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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】性能を改良するためにセグメント化されたブロ
ードキャストメッセージを送受信するための技術を提供
する。
【解決手段】送信器では、無線チャネル上に送信される
ブロードキャストメッセージは多くのセグメントに分割
される。また、ヘッダーが各セグメントのために形成さ
れる。各セグメントヘッダーは（１）シーケンス番号、
（２）最初のセグメントインジケータ(indicator)、お
よび／または（３）最後のセグメントインジケータを含
んでいる。セグメント化されたブロードキャストメッセ
ージは、複数回送信される。レシーバーでは、各受信さ
れるメッセージは、良いセグメントをリカバーするため
に処理される。その後、受信されるメッセージ（複数可
）からの良いセグメントは放送メッセージをリカバー(r
ecover)するために組み合わせられる。ブロードキャス
トメッセージのセグメントがすべてリカバーされた場合
は処理は終了する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて、下記を具備する、無線チャネルを介した送信のためのブロ
ードキャストメッセージを処理するための方法：
　送信のためのブロードキャストメッセージを受信する;
　前記ブロードキャストメッセージを複数のセグメントに分割する；
　各セグメントに対してヘッダーを形成する;
　複数のセグメント、および関連するヘッダーを備えた、セグメント化されたブロードキ
ャストメッセージを発生する。
【請求項２】
　各ヘッダーは、前記関連するセグメントのためのシーケンス番号を含む、請求項１の方
法。
【請求項３】
　各ヘッダーはさらに前記関連するセグメントが前記ブロードキャストメッセージの最初
のセグメントか否かのためのインジケーターを含む請求項２の方法。
【請求項４】
　各ヘッダーは、さらに前記関連するセグメントが前記ブロードキャストメッセージの最
後のセグメントか否かのためのインジケーターを含む、請求項２の方法。
【請求項５】
　前記複数のセグメントは等しい長さを有する、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記セグメント化されたブロードキャストメッセージを複数回、前記無線チャネルで送
信することをさらに具備する、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記無線通信システムはＣＤＭＡシステムである、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記分割、形成、および発生は、リンクアクセス制御（ＬＡＣ）サブレイヤ内で実行さ
れる、請求項７の方法。
【請求項９】
　前記分割、形成、および発生は、前記無線通信システム内の基地局において実行される
、請求項１の方法。
【請求項１０】
　無線通信システムにおいて、下記を具備する、無線チャネルを介して受信されるブロー
ドキャストメッセージをリカバーするための方法：
　複数のセグメントに分割されたブロードキャストメッセージのための１つ以上のメッセ
ージ反復を受信する；
　各受信したメッセージ反復を処理し、もしあれば、前記ブロードキャストメッセージの
ために良いセグメントをリカバーする；および
　前記１つ以上のメッセージ反復から良いセグメントを結合し、前記ブロードキャストメ
ッセージをリカバーする。
【請求項１１】
　各良いセグメントは、関連するヘッダーに基づいて識別される、請求項１０の方法。
【請求項１２】
　各セグメントのための前記ヘッダーは、そのセグメントのシーケンス番号を含む、請求
項１１の方法。
【請求項１３】
　下記をさらに具備する、請求項１０の方法：
　処理されている現在のメッセージ反復のための最後のセグメントを識別する；および
　そして、前記ブロードキャストメッセージのために処理されたすべてのメッセージ反復
から前記ブロードキャストメッセージメッセージの複数のセグメントがすべてリカバーさ
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れたかどうか決定する。
【請求項１４】
　さらに下記を具備する、請求項１０の方法：
　前記ブロードキャストメッセージの複数のセグメントがすべて最初のメッセージ反復か
らリカバーされたなら、前記処理を終了する。
【請求項１５】
　さらに下記を具備する請求項１０の方法：
　少なくとも１つのセグメントが前記ブロードキャストメッセージのために処理されたす
べてのメッセージ反復からリカバーされていなかったなら、次のメッセージ反復を処理す
る。
【請求項１６】
　前記無線通信システムはＣＤＭＡシステムである、請求項１０の方法。
【請求項１７】
　下記を実行するようにデジタル情報を解釈することができる、デジタルシグナルプロセ
ッシングデバイス（ＤＳＰＤ）に通信可能に接続されたメモリ：
　送信のためのブロードキャストメッセージを受信する;
前記ブロードキャストメッセージを複数のセグメントに分割する；
　各セグメントのヘッダーを形成する;および
　複数のセグメントおよび前記関連するヘッダーを備えたセグメント化されたブロードキ
ャストメッセージを発生する。
【請求項１８】
　下記を具備する無線通信システム内の装置:
　送信のためのブロードキャストメッセージを受信する手段;
前記ブロードキャストメッセージを複数のセグメントに分割する手段；
　各セグメントのヘッダーを形成する手段;および
　前記複数のセグメントおよび前記関連するヘッダーを備えたセグメント化されたブロー
ドキャストメッセージを発生する手段。
【請求項１９】
　下記を具備する、無線通信システム内の送信器ユニット:
送信のためのブロードキャストメッセージを発生するように動作可能なブロードキャスト
メッセージ発生器；および
　各ブロードキャストメッセージを複数のセグメントに分割し、各セグメントのためのヘ
ッダーを形成し、前記複数のセグメントおよび前記関連するヘッダーを備えた前記ブロー
ドキャストメッセージのためにセグメント化されたブロードキャストメッセージを発生す
るように動作可能なセグメント化ユニット。
【請求項２０】
　各セグメント化されたブロードキャストメッセージに対して１つ以上のフレームを発生
するように動作可能なフレーミングユニットをさらに具備する、請求項１９の送信器ユニ
ット。
【請求項２１】
　各セグメント化されたブロードキャストメッセージは、複数回、無線チャネルで送信さ
れる、請求項１９の送信器ユニット。
【請求項２２】
　請求項１９の送信器ユニットを含む基地局。
【請求項２３】
　下記を具備する、無線通信システムにおける装置:
　複数のセグメントに分割されたブロードキャストメッセージのための1つ以上のメッセ
ージ反復を受信する手段;
　もしあれば、前記ブロードキャストメッセージのためのよいセグメントをリカバーする
ために各受信されるメッセージ反復を処理する手段;および
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　前記ブロードキャストメッセージをリカバーするために１つ以上のメッセージ反復から
のよいセグメントを組み合わせるための手段。
【請求項２４】
　下記を具備する、無線通信システム内のレシーバーユニット:
　無線チャネルを介して受信したフレームを処理し、複数のセグメントに分割されたブロ
ードキャストメッセージのための１つ以上のメッセージ反復を供給するように動作可能な
デフレーミングユニット；および
　各受信したメッセージ反復を処理し、もしあれば、前記ブロードキャストメッセージの
ためのよいセグメントをリカバーし、前記１つ以上のメッセージ反復から良いセグメント
を結合して前記ブロードキャストメッセージをリカバーするように動作可能なアセンブリ
ユニット。
【請求項２５】
　次の結合のために１つ以上の受信したメッセージ反復からリカバーした良いセグメント
を記憶するように動作可能なバッファーをさらに具備する、請求項２４のレシーバーユニ
ット。
【請求項２６】
　前記デフレーミングユニットおよびアセンブリユニットは、少なくとも1つのセグメン
トがブロードキャストメッセージのために処理されたすべてのメッセージ反復からリカバ
ーされていなかったなら、次のメッセージ反復を処理するように動作可能である、請求項
２４のレシーバーユニット。
【請求項２７】
