が拡散及びスクランブリング等の処理を実行し、さらに、デジタル・アナログ変換器（
ＤＡＣ）６１６がアナログ信号へデジタルデータの変換を実行する。データ受信において
は、アナログ・デジタル変換器（ＡＤＣ）６２６がデジタルデータへのアナログ信号の変
換を実行し、復調器６２４がデスクランブリング及びデスプレッディング等の処理を実行
し、さらに、復号器６２２がデータの復号を実行する。
【００３９】
　内部コントローラ６３０は、データプロセッサ６００内の種々のユニットの動作を制御
する。内部メモリ６３２は、データプロセッサ６００のためのデータ及びプログラムコー
ドを格納する。電力コントローラ６３４、種々のユニットへの電力を制御し、バッテリー
電力を節約するために、必要ない場合に回路ブロック（例えば、トランシーバ３２０又は
３５０）の電力を切ることができる。入出力（Ｉ／Ｏ）コントローラ６３６は、外部装置
用の種々のインタフェースをサポートすることができる。例えば、Ｉ／Ｏコントローラ６
３６は、オーディオ用のスピーカー及びマイクロホンインタフェース、ビデオ用のＬＣＤ
及びカメラインタフェース、キーパッドインタフェース、外部メモリインタフェース、Ｕ
ＳＢ、イーサネット（登録商標）及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インタフェ
ース等をサポートすることができる。
【００４０】
　図６は、データプロセッサ６００の設計例を示している。一般に、データプロセッサは
、任意の数のブロック及び任意のタイプのブロックを含んでもよく、図６に示されるブロ
ックとは異なっていてもよい。
【００４１】
　図７は、ＰＢＳ１２０と無線装置、例えば、無線装置１１０ｘとの間のＴＤＤ通信に使
用されることができるスーパーフレーム構造例７００を示している。伝送のためのタイム
ライン（timeline）は、スーパーフレームに分割されることができる。各スーパーフレー
ムは、所定の継続期間（time duration）を有することができ、スーパーフレーム番号に
よって識別されることができる。各スーパーフレームは、パイロット／ビーコンセクショ
ン７１０、競合アクセス期間（ＣＡＰ：contention access period）７２０及び非競合期
間（ＣＦＰ：contention free period）７３０へ分割されることができる。
【００４２】
　パイロット／ビーコンセクション７１０は、ピコネット内の無線装置へ制御／システム
情報を送信するために、無線装置にリソース（例えば、タイムスロット）を割り当てるた
めに、及び時間同期を提供する等のためにＰＢＳ１２０によって使用されることができる
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。競合アクセス期間７２０は、ピコネットへのアクセスをサポートするために、ＰＢＳ１
２０との接続に関する要求及び応答を送信するために、無線装置に対しての認証要求及び
応答を送信するために、呼設定ネゴシエーション中にデータストリームに関するパラメー
タを交換するために、及びコマンドフレームを送信する等のために使用されることができ
る。コマンドフレームは、無線装置１１０ｘの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）構成要素とＰ
ＢＳ１２０との間の通信及びネゴシエーションに使用されることができる。コマンドフレ
ームは、接続要求、接続応答、非接続通知（disassociation notification）、データ要
求、ビーコン要求等の情報を伝達することができる。非競合期間７３０は、管理タイムス
ロット（ＭＴＳ：management time slot）７３２及び保証タイムスロット（ＧＴＳ：guar
anteed time slot）７３４を含むことができる。管理タイムスロット７３２は、コマンド
フレームとして競合アクセス期間７２０の代わりに使用されることができる。保証タイム
スロット７３４は、アイソクロナス（isochronous）及び／又は非同期データストリーム
の伝送用に無線装置に割り当てられることができる。アイソクロナスデータストリームは
、データがある時間制約を有して送信されるデータストリーム（例えば、音声ストリーム
又はビデオストリーム）である。非同期データストリームは、データが任意の時間、例え
ば、データダウンロード時に中断及び配信されることができるデータストリームである。
【００４３】
　管理タイムスロット７３２は、（ａ）ＰＢＳ及び無線装置の通信に使用される公開（op
