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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ送信方法であって、
　アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデータを送信
することと、
　前記アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を
送信することと、
を含み、
　前記データを送信することは、
　　前記アクセス端末のＭＡＣＩＤと、前記アクセス端末のＲＬサービスセクタのパイロ
ットＰＮとを備える第１のスクランブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つのＣ
ＤＭＡデータセグメントを介して送信される前記データをスクランブルすることと、
　を含み、
　前記制御情報を送信することは、
　　前記第１のスクランブリングシーケンスとは異なる第２のスクランブリングシーケン
スに従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して送信される前記制御情
報をスクランブルすること、を含み、
　前記ＣＤＭＡデータ送信に使用されたパケットフォーマットが、データ復調に使用され
る補助パイロットを搬送するＲＬ補助パイロットチャネル(Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ)のスクラ
ンブリングによって示される、
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　方法。
【請求項２】
　前記データを送信することは、補助パイロットチャネル(Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ)を介して
補助パイロットを送信することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データを送信することは、前記データのパケットフォーマットによって決定される
比に基づいて、前記補助パイロットの送信の電力レベルからオフセットされた電力レベル
にある前記少なくとも１つのデータセグメントを介してデータを送信することを備える請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈとＲ－ＰＩＣＨとの比が、打ち切り目標、アップステップサイズお
よびダウンステップサイズに基づくものである請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記打ち切り目標、前記アップステップサイズおよび前記ダウンステップサイズは、各
パケットごとに決定され、各パケットに含まれるＱｏＳ従って定義される請求項４に記載
の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１２８副搬送
波のうちの少なくともいくつかに対応する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデータを送信する手段と、
　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントとは別の帯域幅を有する少なくとも１
つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を送信する手段と
を備え、
　前記データを送信する手段は、前記アクセス端末のＭＡＣＩＤと、前記アクセス端末の
ＲＬサービスセクタのパイロットＰＮとを備える第１のスクランブリングシーケンスに従
い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介して送信される前記データにス
クランブルをかける手段を備え、
　前記制御情報を送信する手段は、前記第１のスクランブリングシーケンスとは異なる第
２のスクランブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメント
を介して送信される前記制御情報をスクランブルする手段を備え、
　前記ＣＤＭＡデータ送信に使用されたパケットフォーマットが、データ復調に使用され
る補助パイロットを搬送するＲＬ補助パイロットチャネル(Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ)のスクラ
ンブリングによって示される、装置。
【請求項８】
　前記データを送信する手段は、前記補助パイロットチャネルを介して前記補助パイロッ
トを送信する手段をさらに備える請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記データを送信する手段は、前記データのパケットフォーマットによって決定される
比に基づいて、前記補助パイロットの送信の電力レベルからオフセットされた電力レベル
にある前記少なくとも１つのデータセグメントを介してデータを送信する手段を備える請
求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記比は、打ち切り目標、アップステップサイズおよびダウンステップサイズに基づく
ものである請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記打ち切り目標、前記アップステップサイズおよび前記ダウンステップサイズは、前
記アクセス端末によってサポートされるＱｏＳクラスに従って定義される請求項１０に記
載の装置。
【請求項１２】
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　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１２８副搬送
波のうちの少なくともいくつかに対応する請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデータを送信
させる命令と、
