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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　アンテナ入力メモリにおいて無線周波数エネルギーのデジタルサンプルを記憶し、
　　前記アンテナ入力メモリから探索器により第1の組のデジタルサンプルを検索し、
　　前記デジタルサンプルを前記探索器により第1の組のタイムオフセットで復調し、
　　前記デジタルサンプルを復調器により第２の組のタイムオフセットで復調し、
　　前記第1の組のデジタルサンプルを前記第１の組のタイムオフセットからのタイムオ
フセットに適用された第１のＰＮコードで前記探索器により復調するステップを含み、
　ここに、タイムオフセットは伝送遅れに基づく、
　各信号が１つまたはそれ以上の多重経路インスタンスを有する一組のＣＤＭＡ信号を復
調する方法。
【請求項２】
　前記復調器により前記アンテナ入力メモリからの第２の組のデジタルサンプルを検索し
、
　前記復調器により前記第２の組のデジタルサンプルを前記第２の組のタイムオフセット
からのタイムオフセットに適用された第２のＰＮコードで復調するステップをさらに含む
請求項1に示す方法。
【請求項３】
　前記復調器により前記第２の組のタイムオフセットですでに検出された信号を復調し、
　前記探索器により前記第１の組のタイムオフセットで、前記第２の組のタイムオフセッ
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トで復調されなかった信号を復調する請求項1に示す方法。
【請求項４】
　探索器ＰＮコード発生器により前記第１の組のタイムオフセットで前記デジタルサンプ
ルを復調するため第１の組のＰＮコードを発生し、
　復調器ＰＮコード発生器により前記第２の組のタイムオフセットで前記デジタルサンプ
ルを復調するため第２の組のＰＮコードを発生するステップをさらに含んでいる請求項1
に示す方法。
【請求項５】
　前記アンテナ入力メモリにより循環待ち行列配列に前記デジタルサンプルを記憶する請
求項1に示す方法。
【請求項６】
　前記アンテナ入力メモリによりデジタルサンプルの略４つのウオルシュ記号価値が記憶
される請求項1に示す方法。
【請求項７】
　タイムトラッキングユニットにより前記第１の組のタイムオフセットにおけるタイムオ
フセットが進められるべきか遅らされるべきかを示すステップをさらに含む請求項1に示
す方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタル無線通信に関する。なお特に、本発明は信号集積回路の実行手段を容
易にする一連のユーザ信号を処理する新規で改良された復調器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は符号分割多元接続（CDMA）オーバザエアインターフェイスの使用により形成され
る高度に単純化されたセルラー電話のブロック図である。特に、図１はIS-95標準の使用
により形成されたセルラー電話システムを示し、それは高効率でたくましいセルラー電話
サービスを提供するCDMA信号処理技術を使用する。IS-95、およびIS-95AおよびANSI Ｊ-S
TD-008（ここにIS-95として集合的に引用される）のようなその派生は、他のよく知られ
た標準団体と同様に米国電気通信工業会(TIA)により頒布される。加えて、実質的にIS-95
の使用により形成されたセルラー電話システムは、本発明の譲受人に譲渡され、ここに引
用文献として組込まれた“ＣＤＭＡセルラー電話システムにおける信号波形を発生するシ
ステムおよび方法”と題するU.S.特許No．5,103,459に開示される。
【０００３】
　ＣＤＭＡオーバザエアインターフェイスを使用する第1の利点は通信が同じRFバンドに
よって伝えられることである。例えば、図１に示された各モバイルユニット10（典型的な
セルラー電話）はRFスペクトラムの同じ1.25MHzによる逆方向リンク信号を伝送すること
により同じ基地局12と通信できる。同様に、各基地局12はRFスペクトラムの他の1.25MHz
による順方向リンク信号を伝送することによりモバイルユニット10と通信できる。同じRF
スペクトラムによる伝送信号はセルラー電話システムの周波数再使用における増大、およ
び２つまたはそれ以上の基地局間とのソフトハンドオフを伝える能力を含んでいる種々の
利点を提供する。増加された周波数再使用はスペクトラムの与えられた量により伝えられ
るべきセルのより多い数を許容する。ソフトハンドオフは２つの基地局と同時にインター
フェイスすることを含む２つまたはそれ以上の基地局のカバー領域から移行するモバイル
ユニットのたくましい方法である。ソフトハンドオフは、第2の基地局とのインターフェ
イスが確立される前に第1の基地局とのインターフェイスが終了されるハードハンドオフ
と対照され得る。
【０００４】
　図１のセルラー電話システムの典型的な運転中、基地局12は一組のモバイルユニット10
から一組の逆方向リンク信号を受信する。モバイルユニット10は電話コールまたは他の通
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信を伝えている。各逆方向リンク信号は基地局12内で処理され、結果としてのデータが基
地局制御器(BSC)14へ転送される。BSC14は基地局間のソフトハンドオフの統合を含んでい
るコールリソース割当および変動性管理機能性を提供する。BSC14はまた受信されたデー
タをモバイル交換センター(MSC)16へ転送し、それは通常の公衆交換電話システム（PSTN
）とインターフェイスのための付加的な経路指定サービスを提供する。
【０００５】
　一組のモバイルユニット10からの一組の逆方向リンク信号を処理するために形成された
従来技術基地局の部分が図２に示される。運転中、アンテナシステム40は連合されたカバ
ー領域にいるモバイルユニット10の組から同じRFバンドで伝送された一組の逆方向リンク
信号を受信する。RF受信機42は逆方向リンク信号の組を下方変換およびデジタル化し、セ
ルサイトモデム（CSM）44により受けられるデジタルサンプルを生じる。各CSM44は特定の
モバイルユニット10からの特定の逆方向リンク信号を処理するため制御器46により割当て
られ、各々BSC14へ転送されるデジタルデータを発生する。単一の集積回路で各CSMを実行
するシステムおよび方法は、共に本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献として組込
まれた“スペクトラム拡散多元接続通信システムのセルサイト復調器アーキテクチュア”