en）及び専用のタイムスロット、（ｂ）システムアクセスに使用される接続タイムスロッ
ト（association time slot）、並びに／或いは（ｃ）他のタイプのタイムスロットを含
むことができる。各管理タイムスロットは、（ａ）ＰＢＳ及び無線装置によって先験的に
（a priori）知られることができる固定された継続期間、又は（ｂ）ビーコン中に伝達さ
れることができる設定可能な継続期間を有することができる。各スーパーフレーム中の管
理タイムスロットの数は、ピコネットコントローラ（ＰＮＣ）として作動することができ
るＰＢＳによって制御され、ビーコン中に伝達されることができる。
【００４４】
　保証タイムスロット７３４は、無線装置のデータ要求及び利用可能なタイムスロット等
の種々の要素に基づいて、無線装置に割り当てられることができる。例えば、無線装置は
、１以上のデータストリームを有することができ、各データストリームは、任意のスーパ
ーフレーム中に保証タイムスロットを全く割り当てられない、或いは任意のスーパーフレ
ーム中に１又は複数の保証タイムスロットを割り当てられることができる。各保証タイム
スロットは、無線装置からＰＢＳへのアップリンク伝送、又はＰＢＳから無線装置へのダ
ウンリンク伝送に使用されることができる。各保証タイムスロットは、（ａ）ＰＢＳ及び
無線装置によって先験的に知られることができる固定された継続期間、又は（ｂ）ビーコ
ン中に伝達されることができる設定可能な継続期間を有することができる。ガードタイム
は、隣接する保証タイムスロット間に与えられ、これらのタイムスロット中に送信される
伝送間の衝突（例えば、クロックドリフト（clock drift）に起因する）を回避すること
ができる。各スーパーフレーム中の保証タイムスロットの数、並びにダウンリンク及びア
ップリンクに使用する保証タイムスロットの数は、ＰＢＳによって制御されてビーコン中
に伝達されることができる。
【００４５】
　保証タイムスロット７３４は、（ａ）異なるスーパーフレームにおいて異なる位置を占
有することができる動的タイムスロット（dynamic time slots）、（ｂ）異なるスーパー
フレームにおいて同じ位置を占有する、或いはゆっくり位置が変わることができる擬似静
的タイムスロット（pseudo-static time slots）、及び（ｃ）他のタイプのタイムスロッ
トを含むことができる。動的及び擬似静的タイムスロットは、異なるパーシステンス（pe
rsistence）を有することができる。動的タイムスロットは、ビーコン中に送信されるチ
ャネル時間割り当て（ＣＴＡ：channel time allocation）情報要素（ＩＥ）、及びブロ
ードキャストチャネルで送信されるタイムグラントコマンド（time grant command）等に
よって特定されることができ、並びに／或いはこれらによって無線装置に割り当てられる



(16) JP 5313165 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

ことができる。擬似静的タイムスロットは、ストリームがそれらの時間制約を満たすよう
に、アイソクロナスデータストリームに割り当てられることができる。ＰＮＣは、擬似静
的タイムスロットの位置を変更することができ、これらのタイムスロットを割り当てられ
た無線装置と通信して変更を確認することができる。
【００４６】
　図７に示されるように、スーパーフレームは、セクション７１０、７２０及び７３０の
１つのインスタント（instant）を含むことができる。スーパーフレームは、任意のセク
ションの複数のインスタントを同様に含むことができる。セクション７１０、７２０及び
７３０は、他の名称で称されることもできる。例えば、競合アクセス期間７２０は、コン
テンション期間（contention period）、チャネルアクセス期間（channel access period
）等と称されてもよい。非競合期間７３０は、スケジュールアクセス期間（scheduled ac
cess period）等と称されてもよい。タイムスロットは、同様に他の名称で称されること
ができる。例えば、保証タイムスロット７３４は、トランスミッションオポチュニティ（
ＴＸＯＰ；transmission opportunity）、スケジュールタイムスロット（scheduled time
 slots）等と称されてもよい。
【００４７】
　図７は、ＰＢＳ及び無線装置間のＴＤＤ通信に使用されることができるスーパーフレー
ム構造例を示している。異なるセクション及び／又はタイムスロットを有する他のスーパ
ーフレーム構造がＴＤＤ通信に使用されてもよい。
