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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転送チャ
ネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信すること（５１０）と
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも２つの転送チャネルの
復号を試みること（５４０.１）と、ここにおいて、前記少なくとも２つの転送チャネル
は、第１および第２の転送チャネルを備え、前記復号を試みることは、前記第１の転送チ
ャネルの復号を試みた後の既定の時間インターバルで、前記第２の転送チャネルの復号を
試みることを備え、
　復号の成功に基づいて、前記第１のＴＴＩの間に、前記第１の転送チャネルと前記第２
の転送チャネルとのそれぞれに対し肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信すること（５６
０.１）と
　を備え、
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間の前記第１の転送チャネルと前記第２の転送チャ
ネルとのそれぞれに対応する前記シンボルの送信を中断するように動作可能である、
　ここにおいて、前記ＡＣＫを送信することは、前記ＡＣＫ送信をパイロット送信と多重
化することを備える、方法。
【請求項２】
　前記第１のＴＴＩに続く第２のＴＴＩの間に前記複合チャネルに対応するシンボルを受
信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　各ＴＴＩはさらにスロットへと再分割され、前記復号を試みることは、固定数のスロッ
トごとに一度復号を試みることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＡＣＫ送信を多重化することは、時間的に多重化することを備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ＡＣＫ送信を多重化することは、符号的に多重化することを備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも２つの転送チャネルは、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃのビットを搬送するた
めの少なくとも２つの転送チャネルを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、さらに、テールバイティング畳込符号復号器を用いて前記転送チャネルの
うちの少なくとも１つについてのデータを復号することを備える、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記送信することは、Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標）システムのダウンリンク上で送信する
ことを備え、前記受信することは、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で受信す
ることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記送信することは、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で送信することを備え、
前記受信することは、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンク上で受信することを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも２つのユーザ機器（ＵＥ）からの複合チャネルに対応するシンボルを受信す
ることをさらに備え、前記復号を試みることは、ＵＥがソフトハンドオフ状態であるか否
かに基づいて、前記少なくとも２つのＵＥに対する復号の試みを優先することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　第１の割付伝送間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転送チャネ
ルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信するように構成された受信機（２５０
）と、
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも２つの転送チャネルの
復号を試みるように構成された復号器（２７０）と、ここにおいて、
　前記少なくとも２つの転送チャネルは、第１および第２の転送チャネルを備え、前記復
号器は、前記第１の転送チャネルの復号を試みた後の既定の時間インターバルで、前記第
２の転送チャネルの復号を試みるように構成されており、
　復号の成功裏な結果に基づいて、前記第１のＴＴＩの間に、前記第１の転送チャネルと
前記第２の転送チャネルとのそれぞれに対し肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信するよ
うに構成された送信機（４３０）と
　を備え、
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間の前記第１の転送チャネルと前記第２の転送チャ
ネルとのそれぞれに対応する前記シンボルの送信を中断するように動作可能である、
　ここにおいて、前記送信機は、前記ＡＣＫ送信をパイロット送信と多重化するように構
成される、装置。
【請求項１２】
　前記受信機は、さらに、前記第１のＴＴＩに続く第２のＴＴＩの間に前記複合チャネル
に対応するシンボルを受信するように構成される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
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　各ＴＴＩはさらにスロットへと再分割され、前記復号器は、固定数のスロットごとに一
度復号を試みるように構成される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記送信機は、前記ＡＣＫ送信を前記パイロット送信と時間的に多重化するように構成
される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記送信機は、前記ＡＣＫ送信を符号的に多重化するように構成される、請求項１１に
記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも２つの転送チャネルは、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃのビットを搬送するた
めの少なくとも２つの転送チャネルを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記復号器は、テールバイティング畳込符号復号器を備える、請求項１６に記載の装置
。
【請求項１８】
　前記送信機は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンク上で送信するように構成され、前
記受信機は、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で受信するように構成される、
請求項１１に記載の装置。
【請求項１９】
　前記送信機は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で送信するように構成され、前
記受信機は、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンク上で受信するように構成される、
請求項１１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記受信機は、少なくとも２つのユーザ機器（ＵＥ）からの複合チャネルに対応するシ
ンボルを受信するようにさらに構成され、前記復号を試みることは、ＵＥがソフトハンド
オフ状態にあるか否かに基づいて、前記少なくとも２つのＵＥに対する復号の試みを優先
することを備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転送チャ
ネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信する（５１０）ための手段と、
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも２つの転送チャネルの
復号を試みる（５４０.１）ための手段と、ここにおいて、前記少なくとも２つの転送チ
ャネルは、第１および第２の転送チャネルを備え、前記復号を試みるための手段は、前記
第１の転送チャネルの復号を試みた後の既定の時間インターバルで、前記第２の転送チャ
ネルの復号を試みるための手段を備え、
　復号の成功に基づいて、前記第１のＴＴＩの間に、前記第１の転送チャネルと前記第２
の転送チャネルとのそれぞれに対し肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信する（５６０.
１）ための手段と
　を備え、
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間の前記第１の転送チャネルと前記第２の転送チャ
ネルとのそれぞれに対応する前記シンボルの送信を中断するように動作可能である、
　ここにおいて、前記ＡＣＫを送信するための手段は、前記ＡＣＫ送信をパイロット送信
と多重化することを備える、装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも２つの転送チャネルは、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃのビットを搬送するた
めの少なくとも２つの転送チャネルを備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、コンピュータに対し
て、
　第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転送チャ
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ネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信させ（５１０）、
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも２つの転送チャネルの
復号を試みさせ（５４０.１）、ここにおいて、前記少なくとも２つの転送チャネルは、
第１および第２の転送チャネルを備え、前記コンピュータに前記復号を試みさせるための
前記命令は、前記第１の転送チャネルの復号を試みた後の既定の時間インターバルで、前
記第２の転送チャネルの復号を試みさせることを含み、
　復号の成功に基づいて、前記第１のＴＴＩの間に、前記第１の転送チャネルと前記第２
の転送チャネルとのそれぞれに対し肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信させ（５６０.
１）、
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間の前記第１の転送チャネルと前記第２の転送チャ
ネルとのそれぞれに対応する前記シンボルの送信を中断するように動作可能であり、
　ここにおいて、前記ＡＣＫを送信させることは、前記ＡＣＫ送信をパイロット送信と多
重化することを備える、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれる、２００８年６月９日に出願された「Ap
paratus and Methods for Increasing Capacity in Wireless Communications」と題する
米国仮出願６１／０６０,１１９号、２００８年６月１０日に出願された「Apparatus and
 Methods for Increasing Capacity in Wireless Communications」と題する米国仮出願
６１／０６０，４０８号、２００８年６月１３日に出願された「Apparatus and Methods 
for Increasing Capacity in Wireless Communications」と題する米国仮出願６１／０６
１，５４６号の優先権を主張する、２００９年４月１５日に出願された「Increasing Cap
acity in Wireless Communications」と題する米国出願第４２４,０５０号に関する。
【０００２】
　本発明は一般的に、デジタル通信に関し、さらに詳細には、伝送電力を減らすため、且
つ、無線デジタル通信システムの容量を改善するための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　［背景］
　無線通信システムは、音声、パケットデータなど、様々なタイプの通信を提供するため
に広く展開されている。これらのシステムは、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）、あるいは、別の多元接続技術に
基づきうる。例えば、そのようなシステムは、第３世代パートナーシッププロジェクト２
（３ＧＰＰ２、あるいは、「ｃｄｍａ２０００」）、第３世代パートナーシップ（３ＧＰ
Ｐ、あるいは、「Ｗ－ＣＤＭＡ」）、または、ロングタームエボリューション（「ＬＴＥ
」）のような規格と一致しうる。
【０００４】
　送信機から受信機への伝送は、受信信号における誤りを防ぐために、ある程度の冗長を
用いることが多い。例えば、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおいて、転送チャネルに対応する情
報ビットは、非整数レートのシンボル符号化およびシンボル反復（またはパンクチャリン
グ）を使用して処理されうる。そのような符号化シンボルは、さらに、１または複数の別
の転送チャネルからの符号化シンボルと多重化され、スロットとして知られているサブセ
グメントへとグループ化され、無線で伝送されうる。シンボル冗長技術により、チャネル
上に雑音が存在する場合においても情報ビットを正確に回復することができるが、そのよ
うな技術は、さらに、信号の受信状態が良い場合、システム全体の伝送電力におけるプレ
ミアムを表す。そのようなプレミアムは、システム容量、すなわち、システムがあらゆる
所与の時間に確実にサポートすることができるユーザの数を望ましくない形で減らしうる
。
