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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリアンブルチャンネルをデコードする、遠隔局内の装置であって、
　前記プリアンブルチャネルは、可変サイズのプリアンブルシーケンスを搬送し、
　前記装置は、
　前記プリアンブルチャンネルにおいてプリアンブルシーケンスによって占有されたスロ
ットの数を判定する複数のプリアンブルサイズ検出要素を備え、
　前記複数のプリアンブルサイズ検出要素の各々は、判定結果に基づいて、可能なプリア
ンブルシーケンスと、最良経路メトリックとを出力し、
　前記装置は更に、
　前記出力された最良経路メトリックを用いて、前記複数のプリアンブルサイズ検出要素
から出力された前記可能なプリアンブルシーケンスから、真のプリアンブルシーケンスを
選択する選択要素を備える装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　前記各プリアンブルサイズ検出要素はそれぞれ、
　前記プリアンブルチャンネルの予め定めた数のスロットに対して動作する逆インタリー
バと、
　前記プリアンブルシーケンスからプリアンブル情報を抽出するデコーダと、
　前記プリアンブル情報の中に識別子が存在するか否かを判定するシーケンスチェッカと
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を備え、
　前記各逆インタリーバはそれぞれ、前記予め定めた数がそれぞれ異なる場合であっても
動作する装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置において、
　前記複数のプリアンブルサイズ検出要素のうちの少なくとも１つは、少なくとも２つの
スロットに対して動作するとともに、
　更に、少なくとも２つのスロットに対して動作するコンバイン要素を備えた装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の装置において、
　前記デコーダは、コンボルーショナルデコーダである装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の装置において、
　前記識別子は、Medium Access Control識別子である装置。
【請求項６】
　請求項２に記載の装置において、
　前記各プリアンブルサイズ検出要素は、前記可能なプリアンブルシーケンスと最良経路
メトリックとを出力する装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置において、
　前記選択要素は、更に、前記真のプリアンブルシーケンスによって占有されたスロット
の数に関連しており、非プリアンブルチャンネルにおけるデータサブパケットによって占
有されたスロットの数を判定するようにした装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置において、
　前記選択要素は、更に、前記真のプリアンブルシーケンスによって搬送された、非プリ
アンブルチャンネルにおけるデータサブパケットによって占有されたスロットの数を判定
するようにした装置。
【請求項９】
　プリアンブルチャンネルで送信されたプリアンブル情報を判定する方法であって、
　前記プリアンブルチャンネルの１つのスロットに対して逆インタリーブすることによっ
て、第１の逆インタリーブシーケンスを生成し、
　前記プリアンブルチャンネルの少なくとも２つのスロットに対して逆インタリーブする
ことによって、第２の逆インタリーブシーケンスを生成するとともに、前記少なくとも２
つのスロットのうちの第１番目のスロットを、前記第１の逆インタリーブシーケンスの生
成に用いるようにし、
　前記第２の逆インタリーブシーケンスをソフトコンバインし、
　前記第１の逆インタリーブシーケンスをデコードすることによって、第１の可能なプリ
アンブルと、第１のメトリックとを生成し、
　前記第２の逆インタリーブシーケンスをデコードすることによって、第２の可能なプリ
アンブルと、第２のメトリックとを生成し、
　前記第１の可能なプリアンブルと、前記第２の可能なプリアンブルとの中から真のプリ
アンブルを選択し、
　前記真のプリアンブルを選択する場合は、
　前記第１の可能なプリアンブルと、前記第２の可能なプリアンブルの中における識別子
をチェックし、
　前記識別子の存在に基づいて、前記第１の可能なプリアンブルか、または前記第２の可
能なプリアンブルかの何れか一方を選択する
ようにした方法。
【請求項１０】
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　請求項９に記載の方法において、
　前記第１の可能なプリアンブルか、または前記第２の可能なプリアンブルかの何れか一
方を選択する場合であって、前記識別子が前記第１および第２の可能なプリアンブルの両
方に存在する場合には、前記第１のメトリックまたは前記第２のメトリックのうち優れて
いるものにしたがって、前記第１の可能なプリアンブルか、または前記第２の可能なプリ
アンブルかの何れか一方を選択するようにした方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の方法において、
　前記第１の可能なプリアンブルか、または前記第２の可能なプリアンブルかの何れか一
方を選択する場合であって、前記識別子が前記第１および第２の可能なプリアンブルの両
方に存在しない場合には、前記第１のメトリックまたは前記第２のメトリックのうち優れ
ているものにしたがって、前記第１の可能なプリアンブルか、または前記第２の可能なプ
リアンブルかの何れか一方を選択するようにした方法。
【請求項１２】
　プリアンブルチャンネルで搬送されたプリアンブル情報を判定する方法であって、
　複数の逆インタリーブ結果を求めて、可変数のスロットに対して逆インタリーブし、
　前記逆インタリーブが１つのスロットに対してなされた場合を除いて、前記複数の逆イ
ンタリーブ結果の各々内のシンボルをソフトコンバインし、
　前記１つのスロットに対する逆インタリーブシンボルと、前記各逆インタリーブ結果に
それぞれ関連している前記ソフトコンバインされたシンボルとをデコードし、
　前記デコードされたシンボルにおける識別子をチェックし、
　このチェックの結果、前記識別子を搬送するとされたシンボルから前記プリアンブル情
報を抽出する
ようにした方法。
【請求項１３】
　プリアンブルチャンネルで送信されたプリアンブル情報を判定する装置であって、
　前記プリアンブルチャンネルの１つのスロットに対して逆インタリーブすることによっ
て、第１の逆インタリーブシーケンスを生成する手段と、
　前記プリアンブルチャンネルの少なくとも２つのスロットに対して逆インタリーブする
ことによって、第２の逆インタリーブシーケンスを生成するとともに、前記少なくとも２
つのスロットのうちの第１番目のスロットを、前記第１の逆インタリーブシーケンスの生
成に用いるようにする手段と、
　前記第２の逆インタリーブシーケンスをソフトコンバインする手段と、
　前記第１の逆インタリーブシーケンスをデコードすることによって、第１の可能なプリ
アンブルと、第１のメトリックとを生成し、前記第２の逆インタリーブシーケンスをデコ
ードすることによって、第２の可能なプリアンブルと、第２のメトリックとを生成する手
段と、
　前記第１の可能なプリアンブルと、前記第２の可能なプリアンブルとの中から真のプリ
アンブルを選択する手段と
を備え、
　前記真のプリアンブルを選択する手段は、前記第１の可能なプリアンブルと、前記第２
のプリアンブルの中における識別子をチェックし、前記識別子の存在に基づいて、前記第
１のプリアンブルか、または前記第２の可能なプリアンブルかの何れか一方を選択する装
置。
【請求項１４】
　プリアンブルチャンネルで搬送されたプリアンブル情報を判定する装置であって、
　複数の逆インタリーブ結果を求めて、可変数のスロットに対して逆インタリーブする手
段と、
　１つのスロットに対してなされた逆インタリーブ結果を除いて、前記複数の逆インタリ
ーブ結果の各々内のシンボルをソフトコンバインする手段と、
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　前記１つのスロットに対する逆インタリーブシンボルと、前記各逆インタリーブ結果に
それぞれ関連している前記ソフトコンバインされたシンボルとをデコードする手段と、
　前記デコードされたシンボルにおける識別子をチェックする手段と、