　請求項２４のレシーバーユニットを含む端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、一般に通信に関し、特に、無線（例えば、ＣＤＭＡＳ）通信システムにお
いてセグメント化されたブロードキャストメッセージを送受信するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは音声、パケットデータ等のような種々のタイプの通信を提供するた
めに広く展開されている。これらのシステムは複数のユーザとの通信を支援することがで
きる多元接続システムであってもよいし、符号分割多元接続(ＣＤＭＡ）、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）等に基づいていてもよい。
【０００３】
　無線多元接続システムにおいて、種々のタイプのメッセージはシステム内の基地局から
ユーザ端末に送信してもよい。これらのメッセージは、特定の端末に向けられたユーザ固
有の（または専用の）メッセージ、および複数の端末により受信されるように意図された
ブロードキャスト（または共通）メッセージを含む。各メッセージ・タイプはある特性を
持っており、ある必要条件に関係していてもよい。
【０００４】
　例えば、ブロードキャストメッセージは、一般的に、基地局のサービスエリア全体にわ
たって設置してもよいすべての対象とする端末により確実に受信することができるように
、送信される必要がある。しかしながら、再送信スキームは、あるレベルの信頼度を保証
する専用メッセージのために使用してもよいが、再送信はブロードキャストメッセージに
は実際的ではない。これは、（１）複数の端末からのフィードバック（例えば、ネガティ
ブアクノレジメント）を送信するのにより多くのリバースリンクリソースが必要になるで
あろう、および（２）複数の端末のための再送信の実施が基地局と端末にとっていっそう
複雑になるであろうからである。
【０００５】
　ブロードキャストメッセージ送信の信頼性を改良するために種々の技術が使用されてき
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た。これらの従来の技術は（１）最も不利な条件に置かれた端末でもメッセージを正しく
受信する可能性があるであろうように、低いレートおよび十分な電力でブロードキャスト
メッセージを送信すること、（２）与えられたメッセージにおけるどんなエラーも受信す
る可能性が縮小されるように、ブロードキャストメッセージ(送信フレームの単位で)の長
さを十分に短くしておくこと、および（３）メッセージの少なくとも１つの送信を正確に
受信する可能性を改善するために各ブロードキャストメッセージを複数回(例えば、２度)
送信することを含む。性能の所望のレベルは、上述した任意の１つまたは要因の組み合わ
せの操作により典型的に達成することができる。
【０００６】
　いくつかの無線通信システムについては、より長いブロードキャストメッセージが無線
で送信される必要があるかもしれない。送信されたメッセージの任意の部分におけるエラ
ーを受信する可能性が、より長いメッセージ長につれて増加することは良く知られている
。したがって、長いブロードキャストメッセージの複数の送信でさえ、これらの送信のど
れもエラーなしで受信されないかもしれない。この場合、複数の送信をもってしても、ブ
ロードキャストメッセージをリカバーすることは可能ではないかもしれない。
【０００７】
　したがって、レシーバーでそれらの正確な受信の可能性を改善するようなやり方で、ブ
ロードキャストメッセージを送受信する技術的必要性がある。
【発明の概要】
【０００８】
　セグメント化されたブロードキャストメッセージを送受信してより良い性能（例えば、
より低いメッセージエラーレート）を得るための技術がここに提供される。これらの技術
は、種々の無線通信システム(例えば、ＣＤＭＡシステムとＧＳＭシステム）において使
用されてもよい。
【０００９】
　一実施形態において、無線（例えば、ＣＤＭＡ）通信システムにおける送信のためにブ
ロードキャストメッセージを処理する方法が提供される。この方法に従って、ブロードキ
ャストメッセージは、無線チャネル上の送信のために最初に受信される。ブロードキャス
トメッセージは多くのセグメントに分割される。また、ヘッダーが各セグメントのために
形成される。各セグメントのヘッダーは、（１）そのセグメントのためのシーケンス番号
、（２）そのセグメントがブロードキャストメッセージの第１セグメントか否かのための
インジケータ、（３）そのセグメントがブロードキャストメッセージの最後のセグメント
か否かのためのインジケータ、または（４）上述の任意の組み合わせを含んでいてよい。
次に、セグメント化されブロードキャストメッセージがそのセグメントとそれらのヘッダ
ーを用いて発生される。セグメント化されたブロードキャストメッセージはさらに処理さ
れ、無線チャネルで複数回送信され信頼性が改善される。ＣＤＭＡシステムの場合、セグ
メント化は、レイヤ２内のリンクアセスコントロール（ＬＡＣ）サブレイヤにおいて実行
してもよい。
【００１０】
　別の実施形態では、無線チャネルを介して受信したブロードキャストメッセージをリカ
バーする方法が提供される。この方法に従って、1つ以上のメッセージ反復が分節から成
る放送メッセージのために受信されます。各受信されるメッセージ反復は、もしあればよ
いセグメントをリカバーするために放送メッセージのために処理されます。個々のよいセ
グメントはセグメントのヘッダーに基づいて識別されるかもしれません。その後、1つ以
上のメッセージ反復からのよいセグメントは放送メッセージをリカバーするために組み合
わせられます。放送メッセージのセグメントがすべてリカバーされた場合は常に、処理は
終了するかもしれません。少なくとも1つのセグメントが受信されるメッセージ反復(s)の
すべてからリカバーされていなかったなら、ブロードキャストメッセージのための次のメ
ッセージ反復（入手可能なら）が処理される。
【００１１】
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　発明の種々の観点および実施形態は、以下にさらに詳細に記載される。以下にさらに詳
細に記載されるように、その発明は発明の種々の観点、実施形態および特徴を実施する方
法、プログラムコード、デジタルシグナルプロセッサー、レシーバーユニット、送信器ユ
ニット、端末、基地局、システム、および他の装置および要素をさらに提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、セグメント化されたブロードキャストメッセージを送信することができ
る無線通信システムを示す。
【図２Ａ】図２Ａは、セグメント化のない例示ブロードキャストメッセージ送信を図解す
る。
【図２Ｂ】図２Ｂはセグメント化のある例示ブロードキャストメッセージを送信を図解す
る。
【図３Ａ】図３Ａは、ブロードキャストメッセージセグメント化／送信のための処理を示
す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、ブロードキャストメッセージ受信／アセンブリのための処理を示す
。
【図４】図４は、ｃｄｍａ２０００リリースＣにより定義されたレイヤ構造を示す。
【図５】図５は、ＬＡＣサブレイヤー内のブロードキャストメッセージセグメント化のた
めの処理を図解する。
【図６Ａ】図６Ａは、セグメントヘッダーの一実施形態を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、セグメントヘッダーの一実施形態を示す。
【図６Ｃ】図６Ｃは、セグメントヘッダーの一実施形態を示す。
【図７】図７は、送信器でブロードキャストメッセージセグメント化を実行するための包
括的なプロセスを示す。
【図８Ａ】図８Ａは、送信器でセグメント化されたブロードキャストメッセージを受信す
るための包括的なプロセスを示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、送信器でセグメント化されたブロードキャストメッセージを受信す
るための特定のプロセスを示す。
【図９】]図９は基地局と端末のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の特徴、性質および利点は、同一部に同符号を付した図面とともに以下に述べる
詳細な説明からより明白になるであろう。
【００１４】
　図１は、セグメント化されたブロードキャストメッセージを送信することができる無線
