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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加入者ユニットが実行する方法であって、
　前記加入者ユニットが、第１の到来時間に第１のアンテナから第１の信号を受信するス
テップと、
　前記加入者ユニットが、第２の到来時間に第１のアンテナから第２の信号を受信するス
テップと、
　前記加入者ユニットが、前記第１のアンテナにより前記第１の信号を受信した前記第１
の到来時間と前記第２のアンテナにより前記第２の信号を受信した前記第２の到来時間と
の間の差分を判定するステップと、
　前記加入者ユニットが、前記第１のアンテナにより前記第１の信号を受信した前記第１
の到来時間と前記第２のアンテナにより前記第２の信号を受信した前記第２の到来時間と
の間で決定された差分を示す第３の信号を拡散コードで拡散して前記第１のアンテナ又は
前記第２のアンテナから送信するステップと、
　を有し、前記第１及び第２の信号は前記第１及び第２のアンテナから周期的に同時に共
通する疑似ランダムコードを用いて送信される、方法。
【請求項２】
　受信した前記第１及び第２の信号がCDMA方式で符号化された信号である、請求項１に記
載の方法
【請求項３】
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　前記加入者ユニットが、受信した前記第１及び第２の信号を用いて前記加入者ユニット
を送信局に同期させる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記加入者ユニットが、第３の到来時間に第３のアンテナから第３の亜信号を受信し、
前記第１、第２及び第３の信号は３つの異なる時間スロットで受信されるように空間的に
多重された信号を形成している、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は双方向無線通信システムに関する。とくに、この発明はフェージング低減と
加入者位置測定のためにスペースダイバーシチアンテナと時間ダイバーシチ信号送信とを
伴う無線電話システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信は信号フェージング、すなわち受信機における信号レベルが、信号消失を引き
起こす変動マルチパス反射、大気状態により時間的に変動する伝送損失、信号経路に障害
物を引き込む移動体受信機の移動など多様な理由で一時的に低下するフェージングの悪影
響を受ける。信号フェージングは受信不良、不便の原因となり、極端な場合は呼接続の遮
断の原因となる。
【０００３】
　フェージング低減のために種々の形の信号ダイバーシチを利用することは周知である。
例えば、米国特許第５，２８０，４７２号に示されるとおり、信号ダイバーシチはフェー
ジングの悪影響を軽減する。ダイバーシチには三つの形式、すなわち、時間ダイバーシチ
、周波数ダイバーシチおよびスペースダイバーシチがある。
【０００４】
　時間ダイバーシチは反復、差込みまたは反復の位置形式の誤り訂正符号化を利用するこ
とによって得られる。自動再送信と組み合わせた誤り検出手法は時間ダイバーシチの一つ
の形式を提供する。
【０００５】
　周波数ダイバーシチではフェージングに対処するために信号エネルギーを広い帯域幅に
わたって拡散させる。周波数変調は周波数ダイバーシチの一つの形式である。周波数ダイ
バーシチのもう一つの形式はスペクトラム拡散としても知られる符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）である。もともと広帯域信号であるので、ＣＤＭＡ信号は狭帯域変調信号に比べて
フェージングの影響を受けにくい。一般に、フェージングはどの時点で見ても無線周波数
スペクトラムの一部だけで生ずるので、スペクトラム拡散信号はフェージングの悪影響を
もともと受けにくい。
【０００６】
　スペースダイバーシチは同じ信号を互いに隔てられた二つ以上のアンテナで送信または
受信することによって行う。スペースダイバーシチは一つの信号経路が任意のある時点で
フェージングにかかったときの防御のための代替の信号経路を提供する。受信機は僅かの
伝送遅延で互いに隔たった同一の信号を受信するのでスペースダイバーシチは若干の時間
ダイバーシチも生ずる。伝送遅延の差は受信機が到来信号間の区別をできることを必要と
する。一つの解決方法は到来信号の各々に一つずつの受信機を割り当てた多元受信機を用
いる。例えば、米国特許第５，２８０，４７２号により、２チップ遅延乃至数チップ遅延
の人工的マルチパス時間ダイバーシチ信号を作り出すために情報シンボルに比べて小さい
遅延をスペースダイバーシチ多元アンテナＣＤＭＡシステムに導入することは公知である
。ＣＤＭＡシステムは受信機に２チップ遅延以上の互いに異なる伝搬遅延で到来する複数
の互いに等しい信号を互いに区別できる。そのような受信機はレーキ(Rake)受信機として
知られている。しかし、従来技術のシステムは受信ＣＤＭＡ信号ごとに一つずつの複数の
ＣＤＭＡ受信機を必要とする。そのような複数のＣＤＭＡ受信機を要しない時間ダイバー
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シチＣＤＭＡ信号受信システムを作るのが望ましい。
【０００７】
　移動機の位置の測定または算定は公知である。システムによっては、移動機位置を固定
アンテナで測定する。他のシステムでは、移動機が複数の受信信号から自局の位置を算定
する。双方向システムの場合は、通信リンクにより移動局加入者および固定システムの両
方から位置データを互いに交換できる。移動局加入者の位置情報を伝送するのに公知の多
様なシステムが衛星または多元アンテナを用いている。例えば、移動機送信機の位置の三
角測量に多方向性受信アンテナを用いることができる。そのようなシステムでは、固定受
信機が移動局加入者の位置を算定し、他のシステムでは移動加入者局が自局の位置を受信
信号から算定する。例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）は移動加入者局が自局の緯度
経度上の位置の算定をできるようにする信号を供給する複式衛星システムである。しかし
、衛星システムも衛星信号受信用のＧＰＳ受信機も共に費用がかかる。
【０００８】
　ＧＰＳ受信機とセルラー電話との組合せは米国特許第５，２２３，８４４号に示されて
いる。このような組合せは、例えば乗用車窃盗を抑止するための保安警報サービス、すな
わち警報の発信により乗用車の位置への保安サービスをも発動させる警報サービスとして
有用なサービスを提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】ＵＳＰ　５　２６０　９４３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　一般に、電話またはデータサービスと位置測定とを組み合わせたシステムを低廉に提供
するのが望ましい。
【００１１】
　フェージングに耐性があり受信機コストを下げ移動局加入者が位置測定をできるように
する多様なシステムを提供するために、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）をＣＤＭＡおよびス
ペースダイバーシチアンテナとの多様な組合せで用いた時間ダイバーシチ信号のシステム
を提供するのが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明はフェージング低減および受信機設計単純化のために時間ダイバーシチおよび
スペースダイバーシチを用いた無線通信システムとして具体化される。また、この発明は
、本来の無線通信用の通信信号と同じ信号を用いて加入者局の位置を特定する機能を有す
る無線通信システムを実現するために、時分割信号を符号分割（スペクトラム拡散）多重
化してスペースダイバーシチアンテナに供給する無線通信システムとして具体化される。
【００１３】
　より詳細に述べると、例えば電話音声信号トラフィックを搬送できるデータパケットを
三つの互いに異なるアンテナから三つの互いに異なる時点で送信する。したがって、受信
機は三つの互いに異なるアンテナから同一のデータパケットを三つの互いに異なる時点で
受信する。受信機はフェージングの影響を低減するために最良のデータパケットまたはそ
れらデータパケットの組合せを使う。
【００１４】
　また、受信機は上記三つの送信アンテナからの距離を算定するために、上記三つのデー
タパケットの着信の絶対時間および外挿した相対時間を使う。まず、一つのアンテナまで
の絶対距離を往復メッセージの所要時間で算定する。次に、世界時を基準とした他の二つ
のアンテナからのデータパケットの着信時間で第１のアンテナまでの距離と対比した相対
距離を表す。これら三つのアンテナはすべて既知の固定地点にあるので、受信機は三つの
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一定距離曲線の交点（二次元の場合は円、三次元の場合は三つの球の交線）としそれ自身
の位置を算出する。代替的には、移動加入者局が固定局または位置測定サービスセンター
に未加工の遅延測定データを送り、そこで移動加入者局の位置を算出する。
【００１５】
　さらに詳しく述べると、この発明は三つのスペースダイバーシチアンテナから送信され
るＴＤＭＡ信号の変調にＣＤＭＡを用いたシステムに具体化される。第１の実施例では、
ＴＤＭＡ信号を三つのスペースダイバーシチアンテナ付き転送局からの同一データパケッ
トの複数回反復送信に用いる。第２の実施例では、三つのスペースダイバーシチアンテナ
の一つを各々が備える三つの転送局からの同一データパケットの複数回反復送信にＴＤＭ
Ａ信号を用いる。それらデータパケットは互いに同一であるか実質的に同一の情報を搬送
するものであるかいずれでもよいが、互いに異なる拡散符号または同一拡散符号の互いに
異なるセグメントで変調する。
【発明の効果】
【００１６】
　電話サービスと加入者位置測定とを組み合わせたシステムを低コストで提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明による転送局の第１の実施例を含む無線電話分配システムの系統図。
【図２】この発明による無線電話分配システムの第１の実施例のブロック図。
【図３】この発明による無線電話分配システムの第１の実施例の系統図。
【図４】この発明による転送局の第２の実施例を含む無線電話分散システムの系統図。
【図５】この発明による無線電話分配システムの第２の実施例の系統図。
【図６】この発明による無線電話分配システムの第２の実施例のブロック図。
【図７】この発明による符号分割多重信号変調用時分割多重信号のタイミング図。
【図８】この発明による転送局の第１の実施例のブロック図。
【図９】この発明による転送局の第１の実施例のブロック図。
【図１０Ａ】この発明による無線電話分配システムの時間スロット割当て図であって、六
つの同時呼についての時分割多重化および符号分割多重化を示す図。
【図１０Ｂ】この発明による無線電話分配システムの時間スロット割当て図であって、１
２の同時呼についての時分割多重化および符号分割多重化を示す図。
【図１１Ａ】この発明による無線電話分配システムの時間スロット割当て図であって、２
４の同時呼についての時分割多重化および符号分割多重化を示す図。
【図１１Ｂ】この発明による無線電話分配システムの時間スロット割当て図であって、２
４の同時呼についての時分割多重化および符号分割多重化を示す図。
【図１２】この発明による転送局の第２の実施例のブロック図。
【図１３】この発明による加入者局のブロック図。
【図１４】この発明による集中一体化転送局のブロック図。
【図１５】転送局アンテナ構成のブロック図。
【図１６】同軸ケーブルまたは光ファイバケーブルを用いたこの発明による分散アンテナ
