
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
データを無線システムで送信器から受信器へ伝送する方法において、
（５０２）選択されたチャネルコーディングを使って、データブロックをコード化済みデ
ータブロックへチャネルコーディングする段階と、
（５０４）第１穴あけパターンを使って、前記コード化済みデータブロックを穴あけする
段階と、
（５０６）前記第 1穴あけパターンにより穴あけされた前記コード化済みデータブロック
を受信器へ伝送する段階と、
（５０８）前記受信されたコード化済みデータブロックの再伝送の必要性を検知する段階
と、
（５１０）前記コード化済みデータブロックの再伝送の要求を送信器へ伝送する段階とか
ら成り、
（５１２）伝送される記号が前記第１穴あけパターンよりも少ない第２穴あけパターンを
使って最初の伝送のチャネルコーディングによりコード化された前記コード化済みデータ
ブロックを穴あけすることにより、伝送される前記コード化済みデータブロックのコード
レートを上げる段階と、
（５１４）前記第２穴あけパターンにより穴あけされた前記コード化済みデータブロック
を受信器へ伝送する段階と、
（５１６）前記第 1穴あけパターンにより穴あけされている受信された前記コード化済み
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データブロックと、前記第２穴あけパターンにより穴あけされている受信された前記コー
ド化済みデータブロックとを組み合わせる段階と、
（５１８）前記組み合わせられたコード化済みデータブロックのチャネルコーディンクを
デコードする段階とを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記第１穴あけパターン及び前記第２穴あけパターンの伝送される記号は、共に、前記コ
ード化済みデータブロックの記号をできるだけ多く含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
前記穴あけされたコード化済みデータブロックのコードレートは１を越えないことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
最初の伝送及び再伝送の際に、ＥＧＰＲＳに用いられる変調及びコーディングスキームの
組み合わせは、以下の、
－変調及びコーディングスキーム６と変調及びコーディングスキーム９
－変調及びコーディングスキーム５と変調及びコーディングスキーム７
－埋め込みビットを用いる変調及びコーディングスキーム６と変調及びコーディングスキ
ーム８
の内の何れかであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
送信器（２６０）と、前記送信器（２６０）に無線接続している受信器（２６４）とを備
えている無線システムにおいて、
前記送信器（２６０）は、選択されたチャネルコーディングを使ってデータブロックをコ
ード化済みデータブロックへチャネルコーディングし、第１穴あけパターンを使って前記
コード化済みデータブロックを穴あけするためのチャネルコーダ（２０２）と、前記第１
穴あけパターンにより穴あけされた前記コード化済みデータブロックを前記受信器（２６
４）へ伝送するための伝送手段（２０４）を備えており、
前記受信器（２６４）は、受信された前記コード化済みデータブロックをデコードするた
めのチャネルデコーダ（２１８）と、受信された前記コード化済みデータブロックの再伝
送の必要性を検知するための手段（２２４）と、前記コード化済みデータブロックの再伝
送要求を前記送信器（２６０）へ伝送するための伝送手段（２２６）を備えており、更に
、
前記チャネルコーダー（２０２）は、伝送される記号が前記第１穴あけパターンよりも少
ない第２穴あけパターンを使って、最初の伝送のチャネルコーディングによりコード化さ
れた前記コード化済みデータブロックを穴あけすることにより、伝送される前記コード化
済みデータブロックのコードレートを上げ、
前記伝送手段（２０４）は、前記第２穴あけパターンにより穴あけされた前記コード化済
みデータブロックを前記受信器（２６４）へ伝送し、
前記受信器（２６４）は、前記第 1穴あけパターンにより穴あけされている受信されたコ
ード化済みデータブロック（２１６）と、前記第２穴あけパターンにより穴あけされてい
る受信されたコード化済みデータブロック（２２０）とを組み合わせるための手段（２２
２）を含み、
前記チャネルデコーダ（２１８）は、前記組み合わせられたコード化済みデータブロック
のチャネルコーディンクをデコードすることを特徴とする無線システム。
【請求項６】
前記第１穴あけパターン及び前記第２穴あけパターンの伝送される記号は、共に、前記コ
ード化済みデータブロックの記号をできるだけ多く含むことを特徴とする請求項５に記載
の無線システム。
【請求項７】
前記穴あけされたコード化済みデータブロックのコードレートは１を越えないことを特徴
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とする請求項５に記載の無線システム。
【請求項８】
最初の伝送及び再伝送の際に、ＥＧＰＲＳに用いられる変調及びコーディングスキームの
組み合わせは、以下の、
－変調及びコーディングスキーム６と変調及びコーディングスキーム９
－変調及びコーディングスキーム５と変調及びコーディングスキーム７
－埋め込みビットを用いる変調及びコーディングスキーム６と変調及びコーディングスキ
ーム８
の内の何れかであることを特徴とする請求項５に記載の無線システム。
【請求項９】
選択されたチャネルコーディングを使ってデータブロックをコード化済みデータブロック
へチャネルコーディングし、第１穴あけパターンを使って前記コード化済みデータブロッ
クを穴あけするためのチャネルコーダ（２０２）と、
前記第１穴あけパターンにより穴あけされた前記コード化済みデータブロックを受信器へ
伝送するための伝送手段（２０４）と、
前記コード化済みデータブロックの再伝送の要求を受信するための手段（２３２、２３４