通信システム１００の図である。システム１００は、多くの端末１０６と通信する多数の
基地局１０４を含む。基地局は端末に通信するために使用される固定局である。
【００１５】
基地局は、また、ベーストランシーバーシステム（ＢＴＳ）、アクセスポイント、ノード
Ｂあるいはその他の用語で呼んでもよい。
【００１６】
　種々の端末１０６はシステム全体にわたって分散していてよい。端末も、移動局、遠隔
局、アクセス端末、ユーザ機器（ＵＥ）あるいは他のある用語で呼んでもよい。各端末１
０６は、端末がアクティブか否か、ソフトハンドオフがサポートされているか否か、端末
がソフトハンドオフ中であるか否かに応じて、いつなんどきでも、フォワードリンク（ダ
ウンリンク）および／またはリバースリンク（アップリンク）上で1つ以上の基地局１０
４と通信してもよい。もうひとつの方法として、またはさらに、各端末は、各端末が基地
局と通信中でなくとも、基地局からのオーバーヘッドチャネルを介して、ページおよび／
またはブロードキャストメッセージを受信してもよい。図１に示される例において、端末
１０６ａ乃至１０６ｄは、基地局１０４ａからブロードキャストメッセージを受信し、端
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末１０６ｄ乃至１０６ｎは、基地局１０４ｂからブロードキャストメッセージを受信する
。端末１０６ｄはオーバーラップするサービスエリアに位置し、基地局１０４ａおよび１
０４ｂからブロードキャストメッセージを受信する。
【００１７】
　システムコントローラー１０２は基地局１０４に連結されて、さらに、公衆交換電話網
（ＰＳＴＮ）のような他のシステム、パケットデータノードなど（ＰＤＮ）に接続しても
よい。システム・コントローラー１０２はシステムコントローラー１０２につながれた基
地局に調整と制御を供給する。基地局を介して、システムコントローラー１０２は、（１
）端末の間で、（２）端末とＰＳＴＮに接続された他のユーザー（例えば一般的な電話）
との間の呼のルーティング(routing)を制御する。システムコントローラー１０２は、ま
た、基地局コントローラー（ＢＳＣ）、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）、無線
ネットワークコントローラー（ＲＮＤＣ）または他の用語で呼んでもよい。
【００１８】
　セグメント化されたブロードキャストメッセージを送受信するためにここに記載される
技術は、種々の無線通信システムにおいて実施してもよい。したがって、システム１００
は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周
波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システムまたはその他のタイプのシステムであってよい。
ＣＤＭＡシステムは、ｃｄｍａ２０００、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＩＳ－９５等の
ような１つ以上の規格を実施するように設計してもよい。ＴＤＭＡシステムは、グローバ
ルシステムフォーモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ）のような１つ以上の規格を実施
するように設計してもよい。これらの規格は、技術的によく知られており、参照すること
によりここに組み込まれる。
【００１９】
　図２Ａはセグメント化を有さない例示ブロードキャストメッセージ送信を図解する図で
ある。図２Ａの上段は、送信器の時系列を示し、図２Ａの下段は、受信器の時系列を示す
。この例において、同じブロードキャストメッセージは、信頼度を増加させるために送信
器によって２度送信される。ブロードキャストメッセージ(ラベルは反復２として付けら
れた)の第２の送信は、第１のメッセージ送信後のある量の時間に送られる。ここに使用
されるように、メッセージ反復はメッセージの1つの送信インスタンスである。メッセー
ジ反復は、全メッセージに対してまたはメッセージの一部のみでもよい。
【００２０】
　レシーバーでは、ブロードキャストメッセージの第１の送信あるいは反復は受信され、
メッセージをリカバーすることを試みるために処理される。この例で、エラーが、第１メ
ッセージ送信の一部にエラーが生じる。また、第１の反復のための受信メッセージは、エ
ラーのために廃棄される。ブロードキャストメッセージがリカバーされなかった（すなわ
ち、正しく受信されなかった）ので、ブロードキャストメッセージの第２の送信も受信さ
れ、再びメッセージをリカバーしようと試みるために処理される。しかしながら、この例
において、エラーが、さらに、第２メッセージ送信の一部に生じる。また、第２反復のた
めの受信メッセージも、このエラーのために廃棄される。この例において、いくつかのエ
ラーが、第１と第２メッセージ送信の部分中に生じるので、ブロードキャストメッセージ
は、レシーバーによりリカバーすることができない。いくつかのレシーバー設計について
は、第１と第２メッセージ送信の受信されるシンボルがブロードキャストメッセージをリ
カバーすることを試みるために組み合わせられ、次に、処理されるかもしれません。
【００２１】
しかしながら、「ソフトな結合」は一般に物理層で生じ、またさらにブロードキャストメ
ッセージのために典型的に使用されない物理層で処理電力を必要とする。
【００２２】
　図２Ｂはセグメント化を有する例示ブロードキャストメッセージを図解する図である。
図２Ａと同様に、同じブロードキャストメッセージが送信器により２度送信され、信頼性
を高める。しかしながら、ブロードキャストメッセージは送信前にＮのセグメントに分割
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される。各セグメントは、レシーバーにより識別することができるようにフォーマットさ
れる。（しかしながら、レシーバーは、反復１のセグメントｙおよび反復２のセグメント
ｙを識別する必要はない。
【００２３】
　レシーバーでは、ブロードキャストメッセージの第１の送信あるいは反復はメッセージ
をリカバーすることを試みるために受信され処理される。図２Ａと同様に、エラーが第１
のメッセージ送信において生じる。しかしながら、ブロードキャストメッセージは、セグ
メントに分割されたので、エラーを生じた不良のセグメント（複数可）のみが破棄される
。良好なセグメントは、バッファーに一時的に格納される。セグメントがよいか悪いかど
うかの決定は以下に記載される。ブロードキャストメッセージ用の紛失したセグメント（
複数可）も識別されるかもしれない。
【００２４】
　放送メッセージがリカバーされなかったので、、ブロードキャストメッセージの第２の
送信も受信され処理される。この例において、エラーがまた第２のメッセージ送信の一部
に生じる。この場合も先と同様に、ブロードキャストメッセージは、セグメントに分割さ
れたので、エラーを生じた不良なセグメント（複数可）を破棄することができ、良好なセ
グメントをセーブすることができる。もし初期の送信からの紛失したセグメントが識別さ
れたならば、これらのセグメントだけが保存される必要があるであろう。
【００２５】
　ブロードキャストメッセージのための要求されたセグメントのすべてがリカバーされた
後で、第１メッセージ送信からの良好なセグメントは、ブロードキャストメッセージをリ
カバーする第２のメッセージ送信からの良好なセグメントと結合される。この例によって
示されるように、ブロードキャストメッセージをセグメントに分割し、セグメント化され
たブロードキャストメッセージを送信することにより、レシーバーは、例えばエラーが両
方のメッセージ送信において生じても、ブロードキャストメッセージをリカバーすること
ができる。
【００２６】
　無線通信システムにおいて、ブロードキャストメッセージは典型的には、より上位の層
で発生され、下位層に供給される。下位層は、次に、各ブロードキャストメッセージを１
つ以上のフレームに処理して送信する。ここに使用されるように、フレームは送信の１単
位であり、各フレームは典型的に特定の期間（例えば、５ミリ秒、１０ミリ秒または２０
ミリ秒）をカバーする。与えられたフレームを不正確に（すなわち、消去された）受信す
る可能性は、特定のフレームエラーレート（ＦＥＲ）)から与えられるかもしれない。Ｎ
Ｆフレームが与えられたブロードキャストメッセージを送信するために使用される場合、
このブロードキャストメッセージを不正確に受信する可能性は次のように表現してもよい
。
【数１】