【００４８】
　ＰＢＳ１２０は、各スーパーフレームのパイロット／ビーコンセクション７１０中にビ
ーコンを伝送することができる。ビーコンは、無線装置が秩序ある方法で通信を確立して
維持することを可能にするように、ピコネットの「ハートビート（heartbeat）」を提供
する。ビーコンは、以下のような種々のタイプの情報を運ぶことができる。　
　・ＰＢＳの識別子（ＰＢＳのＩＤ）
　・スーパーフレーム内の競合アクセス期間、非競合期間、管理タイムスロット及び保証
タイムスロット、並びにオーバヘッド／制御チャネル等を伝達することができるシステム
／構成情報
　・ＰＢＳ１２０と通信する無線装置へ保証タイムスロットの割り当てを伝達することが
できる割り当て情報
　・同期、データレート、省電力モード等のようなＰＢＳ１２０からのシグナリング
　・ＰＢＳ１２０のサービスエリア内の無線装置のためのページングメッセージのような
無線ネットワーク１１０からのシグナリング。
【００４９】
　例えば、貧弱なサービスエリアが無線ネットワーク１００に関して観察される場合、或
いはサービスエリアが無線ネットワーク１００に関して観察されない場合、無線装置は、
ＰＢＳからビーコンを検知することができる。ＰＢＳ１２０のサービスエリア内の無線装
置は、ＰＢＳによって送信されたビーコンを受信することができ、受信したビーコンに基
づいてＰＢＳを認識することができる。これらの無線装置は、システム／構成情報及び受
信ビーコンからスーパーフレームタイミングを得ることができ、競合アクセス期間７２０
又は管理タイムスロット７３２中にアクセスプローブ（access probe）を送信することに
よりＰＢＳ１２０にアクセスを試みることができる。ＰＢＳ１２０は、無線装置に対して
アクセスを許可し、これらの無線装置のために認証及び呼設定を実行することができる。
ＰＢＳ１２０は、ＰＢＳ１２０へのアクセスを許可された無線装置について無線ネットワ
ーク１００にさらに通知することができる。
【００５０】
　ＰＢＳ１２０は、接続モード（connected mode）で動作するアクティブな無線装置に保
証タイムスロットを割り当てることができる。アクティブな無線装置及びＰＢＳ１２０は
、タイムスロットに関してネゴシエートすることができる。アクティブな無線装置は、無
線装置のデータ要求に基づいてダウンリンク及びアップリンク伝送のためのタイムスロッ
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トを要求することができる。ＰＢＳ１２０は、割り当てに利用可能なタイムスロット、Ｐ
ＢＳ１２０の負荷、タイムスロットを要求する無線装置の優先度等に基づいて、アクティ
ブな無線装置にタイムスロットを与えることができる。アクティブな無線装置は、その後
、割り当てられたタイムスロットによってＰＢＳ１２０と通信することができる。タイム
スロット割り当ては、呼の間に変更することができる。アクティブな無線装置は、割り当
てられたタイムスロットを解放するために、呼の終わりに切断又は終了メッセージを送信
することができる。
【００５１】
　ＰＢＳ１２０は、無線ネットワーク１００からアイドル状態且つアクティブな無線装置
へシグナリング（例えば、ページングメッセージ）を転送することができる。アイドル状
態の無線装置は、シグナリングが無線装置に送信される特定のスーパーフレームを（例え
ば、Ｎ個のスーパーフレーム毎に、ただしＮ≧１である）割り当てられることができる。
アイドル状態の無線装置は、（ａ）定期的にウェイクアップし（wake up）、無線装置に
関して可能性があるシグナリングのために、割り当てられたスーパーフレームの各々のビ
ーコンをチェックし、（ｂ）バッテリー電源を節約するために他の時間にスリープする（
sleep）。
【００５２】
　ＰＢＳ１２０は、競合回避型搬送波検知多重アクセス（ＣＳＭＡ／ＣＡ：carrier sens
e multiple access with collision avoidance）、エンハンスト分散チャネルアクセス（
ＥＤＣＡ：enhanced distributed channel access）、スロット化アロハ（slotted Aloha
）等のような種々のアクセス方式をサポートすることができる。ＣＳＭＡ／ＣＡ及びＥＤ
ＣＡにおいて、無線装置は、システムアクセスに指定された時間周期中に、例えば競合ア
クセス期間７２０及び／又は管理タイムスロット７３２中に、クリアな無線チャネルをリ
ッスンする（listen）。無線チャネルが特定のコンテンションウィンドウ（contention w
