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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも加入者端末とエアーインターフェースを介して通信する１の基地局を備える
通信システムであって、
　前記通信システムにおける無線送信アクセスが、時間分割多元アクセス（ＴＤＭＡ）コ
ンポーネントを伴う符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）を利用し、共通ブロードキャスト
物理チャネルが、前記基地局から少なくとも複数のアクティブなキャリア／タイムスロッ
ト結合上でブロードキャストされ、ＣＤＭＡ符号は、
　前記共通ブロードキャスト物理チャネルに利用され、前記共通ブロードキャスト物理チ
ャネルは、（１）ブロードキャストシステム識別情報及び（２）ページング情報を含むこ
とを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記基地局のために、異なるタイムスロット上でアクティブな、少なくとも２つの前記
共通ブロードキャスト物理チャネルが常に存在することを特徴とする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記基地局は、前記二以上の共通ブロードキャスト物理チャネルをアクティブなトラヒ
ックタイムスロット上に配置し、もし、２未満のアクティブトラヒックチャネルしかない
場合は、前記基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度の非トラヒ
ックタイムスロット上に生成することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
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【請求項４】
　前記基地局は、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネルが、最低干渉度タイムスロッ
ト上に残っているかどうかを確認するために監視し、もし、そうでないならば、ダミー共
通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タイムスロットに再配置することを特徴と
する請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記基地局は、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タイムスロット
上に生成することを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　固定ダイレクトシーケンスＣＤＭＡ符号は、共通ブロードキャスト物理チャネルとして
利用されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記加入者端末は、前記基地局へアクセス要求を送信するためにキャリア／タイムスロ
ットを選択することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記基地局へアクセス要求を送信するために前記加入者端末によって選択されたキャリ
ア／タイムスロットは、トラヒックチャネルとしても利用されることを特徴とする請求項
７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記加入者端末は、少なくとも最低干渉度キャリア／タイムスロットを、前記基地局へ
前記アクセス要求を送信するためのキャリア／タイムスロットとして選択することを特徴
とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記アクセス要求の受信に応じて、受領されたアクセス要求のために、前記基地局は、
前記加入者端末が前記基地局へのアクセス要求を送信するために選択した前記キャリア／
タイムスロットの２重ペアに含まれる次のダウンリンクキャリア／タイムスロットで、回
答を送信することを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記加入者端末は、第１の所定の閾値を超えるものでなければならない最低干渉度アッ
プリンクキャリア／タイムスロットを、前記基地局に対するアクセス要求を送信するため
の前記キャリア／タイムスロットとして選択し、選択されたアップリンクキャリア／タイ
ムスロットについての２重ペアのダウンリンクキャリア／タイムスロットは、基地局にお
いて第２の所定の閾値を超えるものでなければならないことを特徴とする請求項７に記載
のシステム。
【請求項１２】
　最低干渉度アップリンクキャリア／タイムスロットの、前記基地局に対するアクセス要
求を送信するための前記キャリア／タイムスロットとしての選択において、前記加入者端
末は、
　（１）ダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを有する２重キャリア／タイムスロッ
トチャネル、
　（２）前記加入者端末に最も近い前記基地局のアクティブなトラヒックチャネルを有す
る２重キャリア／タイムスロットチャネル、
　（３）隣接基地局のアクティブなトラヒックチャネルを有する２重キャリア／タイムス
ロットチャネルと、ランダムキャリア上の最低干渉度２重キャリア／タイムスロットチャ
ネル
の優先順位を利用することを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　ある瞬間において、前記基地局と前記加入者端末間の接続が、前記システムの物理チャ
ネル上で発生し、前記物理チャネルが符号、タイムスロット及び周波数によって定義され
ることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
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【請求項１４】
　前記ブロードキャストシステム識別情報により、加入者端末は、前記加入者が属する前
記通信システムと、それ以外の同一地理的範囲に存在する他の通信システムとを区別する
ことが可能となり、前記加入者端末は、前記ブロードキャストシステム識別子を前記加入
者が属する通信システムからのフレーミング送信に利用することを特徴とする請求項１に
記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ブロードキャストシステム識別情報は、さらに、前記加入者が属する通信システム
の前記基地局の識別情報を含むことを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１６】
　少なくとも加入者端末とエアーインターフェースを介して通信する１の基地局を備える
通信システムの制御方法であって、
　前記通信システムにおける無線送信アクセスについて、時間分割多元アクセス（ＴＤＭ
Ａ）コンポーネントを伴う符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）を利用する工程と、
　共通ブロードキャスト物理チャネルを、前記基地局から少なくとも複数のアクティブな
キャリア／タイムスロット結合上でブロードキャストする工程であって、ＣＤＭＡ符号が
前記共通ブロードキャスト物理チャネルとして利用される工程
とを備え、
　前記共通ブロードキャスト物理チャネルは、（１）ブロードキャストシステム識別情報
及び（２）ページング情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記基地局のために、異なるタイムスロット上でアクティブな、少なくとも２つの前記
共通ブロードキャスト物理チャネルを維持する工程さらに備えることを特徴とする請求項
１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記二つの共通ブロードキャスト物理チャネルを、前記基地局がアクティブなトラヒッ
クタイムスロット上に配置する工程と、もし、２未満のアクティブトラヒックチャネルし
かない場合は、前記基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度の非
トラヒックタイムスロット上に生成する工程とを更に備えることを特徴とする請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルが、最低干渉度タイムスロット
上に残っているかどうかを確認するために監視する工程と、もし、そうでないならば、ダ
ミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タイムスロットに再配置する工程と
を更に備えることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タイムスロット上
に生成する工程を更に備えることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　固定ダイレクトシーケンスＣＤＭＡ符号を、共通ブロードキャスト物理チャネルとして
利用する工程を更に備えることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記基地局へアクセス要求を送信するためにキャリア／タイムスロットを選択する前記
加入者端末を備えること特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記基地局へアクセス要求を送信するために前記加入者端末によって選択されたキャリ
ア／タイムスロットを、トラヒックチャネルとしても利用する工程を備えることを特徴と
する請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　少なくとも最低干渉度キャリア／タイムスロットを、前記基地局へ前記アクセス要求を
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送信するためのキャリア／タイムスロットとして選択する前記加入者端末を更に備えるこ
とを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記アクセス要求の受信に応じて、受領されたアクセス要求のために、前記基地局は、
前記加入者端末が前記基地局へのアクセス要求を送信するために選択した前記キャリア／
タイムスロットの２重ペアに含まれる次のダウンリンクキャリア／タイムスロットで、回
答を送信する工程を更に備えることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記加入者端末が第１の所定の閾値を超えるものでなければならない最低干渉度アップ
リンクキャリア／タイムスロットを、前記基地局に対するアクセス要求を送信するための
前記キャリア／タイムスロットとして選択する工程を備え、選択されたアップリンクキャ
リア／タイムスロットについての２重ペアのダウンリンクキャリア／タイムスロットは、
基地局において第２の所定の閾値を超えるものでなければならないことを特徴とする請求
項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　最低干渉度アップリンクキャリア／タイムスロットの、前記基地局に対するアクセス要
求を送信するための前記キャリア／タイムスロットとして選択する工程において、前記加
入者端末は、
　（１）ダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを有する２重キャリア／タイムスロッ
トチャネル、
　（２）前記加入者端末に最も近い前記基地局のアクティブなトラヒックチャネルを有す
る２重キャリア／タイムスロットチャネル、
　（３）隣接基地局のアクティブなトラヒックチャネルを有する２重キャリア／タイムス
ロットチャネルと、ランダムキャリア上の最低干渉度２重キャリア／タイムスロットチャ
ネル
の優先順位を利用することを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　ある瞬間において、前記基地局と前記加入者端末間の接続が、前記システムの物理チャ
ネル上で発生し、前記物理チャネルが符号、タイムスロット及び周波数によって定義され
ることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記加入者が属する前記通信システムと、それ以外の同一地理的範囲に存在する他の通
信システムとを区別するために前記ブロードキャストシステム識別情報を利用する前記加
入者端末をさらに備えることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ブロードキャストシステム識別情報を前記加入者が属する通信システムからのフレ
ーミング送信に利用する前記加入者端末をさらに備えることを特徴とする請求項２９に記
載の方法。
【請求項３１】
　第２の通信システムと少なくとも部分的に地理的重複範囲を有する第１の通信システム
の制御方法であって、前記第１の通信システムが、少なくとも第１のシステム加入者端末
とエアーインターフェースを介して通信する１の第１のシステム基地局を備え、前記第１
の通信システムにおける無線送信アクセスについて、時間分割多元アクセス（ＴＤＭＡ）
コンポーネントを伴う符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）を利用する方法は、
　共通ブロードキャスト物理チャネルを前記第１のシステム基地局から、少なくとも複数
のアクティブなトラヒックキャリア／タイムスロット結合上でブロードキャストするため
に、ＣＤＭＡ符号を利用する工程であって、前記共通ブロードキャスト物理チャネルは、
ブロードキャストシステム識別情報を含む工程と、
　前記第１のシステム加入者端末において、前記ブロードキャストシステム識別情報を、
前記第１の通信システムからの送信と、前記第２の通信システムからの送信とを区別する
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ために利用する工程とを
備えることを特徴とする方法。
【請求項３２】
　前記第１のシステム加入者端末の前記ブロードキャストシステム識別情報を、第１の通
信システムにおけるフレーミング送信に利用する工程をさらに備えることを特徴とする請
求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記共通ブロードキャスト物理チャネルにページング情報が更に含まれることを特徴と
する請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１のシステム基地局のために、異なるタイムスロット上でアクティブな、少なく
とも２つの前記共通ブロードキャスト物理チャネルを維持する工程をさらに備えることを
特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記二つの共通ブロードキャスト物理チャネルを、前記第１のシステム基地局がアクテ
ィブなトラヒックタイムスロット上に配置する工程と、もし、２未満のアクティブトラヒ
ックチャネルしかない場合は、前記基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを
最低干渉度の非トラヒックタイムスロット上に生成する工程とを更に備えることを特徴と
する請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記第１のシステム基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルが、最低干渉度
タイムスロット上に残っているかどうかを確認するために監視する工程と、もし、そうで
ないならば、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タイムスロットに再
配置する工程とを更に備えることを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第１のシステム基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タ
イムスロット上に生成する工程を更に備えることを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３８】
　固定ダイレクトシーケンスＣＤＭＡ符号を、共通ブロードキャスト物理チャネルとして
利用する工程を更に備えることを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第１のシステム基地局へアクセス要求を送信するためにキャリア／タイムスロット
を選択する前記第１のシステム加入者端末を備えること特徴とする請求項３１に記載の方
法。
【請求項４０】
　前記第１のシステム基地局へアクセス要求を送信するために前記加入者端末によって選
択されたキャリア／タイムスロットを、トラヒックチャネルとしても利用する工程を備え
ることを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項４１】
　少なくとも最低干渉度キャリア／タイムスロットを、前記第１のシステム基地局へ前記
アクセス要求を送信するためのキャリア／タイムスロットとして選択する前記第１のシス
テム加入者端末を更に備えることを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記アクセス要求の受信に応じて、受領されたアクセス要求のために、前記第１のシス
テム基地局は、前記第１のシステム加入者端末が前記第１のシステム基地局へのアクセス
要求を送信するために選択した前記キャリア／タイムスロットの２重ペアに含まれる次の
ダウンリンクキャリア／タイムスロットで、回答を送信する工程を更に備えることを特徴
とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４３】
　ある瞬間において、前記第１のシステム基地局と前記第１のシステム加入者端末間の接
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続が、前記第１の通信システムの物理チャネル上で発生し、前記物理チャネルが符号、タ
