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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線環境で端末装置と非サービング・セクタとの間の逆方向リンク通信を容易化する方
法において、
　サービング・セクタが
　 割当て情報を端末装置に送信し、
　　周辺セクタに前記割当て情報を送信し、
　前記割当て情報は、サービング・セクタによって前記端末装置に割当てられたリソース
を含み、
　前記端末装置がサービング・セクタによってまだサポートされている間に、前記周辺セ
クタは、前記割当て情報に少なくとも部分的に基づいて前記端末装置からの逆方向リンク
伝送を処理し、前記周辺セクタは、前記逆方向リンク伝送の処理が成功裏に完了したとき
は他のセクタに前記逆方向リンク伝送の処理の成功を示す肯定応答を送信し、前記周辺セ
クタは、他のセクタが前記端末装置からの逆方向リンク伝送の処理を成功裏に完了したこ
とを示す肯定応答を他のセクタから受信したときは前記逆方向リンク伝送の処理を終了す
る、
方法。
【請求項２】
　さらに、サービング・セクタが直交周波数分割多重化を用いて前記割当て情報を生成す
る、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記周辺セクタは、前記割当て情報に基づき前記端末装置に割当てられた副搬送波を識
別し、前記識別された副搬送波に少なくとも部分的に基づいて前記逆方向リンク伝送を検
出する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記割当て情報は、バックホールシグナリングを使って前記周辺セクタに提供される、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　さらに、サービング・セクタが、前記逆方向リンク伝送の処理の成功を示す肯定応答を
、前記端末装置に送信する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　さらに、サービング・セクタが、負荷の分散を行うため、前記周辺セクタと前記逆方向
リンク伝送の処理を調整する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　さらに、サービング・セクタが、
　　前記逆方向リンク伝送の処理を前記周辺セクタが成功裏に完了したとの通知を受信し
、
　　前記逆方向リンク伝送の処理を終了する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　さらに、サービング・セクタが、
　　前記周辺セクタが前記逆方向リンク伝送の処理を開始したとの通知を受信し、
　　前記通知に応答して前記逆方向リンク伝送の処理を終了する、請求項６に記載の方法
。
【請求項９】
　さらに、サービング・セクタが、
　　前記周辺セクタによる前記逆方向リンク伝送の処理が失敗したとの通知を受信し、
　　前記逆方向リンク伝送の処理を行う、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　さらに、サービング・セクタがソフトハンドオフ対象の前記端末装置を識別する、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　さらに、サービング・セクタが、前記端末装置のアクチブ・セットに少なくとも部分的
に基づいて、前記割当て情報の提供対象となる前記周辺セクタを識別する、請求項１に記
載の方法。
【請求項１２】
　さらに、前記周辺セクタが、
　 前記周辺セクタによってサポートされている周辺の端末装置からの伝送を受信し、
　　前記受信した伝送を格納し、
　　前記受信した伝送に関連する周辺の割当て情報を受信し、
　　前記周辺の割当て情報に基づき前記受信した伝送を処理する、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　無線環境で端末装置と非サービング・セクタである周辺セクタとの通信を容易化する、
周辺セクタにおける装置において、
　端末装置をサポートしているサービング・セクタから前記端末装置に対する割当て情報
を受信し、前記端末装置がサービング・セクタによってまだサポートされている間に、前
記端末装置によって提供される通信を前記受信した割当て情報に少なくとも部分的に基づ
いて処理し、前記通信の処理が成功裏に完了したときは他のセクタに前記通信の処理の成
功を示す肯定応答を送信し、他のセクタが前記端末装置によって提供される通信の処理を
成功裏に完了したことを示す肯定応答を他のセクタから受信したときは前記通信の処理を



(3) JP 4927866 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

終了するする命令、を実行するプロセッサと、
　前記通信を格納するメモリと、
を備える周辺セクタにおける装置。
【請求項１４】
　前記割当て情報は、直交周波数分割多重化に基づいて前記端末装置に割当てられたチャ
ネルを含む、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記命令は、前記通信の処理成功を示す肯定応答を前記サービング・セクタに送信する
ことをさらに備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記命令は、前記通信の処理成功を示す肯定応答を前記端末装置に送信することをさら
に備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記メモリは、前記割当て情報が着信次第処理するために、前記通信をバッファリング
する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記命令は、前記格納された通信を増分的に処理することをさらに備える、請求項１７
に記載の装置。
【請求項１９】
　前記サービング・セクタに、前記通信の処理の開始を通知することをさらに備える、請
求項１３に記載の装置。
【請求項２０】
　前記命令は、
　前記通信の処理成功の通知を受信することと、
　前記伝送の処理を終了することと、
をさらに備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　ユーザ装置と非サービング・セクタである周辺セクタとの通信を容易化するコンピュー
タ実行可能な命令を実行するプロセッサにおいて、
　前記命令は、
　　ユーザ装置に関連するリソース割当て情報をサービング・セクタから受信することと
、
　　前記ユーザ装置から少なくとも一つのデータパケットを受信することと、
　　前記ユーザ装置がサービング・セクタによってまだサポートされている間に、前記リ
ソース割当て情報に基づき前記少なくとも一つのデータパケットを処理することと、
　 前記データパケットの処理が成功裏に完了したときは他のセクタに前記データパケッ
トの処理の成功を示す肯定応答を送信することと、
　 他のセクタが前記ユーザ装置から受信した少なくとも一つのデータパケットの処理を
成功裏に完了したことを示す肯定応答を他のセクタから受信したときは前記データパケッ
トの処理を終了することと、
を備える、プロセッサ。
【請求項２２】
　前記リソース割当て情報は、直交周波数多重化に基づいて前記端末装置に割当てられた
副搬送波を含む、請求項２１に記載のプロセッサ。
【請求項２３】
　前記命令は、前記リソース割当て情報が着信次第処理するために、前記少なくとも一つ
のデータパケットを格納することをさらに備える、請求項２１に記載のプロセッサ。
【請求項２４】
　前記命令は、前記少なくとも一つのデータパケットの処理が成功次第、前記端末装置に
通知を送信することをさらに備える、請求項２１に記載のプロセッサ。
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【請求項２５】
　前記命令は、負荷の分散について前記サービング・セクタと処理を調整することをさら
に備える、請求項２１に記載のプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、一般に無線通信に関し、とりわけ端末と非サービング・セクタとの間の通
信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００６年１月５日出願の米国特許仮出願第６０／７５６，６４１号、名称
「ＲＩＶＥＲＳＥ　ＬＩＮＫ　ＳＯＦＴ　ＨＡＮＤＯＦＦ　ＡＮＤ　ＤＥＣＯＤＩＮＧ　
ＩＮ　ＯＲＴＨＯＧＯＮＡＬ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　ＭＵＬＴＩＰＬ
Ｅ　ＡＣＣＥＳＳ（直交周波数分割多元接続通信システムにおける逆方向リンクのソフト
ハンドオフ及び復号）」に基く恩典を主張する。前記の出願は参照することにより全体と
して本出願に組み込まれる。
【０００３】
　無線ネットワーク・システムは、世界中の過半数の人々が通信に使う一般的な手段とな
っている。無線通信装置は、消費者の必要性を満たし、携帯性と便宜性を向上させるため
にますます小型で強力になっている。消費者は、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）
などの無線通信装置に頼るようになっており、信頼性のあるサービス、カバー区域の拡大
、及び機能の増加を要求している。
【０００４】
　一般に、無線多元接続通信システムは、多数の無線端末装置、またはユーザ装置の通信
を同時にサポートすることができる。各端末装置は、順方向及び逆方向リンク上の伝送を
介して一つ以上のアクセスポイント（access point）と通信する。順方向リンク（または
、ダウンリンク）は、アクセスポイントから端末装置への通信リンクをいい、逆方向リン
ク（または、アップリンク）は端末装置からアクセスポイントへの通信リンクをいう。
【０００５】
　無線システムは、利用可能なシステム・リソース（例えば、帯域幅及び送信パワー）を
共用することによって多数のユーザとの通信をサポート可能とする、多元接続システムと
することができる。このような多元接続システムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ
）システム、時間分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）
システム、及び直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムが含まれる。通常、アク