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【０００５】
　伝送冗長度を最小化し、容量を増やすために、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおけるデータの
効率的な伝送を可能にする技術を提供することが望まれるであろう。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示の態様は、第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ； transmission time int
erval）の間に、少なくとも２つの多重化転送チャネルを備える複合チャネルに対応する
シンボルを受信することと、第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも
１つの転送チャネルの復号を試みることと、復号の成功に基づいて肯定応答メッセージ（
ＡＣＫ）を伝送することとを備え、ＡＣＫは、第１のＴＴＩの間のシンボルの伝送を中断
するように動作可能である方法を提供する。
【０００７】
　本開示の別の態様は、第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも
２つの多重化転送チャネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信するように構
成された受信機と、第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも１つの転
送チャネルの復号を試みるように構成された復号器と、復号の成功の結果に基づいて肯定
応答メッセージ（ＡＣＫ）を伝送するように構成された送信機とを備え、ＡＣＫは、第１
のＴＴＩの間のシンボルの伝送を中断するように動作可能である装置を提供する。
【０００８】
　本開示のさらに別の態様は、第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少な
くとも２つの多重化転送チャネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信するた
めの手段と、第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも１つの転送チャ
ネルの復号を試みるための手段と、復号の成功に基づいて肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）
を伝送するための手段とを備え、ＡＣＫは、第１のＴＴＩの間のシンボルの伝送を中断す
るように動作可能である装置を提供する。
【０００９】
　本開示のさらに別の態様は、コンピュータに対して、第１の割付伝送時間インターバル
（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転送チャネルを備える複合チャネルに対応す
るシンボルを受信させ、第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも１つ
の転送チャネルの復号を試みさせ、復号の成功に基づいて肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）
を伝送させるための命令を記憶し、ＡＣＫは、第１のＴＴＩの間のシンボルの伝送を中断
するように動作可能であるコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本開示の技術が適用されうる無線セルラ通信システムを示す。
【図２Ａ】図２Ａは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従うダウンリンクデータ伝送のためのノードＢ
における信号処理の図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格によって定義されるような、ダウンリンクデータ
物理チャネル（ＤＰＣＨ）についてのフレームおよびスロットフォーマットの図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格によって定義されるような、アップリンクデータ
物理チャネル（ＤＰＣＨ）についての対応するフレームおよびスロットフォーマットの図
である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従う、ダウンリンクデータ受信のためにＵＥに
おいて実行されうる信号処理の図である。
【図３】図３は、Ｗ－ＣＭＤＡのための従来技術のシグナリングスキームと関連付けられ
たタイミング図を示す。
【図４】図４は、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従って動作するシステムのための伝送の早期終了に
ついてのスキームの例示的な実施形態を示す。
【図５】図５は、本開示に従うＴＴＩについての早期復号スキームの例示的な実施形態を
示す。
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【図６Ａ】図６Ａは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従う早期終了のためのＡＣＫシグナリングスキ
ームを示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク上でのＡＣＫ伝送のた
めのフレームおよびスロットフォーマットの例示的な図を示す。
【図６Ｃ】図６Ｃは、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおけるアップリンク上でのＡＣＫ伝送のた
めのフレームおよびスロットフォーマットの例示的な図を示す。
【図７】図７は、ＡＣＫをＵＥから受信することに応答してのダウンリンク伝送の早期終
了のためにノードＢで実行される処理の例示的な実施形態を示す。
【図８】図８は、Ｗ－ＣＤＭＡインターフェースを通した、クラスＡ、Ｂ、ＣのＡＭＲビ
ットを含む単一のフルレートＡＭＲフレームの伝送のための従来技術のスキームの簡略的
な図を示す。
【図９】図９は、本開示に従い、Ｗ－ＣＤＭＡインターフェースを通してフルレートのＡ
ＭＲフレームを伝送するためのスキームの例示的な実施形態を示す。
【図１０】図１０は、テールバイティング畳込符号（tail-biting convolutional code）
を用いるシステムの例示的な実施形態を示す。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本開示の原理が適用されうるＵＭＴＳに従って動作する例示的
な無線ネットワークを記述する。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本開示の原理が適用されうるＵＭＴＳに従って動作する例示的
な無線ネットワークを記述する。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、本開示の原理が適用されうるＵＭＴＳに従って動作する例示的
な無線ネットワークを記述する。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、本開示の原理が適用されうるＵＭＴＳに従って動作する例示的
な無線ネットワークを記述する。
【図１２】図１２は、アップリンク上でノードＢと通信するＵＥに対して早期復号の試み
を優先するノードＢにおいて維持されうる表の例示的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［詳細な説明］
　添付の図に関して下に示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態の記述である
ことが企図され、本発明が実施されうる唯一の例示的な実施形態を表すことは企図されな
い。本記述全体で使用される「例示的（exemplary）」という用語は、「実例、事例、例
証としての役割を果たすこと」を意味し、必ずしも、他の例示的な実施形態よりも好まし
いあるいは有利であると解釈されるわけではない。詳細記述は、本発明の例示的な実施形
態の全体的な理解を提供するために、特定な詳細を含む。本発明の例示的な実施形態が、
これらの特定な詳細なしに実施されうることは当業者には明らかであろう。いくつかの例
において、周知の構造およびデバイスが、本明細書に提示される例示的な実施形態の新規
性を不明瞭にしないために、ブロック図の形で示される。
【００１２】
　本明細書および特許請求の範囲において、エレメントが別のエレメントに「接続されて
いる」または「結合されている」と称される場合、それは、別のエレメントに直接的に接
続または結合されているか、あるいは、介在エレメントが存在しうることが理解されるで
あろう。対照的に、エレメントが別のエレメントに「直接的に接続されている」または「
直接的に結合されている」と称される場合、介在エレメントは存在しない。
【００１３】
　通信システムは、単一キャリア周波数またはマルチキャリア周波数を使用しうる。図１
を参照すると、無線セルラ通信システム１００において、参照番号１０２Ａ～１０２Ｇは
セルを指し、参照番号１６０Ａ～１６０ＧはノードＢを指し、参照番号１０６Ａ～１０６
Ｉはユーザ機器（ＵＥ）を指す。通信チャネルは、ノードＢ １６０からＵＥ １０６への
伝送のためのダウンリンク（順方向リンクとしても知られている）と、ＵＥ １０６から
ノードＢ １６０への伝送のためのアップリンク（逆方向リンクとしても知られている）
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とを含む。ノードＢは、トランシーバ基地局（ＢＴＳ）、アクセスポイント、または、基
地局とも呼ばれる。ＵＥ １０６は、アクセス局、リモート局、モバイル局、あるいは、
加入者局としても知られている。ＵＥ １０６は、モバイルまたは固定でありうる。さら
に、ＵＥ １０６は、無線チャネルを通して、あるいは、例えば、光ファイバまたは同軸
ケーブルを使用する有線チャネルを通して通信する任意のデータデバイスでありうる。Ｕ
Ｅ １０６は、さらに、ＰＣカード、コンパクトフラッシュ（登録商標）、外付けまたは
内蔵モデム、あるいは、無線または有線電話を含むがそれらに限定されない多種多様なデ
バイスのいずれかでありうる。
【００１４】
　最新の通信システムは、複数のユーザが共通の通信媒体にアクセスできるように設計さ
れる。時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、空間分割多元接
続、偏光分割多元接続（polarization division multiple-access）、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）、および、他の類似した多元接続技術のような多数の多元接続技術が当技術
分野では知られている。この多元接続のコンセプトは、共通通信リンクへの複数のユーザ
アクセスを可能にするチャネル割付方法である。チャネル割付は、特定の多元接続技術に
依存して様々な形態をとりうる。例として、ＦＤＭＡシステムの場合、周波数スペクトル
の全領域は、多数のより小さいサブバンドに分割され、各ユーザは、通信リンクにアクセ
スするためにそれぞれのサブバンドが与えられる。あるいは、ＣＤＭＡシステムの場合、
各ユーザは、常に周波数スペクトル全域が与えられ、それぞれの伝送は符号を使用するこ
とで区別される。
【００１５】
　本開示の特定の例示的な実施形態は、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従った動作について下に記述
されうるが、当業者は、この技術が、別のデジタル通信システムに容易に適用されうるこ
とを認識するであろう。例えば、本開示の技術は、ｃｄｍａ２０００無線通信規格および
／または他のあらゆる通信規格に基づくシステムにも適用されうる。そのような別の例示
的な実施形態は、本開示の範囲内であることが企図される。
【００１６】
　図２Ａは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従ったダウンリンクデータ伝送のためのノードＢにおけ
る信号処理の図である。ダウンリンクの信号処理は図２Ａおよび２Ｂに関して具体的に記
述されるが、アップリンク上で実行される対応の処理は当業者には明白であり、ダウンリ
ンクおよびアップリンクの両方における本開示の例示的な実施形態は、本開示の範囲内で
あることが企図される。
【００１７】
　Ｗ－ＣＤＭＡシステムの上部シグナリングレイヤは、１または複数の転送チャネル上で
の特定の端末へのデータ伝送をサポートし、各転送チャネル（ＴｒＣＨ）は、１または複
数のサービスについてのデータを搬送することができる。これらのサービスは、音声、ビ
デオ、パケットデータなどを含み、これは、本明細書において、総称して「データ」と呼
ばれうる。
【００１８】
　各転送チャネルについてのデータは、その転送チャネルに対して選択される１または複
数の転送フォーマットに基づいて処理される。各転送フォーマットは、その転送フォーマ
ットが適用される伝送時間インターバル（ＴＴＩ）、データの各転送ブロックのサイズ、
各ＴＴＩ内の転送ブロックの数、使用されるべきコード化スキームなど、様々な処理パラ
メータを定義する。ＴＴＩは、１０ミリ秒（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、または８０ｍ
ｓとして指定されうる。各ＴＴＩは、そのＴＴＩの転送フォーマットで特定されたように
、同サイズの転送ブロックを多数有する転送ブロックセットを伝送するために使用されう
る。各転送チャネルについて、転送フォーマットは、ＴＴＩごとに動的に変化し、転送チ
ャネルに使用されうる転送フォーマットのセットは転送フォーマットセットと呼ばれる。
【００１９】
　図２Ａで示されるように、各転送チャネルのデータが、各ＴＴＩにつき１または複数の
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転送ブロックで、それぞれの転送チャネル処理セクション２１０に提供される。各処理セ
クション２１０内で、各転送ブロックは、ブロック２１２において、巡回冗長検査（ＣＲ
Ｃ）ビットのセットを計算するために使用される。ＣＲＣビットは、転送ブロックに取り
付けられ、ブロック誤り検出のために、受信側の端末によって使用される。次に、各ＴＴ
Ｉの１または複数のＣＲＣコード化ブロックは、ブロック２１４において、互いに直列に
連結されうる。連結後のビットの総数が符号ブロックの最大サイズよりも多い場合、この
ビットは、多数の（同サイズの）符号ブロックへとセグメント化される。最大符号ブロッ
クサイズは、転送フォーマットによって特定され、現在のＴＴＩに使用するために選択さ
れた特定のコーディングスキーム（例えば、畳み込みコード化、ターボコード化、あるい