【００２７】
但し、ＭＥＲ１は、ブロードキャストメッセージの単一送信に基づくメッセージエラーレ
ート（すなわち単一メッセージ反復）である。
【００２８】
　簡単化のために、方程式（１）および以下の派生が、イベントの統計的独立であると仮
定する（例えば、任意の与えられたフレーム内のエラーの確率は、任意の他のフレームの
エラーの確率に等しい）。方程式（１）は、さらにブロードキャストメッセージをリカバ
ーするためにＮＦフレームをすべて正確に受信する必要があると仮定する。方程式（１）
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につれて増加する。
【００２９】
　ブロードキャストメッセージおよびセグメントの長さは、送信フレームの単位でしばし
ば与えられる。各送信フレーム(ビットで)のキャパシティーはフレームのために使用され
たデータ割合に依存して、フレーム毎に異なっていてもよい。したがって、２つのセグメ
ントＡおよびＢは同じフレーム長を有するかもしれないが異なるビット長である。例えば
、セグメントＡおよびＢは、長さにおいて１つのフレームであってもよいが、セグメント
Ａに対して使用されるフレームは、Ｘビットのキャパシティを有するかもしれないのに対
し、セグメントＢに対して使用されるフレームは、Ｙビットのキャパシティを有するかも
しれない。セグメントＡおよびＢは、同じ長さ、それは１フレームを有すると考えられる
であろう。
【００３０】
　より長い長さのブロードキャストメッセージについては、より多くのフレームがメッセ
ージを送信するために要求される。メッセージをリカバーするためにすべてのフレームが
正しく受信する必要があるなら、この場合は、セグメント化を有さないブロードキャスト
メッセージの場合であるが、そのメッセージに対して送受信するのに必要な大多数のフレ
ームにより、より長いブロードキャストメッセージのためにメッセージエラーレートが増
加するであろう。
【００３１】
　メッセージエラーレートは同じ放送メッセージを複数回送信することにより縮小される
かもしれない。イベントの独立的統計の仮定で、同じブロードキャストメッセージのＮＴ