セスポイントは、アクセスポイントがサポートする個々の端末装置にさまざまなリソース
を割当てる。
【０００６】
　通常、各アクセスポイントは、セクタといわれる特定のカバー区域内に位置する端末装
置をサポートする。ある特定の端末装置をサポートしているセクタをサービング・セクタ
という。その特定の端末装置をサポートしていない他のセクタを、非サービング・セクタ
又は周辺（neighboring）セクタという。セクタ内の端末装置には、多くの端末装置を同
時にサポートできるように、特定のリソースを割当てることができる。
【０００７】
　無線システム及び端末装置が普及するにつれ、ユーザは信頼性のある接続を期待し要求
するようになっている。さらに、多くの端末装置（例えば、携帯電話、ノート型パソコン
）の携帯可能な特徴により、システムには、端末装置のセクタ間の移動をサポートするこ
とが求められる。加えて、端末装置を介して益々複雑なデータが通信されている。ユーザ
はデータ集約型のメディア（data intensive media）（例えば、画像及び映像）の高速な
伝送を求めている。
【発明の開示】
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【発明の概要】
【０００８】
　以下に、本発明の態様に対する基本的理解を得るため、一つ以上の態様の簡潔な要約を
提示する。この要約は、意図された全ての態様に亘った広範なまとめではなく、全態様の
主要又は重要なエレメントの識別を意図したものでもなく、どれか又は全ての態様の範囲
を線引きすることを意図したものでもない。この要約の唯一の目的は、下記に提示するさ
らに詳細な説明の前置きとして、一つ以上の態様のいくつかの概念を簡単な形で提示する
ことである。
【０００９】
　一つ以上の態様及びその対応する開示によって、無線システムにおけるソフトハンドオ
フ及びパフォーマンス向上に関してさまざまな態様を説明する。具体的には、サービング
・セクタが、サポートしている端末装置に関連する割当て情報を、周辺のセクタに提供で
きることである。バックホールシグナリング（backhaul signaling）を介して、割当て情
報を、サポートされる端末装置のアクチブ・セット中のセクタ群に提供することができる
。セクタ群はこの割当て情報を使って、端末装置の伝送を受信し復号し、端末装置のソフ
トハンドオフを容易化することができる。いくつかの態様において、セクタ群は負荷をバ
ランスさせるための調整をすることができる。具体的には端末装置の伝送をうまく受信し
復号した最初のセクタが、このことを他のセクタに通知し、これにより重複した処理を回
避することができる。
【００１０】
　ある態様において、端末装置への割当て情報の送信と、周辺セクタへの割当て情報の送
信とを備える無線通信環境中で、端末装置と非サービング・セクタとの間の逆方向リンク
伝送を容易化する方法。割当て情報は、サービング・セクタによって端末装置に割当てら
れたリソースを含み、周辺セクタは、割当て情報に少なくとも部分的に基づいて、端末装
置からの逆方向リンク伝送を処理する。
【００１１】
　別の態様において、通信を格納するメモリと、端末装置に対する割当て情報を、端末装
置をサポートしているサービング・セクタから受信する命令を実行し、受信された割当て
情報に少なくとも部分的に基づいて、端末装置から送られてきた伝送を処理するプロセッ
サとを備える、無線通信環境中で他セクタとの通信（other sector communication）を容
易化する装置。
【００１２】
　さらに別の態様によれば、リソース割当てを端末装置に送信する手段と、リソース割当
て情報を周辺セクタに提供する手段とを備える、他セクタとの通信を容易化する装置。周
辺セクタは、端末装置からの逆方向リンク伝送を、リソース割当て情報に少なくとも部分
的に基づいて処理する。
【００１３】
　別の態様によれば、リソース割当て命令を端末装置に送信する命令と、リソース割当て
情報を使って端末装置から伝送されたデータパケットを処理するアクセスポイントに、リ
ソース割当て情報を送信する命令とを有する、コンピュータ可読媒体。
【００１４】
　さらに別の態様は、サービング・セクタからユーザ装置に関連するリソース割当て情報
を受信する命令と、ユーザ装置から少なくとも一つのデータパケットを受信する命令と、
少なくとも一つのデータパケットをリソース割当て情報に基づいて処理する命令とを実行
するプロセッサに関する。
【００１５】
　前述の事項及び関連する目的を達成するため、以下に、本発明の特に請求項に指摘する
特質を備える一つ以上の態様を十分に説明する。以降の記述及び添付の図面では、特定の
例示的態様を詳細に説明する。但し、これらの態様は、本明細書で説明する原理を適用で
きる様々なやり方の一部を示すものであり、記載の様態にはそれらの同等物が含まれるも
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のと意図されている。
【詳細な説明】
【００１６】
　以下に、図面を参照してさまざまな態様を説明するものとし、全体を通して、同じエレ
メントを指す場合には同じ参照番号を使うものとする。以下の記載において、説明の目的
上、一つ以上の態様に対し、完全な理解を得るために数多くの特定な詳細内容を説明する
。しかしながら、このような態様はこれ等の特定の詳細内容でなくても実施可能なことは
明白であろう。他の例では、一つ以上の態様の説明をし易くするために、周知の構造及び
装置がブロック図の形で示される。
【００１７】
　本出願で用いられる、「コンポーネント」、「システム」、その他同種類の用語は、ハ
ードウエア、ソフトウエアとハードウエアとの組合せ、ソフトウエア、又は実行中のソフ
トウエアのいずれかのコンピュータ関連の構成要素（entity）を示すものと意図されてい
る。例えば、コンポーネントは、以下に限らないが、プロセッサで実行される処理、プロ
セッサ、オブジェクト、実行可能なもの、実行スレッド、プログラム、及び／又はコンピ
ュータをいうことがある。実例として、通信装置で実行されているアプリケーションとそ
の装置との双方をコンポーネントとすることがある。一つ以上のコンポーネントが一つの
プロセス、及び／又は実行スレッドの中に存在することもでき、あるコンポーネントを一
台のコンピュータにローカル化すること、及び／又は２台以上のコンピュータに分散する
こともできる。さらに、これらのコンポーネントが格納されている各種のデータ構造を有
するコンピュータ可読媒体から、これらのコンポーネントを実行することができる。これ
らコンポーネントは、一つ以上のデータパケット（例えば、ローカル・システム、分散シ
ステムの別のコンポーネントと、及び／又はインターネットなどのネットワークを通して
他のシステムと信号を使って相互交信するあるコンポーネントからのデータ）を有する信
号によるなどして、ローカル処理、及び／又はリモート処理を介して通信することができ
る。
【００１８】
　さらに、本明細書では、端末装置に関してさまざまな態様が説明される。端末装置は、
システム、ユーザ装置、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動装置、遠隔局、アクセ
スポイント、基地局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末装置、利用者エージェ
ント(user agent)（ＵＥ）と呼ばれることもある。端末装置は、セルラー電話、無線電話
、セッション開始プロトコル（Session Initiation Protocol）（ＳＩＰ）電話、無線ロ
ーカル・ループ（ＷＬＬ）局、ＰＤＡ、無線接続能力を有する携帯装置、又は無線モデム
に接続された処理装置とすることができる。
【００１９】
　さらに、本明細書に記載されたさまざまな態様又は特質を、標準的なプログラミング及
び／又はエンジニアリング技法を使用して、方法、装置、又は製造品として構成すること
ができる。本明細書で用いる「製造品（article of manufacture）」いう用語は、任意の
コンピュータ可読の機器、キャリア（carrier）、又は媒体からアクセス可能なコンピュ
ータ・プログラムを包含するものと意図されている。例えば、コンピュータ可読の媒体に
は、以下に限らないが、磁気記憶装置（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク、磁気ストリップ、…）、光ディスク（例えば、コンパクト・ディスク（ＣＤ
）、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、…）、スマート・カード、フラッシュ・メモリ
装置（例えば、カード、スティック、キードライブ、…）を含めることができる。
【００２０】
　通常、セクタは複数の端末装置をサポートする。「セクタ」という用語で、文脈に応じ
て、
あるアクセスポイント、及び／又はアクセスポイントでカバーされている区域を表すこと
ができる。具体的には、セクタは、利用可能なシステム・リソース（例えば、帯域幅及び
送信パワー）を共用することによって多くの端末にサービスを提供する。セクタは、いろ
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いろなリソースを個々の端末装置に割当てる。通常、アクセスポイントは、アクセスポイ
ントがサポートしている端末装置に各種リソースを割当てる。
【００２１】
　直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムは直交周波数分割多重化を用いる。Ｏ
ＦＤＭは、全体のシステム帯域幅を複数（Ｎ）の別個の直交周波数副搬送波に分割する多
重搬送波変調技法である。これらの副搬送波はトーン（tone）、ビン（bin）、又は周波
数チャネルとも呼ばれる。例えば、無線セルラー電話通信に割当てられた周波数スペクト
ル、または帯域を３０チャネルに分割し、その各々に、音声会話、又は、デジタルサービ
スの場合はデジタル・データを搬送させることができる。各チャネルを同時に一つだけの
ユーザ装置、または端末装置に割当てることができる。各チャネルは、データで変調され
るそれぞれの副搬送波と関連付けられている。最大Ｎまでの変調シンボルを、ＯＦＤＭシ
ンボル周期ごとに合計Ｎの副搬送波で送信することができる。これらの変調シンボルを、
Ｎ点の（N-point）逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使って時間領域に変換し、Ｎの時