は、コード化なし）によって決定される。次に、各符号ブロックは、ブロック２１６にお
いて、コード化ビットを生成するために、選択されたコード化スキームを用いてコード化
されるか、あるいは、全くコード化されない。
【００２０】
　次に、ブロック２１８では、このコード化ビットに対して、より上部のシグナリングレ
イヤによって割り当られたレートマッチング属性に従ってレートマッチングが実行され、
転送フォーマットによって特定されうる。アップリンク上では、伝送されるべきビットの
数が利用可能なビット位置の数と一致するように、ビットが反復またはパンクチャリング
（すなわち、削除）されうる。ダウンリンク上では、ブロック２２０において、未使用の
ビット位置が不連続伝送（ＤＴＸ）ビットで満たされる。ＤＴＸビットは、伝送がいつオ
フにされるべきかを示し、実際には伝送されない。
【００２１】
　次に、ブロック２２２において、各ＴＴＩに対してレートマッチングされたビットは、
時間ダイバーシチを提供するために、特定のインターリービングスキームに従ってインタ
ーリーブされる。Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従って、このインターリービングは、１０ｍｓ、２
０ｍｓ、４０ｍｓ、または８０ｍｓと選択されうるＴＴＩにわたって実行される。ブロッ
ク２２４において、選択されたＴＴＩが１０ｍｓよりも長い場合、このＴＴＩ内のビット
はセグメント化され、連続的な転送チャネルフレーム上にマッピングされる。各転送チャ
ネルフレームは、（１０ｍｓの）物理チャネル無線フレーム期間（すなわち、簡単には１
つの「フレーム」）にわたって伝送されるべきＴＴＩの一部に対応する。
【００２２】
　Ｗ－ＣＤＭＡにおいて、特定の端末に伝送されるべきデータは、より上部のシグナリン
グレイヤにおいて、１または複数の転送チャネルとして処理される。次に、この転送チャ
ネルは、通信（例えば、呼出）のために端末に割り当てられた１または複数の物理チャネ
ルにマッピングされる。Ｗ－ＣＤＭＡにおいて、ダウンリンク専用物理チャネル（ダウン
リンクＤＰＣＨ）は、典型的に、通信期間の間、各端末に割り当てられる。ダウンリンク
ＤＰＣＨは、時分割多重化方法で転送チャネルデータを、制御データ（例えば、パイロッ
ト、電力制御情報など）と共に搬送するために使用される。よって、ダウンリンクＤＰＣ
Ｈは、下に記述されるように、ダウンリンク専用物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）と、
ダウンリンク専用物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）との多重送信とみなされうる。この転
送チャネルデータは、ＤＰＤＣＨにしかマッピングされず、ＤＰＣＣＨは、物理レイヤシ
グナリング情報を含む。
【００２３】
　全てのアクティブ転送チャネル処理セクション２１０からの転送チャネルフレームは、
ブロック２３２において、コード化複合転送チャネル（ＣＣＴｒＣＨ）へと連続的に多重
化される次に、ブロック２３４において、ＤＴＸビットは、伝送されるべきビットの数が
、データ伝送に使用されるべき１または複数の「物理チャネル」上の利用可能なビット位
置の数と一致するように、多重化された無線フレームに挿入されうる。１よりも多くの物
理チャネルが使用されると、ブロック２３６において、ビットは、この物理チャネル間で
セグメント化される。次に、ブロック２３８において、各物理チャネルの各フレーム内の
ビットは、さらにインターリーブされ、さらなる時間ダイバーシチを提供する。次に、ブ
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ロック２４０において、インターリーブされたビットは、それぞれの物理チャネルのデー
タ部（例えば、ＤＰＤＣＨ）にマッピングされる。物理チャネルのビットは、ブロック２
４２において、直交可変拡散率（ＯＶＳＦ）符号を用いて拡散され、ブロック２４３で変
調され、続いて、物理チャネルの無線フレーム２４４ａ、２４４ｂなどへとセグメント化
される。用いられる拡散率（ＳＦ）が、どれだけの数のビットが１つのフレームで伝送さ
れるべきであるかに基づいて選択されうることは認識されるであろう。
【００２４】
　本明細書および特許請求の範囲において、「複合チャネル（composite channel）」と
いう用語は、２以上の転送チャネルからの多重化されたデータを含む任意の伝送（例えば
、ＤＰＣＨ ＴＸ）として定義されうることに注意されたい。
【００２５】
　図２Ｂは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格によって定義されるような、ダウンリンクデータ物理チャ
ネル（ＤＰＣＨ）のフレームおよびスロットフォーマットの図である。ダウンリンクＤＰ
ＣＨ上で伝送されるべきデータは、各々が、スロット０～スロット１４とラベル付けされ
た１５個のスロットを備える（１０ｍｓの）フレームにわたって伝送されている無線フレ
ームへと分割される。各スロットは、ユーザ固有データ、シグナリング、および、パイロ
ット、または、それらの組み合わせを搬送するために使用される多数のフィールドへとさ
らに分割される。
【００２６】
　図２Ｂに示されるように、ダウンリンクＤＰＣＨの場合、各スロットは、データフィー
ルド４２０ａおよび４２０ｂ（データ１およびデータ２）、伝送電力制御（ＴＰＣ）フィ
ールド４２２、転送フォーマット結合インジケータ（ＴＦＣＩ）フィールド４２４、およ
び、パイロットフィールド４２６を含む。データフィールド４２０ａおよび４２０ｂは、
ユーザ固有データを送るために使用される。ＴＰＣフィールド４２２は、電力制御情報を
送って、そのアップリンク伝送電力を上下いずれかに調整するよう端末に指示し、それに
よって、別の端末への干渉を最小化すると同時に所望のアップリンク性能を達成するため
に使用される。ＴＦＣＩフィールド４２４は、もしあれば、端末に割り当てられたダウン
リンクＤＰＣＨおよびダウンリンク共有チャネルＤＳＣＨの転送フォーマットを示す情報
を送るために使用される。パイロットフィールド４２６は、専用パイロットを送るために
使用される。
【００２７】
　図２Ｃは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格によって定義されるような、アップリンクデータ物理チャ
ネル（ＤＰＣＨ）の対応するフレームおよびスロットフォーマットの図である。図２Ｃで
示されるように、アップリンクＤＰＣＨの場合、各スロットは、データフィールド２８０
（データ）、パイロットフィールド２８２、転送フォーマット結合インジケータ（ＴＦＣ
Ｉ）フィールド２８４、フィードバック情報フィールド（ＦＢＩ）２８６、伝送電力制御
（ＴＰＣ）フィールド２８８を含む。ＦＢＩフィールド２８６は、例えば、閉ループ伝送
ダイバーシチに使用するためのフィードバックをサポートしうる。
【００２８】
　図２Ｄは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従った、ダウンリンクデータ受信のためにＵＥにおいて
実行されうる信号処理の図である。当業者は、記述される技術が、Ｗ－ＣＤＭＡまたは任
意の別の規格に従って、アップリンク伝送のためにノードＢでの信号処理をサポートする
ように容易に変更されうることを認識するであろう。
【００２９】
　図２Ｄに示される信号処理は、図２Ａに示される信号処理に相補的である。最初に、ブ
ロック２５０において、物理チャネル無線フレームのためのシンボルが受信されうる。こ
のシンボルは、ブロック２５１において復調され、ブロック２５２において逆拡散される
。ブロック２５３において、データチャネルに対応するシンボルの抽出が行われる。ブロ
ック２５４において、物理チャネルごとの各フレームのシンボルがデインターリーブされ
、ブロック２５５において、全ての物理チャネルからのデインターリーブされたシンボル
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が連結される。ブロック２５６において、ＤＴＸビットの除去が行われる。次に、ブロッ
ク２５８において、シンボルは、様々な転送チャネルへと逆多重化（demultiplex）され
る。次に、各転送チャネル無線フレームが、それぞれの転送チャネル処理セクション２６
０に提供される。
【００３０】
　ブロック２６２において、各転送チャネル処理セクション２６０の中で、転送チャネル
無線フレームが転送ブロックセットへと連結される。各転送ブロックセットは、それぞれ
のＴＴＩに依存して、１または複数の転送チャネル無線フレームを含む。ブロック２６４
において、各転送ブロックセット内のシンボルがデインターリーブされ、ブロック２６６
において、未送信シンボルが除去される。次に、ブロック２６８において、反復シンボル
を累積し、パンクチャリングされたシンボルに対して「消去（erasure）」を挿入するた
めに、逆レートマッチング（Inverse rate matching）（または、反レートマッチング（d
e-rate matching））が行われる。次に、ブロック２７０において、転送ブロックセット
内の各コード化ブロックは復号され、ブロック２７２において、この復号ブロックは、１
または複数の転送ブロックへと連結およびセグメント化される。次に、ブロック２７４に
おいて、各転送ブロックは、その転送ブロックに取り付けられたＣＲＣビットを用いて、
誤りが検査される。各転送チャネルについて、１または複数の復号転送ブロックが各ＴＴ
Ｉに対して提供される。特定の従来技術の実施形態において、ブロック２７０におけるコ
ード化ブロックの復号は、対応するＴＴＩの全ての物理チャネル無線フレームが受信され
て初めて開始しうる。
【００３１】
　図３は、Ｗ―ＣＤＭＡについての従来技術のシグナリングスキームと関連付けられたタ
イミング図を示す。図３に示されるシグナリングスキームが、ダウンリンクまたはアップ
リンクのいずれかを記述しうることは認識されるであろう。
【００３２】
　図３において、３００で、ＴｒＣＨ Ａ、Ｂ、ＣのＤＰＣＨスロットが伝送される。各
転送チャネルは、各々が３０スロットにわたる２０ｍｓのＴＴＩを有し、各スロットは、
スロット識別番号（スロットＩＤ＃）０～２９を有する。３１０で、ＤＰＣＨのスロット
が受信される。従来技術のスキームでは、対応する転送チャネルの復号を試みる前に、Ｔ
ＴＩの３０個全てのスロットが受信される。例えば、３３０において、ＴｒＣＨ Ａ、Ｂ
、Ｃいずれかの復号を試みる前に、ＴＴＩ＃０のスロットＩＤ＃０～２９が受信される。
復号時間ＴＤに続いて、３４０で、ＴｒＣＨ Ａ、Ｂ、Ｃが成功裏に復号される。ＴｒＣ
Ｈ Ａ、Ｂ、Ｃの復号が行われる間、ＴＴＩ＃１の伝送シンボルが同時に受信機で受信さ
れうることに注意されたい。
【００３３】
　本開示に従って、下に記述されるようなＷ－ＣＤＭＡのための早期復号および終了技術
により、通信システムは、より効率的に動作して伝送電力を節約し、それによって、シス
テム容量を増やすことができる。
【００３４】
　図４は、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従って動作するシステムのための伝送の早期終了について
のスキームの例示的な実施形態を示す。例示的な実施形態は、例示目的のためだけに示さ
れること、および、本開示の範囲をＷ－ＣＤＭＡに基づくシステムに限定することを意図
しないことに注意されたい。当業者は、転送チャネルの数および転送フォーマット、スロ
ットまたはフレームタイミング、復号の試行が行われるスロットインターバルおよびタイ
ミングなどの特定のパラメータが、例示目的のためだけに示されること、および、それら
が本開示の範囲を限定することを意図しないことを認識するであろう。
【００３５】
　図４において、４００で、ＴｒＣＨ Ａ、Ｂ、ＣのＤＰＣＨスロットが伝送される。４
１０において、伝送されたスロットは、受信機によって受信される。本開示に従って、対
応する転送チャネルの復号を試みる前に、ＴＴＩの全てのスロットが受信される必要はな
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い。例えば、ＴＴＩ ＃０のＴｒＣＨ Ａの復号の試みは、４２１において、ＴＴＩ ＃０
のスロットＩＤ＃１９を受信した後に生じる。復号時間ＴＤＡに続いて、ＴｒＣＨ Ａは
、４２２において、成功裏に復号される。同様に、ＴｒＣＨ Ｂの復号の試みは、４２３
において、スロットＩＤ＃２４を受信した後に生じ、その後、ＴｒＣＨ Ｂは、４２４に
おいて、復号時間ＴＤＢに続いて成功裏に復号される。ＴｒＣＨ Ｃの復号の試みは、４
２５において、スロットＩＤ＃２９を受信した後に生じ、ＴｒＣＨ Ｃは、その後、復号
時間ＴＤＣに続いて成功裏に復号される。特定の時間インターバルは図４においてＴＤＡ

、ＴＤＢ、ＴＤＣと示されているが、本技術が、任意のあらゆる復号時間に適応する（ac
commodate）ために適用されうることは認識されるであろうことに注意されたい。
【００３６】
　４２１と４２３におけるＴｒＣｈ ＡおよびＢの両方の復号の試みの前に受信されるス
ロットが、ＴＴＩ全体の全てのスロットの一部にのみ対応し、受信されたスロットのみを
使用するＴＴＩ全体の「早期」復号が、それにもかかわらず、ＴｒＣＨ ＡおよびＢに試
行されうることは認識されるであろう。例えば、そのような早期復号の試みは、例えば、
図２Ａのブロック２１６および２１８における、非整数レートの符号化および／または反
復によってもたらされた受信シンボルの冗長、および／または、図２Ａのブロック２２２
および２３８でのインターリービングを介して達成された時間ダイバーシチまたは別次元
のダイバーシチにより、復号に成功する実質的な機会を有しうる。
【００３７】
　図４に戻り、ＴｒＣＨ Ａが４２２において成功裏に復号された後の時間Ｔ＿ＡＣＫに
続いて、ＴｒＣＨ Ａに対する肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）が、４３１において、ＤＰ
ＣＨ送信側（ＴＸ）に送られる。例示的な実施形態において、ＡＣＫは、ＤＰＣＨ ＴＸ
に対して、対応する転送チャネルが既に伝送されたスロットに基づいて正確に復号された
こと、および、この転送チャネルの残りのスロットのさらなる伝送が不必要でありうるこ
とを知らせるように機能しうる。示される例示的な実施形態において、ＴｒＣＨ Ａに対
するＡＣＫを受信した後、ＤＰＣＨ ＴＸは、スロットＩＤ＃２４から開始するＴＴＩ ＃
０の残りに対するＴｒＣＨ Ａのスロット伝送を終了させる。ＴｒＣＨ Ａの伝送は、次の
ＴＴＩ（ＴＴＩ＃１）の開始時に再開する。同様に、ＤＰＣＨ ＴＸは、４３２で伝送さ
れたＴｒＣＨ Ｂに対するＡＣＫの受信に応答してスロットＩＤ＃２８で始まるＴｒＣＨ 
Ｂのスロット伝送を終了させ、次のＴＴＩ（ＴＴＩ＃１）の開始時にＴｒＣＨ Ｂの伝送
を再開する。
【００３８】
　ＴＴＩが終了する前に転送チャネルのスロット伝送を終了することによって、別のユー
