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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントからアクセス端末へ送信するためのデータスループットレートを高め
る方法であって、
　前記アクセス端末へ送信するための複数のデータパケットを前記アクセスポイントにお
いて生成するステップと、なお、前記複数のデータパケットの各々は少なくとも1つのス
ロットを含んでおり、前記アクセスポイントは前記複数のデータパケットの各々中の各ス
ロットをデータスロットまたはギャップスロットとして指定し、前記ギャップスロットは
前記データパケットの送信のために使用されないスロットである；
　初期のデータレートで前記複数のデータパケットを前記アクセス端末へ送信するステッ
プと；
　前記アクセス端末において１組の推定チャンネルパラメータを決定するステップと；
　前記推定チャンネルパラメータの組に基づいてデータ要求メッセージを前記アクセスポ
イントへ送信するステップと、なお、前記複数のデータパケットを前記アクセス端末へ送
信するステップは前記データ要求メッセージにしたがって実行される；
　前記アクセス端末において実際のチャンネルパラメータの組を決定するステップと；
　前記実際のチャンネルパラメータの組が所定の品質量を超えるとき、前記アクセスポイ
ントへ表示メッセージを送信するステップと、なお、前記表示メッセージを送信するステ
ップは前記ギャップスロットの少なくとも１つに関連付けられた時間期間中に実行される
；
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　前記アクセスポイントにおいて受信した前記表示メッセージにしたがって、前記アクセ
ス端末へ送信するための次のデータパケットを変更するステップと；
　を備える方法。
【請求項２】
　前記実際のチャンネルパラメータの組が、推定チャンネルパラメータの組と関連付けら
れたノイズレベルよりも低いノイズレベルを示すときは、前記表示メッセージは停止表示
メッセージである、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記実際のチャンネルパラメータの組が、推定チャンネルパラメータの組と関連付けら
れたノイズレベルよりも高いノイズレベルを示すときは、前記表示メッセージは拡張表示
メッセージである請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記表示メッセージはスロットｎ中に受信したビットを備えており、前記アクセスポイ
ントは交互のパターンにしたがって前記複数のデータパケット内の各スロットを指定し、
前記アクセス端末へ送信する次のデータパケットを変更するステップは、
　前記複数のデータパケットのうちの１つの反復が既にスロットｎ＋１へスケジュールさ
れているときは、前記ビットが送信終了の要求であることを決定するステップと；
　既に送信されたパケットがスロットｎ－１において送信を終了しているときは、前記ビ
ットが再送信要求であることを決定するステップと；
　前の表示ビットによって、スロットｎ－１において既に送信されたパケットの再送信が
行なわれ、かつ前記複数のデータパケットに対して所定数よりも少ない再送信が既に処理
されているときは、前記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　条件が満たされないときは、前記ビットがフォールスアラームであることを決定するス
テップと；
　を備える、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記表示メッセージはスロットｎ中に受信したビットを備えており、前記アクセスポイ
ントは、期間ｐにしたがって前記複数のデータパケット内の各スロットを指定し、前記ア
クセス端末へ送信する次のデータパケットを変更するステップは、
　前記複数のデータパケットのうちの１つの反復が既にスロットｎ＋１へスケジュールさ
れているときは、前記ビットが送信終了の要求であることを決定するステップと；
　既に送信されたパケットがスロットｎ－ｐ＋１において送信を終了しているときは、前
記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　前の表示ビットによって、スロットｎ－ｐ＋１において既に送信されたパケットの再送
信が行なわれ、かつ前記複数のデータパケットに対して所定数よりも少ない再送信が既に
処理されているときは、前記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　条件が満たされないときは、前記ビットがフォールスアラームであることを決定するス
テップと；
　を備える、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記表示メッセージはスロットｎ中に受信したビットを備えており、前記アクセス端末
へ送信する次のデータパケットを変更するステップは、
　前記複数のデータパケットのうちの１つの反復が既にスロットｎ＋１へスケジュールさ
れているときは、前記ビットが送信終了の要求であることを決定するステップと；
　既に送信されたパケットがスロットｎ－Ｎ(i)において送信を終了しているときは、前
記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと、なお、Ｎ(i)はデータスロッ
ト間のギャップスロット数であり、ｉはデータレート指数を示す；
　前の表示ビットによって、スロットｎ－Ｎ(i)において既に送信されたパケットの再送
信が行なわれ、かつ前記複数のデータパケットに対して所定数よりも少ない再送信が既に
処理されているときは、前記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと；
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　条件が満たされないときは、前記ビットがフォールスアラームであることを決定するス
テップと；
　を備える、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記実際のチャンネルパラメータの組は、信号対干渉および雑音比を備える、請求項１
記載の方法。
【請求項８】
　前記実際のチャンネルパラメータの組を決定するステップは、パケット誤り事象を決定
するために、前記アクセス端末において前記複数のデータパケットをデコードするステッ
プを備え、前記パケットの誤り事象は良好なデータパケット受信か不良のデータパケット
受信かを示す、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記アクセス端末において前記複数のデータパケットをデコードするステップは、
　複数の巡回冗長検査（cyclic redundancy check, CRC）ビットをデコードするステップ
と；
　前記デコードされた複数の巡回冗長検査ビットを推定品質メトリックと比較するステッ
プと、なお、前記推定品質メトリックは推定チャンネルパラメータの組から計算される；
　を備える、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクセスポイントへ表示メッセージを送信するステップは、
　コード符号を処理して伝送誤り率の値を決定するステップと；
　前記伝送誤り率の値が所定量よりも大きいときは、拡張表示メッセージを送信するステ
ップと；
　を備える、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記表示メッセージはスロットｎ中に受信したビットを含んでおり、前記アクセスポイ
ントは前記複数のデータパケット内の各スロットを交互のパターンにしたがって指定し、
前記アクセス端末へ送信する次のデータパケットを変更するステップは、
　前記複数のデータパケットのうちの１つの反復がスロットｎ－１へ既にスケジュールさ
れているときは、前記ビットが送信終了の要求であることを決定するステップと；
　既に送信されたパケットがスロットｎ－１において送信を終了しているときは、前記ビ
ットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　前の表示ビットによって、スロットｎ－１において既に送られたパケットの再送信が行
なわれ、かつ前記複数のデータパケットに対して所定数よりもより少ない再送信が既に処
理されているときは、前記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　条件が満たされないときは、前記ビットがフォールスアラームであることを決定するス