　前記アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を
送信させる命令と、
　を備えるコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、
　前記データを送信させる命令は、前記コンピュータに、前記アクセス端末のＭＡＣＩＤ
と、前記アクセス端末のＲＬサービスセクタのパイロットＰＮとを備える第１のスクラン
ブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介して送
信される前記データをスクランブルさせる命令を含み、
　前記制御情報を送信させる命令は、前記コンピュータに、前記第１のスクランブリング
シーケンスとは異なる第２のスクランブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つの
ＣＤＭＡ制御セグメントを介して送信される前記制御情報をスクランブルさせる命令を含
み、
　前記ＣＤＭＡデータ送信に使用されたパケットフォーマットが、データ復調に使用され
る補助パイロットを搬送するＲＬ補助パイロットチャネル(Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ)のスクラ
ンブリングによって示される、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１２８副搬送
波のうちの少なくともいくつかに対応する請求項１３に記載のコンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項１５】
　前記プログラムは、前記コンピュータに、ＣＤＭＡデータの所与のＨ－ＡＲＱ送信を、
ＴＴＩ（送信時間間隔）を構成する３フレームからの利用できる限りの数のフレームに分
散させる命令をさらに備える請求項１３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１６】
　前記アクセス端末から肯定応答を、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤを含めて送信
することと、
　をさらに備える請求項１に記載のデータ送信方法。
【請求項１７】
　前記肯定応答ＩＤは、前記アクセス端末がパケットに入れたデータの送信を開始するこ
とを許容された各インターレースに対応する請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アクセス端末に割り当てられた２つの肯定応答ＩＤのうちの１つから前記肯定応答
ＩＤを選択すること
をさらに備える請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記アクセス端末から肯定応答を、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤを含めて送信
する手段
　をさらに備える請求項７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記肯定応答ＩＤは、前記アクセス端末がパケットに入れたデータの送信を開始するこ
とを許容された各インターレースに対応する請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記アクセス端末に割り当てられた２つの肯定応答ＩＤのうちの１つから前記肯定応答
ＩＤを選択する手段をさらに備える請求項１９に記載の装置。
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【請求項２２】
　前記コンピュータプログラムは、前記コンピュータに、前記アクセス端末から肯定応答
を、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤを含めて送信させる命令をさらに備える請求項
１３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３】
　前記ＲＬ補助パイロットチャネルのスクランブリングは、さらに再送信指数に基づくも
のである請求項１３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
　前記コンピュータプログラムは、前記コンピュータに、関連付けられたＡＴ(アクセス
端末)のアクティブセット内の各セクタから取得された逆方向リンクアクティビティビッ
ト（ＲＡＢ）による負荷制御機構を実施させる命令
をさらに備える請求項２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２５】
　ＲＡＢビットセットが所定の閾値を超える場合、非ＱｏＳ（サービス品質）フローがブ
ロックされる請求項２４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２６】
　ＱｏＳフローがＲＡＢビットを無視するように構成される請求項２４に記載のコンピュ
ータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデータを送信し、少なくとも１つ
のＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を送信する送信機と、
　スクランブリングシーケンスに従い、少なくとも前記データにスクランブルをかけるプ
ロセッサと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　　前記アクセス端末のＭＡＣＩＤと、前記アクセス端末のＲＬサービスセクタのパイロ
ットＰＮとを備える第１のスクランブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つのＣ
ＤＭＡデータセグメントを介して送信される前記データをスクランブルし、
　　前記第１のスクランブリングシーケンスとは異なる第２のスクランブリングシーケン
スに従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して送信される前記制御情
報をスクランブルし、