ザに対する潜在的な干渉が著しく減らされ、それによってシステム容量が増加することは
認識されるであろう。
【００３９】
　当事者は、ａ）復号の試みに対して指定されたＤＰＣＨ ＲＸにおいてスロットを受信
してから、ｂ）ＤＰＣＨ ＴＸでの伝送を終了させるためのＡＣＫを送るまでのトータル
時間が、上に記述されたように、時間インターバルＴＤＡおよびＴ＿ＡＣＫを含むこと、
および、例えば、復号に利用可能な計算的リソースによって決定されうることを認識する
であろう。例示的な実施形態において、そのようなトータル時間は、３スロットになるよ
うに設計されうる。
【００４０】
　例示的な実施形態において、各転送チャネルに対する復号の試みを隔てる時間インター
バルは、設計パラメータとして選択されうる。例えば、あらゆる特定の転送チャネルに対
する復号の試みは、１、２、あるいは、任意の数のスロットごとに行われうる。あるいは
、任意の転送チャネルに対する復号の試みは、ＴＴＩの期間全体を通して定期的に行われ
うる。復号の試みの周波数を増加させることが、一般的に、転送チャネルが、より多くの
要求される計算的帯域幅を犠牲にして可能な最も早い機会で復号される可能性を増加させ
ることは認識されるであろう。例示的な実施形態において、１または複数の転送チャネル



(12) JP 6091895 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

の復号の試みは、３スロットごと、あるいは、２ｍｓごとに行われうる。
【００４１】
　例示的な実施形態において、転送チャネルの復号の試みは、別の転送チャネルの復号の
試みから時間的にオフセットされうる。例えば、図４において、ＴｒＣＨ Ａの復号の試
みは、スロットＩＤ＃１９を受信した後に行われ、ＴｒＣＨ Ｂの復号の試みは、スロッ
トＩＤ＃２４を受信した後に行われる。これは、単一の復号器が、この復号器の使用を２
つの転送チャネルに時間的に直列に割り付けることによって、複数の転送チャネルの復号
の試みに再利用されることを有利に可能にする。別の例示的な実施形態において、より多
くの復号リソース（例えば、２以上の独立ビタビ復号器）が利用可能な場合、異なる転送
チャネルの復号の試みは、同時に行われうる。例えば、２つ以上の転送チャネルの復号の
試みは、同じスロットを受信した後に同時に行われうる。そのような例示的な実施形態は
、本開示の範囲内であることが企図される。
【００４２】
　示される例示的な実施形態において、各転送チャネルの早期終了のために、個別のＡＣ
Ｋが伝送される。当業者は、代替的に、送信機と受信機によって合（agree upon）される
と、単一のＡＣＫが、１よりも多くの転送チャネルの早期終了を信号送信しうることを認
識するであろう。そのような別の例示的な実施形態は、本開示の範囲内であることが企図
される。
【００４３】
　個々の転送チャネルに対するＡＣＫチャネルが、例えば、ＤＰＣＨ ＲＸ ４１０からＤ
ＰＣＨ ＴＸ ４００への伝送のＤＰＣＣＨ部を用いて時間的に、あるいは、例えば、各転
送チャネルに個別ウォルシュ符号を割り付けることによって符号的に多重化されうること
は認識されるであろう。Ｗ－ＣＤＭＡにおける可能なＡＣＫシグナリングメカニズムが、
本明細書において、以下に記述される。
【００４４】
　図５は、本開示に従って、ＴＴＩについての早期復号スキームの例示的な実施形態を示
す。図５は例示目的のためだけに示されており、本開示の範囲を、示されるあらゆる特定
の例示的な実施形態に制限することを企図しないことに注意されたい。
【００４５】
　図５のブロック５０１において、スロットインデックスｎがｎ＝０に初期化される。
【００４６】
　ブロック５１０において、スロットＩＤ＃ｎのシンボルが受信されうる。
【００４７】
　ブロック５２０において、最大でスロットＩＤ＃ｎまで受信されたシンボルが処理され
る。例示的な実施形態において、そのような処理は、例えば、逆拡散、第２のデインター
リービング、転送チャネル逆多重化など、図２Ｄに関して示されたようなブロック２５２
～２５８を含みうる。例示的な実施形態において、そのような処理は、さらに、例えば、
第１のデインターリービング、逆レートマッチングなど、図２Ｄに関して記述されたブロ
ック２６２～２６８のような転送チャネル固有の処理を含みうる。
【００４８】
　ブロック５２０に続き、ブロック５２５において、ｎがインクリメントされ、次のスロ
ットについてのシンボルの受信は、ブロック５１０で進みうる。さらに、ブロック５２０
に続き、復号の試みは、ブロック５３０～５６０に関して記述されるように、１または複
数の転送チャネルに対して転送チャネル単位で行われうる。当業者は、この技術が、１ま
たは複数の転送チャネルの任意の構成に対して適用されうることを認識するであろう。
【００４９】
　ブロック５３０．１において、復号の試みがＴｒＣＨ Ｘ１に対して行われるべきか否
かが決定される。行われるべきである場合、この動作はブロック５４０．１に進む。例示
的な実施形態において、復号の試みが行われるべきか否かの決定は、受信されたばかりの
スロットのスロットＩＤ＃に基づきうる。例えば、ＴｒＣＨ Ｘ１についての復号の試み
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は、第１のスロットＩＤ＃ ｘから開始して、１、２、またはより多くのスロットごとに
行われうる。さらに、本明細書において前に記述されたように、１つの転送チャネルにつ
いての復号の試みは、別の転送チャネルについての復号の試みからオフセットされうる。
復号の試みが行われるべきか否かを決定するための別のスキームは、本開示の観点から、
当業者には明白であろう。
【００５０】
　ブロック５４０．１において、最大でスロットＩＤ＃ ｎまでの、例えば、ブロック５
２０で処理されたＴｒＣＨ Ｘ１のシンボルに対して復号が行われる。
【００５１】
　ブロック５５０．１において、ブロック５４０．１で行われた復号が成功したか否かに
ついて決定される。例示的な実施形態において、復号の成功は、転送チャネルの１または
複数の転送ブロックの復号されたＣＲＣが正確に検証されたか否かに基づいて決定されう
る。ＣＲＣの用途を特定していない転送フォーマットを有する転送チャネルについて、復
号ブロックのための復号器によって計算されたような、例えば、エネルギーメトリックな
どの別のメトリックが復号の成功を決定するために使用されうることは認識されるであろ
う。復号が成功した場合、動作は、ブロック５６０．１に進み、そうでない場合の動作は
、ブロック５３０．１に戻る。
【００５２】
　ブロック５６０．１において、ＡＣＫは、次の利用可能な機会に、ＴｒＣＨ Ｘ１につ
いて伝送される。ＡＣＫ伝送についてのメカニズムは、図６Ａ、６Ｂ、６Ｃに関して以下
に記述される技術を利用しうる。
【００５３】
　図６Ａは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従った、早期終了のためのＡＣＫシグナリングスキーム
を示す。図６Ａにおいて、１または複数のＡＣＫビットは、オン／オフキーイング（ＯＯ
Ｌ）変調ブロック６１０に提供される。６１２において、電力調整係数ＰＯＡＣＫが変調
ＡＣＫシンボルと掛け合わせられる。１または複数のＴＰＣビットは、直交位相変調（Ｑ
ＰＳＫ）ブロック６２０に提供され、ブロック６２２において、変調ＴＰＣシンボルは電
力調整係数ＰＯＴＰＣと掛け合わせられる。同様に、１または複数のパイロットビットＤ
Ｐは、ＱＰＳＫブロック６３０に提供され、６３２において、変調ＴＰＣシンボルは電力
調整係数ＰＯＤＰと掛け合わせられる。電力調整されたシンボルは、波形を出力する多重
化ブロック６１４に提供される。ここにおいて、ＤＰＣＣＨシンボルストリームを生成す
るためにシンボルが多重化される。例示的な実施形態において、シンボルは、時間的また
は符号的に多重化されうる。
【００５４】
　別の例示的な実施形態において、示されない制御ビットがさらに処理され、例えば、Ｔ
ＦＣＩビットなど、ＤＰＣＣＨシンボルストリーム上に多重化されうることが認識される
であろう。
【００５５】
　図６Ａにおいて、データソースビットは、データソースビット処理ブロック６４０に提
供される。例示的な実施形態において、ブロック６４０は、図２Ａのブロック２１２～２
４２に関して記述された動作を行いうる。処理されたビットは、ＤＰＤＣＨシンボルスト
リームを生成するために、ＱＰＳＫ変調ブロック６４２に提供される。ＤＰＣＣＨおよび
ＤＰＤＣＨシンボルストリームは、マルチプレクサ６５０によって順に多重化され、ＤＰ
ＣＨのためのシンボルを生成する。
【００５６】
　例示的な実施形態において、ＡＣＫのための余剰シンボルを収容するために、専用のパ
イロットビットＤＰに割り付けられるシンボルの数は相応じて減らされうる。すなわち、
ＡＣＫは、時間的に、ＤＰと多重化されうる。パイロットＤＰに割り付けられる一定のト
ータルエネルギーを維持するために、ＤＰに適応される電力オフセットＰＯＤＰは、相応
じて増やされうる。
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【００５７】
　図６Ａに示されるスキームは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従って、ダウンリンク伝送に適用さ
れうる。示されるＡＣＫメッセージは、ＵＥへの１または複数の転送チャネルのノードＢ
のダウンリンク伝送を終了するために、例えば、アップリンク上のＵＥによって伝送され
、アップリンク上のノードＢによって受信されうる。
【００５８】
　図６Ｂは、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにけるダウンリンク上でのＡＣＫの伝送のためのフレ
ームおよびスロットフォーマットの例示的な図を示す。示されるＡＣＫ伝送は、アップリ
ンク伝送の早期終了のためのダウンリンク上で使用されうる。特に、ＡＣＫは、ダウンリ
ンクＤＰＣＣＨにおいてパイロット部と時間的に多重化されて示される。例示的な実施形
態において、ＡＣＫ部に割り付けられた電力は、ダウンリンク上でのＡＣＫ受信に対して
満足な誤り率を確実にするために、例えば、パイロット部に関して、既定のオフセットに
固定されうる。
【００５９】
　別の例示的な実施形態（示されない）において、パイロット部は完全に省かれ、ＡＫＣ
は、時間インターバル内に提供されるか、そうでなければ、パイロットに割り付けられう
る。このような別の例示的な実施形態は、本開示の範囲内であることが企図される。
【００６０】
　図６Ｃは、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおけるアップリンク上でのＡＣＫの伝送のためのフ
レームおよびスロットフォーマットの例示的な図を示す。示されるＡＣＫ伝送は、ダウン
リンク伝送の早期終了に対して使用されうる。特に、ＡＣＫは、この場合も、アップリン
クフレームのＤＰＣＣＨ上で、例えば、時間的または符号的に、パイロットと多重化され
うる。
【００６１】
　別の例示的な実施形態（示されない）において、ＡＣＫは、アップリンクフレームのＤ
ＰＣＣＨおよびＤＰＤＣＨとは関係なく、個別のチャネル上で個別に提供されうる。例え
ば、個別の符号チャネルがＡＣＫに割り当てられうる。さらに、複数のＡＣＫが複数の転
送チャネルに対して提供されると、このような複数のＡＣＫは、例えば、符号的に多重化
されうる（ＡＣＫごとに個別の符号チャネルを提供することによって）か、あるいは、単
一の符号チャネル上に時間的に多重化されうる。このような別の例示的な実施形態は、本
開示の範囲内であることが企図されうる。
【００６２】
　特定の例示的な実施形態が、現在のＷ－ＣＤＭＡ物理チャネルフォーマットのＡＣＫメ
ッセージングに適応するために記述されているが、当業者は、別の例示的な実施形態が可
能であることを認識するであろう。別の例示的な実施形態（示されない）において、制御
シンボルの伝送（アップリンクまたはダウンリンクのいずれか上での）に割り付けられた
時間インターバルの任意の部分は、任意の予め指定された単一のスロットまたは複数のス
ロットの間、ＡＫＣメッセージングシンボルによって置き換えられうる。そのような制御
シンボルに割り付けられた電力は、ＡＣＫメッセージングによる制御シンボルパイロット
のトータルエネルギーの任意の減少を補うために相応しく上方に調整されうる。
【００６３】
　図７は、ＵＥからのＡＣＫの受信に応じてのダウンリンク伝送の早期終了のためにノー
ドＢで行われる処理の例示的な実施形態を示す。当業者は、ノードＢからのＡＫＣの受信
に応じてのアップリンク伝送の早期終了のために、同様の技術がＵＥによって採用されう
ることを認識するであろう。そのような別の例示的な実施形態は、本開示の範囲内である
ことが企図される。
【００６４】
　図７において、ノードＢのＡＣＫ受信モジュール７１０は、ＵＥから送られたＡＣＫを
受信する。この場合、ＡＣＫは、ＴｒＣＨ Ａ、Ｂ、Ｃのうちの１または複数が、ＵＥに
よって正確に受信されたことを示す。ＡＣＫ受信モジュール７１０は、ＡＣＫが対応する
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転送チャネルを決定し、それらの転送チャネルを選択的ＴｒＣＨパンクチャリングモジュ
ール７２０に信号伝送する。選択的ＴｒＣＨパンクチャリングモジュール７２０は、第２
のインターリービングブロック２３８の出力において、肯定応答された（ＡＣＫされた）
転送チャネルに対応するそれらのビットをパンクチャリングするように構成される。パン
クチャリングのプロセスが、伝送のために指定されたビットを、「消去」または「不連続
伝送」（ＤＴＸ）ビットと置き換えることを含みうることは認識されるであろう。選択的
パンクチャリングモジュール７２０の出力ストリームは、本明細書で図２Ａに関して前に
記述されたように、さらなるダウンリンク処理のために物理チャネルマッピングブロック
２４０に提供される。
【００６５】
　当業者は、選択的パンクチャリングモジュール７２０が、第２のインターリービングブ
ロック２３８によって出力されるビットのどれが特定の転送チャネルに対応しているかを
識別するように事前にプログラミングされ、例えば、利用可能な全ての転送チャネルの第
１および第２のインターリービングパラメータ、レートマッチングパラメータ、符号化な
どについての知識を組み込みうることを認識するであろう。
【００６６】
　別の例示的な実施形態において、図７に示されたものよりも少ない数、あるいは、それ
よりも多くの数の転送チャネルを収容するように、ＡＣＫ受信モジュール７１０および選
択的ＴｒＣＨパンクチャリングモジュール７２０が容易に変更されうることに注意された
い。さらに、選択的ＴｒＣＨパンクチャリングモジュール７２０は、第２のインタリーバ
７１０の後に提供される必要はなく、代わりとして、ＡＣＫされた特定のＴｒＣＨに対応
するビットが正確に選択される限り、信号処理チェーンのどこにでも提供されうる。その