間領域チップ又はサンプルを包含する変換されたシンボルを生成することができる。
【００２２】
　リソースは、通常、端末装置をサポートするサービング・セクタによって割当てられる
。ある特定の端末装置に割当てられたリソースに関する情報がない場合、非サービング・
セクタが端末装置からの伝送を復号することはもとより受信することさえ困難なことがあ
る。その一方、非サービング・セクタが端末装置からの逆方向リンク伝送を復号すること
が有益となるいくつかの環境がある。例えば、端末装置が移動型である場合、その端末装
置が一つのセクタのカバー区域から第二のセクタのカバー区域に移動することがあろう。
サービスの中断を回避し、円滑な区域移行を提供するために、周辺セクタは、元のサービ
ング・セクタから新規のセクタへハンドオフする前に、逆方向リンク伝送を受信し復号す
ることができる。さらに、周辺セクタが伝送を復号することによってシステムの信頼性を
向上させることができる。サービング・セクタが干渉又は他の問題を被っている場合、周
辺セクタは端末装置をサポートして、冗長性を提供して起こり得る問題を緩和することが
できる。
【００２３】
　逆方向リンクの伝送を受信し復号するために、周辺セクタは、リソース割当て情報（例
えば、周波数チャネル、または符号）を要求することができる。スケジュールされた逆方
向リンク（ＲＬ）伝送を実施するシステムにおいては、サービング・セクタは、伝送に使
う符号化、及び変調法はもちろん、端末装置に割当てられたリソース（例えば、周波数、
時間、及び符号）を指定した、無線メッセージ（air message）を介して割り当て内容を
対象端末装置に送信することができる。端末装置は、逆方向リンク伝送に割当てられたリ
ソースを使用する。
【００２４】
　特定の通信システムにおいて、非サービング・セクタは逆方向リンク伝送を受信し復号
することができ、本明細書ではこれを他セクタとの伝送という。データ送信のプレフィッ
クスには、多くの場合、端末装置のＭＡＣＩＤと、使用されるパケットのフォーマットと
が含まれ、非サービング・セクタにおける復号が可能になっている。この情報はプリアン
ブル（preamble）又はデータ自体に入れることができ、もしくは別の制御チャネルメッセ
ージとして送信することができる。データ損失を回避するために、この情報を高い信頼度
で検出する必要がある。ＣＤＭＡシステムにおいては、この情報をＭＡＣＩＤ固有のスク
ランブル・シーケンスを使ってスクランブルされたプリアンブルに含めることができよう
。レシーバでは、デスクランブラ（descrambler）を使ってユーザの送信が検出され、次
いでパケット・フォーマットが検出され、これに続いてデータの復調及び復号が試みられ
る。
【００２５】
　しかしながら、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムにおける受信及び復号
はもっと複雑である。ＯＦＤＭＡシステムにおいては、各送信ごとに異なる副搬送波の組
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合せが割当てられる。周辺セクタは、端末装置に割当てられた特定の副搬送波群に関して
、何の情報も持たないので、周辺セクタのレシーバは、可能な全ての逆方向リンク・チャ
ネルに対し端末装置のプリアンブル送信を検出しなければならないことになろう。検出し
ても、そのプリアンブルに端末装置のＭＡＣＩＤとパケット・フォーマットとが含まれて
いなければならないことになる。さらに、プリアンブルの検出に信頼性がない場合、周辺
セクタは、使用可能な全帯域幅に亘って端末装置からの伝送を受信しようと試みてリソー
スを浪費することになる。加えて、プリアンブルのような小さなパケットに対して、送信
効率は比較的に悪い。これらの要因により、ＯＦＤＭＡシステムにおいては他セクタとの
通信の効率は不十分になる。
【００２６】
　次に、図面類を参照すると、図１には、非サービング・セクタによる逆方向リンク伝送
の受信を容易化するシステム１００のブロック図が示されている。システム１００は、ア
クセスポイント１０４によってサポートされる端末装置１０２を含む。さらに、システム
１００には、周辺セクタと呼ばれる近傍の非サービング・セクタ１０６を含めることがで
きる。分かりやすくするために、各一つのサービング・アクセスポイント、端末装置、及
び周辺アクセスポイントが示されている。しかし、システム１００には、複数のアクセス
ポイント及び端末装置を含めることができる。システム１００には、サービング・アクセ
スポイント１０２と周辺アクセスポイント１０６とを連結し、アクセスポイント群の調整
と制御とを提供するシステム・コントローラ１０８も含めることができる。
【００２７】
　システム１００において、サービング・アクセスポイント１０４は、逆方向リンク伝送
のためにリソースを端末装置１０２に割当てることができる。さらに、サービング・アク
セスポイント１０４は、一つ以上の周辺アクセスポイント１０６に対し、割当て情報（例
えば、周波数、時間、及び符号）を提供することもできる。ＯＦＤＭＡシステムでは、サ
ービング・アクセスポイント１０４は、システム・コントローラ１０８に副搬送波情報を
提供することができ、このコントローラは、かかる情報を周辺アクセスポイント１０６に
回送することができる。周辺アクセスポイント１０６は、提供された割当て情報を使用し
、指定された副搬送波上の伝送を検出し、端末装置１０２から受信した伝送を復号する。
【００２８】
　また、アクセスポイント間の通信は、割当て情報（例えば、逆方向リンク・レート・イ
ンジケータ（ＲＲＩ））共有のための専用無線チャネルを使って実施することができる。
但し、このようなチャネルは、この目的のためだけに割当てられた帯域幅を必要とする。
データの送信に使える帯域幅を最大化するため、割当て情報の伝送にはバックホールシグ
ナリングを利用することができる。本明細書で用いるバックホールシグナリング（backha
ul signaling）という用語は、無線送信（air transmission）に対して、適当な有線通信
（例えば、Ｔ１ライン）を介した送信をいう。
【００２９】
　割当て情報は、端末装置のアクチブ・セット中に現れる周辺アクセスポイントに送信す
ることができ、本明細書ではこれらをアクチブな端末装置又はセクタという。端末装置は
、通常、比較的強い信号が送られてくるアクセスポイントのリストを維持しており、これ
をその端末装置のアクチブ・セットという。従って、アクチブ・セット中のアクセスポイ
ントは、端末装置からの伝送を受信する能力のある可能性が最も高い。一般に、アクチブ
・セット中のアクセスポイントはサービング・アクセスポイントの近辺に在る。そのため
、ハンドオフの間に、移動端末装置がアクセスポイントの間を移動する場合、その端末は
サービング・セクタから、アクチブ・セット中のアクセスポイントのセクタ域内に移動す
る可能性が最も高い。その結果として、アクチブ・セット中のアクセスポイントにとって
、端末装置から受信したパケット又は伝送を復号することは特に有益となり得る。端末装
置が、今までのサービング・アクセスポイントとの通信が途切れる前に、別のアクセスポ
イントとの接続を確立できれば、サービスの中断が最小化される。アクチブ・セット中の
アクセスポイントに割当て情報を提供することによって、このようなアクセスポイントは
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ハンドオフに先立ってパケットを受信し復号することが可能になる。システム１００は、
以下に限らないが、ＯＦＤＭＡシステム、インターリーブ型（interleaved）周波数分割
多元接続（ＩＦＤＭＡ）、及びローカル（localized）周波数分割多元接続（ＬＦＤＭＡ
）を含め、さまざまな多元接続システムに用いることができる。
【００３０】
　システム１００は、肯定応答信号を使って、あり得る誤差を低減しパケット損失を最小
化することができる。図１に示されるように、サービング・アクセスポイント１０４は、
伝送が受信され復号され次第、端末装置に肯定応答（ＡＣＫ）を送信することができる。
肯定応答を受信次第、端末装置は追加の伝送又はパケットを送ることができる。同様に、
サービング・アクセスポイント１０４は、否定応答（ＮＡＫ）を端末装置１０２に送信し
て、エラーを示すことができる。端末装置１０２は、ＮＡＫに応答してパケットを再送信
することができる。肯定応答が受信されない場合、端末装置は、データが失われていない
ことを確実にするため、送信を繰り返すことができる。
【００３１】
　また、一連の肯定応答ないし通知を使って、逆方向リンク伝送の処理を最適化すること
ができる。伝送の復号を最初に成功裏に完了したアクセスポイントは、肯定応答を他のア
クセスポイントに送信することができる。この肯定応答は、復号されたデータを含むこと
ができ、バックホールシグナリングを介して提供されることができる。サービング・アク
セスポイントが、パケットを復号することによってあるいは肯定応答の受信によって、伝
送が復号されたことを知った場合、サービング・アクセスポイントは肯定応答を端末装置
に送信することができ、さらに、周辺アクセスポイントに通知して、それらアクセスポイ
ントに伝送の処理を終了させることができる。従って、伝送は、伝送を処理するための十
分な帯域幅を有する最初のアクセスポイントによって復号されることになる。復号が成功
した後はそれ以上の一切の処理作業を終了し、余分な処理と計算作業の浪費とを低減する
ことができる。
【００３２】
　肯定応答及び通知を使って、一組のアクセスポイントの間で負荷バランスを達成するこ
とができる。伝送が可能最小の時間で復号されることを確実にするため、サービング・ア
クセスポイント及び周辺アクセスポイントを調整することができる。例えば、サービング
・アクセスポイントが多くの端末装置からの大量のパケットを処理しているとき、より少
ない数の端末装置をサポートしている周辺アクセスポイントは、サービング・アクセスポ
イントよりも迅速に特定の伝送を復号することができる。伝送を復号したアクセスポイン
トは、簡単な通知又は復号したデータをサービング・アクセスポイントに提供することが
できる。利用可能なリソースを有する周辺アクセスポイントを使って伝送を処理すること
でパフォーマンスを最適化することができる。
【００３３】
　また、伝送処理の分散によってエラー及びパケット損失を低減することができる。サー
ビング・アクセスポイントが端末装置から強い信号を受信する可能性が最も高いが、特定
の状態では、周辺アクセスポイントの一つがさらに良好な信号を受信することができる。