構成のブロック図。
【図１７】この発明による符号分割多重信号変調用時分割多重信号のタイミング図。
【図１８】この発明の分散アンテナ構成を示す系統図。
【図１９】位置測定センターを通信システムの外部に配置したこの発明によるシステムの
ブロック図。
【図２０】この発明による移動加入者局位置算定システムの説明図。
【図２１】移動加入者局位置算定方法を図解するこの発明のシステム。
【図２２】加入者局から送信転送局までの距離を算定する方法を図解するタイミング図。
【図２３】加入者局から二つの送信転送局までの相対距離を算定する方法を図解するタイ
ミング図。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　［システム説明－第１の実施例（図１、２、３、８、９）］
　図１に示したこの発明の第１の実施例においては、アンテナ１０を備える移動局ユーザ
がＣＤＭＡ転送局１４に結合されている。ＣＤＭＡ転送局１４はアンテナＴ１６、アンテ
ナＡ１１、アンテナＢ１２、アンテナＣ１３を備える。アンテナＡ、ＢおよびＣは図示の
とおり互いに別個の構造物に取り付けるか、単一のマストに取り付ける。物理的要件はこ
れらアンテナ相互間の間隔を非相関スペースダイバーシチ達成に十分な値にすることだけ
である。４分の１波長間隔で十分であるが、少なくとも１０波長間隔にするのが好ましい
。１ＧＨｚでは１０波長は約３０フィート、５ＧＨｚでは１０波長は約６フィートである
。
【００１９】
　移動加入者局アンテナ１０（この明細書では、ユーザ端末アンテナ、加入者局アンテナ
、または単にアンテナＵともいう）をアンテナＡ、ＢおよびＣに双方向無線リンクで結合
する。ＣＤＭＡ転送局１４は適宜切換えを経てアンテナＴ経由の双方向無線リンクで公衆
通信用電話交換網に結合される。
【００２０】
　動作時には、アンテナＴによりデータパケットの形で受信された順方向チャンネル電話
音声トラフィックは、時間スロット１の期間にアンテナＡで送信され、時間スロット２の
期間にアンテナＢで反復され、時間スロット３の期間にアンテナＣでさらに反復される。
これら三つの反復データパケット全部がアンテナ１０で順次受信される。逆方向では、ア
ンテナ１０から送信された電話音声トラフィックを表すデータパケットがアンテナＡ、Ｂ
およびＣでほぼ同時に受信される。ＣＤＭＡ転送局１４はこの逆方向受信パケットをアン
テナＴ経由で公衆通信用電話交換網に再送信する。
【００２１】
　図２は支持回路網相互間、すなわち公衆通信用電話交換網２０、電話交換センター兼中
央処理系装置２２、およびＣＤＭＡ転送局２６、２８、３０、３２、３４、３６および３
８相互間の互いに異なる相互接続を含むこの発明のシステムの総括図である。
【００２２】
　ＣＤＭＡ加入者局４２のユーザはアンテナ１０からアンテナＡ、ＢおよびＣ経由でＣＤ
ＭＡ転送局３８に結合される。ＣＤＭＡ転送局３８のアンテナＴ３９は無線ＴＤＭＡ電話
音声トラフィックを基地局２４のアンテナ２５に搬送する。これ以外のＣＤＭＡ転送局の
各々は多様な相互接続手段により電話交換センター２２に接続される。ＴＤＭＡ基地局２
４とＣＤＭＡ転送局３６との間の接続手段Ｗは六つのＴＤＭＡスロットを有するＴＤＭＡ
チャンネル構成を備える無線手段である。この無線ＴＤＭＡ分配相互接続ＷＥはインター
ディジタルコミュニケーションズ社発売の「ウルトラフォン」ディジタル無線電話システ
ムなど市販の無線ローカルループシステムで構成できる。ＴＤＭＡ時間スロット構成は転
送局経由で搬送され、出力側のスロット化ＣＤＭＡ信号の時間スロット構成になる。接続
手段ＷＥは、２４の音声チャンネルについての基本的接続可能性を提供するために並列動
作の四つのＷモジュールがある以外は接続手段Ｗと同じである。接続手段Ｆは電話交換セ
ンター２２を無線基地局経由なしにＣＤＭＡ転送局に接続する光ファイバケーブルを用い
る。接続手段Ｆ（光ファイバケーブル）はＷおよびＷＥと同様のＴＤＭ／ＴＤＭＡチャン
ネル構成のモデムを含むので、転送局との間のインタフェースは容易にとれる。電話交換
センター２２とＣＤＭＡ転送局３０との間の接続手段ＦＴ（標準Ｔ１多重を搬送する光フ
ァイバケーブル）はチャンネル組合せ手段として標準Ｔ１マルチプレクサを用いる光ファ
イバケーブルである。したがって、ＷＥ接続手段を扱う転送局はＦＴ接続手段との動作に
容易に適合できる。ＣＤＭＡ転送局２６への接続Ｃ（同軸ケーブル）およびＣＤＭＡ転送
局２８への接続ＣＴ（Ｔ１標準多重を搬送する同軸ケーブル）は、ＦおよびＦＴとそれぞ
れ同様に機能するケーブル手段である。ＣＤＭＡ転送局３６への接続手段Ｌは無線ＴＤＭ
Ａ接続手段Ｗと同じ構成の１００ｋｂ／ｓまでのデータストリームを搬送する条件付き電
線路である。接続手段ＬＥ（図示してない）は接続手段ＷＥと同じように機能するために
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四つの条件付き電線路を用いる。ＣＤＭＡ転送局３４への接続手段ＰＧは転送局とインタ
フェースする対利得機能である。
【００２３】
　転送局への接続用の無線および光ファイバケーブル媒体と転送局・ＣＤＭＡユーザ端末
間の共通出力空気インタフェースとの組合せを用いることにより、柔軟な高速応答と経済
的解決方法とを達成する。また、６４ｋｂ／ｓ乃至１００ｋｂ／ｓを取り扱うのに適合さ
せた通常の電話線路を転送局へのＴＤＭＡ無線入力の代わりに用いることもできる。また
、転送局の入力側を対利得モジュールの出力に接続すると費用効率が非常に良くなる。空
気インタフェースはこれら相互接続手段のすべてについて同じであるので、この拡張した
考え方が費用効率の良い解決方法で過渡的伝達媒体となる。
【００２４】
　図３の系統図において、公衆交換網２０経由の電話音声トラフィックはＴＤＭＡ信号送
受信用アンテナ２５を有するＴＤＭＡ基地局２４に接続される。複数のＣＤＭＡ転送局４
４、４６、４８、５０および５２が複数の加入者４５および４７に無線電話サービスを提
供する。各ＣＤＭＡ転送局はＴＤＭＡ信号受信用のアンテナＴと移動局加入者４５および
４７との通信用の個別のアンテナＡ、ＢおよびＣを含む。例えば、ＴＤＭＡ基地局２４は
多数のＣＤＭＡ転送局をカバーする半径３５マイルの到達距離を有する。各ＣＤＭＡ転送
局は通常は５マイルの到達距離を有し、地域全体にセル状の対象範囲を形成するために３
マイル隔ててある。加入者局４５はＣＤＭＡ転送局４６と交信し、加入者局４７はＣＤＭ
Ａ転送局５０と交信する。加入者がこのシステム内を移動するに伴って、別のＣＤＭＡ転
送局がその加入者局との間で信号授受を行う。
【００２５】
　代替実施例は、送信スペースダイバーシチ達成のために用いた三つのアンテナをさらに
広く分散させるのに上述の高度の接続可能性を利用する。より広い分散により、マルチパ
スフェージングへの補償だけでなく通信障害に起因するフェージングへの補償も可能にな
る。例えば、ＣＤＭＡユーザ（図１のアンテナ１０）が建物または丘の背後に行くと、一
つの転送局の三つのスペースダイバーシチアンテナ全部からの信号がフェージングする。
【００２６】
　しかし、各時間スロット内のエネルギーが図４に示すとおり互いに異なる転送局から送
信されてきたものであれば、それら三つの転送局全部から同時にはブロックされない確率
が大きい。したがって、障害によるフェージングの影響をランダム化し、マルチパスフェ
ージングにより近似させることができる。ランダム化は、呼セットアップ処理期間中に個
々に互いに異なる時間スロットを中央コントローラに割り当てさせることによって達成す
る。ＷまたはＷＥ接続手段を用いて実動化した場合は、基地局と転送局との間の容量には
ほとんど影響ないが、ＴＤＭＡ受信機の数は増える。しかし、基地局から転送局へのリン
クにはダイバーシチ改善もある。一般的に、他の電線路接続手段への影響はさらに小さい
。送信ダイバーシチ源として複数転送局を用いることによる主な利点は、ユーザＣＤＭＡ
受信機で各転送局からの信号の質の評価と、より品質の良いリンクが見出されたときの個
々の時間スロットについてのチャンネル切換要求とが可能になり、ユーザが一つのエリア
を通過する際に高信頼性で円滑な遷移ができることである。
【００２７】
　［システム説明－第２の実施例（図４、５、６および１２）］
　図４は高度化したスペースダイバーシチを備える無線電話分配システムを図解している
。先の例と同様に、移動機ユーザアンテナ１０を時間スロット１の期間中にアンテナＡと
、時間スロット２の期間中にアンテナＢと、時間スロット３の期間中にアンテナＣとそれ
ぞれ結合する。しかし、アンテナＡ、ＢおよびＣは互いに別々のＣＤＭＡ転送局５４、５
６および５８にそれぞれ取り付けてある。より詳しくいうと、アンテナＡ６０はＣＤＭＡ
転送局５４に設けてあり、アンテナＢ６８はＣＤＭＡ転送局５６に設けてあり、アンテナ
Ｃ６４はＣＤＭＡ転送局５８に設けてある。これら転送局５４、５６および５８はアンテ
ナ６２、７０および６６をそれぞれ経てＴＤＭＡ無線ディジタル電話システムに結合され
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ている。アンテナＡ、ＢおよびＣから加入者局アンテナ１０の受ける信号は図４の構成の
受信信号と同様である。しかし、アンテナＡ、ＢおよびＣがそれぞれ個々の転送局５４、
５６、５８にあって互いに隔てられているので、信号ダイバーシチが送信および受信の両
方で大幅に改善されている。
【００２８】
　図６のシステム構成は、各ＣＤＭＡ転送局がアンテナＢかアンテナＢまたはＣかを有す
る以外は図２のものと同じである。例えば、ＣＤＭＡ転送局Ａ１０８は別のアンテナＡ１
０９を備える。ＣＤＭＡ転送局１０６はアンテナＢ１０７を有する。同様に、ＣＤＭＡ転
送局１０４はアンテナＣ１０５を有する。したがって、ＣＤＭＡ加入者局１１２のアンテ
ナ１０はＣＤＭＡ転送局１０８、１０６および１０４の各々から信号を受信する。それら
受信信号は、いかなる時点でもアンテナＡ、ＢまたはＣの一つだけがアンテナ１０への送
信を行っているという意味で、時分割多重化された信号である。しかし、送信期間中はア
ンテナＡ、ＢおよびＣは他のユーザに符号分割多重信号を供給する。
【００２９】
　この実施例においては、各転送局は一種類だけのアンテナ、すなわちアンテナＡ、アン
テナＢまたはアンテナＣを有する。サービスエリアをカバーするシステム配置は図５に示
してある。先の例のとおり、公衆交換網７２を半径約３５マイルのエリアを対象とする送
信アンテナ７５付きのＴＤＭＡ基地局７４に結合する。サービスエリア全体にわたって、
ＣＤＭＡ転送局を一つの方向８４に互いに隔ててあり、もう一つの方向８６ではサービス
エリアをカバーするように配置してある。図解のために規則正しい配置が示してある。実
際には、ＣＤＭＡ転送局は、複数の加入者８８、９０をＡ、ＢおよびＣアンテナの到達範
囲内に常に納めるような交信範囲を提供するように配置する。例えば、ＣＤＭＡ転送局７
６および８２はアンテナＡ型、ＣＤＭＡ転送局８０はアンテナＣ型、ＣＤＭＡ転送装置７
８はアンテナＢ型である。したがって、加入者８８は信号をＣＤＭＡ転送局７６、７８お
よび８０から受信し、加入者９０はＣＤＭＡ転送局８２、７８および８０から信号を受信
する。
【００３０】
　この発明で用いるための時間スロット構成を図７に示す。六つの時間スロットを用いる
。時間スロット１および２は受信用であり、加入者局送信用の時間スロット３がそれに続
き、受信用にも使われている時間スロット４がさらにそれに続く。時間スロット５および
６の期間中はＣＤＭＡ受信機手段は他の転送局からの送信を走査する。
【００３１】
　［呼設定］
　回線設定または転送を要する場合は、基地局が基地局周波数および転送局周波数の対、
スロットおよびＰＮ系列を割り当てる。次に、その回線をどの加入者が使うのかの割当て
および指定のすべてを転送局に送信する。呼セットアップの期間中に、その転送局がスロ
ットおよびＰＮ系列割当てを所望の加入者局に転送する。例えば、ＴＤＭＡ時間スロット