ような別の例示的な実施形態は、本開示の範囲内であることが企図される。
【００６７】
　例示的な実施形態において、本明細書に記述される早期終了技術は、Ｗ－ＣＤＭＡ規格
に従った適応マルチレート（ＡＭＲ; adaptive multi-rate）スピーチコーデックを使用
する音声通信に適用されうる。音声通信システムにおいて、スピーチコーデックは、複数
の可変符号化レートのうちの１つを使用して音声伝送を符号化するために用いられること
が多い。この符号化レートは、例えば、特定の時間インターバルの間に検出されるスピー
チ活動の量に基づいて選択されうる。Ｗ－ＣＤＭＡにおいて、スピーチ伝送は、複数の異
なるビットレートまたは「ＡＭＲ」モードのうちの１つを使用してスピーチを符号化する
適応マルチレート（ＡＭＲ）コーデックを使用して符号化されうる。特に、このＡＭＲコ
ーデックは、４．５７ｋｂｐｓ（すなわち、キロバイト／秒）から１２．２ｋｂｐｓまで
およぶ複数のフルレート（full rate）（「ＦＵＬＬ」）ビットレートのうちのいずれか
を、サイレンスの期間の間は１．８ｋｂｐｓのサイレンスインジケータ（「ＳＩＤ」）ビ
ットレートを、且つ、０ｋｂｐｓの不連続伝送（ＤＴＸまたは「ＮＵＬＬ」）のフレーム
をサポートしうる。
【００６８】
　フルレートＡＭＲビットが、誤りに対して最も敏感な「クラスＡビット」、誤りに対し
てそれほど敏感ではない「クラスＢビット」、誤りに対して最も敏感ではない「クラスＣ
ビット」へとさらに分割されうることは認識されるであろう。例示的な実施形態において
、そのようなクラスＡ、Ｂ、Ｃビットは、Ｗ－ＣＤＭＡアップリンクまたはダウンリンク
インターフェースを使用する無線経由での伝送のために、それぞれ転送チャネルＴｒＣＨ
 Ａ、Ｂ、Ｃに割り当てられうる。（例えば、上文の図２Ａに関するＷ－ＣＤＭＡダウン
リンクインターフェースについての記述参照）例示的な実施形態において、ＴｒＣＨ Ａ
、Ｂ、Ｃの転送フォーマットは、クラスＡビットに最も高いレベルの誤り保護が提供され
（例えば、符号化、ＣＲＣ、および／または、レートマッチングパラメータを設定するこ
とによって）、クラスＢビットにより低いレベルの誤り保護が提供され、クラスＣには最
も低いレベルの誤り保護が提供されるように定義されうる。例示的な実施形態において、
ＡＭＲ転送フォーマットの各々のＴＴＩは、２０ｍｓと定義されうる。
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【００６９】
　図８は、クラスＡ、Ｂ、ＣのＡＭＲビットを含む単一のフルレートＡＭＲフレームをＷ
－ＣＭＤＡインターフェースを通して伝送するための従来技術スキームの簡略化された図
を示す。例示を簡略化するために、図８に示される処理が、例えば、ＴｒＣＨのＡ、Ｂ、
Ｃについての完全な信号処理チェーンなど、特定の詳細を省くことは認識されるであろう
。例示的な実施形態において、図８および９に示されるスキームは、Ｗ－ＣＤＭＡシステ
ムのアップリンクに適用されうる。
【００７０】
　図８において、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃビットは、それぞれ、転送チャネルＡ、Ｂ、Ｃ
に割り当てられる。各転送チャネルのビットは、対応する転送チャネル処理ブロック８３
０、８３２、８３４に提供される。実施において、転送チャネルＡ（ＡＭＲクラスＡビッ
トに対応する）の転送フォーマットは、ＴｒＣＨ Ａの転送ブロックのために１２ビット
のＣＲＣを特定し、転送ブロックＴｒＣＨ ＢおよびＣは、ＣＲＣを含まない。
【００７１】
　ブロック８３０、８３２、８３４に続き、無線フレームセグメンテーションは、それぞ
れ、ブロック８３１、８３３、８３５で実行される。例えば、ＡＭＲクラスＡに対応する
ビットは、第１の無線フレームのための部分Ａ１、および、第２の無線フレームのための
部分Ａ２へとセグメント化され、ＡＭＲクラスＢビットは、Ｂ１およびＢ２へとセグメン
ト化され、ＡＭＲクラスＣビットは、Ｃ１およびＣ２へとセグメント化される。ビットＡ
１は、ＣＣＴｒＣＨ ８４０．１を生成するためにＢ１およびＣ１と多重化され、同様に
、ビットＡ２、Ｂ２、Ｃ２は、ＣＣＴｒＣＨ ８４０．２を生成するために多重化される
。第２のインターリービング８５０．１、８５０．２は、ＣＣＴｒＣＨの各々に対して個
々に行われる。各フレームのデータは、フレーム１および２を生成するために、８６０．
１、８６０．２において、６４の拡散率を使用して拡散される。
【００７２】
　実施において、Ｗ－ＣＤＭＡ規格ごとに、アップリンク拡散率は、少なくとも６４に限
定される。
【００７３】
　本明細書に記述された早期復号技術に従って、受信機は、図８に示されるスキームに従
って生成されたフレーム１および２の各々に対する早期復号を試みうる。実際、例えば、
１５スロットを受信した後に、第１のフレームだけの受信に基づいて完全な２つのフレー
ムのＴＴＩを成功裏に復号する可能性は極めて低い場合がある。可能な最も早い時間で完
全なＴＴＩを成功裏に復号する可能性を増加させるための技術が本明細書においてさらに
開示される。
【００７４】
　図９は、本開示に従って、Ｗ－ＣＭＤＡインターフェースを通してフルレートＡＭＲフ
レームを伝送するためのスキームの例示的な実施形態を示す。図９において、ＡＭＲクラ
スＡ、Ｂ、Ｃビットは、それぞれ転送チャネルＡ、Ｂ、Ｃに割り当てられる。各転送チャ
ネルのビットは、対応する転送チャネル処理ブロック９３０、９３２、９３４に提供され
る。例示的な実施形態において、１または複数の転送チャネルのコード化レートは、図８
に示される従来技術のスキームと比べて減らされうる。すなわち、各情報シンボルに対す
るコード化シンボルの数は増加しうる。
【００７５】
　ブロック９３０、９３２、９３４に続いて、それぞれブロック９３１、９３３、９３５
でセグメンテーションが行われ、９４０において、ビットＡ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２、Ｃ１
、Ｃ２が生成される。これらのビットは、２０ｍｓの第２のインタリーバ９５０にまとめ
て提供されうる。例示的な実施形態において、第２のインタリーバ９５０は、第２のイン
タリーバ９５０が、１０ｍｓよりもむしろ２０ｍｓにわたってビットをインターリーブす
るように設計されているという点で、従来技術のＷ－ＣＤＭＡの第２のインタリーバ８５
０から変更される。これは、ＴＴＩ全体にわたってより均一に各ＡＭＲクラスの符号化ビ
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ットを有利に分散し、それによって、より早い時間で１または複数のクラスのＡＭＲビッ
トを復号する可能性をより高めることにつながる。
【００７６】
　無線フレームセグメンテーション９５２は、２０ｍｓの第２のインタリーバ９５０の出
力で行われ、第２のインターリーブされたビットを第１および第２の無線フレームに分け
る。このビットは、ブロック９６０．１および９６０．２において拡散される。例示的な
実施形態において、９６０．１および９６０．２における拡散は、従来技術のＡＭＲ伝送
スキームにおけるブロック８６０．１および８６０．２において用いられる拡散率よりも
低い拡散率を使用して行われる。拡散率を減らすことによって、各フレームが、例えば、
本明細書において前に記述されたような転送チャネル処理ブロック９３０、９３２、９３
４におけるコード化レートを減らすことで生じる増加数のビットを収容できることは認識
されるであろう。コード化レートおよび拡散率を同時に減らすこと、および、２０ｍｓの
第２のインターリービングをさらに導入することによって、より早い時間での復号の成功
率が改善されうることは認識されるであろう。
【００７７】
　図９は、コード化レートおよび拡散率の減少が２０ｍｓの第２のインターリービングに
関して実施される例示的な実施形態を示しているが、別の例示的な実施形態において、２
つの特徴が個々に実施されうることは認識されるであろう。図８および９に関する拡散率
が、例示を目的とするためのものであることはさらに認識されるであろう。別の例示的な
実施形態において、別の拡散率が容易に用いられ、そのような別の例示的な実施形態は、
本開示の範囲内であることが企図されうる。
【００７８】
　例示的な実施形態において、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃに対応するＴｒＣＨ Ａ、Ｂ、Ｃ
の早期復号は、本明細書で図４に関して上に記述されたように進みうる。特に、例示の目
的のために、いくつかが次に明示的に記述される複数の転送チャネルの早期復号の試みを
協調するためのいくつかのオプションが存在する。
【００７９】
　第１の例示的な実施形態（本明細書において「ＥＴ－Ａ」とも呼ばれうる）において、
ＡＭＲクラスＡビットの早期復号は、受信された任意のスロットから開始して、３スロッ
トごと、あるいは、２ｍｓごとに試されうる。例えば、ＣＲＣ検査に基づいてクラスＡビ
ットが成功裏に復号されると、ＴｒＣＨ ＡについてのＡＣＫが送られ、クラスＡビット
の伝送は終了しうる。ＡＭＲクラスＢおよびＣビットは、ＴＴＩの終端まで伝送され続け
うる。
【００８０】
　第２の例示的な実施形態（本明細書において「ＥＴ－Ａ－Ｂ」とも呼ばれうる）におい
て、ＡＭＲクラスＡおよびクラスＢに対応するＴｒＣＨ ＡおよびＢの転送フォーマット
は、両方とも、ＣＲＣの包含を特定し、それによって、早期復号がＴｒＣＨ ＡおよびＢ
に対して試されうる。特定の例示的な実施形態において、ＴｒＣＨ Ａの早期復号の試み
は、ＴｒＣＨ Ｂの早期復号の試みから時間的にオフセットされうる。あるいは、ＴｒＣ
Ｈ ＡおよびＢの復号の試みは、同一のスロットを受信した後に、受信機において同時に
行われうる。
【００８１】
　例示的な実施形態は、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、ＣビットがそれぞれＴｒＣＨ Ａ、Ｂ、Ｃ
に割り当てられる図９に関して記述されているが、別の例示的な実施形態が、転送チャネ
ルへのＡＭＲクラスの別の割当を用いうることに注意されたい。第３の例示的な実施形態
（本明細書において「ＥＴ－ＡＢ」とも呼ばれる）において、ＡＭＲクラスＡおよびＢビ
ットは、例えば、ＴｒＣＨ Ａなど単一の転送チャネルに割り当てられ、ＡＭＲクラスＣ
ビットは、例えば、ＴｒＣＨ Ｂなど、別の転送チャネルに割り当てられうる。この場合
、ＴｒＣＨ Ａの早期復号および終了は、ＡＭＲクラスＡおよびＢビットの両方の早期終
了に帰着するであろう。そのような別の例示的な実施形態は、本開示の範囲内であること
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が企図される。
【００８２】
　別の例示的な実施形態において、Ｗ－ＣＤＭＡインターフェースを通して特定のＡＲＭ
クラスを伝送するために要求される電力をさらに減らすために、当技術分野で知られてい
るテールバイティング畳込符号化スキーム（tail-biting convolutional coding scheme
）をサポートする転送フォーマットは、Ｗ－ＣＤＭＡ規格によって既にサポートされてい
るものに加えられうる。テールバイティング畳込符号によって、この畳み込み符号と関連
付けられたテールビットは、畳み込み符号シフトレジスタの初期状態に、期待される終了
状態を事前にロードすることによって省略されることを可能にし、それによって、ビット
のオーバヘッド数を減らしうることは認識されるであろう。
【００８３】
　図１０は、テールバイティング畳込符号を用いるシステムの例示的な実施形態を示す。
図１０において、ＴｒＣＨ Ｘについてのビットは、ＴｒＣＨ／ＰｈＣＨ処理ブロック１
０１０に提供される。ブロック１０１０は、テールバイティング畳込符号符号器１０１５
を使用してＴｒＣＨ Ｘビットを符号化しうる。例えば、テールバイティング畳込符号符
号器１０１５は、図２のチャネルコード化ブロック２１６として提供されうる。
【００８４】
　ブロック１０１０に続き、信号は、チャネル１０１９を通して伝送され、ＰｈＣＨ／Ｔ
ｒＣＨ処理ブロック１０２０に提供される。ブロック１０２０は、受信された現在のスロ
ットに基づいて早期復号が試されるべきか否かを決定するブロック１０３０を含む。試さ
れるべきである場合、受信されたシンボルは、当技術分野で知られている様々なテールバ
イティング畳込符号復号スキームのうちのいずれかを実施するテールバイティング畳込符
号復号器１０４０に提供される。ブロック１０５０において、復号が成功したか否かが決
定される。成功した場合、ＴＴＩは、成功裏に宣言されたと宣言され、この復号ビットが
提供される。成功しなかった場合、動作は、次の早期復号機会を待つためにブロック１０
３０に戻る。
【００８５】
　従来の畳み込み符号と関連付けられたテールビットを省くことによって、テールバイテ
ィング畳込符号の場合、チャネルを通して伝送される必要があるデータがより少なくなり
、それによって別のユーザに対する干渉はあまり生成されないことは認識されるであろう
。前の早期復号の試みの終了状態は同一の転送チャネルの後続の早期復号の試みの初期状
態に等しいことが期待されるという事実を、テールバイティング畳込符号の繰り返される
早期復号の試みが利用し、それによって、計算的リソースを潜在的に節約しうることがさ
らに認識されるであろう。
【００８６】
　例示的な実施形態において、ＡＭＲビットの１または複数のクラスについての転送フォ
ーマットは、テールバイティング畳込符号がそのクラスのビットの符号化に使用されるこ
とを特定しうる。例えば、例示的な実施形態（本明細書において「ＥＴ－Ａ－Ｂ－ＴＢ」
とも呼ばれる）において、ＡＭＲクラスＡビットについてのＴｒＣＨ ＡおよびＡＭＲク
ラスＢビットについてのＴｒＣＨ Ｂの転送フォーマットは、両方とも、ＣＲＣの包含を
特定し、ＴｒＣＨ Ｂおよび、ＡＭＲクラスＣビットのためのＴｒＣＨ Ｃの転送フォーマ
ットは、両方とも、テールバイティング畳込符号が符号化スキームに使用されることを特
定しうる。受信機において、早期復号は、上に記述された原理に従ってＴｒＣＨ Ａおよ
びＴｒＣＨ Ｂ上で試されうる。別の例示的な実施形態（本明細書において「ＥＴ－Ａ－
Ｂ－ＴＢ－Ｍｏｄ」とも呼ばれうる）において、ＡＭＲクラスＣビットのためのＴｒＣＨ
 Ｃの転送フォーマットだけが、テールバイティング畳込符号が符号化スキームに対して
使用されうることを特定しうる。
【００８７】
　当業者は、記述されている転送フォーマットの組み合わせが、例示目的のためだけに与
えられること、並びに、別の例示的な実施形態が、Ｗ－ＣＤＭＡ規格に従いＡＭＲビット
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の伝送について記述された特徴の別の組み合わせを容易に用いうることを認識するであろ
う。そのような別の例示的な実施形態は、本開示の範囲内であることが企図される。
【００８８】
　別の例示的な実施形態において、本明細書に記述された様々なＡＭＲ伝送技術に関する