　このチェックの結果、前記識別子を搬送するとされたシンボルから前記プリアンブル情
報を抽出する手段と
を備えた装置。
【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、更に詳しくは、プリアンブルチャンネルで送信されたプ
リアンブルのデコードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信の分野は、例えば、コードレス電話、ページング、無線ローカルループ、パー
ソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ：personal digital assistant）、インターネット
テレフォニー、および衛星通信システムのような多くの応用を含んでいる。特に重要な応
用は、移動加入者のためのセルラ電話システムである（ここで使用されているように、「
セルラ」という用語は、セルラ通信サービス周波数と、パーソナル通信サービス（ＰＣＳ
：personal communications service）周波数との両方を含んでいる）。このようなセル
ラ電話システムには、空気を介する様々なインタフェースが開発されている。例えば、周
波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ：frequency division multiple access）、時分割多重
アクセス（ＴＤＭＡ： time division multiple access）、およびコード分割多重アクセ
ス（ＣＤＭＡ：code division multiple access）などである。それらへの接続に際して
は、様々な国内及び国外の規格が確立されている。例えば、Advanced Mobile Phone Serv
ice（ＡＭＰＳ）、 Global System for Mobil（ＧＳＭ）、およびInterim Standard 95（
ＩＳ－９５）などである。特に、ＩＳ－９５、ＩＳ－９５から派生したＩＳ－９５Ａ、Ｉ
Ｓ－９５Ｂ、ＡＮＳＩ　Ｊ－ＳＴＤ－００８（本明細書では、これらをしばしばＩＳ－９
５として一体的に扱う）、および提案された高データレートシステム等は、Telecommunic
ation Industry Association（ＴＩＡ）、International Telecommunications Union （
ＩＴＵ）、および他の良く知られた規格によって公表されている。
【０００３】
　ＩＳ－９５規格の仕様にしたがって構成されているセルラ電話システムは、ＣＤＭＡ信
号処理技術を適用することによって、非常に効率的で、確実なセルラ電話サービスを提供
する。ＩＳ－９５規格の仕様にしたがって実質的に構成されている典型的なセルラ電話シ
ステムは、特許文献１および特許文献２に記載されている。なお、これら特許は、本発明
の譲受人に譲渡されており、本明細書では特許文献１および特許文献２は引用文献を引用
して援用している。ＣＤＭＡ技術を適用した典型的なシステムは、ＴＩＡによって作成さ
れたcdma2000 ITU-R Radio Transmission Technology（ＲＴＴ）Candidate Submission（
ここでは、「ｃｄｍａ２０００」と称する）である。ｃｄｍａ２０００用の規格は、ＩＳ
－２０００のドラフト版で与えられ、ＴＩＡによって承認されている。ｃｄｍａ２０００
の提案は、ＩＳ－９５システムとの互換性を備えた後退である。もう１つのＣＤＭＡ規格
は、3rd Generation Partnership Project（３ＧＰＰ）における非特許文献１乃至４で具
体化されたＷ－ＣＤＭＡ規格である。
【０００４】
　上述したＣＤＭＡシステムでは、音声およびデータのトラフィックは、様々な長さのメ
ッセージフレームで搬送されることが可能である。一般に、ある基地局の範囲内に位置す
る遠隔局は、完全な音声およびデータのペイロード情報を決定するために、複数のメッセ
ージフレームを受信し、デコードする必要がある。プリアンブルは、与えられたペイロー
ドをいくつのメッセージフレームが搬送するかという情報を運ぶメッセージフレームに付
加される。完全なペイロードを運ぶ必要があるフレームの数に加えて、プリアンブルは、
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目標宛先と、メッセージフレームの送信レートを識別する情報も運ぶことができる。メッ
セージフレームのラジオリンクプロトコル（ＲＬＰ：radio link protocol）のような他
の情報を含めることも可能である。それゆえ、メッセージフレームの正確なデコードは、
メッセージフレームに付加されたプリアンブルの検出と、デコードにかかっている。プリ
アンブルの正確な検出とデコードを行うために、目標局の能力を高めることが望ましい。
それによって、ペイロード情報をより正確に検出かつデコードすることができるようにな
る。
【特許文献１】U.S. Pat. No. 5,103,459
【特許文献２】U.S. Pat. No. 4,901,307
【特許文献３】U.S. Pat. No. 5,414,796
【特許文献４】U.S. Pat. No. 5,103,459
【特許文献５】U.S. Pat. No. 4,901,307
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project Document No. 3G TS 25.211
【非特許文献２】3rd Generation Partnership Project Document No. 3G TS 25.212
【非特許文献３】3rd Generation Partnership Project Document No. 3G TS 25.213
【非特許文献４】3rd Generation Partnership Project Document No. 3G TS 25.214
【非特許文献５】3rd Generation Partnership Project 2 Document No.C.P0002-A, TIA 
PN-4694（TIA/IS-2000-2-Aとして発刊予定）(ドラフト, edit version 30)(Nov. 19, 199
9)
【発明の開示】
【発明の概要】
【０００５】
　プリアンブルをデータトラフィックサブパケットに付加することなく、プリアンブルチ
ャンネルをトラフィックチャンネルと共に送信する。データトラフィックサブパケットが
様々なサイズをとりうるシステムでは、目標局が様々なサイズのプリアンブルをデコード
することが可能である場合には、プリアンブルもまた様々なサイズを取りうる。本明細書
では、様々なサイズのプリアンブルサブパケットをデコードする方法および装置が開示さ
れている。
【０００６】
　ある局面では、プリアンブルチャンネルをデコードする遠隔局内における装置が開示さ
れている。ここでは、プリアンブルチャンネルは、様々なサイズのプリアンブルシーケン
スを搬送する。この装置は、プリアンブルチャンネルにおけるプリアンブルシーケンスに
よって占有されたスロット数を決定するための複数のサイズ検出要素と、この複数のサイ
ズ検出要素から出力された可能なプリアンブルシーケンスから真のプリアンブルシーケン
スを選択する選択要素とを含んでいる。ここで、各プリアンブルサイズ検出要素は、可能
なプリアンブルシーケンスと最良経路メトリックとを出力する。
【０００７】
　また、別の局面では、プリアンブルチャンネルによって搬送されたプリアンブル情報を
決定するための方法が開示されている。この方法は、可変数のスロットに対する逆インタ
リーブを行い、複数の逆インタリーブ結果を生成する。そして、この逆インタリーブが１
つのスロットに対してなされる場合を除き、複数の逆インタリーブ結果の各々におけるシ
ンボルをソフトコンバインする。更に、１つのスロットに対する逆インタリーブシンボル
と、各逆インタリーブ結果にそれぞれ関連しているソフトコンバインされたシンボルとを
デコードする。更にまた、デコードされたシンボルにおける識別子をチェックし、識別子
を搬送するチェック済シンボルから、プリアンブル情報を抽出する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１に示すように、無線通信ネットワーク１０は、一般に、複数の遠隔局（移動局、あ
るいは加入者ユニット、あるいはユーザ機器とも呼ばれる）１２ａ～１２ｄと、複数の基
地局（基地局トランシーバＢＴＳやノードＢとも呼ばれる）１４ａ～１４ｃと、基地局コ