）とを備えている無線送信器において、
前記チャネルコーダー（２０２）は、伝送される記号が前記第１穴あけパターンよりも少
ない第２穴あけパターンを使って、最初の伝送のチャネルコーディングによりコード化さ
れた前記コード化済みデータブロックを穴あけすることにより、伝送される前記コード化
済みデータブロックのコードレートを上げ、
前記伝送手段（２０４）は、前記第２穴あけパターンにより穴あけされた前記コード化済
みデータブロックを前記受信器（２６４）へ伝送することを特徴とする無線送信器。
【請求項１０】
選択されたチャネルコーディングによりチャネルコード化され、第１穴あけパターンによ
り穴あけされたコード化済みデータブロックを受信するための受信手段（２１０）と、
受信された前記コード化済みデータブロックをデコードするためのチャネルデコーダ（２
１８）と、
前記受信されたコード化済みデータブロックの再伝送の必要性を検知するための手段（２
２４）と、
前記コード化済みデータブロックの再伝送要求を送信器へ伝送するための手段（２２４、
２２６）とを備えている無線受信器において、
前記受信手段（２１０）は、伝送される記号が前記第１穴あけパターンよりも少ない第２
穴あけパターンを使って最初の伝送のチャネルコーディングによりコード化された前記コ
ード化済みデータブロックを穴あけすることによりコードレートの上げられた、再伝送さ
れた前記コード化済みデータブロックを受信し、
第 1穴あけパターンにより穴あけされている受信された前記コード化済みデータブロック
と、前記第２穴あけパターンにより穴あけされている受信された前記コード化済みデータ
ブロックとを組み合わせるための手段（２２２）を更に備えており、
前記チャネルデコーダ（２１８）は、前記組み合わせられたコード化済みデータブロック
の前記チャネルコーディンクをデコードすることを特徴とする無線受信器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の属する技術分野）
本発明は、データを、無線システムで送信器から受信器へ伝送する方法と、その方法を用
いる無線システム、無線送信器及び無線受信器とに関する。本方法に関する利用法につい
ては、ＥＧＰＲＳ（ Enhanced　 General　 Packet　 Radio　 Service）に述べられている。
【０００２】
（発明の背景）
ＥＧＰＲＳは、パケット交換伝送を利用しているＧＳＭ（汎欧州デジタル移動電話方式）
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に基づくシステムである。ＥＧＰＲＳは、データ伝送容量を増やすために、ＥＤＧＥ（ En
hanced　 Data　 Rates　 for　ＧＳＭ　 Evolution）技術を用いている。ＧＳＭで一般的に
用いられているＧＭＳＫ（ Gaussian Minimum-Shift Keying）変調に加えて、８－ＰＳＫ
（ 8-Phase Shift Keying）変調を、パケットデータチャネルに用いることもできる。目的
は、主として、ファイルのコピー及びインターネットブラウザ利用などの非リアルタイム
データ伝送サービスを行うことであるが、例えば音声及びビデオを伝送するためのパケッ
ト交換サービスのようなリアルタイムサービスを行うことも含まれる。基本的に、データ
伝送容量は、毎秒数キロビットから毎秒４００キロビットまで変化する。
【０００３】
容量を増やすためには、別の手法も用いられており、例えば、変調のブラインド検知、リ
ンクアダプテーション及びインクリメンタルリダンダンシーである。
【０００４】
変調のブラインド検知は、どの変調方法が利用されているかを受信器へ信号送信する必要
はなく、受信器が信号を受信する際に変調方法を検知することを意味する。
【０００５】
リンクアダプテーションとは、チャネル上で実施される測定に基づいて伝送されるブロッ
クのコードレートを変更することを意味する。コードレートは、同じブロックの再伝送の
間で変更可能である。しかし、１つのブロックの全ての伝送が同じコードレートでコード
化されることを前提とすれば、連続するブロックの間でコードレートを変更するのも代替
案となる。目的は、無線インターフェースの状態における瞬間的変動を考慮しながら、無
線リソースの利用を最適化することである。目的は、ユーザーのデータスループットを最
適にし、遅延を最小にすることである。
【０００６】
ブロックのコードレートとは、チャネルのコード化されたデータビットに対するユーザー
データビット数の割合である。例えば１００ユーザーデータビットが２００データビット
にコード化されてチャネルを通して伝送される場合、得られるコードレートは１００／２
００＝１／２である。
【０００７】
図３Ａは、ブロックのコードレート変化の例である。図３Ａでは、伝送されるデータブロ
ックはＸ軸より上に示され、無線リンクを通して実際に伝送されるブロックはＸ軸より下
に示されている。Ｙ軸は時間の経過を示す。ブロックのサイズは個別に測定され、即ち、
ブロックが大きいほど、そのブロックが含む伝送されるビットは大きくなる。
【０００８】
ブロックＡ３００が、無線リンクを通して伝送されるとする。最初の伝送３０２が失敗す
ると、伝送が繰り返される３０４。図３Ａからわかるように、ブロック３０２、３０４は
サイズが同じなので、リンクアダプテーションは実施されていない。コードレートは伝送
３０２、３０４の両方で１である。
【０００９】
ブロックＡ３００の伝送と比べると、ブロックＢ３０６の伝送では、ユーザーデータの量
を変更することにより、リンクアダプテーションが実施されている。ブロックＡ３００と
比べると、ブロックＢ３０６のサイズは半減していることが検知される。伝送されるブロ
ック３１０のコードレートは１／２に半減されている。
【００１０】
リンクアダプテーションを実施するもう１つの方法は、無線リンクを通して伝送されるデ
ータブロックのサイズを変更することである。ブロックＡ３００の伝送と比べると、ブロ
ックＣ３１２の伝送では、伝送されるデータブロックのサイズを変更することにより、リ