イムスロット及び周波数によって定義されることを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項４４】
　第２の通信システムと少なくとも部分的に地理的重複範囲を有する第１の通信システム
であって、前記第１の通信システムにおける無線送信アクセスについて、時間分割多元ア
クセス（ＴＤＭＡ）コンポーネントを伴う符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）を利用する
前記第１の通信システムは、
　少なくとも第１のシステム加入者端末とエアーインターフェースを介して第１のシステ
ム加入者端末と通信する１の第１のシステム基地局を備える前記第１の通信システムと、
　共通ブロードキャスト物理チャネルを、少なくとも複数のアクティブなキャリア／タイ
ムスロット結合上で、ＣＤＭＡ符号を利用してブロードキャストする前記第１のシステム
基地局と、
　ブロードキャストシステム識別情報を含む前記共通ブロードキャスト物理チャネルと、
　前記ブロードキャストシステム識別情報を、前記第１の通信システムからの送信と、前
記第２の通信システムからの送信とを区別するために利用する前記第１のシステム加入者
端末と
備えることを特徴とするシステム。
【請求項４５】
　前記第１のシステム加入者端末が、前記ブロードキャストシステム識別情報を、第１の
通信システムにおけるフレーミング送信に利用することを特徴とする請求項４４に記載の
システム。
【請求項４６】
　前記第１のシステム基地局は、前記共通ブロードキャスト物理チャネルに更にページン
グ情報を含むことを特徴とする請求項４４に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記第１のシステム基地局は、異なるタイムスロット上でアクティブな、少なくとも２
つの前記共通ブロードキャスト物理チャネルをブロードキャストすることを特徴とする請
求項４４に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記第１のシステム基地局は、前記２以上の共通ブロードキャスト物理チャネルを、ア
クティブなトラヒックタイムスロット上に配置し、もし、２未満のアクティブトラヒック
チャネルしかない場合は、前記基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低
干渉度の非トラヒックタイムスロット上に生成することを特徴とする請求項４７に記載の
システム。
【請求項４９】
　前記第１のシステム基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルが、最低干渉度
タイムスロット上に残っているかどうかを確認するために監視し、もし、そうでないなら
ば、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タイムスロットに再配置する
ことを特徴とする請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記第１のシステム基地局がダミー共通ブロードキャスト物理チャネルを最低干渉度タ
イムスロット上に生成することを特徴とする請求項４４に記載のシステム。
【請求項５１】
　固定ダイレクトシーケンスＣＤＭＡ符号が、共通ブロードキャスト物理チャネルとして
利用されることを特徴とする請求項４４に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記第１のシステム加入者端末が、前記第１のシステム基地局へアクセス要求を送信す
るためにキャリア／タイムスロットを選択すること特徴とする請求項４４に記載のシステ
ム。
【請求項５３】
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　前記第１のシステム基地局へアクセス要求を送信するために前記加入者端末によって選
択されたキャリア／タイムスロットが、トラヒックチャネルとしても利用されることを特
徴とする請求項５２に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記第１のシステム加入者端末が、少なくとも最低干渉度キャリア／タイムスロットを
、前記第１のシステム基地局へ前記アクセス要求を送信するためのキャリア／タイムスロ
ットとして選択することを特徴とする請求項５２に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記第１のシステム基地局が、前記アクセス要求の受信に応じて、受領されたアクセス
要求のために、前記第１のシステム加入者端末が前記第１のシステム基地局へのアクセス
要求を送信するために選択した前記キャリア／タイムスロットの２重ペアに含まれる次の
ダウンリンクキャリア／タイムスロットで、回答を送信することを特徴とする請求項５２
に記載のシステム。
【請求項５６】
　ある瞬間において、前記第１のシステム基地局と前記第１のシステム加入者端末間の接
続が、前記第１の通信システムの物理チャネル上で発生し、前記物理チャネルが符号、タ
イムスロット及び周波数によって定義されることを特徴とする請求項５２に記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、多元アクセス型技術を利用する無線若しくは移動通信システムに関連し、さ
らに詳細には、ＣＤＭＡ／ＴＤＭＡシステムのような、多元アクセス型技術システムにお
けるチャネル選択方法に関連する。
【従来の技術】
　無線若しくは、移動通信システムにおいて、移動端末（例えば、移動体通信電話）の形
態を取るユーザー装置は、典型的には、基地局とエアーインターフェースを介して無線通
信を行う。多数のユーザー、例えば、多数の移動端末が移動体通信システムにアクセする
ための数多くの技術が存在する。一般的な技術の一つ（周波数分割多元アクセス[ＦＤＭ
Ａ]）は、複数の搬送無線周波数を採用し、各ユーザーを異なる無線周波数に割り当てる
。しかし、無線周波数の同時転送は、１の無線を必要とするので、コストを削減し、提供
されるサービスの柔軟性を向上するために他の技術がしばしば利用される。そのような他
の技術の一つが、時間分割多元アクセス[ＴＤＭＡ]である。ここでは、各搬送周波数が情
報のフレームを搬送するように概念付けられ、各フレームはタイムスロット若しくはチャ
ネルに分割され、異なるユーザーは異なるタイムスロットを利用する。典型的は、トラヒ
ックを移動端末から基地局へ送信するための“アップリンク”タイムスロット若しくはチ
ャネルと、トラヒックを基地局から移動端末へ送信するための“ダウンリンク”タイムス
ロットが必要となる。
【０００２】
　ＦＤＭＡとＴＤＭＡを結合する技術の一例（マルチキャリアＴＤＭＡ[ＭＣ／ＴＤＭＡ]
）は、ヨーロッパで、ＤＥＣＴという名で１８８０から１９００ＭＨｚのスベクトルにお
いて動作している。ＤＥＣＴの側面は、ＥＴＲ３１０（１９９６年８月 Annex E: DECT I
nstant Dynamic Channel Selection (DCS)Procedures, pp.69-74）に記載されている。Ｄ
ＥＣＴは、まず地理的範囲において極めて制限的な企業内移動通信システムに導入された
。ＤＥＣＴにおいては、移動端末は、常に最も近い（最強）基地局にロックされている。
最強基地局に自身をロックさせた後、移動端末は、定期的に更新される最少干渉チャネル
のリストを生成する。移動端末のユーザーが電話をかけようとすると、移動端末は最良チ
ャネルを選択し、アクセス要求（ＲＡＣＨ）メッセージを最強基地局へ送信する。この要
求は、基地局受信ＲＦキャリアスキャニング順序と同期して送信される。もし、応答が適
切な２重応答スロットで受信されると、２重チャネルが確立される。ＤＥＣＴにおいては
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、ハンドオーバーは移動端末によって制御される。自動若しくはシームレス（“通信が途
切れる前の”）ハンドオーバーは、別の基地局が最強になると同時に行われる。ＤＥＣＴ
は、ページング及びシステム情報を全てのダウンリンクチャネル上で提供する。
【０００３】
　　移動体通信サービスは、符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）という名で知られる、他
の多元アクセス技術を利用しても提供することができる。ＣＤＭＡ移動体通信システムで
は、基地局と特定の移動端末の間で伝送される情報は、同一無線周波数を利用している他
の移動端末かへの情報と区別するために、数学的符号（例えば、拡散符号）によって変調
される。このようにＣＤＭＡでは、個別の無線リンクが符号に基づいて識別される。さら
に、ＣＤＭＡ移動通信では、典型的に適切に拡散される同一ベースバンド信号はいくつか
の基地局から送信されるが、重複するカバーエリアを有している。移動端末はこのように
、いくつかの基地局から同時に送信される信号を受信し利用する。さらに、無線環境は急
速に変化するので、移動端末は恐らく同時にいくつかの基地局への無線チャネルを有する
が、それは、例えば、移動端末が最良チャネルを選択し、必要であれば、無線干渉を低く
、キャパシティを高く維持するために様々な基地局から移動端末への信号を利用すること
ができるようにするためである。移動端末による、多数の基地局からの／への無線チャネ
ルの利用は、例えばＣＤＭＡシステムにおいて発生するが、“ソフトハンドオーバー”又
は“マクロダイバーシチ”と呼ばれる。ある地理的エリアでは、ＦＤＭＡ／ＣＤＭＡ若し
くはＭＣ／ＣＤＭＡは、１９２０ＭＨｚから始まる周波数スペクトルにおいて利用される
。ＣＤＭＡの様々な側面は、Garg,Vijay K.et al.,Applications of CDMA in Wireless/P
ersonal Communications, Prentice Hall (1997)に記載されている。
【０００４】
　　伝統的なダイレクトシーケンスＣＤＭＡ（ＤＳ－ＣＤＭＡ）移動無線システムは、共
通スペクトルを利用した全システムの慎重な協調が必要とされる。ＤＳ－ＣＤＭＡシステ
ムは、セル内における全ての移動端末の、高速で正確なアップリンクパワー制御を必要と
する。従って、地理的にオーバーラップするＤＳ－ＣＤＭＡシステムの動作は、問題が多
い。このように、典型的にＤＳ－ＣＤＭＡは、所定のセル及び同一スペクトル内における
移動端末のパワーを伝送するシステムを１以上有しない。
【０００５】
　前記の考え方に従えば、もしオーバーラップするＤＳ－ＣＤＭＡシステムが拡散符号に
基づいて構成され区別されるとすると、システムは十分なキャパシティを有しないであろ
う。この点では、第１のＤＳ－ＣＤＭＡシステムは、第１の拡散符号のサブセットに割り
当てられ、第２のＤＳ－ＣＤＭＡシステムは第２の拡散符号のサブセットに割り当てられ
る。一般に、利用可能な符号は比較的小さい（例えば５０から１００のオーダー）ことは
、心に留めておくべきであろう。さらに、もし、２以上のＤＳーＣＤＭＡシステムがオー
バーラップしようとする場合、若しくは更なるＤＳ＝ＣＤＭＡシステムが同一地理的範囲
に入ってくる場合には、この束縛は特に重荷になる。従来のＤＳ－ＣＤＭＡ移動無線シス
テムは、共通スペクトルを利用した慎重な協調を必要とするが、異なるシステム（それら
の間でハンドオーバーは行われない）は、同一地理的エリアでは動作できない。この理由
は、ＤＳ－ＣＤＭＡシステムの鍵となる機能は、全ての接続について等価なダウンリンク
パワー及び、セル内の全てのハンドセットについての高速で正確なアップリンクパワー制
御に基づいているからである。それゆえに、システムのセル内において、当該システムが
制御できない伝送パワーを有する１以上のハンドセットを有することは（同一周波数上で
は）許されない。これは、一般的用語ではnear/far問題と呼ばれる。ゆえに、例えば、広
い地理的エリアにおいて、多数の移動端末を格納するためには、システム識別を単に拡散
符号に基づいて行うのは適切ではない。
【０００６】
　例えば、ヨーロッパにおける１９００から１９２０ＭＨｚのような、周波数スペクトラ
ムの他のセグメントを発展させるための機会が存在する。特に期待されるのは、オーバー
ラップ型で、即ち、従来のＤＥＣＴの地理的範囲よりも広い範囲において動作する複数の
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非協調型のＤＥＣＴのようなシステムである。将来は、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＣＤＭＡの
３つの技術が結合されるであろうと考えられる。ＭＣ／ＴＤＭＡシステムと比較した場合
のＤＳ－ＣＤＭＡシステムの１の主要な利点は、レンジとトラヒックのキャパシティ間に
おけるトレードオフを実現できることである。しかし、特に、同一の地理的エリアに導入
された非協調システム間におけるスペクトルリソースの分配は、周波数と時間ドメインに
おいてのみ可能であるので（しかし、上述のnear/far問題のために符号ドメインでは不可
能）、これらの３つの技術を如何にして効果的に相互作動させるかは明確ではない。
【０００７】
　従来のダイレクトシーケンスＤＳ－ＣＤＭＡ移動無線システムは、共通スペクトルを利
用する全てのシステムの慎重な協調を必要とするが、これは、異なるシステム（システム
間でハンドオーバーができないもの）は同一の地理的エリアにおいて動作できないからで
ある。この理由は、ＤＳ－ＣＤＭＡシステムの鍵となる機能は、全ての接続について等価
なダウンリンクパワー及び、セル内の全てのハンドセットについての高速で正確なアップ
リンクパワー制御に基づいているからである。それゆえに、システムのセル内において、
当該システムが制御できない伝送パワーを有する１以上のハンドセットを有することは（
同一スペクトル上では）許されない。
【０００８】
　様々な種類の瞬時の動的チャネル選択手続（ここでは、チャネル選択は、各呼ベースで
行われる）の適用は、例えば、ＤＥＣＴのようなＭＣ／ＴＤＭＡシステムにおけるものが
知られており、ここでは、共通スペクトル上における非協調システムを導入できる。ＤＣ
－ＣＤＭＡのためのＩＤＣＳは、しかしながら、ＣＤＭＡの追加に伴う新たな問題に対応
した、特定の解決策を必要とする。ＭＣ／ＴＤＭＡシステムと比較した場合のＤＳ－ＣＤ
ＭＡシステムの１の主要な利点は、レンジとトラヒックのキャパシティ間におけるトレー
ドオフを実現できることである。
【０００９】
　それゆえに必要とされ、本発明の目的となるのは、多元アクセス技術を利用する同一地
理的範囲における非協調システムのためのチャネル選択手法である。
【００１０】
　本発明の大きな利点の一つは、処理ゲインが低すぎて、典型的な再利用ファクター１を
利用できないＣＤＭＡシステムに適用できるということである。この場合、異なるセルに
ついて必要とされる煩わしいチャネルプラニングは自動的に行われる。
【００１１】
　[発明の概要] 第１の通信システムは、第２の通信システムと、少なくとも部分的な地
理的重複カバーエリアを有し、時間分割多元アクセス（ＴＤＭＡ）のコンポーネントを伴
う符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）を利用する第１の通信システムにおける無線送信ア
クセスを伴う。第１の通信システムの基地局は、エアーインターフェースを介して加入者
端末と通信士、共通ブロードキャスト物理チャネルを少なくとも動的キャリア／タイムス
ロットのコンビネーション上でブロードキャストする。共通ブロードキャスト物理チャネ
ルは、ブロードキャストシステム識別情報を含む。加入者端末は、ブロードキャストシス
テム識別情報を利用し、第１の通信システムの伝送と第２の通信システムの伝送を区別す
る。さらに、加入者端末は、ブロードキャストシステム識別情報を、第１の通信システム
におけるフレーミング送信のために利用する。
【００１２】
　第１のシステムにおける基地局は、異なるタイムスロット上でアクティブな少なくとも
２つのブロードキャスト物理チャネルをブロードキャストする。好ましくは、固定ダイレ
クトシーケンスＣＤＭＡ符号が、共通ブロードキャスト物理チャネルに採用される。
【００１３】
　本発明の瞬時の動的チャネル選択手続によれば、加入者端末は、アクセス要求を第１の
システム基地局に送信するためにキャリア／タイムスロットを選択する。第１のシステム
基地局へアクセス要求を送信するために、第１のシステム加入者端末によって選択される
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キャリア／タイムスロットはまた、トラヒックチャネルとして利用される。好ましくは、
第１のシステム加入者端末は、最少干渉キャリア／タイムスロットを第１のシステム基地
局へアクセス要求を送信するためのキャリア／タイムスロットとして選択する。アクセス
要求に応答して、第１のシステム基地局は、第１のシステム加入者端末が第１のシステム
基地局へアクセス要求を送信するために選択したキャリア／タイムスロットを伴う２重ペ
アに含まれる、次のダウンリンクキャリア／タイムスロットで回答する。
【００１４】
　第１のシステム基地局と加入者端末間の接続は、ある時、第１の通信システムの物理チ
ャネルにおいて発生し、当該物理チャネル符号、タイムスロット及び周波数によって定義
される。
【００１５】
　本発明の前述及びその他の目的、特徴及び利点は、添付図面に記載された好適な実施形
態についてのより詳細な説明において明らかになるであろう。図面における共通する引用
番号は、それぞれの図における対応箇所を示すものである。当該図面は、本発明の原理を
図示するためにのみ利用されるものである。
【発明の実施の形態】
　以下の記載において、特定の詳細は、特定のの構成、インターフェース、技術などとし
て記載されるが、これらは説明であって限定の目的ではなく、本発明全体の理解を提供す
るものである。しかしながら、本発明がこれらの詳細から逸脱することなく他の実施態様
において実施できることは、当業者には明らかであろう。また、周知の装置、回路及び方
法の詳細な記載は、不要な詳細により本発明の記載があいまいになることを避けるために
排除される。
【００１６】
　図１は、移動体通信システム２０１を示す。これは、複数の基地局ＢＳ１．１からＢＳ