と題するU.S.特許No．5,654,979、および“スペクトラム拡散多元接続通信システムの多
重経路探索処理装置” と題する継続中のU.S.出願シリアルNo．08/316,177に開示される
。
【０００６】
　全般的に、基地局は典型的な都市名称のため十分な容量を提供するため、16および64間
のモバイルユニットと同時にインターフェイスする容量でなくてはならない。これは各基
地局12が16および64間のCSMを含むことを要求する。16および64間のCSMを使用している基
地局は幅広い規模で実施されかつ配備されるので、かかる基地局のコストは比較的高い。
このコストの主原因の１つは、RFユニットからCSMへの相互接続、および基地局制御器お
よびCSM間の相互接続が複雑かつかなり敏感であることである。典型的に、24から3226の
サブセットまたはそのようなCSMが回路板に置かれ、一組の回路板が背面を経て結合され
、それは同軸ケーブル集団を使用してRFユニットへ結合される。かかる相互接続は高価で
かなり信頼性に欠け、基地局12の全体のコスト、複雑性および保守に実質的に寄与する。
それ故、かかる構成は非常に好ましくない。本発明はセルサイトモデムの大きな組を必要
とすることなく、一組のモバイルユニットから受信される一組の逆方向リンク信号を処理
するための方法および装置に向けられる。
【０００７】
　図３は発明の理解を容易にするために提供されたIS-95標準にしたがって、単一逆方向
リンク通信量チャンネルを伝送するために使用された信号処理を示すブロック図である。
伝送されたデータ48は、フレームと呼ばれる20msセグメント内に、それぞれ“フルレート
”、“１/2レート”“１/4レート”“１/8レート”として参照される４つの伝送速度の１
つで、各フレームは前と同量のデータの半分を含み、それ故レートの半分でデータを伝送
するとして、たたみ込みエンコーダ50に供給される。データ48は、会話の中止中のような
少ない情報が存在するとき、低いレートフレームが使用される典型的に可変レートのボコ
ードされた音声情報である。回旋エンコーダ50はデータ48をたたみ込み的に符号化し、符
号化された記号51を生じ、記号レピータ52はフルレートフレームに等価なデータの量を発
生するため、足りる量により符号化された記号51を繰り返す記号により繰り返された記号
53を発生する。例えば、１/4レートフレームの３つの付加的なコピーが４つのコピーの全
体として発生されるが、フルレートフレームの付加的なコピーは発生されない。
【０００８】
　ブロックインターリーバ54はインターリーブされた記号55を発生するために繰り返され
た記号53をブロックインターリーブする。変調器56はウオルシュ記号57生じるためインタ
ーリーブされた記号55に64－アレイ変調を実行する。それは64の可能な直交ウオルシュコ
ードの１つであり、64変調チップからなる各コードが6インターリーブされた記号55ごと
に伝送される。データバーストランダマイザ58はデータのただ１つの完全な実例が伝送さ
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れるように、フレームレート情報を使用して、擬似ランダムでウオルシュ記号57をゲート
することを実行する。パワー制御命令が対応する期間ごとに基地局により発生されるので
、ゲートは“パワー制御グループ”として引用された６ウオルシュ記号の増分で実行され
る。16パワー制御グループは、全ての16がフルレートフレームとして、8が１/2レートフ
レームとして、４が１/4レートフレームとして、２が１/8レートフレームとして伝送され
る状態で各20msフレームに対して起る。各低いレートフレームとして伝送されたパワー制
御グループは高いレートフレームとして伝送されたグループのサブセットである。
【０００９】
　ゲートされたウオルシュチップは、４つの長いチャンネルコードのレートで擬似ランダ
ム(PN)長いチャンネルコード59を使用して、各ウオルシュチップ発生変調データ61に直接
シーケンス変調される。長いチャンネルコードは各モバイルユニット10に対して１つしか
なく、各基地局によって知られている。変調されたデータ61は、I－チャンネルデータを
生じる同相擬似ランダム拡散コード(PNＩ)で変調を経て“拡散”された第1コピーとして
、および遅延60により拡散コードチップを1/２遅延され、Q－チャンネルデータを生じる
直角位相擬似ランダム拡散コード（PNQ）で変調を経て拡散された第2コピーとして複写さ
れる。PNＩおよびPNQ拡散データセットは、それぞれ同相および直角位相搬送信号に変調
するために使用される前に、各々低域通過フィルタ（示されない）に通される。変調され
た同相および直角位相搬送信号は、基地局または他の受信システム（示されない）に伝送
される前に合計される。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明は同じRFバンドによって受信された多元信号のデジタル受信処理を実行する新規
かつ改良されたシステムおよび方法である。発明の好ましい実施例において、デジタルRF
サンプルが探索器および復調器によりアクセスされるRAM待ち行列に記憶される。探索器
および復調器は好ましくはRAM待ち行列に沿って同じ集積回路に配置される。復調器はRAM
待ち行列内に記憶された一組の逆方向リンク信号を復調し、各逆方向リンク信号は特定の
時間オフセットで受信され、特定のチャンネルコードを使用して処理される。探索器は復
調器により処理されない逆方向リンク信号、およびアクセスチャンネルを経て伝送された
アクセス要求について周期的に探索する。探索器は好ましくは、１/8レートフレームの間
中に伝送される16パワー制御グループの２つに対応する各逆方向リンク信号の価値あるパ
ワー制御グループの間中、探索する。
【００１１】
　本発明の特徴、目的および利点は、同じ参照符号が対応している同一物を示す図面と共
に理解されるとき以下に示す詳細な記述からより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】セルラー電話システムのブロック図である。
【図２】従来技術により形成された基地局の部分のブロック図である。
【図３】IS-95逆方向リンク信号を発生するために使用される伝送システムのブロック図
である。
【図４】発明の一実施例により形成された基地局の受信処理システムの部分のブロック図
である。
【図５】発明の一実施例により形成された復調器のブロック図である。
【図６】発明の一実施例により形成された復調器FHTバンクのブロック図である。
【図７】発明の一実施例により形成された探索器のブロック図である。
【図８】発明の一実施例により形成された探索器FHTバンクのブロック図である。