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ントローラ（ＢＳＣ）（ラジオネットワークコントローラあるいはパケットコントロール
機能とも呼ばれる）１６と、移動スイッチセンタ（ＭＳＣ）あるいはスイッチ１８と、パ
ケットデータサービスノード（ＰＤＳＮ：packet data serving node）あるいは相互接続
機能（ＩＷＦ：internetworking function）２０と、公衆切換電話ネットワーク（ＰＳＴ
Ｎ：public switched telephone network）（一般に電話会社）２２と、インターネット
プロトコル（ＩＰ）ネットワーク２４（一般のインターネット）とを含んでいる。簡略化
のために、４つの遠隔局１２ａ～１２ｄと、３つの基地局１４ａ～１４ｃと、１つのＢＳ
Ｃ１６と、１つのＰＤＳＮ２０とが示されている。遠隔局１２、基地局１４、ＢＳＣ１６
、ＭＳＣ１８、およびＰＤＳＮ２０は、いかなる数をも取りうることは、当業者であれば
理解できよう。
【０００９】
　ある実施例では、この無線通信ネットワーク１０は、パケットデータサービスネットワ
ークである。遠隔局１２ａ～１２ｄは、ポータブル電話、ＩＰに基づくウェブブラウザア
プリケーションで動作するラップトップコンピュータに接続されたセルラ電話、ハンドフ
リー自動車キットに接続されたセルラ電話、ＩＰに基づくウェブブラウザアプリケーショ
ンで動作するＰＤＡ、ポータブルコンピュータに組み込まれた無線通信モジュール、ある
いは無線通信ループやメータ読取装置で見出されるような固定型の位置通信モジュールの
ような多くの異なるタイプの無線通信デバイスのうちの何れでもありうる。最も一般的な
実施例では、遠隔局は、いかなるタイプの通信ユニットでもありうる。
【００１０】
　遠隔局１２ａ～１２ｄは、例えばＥＩＡ／ＴＩＡ／ＩＳ－７０７規格に記載されている
ような１つ以上の無線パケットデータプロトコルを実行するように構成されうる。また、
特別な実施例においては、遠隔局１２ａ～１２ｄは、ＩＰネットワーク２４に送られるＩ
Ｐパケットを生成し、ポイント・ツー・ポイントプロトコル（ＰＰＰ）を使うことによっ
て、このＩＰパケットをフレーム内にカプセル化する。
【００１１】
　また、ある実施例においては、例えばＥ１、Ｔ１、非同期転送モード（ＡＴＭ：Asynch
ronous Transfer Mode）、ＩＰ、フレームリレイ、ＨＤＳＬ、ＡＤＳＬ、あるいはｘＤＳ
Ｌを含む既知のプロトコルの何れかにしたがって音声及び／又はデータのパケットを送信
するように構成されたワイヤラインを介することによって、ＩＰネットワーク２４がＰＤ
ＳＮ２０に接続され、ＰＤＳＮ２０がＭＳＣ１８に接続され、ＭＳＣ１８がＢＳＣ１６お
よびＰＳＴＮ２２に接続され、ＢＳＣ１６が基地局１４ａ～１４ｃに接続される。あるい
は、ＢＳＣ１６がＰＤＳＮ２０に直接接続され、ＭＳＣ１８がＰＤＳＮ２０に接続されな
い場合もある。別の実施例では、遠隔局１２ａ～１２ｄは、ＲＦインタフェースを介して
基地局１４ａ～１４ｃと通信する。ＲＦインタフェースは、本明細書で引用され援用して
いる非特許文献５で定義されている。
【００１２】
　この無線通信ネットワーク１０の典型的な動作中には、基地局１４ａ～１４ｃは、電話
呼出、ウェブブラウジング、あるいは他のデータ通信に用いられている様々な遠隔局１２
ａ～１２ｄからの１組の逆方向リンク信号を受信し、復調する。与えられた基地局１４ａ
～１４ｃによって受信された各逆方向リンク信号は、基地局１４ａ～１４ｃ内で処理され
る。各基地局１４ａ～１４ｃは、１組の順方向リンク信号を変調し、遠隔局１２ａ～１２
ｄに送信することによって、複数の遠隔局と通信しうる。例えば、図１に示すように、基
地局１４ａは、第１の遠隔局１２ａおよび第２の遠隔局１２ｂと同時に通信し、基地局１
４ｃは、第３の遠隔局１２ｃおよび第４の遠隔局１２ｄと同時に通信する。結果として生
じるパケットは、ＢＳＣ１６に転送される。ＢＳＣ１６は、呼出資源配分と移動管理機能
とを提供する。これには、特定の遠隔局１２ａ～１２ｄの、ある基地局１４ａ～１４ｃか
ら別の基地局１４ａ～１４ｃへのソフトハンドオフ呼出の統合を含んでいる。例えば、遠
隔局１２ｃは、２つの基地局１４ｂ，１４ｃと同時に通信している。そして、遠隔局１２
ｃが、基地局１４ｃから十分遠くに移動する場合、この呼出は、他の基地局１４ｂにハン
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ドオフされる。
【００１３】
　仮に、この送信が従来型の電話呼出であれば、ＢＳＣ１６は、受信データをＭＳＣ１８
にルーティングする。ＭＳＣ１８は、ＰＳＴＮ２２とのインタフェースのために、付加的
なルーティングサービスを提供する。仮に、この送信が、ＩＰネットワーク２４に向けら
れたデータ呼出のようにパケットベースの送信である場合には、ＭＳＣ１８は、このデー
タパケットをＰＤＳＮ２０にルーティングする。ＰＤＳＮ２０は、このパケットをＩＰネ
ットワーク２４に送信する。あるいは、ＢＳＣ１６は、このパケットをＰＤＳＮ２０に直
接ルーティングする場合もある。この場合、ＰＤＳＮ２０は、このパケットをＩＰネット
ワーク２４に送信する。
【００１４】
　順方向および逆方向のリンクによって、データおよび音声の両方を送信するプロセスは
、問題が多い場合がある。可変レートによる音声トラフィックのエンコードおよびデコー
ドを用いたシステムでは、基地局は、一定の出力レベルで音声トラフィックを送信しない
。可変レートによるエンコードおよびデコードを使用することによって、音声特性は、可
変レートによって最適にエンコードされる音声フレームに変換される。典型的なＣＤＭＡ
システムでは、これらのレートはフルレート、１／２レート、１／４レート、および１／
８レートがある。これらエンコードされた音声フレームは、その後、異なる出力レベルで
送信されうる。これによって、仮に、このシステムが正しく設計されていれば、望ましい
目標フレームエラー率（ＦＥＲ：frame error rate）を達成する。可変レートのエンコー
ドおよびデコードの使用は、特許文献３に詳細に記載されている。この特許は、本願発明
の譲受人に譲渡されており、特許文献３は、本明細書で引用して援用している。音声トラ
フィックフレームの送信は、基地局が送信する最大出力レベルを必ずしも利用していない
ので、パケットデータトラフィックを、残存出力を使って送信することが可能である。
【００１５】
　よって、仮に音声フレームがＸｄＢとして与えられた瞬間ｘ（ｔ）において送信された
ものの、基地局が最大の送信能力ＹｄＢを持っている場合には、パケットデータトラフィ
ックの送信に使用可能な残存出力は（Ｙ－Ｘ）ｄＢとなる。音声トラフィックフレームは
、異なる送信出力レベルで送信されるので、（Ｙ－Ｘ）ｄＢという量を予測することはで
きない。この不確実性に対処する1つの方法は、データトラフィックペイロードを、繰り
返しが多く、かつ冗長なサブパケットに再パッケージすることである。データペイロード
の冗長な複製は、フレーム、パケット、サブパケット、またはシステムに依存する専門用
語にパケットされ、その後、受信器においてソフトコンバインされる。このソフトコンバ
イン処理により、壊れたビットを回復することができる。
【００１６】
　ある壊れたサブパケットが別の壊れたサブパケットと結合されるソフトコンバイン処理
によって、繰り返しされた冗長なサブパケットの送信により、システムは、最小送信レー
トでデータを送信できるようになる。繰り返された冗長なサブパケットの送信は、フェー
ドが出現するという点では好ましいことである。複数経路干渉としても知られているRayl
eighフェードは、同じ信号の多数の複製が、破壊的方式で受信器に到達する場合に生じる
。実質的な複数経路干渉は、全体の周波数バンド幅のフラットなフェードを生み出すため
に引き起こりうる。仮に、素早く変化する環境において遠隔局が移動している場合には、
再送信のためのサブパケットがスケジュールされた場合にしばしば、深いフェードが起こ
りうる。そのような状況が起こる場合には、基地局は、サブパケットを送信するために追
加の送信出力を必要とする。これは、残存出力レベルがサブパケットの再送信に不十分で
ある場合には、問題が多い。
【００１７】
　例えば、仮に、基地局内のスケジュールユニットが、遠隔局へ送信するデータペイロー
ドを受信した場合には、このデータペイロードは、複数のサブパケットに冗長的にパック
され、遠隔局に逐次送信される。冗長とは、各サブパケットによって運ばれた実質的に類