１．５を備え、基地局のそれぞれは、セルＣ１．１からＣ１．５までにサービスする。各
基地局ＢＳは、１以上のアンテナを有しており、例えば無線チャネルなどのインターフェ
ースを介して、それぞれのセルＣに存在する１以上の加入者端末と通信する。従って、核
基地局ＢＳは、少なくとも１の無線周波数送信器及び、少なくとも１の無線周波数受信器
を有する。
【００１７】
　移動体通信システム２０１の基地局ＢＳ１．１からＢＳ１．５は、地上線若しくは、例
えばマイクロ波リンクによって基地局制御装置とも呼ばれる無線ネットワーク制御装置（
ＲＮＣ）２２１と接続されている。無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２２１は、当業
者には既知のさまざまな機能を実行する。その機能には、例えば、移動加入者端末がある
セルから別のセルに移動する際に必要とされるハンドオーバー機能も含まれる。図１に例
として示す移動体通信システム２０１は、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２２１に
よって制御される５つのセルＣを有するものとして記載されているが、本発明に対応した
移動体通信システムは、より少ない若しくは、より多くのセルを有することができること
は、明らかである。さらに、１以上の無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣｓ）が、本発明
の１の無線通信システムに含まれていても良い。そこでは、いずれかの無線ネットワーク
制御装置（ＲＮＣ）によって制御される基地局の数の制約はなく、また、全ての無線ネッ
トワーク制御装置（ＲＮＣｓ）は、同一の数の基地局を制御しなくてもよい。
【００１８】
　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２２１は、例えば無線によって移動交換局（ＭＳ
Ｃ）２４１に接続されている。移動通信交換局（ＭＳＣ）２４を介して、移動体通信シス
テム２０１は、他の移動体通信システム及び固定若しくは無線通信システムへ接続する。
移動体通信システムの基地局、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）、及び移動通信交換
局（ＭＳＣ）ノードの構造、動作の例示記載は、一般に、引用により内容とするところの
以下の米国特許出願において提供される。米国特許出願ＳＮ０９／１８８，１０２『Asyn
chronous Transfer Mode System』、ＳＮ０９／０３５，８２１の『Telecommunications 
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Inter-Exchange Measurement Transfer』、ＳＮ０９／０３５，７８８『Telecommunicati
ons Inter-Exchange Congestion Control』、ＳＮ０９／０７１，８８６『Inter-Exchang
e Paging』。
【００１９】
　本発明は、特に、複数の移動体通信システムが、少なくとも部分的にオーバーラップす
る地理的エリアにおいて非協調方式で動作している場合を考慮したものである。この観点
から、図２は、移動体通信システム２０１の基地局ＢＳ１．１からＢＳ１．５及び、対応
するＣ１．１からＣ１．５（実線で記載）を、移動体通信システム２０２及び移動体通信
システム２０３の基地局及びセルと共に示す。
【００２０】
　移動体通信システム２０２は、ＢＳ２．１からＢＳ２．５及び対応するセルＣ２．１か
らＣ２．５（図２においては、点線で示されている。）を備える。 移動体通信システム
２０３は、ＢＳ３．１からＢＳ３．５及び対応するセルＣ３．１からＣ３．５（図２にお
いては、一点鎖線で示されている。）を備える。このように、ある基地局若しくはセルに
対する第１の添字は、その移動体通信システムを識別する一方で、ある基地局若しくはセ
ルに対する第２の添字は、当該システム内の特定の基地局若しくはセルを識別することが
、添字の振り方から分かる。
【００２１】
　少なくともある程度の範囲において、移動体通信システム２０１、移動体通信システム
２０２及び移動体通信システム２０３のそれぞれによってサービスされるカバーエリアに
おける地理的オーバーラップの範囲が存在する。例えば、加入者端末ＳＳ１ａ及びＳＳ１

