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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　逆方向リンクトラヒックチャネルデータフレームを受信することと、
　前記受信したデータフレームの品質が良好であると示されている場合、肯定応答（ＡＣ
Ｋ）信号を送信することと、
　前記受信したデータフレームが、不良であると示されているが、前記データフレームの
再送信からのエネルギーと結合されると、前記データフレームの正しい復号化を可能とす
るに足るような、十分なエネルギーを有する場合にだけ、否定応答（ＮＡＫ）信号と共に
トラヒック対パイロット比（Ｔ／Ｐ）デルタを送信することと、
　を備える、無線通信システムにおける肯定応答方法。
【請求項２】
　前記逆方向リンクトラヒックチャネルは逆方向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ）である、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信したデータフレームの前記品質を判定することをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記受信したデータフレームの前記品質を判定することは、逆方向リンクパイロット信
号が、前記フレームの正しい復号化を可能とするに十分なエネルギーを有している場合に
、前記フレームの前記品質は良好であると示すことを含む、請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
　前記Ｔ／Ｐデルタを用いて前記データフレームのエネルギーレベルを調整することをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＮＡＫ信号が示される場合、前記調整されたデータフレームを再送信することをさ
らに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　受信することと送信することが２番目の基地局によって実行される、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　逆方向リンクトラヒックチャネルデータフレームを送信することと、
　前記送信されたデータフレームの品質が良好であると示されている場合、肯定応答（Ａ
ＣＫ）信号を受信することと、
　前記送信されたデータフレームが、不良であると示されているが、前記データフレーム
の再送信からのエネルギーと結合されると、前記データフレームの正しい復号化を可能と
するに足るような、十分なエネルギーを有する場合にだけ、否定応答（ＮＡＫ）信号と共
にトラヒック対パイロット比（Ｔ／Ｐ）デルタを受信することと、
　を備える、無線通信システムにおける方法。
【請求項９】
　送信することと受信することが遠隔端末によって実行される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　逆方向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ）データフレームを受信することと、
　前記受信したＲ－ＳＣＨデータフレームの品質が不良であると示されていれば、否定応
答（ＮＡＫ）信号を送信することと、
　前記ＮＡＫ信号を送信することは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームが、前記Ｒ－ＳＣ
Ｈフレームの再送信からのエネルギーと結合されると、前記フレームの正しい復号化を可
能とするに足るような、十分なエネルギーを有する場合には、トラヒック対パイロット比
（Ｔ／Ｐ）デルタを送信することを含み、
　肯定応答の不在を、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質が良好であることを示
す肯定応答（ＡＣＫ）信号として、遠隔端末が認識できることと、
　を備える、無線通信システムにおける肯定応答方法。
【請求項１１】
　前記肯定応答方法は最良の基地局によって実行される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　どの基地局が前記最良の基地局であるかという点に関して前記遠隔端末と前記最良の基
地局との間で矛盾がある場合に、前記遠隔端末に肯定応答（ＡＣＫ）信号を送信すること
をさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質を判定することをさらに備える、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質を判定することは、前記Ｒ－ＳＣＨフレー
ムのエネルギーが、再送信エネルギーと結合しても、前記フレームの正しい復号化を可能
とするには不十分である場合に、前記フレームの前記品質は不良であることを示すことを
含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記Ｔ／Ｐデルタを用いて前記Ｒ－ＳＣＨフレームのエネルギーレベルを調整すること
をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＮＡＫ信号が受信される場合、前記調整されたＲ－ＳＣＨフレームを再送信するこ
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とをさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　逆方向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ）フレームを受信するように構成されている基地デバ
イスであって、前記基地デバイスは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの品質が良好であ
ると示されていれば肯定応答（ＡＣＫ）信号を送信するように動作し、前記基地デバイス
は、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームが、前記Ｒ－ＳＣＨフレームの再送信からのエネル
ギーと結合されると、前記フレームの正しい復号化を可能とするに足るような、十分なエ
ネルギーを有する場合には、Ｔ／Ｐデルタ付きの否定応答（ＮＡＫ）信号を計算及び送信
するように構成されている出力コントローラを含む前記基地デバイスと、
　前記基地デバイスに前記Ｒ－ＳＣＨフレームを送信するように構成されている遠隔デバ
イスであって、前記遠隔デバイスは、前記ＡＣＫ信号を受信するように、及び、肯定応答
の不在を、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質が不良であることを示す否定応答
（ＮＡＫ）信号として認識するように動作する、前記遠隔デバイスと、
　を備える、肯定応答チャネルを操作する無線通信システム。
【請求項１８】
　前記基地デバイスは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質を判定するように構
成されている品質判定要素を含む、請求項１７に記載の無線通信システム。
【請求項１９】
　前記遠隔デバイスは、前記受信したＴ／Ｐデルタを用いて前記Ｒ－ＳＣＨフレームのエ
ネルギーレベルを調整するように、及び、前記Ｒ－ＳＣＨフレームを前記基地デバイスに
再送信するように構成されているエネルギーレベル調整装置を含む、請求項１７に記載の
無線通信システム。
【請求項２０】
　前記基地デバイスは２番目の基地デバイスである、請求項１７に記載の無線通信システ
ム。
【請求項２１】
　逆方向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ）フレームを受信するように構成されている基地デバ
イスであって、前記基地デバイスは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの品質が不良であ
ると示される場合、否定応答（ＮＡＫ）信号を送信するように動作し、前記受信したＲ－