例えば、信号は、端末装置の移動はもとより、特定の大気条件、地理的特徴の影響を受け
る。これらのいずれかが、サービング・アクセスポイントでのフェードダウン（down fad
e）の原因となり、同時に周辺アクセスポイントがフェードアップ（up fade）を生じるこ
とがある。サービング・アクセスポイントが伝送をうまく復号できない場合には、周辺ア
クセスポイントが伝送を処理することができよう。
【００３４】
　さらに、アクセスポイントは、伝送パケット処理の開始時に肯定応答又は信号を送信し
て、伝送を処理中であることを他のセクタに示し、余分な伝送復号作業を回避することが
できる。あるアクセスポイントが処理を開始したならば、そのアクセスポイントは、サー
ビング・アクセスポイントを含めた他のアクセスポイントにそのことを信号伝達すること
ができる。この信号を受信したアクセスポイントは、伝送を、あり得る後での使用のため
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に保存することができるが、伝送の処理は開始しないことになる。処理を実施しているア
クセスポイントが処理を完了できない場合（例えば、エラーに起因して）、処理を実施し
ているアクセスポイントは、復号が失敗したことを示す第二の信号を送ることができる。
このとき、他のいずれのアクセスポイントも伝送の復号作業を進めることができる。次に
伝送の処理を開始したアクセスポイントも、同様に他のアクセスポイントに信号を伝達し
、伝送の重複した処理を回避することができる。このプロセスは、伝送がうまく復号され
、端末装置及び他のアクセスポイントがその結果に対する肯定応答を受信するまで続ける
ことができる。
【００３５】
　サービング・アクセスポイントは、伝送の復号成功の確認応答（例えば、ＡＣＫ及びＮ
ＡＫ）の端末装置への伝達を制御することができる。例えば、前述したように、サービン
グ・アクセスポイントは周辺アクセスポイントから肯定応答を受信し、肯定応答を端末装
置に送信することができる。あるいは、周辺アクセスポイントが直接に端末装置に肯定応
答を提供することができる。一般的に、周辺アクセスポイントが端末装置から逆方向リン
ク伝送を受信することが可能な場合には、端末装置がその周辺アクセスポイントから肯定
応答を受信することもまた可能である。
【００３６】
　いくつかの態様において、割当て情報を、サービング・アクセスポイントから、バック
ホール回線を経由して、アクチブ・セット中の全てのアクセスポイント（例えば、特定の
用途に割当てられたリソースを有するもの）に送信することができる。特に、割当て情報
を無線で端末装置に送信する前に、バックホール回線経由で割当て情報を送信することが
できる。あるいは、割当て情報を無線で端末装置に送信するのと同時に、バックホール回
線経由で割当て情報を送信することもできる。システムが、バックホール回線経由のメッ
セージ送信の変化する遅延を有することがあり、これはバックホール遅延といわれる。バ
ックホール遅延が小さく、端末装置が最初の伝送を完了する前に、周辺セクタにおいて割
当て情報が受信される場合は、それら周辺アクセスポイントは最初の伝送で端末装置のデ
ータを復号することができる。
【００３７】
　バックホール遅延が大きい場合には、周辺アクセスポイントが、さらなる伝送の受信後
まで復号を開始できないことがある。この場合であっても、データが複数回の伝送で送ら
れるならば、周辺アクセスポイントによる復号は有益である。割当て情報を受信できるま
での間、受信された信号を、多数のフレーム又はパケットとしてバッファリングすること
ができる。特に、フレーム時間とバッファリングされたフレームの数の積を、全ての周辺
アクセスポイントからのバックホール遅延よりも大きくすることができる。バックホール
経由の割当てメッセージに基づいて直近のパケットが復号される。
【００３８】
　一部の態様において、この複数の仮説の復号（multiple hypothesis decoding）を活用
することができ、第一の仮説では、一つのサブパケットだけが送信済みであると仮定する
。その単一のサブパケットの復号がうまくいかないときは、２つのサブパケットが送信さ
れていると仮定し、これを同様に続ける。このプロセスは、伝送がうまく復号されるまで
、又はバッファリングされた全フレームが復号のために使い切られるまで繰り返される。
復号の試みのどれかが成功した場合、肯定応答（ＡＣＫ）を端末装置、及び／又はサービ
ング・セクタに送信することができる。否定応答（ＮＡＫ）については送信の必要はない
。
【００３９】
　次に図２を参照すると、本明細書に提示するさまざまな態様による無線通信システム２
００が示されている。システム２００は、アクセスポイント相互に、及び／又は一つ以上
の端末装置２０４と、無線通信信号を受信し、送信し、これを繰り返すなどする一つ以上
のアクセスポイント２０２を備えることができる。各アクセスポイント、または基地局２
０２は、例えば、各一つが各送信及び受信アンテナに対応する、複数のトランスミッタ・
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チェーン（transmitter chain）、及びレシーバ・チェーン（receiver chain）を備え、
さらにその各々は、信号の送信及び受信に関連する複数のコンポーネント（例えば、プロ
セッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナなど）を備える
ことができる。端末装置２０４を、例えば、セルラー電話、高度自動機能電話（smart ph
one）、ラップトップコンピュータ、携帯通信装置、携帯計算装置、衛星ラジオ、全地球
測位システム、ＰＤＡ、及び／又は、システム２００を介して通信を行うための他の適切
な任意の装置とすることができる。さらに、各端末装置２０４は、多入力多出力（multip
le input multiple output）（ＭＩＭＯ）システムで用いられるような、一つ以上のトラ
ンスミッタ・チェーンとレシーバ・チェーンとを備えることができる。各トランスミッタ
・チェーン及びレシーバ・チェーンは、当業者なら良く理解しているように、信号の送信
及び受信に関連する複数のコンポーネント（例えば、プロセッサ、変調器、マルチプレク
サ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナなど）を備えることができる。
【００４０】
　図２に示されるように、各アクセスポイント２０２は、特定の地理的区域２０６に対す
る通信サービスを提供する。「セル」という用語によって、文脈に応じて、アクセスポイ
ント、及び／又はそのサービス区域を示すことができる。システム容量を向上させるため
、アクセスポイントのサービス区域を、さらに複数の小さな区域（例えば、３つの小区域
、２０８Ａ、２０８Ｂ、及び２０８Ｃ）に区分化することができる。各小区域は、それぞ
れの基地局サブシステム（ＢＴＳ）のサービスを受ける。「セクタ」という用語によって
、文脈に応じて、ＢＴＳ、及び／又はそのサービス区域を示すことができる。区分化され
たセルにおいて、そのセルの全セクタに対する基地局サブシステムは、通常、そのセルの
アクセスポイント内にまとめて配置される。
【００４１】
　端末装置２０４は、通常、システム２００全体に亘って分散所在している。各端末装置
２０４は、固定型又は移動型とすることができる。各端末装置２０４は、いつでも順方向
及び逆方向リンクを使い一つ以上のアクセスポイント２０２と通信することができる。
【００４２】
　集中型アーキテクチャにおいては、システム・コントローラ２１０がアクセスポイント
２０２群を連結し、アクセスポイント群２０２の調整及び制御を行っている。分散型のア
ーキテクチャでは、アクセスポイント２０２は必要に応じ相互に通信することができる。
システム・コントローラ２１０又は類似装置を経由するアクセスポイント間の通信を、バ
ックホールシグナリングということができる。
【００４３】
　本明細書で説明する技法は、区分化されたセルを有するシステム２００、及び区分化さ
れていないセルを有するシステムに対して用いることができる。簡明化のため、以下の説
明は、区分化されたセルを有するシステムに対し行う。「アクセスポイント」という用語
は、一般に、セルにサービスを行う固定局はもとより、セクタにサービスを行う固定局に
対しても用いられる。「端末装置」と「ユーザ」という用語は、相互に置き換え可能に用
いられ、「セクタ」と「アクセスポイント」という用語も、相互に置き換え可能に用いら
れる。サービング・アクセスポイント／セクタは、端末装置が通信しているアクセスポイ
ント／セクタである。周辺アクセスポイント／セクタは、端末装置が通信していないアク
セスポイント／セクタである。
【００４４】
　次に図３を参照すると、一つ以上の態様による多元接続無線通信システム３００が示さ
れている。３セクタ（3-sector）のアクセスポイント３０２は、複数のアンテナ群を含み
、その一つはアンテナ３０４と３０６とを含み、別の群はアンテナ３０８と３１０とを含
み、第三の群はアンテナ３１２と３１４とを含む。この図では、各アンテナ群に対し２つ
のアンテナだけが示されているが、各アンテナ群にこれより多い又は少ないアンテナを用
いることができる。端末装置３１６は、アンテナ３１２及び３１４と通信しており、アン
テナ３１２及び３１４は、順方向リンク３２０を介して端末装置３１６に情報を送信し、
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逆方向リンク３１８を介して端末装置３１６からの情報を受信する。端末装置３２２は、
アンテナ３０４及び３０６と通信しており、アンテナ３０４及び３０６は、順方向リンク
３２６を介して端末装置３２２に情報を送信し、逆方向リンク３２４を介して端末装置３
２２からの情報を受信する。
【００４５】
　アンテナの各群、及び／又は、それらが通信を行うよう設定されている各区域を、アク
セスポイント３０２のセクタということができる。一つ以上の態様において、アンテナ群
の各々は、アクセスポイント３０２によってカバーされるセクタ内、あるいは区域内にあ
る端末装置と通信するよう設計されている。各アクセスポイントは、複数のセクタに対し
サービスを提供することができる。
【００４６】
　無線通信システムは、一つ以上の端末装置３１６、３２２とコンタクトする一つ以上の
アクセスポイントを含むことができる。アクセスポイントのサービス区域はオーバーラッ
プさせることができる。これにより、端末装置は、複数のアクセスポイントのサービス区
域内に位置することができる。
【００４７】