テップと；
　を備える、請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　前記表示メッセージはスロットｎ中に受信したビットを含んでおり、前記アクセスポイ
ントは期間ｐにしたがって前記複数のデータパケット内の各スロットを指定し、前記アク
セス端末へ送信するための次のデータパケットを変更するステップは、
　複数のデータパケットの１つの反復がスロットｎ＋１へ既にスケジュールされていると
きは、前記ビットが送信終了の要求であることを決定するステップと；
　既に送信されたパケットがスロットｎ－ｐ＋１において送信を終了したときは、前記ビ
ットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　前の表示ビットによってスロットｎ－ｐ＋１において既に送信されたパケットの再送信
が行なわれ、かつ前記複数のデータパケットに対して所定数よりも少ない再送信が既に処
理されているときは、前記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　条件が満たされないときは、前記ビットがフォールスアラームであることを決定するス
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テップと；
　を備える、請求項８記載の方法。
【請求項１３】
　前記表示メッセージはスロットｎ中に受信したビットが含まれており、前記アクセス端
末へ送信する次のデータパケットを変更するステップは、
　前記複数のデータパケットのうちの１つの反復がスロットｎ＋１へ既にスケジュールさ
れているときは、前記ビットが送信終了の要求であることを決定するステップと；
　既に送信されたパケットがスロットｎ－Ｎ(i)において送信を終了したときは、前記ビ
ットが再送信の要求であることを決定するステップと、なお、Ｎ(i)はデータスロット間
のギャップスロット数であり、ｉはデータレート指数を示す；
　前の表示ビットによって、スロットｎ－Ｎ(i)において既に送信されたパケットの再送
信が行なわれ、かつ前記複数のデータパケットに対して所定数よりも少ない再送信が既に
処理されているときは、前記ビットが再送信の要求であることを決定するステップと；
　条件が満たされないときは、前記ビットがフォールスアラームであることを決定するス
テップと；
　を備える、請求項８記載の方法。
【請求項１４】
　アクセスポイントからアクセス端末への送信のデータスループットレートを高めるため
のシステムであって、
　前記アクセスポイントにおいて複数のデータパケットを生成するように構成された第１
のプロセッサと、なお、前記複数のデータパケットの各々は少なくとも1つのスロットを
含んでおり、前記複数のデータパケットの各々中の各スロットは前記アクセス端末への送
信のための複数のインターリーブされたデータスロットおよびギャップスロットを含み、
前記ギャップスロットは前記データパケットの送信のために使用されないスロットである
；
　前記アクセス端末において前記複数のインターリーブされたデータスロットおよびギャ
ップスロットをデコードし、前記アクセスポイントから前記アクセス端末への送信に関連
付けられた品質値を決定し、前記品質値にしたがって送信のためのデータレート要求メッ
セージを生成し、前記品質値にしたがって表示メッセージを生成する第２のプロセッサと
、なお、前記表示メッセージは少なくとも１つのギャップスロットと関連付けられる時間
期間中に生成されて、アクセスポイントへ送信される；
　を備えるシステム。
【請求項１５】
　前記品質値は、チャンネルのノイズおよび干渉値によって決定される、請求項１４記載
のシステム。
【請求項１６】
　前記品質値は、デコードされた前記複数のデータスロットに基づいてパケットの誤り値
によって決定される、請求項１４記載のシステム。
【請求項１７】
　高レートのパケットデータ伝送において高速開ループレート適応プロセスを実行するた
めの装置であって、
　アクセスポイントにおいて、複数のデータパケットを形成するために複数のインターリ
ーブされたデータスロットおよびギャップスロットをスケジュールするスケジューラと、
なお、前記ギャップスロットは前記データパケットの送信のために使用されないスロット
であり、前記スケジューラは順方向リンクチャンネル上でアクセス端末に送信されるデー
タを記憶する少なくとも１つのバッファに結合される；
　前記スケジューラに結合され、逆方向リンクチャンネル上で前記アクセス端末から受信
された複数のデータレート要求メッセージをデコードし、かつデコードされたデータレー
ト要求メッセージを前記スケジューラへ入力するためのデータレート要求メッセージデコ
ーダと、なお、前記データレート要求メッセージは前記ギャップスロットに関連付けられ
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た時間期間中に前記アクセス端末から前記アクセスポイントへ送信され、前記スケジュー
ラは、前記データレート要求メッセージに基づいて前記複数のインターリーブされたデー
タスロットおよびギャップスロットをスケジュールする；
　前記スケジューラに結合され、前記逆方向リンク上で前記アクセス端末から受信された
複数の表示メッセージをデコードし、かつデコードされた表示メッセージを前記スケジュ
ーラへ入力するための表示メッセージデコーダと、なお、前記表示メッセージは前記ギャ
ップスロットに関連付けられた時間期間中に前記アクセス端末から前記アクセスポイント
へ送信され、前記スケジューラは、開ループレートプロセスを調整するために、前記表示
メッセージに基づいて前記複数のインターリーブされたデータスロットおよびギャップス
ロットをスケジュールする；
　を備える装置。
【請求項１８】
　高レートのパケットデータ伝送において高速開ループレート適応プロセスを実行するた
めの装置であって、
　アクセス端末において順方向リンク上でアクセスポイントから受信された複数のインタ
ーリーブされたデータスロットおよびギャップスロットを有する複数のデータパケットを
デコードするためのデコーダと、なお、前記ギャップスロットは前記データパケットの送
信のために使用されないスロットである；
　前記アクセス端末において順方向リンクチャンネルに関連付けられた品質値を決定する
ための推定素子と；
　前記推定素子に結合され、複数のデータレート要求メッセージを生成するための開ルー
プレート制御素子と、なお、前記開ループレート制御素子は前記複数のデータレート要求
メッセージのコンテンツを決定するために前記推定素子から受信された前記品質値を使用
し、前記データレート要求メッセージは前記ギャップスロットに関連付けられた時間期間
中に前記アクセスポイントへ送信される；
　前記推定素子及び前記デコーダに結合され、前記推定素子からの前記品質値もしくは前
記デコーダからの誤り値の何れかに基づいて複数の表示メッセージを生成するための閉ル
ープレート制御素子と、なお、前記表示メッセージは前記ギャップスロットに関連付けら
れた時間期間中に前記アクセスポイントへ送信される；
　前記デコーダ及び前記推定素子に結合され、開ループレートプロセスを調整するために
、閾値の組にしたがって前記閉ループレート制御素子をイネーブルするための制御装置と
；
　を備える装置。
【請求項１９】
　アクセスポイントからアクセス端末への送信のデータスループットレートを高めるため
のシステムであって、
前記アクセスポイントにおいて前記アクセス端末へ送信するための複数のデータパケット
を生成する手段と、なお、前記複数のデータパケットの各々は少なくとも1つのスロット
を含んでおり、前記アクセスポイントは前記複数のデータパケットの各々中の各スロット
をデータスロットまたはギャップスロットとして指定し、前記ギャップスロットは前記デ
ータパケットの送信のために使用されないスロットである；
　初期のデータレートで前記複数のデータパケットを前記アクセス端末へ送信する手段と
；
　前記アクセス端末において１組の推定チャンネルパラメータを決定する手段と；
　前記推定チャンネルパラメータの組に基づいてデータ要求メッセージを前記アクセスポ
イントへ送信する手段と、なお、前記複数のデータパケットを前記アクセス端末へ送信す
る手段は前記データ要求メッセージにしたがって送信を実行する；
　前記アクセス端末において実際のチャンネルパラメータの組を決定する手段と；
　前記実際のチャンネルパラメータの組が所定の品質量を超えるとき、前記アクセスポイ
ントへ表示メッセージを送信する手段と、なお、前記表示メッセージを送信する手段は前
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記ギャップスロットの少なくとも１つに関連付けられた時間期間中に送信を実行する；