　前記ＣＤＭＡデータ送信に使用されたパケットフォーマットが、データ復調に使用され
る補助パイロットを搬送するＲＬ補助パイロットチャネル(Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ)のスクラ
ンブリングによって示される、アクセス端末。
【請求項２８】
　前記送信機は、補助パイロットチャネルを介して補助パイロットを送信する請求項２７
に記載のアクセス端末。
【請求項２９】
　前記データは、前記データのパケットフォーマットによって決定された比に基づき、前
記補助パイロットの送信の電力レベルからオフセットされた電力レベルにある前記少なく
とも１つのデータセグメントを介して送信される請求項２８に記載のアクセス端末。
【請求項３０】
　前記比は、打ち切り目標、アップステップサイズおよびダウンステップサイズに基づく
ものである請求項２８に記載のアクセス端末。
【請求項３１】
　前記打ち切り目標、前記アップステップサイズおよび前記ダウンステップサイズは、前
記アクセス端末によってサポートされるＱｏＳクラスに従って定義される請求項３０に記
載のアクセス端末。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１２８副搬送
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波のうちの少なくともいくつかに対応する請求項２７に記載のアクセス端末。
【請求項３３】
　前記送信機は、さらに肯定応答と、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤとを送信する
請求項２７に記載のアクセス端末。
【請求項３４】
　前記肯定応答ＩＤは、前記アクセス端末がパケットに入れたデータの送信を開始するこ
とを許容された各インターレースに対応する請求項３３に記載のアクセス端末。
【請求項３５】
　前記プロセッサは、前記アクセス端末に割り当てられた２つの肯定応答ＩＤのうちの１
つから肯定応答ＩＤを選択する請求項３３に記載のアクセス端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２００６年８月２５日に出願された、「ＣＤＭＡ無線通信システム（CDMA W
IRELESS COMMUNICATION SYSTEMS）」という名称の米国仮特許出願第６０／８４０，１０
９号、２００６年８月３０日に出願された、「ＣＤＭＡ無線通信システム（CDMA WIRELES
S COMMUNICATION SYSTEMS）」という名称の米国仮特許出願第６０／８４１，３６０号、
および２００６年１０月１０日に出願された、「ＣＤＭＡ無線通信システム（CDMA WIREL
ESS COMMUNICATION SYSTEMS）」という名称の米国仮特許出願第６０／８２８，８２３号
の利益を主張し、これらの出願の全文を参照により本明細書に組み込むものである。
【背景技術】
【０００２】
　［発明の背景］
　本明細書は一般に無線通信システム内のＣＤＭＡトラヒック設計の様々な態様に関する
。
【０００３】
　音声、データ、映像といった様々な種類の通信を提供するために無線通信システムが広
範に実施されている。これらのシステムには、利用可能なシステムリソース（帯域幅や送
信電力など）を共用することにより複数のアクセス端末との通信をサポートすることので
きる多元接続システムもある。このような多元接続システムの例には、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、あるいはこれらの
システムのうちの少なくとも２つが関与するハイブリッドシステムが含まれる。一般に、
無線通信システムはいくつかの基地局を備え、各基地局は順方向リンクを使って移動局と
通信し、各移動局（すなわちアクセス端末）は逆方向リンクを使って基地局と通信する。
【０００４】
　データを送信する単純な無線通信網は、今や音声や映像信号さえも送信する無線システ
ムへと発展している。この結果、送信されるデータ量、帯域幅および電力需要などに関す
るユーザのニーズも増大している。したがって、このような通信システムの発展にもかか
わらず、増大する需要に対処するためにこれらのシステムの様々な態様をさらに進化させ
る必要がある。これには、通信品質、電力効率、無線装置の最適使用、帯域幅などといっ
た様々な態様における改善が関与し得る。
【発明の概要】
【０００５】
　以下に、特許請求する主題のいくつかの態様の基本的な理解を得るための特許請求する
主題の簡略化した概要を提示する。この概要は特許請求する主題の外延的な概観ではない
。この概要は、特許請求する主題の主要な、または不可欠な要素を特定するためのもので
も、特許請求する主題の適用範囲の輪郭を示すためのものでもない。この概要の唯一の目
的は、後段で提示するより詳細な説明への前置きとして、特許請求する主題のいくつかの
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概念を簡略化した形で提示することである。
【０００６】
　本明細書で説明する様々な態様に係る通信の方法は、ＣＤＭＡデータ信号を送信するこ
とができ、ＯＦＤＭデータ信号を送信する他のＡＴと一緒に、ＣＤＭＡ制御サブセグメン
トと、データ送信用の１つまたは複数のＣＤＭＡトラヒックサブセグメントが割り当てら
れるＡＴを提供する。各ＡＰにおける１つのＣＤＭＡセグメントは複数のサブセグメント
からなり、各サブセグメントは、ネットワークによって構成される所定の方法で割り振ら
れても、時間的かつ／または周波的に動的な方法で割り振られてもよい。
【０００７】
　一態様では、３フレームの送信時間間隔（ＴＴＩ;Transmission Time Interval）が８
回の再送信を伴ってＣＤＭＡデータ送信に利用される。ＣＤＭＡセグメントは少なくとも
３つのＰＨＹフレームにわたって送信されるように定義され、例えば、単一のパケットが
３つのＰＨＹフレームにわたって分割して送信される。別の態様によれば、ＣＤＭＡデー
タの所与のＨ－ＡＲＱ送信が、例えばＴＴＩを構成する３フレームのうちの、利用できる