ｂは、移動体通信システム２０１に属し、図２のような状況に置かれる。加入者端末ＳＳ

１ａは、移動体通信システムの３つ全ての地理的範囲内にある。これに関しては、加入者
端末ＳＳ１ａは、移動体通信システム２０１のセルＣ１．１、移動体通信システム２０２

のセルＣ２．３及び移動体通信システム２０３のセルＣ３．２内に位置することが図２か
ら分かる。加入者端末ＳＳ１ｂは、基地局ＢＳ１．３の範囲限界にあり、パワー最大限で
動作する。これは、もし、同一キャリア同時に利用されればＢＳ３．３をブロックするで
あろう。本発明は、どの送信が加入者端末ＳＳ１ａに対するものなのかを確認し、加入者
端末ＳＳ１ａを含む無線通信において利用するチャネルを動的に選択するために、加入者
端末ＳＳ１ａに、それがさらされる３つの移動体通信システムの送信を識別する方法を提
供する。これ以降の記載では簡単のため、加入者端末ＳＳの引用は、すべて例示的加入者
端末ＳＳ１ａに対するものとして理解されたい。
【００２２】
　上述のように、本発明は、システムのセル間においてチャネル再利用１が可能でない場
合の、単一システムに関する問題に対応するものでもある。この場合、適当なキャリア／
タイムスロットチャネル（以下を参照）は、自動的に選択され、隣接セルの接続は互いに
干渉し合わない。現代のＣＤＭＡシステムは、ユーザーの瞬時のビットレートに対して処
理ゲインをトレードする能力を有する。このように、ある範囲では、ユーザービットレー
トが増加した場合、再利用１はもはや可能ではなく、他のセルへの煩わしい手動チャネル
プラニングを突然行わなければならなくなる。本発明は、このプラニングの必要性をも排
除する。
【００２３】
　図２に示す移動体通信システムのそれぞれは、多くの無線周波数キャリアを有し、図３
に示すように時間分割多元アクセス（ＴＤＭＡ）コンポーネントを伴う符号分割多元アク
セス（ＣＤＭＡ）を利用する。例えば、各移動体通信システムは、同一の４つの無線周波
数キャリアＦ１からＦ４を利用する。各無線周波数キャリアＦは、複数のタイムスロット
に分割される。図３に示す例では、各無線周波数キャリアＦは、１６のタイムスロットに
分割されている。キャリアとタイムスロットの結合のそれぞれは、ここでは、キャリア／
タイムスロットチャネルとして引用され、“Ｃ／ＴＳ”及び“ＣＨ”と略される。例えば
、移動体通信システム２０１は、キャリア／タイムスロットチャネルＣＨ１．１．１から
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ＣＨ１．１．１６を無線周波数キャリアＦ１について備え、移動体通信システム２０１は
、キャリア／タイムスロットチャネルＣＨ１．２．１からＣＨ１．２．１６を無線周波数
キャリアＦ２について備える。同様に、ある無線周波数キャリアＦｘについて、移動体通
信システム２０２は、キャリア／タイムスロットチャネルＣＨ２．ｘ．１からＣＨ２．ｘ

．１６を備え、移動体通信システム２０３は、キャリア／タイムスロットチャネルＣＨ３

．ｘ．１からＣＨ３．ｘ．１６を備える。このように、キャリア／タイムロットチャネル
の添字定義において、第１の要素は、移動体通信システム（例えば、移動体通信システム
２０１、２０２若しくは２０３）を示し、第２の要素は、無線周波数キャリア（即ち、Ｆ

１、Ｆ２、Ｆ３若しくはＦ４）を示し、第３の要素は、タイムスロット（即ち、１から１
６のタイムスロットのうちの１つ）を示す。
【００２４】
　２重キャリア／タイムスロットチャネルの一例は、図７ａ及び図７ｂにおいて提供され
る。ここで使用するように、同一フレーム内及び同一キャリア上における“２重（duplex
）”の語は、アップリンクのキャリア／タイムスロットチャネルとダウンリンクのキャリ
ア／タイムスロットチャネルのペアを意味する。図７ａと図７ｂのフレームのそれぞれは
、時間間隔が１０ミリ秒であり、１６スロットを有する（各スロットは６２５マイクロ秒
）。図７ａは、多重交換ポイントの構成を示す図であり、ダウンリンクのキャリア／タイ
ムスロットチャネルは直ちに、そのペアであるアップリンクのキャリア／タイムスロット
チャネルによってフォローされる。例として、網掛け表示されたダウンリンクのキャリア
／タイムスロットチャネルＣＨ１．１．３は、直ちに、ダウンリンクのキャリア／タイム
スロットチャネルＣＨ１．１．３とペアの、網掛け表示されたアップリンクキャリア／タ
イムスロットチャネルＣＨ１．１．４によってフォローされる。一方図７ｂは、単一交換
ポイント構成を示す。最初の８キャリア／タイムスロットチャネルがダウンリンク用であ
り、フレームの最後の８キャリア／タイムスロットｃｈなえるがアップリンク用である。
図７ｂにおいては、例えば、網掛け表示されたダウンリンクキャリア／タイムスロットチ
ャネルＣＨ１．１．２は、網掛け表示されたアップリンクキャリア／タイムスロットチャ
ネルＣＨ１．１．１０とペアになる。
【００２５】
　図３に戻ると、本発明のＦＤＭＡアクセスコンポーネントは、このように、多数の無線
周波数の採用に起因する。また、ＴＤＭＡアクセスコンポーネントは、各無線周波数キャ
リアのタイムスロットに起因する。本発明のＣＤＭＡアクセスのコンポーネントは、各キ
ャリア／タイムスロットチャネルが複数の物理チャネルＰＣＨを格納するという事実に起
因する。ここで使用されるように、各キャリア／タイムスロットチャネル（Ｃ／ＴＳ）の
物理チャネル（ＰＣＨ）は、ダイレクトシーケンス（ＤＳ）ＣＤＭＡ拡散符号に基づいて
識別される。そのことは図３ａに図示されており、ここでは、あるキャリア／タイムスロ
ットチャネルＣＨ１．１．６が、物理チャネルＰＣＨ１．１．６．１からＰＣＨ１．１．