【図９】発明の一実施例により実行されるオンタイム復調の累積位相中に実行されるステ
ップのフローチャートである。
【図１０】発明の一実施例により形成された復調器PNコード発生器のブロック図である。
【図１１】発明の一実施例により形成されたPNコードカスケード発生器のブロック図であ
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る。
【図１２】発明の一実施例により形成されたアンテナインターフェイスRAM待ち行列の構
造のブロック図である。
【図１３】発明の一実施例により実行される探索中に実行されるステップのフローチャー
トである。
【図１４】発明の一実施例により形成されたタイムトラッキングユニットのブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　好ましい実施例の詳細な記述
　一組の信号を復調するシステムおよび方法が無線デジタルセルラー電話システムに関連
して記述される。好ましい実施例において、受信デジタル処理は64ユーザまで実行でき、
実質的に単一の集積回路を使用して実施される。かかる構成が好ましく、発明は特にかか
る構成に適するが、発明はサテライトに基づいた通信システムおよび有線通信システム、
およびデジタル信号処理が複数の集積回路を使用して実行されるシステムを含む他の構成
にも採用され得る。
【００１４】
　図４は発明の一実施例により構成された受信処理システムのブロック図である。発明の
好ましい実施例において、図4の受信処理システムはセルラー電話システムの基地局12内
に配置される。示されるように、受信処理システムはアンテナシステム100に接続されたR
F受信機102およびデジタル処理システム104を含む。デジタル処理システム104は好ましく
は、ここに記述されるデジタルシステムの構成および作動により可能に作られた単一集積
回路に配置される。デジタル処理システム104は好ましくはメモリ(示されない)に記憶さ
れたソフトウエアを実行するマイクロプロセッサを含む外部制御システムで制御データを
変換する。加えて、デジタル処理システム104はさらなる処理および最終目的地への配送
のため図１の基地局制御器14へ伝送される受信データを発生する。また、多重RFユニット
が例えば異なるアンテナまたは基地局のセクタに対応してデジタル処理システム104とイ
ンターフェイスしてもよい。
【００１５】
　運転中、受信機102はアンテナシステム100を経ていくらかのバックグランドノイズおよ
び干渉と共にモバイルユニットから一組の逆方向リンク信号を含むRFエネルギーを受信す
る。受信機102は濾波し、下方変換し、逆方向リンク信号の組を含むRFエネルギーの1.25M
Hzにデジタル化し、デジタル化されたサンプルをデジタル処理システム10４へ供給する。
好ましくは、デジタル化されたサンプルは略2.5MHzのサンプルレートのため、毎秒1.2288
メガチップ（Mcps）である拡散チップレートで2回供給される。受信機102は技術において
よく知られている下方変換技術中、同相正弦(SIN)および直角位相正弦(COS)を混合するこ
とにより同相および直角位相サンプルを発生する。サンプルは好ましくは4ビットの分解
能を有する。
【００１６】
　デジタル処理システム104内で、デジタルサンプルはアンテナインターフェイス(AI)循
環バッファーRAM106に2xサンプルを記憶するRAMインターフェイス103により受けられる。
循環バッファーRAM106はスタテックRAMを含むメモリシステムの任意の型であってもよい
。一組の逆方向リンク信号および他のバックグランドノイズ内に特定の逆方向リンク信号
を検出かつ追跡するに十分な受入れ可能な分解能を依然として提供している限り、デシメ
ーションが循環バッファーRAMの必要な大きさを減少するために実行される。循環バッフ
ァーRAMは好ましくは任意の与えられた時間に同相および直角位相2xサンプルの両方の４
つのウオルシュ記号価値を記憶し、それは2,048同相サンプルおよび2,048直角位相サンプ
ルに対応する（４ウオルシュ記号＊64ウオルシュチップ/記号＊４拡散チップ/ウオルシュ
チップ＊２サンプル/拡散チップ）。各サンプルが４ビットであるので、記述される実施
例における必要な全メモリは2,048キロバイトである。
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【００１７】
　制御システム110の制御のもと、および復調器PNコード発生器114からの擬似ランダムノ
イズコードの使用のもとで、復調器112は循環バッファーRAM106からのサンプルを受け、
そこに記憶された一組の逆方向リンク信号を逆拡散する。上に注意したように、CDMA技術
によれば、各逆方向リンク信号は各モバイルユニット10のため１つしかない一組のPNコー
ドで変調および復調される。IS-95逆方向リンクについて、一組のPNコードは同相データ
の同相PNコード(PNI)、直角位相データの直角位相PNコード(PNQ)、および同相および直角
位相信号の両方を変調するために使用されたユーザコード(PNU)を含む。復調された各逆
方向リンク信号のPNコードの組の部分は復調器PNコード発生器114により供給される。
【００１８】
　IS-95標準にしたがって、変調中に使用されたPNコードの状態は、好ましくはGPS（全地
球測位システム）受信機を使用し、パイロットチャンネルおよび同期チャンネルを経て各
モバイルユニット10へ提供される、各基地局により知られかつ追跡されたシステム時間に
依存する。モバイルユニット10は基地局から供給されるシステム時間に基づいたPNコード
の組を使用して逆方向リンク信号を伝送する。基地局は、基地局におけるシステム時間に
関して伝送遅れにより信号オフセットを処理するために使用される逆方向リンクPNコード
の状態と調和して、いくらかの伝送遅れの後逆方向リンク信号を受信する。
【００１９】
　各オフセットは、それらが基地局12から異なる距離に配置されるので、各加入者ユニッ
トについて全般的に異なる。逆方向リンク信号は、それらが発生されるモバイルユニット
10のユーザコード(PNU)と同様にそれらのオフセットにより確認される。ユーザコードは
モバイルIDまたはモバイルユニット10のESNから決定され得る。かくして、特定のモバイ
ルユニット10から受信された信号は、モバイルユニット10 ESNおよび信号が受信されるオ
フセットを提供することにより参照され得る。同じモバイルユニット10からの信号の多重
発生は典型的に反射および他の多重経路現象を経て発生され、経路は長さが異なる。好ま
しくは、復調器112は信号が検出されたオフセットで復調し、復調は通信が終了され、ま