限りの数のフレームに分散される。さらに、ＡＰは、指定のＡＴの構成時にパケットが開
始し得るインターレース(interlace)を指定することもできる。
【０００８】
　いくつかの態様では、データ送信と同じ帯域幅でデータ送信を搬送するフレームに入れ
て補助パイロット(auxiliary pilot)が送信されてもよい。別の態様では、ＲＬ補助パイ
ロットチャネル（Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ）のスクランブリング（scrambling）を、速度表示
と送信指数の両方の関数とすることができる。これにより、ＡＴは、ＲＬ　ＣＤＭＡ送信
の速度の変化を最小限のオーバーヘッドで知らせることができる。
【０００９】
　別の態様では、Ｒ－ＡｕｘＰＩＣＨ（逆補助パイロットチャネル）がＣＤＭＡデータが
存在するときに送信され、ＯＦＤＭデータ送信用ではＡＴはこれを除外することができる
。よって、Ｒ－ＡｕｘＰＩＣＨは、ＡＰとしてのＣＤＭＡ送信のためのチャネル推定パイ
ロットとして使用される。様々な態様において、ＣＤＭＡトラヒックとＲ－ＡｕｘＰＩＣ
Ｈとの電力比は、パケットフォーマット(packet format)に基づいて固定される。Ｒ－Ａ
ｕｘＰＩＣＨとＲ－ＰＩＣＨとの比は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックに基づいて変化
させることができる。異なる態様によれば、これは、構成時に打ち切り目標（terminatio
n target）、アップステップサイズおよびダウンステップサイズを設定することにより実
現される。
【００１０】
　別の態様では、特定のセクタにおける（ＲｏＴ（rise over thermal）または他の何ら
かの測定によって示される）負荷が所定の閾値を超えるか否かを示す、１ビットの逆方向
リンクアクティビティビット（reverse link activity bit）（ＲＡＢ）を、緊急負荷制
御機構として使用することができる。これは、各ＰＨＹフレーム内のＣＤＭＡトラヒック
セグメント上でどのフローにデータ送信が許容されているかを判定するのに使用すること
ができる。別の態様では、構成時に各端末ごとのＲＡＢビットの意味を設定することがで
きる。
【００１１】
　以下の説明および添付の図面で特許請求する主題のいくつかの例示的態様を詳細に説明
する。しかしこれらの態様は、特許請求する主題の原理が用いられる様々な方法のうちの
いくつかを示すにすぎず、特許請求する主題は、このようなすべての態様およびこれらの
均等物を含むものである。特許請求する主題の他の利点および顕著な特徴は、以下の特許
請求する主題の詳細な説明を図面と併せて読めば明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本明細書に示す様々な態様に係る無線多元接続通信システムを示す図である。
【図２】多元接続マルチキャリア通信システムにおける１つのＡＰと２つのＡＴの一実施
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形態を示すブロック図である。
【図３】一態様に係るＡＰを示す概略図である。
【図４Ａ】一態様に係るＨ－ＡＲＱインターレース構造での再送信タイムラインを示す図
である。
【図４Ｂ】ＡＰがＡＴのＣＤＭＡデータに使用するインターレースを指定し、パケット開
始インターレースを割り当てる一態様を示す図である。
【図４Ｃ】ＣＤＭＡトラヒックデータを送信するのに使用されるＰＨＹフレームの例を示
す概略図である。
【図５】一態様に係るＡＴからデータを送信する一実施形態を示す概略図である。
【図６】ＲＲＩチャネルの必要性を軽減するのに用いることのできるデータ送信方法を示
すフローチャートである。
【図７】通信システム内の様々な逆方向リンクチャネルのための電力制御ループを提供す
る別の態様に関するフローチャートである。
【図８】ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックに基づいて通信システム内で様々なパイロット
チャネルの電力を設定する方法８００に関する図である。
【図９】緊急負荷制御機構として１ビットの逆方向リンクアクティビティビット（revers
e link activity bit）（ＲＡＢ）を用いる方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　［発明の説明］
　次に図面を参照して特許請求する主題を説明する。図面全体を通して、類似の要素を指
すのには類似の参照番号を使用している。以下の記述では、特許請求する主題の十分な理
解を得るために説明として多数の具体的詳細が示されている。しかし、特許請求する主題
がこれらの具体的詳細なしでも実施され得ることは明らかであろう。場合によっては、特
許請求する主題の説明を容易にするために周知の構造および装置をブロック図の形で示す
こともある。
【００１４】
　次に図面を参照して様々な実施形態を説明する。図面全体を通して、類似の要素を指す
のには類似の参照番号を使用している。以下の記述では、１つまたは複数の態様の十分な
理解を得るために、説明として多数の具体的詳細が示されている。しかし、このような（
１つまたは複数の）実施形態はこれらの具体的詳細なしでも実施され得ることは明らかで
あろう。場合によっては、１つまたは複数の実施形態の説明を容易にするために周知の構
造および装置をブロック図の形で示すこともある。本出願で使用する際、「コンポーネン
ト（component）」、「モジュール（module）」、「システム（system）」などの用語は
、コンピュータ関連のエンティティ、すなわち、ハードウェア、ファームウェア、ハード
ウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのいず
れかを指すものである。例えば、コンポーネントとは、それに限定されるものではないが
、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、集積回路、オブジェクト、実行可能プ
ログラム、実行のスレッド、プログラム、および／またはコンピュータとすることができ