indow）に関してクリアであることを検知される場合、無線装置は、バックオフ時間を待
ち、無線チャネルが依然としてクリアである場合に伝送する。ＣＳＭＡ／ＣＡは、無線装
置に対して共通のコンテンションウィンドウ及び任意に選択されたバックオフタイムを使
用するのに対して、ＥＤＣＡは、異なる優先順位クラスの無線装置に関して無線チャネル
へのアクセスを得る異なる確率を達成するために、異なるコンテンションウィンドウ及び
バックオフ時間を使用する。スロット化アロハにおいては、無線装置は、タイムスロット
の初めにフレームスターティング（frame starting）を伝送することができ、衝突が生じ
る、或いは肯定応答がフレームに関して受信されない場合にフレームを再送信することが
できる。これら種々のアクセス方式は、技術的に公知である。
【００５３】
　ＣＳＭＡ／ＣＡ又はＥＤＣＡは、競合アクセス期間７２０を使用してサポートされるこ
とができる。コマンドフレームは、競合アクセス期間７２０で同様に伝送されることがで
き、その場合には、管理タイムスロット７３２は、省略されることができる。この代わり
に、スロット化アロハは、管理タイムスロット７３２でサポートされてもよく、その場合
には、競合アクセス期間７２０は、省略されてもよい。
【００５４】
　図８は、無線装置１１０ｘ用の処理モジュール８００の設計を示している。処理モジュ
ール８００は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア又はその組合せにより実施
されることができる。ソフトウェアによる処理モジュール８００の実施は、ほとんどハー
ドウェアを追加することなく、例えば、無線ネットワーク１００とのＦＤＤ通信に使用さ
れるＭＳＭを使用して、無線装置１１０ｘが無線ネットワーク１００との通信及びピコネ
ット１０２との通信をサポートすることを可能にする。ソフトウェアは、図３のデータプ
ロセッサ３１０又はコントローラ／プロセッサ３３０によって（例えば、図６のＲＩＳＣ
プロセッサ６２０によって）実行されることができる。
【００５５】
　処理モジュール８００においては、上位層アプリケーション８１０は、種々のエンドユ
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ーザアプリケーション、例えば、ユーザインタフェース（ＵＩ）アプリケーション、音声
サービスを提供する音声アプリケーション、データサービスを提供するデータアプリケー
ション、ユーザブラウザ、電子メールクライアント等を含むことができる。音声及びデー
タアプリケーションは、夫々音声及びデータ呼を開始する要求を生成することができる。
【００５６】
　コールマネージャ（call manager）８２０は、無線ネットワーク内の基地局及び／又は
ピコネット内のＰＢＳの探索を開始し、無線ネットワーク及びピコネットへのアクセスを
制御することができる。コールマネージャ８２０は、例えば上位層アプリケーション８１
０の指示に従って、無線ネットワーク及びピコネットへの呼の開始、確立及び切断をさら
に制御することができる。通信処理モジュール８３０は、無線ネットワーク内の基地局と
の通信及びピコネット内のＰＢＳとの通信のための処理を実行することができる。モジュ
ール８３０は、（ａ）無線ネットワークとやりとりするシグナリングのための処理を実行
するＷＷＡＮモジュール８３２、及び（ｂ）ピコネット内のＰＢＳとやりとりするシグナ
リングのための処理を実行するピコネットモジュール８３４を含むことができる。
【００５７】
　送信モジュール８４０は、無線装置１１０ｘのトランシーバ３２０内の送信器の動作を
制御する。受信モジュール８５０は、トランシーバ３２０内の受信器の動作を制御する。
コールマネージャ８２０は、無線装置１１０ｘに割り当てられたタイムスロットを管理し
、適切な時間にアップリンク伝送が送信され、ダウンリンク伝送が受信されるように、割
り当てられたタイムスロットに基づいてモジュール８４０及び８５０の動作を制御するこ
とができる。
【００５８】
　ＰＢＳ１２０は、ピコネット１０２内の通信を管理する種々の機能を実行することがで
きる。例えば、ＰＢＳ１２０は、ピコネット１０２へのアクセスを制御し、無線装置から
のアクセス要求を受信し、さらに各アクセス要求を許可又は拒否することができる。ＰＢ
Ｓ１２０は、（例えば、ピコネットのオペレータ又はＰＢＳの所有者によって判断される
ような）制限リストの無線装置だけがピコネットへアクセスできるようにし、或いは全て
の無線装置がピコネットへアクセスできるようにする。
【００５９】