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似した情報に対応する。サブパケットを送信する場合には、このスケジュールユニットは
、周期的か、またはチャンネルに敏感な方法かの何れかによって、サブパケットを送信す
るよう決定することができる。
【００１８】
　簡略化のみのために、ｃｄａｍ２０００システムという名前をここで使用しているが、
ｃｄｍａ２０００システムに対する発明の実施に限定することを意図しているものではな
い。典型的なＣＤＭＡシステムでは、データトラフィックは、スロットを占有しているサ
ブパケットによって構成されたパケットによって搬送される。スロットのサイズは１．２
５ｍｓ（ミリ秒）に指定されているが、このサイズは、本実施例の範囲に影響を与えるこ
となく、ここに記載された実施例において変わりうるものと理解されたい。更に、データ
トラフィックは５ｍｓ、１０ｍｓ、２０ｍｓ、４０ｍｓ、あるいは８０ｍｓの長さであり
うるメッセージフレームによって送信することができる。「スロット」および「フレーム
」という用語は、異なるデータチャンネルに関連して使用されている。ＣＤＭＡシステム
は、順方向および逆方向のリンクによる多数のチャンネルからなっている。ここでは、幾
つかのチャンネルが他とは異なって生成される。それゆえ、いくつかのチャンネルを記述
するための専門用語が、チャンネル構成に従って異なるのである。実施例の説明の目的に
限って、空気を介して伝搬される信号のパッケージを記述するために「スロット」という
用語を用いている。
【００１９】
　順方向リンクは、複数のチャンネルからなっている。ここで、チャンネルは、以下に限
定されるものではないが、パイロットチャンネル、同期チャンネル、ページングチャンネ
ル、クイックページングチャンネル、放送チャンネル、出力制御チャンネル、割当チャン
ネル、制御チャンネル、専用制御チャンネル、基礎チャンネル、予備チャンネル、予備コ
ードチャンネル、およびパケットデータチャンネルを含んでいる。逆方向リンクは、複数
のチャンネルからなっている。各チャンネルは、異なるタイプの情報を目標宛先へと送る
。一般に、音声トラフィックは、基礎チャンネルによって搬送され、データトラフィック
は、予備チャンネルまたはパケットデータチャンネルによって搬送される。予備チャンネ
ルは、通常は専用チャンネルである。一方、パケットデータチャンネルは、通常は、時間
多重通信方式で、異なる当事者に割り当てられた信号を搬送する。あるいは、パケットデ
ータチャンネルはまた、共有された予備チャンネルとしても記載される。この実施例を記
載するために、予備チャンネルとパケットデータチャンネルは、データトラフィックチャ
ンネルと一般に称される。
【００２０】
　予備チャンネルとパケットデータチャンネルは、予期しないデータメッセージの目標局
への送信を許可することによって、このシステムの平均送信レートを改善することができ
る。遠隔局は、自身に送信されたサブパケットがいつ到着するかを決める手段を持たない
ので、プリアンブルは、この遠隔局に対するアドレス情報によって、各サブパケットに関
連付けられねばならない。仮に、サブパケットの送信が周期的であるならば、第１のサブ
パケットは、容易に検出されデコードされるプリアンブルを持っていなくてはならない。
これによって、受信局に、将来のサブパケットが到着する時間間隔を知らせることができ
る。あるいは、周期的な送信の遅れを、受信器に対する既知のシステムパラメータとする
こともできる。仮に、第１のサブパケットの送信の後に続くサブパケットの送信が不規則
であるならば、引き続き送信される各サブパケットもまたプリアンブルを持たねばならな
い。
【００２１】
　ある実施例では、仮に、サブパケットが正しくデコードされた場合、遠隔局が受取信号
を送信できるように、逆方向リンクに対してＡＲＱチャンネルが生成される。仮に、基地
局がこのような信号を受信した場合には、冗長なサブパケットを送信する必要はなく、シ
ステムスループットが増大する。
【００２２】
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　このデータ送信スキームでは、遠隔局は、冗長なサブパケットを検出し、デコードでき
なくてはならない。追加のサブパケットが、冗長なデータペイロードビットを運ぶので、
これら追加されたサブパケットの送信は、「再送信」と称されよう。この再送信を検出す
るためには、遠隔局は、サブパケットに先行するプリアンブルビットを検出できることが
必須となる。
【００２３】
　仮に、この再送信が、低い有効出力で送信された場合には、このプリアンブルもまた、
低い有効出力で送信されうることに留意されたい。プリアンブルの正確なデコードは非常
に重要であるので、仮に、受信側が、低い残存出力においてプリアンブルを正しくデコー
ドできない場合には、サブパケット全体を失ってしまう可能性がある。
【００２４】
　別の対応は、プリアンブルビットによって占有されているオーバヘッドである。仮に、
プリアンブルの長さがＭビットであり、サブパケット全体の長さがＮビットである場合に
は、送信ビットストリームの一定割合Ｍ／Ｎが、非トラフィック情報に充てられる。この
非効率は、仮に、プリアンブルをより効率的に運べる場合には、より最適なデータ送信レ
ートを達成できるということを暗示している。
【００２５】
　ここで記載した実施例は、ユーザペイロードを運んでいるチャンネルから、別個のチャ
ンネルでプリアンブル情報を送信するシステムにおけるプリアンブル情報のデコードにつ
いてである。付け加えると、受信されたプリアンブルとデータサブパケットのデコードに
関する受取および非受取は、基地局からの再送信のスケジューリングを最適化するために
使用することができる。
【００２６】
　逆方向リンクにおけるＡＲＱチャンネルと、順方向リンクにおけるプリアンブルチャン
ネルおよびデータトラフィックチャンネルとからなるシステムにおいて、基地局は、デー
タトラフィックチャンネルでパケットデータトラフィックを、プリアンブルチャンネルで
プリアンブルトラフィックを送信する。ここで、プリアンブルトラフィックは、遠隔局に
、そこがデータトラフィックチャンネルの割当スロットにおけるサブパケットの目標宛先
であることを通知する。このＡＲＱチャンネルは、逆方向リンクが用いられ、送信基地局
に対して、データトラフィック送信が遠隔局によって正しくデコードされているか、ある
いはされていないかを通知する。ここに説明された実施例において、ＡＲＱチャンネルに
おいて受信された信号は、データトラフィックチャンネルにおけるデータサブパケットの
直接的な受け取りや、プリアンブルチャンネルにおけるプリアンブルの間接的な受け取り
のために使用される。プリアンブルの受け取りに関するこれらの結論を使って、基地局に
おけるスケジュールユニットは、スケジュール機能を更に効率的に適用することによって
、再送信のスケジュールと、新たなデータトラフィックペイロードとを高めることができ
る。
【００２７】
　データトラフィックチャンネルに関連して生成されるプリアンブルチャンネルを生成す
るために使用される装置の一例が図２に示されている。図２では、プリアンブルのシーケ
ンスが、機能ブロックで記載される装置を使って、順方向リンクにおける送信に対して生
成される。ある実施例では、プリアンブル情報を搬送する順方向リンクチャンネルは、順
方向２次パケットデータコントロールチャンネル（Ｆ－ＳＰＤＣＣＨ：Forward Secondar
y Packet Data Control Channel）と称される。
【００２８】
　入力プリアンブル情報ビットストリームは、媒体アクセスコントロール（ＭＡＣ：medi
um access control ）識別子、サブパケット識別子、およびＡＲＱチャンネル識別子とし
て使用されるために割り当てられたビットからなっている。ペイロードサイズや、データ
トラフィックチャンネル毎に使用されているスロット数などの追加情報は、マルチチャン
ネルシステムで使用するためのプリアンブル情報ビットストリームによって搬送すること
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ができる。この実施例では、データトラフィックチャンネルは、順方向パケットデータチ
ャンネル（Ｆ－ＰＤＣＨ：forward packet data channel）と称される。
【００２９】
　ある実施例では、プリアンブル情報ビットストリームは、Ｎ個のスロットのＦ－ＳＰＤ
ＣＣＨサブパケット毎に１５ビットからなる。ここで、Ｎは１，２または４である。これ
ら１５ビットのうち、６ビットはＭＡＣ識別子に、２ビットはサブパケット識別子に、２