たは信号がより長く検出されなくなるまで、これらのオフセットで連続して実行される。
【００２０】
　運転中、復調器112は制御システム110により特定されたオフセットで処理された各逆方
向リンク信号のデータを出力する（“オンタイム”データのため“O”と呼ばれる）。加
えて、復調器112は特定されたオフセットの前に拡散チップの1/２持続を処理された信号
（早いため“E”と呼ばれる）、特定されたオフセットの後に拡散チップの1/２持続を処
理された信号（遅いため“L”と呼ばれる）を出力する。発明の好ましい実施例において
、同相および直角位相データの両方の偶数および奇数バージョンに対応している４つの出
力を有して、４つの出力が各オフセットに関して発生される。偶数および奇数バージョン
は、以下により詳細に記述される復調器FHTバンク116により処理を容易にするために提供
される別々のバージョンを有して、受信されたデータの単に交互の部分である。
【００２１】
　復調器FHTバンク116は復調器112からオンタイム逆拡散データを受け、各々オンタイム
ソフト決定データを発生している同相および直角位相データの両方に速いハダマード変換
（fast Hadamard transform）を実行する。早いおよび遅い復調データはタイムトラッキ
ングシステム119へ供給され、それはオンタイム復調データがさらに処理される間にデー
タを記憶する。オンタイムソフト決定データはデインターリーバ118へ供給される。デイ
ンターリーバ118は20msブロックで各逆方向リンク信号として受信されたソフト決定デー
タをデインターリーブし、デインターリーブされたソフト決定データはデコーダ120へ供
給される。デコーダ120は好ましくは図１の基地局制御器へ転送されるハード決定データ1
22を生じるため、トレリス（trellis）またはビタービ（Viterbi）復号を実行する。
【００２２】
　タイムトラッキングシステム119は結合されたオンタイムソフト決定データと同様に早
いおよび遅い逆拡散されたデータを受け、結合されたソフト決定データにより最も見こみ
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があると指示されたウオルシュ記号を使用している逆拡散されたデータをデカバーする。
もしデカバーされた早いソフト決定データがより大きなエネルギーを含むなら、タイムト
ラッキングシステム119は、PNチップの小部分により処理された逆方向リンク信号の多重
経路インスタンスで構成されたタイミングオフセット残余バッファー（フィンガー）をデ
クリメントインクリメント、即ち進める。特にタイミングオフセット残余バッファーは２
エネルギーレベルの大きさの差に比例する量によりオフセットされる。もしデカバーされ
た遅いソフト決定データがより大きなエネルギーを含むなら、タイムトラッキングシステ
ム119は、PNチップの同じ小部分により処理されたフィンガーで構成されたタイミングオ
フセット残余バッファーをインクリメントデクリメント、即ち遅らせる。
【００２３】
　処理が進められ、または遅らされることによりタイミングオフセットバッファーに記憶
された量がPN拡散チップの1/８持続に達するとき、特定の逆方向リンク信号が処理される
実際のオフセットはPN拡散チップの1/８持続により増加または減少される。発明の好まし
い実施例において、タイミングオフセットバッファーが増加される量は、他の増加量の使
用が本発明の使用と合致するが、復調された各16拡散チップについて拡散チップの1/2048
00の持続である。
【００２４】
　復調器112により実行された処理と同時に、探索器130は制御システム110の制御のもと
で循環バッファーRAM106からのサンプルを検索する。特に、制御システム110は、循環バ
ッファーRAM106に記憶されたサンプルの特定部分を検索し、もしそのモバイルからの逆方
向リンク信号がその時間に受信されているなら、決定のため特定のモバイルユニット10の
拡散コードの組を使用している一組の時間オフセット復調を実行することを探索器130に
指示する。好ましくは、探索器130は新しい逆方向リンク信号を検出するため、逆方向リ
ンク信号が復調器112により現在復調されなかった信号でないものについてオフセットで
復調する。復調は好ましくは、ゼロオフセット変調（“０”と呼ばれる）、.5拡散チップ
オフセット（“.5” と呼ばれる）、１拡散チップオフセット（“１” と呼ばれる）、お
よび1.5拡散チップオフセット（“1.5” と呼ばれる）に対応された４つの組で実行され
る。復調を実行するために使用されたPNコードは制御システム110の制御のもとで探索器P
Nコード発生器136により発生される。
【００２５】
　4つの復調の結果は、各復調の速いハダマード変換を実行する探索器FHTバンク132へ転
送され、６ウオルシュ記号またはパワー制御グループによる結果を蓄積する。探索器FHT
バンク132からのソフト決定エネルギーレベルの結果は探索器結果RAM134に記憶される。
制御システム110は探索器結果RAM134にアクセスし、もしエネルギーレベルが種々の閾値
以上で検出されるなら、構成された時間オフセットで処理を始めることを復調器112へ指
示する。
【００２６】
　発明の一実施例によれば、デジタル処理システムは80の異なるモバイルユニット10まで
から発生されまたは伝送され得る256逆方向リンク信号を同時に処理するように構成され
る。加えて、特定逆方向リンク信号の６多重経路インスタンス（フィンガー）まで任意の
与えられた時間に処理され得る。しかし、処理される逆方向リンク信号の全数が256を超
えないので、任意の特定逆方向リンク信号の処理され得る多重経路インスタンスの数は、
典型的に処理される逆方向リンク信号の全数、かつ各逆方向リンク信号の受信される多重
経路インスタンスの数に依存して６より少ない。各逆方向リンク信号の６多重経路インス
タンスまで一緒に処理されるように80の異なる逆方向リンク信号まで許容することは、シ
ステムが、高度に不規則な地形のために好まれる逆方向リンク信号のより小さな組の多く
の多重経路インスタンスを処理するため、またはより規則的な地形のために好まれる多く
の逆方向リンク信号のより少ない多重経路インスタンスを処理するために構成されてもよ
いという高められた柔軟性を提供する。
【００２７】
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　加えて、80の異なる逆方向リンク信号の6例を処理する能力は、単一のデジタル処理シ
ステム104がセクタ毎に20モバイルユニット10を有する3セクタ基地局のために必要な信号
処理を遂行することを許容する。セクタ毎に20モバイルユニットを有する3区分基地局は