　通常、端末装置が、複数のアクセスポイントによるサービスが提供される区域内に在る
場合、アクセスポイントから端末装置へのパイロット送信、又は信号送信の信号強度に基
づいて、アクセスポイント及びサービング・セクタが選定される。信号強度は、無線周波
数（ＲＦ）経路損失の点から測定することができ、この経路損失とは、電波が特定の経路
に沿って空間を移動するとき生ずるパワー損失である。経路損失を決定するために、ネッ
トワーク内の全アクセスポイントは、予め定められたパワーで信号を送信することができ
る。これを受け、端末装置は受信した信号各々のパワーを測定し、最強の信号強度を有す
るアクセスポイントを決定することができる。あるいは、不確定のパワーで信号を送信し
、送信パワーをその信号に、又は別のチャネルの中に符号化しておくことができる。これ
を受け、端末装置は送信されたパワーと受信したパワーとの差異を比較し、最強の信号強
度を有するアクセスポイントを決定することができる。端末装置は比較的強い信号強度を
有するアクセスポイントのリスト、またはセットを維持することができ、これをアクチブ
・セットという。
【００４８】
　図４～７を参照すると、非サービング・セクタへの逆方向リンク通信を容易化する方法
。説明を簡明化するために、各方法は、一連の処理として示され記載されているが、これ
らの方法は、この処理順序に限られるものでなく、一つ以上の態様によれば、一部の処理
は異なる順序で、及び／又はここで提示・記載された他の処理と同時に実施できることが
十分理解され、認識される。例えば、当業者は、この図に換え、状態図などによって、こ
れらの方法を一連の相互関連状態又はイベントとして表せることを良く理解し、認識して
いよう。さらに、一つ以上の態様によれば、示された処理の必ず全部を使わなくても方法
を構成することができる。
【００４９】
　次に図４を参照すると、周辺セクタに割当て情報を提供する方法４００が示されている
。参照番号４０２において、端末装置を逆方向リンクによる伝送のためにスケジュールし
、端末装置にリソースを割当てることができる。リソースには、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、
及びＣＤＭＡシステムに対する時間、周波数、及び／又は符号をそれぞれ含めることがで
きる。参照番号４０４において、端末装置に割当てられるリソースを指定した割当て情報
を、端末装置に提供することができる。端末装置は、逆方向リンク伝送のために、割当て
られたリソースを使用することができる。
【００５０】
　参照番号４０６において、割当て情報を他のアクセスポイントに提供することができる
。選定された端末装置に対し、割当て情報を提供することができる。例えば、端末装置の
移動又は信号強度など、端末装置の動きに基づいて、ソフトハンドオフの対象となる特定
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の端末装置を識別することができる。「ソフトハンドオフ」の過程では、前のサービング
・セクタとの接続が切断される前に新しいサービング・セクタとの接続が設定される。ソ
フトハンドオフは、通常、サービスの中断を最小化して円滑な移行を提供する。ソフトハ
ンドオフ対象と識別された端末装置を選定し、それらの割当て情報を他のセクタに提供す
ることができる。割当て情報は、バックホールシグナリングを介して他のアクセスポイン
トに送信することができる。
【００５１】
　特に、割当て情報を端末装置のアクチブ・セット中のアクセスポイントに提供すること
ができる。端末装置は、アクチブ・セット情報をサービング・セクタに提供することがで
きる。ソフトハンドオフに参加するアクセスポイントなど、選定されたアクセスポイント
に対して、割当て情報を送信することができる。割当て情報により、非サービング・アク
セスポイントは、端末装置からの情報を受信し復号することが可能になる。ＯＦＤＭＡシ
ステムに対して、この情報は特に有用であり、他のアクセスポイントは、端末装置に割当
てられたチャネルに関する情報が無い場合、あり得る逆方向リンク・チャネル全てに亘っ
て伝送を検出しなければならないことになろう。
【００５２】
　参照番号４０８において、端末装置から、割当てられたリソースを使った逆方向リンク
伝送が受信される。サービング・セクタ、及び／又は他のアクセスポイントにおいて伝送
を受信することができる。４１０において、サービング・セクタで、割当て情報に従って
伝送を復号することができる。また、周辺セクタにおいて、サービング・セクタから受信
した割当て情報に基づいて伝送を復号することができる。参照番号４１２において、伝送
が正しく復号されたかどうかの決定を行うことができる。例えば、エラーを検出するため
のエラー点検を行うことができる。サービング・セクタにおいて伝送が正しく復号されな
かった場合、このプロセスは終了する。いくつかの態様において、再伝送を促すため、否
定応答（ＮＡＫ）を端末装置に送信することができる。
【００５３】
　伝送が正しく復号された場合、参照番号４１４において、肯定応答を生成することがで
きる。参照番号４１６において、肯定応答が端末装置に送信される。肯定応答が受信され
たならば、端末装置はさらなる逆方向リンク伝送を生成することができる。参照番号４１
８において、肯定応答が、アクチブ・セット中の他のアクセスポイントに送信される。肯
定応答はバックホールシグナリングを介して送信することができる。他のアクセスポイン
トは肯定応答を受信次第、送信の処理を終了することができる。
【００５４】
　次に図５を見ると、非サービング・セクタにおける逆方向リンク伝送の処理の方法５０
０が示されている。参照番号５０２において、非サービング・セクタは、端末装置に対す
る割当て情報を受信することができる。この情報は、専用のチャネル（例えば、ＲＲＩ）
を介して受信することができる。あるいは、バックホールシグナリングを介して割当て情
報を受信することもできる。非サービング・セクタは、端末装置自体のアクチブ・セット
にその非サービング・セクタを含む端末装置、及び／又はソフトハンドオフ対象として識
別された端末装置に対する割当て情報を受信することができる。
【００５５】
　参照番号５０４において、セクタは、そのセクタがサポートしていない端末装置からの
逆方向リンク伝送を受信することができる。そのセクタは、伝送を検出するために割当て
情報（例えば、周波数）を利用することができる。例えば、ＯＦＤＭＡシステムにおいて
は、各端末装置に副搬送波を割当てることができる。副搬送波の割当てに関する情報は、
非サービング・セクタに提供される割当て情報の中に含めることができる。これにより、
非サービング・セクタは、端末装置からの伝送に対し割当てられた副搬送波をモニタする
ことができる。
【００５６】
　参照番号５０６において、セクタは、割当て情報を利用して受信した伝送を復号するこ
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とができる。参照番号５０８において、伝送が正しく復号されたかどうかの決定が行われ
る。ＮＯであれば、参照番号５１０において、別のセクタで伝送が復号されたことを示す
肯定応答が受信されていないかどうかが決定される。肯定応答が受信されていれば、セク
タは、参照番号５１２において処理を終了することができる。肯定応答が受信されていな
い場合には、復号にエラーがあったことになり処理は終了される。
【００５７】
　伝送が、非サービング・セクタによって正しく復号された場合、参照番号５１４におい
て肯定応答を生成することができる。参照番号５１６において、肯定応答を端末装置に送
信することができる。肯定応答を受信次第、端末装置はさらなるパケットの送信を続ける
ことができる。参照番号５１８において、肯定応答を他のアクセスポイントに送信して、
伝送復号の成功をそれらアクセスポイントに通知することができる。肯定応答は、無線で
又はバックホールシグナリングを経由して送信することができる。他のセクタには、サー
ビング・セクタ、及び端末装置のアクチブ・セット中の任意のセクタを含めることができ
る。
【００５８】
　伝送の復号の成功の肯定応答は、直接に又はサービング・セクタを介して端末装置に送
ることができる。非サービング・セクタが伝送を受信することができたということは、そ
の非サービング・セクタが肯定応答を端末装置にうまく送信できる可能性が高いことにな
る。あるいは、非サービング・セクタが、肯定応答をサービング・セクタに送信し、サー
ビング・セクタが、代わって端末装置に肯定応答、または通知を送信することができる。
【００５９】
　図６は、サービング及び非サービング・セクタの間での、逆方向リンク伝送の受信を調
整する方法を示す。参照番号６０２において、端末装置を、逆方向リンクによる伝送のた
めにスケジュールすることができ、その端末装置にリソースを割当てることができる。リ
ソースには、時間、周波数、及び／又は符号を含めることができる。参照番号６０４にお
いて、端末装置に割当てられるリソースを指定する割当て情報を端末装置に提供すること
ができる。端末装置は、逆方向リンク伝送のために割当てられたリソースを利用する。
【００６０】
　参照番号６０６において、選定された端末装置に対する割当て情報を、他のアクセスポ
イントにも提供することができる。特に、選定された端末装置のアクチブ・セット中のア
クセスポイント、又は端末装置に対するソフトハンドオフに参加するアクセスポイントに
、割当て情報提供することができる。非サービング・アクセスポイントは、割当て情報を
使って端末装置からの情報を復号することができる。上述したように、ＯＦＤＭＡシステ
ムにおいては、割当て情報が特に重要であり、割当て情報には伝送の検出に用いる副搬送
波情報を含めることができる。
【００６１】
　参照番号６０８において、端末装置から、割当てられたリソースを使った逆方向リンク
伝送が受信される。その伝送は、サービング・セクタ、及び／又は他のアクセスポイント
で受信することができる。６１０において、サービング・セクタで、割当て情報に従って
伝送を復号することができる。周辺セクタで伝送を復号することもできる。参照番号６１
２において、伝送が、サービング・セクタ、又は周辺セクタの一つのいずれかにおいて正
しく復号されたかどうかの決定が行われる。伝送が、サービング・セクタ、又は周辺セク
タにおいて正しく復号されていない場合、このプロセスは終了する。端末装置に否定応答
を送信し、端末装置からの伝送を再送信させることができる。
【００６２】
　伝送が正しく復号された場合は、６１４において、周辺セクタから肯定応答が受信され
ているかどうかをの決定を行うことができる。ＮＯの場合、参照番号６１６において、サ