各転送チャネルに対するソースビットの数、ＣＲＣビットの数、および、テールビットの
数は、次のように選ばれうる（表１）：
【表１】

【００８９】
　例示的な実施形態において、システムの伝送電力をさらに減らすために、ＡＭＲ ＮＵ
ＬＬパケットのＤＰＤＣＨ部は、全体的に空白にされうるか、ダウンリンクまたはアップ
リンクのいずれか上でＤＴＸビットが挿入されうる。この場合、復号は、そのようなＮＵ
ＬＬパケットに対し、受信機において実行されないであろう。それと関係して、受信機に
おける外側ループ電力制御（ＯＬＰＣ）スキームは、受信されたＡＭＲ ＮＵＬＬおよび
ＳＩＤパケットにのみ基づきうる。例えば、ＯＬＰＣスキームは、ＡＭＲ ＮＵＬＬパケ
ットが受信される場合、更新されない。
【００９０】
　別の例示的な実施形態において、本明細書に記述された早期終了技術に関して、ダウン
リンクまたはアップリンクの電力制御レートは、さらに減らされうる。例えば、電力制御
コマンドを全てのスロットで（例えば、スロットのＴＰＣフィールド内で）伝送するより
もむしろ、電力制御コマンドは、２またはそれよりも多くのスロットごとに送られうる。
例示的な実施形態において、アップリンク上のＡＭＲ ＮＵＬＬパケットのＤＰＣＣＨ部
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は、ダウンリンク上の電力制御レートによって決定されたゲートパターンに従ってゲート
されうる。例えば、７５０Ｈｚの電力制御がダウンリンクに適用される場合、アップリン
クＤＰＣＣＨは、ＡＭＲ ＮＵＬＬパケットを伝送する際、１スロットおきにゲートされ
うる（すなわち、選択的にオフにされうる）。別の例示的な実施形態において、ダウンリ
ンクの電力制御レートは、ＡＭＲ ＮＵＬＬパケット（例えば、＜７５０Ｈｚ）を伝送す
る場合よ遅くされ、アップリンクＤＰＣＣＨは、より頻繁にゲートされうる（例えば、ア
ップリンクＤＰＣＣＨは、４または５スロットごとに１度だけオンにされうる）。ＤＰＣ
ＣＨがゲートされうる頻度に対して影響を及ぼす他の考慮されるべき事項が、アップリン
クサーチャがどれだけ信頼的に機能するか、アップリンクオーバヘッドチャネルがどれだ
け信頼的に復号されうるか、および、アップリンク上の電力制御ビット伝送波形の構成を
含むことは認識されるであろう。そのような例示的な実施形態は、本開示の範囲内である
ことが企図される。
【００９１】
　本開示の原理が適用されうるＵＭＴＳに従って動作する例示的な無線ネットワークが、
図１１Ａ～１１Ｄについて本明細書でさらに記述される。図１１Ａ～１１Ｄは例示的なバ
ックグラウンドを示す目的でのみ示されており、本開示の範囲を、ＵＭＴＳに従って動作
する無線ネットワークに限定することを意図しないことに注意されたい。
【００９２】
　図１１Ａは、無線ネットワークの例を示す。図１１Ａにおいて、ノードＢ １１０、１
１１、１１４および無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、「無線ネットワー
ク」、「ＲＮ」、「アクセスネットワーク」、あるいは、「ＡＮ」と呼ばれるネットワー
クの一部である。無線ネットワークは、ＵＴＲＡＮ（UMTS Terrestrial Radio Access Ne
twork）でありうる。ＵＴＲＡＮは、ＵＭＴＳ無線アクセスネットワークを形成するノー
ドＢ（または基地局）と、それが含んでいるノードＢのための制御機器（または、無線ネ
ットワークコントローラ（ＲＮＣ））との総称である。これは、リアルタイム回線交換ト
ラフィックタイプおよびＩＰベースパケット交換トラフィックタイプの両方を搬送するこ
とができる３Ｇ通信ネットワークである。ＵＴＲＡＮは、ユーザ機器（ＵＥ）１２３～１
２７にエアインターフェースアクセス方法を提供する。ＵＴＲＡＮによってＵＥとコアネ
ットワークとの間に接続性が提供される。無線ネットワークは、複数のユーザ機器デバイ
ス１２３～１２７の間でデータパケットを転送しうる。
【００９３】
　ＵＴＲＡＮは、Ｉｕ、Ｕｕ、Ｉｕｂ、Ｉｕｒという４つのインターフェースを用いて、
別の機能エンティティに内部的または外部的に接続される。ＵＴＲＡＮは、Ｉｕと呼ばれ
る外付けインターフェースを介してＧＳＭ（登録商標）コアネットワーク１２１に取り付
けられる。無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）１４１～１４４（図１１Ｂに示され
る）は、その中で１４１、１４２が図１１Ａに示され、このインターフェースをサポート
する。加えて、ＲＮＣは、Ｉｕｂとラベル付けされるインターフェースを介してノードＢ
と呼ばれる基地局のセットを管理する。Ｉｕｒインターフェースは、２つのＲＮＣ １４
１、１４２を互いに接続する。ＵＴＲＡＮは、ＲＮＣ１４１～１４４がＩｕｒインターフ
ェースによって相互接続されているため、大部分がコアネットワーク１２１から自立して
いる。図１１Ａは、ＲＮＣ、ノードＢ、ＩｕインターフェースおよびＵｕインターフェー
スを使用する通信システムを開示する。Ｕｕもまた外付けであり、ノードＢをＵＥと接続
し、Ｉｕｂは内臓インターフェースであり、ＲＮＣをノードＢと接続する。
【００９４】
　無線ネットワークは、企業イントラネット、インターネット、あるいは、上に示された
従来の公衆交換回線ネットワークなど、無線ネットワークの外側の追加のネットワークに
さらに接続され、各ユーザ機器デバイス１２３～１２７と、そのような外部ネットワーク
との間でデータパケットを転送しうる。
【００９５】
　図１１Ｂは、ノードＢ（あるいは、基地局または無線トランシーバ基地局）１１０、１
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１１、１１４に結合された無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）（あるいは、基地局
コントローラ（ＢＳＣ））１４１～１４４を含む通信ネットワーク１００Ｂの選択された
コンポーネントを示す。ノードＢ １１０、１１１、１１４は、対応する無線接続１５５
、１６７、１８２、１９２、１９３、１９４を通してユーザ機器（またはリモート局）１
２３～１２７と通信する。ＲＮＣ １４１～１４４は、制御機能を１または複数のノード
Ｂに提供する。無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、モバイル切換センタ（
ＭＳＣ）１５１、１５２を通して公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）１４８に結合さ
れる。別の例において、無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、パケットデー
タサーバノード（「ＰＤＳＮ」）（示されない）を通してパケット交換ネットワーク（Ｐ
ＳＮ）（示されない）に結合される。無線ネットワークコントローラ１４１～１４４およ
びパケットデータサーバノードなどの様々なネットワークエレメント間でのデータ交換は
、例えば、インターネットプロトコル（「ＩＰ」）、非同期転送モード（「ＡＴＭ」）プ
ロトコル、Ｔ１、Ｅ１、フレーム中継、および、別のプロトコルなどのプロトコルを任意
の数用いて実施されうる。
【００９６】
　ＲＮＣは、複数の役目を果たす。第１に、ノードＢを使用しようとする新しいモバイル
またはサービスの許可を制御しうる。第２に、ノードＢまたは基地局の観点から、ＲＮＣ
は制御ＲＮＣである。制御許可は、ネットワークが利用可能な数まで、モバイルに無線リ
ソース（帯域幅および信号／雑音比）が割り付けられることを確実にする。これは、ノー
ドＢのＩｕｂインターフェースが終了する場所である。ＵＥまたはモバイルの観点から、
ＲＮＣは、それがモバイルのリンクレイヤ通信を終了するサービングＲＮＣとして機能す
る。コアネットワークの観点から、サービングＲＮＣは、ＵＥのためのＩｕを終了する。
サービングＲＮＣは、さらに、そのＩｕインターフェースを通してコアネットワークを使
用しようとする新しいモバイルまたはサービスの許可を制御する。
【００９７】
　例示的な実施形態において、各ノードＢは、既定の基準に基づいて、異なるＵＥの中か
らアップリンク上での早期復号の試みを優先する表を維持しうる。例えば、ソフトハンド
オフ（ＳＨＯ）であるＵＥは、別のセルに対して、ＳＨＯではないＵＥよりも多くの干渉
を引き起こす可能性があり、これによって、システム容量は、そのようなＵＥ（ＳＨＯで
ある）の復号をより頻繁に試みることによって改善されうる。図１２は、アップリンク上
のノードＢと通信するＵＥに対する早期復号の試みを優先するノードＢにおいて維持され
うる表１２００の例示的な実施形態を示す。図１２において、各ＵＥは、対応するＵＥイ
ンデックスによって表され、さらに、対応する割付インジケータにマッピングされうる。
この割付インジケータは、早期復号の試みがノードＢにおいて各ＵＥに対して実行される
べき頻度を特定しうる。例えば、ＵＥ＃１について、１０という割付インジケータは、早
期復号が、２０ｍｓのＴＴＩにわたり１０回ＵＥ＃１に試されうることを特定し、５とい
う割付インジケータは、早期復号が、２０ｍｓにわたりＵＥ＃２に５回試されうることを
特定しうる。当業者は、例えば、全ての早期復号試みの間のスロットの数など、早期復号
の試みの提案される周波数を表す割付インジケータの別の実施形態も容易に導き出されう
ることに認識するであろう。図１２の表は、ＲＮＣにおいて維持され、ノードＢに提供さ
れうる。あるいは、各ノードＢは、個別の表を維持し、同様に、別のノードＢからの要求
に応答して、例えば、それがサービスを提供するＵＥの早期復号優先性を調整することが
できる。
【００９８】
　そのような技術が、同様に、ＵＥによって、ダウンリンク上で容易に適用され、例えば
、ＵＥによって受信されている異なるチャネルの早期復号の試みを優先しうることは認識
さるであろう。 
　エアインターフェースについて、ＵＭＴＳは、通常、広帯域符号分割多元接続（あるい
は、Ｗ－ＣＤＭＡ）として知られている広帯域拡散スペクトルモバイルエアインターフェ
ースを使用する。Ｗ－ＣＤＭＡは、直接シーケンス符号分割多元接続シグナリング方法（
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あるいは、ＣＤＭＡ）を使用してユーザを分離する。Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元
接続）は、モバイル通信のための第３世代規格である。Ｗ－ＣＤＭＡは、ＧＳＭ（Global
 System for Mobile Communications）／ＧＰＲＳ第２世代規格から発展し、それは、制
限されたデータ容量を有する音声通信に向けられる。Ｗ－ＣＤＭＡの第１の商業展開は、
Ｗ－ＣＤＭＡリリース９９と呼ばれる規格のバージョンに基づく。
【００９９】
　リリース９９規格は、アップリンクパケットデータを可能にする２つの技術を定義する
。通常、データ伝送は、専用チャネル（ＤＣＨ）、あるいは、ランダムアクセスチャネル
（ＲＡＣＨ）のいずれかを用いてサポートされる。しかしながら、ＤＣＨは、パケットデ
ータサービスをサポートするためのプライマリチャネルである。各リモート局１２３～１
２７は、直交可変拡散率（ＯＶＳＦ）符号を使用する。ＯＶＳＦ符号は、当業者によって
認識されるように、個々の通信チャネルを一意的に識別することを容易にする直交符号で
ある。加えて、マイクロダイバーシチは、ソフトハンドオーバを用いてサポートされ、閉
ループ電力制御は、ＤＣＨと共に用いられる。
【０１００】
　擬似ランダム雑音（ＰＮ）シーケンスは、一般的に、伝送パイロット信号を含む伝送さ
れたデータを拡散するためにＣＤＭＡシステムにおいて使用される。ＰＮシーケンスの単
一の値を伝送することに要求される時間は、チップとして知られており、チップが変化す
るレートは、チップレートとして知られている。受信機がそのＰＮシーケンスを、ノード
Ｂ １１０、１１１、１１４のそれらに対して整列させる要求は、直接シーケンスＣＤＭ
Ａシステムの設計につきものである。Ｗ－ＣＤＭＡ規格によって定義されたもののような
いくつかのシステムは、プライマリスクランブリング符号として知られている一意的なＰ
Ｎ符号をそれぞれに対して使用して基地局１１０、１１１、１１４を区別する。Ｗ－ＣＭ
ＤＡ規格は、ダウンリンクをスクランブリングするための２つのゴールド符号シーケンス
を定義する。１つは、同相（Ｉ）用コンポーネントであり、別の１つは、直交（Ｑ）コン
ポーネント用である。ＩおよびＱのＰＮシーケンスは、データ変調なく、セルを通して共
にブロードキャストされる。このブロードキャストは、共通パイロットチャネル（ＣＰＩ
ＣＨ）と呼ばれる。生成されたＰＮシーケンスは、長さ３８，４００チップに切り捨てら
れる。３８，４００チップという期間は、無線フレームと呼ばれる。各無線フレームは、
スロットと呼ばれる１５個の均等なセクションへと分割される。Ｗ－ＣＤＭＡのノードＢ
 １１０、１１１、１１４は、互いに対して非同期に動作し、１つの基地局１１０、１１
１、１１４のフレームタイミングの知識は、あらゆる別のノードＢ １１０、１１１、１
１４のフレームタイミングの知識へと変換しない。この知識を獲得するために、Ｗ－ＣＤ
ＭＡシステムは、同期チャネルおよびセル探索技術を使用する。
【０１０１】
　３ＧＰＰリリース５および後のサポートは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳ
ＤＰＡ）をサポートする。３ＧＰＰリリース６および後のサポートは、高速アップリンク
パケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）をサポートする。ＨＳＤＰＡおよびＨＳＵＰＡは、アッ
プリンクおよびダウンリンク上でそれぞれ高速パケットデータ伝送を可能にするチャネル
および手順のセットである。リリース７ ＨＳＰＡ＋は、データレートを改善するための
３つの強化（enhancement）を使用する。第１に、ダウンリンク上での２×２ＭＩＭＯに
対するサポートを導入した。ＭＩＭＯを用いた場合、ダウンリンク上でサポートされるピ
ークデータレートは、２８Ｍｂｐｓである。第２に、より高いオーダの変調がダウンリン
ク上に導入された。ダウンリンク上での６４ＱＡＭの使用は、２１Ｍｂｐｓのピークデー
タレートを可能にする。第３に、より高いオーダの変調が、アップリンク上に導入される
。アップリンク上での１６ＱＡＭの使用は、１１Ｍｂｐｓのピークデータレートを可能に
する。
【０１０２】
　ＨＳＵＰＡにおいて、ノードＢ １１０、１１１、１１４は、いくつかのユーザ機器デ
バイス１２３～１２７が特定の電力レベルで同時に伝送することを可能にする。これらの
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グラント（grant）は、短期ベースで（数十秒ごとに）リソースを割り付ける高速スケジ