産業において共通の構成であり、それ故デジタル処理システム104は、非常に望ましい特
に単一集積回路でかかる基地局12を実施することを可能にする。
【００２８】
　256信号の同時処理のため、デジタル処理システム104はPN拡散コードチップレート（チ
ップｘ32）のそれの32回クロックレート、または略40MHzで作動する。このクロックレー
トで、復調器112は処理されている256信号の各々に32クロックサイクルを割当てることが
できる。同様に、探索器130は、それに各パワー制御グループ中検索される1024のスルー
プットを与える操作毎に4つのオフセットの25632探索操作を実行できる。探索器130は受
信された新PN拡散コードチップの各組のために32復調動作を実行する。加えて、各クロッ
クサイクル中、探索器130は探索器PN拡散コード発生器136からの特定モバイルユニットの
16PNコード拡散チップを受け、復調器112は復調器PN拡散コード発生器114からの特定モバ
イルユニットの16PNコード拡散チップを受ける。かくして、復調器112は64モバイルユニ
ットからの受信された新拡散コードの各組のため、逆拡散復調器ごとに16PN拡散コードチ
ップを各々含んでいる16の32逆拡散復調動作（逆拡散）（復調器）を実行する。探索器13
0はまた、4つのチップオフセット0、0.5、1.0、1.5の組で16PN拡散コードを各々含んでい
る16の逆拡散された32復調器を実行する。
【００２９】
　PNコード発生器114および探索器PNコード発生器136は共にシステムPNコード発生器115
からシステムコードを、およびマスクRAM117からMASK値を受ける。各ウオルシュ記号中、
システムPNコード発生器115は、制御システム110の制御のもとで復調器PNコード発生器11
4および探索器PNコード発生器136の両方へシステムPNコードデータの72ビットを供給する
。特に、システムPNコード発生器115は、種々の逆方向リンク信号が受信される時間オフ
セットに対応した種々の状態でシステムコードを発生する。かくして、復調器112は復調
器PNコード発生器114により供給されたPNコードを使用して一組の逆方向リンク信号を復
調し、探索器130は探索器PNコード発生器136により供給されたPNコードを使用して一組の
逆方向リンク信号を復調する。
【００３０】
　図５は発明の一実施例により構成された復調器112のブロック図である。データレジス
タ200は制御システム110の制御のもとで循環バッファーRAM106からのデジタルサンプルの
ブロックを検索する。制御システム110は、以下により詳細に記述されるように、その特
定の時間に処理される逆方向リンク信号のオフセットに基づいて循環バッファーRAM内に
検索されるべきデータのブロックを指定する。データ選択/マルチプレクサバンク（デー
タ選択）202はデータをシフトすることにより制御システム110からのオフセット情報に基
づいた2xデータサンプルの正確なオフセットを作り、時間オフセットデータをXORバンク2
04－210へ適用する。サンプルは同相および直角位相成分の両方の偶数および奇数部分に
供給され、それ故４つの線が最も多い接続として示される。
【００３１】
　XORバンク204－210は同相および直角位相データの両方の偶数および奇数部分を処理す
るために４つのXORサブバンクを含む。各XORバンクはデカバーされたPNコードを受け、0.
0チップオフセット逆拡散データ、0.5チップオフセット逆拡散データ、1.0チップオフセ
ット逆拡散データおよび1.5チップオフセット逆拡散データを生じる互いから拡散チップ
の1/２持続のオフセットでサンプルにPNコードを適用する。PNコードは図４の復調器PNコ
ード発生器114から受け、PNチップレジスタ215に記憶する。
【００３２】
　発明の好ましい実施例において、特定の逆方向リンク信号のPNコードが供給され、それ
から次の逆方向リンク信号のPNコードがPNチップレジスタ215にラッチされる前に、その
逆方向リンク信号の４つのフィンガーの４つのオフセットまでの組が処理される。即ち、
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同じPNコードセグメントが循環バッファーRAM106からのサンプルの異なる組から選択され
た異なるインスタンスに対して特定の逆方向リンク信号の４つのインスタンスまで復調す
るために使用される。異なるサンプルが制御システム110からのオフセット情報に応答し
て復調器112により検索される。同じPNコードセグメントでの復調により、各フィンガー
からの結果は以下に記述されるようにより容易に蓄積され得る。
【００３３】
　本発明は、信号情報の４つのウオルシュ記号が必要とされるまで記憶されるデスキュウ
（deskew）バッファーとして循環バッファーRAM106を使用することにより、同じ逆方向リ
ンク信号の異なるインスタンスを復調するために同じPNコードセグメントの使用を容易に
する。サンプルの４つのウオルシュ記号価値を記憶することにより、逆方向リンク信号の
同じ部分が各フィンガーの循環バッファーRAMに同時に記憶されることを可能にする。こ
れは特定の逆方向リンク信号のフィンガーの結合中、付加的なメモリの使用の必要を除去
する。発明の他の実施例は、遅れの導入のような同じ逆方向リンク信号の異なるフィンガ
ーからのデータを一列に並べる代替例を使用してもよい。
【００３４】
　早い補間回路212は0.0チップオフセット逆拡散データおよび0.5チップオフセット逆拡
散データを受け、補間に使用している最新オフセット（早い逆拡散データ）の前に、チッ
プの持続の0、0.1251/8、0.251/4、または0.3753/8により逆拡散されたデータオフセット
の値を計算する。特に、早い補間回路212はオンタイム補間回路214に対して0.5だけ逆拡
散データオフセットした値を計算する。発明の代わりの実施例において、早い補間回路21
2は1.0および1.5チップオフセットデータも受けてもよい。発明の一実施例において、単
純な直線補間が使用されるが、他の補間方法の使用も発明の作働と両立する。例えば、任
意の７つのタップFIRが適当である。
【００３５】
　同様に、オンタイム補間回路214は0.5チップオフセット逆拡散データおよび1.0チップ
オフセット逆拡散データを受け、処理されるフィンガーの最新のオフセットに依存して、
補間に使用している0.5－、0.6255/8、0.75－、または0.8757/8のオフセットでオンタイ
ム逆拡散データの値を計算する。
【００３６】
　加えて、遅い補間回路216は1.0チップオフセット逆拡散データおよび1.5チップオフセ
ット逆拡散データを受け、補間に使用している拡散チップ（遅い逆拡散データ）の持続1.