ービング・セクタは伝送を復号し、肯定応答を生成することができる。肯定応答は参照番
号６１８において端末装置に送信される。端末装置は、肯定応答が受信され次第さらなる
逆方向リンクの伝送を生成することができる。参照番号６２０において、肯定応答が他の
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アクセスポイントに送信される。肯定応答は、バックホールシグナリング経由、又は無線
で送信することができる。他のアクセスポイントは、肯定応答を受信次第、伝送の処理を
終了することができる。
【００６３】
　伝送が別のセクタによって復号された場合、参照番号６２２において、サービング・セ
クタは伝送の復号処理を終了することができる。参照番号６２４において、一部の態様で
、サービング・セクタは肯定応答と併せ復号されたデータを得ることができる。さらに、
サービング・セクタは、参照番号６２６において、肯定応答を端末装置に送信することが
できる。あるいは、伝送を復号したセクタが肯定応答を端末装置に送信することもできる
。
【００６４】
　次に図７を参照すると、非サービング・セクタにおいて逆方向リンク伝送を処理し、バ
ックホール遅延を補償する方法７００が示されている。参照番号７０２において、セクタ
は、そのセクタがサポートしていない端末装置からの逆方向リンク伝送を受信することが
できる。参照番号７０４において、非サービング・セクタは伝送データ・パケットを格納
、または保持することができる。参照番号７０６において、非サービング・セクタにおい
て伝送の復号が可能になる、端末装置に対する割当て情報を、非サービング・セクタが受
信しているかどうかの決定が行われる。バックホールシグナリングの遅延に起因して、端
末装置が一つ以上の逆方向リンク伝送を送信した後になっても、割当て情報を受信するこ
とができる。まだ割当て情報が受信されていない場合、プロセスは参照番号７０２に戻り
、さらなる伝送を受信することができる。
【００６５】
　割当て情報が受信されている場合、参照番号７０８において、非サービング・セクタは
その割当て情報に基づいて伝送の復号を試みることができる。そのセクタは、一つのサブ
パケットだけが送信されたと仮定することができる。参照番号７１０において、復号が成
功したかどうかの決定を行うことができる。ＹＥＳの場合、参照番号７１２において、肯
定応答を端末装置、及び／又はサービング・セクタに送信することができ、プロセスは終
了する。ＮＯの場合、７１４において、バッファリングされた、端末装置からのデータ全
てが評価されたかどうかの決定を行うことができる。ＹＥＳの場合、伝送は復号できずプ
ロセスは終了する。ＮＯの場合、全てのデータが使われてはいない。参照番号７１６にお
いて、サブパケットの数を増分して、プロセスは参照番号７０８に戻り、増分されたサブ
パケットの数を使って復号する試みを行うことができる。例えば、２回目の試みでは、２
つのサブパケットが送信されていると仮定することができる。
【００６６】
　次に図８を見ると、他セクタとの通信が示されている。参照番号８０２において、端末
装置は、サービング・アクセスポイントから割当て情報を受信する。端末装置は、その割
当て情報を逆方向リンク伝送のため用いることができる。端末装置は、割当て情報の中の
少なくとも一つの通信パラメータに従って入力データを処理し（例えば、符号化及びシン
ボルマップ（symbol map））、参照番号８０４において出力データを生成することができ
る。参照番号８０６において、割当て情報中に示されているサブ帯域のセットで送られて
きたパラメータを用いて、伝送を生成するためにその出力データを使用することができる
。参照番号８０８において、逆方向リンクを介して伝送を送信することができる。サービ
ング・セクタを始め、端末装置のアクチブ・セット中のセクタなど、さらなる隣接したセ
クタは伝送を受信することができる。
【００６７】
　送信後、端末装置はその伝送の受信及び復号の成功の肯定応答を待つことができる。参
照番号８１０において、伝送が成功したかどうかの決定を行うことができる。サービング
・セクタ、又は周辺セクタからの肯定応答（ＡＣＫ）の受信に基いて成功を決定すること
ができる。伝送が成功した場合、端末装置はさらなる伝送を続けることができる。肯定応
答が受信されない場合、端末装置は、予め定められた時間期限内に肯定応答が無いことに
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基いて伝送が不成功であったと仮定することができる。あるいは、端末装置は、サービン
グ・セクタにおける伝送の受信及び復号の不成功を示す否定応答（ＮＡＫ）を受信するこ
とができる。伝送がうまく受信され、復号されなかった場合、参照番号８０８において、
端末装置は伝送を再送信することができる。
【００６８】
　次に図９を見ると、ハンドオフを行う方法９００が示されている。端末装置をサポート
することになるセクタが、端末装置からの伝送を既に受信し復号している可能性が高いの
で、ハンドオフを容易化することができる。その結果、サービス中断の可能性は最小限に
抑えられる。参照番号９０２において、ソフトハンドオフ対象の一つ以上の端末装置を識
別することができる。例えば、サービング・セクタは、そのサービング・セクタがサポー
トしている端末装置が別のセクタに移行しつつあることを決定することができる。参照番
号９０４において、サービング・セクタは、周辺セクタへのハンドオフを指示する命令を
端末装置に送信することができる。この周辺セクタを端末装置が維持するアクチブ・セッ
ト中のセクタの一つとすることができる。このような周辺セクタは、端末装置に対する割
当て情報を既に持っているであろうし、端末装置がまだサービング・セクタによってサポ
ートされている間に、一つ以上の伝送を受信し復号することができよう。
【００６９】
　参照番号９０６において、サービング・セクタは、アクセス端末装置からのチャネル品
質インジケータ（ＣＱＩ）、及び／又はパイロット送信を受信することができる。参照番
号９０８において、サービング・セクタはＣＱＩ、及び／又はパイロット送信を復号する
ことができる。参照番号９１０において、新規のサービング・セクタが適切に識別されて
いるかどうかの決定を行うことができる。ＹＥＳの場合、端末装置のハンドオフのプロセ
スは終了する。ＮＯの場合、プロセスは参照番号９０４に戻り、元のサービング・セクタ
は、端末装置に対し別のハンドオフ命令を与えることができる。
【００７０】
　なお、伝送パワー、フォーマット、周波数などに関する推測が可能であるということが
認識されるであろう。本明細書で使用される「推測する（infer）」又は「推測（inferen
ce）」という用語は、一般に、イベント、及び／又はデータを通して得られた一組の観測
から、システム、環境、及び／又はユーザの状態を推論又は推測するプロセスをいう。推
測を用いて特定のコンテキスト又は処理を識別することができ、又は、例えば、状態に関
する確率分布を生成することができる。推測は、確率的である、すなわちデータ、及びイ
ベントの検討に基づく対象の状態に関する確率分布の計算である。また、推測は、一組の
イベント、及び／又はデータから高レベルのイベントを構成するため用いられる技法でも
ある。このような推測により、一組の観測されたイベント、及び／又は格納されたイベン
ト・データから、それらイベントが密接な時間近接性で相関しているかどうかに関わらず
、さらに、イベント及びデータが、一つ、あるいはいくつかのイベント及びデータ源から
のものかどうかに関わらず、新しいイベント、及びアクションを構成することができる。
【００７１】
　ある例によれば、上記に提示した一つ以上の方法には、ソフトハンドオフ対象の端末装
置の識別に関する推測を行うことを含めることができる。さらに、周辺アクセスポイント
の識別などの推測を行うこともできる。
【００７２】
　図１０は、本明細書で説明する一つ以上の態様による、無線通信環境において他のセク
タとの通信を提供する端末装置、またはユーザ装置１０００の説明図である。端末装置１
０００は、例えば一つ以上の受信アンテナを介して信号を受信し、受信した信号に代表的
なアクション（例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート）を実行し、処置された信号
をデジタル化してサンプルを得る、レシーバ１００２を備える。復調器１００４は、サン
プルを復調し、受信されたパイロット・シンボルをプロセッサ１００６に提供する。
【００７３】
　プロセッサ１００６は、レシーバ・コンポーネント１００２により受信された情報を分
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析し、及び／又はトランスミッタ１０１４が送信する情報を生成するための専用プロセッ
サとすることができる。プロセッサ１００６は、端末装置１０００の一つ以上コンポーネ
ントを制御するプロセッサ、及び／又は、レシーバ１００２により受信された情報を分析
し、トランスミッタ１０１４が送信する情報を生成し、端末装置１０００の一つ以上のコ
ンポーネントを制御するプロセッサとすることができる。プロセッサ１００６は、図４～
９に関連して説明したものを含め、本明細書に記載された方法のどれをも活用することが
できる。
【００７４】
　さらに、端末装置１０００には、成功した伝送の肯定応答を含めて、受信した入力を分
析する伝送制御コンポーネント１００８を含めることができる。肯定応答（ＡＣＫ）は、
サービング・セクタ、及び／又は周辺セクタから受信することができる。肯定応答は、前
回の伝送がアクセスポイントの一つによって成功裏に受信され復号されたことを示すこと
ができる。肯定応答が受信されない場合、又は否定応答（ＮＡＫ）が受信された場合には
、伝送を再送信することができる。伝送制御コンポーネント１００８は、プロセッサ１０
０６に組み込むことができる。なお、伝送制御コンポーネント１００８には、肯定応答の
受信の決定に関連する分析を行うための伝送制御コードを含めることができる。
【００７５】
　端末装置１０００は、プロセッサ１００６と動作できるように連結されたメモリ１０１
０をさらに備え、そのメモリは、伝送に関する情報、セクタのアクチブ・セット、伝送を
制御する方法、それらに関する情報を備えるルックアップテーブル、及び、本明細書に記
載された伝送及びアクチブ・セットのセクタに関する任意の適切な情報を格納することが
できる。前記のデータ記憶（例えば、メモリ）コンポーネントは、揮発性メモリ、不揮発
性メモリのいずれとすることもでき、あるいは、揮発性及び不揮発性メモリの双方を含む