る。例えば、コンピュータ機器上で走っているアプリケーションもコンピュータ機器もコ
ンポーネントとすることができる。１つのプロセスおよび／または実行のスレッド内に１
つまたは複数のコンポーネントが存在していてもよく、１つのコンポーネントが１台のコ
ンピュータ上に局在していても、２台以上のコンピュータ間に分散されていてもよい。加
えて、これらのコンポーネントは、様々なデータ構造が格納されている様々なコンピュー
タ可読媒体から実行することもできる。コンポーネントは、１つまたは複数のデータパケ
ット（信号によってローカルシステム内、分散システム内の別のコンポーネントと、かつ
／またはインターネットなどのネットワークを介して別のシステムとやりとりするあるコ
ンポーネントからのデータなど）を有する信号などに従い、ローカルプロセスおよび／ま
たはリモートプロセスによってやり取りしてもよい。
【００１５】
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　さらに本明細書では、様々な実施形態が、無線端末および／または基地局との関連で説
明されている。無線端末とはユーザに音声および／またはデータ接続を提供する機器をい
う。無線端末は、ラップトップコンピュータやデスクトップコンピュータなどのコンピュ
ータ機器に接続されていてもよく、携帯情報端末（ＰＤＡ）などのような自己完結型機器
とすることもできる。また、無線端末を、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局
、モバイル、リモート局、アクセスポイント、リモート端末、アクセス端末、ユーザ端末
、ユーザエージェント、ユーザ機器、またはユーザ装置と呼ぶこともできる。無線端末は
、加入者局、無線機器、セルラ電話機、ＰＣＳ電話機、コードレス電話機、セッション開
始プロトコル（ＳＩＰ）電話機、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、無線接続機能を有するハンドヘルド式機器、または無線モデムに接続された他の処
理装置とすることができる。基地局（アクセスポイントなど）とは、エアインターフェー
スを介し、１つまたは複数のセクタを経由して無線端末と通信するアクセスネットワーク
内の機器をいう。基地局は、受信エアインターフェースフレームをＩＰパケットに変換す
ることにより、無線端末と、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークを含み得る
アクセスネットワークの残りの部分との間のルータとして機能してもよい。また、基地局
はエアインターフェースの属性管理の調整も行う。さらに、本明細書で説明する様々な態
様または特徴は、標準的なプログラミング技術および／または工学技術を使った方法、装
置、または製造品として実施されてもよい。「製造品（article of manufacture）」とい
う用語は、本明細書で使用する場合、任意のコンピュータ可読装置、搬送波、または媒体
からアクセスすることのできるコンピュータプログラムを包含するものである。例えば、
コンピュータ可読媒体には、それに限定されるものではないが、磁気記憶装置（ハードデ
ィスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップなど）、光ディスク（コンパ
クトディスク（ＣＤ）、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）など）、スマートカード、
フラッシュメモリ（カード、スティック、キードライブなど）が含まれ得る。
【００１６】
　以下、様々な実施形態を、いくつかの装置、コンポーネント、モジュールなどを含み得
るシステムとして提示する。様々なシステムは、追加の装置、コンポーネント、モジュー
ルなどを含んでいてもよく、かつ／または、各図面との関連で論じる装置、コンポーネン
ト、モジュールなどの必ずしもすべてを含んでいなくてもよいことを理解し、認識すべき
である。また、これらの手法の組み合わせが使用されてもよい。
【００１７】
　「例示的（exemplary）」という語は、本明細書では、「代表例（example）、具体例（
instance）、または例証（illustration）として使用する」という意味で用いられている
。本明細書で「例示的」なものとして説明する実施形態または設計は、必ずしも他の実施
形態または設計に優って好ましく、または有利であると解釈すべきものであるとは限らな
い。「リスニング（listening）」という語は、本明細書では、受信側機器（アクセスポ
イントまたはアクセス端末）が所与のチャネル上で受け取られるデータを受信し、処理し
ているという意味で用いられている。
【００１８】
　図１に、複数のアクセスポイント（ＡＰ）１１０と複数の端末１２０とを備える無線通
信システム１００を示す。基地局とは端末とやりとりする局である。また、基地局を、ア
クセスポイント、ノードＢ、および／または他の何らかのネットワークエンティティと呼
んでもよく、基地局がこれらの機能の一部または全部を含んでいてもよい。各アクセスポ
イント１１０は、特定の地理的エリア１０２の通信カバレージを提供する。「セル（cell
）」という用語は、この用語が使用される文脈に応じて、アクセスポイントおよび／また
はアクセスポイントのカバレージエリアを指し得る。システム容量を向上させるために、
アクセス端末カバレージエリアが、複数のより小規模なエリア、例えば３つの小規模エリ
ア１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃなどに分割されてもよい。各小規模エリアは、個々のベ
ーストランシーバサブシステム（base transceiver subsystem）（ＢＴＳ）によってサー
ビス提供を受ける。「セクタ（sector）」という用語は、この用語が使用される文脈に応
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じて、ＡＰおよび／またはＡＰのカバレージエリアを指し得る。セクタ化されたセルでは
、このセルのすべてのセクタのＡＰが通常はこのセルの基地局内に共に位置する。本明細