送信のためのメッセージエラーレートＭＲＥＲＮＴは以下のように表してもよい。
【数２】

【００３２】
　同様に、メッセージのＮT送信に基づいて、与えられたブロードキャストメッセージを
リカバーする確率は
【数３】

【００３３】
として与えることができる。
【００３４】
　改良された性能（すなわち、より低いメッセージエラーレート）は、セグメント化され
たブロードキャストメッセージを送信することにより得てもよいことがわかる。ブロード
キャストメッセージはＮSセグメントに分割してもよい。また、各セグメントはＮＳＦフ
レームを使用して送信してもよい。セグメントエラーレートＳＥＲ1は、与えられたセグ
メントの単一の送信の場合、次のように表現してもよい。
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【数４】

【００３５】
　同じセグメントのＮT送信用のセグメントエラーレート

【数５】

【００３６】
は、以下のように表してもよい。

【数６】

【００３７】
　ブロードキャストメッセージをリカバーするために、すべてのＮSセグメントが必要で
あるので、同じセグメント化されたブロードキャストメッセージのＮT送信にもとづく、
メッセージエラーレート
【数７】

【００３８】
は、以下のように表してもよい。
【数８】

【００３９】
　セグメント化されたブロードキャストメッセージ送信でのメッセージエラーレートにお
ける改良は特定の例により図解してもよい。この例において、ブロードキャストメッセー
ジは、４つのセグメントに（すなわち、ＮS＝４）分割され、各セグメントは１つのフレ
ーム（すなわち、ＮSF＝１）を用いて送信される。セグメント化を伴わないと、４つのフ
レームは、このブロードキャストメッセージ（すなわち、ＮF＝４）を送信するために必
要であろう。この例において、ブロードキャストメッセージは２度（すなわち、ＮT=2)送
信され、フレームエラーレートは１パーセント（すなわち、ＦＥＲ＝１％）である。
【００４０】
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　セグメント化を伴わない場合、単一のメッセージ送信を有するＭＥＲ1は、ＭＥＲ1＝３
．９４％として計算することができる。また、２つのメッセージ送信を有するＭＥＲはＭ
ＥＲ2＝０．１５５％として計算することができる。
【００４１】
　セグメント化を用いた場合、単一のセグメント送信を有するＳＥＲは、ＳＥＲ＝１％と
して計算することができる。２つのセグメント送信を有するＳＥＲは、ＳＥＲ2＝０．０
１％として計算することができる。および２つのメッセージ送信を有するＭＥＲはＭＥＲ