　前記アクセスポイントにおいて受信された前記表示メッセージにしたがって、前記アク
セス端末へ送信するための次のデータパケットを変更する手段と；
　を備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
Ｉ．発明の分野
本発明はデータ通信に関する。とくに、本発明は、高レートのパケットデータ伝送におい
て高速閉ループレートに適応するための新規で向上した方法および装置に関する。
【０００２】
ＩＩ．関連技術の記述
モバイルコンピューティングおよびデータアクセスは、次第に増加しているユーザに着実
に利用可能になってきている。現在、連続データ接続および情報へのフルアクセスを行な
う新しいデータサービスおよび技術の開発および導入が行われている。今日、ユーザは種
々の電子デバイスを使用して、他の電子デバイスまたはデータネットワーク上に記憶され
ている音声またはデータ情報を検索することができる。これらの電子デバイスには、ワイ
ヤを介してデータ資源に接続できるものや、ワイヤレス方式でデータ資源に接続できるも
のがある。ここで使用されているように、アクセス端末は、ユーザにデータの接続性を与
えるデバイスである。アクセス端末は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピ
ュータ、またはパーソナルディジタルアシスタント（personal digital assistant, PDA
）のような計算機に接続されているか、またはこのようなデバイスに物理的に組込まれて
いてもよい。アクセスポイントは、パケット交換データネットワークとアクセス端末との
間にデータの接続性を与える装置である。
【０００３】
無線接続を行なうのに使用可能なアクセス端末には、例えば、移動電話があり、移動電話
は種々のアプリケーションを支援できる通信システムの一部である。１つの通信システム
は、符号分割多重アクセス（code division multiple access, CDMA）システムであり、
ＣＤＭＡシステムは“TIA/EIA/IS-95 Mobile Station Base Station Compatibility Stan
dard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System”（ここではＩＳ－９
５標準規格と呼ばれている）にしたがう。ＣＤＭＡシステムは、ユーザ間の音声およびデ
ータ通信を地上リンクによって可能にしている。多重アクセス通信システムにおけるＣＤ
ＭＡ技術の使用は、米国特許第4,901,307号（“SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMU
NICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS”）、および米国特許第5,
103,459号（“SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING WAVEFORMS IN A CDMA CELLULAR TELEP
HONE SYSTEM”）に開示されており、両文献は本発明の譲受人に譲渡され、ここでは参考
文献として取り上げている。本発明は、他のタイプの通信システムに同様に応用できるこ
とが分かるであろう。本発明は、ＴＤＭＡおよびＦＤＭＡのような他の周知の伝送変調方
式、並びに他の拡散スペクトルシステムを使用するシステムに採用される。
【０００４】
無線データの応用に対する需要が増加しているので、非常に効果的な無線データ通信シス
テムに対する必要性が益々大きくなってきている。ＩＳ－９５の標準規格では、順方向お
よび逆方向リンク上でトラヒックデータおよび音声データを送ることができる。一定の大
きさのコードチャンネルフレームにおいてトラヒックデータを送る方法は、米国特許第5,
504,773号（“METHOD AND APPARATUS FOR THE FORMATTING OF DATA FOR TRANSMISION”）
に詳しく記載されており、これは本発明の譲受人に譲渡され、ここでは参考文献として取
り上げる。ＩＳ－９５の標準規格にしたがうと、トラヒックデータまたは音声データは、
２０ミリ秒の幅で、１４．４キロビット秒のデータレートをもつコードチャンネルフレー
ムへ分割される。
【０００５】
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音声サービスとデータサービスとの間の重要な相違は、音声サービスには厳密な一定の遅
延要件が課されていることである。通常は、言語フレームの全体的な一方向の遅延は１０
０ミリ秒未満でなければならない。対照的に、データの遅延は可変のパラメータであり、
データ通信システムの効率を最適化するのに使用される。とくに、より効率的な誤り訂正
コード化技術では、音声サービスで許容できる遅延よりも相当に大きい遅延が要求される
。データの効率的なコード化方式の例は、1996年11月6日に出願された米国特許出願第08/
743,688号（“SOFT DECISION OUTPUT DECODER FOR DECODING CONVOLUTIONALLY ENCODED C
ODEWORDS”）に開示されており、これは本発明の譲受人に譲渡され、ここでは参考文献と
して取り上げている。
【０００６】
音声サービスとデータサービスとの間の別の重要な相違は、音声サービスには、全ユーザ
のための一定で共通のサービス程度（grade of service, GOS）が必要であることである
。通常は、音声サービスを提供するディジタルシステムでは、ＧＯＳによって全ユーザの
ための一定の等しい伝送レートと言語フレームの誤り率の最大許容値とに変換される。対
照的に、データサービスでは、ＧＯＳはユーザごとに異なり、データ通信システムの全効
率を向上するために最適化されたパラメータである。データ通信システムのＧＯＳは、通
常は、所定量のデータ（以下では、データパケットと呼ぶ）と転送するときに発生する全
遅延として定義される。
【０００７】
音声サービスとデータサービスとの間のさらに別の重要な相違は、音声サービスには高信
頼性の通信リンクが必要であることであり、このような高信頼性の通信リンクは、例えば
ＣＤＭＡ通信システムではソフトハンドオフによって与えられる。ソフトハンドオフでは
、信頼性を増すために、２以上の基地局から重複して送る。しかしながら、データ通信で
は、誤って受信したデータパケットを再伝送できるので、この追加の信頼性は必要ない。
データサービスでは、ソフトハンドオフを支援するのに使用される伝送電力は、追加のデ
ータを送るためにより効率的に使用される。
【０００８】
データパケットを転送するのに必要な伝送遅延と通信システムの平均スループットとは、
データ通信システムの品質と効率とを測定するパラメータである。伝送遅延が与える影響
は、データ通信と音声通信とでは異なるが、伝送遅延は、データ通信システムの品質を測
定する重要な測度である。平均スループットレートは、通信システムのデータ伝送能力の
効率の測度である。
【０００９】
セルラシステムでは、所与のユーザの信号対干渉および雑音比（signal-to-interference
-and-noise ratio, SINR）が、有効範囲内のユーザの位置の関数であることはよく知られ
ている。所与のレベルのサービスを維持するために、時分割多重アクセス（time divisio
n multiple access, TDMA）のシステムおよび周波数分割多重アクセス（frequency divis
ion multiple access, FDMA）のシステムは周波数再使用技術を使用しており、すなわち
各基地局において全周波数チャンネルまたは全時間スロット、あるいはこの両者が使用さ
れているわけではない。ＣＤＭＡシステムでは、システムの全セルにおいて同じ周波数割
当てを再使用して、全効率を向上している。所与のユーザの移動局においてＳＩＮＲを測
定し、基地局からユーザの移動局へのこの特定のリンクにおいて支援できる情報レートを
判断する。特定の変調および誤り修正方法を使用して送るとき、所与のレベルの性能は対
応するレベルのＳＩＮＲで実現される。六角形のセルのレイアウトをもち、かつ各セル内
で共通の周波数を使用している理想的なセルラシステムでは、理想的なセル内で実現され
るＳＩＮＲの配分を計算することができる。
【００１０】
高レートでデータを送ることができるシステム、すなわち以下で高データレート（High D
ata Rate, HDR）システムと呼ばれるシステムでは、開ループレート適応アルゴリズムを
使用して、順方向リンクのデータレートを調節する。ＨＤＲシステムの例は、米国特許出