ことができるということが認識されるであろう。例示目的で限定せずに挙げれば、不揮発
性メモリには、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラム可能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電
気的プログラム可能ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、又
はフラッシュ・メモリを含めることができる。揮発性メモリには、外部キャッシュ・メモ
リとして機能するランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含めることができる。例示目
的で限定せずに挙げれば、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（Ｄ
ＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、倍速データ転送ＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡ
Ｍ）、機能強化ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、
及びダイレクトランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）など、多くの形で入手可能である。対象の
システム及び方法のメモリ１０１０は、上記に限らないが、これらの又は他の任意の適切
な種類のメモリを含むものとして意図されている。プロセッサ１００６は、シンボル変調
器１０１２及び変調された信号を送信するトランスミッタ１０１４に連結されている。
【００７６】
　図１１は、さまざまな態様による、通信環境において他セクタとの通信を容易化するシ
ステム１１００の説明図である。システム１１００はアクセスポイント１１０２を備え、
そのアクセスポイントは一つ以上の受信アンテナ１１０６を介して一つ以上の端末装置１
１０４から信号を受信するレシーバ１１１０を有し、さらに複数の送信アンテナ１１０８
を介して一つ以上の端末装置１１０４に送信する。端末装置１１０４には、アクセスポイ
ント１１０２にサポートされる端末装置と、周辺セクタにサポートされる端末装置１１０
４を含めることができる。一つ以上の態様において、受信アンテナ１１０６と送信アンテ
ナ１１０８とは、単一セットのアンテナを使用して構成することができる。レシーバ１１
１０は、情報を受信アンテナ１１０６から受信することができ、受信された情報を復調す
る復調器１１１２と動作できるようにつながれている。レシーバ１１１０は、例えば、レ
ーキ(Rake)・レシーバ（例えば、複数のベースバンド相関器などを使用してマルチパス信
号コンポーネントを個別に処理する技法）、ＭＭＳＥベースのレシーバ、又は、当業者に
は周知の、割当てられた端末装置を区別するための他の適切な任意のレシーバとすること
ができる。さまざまな態様によれば、複数のレシーバを用いることができ（例えば、受信
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アンテナ毎に一つ）、このようなレシーバを相互に通信させて、ユーザ・データの推定を
改善させることができる。復調されたシンボルはプロセッサ１１１４によって分析され、
そのプロセッサは図１０に関連して前述したプロセッサと類似であり、端末装置に関する
情報、端末装置などに関連した割当てられたリソースに関する情報を格納するメモリ１１
１６に連結されている。各アンテナについてのレシーバ出力は、レシーバ１１１０、及び
／又はプロセッサ１１１４に連携して処理させることができる。変調器１１１８は、トラ
ンスミッタ１１２０が送信アンテナ１１０８を介して端末装置１１０４へ送信する信号を
多重化することができる。
【００７７】
　アクセスポイント１１０２は、端末装置通信コンポーネント１１２２をさらに備え、そ
のコンポーネントは、プロセッサ１１１４とは別個の、あるいは不可欠なプロセッサとす
ることができる。端末装置通信コンポーネント１１２２は、周辺セクタにサポートされて
いる端末装置に対するリソース割当て情報を得ることができる。さらに、端末装置通信コ
ンポーネント１１２２は、アクセスポイント１１０２にサポートされている端末装置に対
する割当て情報を、周辺セクタに提供することができる。割当て情報は、バックホールシ
グナリングを経由して提供することができる。
【００７８】
　端末装置通信コンポーネント１１２２は、割当てられたリソースに関する情報に基づい
て、周辺セクタにサポートされている端末装置からの伝送の検出と、受信された伝送の復
号とを命令することができる。メモリ１１１６は、パケットを復号するため必要な割当て
情報を受信する前に、端末装置から受信したパケットを保持していることができる。また
、端末装置通信コンポーネント１１２２は、伝送の受信と復号の成功を示す肯定応答の送
信及び受信とを制御することができる。端末装置通信コンポーネント１１２２には、リソ
ースの割り当て、ソフトハンドオフ対象端末装置の識別、伝送の復号などに関し、ユーテ
ィリティ・ベースの制御を遂行する伝送分析コードを含めることができるということが認
識されるであろう。端末装置分析コードは、端末装置のパフォーマンスの最適化に関連し
て、推測、及び／又は確率的な決定、及び／又は統計的ベースの決定を実行するのに関し
、人工知能ベースの方法を活用することができる。
【００７９】
　図１２は、例示的な無線通信システム１２００を示す。無線通信システム１０００には
、簡明化のため、一つの端末装置と２つのアクセスポイントとが示されている。しかし、
そのシステムには一つ以上のアクセスポイント、及び／又は複数の端末装置を含めること
ができ、追加のアクセスポイント、及び／又は端末装置を、以下に説明する例示のアクセ
スポイント、及び端末装置と実質的に同一に、又は違ったものとすることができるという
ことが認識されるであろう。さらに、アクセスポイント、及び／又端末装置は、本明細書
に説明したシステム（図１～３、１０、及び１１）、及び／又は方法（図４～９）を用い
ることができるということが認識されるであろう。
【００８０】
　図１２は、多元接続多重搬送波通信システム１２００における、端末装置１０２４と、
端末装置１０２４をサポートするアクセスポイント１２０２Ｘと、周辺セクタ１２０２Ｙ
のブロック図を示す。アクセスポイント１２０２Ｘにおいて、送信（ＴＸ）データ・プロ
セッサ１２１４は、データ源１２１２からトラフィック・データ（すなわち、情報ビット
）を受信し、コントローラ１２２０とスケジューラ１２３０とからシグナリング、及び他
の情報を受信する。例えば、スケジューラ１２３０は、端末装置に対する搬送波の割り当
てを提供することができる。さらに、メモリ１２２２は、現在及び前回の割当てに関する
情報を維持することができる。ＴＸデータ・プロセッサ１２１４は、多重搬送波変調（例
えば、ＯＦＤＭ）を使用して受信した信号を符号化し、変調し、変調されたデータ（例え
ば、ＯＦＤＭシンボル）を提供する。次いで、トランスミッタ・ユニット（ＴＭＴＲ）１
２１６は、変調されたデータを処理し、ダウンリンク変調信号を生成し、次いでアンテナ
１２１８から送信する。
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【００８１】
　割当て情報を端末装置１２０４に送信するに先立って、スケジューラは、割当て情報を
アクセスポイント１２０２Ｙに提供することができる。この割当て情報は、バックホール
シグナリング（例えば、Ｔ１ライン）１２１０経由で提供することができる。あるいは、
端末装置へ送信した後で、割当て情報をアクセスポイント１２０２Ｙに提供することもで
きる。
【００８２】
　端末装置１２０４では、送信され変調された信号が、アンテナ１２５２によって受信さ
れ、レシーバ・ユニット（ＲＣＶＲ）１２５４に提供される。レシーバ・ユニット１２５
４は受信された信号を処理しデジタル化して、サンプルを提供する。次に、受信（ＲＸ）
データ・プロセッサ１２５６は、サンプルを復調し、復号して復号データを提供し、その
データには、再生されたトラフィック・データ、メッセージ、シグナリング等々を含める
ことができる。トラフィック・データをデータ・シンク１２５８に提供することができ、
端末装置１２０４に対する搬送波割当て情報は、コントローラ１２６０に提供される。
【００８３】
　コントローラ１２６０は、端末装置１２０４に割当てられ、受信した搬送波の割当てに
指定された、特定の搬送波を用いてアップリンクでのデータ伝送を命令する。メモリ１２
６２は、割当てられたリソース（例えば、周波数、時間、及び／又は符号）に関する情報
、及び他の関連情報を保持する。
【００８４】
　端末装置１２０４では、ＴＸデータ・プロセッサ１２７４は、データ源１２７２からト
ラフィック・データを、コントローラ１２６０からはシグナリング及び他の情報を受信す
る。割当てられた搬送波を使用して、各種のデータは、ＴＸデータ・プロセッサ１２７４
によって符号化され変調され、トランスミッタ・ユニット１２７６によりさらに処理され
てアップリンク変調信号が生成され、次いでアンテナ１２５２から送信される。
【００８５】
　アクセスポイント１２０２Ｘと１２０２Ｙとにおいて、端末装置１２０４から送信され
変調された信号がアンテナ１２１８によって受信され、レシーバ・ユニット１２３２によ
り処理され、ＲＸデータ・プロセッサ１２３４により復調され復号される。送信された信
号は、サービング・アクセスポイント１２０２Ｘにより生成され、周辺アクセスポイント
１２０２Ｙに提供された割当て情報に基いて復号することができる。さらに、アクセスポ
イント１２０２Ｘ及び１２０２Ｙは、肯定応答（ＡＣＫ）を生成し、他方のアクセスポイ
ント（１２０２Ｘ又は１２０２Ｙ）及び／又は端末装置１２０４に提供することができる
。復号された信号をデータ・シンク１２３６に提供することができる。レシーバ・ユニッ
ト１２３２は、各端末装置に対する受信信号の品質（例えば、受信された信号対雑音比（
ＳＮＲ））を推定し、その情報をコントローラ１２２０に提供することができる。ＲＸデ
ータ・プロセッサ１２３４は、各端末装置に対する再生されたフィードバック情報をコン
トローラ１２２０とスケジューラ１２３０とに提供する。
【００８６】
　スケジューラ１２３０は、このフィードバック情報を使い、（１）逆方向リンクでのデ
ータ伝送の対象となる一組の端末装置を選定する、（２）選定した端末装置に搬送波を割