書で説明する信号伝送技術は、セクタ化セルを用いたシステムにも、非セクタ化セルを用
いるシステムにも使用され得る。説明を簡単にするために、以下の説明では、「基地局（
base station）」という用語を、セクタにサービス提供する局とセルにサービス提供する
局の総称として使用する。
【００１９】
　端末１２０は、典型的には、システム全体に分散しており、各端末は固定式とすること
も移動式とすることもできる。また、端末を、移動局、ユーザ装置、および／または他の
何らかの機器と呼んでもよく、端末がこれらの機能の一部または全部を含んでいてもよい
。端末は、無線機器、セルラ電話機、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデムカードなどと
することができる。端末は、任意の所与の瞬間に順方向リンク上と逆方向リンク上で０、
１つ、または複数の基地局と通信し得る。
【００２０】
　集中型アーキテクチャでは、システムコントローラ１３０がＡＰ１１０に結合し、これ
らの基地局の調整および制御を行う。システムコントローラ１３０は、単一のネットワー
クエンティティとすることも、ネットワークエンティティの集合体とすることもできる。
分散型アーキテクチャでは、各ＡＰが必要に応じて相互にやりとりし得る。
【００２１】
　態様によっては、システムは、ＣＤＭＡとＯＦＤＭＡのような複数のプロトコルをサポ
ートしてもよく、これらのプロトコルは、ＲＬとＦＬ両方の送信に交互に使用されてもよ
く、一方または他方だけに使用されてもよい。加えて、ＯＦＤＭＡ通信システムでは、１
つまたは複数のＡＴが、ＯＦＤＭ逆方向リンクと共に、またはこれの代わりに、ＣＤＭＡ
逆方向リンクをサポートしてもよい。
【００２２】
　図２に、多元接続マルチキャリア通信システム１００における１つのＡＰ１１０ｘと２
つのＡＴ１２０ｘおよび１２０ｙとの実施形態のブロック図２００を示す。ＡＰ１１０ｘ
において送信（ＴＸ）データプロセッサ５１４は、データソース５１２からトラヒックデ
ータ（すなわち情報ビット）を受け取り、コントローラ５２０とスケジューラ５３０から
シグナリングおよび他の情報を受け取る。例えばコントローラ５２０は、アクティブＡＴ
の送信電力を調整するのに使用される電力制御（ＰＣ）コマンドを提供し、スケジューラ
５３０はＡＴの搬送波割り当てを提供する。これら様々な種類のデータは異なるトランス
ポートチャネル上で送られてもよい。ＴＸデータプロセッサ５１４はマルチキャリア変調
（ＯＦＤＭなど）を使って受け取ったデータを符号化および変調して変調データ（ＯＦＤ
Ｍシンボルなど）を提供する。次いで送信ユニット（ＴＭＴＲ）５１６は、変調データを
処理して、次にアンテナ５１８から送信されるダウンリンク変調信号を生成する。加えて
メモリ５２２は、現在または前の割り当ておよび／または電力レベルに関する情報を保持
することができる。
【００２３】
　ＡＴ１２０ｘとＡＴ１２０ｙにおいてそれぞれ、送信された変調信号がアンテナ５５２
によって受信され、受信ユニット（ＲＣＶＲ）５５４に提供される。受信ユニット５５４
は受信信号を処理し、ディジタル化してサンプルを提供する。次いで受信（ＲＸ）データ
プロセッサ５５６は、サンプルを復調および復号して、回復されたトラヒックデータ、メ
ッセージ、シグナリングなどを含む復号データを提供する。トラヒックデータはデータシ
ンク５５８に提供され、この端末のために送られた搬送波割り当ておよびＰＣコマンドは
コントローラ５６０に提供される。メモリ５６２は、受信したマップおよび端末の動作を
円滑化する他の情報を格納するのに使用することができる。コントローラ５６０は、端末
に割り当てられ、受け取った割り当てに示されているリソースを使ってアップリンク上の
データ送信を宛先指定する。
【００２４】
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　コントローラ５２０は、端末に割り当てられているリソースを使ってダウンリンク上の
データ送信を宛先指定する。コントローラ５２０はさらに、送信する実際のデータはない
が割り当てられたリソースを保持しようとするときに、消去シグニチャパケットを注入す
る。
【００２５】
　各アクティブ端末１２０ごとに、ＴＸデータプロセッサ５７４は、データソース５７２
からトラヒックデータを受け取り、コントローラ５６０からシグナリングおよび他の情報
を受け取る。例えば、コントローラ５６０は、チャネル品質情報、所要送信電力、最大送
信電力、または端末の最大送信電力と所要送信電力の差を示す情報を提供してもよい。様
々な種類のデータが、ＴＸデータプロセッサ５７４により割り当て搬送波を使って符号化
および変調され、送信ユニット５７６によりさらに処理されて、次にアンテナ５５２から
送信されるアップリンク変調信号が生成される。
【００２６】
　ＡＰ１１０ｘにおいて各ＡＴからの送信変調信号がアンテナ５１８によって受信され、
受信ユニット５３２によって処理され、ＲＸデータプロセッサ５３４によって変調され、
復号される。復号信号はデータシンク５３６に提供することができる。受信ユニット５３
２は、各端末ごとに受信信号品質（受信信号対雑音比（ＳＮＲ）など）を推定し、この情
報をコントローラ５２０に提供する。次いでコントローラ５２０は、端末の受信信号品質
が許容できる範囲内に維持されるように各端末ごとのＰＣコマンドを導出する。ＲＸデー
タプロセッサ５３４は、各端末ごとの回復されたフィードバック情報（所要送信電力など
）をコントローラ５２０とスケジューラ５３０とに提供する。
【００２７】
　スケジューラ５３０はコントローラ５２０にリソースを維持するための指示を提供する
。この指示は、次のデータが送信されることが予定されている場合に提供される。ＡＴ１
２０ｘでは、コントローラ５６０がリソースを維持する必要があるか否かを判定する。い
くつかの態様では、コントローラ５２０は、スケジューラ５３０の機能を提供する命令を
実行する。
【００２８】
　図３に示すように、アクセスポイント３００は、メインユニット（ＭＵ）２５０と無線
ユニット（ＲＵ）２７５とを備えることができる。ＭＵ２５０はアクセスポイントのディ