ンクアダプテーションが実施されている。リンクを通して伝送されるデータブロックのサ
イズが倍加されているので、伝送されるブロック３１６のコードレートは、１／２である
。
【００１１】
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好適な状態の下では、例えば、コーディングを低減でき、これは、より多くのユーザーの
ペイロードが伝送できることを意味する。同様に、無線インターフェース上のある状態に
は、ある変調方法が、他の変調方法よりも良く合うこともある。変調とチャネルコーディ
ングの様々な組み合わせは、変調及びコーディングスキーム、ＭＣＳと呼ばれることもあ
る。
【００１２】
チャネルのコーディング状態がかなり急速に変化すると、システムが、すぐ次の伝送のコ
ードレートを前もって最適に選択することは不可能である。インクレメンタルリダンダン
シーは、変化する状態に対してより良いアダプテーションができるようにする。インクレ
メンタルリダンダンシーでは、受信器に、間違って受信された無線ブロックのビットを記
憶するためのメモリが備えられている。再伝送された無線ブロックは、記憶されている無
線ブロックと組み合わされ、その後、受信器はブロックをデコードしようと試みる。組み
合わせ後のデコーディングには更に多くのコード化されたチャネルデータビットが用いら
れ、ユーザーデータビットの数は同じままなので、ブロックの有効コードレートは伝送後
には減少し、そのためデコーディングが更に実現可能となる。再伝送の数を減らすために
エラー訂正コーディングを用いるプロトコルの例は、ハイブリッドＦＥＣ／ＡＲＱ（順方
向エラー訂正／自動繰り返し要求）である。
【００１３】
チャネルの状態が必要な再伝送の回数を決定し、それが今度はコードレートを決定するの
で、チャネルの有効コードレートは自動的に適合される。図３Ａは、データブロックＤ３
１８を伝送する最も単純な再伝送方法を示している。最初の伝送３２０は、コードレート
１で実施され、第１再伝送３２２もコードレート１で実施される。第 1再伝送の後では、
組み合わせられたデータブロックのコードレートは１／２である。第２再伝送によりコー
ドレート１／３となり、第３再伝送によりコードレート１／４となり、これは、組み合わ
せられたデータブロックをデコードできるようになるまで続く。
【００１４】
開示されている再伝送方法における問題点は、有効コードレートが、比較的多くのステッ
プで量子化される、つまり、１つの再伝送の後では、コードレートが元の半分になること
である。このことは、僅かなコードレートの低減でも十分なことが多いので、システムの
容量が浪費されていることを意味する。提供されている解決法は、伝送されるデータブロ
ックが幾つかのサブブロック、例えばＤで示されているサブブロックの数である２つのサ
ブブロックに分割される（これは図３ＡにブロックＥ３２４で示されている）方法を開示
している。最初のブロック３２６の伝送に用いられるコードレートは２である。第１再伝
送３２８の後ではコードレートは１であり、第２再伝送３３０の後ではコードレートは２
／３であり、第３再伝送の後ではコードレートは１／２となり、第４再伝送の後では２／
５となる。本方法の欠点は、理想的なチャネル状態の下でさえ、データブロックがデコー
ドされる前に、少なくともＤデータブロックの伝送が必要である、即ち、コードレートは
最高でも１でなくてはならないことである。
【００１５】
（発明の概要）
本発明の目的は、リンクアダプテーションとインクレメンタルリダンダンシーとの効果的
な同時利用を可能にするような方法と、その方法を実行する装置を提供することである。
このことは、無線システムにおける送信器から受信器へのデータの伝送について以下に開
示されている方法により実現され、本方法は、選択されたチャネルコーディングを使って
データブロックをコード化済みデータブロックにチャネルコーディングする段階と、第１
穴あけパターンを使ってそのコード化済みデータブロックに穴あけする段階と、第１穴あ
けパターンにより穴あけされたコード化済みデータブロックを受信器に伝送する段階と、
受信されたコード化済みデータブロックの再伝送の必要性を検知する段階と、コード化済
みデータブロックの再伝送要求を送信器へ伝送する段階とから成る。本方法は、更に、最
初の伝送のチャネルコーディングによりコード化されたコード化済みデータブロックを、
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伝送される記号が第１穴あけパターンよりも少ない第２穴あけパターンを使って穴あけす
ることにより、再伝送されるコード化済みデータブロックのコードレートを上げる段階と
、第２穴あけパターンにより穴あけされたコード化済みデータブロックを受信器へ伝送す
る段階と、第１穴あけパターンにより穴あけされている受信されたコード化済みデータブ
ロックと第２穴あけパターンにより穴あけされている受信されたコード化済みデータブロ
ックとを組み合わせる段階と、組み合わされたコード化済みデータブロックのチャネルコ
ーディングをデコードする段階とを含んでいる。
【００１６】
本発明は、更に、送信器と、その送信器と無線接続されている受信器とを備えている無線
システムに関しており、その送信器は、選択されたチャネルコーディングを使ってデータ
ブロックをコード化済みデータブロックにチャネルコーディングし、第１穴あけパターン
を使ってコード化済みデータブロックを穴あけするためのチャネルコーダーと、第１穴あ
けパターンにより穴あけされたコード化済みデータブロックを受信器へ伝送するための伝
送手段とを備えており、又その受信器は、受信されたコード化済みデータブロックをデコ
ードするためのチャネルデコーダーと、受信されたコード化済みデータブロックの再伝送
の必要性を検知するための手段と、コード化済みデータブロックの再伝送要求を送信器へ
伝送するための手段とを備えている。チャネルコーダーは、伝送される記号が第１穴あけ
パターンよりも少ない第２穴あけパターンを用いて最初の伝送のチャネルコーディングに