１乃至８をユーザＡ乃至Ｆにそれぞれ関連づけた図１７を参照されたい。所与の時間スロ
ット、例えば時間スロット２では、ユーザＢへのメッセージは同期情報１７０１、システ
ム全体の機能のための共通制御データ１７０２、個別制御データ１７０４およびユーザＢ
のための専用ユーザトラフィック１７０５を含む。専用ユーザトラフィック１７０５は呼
セットアップ期間中にシグナリング情報および初期化データの送信に用いる。
【００３２】
　［順方向経路］
　信号圧縮および圧縮解除、順方向誤り訂正（ＦＥＣ）を基地局で行う。順方向（加入者
局に向かう方向）では、基地局が連続的に送信するが各スロットの情報は特定の加入者局
に向けられる。
【００３３】
　例えば、基地局はスロット１の期間中に周波数ｆａで情報を送信する。転送局はこのス
ロット１の期間中に周波数ｆａの信号を復調するとともにその情報をシンボルレベルまた
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はビットレベルだけで再生することによって前記情報を受信する。転送局は復号化（すな
わち、誤り訂正、圧縮または圧縮解除）は何ら行わない。したがって、転送局の設計は符
号化ずみの信号をＴＤＭＡ基地局から受けることによって単純化される。シンボルレベル
での再生ののち、受信ＴＤＭＡ信号を割り当てずみのＰＮ系列と組み合わせて、周波数ｆ
ｐで意図的遅延なしにＣＤＭＡ信号として転送局から再送信する。転送局は基地局から受
信したこの情報をバッファメモリに蓄積する。アンテナＡ送信の終わりにバッファに蓄積
ずみの上記情報でＰＮ信号の連鎖を変調し適当な送信機経由でアンテナＢに送出する。し
たがって、同じＰＮ系列を用いて同一ではあるものの所定数チップ分だけの増分を含む情
報信号がアンテナＢで送信される。相対位置、または送信情報についてのＰＮ系列の位相
は異なる。１回目の反復の終わりには、時間スロットバッファ内の３回目の読出しを行っ
て情報の３回目の反復を形成し、それでＰＮ系列の連鎖を変調し、やはり異なる位相で適
当な送信機経由でアンテナＣに送信する。
【００３４】
　［加入者局処理］
　正しいＣＤＭＡ符号を用いる加入者局は、情報信号反復を含む三つのスロットの各々の
期間中に、互いに異なる位置に配置してある三つのアンテナからのデータパケットの同一
内容三回反復を受信するやり方で受信を行う。次に、加入者局は三つの受信結果を比較し
て、誤り率、位相歪み、信号対雑音比などに基づく最良品質のものを選択する。このよう
にして、スペースダイバーシチ送信を達成できる。加入者局ではアンテナは一つだけでよ
い。加入者局は信号を復調して復号化し、誤り訂正、圧縮解除などを行う。三つの時間ス
ロット全部からの信号電力の組合せに最大尤度コンバイナを用いることができる。受信デ
ータパケットのエネルギーを最小判定の前に最大値手法で組み合わせるのが理想的である
。
【００３５】
　三番目の時間スロットＴ３の期間中に、加入者局は受信時と同じＰＮ系列を用いて転送
局に返送する。このＰＮ系列は受信結果（再生ののち）から抽出したものでもよく、呼セ
ットアップ期間中に受信したもとの符号に基づきローカルに発生したものでもよい。加入
者局は受信期間中には送信を行わないから、ダイプレクサもノッチフィルタも必要でない
。アンテナの送受信切換には単純なＴ／Ｒ（送受信）切換スイッチを用いる。三分岐ダイ
バーシチの達成のために加入者局に必要な受信機は一つだけである。レーキ受信機の必要
とする三つの連鎖はこの発明では不要である。
【００３６】
　また、拡張スペクトラムのもたらす周波数保護を伴う三重時間スペース冗長度の利点が
容量を損なうことなく得られる。三分岐ダイバーシチで深いフェージングにつき通常少な
くとも１０ｄＢ（１０ｘの割合）の減少を達成する。同一情報信号の三回反復送信により
干渉レベルは３倍に上がるが、フェージングの１０ｄＢ減に伴い送信機電力レベルは１０
分の１（１０ｄＢ）下げられる。したがって、全体としての干渉の量は１０／３の率でま
たは５ｄＢだけ減少する。転送局から加入者局へのリンクは自己干渉モードで動作するの
で、ダイバーシチを用いない場合の約３倍の加入者回線の同時利用が可能となる。
【００３７】
　［返送経路］
　逆方向（加入者局から転送局に向かう方向）については、三つの受信装置を転送局の三
つのアンテナにそれぞれ接続して慣用の三分岐スペースダイバーシチを形成する。干渉お
よび利用可能回線数の上記分析が順方向送信の場合と同様に逆方向送信にも適合するが、
情報が一度だけ送信され三つの基地局アンテナで同時に受信される点だけが異なっている
。
【００３８】
　この発明は周波数一波あたりの加入者数を増加させることができるほか、費用効率がよ
い。第１に、加入者局に必要な受信機は一つだけである。第２に、加入者局にダイプレク
サが不要である。第３に、転送局は信号の復号化または再符号化を何ら必要としない。一
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方、逆方向のスペースダイバーシチを用いているので、送信機あたりの加入者局数は同じ
であり、受信機あたりの加入者数は増加する。逆に、加入者局の雑音は加入者局数増加を
全面的に利用してない場合は高くなっても許容される。
【００３９】
　転送局が加入者局から受信した信号は転送局から同一時間スロットで意図的遅延なしに
基地局に返送される（シンボルレベルまたはビットレベル再生で、復号化なしに）。その
スロットが同一ＴＤＭＡフレーム内にある限り、または少なくともそのスロットの１フレ
ーム期間が基地局から転送局に用いられている限り、この発明の実施において付加的遅延
はかからない。
【００４０】
　［転送局－第１の実施例（図８、９および１５）］
　ＣＤＭＡ転送局はアンテナＴにＴＤＭＡ入力を受ける。転送局アンテナＡ、ＢおよびＣ
の出力側は人口密度の比較的高い地域における多数の加入者に到達するためにＣＤＭＡ構
成を用いる。ＣＤＭＡはこの用途に望ましいいくつかの属性を備える。マルチパス環境で
は広帯域信号はもともと強く、意図的または自然の干渉への耐性を備える。選択性フェー
ジングによって全スペクトラムが抑圧される可能性は送信スペクトラムの増加とともに減
少する。高いチップ速度、すなわち増大したＴＷ積は所期性能レベルの達成に必要な対フ
ェージングマージンの大きさを軽減させる。
【００４１】
　スペクトラム拡散信号は対フェージング保護のための対マルチパス防御をもともと備え
ている。しかし、統計的なモデルにはフェージング発生頻度または接続時間は斟酌しない
。各地点における特定の地形および受信機に対するその地形の変化の具合が実際のフェー
ジングのパターンを決める。低いアンテナを用いる小セルについては、強力信号の経路長
の差は小さい可能性が高い。その結果、フラットフェージングになる。すなわち、１０乃
至１５メガヘルツにわたるスペクトラムが同時にフェージングを生ずる。したがって、少
なくとも２５または３５メガヘルツのスペクトラムが利用できなければ、対フラットフェ
ージング防御のために拡散スペクトラム信号の本来の対マルチパス防御特性を活用できな
い。また、付加的レーキ受信機の利点を生かすのに十分な遅延を生ずるマルチパスを結果
として生じないことが多い。仮に生じても、自然のまたは人工のマルチパスの利用のため
には、ＣＤＭＡユーザ端末に付加的な受信機／相関器を要する。したがって、ＣＤＭＡだ
けを用いて信頼性の高い動作を維持するには、リンク電力割当てへの所要付加マージン、
とくに移動機ユーザがナル地点の一つに停止する場合や固定機ユーザが位置地形を少し移
動させる場合などへの備えのためのマージンを少なくとも１５ｄＢにする必要がある。
【００４２】
　この発明は拡散スペクトラムシステムのもう一つの重要な特性、すなわち耐干渉性能を
難度の高いマルチパス環境への対処策として利用する。ＣＤＭＡシステムの容量は所望の
受信機の受ける干渉の量で限定される。ＴＷ積が所望の信号を干渉から引き出すのに十分
な大きさを備えていれば送信データ速度の実際の値は問題にならない。したがって、この
発明では送信信号の三つの互いに異なるアンテナからの３回反復を可能にし、高性能リン
クにつき送信電力マージンの１０ｄＢ低減を許容する送信三重ダイバーシチを実現するた
めに送信情報速度を高めてある。したがって、リンクへの干渉がさらに加わっても、ＣＤ
ＭＡ処理利得でその悪影響を容易に克服できる。すなわち、高品質システムでは三重ダイ
バーシチからの利点が干渉の増加に伴う欠点を大幅に上回る。
【００４３】
　この発明の第１の実施例による転送局のブロック図を順方向チャンネルについて図８に
示す。ＴＤＭＡアンテナ９１６を転送受信スイッチ９１８経由でＴＤＭＡ受信機８００に
接続する。ＴＤＭＡ受信機８００の出力はデマルチプレクサ８０２に接続し、その出力を
時間スロットバッファ８０６に蓄積する。時間マルチプレクサ８０８は時間スロットバッ
ファ８０６の内容にアクセスし、アンテナＡ送信用の複数のＣＤＭＡエンコーダ８１０に
データパケット出力を供給する。時間マルチプレクサ８０８はアンテナＣ送信用の複数の
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ＣＤＭＡエンコーダ８１２にもデータパケット出力を供給する。同様に、時間マルチプレ
クサ８０８はアンテナＢ送信用の複数のＣＤＭＡエンコーダ８１４にデータパケット出力
を供給する。各々が複数の複数ＣＤＭＡエンコーダ８１０、８１２および８１４をＣＤＭ
Ａ送信機８１６、８１８および８２０にそれぞれ対応して備えてある。これらＣＤＭＡ送
信機をそれぞれアンテナ８２２、８２４および８２６経由でアンテナＡ送信、アンテナＢ
送信、およびアンテナＣ送信用にそれぞれ接続する。
【００４４】
　ＴＤＭＡ受信機８００、時間スロットバッファ８０６、時間マルチプレクサおよびＣＤ
ＭＡエンコーダの各々の連携調整は同期および制御装置８０４により制御する。同期およ
び制御装置８０４は特定の転送局を表示する位置表示（ＩＤ）を前記複数のＣＤＭＡエン
コーダ８１０、８１２および８１４に送りアンテナＡ、ＢおよびＣからの送信信号に含め
させる。
【００４５】
　図８の転送局は図９のブロック図にその詳細を示したＣＤＭＡ受信およびＴＤＭＡ送信
装置９００も備える。ＴＤＭＡ送信機は送受切換スイッチ９１８経由でアンテナ９１６に
接続され、ＣＤＭＡ受信機は図１５にさらに詳しく示すとおりそれぞれのダイプレクサ経
由でアンテナＡ、アンテナＢおよびアンテナＣに接続する。
【００４６】
　図９は逆方向チャンネルにおける処理信号の構成を図解する転送局のブロック図である
。参照数字８２２、８２４および８２６でそれぞれ示したアンテナＡ、ＢおよびＣは、Ｃ
ＤＭＡ受信機Ａ９０２、ＣＤＭＡ受信機Ｂ９０４およびＣＤＭＡ受信機Ｃ９０６にそれぞ
れ接続する。各ＣＤＭＡ受信機Ａ、ＢおよびＣの出力は最大尤度コンバイナ９０８に供給
し、その出力はメモリバッファおよび時間スロットマルチプレクサ９１０に供給する。図
８のブロック図対応のＴＤＭＡ受信およびＣＤＭＡ送信装置８２８は送受信スイッチ９１
８のもう一方の端子に接続する。
【００４７】
　図１５はアンテナＡ、アンテナＢおよびアンテナＣをＴＤＭＡおよびＣＤＭＡ送信信号
および受信信号の間で共用可能にする転送局のアンテナ構成を図解している。変調器１５
０２は、アンテナＡ１５１２、アンテナＢ１５１６およびアンテナＣ１５２０にそれぞれ
接続したダイプレクサ１５１０、１５１４および１５１８に時間マルチプレクサ１５０３
経由でそれぞれ接続される。ダイプレクサ１５１０、１５１４および１５１８の各々のも
う一つの入力は復調器１５０４、１５０６および１５０８の出力にそれぞれ接続してある
。
【００４８】
　図８の動作の際には、アンテナ９１６で受信したＴＤＭＡ信号をデマルチプレクスし、
時間スロットバッファ８０６に蓄積する。所与の加入者向けのデータパケットを時間スロ
ット１の期間中に時間マルチプレクサ８０８で選択し、複数のエンコーダ８１０の一つで
ＣＤＭＡ信号をエンコードしアンテナＡから送信する。同じパケットを時間マルチプレク