(8) JP 4689931 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

願第08/963,386号（“METHOD AND APPARATUS FOR HIGH RATE PACKET DATA TRANSMISSION
”）において開示されており、これは本発明の譲受人に譲渡され、ここでは参考文献とし
て取り上げている。開ループレート適応アルゴリズムでは、無線環境において通常みられ
る可変のチャンネル状態にしたがってデータレートを調節する。一般的に、アクセス端末
は、順方向リンク上でパイロット信号を送っている間に、受信データのＳＩＮＲを測定す
る。アクセス端末は、測定したＳＩＮＲ情報を使用して、次のデータパケット期間におけ
る将来の平均ＳＩＮＲを予測する。予測方法の例は、現在審査中の米国特許出願第09/394
,980号（“SYSTEM AND METHOD FOR ACCURATELY PREDICTING SIGNAL TO INTERFERENCE AND
 NOISE RATIO TO IMPROVE COMMUNICATIONS SYSTEM PERFORMANCE”）に記載されており、
これは本発明の譲受人に譲渡され、ここでは参考文献として取り上げている。予測のＳＩ
ＮＲによって、順方向リンク上で支援できる所与の成功率の最大データレートを判断する
。したがって、開ループレート適応アルゴリズムは、アクセス端末がアクセスポイントに
、予測のＳＩＮＲによって判断したデータレートで次のパケットを送ることを要求する機
構である。開ループレート適応方法は、モバイル環境のような不利な無線チャンネルの条
件下でさえも、高スループットのパケットデータシステムを提供するのに非常に効果的で
あることが分かった。
【００１１】
しかしながら、開ループレート適応方法を使用する際の欠点は、アクセスポイントへのレ
ート要求のフィードバックを送ることに関係する暗黙のフィードバックの遅延があること
である。この暗黙の遅延の問題は、チャンネル状態の変化が速いときに、アクセス端末が
要求データレートを毎秒数回更新しなければならないために悪化する。通常のＨＤＲシス
テムでは、アクセス端末は、毎秒約６００回更新を行なう。
【００１２】
純粋な開ループレート適応方法を実行しない理由は他にもある。例えば、開ループレート
適応方法は、ＳＩＮＲの推定の精度に相当に依存しているからである。したがって、ＳＩ
ＮＲの測定値が不完全であるので、アクセス端末が基礎となるチャンネル統計を精密に特
徴付けることが妨げられる。チャンネル統計を不正確にする1つの要因は、上述のフィー
ドバックの遅延である。アクセス端末は、フィードバックの遅延のために、過去と現在の
雑音のある（noisy）ＳＩＮＲの推定を使用して、近い将来の支援できるデータレートを
予測しなければならない。チャンネル統計を不正確にする別の要因は、受信したデータパ
ケットの予測できないバースト性である。パケットデータセルラシステムでは、アクセス
端末における干渉レベルがこのようなバーストによって突然に変化する。純粋な開ループ
レート適応方式では、干渉レベルが予測できないことを適切に説明できない。
【００１３】
純粋な開ループレート適応方法を実行しない別の理由は、誤りの影響を最小化できないか
らである。例えば、推定のＳＩＮＲの予測誤りが大きいときは、若干のモバイル環境の場
合のように、アクセス端末は控えめなデータレート要求を送って、パケットの低い誤り率
を保証する。パケットの誤り率が低いために、全体的な伝送遅延は小さくなる。しかしな
がら、アクセス端末は、（データレート要求が控えめでなければ）恐らくはより高いデー
タレートのパケットを受信するのに成功したであろう。開ループレート適応方法には、推
定のチャンネル統計に基づくデータレート要求を、データパケットの伝送中の実際のチャ
ンネル統計に基づくデータレートに更新する機構はない。したがって、開ループレート適
応方法では、推定のＳＩＮＲの予測誤り率が大きいときは、最大スループットレートを得
られない。
【００１４】
開ループレート適応方法が誤りの影響を最小化できない別の例は、アクセス端末が受信し
たパケットを不正確にデコードしたときである。無線リンクプロトコル（Radio Link Pro
tocol, RLP）において、アクセス端末は、パケットを不正確にデコードしたときに再伝送
を要求するが、再伝送の要求は、受信したシーケンス番号のスペースにギャップを検出し
た後でのみ生成される。したがって、ＲＬＰプロトコルでは、パケットが不正確にデコー
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ドされた後で、次の受信パケットの処理を要求する。この手続きでは、全体的な伝送遅延
を増加する。データパケット内に含まれているコード符号の一部または全てを迅速に再伝
送し、アクセス端末が遅延させ過ぎることなくパケットを正確にデコードできる機構が必
要である。
【００１５】
したがって現在は、既に記載したように、伝送遅延を最小化し、かつスループットレート
を最大化するために、開ループレート適応方法を変更することが必要である。
【００１６】
要約
本発明は、開ループレート適応アルゴリズムを変更して、ハイブリッドの開ループ／閉ル
ープのレート適応方式を生成するための新規で向上した方法および装置に関する。アクセ
スポイントは、データパケットのスロットにおいて時間のインターリーブされた構造を適
切に生成して、インターリーブされた構造内に挿入されているギャップと関係する期間中
に、アクセス端末が表示メッセージ（indicator message）をアクセスポイントへ送るこ
とができるようにしている。
【００１７】
本発明の１つの態様では、インターリーブされたギャップと関係する期間は、アクセス端
末がスロット内に保持されているデータをデコードし、かつデコードされたデータに基づ
いて表示メッセージを送るのに十分な継続期間である。本発明の代わりの態様では、表示
メッセージは推定の信号対干渉および雑音のレベルに基づいている。
【００１８】
本発明の別の態様では、表示メッセージは１ビット長であり、アクセスポイントでは、ビ
ットが到達するタイミングにしたがって、これを解釈する。
【００１９】
本発明の特徴、目的、および長所は、同じ参照符号が全体的に対応して識別している図面
に関連付けて採用したときに、次に記載する詳細な記述からより明らかになるであろう。
【００２０】
好ましい実施形態の詳細な説明
データ通信システムの例示的な実施形態では、順方向リンクのデータ伝送は、１つのアク
セスポイントから１以上のアクセス端末へアクセス端末によって要求されるデータレート
で行われる。逆方向リンクのデータ通信は、１つのアクセス端末から１以上のアクセスポ
イントへ行うことができる。データはデータパケットへ分割され、各データパケットは時
間スロット上で送られる。アクセスポイントは、各時間スロットにおいてアクセスポイン
トと通信しているアクセス端末へデータを送ることができる。
【００２１】
最初に、アクセス端末は所定のアクセス手続きを使用してアクセスポイントとの通信を設
定する。この接続状態では、アクセス端末はアクセスポイントからデータメッセージと制
御メッセージとを受信し、データメッセージと制御メッセージとをアクセスポイントへ送
ることができる。次にアクセス端末は、順方向リンクを監視して、アクセス端末のアクテ
ィブな組の中のアクセスポイントから送る。アクティブな組には、アクセス端末と通信し
ているアクセスポイントのリストが含まれている。とくに、アクセス端末は、アクティブ
な組の中のアクセスポイントからの順方向リンクのパイロットの信号対干渉および雑音比
（ＳＩＮＲ）を、アクセス端末において受信したときに測定する。受信したパイロット信
号が、所定の追加（add）の閾値より高いか、または所定の低下（drop）の閾値よりも低
いときは、アクセス端末はアクセスポイントへこれを報告する。次に、アクセスポイント
からの次のメッセージをアクセス端末へ送って、アクティブな組との間でアクセスポイン
トへ追加するか、または削除する。
【００２２】
データが送られないときは、アクセス端末はアイドル状態に戻って、データレート情報を
アクセスポイントへ送るのを中断する。アクセス端末は、アイドル状態のときは、ページ
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ングメッセージについてアクティブな組の中のアクセスポイントからの制御チャンネルを
定期的に監視する。
【００２３】
アクセス端末へデータが送られるときは、データは中央制御装置によってアクティブな組
の全アクセスポイントへ送られ、各アクセスポイントに順番に記憶される。次にページン
グメッセージはアクセスポイントによって各制御チャンネル上をアクセス端末へ送られる