ＳＣＨフレームの前記品質が、不良であるが、前記Ｒ－ＳＣＨフレームの再送信からのエ
ネルギーと結合されると、前記フレームの正しい復号化を可能とするに足るような、十分
なエネルギーを有する場合には、Ｔ／Ｐデルタ付きの前記ＮＡＫ信号を計算及び送信する
ように構成されている出力コントローラを含む、前記基地デバイスと、
　前記基地デバイスに前記Ｒ－ＳＣＨフレームを送信するように構成されている遠隔デバ
イスであって、前記遠隔デバイスは、前記ＮＡＫ信号を受信するように、及び、肯定応答
の不在を、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質が良好であることを示す肯定応答
（ＡＣＫ）信号として認識するように動作する、前記遠隔デバイスと、
　を備える、順方向リンク肯定応答チャネルを有する無線通信システム。
【請求項２２】
　前記基地デバイスは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質を判定するように構
成されている品質判定要素を含む、請求項２１に記載の無線通信システム。
【請求項２３】
　前記基地デバイスは、前記遠隔デバイスに対する経路損失が最小である最良の基地デバ
イスである、請求項２１に記載の無線通信システム。
【請求項２４】
　無線通信システム用の基地局、前記基地局は下記を備える：
　１又は複数の遠隔端末から逆方向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ）フレームを受信及び適切
に増幅、フィルタリング、及び処理するように構成されているＲＦフロントエンド；およ
び、
　前記受信したＲ－ＳＣＨフレームを復調及びさらに処理するように適合されているディ
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ジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ただし、前記ＤＳＰは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレ
ームの品質が良好であると示されている場合、肯定応答（ＡＣＫ）信号を送信するように
前記ＲＦフロントエンドに対して指示するように構成されており、前記ＤＳＰは、前記受
信したデータフレームが、不良であると示されているが、前記データフレームの再送信か
らのエネルギーと結合されると、前記データフレームの正しい復号化を可能とするに足る
ような、十分なエネルギーを有する場合にだけ、否定応答（ＮＡＫ）信号を送信するよう
に前記ＲＦフロントエンドに対して指示するように構成されている、
　ただし、前記ＤＳＰは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームが、前記Ｒ－ＳＣＨフレーム
の再送信からのエネルギーと結合されると、前記フレームの正しい復号化を可能とするに
足るような、十分なエネルギーを有する場合には、Ｔ／Ｐデルタ付きの前記ＮＡＫ信号を
計算及び遠隔端末に送信するように、前記ＲＦフロントエンドに指示するように構成され
ている出力コントローラを含む。
【請求項２５】
　前記ＤＳＰは、前記受信したＲ－ＳＣＨフレームの前記品質を判定するように構成され
ている品質判定要素を含む、請求項２４に記載の基地局。
【請求項２６】
　前記基地局は２番目の基地局である、請求項２４に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示する実施形態は、一般的には通信の分野に関し、より詳しくは順方向リンク肯定応
答チャネルの操作のための方法と装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信の分野には、例えば、ページング、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）、インタ
ーネット電話、衛星通信システムなど多くの応用分野がある。応用分野の例として、モバ
イル加入者用の携帯電話システムがある。このような携帯電話システムのために、共通の
通信媒体に対して複数のユーザがアクセスできるように設計されている近代的な通信シス
テムが開発されている。このような通信システムは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、又は、当技術分野で周知
の他の多元接続技法に基づき得る。このような多元接続技法は、複数のユーザから受信し
た信号を復号化及び復調し、これによって、複数のユーザ間での同時通信を可能とし、ま
た、通信システムに対して比較的大容量を許容する。
【０００３】
　ＣＤＭＡシステムでは、利用可能なスペクトルは多くのユーザ間で効率的に共有され、
また、大量の電力（ｐｏｗｅｒ）を無駄にすることなく遅延感知サービス（ｄｅｌａｙ－
ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ）（音声など）をサポートするのに十分な品質を
維持するためにソフトハンドオフなどの技法が採用されている。つい最近では、データサ
ービスの容量を向上させるシステムも利用可能である。このようなシステムは、より緩和
された遅延要求を有するサービスに対して、より高位の変調、より迅速な出力制御、より
迅速なスケジューリング、及び、より効率的なスケジューリングを使用することによって
、データサービスを提供する。このようなデータサービス通信システムの例として、２０
０２年１月の米国電気通信工業会／米国電子工業会（ＴＩＡ／ＥＩＡ）のｃｄｍａ２００
０の高データレートエアインタフェース仕様ＩＳ－８５６（ＩＳ－８５６規格）に適合す
る高データレート（ＨＤＲ）システムがある。
【０００４】
　ＣＤＭＡシステムでは、データ送信は発信元デバイスから発信先デバイスに対して発生
する。この発信先デバイスはデータ送信を受信し、信号を復調し、データを復号化する。
この復号化プロセスの一部として、発信先デバイスは、データパケットの巡回冗長符号（
ＣＲＣ）チェックを行い、そのパケットが正しく受信されたかどうか判定する。ＣＲＣの
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使用以外の誤り検出方法、例えば、エネルギー検出方法も、ＣＲＣと組み合わせて又はＣ
ＲＣの代わりに用いることができる。パケットが誤りと一緒に受信された場合、発信先デ
バイスは否定応答（ＮＡＫ）メッセージを自身の肯定応答（ＡＣＫ）チャネル上で発信元
デバイスに送信し、発信元デバイスは、誤りと一緒に受信されたパケットを再送信するこ
とによってＮＡＫメッセージに応答する。
【０００５】
　送信エラーは、低信号品質の（例えば、低ビットエネルギー対雑音出力スペクトル密度
比（Ｅｂ／Ｎｏ））応用分野では特に深刻である。このような状況下では、自動再送要求
（ＡＲＱ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）といった従来のデータ
再送信方式では、システム動作に必要な最大ビット誤り率（ＢＥＲ）を満足できない（又
は満足しないように設計されている）可能性がある。このような場合、性能を向上させる
ために、しばしばＡＲＱ方式を順方向誤り訂正方式（ＦＥＣ：Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏ
ｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）などの誤り訂正方式と組み合わせることが採用されている。
ＡＲＱとＦＥＣとのこの組み合わせは、一般にはハイブリッドＡＲＱ（Ｈ－ＡＲＱ）とし
て知られている。
【０００６】
　ＮＡＫを送信した後で、発信先デバイスはデータ送信とデータ再送信を受信し、信号を
復調し、受信したデータを新しいパケットと再送信されたパケットとに分離する。この新
しいパケットと再送信されたパケットとは、同時に送信する必要はない。発信先デバイス
は、誤りと共に受信されたパケットのために発信先デバイスがすでに蓄積してあるエネル
ギーと一緒に、受信した再送信されたパケットのエネルギーを蓄積する。次に、発信先デ
バイスは、この蓄積されたデータパケットを復号化することを試行する。しかしながら、