ビットは、ＡＲＱチャンネルに、３ビットは、ペイロードサイズに、２ビットは、データ
ペイロードがトラフィックチャンネルで占有するスロット数にそれぞれ割り当てられてい
る。ＭＡＣ識別子は、遠隔局が通信システムに進入した場合に、ユニークな国際移動局識
別（ＩＭＳＩ：International Mobile Station Identify）にしたがって遠隔局に割り当
てられる。
【００３０】
　ある実施例では、周期的な冗長性チェック（ＣＲＣ：cyclic redundancy check）コー
ド要素２１０によって、特別なビットが、プリアンブル情報ビットストリームに付加され
る。その結果、プリアンブル情報を運んでいるビット数が、より高いスペクトル効率を有
している直交振幅変調（ＱＡＭ：Quadrature Amplitude Modulation）に対し適切になる
。
【００３１】
　別の実施例では、追加の複数ビットが、ゼロパディング要素２２０において、プリアン
ブル情報シーケンスの末尾に加えられる。その結果、コンボルーショナルエンコード要素
２３０が新たなプリアンブル情報ビットストリームの各々によって再び初期化される。あ
る実施例では、このゼロパディング要素は、８つのゼロ値のビットを、プリアンブル情報
に追加する。
【００３２】
　ゼロパディングの後、プリアンブルは、エンコード要素２３０に入力される。オリジナ
ルの１５ビットのプリアンブルビットストリームから生成された２４ビットのコードシン
ボルが生成された実施例では、拘束長さＫ＝９であり、レートＲ＝１／２で動作するコン
ボルーショナルエンコーダであれば、Ｆ－ＳＰＤＣＣＨサブパケット毎に４８のコードシ
ンボルを十分生成することができる。
【００３３】
　この実施例では、繰り返し要素２４０が、４８のコードシンボルの繰り返しシーケンス
を生成するために使用される。繰り返しファクターＮの場合、Ｎ個のスロットのＦ－ＳＰ
ＤＣＣＨサブパケットあたり４８Ｎのシンボルが存在する。スロットサイズが１．２５ｍ
ｓである実施例では、この繰り返しシーケンスのシンボルレートは、毎秒３８．４キロシ
ンボル（ｋｓｐｓ）である。繰り返し後、このシンボルは、インタリーバ要素２５０によ
ってインタリーブされ、移動することにより空気を介した送信において引き起こる固有の
フェード条件から守られる。
【００３４】
　インタリーブされたシンボルは、その後、直交位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ：quad
rature phase shift keying）変調要素２６０によって、位相内（Ｉ）成分と、直交位相
（Ｑ）成分とに分離される。ある実施例では、このＩシンボルとＱシンボルとが、その後
、Walshコード関数Ｗｉ

６４を用いたマルチプレクサ２７０，２８０によって拡散される
。他のＣＤＭＡシステムでは、他の直交関数や、疑似直交関数が、Walshコード関数に代
わって用いられうることに留意されたい。結果として得られるシーケンスは、空気を介し
て目標局へと送信される。
【００３５】
　図３は、目標局に配置されたプリアンブルデコーダの一実施例を示すブロック図である
。上述したように、Ｆ－ＳＰＤＣＣＨにおけるプリアンブルの正確なデコードは、特に、
不規則なインスタンスで送信を初期化するように指定されているデータトラフィックチャ
ンネルＦ－ＰＤＣＨのような順方向リンクにおけるデータトラフィックを受け取る場合に
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は不可欠である。図３に記載されているプリアンブルデコーダは、少なくとも１つのプリ
アンブルチャンネルと、少なくとも１つのデータトラフィックチャンネルとからなる通信
システム内において使用される。ある実施例では、プリアンブルとデータトラフィックが
サブパケット内で送信され、パラレルチャンネルにおける同一のスロット位置を占有する
。すなわち、プリアンブルチャンネルにおけるプリアンブルによって占有されたスロット
は、データトラフィックチャンネルにおけるデータトラフィックサブパケットによって占
有されたスロットと同じタイミングを持つ。
【００３６】
　別の実施例では、プリアンブルスロットの数は、データトラフィックによって占有され
たスロットの数と同じになる必要はない。図３に示す実施例では、プリアンブルサブパケ
ットは、１，２，または４つのスロットを占有するように設計されている。一方、データ
トラフィックサブパケットは、１，２，４，または８つのスロットを占有することができ
る。目標局は、プリアンブルサブパケットによって搬送されたＭＡＣ識別子を使用し、プ
リアンブルに対応するデータトラフィックチャンネルにおけるデータトラフィックの８つ
のスロットを決定することができる。
【００３７】
　プリアンブルチャンネルスロットの数が、トラフィックチャンネルスロットの数を完全
に反映しているか否かは、本明細書で記載した斬新なプリアンブルデコード装置および方
法には無関係である。説明を容易にするために、プリアンブルデコーダは、１つのみ記載
されている。このプリアンブルデコーダは、プリアンブルサブパケットを運ぶために１，
２，または４つのスロットを用いているシステム用のものである。
【００３８】
　受信器（図示せず）では、復調されたソフトデシジョン値のシーケンスが、可変数のス
ロットからのデータを処理できるように構成されている複数の検出要素３９０ａ，３９０
ｂ，３９０ｃに入力される。検出要素３９０ａ，３９０ｂ，３９０ｃのおのおのは、可変
数のスロットからのシーケンス値を受信する。これらは、互いに並列の逆インタリーブ要
素３００ａ，３００ｂ，３００ｃに入力される。ある実施例では、第１の逆インタリーブ
要素３００ａは、４つのスロットに対して逆インタリーブする。第２の逆インタリーブ要
素３００ｂは、２つのスロットに対して逆インタリーブする。第３の逆インタリーブ要素
３００ｃは、１つのスロットに対して逆インタリーブする。第１の逆インタリーブ要素３
００ａの出力は、コンバイン要素３１０ａによって、各シーケンスが１つのスロットを占
有している４つのシーケンスが、１つのシーケンスにソフトコンバインされる。第２の逆
インタリーブ要素３００ｂの出力は、コンバイン要素３１０ｂによって、各シーケンスが
１つのスロットを占有している２つのシーケンスが、１つのシーケンスにソフトコンバイ
ンされる。各コンバイン要素３１０ａ，３１０ｂと、第３の逆インタリーブ要素３００ｃ
からの出力はそれぞれデコード要素３２０ａ，３２０ｂ，３２０ｃに入力される。ある実
施例では、拘束された長さＫ＝９を持ち、Ｒ＝１／２であるコンボルーショナルデコーダ
が、各並列処理に使用されている。他のデコーダも、この実施例の範囲に影響を与えずに
使用されうることに留意されたい。
【００３９】
　各デコード要素３２０ａ，３２０ｂ，３２０ｃの出力は、データシーケンスおよび最良
経路メトリックである。それゆえ、本実施例はこの点において、３つのデータシーケンス
と、３つの最良経路メトリックとが存在する。３つのデータシーケンスの各々は、複数の
シーケンスチェック要素３３０ａ，３３０ｂ，３３０ｃのうちの何れかにそれぞれ入力さ
れる。シーケンスチェック要素は、処理要素とメモリ要素とからなっており、デコードさ
れたシンボルのビット値が、既知の識別子の組と一致するか否かを決定するように構成さ
れている。ある実施例では、既知の識別子の組が、ＭＡＣ識別子のような情報、Ｆ－ＰＤ
ＣＨスロットの予期される数、及び／又はパリティビットからなる。
【００４０】
　プリアンブルシーケンスは、元々１，２，または４つのスロットを占有するようにコー
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ド化されているので、シーケンスチェック要素３３０ａ，３３０ｂ，３３０ｃからの１つ
の出力のみがデータシーケンスになるべきである。データシーケンスを既知の識別子に一
致させることができない他のシーケンスチェック要素３３０ａは、零値を出力するように
構成される。
【００４１】
　しかしながら、何らかの理由によって、仮に、１を超えるデータシーケンスがシーケン
スチェック要素３３０ａ，３３０ｂ，３３０ｃから出力された場合には、処理要素（図示
せず）と、メモリ要素（図示せず）とからなるセレクタ要素３４０を用いて、真のプリア
ンブルシーケンスであるデータシーケンスを選択することができる。セレクタ要素３４０
は、シーケンスチェック要素３３０ａ，３３０ｂ，３３０ｃからのデータシーケンスを受
信し、デコード要素３２０ａ，３２０ｂ，３２０ｃの各々から最良経路メトリックを受信
するように構成されている。最良経路メトリックを使用することによって、セレクタ要素