。幾つかのアクセスポイントにおいて、アクセスポイントは全てのこのようなページング
メッセージを同時に送り、アクセス端末がアクセスポイント間をスイッチングしていると
きでさえも受信を保証する。アクセス端末は、制御チャンネル上の信号を復調してデコー
ドし、ページングメッセージを受信する。
【００２４】
ページングメッセージをデコードするとき、および各タイムスロットにおいて、データ伝
送が完了するまで、アクセス端末は、アクティブな組の中のアクセスポイントからの順方
向リンク信号のＳＩＮＲを、アクセス端末において受信したときに測定する。順方向リン
ク信号のＳＩＮＲは、各パイロット信号を測定することによって求めることができる。次
にアクセス端末は、１組のパラメータに基づいて最良のアクセスポイントを選択する。パ
ラメータの組には、現在と前のＳＩＮＲの測定値、およびビット誤り率またはパケット誤
り率を含むことができる。例えば、最良のアクセスポイントは、最大のＳＩＮＲの測定値
に基づいて選択することができる。次にアクセス端末は最良のアクセスポイントを識別し
て、データレート制御チャンネル（以下では、ＤＲＣ（Data Rate Control）チャンネル
と呼ぶ）上のデータレート制御メッセージ（以下では、ＤＲＣメッセージと呼ぶ）を選択
されたアクセスポイントへ送る。ＤＲＣメッセージには、要求されたデータレート、また
はその代わりに順方向リンクのチャンネル品質（例えば、ＳＩＮＲの測定値自体、ビット
誤り率、またはパケット誤り率）を含むことができる。例示的な実施形態では、アクセス
端末は、アクセスポイントをユニークに識別するウオルシュコードを使用することによっ
て、ＤＲＣメッセージを特定のアクセスポイントへ送ることができる。ＤＲＣメッセージ
の符号は、ユニークなウオルシュコードと排他的論理和（ＸＯＲ）をとられる。アクティ
ブな組内の各アクセスポイントはアクセス端末によってユニークなウオルシュコードによ
って識別されるので、選択されたアクセスポイントのみが、正しいウオルシュコードを使
用して、アクセス端末が実行したのと同一のＸＯＲ演算を実行し、ＤＲＣメッセージを正
しくデコードすることができる。アクセスポイントは、各アクセス端末からレート制御情
報を使用して、順方向リンクのデータを可能な限り高いレートで効率的に送る。
【００２５】
アクセスポイントは、各時間スロットにおいて、ページされたアクセス端末を選択するこ
とができる。次にアクセスポイントは、選択したアクセス端末へデータを送るデータレー
トを、アクセス端末から受信したＤＲＣメッセージの最近の値に基づいて判断する。さら
に加えて、アクセスポイントは、識別用のプリアンブルをアクセス端末へ方向付けられた
データパケットへ添付することによって、特定のアクセス端末への伝送をユニークに識別
する。例示的な実施形態では、プリアンブルは、アクセス端末を独特に識別するウオルシ
ュコードを使用して分布される。
【００２６】
例示的な実施形態では、データ伝送システムの順方向リンクの容量は、アクセス端末のデ
ータレート要求によって判断される。順方向リンクの容量の追加の利得は、指向性アンテ
ナまたは適応空間フィルタ、あるいはこの両者を使用することによって実現することがで
きる。指向性の伝送を行なうための例示的な方法および装置は、1995年12月20日に出願さ
れた現在審査中の米国特許出願第08/575,049号（“METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINI
NG THE TRANSMISSION DATA RATE IN A MULTI-USER COMMUNICATION SYSTEM”）、および19
97年9月8日に出願された米国特許出願第08/925,521号（“METHOD AND APPARATUS FOR PRO
VIDING ORTHOGONAL SPOT BEAMS, SECTORS, AND PICOCELLS”）に記載されており、両文献
は本発明の譲受人に譲渡され、ここでは参考文献として取り上げている。
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【００２７】
高速閉ループ（Fast Closed-Loop, FCL）レート制御適応
ＨＤＲシステムにおいて、開ループレート適応方式では、高速フィードバックチャンネル
を使用して、アクセス端末からアクセスポイントへＤＲＣメッセージを送ることができ、
一方でアクセスポイントは順方向のデータリンク上でデータパケットをアクセス端末へ同
時に送る。したがって、アクセス端末はアクセスポイントへ命令して、受信側のアクセス
端末における実際のＳＩＮＲの条件にしたがって現在の伝送を終了するか、または拡張す
ることができる。例示的な実施形態では、高速フィードバックチャンネルを使用して、別
途記載するように特別の情報を送る。
【００２８】
ＨＤＲシステムにおける順方向リンクのデータレートは、３８．４キロビット秒から２．
４５６メガビット秒まで変化する。各パケットデータ伝送の継続期間を、多数のスロット
および他の変調パラメータについて表１に示した。この実施形態では、１スロットは１．
６６６．ミリ秒の継続期間、すなわち１．２２８８Ｍｃｐｓのチップレートで送られる２
０４８のチップに対応する。
【００２９】
【表１】

【００３０】
例示的な実施形態では、マルチスロットパケットの構造は、所定のギャップスロットでは
なく、所定のデータスロット内にデータを保持するように変更される。例示的な実施形態
にしたがってマルチスロットパケットが構成されるときは、マルチスロットパケットを受
信しているアクセス端末は、他の目的のために所定のギャップスロットの継続期間を利用
することができる。例えば、アクセス端末はデータスロット間の時間を使用して、これま
で累積したソフトコード符号でパケットを正しくデコードできるかどうかを判断すること
ができる。アクセス端末では、データスロットが正しくデコードされたかどうかを判断す
る種々の方法を使用することができ、これらの方法には、限定はしないが、データと関係
するＣＲＣビットを検査するか、またはパイロットおよびトラヒック符号の受信したＳＩ
ＮＲに基づいて予測ＳＩＮＲを推定することが含まれる。
【００３１】
図１は、マルチスロットパケットにおいて１スロットのギャップをインターレースした構
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造の例示的な図であり、所定のデータスロットおよび所定のギャップスロットは交互にイ
ンターレースされている。以下ではこの実施形態を１スロットのギャップパターンと呼ぶ
ことにする。マルチスロットパケット100は、交互のスロット内にデータを含み、アクセ
スポイントからアクセス端末へ送られる。例えば、アクセス端末が表１のデータレート２
にしたがって送っているときは、マルチスロットパケット内には８つのデータがあり、デ
ータはスロット１、３、５、７、９、１１、１３、１５内に保持されている。スロット２
、４、６、８、１０、１２、１４、１６は、マルチスロットパケットの部分を送るのに使
用されない。空のスロットと関係する時間期間内では、アクセス端末からのＤＲＣメッセ
ージをアクセスポイントへ送ることができる。この例では、８つのスロットパケットの例
の伝送に関係するギャップスロットの間に、アクセスポイントが、別のデータパケットを
、同じか、または異なるアクセス端末へ送ることができるのは明らかである。
この実施形態では、ＤＲＣメッセージに加えて、アクセス端末の受信状態を示す表示メッ
セージをアクセス端末からアクセスポイントへ送ることができ、このような表示メッセー
ジには、限定はしないが、停止（ＳＴＯＰ）表示メッセージまたは拡張（ＥＸＴＥＮＤ、
ＥＸＴ）表示メッセージを含むことができる。この実施形態についてここに記載した表示
メッセージの使用は、次に記載する別の実施形態に応用できることに注意すべきである。
【００３２】
ＨＤＲシステムでは、３０７．２キロビット秒以下のデータレートでパケットで送られる
コード符号は、６１４．４キロビット秒でパケットにおいて送られるコード符号の反復（
repeat）である。一般的に、所与のスロットで送られるコード符号のほとんどは、パケッ
トの第１のスロットにおいて送られるコード符号をずらして反復したものである。データ
レートがより遅いときは、パケットの所与の誤り率は低く、ＳＩＮＲがより低くなること
が必要となる。したがって、アクセス端末が、チャンネル状態が好ましくないと判断する
と、アクセス端末はＤＲＣメッセージを送って、６１４．４キロビット秒未満のデータレ
ートを要求する。アクセスポイントは、図１に記載した構造にしたがってマルチスロット
パケットを送る。しかしながら、実際のチャンネル状態が向上して、アクセス端末に必要