６．ｎまでを有することが示されている。物理チャネルＰＣＨの最初の３つの添字要素は
、そのキャリア／タイムスロットチャネルの添え字の最初の３つの要素に対応している。
物理チャネルＰＣＨの添字の第４の要素は、通信接続（即ち呼）のために利用可能な特定
のＤＳ－ＣＤＭＡ拡散符号を識別する。このように、各キャリア／タイムスロットチャネ
ルにおいて、ｎ番目までの物理チャネルＰＣＨが存在することができ、それぞれはＤＳ－
ＣＤＭＡ符号で分割される。同一キャリア上の同一キャリア／タイムスロットチャネル上
の全ての物理チャネルＰＣＨへの送信方向は同一である。１の無線送受信器を備える基地
局は、あるキャリア上の１のタイムスロットを同時に運用することができるだけである。
簡単のため、他のキャリア／タイムスロットチャネルの物理チャネルＰＣＨは図３に示し
ていないが、各キャリア／タイムスロットチャネルＣＨは、図３ａに示すのと同様に多数
の物理チャネルＰＣＨを有している。
【００２６】
　通常のＤＣーＣＤＭＡ方式同様、加入者端末ＳＳは、アイドル状態であろうと、通信状
態であろうと、そのシステム内の最も近接する（最強の）基地局に常に固定される。自動
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ハンドオーバーは、同一システム内の他の基地局がより強くなった場合には直ちに行われ
る。最強の基地局にロックされていることは、効果的なアクセスチャネル再利用及びリン
クのロバスト性において重要であり、高キャパシティにつながる。ハンドオーバーは、“
シームレス”に行われるべきであるが、これは、“通信が途切れる前”を意味するもので
あるが、高品質サービスのためには重要である。
【００２７】
　図５は、Ｌ１（物理レイヤー）、Ｌ２（データリンクレイヤー）及びＬ３（ネットワー
クレイヤー）の３つのプロトコルレイヤーを有する無線インターフェースの一般的構造を
示す図である。データリンクレイヤー（Ｌ２）は、無線リンク制御（ＲＬＣ）及び媒体ア
クセス制御（ＭＡＣ）を含む。ネットワークレイヤー（Ｌ３）は、制御プレーン（Ｃ－pl
ane)と、ユーザープレーン（U-plane）に分割される。レイヤー１は、ＴＤＤ及びＦＤＤ
については非常に異なる。というのも、本発明は、レイヤー２及びレイヤー３はＴＤＤ及
びＦＤＤについては可能な限り同一であるためである。物理レイヤー（ＰＨＬ）は、トラ
ンスポートチャネルで識別される媒体アクセス制御（ＭＡＣ）にサービスする。トランス
ポートチャネルのいくつかは共通チャネルであり、複数の移動加入者端末において利用さ
れるとともに、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）、順方向アクセスチャネル（ＦＡ
ＣＨ）、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）及びページングチャネル（ＰａＣＨ）を含
む。その他のトランスポートチャネルは、専用チャネル（ＤＣＨ）、即ち、基地局と移動
加入者端末間でのユーザーデータ及び制御情報のための接続に利用されるチャネルである
。
【００２８】
　本発明は、４種類の物理チャネルを利用する。それらは共通ブロードキャスト物理チャ
ネル（ＢＰＣＨ）、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）、ランダムアクセス物理チャネル（Ｒ
ＡＰＣＨ）及び、順方向アクセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ）である。図４は、各物理チ
ャネルタイプを示す。（１）１以上のトランスポートチャネルが、物理チャネルに含まれ
る。（２）物理チャネルの方向（即ち、ダウンリンク、アップリンク）。（３）物理チャ
ネルで採用する拡散タイプ。
【００２９】
　図４に示すように、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）は、専用トランスポートチャネル（
ＤＣＨ）を含んでおり、アップリンク及びダウンリンクの両方で発生する。固定及び可変
拡散の両方は、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）において許可される。
【００３０】
　ランダムアクセス物理チャネル（ＲＡＰＣＨ）は、加入者端末が無線アクセス、即ち、
発呼のような通信接続を希望する場合に利用される。ランダムアクセス物理チャネル（Ｒ
ＡＰＣＨ）は、このようにアップリンク方向であり、ＲＡＣＨトランスポートチャネルを
含む。実施形態に示すように、ランダムアクセス物理チャネル（ＲＡＰＣＨ）は、固定拡
散符号を有する。以下にさらに説明するように、本発明においてランダムアクセス物理チ
ャネル（ＲＡＰＣＨ）は、全ての潜在的アップリンクキャリア／タイムスロットチャネル
において利用可能である。さらに、加入者端末ＳＳは、ランダムアクセス物理チャネル（
ＲＡＰＣＨ）に利用するためのキャリア／タイムスロットチャネルを動的に選択し、基地
局による受領の後に、同一キャリア／タイムスロットチャネルが専用物理チャネル（ＤＰ
ＣＨ）として接続のために採用される。
【００３１】
　順方向アクセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ）は、ダウンリンク方向チャネルであり、ラ
ンダムアクセス要求若しくはパケット通信要求に応じて基地局により利用される。順方向
アクセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ）は、このように、順方向アクセストランスポートチ
ャネル（ＦＡＣＨ）を含む。実施形態に示すように、順方向アクセス物理チャネル（ＦＡ
ＰＣＨ）は、固定拡散符号を有する。
【００３２】
　図４に示すように、共通ブロードキャストチャネル（ＢＰＣＨ）は、ブロードキャスト
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（ＢＣＨ）及びページング（ＰａＣＨ）共通トランスポートチャネルを含む。このように
、共通ブロードキャストチャネル（ＢＰＣＨ）は、ブロードキャストシステム識別子及び
ケイパビリティを、ダウンリンク同期情報と同様に、加入者端末へ搬送し、さらには、ダ
ウンリンクページングチャネル（ＰａＣＨ）を加入者端末へ送信する。実施形態において
、共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）は、固定拡散符号を有する。
【００３３】
　図４ａは、共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）、ランダムアクセス物理チ
ャネル（ＲＡＰＣＨ）及び、順方向アクセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ）で専用物理チャ
ネル（ＤＰＣＨ）の構成の一例を示す図である。タイムスロットは、５１２チップのミッ
ドアンブルと、１０２４データチップを各側に備える。また、次のスロット開始前に、９
６チップのガードスペースＧＳが存在する。ミッドアンブルは、スロット及びビット同期
を導き出すために利用され、必ずしもシステム識別子でなくても良い。当然に、スロット
の開始におけるプリアンブルを、ミッドアンブルの代わりに利用することができる。ミッ
ドアンブルは、すべてのシステムに共通であってもよいが、かならずしもそうである必要
はない。他の実施形態では、ミッドアンブルは、システム内の基地局のそれぞれについて
、地理的に固有のものであっても良い。又は、Ｃ／ＴＳ上の同時ＰＣＨのそれぞれについ
て固有のものであっても良い。この後者は、ジョイント・ディテクションと呼ばれる固有
の復号技術が実装される場合には有効である。このように、異なる物理チャネル（ＰＣＨ
）を区別する、図４の特定の拡散符号は、物理チャネルの情報内容を搬送するであろう、
残りの１０２４＋１０２４＝２０４８チップにのみ適用される。可変拡散ファクター（Ｓ
Ｆ）１から３２を利用して、６４から２０４８ビットが情報伝送のために各物理チャネル
において利用可能である。フレームレートが１００Ｈｚ（フレーム長が１０ｍｓ）となる
ようにサポートするために、ロービットレートは、ＳＦ＝３２について６．４ｋｂｐｓで
あり、ＳＦ＝１について２０４．８ｋｂｐｓである。もし１６タイムスロット有るならば
、トータルチップレートは、毎秒１６×（５１２＋２０４８＋９６）×１００＝４，２４
９，６００チップである。この場合、変調方式次第で５ＭＨｚ広帯域周波数キャリア上で
実装されることができる。
【００３４】
　好適な実施形態では、ＲＡＰＣＨ，ＦＡＰＣＨ及びＤＰＣＨについてＳＦ＝１６である
。これは、１２．８ｋｂｐｓ（１２８ビット／スロット）である。これは、ＤＰＣＨ音声
サービス及び、高速なＲＡＣＨ及びＦＡＣＨ転送にも好ましい。ＲＡＣＨ若しくはＦＡＣ
Ｈメッセージをどのように作成するかは既知であり、ここでさらに記載する必要はない。
例えば、ＢＰＣＨ上のＢＣＨ及びＰａＣＨ情報のマッピングである。
【００３５】
　好適な実施形態では、ＢＰＣＨについてＳＦ＝３２またはそれ以上である。何故なら、
ＢＰＣＨ情報が、すべてのアイドル状態にある加入者端末ＳＳによって受信されることが
重要だからである。ＦＳ＝３２は、６．４ｋｂｐｓ若しくは６４ビット／スロットを与え
る。すべてのＢＰＣＨ情報が１のスロットにおいてフィットしないのではなく、そのこと
は必要とされない。それゆえに、マルチフレームが図６において定義されている。そこで
は、１６フレームを備え、各フレームは１６キャリア／タイムスロットチャネル（図７ｂ
参照）ＣＨｘ．ｘ．１からＣＨｘ．ｘ．１６を備える。図６において、１６キャリア／タ
イムスロットチャネルは、第１のフレームにおいてのみ示されているが、全ての１６フレ
ームが１６キャリア／タイムスロットチャネルを有することは理解されよう。２以上のマ
ルチフレームにおける異なるフレーム内の全ての異なるタイプのＢＰＣＨ情報にフィット
することが可能である。このため、及び、有効なＢＰＣＨ情報を受信するために、どのフ
レームが来ているかが正確に把握できないとしても、１フレームの６４データビットのう
ち、４ビットは情報タイプを示すものとして、残りの６０ビットはコーディング及び所望
の情報を示すものとして分割される（図４ｂ参照）。
【００３６】
　移動通信システムのために、ＢＣＨ及びＰａＣＨにおいて要求される情報タイプは既知
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であるが、表１は、要求される情報タイプの例を示すと共に、どのように識別され、マル
チフレーム内の異なるフレームにマッピングされるのかを示す。表１における異なる情報
タイプは、異なる優先度を有するマルチフレーム上にマッピングされる。ページングは最
高優先度であり、すべての奇数フレーム上で送信される。セーブモードでアイドル状態に
有る加入者端末は、フレーム１を聞くだけでよい。全てのページングフレームは、マルチ
フレーム内の次の奇数フレームが何らかのページング内容を有しているか否かを示すビッ
トを有している。このようにフレーム１は、ページング情報が現在のマルチフレームにお
ける後続のいずれかの奇数フレーム内に存在するかどうかを知らせるものである。もし、
奇数フレームで送信べきページング情報がない場合は、加入者端末は、フレームが発生す
るまでスリープ状態に戻る。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　あるＣＤＭＡシステムは、特定の同期チャネルを定義する。ここには、あるシステムの
識別情報が含まれてもよいし、含まれなくても良い。本発明ではそのような情報は要求さ
れない。何故なら、チップ、ビット及びスロット同期は、共通ブロードキャスト物理チャ
ネル（ＢＰＣＨ）（及び他のＰＣＨのすべて）のミッドアンブルを伴う共通構成において
提供され（図４ａ参照）、残りの同期及びシステム識別情報は、ＢＣＨによって与えられ
るからである（表１参照）。
【００３９】
　共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）は、各動的ダウンリンクキャリア／タ
イムスロットチャネルＣＨ、即ち、動的専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を伴うキャリア／
タイムスロットチャネル上で分配される。図８ａは、移動体通信システム２０１における
周波数キャリアＦ１についての２重チャネルのための単一交換ポイント構成を示す。ここ
で、キャリア／タイムスロットチャネルＣＨ１．１．１、ＣＨ１．１．４、ＣＨ１．１．

５及びＣＨ１．１．８は、アクティブトラヒックを有する（網掛け表示で示されているよ
うに）。それゆえに、キャリアタイムスロットＣＨ１．１．１、ＣＨ１．１．４、ＣＨ１

．１．５及びＣＨ１．１．８は、共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）を搬送
する。
【００４０】
　もし、２以下の動的ダウンリンク専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）があった場合、基地局
は、１もしくは２のダミー共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）を異なるキャ
リア／タイムスロットチャネル上に必要に応じて生成する。基地局がＢＰＣＨによって利
用される特定のキャリア／タイムスロットチャネル上に他の物理チャネルを有しないとき
に、ＢＰＣＨは、ダミーＢＰＣＨと呼ばれる。図８ｂに示す状況では、基地局からの動的
ダウンリンク専用物理チャネル(ＤＰＣＨ)が存在しない。このことは、基地局がＣＨ１．