３４０は、デコードされたプリアンブルであるデータシーケンスを選択し、このデータシ
ーケンスを、このデータシーケンスを運ぶために使用されたスロットを表示しながら受信
器に渡すことができる。
【００４２】
　図３におけるプリアンブルデコーダがプリアンブルチャンネルにおける情報をデコード
する一方、受信器は、このデータトラフィックチャンネルで情報を受信する。ある実施例
では、多数のバッファが、スロット情報を受信し、スロットサイズにしたがってこのスロ
ット情報を格納するように設定される。例えば、第１のバッファは、1つのスロットのソ
フトデシジョンを格納するために用いられる。第２のバッファは、２つのスロットのソフ
トデシジョンを格納するために用いられる。第３のバッファは、４つのスロットのソフト
デシジョンを格納するために用いられる。第４のバッファは、８つのスロットのソフトデ
シジョンを格納するために用いられる。プリアンブルを運ぶスロットの数、またはプリア
ンブルの内容によって表示されたスロットの数を、プリアンブルデコーダが一旦決定する
と、コントロール要素は、スロット数情報を受信し、デコード用の適切なバッファの内容
を選択する。選択されたバッファの内容のみデコードされる必要がある。
【００４３】
　一旦、プリアンブル情報とデータトラフィックとが受信局によって受信され、デコード
されると、情報の受け取りが望まれる。ある実施例では、ＡＲＱチャンネルは、受取情報
を運ぶように構成されている。しかしながら、良好なデータトラフィックサブパケットの
直接的な受取に加えて、プリアンブルが完全に到着したか否かの結論を出すために、受取
信号を使用することができる。それゆえ、あるチャンネルの受取情報を受信するように構
成されたＡＲＱチャンネルが、２つのチャンネルの受取情報を受信するために使用するこ
とができる。
【００４４】
　ＡＲＱチャンネル構造を生成するために使用される装置の例を図４に示す。遠隔局（図
示せず）は、各スロットが、サブパケットが正確にデコードされたか否かを示すために、
「０」または「１」からなる１ビットを生成する。このビットは、繰り返し要素４００に
おいて複数回繰り返される。１秒あたり１．２２８８メガチップ（Ｍｃｐｓ）のレートで
送信されるシステムでは、最適な繰り返しファクターは、２４である。「チップ」という
用語は、Walshコードによって拡散されたビットパターンのように、拡散シーケンスにお
けるビットを記述するために用いられる。繰り返し要素４００の出力は、マッピング要素
４１０によって、「＋１」か「－１」かの何れかにマッピングされる。マッピング要素４
１０の出力は、拡散要素４２０によってカバーされる。ある実施例では、拡散要素４２０
は、Walshコード関数Ｗｉ

６４によって出力されたマッピングを拡散するマルチプライヤ
でありうる。Walshコードの使用によって、チャンネル化と、受信器における位相エラー
に対する抵抗とを提供する。他のＣＤＭＡシステムでは、他の直交関数や、疑似直交関数
が、Walshコード関数に代わって用いられうることに留意されたい。
【００４５】
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　図５は、ＡＲＱチャンネルで受信された情報を用いて、あるいはそれを用いずに、基地
局内のスケジュール要素による再送信のスケジュール方法を示すフローチャートである。
この方法によって、基地局は、ＡＲＱチャンネルの目標遠隔局によって送信されたプリア
ンブルの受け取りに従って、目標遠隔局へのデータトラフィック再送信を最適化すること
ができる。冗長なサブパケットの送信、すなわち「再送信」には、２つの方法があること
に留意されたい。まず、複数のサブパケットが、周期的な方法で送信される。第１の送信
は、予めスケジュールされていなくても、トラフィックチャンネルは実施される。ここで
、第１の送信における全ての再送信は、予め定めた遅延後に行われる。この予め定めた遅
延は、システムパラメータでありえる。その結果、第１のデータ送信と第１のプリアンブ
ル送信が目標局によって受信された後は、次に来る再送信とともに送信されるプリアンブ
ルはない。というのも、この目標局は、予め定めた遅延後に受信されたサブパケットが目
標局に向かっていることを知っているからである。この周期的な送信方法は、同期増分冗
長（ＳＩＲ：Synchronous Incremental Redundancy）と称される。
【００４６】
　冗長なサブパケットを送信する第２の方法は、チャンネル条件にしたがって、サブパケ
ットを不規則な方法で送ることである。このチャンネルに敏感なスキームは、送信された
冗長なサブパケットの各々についてプリアンブルの使用を必要とする。というのも、目標
局は、それがデータトラフィックペイロードの真の目標であることを違う方法で決定する
ことができないからである。この不規則な送信は、非同期増分冗長（ＡＩＲ：Asynchrono
us Incremental Redundancy）と称される。
【００４７】
　ステップ５００では、基地局におけるスケジュール要素（図示せず）が、プリアンブル
およびそれに関連するデータトラフィックサブパケットとが、プリアンブルチャンネルお
よびデータトラフィックチャンネルによってそれぞれ複数のスロットを介してなされる送
信をスケジュールする。ここで、スケジュール要素は、少なくとも１つのコントロールプ
ロセッサとメモリ要素とからなる。
【００４８】
　ステップ５０５において、基地局はＡＲＱチャンネルにおいて信号を受信する。この信
号がＡＣＫである場合には、このプログラムはステップ５１０に進む。この信号がＮＡＫ
である場合には、このプログラムはステップ５１５に進む。
【００４９】
　ステップ５１０では、基地局が、このＡＣＫが誤警報であったか否かを判定する。誤警
報は、目標局ではない遠隔局からのＡＣＫである。基地局は、遠隔局を識別することがで
きるので、ＡＣＫが誤警報であることがわかる。ＣＤＭＡシステムでは、長い疑似ランダ
ムノイズ（ＰＮ：pseudorandom noise）コードにおける時間シフトによって逆方向リンク
チャンネルを識別することができる。この識別処理の詳細は、特許文献４及び５に詳述さ
れている。仮に、遠隔局の識別が正しければ、ステップ５２０に進む。そして、基地局は
、プリアンブルが受信されたことを知り、最後のデータトラフィックペイロードの再送信
を行わずに、次のデータトラフィックペイロードを送信するように処理する。一方、遠隔
局の認識が誤っていれば、ステップ５３０に進む。そして、基地局は、ＡＣＫ信号を無視
し、スケジュールされた再送信を継続する。
【００５０】
　第１の送信が自己に対してなされたと誤って認識した状態で遠隔局がＡＣＫを送信した
後は、冗長なサブパケットの更なる再送信は、この第１の送信は誤りであったと遠隔局に
伝えるメッセージとなろう。仮に、ＡＣＫが送信された後に再送信がなされた場合には、
遠隔局は、第１の送信を廃棄するようにプログラムすることも可能である。
【００５１】
　ステップ５１５では、基地局はＮＡＫを受信しており、このＮＡＫの送信側を目標局と
して識別しなければならない。この時に、ＮＡＫの受取が、基地局に対して、プリアンブ
ルは受信されたがデータトラフィックサブパケットは受信されていないことを通知する。
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ステップ５２５では、仮に、ＮＡＫが目標局からのものであった場合、基地局は次の再送
信を送る。仮に、再送信がスケジュールされていない場合には、基地局は、同一のデータ
トラフィックペイロードを運ぶ新たな一連の冗長サブパケットを再スケジュールする。ス
テップ５３５では、基地局は、このＮＡＫが誤った受信局からのものであると判定する。
そして、再送信を作成することなく、基地局と誤った局との両方に共通のタイマーを終了
させる。基地局は、遠隔局のネガティブな受取を意図的に無視したので、再送信が時間通
りに受信されず、遠隔局は、プリアンブルとデータトラフィックとの目標ではないことを
知る。遠隔局は、第１の送信が受信された場合には、カウントダウンを開始し、別の送信
が次に受信された場合には、カウントダウンを停止するタイマーを含みうる。仮に、次の
パケットがタイマーの終了前に来なかった場合には、遠隔局は、第１の送信は誤送信であ
ったことを知り、この第１の送信を破棄する。
【００５２】
　ステップ５４０では、基地局は、受取も、ネガティブな受取も受信していない。仮に、
予め定めた時間遅れ内に信号が受信されない場合には、基地局は、プリアンブルが受信さ
れていないことを知る。仮に、このシステムがＳＩＲ送信スキームにしたがっているので