な反復コード符号が、開ループレート適応アルゴリズムによって最初に指定されていたよ
りも、より少なくなるとき、図１に記載した構造では、アクセス端末は、逆方向リンクの
フィードバックチャンネル上で停止表示メッセージのような表示メッセージを送ることが
できる。
【００３３】
図２は、停止表示メッセージの使用を示す図である。アクセスポイントは、図１のインタ
ーリーブされた構造にしたがってデータパケット200を送る。スロットｎ＋２およびｎ＋
４は、データを保持しているスロットである。ＤＲＣメッセージ210は、スロット期間ｎ
－１の間に受信され、スロットｎ、ｎ＋２、ｎ＋４、およびｎ＋６内のデータは、要求デ
ータレートにしたがって送られるようにスケジュールされる。アクセス端末は、スロット
ｎ、ｎ＋２、およびｎ＋４内のコード符号の反復を受信すると、ｎ＋６によって保持され
ている反復を受信しなくても、完全なデータを十分に判断できるので、アクセス端末は停
止表示メッセージ220を送る。したがって、アクセス端末は、新しいデータを受信できる
ようになっている。停止表示メッセージ220は、スロットｎ＋５の間にアクセスポイント
によって受信される。停止表示メッセージ220を受信すると、アクセスポイントは、残り
の割り当てられたデータスロットｎ＋６内のデータパケットの反復を送るのを止めて、ス
ロットｎ＋６内の新しいデータパケットを送り始める。未使用の割り当てられたスロット
には、任意のアクセス端末に方向付けられた別のパケットの伝送を再び割り振ることがで
きる。このやり方では、閉ループレート適応は、最初のＤＲＣメッセージにおいて推定の
チャンネル状態に基づいて指定されたデータレートよりも高いデータレートを実際のチャ
ンネル状態が許可するときに、資源を最適化するように行なわれる。上述の例では、停止
表示を送ることによって、最初の要求データレートよりも４／３倍高い有効データレート
が実現される。
【００３４】
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この実施形態の別の態様では、実際のチャンネル状態が推定のチャンネル状態よりも悪く
なるたびに、表示メッセージをアクセス端末からアクセスポイントへ送って、コード符号
のより多くの反復を可能にすることができる。表示メッセージは、拡張表示メッセージと
呼ばれることがある。また拡張表示メッセージは、１つのスロットパケットがアクセス端
末によって不正確にデコードされたときに使用される。この場合は、アクセス端末は拡張
表示メッセージを送って、指定されたスロット内に保持されているデータの再伝送を要求
する。図１の構造では、アクセスポイントは、拡張表示メッセージをデコードした後に、
ちょうどその次のスロット（ここでは拡張データスロットと呼ばれる）上のデータを再び
送ることができる。図３は、拡張表示メッセージをこのように使用したことを示している
。データパケット300は、図１の構造にしたがって構成されており、交互のスロットはギ
ャップスロットを示している。アクセスポイントによって受信されるＤＲＣメッセージ31
0は、データスロットｎにおいて送られるデータに好ましいレートを与える。データは、
スロットｎ＋２においても要求データレートにしたがって送られる。しかしながら、アク
セスポイントによって受信される拡張表示メッセージ320は、スロットｎ＋２内に保持さ
れているデータをデコードするときの誤りのために、データスロットｎ＋４においてデー
タの反復を命令する。
【００３５】
この実施形態の別の態様では、推定のＳＩＮＲにおいて、パケットの成功率が下がった、
例えばパケットの成功率が８０ないし９０％になったことが示されるとき、単一スロット
のパケットが要求される。アクセス端末は、受信した単一スロットのパケットに基づいて
拡張表示メッセージをアクセスポイントへ送り、第１の単一スロットのパケットが正しく
デコードされなかったときは、パケットの再伝送を要求することができる。この実施形態
の態様の長所は、データのスループットレートが向上したことであり、これは高データレ
ートの最初の伝送によって実現される。この実施形態にしたがって、実際のチャンネル状
態にしたがって高データレートの伝送を調節することができる。図３は、本発明のこの態
様を示している。ＤＲＣのメッセージ310が３０７．２キロビット秒のデータ要求を送る
とき、データはスロットｎおよびｎ＋２において要求レートで送られる。しかしながら、
アクセス端末がチャンネル状態の向上を検出するときは、アクセス端末は、ＤＲＣメッセ
ージ330を送って、１．２メガビット秒のデータ要求を伝えることができる。次にアクセ
スポイントはスロットｎ＋５内の単一のスロットパケットを１．２メガビット秒で送る。
アクセス端末は、ギャップスロットｎ＋６と関係する時間中に、チャンネル状態の悪化を
検出し、スロットｎ＋５内のデータの再伝送を必要とする。拡張メッセージ340が送られ
、アクセスポイントはスロットｎ＋５からのデータをスロットｎ＋７において再び送る。
【００３６】
１つの例示的な実施形態では、アクセス端末は、パケットごとに拡張表示メッセージをＮ

ＥＸＴ(i)まで（なお、ｉ＝１，２，．．．，１１であり、表１に示したデータレートの
１つに対応する）送ることができる。
【００３７】
閉ループレート適応のための上述の手続きは、データパケットが１または２つのスロット
を含むときの伝送の例である。拡張データスロットは、前に送られたコード符号の反復で
あるコード符号を保持し、したがって拡張データスロット内のコード符号は、信頼性を向
上するために、デコーディングステップに先立って、前に受信したコード符号と効果的に
ソフト結合（soft-combine）されることに注意すべきである。拡張データスロット内で送
られるこのコード符号の識別は、実行の細部であり、本発明の技術的範囲に影響を与えな
い。
【００３８】
上述の高速閉ループレート適応方法は、開ループレート適応方式によって使用されるのと
同じ高速フィードバックチャンネルに依存して実行できるが、本発明の技術的範囲を変更
せずに、閉ループレート適応方法を実行するのに他の別のチャンネルを使用できることに
注意すべきである。
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【００３９】
構成の別の態様は、表示メッセージの形成である。システム内に２つのみの表示メッセー
ジ、すなわち停止表示メッセージおよび拡張表示メッセージが示されている実施形態では
、システムは、表示メッセージを伝えるのに１ビットのみを必要とする。ＤＲＣメッセー
ジは、レート選択およびアクセスポイント識別のために多数のビットを保持しているが、
システムが使用の際にそのビットのコンテキストを区別するときは、停止表示メッセージ
または拡張表示メッセージを表示することが必要である。例えば、表示ビットはＦＣＬビ
ットとして示すことができる。アクセスポイントがアクセス端末からのＦＣＬビットの存
在をスロットｎにおいて検出するとき、このアクセス端末へ方向付けられたマルチスロッ
トパケットのデータスロットが、スロットｎ＋１において送られるようにスケジュールさ
れている場合は、アクセスポイントはＦＣＬビットを停止表示メッセージとして解釈する
。しかしながら、このアクセス端末へスケジュールされたパケットが、要求データレート
にしたがって、ちょうどスロットｎ＋１において終了するときは、アクセスポイントはＦ
ＣＬビットを拡張表示メッセージとして解釈する。その代わりに、前の拡張表示メッセー
ジが、特定のパケットのスロットを、ちょうどスロットｎ－１において再伝送するように
伝え、ＮＥＸＴよりも少ない拡張表示メッセージがこのパケットについて処理されたとき
は、アクセスポイントはＦＣＬビットを同様に拡張表示メッセージとして解釈することが
できる。これらの情況のいずれも適用できないときは、このビットはフォールスアラーム
として捨てられる。
【００４０】
別の実施形態では、表示メッセージは、逆のＤＲＣのコードワードの１つを使用すること
によって、開ループのＤＲＣメッセージにおいて逆の同じフィードバックチャンネル上を
送られる。しかしながら、この実施形態では、アクセス端末は、一度に１つのみのメッセ
ージを送ることができるので、ＤＲＣメッセージと、停止表示メッセージのような表示メ
ッセージとを同時に送ることはできない。したがって、アクセス端末は、停止表示が送ら
れた後に解放される第１のスロットの間は、別のパケットを供給されるのを妨げられるこ
とになる。しかしながら、他のアクセス端末は、第１のスロットの解放中に供給される。
アクセスポイントが多くのアクセス端末へ供給するときは、所与のアクセス端末のパケッ
トが連続的にスケジュールされる確率が低減するので、この実施形態の効果は最大化され
る。
【００４１】
別の実施形態では、逆方向リンクに特別のウオルシュ関数を使用して生成できる別々の割