上述したように、パケットフレームが、最初に発信先デバイスによる正確な復号化可能と
するには不十分なエネルギーで送信され、次に再送信されると、この再送信によって時間
ダイバーシティが提供される。その結果、フレーム（再送信を含む）の送信エネルギーの
合計は平均してより低い。フレームの最初の送信と再送信の双方のための総合シンボル（
ｓｙｍｂｏｌ）エネルギー（ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｓｙｍｂｏｌ　ｅｎｅｒｇｙ）結合は、
最初に全出力で（すなわち、それだけで発信先デバイスによる正確な復号ができるように
するに十分な出力レベルで）フレームを送信する際に必要とされたであろうエネルギーよ
り平均して低い。したがって、次の再送信により提供される追加のエネルギーを蓄積する
ことによって、正確な復号化の確率が向上する。あるいは、発信先デバイスは、２つのパ
ケットを組み合わせることなく、再送信されたパケットを単独で復号化することが可能で
あってもよい。どちらの場合も、誤って受信されたパケットが、新しいデータパケットの
送信と同時に再送信されるため、スループットレートを改善することが可能である。この
場合もまた、新しいパケットと再送信されたパケットは同時に送信する必要はないことに
留意されたい。
【０００７】
　逆方向リンク（ｒｅｖｅｒｓｅ　ｌｉｎｋ）（すなわち、遠隔端末から基地局への通信
リンク）では、逆方向の補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ：ｒｅｖｅｒｓｅ　ｓｕｐｐｌｅｍｅ
ｎｔａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて、ユーザ情報（例えば、パケットデータ）を遠隔端
末から基地局に送信し、また、物理層での再送信をサポートする。Ｒ－ＳＣＨは再送信の
ために様々な（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ）符号化方式を利用してもよい。例えば、再送信では
オリジナルの送信の１／２のコードレートを用いてもよい。同じレートの１／２のコード
シンボルを再送信のために繰り返してもよい。別の場合では、基礎を成すコード（ｕｎｄ
ｅｒｌｙｉｎｇ　ｃｏｄｅ）はレート１／４のコードである。オリジナルの送信ではシン
ボルの１／２を用い、再送信でこのシンボルの他の半分を用いてもよい。逆方向リンクア
ーキテクチャの例が、本出願の譲受人に譲渡された「無線通信システム用の逆方向リンク
チャネルアーキテクチャ（ＲＥＶＥＲＳＥ　ＬＩＮＫ　ＣＨＡＮＮＥＬ　ＡＲＣＨＩＴＥ
ＣＴＵＲＥ　ＦＯＲ　Ａ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥ
Ｍ）」と題された米国特許出願第２００２／０１５４６１０号に詳細に記載されている。
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【０００８】
　ＣＤＭＡ通信システムでは、さらに具体的には、パケット化通信（ｐａｃｋｅｔｉｚｅ
ｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ）に適応されたシステムでは、輻輳や過大負荷（ｏｖｅ
ｒｌｏａｄｉｎｇ）はシステムのスループットを減少させ得る。輻輳はシステムの定格容
量に対するペンディングトラヒックとアクティブトラヒックの分量の尺度である。システ
ムの過大負荷は、ペンディングトラヒックやアクティブトラヒックが定格容量を超えると
発生する。システムは、割り込みの無いトラヒック状態を維持するために、すなわち、リ
ソースの過大負荷や過小負荷（ｕｎｄｅｒｌｏａｄｉｎｇ）を避けるために、ある目標の
輻輳レベルを導入してもよい。
【０００９】
　過大負荷による１つの問題は、送信応答が遅れることである。応答時間が増加すると、
しばしばアプリケーションレベルタイムアウトにつながり、データを必要としているアプ
リケーションが、このアプリケーションが許容するようにプログラムされているよりも長
く待機することになり、タイムアウト状態が生じる。すると、アプリケーションはタイム
アウトに関するメッセージを不必要に再送信し、さらなる輻輳を引き起こす。この状態が
続くと、当該システムは、どのユーザにもサービスを提供することが不可能な状態に達す
る。この状態に対する（ＨＤＲで用いられる）１つの解決法は、輻輳制御である。（ｃｄ
ｍａ２０００で用いられる）別の解決法は、適切なスケジューリング（ｐｒｏｐｅｒ　ｓ
ｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）である。
【００１０】
　あるシステムにおける輻輳のレベルは、ペンディングユーザ及びアクティブユーザのデ
ータレートと、サービスの所望の品質を達成するために必要とされる受信信号の強度とを
監視することによって決定され得る。無線ＣＤＭＡシステムでは、逆方向リンクの容量は
干渉によって制限される（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ－ｌｉｍｉｔｅｄ）。セルの輻輳の
１つの尺度は、基地局における熱雑音のレベルを上回る雑音の合計量（以降「ライズオー
バーサーマル」（ＲＯＴ）と呼ぶ）である。ＲＯＴは逆方向リンクのローディングに対応
している。ロードされたシステムは、ＲＯＴを所定の値の近傍に維持しようとする。ＲＯ
Ｔが高すぎると、セルの範囲（すなわち、セルの基地局が通信可能な距離）が減少し、逆
方向リンクの安定性が低下する。このセルの範囲は、目標とするエネルギーレベルを提供
するために必要とされる送信エネルギーの量が増加するため、減少する。ＲＯＴが高いと
また、即時ローディングに少し変化が生じ、その結果、遠隔端末の出力電力が大きく偏位
（ｌａｒｇｅ　ｅｘｃｕｒｓｉｏｎｓ）する。ＲＯＴが低いと、逆方向リンクの負荷が重
くはないことを示し、したがって、利用可能な容量が潜在的に無駄になっていることを示
す。
【００１１】
　しかしながら、Ｈ－ＡＲＱと共にＲ－ＳＣＨを操作するには、Ｒ－ＳＣＨフレームの最
初の送信が、ＲＯＴ制約を満足するために緊密に出力制御されない必要がある。したがっ
て、Ｒ－ＳＣＨのフレームの最初の送信時の配信された信号対雑音比（ＳＮＲ）は、受信
されたデータパケットを正確に復号化することを可能とするに十分なレベルに満たないと
いうことがあり得る。この状態の結果、ＮＡＫメッセージが順方向リンク（ｆｏｒｗａｒ
ｄ　ｌｉｎｋ）ＡＣＫチャネルを介して送信されることになり得る。
【００１２】
　したがって、上記の説明から、順方向リンクＡＣＫチャネルの効率的な操作を可能とす
る装置と方法とに対する技術上の必要性があることが明らかなはずである。
【発明の開示】
【００１３】
[概要]
　本明細書に開示する実施形態は、無線通信システムにおいて、パケットデータチャネル
と一緒に順方向リンクＡＣＫチャネルの効率的な操作を可能とする装置と方法に対する必
要性に対応するものである。
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【００１４】
　１つの態様では、無線通信の肯定応答の方法と装置は、基地局で逆方向補足チャネル（
Ｒ－ＳＣＨ）のフレームを受信することを含む。この基地局は、この受信したＲ－ＳＣＨ
フレームの品質が良好であると示されていれば肯定応答（ＡＣＫ）信号を送信する。受信
データフレームが不良であると示されているが、データフレームの再送信からのエネルギ
ーと結合（ｃｏｍｂｉｎｅ）すると、データフレームの正しい復号化を可能とするに足り
るような十分なエネルギーを有している場合にだけ、否定応答（ＮＡＫ）信号が送信され
る。
【００１５】
　別の態様では、無線通信の肯定応答の方法と装置は、遠隔端末から基地局に対して逆方
向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ）フレームを送信することを含む。この基地局は、受信した
Ｒ－ＳＣＨフレームの品質が不良であると示された場合に、遠隔端末に対して否定応答（
ＮＡＫ）信号を送信する。この遠隔端末はまた、肯定応答が受信されないということは、
受信したＲ－ＳＣＨフレームの品質が良好であるという肯定応答（ＡＣＫ）信号を示して