よりコード化されたコード化済みデータブロックを穴あけすることにより、再伝送される
コード化済みデータブロックのコードレートを上げ、伝送手段は、第２穴あけパターンに
より穴あけされたコード化済みデータブロックを受信器へ伝送し、又、受信器は、第１穴
あけパターンにより穴あけされている受信されたコード化済みデータブロックと第２穴あ
けパターンにより穴あけされている受信されたコード化済みデータブロックとを組み合わ
せるための手段を備えており、チャネルデコーダーは、組み合わされたコード化済みデー
タブロックのチャネルコーディングをデコードする。
【００１７】
本発明は、更に、選択されたチャネルコーディングを使ってデータブロックをコード化済
みデータブロックにチャネルコーディングし、第１穴あけパターンを使ってコード化済み
データブロックを穴あけするためのチャネルコーダーと、第１穴あけパターンにより穴あ
けされたコード化済みデータブロックを受信器へ伝送するための伝送手段と、コード化済
みデータブロックの再伝送要求を受信するための手段とを備えている無線送信器に関する
。このチャネルコーダーは、伝送される記号が第１穴あけパターンよりも少ない第２穴あ
けパターンを用いて、最初の伝送のチャネルコーディングによりコード化されたコード化
済みデータブロックを穴あけすることにより、再伝送されるコード化済みデータブロック
のコードレートを上げ、伝送手段は、第２穴あけパターンにより穴あけされたコード化済
みデータブロックを受信器へ伝送する。
【００１８】
本発明は更に、選択されたチャネルコーディングによりチャネルコードされ、第１穴あけ
パターンにより穴あけされたされたコード化済みデータブロックを受信するための受信手
段と、受信されたコード化済みデータブロックをデコードするためのチャネルデコーダー
と、受信されたコード化済みデータブロックの再伝送の必要性を検知するための手段と、
コード化済みデータブロックの再伝送要求を送信機に伝送するための手段とを備えている
無線受信器に関する。この受信手段は、コードレートが、伝送される記号が第１穴あけパ
ターンよりも少ない第２穴あけパターンを用いて最初の伝送のチャネルコーディングによ
りコード化されたコード化済みデータブロックを穴あけすることにより上げられている、
再伝送されたコード化済みデータブロックを受信し、又、第１穴あけパターンにより穴あ
けされている受信されたコード化済みデータブロックと第２穴あけパターンにより穴あけ
されている受信されたコード化済みデータブロックとを組み合わせるための手段を備えて
おり、チャネルデコーダーは、組み合わされたコード化済みデータブロックのチャネルコ
ーディングをデコードする。
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【００１９】
本発明の好適な実施例は、従属請求項で開示されている。
【００２０】
本発明は、最初に伝送されたデータブロックと再伝送されたデータブロックのコーディン
グに同じチャネルコーディングが利用されてきたという考えに基づいており、２つの伝送
のコードレートは、異なる穴あけを利用することにより異なるようにされている。従って
、コードレートが異なっても、データブロックは組み合わせることができる。
【００２１】
本発明の方法及び装置により達成される利点は、有効コードレートの範囲が十分に密なの
で、チャネル状態によって要求されるコードレートを比較的正確に選択できることであり
、システムの貴重な無線リソースを節約することになる。
【００２２】
（好適な実施例の詳細な説明）
以下、本発明を、好適な実施例を挙げ、添付図面を参照しながら、詳細に説明する。
【００２３】
図１Ａに、本発明の無線システムの代表的な構造と、その、固定型電話ネットワーク及び
パケット伝送ネットワークへの接続とを示す。図１Ａは、本発明を説明するために不可欠
なブロックしか含んでいないが、一般的なパケットセルラー無線ネットワークは、本明細
書で詳細に述べる必要のない他の機能及び構造を更に含んでいることは、当業者には明ら
かであろう。本発明はＥＧＰＲＳで利用されるのが最適である。本発明は、アップリンク
とダウンリンク両方で機能する。
【００２４】
セルラー無線ネットワークは、一般的に、固定されたネットワークのインフラストラクチ
ャ、即ちネットワーク部分と、固定的に配置することもできるし、例えば自動車に固定し
たり携帯端末として持ち歩くこともできる加入者の端末装置１５０とを備えている。ネッ
トワーク部分はベース局１００を備えている。複数のベース局１００と通信する場合、ベ
ース局コントローラー１０２は、集中方式でベース局を制御する。ベース局１００はトラ
ンシーバー１１４を備えている。ベース局１００は一般的に１から１６個のトランシーバ
１１４を備えている。１つのトランシーバ１１４は、無線の能力を使って、１つのＴＤＭ
Ａ（時分割多重アクセス）フレーム、即ち、一般的には８回のスロットを提供する。
【００２５】
ベース局１００は、トランシーバ１１４及びマルチプレクサ１１６の作動を制御するコン
トロールユニット１１８を備えている。マルチプレクサ１１６は、１つの伝送リンク１６
０を通して複数のトランシーバ１１４に用いられるトラフィックチャネルと、制御チャネ
ルとを配置する。伝送リンク１６０の構造は明確に定義されており、エイビス（ Abis）イ
ンターフェースと呼ばれる。
【００２６】
ベース局１００のトランシーバ１１４は、アンテナユニット１１２と交信して加入者端末
装置１５０への二重無線接続１７０を実行する。二重無線接続１７０でも、伝送されるフ
レームの構造が詳細に定義され、それはエアインターフェースと呼ばれる。
【００２７】
加入者端末装置１５０は通常の携帯電話であってもよく、例えば、携帯電話には、エクス
テンションカードにより携帯コンピュータ１５２を接続することもできるし、携帯コンピ
ューターをパケットの順位付け及び処理に利用することもできる。
【００２８】
ベース局コントローラー１０２は、交換フィールド１２０とコントロールユニット１２４
とを備えている。交換フィールド１２０は、音声及びデータの切り替えと、信号送信回路