り当てられたチャンネル上で表示メッセージを送ることができる。このアプローチは、ア
クセス端末がＦＣＬチャンネルの信頼性を所望のレベルまで制御できるといった特別の長
所をもつ。上述の実施形態では、所与の時間に１つのアクセス端末のみが伝送を認められ
る。したがって、逆方向リンクの容量に影響を与えることなく、表示メッセージを送るた
めに割り当てられた電力を増加することが実行可能である。
【００４２】
既に記載したように、アクセスポイントは、ギャップスロット中に他のアクセス端末へデ
ータを送ることによって効率を最大化することができる。
【００４３】
図４は、マルチスロットパケットにおける例示的なインターレース形構造の図であり、所
定のデータスロットおよび所定のギャップスロットは一様なＮスロットのパターンでイン
ターレースされている。この実施形態は、以下では一様なＮスロットのギャップパターン
と呼ばれる。マルチスロットパケット400は、各Ｎ番目のスロット内にデータを含み、ア
クセスポイントからアクセス端末へ送られる。Ｎ－１スロットはギャップスロットであり
、アクセス端末はギャップスロットと関係する遅延を使用して、前のデータスロットにお
いて受信したデータのデコーディングを試みる。この技術においてよく知られているよう
に、データビットのブロックはコード化して送られ、データを受信すると、送られたデー
タ内の誤りの存在を判断することができる。このようなコード化技術の１つの例は、巡回
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冗長検査（cyclic redundancy check, CRC）の符号の生成である。この実施形態の１つの
態様では、アクセス端末は、ギャップを一様に挿入することによって生じる遅延を使用し
て、ＣＲＣビットをデコードし、かつデータスロットをデコードするのに成功したかどう
かを判断することができる。アクセス端末は、ＳＩＮＲの推定値に基づいて表示メッセー
ジを送るのではなく、データスロットをデコードするのに実際に成功したか、または失敗
したかに基づいて、表示メッセージを送ることができる。データをデコードするのに必要
な時間は通常は、パケット内に含まれている情報ビット数に比例することに注意すべきで
ある。したがって、表１に示されているように、データレートがより高速になると、パケ
ットをデコーディングするのにより長い時間が必要となる。Ｎの最適値を判断する場合は
、インターレースしている期間を選択するときに、最悪の場合の遅延を考慮しなければな
らない。
【００４４】
この実施形態の別の態様では、アクセス端末はギャップを一様に挿入することによって生
じる遅延を使用して、データスロットの受信中の推定のＳＩＮＲを判断して、ＤＲＣメッ
セージを効果的に送ることができる。
【００４５】
さらに加えて、マルチスロットパケット内に特別の遅延スロットを挿入すると、アクセス
端末は追加のメッセージをアクセス端末へ送ることができる。
【００４６】
１スロットのギャップパターンの実施形態において表示メッセージを送るのと類似したや
り方で、一様なＮスロットのギャップパターンにおいて停止表示メッセージおよび拡張表
示メッセージを使用することができる。さらに加えて、システムがビットのコンテキスト
を使用時に区別するときは、１ビットのみを使用して表示メッセージの形成を実現するこ
とができる。例えば、表示ビットはＦＣＬビットとして示すことができる。アクセスポイ
ントがアクセス端末からＦＣＬビットの存在をスロットｎにおいて検出するときは、この
アクセス端末へ方向付けられたマルチスロットのパケットのデータスロットがスロットｎ
＋１において送ることをスケジュールされている場合に、アクセスポイントはＦＣＬビッ
トを停止表示メッセージとして解釈する。しかしながらこのアクセス端末へスケジュール
されたパケットが、要求データレートにしたがって、ちょうどスロットｎ－ｐ＋１におい
て終了するときは（なお、ｐはデータスロットをアクセス端末に割り当てられた期間であ
る）、アクセスポイントはＦＣＬビットを拡張表示メッセージとして解釈する。その代わ
りに、前の拡張表示メッセージが、ちょうどスロットｎ－ｐ＋１において指定されたパケ
ットのスロットを再伝送することを伝え、ＮＥＸＴよりも少ない拡張表示メッセージがこ
のパケットについて処理されているときは、アクセスポイントはＦＣＬビットを同様に拡
張表示メッセージとして解釈することができる。これらの情況の何れも適用可能でないと
きは、ビットをフォールスアラームとして捨てることができる。
【００４７】
図５が、マルチスロットパケットのための別の例示的なインターレース形構造の図であり
、なお、所定のデータスロットおよび所定のギャップスロットは一様でないスロットパタ
ーンでインターレースされている。以下では、本発明のこの実施形態は一様でないＮスロ
ットのギャップパターンと呼ばれる。マルチスロットパケット500は、データスロット間
でインターレースされている遅延がデータレートの関数であるように構成されている。レ
ートｉのパケットのデータスロット間に必要なギャップスロット数、すなわちＮ(i)は、
全てのアクセス端末とアクセスポイントとによって定められ、知られている。この実施形
態では、各データレートのパケットの待ち時間を最小化できるが、パケットを送ることを
スケジュールするときに、アクセスポイントが満たさなければならない一定数の制約があ
る。１つのこのような制約は、データスロットが重複するのを避けることである。
【００４８】
一様でないスロットパターンの例として、図５のＤＲＣメッセージを使用して、データを
交互に送ることができる。この例では、ＤＲＣメッセージ510は、スロットｎ－２、ｎ＋
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２、およびｎ＋６において送られるデータを２０４．８キロビット秒で送ることを要求し
ている。ＤＲＣメッセージ520は、データをスロットｎ＋１、ｎ＋３において９２１．６
キロビット秒で送ることを要求している。ＤＲＣメッセージ530は、データをスロットｎ
＋８において１．２メガビット秒で送ることを要求している。個々のＤＲＣメッセージは
定期的に送られるが、定期的な伝送を組合せて、不定期で、一様でないパターンが生成さ
れる。ＤＲＣメッセージ520によって開始されるデータパターンについて制約があること
に注意すべきである。対のデータスロット間に１スロットのギャップをもつパターンにお
いて、この２つのスロットのデータパケットは、ｎではなく、ｎ＋１またはｎ－１におい
て伝送を開始するようにスケジュールされている。パターンがｎから始まるときは、現在
のスロットｎ＋３のデータはスロットｎ＋２において送られ、ＤＲＣメッセージ510でス
ケジュールされたデータスロットパターンと重複する。
【００４９】
１スロットのギャップパターンの実施形態において表示メッセージの伝送に類似したやり
方で、一様でないＮスロットのギャップパターンにおいて、停止表示メッセージおよび拡
張表示メッセージを使用できる。さらに加えて、システムがビットのコンテキストを使用
の際に区別するときは、１ビットのみを使用して表示メッセージを形成することができる
。例えば、表示ビットはＦＣＬビットとして示すことができる。アクセスポイントがアク
セス端末からＦＣＬビットの存在をスロットｎにおいて検出するときは、このアクセス端
末へ方向付けられたマルチスロットパケットのデータスロットがスロットｎ＋１において
送ることをスケジュールされている場合に、アクセスポイントはＦＣＬビットを停止表示
メッセージとして解釈する。しかしながら、アクセス端末へスケジュールされているパケ
ットが、要求データレートにしたがって、ちょうどｎ－Ｎ(i)において終了するとき（な
お、Ｎ(i)はデータスロット間に必要なギャップスロットの数であり、ｉはデータレート
の指数を示す）、アクセスポイントはＦＣＬビットを拡張表示メッセージとして解釈する
。その代わりに、前の拡張表示メッセージが、ちょうどスロットｎ－Ｎ(i)において指定
されたパケットのスロットを再伝送することを伝え、ＮＥＳＴより少ない拡張表示メッセ
ージがこのパケットについて処理されているときは、これらのアクセスポイントはＦＣＬ
ビットを同様に拡張表示メッセージとして解釈することができる。これらの情況の何れも
適用できないときは、ビットをフォールスアラームとして捨てることができる。
【００５０】
一様でないギャップパターン上で一様なギャップパターンを使用するとき、および一様な
ギャップ上で一様でないギャップパターンを使用するときに、種々の長所が実現される。
一様なスロットのギャップパターンを使用しているシステムは、全てのスロットについて
交互の周期的なパターンによって最大のスロット効率を実現できる。例えば、一様なパタ