１．４及びＣＨ１．１．８のような異なるキャリア／タイムスロットチャネル上で二つの
ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)を生成しなければならないことを意
味する。ＣＨ１．１．４及びＣＨ１．１．８のような、二つのダミー共通ブロードキャス
ト物理チャネル(ＢＰＣＨ)は、それぞれ共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)を
搬送する。もし、基地局からの、１のみの動的ダウンリンク専用物理チャネル(ＤＰＣＨ)
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が存在した場合は、当該基地局は、１のダミー共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰ
ＣＨ)を生成しなければならないだろう。１の無線送受信器を備える加入者端末は、同時
に１キャリア上の１タイムスロットでしか運用できない（しかし、マルチキャリア状況で
は、異なるタイムスロット上の異なるキャリア上で運用可能である。）。少なくとも二つ
の異なるタイムスロット上でアクティブなＢＰＣＨを常に有することにより、加入者端末
は、１タイムスロット上で通信が可能であり、同一システムの周囲のセルを検出して、（
加入者端末の移動性により）それらが現在の基地局より強くなった場合には直ちに、迅速
なハンドオーバーを実行することが出来る。
【００４１】
　ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）は基地局によりセットアップさ
れ、最少干渉キャリア／タイムスロットチャネル上で維持される。そうするためには、基
地局は、周期的に（例えば、毎秒）各キャリア／タイムスロットチャネルについて干渉電
力を検査し、もし、必要となれば、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)
から、新しい最良のキャリア／タイムスロットチャネルへ移動する。そうすることにおい
て、アイドル状態にあるロックされたハンドセットがスリープ状態の場合に、フレーム間
で短いポーズができる。共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)が、トラヒックに
よりすべてのダウンリンクキャリア／タイムスロットチャネル上でアクティブになってい
るので、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)は、二つのキャリア／タイ
ムスロットチャネルがトラヒックを伝達するときにリリースされる。必要な場合は、ダミ
ー共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)は再びアクティブとなり、同一キャリア
上の少なくとも二つのダウンリンクキャリア／タイムスロットチャネルは、常にダミー共
通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)を有する。基地局は、例えば、シームレスハ
ンドオーバーにおけるブラインドスロットの排除を目的として、少なくとも一つのスロッ
トセパレーションを有するべく異なるタイムスロットを選択しても良い。図１２は、セル
１からセル２へシームレスハンドオーバーを行う際に、どのようにしてブラインドスロッ
トが排除されるかの一例を示す図である。もし、セル２にトラヒックが無かった場合、キ
ャリア２上で伝送されるトラヒックは、第２のダミーＢＰＣＨであろう。
【００４２】
　このように、本発明によれば、各基地局からの少なくとも二つのキャリア／タイムスロ
ットチャネルが、共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)を有する。アクティブダ
ウンリンク専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を有する全てのキャリア／タイムスロットチャ
ネルはまた、共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)を図８ａに示す手法により伝
送する。
【００４３】
　図９は、加入者端末ＳＳの構成例を示す図である。加入者端末ＳＳは、ここで記載され
る加入者端末ＳＳは、いかなるタイプの移動体通信ユニットであっても良く、例えば、移
動体もしくはポータブルコンピュータを含む。加入者端末ＳＳは、レシーバー及び復調器
９－１２と、トランスミッタ及び変調器９－１４にスイッチ９－１３によってに適切に接
続されたアンテナ９－１０を備える。加入者端末ＳＳの全体の制御及び、加入者端末ＳＳ
のためのアプリケーションロジックは、プロセッサ及び制御／アプリケーションロジック
９－１５に位置する。これ以降は簡単のため、プロセッサ及び制御／アプリケーションロ
ジック９－１５を、単にプロセッサ９－１５と呼ぶ。
【００４４】
　加入者端末ＳＳの受信側では、レシーバー及び復調器９－１２によって復調された情報
が、フレーマー及びスロット同期ユニット９－１６、及び、ＤＳー符号除去ユニット９－
１８に適用される。レシーバー及び復調器９－１２とフレーマー及びスロット同期ユニッ
ト９－１は、プロセッサ９－１５からの制御線で示されるように、プロセッサ９－１５に
よって制御される。加入者端末ＳＳは、所定の、又は、元々のダイレクトシーケンス（Ｄ
Ｓ）拡散符号を含む、１以上の拡散符号及び、図４を引用して上述した特定の物理チャネ
ルのために採用される（実施形態においては）固定拡散符号を利用して動作する。加入者
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端末ＳＳによって採用される拡散符号は、プロセッサ９－１５に格納される。プロセッサ
９－１５は、ＤＳ符号除去ユニット９－１８に、ライン９－２０を介して拡散符号のパラ
メータを与える。プロセッサ９－１５にから供給された符号パラメータを利用して、ＤＳ
符号除去ユニット９－１８は、入来送信が、加入者端末ＳＳに元々ある符号と同一の拡散
符号を有するのか、もしくは、加入者端末ＳＳが属する移動体通信システム２０１の共通
物理チャネルのために利用される固定拡散符号を有するのかを決定する。もし、ＤＳ符号
除去ユニット９－１８が、元々のもしくは、固定の拡散符号を検出すると、入来送信を復
号する。入来送信からえられた復号データは、マルチプレクサ及びデマルチプレクサユニ
ット（mux & demux９－２２）に適用される。データは、マルチプレクサ及びデマルチプ
レクサ９－２２とプロセッサ９－１５との間でデータバス９－２４上で双方向通信される
。制御情報は、マルチプレクサ及びデマルチプレクサ９－２２とプロセッサ９－１５との
間でデータバス９－２６上で双方向通信される。
【００４５】
　加入者端末SSのプロセッサ９－１５内に含まれる制御及びアプリケーションロジックは
、さまざまなタイプが存在しえる。プロセッサ９－１５によって実行される典型的な制御
及びアプリケーションロジックの内容の一例を、以下にさらに詳細に説明する。さらに、
プロセッサ９－１５は、インターフェースバス９－３２を介してユーザーインターフェー
ス９－３０と通信する。典型的な移動通信電話の場合、ユーザーインターフェース９－３
０は、例えば電話キーパッドを含むことが出来る。
【００４６】
　その送信側では、プロセッサ９－１５からｍｕｘ＆ｄｅｍｕｘ９－２２へゲートされた
データは、ＤＳ符号不可ユニット９－４０へ適用される。ＤＳ符号不可ユニット９－４０
は、ライン９－４２を介してプロセッサ９－１５から受信した元来のもしくは固定のＤＳ
符号パラメータを利用して、データを符号化する。符号化されたデータは、トランスミッ
タ及び変調器９－１４によって、変調され、フレーマー及びスロット同期ユニット９－１
６によって、正確なフレーム及びキャリア／タイムスロットチャネルに入れられる。フレ
ーム化された情報は、トランスミッタ及び変調器９－１４を解してアンテナ９－１０へ送
信される。トランスミッタ及び変調器９－１４は、制御の目的でプロセッサ９－１５に接
続されている。スイッチ９－１３は、フレーマー及びスロット同期ユニット９－１６から
制御され、アンテナ９－１０を、送信スロット間はトランスミッタ９－１４へ、受信スロ
ット間はレシーバー９－１２へ接続する。
【００４７】
　上述の物理チャネル及び加入者端末ＳＳにより、図２に示すような状況にある加入者端
末ＳＳが、どのように（移動体通信システム２０２、移動体通信システム２０３の外部送
信の中で）移動体通信システム２０１と通信するかが理解できるであろう。例えば、もし
加入者端末ＳＳが、図１０のステップ１０－１においてパワーオンされたとする。スター
トアップの後、加入者端末ＳＳのレシーバー及び復調器９－１２は、ステップ１０－１で
例えば、所定の１以上の無線周波数キャリアＦ１－Ｆ４のような、元来の周波数を監視す
る。ステップ１０－２では、元来の周波数上で受信した情報が、ＤＳ符号除去ユニット９
－１８によって復号される。ここでは、移動体通信システム２０１の共通ブロードキャス
ト物理チャネル（ＢＰＣＨ）に利用される拡散符号の検出を試みる。実施の形態では、共
通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)に採用される拡散符号は、固定拡散符号であ
る。このことは、共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)の拡散符号が共通ブロー
ドキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）を検出するために全ての（或いは、少なくとも複数
の）加入者端末によって利用されることを意味する。ＤＳ符号除去ユニット９－１８は、
移動体通信システム２０１の共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）に採用され
る拡散符号を検出すると、ｍｕｘ＆ｄｅｍｕｘ９－２２は、ＢＰＣＨ情報をプロセッサ９
－１５に送信する。プロセッサ９－１５は、ステップ１０－３において、共通ブロードキ
ャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)の情報内容を検証する。特に、ステップ１０－３では、共
通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)に含まれるシステム識別子（表１を参照）が



(18) JP 4523171 B2 2010.8.11

10

20

30

40

50

検証される。ステップ１０－４では、プロセッサ９－１５が、共通ブロードキャスト物理
チャネル(ＢＰＣＨ)内のシステム識別子が、加入者端末ＳＳのプロセッサ９－１５のアプ
リケーションロジック内のシステム識別子と同一かどうかを調べる。これに関して、他の
移動体通信システムは、同一拡散符号を共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)に
利用することができるので、チェックステップ１０－３及び１０－４は、必要であること
に注意すべきである。
【００４８】
　他の実施形態では、ＤＳ符号除去ユニット９－１８は、システム識別子と共にプロセッ
サ９－１５からロードされる。ステップ１０－３及び１０－４は、ＤＳ符号除去ユニット
９－１８内のハードウェア符号である。これは、もしプロセッサ９－１５がシステム認証
を十分迅速に実行できるほど高速でない場合に有効である。
【００４９】
　復号された共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)が、実際、加入者端末ＳＳが
加入する移動体通信システム２０１のためのものであることが決定されると、ステップ１
０－５において、加入者端末ＳＳは、フレームシーケンス番号、キャリア／タイムスロッ
トチャネル番号、及び、同期情報を共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)から取
得し（表１参照）、プロセッサ９－１５内に格納する。このように、共通ブロードキャス
ト物理チャネル(ＢＰＣＨ)から取得したフレームシーケンス番号、キャリア／タイムスロ
ットチャネル番号、及び、同期情報により、加入者端末ＳＳは、その移動体システム２０

１のフレーミングにロックすることが出来る。それにより、移動体システム２０１からの
送信と、他の移動体システムからの送信を識別する。
【００５０】
　図１０のステップの上述の記載は、共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)を検
出するための元来の周波数の監視、及び、それにより加入者端末ＳＳが属する移動通信電
話システムにロックすることに関するものである。本発明は、また、図１１に示す基本的
ステップと共に以下に記載するような動的なチャネル選択処理を提供する。
【００５１】
　図１１におけるステップ１１－０は、ユーザーインターフェース９－３０からのユーザ
ーの無線アクセス要求を受信する加入者端末ＳＳのプロセッサ９－１５を示す。そのよう
なユーザーのアクセス要求は、被呼者番号をダイヤルし、ユーザーインターフェース９－
３０上の送信キーをアクティブにする形式をとる。ユーザー要求はまた、ページングされ
る加入者端末からのリング信号に応答して、送信キーをアクティブにすることであっても
良い。このとき、加入者端末ＳＳは、図１０と関連して記載した手順に従って、移動体シ
ステム２０１と同期している。そのような場合、ステップ１１－１において、加入者端末
ＳＳのプロセッサ９－１５は、フレームの各タイムスロットを監視する。ステップ１１－
２でフレームがダミー共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)（図８ｂ参照）を搬
送するタイムスロットを有することが決定されると、ステップ１１－３では、加入者端末
ＳＳは、ステップ１１－２で選択されたタイムスロットが、加入者端末ＳＳで要求される
所定の最少閾値ＴＳＳを超える信号対混信比（ＳＩＲ）を有するかどうかを決定する。信
号対混信比（ＳＩＲ）は、レシーバー及び復調器９－１２で計測される。最少閾値ＴＳＳ