2＝０．０４％として計算することができる。この特定の例の場合、セグメント化を使用
してＭＥＲは、０．１５５％から０．０４％まで改善することができる。
【００４２】
　ＭＥＲにおける改善量は、より長いメッセージ長に従って増加する。
【００４３】
　例えば、上述の例の場合に、ブロードキャストメッセージ長が２倍となり、他のパラメ
ーターは、同じであるなら、（すなわち、ＮS=８，ＮSF＝１，ＮSF＝１、ＮF＝８、ＮT＝
２、およびＦＥＲ＝１％）、セグメント化をしない２つのメッセージ送信の場合のＭＥＲ
は、ＭＥＲ2＝０．６０％として計算することができる。他方セグメント化を有する２つ
のメッセージ送信の場合のＭＥＲは、ＭＥＲ2＝０．０８％として計算することができる
。
【００４４】
　図３Ａは、ブロードキャストメッセージ区分化および送信器３００（例えば、基地局）
による送信のための処理の簡単化されたブロック図である。メッセージ生成エンティティ
３１０(これはアプリケーションまたはより上位層におけるサービスであってよい）は、
レシーバー（例えば、端末）への送信のためのブロードキャストメッセージを生成する。
メッセージ区分化/トランスポート輸送エンティティ３２０は放送メッセージを受信し、
各メッセージのためのトランスポート機能を実行し、さらに、そのメッセージについてセ
グメント化を実行する。トランスポート機能は、例えば、（１）各メッセージの適切なヘ
ッダーおよび恐らくトレーラーを生成し付加し、（２）エラー制御のためのフォワードエ
ラー訂正（ＦＥＣ）フィールドを追加することを含んでいてもよい。次に、メッセージ送
信エンティティ３３０は、無線通信チャネル上の送信のためのセグメント化されたブロー
ドキャストメッセージを受信し処理する。
【００４５】
　図３Ｂは、レシーバー３５０（例えば、端末）の放送メッセージ受信およびアセンブリ
ーのための処理の単純化されたブロック図である。エンティティ３６０を受信するメッセ
ージは、ブロードキャストメッセージの無線送信受信し処理する。メッセージアセンブリ
ー/トランスポートエンティティ３７０はエンティティ３６０からデータを受信し、各受
信されるメッセージに対してトランスポート機能を実行し、メッセージの各セグメントが
正しく受信されたかあるいはエラーで受信されたかどうかを決定し、１つ以上のメッセー
ジ送信から得た良好なセグメントの組み立てを実行し、ブロードキャストメッセージをリ
カバーする。次に、メッセージ処理エンティティ３８０（例えば、上位層における）が各
リカバーされたブロードキャストメッセージを受信して処理する。
【００４６】
　ここに記載されるブロードキャストメッセージセグメント化は、種々の無線通信システ
ムにおいて使用してもよく、また、種々の方法で実施してもよい。明確化のために、ブロ
ードキャストメッセージセグメント化は、特にｃｄｍａ２０００システムの場合について
以下に記載される。
【００４７】
　図４は、ｃｄｍａ２０００リリースＣにより定義されたレイヤ構造の図である。レイヤ
構造４００は、（１）ＩＳＯ／ＯＳＩ規範モデルのレイヤ３にほぼ相当するアプリケーシ
ョンおよび上位層プロトコル、（２）レイヤ２（リンク層）に相当するプロトコルおよび
サービス、および（３）レイヤ１（物理層）に相当するプロトコルおよびサービスを含む
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。
【００４８】
　レイヤ３は、シグナリングサービス４１２、パケットデータサービス４１４、音声サー
ビス４１６、回路データアプリケーション等のような種々のアプリケーションおよび上位
層プロトコルを含む。レイヤ３におけるシグナリングサービス４１２は、基地局と端末と
の間の通信プロトコルのセマンティックおよびタイミングに従って、シグナリングメッセ
ージ（例えば、ブロードキャストメッセージ）を開始し、終了する。レイヤ3は、レイヤ2
によって提供されるサービスを利用する。
【００４９】
　レイヤ２は、レイヤ３により生成されたシグナリングメッセージの配信をサポートする
。レイヤ２は２つのサブレイヤを含む。リンクアクセス制御（ＬＡＣ）サブレイヤ４２０
およびミディアムアクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ４３０である。ＬＡＣサブレイヤは
、レイヤ３により生成されたシグナリングメッセージの正しいトランスポートと配信を供
給するデータリンクプロトコルを実施する。ＬＡＣサブレイヤは、ＭＡＣサブレイヤおよ
びレイヤ１により供給されるサービスを利用する。ＭＡＣサブレイヤはミディアムアクセ
スプロトコルを実施し、レイヤ１によって提供されるサービスを利用して、ＬＡＣプロト
コルデータユニットをトランスポートすることに対して責任がある。
【００５０】
　レイヤ１（物理層４００）は、基地局と端末の間の無線信号の送信および受信を供給す
る。
【００５１】
　ＬＡＣサブレイヤは、文献ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－２０００．４Ｃであって「ｃｄｍａ
２０００スペクトル拡散システムのためのシグナリングリンクアクセスコントロール（Ｌ
ＡＣ）規格」(Signaling Link Access Control (LAC) Standard for cdma2000 Spread Sp
ectrum Systems)というタイトルのリリースＣに詳細に記載されている。ＭＡＣサブレイ
ヤは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－２０００．３－Ｃの「ｃｄｍａ２０００スペクトル拡散シ
ステムのためのミディアムアクセスコントロール（ＭＡＣ）規格」(Medium Access Contr
ol (MAC) standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems)というタイトルのリリース
Ｃに詳細に記載されている。これらの文献は、参照することによってここに組込まれる。
【００５２】
　図４に示すｃｄｍａ２０００レイヤ構造の場合、ブロードキャストメッセージは、レイ
ヤ３内のシグナリングサービス４１２によりＬＡＣサブレイヤに供給される。従って、ブ
ロードキャストメッセージのセグメント化は、ＬＡＣサブレイヤ内で便宜的に実行するこ
とができる。あるいは、ブロードキャストメッセージセグメント化は、また、ＭＡＣサブ
レイヤまたは物理層の中で実行してもよい。ＬＡＣサブレイヤ内のブロードキャストメッ
セージのセグメント化はさらに以下に詳述する。
【００５３】
　図５は、ＬＡＣサブレイヤ内のブロードキャストメッセージセグメント化の処理の特定
の実施形態を図解する図である。レイヤ３は、基地局から端末へ送信のためのブロードキ
ャストメッセージを生成する。各メッセージはシグナリングデータユニットを表し、レイ
ヤ３プロトコルデータユニット（Ｌ３　ＰＤＵ）としてレイヤ３により供給される。ＬＡ
ＣサブレイヤはＬ３　ＰＤＵｓを受信し、各Ｌ３　ＰＤＵは、ＬＡＣサービスデータユニ
ット（ＳＤＵ）に付託される。ＬＡＣサブレイヤは各ＬＡＣ　ＳＤＵのためのヘッダーと
トレーラーを生成する。ヘッダーは（１）ＬＡＣプロトコルバージョンを識別するための
使用されるプロトコルフィールド、（２）ＬＡＣ　ＳＤＵのメッセージアクションまたは
使用（例えば、認証、パラメーターの構成、等）のために使用されるメッセージＩＤフィ
ールド、（３）ＬＡＣ　ＳＤＵが暗号化されるか否かのための暗号インジケーターフィー
ルド、および（４）ＬＡＣ　ＳＤＵのシーケンス番号を含んでいてもよい。トレーラーは
パディングビットを含んでいてもよい。ＬＡＣ　ＳＤＵとそのヘッダーおよびトレーラー
との組み合わせは、ＬＡＣ　ＰＤＵと呼ばれる。この時点までのＬＡＣはｃｄｍａ２００
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０により定義される。
【００５４】
　ブロードキャストメッセージセグメント化を実行するために、ＬＡＣ　ＰＤＵは最初に
Ｎsセグメント５１０ａ乃至５１０ｎに分割される。但し、Ｎsは、２またはそれより大き
い任意の整数であり、一方のＬＡＣ　ＰＤＵから他方のＬＡＣ　ＰＤＵに対して異なって
いてもよい。次に、ＬＡＣサブレイヤは、はセグメントヘッダー（ＳＨ）５２０を生成し
て各セグメントに付加する。セグメント化されたＬＡＣ　ＰＤＵ５００は、Ｎsセグメン
トおよびそれらのヘッダーを用いた各ＬＡＣ　ＰＤＵに対して発生される。
【００５５】
　各セグメントヘッダーは、関連するセグメントのための適切な情報を含む。
【００５６】
セグメントヘッダーは端末が各セグメントを識別することを可能にする十分な情報を含む
ように定義される。これは複数のブロードキャストメッセージ送信からセグメントの組み
立て／結合を容易にするために必要である。セグメントヘッダーのためのいくつかの設計
は、以下にさらに詳細に記載される。
【００５７】
　与えられたＬＡＣ ＰＤＵのためのＮsセグメントは等しい長さを有していても良い（こ
こで、長さは、送信フレームの単位で与えることができる）。これは、その処理を簡単に
することができる。あるいは、これらのＮsセグメントは異なる長さを持っていてもよい
。
【００５８】
また、セグメント長は、次の下位レベルにおいてデータユニットの長さに一致するように
選択してもよい。特定の実施形態において、また、図５に示すように、各セグメントは単
一のＭＡＣ　ＳＤＵに相当するように定義される。これはＬＡＣサブレイヤによりＭＡＣ
サブレイヤに供給されるデータユニットである。他の実施形態において、各セグメントは
、複数のＭＡＣ　ＳＤＵに、あるいはＭＡＣ　ＳＤＵの小片に相当するように定義しても
よい。
【００５９】