サ８０８で再び選択し時間スロット２の期間中に複数のエンコーダ８１２の一つでＣＤＭ
Ａ信号をエンコードしアンテナＢから送信する。最後に、同じデータパケットを時間マル
チプレクサ８０８でそのあと選択し複数のエンコーダ８１４の一つでＣＤＭＡ信号をエン
コードし時間スロット４の期間中にアンテナＣから送信する。
【００４９】
　逆方向について図９を参照すると、時間スロット３の期間中に加入者局からのＣＤＭＡ
送信がアンテナ８２２、８２４および８２６にほぼ同時に受信される。ＣＤＭＡ受信機９
０２、９０４および９０６の各々は同じデータパケットを受信する。最大尤度コンバイナ
９０４は困難な判定の前に三つの時間スロット全部からの電力を組み合わせる。一般的に
、強度の最も大きく誤りを含まない信号が選択される。選択のあと、データパケットはメ
モリバッファおよび時間スロットマルチプレクサ９１０に保持され適当な時間スロットに
ＴＤＭＡ送信機９１４からアンテナ９１６経由で送信されるための待ちに入る。
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【００５０】
　［転送局－第２の実施例（図１２）］
　この発明の第２の実施例による転送局を図１２に示す。この転送局は一つだけのＣＤＭ
ＡアンテナＡ、ＢまたはＣを備えている点を除き図８および９の転送局と同じである。よ
り詳しくいうと、図１２においてアンテナ１２００が送受信切換スイッチ１２０２経由で
ＴＤＭＡ受信機１２０４に接続されている。ＴＤＭＡ受信機１２０４の出力はデマルチプ
レクサ１２０６でデマルチプレクスされ時間スロットバッファ１２０８に蓄積される。時
間スロットバッファ１２０８に蓄積したデータパケットはマルチプレクサ１２１０で時間
多重化されて複数のＣＤＭＡエンコーダ１２１２の一つに供給される。エンコードされた
ＣＤＭＡ信号はＣＤＭＡ送信機１２１４で増幅され、ダイプレクサ１２１８経由でアンテ
ナＡ１２２８に導かれる。
【００５１】
　アンテナＡ１２２８はＣＤＭＡ信号受信も行う。そのために、ＣＤＭＡ受信機１２２６
をアンテナＡ１２２８にダイプレクサ１２１８経由で接続し、受信データパケットをコン
バイナおよび時間スロットバッファ１２２４に供給する。時間マルチプレクサ１２２２が
時間スロットバッファ１２２４内のデータパケットを取り出しＴＤＭＡ送信機１２２０へ
の時間マルチプレクス信号を形成する。ＴＤＭＡ送信機１２２０は送受信切換スイッチ１
２０２経由でアンテナ１２００に接続する。この転送局の動作は、自局位置特定表示（Ｉ
Ｄ）と呼セットアップパラメータを含む同期および制御装置１２１６により制御する。
【００５２】
　動作時には、転送局がアンテナＴ１２００でＴＤＭＡ信号を受け、その信号をＴＤＭＡ
受信機１２０４で復調し、デマルチプレクサ１２０６でデマルチプレクスし、時間スロッ
トバッファ１２０８に蓄積する。時間スロットバッファ１２０８内のこのデータパケット
は時間スロット１の期間中にアンテナＡから送信される。そのために、時間マルチプレク
サ１２１０、ＣＤＭＡエンコーダ１２１２およびＣＤＭＡ送信機１２１４は時間スロット
バッファ１２０８からそれぞれのデータパケットを読み出し、適切なデータパケットでア
ンテナＡへのＣＤＭＡ符号化信号をエンコードする。それと逆の経路ではＣＤＭＡ受信機
１２２６が時間スロット全部においてアンテナＡ、ＢおよびＣに信号を同時に受ける。受
信データパケットはそれぞれのＰＮ符号で復調し、ユーザごとに別々の時間スロットを割
り当てた時間スロットコンバイナバッファ１２２４に蓄積する。次に、データパケットを
マルチプレクサ１２２２で時間多重化しＴＤＭＡ送信機１２２０により送受切換スイッチ
１２０２経由でアンテナ１２００から送信する。
【００５３】
　転送局はＴＤＭ／ＴＤＭＡ信号をＣＤＭＡ信号に変換する変換点である。ＣＤＭＡ信号
は適切に設計するとマルチパス干渉に対して優れた性能を発揮する。転送局の入力側は構
造的分配回路網の一部である。それは基本的に回路網中の中継点であり、すなわちＣＤＭ
Ａ最終ユーザへのアドレスが中間点（転送局）のアドレスをも含むのである。一般の場合
はＣＤＭＡ最終ユーザは移動して他の転送点経由で回路網にアクセスするので、ＣＤＭＡ
ユーザのアドレスから独立した転送局アドレスを与える能力を提供する必要がある。図２
におけるＴＤＭＡ加入者局４０などの固定加入者局については、バックアップ経路付与ま
たは対フェージング防御を除きこれは問題にならない。
【００５４】
　好適な入力回路網は図２に示すように多数の基地局、転送局およびＴＤＭＡユーザ局を
含む。任意の周波数の任意の時間スロットを任意のＴＤＭＡユーザまたは転送局に割り当
てることができる。転送局のコストを削減するために、ＣＤＭＡユーザが特定の転送局経
由で接続されたときその転送局に割り当てずみの任意の他のＣＤＭＡユーザも前記ユーザ
と同じ周波数の時間スロットに振り分けることを提案する。この割当てを適当に管理する
ことによってＴＤＭＡ無線素子の数を大幅に削減できる。基地局２４または電話交換セン
ターおよび中央系処理装置２２は無線資源を管理し、周波数、時間スロットおよびＰＮ符
号を割り当て、スペクトラムおよび無線装置の効率的利用を確実にする。周波数、時間ス
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ロットおよびＰＮ符号はすべて初期呼セットアップの期間中に割り当てる。
【００５５】
　転送局の出力側の局部的送信はＣＤＭＡであるが、各加入者局に時分割信号の特定の時
間スロットを割り当てる。したがって、個々の情報速度は時間スロット数によって増加す
る。しかし、全加入者に対する全体のデータ速度は変わらず、全信号についての全体の送
信電力も変わらず、再分配されるだけである。個々の時間スロットは活動がない場合はオ
フ状態になるので、送信電力は音声トラフィックについては約３ｄＢだけ低下する。同一
情報を３回送信するので平均送信電力は５ｄＢだけ増加する。したがって、各転送局から
の送信電力合計値は３回送信により５ｄＢだけ増加するがダイバーシチ改善により１０ｄ
Ｂだけ削減できるので、５ｄＢの平均電力総合低減が得られる。全体として、他のセルに
およぶ干渉は５ｄＢだけ低減される。
【００５６】
　基地局（図２の２４）または電話交換センターおよび中央系処理装置（図２の２２）は
チャンネル切換処理も行う。ＣＤＭＡ側でダイバーシチを得るには少なくとも四つの時間
スロットがある必要があり、他の転送局の走査のためにＣＤＭＡ受信機用の一つの時間ス
ロットも必要である。四つの時間スロットでは二重ダイバーシチを提供できるだけである
。五つの時間スロットによると三重ダイバーシチの所望のレベルを達成できる。ＣＤＭＡ
ユーザ端末に付加的受信機を追加することによって、より良質の同期信号を得るための並
列同期が可能になることはもちろんである。しかし、ＣＤＭＡユーザ端末にもう一つの受
信機を付加するのは費用のかかる解決方法である。したがって、三つの時間スロットでは
二重ダイバーシチどまりでありチャンネル切換はない。四つの時間スロットでは固定ＣＤ
ＭＡ加入者用の三重ダイバーシチおよび移動ＣＤＭＡ加入者用の二重ダイバーシチができ
る。六つ以上の時間スロットによると、チャンネル構成に柔軟性を加える機会ができる。
図７は時間スロット６個についてのＣＤＭＡユーザ端末時間スロット構成を示す。
【００５７】
　転送局における三重アンテナ構成は、活性状態の各加入者局からの単一のバーストをそ
の加入者局への割当て時間スロットで三つのアンテナ全部で同時に受信することによって
、返送リンクに用いるので、三重スペースダイバーシチをも達成する。転送局における順
方向および逆方向ＣＤＭＡリンク用の全体的タイミング構成を図１０Ａに示す。図解のた
めに六つの時間スロットを示したが、上述のとおり３以上の任意の数の時間スロットを実
動化でき、合理的上限は約３２である。
【００５８】
　三つの活性時間スロットの送信の順序は時間スロット総数にわたり分散可能であり、三
つ以上の時間スロットも利用可能である。三重ダイバーシチではＣＤＭＡユーザ端末から
の送信電力を少なくとも５ｄＢ、おそらくそれ以上減らすことができるが、５ｄＢは順方
向リンクの性能に対等にする。いずれにしても、送信電力は高品質リンクの維持のために
最小レベルに制御され保持される。より高い周波数では、比較的小さい無線装置またはエ
リアでも多少のアンテナ非相関性を達成できる。したがって、順方向リンクで用いたのと
同様の送信スペースダイバーシチ時間ダイバーシチの手法を逆方向リンクにも適用できる
。大ていの動作環境において二重ダイバーシチで著しい改善が得られる。
【００５９】
　各転送局は同期用および制御用にスペクトラム拡散チャンネルを連続的に送信する。同
期および制御用チャンネルは特定の転送局を指定しユーザ端末をそれら端末がその転送局
に割り当てられている期間中ずっと管理する。その同期および制御チャンネルは大部分の
時間はユーザトラフィックを何ら搬送しない。同期および制御チャンネルは捕捉および追
跡の容易な狭帯域チャンネルで構成できる。制御信号の情報保持部分は予め割り当てられ
た時間スロットを有し、その転送局のカバーする特定エリアに割り当てられた全ユーザへ
のシステムメッセージおよびシグナリングメッセージを含む。処理利得は、並列送信され
るいくつかの時間スロット配置ＣＤＭＡ信号を転送局が包含できるようにし、それによっ
てアンテナアレーの共用化を可能にするのに十分である。単一の位置で一体化する複数ス
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ロット配置ＣＤＭＡモジュールに必要な同期および制御チャンネルは一つだけである。
【００６０】
　［加入者局（図１３）］
　この発明による加入者局のブロック図を図１３に示す。アンテナ１３００が送受信切換
スイッチ１３０２経由でＣＤＭＡ受信機１３０４に接続してある。ＣＤＭＡ受信機１３０
４の出力はデータパケットをデータバッファ１３０６、１３０８および１３１０に供給す
る。コンバイナ１３１４はバッファ１３０６、１３０８および１３１０に保持されたデー
タを選択して結合し、Ｄ－Ａ変換器１３１６に出力を供給し、同変換器内の圧縮解除手段
で圧縮信号を圧縮解除して可聴周波数出力を生ずる。アナログ可聴周波数入力はデータ圧
縮手段つきのＡ－Ｄ変換器１３２２に供給される。Ａ－Ｄ変換器１３２２の出力はメモリ
バッファ３１２０内でデータパケットに組み立てられたディジタル形式の可聴周波数信号
サンプルである。ＣＤＭＡ送信機１３１８はメモリバッファ１３２０の内容でエンコード
を行い、ＣＤＭＡ符号化した信号を送受信切換スイッチ１３０２経由でアンテナ１３００
に供給する。ＣＤＭＡ加入者局は同期およびタイミング制御装置１３１２、すなわち後述
のとおり位置測定のための信号遅延の測定も行う制御装置が同期させる。
【００６１】
　順方向では、ＣＤＭＡ受信機１３０４が三つの互いに同一のデータパケットを受信し、
それらデータパケットの第１のものを時間スロットＴ１の期間中にメモリバッファ１３０
６に、第２のものを時間スロットＴ２の期間中にメモリバッファ１３０８に、第３のもの
を時間スロットＴ４の期間中にメモリバッファ１３１０にそれぞれ蓄積する。コンバイナ
１３１４は結合または最良の受信データとして選択すべきこれらメモリバッファの記憶内
容の一つ以上を選択して、Ｄ－Ａ変換器１３１６に供給する。このシステムは三つの時間
およびスペースダイバーシチデータパケットを用いることによってフェージングに影響さ
れにくくなっており、しかも三つのサンプル全部の復調に同じ受信機を用いているので複
雑な信号強度平均化処理を必要としない。
【００６２】
　逆方向では、ディジタル圧縮アルゴリズム内蔵のＡ－Ｄ変換器１３２２へのアナログ可
聴周波入力がバッファ１３２０へのデータパケットに変換される。時間スロットＴ３の期
間にＣＤＭＡ送信機１３１８でバッファ１３２０の内容によるエンコードを行い、ＣＤＭ
Ａ信号としてアンテナ１３００から送信する。
【００６３】