01、1.1251 1/8、1.251 2/8または1.3751 3/8により遅延された逆拡散データの値を計算
する。とくに、遅い補間回路216はオンタイム逆拡散データからの拡散チップ、および早
い逆拡散データからの全部のチップの持続0.5遅延された逆拡散データを計算する。発明
の一実施例において、直線補間がまた遅れた逆拡散データの値を計算するために使用され
る。例えば、15タップFIRが適する。早い、遅いおよびオンタイムデータは図４の復調器F
HTバンク116に供給される。
【００３７】
　図６は発明の一実施例により構成された復調器FHTバンク116のブロック図である。32x2
FHT300はオンタイム逆拡散データを受け、同相(I)および直角位相(Q)成分に速いハダマー
ド変換を実行する。速いハダマード変換を実行するシステムおよび方法は本発明の譲受人
に譲渡され、ここに引用文献として組込まれた“速いハダマード変換を実行するシステム
および方法”と題するU.S.特許No．5,561,618に開示される。32x2FHT300の出力はI相関ベ
クトルおよびQ相関ベクトルを生じる偶数および奇数サンプルからの出力を結合する加算
－減算バタフライ結合器308により処理される。I－Qドット積304は蓄積器306へ転送され
る相関エネルギーベクトルを生じるIおよびQ相関ベクトルのドット積を発生する。
【００３８】
　蓄積器306は同じ逆方向リンク信号の異なるインスタンス（フィンガー）に対応した一
組の出力としてI－Qドット積304からのエネルギー相関ベクトルを蓄積する。一組のフィ
ンガーの相関値の蓄積は、使用されるべき同じPNコードセグメントが循環バッファーRAM1
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06内に記憶された同じ逆方向リンク信号の複数のインスタンスを復調することを許容する
循環バッファーRAM内のサンプルの４つのウオルシュ記号価値の蓄積により容易にされる
。
【００３９】
　特定の逆方向リンク信号からの全てのフィンガーからのエネルギー相関値が一度結合さ
れたなら、蓄積されたエネルギー相関ベクトルは最大選択310へ供給され、それは伝送さ
れた最も見こみのある相関ベクトルから最大相関値を選択し、対応している索引値を発生
する。最大検出操作を実行するシステムおよび方法は、本発明の譲受人に譲渡され、ここ
に引用文献として組込まれた“二重最大メトリック発生プロセスを採用している非コヒー
レント受信機”と題するU.S.特許No．5,442,627に開示される。最大選択310の出力は図４
のデインターリーバ118へ転送される。
【００４０】
　図７は発明の一実施例により構成された探索器130のブロック図である。データレジス
タ270が制御システム110の制御のもとで循環バッファーRAM106からのデジタルサンプルの
ブロックを受ける。制御システム110は、以下により詳細に記述されるように、その特定
の時間に処理される逆方向リンク信号のオフセットに基づいた循環バッファーRAM内に検
索されるべきデータのブロックを指定する。データ選択/マルチプレクサバンク（データ
選択）272は制御システム110からのオフセット情報に基づいた処理されるデータの時間オ
フセットを調節し、時間オフセットデータをXORバンク274－280へ適用する。サンプルは
同相および直角位相成分の両方の偶数および奇数部分に供給され、それ故４つの線が最も
多い接続として示される。
【００４１】
　XORバンク274－280は同相および直角位相データの両方の偶数および奇数部分を処理す
るため、それぞれ４つのXORサブバンクを含む。各XORバンクは復調されたPNコードを受け
、0.0チップオフセット逆拡散データ、0.5チップオフセット逆拡散データ、1.0チップオ
フセット逆拡散データおよび1.5チップオフセット逆拡散データを生じる互いから拡散チ
ップの1/２持続のオフセットでサンプルにPNコードを適用する。PNコードは図４の探索器
PNコード発生器114から受けられ、PNチップレジスタ295に記憶される。４つのオフセット
のチップオフセット逆拡散データは探索器FHTバンクへ転送される。
【００４２】
　図８は発明の一実施例により構成された探索器FHTバンク132のブロック図である。処理
される各オフセットについて、32x2FHT対400が早い逆拡散されたデータを受け、同相(I)
および直角位相(Q)成分の早いハダマード変換を実行する。32x2FHT対400の出力は、交互
の加算－減算方法でI相関ベクトルおよびQ相関ベクトルを生じる、偶数および奇数サンプ
ルからの出力を結合する加算－減算バタフライ結合器402により処理される。I－Qドット
積404は、各オフセットについて一組の相関エネルギーベクトルを生じるIおよびQ相関ベ
クトルのドット積を発生する。
【００４３】
　最大選択回路406は各エネルギー相関ベクトルから最大エネルギー相関ベクトルを選択
し、蓄積器408が一組のウオルシュ記号によるエネルギー相関値を蓄積する。好ましくは
、蓄積器408はパワー制御グループに対応する一組の６つのウオルシュ記号のエネルギー
相関値を蓄積する。６つのウオルシュ記号の使用は十分に高い可能性で逆方向リンク信号
を検出するため十分なエネルギーを蓄積することを許容し、また受信された十分な逆方向
リンク信号を適切に検出するため十分な数の検索が実行されることを許容する。蓄積器41
0の出力は探索器結果RAM134へ転送される。
【００４４】
　復調プロセスに戻ると、図９は発明の一実施例により復調器FHTバンク116（図４）内で
オンタイム復調の蓄積フェイズ中に実行されるステップのフローダイアグラムである。処
理はステップ450で始まり、ステップ451でFHTからのエネルギー相関値のベクトルが受信
される。ステップ452で、入来エネルギーベクトルが特定のモバイルユニット10から最初
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に受信されたか否かが決定される。もしそうなら、蓄積器306(図６)がクリアされ、ベク
トルが今クリアされた蓄積器に記憶される。もしそうでないなら、ステップ455でエネル
ギーベクトルが蓄積器306に現に記憶されたエネルギーベクトルに加算される。ステップ4
58において、ベクトルが特定のモバイルユニット10からの最期のベクトルとして処理され
たか否かがさらに決定される。もしそうでないなら、ステップ451が再び実行される。も
しそうなら、蓄積器に記憶された値はステップ456で最大検出回路に転送され、ステップ4
51が再び実行される。
【００４５】
　図10は発明の一実施例により構成された復調器PNコード発生器114のブロック図である
。同相拡散コード(PNI)カスケード発生器600、直角位相拡散コード(PNQ)カスケード発生
器602およびユーザコードカスケード発生器604が各々制御システム110からスタート状態
情報を受ける。スタート状態情報は好ましくはIS-95標準における使用で、42ビット数の
形を与えられる特定の逆方向リンクを処理するシステム時間である。スタート状態は256