　ＭＡＣサブレイヤは正常な方法でＬＡＣサブレイヤからＭＡＣ　ＳＤＵｓを受信して処
理する。ＭＡＣCサブ層は、ＬＡＣサブ層によって行なわれたメッセージのセグメント化
に気づいている必要はない。ＭＡＣサブレイヤは、各ＭＡＣ　ＳＤＵの物理層に１つのＭ
ＡＣフレームを供給する。物理層は、さらに各ＭＡＣフレームを処理して対応する送信フ
レームを生成する。各ＭＡＣフレームの物理層による処理は（１）制御ビットを備えたヘ
ッダーを付加すること、および（２）ＭＡＣフレームのためにＣＲＣ値を生成して付加す
ることを含んでいてよい。フレームが正確にあるいはエラーで受信されたかどうか決定す
るために、ＣＲＣ値はレシーバーによって使用されてもよい。次に、各送信フレームが無
線で送信される。
【００６０】
　図６Ａ乃至６Ｃは、セグメントヘッダーの３つの実施形態を示す図である。図６Ａに示
す実施形態において、セグメントヘッダー５２０ｘは３つのフィールドを含む。最初のセ
グメントインジケーターフィールド５２２、最後のセグメントインジケーターフィールド
５２４およびセグメントシーケンス番号フィールド５２６である。第１のセグメントイン
ジケーターフィールドは、イチ（「１」）に設定して関連するセグメントがブロードキャ
ストメッセージの第１のセグメントであることを示してもよいし、そうでなければ、ゼロ
（「０」）に設定してもよい。最後のセグメントインジケーターフィールドは、イチ（「
１」）に設定して、関連するセグメントがブロードキャストメッセージの最後のセグメン
トであることを示してもよいし、そうでなければゼロ（「０」）に設定してもよい。セグ
メントシーケンス番号フィールドは、ユニークに関連するセグメントを識別するために使
用される値（すなわち、シーケンス番号）を含む。シーケンス番号は、ブロードキャスト
メッセージの最初のセグメントのための特定の初期値で開始し、その後、同じブロードキ
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ャストメッセージの各次のセグメントに対して１だけインクリメントする。
【００６１】
　セグメントヘッダー５２０ｘについては、端末は、最初のセグメントインジケーターお
よび最後のセグメントインジケーターに基づいて各ブロードキャストメッセージの開始と
終了を決定することができる。この場合、シーケンス番号は各ブロードキャストメッセー
ジに対する任意の値で開始することができる。従って、ブロードキャストメッセージのた
めの各セグメントは、そのセグメントのためのシーケンス番号、および最初のセグメント
のためのシーケンス番号により定義することができる。端末は、シーケンス番号とともに
これらのインジケーターを使用して、各メッセージ送信のためのセグメントを識別し、複
数のメッセージ送信からのセグメントを結合することができる。
【００６２】
　図６Ｂに示す実施形態において、セグメントヘッダー５２０ｙは２つのフィールドを含
む。最後のセグメントインジケーターフィールド５２４およびセグメントシーケンス番号
フィールド５２６である。これらのフィールドは上に記述される。セグメントヘッダー５
２０ｙが第1のセグメントインジケーターを含んでいないので、シーケンス番号は各ブロ
ードキャストメッセージの第１のセグメントのために既知の値（例えば、０）に設定して
もよい。その後、端末は、シーケンス番号に基づいた各ブロードキャストメッセージの開
始を決定することができるであろう。
【００６３】
　図６Ｃに示す実施形態において、セグメントヘッダー５２０ｚは１つのフィールドを含
む：すなわち、セグメントシーケンス番号フィールド５２６である。この場合も先と同様
に、シーケンス番号は、各ブロードキャストメッセージの最初のセグメントのための既知
の値（例えば、０）に設定してもよい。その結果、これは、端末が各ブロードキャストメ
ッセージの開始を決定することを可能にするであろう。その他の機構を用いて、全体のメ
ッセージが所定のメッセージ送信に対して受信されたか否かを決定してもよい。
【００６４】
　他の設計もセグメントヘッダーのために使用されてもよい。また、これは発明の範囲内
である。例えば、セグメントヘッダーは第1のセグメントインジケーターフィールドおよ
び最後のセグメントインジケーターフィールドだけを含んでいてもよい。この場合、与え
られた放送メッセージの各セグメントを識別するために、他の情報に依存してもよい。例
えば、各放送メッセージのセグメントが等しい長さであり、連続して送信される場合、こ
のヘッダー設計が使用されてもよい。一般に、より多くの構造化した送信計画がブロード
キャストメッセージに対して使用される場合、より少ない情報を含んでいる、より単純な
セグメントヘッダーを使用してもよい。
【００６５】
　図７は、送信器（例えば、基地局）でブロードキャストメッセージセグメント化を行な
うプロセス７００のフローチャートである。プロセス７００は、例えば、ＣＤＭＡシステ
ムでのＬＡＣサブレイヤ内で実行してもよい。
【００６６】
　最初に、ブロードキャストメッセージは無線通信チャネル上の送信のために（例えば、
レイヤ３から）受信される（ステップ７１２）。次に、ブロードキャストメッセージは多
数セグメントに分割される(ステップ７１４)。セグメントは同じ長さであってもよいし、
異なる長さであってもよい。ブロードキャストメッセージのために形成されるセグメント
の数は、ブロードキャストメッセージの長さおよび／または他のいくつかの要因により決
定してもよい。次に、ヘッダーが各セグメントのために形成される（ステップ７１６）。
各ヘッダーは、図６Ａに示す情報のような種々のタイプの情報を含んでいてもよい。次に
、セグメント化されたブロードキャストメッセージがセグメントおよびそれらのヘッダー
を用いて生成される（ステップ７１８、例えば図５に示される）。次に、セグメント化さ
れたブロードキャストメッセージは、さらなる処理および次の送信のために（例えば、Ｍ
ＡＣサブレイヤ）供給されるかもしれない。
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【００６７】
　図８Ａは、レシーバー（例えば、端末）で、セグメント化を備えたブロードキャストメ
ッセージを受信するための総括的なプロセス８００ａのフローチャートである。
【００６８】
最初に、セグメント化されたブロードキャストメッセージのための１つ以上のメッセージ
送信が受信される（ステップ８０２）。各受信されるメッセージ送信は、処理されて、も
しあればよいセグメントをブロードキャストメッセージのためにリカバーする（ステップ
８０４）。一旦ブロードキャストメッセージのための要求されたセグメントがすべてリカ
バーされたならば、受信されるメッセージ送信（複数可）の処理は早く終了させることが
できる。次に、1つ以上のメッセージ送信からの良いセグメントは結合され、ブロードキ
ャストメッセージをリカバーする（ステップ８０６）。
【００６９】
　図８Ｂは、レシーバーでセグメント化を備えたブロードキャストメッセージを受け取る
ための特定のプロセス８００ｂのフローチャートである。
【００７０】
プロセス８００ｂは、セグメント化されたブロードキャストメッセージのためのレシーバ
ー処理のための特定の実施を表わす。
【００７１】
　最初に、ブロードキャストメッセージのセグメントのための1つ以上の受信されるフレ
ームが処理される（ステップ８１２）。その後、セグメントが良い（すなわち、リカバー
された）か、悪いか（すなわち、消去された）にかかわらず、決定は成される（ステップ
８１４）。各セグメントは1つのフレームで送信してもよい。この場合、各フレームに対
して物理層によって生成されたＣＲＣを用いて与えられたセグメントが良いかか悪いかど
うか決めてもよい。セグメントが悪い場合、それは廃棄され(ステップ８１６)、プロセス
はステップ８３０に進む。
【００７２】
　そうでなければ、セグメントがステップ８１４でよいと決定されるなら、それがブロー
ドキャストメッセージの最初のセグメントか否かの決定が行われる（ステップ８１８）。
この決定は、セグメントヘッダー中の第1のセグメントインジケーターまたはシーケンス
番号に基づくことができる。答えがノーなら、プロセスは、ステップ８２２に進む。そう
でなければ、この第1のセグメントのためのシーケンス番号を用いて現在のメッセージ送
信のすべてのセグメントを識別する（ステップ８２０）。特に、各メッセージ送信の第１
のセグメントに対する既知の値（例えば、０）にシーケンス番号がリセットされないヘッ
ダー実施については、現在のメッセージ送信でのすべてのセグメントのためのシーケンス
番号は第１のセグメントのシーケンス番号に対して決定してもよい。次に、プロセスはス
テップ８２２に進む。
【００７３】
　ステップ８２２において、受信されるフレーム（複数可）からちょうどリカバーされた
良いセグメントが、バッファーに記憶される。同じセグメントが既に初期メッセージ送信
からリカバーし、バッファーにセーブされていたなら、ステップ８２２はスキップしても
よい。初期のメッセージ送信からリカバーし、バッファーの中で保存しました。次に、こ
のセグメントがブロードキャストメッセージの最後のセグメントか否かにかかわらず、決
定がなされる。図８Ｂに示す実施形態の場合、最後のセグメントが受信された(あるいは
、悪いセグメントが受信され、また、それが最後のセグメントだったかどうかが知られて
いない)後だけ、セグメントは組み立てられるか組み合わせられる。したがって、次に、
現在のセグメントが最後のセグメントでないなら、プロセスはステップ８１２に帰り、次
のセグメントのための受信フレーム（複数可）を処理する。
【００７４】
　ステップ８２４で決定されるように、最後のセグメントが受信されたなら、現在のメッ
セージ送信が最初のメッセージ反復か否かの決定が行われる（ステップ８３０）。答えが