　ＰＢＳ１２０は、種々の方法で無線リソースを管理することができる。例えば、ＰＢＳ
１２０は、近接しているＰＢＳの無線チャネルを探し、無線ネットワーク１００内の指定
の構成要素、例えば、ＷＡＧ１３６又は他の構成要素へ検出したＰＢＳを報告することが
できる。指定の構成要素は、よいパフォーマンスが達成されることができるようにチャネ
ル利用を調整し、ＰＢＳに対して周波数チャネルを割り当てることができる。ＰＢＳ１２
０は、例えば干渉を管理及び緩和するために、任意の無線装置又はピコネット１０２内の
全ての無線装置に特定の周波数チャネルを使用するように、或いは他の周波数チャネルへ
切り替えるように要求することができる。ＰＢＳ１２０は、さらに、干渉を緩和するため
に権限のない（unauthorized）無線装置に周波数チャネルの変更を強制することができる
。
【００６０】
　ＰＢＳ１２０は、種々の方法で無線装置に無線／時間リソースを割り当てることができ
る。ＰＢＳ１２０は、アイソクロナスデータストリームに擬似静的タイムスロットを割り
当て、非同期データストリームに動的タイムスロットを割り当てることができる。ＰＢＳ
１２０は、さらに、大量のデータをダウンロードするための予め格納された要求を黙って
（silently）承認することができる。この要求は、無線ネットワーク又はピコネットへ無
線装置によって予め送信されることができるが、無線ネットワーク又はピコネットが充分
なリソースを有していないことからまだ承認されていない。
【００６１】
　図９は、ＰＢＳ１２０用の処理モジュール９００の設計を示している。処理モジュール
９００は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア又はそれの組合せにより実施さ
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れることができる。ソフトウェアによる処理モジュール９００の実施によって、ＰＢＳ１
２０は、無線装置１１０ｘと同じ又は同様のハードウェアで設計されることができる。例
えば、データプロセッサ３６０は、無線装置１１０ｘ内のデータプロセッサ３１０に使用
される同じＭＳＭによって実施されることができる。ソフトウェアは、図３のデータプロ
セッサ３６０又はコントローラ／プロセッサ３７０によって実行されることができる。
【００６２】
　処理モジュール９００では、無線／時間管理モジュール９１０は、ピコネット１０２の
ための無線及び時間リソースを管理する。モジュール９１０は、ピコネット１０２へのア
クセスを制御することができ、無線装置にタイムスロットを割り当てることができる。モ
ジュール９１０は、さらに、近接ピコネット内のＰＢＳに関する無線チャネルを探すこと
ができる。モジュール９１０は、無線ネットワーク１００内のＷＡＧ１３６（又は、他の
構成要素）と通信し、検出したＰＢＳ、ＰＢＳ１２０の負荷（loading）等を報告するこ
とができる。ＷＡＧ１３６は、ＰＢＳ間の平衡負荷及び低減された干渉が達成されるよう
に、ＰＢＳ１２０に周波数チャネルを割り当てることができる。通常、ＰＢＳ１２０によ
って使用される周波数チャネルは、（ａ）無線ネットワーク１００内の構成要素（例えば
、ＷＡＧ１３６）によって決定／制御されることができ、（ｂ）ＰＢＳ１２０によって一
方的に選定されることができ、或いは（ｃ）特定の周波数チャネルに固定されることがで
きる。ＷＡＧ１３６及び／又はＰＢＳ１２０は、他の無線装置への干渉を低減するために
、さらに無線装置の送信電力を設定及び調節することができる。
【００６３】
　ＷＷＡＮ連携動作モジュール（inter-working module）９２０は、無線ネットワーク１
００及びピコネット１０２間の連携動作をサポートすることができる。モジュール９２０
は、無線装置の登録及び認証のために無線ネットワーク１００内のＷＡＧ１３６（又は他
の構成要素）と通信することができる。モジュール９２０は、ピコネット１０２へのアク
セスを許可された無線装置に情報を提供することができ、無線装置のためのページング及
び他のメッセージを受信し、さらに受信無線装置（recipient wireless devices）へメッ
セージを転送することができる。
【００６４】
　通信処理モジュール９３０は、ピコネット１０２内の無線装置との通信及び無線ネット
ワーク１００内のＷＡＧ１３６との通信のための処理を実行することができる。モジュー
ル９３０は、（ａ）ピコネット１０２の無線装置とやりとりするシグナリングのための処
理を実行するピコネットモジュール９３２、及び（ｂ）無線ネットワーク１００とやりと