おり、これは、Ｒ－ＳＣＨフレームのエネルギーがフレームの正しい復号化を可能とする
に十分である状態を示していることを認識する。本態様における基地局は、遠隔端末に対
する経路損失が最小であるような最良の基地局である。
【００１６】
　別の態様では、無線通信システムの肯定応答チャネルは、ブロックエンコーダ、マッパ
（ｍａｐｐｅｒ）及びミクサを含む。ブロックエンコーダは、少なくとも１ビットを有す
るＡＣＫ／ＮＡＫメッセージを受信し、このＡＣＫ／ＮＡＫメッセージを生成行列で符号
化（ｅｎｃｏｄｅ）して、符号語（ｃｏｄｅｗｏｒｄ）を形成するように動作する。マッ
パはこの符号語をバイナリ信号にマッピングする。ミクサは、このバイナリ信号をウォル
シュ符号などの直交拡散符号と混合して、符号化されたＡＣＫ／ＮＡＫ信号を形成する。
【００１７】
　本発明の他の特徴と利点とは、本発明の原理を例示して示す例示の実施形態の以下の説
明から明らかであろう。
【００１８】
[詳細な説明]
　添付図面と関連して以下に示す詳細な説明は、本発明の例示の実施形態を説明すること
を意図するものであり、本発明を実践することが可能な実施形態だけを表すことを意図す
るものではない。本明細書全体にわたって用いられる「例示の」という用語は、「例、実
例、又は例証としての役目を果たす」ことを意味し、必ずしも他の実施形態より好ましい
又は有利であると解釈されるべきではない。詳細な説明には、本発明を完全な理解を提供
することを目的とした具体的な詳細が含まれる。しかしながら、当業者には、本発明がこ
のような具体的な詳細無しでも実施され得ることが明らかであろう。一部の例では、本発
明の概念を曖昧にすることを避けるために、周知の構造やデバイスをブロック図の形態で
示している。
【００１９】
　順方向リンクＡＣＫチャネルの効率的な操作を可能とする装置と方法に対する上述の必
要性を認識して、本開示は、逆方向リンクリソースを効率的に割り当て、利用する例示の
実施形態を説明する。特に、逆方向リンクの利用性を改善し、また、データフレームをよ
り低い送信出力で送信することを可能とする、信頼性のある肯定応答方式と効率的な再送
信方式とを以下に詳細に説明する。
【００２０】
　本発明の様々な態様をＣＤＭＡ通信システムの文脈で説明するが、当業者には、本明細
書に記載される順方向リンクＡＣＫチャネルの効率的な操作を提供する技法は、ＴＤＭＡ
、ＦＤＭＡ、ＳＤＭＡ、ＰＤＭＡ及び当技術分野で公知の他の多元接続技法に基づく通信
システムと、ＡＭＰＳ、ＧＳＭ、ＨＤＲ及び様々なＣＤＭＡ基準並びに当技術分野で公知
の他の通信基準に基づく通信システムを含む、他の様々な通信環境での使用にも同様に適
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していることが理解されるであろう。したがって、ＣＤＭＡ通信システムに対するいかな
る言及も、本発明の進歩性のある態様を説明することだけを意図するものであり、そのよ
うな進歩性のある態様は広い応用範囲を有することを理解すべきである。
【００２１】
　図１は、多くのユーザをサポートし、また、本発明の様々な態様を実施することが可能
な例示の無線通信システム１００の図である。この通信システム１００は、各セルが対応
する基地局（ＢＳ）１０４によりサービスを提供されて、多くのセルに対する通信を提供
する。様々な遠隔端末１０６はシステム１００全体にわたって分散されている。個々の基
地局又は遠隔端末は、１０４ａ又は１０６ｃなどの接尾辞で識別されであろう。接尾辞無
しの１０４や１０６という参照符号は、一般的な意味での基地局や遠隔端末のことをいう
と理解されるであろう。
【００２２】
　各遠隔端末１０６は、遠隔端末がアクティブであるかないか、また、それがソフトハン
ドオフ中であるかないかによって、いかなる特定の時点においても、順方向リンク（ｆｏ
ｒｗａｒｄ　ｌｉｎｋ）及び逆方向リンク（ｒｅｖｅｒｓｅ　ｌｉｎｋ）上にある１以上
の基地局１０４と通信し得る。順方向リンクとは基地局１０４から遠隔端末１０６に対す
る送信のことであり、逆方向リンクとは遠隔端末１０６から基地局１０４に対する送信の
ことである。図１に示すように、基地局１０４ａは遠隔端末１０６ａ、１０６ｂ、１０６
ｃ及び１０６ｄと通信し、基地局１０４ｂは遠隔端末１０６ｄ、１０６ｅ及び１０６ｆと
通信する。遠隔端末１０６ｄはソフトハンドオフ状態にあり、基地局１０４ａ及び１０４
ｂの双方と同時に通信する。
【００２３】
　無線通信システム１００では、基地局コントローラ（ＢＳＣ）１０２は基地局１０４と
通信し、さらに、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）と通信し得る。ＰＳＴＮとの通信は一般的
には、移動通信交換局（ＭＳＣ）を介して達成されるが、これは簡略化のため図１には図
示されていない。ＢＳＣはまた、パケット網と通信してもよいが、これは、図１には示さ
れていないパケットデータサービス提供ノード（ＰＤＳＮ）を介して一般的には達成され
る。ＢＳＣ１０２は基地局１０４に対する調整（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）と制御とを
提供する。ＢＳＣ１０２は、さらに、遠隔端末１０６間の通話、遠隔端末１０６とＰＳＴ
Ｎ（例えば従来の電話）と通信しているユーザとの間の通話、また、パケット網に対する
通話のルーティングを、基地局１０４を介して制御する。
【００２４】
　図２は、基地局１０４と遠隔端末１０６との実施形態の簡略化されたブロック図である
が、これらは本発明の様々な態様を実施することが可能である。特定の通信の場合、音声
データ、パケットデータ及び／又はメッセージが、基地局１０４と遠隔端末１０６間で交
換されてもよい。基地局と遠隔端末間での通信セッションを確立するために用いられるメ
ッセージや、データ伝送を制御するために用いられるメッセージ（例えば出力制御、デー
タレート情報、肯定応答など）などの様々なタイプのメッセージが送信されてよい。この
ようなメッセージのタイプの一部を以下に説明する。特に、順方向リンクＡＣＫチャネル
を用いる逆方向リンクデータ肯定応答の実施を詳細に説明する。
【００２５】
　逆方向リンクの場合、遠隔端末１０６においては、（例えばデータソース２１０からの
）音声データ及び／又はパケットデータと（例えばコントローラ２３０からの）メッセー
ジが送信（ＴＸ）データプロセッサ２１２に提供され、これは当該データとメッセージを
１以上の符号化方式でフォーマット及び符号化して、符号化されたデータを生成する。各
符号化方式は、巡回冗長検査（ＣＲＣ）、符号化畳み込み符号化、ターボ符号化、ブロッ
ク符号化、及び他の符号化の任意の組み合わせを含んでもよいし、又は全く符号化を含ま
なくてもよい。一般的に、音声データ、パケットデータ及びメッセージは様々な方式を用
いて符号化され、また、様々なタイプのメッセージもまた様々に符号化される。
【００２６】
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　次に、符号化されたデータは変調器（ＭＯＤ）２１４に提供されて、さらに処理される
（例えば、カバーされ（ｃｏｖｅｒｅｄ）、短ＰＮ系列（ｓｈｏｒｔ　ＰＮ　ｓｅｑｕｅ
ｎｃｅ）で拡散され、ユーザ端末に割り当てられている長ＰＮ系列（ｌｏｎｇ　ＰＮ　ｓ
ｅｑｕｅｎｃｅ）でスクランブルされる）。次に、変調されたデータは送信器ユニット（
ＴＭＴＲ）２１６に提供され、逆方向リンク信号を生成するために調整される（例えば、
１以上のアナログ信号に変換され、増幅され、フィルタリングされて、直交変調される）
。この逆方向リンク信号はデュプレクサ（Ｄ）２１８を介してルーティングされて、アン
テナ２２０を介して基地局１０４に送信される。
【００２７】
　基地局１０４では、逆方向リンク信号はアンテナ２５０で受信され、デュプレクサ２５
２を介してルーティングされ、受信器ユニット（ＲＣＶＲ）２５４に提供される。受信器
ユニット２５４は受信信号を調整（例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、
及びディジタル化）し、サンプルを提供する。復調器（ＤＥＭＯＤ）２５６は、回復され
たシンボルを提供するためにサンプルを受信及び処理（例えば、逆拡散、デカバー（ｄｅ