拡散チップ毎に一度、またはウオルシュ記号ごとに一度好ましく供給される。
【００４６】
　スタート状態の使用で、カスケード発生器600および602は各々クロックサイクル毎に８
拡散コードチップを発生する。加えて、カスケード発生器604は、スタート状態およびユ
ーザマスクRAM117からの対応しているユーザマスクを使用してクロックサイクル毎に８ビ
ットのユーザコードを発生する。ユーザコードは同相および直角位相拡散コードでXORさ
れ、結果としての結合されたコードは復調器112へ転送される。
【００４７】
　探索器PNコード発生器136は、スタート状態および使用されるマスクコードが復調され
る逆方向リンク信号と同じである必要性のない任意の与えられた時間について、探索され
る特定の逆方向リンク信号として異なることを除いて、復調器PNコード発生器114と似た
方法で作動する。
【００４８】
　図11は発明の一実施例により構成されたユーザコードカスケード発生器604のブロック
図である。状態１レジスタ700は制御システム110からのスタート状態を受け、論理回路71
0にそれを適用する。論理回路710はIS-95標準にしたがって次の状態を発生するために必
要な演算をし、かくしてシステムコードの状態が１つの拡散チップだけ進められ、それは
状態２レジスタ702に記憶される。IS-95標準にしたがって実質的にデータをフォーマット
するシステムおよび方法は、本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献として組込まれ
た“伝送のためのデータをフォーマットする方法および装置”と題するU.S.特許No．5,50
4,773に開示される。
【００４９】
　論理回路712－716および状態レジスタ704－708は同様に計算しかつ前の状態レジスタに
関して１つ拡散コードチップだけ進められたシステム時間を記憶し、論理回路716の出力
は状態１レジスタ700の入力へ適用される。かくして、一度８つの状態が計算されると、
次の８つの状態は論理回路716の出力を状態１レジスタ700にラッチすることにより計算さ
れ得る。レジスタのより少ないまたはより多い数を計算するカスケード発生器が使用され
てもよい。加えて拡散コードはより速いクロックレートを使用して計算されてもよいが、
カスケード発生器の使用はそれが電力消費を減少するようにするのが好ましい。技術に熟
練した者は拡散コードを計算する代わりの方法を認識するであろう。
【００５０】
　状態レジスタ700－708の出力はまた、復調されたモバイルユニット10に対応しているユ
ーザマスクRAMからのユーザマスク720とANDされ、XORされ、結果としての数は1ビットにX
ORされる。結果として８つのビットが８ビットユーザコードセグメント722を形成する。8
ビットユーザコードセグメント722は上述されたように同相および直角位相拡散コードで
付加的にXORしている出力である。同相および直角位相拡散コードカスケード発生器600お
よび602はユーザコードカスケード発生器604と似た方法で作動するが、ユーザコードマス
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クおよびIS-95標準により特定されたようなユーザの異なる大きさの状態レジスタおよび
異なる論理回路を使用しない。
【００５１】
　図12は発明の一実施例により構成された循環バッファーRAM待ち行列の実際上の構造図
である。待ち行列は環状配列に構成され、それにより最新のサンプルが最も古いサンプル
の上に書かれる。待ち行列の容量はIおよびQデジタルサンプルマスク1WS－4WS両方の４ウ
オルシュ記号を記憶するに十分である。最新のサンプルは線498Aで始まり、線498B－498D
はそれぞれサンプルの１つのウオルシュ記号価値を区画する。他の逆方向リンク信号は、
その逆方向リンク信号の特定の到達時間に依存して異なる時間オフセットで起るこれらの
逆方向リンク信号のウオルシュ記号境界とともに、データの４つのウオルシュ記号価値内
に記憶される。例えば、線500は第1逆方向リンク信号のウオルシュ記号境界を区画し、線
502は第2逆方向リンク信号のウオルシュ記号境界を区画する。
【００５２】
　見やすいように、ある逆方向リンク信号のあるウオルシュ記号は循環バッファーRAM待
ち行列内に完全には記憶されない。部分的に記憶されたウオルシュ記号は正確に復調され
ない。しかし、サンプルの４つのウオルシュ記号価値を記憶することは、サンプルの少な
くとも２つの完全なウオルシュ記号が各逆方向リンク信号のために記憶されることを確実
にする。しばしばあるインスタンスにおいて、３つのウオルシュ記号が情報ルートを経て
循環バッファーRAMにより復調されかもしれず、それによりウオルシュ記号のスタートは
それが書かれる前にちょうど復調される。
【００５３】
　２つの完全なウオルシュ記号は、カバー領域の縁からの伝送、および次から基地局への
伝送間からこうむられたオフセットの多分最大差に対応する。２つの完全なウオルシュ記
号はまた、特定の逆方向リンク信号の直接経路伝送および全般的に引き受けられたセルサ
イズのその逆方向リンク信号の他の反射された多重経路成分間の多分最大オフセットに対
応する。かくして、同じシステム時間で伝送された逆方向リンク信号は、たとえそれらが
基地局のカバー領域内で異なる位置から伝送されたとしても、異なるメモリ位置であるけ
れども循環バッファーRAM内に同時に記憶されるであろう。循環バッファーRAMの大きさを
増大することにより、より大きなセルサイズが適応され得る。加えて、６ウオルシュ記号
循環バッファーRAMの使用は、典型的にある程度の回帰的復調および、そのためより多い
処理時間を必要とするコヒーレント復調を実行するために有用である。８ウオルシュ記号
循環バッファーRAMの使用は、知られたデータの探索およびまた回帰的処理を含む補助さ
れたデータ、または因果関係のない復調のために有用である。
【００５４】
　再び図４を参照すると、運転中制御システム110は循環バッファーRAMに記憶された最も
近いサンプルの基地局におけるシステム時間を追跡する。加えて、制御システム110は、
現に知られかつ復調器112により処理されている各逆方向リンク信号のオフセット即ち遅
れを追跡する。オフセットを使用して、制御システム110は各逆方向リンク信号の処理さ
れるべきサンプルの次の組の循環バッファーRAM内のメモリアドレス位置を計算し、その
スタートアドレスを復調器112へ供給する。加えて、制御システム110はPNコードを発生さ
せるため、逆方向リンク信号の組を復調器PNコード発生器に提供する。復調器112は特定
されたオフセットで循環バッファーRAMからメモリを検索し、復調器PN拡散コード発生器1
14からのPN拡散コードを図５のデータ選択202を使用している特定オフセットに適用する
。
【００５５】
　同様に、制御システム110は探索する逆方向リンク信号およびオフセットが何かを計算
する。計算は好ましくは内部探索アルゴリズムに応答しており、特定のモバイルユニット