あれば、基地局は、第１のサブパケットが受信されておらず、次の再送信もまた受信され
ていないことを知る。それゆえ、データトラフィックペイロードの全体は、送信用に再ス
ケジュールされねばならない。ある実施例では、ＳＩＲシステムにおいて２つのプリアン
ブルを送信することによって回避することができる。２つのプリアンブルのうち、１つは
、第１の送信用であり、もう１つは、第１の再送信用である。仮に、第１のプリアンブル
が受信されない場合には、第２のプリアンブルを受信し、デコードすることが可能である
。このプログラムは、その後、ステップ５０５に進む。しかしながら、仮に、第１および
第２のプリアンブルともに割り当てられた待ち時間内に受信されなかった場合には、プロ
グラムは、ステップ５００に戻り、基地局が、別の送信パターン用の古いデータトラフィ
ックを再スケジュールする。
【００５３】
　図６は、基地局（図示せず）と遠隔局（図示せず）との間のエラー修正スケジュールス
キームを記述したフローチャートである。このスキームは、ＡＲＱチャンネル、プリアン
ブルチャンネル、あるいはデータトラフィックチャンネルにおいて送信エラーが発生した
場合に適用される。ステップ６００では、遠隔局がプリアンブル送信とサブパケット送信
とを受信する。遠隔局が、自己を、プリアンブル送信およびサブパケット送信の目標局で
あると誤って判定する可能性があるため、このプログラムフローは、２つの経路に分かれ
ている。仮に、遠隔局が、基地局送信の真の目標である場合（Ｔｕｒｅ）には、このプロ
グラムはステップ６１０に進む。仮に、遠隔局が、基地局送信の真の目標ではない場合（
Ｆａｌｓｅ）には、このプログラムはステップ６１５に進む。
【００５４】
　この送信を受信している遠隔局が、この送信の意図された受信者である場合には、ステ
ップ６１０において、この遠隔局は、プリアンブルチャンネルによって運ばれた情報をデ
コードする。このプリアンブル情報をデコードする１つの方法は、上述した通りである。
仮に、このプリアンブルが正確にデコードされた場合には、ステップ６２０において、遠
隔局は、データトラフィックチャンネルにおける関連したサブパケット情報をデコードす
る。そして、サブパケットが正しくデコードされた場合には、ステップ６２２において、
遠隔局はＡＣＫを送信する。そして、基地局がＡＣＫを受信した場合には、ステップ６２
４において、基地局内のスケジュール要素が、スケジュール済の冗長サブパケットの再送
信を停止し、順方向リンクにおける新たなデータペイロードの送信をスケジュールする。
この新たなデータペイロードは、ＡＣＫを送信した遠隔局に向けることができるか、ある
いは、基地局からの送信範囲内にある別の遠隔局に向けることが可能であることに留意さ
れたい。
【００５５】
　送信中の干渉によって、遠隔局によって送信されたＡＣＫは、改竄されたり、基地局が
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、ＡＣＫよりもむしろ、ＡＲＱチャンネルにおけるＮＡＫを読み出したりするほどに劣化
する恐れがある。これが発生する場合には、基地局内のスケジュール要素は、スケジュー
ルされた再送信を続行する。遠隔局は、その後、冗長送信として認識される冗長サブパケ
ットを受信し、デコーダからのメトリックを使用して、どのサブパケットをＲＬＰ層に渡
すかを判定する。ＲＬＰ層は、ＲＬＰパケットの規則的な配信と、２重パケットの検出と
を提供し、より高次の層プロトコルによって見られるようなラジオリンクエラー率を低減
する。
【００５６】
　仮に、データトラフィックチャンネルに送信されたサブパケットをデコードすることが
できない場合には、ステップ６２６において、遠隔局はＮＡＫを送信する。ステップ６２
８では、基地局は再送信を送る。タイマーが終了し、古いデータサブパケットをＲＬＰ層
にエラーとして渡すまで、遠隔局は、バッファ内の古いデータサブパケットを保持する。
仮に、タイマーによって割り当てられた時間内に再送信が到達し、添付されたＣＲＣビッ
トがＣＲＣチェックを通過した場合には、この再送信がデコードされ、ＲＬＰ層に渡され
る。この再送信をデコードすることができない場合には、この再送信は、ＲＬＰ層にエラ
ーとして渡される。
【００５７】
　あるいは、ＡＣＫとして誤って読まれるほどにＮＡＫが送信中に改竄された場合には、
基地局は、新たなデータペイロードを遠隔局に送信する。この例では、遠隔局は、タイマ
ーが終了するまで、バッファ内の古いデータサブパケットを保持する。仮に、再送信が終
了する前にタイマーが終了した場合には、古いデータサブパケットは、エラーとしてＲＬ
Ｐ層に渡される。
【００５８】
　仮に、ＮＡＫが遠隔局によって送信されたものの、ＡＣＫおよびＮＡＫいずれも基地局
で受信されない場合には、プリアンブルが受信されないように構成されたスケジュール要
素が、古いデータペイロードの送信を再スケジュールする。遠隔局は、タイマーが終了す
るまで、バッファ内の古いデータサブパケットを保持する。仮に、再送信が到着する前に
タイマーが終了した場合には、古いデータサブパケットはエラーとしてＲＬＰ層に渡され
る。
【００５９】
　仮に、遠隔局がプリアンブルペイロード、すなわち関連するデータトラフィックサブパ
ケットに関する情報をデコードできない場合には、このプログラムはステップ６１０から
ステップ６３０に進む。ここでは、遠隔局は、ＡＲＱチャンネルで送信することはない。
仮に、基地局において受け取りも、ネガティブな受け取りもない場合には、プリアンブル
を受信しないように構成された基地局内のスケジュール要素が、古いデータペイロードを
、新しい送信スケジュールへ再スケジュールする。ＡＲＱチャンネルは、データトラフィ
ックサブパケットの受け取りに使用されていることに留意されたい。仮に、この例におい
て、ＮＡＫが生成され、受信された場合には、スケジュール要素は、プリアンブルが完全
な状態で到達したものと想定するとともに、既にスケジュールされた再送信を単に送る。
あるいは、ＮＡＫが改善されＡＣＫとして読まれた場合には、新しいデータペイロードを
送信する。
【００６０】
　例えば、遠隔局が、サブパケットのシーケンス番号を誤ってデコードするなど、遠隔局
がプリアンブルペイロードを不正確にデコードした場合、次のサブパケットが同じ情報で
あるか、またはシーケンス外の番号を伴っていると、遠隔局は、矛盾に陥ってしまう。あ
る実施例では、遠隔局が、矛盾した情報をともなう新たなサブパケットを無視するか、ま
たは、バッファ内に格納された古いサブパケットと、新たに到達したサブパケットとの間
から選択するための最良のメトリックを使用するようにプログラムすることが可能である
。仮に、遠隔局が、矛盾した情報を伴って到着した新たなサブパケットを無視するように
プログラムされている場合には、サブパケットをデコードするために何のリソースも必要
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としない。何れのケースであっても、ＡＲＱチャンネルによって基地局に送られる信号は
ない。その結果、基地局は、古いデータペイロードの送信を再スケジュールする。
【００６１】
　別の経路は、仮に、受信側ではない遠隔局が送信を受信した場合、プログラムは、ステ
ップ６００からステップ６１５に進む。ステップ６１５では、遠隔局は、プリアンブルチ
ャンネルで受信されたプリアンブルシーケンスをデコードするよう試みる。仮に、プリア
ンブルをデコードできた場合にはステップ６２５において、遠隔局は、関連するサブパケ
ットのデコードを試みる。
【００６２】
　そして、サブパケットが正しくデコードされた場合には、ステップ６２７において、遠
隔局は、デコードされた送信をＲＬＰ層に渡し、ＡＣＫを送信する。ステップ６９９では
、基地局はＡＣＫを受信するものの、この信号を無視する。というのも、この信号は、意
図しない受信者からのものだからである。基地局は、長いＰＮコードがもつユニークな時
間シフトを認識することによって、この遠隔局が、意図していない目標局であることを判
定することができる。基地局内のスケジュール要素は、この信号を受け取ることなく処理
を継続する。というのも、このスケジュール要素もまた、この遠隔局は、基地局からの前
の送信の意図しない受信者であることを知っているからである。遠隔局では、ＲＬＰ層が
データサブパケットを受信し、このデータサブパケットが誤って渡されたものであると判
定する。
【００６３】
　仮に、ＡＣＫ信号が、基地局がＡＣＫをＮＡＫとして検出するほど改竄された場合には
、基地局は、この信号を誤警報と判定し、この信号を再び無視する。遠隔局のＲＬＰは、