(16) JP 2009-268118 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

イエスであるなら、ブロードキャストメッセージのすべてのセグメントが第１のメッセー
ジ反復からリカバーされたか否かの決定が行われる。すべてのセグメントがリカバーされ
なかったなら、プロセスはステップ８１２に戻り、第２メッセージ送信のためのフレーム
を処理する。そうでなければ、すべてのセグメントがリカバーされたなら、セグメントは
組み立てられ、ブロードキャストメッセージが（例えば、レイヤ３に）供給される（ステ
ップ８４２）。次に、プロセスは、ステップ８６０に進む。
【００７５】
　現在のメッセージ送信が（ステップ８３０で決定される）ブロードキャストメッセージ
の最初の反復でないなら、ブロードキャストメッセージのすべてのセグメントが、これま
で受信したすべての反復からリカバーしたか否かの決定が成される（ステップ８５０）。
この決定は、各良いセグメントのヘッダー中のセグメントシーケンス番号に基づいていて
もよい。答えがノーなら、ブロードキャストメッセージに対する別の送信があるか否かの
決定がおこなわれる（ステップ８５２）。ブロードキャストメッセージのためのすべての
反復が受信された場合、ブロードキャストメッセージは、リカバーできず（ステップ８５
４）、プロセスはステップ８６０に進むであろうことの表示を設けてもよい。そうでなけ
れば、ブロードキャストメッセージに対して別の送信が来つつあるなら、、プロセスは、
ステップ８１２に戻り、次のメッセージ送信のためのフレームを処理する。
【００７６】
　ステップ８５０に戻って、すべてのセグメントがリカバーされたと決定されるなら、複
数の反復からの良いセグメントが結合され、ブロードキャストメッセージが供給される（
ステップ８５６）。次に、プロセスは、ステップ８６０に進む。
【００７７】
　ステップ８６０において、現在のブロードキャストメッセージがリカバーされたか否か
に関係なく、バッファがクリアされ次のブロードキャストメッセージのために準備される
。その後、プロセスは終了する。
【００７８】
　メッセージをセグメント化する技術は、また、本発明の譲受人に譲渡され、参照するこ
とによりここに組み込まれる、２００１年８月１６日に出願した米国特許出願番号０９／
９３２，１２１（発明の名称：「無線通信システムにおけるメッセージセグメント化のた
めの方法および装置」(Method and Apparatus for Message Segmentation in a Wireless
 Communication System)に詳細に記載されている。
【００７９】
　図９は、基地局１０４ｘおよび端末１０６ｘの実施形態のブロック図である。基地局お
および端末は、セグメント化されたブロードキャストメッセージを送信することができる
。端末１０６ｘは、携帯電話、送受話器、モデムまたはその他の装置または設計であって
よい。
【００８０】
　基地局１０４ｘにおいて、ブロードキャストメッセージ発生器９１２は、端末に送信す
べきブロードキャストメッセージを発生する。各ブロードキャストメッセージについては
、トランスポート／セグメント化装置９１４は、ブロードキャストメッセージのトランス
ポートおよびセグメント化を実行し、対応するセグメント化されたブロードキャストメッ
セージを供給する。メッセージバッファー９２４を用いて送信のために処理されるブロー
ドキャストメッセージおよび複数回送信されるセグメント化されたブロードキャストメッ
セージを記憶してもよい。
【００８１】
　送信される各セグメント化されるブロードキャストメッセージのために、フレーミング
装置９１６はさらにメッセージを処理して、一連のフレームを発生する。次に、エンコー
ダ／変調器９１８は、調整されたデータを提供するために各フレームをコード化し、イン
ターリーブし、変調する。送信器装置（ＴＭＴＲ）９２０は、変調されたデータを処理し
（例えば、増幅し、フィルターし、周波数変換する）、アンテナ９２２から送信のための
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変調された信号を発生する。変調された信号は、各セグメント化されたブロードキャスト
メッセージの複数の送信（または反復）を含んでいてもよい。
【００８２】
　端末１０６ｘにおいて、送信された信号はアンテナ９５２により受信され、レシーバー
ユニット（ＲＣＶＲ）９５４に供給される。レシーバーユニット９５４は、受信した信号
を条件づけし（例えば、フィルターし、増幅し、周波数変換する）、条件付けされた信号
をデジタル化し、サンプルを供給する。次に、復調器／デコーダ９５６は、サンプルを復
調し、デインターリーブし、デコードして復号されたデータを供給する。デフレーミング
(deframing)ユニット９５６は、各受信したメッセージ反復に対して受信したフレームの
すべてからデータを連結させ、受信したメッセージ反復を供給する。トランスポート／ア
センブリユニット９６０は、各受信したメッセージ反復内のセグメントを識別し、各セグ
メントが良いか悪いか決定し、１つ以上の受信したメッセージ反復から良いセグメントの
アセンブリ／結合を実行し、リカバーしたブロードキャストメッセージを供給する。ブロ
ードキャストメッセージプロセッサー９６２は次に、各リカバーしたブロードキャストメ
ッセージを処理する。メッセージバッファー９６４を用いて、次のアセンブリ／結合のた
めに、各受信した反復からの良いセグメントを記憶してもよい。
【００８３】
　復調器／デコーダー９５６、デフレーミングユニット９５８、およびトランンスポート
／アセンブリユニット９６０による処理は、それぞれエンコーダー／変調器９１８、フレ
ーミングユニット９１６、およびトランスポート／セグメント化ユニット９１４により実
行される処理と相補的である。ユニット９１２および９６２は、レイヤ３のための処理を
実行してもよく、ユニット９１４および９６０は、ＬＡＣサブレイヤのための処理を実行
してもよく、およびユニット９１６および９５８は、ＭＡＣサブレイのための処理を実行
してもよく、およびユニット９１８および９５６は、物理層のための処理を実行してもよ
い。
【００８４】
　コントローラー９３０および９７０は、音声、データおよびメッセージング通信のため
の種々の機能を実行してもよく、および基地局１０４ｘおよび端末１０６ｘ内の種々の処
理ユニットのオペレーションをさらに指図してもよい。メモリユニット９３２および９７
２は、基地局１０４ｘおよび端末１０６ｘ内の種々の処理ユニットによって使用されるデ
ータとプログラムのコードをそれぞれ格納してもよい。各々の基地局１０４ｘおよび端末
１０６ｘ内の種々の処理ユニット間のインターフェースは、バスで提供してもよい。
【００８５】
　セグメント化されたブロードキャストメッセージを送信し受信するためにここに記述さ
れた技術は、種々の手段によって実施されてよい。例えば、これらの技術は、ハードウェ
ア、ソフトウェアあるいはそれの組み合わせにおいて実施してもよい。ハードウェア実施
については、技術のいずれかまたは組み合わせを実施するために使用されるユニット（例
えば、送信器の場合、ユニット９１２、９１４、および９１６、および受信器の場合ユニ
ット９５８、９６０、および９６２）は、１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ
）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰｓ）、プログラマブルロジックデバイス(PLD）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）プロセッサー、コントローラー、
マイクロコントローラー、マイクロプロセッサー、ここに記載した機能を実行するように
設計された他の電子装置内で実施してもよい。
【００８６】
　ソフトウェア実施については、セグメント化されたブロードキャストメッセージを送受
信する技術は、ここに記載した機能を実行するモジュール（例えば、手続き、機能、等）
を用いて実施してもよい。ソフトウェアコードは、メモリユニット（例えば図９のメモリ
ユニット９３２および９７２）に記憶してもよく、プロセッサー（例えば、コントローラ
ー９３０および９７０）により実行してもよい。メモリユニットはプロセッサー内で実施
してもよいし、ブロセッサー外部で実施してもよい。プロセッサー外部で実施する場合、
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メモリユニットは、技術的に知られた種々の手段を介してプロセッサーに通信可能に接続
することができる。
【００８７】
　開示された実施形態の上述の記載は、当業者が本発明を制作または使用可能とするため
に提供される。これらの実施形態への種々の修正は当業者に容易に明白である。また、こ
こに定義された総括的な法則は、発明の精神または範囲から外れずに、他の実施形態に適
用してもよい。したがって、本発明は、ここに開示された実施形態に制限されたようには
意図されないが、ここに開示された原理と新規な特徴に一致する最も広い範囲が与えられ
るべきである。

【図１】 【図２Ａ】



(19) JP 2009-268118 A 2009.11.12

【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】 【図５】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月26日(2009.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて、下記を具備する、無線チャネルを介して受信されるブロー
ドキャストメッセージをリカバーするための方法：
　複数のセグメントに分割されたブロードキャストメッセージのための１つ以上のメッセ
ージ反復を受信する；
　各受信したメッセージ反復を処理し、もしあれば、前記ブロードキャストメッセージの
ために良いセグメントをリカバーする；および
　前記１つ以上のメッセージ反復から良いセグメントを結合し、前記ブロードキャストメ
ッセージをリカバーする；
　ここにおいて、前記ブロードキャストメッセージを複数のセグメントに分割することは
リンクアクセスコントロール（ＬＡＣ）サブレイヤ内で、またはミディアムアクセスコン
トロール（ＭＡＣ）サブレイヤ内で、または物理層内で実行される。
【請求項２】
　下記を具備する、無線通信システムにおける装置:
　複数のセグメントに分割されたブロードキャストメッセージのための1つ以上のメッセ
ージ反復を受信する手段;
　もしあれば、前記ブロードキャストメッセージのためのよいセグメントをリカバーする
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ために各受信されるメッセージ反復を処理する手段;および
　前記ブロードキャストメッセージをリカバーするために１つ以上のメッセージ反復から
のよいセグメントを組み合わせるための手段；
　ここにおいて、前記ブロードキャストメッセージを複数のセグメントに分割することは
リンクアクセスコントロール（ＬＡＣ）サブレイヤ内で、またはミディアムアクセスコン
トロール（ＭＡＣ）サブレイヤ内で、または物理層内で実行される。
【請求項３】
　下記を具備する、無線通信システム内のレシーバーユニット:
　無線チャネルを介して受信したフレームを処理し、複数のセグメントに分割されたブロ
ードキャストメッセージのための１つ以上のメッセージ反復を供給するように動作可能な
デフレーミングユニット；および
　各受信したメッセージ反復を処理し、もしあれば、前記ブロードキャストメッセージの
ためのよいセグメントをリカバーし、前記１つ以上のメッセージ反復から良いセグメント
を結合して前記ブロードキャストメッセージをリカバーするように動作可能なアセンブリ
ユニット；
　ここにおいて、前記ブロードキャストメッセージを複数のセグメントに分割することは
リンクアクセスコントロール（ＬＡＣ）サブレイヤ内で、またはミディアムアクセスコン
トロール（ＭＡＣ）サブレイヤ内で、または物理層内で実行される。
【請求項４】
　請求項３のレシーバーユニットを含む端末。
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