ジタルベースバンドコンポーネントを含む。例えば、ＭＵ２５０は、ベースバンドコンポ
ーネント２０５と、ディジタル中間周波数（ＩＦ）処理ユニット２１０を含むことができ
る。ディジタルＩＦ処理ユニット２１０は、フィルタリング、チャネル化、変調などとい
った機能を実行することにより、無線チャネルデータを中間周波数でディジタル処理する
。ＲＵ２７５はアクセスポイントのアナログ無線部分を含む。本明細書で使用する際、無
線ユニットとは、アクセスポイント、または移動交換センタもしくは対応する機器への直
接的もしくは間接的接続を有する他の種類の送受信局のアナログ無線部分である。無線ユ
ニットは典型的には、通信システム内の特定のセクタにサービス提供する。例えば、ＲＵ
２７５は、移動加入者ユニットから無線通信を受信する１つまたは複数のアンテナ２３５
ａ～ｔに接続された１つまたは複数の受信機２３０を含むことができる。一態様では、１
つまたは複数の電力増幅器２８２ａ～ｔが１つまたは複数のアンテナ２３５ａ～ｔに結合
されている。受信機２３０に接続されるのはアナログ／ディジタル（Ａ／Ｄ）変換器２２
５である。Ａ／Ｄ変換器２２５は、受信機２３０が受信するアナログ無線通信を、ディジ
タルＩＦ処理ユニット２１０を介してベースバンドコンポーネント２０５に送信するため
のディジタル入力に変換する。またＲＵ２７５は、アクセス端末に無線通信を送信するた
めの、同じまたは異なるアンテナ２３５に接続されている１つまたは複数の送信機２２０
も含むことができる。送信機２２０に接続されているのはディジタル／アナログ（Ｄ／Ａ
）変換器２１５である。Ｄ／Ａ変換器２１５は、ディジタルＩＦ処理ユニット２１０を介
してベースバンドコンポーネント２０５から受け取るディジタル通信を移動加入者ユニッ
トへの送信のためのアナログ出力に変換する。実施形態によっては、複数チャネル信号の
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多重化と音声信号およびデータ信号を含む様々な信号の多重化のためのマルチプレクサ２
８４。中央処理装置２８０は、音声またはデータ信号の処理を含む様々な処理を制御する
ためにメインユニット２５０と無線ユニット２７５とに結合されている。
【００２９】
　本明細書では、スケーラブルな帯域幅のサポートを伴う、全二重および半二重のＦＤＤ
（周波数分割二重）およびＴＤＤ（時分割二重）動作モードをサポートする無線通信シス
テム設計の１つまたは複数の態様が説明されている。しかし、必ずしもこれに該当しなく
てもよく、前述のモードに加えて、または前述のモードの代わりに他のモードがサポート
されてもよい。さらに、本明細書における概念および手法は、必ずしも本明細書で説明す
る他のいずれかの概念または手法と併せて使用されなくてもよいことにも留意すべきであ
る。また、本明細書で論じる様々な態様は、コンピューティングプラットフォームからモ
バイルハンドセットまでに及ぶ様々な機器にモバイル広帯域サービスを提供するモバイル
ＯＦＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）解決方式であるＵＭＢ（Ultra Mobile Broadband
）と関連付けることもできる。ＵＭＢはＭＩＭＯなどの先進技術を円滑化するシグナリン
グおよび制御機構を用いる。したがってこの技術は、地上通信線網（landline network）
と関連付けられる広帯域アクセスと実質的に同様のモバイル広帯域体験を提供することが
できる。
【００３０】
　一態様では、ＣＤＭＡデータ信号を送信することのできるＡＴに、ＯＦＤＭデータ信号
を送信する他のＡＴと一緒に、ＣＤＭＡ制御サブセグメントと、データ送信用の１つまた
は複数のＣＤＭＡトラヒックサブセグメントが割り当てられる。例えば、ＵＭＢシステム
では、ＣＤＭＡサブセグメントは、所定数のＰＨＹフレームごとに周期的に発生する、フ
レーム内の帯域幅の連続する部分からなる。単一のアクセス端末に、制御チャネル送信の
ための１つまたは複数の制御サブセグメントを割り当てることができる。これらはＣＤＭ
Ａ制御のサブセグメントと呼ばれる。加えて、アクセス端末には、ＣＤＭＡトラヒックサ
ブセグメントと呼ばれる、ＣＤＭＡトラヒック送信のための１つまたは複数のＣＤＭＡサ
ブセグメントも割り当てられてよい。トラヒックに使用されるＣＤＭＡサブセグメントの
セットは、制御に使用されるＣＤＭＡサブセグメントのセットと同じであっても同じでな
くてもよい。一般に、各ＡＰにおけるＣＤＭＡセグメントは複数のサブセグメントを備え
、各サブセグメントは、ネットワークによって構成される所定の方法で割り振られても、
時間的かつ／または周波的に動的な方法で割り振られてもよい。ＣＤＭＡサブセグメント
割り当ては柔軟であり、ネットワーク全体またはネットワークの部分にまたがって共通と
し、すべてのＡＴについて同じとすることもでき、隣接するＡＰにまたがる部分的オーバ
ーラップを許容することもできる。さらに、ＡＰがすべてのＡＴの制御サブセグメントだ
け（すなわちトラヒックなし）を有することも可能である。制御サブセグメントは、ＯＦ
ＤＭ逆方向リンクのトラヒックサブセグメント上にスケジュールされても、これらのトラ
ヒックサブセグメントを飛び越してもよい。さらに、態様によっては、データ送信と同じ
帯域幅でデータ送信を搬送するフレームに入れて補助パイロットが送信されてもよい。一
般にデータフレームは、いくつかある値の中でも特に、フレーム制御フィールド、アドレ
スフィールド、フレーム本体、およびフレームチェックシーケンスを備える。
【００３１】
　一態様では、ＣＤＭＡ逆方向リンク（ＲＬ）データ送信は、パケットの再送信のために
自動再送信要求（ＡＲＱ;automatic repeat request）またはハイブリッド自動再送信要
求（Ｈ－ＡＲＱ; hybrid automatic repeat request）をサポートする。ＡＲＱは、受信
側が送信側にデータフレームの適正な受信を示すための肯定応答(acknowledgement)を送
るデータ送信における誤り制御方式である。ハイブリッドＡＲＱ（Ｈ－ＡＲＱ）はＡＲＱ
誤り制御方式の一変形であり、誤り検出情報（巡回冗長検査など）および誤り訂正符号、