ｃｏｖｅｒｓ）、及びパイロット復調）する。復調器２５６は、複数インスタンスの受信
信号を処理及び結合されたシンボルを生成するレーキ（ｒａｋｅ）受信機を導入してもよ
い。次に、受信（ＲＸ）データプロセッサ２５８は、逆方向リンク上で送信されたデータ
とメッセージを回復するためにシンボルを復号化する。回復された音声／パケットデータ
はデータシンク２６０に提供され、また、回復されたメッセージはコントローラ２７０に
提供され得る。復調器２５６とＲＸデータプロセッサ２５８とによる処理は、遠隔端末１
０６で実行される処理と補完的である。復調器２５６とＲＸデータプロセッサ２５８はさ
らに操作されて、複数のチャネル、例えば、逆方向基本チャネル（Ｒ－ＦＣＨ：ｒｅｖｅ
ｒｓｅ　ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）や逆方向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ
）を介して受信された複数の送信を処理してもよい。また、送信は複数の遠隔端末から同
時に受信されてもよく、その各々が逆方向基本チャネル、逆方向補足チャネル、又はこれ
ら双方で送信していてもよい。
【００２８】
　順方向リンク上では、基地局１０４において、（例えばデータソース２６２からの）音
声及び／又はパケットデータと（例えばコントローラ２７０からの）メッセージとが送信
（ＴＸ）データプロセッサ２６４によって処理され（例えばフォーマット及びエンコード
され）、変調器（ＭＯＤ）２６６によってさらに処理され（例えばカバーされ、拡散され
）、また送信器ユニット（ＴＭＴＲ）２６８によって調整されて（例えば、アナログ信号
に変換され、増幅され、フィルタリングされ、及び、直交変調されて）、順方向リンク信
号が生成される。順方向リンク信号はデュプレクサ２５２を介してルーティングされ、ア
ンテナ２５０を介して遠隔端末１０６に送信される。
【００２９】
　遠隔端末１０６においては、順方向リンク信号がアンテナ２２０で受信され、デュプレ
クサ２１８を介してルーティングされて、受信器ユニット２２２に提供される。受信器
ユニット２２２は、受信信号を調整（例えばダウンコンバート、フィルタリング、増幅、
直交復調、及びディジタル化）して、サンプルを提供する。サンプルはシンボルを提供す
るために復調器２２４によって処理（例えば逆拡散、デカバー、及びパイロット復調）さ
れ、シンボルは、順方向リンク上で送信されたデータとメッセージを回復するために、受
信データプロセッサ２２６によってさらに処理される（例えば復号化及びチェックされる
）。回復されたデータはデータシンク２２８に提供され、回復されたメッセージはコント
ローラ２３０に提供されてもよい。
【００３０】
　逆方向リンクは、順方向リンクとは非常に異なったいくつかの特性を有している。特に
、データ伝送特性、ソフトハンドオフ動作及びフェージング現象は一般的に、順方向リン
クと逆方向リンクとでは非常に異なっている。例えば、基地局は一般的に、どの遠隔端末
が送信すべきパケットデータを有しているかということや、データをどれくらい送信すべ
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きであるかについて先験的には知らない。したがって、基地局は、要求されたときにはい
つでも、また、利用可能であれば、遠隔端末にリソースを割り当ててよい。ユーザ要求は
不確かであるため、逆方向リンク上での利用は大幅に変動し得る。
【００３１】
　本発明の例示の実施形態にしたがって逆方向リンクリソースを効率的に割り当て及び利
用するために装置と方法が提供される。逆方向リンクリソースは、パケットデータ伝送に
用いられる補足チャネル（例えばＲ－ＳＣＨ）を介して割り当てられ得る。特に、信頼性
のある肯定応答方式と効率的な再送信方式が提供される。
【００３２】
　信頼性のある肯定応答方式と効率的な再送信方式とは、基地局と遠隔端末間の通信を制
御するいくつかの要因を考慮すべきである。考慮すべき要因の１つに、遠隔端末に至る経
路損失が最小である基地局（例えば遠隔端末に最も近い基地局）より約数ｄＢ大きい経路
損失を有するが、遠隔端末のアクティブセット（Ａｃｔｉｖｅ　Ｓｅｔ）中にある基地局
は、逆方向補足チャネル（Ｒ－ＳＣＨ）フレームを正しく受信する機会は比較的小さいと
いう事実がある。
【００３３】
　ソフトハンドオフが機能し、遠隔端末の全体的な送信出力を減少させるためには、遠隔
端末は、失われた又は不良のＲ－ＳＣＨフレームのしるし（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を受
信する必要がある。遠隔端末は肯定応答よりも著しく多い否定応答を受信することになる
ので、基地局（ＢＳ）が遠隔端末（ＲＴ）に対して、良好なフレームの場合には肯定応答
（ＡＣＫ）を送り、不良なフレームの場合には、その受信したＲ－ＳＣＨフレームが、Ｒ
－ＳＣＨフレームの再送信からのエネルギーと結合すると、基地局によるそのフレームの
正しい復号化を可能とするに足るような十分なエネルギーを有しているような場合にだけ
、否定応答（ＮＡＫ）を送るように、例示の肯定応答方式は構成される（図３を参照）。
基地局によるフレームの正しい復号化を可能とするには（たとえ再送信エネルギーと結合
しても）不十分なエネルギーを有する不良なフレームは、ＮＡＫ信号を受信しないであろ
う。したがって、遠隔端末がＡＣＫ信号又はＮＡＫ信号を受信しない場合、遠隔端末は基
地局で受信された不良なフレームはフレームの正しい復号化を可能とするに十分なエネル
ギーを有していなかったものとみなす。この場合、遠隔端末は、正しい復号化を可能とす
るに十分なデフォルトの送信レベルでフレームを再送信する必要があるであろう。一実施
形態では、このデフォルトの送信レベルは、基地局による正しい復号化を可能とするよう
にあらかじめ決定されていてもよい。別の実施形態では、このデフォルトの送信レベルは
、無線ＣＤＭＡシステムの送信条件にしたがって動的に決定されてもよい。
【００３４】
　図３に、上記の肯定応答方式による例示の順方向リンクＡＣＫチャネルを示す。この図
示の実施形態では、遠隔端末はＲ－ＳＣＨフレームを（複数の）基地局に送信する。基地
局はＲ－ＳＣＨフレームを受信し、この受信したＲ－ＳＣＨフレームが「良好な」フレー
ムであると認識されればＡＣＫ信号を送信する。
【００３５】
　一実施形態では、受信したＲ－ＳＣＨフレームの品質の認識（すなわち、「良好」又は
「不良」である）は、逆方向リンクパイロット信号を観察するか又は、同等に、遠隔端末
から送信された出力制御ビットに基づいてなされる。したがって、逆方向リンクパイロッ
ト信号が、基地局によるフレームの正しい復号化を可能とするに十分なエネルギーを含む
場合、そのフレームは「良好」であると考えられる。そうでなければ、逆方向リンクパイ
ロット信号が、基地局によるフレームの正しい復号化を可能とするには不十分なエネルギ
ーを有していれば、そのフレームは「不良」であると考えられる。
【００３６】
　基地局の例示の順方向リンクＡＣＫチャネルは、受信したＲ－ＳＣＨフレームが「不良
な」フレームであると認識されるが、再送信と結合するに十分なエネルギーを有する場合
、トラヒック対パイロット比（Ｔ／Ｐ：ｔｒａｆｆｉｃ－ｔｏ－ｐｉｌｏｔ　ｒａｔｉｏ
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）デルタを有するＮＡＫ信号を送信する。このような状況は、受信した不良なＲ－ＳＣＨ
フレームが、Ｒ－ＳＣＨフレームの再送信からのエネルギーと結合すれば、基地局による
正しい復号化を可能とするに足るような、十分なエネルギーを有する場合に発生する。
【００３７】
　トラヒック対パイロット比（Ｔ／Ｐ）は、逆方向トラヒックチャネル（例えばＲ－ＳＣ
Ｈ）と逆方向パイロットチャネルとの間の、エネルギーレベルの比を測定することによっ
て計算可能である。したがって、本実施形態では、この比はＲ－ＳＣＨの出力制御のため
に用いられ、また、基地局によるＲ－ＳＣＨフレームの正しい復号化を可能とするに十分
な総エネルギーレベルと比較される。最初の送信のＴ／Ｐ値と、Ｒ－ＳＣＨフレームの正
しい復号化を可能とするに十分な総エネルギーレベルとの間の差は、Ｔ／Ｐデルタと呼ば