の接続に用いられる。ベース局１００とベース局コントローラー１０２を備えているベー
ス局システムは、更にトランスコーダ１２２を備えている。トランスコーダ１２２は、通
常、移動サービス交換センター１３２のできるだけ近くに配置されるが、それは、音声が
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、可能な限り少ない伝送容量を使用して、トランスコーダ１２２とベース局コントローラ
ー１０２との間のセルラー無線ネットワークの形態で伝送できるからである。
【００２９】
トランスコーダ１２２は、公衆電話ネットワークと携帯電話ネットワークとの間で用いら
れる異なる音声デジタルコーディングモードを、互換性のあるモードへ変換し、例えば６
４ｋｂｉｔ／ｓ形式の固定型ネットワークから別の形式（例えば毎秒１３ｋｂｉｔ／ｓ）
へ変換したり、その逆に変換したりする。コントロールユニット１２４は、呼び出し制御
、移動性管理、統計データの収集及び信号送信を実行する。
【００３０】
図１Ａからわかるように、交換フィールド１２０は、携帯電話サービス交換センター１３
２を経由して公衆交換電話ネットワークＰＳＴＮ１３４への切り替えと、パケット伝送ネ
ットワーク１４２への切り替え（黒い点で図示）を行うことができる。公衆交換電話ネッ
トワーク１３４における典型的端末装置１３６は、一般的な電話又は統合サービスデジタ
ルネットワークＩＳＤＮ電話である。
【００３１】
パケット伝送ネットワーク１４２と交換フィールド１２０との間の接続は、サービングＧ
ＰＲＳサポートノードＳＧＳＮ１４０により確立される。サービングＧＰＲＳサポートノ
ードＳＧＳＮ１４０は、ベース局システムとゲートウェイＧＰＲＳサポートノードＧＧＳ
Ｎ１４４との間でパケットを転送し、そのエリア内の加入者端末装置１５０の位置に関す
る記録を保持する。
【００３２】
ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード１４４は、公衆パケット伝送ネットワーク１４６と
パケット伝送ネットワーク１４２とを接続する。インターフェース上では、インターネッ
トプロトコル、又はＸ．２５プロトコルを用いることができる。ゲートウェイＧＰＲＳサ
ポートノード１４４は、カプセル封じにより、パケット伝送ネットワーク１４２の内部構
造を公衆パケット伝送ネットワーク１４６から隠蔽するので、公衆パケット伝送ネットワ
ーク１４６から見れば、パケット伝送ネットワーク１４２はサブネットワークのようなも
のであり、公衆パケット伝送ネットワーク１４６は、領域内に位置する加入者端末装置１
５０にパケットをアドレス指定し、そこからパケットを受信することができる。
【００３３】
パケット伝送ネットワーク１４２は、通常は、信号送信及びトンネルユースデータを運ぶ
インターネットプロトコルを用いる専用ネットワークである。インターネットプロトコル
層の下のアーキテクチャ及びプロトコルに関していえば、ネットワーク１４２の構造はオ
ペレータによって変わる。
【００３４】
公衆パケット伝送ネットワーク１４６は、例えばグローバルインターネットであってもよ
く、これに対して、サーバーコンピュータである端末装置１４８は、例えば、端末装置へ
の接続を使ってパケットを加入者端末装置１５０へ転送することを要求する。
【００３５】
図１Ｂは、回路交換伝送リンクが、加入者端末装置１５０と公衆交換電話ネットワークと
の間でどのように確立されるかを示している。図の太線は、データがどのようにして、エ
アインターフェース１７０上のシステムを通って、アンテナ１１２からトランシーバ１１
４へ送られ、そこから、マルチプレクサ１１６で多重化され、伝送リンク１６０に沿って
交換フィールド１２０へ送られ、そこでトランスコーダ１２２に対する出力ヘディングと
の接続が確立され、そこから、移動サービス交換センター１３２内で確立された接続を通
して公衆交換電話ネットワーク１３４に接続されている端末装置１３６へ送られるかを示
している。ベース局１００では、コントロールユニット１１８が伝送の際にマルチプレク
サ１１６を制御し、ベース局コントローラー１０２では、コントロールユニット１２４が
正しい接続が実施されるように交換フィールド１２０を制御する。
【００３６】

10

20

30

40

50

(8) JP 3658647 B2 2005.6.8



図１Ｃは、パケット交換伝送リンクを示している。ここでは、携帯コンピュータ１５２が
加入者端末装置１５０に接続されている。太線は、転送されるデータがどのように、サー
バーコンピュータ１４８から携帯コンピュータ１５２へ移動するのかを示す。勿論、デー
タは、反対方向に、即ち、携帯コンピュータ１５２からサーバーコンピュータ１４８に転
送することもできる。データはエアインターフェース１７０、即ち、Ｕｍインターフェー
ス上のシステムを通り、アンテナ１１２からトランシーバ１１４へ、更にそこから、マル
チプレクサ１１６で多重化され、エイビスインターフェース上の伝送リンク１６０に沿っ
て、交換フィールド１２０へ送られ、そこで、ＧＢインターフェース上のサービングＧＰ
ＲＳサポートノード１４０に対する出力ヘディングとの接続が確立され、データは、サー
ビングＧＰＲＳサポートノード１４０から、パケット伝送ネットワーク１４２を経由して
、ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード１４４に送られ、公衆パケット伝送ネットワーク
１４６に接続されているサーバーコンピュータ１４８へ接続される。
【００３７】
分かり易くするため、図１Ｂ及び１Ｃには、回路交換及びパケット交換データの両方が同
時に転送される場合を示していない。しかし、回路交換データ伝送に使われていない容量
を、パケット交換伝送を実行するために柔軟に用いることができるので、両方共実現可能
且つ当たり前のことである。回路交換データが全く転送されず、パケットデータだけが伝
送されるところにネットワークを構築することもできる。その場合、ネットワークの構造
を簡単にすることができる。
【００３８】