　ＣＤＭＡユーザ端末の単純化はこのシステムにおける主要な考慮点である。主な単純化
は受信機、とくに別の機能を持つ相関器の時間分割共用化ができることである。互いに異
なる時点で送受信できる機能は小型可搬式ユーザ端末の実動化を単純化する。単一の受信
機で三つのスペースダイバーシチ信号を三つの互いに異なる時間スロットで順次に受信し
、次に別の符号に移って他の転送局からの改良信号を捜す。同一の受信機を捕捉および追
跡にも用いる。ユーザ端末は送信中の時間スロット期間には受信は行わないのでダイプレ
クサおよびノッチフィルタは不要である。各時点ではただ一つのＰＮ符号があればよいか
ら、ＰＮ符号発生過程は大幅に単純化される。ベースバンド処理を比較的低速の普通のプ
ロセッサで達成できる。
【００６４】
　ユーザ端末が送受信を行っていない時間スロットでは受信機が他の転送局からの同期お
よび制御チャンネルを自由に探索できる。ユーザ端末が自局に割当てずみのものよりも良
質の同期および制御チャンネルを特定すると、そのユーザ端末はチャンネル切換先候補を
特定した旨のメッセージを回線網制御装置に送る。回線網制御装置はこのメッセージを他
の情報とともに用いてチャンネル切換実行を決定する。回線網制御装置は対象交信先にチ
ャンネル切換メッセージを送る。ユーザ端末の探索すべき符号の特定記号は回線網中央制
御装置からそれら符号を制御チャンネルに収容した転送局経由で供給される。
【００６５】
　［時間スロット構成（図１０Ａ、１０Ｂ、１１Ａ、１１Ｂ、１７）］
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　六つの同時的な呼を多重化する時間スロット割当てを図１０Ａに示す。送信用時間スロ
ット割当て１００２および受信用時間スロット割当て１００４が図解してある。各囲みへ
の記入事項は対応時間スロット期間中の活動などである。時間スロット１の期間にはアン
テナＡがＴ１をユーザ１に送信し、アンテナＢがＴ６をユーザ６に送信し、アンテナＣが
Ｔ４をユーザ４に送信する。同時に、アンテナＡ、ＢおよびＣはユーザ５からＲ５を受信
する。次の時間スロット２の期間にはアンテナＡがＴ２をユーザ２に、アンテナＢがＴ１
をユーザ１に、アンテナＣがＴ５をユーザ５にそれぞれ送信する。同時に、アンテナＡ、
ＢおよびＣはＲ６をユーザ６から受信する。図１０Ａの図表を続けて参照すると、時間ス
ロット３の期間にはアンテナＡがＴ３をユーザ３に、アンテナＢがＴ２をユーザ２に、ア
ンテナＣがＴ６をユーザ６にそれぞれ送信する。同時に、アンテナＡ、ＢおよびＣはユー
ザ１からＲ１を受信する。
【００６６】
　時間スロット３の期間にはアンテナＡ、ＢまたはＣのいずれもユーザ１に送信していな
いことに注意されたい。その期間にはユーザ１は送信中であり、転送局がユーザ１からの
信号を三つのアンテナ全部で受信中である。しかし、時間スロット４の期間にはユーザ１
への３回目の送信がなされる。すなわち、時間スロット４の期間にはアンテナＡはＴ４を
ユーザ４に、アンテナＢはＴ３をユーザ３に、アンテナＣはＴ１をユーザ１にそれぞれ送
信する。時間スロット５および６はユーザ１との間のデータ転送には直接には使われてい
ない。図１０Ａ、１０Ｂ、１１Ａおよび１１Ｂに示した時間スロット割当ては図７、すな
わちユーザ１が時間スロット１、２および４の期間に受信し、時間スロット３の期間に送
信している図７と整合している。Ｔ１の送信時点を探すことによってそのパターンが図１
０Ａの時間スロット割当てから判る。Ｔ１の送信は時間スロット１、２および４でアンテ
ナＡ、ＢおよびＣにそれぞれ現れる。Ｔ３の期間中にはＴ１への送信はないが、受信時間
スロット割当て１００４を参照するとＲ１が時間スロット３の期間にユーザ１から受信さ
れることが示されている。どの時間スロットにおいても三つの送信と一つの受信が同時に
行われるので、少なくとも四つのアドレス可能なＣＤＭＡＰＮ符号系列が必要になる。
【００６７】
　このように、互いに相続く時間スロットが互いに相異なるユーザ宛てのデータを搬送す
るという意味で時分割多重化を用いている。また、時分割多重化された時間スロットの各
々の期間に多数のＰＮ符号系列が多数のユーザとの間の同時通信を可能にするという意味
で符号分割多重化を用いている。その結果、時分割多重化した符号分割多重化信号となる
。
【００６８】
　１２の同時呼を多重化する時間スロット割当てを図１０Ｂに示す。送信用時間スロット
割当て１００６および受信用時間スロット割当て１００８が図解してある。時間スロット
１の期間にアンテナＡがＴ１およびＴ７をユーザ１および７にそれぞれ送信し、アンテナ
ＢがＴ６およびＴ１２をユーザ６および１２にそれぞれ送信し、アンテナＣがＴ４および
Ｔ１０をユーザ４および１０にそれぞれ送信する。同時に、アンテナＡ、ＢおよびＣがユ
ーザ５および１１からＲ５およびＲ１１をそれぞれ受信する。
【００６９】
　２４の同時呼を多重化する時間スロット割当てを図１１Ａおよび１１Ｂに示す。図１１
Ａは転送局からの送信（順方向）を示し、図１１Ｂは転送局への送信（逆方向）を示す。
送信用時間スロット割当て１１０２、１１０４、１１０６と受信用時間スロット割当て１
１０８とが図解してある。例えば、時間スロット５の期間にはアンテナＡがＴ５、Ｔ１１
、Ｔ１７およびＴ２３を送信し（すなわちＴ５をユーザ５に、Ｔ１１をユーザ１１に、な
ど）、アンテナＢがＴ４、Ｔ１０、Ｔ１６およびＴ２２を送信し、アンテナＣがＴ２、Ｔ
８、Ｔ１４およびＴ２０を送信する。同時に（時間スロット５の期間に）、アンテナＡ、
ＢおよびＣがＲ３、Ｒ９、Ｒ１５およびＲ２１を受信する（すなわち、Ｒ３をユーザ３か
ら、Ｒ９をユーザ９から、Ｒ１５をユーザ１５から、Ｒ２１をユーザ２１から）。
【００７０】
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　図１０Ａの場合は六つの同時呼を取り扱うのにアンテナ一つあたり一つのＣＤＭＡエン
コーダが必要になる。図１０Ｂでは１２の同時呼を取り扱うのにアンテナ一つあたり二つ
のＣＤＭＡエンコーダを要する。同様に図１１Ａではアンテナ一つあたり四つのＣＤＭＡ
エンコーダを要する。したがって、例えば１８０のＰＮ符号系列が利用できれば、１８０
の同時呼の取扱いにアンテナ一つあたり１８０／６すなわち３０のＣＤＭＡエンコーダを
要する。所要アクセス数の増加に対して時間スロット数を増加させると、エンコーダ数は
それに比例して減少する。
【００７１】
　［代替的システム構成（図１４、１６）］
　転送局とダイバーシチアンテナとの間の距離は１０００フィート以上の広帯域ケーブル
利用の性能強化により延長される。転送局は最終段無線周波数スペクトラム拡散信号をそ
のケーブル経由でアンテナに送る。そのケーブルの末端にあるアンテナは無線周波数増幅
器を備える、ケーブルによる実動化分配信号は多元転送局送信ダイバーシチ受信手法につ
いて述べたのと同じ対通信障害改善をもたらす。
【００７２】
　しかし、好適な実施例は、各アンテナに別々のケーブルを用いる代わりに、単一のケー
ブルを共用にして各アンテナに互いに異なるケーブル搬送波周波数を割り当てた周波数分
割多重化を用いる。このようにして、所望の信号をユーザに最も近いアンテナだけから送
信して干渉を減らす。さらに他の改良例では、ケーブル分配システムで互いに異なる素子
を地域的パーソナル通信システム回線網に一体化する。基本的構成単位は三重送信スペー
スおよび時間ダイバーシチ達成用の三つのアンテナを順次駆動する六つの時間スロット割
当てＣＤＭＡモジュールである。単純化のために、入来ＴＤＭＡ信号を取り扱う転送局の
設計にも基本の時間スロット６個構成を用いる。この時間スロット６個のモジュール構成
はその倍数の１２、１８、２４および３０または３２の時間スロットを収容するのに容易
に応用できる。図１４はいくつかの互いに異なる組合せの実動化を示す。好適な実施例は
転送局への入力としてＷまたはＷＥなどの無線入力を用いるが、ケーブル分配システムも
電線経由の信号を入力として同程度に良好に動作する。
【００７３】
　ケーブル利用のパーソナル通信システムでは転送局を中央制御装置に戻し、過酷環境対
応策および遠隔地電力供給を不要にして費用を削減する。また、同一場所への配置および
アクセス容易化により所要予備機数の削減および装置保守費用の削減も達成する。また、
時間によりまたは週日によるトラフィック負荷の変動に伴って転送局を動的に割り当て、
それによって所要転送局合計数を大幅に削減する。この分配システムの帯域幅は増大する
が、ケーブルおよび光ファイバケーブル分配システムの開発により帯域幅増大に伴う費用
は増大分を低廉な費用で吸収できるように低下している。いくつかの相互接続から選択で
きることによる利点は、相互接続選択が各装置設置関係費用で決まる所要経費面の選択に
なることである。各回線網で相互接続選択可能性を大幅にまたは全面的に含むものと思わ
れる。
【００７４】
　転送局を中央制御装置と同じ場所に戻したシステム構成を図１４の下段に示す。中央系
装置近くに配置した転送局と遠隔地点に配置したアンテナとのリンクに通常の双方向ケー
ブルまたは光ファイバ広帯域分配システム１４０２を用いる。中央系装置近くに配置した
転送局と各転送局アンテナとの間のリンクには広帯域スペクトラムを信号フォーマットに
構成する際にかなりの柔軟性が得られる。しかし、単純化のために、時間スロット割当て
ＣＤＭＡ三重スペース／時間ダイバーシチ空気インタフェース付きのＴＤＭＡプロトコル
と周波数変換信号とを各アンテナへの共通空気インタフェースとして保持するのが望まし
い。
【００７５】
　各アンテナに広帯域配線ケーブルで個別の中心周波数を割り当てる。ＴＤＭＡおよびＣ
ＤＭＡの回線分離機能により、多くのユーザと同一ケーブル周波数利用の同一アンテナと
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交信できる。位置Ｎにおける転送局アンテナは割当てケーブル周波数に同調したトランシ
ーバを備える。中央制御装置は、広帯域分配ケーブル１４０２の各割当て周波数で電話ト
ラフィックを代表する最終ＴＤＭＡ／ＣＤＭＡ波形でデータパケットを送受信する。すな
わち、図１６に示すとおり、各遠隔地点は地点１６０２に遠隔トランシーバ（送信機、受
信機、局部発振器、ダイプレクサおよびアンテナ）を備える。遠隔地点に配置した装置は
正逆両方向とも相対的に単純な受信機、周波数変換器および低電力送信機である。セルを
小さくし三重ダイバーシチ（三つのアンテナおよび三つの時間スロット）を加入者局とシ
ステムとの間のリンクに用いているので低電力送信増幅器が適している。局線コントロー
ラの送信側が個々の情報の流れと、図１４のインタフェースＡ’における関連のシグナリ
ングおよび制御情報、すなわちパケットの形で割当て可能な時間スロットに表示した情報
とを供給する。
【００７６】
　シグナリング情報は被呼加入者番号、符号、サービス概要および真正証明コードなどを
含む。制御情報は経路付与情報（すなわち、どの基地局、転送局、アンテナであるかの指
定）、電力レベル、通話中または通話なし状態、チャンネル切換メッセージなどを含む。
大量のこの情報が、ユーザ情報（電話音声トラフィック）の回線伝達開始前に送信され、
かなりの量の情報も電話音声トラフィックが回線に実際に伝送されている期間に伝達され
る。ユーザへの接続が完結したあとも別個の制御チャンネルが必要となる。基地局機能が
この情報をプロトコル、すなわちＴＤＭＡ空気インタフェースとの境界形成に必要であり
インタフェースＷでのＴＤＭＡ無線周波数スペクトラムを形成するプロトコルに変換する
。転送局はこのＴＤＭＡプロトコルを時間スロット収容のＣＤＭＡ三重スペース／時間ダ
イバーシチ空気インタフェースプロトコルに変換し、この信号をまずアンテナＡで、次に
アンテナＢで、最後にアンテナＣでそれぞれ送信する（図１４）。
【００７７】
　中央制御装置近傍に配置した組合せ基地局・転送局（Ｂ－Ｔ）モジュールは基地局機能
と転送局機能とを組み合わせ、Ａ’に現れる信号を時間スロット収容のＣＤＭＡ三重ダイ