りするシグナリングのための処理を実行するＷＷＡＮモジュール９３４を含むことができ
る。
【００６５】
　送信モジュール９４０は、ＰＢＳ１２０のトランシーバ３５０内の送信器の動作を制御
する。受信モジュール９５０は、トランシーバ３５０内の受信器の動作を制御する。モジ
ュール９１０は、無線装置に割り当てられたタイムスロットに基づいてモジュール９４０
及び９５０の動作を制御し、その結果、適切な時間に、ダウンリンク伝送が送信され、ア
ップリンク伝送が受信されることができる。外部通信（Ｃｏｍｍ）モジュール（external
 communication module）９６０は、ＷＷＡＮモジュール９３４の指示に従って外部イン
タフェースユニット３８０と通信することができる。
【００６６】
　図８及び９は、夫々無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０の処理モジュール例を示してい
る。無線装置１１０ｘ及びＰＢＳ１２０の動作は、同様に他の処理モジュールによって制
御されることができ、これらの他の処理モジュールは、図８及び９に示されるものとは異
なるモジュールを含むことができる。
【００６７】
　ＰＢＳ１２０及び無線装置１１０ｘ間の通信において、データは、ブロックへ分割され
ることができる。物理層（ＰＨＹ）では、各ブロックは、ＰＬＣＰプロトコル・データ・



(20) JP 5313165 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

ユニット（ＰＰＤＵ）として物理層コンバージェンスプロトコル（ＰＬＣＰ）によって処
理され、１つのタイムスロット中に送信されることができる。
【００６８】
　図１０は、ＰＢＳ１２０及び無線装置１１０ｘ間の通信に使用されることができるＰＰ
ＤＵ構造例を示している。このＰＰＤＵ構造では、ＰＰＤＵ１０００は、ＰＬＣＰプリア
ンブル１０１０、ＰＬＣＰヘッダ１０２０及びＰＨＹサービスデータユニット（ＰＳＤＵ
）１０３０を含む。
【００６９】
　ＰＬＣＰプリアンブル１０１０は、パケット／フレーム同期フィールド１０１２及びチ
ャネル推定フィールド１０１４を含む。同期フィールド１０１２は、信号検出及び同期の
ために受信局によって使用されることができる第１のビットシーケンスを運ぶことができ
る。チャネル推定フィールド１０１４は、受信局によるチャネル推定に使用されることが
できる第２のビットシーケンスを運ぶことができる。フィールド１０１２及び１０１４の
ビットシーケンスは、良い信号特性を有する擬似乱数（ＰＮ）シーケンス又は他のシーケ
ンスでありうる。チャネル推定フィールド１０１４は、（ａ）先験的に知られることがで
きる固定の長さ、又は（ｂ）呼設定及び／又は他の時間中に選定されることができる設定
可能な長さを有することができる。チャネル推定フィールド１０１４の長さは、ＰＳＤＵ
１０３０を受信するより前に周波数捕捉及びチャネル推定を実行する充分な時間を受信局
に与えるように、選定されることができる。
【００７０】
　ＰＬＣＰヘッダ１０２０は、ＰＨＹヘッダフィールド１０２２、テールビットフィール
ド１０２３、ＭＡＣヘッダフィールド１０２４、ヘッダチェックシーケンス（ＨＣＳ）フ
ィールド１０２６及びテールビットフィールド１０２８を含む。フィールド１０２２は、
ＰＨＹヘッダを運び、このＰＨＹヘッダは、データレート、ＰＳＤＵ内のフレームペイロ
ードの長さ、データスクランブラに関する情報等の情報を伝達することができる。フィー
ルド１０２３は、テールビットを運び、ＰＨＹヘッダの後に送信局の符号器及び受信局の
復号器を既知の状態にリセットするために使用される。フィールド１０２４は、ＭＡＣヘ
ッダを運び、このＭＡＣヘッダは、ピコネットＩＤ、ソースアドレス、あて先アドレス、
プロトコルバージョン、肯定応答（ＡＣＫ）ポリシー等の情報を伝達することができる。
フィールド１０２６は、ヘッダチェックシーケンスを伝達し、このヘッダチェックシーケ
ンスは、フィールド１０２２及び１０２４に基づいて生成され、ＰＬＣＰヘッダが正確に
復号されたか、或いは誤って復号されたかを判断するために受信局によって使用されるこ
とができる。フィールド１０２８は、ＭＡＣヘッダの後に符号器及び復号器を既知の状態
にリセットするために使用されるテールビットを運ぶ。
【００７１】
　ＰＳＤＵ１０３０は、フレームペイロードフィールド１０３２、フレームチェックシー
ケンス（ＦＣＳ）フィールド１０３４、テールビットフィールド１０３６及びパッドビッ
トフィールド１０３８を含む。フィールド１０３２は、ＰＰＤＵ１０００用のデータを運