図１Ｃに戻る。パケットセルラー無線ネットワークのネットワーク部分は、このように、
ベース局１００と、ベース局１００でＵｍインターフェースを実行するトランシーバ１１
４とを備えている。
【００３９】
上記に加えて、ＧＰＲＳでは２つの特別なエレメント、即ち、チャネルコードユニットＣ
ＣＵとパケットコントロールユニットＰＣＵとが知られている。ＣＣＵは、前進エラーコ
ーディングＦＥＣを含むチャネルコーディングと、受信信号の質、受信信号の受信電力、
及びタイミングアドバンスの測定に関する情報のような、無線チャネル測定機能のインタ
ーリービングとに責任を持っている。ＰＣＵのタスクには、ロジカルリンクコントロール
ＬＬＣフレームの分割及び再構築と、自動リピート要求ＡＲＱ機能と、パケットデータチ
ャネルＰＤＣＨのスケジューリングと、チャネルアクセスの制御と、無線チャネル管理機
能とが含まれている。
【００４０】
ＣＣＵ１８２は、ベース局１００内に配置されており、インプリメンテーション次第では
、タイムスロット特定の、又はトランシーバ特定のユニットと見なされる。ＰＣＵ１８０
Ａ／１８０Ｂは、エイビスインターフェースを通してＣＣＵ１８２に接続されている。Ｐ
ＣＵは、ベース局１００か、ベース局コントローラー１０２か、又はサービングＧＰＲＳ
サポートノード１４０に配置することができる。図１Ｃは、ベース局コントローラー１０
２とサービングＧＰＲＳサポートノード１４０に配置されているＰＣＵを示しているが、
分かり易くするため、図ではＰＣＵをベース局１００に配置していない。
【００４１】
次に、図５は、データを無線システムで送信器から受信器へ伝送するための、本発明の方
法を示している。加えて、図４の例も説明されている。本方法はブロック５００で開始さ
れる。
【００４２】
ブロック５０２では、データブロック４００は、選択されたチャネルコーディングを使っ
て、コード化済みデータブロック４０２へチャネルコード化される。図４の例では、ユー
ザーデータを備えているデータブロック４００は、コードレート１／３でコード化され、
即ち、各データ記号は３つのチャネルコード化された記号で示される。簡単にするために
、例では３個のユーザーデータ記号が存在し、その中に９個のチャネルコード化済み記号
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、即ち、１１１０００１１１のビットシーケンスが存在するという前提である。このアプ
リケーションでは、チャネルコーディングとは、例えば、ブロックコーディング、コンボ
ルーショナルコーディング、又はコンボルーショナルコーディングから開発された幾つか
のコーディング方法のような、チャネルコーディングを実行するけれども、チャネルコー
ディングからの穴あけをしない既知の方法のことである。
【００４３】
次に、ブロック５０４では、コード化済みデータブロック４０２が、第１穴あけパターン
４０４を使って穴あけされる。穴あけとは、コーディングの排除、即ち、一定数の記号を
排除することにより、複数のコード化された記号が低減される手続きのことである。排除
される記号を、穴あけパターンにより定義することができる。例では、第１穴あけパター
ン４０４は、ビット０１１０１１０１１を備えている。０ビットは、当該ポイントに配置
されているチャネルコード化済み記号が排除されることを示し、１のビットは排除されな
いことを示す。従って、第１穴あけパターン４０４は最初の記号と、その後３番目毎の記
号を全て排除する。特定な場合、第１穴あけパターン４０４が何れの記号をも排除しない
ようにすることもできる。
【００４４】
ブロック５０６では、第１穴あけパターン４０４により穴あけされたコード化済みデータ
ブロック４０８が、受信器へ伝送される。図４によれば、この最初の伝送に用いられる穴
あけされたコード化済みデータブロック４０８は、記号１１００１１、即ち、最初のチャ
ネルコード化された記号の第２、３、５、６、８、９番目の記号を含んでいる。
【００４５】
ブロック５０８では、受信されたコード化済みデータブロック４０８の再伝送の必要性が
検知される。再伝送が必要だということは、受信器が受信されたデータブロック４０８を
デコードできないことを意味する。このことは、エラー検知コードにより、又は、エラー
訂正コードがチャネル上に発生するエラーを十分な確信を以って訂正できないという事実
により検知することができる。
【００４６】
次にブロック５１０では、コード化済みデータブロックの再伝送要求が送信器へ伝送され
る。再伝送の要求は、例えば、否定応答ＮＡＣＫメッセージとして伝えられる。それに対
し、再伝送が必要でない場合は、確認応答ＡＣＫメッセージを伝送できる。これは実際に
実行でき、例えば　エラーを検知した後、ＣＣＵが不良フレーム標識をＰＵＣへ伝送し、
ＰＣＵがＮＡＣＫメッセージを作成し、次にＰＣＵがそのメッセージをＣＣＵへ伝送し、
無線経路へ伝送される。
【００４７】
この再伝送要求の結果として、再伝送されるコード化済みデータブロックのコードレート
は、第２穴あけパターン４０６を用いて、最初の伝送のチャネルコーディングによりコー
ド化されたコード化済みデータブロック４０２を穴あけすることにより、ブロック５１２
で上げられる。第２穴あけパターン４０６は、伝送される記号が第１穴あけパターン４０
４よりも少ない。図４の例では、第２穴あけパターン４０６はビット１００１００１００
を備えており、即ち、１番目とその後３番目の記号だけが保持され、他の記号は排除され
る。
【００４８】
ブロック５１４では、第２穴あけパターン４０６により穴あけされたコード化済みデータ
ブロック４１０が受信器へ伝送される。図４によれば、この再伝送に用いられる穴あけさ
れたコード化済みデータブロック４１０は、記号１０１、即ち、最初のチャネルコード済
みブロック４０２の第１、４、７番目の記号を含んでいる。
【００４９】
次に、ブロック５１６では、第１穴あけパターン４０４により穴あけされている受信され
たコード化済みデータブロック４０８と、第２穴あけパターン４０６により穴あけされて
いる受信されたコード化済みデータブロック４１０とが組み合わされる。両方のデータブ