ーンでは、１つのアクセス端末はスロットｎ、ｎ＋４、ｎ＋８、．．．を割り当てられ、
第２のアクセス端末はスロットｎ＋１、ｎ＋５、ｎ＋９、．．．．を割り当てられ、第３
のアクセス端末はスロットｎ＋２、ｎ＋６、ｎ＋１０、．．．を割り当てられ、第４のア
クセス端末はスロットｎ＋３、ｎ＋７、ｎ＋１１、．．．を割り当てられる。このやり方
では、ネットワークの効率を向上するために、全てのスロットが十分に使用される。しか
しながら、一定の環境では、一様でないスロットのギャップパターンを構成することがよ
り望ましい。例えば、高速のデータ伝送中に、１スロットのみのデータが大量のコード符
号と共に送られる。このような場合は、アクセス端末は、受信したコード符号をデコード
するのに比較的に長い継続期間を必要とする。したがって、一様なスロットパターンの構
成では、大量のギャップスロットのために対応する長い期間が必要であり、ゆえに効率が
悪くなる。この環境のもとでは、一様でないギャップスロットのパターンは望ましくない
。
【００５１】
図６は、ＨＤＲシステムにおいてＦＣＬレートの制御を行なうための装置のブロック図で
ある。アクセス端末701は、ＳＩＮＲの推定素子722においてアクセスポイント700からの
順方向リンクの受信信号の長さに基づいてＳＩＮＲの推定および予測を行なう。ＳＩＮＲ
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の推定素子722からの結果は開ループレート制御素子723へ送られ、開ループレート制御素
子723では、ＳＩＮＲの推定素子722からの結果にしたがってデータレートを選択するため
に、開ループレート制御アルゴリズムを実行する。開ループレート制御素子723はＤＲＣ
メッセージを生成し、ＤＲＣメッセージは逆方向リンク713上でアクセスポイント700へ送
られる。ＤＲＣメッセージがＤＲＣデコーダ713においてデコードされ、その結果がスケ
ジューラ712へ送られると、アクセスポイント700は、ＤＲＣメッセージのデコーディング
後で、スロットにおいて指定された要求レートでデータ伝送をスケジュールすることがで
きる。上述の素子は、上述の開ループレート適応アルゴリズムを実行していることに注意
すべきである。スケジューラ712は、ＦＣＬレート制御プロセスを実行して、上述のよう
なインターレースされたパケットを生成し、閉ループレート制御素子725は、アクセス端
末701が選択的にＦＣＬのレートを適応できるようにする。
【００５２】
図６では、１スロットのギャップパターンがスケジューラ712によって２つのアクセス端
末を同時に供給するように構成されている。したがって、アクセスポイント700は２つの
独立のバッファ、すなわち伝送バッファＡ710および伝送バッファＢ711を保持して、新し
いスロットの反復またはスロットの拡張を生成するのに必要なコード符号を保持する。こ
こに記載した実施形態にしたがってより多くの伝送バッファを使用できることに注意すべ
きである。
【００５３】
アクセスポイント700はデータパケットをアクセス端末701へ送る。データパケットを受信
しているとき、アクセス端末701はＳＩＮＲ推定素子722からの結果を閉ループレート制御
素子725へ供給するか、または、その代わりに、アクセス端末701はデコーダ720からの結
果を閉ループレート制御素子725へ供給する。バッファ721を挿入して、デコーダ720から
、上位層プロトコルへデコードされた情報を順番に送るのを助けてもよいが、これについ
ては本明細書には記載されていない。閉ループレート制御素子725は、デコーダ720または
ＳＩＮＲの推定素子722からの結果を使用して、表示メッセージを生成するかどうかを判
断することができる。表示メッセージは、逆方向リンク上でアクセスポイント700へ送ら
れ、ＦＣＬ表示デコーダ714は表示メッセージをデコードし、デコードしたメッセージを
スケジューラ712へ供給する。アクセスポイント700におけるスケジューラ712、ＤＲＣデ
コーダ713、およびＦＣＬ指示デコーダ714は別々の構成要素として構成されるか、または
単一のプロセッサまたはメモリを使用して構成される。同様に、アクセス端末701内のデ
コーダ720、バッファ721、ＳＩＮＲ推定素子722、開ループレート制御素子723、および閉
ループ制御素子725は、別々の素子として構成されるか、または単一のプロセッサ上でメ
モリと接続してもよい。
【００５４】
外部ループレート制御素子724を挿入して、長期間の誤り統計（long term error statist
ics）を計算することができる。このような統計の計算結果を使用して、開ループレート
制御素子723と閉ループレート制御素子725との両者を調節することができる。
【００５５】
ここに記載したように、ＦＣＬレート適応方法では、停止表示メッセージまたは拡張表示
メッセージのような表示メッセージをアクセスポイントへ送ることを決定する。この方法
では高速修正機構を用意して、開ループレート制御方式の不正確さを補償する。パケット
をデコードするのに十分な情報があるときは、マルチスロットパケットの伝送を停止する
ことができる。その代わりに、デコーディングの成功が保証されないときは、実行中のマ
ルチスロットパケットの１スロットを反復することができる。
【００５６】
高レートのパケットのデコーディングに失敗したとき、ＦＣＬレート適応方法では、拡張
したデータスロットを送ることができるので、開ループレート制御方式を１スロットのパ
ケットをより高いレートで要求することに積極的（aggressive）にすることによって、Ｆ
ＣＬレート適応方法はスループットレートも向上する。ＦＣＬレート適応方法が、開ルー
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時もスループットを向上する。
【００５７】
例えば、開ループレート制御方式では、１つのスロットパケットを使用して高レートを選
択し、パケット誤り率（packet error rate, PER）が第１のスロットの終わりでは約１５
％で、かつ拡張したスロットの終わりではほぼ１％であるように、開ループレート制御方
式を設計することができる。拡張スロットは、時間ダイバーシティ利得（time diversity
 gain）およびパンクチャリング損失低減（puncturing loss reduction）に加えて、平均
ＳＩＮＲの少なくとも３デシベルを追加することになる。マルチスロットパケットは、開
ループレート制御アルゴリズムでは、パケットの正常の終わりにおいて１％のＰＥＲを目
標とすることができる。したがって、スロット数を低減すると、パケットの成功率は高く
なり、これは予測レートよりも高いレートに相当する。さらに加えて、拡張スロットは、
必要であれば、成功のデコーディングに特別なマージンを与えて、遅延の再伝送の要件を
低減する。最適効率のＳＩＮＲ値は、ネットワークにおいて実行される種々の変調技術に
したがって変化するので、種々のＳＩＮＲ値を閾値にできることは、ここに記載した実施
形態の技術的範囲を制限することを意図していないことに注意すべきである。
【００５８】
さらに加えて、ＳＩＮＲの計算に基づいて停止、拡張、またはＦＣＬ以外の表示を生成す
るかどうかの決定が、あまり積極的（aggressive）でないか、さもなければパケット誤り
率は、パケットを正しくデコードしたと閉ループレート制御アルゴリズムが誤って断定す
る確率によって決められる。
【００５９】
上述の好ましい実施形態は、当業者が本発明を生成または使用できるようにするために与
えられている。これらの実施形態に対する種々の変更は当業者には容易に明らかであり、
ここに定義した全体的な原理は、発明の能力（inventive faculty）を使用することなく
、他の実施形態に適用することができる。したがって、本発明は、ここに示した実施形態
に制限されることを意図されていないが、ここに開示した原理および新規性に一致する最
も幅広い範囲にしたがう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　マルチスロットパケットにおいて１スロットのギャップがインターレースされ
ている構造の例示的な図。
【図２】　マルチスロットパケットにおいて一様なＮスロットのギャップがインターレー
スされている構造の例示的な図。
【図３】　マルチスロットパケットにおいて一様でないＮスロットのギャップがインター
レースされている構造の例示的な図。
【図４】　マルチスロットパケットにおける例示的な停止（ＳＴＯＰ）制御表示の図。
【図５】　マルチスロットパケットにおける例示的な拡張（ＥＸＴＥＮＤ）制御表示の図
。
【図６】　本発明の例示的な実施形態のブロック図。
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