当てる、などいくつかの機能を実施する。スケジュールされた端末装置に対する、搬送波
割当ては、順方向リンクを経由してこれらの端末装置に送信される。
【００８７】
　本明細書で説明する技法は、さまざまな手段によって構成することができる。例えば、
これらの技法をハードウエア、ソフトウエア、又はこれらの組合せで構成することができ
る。ハードウエアへの構成については、これら技法のための処理ユニット（例えば、コン
トローラ１２２０及び１２６０、ＴＸ及びＲＸプロセッサ１２１４及び１２３４等々）は
、一つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ）、書換



(20) JP 4927866 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
本明細書に記載された機能を実施するよう設計された他の電子ユニット、又はこれらの組
合せの中に構成することができる。
【００８８】
　ソフトウエアの構成については、本明細書に記載した技法は、本明細書記載の機能を実
施するモジュール（例えば、手順、機能等々）を使用して構成することができる。ソフト
ウエア・コードを記憶ユニットに格納し、プロセッサに実行させることができる。記憶ユ
ニットをプロセッサの中に又は外部に構成することができ、後者の場合、既存技術の各種
手段を使用して通信できるようにプロセッサに連結することができる。
【００８９】
　次に図１３を参照すると、他セクタとの通信を容易化するシステム１３００が図示され
ている。システム１３００には、リソース割当てを端末装置に送信するモジュール１３０
２を含めることができる。システム１３００は、直交周波数分割多重化を用いて複数の端
末装置をサポートすることができる。特に、リソース割当てにおいて、ある特定の端末装
置にあるチャネルを割当てることができ、その端末装置は逆方向リンク伝送のために割当
てられたチャネルを利用することになる。
【００９０】
　さらに、システム１３００には、リソース割当て情報（例えば、端末装置に割当てられ
たチャネル）を周辺セクタに提供するためのモジュール１３０４を含めることができる。
周辺セクタは、端末装置からの逆方向リンク伝送を検出し、受信し、復号するために、リ
ソース割当て情報を利用することができる。周辺セクタが逆方向リンク伝送を処理するこ
とによって、端末装置のソフトハンドオフが容易化され、ロードバランシング（load bal
ancing）が可能となる。
【００９１】
　次に、図１４を参照すると、他セクタとの通信を容易化するシステム１４００のさらに
詳細なブロック図が示されている。システム１４００には、端末装置をスケジュールし、
リソースを割当てるためのモジュール１４０２を含めることができる。モジュール１４０
２には、セクタ内の端末装置に割当てられたチャネル、または副搬送波を管理する役割を
持たせることができる。モジュール１４０４は、割当て信号を端末装置に送信し、リソー
スを割当てることができる。また、システム１４００には、他のアクセスポイントに割当
て情報を送信するモジュール１４０６を含めることができる。特に、端末装置のアクチブ
・セットに含まれるアクセスポイントに、割当て情報を提供することができる。
【００９２】
　システム１４００には、端末装置からの逆方向リンク伝送を受信するモジュール１４０
８と、端末装置に対する割当てられたリソースに基づいて、逆方向リンク伝送を復号する
モジュール１４１０とを含めることができる。肯定応答信号（ＡＣＫ）を生成するモジュ
ール１４１２は、逆方向リンク伝送の復号が成功したときにＡＣＫを生成することができ
る。システム１４００には、端末装置にＡＣＫを送信するモジュール１４１４、及び、逆
方向リンク伝送を処理する可能性もある他のアクセスポイントにＡＣＫを送信するモジュ
ール１４１６とを含めることができる。
【００９３】
　次に図１５を参照すると、他セクタとの通信を容易化するシステム１５００のブロック
図が示されている。システム１５００には、周辺セクタにサポートされている端末装置に
対する割当て情報を受信するモジュール１５０２と、端末装置からの逆方向リンク伝送を
受信するモジュール１５０４とを含めることができる。モジュール１５０６は、受信され
た割当て情報に基づいて逆方向リンク伝送を復号することができる。
【００９４】
　システム１５００には、周辺セクタと伝送処理作業の調整を行う能力を持たせることが
できる。このため、システム１５００には、伝送の復号の成功を示す肯定応答（ＡＣＫ）
を生成するモジュール１５０８と、ＡＣＫを端末装置に送信するモジュール１５１０と、
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伝送を処理する可能性のある周辺セクタ及び他のアクセスポイントにＡＣＫを送信するモ
ジュール１５１２とを含めることができる。加えて、システム１５００は、別のアクセス
ポイントから復号の成功を示すＡＣＫを受信することができる。これに応じ、システム１
５００には、ＡＣＫを受信次第、伝送の処理を終了するためのモジュール１５１４を含め
ることができる。
【００９５】
　次に図１６を参照すると、端末装置のソフトハンドオフを容易化するシステム１６００
が示されている。システム１６００には、ハンドオフ対象の一つ以上の端末装置を識別す
るモジュール１６０２と、識別された一つ又は複数の端末装置にハンドオフ命令を送信す
るモジュール１６０４とを含めることができる。端末装置は、信号、端末装置の場所、又
は他の任意のファクタに基づいて識別される。
【００９６】
　システム１６００には、端末装置からチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、又はパイ
ロット信号を受信するモジュール１６０６を含めることができる。さらに、システム１６
００には、端末装置から受信されたＣＱＩ又はパイロット信号を復号し、端末装置が新規
のサービング・セクタを識別しているかどうかを決定するモジュール１６０８を含めるこ
とができる。サービング・セクタが正しく識別されていない場合、ハンドオフ命令を再送
信することができる。
【００９７】
　次に図１７を参照すると、負荷分散を支援するシステム１７００が示されている。シス
テム１７００には、サービング・アクセスポイントからリソース割当てを受信するモジュ
ール１７０２と、割当てられたリソースに基づいて逆方向リンク伝送のための出力データ
を生成するモジュール１７０４とを含めることができる。リソース割当てには、時間、周
波数、及び／又は符号などのリソースを含めることができる。
【００９８】
　さらに、システム１７００には、逆方向リンク伝送を送信するモジュール１７０６を含
めることもできる。逆方向リンク伝送は、サービング・アクセスポイント、及び周辺アク
セスポイントにおいて受信することができる。伝送実施後、システム１７００は、肯定応
答を待つことができる。システム１７００には逆方向リンク伝送の受信が成功したことを
示す肯定応答を受信するモジュール１７０８を含めることができる。肯定応答は、サービ
ング・セクタ又は周辺セクタから受信することができる。肯定応答が受信されない場合、
モジュール１７０６は逆方向リンク伝送を再送信することができる。
【００９９】
　前述した説明には、一つ以上の態様についての例が含まれている。当然ながら、前述の
態様を説明するために、コンポーネント又は方法の考えられるあらゆる組合せを記載する
ことはできないが、当業者は、様々な態様のさらなる多くの組合せ及び置き換えが可能な
ことを認識するであろう。従って、記載された態様は、添付の請求項の精神及び範囲に含
まれるそのような全ての変形、修正及び変更を包含するよう意図されている。さらに、用
語「含む（includes）」が詳細な説明あるいは請求項で使われる限りにおいて、用語「含
む（includes）」には、請求項において用語「備える（comprising）」がトラジショナル
ワード（transitional word）として用いられた場合の用語「備える」と同様な意味での
包含性が意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本明細書で提示する一つ以上の態様による、非サービング・セクタとの逆方向リ
ンク伝送を容易化するシステムのブロック図。
【図２】本明細書で提示する一つ以上の態様による、無線通信システムを示す図。
【図３】本明細書で提示する一つ以上の態様による、無線通信システムを示す図。
【図４】本明細書で提示する一つ以上の態様による、他のセクタに割当て情報を提供する
方法を示す図。
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【図５】本明細書で提示する一つ以上の態様による、端末装置の非サービング・セクタに
おいて逆方向リンク伝送を処理する方法を示す図。
【図６】本明細書で提示する一つ以上の態様による、サービング及び非サービング・セク
タの間で逆方向リンク伝送の受信を調整する方法を示す図。
【図７】本明細書で提示する一つ以上の態様による、端末装置の非サービング・セクタに
おいて逆方向リンク伝送を処理する方法を示す図。
【図８】本明細書で提示する一つ以上の態様による、他のセクタとの通信を行う方法を示
す図。
【図９】本明細書で提示する一つ以上の態様による、端末装置のソフトハンドオフを容易
化する方法を示す図。
【図１０】本明細書で提示する一つ以上の態様による、他のセクタに通信を送るシステム
を示す図。
【図１１】本明細書で提示する一つ以上の態様による、端末装置の非サービング・セクタ
において逆方向リンク通信の処理を提供するシステムを示す図。
【図１２】本明細書に記載するさまざまなシステム及び方法とともに使用可能な無線通信
環境を示す図。
【図１３】本明細書で提示する一つ以上の態様による、他のセクタとの通信を容易化する
システムのブロック図。
【図１４】本明細書で提示する一つ以上の態様による、他のセクタとの通信を容易化する
システムのさらに詳細なブロック図。
【図１５】本明細書で提示する一つ以上の態様による、他のセクタとの通信を容易化する
システムのブロック図。
【図１６】本明細書で提示する一つ以上の態様による、端末装置のソフトハンドオフを容
易化するシステムのブロック図。
【図１７】本明細書で提示する一つ以上の態様による、他のセクタとの通信を容易化する
システムのブロック図。
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【図１５】 【図１６】
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