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ロック４０８、４１０は共に、同じコード化済みデータブロック４０２の穴あけ違いのバ
ージョンなので、組み合わせることができる。図４の例では、組み合わせられたコード化
済みデータブロック４１２の、第２、３、５、６、８、９番目の記号は第１穴あけパター
ン４０４により穴あけされたコード化済みデータブロック４０８から得られ、第１、４、
７番目の記号は第２穴あけパターン４０６により穴あけされたコード化済みデータブロッ
ク４１０から得られる。この例では、穴あけパターン４０４、４０６は完全に別なもので
、穴あけされたブロック４０８と穴あけされたブロック４１０との両方に存在するコード
化済みデータブロック４０２の記号はない。これが必要なわけではないが、コード化済み
データブロック４０２の同じ記号が、２つ以上の穴あけされたブロック４０８、４１０に
在ってもよい。しかし、第１穴あけパターン４０４と第２穴あけパターン４０６で伝送さ
れる記号が、共に、コード化済みデータブロック４０２の記号をできるだけ多く含んでい
るのが望ましい。
【００５０】
最終的に、組み合わせられたコード化済みデータブロック４１２のチャネルコーディング
は、ブロック５１８でデコードされる。チャネルコーディングとして用いられているコン
ボルーショナルコーディングをデコードするのにヴィタビデコーダが用いられる場合、勿
論、チャネル上の一時的な環境次第で、多くのエネルギーを受け取った記号ほど、ソフト
ビット決定がより確かなものとなりがちである。チャネルコーディングがデコードされた
後、ユーザデータを含んだデータブロック４１４が得られる。
【００５１】
本方法が用いられる場合は、穴あけされたコード化済みデータブロックのコードレートは
１を上回らないことが望ましい。そうなると、好適な環境の下では、デコーディングを成
功裏に行うには、最初の伝送だけが必要となる。
表１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５２】
表１は、ＥＧＰＲＳの様々な変調及びコーディングスキームＭＣＳを示している。各ＭＣ
Ｓの最初の伝送のコードレートと、用いられている変調方法と、無線ブロック内のデータ
ブロックの数と、１つの無線ブロック内のユーザーデータの量（ビット）と、１つの無線
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ブロック内のコード化済みデータの量（ビット）が開示されている。
【００５３】
無線ブロックは２０秒毎に伝送される。無線ブロックは、ＧＭＳＫを使って変調すること
ができ、それによって無線ブロックが４６４の生ビットを含むか、或いは、８－ＰＳＫを
使って変調を実行でき、それによって無線ブロックは１３９２の生ビットを含む。変調及
びコーディングスキームＭＣＳ－７、ＭＣＳ－８、ＭＣＳ－９は、各無線ブロック内に２
つのコード化済みデータブロックを備えている。ＭＣＳ－６とＭＣＳ－９、ＭＣＳ－５と
ＭＣＳ－７では、ユーザーデータブロックのサイズが同じである。
【００５４】
本発明の方法が用いられる場合、最初の伝送及び再伝送において、ＥＧＰＲＳに用いられ
る変調及びコーディングスキームの好適な組み合わせは、
・変調及びコーディングスキーム６ＭＣＳ－６と、変調及びコーディングスキーム９ＭＣ
Ｓ－９、
・変調及びコーディングスキーム５ＭＣＳ－５と、変調及びコーディングスキーム７ＭＣ
Ｓ－７、
・埋め込みビットを用いる変調及びコーディングスキーム６ＭＣＳ－６と、変調及びコー
ディングスキーム８ＭＣＳ－８、の内の１つである。
【００５５】
従って、本発明はヘッダー又はデータブロックの構造において変更を必要としない。
【００５６】
全ての変調及びコーディングスキームにおいて、コンボルーショナルコーディングは、コ
ードレート１／３で用いられる。例えば、最初の伝送がＭＣＳ－６を使って実施される場
合、６１２ユーザービット（５９２ビット＋ヘッダー）は、チャネルコーディング後では
、１８３６ビットで表示され、そこから、図４の例に従って穴あけした後では、各ユーザ
ーデータ記号は、ほぼ２つのチャネルコード化済み記号、即ち、１２５０ビットで示され
る。従ってコードレートは０．４９である。再伝送でＭＣＳ－９を用いると、６１２のユ
ーザーデータ記号（ヘッダーを含む）は、１８３６ビットで表示され、そこから、図４の
例に従って穴あけした後では、６１２ビットはそのままで、即ち、コードレートは１であ
る。得られた、組み合わせられたデータブロックのコードレートは、０．３３、即ち約１
／３である。実際、図４の例は、３個のユーザーデータ記号だけに単純化されてはいるが
、変調及びコーディングスキームの、この組み合わせについて大まかに示している。上記
に開示されていることに基づけば、本方法が、変調及びコーディングスキームの別の組み
合わせにどのように適用されるか、当業者には明白であろう。
【００５７】
図３Ｂは、本発明の方法が従来技術とどのように異なるかを更に示す簡単な概略ブロック
図である。データブロックＦ３３２が無線リンクを通して転送される場合、まず３３４が
あるコードレートで伝送され、次に別のコードレートを使って再伝送３３６が実施できる
。本発明は、特に、インクレメンタルリダンダンシーを用いて、コードレートが異なるこ
れらの伝送３３４、３３６を組み合わせることができるという事実に由来している。
【００５８】
図２は、本発明の無線システムがどのように実行できるかを示している。無線送信器２６
０の構造が図２の左側に示されており、無線受信器２６４の構造が図の右側に示されてい
る。本発明に不可欠な無線送信器２６０及び無線受信器２６４だけが描かれている。
【００５９】
無線送信器２６０は、選択されたチャネルコーディングを使ってデータブロック２７０を
コード化済みデータブロックへチャネルコーディングし、第１穴あけパターンを使ってコ
ード化済みデータブロックを穴あけするための、チャネルコーダ２０２を備えている。第
１穴あけパターンを使って穴あけされたコード化済みデータブロックは、伝送手段２０４