バーシチ空気インタフェースに変換する。組合せＢ－Ｔモジュールは互いに個別の装置の
直接組合せによって達成でき、組合せ基地局・転送局用に開発されたモジュールを一体化
することもできる。ＣＤＭＡ信号は図１５および１６に示すとおり転送局の出力またはＢ
－Ｔモジュールの出力で分岐される。三つの互いに異なるケーブルでそれぞれのアンテナ
に接続された転送局の場合は、出力を適切な時点で切り換えるだけである。全アンテナへ
の到達にケーブル１本だけを用いている場合は、転送局の出力をシンセサイザ周波数のア
ンテナ割当て周波数への変換により適当な時点で周波数シフトさせる。Ｂ－Ｔモジュール
は同様に周波数アジルである。
【００７８】
　ユーザ情報が三つの時間スロットの各々で反復される一方、ＰＮ符号は継続し各時間ス
ロットごとに互いに異なることが重要である。したがって、この反復は疑似マルチパスま
たはエミュレートしたマルチパスの場合と同じではない。ＰＮ符号発生器はＰＮ系列を蓄
積したりリセットしたりすることなく動作を継続する。ＰＮ符号の継続発生はＰＮ系列の
新たな立ち上げに比べて実動化が簡単である。
【００７９】
　上述の説明において、時間スロットは互いに相続くものとしたが、受信機側に飛びの順
序が既知であれば、これは必要でない。好適な実施例では、Ｂ－Ｔモジュールが二つの相
続く時間スロットで送信し、次にユーザ端末からの応答信号を受信する。ユーザ送信時間
スロットの期間にユーザ端末は、初めの二つの時間スロットが十分な動作をもたらし位置
測定が不要であれば、Ｂ－Ｔモジュールに３番目のダイバーシチ時間スロットでの送信を
しないよう指示する。二重ダイバーシチだけを用いることにより、他のユーザへの干渉が
減り、ユーザ受信機を他の機能の達成用に空きにできる。
【００８０】
　代替的手法では三つの時間スロット全部に拡散させた１／３順方向誤り訂正符号を用い
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る。このような符号の利用により、各時間スロット期間中の誤り確率がほぼ同じであれば
性能が改善される。一つの時間スロットが著しく悪化しその時間スロットを特定できる場
合は、その悪化した時間スロットを無視し、性能低下継続の場合はその時間スロットを置
換するようにアンテナチャンネル切換を要求する。実際のダイバーシチチャンネル統計に
より時間スロット統計はばらつくと考えられるので、好適な代替手法では三つの時間スロ
ットにわたる順方向誤り訂正符号は用いない。誤り検出訂正符号は各時間スロット内だけ
にしか含まれていなくても、順方向誤り訂正符号を複数時間スロットにわたり用いること
ができる。
【００８１】
　送信すべきデータがあるとすると、各アンテナは時間スロットの各々の期間に送信する
。そのデータは三回送信されるので、そのアンテナに割り当てられた各モジュールにつき
各時間スロットに三つの送信ＣＤＭＡ信号がある。そのアンテナへの割当てモジュールが
四つある場合は、どの時点でも四つのモジュールが２４のユーザをサポートし、各時間ス
ロット中にアンテナから放出されるＣＤＭＡ信号は１２になる（図１１Ａ、１１Ｂ参照）
。デューティ率が約５０％の場合は、ＣＤＭＡ信号六つだけが実際に送信され、３番目の
時間スロット不要の時が２０乃至２５％の場合は、各時点で送信されるＣＤＭＡ信号は四
つ乃至五つだけである。同じアンテナを受信側または逆方向（ユーザから転送局へ向かう
方向）リンクにも用いる。
【００８２】
　上述のとおり、ユーザＣＤＭＡ端末は一つの時間スロット期間だけ送信を行い、転送局
は三つのアンテナでその送信を同時に受信し、受信機三重スペースダイバーシチを形成す
る。三つの受信信号は図１５および１６に示すとおり個別の電線路または互いに異なる周
波数経由で転送局、すなわちＢ－Ｔモジュールに供給され、別々に処理される。これら処
理を施した信号を最大尤度コンバイナを用いて足し合わせる。各アンテナ経路からのＳ／
Ｉを測定し、少なくとも時間スロット１０個分の期間にわたりメモリに保持する。信号統
計の蓄積値は最大尤度結合処理に用いる。蓄積した信号統計は他のアンテナへのチャンネ
ル切換実行のための判定プロセスにも有用である。
【００８３】
　Ｂ－Ｔケーブル回路網用のチャンネル切換処理は上記アンテナの各々からの信号に基づ
く。中央系処理装置は両方向のリンクの品質に関する情報を受信する。順方向リンクでは
、特定のアンテナで特定された割当て時間スロット期間にそのリンクで動作中のユーザＣ
ＤＭＡ受信機から情報を受信する。逆方向リンクでは、互いに異なるアンテナ経由で個別
の経路に関する情報を受信する。特定のアンテナ経由の経路の品質に関する情報は評価し
て他のアンテナ経由の電流経路と比較したり、ユーザ端末による継続的探索の対象である
他の新たな経路と比較したりすることができる。特定の時間スロット経由の電流経路が継
続して劣化し、より良質の経路が利用可能である場合は、中央制御装置が新たな経路（ア
ンテナ）をユーザ端末に割り当ててその旨をユーザ端末に知らせる。
【００８４】
　転送局のためのチャンネル切換処理はこの切換えがアンテナ間の切換えでなく一般に転
送局間の切換えである点を除き同じである。転送局間の切換えが行われると、その転送局
関連の三つのアンテナ全部がその転送局からチャンネル切換えされる。いくつかの転送局
は広く間隔を設けたアンテナで実動化できる。広く分離させたアンテナ付きの転送局があ
る場合は、Ｂ－Ｔモジュールにつき上述したチャンネル切換処理も使える。
【００８５】
　動作説明：新しい加入者がＣＤＭＡユーザ端末の電源を入れて同期符号をその符号の捕
捉に至るまで走査する。次に、ＣＤＭＡユーザ端末が登録メッセージを送信する。転送局
がこのメッセージを受け、中央制御装置に転送し、この制御装置が入力確認メッセージを
ユーザ端末に返送して入力確認する。中央制御装置は上記新たな加入者端末の登録原簿を
参照し、ユーザ概要を得て活性化状態にあるユーザ用にファイルに蓄積する。新たなユー
ザはこのようにして登録され、すべての呼がこの新しいサービス領域に転送される。
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【００８６】
　互いに異なる同期符号が２８個あり、各エリアに一つの同期符号が割り当ててある。２
８のエリアで１つの地域を形成し、隣の地域では同じ符号が反復される。一つのエリアの
中の転送局は自局符号に互いに別のシフトまたは始点を与えられている。したがって、各
転送局、または各広間隔アンテナは特定可能な符号を有する。中央制御装置には新たなユ
ーザの登録したアンテナまたは転送局は既知であり、そのユーザへの全情報の経路づけは
そのノード経由とする。中央制御装置はその新たなユーザに一組の符号または同ユーザの
現在の符号についての互いに異なる始点を与えて、ダイバーシチ経路またはチャンネル切
換先候補の特定の探索に備える。この新たなユーザは自局時間スロットの一方の半分の期
間にわたり同期および制御チャンネルを継続してモニタする。自局時間スロットの他方の
半分の期間はより良質の同期チャンネルを求めて走査する。
【００８７】
　ユーザは制御チャンネルで呼出しを受け、ＣＤＭＡおよび時間スロット割当てを受け、
呼の開始に備えてセットアップを行う。ユーザがサービス要求を出すと、その呼の期間に
ついてのＣＤＭＡ符号および時間スロット割当ても併せて受ける。ユーザ端末は、一つま
たは全部のダイバーシチ経路における信号が弱くならなければ、呼の終わりまでこの状態
に留まる。ユーザ受信機は入来信号の品質評価を継続的に行い、より良質の新たな経路を
求めて走査を行っているので、経路の品質低下を検出し、その品質低下状態をより良質の
切換先候補のリストとともに中央制御装置に知らせる。中央制御装置はチャンネル切換を
指示し、ユーザ端末は新たなＣＤＭＡ符号および時間スロットに移る。この動作はいずれ
もエンドユーザには検出できない。
【００８８】
　各時間スロットの始まりには、ユーザ情報を含まない短い再同期用および到達距離調整
用の非変調部分であって、すぐ後の短い制御メッセージ部分に続いている非変調部分があ
る。これら短いバーストは送信すべきユーザ情報の有無に関わりなく送信される。送るべ
きユーザ情報がない場合は制御メッセージがそれを確認し、送信電力を時間スロットのユ
ーザ情報部分について１０ｄＢだけ減らす。ユーザと中央制御装置との間で得られた合意
如何でユーザ情報を伝達するための時間スロットが順方向チャンネルに四つ利用できるこ
とに注意されたい。これら時間スロットは上述のとおりオフ状態にして、他のユーザがア
クセスできるようにし容量増大をはかることもできる。ダイバーシチの改善、またはより
高速のデータ、複数データチャンネルもしくは図形チャンネルの音声チャンネルとの同時
伝送のために、複数時間スロットを利用できる。
【００８９】
　［位置測定処理（図２０、２１、２２、２３）］
　図２０は乗用車およびそのアンテナをユーザアンテナＵで表して図１または図４の無線
リンクを示す。これら無線リンクは図１０Ａに示すように時間スロット割当てされている
。無線リンクＡＵは時間スロット割当てを受けて時間スロット１の期間に形成される。無
線リンクＢＵも時間スロット割当て式でスロット２の期間に形成される。無線リンクＡＵ
も時間スロット割当て式でスロット４の期間に形成される。無線リンクＡＵはＵからアン
テナＡまでの絶対距離を確立する。アンテナＡまでの距離が無線リンクＡＵとＢＵとの間
の経路長差の測定の基準を形成する。同様に、無線リンクＡＵの経路長は無線リンクＡＵ
とＣＵとの間の経路長差の測定の基準としても使える。
【００９０】
　全部１のベクトル（同期用）の発生は三つのアンテナ全部について同時であるので、三
つのアンテナ全部までの距離は各時間スロット内における全部１のベクトルの各到達時刻
の差から導き出せる。三つのアンテナ全部の物理的地理的座標を有する位置決めセンター
がユーザアンテナＵの位置を算出する。
【００９１】
　位置測定の幾何を図２０、２１、２２および２３に示す。第１の距離ＡＵ測定で図２１
の円Ａ上のある点にユーザを確定する。第２の距離測定で円Ｂ上のある点に位置するその
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ユーザを確定する。この確定位置が真正であり得るのはこれら円の交点ＸおよびＺのみで
ある。したがって、このユーザの位置は二つの可能性ある地点に絞られる。第３の距離測
定でユーザを円Ｃ上のある点に確定する。ユーザは円Ｃ上にも位置するから、地点Ｚに位
置しなければならない。他のアンテナまでの距離をさらに得ることによって、測定値の最
初の組を確認し、多くの場合精度が改善される。地形が高さ方向に大幅に変動している場
合は一定距離円は一定距離球になり、追加の測定により第三次元追加に起因する不確定性
を除去できる。位置測定処理センターがこれら座標をユーザに利用しやすい指示に変換す
る。ＣＤＭＡシステムによる距離測定は次のように達成される。
【００９２】
　１．ＡとＵとの間で伝搬されるＰＮ符号が物差しとして作用する。ＡとＵとの間の所要
伝搬時間が、マイクロ秒表示の伝搬時間とメガチップ中のチップ速度との積で表したチッ
プの多数倍でリンクの長さを表すこと、またはその長さを信号伝搬期間にリンクに「蓄積
」することを可能にする。図２０参照。
【００９３】
　２．伝搬経路中に蓄積するチップの数を増大させるには二つの方法がある。一つは経路
長を大きくする方法であり、もう一つはチップのクロック周波数を高くする方法である。
チップのクロック周波数を上げるのは物差しをより細かい目盛にすることと類似している
。したがって、チップのクロック周波数上昇によって経路遅延の中により多数のチップを
蓄積し、より高精度の測定を可能にする。
【００９４】
　３．アンテナＡからユーザ端末Ｕまでと、その逆向きにアンテナＡまでとの経路長は、
ＡからＰＮ符号を送信し、同じＰＮ符号を到来位相でユーザ端末から再送信し、アンテナ
Ａにおける返送受信信号をそのアンテナから先に送信ずみの信号と比較することによって