れるパラメータとなる。一般に、総エネルギーレベルとは、特定のサービスの質（ＱｏＳ
）を維持するために必要とされるエネルギーレベルであって、これは速度、チャネル状態
、及び、ＱｏＳに関連する他のパラメータに依存する。したがって、Ｔ／Ｐデルタは、最
初の送信の際のエネルギー不足を補償するために、また、逆方向リンク上でＲ－ＳＣＨフ
レームを基地局が正しく復号化できるようにするために、再送信の際に遠隔端末によって
伝達しなければならないエネルギーの差の値（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｅｎｅｒｇｙ
　ｖａｌｕｅ）ということになる。計算されたＴ／Ｐデルタは、否定応答信号と共に順方
向ＡＣＫチャネル上で遠隔端末に対して送信されることが可能である。遠隔端末のアクテ
ィブセットに基地局が２つ以上あり、また、双方の基地局が、不良のＲ－ＳＣＨフレーム
に応答して異なったＴ／Ｐデルタを有するＮＡＫ信号を送信する場合、遠隔端末は、少な
くとも一方の基地局がパケットを正しく復号化できるように、より低いＴ／Ｐデルタを有
する方を選ぶべきである。
【００３８】
　さらに、基地局は、受信された不良なＲ－ＳＣＨフレームが、再送信エネルギーと結合
されても、基地局によるフレームの正しい復号化を可能とするに不十分なエネルギーを有
する場合には、ＮＡＫ信号（すなわち、ＮＵＬＬデータ）を送信送信しないであろう。遠
隔端末は、この「ＮＵＬＬ」状況を、正しい復号化を可能とするに十分なデフォルトの送
信レベルでＲ－ＳＣＨフレームを再送信するための、基地局から遠隔端末への信号（ｓｉ
ｇｎａｌ）であると認識すべきである。
【００３９】
　図３に示す肯定応答方式は、どの基地局が遠隔端末に対する経路損失が最小であるか（
すなわち、最良の基地局）を遠隔端末が検出又は決定することが可能であれば、さらに最
適化することが可能である。一実施形態では、基地局から遠隔端末への出力制御コマンド
のパターンを用いて、どの基地局が最良の基地局であるかを決定する。例えば、基地局は
、実際に受信されたフレームの出力制御目標に対するエネルギー不足を測定して（閉ルー
プ出力制御で実施されているように）、どの基地局が最良の基地局であるか決定すること
が可能である。多くのフレームに渡ってエネルギー不足を平均化することによって、基地
局は、それが最良の基地局であるかないかを決定することが可能である。この情報は遠隔
端末に送信することが可能である。別の例の場合、基地局は出力制御アップビット／ダウ
ンビットのパターンを測定して、どれが最良の基地局であるか決定することが可能である
。
【００４０】
　別の実施形態では、遠隔端末が１ｘＥｖ－ＤＶシステムのデータ／音声（ＤＶ）モード
で動作中であれば、最良の基地局は容易に決定することが可能である。このモードでは、
基地局との遠隔端末の双方が、どの基地局が最良の基地局であるかを知る必要がある。し
たがって、遠隔端末は逆方向チャネル品質インジケータチャネル（Ｒ－ＣＱＩＣＨ）を用
いて、最良の基地局のチャネル品質測定値（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔｓ）を基地局に対して示す。
【００４１】
　しかしながら、上記のどの実施形態を用いてもなお、どの基地局が最良の基地局である
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かについて、双方（基地局と遠隔端末）が必ずしも同調していない期間が存在する可能性
がある。したがって、一実施形態では、双方に不一致がある期間中は、最良の基地局であ
ると指定されたり指定されなかったりする基地局は、遠隔端末が混乱しないように、ＡＣ
Ｋ信号（フレームが良好な場合）とＮＡＫ信号（フレームが不良である場合）の双方を送
信するように構成されている。
【００４２】
　図４に、どの基地局が最良の基地局であるかを遠隔端末が認識するという前提にしたが
って動作する、例示の順方向リンクＡＣＫチャネルを示す。したがって、図示の実施形態
では、遠隔端末はＲ－ＳＣＨフレームを最良の基地局と（複数の）２番目の（ｓｅｃｏｎ
ｄａｒｙ）基地局に対して送信する。最良の基地局は「不良の」フレームよりはるかに多
い「良好な」フレームを受信しているであろうため、最良基地局からの肯定応答方式は、
「良好な」フレームに対してＡＣＫ信号を送信しないで、「不良の」フレームに対しＮＡ
Ｋ信号を送信するようにバイアスされる。２番目の基地局は、「良好な」フレームよりは
るかに多い「不良の」フレームを受信するであろうため、逆にバイアスされる。したがっ
て、２番目の基地局からの肯定応答方式は、「良好な」フレームに対してＡＣＫ信号を送
信するが、「不良の」フレームに対してはＮＡＫ信号を送信しないようにバイアスされる
。
【００４３】
　したがって、遠隔端末からのＲ－ＳＣＨフレームの受信に応答して、最良の基地局の例
示の順方向リンクＡＣＫチャネルは、受信したＲ－ＳＣＨフレームが「良好な」フレーム
であると認識されれば、ＡＣＫ信号（すなわちＮＵＬＬデータ）を送信しない。遠隔端末
は、この「ＮＵＬＬ」状況を、送信されたＲ－ＳＣＨフレームが正しい復号化を可能とす
るに十分なエネルギーで受信されており、当該フレームを再送信する必要はないという最
良の基地局からの信号であると認識すべきである。受信されたＲ－ＳＣＨフレームが「不
良の」フレームであるが再送信と結合するに十分なエネルギーを有していると認識されれ
ば、最良の基地局はＴ／Ｐデルタと共にＮＡＫ信号を送信する。この状況は、受信したＲ
－ＳＣＨフレームが、Ｒ－ＳＣＨフレームの再送信からのエネルギーと結合された場合に
、最良の基地局によるフレームの正しい復号化を可能とするに足るような十分なエネルギ
ーを有している場合に発生する。最良の基地局は、受信した不良のＲ－ＳＣＨフレームが
、再送信エネルギーと結合した場合に、最良の基地局によるフレームの正しい復号化を可
能とするに不十分なエネルギーを有している場合には、Ｔ／Ｐデルタ無しのＮＡＫ信号を
送信する。したがって、遠隔端末は、正しい復号化を可能とするに十分なデフォルトの送
信レベルでＲ－ＳＣＨフレームを再送信する。
【００４４】
　しかしながら、２番目の基地局の例示の順方向リンクＡＣＫチャネルは、遠隔端末から
のＲ－ＳＣＨフレームの受信に応答して、この受信したＲ－ＳＣＨフレームが「良好な」
フレームであると認識されればＡＣＫ信号を送信する。受信したＲ－ＳＣＨフレームが「
不良の」フレームであると認識されるが、再送信と結合するに十分なエネルギーを有して
いれば、２番目の基地局はＴ／Ｐデルタ付きのＮＡＫ信号を送信する。この状況は、受信
した不良のＲ－ＳＣＨフレームが、Ｒ－ＳＣＨフレームの再送信からのエネルギーと結合
された場合に、２番目の基地局によるフレームの正しい復号化を可能とするに足るような
十分なエネルギーを有する場合に発生する。２番目の基地局は、受信した不良のＲ－ＳＣ
Ｈフレームが、再送信エネルギーと結合しても、基地局によるフレームの正しい復号化を
可能とするに不十分なエネルギーを有する場合には、ＮＡＫ信号（すなわちＮＵＬＬデー
タ）を送信しない。遠隔端末は、この「ＮＵＬＬ」状況を、正しい復号化を可能とするに
十分なデフォルトの送信レベルでＲ－ＳＣＨフレームを再送信するための、２番目の基地
局から遠隔端末への信号として認識すべきである。
【００４５】
　順方向リンクＡＣＫチャネル上で動作する上記の肯定応答方式を実施する例示の方法を
、図５Ａから図５Ｃに示すフローチャートに図示する。ボックス５００で、遠隔端末が、
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どの基地局が遠隔端末に至る経路損失が最小であるか（すなわち、最良の基地局であるか
）についての知識を、端末が有しているような状況下にあるかのどうか判定される。上述
したように、これは、出力制御目標値に対する実際に受信されたフレームのエネルギー不
足を測定することによって判定することが可能である。十分な数のフレームに渡ってエネ
ルギー不足を平均化することによって、基地局はそれが最良の基地局であるかどうか判定
することが可能である。この情報は、遠隔端末に送信することが可能である。遠隔端末が