び、長さに関して可変であることができる。フィールド１０３４は、フレームチェックシ
ーケンスを運び、このフレームチェックシーケンスは、フィールド１０３２に基づいて生
成され、データが正確に復号されたか、或いは誤って復号されたかを判断するために受信
局によって使用されることができる。フィールド１０３６は、符号器及び復号器を既知の
状態にリセットするために使用されるテールビットを運ぶ。フィールド１０３８は、ＰＰ
ＤＵ１０００がオクテットの整数倍（an integer number of octets）になるように使用
されるパディングビット（padding bits）を運ぶ。
【００７２】
　図１０は、ＰＢＳ及び無線装置間のＴＤＤ通信に使用されることができるＰＰＤＵ構造
例を示している。異なるセクション及び／又はフィールドを有する他のＰＰＤＵ構造が同
様にＴＤＤ通信に使用されてもよい。
【００７３】
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　図１１は、無線通信ネットワーク及びピコネットとの通信用の無線装置によって実行さ
れるプロセス１１００を示している。無線装置は、ＦＤＤを使用して無線ネットワーク内
の第１の基地局と通信するためのデータ処理を実行する（ブロック１１１２）。無線装置
は、さらに、ＴＤＤを使用してピコネット内の第２の基地局と通信するためのデータ処理
を実行する（ブロック１１１４）。ブロック１１１２及び１１１４において、無線装置は
、（ａ）第１及び第２の基地局へのアップリンク周波数チャネルでのデータ伝送、（ｂ）
第１の基地局のためのダウンリンク周波数チャネルでのデータ受信、及び（ｃ）第２の基
地局のためのアップリンク周波数チャネルでのデータ受信のための処理を実行することが
できる。ダウンリンク及びアップリンク周波数チャネルは、認可された周波数帯であるこ
とができる。無線装置は、第１の基地局との通信のためにＷ－ＣＤＭＡ、ｃｄｍａ２００
０又は他の無線技術に準拠してデータ処理を実行することができる。無線装置は、無線ネ
ットワークによって使用される同じ無線技術、又は第２の基地局との通信のために異なる
無線技術に準拠してデータ処理を実行することができる。各基地局のデータ処理は、無線
技術に依存し、例えば、符号化、復号、変調、復調、スクランブリング、デスクランブリ
ング等を含むことができる。
【００７４】
　無線装置は、無線ネットワーク内の基地局を検出することができ、例えば、ダウンリン
ク周波数チャネルでこれらの基地局によって送信されたパイロットに基づいて検出するこ
とができる。無線装置は、ピコネット内の基地局を検出することができ、例えば、アップ
リンク周波数チャネルでこれらの基地局によって送信されるビーコンに基づいて検出する
ことができる。無線装置は、無線ネットワーク内の基地局を最初に検出することができる
が、このような基地局が検出されない場合、ピコネット内の基地局を検出することができ
る。無線装置は、他の順序で無線ネットワーク及びピコネット内の基地局を同様に検出す
ることができる。無線装置は、例えばどの基地局が無線装置と通信しているかに応じて、
無線ネットワーク内で検出された基地局及び／又は近接ピコネット内で検出された基地局
に関する情報を、無線ネットワーク内の第１の基地局及び／又はピコネット内の第２の基
地局へ送信することができる。
【００７５】
　無線装置は、第２の基地局を介して無線ネットワークに登録することができる（ブロッ
ク１１１６）。無線装置がアクティブである場合、無線装置は、第２の基地局からタイム
スロットの割り当てを受信することができ、その後、割り当てられたタイムスロット中に
第２の基地局とデータ交換することができる（ブロック１１１８）。無線装置は、プロト
コル・データ・ユニット（ＰＤＵ）中にデータ交換することができ、ここで、各ＰＤＵは
、１つの割り当てられたタイムスロット中に送信されることができ、或いは複数のＰＤＵ
は、ＰＤＵ間の最小インターフレームスペーシング（ＭＩＦＳ：Minimum Inter Frame Sp
acing）とともに１つのタイムスロット中に次々に送信されることができる。ＰＤＵは、
パケット、フレーム等の一部でありうる。この代わりに又はさらに、無線装置は、第２の
基地局を介して無線ネットワークからページングメッセージを受信することができる（ブ
ロック１１２０）。
【００７６】
　図１２は、ピコネットの通信をサポートするためにＰＢＳによって実行されるプロセス
１２００を示している。ＰＢＳは、ＴＤＤを使用して認可された周波数帯内の周波数チャ