測定できる。もとの信号を地点Ａでの反射受信信号とチップごとに合致するまで遅延させ
ること、およびすべりを生じたチップの数を数えることによって、合計の遅延はアンテナ
ＡおよびアンテナＵの間の距離の２倍に比例する。
【００９５】
　４．距離測定の精度は１チップの表すフィート数の約１／４である。１／４チップは最
大相関をいかに正確に検出し追跡するかで決まる実動化の制約である。この誤差は自己相
関手法により減らすこともできるが、１／４チップは現実的な精細度である。
【００９６】
　５．上記３項で述べたアンテナＡとユーザ端末Ｕとの間の経路長の測定のために、図２
２はアンテナＡの送信信号２２０２および受信信号２２０４を示す。チップクロック周波
数１０メガチップ／秒では、各チップが表示するのは１００フィートである。送信信号２
２０２と受信信号２２０４との間の５１チップ分の遅延は無線周波数信号が加入者局と転
送局との間を往復伝搬するのに必要な時間を表す。往復伝搬遅延の半分、すなわち２５．
５チップがアンテナまでの距離を表す。したがって、アンテナＡからユーザ端末アンテナ
Ｕまでの距離は、例えば図２２においては（５１×１００）／２＝２５５０フィートであ
る。この距離測定の精度は２５フィート（１００／４フィート）である。
【００９７】
　６．このように距離ＡＵはごく正確に測定される。上述のとおり、受信機は単一の受信
機を時間スロット全部について用いる。加入者受信機は時間スロット１を受信中は、基地
局と協動して、受信波形を同じ位相でユーザ端末における遅延を加えることなく反復する
。基地局受信機は上述のとおりこの受信位相を送信位相と比較して距離の絶対値を算定す
る。次に基地局はこのように測定された距離の値をユーザ端末に送り、その端末で将来の
読出しおよび利用に備えて蓄積される。先に述べたとおり、重要なものは波形の位相であ
り、全部１のベクトルの始点がユーザ端末を通じて維持されていれば逆向きリンクでは同
じ内容の新たなＰＮ符号に差し替えてもよい。上述の同様の符号は所定のオフセット値だ
けシフトさせた同一の符号を含む。
【００９８】
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　７．上述の往復測定手法は他の二つの距離（アンテナＢおよびＣまで）の算出および算
出結果のユーザ局メモリへの蓄積に利用できる。しかし、三つのアンテナ全部までの距離
の直接測定は不要である。図２３参照。同じ受信機で三つの経路全部についての情報を回
収できる。その際に受信機は各時間スロットの始点で経路長差に対し調節を行う。調節が
一旦終わると、受信機がそのアンテナを情報チャンネルとして用いる最初の時点でその符
号をメモリに蓄積し受信機がこの時間スロットに戻るまで保持し、メモリから取り出した
その符号を追跡ループ用の始点に用いる。したがって、受信機は三つの別々の受信機をエ
ミュレートする受信機パラメータの三つの別々の組、すなわち、時間スロット１のための
一つの組、時間スロット２のための別の一つの組、時間スロット３のためのさらにもう一
つの組を実質的に維持している。アンテナＢおよびＣへの距離はチップ数で測定したオフ
セットをリンクＡＵについての距離測定絶対値に加減算することによって算出できる。実
際にはこのオフセットは時間スロットを情報チャンネルとして最初に使う前に決定でき、
この決定はチャンネル切換え用の新しい経路の探索の過程で行う。遅延および信号品質の
指標値を測定し潜在的チャンネル切換え先のファイルに保存する。これらの遅延オフセッ
ト測定値は位置測定過程の付加的距離測定でも用いる。
【００９９】
　上述の例を引き続き参照してより詳細に述べると、アンテナＡからの送信信号２３０２
はアンテナＡからユーザ端末までの２５．５チップの距離を代表する。アンテナＵで受信
したアンテナＡからの信号２３０４はアンテナＢおよびＣからの信号の相対的時間、すな
わちこれら信号の配置される互いに異なる時間スロットにつき調整を加えて時間の測定の
基準として用いる。
【０１００】
　時間スロット１、２および３のタイミングは順次式になっているので、スロット２およ
び３の実時間チップパターンは重複しない。しかし、時間スロット遅延の調整のあとは、
タイミング関係は図２３に示したとおりになる。時間スロット差についての調整をこのよ
うに経由して、アンテナＢからユーザ端末アンテナＵで受信した信号２３０６は８チップ
分だけ先に（すなわち、アンテナＡからの信号に対しオフセットされて）受信される。同
様に、アンテナＣからユーザ端末アンテナＵで受信した信号２３０８も６チップ分だけ先
に（すなわち、アンテナＣからの信号に対しオフセットされて）受信される。受信信号は
基準信号２３０４に対し遅れているか進んでいる（すなわち、正の遅延か負の遅延を受け
る）。先行受信はそのアンテナ（ＢまたはＣ）がアンテナＡよりも離れていることを示し
ている。
【０１０１】
　図２３ではアンテナＢからアンテナＵまでの距離は２５．５－８＝１７．５チップであ
る。フィート表示では、１７．５チップは１７．５×１００＝１７５０フィート、すなわ
ち経路長ＢＵである。アンテナＣからアンテナＵまでの距離は２５．５－６＝１９．５チ
ップである。フィート表示では、１９．５チップは１９．５×１００＝１９５０フィート
＝経路長ＣＵである。ユーザ端末の位置はＺ、すなわちアンテナＡから２２５０フィート
の円ＡとアンテナＢから１７５０フィートの円ＢとアンテナＣから１９５０フィートの円
Ｃとの交点に特定できる。
【０１０２】
　代替的には位置測定は二つの双曲線の交点の計算により達成できる。第１の双曲線は二
つの焦点からの距離差、すなわちアンテナＡとアンテナＢとの間の遅延差に比例する距離
差を一定にする点の軌跡である。第２の双曲線は二つの焦点からの距離差、すなわちアン
テナＢとアンテナＣとの間（またはアンテナＡとアンテナＣとの間）の遅延差に比例する
距離差を一定にする点の軌跡である。アンテナＡおよびアンテナＢは第１の双曲線の焦点
であり、アンテナＢおよびアンテナＣは第２の双曲線の焦点である。このようにして、第
１の距離測定の達成のためにユーザ端末と転送局との間で双方向信号交換を要することな
く加入者位置を算出できる。
【０１０３】
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　［位置特定サービス（図１８、１９）］
　加入者局受信機は既知の地点から三つの互いに異なる経路経由で情報を受信しているの
で、固定の基準時点に対するメッセージ到達時点の測定により位置特定情報を算出できる
。測定精度はチップ速度に左右されるが、毎秒１０メガチップのチップ速度で十分に正確
である。ユーザ端末でどの程度の信号処理が可能であるかによって、位置測定および表示
にはいくつかの方法がある。その選択はその情報を実際に使うのは誰かによる。相対チッ
プオフセット情報だけを用い、現在位置のセルから基準を得るのでかなり受動的になりう
る。ユーザはＧＰＳシステムの利用の場合と同様に自局の位置を局地的に算出しそれを表
示することもできる。
【０１０４】
　ＧＰＳ受信機は経度値および緯度値を表示する。位置情報をサービス提供の処理センタ
ーに返送することもできる。処理センターは経度緯度値を特定街路のブロック番号など地
理的意味を持つ位置情報に変換する。
【０１０５】
　保安および健康問題に懸念のある人々には局地的位置測定はとくに魅力がある。サービ
スセンターの管理者が警察、指定家族に通報したり、サービスセンターに特別料金対象の
一部として異常状態点検スタフを配置したりすることができる。そのサービスセンターが
名目的な料金で各個人に現在位置を通知したり所望の目的地点までの経路を指示したりで
きることはもちろんである。歩行者あるいは車両利用者であるユーザにこれらサービスを
提供できる。目的地への案内は詳細な案内をいっぺんに提供してもよく、ユーザが示唆経
路どおりに移動する過程で供給する特定継続交差点プロンプトでもよい。このプロンプト
は、次の交差点で右折などの音声コマンド、またはテキスト表示の形式でよい。配達用ト
ラック、タクシー、救急車、消防車などは案内事項を記入した関連地域の地図を示す特別
の表示スクリーンを備えることもできる。道路混雑状況の変化に応じて案内を変えること
もできる。この発明の利点は公衆安全、利便性および生産性が大幅に高められることであ
る。
【０１０６】
　上述のシステム構成において、正確な位置特定性能を発揮するためにアンテナ相互間の
分離は十分に大きくしてある。干渉を生じさせる障害物に起因するフラットフェージング
を避けるために十分な互いに独立の経路を確保するようにアンテナを配置することによっ
て、三角測量誤差をごく小さい値に減らすに十分なアンテナ相互間分離とする。位置測定
性能最適化に伴う追加費用はごく小さい。
【０１０７】
　位置測定情報処理は位置測定センターを所有し管理する第三者のプロバイダが行う。位
置測定サービスはいくつかの方法で達成できる。好適な手法は、位置測定ファイルを構築
し保守してユーザ端末をあらゆる位置情報の貯蔵所にする手法である。位置測定センター
は情報が必要なときは通常の公衆交換網経由（好ましくはデータパケット）でユーザ端末
に照会を発する。守秘のために送信中およびアクセス符号の秘匿化の備えを設けるのが好
ましい。ユーザ端末は、ユーザによる作動に応答して、公衆交換回路網経由で位置測定セ
ンターに位置測定情報を送る。例えば、ユーザが警報ボタンを押すと、無線送信機が位置
測定情報とともに警報メッセージを位置測定センターに送る。位置測定センターは予め構
成ずみの案内と契約サービスのレベルに応じて応答する。ユーザ端末は符号オフセット情
報を内部的に発生するので、このセルラーシステムがユーザ端末に提供する必要のある追
加の情報は、ユーザ端末から基地局／アンテナの一つまでの距離、片道往復の区別だけで
ある。ユーザへのサービスとして提供される距離情報は基地局／アンテナを特定しなけれ
ばならない。測定はすべて１００ミリ秒の時間窓の期間内に実行する必要があり、それが
未達になると測定時点間の車両の移動に起因する誤差が過大になる。停止中の車両または
歩行者については、位置測定を実行するための時間窓は、測定時点間の移動がほとんどま
たは全くないのでずっと長くてもよい。したがって、このシステムからユーザ端末に送る
距離測定値は、フィート表示の距離、ミリ秒表示の時間および測定主体の名称などである
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。ユーザは距離メッセージを受信するとそのメッセージを蓄積し、いくつかの互いに異な
るアンテナまでの符号オフセット測定を行い、信号レベルが十分であれば複合情報を位置
測定ファイルに蓄積する。その位置測定ファイルはユーザ端末無線受信機が新たな距離メ
ッセージを受信するまで保持され、そのメッセージ受信時点でユーザ端末無線受信機は符
号オフセット測定を再び行い、位置情報ファイルを更新する。
【０１０８】
　位置測定センターがユーザ端末無線装置に対してその端末の位置に関する照会を発する
と、その無線装置は位置情報ファイルの内容を送る。位置測定センターはそのデータを処
理してごく正確な地図データ、すなわち特定街路上の位置のデータなど（通常の街路地図
に表示可能）に変換する。このシステムは、加入者が受信機をオンにした呼出し待ち受け
の活性受信モードにある場合は、通常毎分１回ずつ加入者局までの距離測定を行う。距離
測定の時間間隔は可変であり、ユーザの必要に応じて調節可能である。システムはこの新
たな距離値を加入者局に送り、加入者局はこれをファイルに蓄積し、それによって新たな
符号オフセット測定を行う。加入者が通話中は、ユーザ端末は送信中であり、基地局は１
０秒ごとに測定を行い、距離が１００フィート以上変動するとシステムはメッセージを加
入者局に送る。ユーザ端末は、距離測定値を受信するたびに、局部符号オフセット測定値
を加えてファイルを更新する。
【０１０９】
　ユーザ端末位置ファイルが毎秒または必要に応じてそれ以上頻繁に更新されることは理