10がその基地局のカバー領域に入っていることを基地局に通知している図１の基地局制御
器14から受信された制御データに応答する。この通知は発生されるべきPNコードを許容す
るモバイルユニットについて確認情報を含む。
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【００５６】
　制御システム110はメモリアドレス位置を計算し、これらのメモリアドレス位置を探索
器130に供給する。加えて、制御システムはPNコードを発生させるため、ユーザのアイデ
ンティティを探索器PNコード発生器136に供給する。サンプルの各新しい拡散チップ価値
が受けられるので、探索器は制御システム110からの特定アドレス位置で始め、または続
ける循環バッファーRAMからのサンプルを検索し、検索器PNコード発生器136からのPNコー
ドを適用する。
【００５７】
　発明の一実施例において、制御システム110は任意の与えられた時間に探索する逆方向
リンク信号を計算するとき２つの要因を考慮するが、付加的な要因がまた考慮されてもよ
い。第1に、もし特定の逆方向リンク信号のパワー制御グループが“価値ある”グループ
にあるなら、制御システム110が決定する。即ち、制御システム110は、現パワー制御グル
ープが1/8レートフレームとして伝送されているか否かを決定する。もしそうなら、たと
え選ばれたモバイルのレートが何であるとしても、逆方向リンク信号がこの時に伝送され
かつ受信されていることが保証され得、それ故検出のために利用可能である。発明の好ま
しい実施例において、価値あるパワー制御グループはIS-95標準に示された予定のアルゴ
リズムに基づいて基地局に知られる。加えて、実質的にIS-95標準によるデータ伝送のシ
ステムおよび方法は、本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献として組込まれた“デ
ータバーストランダマイザ”と題するU.S.特許No．5,659,569に開示される。
【００５８】
　価値あるパワー制御グループを現に伝送しているこれらのモバイルユニットのため、制
御システム110は、探索が導入されることなく逆方向リンク信号が時間の最長期間過ぎた
ことを決定する。制御システム110はさらに、探索器130の与えられた容量を実行され得る
探索器の数を決定し、利用可能な容量まで探索することなく最長を過ぎた逆方向リンク信
号の組だけのために探索を要求する。加えて、制御システム110は、各パワー制御グルー
プ中、探索がアクセスチャンネル伝送のため実行されることを要求し、その上通信がなさ
れるよう開始することを要求する。アクセスチャンネルは、ユーザマスクで発生された個
人的なユーザコード(PNU)よりはむしろ、全てのモバイルユニット10について同じである
公共の知られたアクセスの長いコードで発生された単純な正常の逆方向リンク信号である
。
【００５９】
　図13は発明の一実施例により探索中に実行されるステップのフローダイアグラムである
。探索はステップ250で始まり、ステップ252で価値あるパワー制御グループ中に受信され
たモバイルユニット10が価値ある信号として確認される。ステップ254で、最期の探索が
その信号のために実行された以来の時間により価値ある信号がランク付けされ、ステップ
256で、最期の探索以来最長時間が経過した一組の価値ある信号について、探索器の最大
容量にまで探索が要求される。一度探索が要求されると、各逆方向リンク信号のために実
行された最期の探索以来の時間が更新され、探索はステップ258で終了する。発明の好ま
しい実施例において、探索は正常な運転中前進方法で繰返し実行される。
【００６０】
　図14は発明の一実施例により構成されたタイムトラッキングユニット119のブロック図
である。遅延/デマルチプレクサFIFO550は復調器112から早いおよび遅い逆拡散データを
受け、同じ逆方向リンク信号の６つの異なる発生（フィンガー）まで、遅延/デマルチプ
レクサFIFO550内のレジスタF1－F6へ記憶する。もし６多重経路より少ない経路が復調さ
れているなら、全てのレジスタF1－F6はデータを含まないであろう。早いおよび遅い両デ
ータの偶数および奇数部分が各フィンガーの単一データストリームにデマルチプレクスさ
れ、デマルチプレクスされたデータストリームがデカバー回路552に供給される。デカバ
ー回路552はまた選択されたウオルシュ記号のウオルシュ索引を受ける。
【００６１】
　ウオルシュ索引の使用が利用可能になるとき、デカバー回路552は、ウオルシュ索引に
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対応するウオルシュ記号でデータを含むこれらのレジスタF1－F6に記憶された早いおよび
遅い逆拡散されたデータを直列方法でデカバー、即ち復調することを始め、各フィンガー
の同相および直角位相の早いおよび遅い復調データを生じる。各フィンガーの同相および
直角位相の早いおよび遅い復調データは、同相および直角位相データの計算ドット積の大
きさを発生するI－Qドット積回路554に供給され、各フィンガーの早いおよび遅いエネル
ギー値を生じる。比較回路558は各フィンガーの早いおよび遅い処理が最強のエネルギー
レベルを作り出すか否かを指示し、その指示を制御システム110へ転送する。
【００６２】
　制御システム110は構成されたフィンガーのオフセットによりバッファーに存するタイ
ムトラッキングを増加または減少することにより比較回路558からの指示データに応答し
、それ故各復調動作の拡散コードチップの1/2,000の持続に貢献し、構成されたフィンガ
ーの処理を進めまたは遅らせる。タイムトラッキングバッファーが上述のように拡散チッ
プの1/８持続により変化するとき、明らかなように、各フィンガーのオフセットが独立に
変化するので、フィンガーは別々に処理される。しかし、オンタイム相関ベクトルが結合
され得る間各フィンガーの処理を遅らせることにより、最も見こみのあるウオルシュ記号
が全てのフィンガーからのエネルギーを使用して選択され得、かくして正確な選択の見込
みを増加する。
【００６３】
　かくして、単一または減少された数の集積回路で実施され得る、複数の信号、好ましく
はCDMA信号の処理システムおよび方法が記述された。好ましい実施例の先の記述は、技術
に熟練した者ならだれでも本発明を作りまたは使用することを可能にするように提供され
た。これらの実施例に対する種々の変形例がすでに技術に熟練した者に明らかであり、こ
こに定義された基本的原理は発明能力を使用することなく他の実施例に適用されるかもし
れない。かくして、本発明はここに示された実施例に限定されることを意図されず、ここ
に開示された原理および新規な特長を構成する最も広い範囲に従わされるべきである。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１３】 【図１４】
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