ネルで無線装置と通信するためのデータ処理を実行する（ブロック１２１２）。周波数チ
ャネルは、無線ネットワークのアップリンク周波数チャネルであってもよく、無線ネット
ワークによってＰＢＳに割り当てられてもよい。ＰＢＳは、ワイヤーライン通信リンクを
介して無線ネットワークとデータ交換するための処理を実行する（ブロック１２１４）。
ＰＢＳは、無線装置から受信したデータを無線ネットワークへ転送することができ、無線
装置のために無線ネットワークから受信したデータを無線装置へ転送することができる。
ＰＢＳは、無線装置にタイムスロットを割り当てることができ、割り当てられたタイムス
ロット中に無線装置とデータ交換することができる。ＰＢＳにおけるデータ処理は、１以
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線装置に一般に使用されるＭＳＭにより実施されることができる。
【００７７】
　ＰＢＳは、所定の継続期間の各スーパーフレーム中にビーコンを送信することができる
。ビーコンは、ＰＢＳを検出するために無線装置によって使用されることができる。ＰＢ
Ｓは、そのサービスエリア内の無線装置を無線ネットワークに登録することができる（ブ
ロック１２１６）。ＰＢＳは、登録された無線装置のために無線ネットワークからページ
ングメッセージを受信することができ（ブロック１２１８）、例えばスーパーフレーム中
に送信されたビーコン中に、これらの無線装置へページングメッセージを転送することが
できる（ブロック１２２０）。
【００７８】
　ＰＢＳは、近接ピコネット内のＰＢＳを検出し、検出したＰＢＳに関する情報を無線ネ
ットワークへ送信することができる。ＰＢＳは、そのピコネットに関する負荷及び／又は
他の情報を無線ネットワークへさらに送信することができる。無線ネットワークは、伝達
された情報に基づいてＰＢＳの動作を制御することができる。例えば、無線ネットワーク
は、全てのピコネットに関してよいパフォーマンスを達成するために、ＰＢＳに周波数チ
ャネルを割り当てることができ、且つ／或いはピコネット内の無線装置の送信電力レベル
を調節することができる。
【００７９】
　本明細書に記述された通信技術は、種々の手段によって実施されることができる。例え
ば、これらの技術は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はその組合せによ
り実施されることができる。ハードウェアによる実施では、技術を実行するために使用さ
れる構成要素（例えば、無線装置又はＰＢＳ）の処理ユニットは、１以上のＡＳＩＣ、Ｄ
ＳＰ、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ：digital signal processing device）、プログ
ラマブル・ロジック・デバイス（ＰＬＤ：programmable logic device）、フィールド・
プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ：field programmable gate array）、プロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子装置、本明細
書に記述された機能を実行するように設計された他の電子ユニット（electronic unit）
、コンピュータ、又はその組合せにより実施されることができる。
【００８０】
　ファームウェア及び／又はソフトウェアによる実施では、技術は、本明細書に記述され
た機能を実行するモジュール（例えば、プロシージャ及びファンクション等）で実施され
ることができる。ファームウェア及び／又はソフトウェアコードは、メモリ（例えば、図
３のメモリ３３２又は３７２）に格納されることができ、プロセッサ（例えば、プロセッ
サ３３０又は３７０）によって実行されることができる。メモリは、プロセッサ内に実装
されていてもよく、外部プロセッサに実装されてもよい。
【００８１】
　本開示についての以上の記述は、いかなる当業者が本開示を作製又は使用することを可
能にするために与えられる。本開示の種々の変形は、当業者には容易に明白であろうし、
本明細書に定義された一般の原理は、本開示の精神又は範囲から逸脱することなく他の変
形に適用されることができる。従って、本開示は、本明細書に記述された例に限定される
ように意図されるものではなく、本明細書に開示された原理及び新規な特徴と一致する最
も広い範囲を与えられるべきである。
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