を超えていない場合は、ステップ１１ー２に戻り、ダミー共通ブロードキャスト物理チャ
ネル(ＢＰＣＨ)を搬送する他のキャリア／タイムスロットチャネルを探す。もしそれがあ
れば、１１－３のチェックステップを繰り返す。ダミー共通ブロードキャスト物理チャネ
ル(ＢＰＣＨ)を搬送するキャリア／タイムスロットチャネルが最少閾値ＴＳＳを超えると
ステップ１１－３で決定されれば、ステップ１１－４で、加入者端末ＳＳは基地局に対し
無線アクセス要求を出す。無線アクセス要求は、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネ
ル(ＢＰＣＨ)を搬送するキャリア／タイムスロットチャネルの２重ペア内の、ランダムア
クセス物理チャネル（ＲＡＰＣＨ）を介して実行される。例えば、もし加入者端末ＳＳが
、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル(ＢＰＣＨ)を搬送する図８ｂのキャリア／タ
イムスロットチャネルＣＨ１．１．４を選択した場合、ステップ１１－４におけるアクセ
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ス要求は、キャリア／タイムスロットチャネルＣＨ１．１．１２で搬送されるランダムア
クセス物理チャネル(ＲＡＰＣＨ)で送信される（図８ｂ参照）。
【００５２】
　ステップ１１－４におけるアクセス要求が送信された後、ステップ１１－５において加
入者端末ＳＳのプロセッサ９－１５は、２重チャネルペアの第１の利用可能なダウンリン
クキャリア／タイムスロットチャネルにおける順方向アクセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ
）において、アクセス要求に対する肯定的な応答を受信したかどうかをチェックする。図
８ｂを含む前述の図において、ステップ１１－４において、アクセス要求はキャリアタイ
ムスロットチャネルＣＨ１．１．１２内に発生し、ステップ１１－５において、順方向ア
クセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ）が、次のフレームのキャリア／タイムスロットチャネ
ルＣＨ１．１．４内に存在することが期待される。もし、アクセス要求に対する基地局か
らの肯定的な応答が、ステップ１１－５において決定された適切なキャリア／タイムスロ
ットチャネルで提供された場合、ステップ１１－６では、加入者端末ＳＳは、２重キャリ
ア／タイムスロットチャネル利用をセットアップする。
【００５３】
　ステップ１１－６における２重利用セットアップにおいて、アクセス要求を搬送するア
ップリンクキャリア／タイムスロットチャネル（例えば図８ｂのキャリア／タイムスロッ
トチャネルＣＨ１．１．１２）は、接続のためのアップリンク専用物理チャネル（ＢＰＣ
Ｈ）のために採用される。その一方で、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰ
ＣＨ）及び、順方向アクセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ）を搬送するダウンリンクキャリ
ア／タイムスロットチャネルは、接続のためにダウンリンク専用物理チャネル（ＤＰＣＨ
）として利用される。実施径庭において、ステップ１１ー６より前（即ち、２重キャリア
／タイムスロットチャネル利用を確立する前）に送信されるメッセージは、固定拡散符号
で符号化され、接続が図３に示すような物理チャネルＰＣＨの一つを取得するように、加
入者端末ＳＳ本来の拡散符号は利用される。例えば、アップリンク上で接続に物理チャネ
ルＰＣＨ１．１．１２．１（即ち、キャリア／タイムスロットチャネルＣＨ１．１．１２