エラー処理を行う。仮に、基地局が何れの信号も受信しない場合には、基地局は、スケジ
ュールされた再送信のスキームを継続し、遠隔局のＲＬＰは、エラー処理を行う。
【００６４】
　一方、ステップ６２５において、遠隔局がサブパケットをデコードすることができない
場合には、遠隔局は、ステップ６３１において、ＮＡＫを送信する。ステップ６９９では
、基地局は、ＮＡＫを送信した遠隔局が、オリジナルの送信に対し意図された受信者では
ないことを判定し、この信号を無視する。ある実施例では、万が一、基地局が信号を無視
して、再送信をしないようになった場合には、遠隔局に、この送信は誤警報であったこと
を通知することができるように、基地局および遠隔局にタイマーを設定することができる
。遠隔局は、バッファ内に古い送信を保持し、その後、ＲＬＰにエラーとしてこの古い送
信を渡す。仮に、タイマーが終了する前に再送信が受信された場合には、遠隔局は、再送
信をＲＬＰに渡すか、再送信を古い送信とともにソフトコンバインするかの何れかを行う
ことができる。なお、ソフトコンバインの結果は、ＲＬＰに渡される。ＲＬＰ層では、エ
ラーが検出され、修正される。
【００６５】
　仮に、基地局が遠隔局からのＮＡＫを受信しない場合には、基地局は、冗長サブパケッ
トのスケジュールされた再送信を継続する。この動作によって、間違いと考えられている
遠隔局に、再送信のバッファおよびデコードをさせる。最良のメトリックをもつ送信から
の情報は、ＲＬＰに渡される。ＲＬＰは、誤った情報を修正する。
【００６６】
　一方、遠隔局がプリアンブルをデコードできない場合には、プログラムはステップ６１
５からステップ６３５に進む。この場合、ＡＲＱチャンネルによって信号は送信されない
。基地局は、スケジュール済の再送信スキームを継続する。しかしながら、遠隔局はＡＲ
Ｑ信号を送信しないので、遠隔局は、再送信ではなく、古いデータペイロードの新たな送
信を期待する。再送信の受取は、遠隔局に対し、これは、特定のデータペイロードのエラ
ー受信であることを示す。遠隔局は、古い送信をＲＬＰにエラーとして渡す。
【００６７】
　仮に、基地局が逆方向リンクにおける干渉によって検知されたＡＲＱ信号を受信した場
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合には、基地局は、遠隔局をこのデータの正しくない受信者と認識し、ＡＲＱ信号を無視
する。ある実施例では、万が一、基地局が信号を無視して、再送信しないようになった場
合には、遠隔局に、この送信は誤警報であったことを通知できるように、基地局および遠
隔局にタイマーを設定することができる。
【００６８】
　当業者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技法を用いて表される
ことを理解するであろう。例えば、上述した記載で引用されているデータ、手順、コマン
ド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または
磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの結合によって表現されうる
。
【００６９】
　これらの知識によって、ここで開示された実施例に関連する様々に例示された論理ブロ
ック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハードウェア、コン
ピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして適用されることが更に理解さ
れよう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するために、様々に例
示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して
一般的に記述された。それら機能がハードウェアとしてあるいはソフトウェアとして適用
されているかは、特有の応用例および全体システムに課せられている設計条件による。熟
練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更することによって上述し
た機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から逸脱したものと
解釈すべきではない。
【００７０】
　様々に示された論理ブロック、モジュール、および上述された実施例に関連して記載さ
れた回路もまた実装され、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、アプリ
ケーションに固有の集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）またはその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あるいはト
ランジスタ論理、ディスクリートハードウェア部品、あるいは上述された機能を実現する
ために設計された何れかの組み合わせとともに実行されうる。汎用プロセッサとしてマイ
クロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッサ、コ
ントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である。プロ
セッサは、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアに接続された１つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他の配置のよ
うな計算デバイスの組み合わせとして実装することも可能である。
【００７１】
　ここで開示された実施例に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハー
ドウェアや、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールや、これらの組み合
わせによって直接的に具現化される。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ、フラッシュメ
モリ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に
収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情
報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッ
サに不可欠となりうる。このプロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣに収納することができる
。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に収納することもできる。または、このプロセッサと記憶媒
体が、ユーザ端末におけるディスクリートな部品として収納されることもある。
【００７２】
　開示された実施例における上述の記載は、いかなる当業者であっても、本発明の活用ま
たは利用を可能とするようになされている。これらの実施例への様々な変形例もまた、当
業者に対しては明らかであって、ここで定義された一般的な原理は、本発明の主旨または
範囲を逸脱しない他の実施例にも適用されうる。このように、本発明は、上記で示された
実施例に制限されるものではなく、ここで記載された原理と新規の特徴に一致した広い範
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囲に相当するものを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】典型的な通信システムの一例を示す概念図。
【図２】プリアンブルチャンネル構造を生成するために使用されうる装置の一例を示すブ
ロック図。
【図３】プリアンブルデコーダの一例を示すブロック図。
【図４】ＡＲＱチャンネルを生成するために使用されうる装置の一例を示すブロック図。
【図５】基地局における再送信および新たな送信を促進するＡＣＫおよびＮＡＫの用途を
説明するフローチャート。
【図６】遠隔局におけるＡＣＫとＮＡＫの生成、および基地局におけるＡＣＫとＮＡＫの
使用を説明するフローチャート。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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