解されよう。したがって、このシステムは距離およそ１００フィート以内にある活性状態
のユーザすべての位置を把握できる。より高い精度およびより頻繁なデータ更新はもちろ
ん可能であるが、データリンクへの負荷を伴うのでそれら高性能化した加入者局の数は原
則的でなく例外にする必要がある。ユーザが可搬式端末の警報ボタンを押すと、その端末
配置特定ファイルの内容を３回送信し、それはシステムが新たな距離を算出してユーザ端
末にメッセージを送るのに十分な長さを有する。ユーザ端末は数回のオフセット測定を行
い新たな距離ファイルを３回送る。警報メッセージは電池があがるまで３０秒に１回反復
される。ユーザ端末無線装置には無線警報メッセージの送信の度ごとに可聴音を発する（
専用バッテリ内蔵の）モジュールを付加できる。
【０１１０】
　このシステムは人間に読取り可能な地図データに変換すべき未加工の位置特定情報をユ
ーザ端末で発生する。一般に、基本的な経度、緯度、角度および距離の算出値は精細であ
る。しかし、このデータを一般公衆がすぐ使えるフォーマットにサービス事業として変換
する第三者が必要である。ユーザ端末は基本位置測定情報を有するから、その情報はユー
ザ端末に要求を出す正当な権利保有者に提供できる。位置情報処理センターは契約ずみユ
ーザ端末に周期的に照会を出し、それら端末の現在位置についてのファイルを維持する。
健康問題を抱えている加入者への一つの潜在的サービスは運動中のモニタを行うサービス
である。加入者が正常でない場所に長時間にわたって停止しておりしかも警報ボタンを押
さない場合は、位置測定センターの操作者がその停止中の加入者に脈拍などを要求したり
、医療技能者を派遣したりすることができる。緊急の場合は、位置測定センター操作者が
援助派遣のための加入者現在位置を把握している。一方、警報ボタンが押される場合は、
その警報メッセージは緊急事態対処に備えのある位置測定センターに宛てられる。ユーザ
端末を追跡し何らかの行動の結果として援助を提供できる機能は多様な用途に有用である
。盗難車の捜索、交通混雑の検出、経路混同防止およびいたずらの通報などがこの発明の
用途のいくつかの例として挙げられる。
【０１１１】
　このシステムは、上に述べたとおりとくに分散構成においては、互いに異なる基地局に
またがる整合零時刻基準を要する。零時刻基準を利用できると、信号がアンテナ間で跳ぶ
ときの再同期までの所要時間が短縮され、また捜索チャンネル切換の援助になる。上述の
位置測定応用能力は、いくつかのユーザ端末を上述のとおり固定位置に配置するとともに
それら位置への適切な零時刻設定によって、このシステムが自己較正を周期的に行うこと
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を可能にする。このシステムがそれらチェック点を走査している際に中央処理装置に正し
い答えを保存しておくことによって、システムが較正外れになった場合の誤り表示が可能
になる。実行遅延を増減させることによって可変遅延を導入する処理の期間に、同じチェ
ック点を用いる。
【０１１２】
　較正処理は容易に自動化できる。自動化は二つの方法により実動化できる。第１の手法
は毎分１回の割合でチェック点を走査し、何らかの誤りが発生したかどうかを判定する。
誤りが著しいレベルに達すると、通信システムが位置計測センターに連絡してそのセンタ
ーに位置測定算出用に組み入れるべき訂正を伝える。後者の手法は通信システムと位置測
定センターとの間の協動を要する。より自治的な手法が望まれよう。通信システムそのも
のは、上述のとおり、チェック点を走査すること、および経路中への遅延１８０６の挿入
または除去の機能を備えることによって適切な「零」状態を維持できよう。
【０１１３】
　図１８は自己較正つきシステムを図解している。毎分１回このシステムは各チェック点
に照会を発する。その結果、距離測定値はチェック点１８０２に送られ、そこでチェック
点受信機が符号オフセット測定値を加え、位置ファイルの内容をプロセッサ１８０４に送
り、そこで受信されたファイルは正しい測定値を含むファイルと比較される。その差が閾
値を超える場合はプロセッサ１８０４が、測定値を許容値範囲内に納めるに必要な遅延の
変化分を計算し、訂正値を制御装置に送る。制御装置は各アンテナについて挿入すべき可
変遅延１８０６を含むファイルを維持する。制御装置はファイル内の遅延値を変化させ、
新たな測定値を較正の有効化のために取り込む。遅延値の大幅な変更を要する変化は起こ
りにくいが、そのような変化が万一生じた場合は再較正対象の区間を含む測定は制御装置
が開始しない。このようにして、位置測定機能が通信システムにサービスを提供する。自
己較正により設置費用は大幅に削減され、より廉価なシステム構成部分の利用が可能にな
る。
【０１１４】
　アンテナ装置と加入者端末との間の位置測定関連の通信はいくつかの互いに異なるリン
クに分割できる。それら互いに異なるリンクの機能は、（１）距離測定（双方向リンクを
要するが通話トラフィックなし）、（２）加入者端末への測定情報の送信（起こり得る再
送信要求を除き一方向データリンク）、（３）符号オフセットの測定（受信用にユーザ端
末だけを要し、データ転送なし）、（４）位置測定センターまたは通信プロセッサ１８０
４への位置測定ファイルの送信（データリンクは一方向でも双方向でもよい）。距離測定
はシステムだけに可能であり、双方向リンクを必要とするので通常の通話チャンネルが確
立しているときに実行可能であり、端末が受信モードの時はシステムが短距離の往復接続
を形成しなければならない。
【０１１５】
　基地局がユーザ端末への送信信号とユーザ端末からの受信信号との間の符号位相差を測
定するので双方向リンクが必要である。図１８では、この機能はプロセッサ１８０４で達
成される。その意味で、このシステムはＰＮチップ幅のパルスを用いたレーダと同様に動
作する。ユーザ端末に距離情報を伝える一方向データリンクメッセージは通常誤り訂正符
号を含む単一メッセージであり、ユーザ端末から基地局への入力確認メッセージの返送を
必要とする。入力確認メッセージはそれだけ独立に送ってもよく、距離測定機能の一部に
付加して送ってもよい。
【０１１６】
　符号オフセット情報はシステム外部からアクセス可能なファイルにも蓄積する。上述の
とおりユーザ端末は三つの互いに異なるアンテナから互いに異なる時点で生ずる三つの独
立経路経由で一つの受信機をタイムシェアしている。したがって、この受信機は三つの独
立の経路を逐次追跡する。各経路のＰＮ符号は同じであり、上述のとおり、符号は各アン
テナで同一の始点を有するが、ユーザ端末からこれら三つのアンテナまでの距離の差のた
めに、ユーザ端末に到来する符号は互いに異なる符号位相を有する。しかし、システムサ
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イクルはアンテナごとに急速に変動するので、受信機はこれらアンテナの各々からの受信
信号の間で循環する。したがって、受信機は三つの開始状態と互いに異なる時間スロット
についての追跡ループとを維持する。各時間スロットの終わりには正確な時間が事前に既
知であり、前の状態がコンピュータに蓄積され、同一アンテナに割り当てられた次の時間
スロットの始点で回復される。したがって、このプロセッサは三つの互いに異なる受信機
をエミュレートしている。受信機は他のアンテナにロックされている間に生じた僅かのド
リフトを急速に調整する。受信機が特定の開始状態を有することに注意されたい。このよ
うにして、ＰＮ系列はユーザ端末と第１のアンテナとの間の経路およびユーザ端末と第２
のアンテナとの間の経路の距離差を補償するようにシフトを受ける。この差は符号オフセ
ットである。すなわち、符号オフセットは距離差を測定するからである。したがって、第
２のアンテナまでの距離も閉ループ（双方向）測定を要することなく既知となる。第３の
アンテナについても同じ処理を行う。
【０１１７】
　位置情報ファイルに追加の、すなわち四つ以上の入力を行うことも、ユーザ端末無線装
置がチャンネル切換先候補の特定に用いる通常の探索モードを用いて利用可能である。ユ
ーザ端末無線装置は近くのアンテナからのパイロット符号を探索してそれらアンテナから
の信号が現在使用中の三つのアンテナからのものよりも良質かどうかを判定する。良質で
あると判定されれば、ユーザ端末は適切な候補が利用可能である旨をシステムに通知する
。探索過程は時間スロット１からの入来ＰＮ信号の状態で始まり、その状態で何も見出さ
れなければ無線装置は１チップを経路長に加算して再構成する。無線装置は信号を見出す
か距離閾値を超えるまでチップ加算を継続する。距離閾値を超えるとＰＮ発生器を新たな
パイロット符号にリセットして零オフセット距離から再始動する。したがって、無線装置
が新たなパイロット符号を見出した時点では、その時点までに加えたチップの数は無線装
置に既知である。チップ追加数は符号オフセットでもある。この符号オフセット値をアン
テナ特定用の符号および時刻データとともに位置情報ファイルに蓄積する。無線装置はこ
れらデータ入力をそれらデータが現在の信号よりも良質でなくても位置測定ファイルに蓄
積する。無線装置が新たなアンテナを走査し見出すと、四つの最良の捜査結果を位置測定
ファイルに蓄積する。走査の継続とともに、古い方の入力データは新たなより良質の入力
データに置換される。
【０１１８】
　所要情報がこのようにユーザ端末位置測定ファイルで利用可能になるので、それら情報
は資格ある要求者の利用に供される。位置測定サービスは通信事業者またはそれと競合す
る独立のサービスプロバイダによって提供されよう。それ以外に、多数の車両の所有者の
運用する大規模な私立位置測定センターもあり得る。位置測定センター１９０２は公衆通
信用交換網経由で位置測定ファイルを受信する。図１９参照。その交換網は回線交換網で
もパケット交換網でもよい。この種の用途にはパケット交換網で十分である。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　ＣＤＭＡによる第三世代広帯域移動無線通信方式の機能強化に適用できる。
【符号の説明】
【０１２０】
　１，２，４　　　受信
　３　　　送信
　５　　　走査
　６　　　予備
　１０　　　ＣＤＭＡ転送局
　１１，１２，１３，１６　　　アンテナ
　１４　　　ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）転送局
　２０　　　公衆通信用電話交換網
　２２　　　電話交換センターおよび中央系処理装置
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　２４　　　ＴＤＭＡ（時分割多元接続）基地局
　２６　　　ＣＤＭＡ転送局
　４０　　　ＴＤＭＡ加入者局
　４２　　　ＣＤＭＡ加入者局
　５４，５６，５８　　　転送局
　６０，６４，６８　　　アンテナ
　７２　　　公衆通信用電話交換網
　７４　　　ＴＤＭＡ基地局
　９２　　　電話交換センターおよび中央系処理装置
　９４　　　ＴＤＭＡ基地局
　９６，９８，１００，１０２，１０４，１０６，１０８　　　ＣＤＭＡ転送局
　１１０　　　ＴＤＭＡ加入者局
　１１２　　　ＣＤＭＡ加入者局
　８００　　　ＴＤＭＡ受信局
　８０２　　　デマルチプレクサ
　８０４　　　位置特定符号を含む同期および制御装置
　８０６　　　時間スロットバッファ
　８０８　　　時間マルチプレクサ
　８１０，８１２，８１４　　　複数ＣＤＭＡエンコーダ
　８１６，８１８，８２０　　　ＣＤＭＡ送信機
　８２８　　　ＴＤＭＡ受信機　図８のＣＤＭＡ送信機
　９００　　　ＣＤＭＡ受信機　図９のＴＤＭＡ送信機
　９０２，９０４，９０６　　　ＣＤＭＡ受信機
　９０８　　　最大尤度コンバイナ
　９１０　　　メモリバッファおよび時間スロットマルチプレクサ
　９１２　　　同期および制御装置
　９１４　　　ＴＤＭＡ送信機
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