．１の第１の拡散符号を利用した物理チャネルＰＣＨ）を利用しても良いし、ダウンリン
ク上で、接続に物理チャネルＰＣＨ１．１．４．１（即ち、キャリア／タイムスロットチ
ャネルＣＨ１．１．４．１の第１の拡散符号を利用した物理チャネルＰＣＨ）を利用して
も良い。
【００５４】
　ステップ１１－５との接続において、基地局がステップ１１－４のアクセス要求に対す
る肯定的応答送信する前に、基地局は、最初に、要求に含まれるアップリンクキャリア／
タイムスロットチャネルについて基地局が測定した信号対混信比（ＳＩＲ）が、最少閾値
ＴＢＳを超えるかどうかを決定しなければならない。もし、最少閾値ＴＢＳを超える場合
、基地局は肯定的応答を順方向アクセス物理チャネル（ＦＡＰＣＨ）上で加入者端末ＳＳ
へ送信することができる。もし、最少閾値ＴＢＳを超えない場合は、基地局はアクセス要
求に対して応答しない。ステップ１１－５において、加入者端末ＳＳが応答を受信しない
場合、加入者端末ＳＳは、ステップ１１－２に戻り、別のダミー共通ブロードキャスト物
理チャネル（ＢＰＣＨ）を探す。
【００５５】
　ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）が存在しないか、既存のダミー
共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）のキャリア／タイムスロットチャネルが
利用不可能である場合、ステップ１１－１０において、加入者端末ＳＳは、現在加入者端
末ＳＳを扱う基地局からのもので、関連するキャリア／タイムスロットチャネルのＳＩＲ
が加入者端末ＳＳの最少閾値ＴＳＳを超えるアクティブな専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）
が有るかどうかを決定する。もしそのようなキャリア／タイムスロットチャネルが存在す
る場合は、ステップ１１－１１で、加入者端末ＳＳのプロセッサ９－１５は、最大ＳＩＲ
を有するキャリア／タイムスロットチャネルを選択する。その後、加入者端末ＳＳは、そ
のアクセス要求を送信する（ステップ１１－１２）と共に、最大ＳＩＲを有するキャリア
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／タイムスロットチャネルを利用して２重ＤＰＣＨをセットアップする（ステップ１１－
１４）前に応答をチェックする（ステップ１１－１３）。ステップ１１－１２、ステップ
１１－１３及びステップ１１－１４は、本質的に、上記の１１－４、１１－５及び１１－
６のそれぞれと同一であると言えるが、ダミー共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰ
ＣＨ）を有するキャリア／タイムスロットチャネルではなく、ＳＩＲ最大の専用物理チャ
ネル（ＤＰＣＨ）を有するキャリア／タイムスロットチャネルを含むものである。
【００５６】
　加入者端末ＳＳは、ステップ１１－１３においてアクセス要求に対する基地局からの回
答が得られない場合は、加入者端末ＳＳは、ステップ１１－１０に戻り、加入者端末ＳＳ
の最少閾値ＴＳＳを超える専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を有する他のキャリア／タイム
スロットチャネルが、基地局にあるかどうかを決定する。そのような他のキャリア／タイ
ムスロットチャネルが存在する場合は、ステップ１１－１２、ステップ１１－１３、及び
ステップ１１－１４を、ＳＩＲが次に最大の専用キャリア／タイムスロットチャネルを有
するキャリア／タイムスロットチャネルに関して実行する。
【００５７】
　ステップ１１－１０において決定されるような、加入者端末ＳＳの基地局にとってクオ
リファイされた専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を有するキャリア／タイムスロットチャネ
ルが存在しない場合、ステップ１１－２０において加入者端末ＳＳは、近隣の基地局から
の、検出可能な専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を有する別のキャリア／タイムスロットチ
ャネルが、加入者端末ＳＳの最少閾値ＴＳＳを超えるかどうかを決定する。もし、１以上
のそのような専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）が近隣の基地局に存在する場合は、その専用
物理チャネル（ＤＰＣＨ）を備えるキャリア／タイムスロットチャネルに関して、ステッ
プ１１－２１からステップ１１－２４を実行する。ステップ１１－２１からステップ１１
－２４は、本質的に、ステップ１１－１２、ステップ１１－１３及びステップ１１－１４
と同一であり、ステップ１１－２１からステップ１１－２４は、加入者端末ＳＳの基地局
（加入者端末ＳＳが同期しロックされている基地局）ではなく、隣接する基地局からの専
用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を備えるキャリア／タイムスロットチャネルに付随する。
【００５８】
　ステップ１１－１０において決定されるような、加入者端末ＳＳの隣接基地局にとって
クオリファイされた専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を有するキャリア／タイムスロットチ
ャネルが存在しない場合、もし、１以上のキャリアが、加入者端末ＳＳがロックされる基
地局によってサポートされているなら、ステップ１１－３０において加入者端末ＳＳは、
任意に選択されたキャリア（Ｆ１からＦ４）上の最低干渉度のキャリア／タイムスロット
チャネルを利用して、新たな２重ＤＰＣＨ接続を確立する。新たな２重ＤＰＣＨ接続の確
立は、上述の対比可能なステップ１１－２１から１１－２４から理解される。
【００５９】
　加入者端末ＳＳにおける最少閾値ＴＳＳ及び、基地局における最少閾値ＴＢＳは、いく
つかのファクターに依存している。これらのファクターは、処理ゲイン量、キャリア／タ
イムスロットチャネルをすでに利用する接続数及び特定の符号検出方法のパフォーマンス
及び同一キャリア／タイムスロットチャネル上の符号の識別能力を含むものである。最適
閾値は、サービスによって異なり、呼のタイプに応じて呼から呼へ適応されてもよい。
【００６０】
　このように、発呼もしくはハンドオーバーのために、加入者端末ＳＳは、最低干渉度２
重キャリア／タイムスロットチャネルを選択し、最強基地局への２重キャリア／タイムス
ロットチャネル上のランダムアクセス物理チャネル（ＲＡＰＣＨ）及び順方向アクセス物
理チャネル（ＦＡＰＣＨ）を介して、ダイレクトＤＰＣＨをセットアップ（２０ｍｓ）す
る。これは、迅速なＤＰＣＨアクセスを提供する。ハンドオーバーは、加入者端末ＳＳに
よって分散され、制御される。これは、固定的なインフラにおける、複雑な協調若しくは
、変則的なチャネル選択の要請を排除する。ＤＰＣＨ選択が基本的に加入者端末ＳＳによ
って実行されるという事実は、ブラインドスポット情報又はシステム側からの制御のよう
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な補足情報を排除するものではない。
【００６１】
　本発明は、このように、ＴＤＭＡコンポーネント及び又は多数キャリア（例えばＦＤＭ
Ａ）を有するダイレクトシーケンスＣＤＭＡ移動無線システムに対し、瞬時の動的チャネ
ル選択処理を提供する。“瞬時に”とは、例えば、呼ごと、もしくは、接続ベースで、基
地局の必要に応じてチャネル選択が行われることを意味する。当該選択は、ハンドセット
、即ち加入者端末ＳＳによって行われるので便利である。
【００６２】
　本発明の瞬時の動的チャネル選択は、最低干渉度チャネル（ＬＩＣ）を定義することに
基づいている。２重トラヒックチャネルについて、最低干渉度チャネル（ＬＩＣ）は、２
重キャリア／タイムスロットチャネルペアであり、ここでは、ダウンリンクは、加入者端
末ＳＳにおいて計測された全てのキャリア／タイムスロットチャネルペアにのうち最低無
線信号強度表示（ＲＳＳＩ）である。共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）、
若しくはダウンリンク単一トラヒックチャネル、最低干渉度チャネル（ＬＩＣ）は、２重
キャリア／タイムスロットチャネルペアのダウンリンクであり、キャリア／タイムスロッ
トチャネルペアの二つのスロットのどれかの最高ＲＳＳＩは、全てのキャリア／タイムス
ロットチャネルペアの基地局において計測された最低値を有する。２重（若しくは、アッ
プリンク単一）トラヒックチャネルの代わりとして、２重キャリア／タイムスロットチャ
ネルペアに属するスロットとして、最低干渉度Ｃ／ＴＳチャネルを定義することは可能で
ある。ここで、ＲＳＳＩが最高のキャリア／タイムスロットチャネルペアの二つのスロッ
トは、何れも、全てのキャリア／タイムスロットチャネルペアの加入者端末における最低
値を有する。
【００６３】
　効果的な瞬時の動的チャネル選択は、統計的大数の法則に基づく。これは、良好なチャ
ネルを選択するための選択肢が可能なかぎり多くあることを意味する。良好なチャネルと
は、良好な信号対混信比（ＳＩＲ）を有する確立が高く、同一システム若しくは他のシス
テムにおける既存の接続と干渉する確立が低いチャネルをいう。瞬時の動的チャネル選択
の効果的な適用は、新しい呼のセットアップにおいて、時に既存の呼との干渉を起こして
しまう。その場合は、別のキャリア／タイムスロットチャネルへ逃げなければならない（
例えば、ハンドオーバーを行う）であろう。これは、トラヒックチャネルだけではなく、
ブロードキャスト、同期、ページング及びアクセスチャネルが、動的に選択される限り（
本発明においてはこれが起こる）は問題ない。
【００６４】
　このように、本発明において、ＢＰＣＨ若しくは、ＲＡＰＣＨ若しくはＦＡＰＣＨのた
めの、特定のキャリア若しくはキャリア／タイムスロットチャネルは存在しない。この場
合、干渉するようなものは、全体の基地局が実施できないであろう。これらのチャネルの
固定的な位置は、すべてのシステム間におけるコストがかかり、現実的ではない時間同期
と同様に、プラニングを強制するであろう。
　好ましくは、本発明は、瞬時の動的チャネル選択処理を、ＤＳ－ＣＤＭＡ符号化処理に
よって適用される処理ゲイン量とは独立に行うことができる。更なる処理ゲインは、同一
タイムスロット上により多くの呼が存在することを意味する。本発明は、このように、異
なるチャネル及び接続上で実装された異なる可変の処理ゲインに関連する。この特徴を、
非常に低い処理ゲイン（例えば、１まで）まで落とすためには、共通ブロードキャスト物
理チャネル（ＢＰＣＨ）の一部が、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）と時間マルチプレック
スされることが必要である。この時間マルチプレックスは、各スロット若しくは、適当な
いくつかのスロットに渡って実行することができる。１の物理チャネル（ＢＰＣＨ）のみ
が供されるために、いくつかの若しくは、全てのキャリア／タイムスロットチャネルの処
理ゲインが低い場合、全部の共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）は、これら
のキャリア／タイムスロットチャネル上で、専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）と時間マルチ
プレックスされなければならない。これによりは、共通ブロードキャスト物理チャネル（
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ＢＰＣＨ）は、すべてのアクティブなキャリア／タイムスロットチャネル上で利用可能と
なる。このような状況では、図１１の処理はステップ１１－１０及びステップ１１－２０
のチェックがバイパスされることにより能率化される。これに関して、順方向アクセス物
理チャネル（ＦＡＰＣＨ）は、同様に時間マルチプレックスされなければならないであろ
う。
【００６５】
　本発明はまた、共通スペクトル割当上に、非協調ＤＳ－ＣＤＭＡ移動無線システムを導
入することができる。本発明は、まず同一地理的エリアにおける多数の居住システムやオ
フィスシステムに適用されることを意図するが、それに限定されるものではない。例えば
、図２の移動体通信システム２０１から２０３は、オフィスパークや技術地域に全て位置
する、異なる企業若しくは施設が運用することができる。本発明は、スペクトルが、ある
公共オペレーターに排他的に割当てられているものに適用しても、複数オペレーターが利
用可能な共通（ライセンス不要な）割当のものに適用しても良い。
【００６６】
　本発明は、異なるシステム接続に、異なるキャリア／タイムスロットチャネルを利用さ
せることにより、地理的にオーバーラップした異なるＤＳ－ＣＤＭＡシステムの効果的な
採用を可能とする。適切なキャリア／タイムスロットチャネルを選択するために利用され
る本発明の瞬時の動的チャネル選択処理により、異なるキャリア／タイムスロットチャネ
ルは、異なるシステム間の無線接続に必要な隔離をもたらす。
【００６７】
　本発明のさらなる利点は、瞬時の動的チャネル選択を行うマルチキャリア（ＭＣ）ＴＤ
ＭＡシステムの適切なクラスと共存することができることである。
【００６８】
　特定の実施形態において、４つの無線周波数キャリアＦ１からＦ４は、周波数レンジ１
９００から１９２０ＭＨｚにおいて提供される。本発明は、４つの周波数キャリアに限定
されること無く、また、１無線周波数キャリアについて１６タイムスロットに限定される
ものでもない。より多く、若しくはより少ない無線周波数キャリアを利用することもでき
るし、それと同様により多く若しくは、より少ないタイムスロットを１無線周波数につい
て利用することができることが理解されよう。実際、本発明は、１の無線周波数キャリア
のみを利用する移動体通信システムでも実施可能である。
【００６９】
　ここに記載される実施形態は、固定拡散符号を、共通ブロードキャスト物理チャネル（
ＢＰＣＨ）、ランダムアクセス物理チャネル（ＲＡＰＣＨ）、及び順方向アクセス物理チ
ャネル（ＦＡＰＣＨ）について有する。固定拡散符号は、所定のＤＳ－ＣＤＭＡ符号であ
り、復号化及び符号化のために、直ちにこれらの物理チャネルに適用してことができ、こ
れにより利益をもたらす。しかしながら、本発明には、これらの物理チャネルについて可
変拡散符号が利用可能な実施形態も含まれることは理解されるべきである。
【００７０】
　図９は、加入者端末ＳＳの構成を示す。本発明の目的からすれば、基地局の実施形態に
おいても同様のコンポーネントが存在することは理解されるべきである。そのようなき地
局の実施形態では、プロセッサは、基地局を制御し、アプリケーションロジックを適切に
実行すると共に、基地局ユーザーインターフェースに接続される。
【００７１】
　ここで記載される実施形態は、ＴＤＭＡコンポーネントを伴うＣＤＭＡ移動体通信シス
テムである。しかしながら、ＴＤＭＡコンポーネントは、必ずしも必要無く、かつ、本発
明の原理はＦＤＭＡコンポーネントのみを有するＣＤＭＡにも適用可能であることは理解
されるべきである。従って、ここで記載する瞬時の動的チャネル選択は、一般に周波数及
び時間ドメインの両方に適用され、本発明は、これらのドメインの一方のみが利用可能な
場合でも同様に適用可能である。
【００７２】
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　上述のように、瞬時の動的チャネル選択は、本発明の有益な特徴である。本発明におけ
る瞬時の動的チャネル選択は、平均的に、固定チャネル割当（ＦＣＡ）が同一の所定の阻
止確立において提供するものより、短い地理的距離におけるチャネル再利用を可能とし、
局地的に利用可能な干渉制限トラヒック容量は、固定チャネル配置（ＦＣＡ）に比べて増
加する。しかしながら、本発明の側面は、固定チャネル割当（ＦＣＡ）を代わりに利用す
ることよっても実施できることは理解されるべきである。このように、本発明の特徴は、
瞬時の動的チャネル選択をかならずしも必要と得ず、瞬時の動的チャネル選択を要求する
ものとして解釈されるべきではない。
【００７３】
　様々な２重方式が示されているが、本発明によればキャリア（例えば、キャリア／タイ
ムスロットチャネル）上の各タイムスロットは、ダウンリンク若しくはアップリンクのど
ちらでも割り当てることができる。このような柔軟性により、ＴＤＤモードを、異なる環
境及び異なる開発計画に対し適用することができる。どのような構成でも、少なくとも１
キャリア上の１タイムスロットは、ダウンリンクに割り当てられなければならず、かつ、
少なくとも１キャリア上の１タイムスロットは、アップリンクに割り当てられなければな
らない。
【００７４】
　本発明は、現在最も実践的で、最適な実施形態を考慮して説明されているが、本発明は
当該開示された実施形態に限定されるものではなく、逆に、特許請求の範囲の精神及び範
囲内に含まれる様々な修正、均等な置換をカバーすることを意図するものであることは、
理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】移動体通信システムの概念図である。
【図２】少なくとも部分的に地理的重複カバーエリアを有する複数の移動体通信システム
の概念図である。
【図３】本発明の実施形態に対応した、複数の移動体通信システムの概念図である。
【図３ａ】ＤＳ＝ＣＤＭＡ装置を示すためのキャリア／タイムスロットチャネルの概念図
である。
【図４】本発明に対応して利用されるチャネルの概念図である。
【図４ａ】物理チャネルＢＰＣＨ、ＤＰＣＨ、ＲＡＰＣＨ及びＦＡＰＣＨのビット構造の
一例を示す図である。
【図４ｂ】各ＢＰＣＨフレームの６４データビット上における情報タイプのマッピングを
示す図である。
【図５】３つのプロトコルレイヤーを有する無線インターフェースの一般的構成を示す図
である。
【図６】本発明に対応して利用される共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）の
マルチフレーム形式の一例を示す図である。
【図７ａ】２重キャリアのための多重交換ポイント構成を示す図である。
【図７ｂ】２重キャリアのための単一交換ポイント構成とを示す図である。
【図８ａ】共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）を送信するための動的ダウン
リンク（ＤＰＣＨ）専用物理チャネルの利用を示した図である。
【図８ｂ】動的ダウンリンク専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）が存在しない場合の、ダミー
共通ブロードキャスト物理チャネル（ＢＰＣＨ）の生成を示した図である。
【図９】 本発明の実施形態における、加入者端末の構成図である。
【図１０】本発明の実施形態における、加入者端末チャネル識別処理に含まれる一般的な
ステップを示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態における、加入者端末チャネル選択処理に含まれる一般的な
ステップを示すフローチャートである。
【図１２】シームレスなハンドオーバーを行う際に、如何にしてブラインドスポットを排
除するかの一例を示す図である。
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