、１ｘＥｖ－ＤＶシステムのデータ／音声（ＤＶ）モードで動作中であれば、基地局と遠
隔端末の双方は、どの基地局が最良の基地局であるかについて知らなければならない。し
たがって、ＤＶモードでは、どの基地局が最良の基地局であるかを判定する必要はない。
【００４６】
　遠隔端末がどの基地局が最良の基地局であるかボックス５００で判定することが不可能
、すなわち、「ＮＯ」という結果であれば、Ｒ－ＳＣＨフレームを受信した基地局は、受
信されたＲ－ＳＣＨフレームが「良好な」フレームであると認識されると、ＡＣＫ信号を
送信する（ボックス５０４）。受信したＲ－ＳＣＨフレームの品質の認識（すなわち、「
良好」又は「不良」である）は、上述したプロセスにしたがって行うことが可能である。
【００４７】
　ボックス５０６で、受信した不良のＲ－ＳＣＨフレームが、Ｒ－ＳＣＨフレームの再送
信からのエネルギーと結合されると、基地局によるフレームの正しい復号化を可能とする
に足るような十分なエネルギーを有するかどうか判定される。そうであれば、基地局の例
示の順方向リンクＡＣＫチャネルは、ボックス５０８でＮＡＫ信号をＴ／Ｐデルタと共に
送信する。そうでなければ、基地局は、ボックス５１０で、不良のＲ－ＳＣＨフレームに
対してＮＡＫ信号（すなわちＮＵＬＬデータ）を送信しないであろう。遠隔端末は、この
「ＮＵＬＬ」状況を、正しい復号化を可能とするに十分なデフォルトの送信レベルでＲ－
ＳＣＨフレームを再送信するための、基地局から遠隔端末への信号として認識すべきであ
る。
【００４８】
　ボックス５００において、どの基地局が最良の基地局であるかを遠隔端末が判定するこ
とができれば、すなわち、ボックス５００で「ＹＥＳ」の結果であれば、ＡＣＫ／ＮＡＫ
信号の発信元が、５０２において、「最良の」基地局であるか「２番目の」基地局である
か判定される。発信元が「最良の」基地局であれば、最良の基地局の例示の順方向リンク
ＡＣＫチャネルは、ボックス５１２で「良好な」フレームに応答してＡＣＫ信号（すなわ
ちＮＵＬＬデータ）を送信しない。遠隔端末はこの「ＮＵＬＬ」状況を、送信されたＲ－
ＳＣＨフレームが正しい復号化を可能とするに十分なエネルギーで受信され、また、当該
フレームを再送信する必要がないという、最良の基地局からの信号として認識するであろ
う。
【００４９】
　ボックス５１４で、受信したＲ－ＳＣＨフレームが、Ｒ－ＳＣＨフレームの再送信から
のエネルギーと結合すれば、基地局によるフレームの正しい復号化が実施可能となるよう
な十分なエネルギーを有するかどうか判定される。そうであれば、最良の基地局の例示の
順方向リンクＡＣＫチャネルは、ボックス５１６でＴ／Ｐデルタ付きのＮＡＫ信号を送信
する。そうでなければ、最良の基地局はＴ／Ｐデルタ無しのＮＡＫ信号を５１８で送信す
る。したがって、遠隔端末は、正しい復号化を可能とするに十分なデフォルトの送信レベ
ルでＲ－ＳＣＨフレームを再送信する。
【００５０】
　ＡＣＫ／ＮＡＫ信号の発信元が（ボックス５０２で）２番目の基地局であると判定され
ると、２番目の基地局の例示の順方向リンクＡＣＫチャネルは、「良好な」フレームに応
答してボックス５２０でＡＣＫ信号を送信する。ボックス５２２で、受信された不良のＲ
－ＳＣＨフレームが、Ｒ－ＳＣＨフレームの再送信からのエネルギーと結合された場合に
、基地局によるフレームの正しい復号化を可能にするに足るような十分なエネルギーを有
するどうか再度判定される。そうであれば、２番目の基地局の例示の順方向リンクＡＣＫ
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チャネルは、ボックス５２４でＴ／Ｐデルタ付きのＮＡＫ信号を送信する。そうでなけれ
ば、受信した不良のＲ－ＳＣＨフレームが、再送信エネルギーと結合しても、基地局によ
るフレームの正しい復号化を可能とするには不十分なエネルギーを有する場合、２番目の
基地局はボックス５２６でＮＡＫ信号（すなわちＮＵＬＬデータ）を送信しない。遠隔端
末は、この「ＮＵＬＬ」状況を、正しい復号化を可能とするに十分なデフォルトの送信レ
ベルでＲ－ＳＣＨフレームを再送信するための、２番目の基地局から遠隔端末への信号で
あると認識すべきである。
【００５１】
　上述したように、肯定応答（ＡＣＫ）と否定応答（ＮＡＫ）は、Ｒ－ＳＣＨ上でのデー
タ伝送のため基地局によって送信される。そのうえ、ＡＣＫ／ＮＡＫは、順方向共通パケ
ット肯定応答チャネル（Ｆ－ＣＰＡＮＣＨ：Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて送信されることが可能
である。図６は、例示のＦ－ＣＰＡＮＣＨのブロック図である。
【００５２】
　一実施形態では、ＡＣＫとＮＡＫは、ｎビットのＡＣＫ／ＮＡＫメッセージとして、各
メッセージが逆方向リンク上で送信される対応するデータフレームと関連付けられて、送
信される。したがって、各ＡＣＫ／ＮＡＫメッセージは、１ビット、２ビット、３ビット
又は４ビット（それ以上の場合もあり得る）を含んでもよいが、メッセージ中のビットの
数は、サービス構成（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）中の逆方向リンク
チャネルの数に依存する。ｎビットのＡＣＫ／ＮＡＫメッセージは、信頼性を増すために
ブロック符号化されたり、そのまま送信されたりしてもよい。信頼性を増すには、特定の
データフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＫメッセージを後続のフレーム（例えば２０ミリ秒
後に）中で再送信して、当該メッセージに時間ダイバーシティを提供することができる。
時間ダイバーシティによって、更なる信頼性が提供される、又は同じ信頼性を維持しなが
らもＡＣＫ／ＮＡＫメッセージの送信に用いられる出力を減少させることが可能になり得
る。ＡＣＫ／ＮＡＫメッセージは、当技術分野で周知のように誤り訂正符号化を用い得る
。再送信の場合、ＡＣＫ／ＮＡＫメッセージは、まさに同じ符号語を繰り返したり、増加
的冗長性（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ）を用いたりしてもよい。エ
ンコーディングのアプローチを以下にさらに詳述する。
【００５３】
　図６に図示する実施形態では、ＭＡＣ　ＩＤ＝ｊの場合のＦ－ＣＰＡＮＣＨ入力であっ
て、２０ミリ秒当たりｋビット、ここで、ｋ＝１、２、３又は４が、（６，ｋ）ブロック
エンコーダ６０２に提供される。一般に、（ｎ，ｋ）ブロックコードはその生成行列に関
して特定される。エンコーダ出力符号語であるｙ＝［ｙ０ｙ１Ｋｙｎ－１］は、ｙ＝ｕＧ
に等しいが、ここでｕ＝［ｕ０ｕ１Ｋｕｋ－１］は入力シーケンス、ｕ０は第１の入力ビ
ット、ｙ０は第１の出力ビット、Ｇはｋ×ｎの生成行列である。
【００５４】
　（６，１）の生成行列、Ｆ－ＣＰＡＮＣＨコードは
【数５】

【００５５】
　（６，２）の生成行列、Ｆ－ＣＰＡＮＣＨコードは



(15) JP 4554373 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

【数６】

【００５６】
　（６，３）の生成行列、Ｆ－ＣＰＡＮＣＨコードは
【数７】

【００５７】
　（６，４）の生成行列、Ｆ－ＣＰＡＮＣＨコードは
【数８】

【００５８】
　次に、エンコーダ６０２の出力は、０がａ＋１となり、１が－１となるように、マッパ
６０４中で信号ポイントマッピングされる（ｓｉｇｎａｌ　ｐｏｉｎｔ　ｍａｐｐｅｄ）
。結果として得られる信号はミクサ６０６で、１２８進法のウォルシュ符号（Ｗ１２８）
などのウォルシュ符号と混合される。ウォルシュ符号を用いることによって、チャネル化
と、受信機中での位相エラーに対する抵抗力が提供される。他のＣＤＭＡシステムについ
ては、他の直交もしくは擬似直交関数をウォルシュ符号関数の代わりに用いてもよいこと
に留意すべきである（例えば、ＷＣＤＭＡについてＯＶＳＦ）。
【００５９】
　信頼性を向上させるには、特定のデータフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＫメッセージを
後続のフレーム（例えば２０ミリ秒後の）中で再送信して、当該メッセージに対して時間
ダイバーシティを与えるようにすることができる。この再送信は、ブロック６１２と、こ