により受信器へ伝送される。伝送手段２０４は、デジタル信号を無線周波数搬送波に変調
する変調器を備えている。伝送手段は更に、フィルターと増幅器を備えることもできる。
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【００６０】
無線送信器２６０は、無線接続２５０上で伝送されるコード化済みデータブロックの再伝
送要求を受信するための手段２３２を備えている。再伝送要求を受信するために、無線送
信器２６０は受信器を備えているので、無線送信器は実際はトランシーバである。
【００６１】
チャネルコーダ２０２は、最初の伝送のチャネルコーディングによりコード化されたコー
ド化済みデータブロックを第１穴あけパターンよりも伝送される記号が少ない第２穴あけ
パターンを使って穴あけすることにより、伝送されるコード化済みデータブロックのコー
ドレートを上げる。伝送手段２０４は、第２穴あけパターンにより穴あけされたコード化
済みデータブロックを受信器へ伝送する。
【００６２】
無線受信器２６４は、選択されたチャネルコーディングによりチャネルコードされ、第１
穴あけパターンにより穴あけされたコード化済みデータブロックを受信するための受信手
段２１０を備えている。受信手段２１０は、所望の周波数帯域外の周波数を阻止するため
のフィルタを備えている。次に、信号が中間周波数か又は直にベースバンドに変換され、
その形で、信号がサンプリングされ、アナログ／デジタル変換器で量子化される。随意に
、等価器が、例えば複数の経路で伝播されることによって引き起こされる干渉の補償をす
る。
【００６３】
検知された信号２１２は、チャンネルデコーダ２１８へ送られ、受信されたコード化済み
データブロックがデコードされる。
【００６４】
無線受信器２６４は、受信されたコード化済みデータブロックの再伝送の必要性を検知す
るための手段２２４と、無線リンク２５０を用いてコード化済みデータブロックの再伝送
要求を送信器２６０へ伝送するための手段２２６とを備えている。手段２２６は通常の無
線送信器により行われるので、無線受信器はトランシーバである。
【００６５】
受信手段２１０は、最初の伝送のチャネルコーディングによりコード化されたコード化済
みデータブロックを第２穴あけパターンにより穴あけすることによりコードレートが上げ
られている、再伝送されたコード化済みデータブロック２２０を受信する。第２穴あけパ
ターンは、第１穴あけパターンよりも伝送される記号が少ない。
【００６６】
無線受信器２６４は、第１穴あけパターンにより穴あけされている受信されたコード化済
みデータブロック２１６と第２穴あけパターンにより穴あけされているコード化済みデー
タブロック２２０とを組み合わせるための手段２２２を、更に含んでいる。従って、最初
に受信されたコード化済みデータブロック２１６は受信器のメモリ内に記憶される。チャ
ネルデコーダ２１８は、組み合わせられたコード化済みデータブロックのチャネルコーデ
ィングをデコードする。
【００６７】
本発明はソフトウェアで実現されるのが望ましく、従って本発明の方法では、無線送信器
２６０及び無線受信器２６４内の、厳密に画定された領域内で比較的単純なソフトウェア
の変更が必要である。チャネルコーダー２０２と、チャネルデコーダー２１８と、再伝送
要求を処理するための手段２２４、２３４と、組み合わせるための手段２２２とは、例え
ば、汎用プロセッサで実行されるソフトウェアのようなソフトウェアとして実行されるの
が望ましい。これは、ハードウェアによって行うこともでき、例えば、アプリケーション
特定の統合回路ＡＳＩＣ又は別々の構成要素から構成された制御ロジックとしても実現可
能である。
【００６８】
例として説明されているケースは基本的なケースであり、つまり、請求項に開示されてい
る本発明は、例えば、最初の伝送と第１再伝送とが同じコードレートを使って実施され、
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第２再伝送が上げられたコードレートを使って実施されるような、別の組み合わせのケー
スも含んでいる。同様に、２つ以上の再伝送が上げられたコードレートを使って実施され
、次に組み合わせられたコード化済みデータブロックが、所望された数の受信されたデー
タブロックから生成されるケースも実現可能である。本発明の重要な点は、組み合わせら
れたコード化済みデータブロックが、異なるコードレートによりコード化された少なくと
も２個のデータブロックから生成されることである。
【００６９】
本発明を、添付の図面による例を参照しながら説明してきたが、本発明がそれに限定され
るのではなく、請求の範囲に開示されている本発明の意図する範囲内で、様々に修正され
得ることは明白である。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　セルラー無線ネットワークのブロック図である。
【図１Ｂ】　回路交換接続を示している。
【図１Ｃ】　パケット交換接続を示している。
【図２】　本発明に用いられる送信器及び受信器を示す単純化したブロック線図である。
【図３Ａ】　リンクアダプテーション及びインクレメンタルリダンダンシーを実行するた
めの、上に説明した既知の方法である。
【図３Ｂ】　組み合わせられたリンクアダプテーション及びインクレメンタルリダンダン
シーが、本発明によりどのように実行されるのかを示している。
【図４】　最初に伝送されたデータブロックと再伝送されたデータブロックとの、本発明
による組み合わせの例を示している。
【図５】　本発明のデータ伝送方法を示すフロー線図である。
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【 図 １ Ｃ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ Ａ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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