ューリングアルゴリズムを使用することによってユーザに割り当てられる。ＨＳＵＰＡの
高速スケジューリングは、パケットデータの爆発的な性質によく適している。高アクティ
ビティの期間中、ユーザはより大きい割合の利用可能なリソースを獲得し、低アクティビ
ティの期間中、ほとんどまたはまったく帯域幅を得ない。
【０１０３】
　３ＧＰＰリリース５ ＨＳＤＰＡにおいて、アクセスネットワークのトランシーバ基地
局１１０、１１１、１１４は、高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）上でダ
ウンリンクペイロードデータを、高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）上でダウンリ
ンクデータと関連付けられた制御情報をユーザ機器デバイス１２３～１２７に送る。デー
タ伝送に使用される２５６個の直交可変拡散率（ＯＶＳＦまたはウォルシュ）符号がある
。ＨＳＤＰＡシステムにおいて、これらの符号は、典型的にセルラ電話技術（音声）に対
して使用されるリリース１９９９（レガシシステム）符号、および、データサービスに使
用されるＨＳＤＰＡ符号へと分割される。各伝送時間インターバル（ＴＴＩ）について、
ＨＳＤＰＡ対応のユーザ機器デバイス１２３～１２７に送られる専用制御情報は、このデ
バイスに対して、そのデバイスにダウンリンクペイロードデータを送るために符号空間内
のどの符号が使用されるか、並びに、そのダウンリンクペイロードデータの伝送に使用さ
れるであろう変調を示す。
【０１０４】
　ＨＳＤＰＡ動作の場合、ユーザ機器デバイス１２３～１２７へのダウンリンク伝送は、
１５個の利用可能なＨＳＤＰＡ ＯＶＳＦ符号を使用して異なる伝送時間インターバルに
対してスケジューリングされうる。所与のＴＴＩについて、各ユーザ機器デバイス１２３
～１２７は、そのＴＴＩの間にデバイスに割り付けられたダウンリンク帯域幅に依存して
、１５個のＨＳＤＰＡ符号のうちの１または複数を使用している可能性がある。すでに述
べられたように、各ＴＴＩについて、制御情報は、ユーザ機器デバイス１２３～１２７に
対して、そのデバイスにダウンリンクペイロードデータ（無線ネットワークの制御データ
以外のデータ）を伝送するために符号空間内のどの符号が使用されるか、並びに、そのダ
ウンリンクペイロードデータの伝送に使用されるであろう変調を示す。
【０１０５】
　ＭＩＭＯシステムにおいて、送信アンテナおよび受信アンテナから、Ｎ個（送信アンテ
ナの数）×Ｍ個（受信アンテナの数）の信号経路が存在し、これらの経路上の信号は、一
意的ではない。ＭＩＭＯは、複数のデータ伝送パイプを生成する。このパイプは、空間時
間ドメインにおいて直交である。パイプの数は、システムのランクに等しい。これらのパ
イプが空間時間ドメインで直交であるため、これらは、互いに、少しの干渉しか生まない
。データパイプは、Ｎ×Ｍ個の経路上で信号を適切に組み合わせることにより、適切なデ
ジタル信号処理を用いて実現される。伝送パイプが、アンテナ伝送チェーンまたは任意の
特定の１つの伝送経路に対応しないことに注意されたい。
【０１０６】
　通信システムは、単一キャリア周波数または複数のキャリア周波数を使用しうる。各リ
ンクは、異なる数のキャリア周波数を組み込みうる。さらに、アクセス端末１２３～１２
７は、無線チャネルを通して、あるいは、例えば、光ファイバまたは同軸ケーブルを使用
する有線チャネルを通して通信する任意のデータデバイスでありうる。アクセス端末１２
３～１２７は、ＰＣカード、コンパクトフラッシュ、外付けまたは内蔵モデム、あるいは
、無線または有線電話を含むがそれに限定されない多種多様なデバイスのうちのいずれか
でありうる。アクセス端末１２３～１２７は、さらに、ユーザ機器（ＵＥ）、リモート局
、モバイル局、あるいは、加入者局として知られている。さらに、ＵＥ １２３～１２７
は、モバイルまたは固定でありうる。
【０１０７】
　１または複数のノードＢ １１０、１１１、１１４とのアクティブトラフィックチャネ
ル接続を確立したユーザ機器１２３～１２７は、アクティブユーザ機器１２３～１２７と
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呼ばれ、トラフィック状態にあるとされる。１または複数のノードＢ １１０、１１１、
１１４とのアクティブトラフィックチャネル接続を確立している最中のユーザ機器１２３
～１２７は、接続セットアップ状態にあるとされる。ユーザ機器１２３～１２７は、無線
チャネルを通して、あるいは、例えば、光ファイバまたは同軸ケーブルを使用する有線チ
ャネルを通して通信する任意のデータデバイスでありうる。ユーザ機器１２３～１２７が
ノードＢ １１０、１１１、１１４に信号を送る通信リンクは、アップリンクと呼ばれる
。ノードＢ １１０、１１１、１１４がユーザ機器１２３～１２７に信号を送る通信リン
クは、ダウンリンクと呼ばれる。
【０１０８】
　図１１Ｃが本明細書において以下に詳述され、ここでは、特に、ノードＢ １１０、１
１１、１１４および無線ネットワークコントローラ１４１～１４４がパケットネットワー
クインターフェース１４６とインターフェースする。（図１１Ｃでは、簡略化のため、１
つのノードＢ １１０、１１１、１１４しか示されないことに注意されたい）ノードＢ １
１０、１１１、１１４および無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、図１１Ａ
および図１１Ｃにおいて、１または複数のノードＢ １１０、１１１、１１４および無線
ネットワークコントローラ１４１～１４４を囲む点線で示される無線ネットワークサーバ
（ＲＮＳ）６６の一部でありうる。伝送されるべき関連データ量は、ノードＢ １１０、
１１１、１１４のデータ待ち行列１７２から検索され、データ待ち行列１７２と関連付け
られたユーザ機器１２３～１２７（図１１Ｃでは示されない）への伝送のためにチャネル
エレメント１６８に提供される。
【０１０９】
　無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、モバイル切換センタ１５１、１５２
を通して公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）１４８とインターフェースする。さらに
、無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、通信システム１００Ｂ内のノードＢ
 １１０、１１１、１１４とインターフェースする。加えて、無線ネットワークコントロ
ーラ１４１～１４４は、パケットネットワークインターフェース１４６とインターフェー
スする。無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、通信システム内のユーザ機器
１２３～１２７と、パケットネットワークインターフェース１４６およびＰＳＴＮ１４８
に接続された別のユーザとの通信を協調する。ＰＳＴＮ １４８は、標準的な電話ネット
ワーク（図１１Ｃには示されない）を通してユーザとインターフェースする。
【０１１０】
　無線ネットワークコントローラ１４１～１４４は、図１１Ｃには簡潔さのために１つし
か示されていないが、多くのセレクタエレメント１３６を含む。各セレクタエレメント１
３６は、１または複数のノードＢ １１０、１１１、１１４と、１つのリモート局１２３
～１２７（示されない）との通信を制御するために割り当てられる。セレクタエレメント
１３６が、所与のユーザ機器１２３～１２７に割り当てられない場合、呼出制御プロセッ
サ１４０は、ユーザ機器１２３～１２７をページングする必要性が知らされる。呼出制御
プロセッサ１４０は、次に、ユーザ機器１２３～１２７をページングするようにノードＢ
 １１０、１１１、１１４指示する。
【０１１１】
　データソース１２２は、所与のユーザ機器１２３～１２７に伝送されるべきデータ量を
含む。データソース１２２は、データをパケットネットワークインターフェース１４６に
提供する。パケットネットワークインターフェース１４６は、データを受信し、そのデー
タをセレクタエレメント１３６に送る。次に、セレクタエレメント１３６は、データを、
ターゲットユーザ機器１２３～１２７と通信状態にあるノードＢ １１０、１１１、１１
４に伝送する。例示的な実施形態において、各ノードＢ １１０、１１１、１１４は、ユ
ーザ機器１２３～１２７に伝送されるべきデータを記憶するデータ待ち行列１７２を維持
する。
【０１１２】
　各データパケットについて、チャネルエレメント１６８は、制御フィールドを挿入する
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。例示的な実施形態において、チャネルエレメント１６８は、巡回冗長検査（ＣＲＣ）、
データパケットと制御フィールドの符号化を実行し、符号テールビットのセットを挿入す
る。このデータパケット、制御フィールド、ＣＲＣパリティビット、および、符号テール
ビットは、フォーマット化されたパケットを備える。次に、例示的な実施形態において、
チャネルエレメント１６８は、フォーマット化されたパケットを符号化し、この符号化パ
ケット内のシンボルをインターリーブ（または、再度順序付け）する。例示的な実施形態
において、インターリーブ化されたパケットは、ウォルシュ符号を用いてカバーされ、短
期ＰＮＩおよびＰＮＱ符号を用いて拡散される。拡散データは、この信号を直交変調、フ
ィルタリング、増幅するＲＦユニット１７０に提供される。ダウンリンク信号は、アンテ
ナを通して無線でダウンリンクに伝送される。
【０１１３】
　ユーザ機器１２３～１２７において、ダウンリンク信号は、アンテナによって受信され
、受信機に送られる。受信機は、この信号をフィルタリング、増幅、直交復調、および、
量子化する。デジタル信号は、それが、短期ＰＮＩおよびＰＮＱ符号を用いて逆拡散（de
spread）され、ウォルシュ符号を用いてカバー除去（decover）される復調器に提供され
る。復調データは、ノードＢ １１０、１１１、１１４で行われた信号処理機能の逆（特
に、デインターリーブ、復号、ＣＲＣ検査機能）を実行する復号器に提供される。復号デ
ータは、データシンクに提供される。
【０１１４】
　図１１Ｄは、ユーザ機器（ＵＥ）１２３～１２７の実施形態を示し、このＵＥ １２３
～１２７は、送信回路１６４（ＰＡ １０８を含む）、受信回路１０９、電力コントロー
ラ１０７、復号プロセッサ１５８、処理ユニット１０３、および、メモリ１１６を含む。
【０１１５】
　処理ユニット１０３は、ＵＥ １２３～１２７の動作を制御する。処理ユニット１０３
は、ＣＰＵとも呼ばれる。読取専用メモリ（ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）を含みうるメモリ１１６は、命令およびデータを処理ユニット１０３に提供する。
メモリ１１６の一部は、さらに、不揮発ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含みう
る。
【０１１６】
　セルラ電話のような無線通信デバイスに組み込まれうるＵＥ １２３～１２７は、さら
に、ＵＥ １２３～１２７とリモートロケーションとの間で、オーディオ通信のような、
データの送受信を可能にするために、送信回路１６４および受信回路１０９を含むハウジ
ングを含みうる。送信回路１６４および受信回路１０９は、アンテナ１１８に結合されう
る。
【０１１７】
　ＵＥ １２３～１２７の様々なコンポーネントは、データバスに加え、電力バス、制御
信号バス、および、状態信号バスを含みうるバスシステム１３０によって互いに結合され
る。しかしながら、簡潔さのために、様々なバスがバスシステム１３０として図１１Ｄに
示されている。ＵＥ １２３～１２７は、さらに、信号の処理に使用するための処理ユニ
ット１０３を含みうる。さらに、電力コントローラ１０７、復号プロセッサ１５８、およ
び、電力増幅器１０８が示される。
【０１１８】
　記述された方法のステップは、さらに、図１１Ｃに示されるように、ノードＢ １１０
、１１１、１１４内のメモリ１６１に位置するソフトウェアまたはファームウェア４３の
形態で命令として記憶されている。これらの命令は、図１１ＣのノードＢ １１０、１１
１、１１４の制御ユニット１６２によって実行されうる。あるいは、または、それに関し
て、論述される方法のステップは、ＵＥ １２３～１２７のメモリ１１６に位置するソフ
トウェアまたはファームウェア４２の形態で、命令として記憶されうる。これらの命令は
、図１１ＤにおいてＵＥ １２３～１２７の処理ユニット１０３によって実行されうる。
【０１１９】
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　当業者は、情報および信号が、多種多様なテクノロジおよび技術のいずれかを用いて表
されうることを理解するであろう。例えば、上記全体を通して参照されるデータ、命令、
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
または粒子、光電場または光粒子、またはこれらのあらゆる組み合わせによって表されう
る。
【０１２０】
　当業者はさらに、本明細書に開示された例示的な実施形態と関連して記述されている様
々な実例となる論理ブロック、モジュール、回路、アルゴリズムステップが、電子ハード
ウェア、コンピュータソフトウェアまたは両方の組み合わせとして実施されることを認識
するであろう。このハードウェアとソフトウェアの互換性を明確に示すために、様々な実
例となるコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、ステップが、それらの機能性と
いう観点から一般的に上に記述されている。ハードウェア、または、ソフトウェアとして
そのような機能性が実施されるか否かは、特定のアプリケーションとシステム全体に課さ
れた設計制約とに依存する。当業者は各特定アプリケーションについて様々な方法で上記
機能性を実施することができるが、このような実施の決定は本発明の例示的な実施形態の
範囲からの逸脱の原因になるとして解釈されるべきではない。
【０１２１】
　本明細書に開示された例示的な実施形態と関連して記述される様々な実例となる論理ブ
ロック、モジュール、回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特
定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、書替え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラ
マブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハ
ードウェアコンポーネント、もしくは、本明細書に記述された機能を実行するよう設計さ
れたこれらの任意の組み合わせと一緒に実行または実施される。汎用プロセッサはマイク