れは１つの２０ミリ秒のフレームのシーケンス遅延を与えるものであるが、マッパ６１４
（マッパ６０４と実質的に類似している）及びミクサ６１６（ミクサ６０６と実質的に類
似している）とを挿入することによって実施される。しかしながら、ミクサ６１６は、６
５で始まり１２８で終了するウォルシュ符号と混合される。
【００６０】
　ミクサ６０６及び６１６の出力は、加算要素６１８によって結合される。次に、加算要
素６１８の出力は、順方向リンクの送信に適切な２０ミリ秒当たり３８４個のシンボルを
有する（１９．２ｋｓｐｓ）ＡＣＫ／ＮＡＫ信号を生成するために、デマルチプレクサ６
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２０によって逆多重化される。
【００６１】
　表１に、Ｆ－ＣＰＡＮＣＨコードのプロパティを示す。
【表１】

【００６２】
　効率的で信頼性のある肯定応答方式によって、逆方向リンクの利用を改善することが可
能であり、また、データフレームをより低い送信出力で送信することが可能に成り得る。
例えば、再送信なしでは、データフレームは、１パーセントのフレーム誤り率（１％ＦＥ
Ｒ）を達成するために必要とされる、より高い出力レベル（Ｐ１）で送信される必要があ
る。再送信が使用され、また、再送信に信頼性のある場合、データフレームは、１０％Ｆ
ＥＲを達成するのに必要な、より低い出力レベル（Ｐ２）で送信されてもよい。１０％の
消去されたフレームは、送信に対して全体で１％ＦＥＲ（すなわち、１０％×１０％＝１
％）を達成するために、再送信されてもよい。そのうえ、再送信によって時間ダイバーシ
ティが提供されるが、これは性能を向上させ得る。再送信されたフレームはまた、基地局
において最初の送信のフレームと結合されてもよく、また、この２つの送信からの結合さ
れた出力が結合はまた、性能を向上させ得る。再結合によって、消去されたフレームをよ
り低い出力レベルで再送信することが可能となり得る。
【００６３】
　当業者には、方法のステップを本発明の範囲から逸脱することなく置き換えることが可
能であることが理解されよう。当業者はまた、情報と信号は、様々な異なった技術と技法
の内の任意のものを用いて表されることが理解されよう。例えば、上記の説明の全体にわ
たって言及されているデータ、命令、指令、情報、信号、ビット、シンボル及びチップは
、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光学場もしくは光学粒子、又はこれらの
任意の組み合わせで表されてもよい。
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【００６４】
　当業者は、本明細書に開示される実施形態に関連して説明される技法の様々な例示的な
論理ブロック、モジュール、回路及びステップは、電子的ハードウエア、コンピュータソ
フトウエア、又はこれらの組み合わせとして実現され得ることがさらに理解されよう。ハ
ードウエアとソフトウエアのこの互換性を明瞭に解説するために、様々な例示的なコンポ
ーネント、ブロック、モジュール及びステップを、一般的にその機能性の点から上述した
。このような機能性がハードウエアとして実現されるかソフトウエアとして実現されるか
は、特定の応用例とシステム全体に課せられた設計上の制約とによって決まる。熟練工は
、既述された機能性を各々の特定の応用例について様々な方法で実現し得るが、そのよう
な実現にあたっての決定は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈すべきではな
い。
【００６５】
　本明細書に開示される実施形態と関連して述べた、様々な例示的な論理ブロックとモジ
ュールとは、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィルードプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のプ
ログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジック、ディ
スクリートハードウエアコンポーネント又は本明細書に記載される機能を実行するように
設計されたこれらの任意の組み合わせによって実現もしくは実行されてよい。汎用プロセ
ッサはマイクロプロセッサであってよいが、別の例では、当該プロセッサは任意の従来の
プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ又は状態機械であってよい。プロセッ
サはまた、計算デバイスの組み合わせとして、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組
み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連動する１以上のマイクロプロセッ
サ、又は任意の他のそのような構成として実現されてもよい。
【００６６】
　本明細書に開示される実施形態と関連して説明される方法又は技法のステップは、直接
ハードウエアで、プロセッサによって実行されるソフトウエアモジュールで、又はこの両
者の組み合わせで実施され得る。ソフトウエアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュ
メモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディ
スク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当技術分野で公知の任意の他の記憶媒
体形態の中に常駐してもよい。例示の記憶媒体は、プロセッサが情報を記憶媒体から読み
取ったり、記憶媒体に情報を書き込んだりすることが可能であるようにプロセッサに結合
される。別の例では、記憶媒体はプロセッサと一体であってもよい。プロセッサと記憶媒
体とは、ＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣは加入者局中に常駐してもよい。別の例では
、プロセッサと記憶媒体とは加入者局中で別個のコンポーネントとして常駐し得る。
【００６７】
　開示される実施形態に関する上記の説明は、いかなる当業者も本発明を構成したり使用
したりすることを可能とするために提供されるものである。これらの実施形態に対する様
々な変形は、当業者にとっては容易に明らかであり、また、本明細書に定義される一般的
な原理は、本発明の精神と範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用可能である。し
たがって、本発明は、本明細書に示す実施形態に限定されることを意図するものではなく
、本明細書に開示される原理及び新規な特徴と合致する最も広い範囲と一致すべきもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】多くのユーザをサポートし、本発明の様々な態様を実施することが可能な例示の
無線通信システムの図である。
【図２】図１の通信システムの基地局と遠隔端末との実施形態の簡略化されたブロック図
である。
【図３】本明細書で説明される肯定応答方式による例示の順方向リンクＡＣＫチャネルを
示す図である。
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【図４】どの基地局が最良の基地局であるか遠隔端末が認識するという前提にしたがって
動作する、例示の順方向リンクＡＣＫチャネルを示す図である。
【図５Ａ】順方向リンクＡＣＫチャネル上で動作する肯定応答方式を実施する、例示の方
法のフローチャートである。
【図５Ｂ】順方向リンクＡＣＫチャネル上で動作する肯定応答方式を実施する、例示の方
法のフローチャートである。
【図５Ｃ】順方向リンクＡＣＫチャネル上で動作する肯定応答方式を実施する、例示の方
法のフローチャートである。
【図６】例示のＦ－ＣＰＡＮＣＨのブロック図である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】
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