ロプロセッサであるが、代替で、このプロセッサは、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、またはステートマシンでありうる。プロセッサは、また、
例えば、ＤＳＰとマクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに結合した
１または複数のマイクロプロセッサ、その他の上記構成の組み合わせといった計算デバイ
スの組み合わせとしても実施される。
【０１２２】
　本明細書に開示された例示的な実施形態に関して示される方法またはアルゴリズムのス
テップは、直接的にハードウェアに、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュ
ールに、またはそれら二つの組み合わせに組み込まれうる。ソフトウェアモジュールは、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（
ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、取外し可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、また
は本技術分野において周知の記憶媒体の他の形態に存在しうる。例示的な記憶媒体は、プ
ロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体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。代替において、記憶媒体はプロセッサに一体化される。プロセ
ッサと記憶媒体はＡＳＩＣに存在しうる。ＡＳＩＣはユーザ端末に存在しうる。代替にお
いて、プロセッサと記憶媒体は、個別コンポーネントとして、ユーザ端末に存在しうる。
【０１２３】
　１または複数の例示的な実施形態において、記述された機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、または、それらのあらゆる組み合わせに実施される。ソフトウ
ェアに実施された場合、その機能はコンピュータ可読媒体上の１または複数の命令または
コードとして記憶または伝送される。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と
、ある箇所から別の箇所へのコンピュータプログラム移送を容易にする任意の媒体を含む
通信媒体との両方を含む。記憶媒体はコンピュータによりアクセスされることができる任
意の利用可能な媒体である。それに制限されない例として、そのようなコンピュータ可読
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光学ディスク記憶装置
、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、もしくは、コンピュータによって
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アクセスされることができ、命令やデータ構造形で所望のプログラムコードを搬送または
記憶するために使用される任意の別媒体を備えうる。さらに、任意の接続は適切にコンピ
ュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対、デ
ジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または、赤外線、無線、マイクロ波などの無線テクノロジ
を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースからソフトウェアが伝送さ
れると、この同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、撚線対、ＤＳＬ、または、赤外線、
無線、マイクロ派などの無線テクノロジは媒体の定義に含まれる。ディスク（ｄｉｓｋ）
とディスク（ｄｉｓｃ）は、本明細書で使用される場合、コンパクトディスク（ＣＤ）、
レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商
標）ディスク、ブルーレイ（登録商標）ディスクを含む。ディスク（ｄｉｓｋ）は通常磁
気作用によってデータを再生し、ディスク（ｄｉｓｃ）はレーザーで光学的にデータを再
生する。上記の組み合わせもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１２４】
　開示された例示的な実施形態の以上の記述は、当業者が本発明を実施および使用するこ
とを可能にするために提供される。これらの例示的な実施形態に対する様々な変更は、当
業者には容易に明らかであり、本明細書において定義された包括的な原理は、本発明の精
神または範囲を逸脱することなく他の例示的な実施形態に適用可能である。従って、本発
明は本明細書に記載の例示的な実施形態に制限されるものではなく、本明細書で開示され
る原理および新規な特徴と合致する最も広い範囲が与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］　第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転
送チャネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信すること（５１０）と
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも１つの転送チャネルの
復号を試みること（５４０.１）と、
　復号の成功に基づいて肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信すること（５６０.１）と
　を備え、
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間に前記シンボルの送信を中断するように動作可能
である、方法。
［２］　前記第１のＴＴＩに続く第２のＴＴＩの間に前記複合チャネルに対応するシンボ
ルを受信することをさらに備える、上記［１］に記載の方法。
［３］　前記試みることは、前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に少なくと
も２つの転送チャネルの復号を試みることを備える、上記［１］に記載の方法。
［４］　前記少なくとも２つの転送チャネルは、第１および第２の転送チャネルを備え、
前記復号を試みることは、前記第１の転送チャネルの復号を試みた後の既定の時間インタ
ーバルで、前記第２の転送チャネルの復号を試みることを備える、上記［３］に記載の方
法。
［５］　前記復号を試みることは、少なくとも２つの転送チャネルの復号を同時に試みる
ことを備える、上記［３］に記載の方法。
［６］　各ＴＴＩはさらにスロットへと再分割され、前記復号を試みることは、固定数の
スロットごとに一度復号を試みることを備える、上記［１］に記載の方法。
［７］　前記ＡＣＫを送信することは、前記ＡＣＫ送信をパイロット送信と多重化するこ
とを備える、上記［１］に記載の方法。
［８］　前記ＡＣＫ送信を多重化することは、時間的に多重化することを備える、上記［
７］に記載の方法。
［９］　前記ＡＣＫ送信を多重化することは、符号的に多重化することを備える、上記［
７］に記載の方法。
［１０］　前記少なくとも２つの転送チャネルは、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃのビットを搬
送するための少なくとも２つの転送チャネルを備える、上記［１］に記載の方法。
［１１］　前記方法は、さらに、テールバイティング畳込符号復号器を用いて前記転送チ
ャネルのうちの少なくとも１つについてのデータを復号することを備える、上記［１０］
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に記載の方法。
［１２］　前記送信することは、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンク上で送信すること
を備え、前記受信することは、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で受信するこ
とを備える、上記［１］に記載の方法。
［１３］　前記送信することは、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で送信すること
を備え、前記受信することは、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンク上で受信するこ
とを備える、上記［１］に記載の方法。
［１４］　少なくとも２つのユーザ機器（ＵＥ）からの複合チャネルに対応するシンボル
を受信することをさらに備え、前記復号を試みることは、ＵＥがソフトハンドオフ状態で
あるか否かに基づいて、前記少なくとも２つのＵＥに対する復号の試みを優先することを
備える、上記［１］に記載の方法。
［１５］　第１の割付伝送間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転
送チャネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信するように構成された受信機
（２５０）と、
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも１つの転送チャネルの
復号を試みるように構成された復号器（２７０）と、
　復号の成功裏な結果に基づいて肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信するように構成さ
れた送信機（４３０）と
　を備え、
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間の前記シンボルの送信を中断するように動作可能
である、装置。
［１６］　前記受信機は、さらに、前記第１のＴＴＩに続く第２のＴＴＩの間に前記複合
チャネルに対応するシンボルを受信するように構成される、上記［１５］に記載の装置。
［１７］　前記復号器は、前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に少なくとも
２つの転送チャネルの復号を試みるように構成される、上記［１５］に記載の装置。
［１８］　前記少なくとも２つの転送チャネルは、第１および第２の転送チャネルを備え
、前記復号器は、前記第１の転送チャネルの復号を試みた後の既定の時間インターバルで
、前記第２の転送チャネルの復号を試みるように構成される、上記［１７］に記載の装置
。
［１９］　前記復号器は、少なくとも２つの転送チャネルの復号を同時に試みるように構
成される、上記［１７］に記載の装置。
［２０］　各ＴＴＩはさらにスロットへと再分割され、前記復号器は、固定数のスロット
ごとに一度復号を試みるように構成される、上記［１５］に記載の装置。
［２１］　前記送信機は、前記ＡＣＫ送信をパイロット送信と多重化するように構成され
る、上記［１５］に記載の装置。
［２２］　前記送信機は、前記ＡＣＫ送信を前記パイロット送信と時間的に多重化するよ
うに構成される、上記［２１］に記載の装置。
［２３］　前記送信機は、前記ＡＣＫ送信を符号的に多重化するように構成される、上記
［２１］に記載の装置。
［２４］　前記少なくとも２つの転送チャネルは、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃのビットを搬
送するための少なくとも２つの転送チャネルを備える、上記［１５］に記載の装置。
［２５］　前記復号器は、テールバイティング畳込符号復号器を備える、上記［２４］に
記載の装置。
［２６］　前記送信機は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンク上で送信するように構成
され、前記受信機は、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で受信するように構成
される、上記［１５］に記載の装置。
［２７］　前記送信機は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのアップリンク上で送信するように構成
され、前記受信機は、前記Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンク上で受信するように構成
される、上記［１５］に記載の装置。
［２８］　前記受信機は、少なくとも２つのユーザ機器（ＵＥ）からの複合チャネルに対
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応するシンボルを受信するようにさらに構成され、前記復号を試みることは、ＵＥがソフ
トハンドオフ状態にあるか否かに基づいて、前記少なくとも２つのＵＥに対する復号の試
みを優先することを備える、上記［２６］に記載の装置。
［２９］　第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化
転送チャネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信する（５１０）ための手段
と、
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも１つの転送チャネルの
復号を試みる（５４０.１）ための手段と、
　復号の成功に基づいて肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信する（５６０.１）ための
手段と
　を備え、
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間に前記シンボルの送信を中断するように動作可能
である、装置。
［３０］　前記少なくとも２つの転送チャネルは、ＡＭＲクラスＡ、Ｂ、Ｃのビットを搬
送するための少なくとも２つの転送チャネルを備える、上記［２９］に記載の装置。
［３１］　命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、コンピュー
タに対して、
　第１の割付伝送時間インターバル（ＴＴＩ）の間に、少なくとも２つの多重化転送チャ
ネルを備える複合チャネルに対応するシンボルを受信させ（５１０）、
　前記第１のＴＴＩの全てのシンボルを受信する前に、少なくとも１つの転送チャネルの
復号を試みさせ（５４０.１）、
　復号の成功に基づいて肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）を送信させ（５６０.１）
　前記ＡＣＫは、前記第１のＴＴＩの間に前記シンボルの送信を中断するように動作可能
である、装置。
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