例えばターボ符号などがデータブロックに符号化される。このような符号化データブロッ
クが受け取られると、伝送誤りを訂正し、正しいデータフレームを取得するために誤り訂
正符号を取り出すことができる。すべての伝送誤りが訂正されない場合、受信側はＡＲＱ
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と同様のやり方で再送信を要求することができる。
【００３２】
　図４Ａに一態様に係るＨ－ＡＲＱインターレース構造の再送信タイムラインを示す。デ
ータ送信は一般にＴＴＩ（送信時間間隔）と呼ぶことのできる固定期間のフレームとして
編成される。各フレームは特定の数のタイムスロットで構成することができる。一般に、
１セル内のＡＴはフレームレベルとスロットレベルの両方で同期され得る。ＡＮとＡＴに
おいてＨ－ＡＲＱ関連の処理時間を提供するために、３インターレース構造をＦＬとＲＬ
の両方に使用することができる。一態様によれば、インターレースは、各フレーム間に７
ＰＨＹフレームずつ間隔を置き、各ＰＨＹフレームが８ＯＦＤＭシンボルを備えるような
フレームセットを備えることができる。
【００３３】
　Ｈ－ＡＲＱは一般に、誤り訂正符号と誤り検出符号を用いて符号化された送信データで
フレームを形成することにより実施される。一態様によれば、ＣＤＭＡデータ送信では、
１フレーム送信時間間隔（ＴＴＩ）が８回の再送信を伴って利用される。これは同じシス
テム上で送信されるＯＦＤＭデータと同じとすることができる。しかし、このようなイン
ターレース構造は低品位なユーザ間の統計多重化をもたらす可能性があり、送信側からの
利得および損失に相当するリンクバジェットが悪い。これらの欠点は、等間隔のフレーム
のセットにまたがって分割されたパケットを有するインターレース構造により解消するこ
とができる。したがって、図４Ａに示すように、３フレームのＴＴＩを８回の再送信と共
にデータ送信に利用することができる。この態様では、ＣＤＭＡセグメントは、少なくと
も３つのＰＨＹフレームにわたって送信されるように定義され、例えば、単一のパケット
が３つのＰＨＹフレームにわたって分割して送信される。他の態様では、ＣＤＭＡデータ
の所与のＨ－ＡＲＱ送信が、ＴＴＩの３フレームなどのうちの、利用できる限りの数のフ
レームにわたって分散される。スケジューラは、本明細書で論じるように統計多重化を改
善するための柔軟性を提供しつつ、ＣＤＭＡトラヒックの割り振りにおける細分性を維持
し得る。
【００３４】
　所与のＡＴについて、ＡＰはＣＤＭＡデータに利用できるインターレースのセットを指
定することができる。加えてＡＰは、割り当てまたは他の送信により、構成時にパケット
が開始し得るインターレースを指定することもできる。例えば、１ユーザ当たり最大２つ
までのインターレースがＣＤＭＡデータ送信に割り振られてもよい。図４Ａに示すタイム
ラインによれば、ＡＰは、インターレース０、１、２を（このＡＴでの）ＣＤＭＡデータ
に使用させ、パケット送信がインターレース０において開始し、インターレース０、１お
よび２に及ぶものと指定している。インターレース５においてＡＴからＡＰにＡＣＫ（肯
定応答）が送信され、続いて、インターレース８、９、１０に及ぶ再送信においてデータ
が反復される。図４Ｂに、ＡＰが、インターレース１および２を（このＡＴでの）ＣＤＭ
Ａデータに使用され、パケット開始インターレース０を割り当てるものと指定する一態様
を示す。したがって、パケット送信はインターレース１と２に及ぶ。一般に、ＡＰは２つ
のこうした「パケット開始」インターレースを指定することができる。２つのパケット開
始インターレースの間には少なくとも３フレームずつ間隔を置くことができる。図４Ａお
よび図４Ｂに示すように、ＡＣＫ（肯定応答）リソースは、ＡＴがパケットを開始するこ
とのできる各インターレースに対応するＡＴに割り当てられる。一般に、開始インターレ
ースｋでは、ＡＴのパケットは、ＡＴのＣＤＭＡトラヒックのためにこのＡＴに割り当て
られたインターレースに基づき、１つまたは複数のインターレースｋ、ｋ＋１、ｋ＋２に
及ぶことができる。３つのＰＨＹフレームにわたる分散により、ユーザ間の統計多重化が
改善されると共に、送信側利得も改善され、同じパケットサイズでより良いリンクバジェ
ットがもたらされる。加えてこの分散は、ＡＰに対し、例えば帯域幅要件など様々な基準
に基づいて異なるＡＴに可変のＴＴＩサイズを指定する柔軟性も提供する。
【００３５】
　図４Ｃに、前述のようなＣＤＭＡトラヒックデータを送信するのに使用されるＰＨＹフ
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レームの一実施形態を示す。この態様によれば、各ＰＨＹフレームは８個のＯＦＤＭシン
ボルで構成される。
【００３６】
　図５は、一態様に係る、ＡＴからデータを送信する一実施形態に関連するものである。
この実施形態では、符号器５０２がＣＤＭＡトラヒックのための送信データまたは情報ビ
ットを、例えば１／５ターボ符号を使用するなどにより、ＯＦＤＭＡトラヒックと類似の
やり方で符号化する。これらの符号化ビットはインターリーバ５０４によりインターリー
ブされる。一態様によれば、インターリーブはプルーニングビット反転チャネルインター
リーバとすることができる。スクランブラ５０６は、ユーザＭＡＣＩＤ(Media Access Co
ntrol Identification)およびＲＬサービスセクタのパイロットＰＮ（疑似雑音;Pseudo N
oise）符号に基づいてインターリーブされたビットにスクランブルをかける。なお、この
ＣＤＭＡトラヒックデータのスクランブリングは、ＣＤＭＡ制御データのスクランブリン
グとは別個のものである。変調器５０８は、例えばＱＰＳＫ（四相位相偏移）変調などを
用いることにより、スクランブルのかかったＣＤＭＡトラヒックデータを変調する。この
ようにして得られたシンボルは、送信の前に変調データをさらに予め調整するためにＤＦ
Ｔ（離散フーリエ変換）プリコーダ５１０の入力にマップされる。１ＣＤＭＡ送信当たり
の変調シンボルの数は、ＣＤＭＡセグメントの帯域幅（または割り振られるＣＤＭＡサブ
セグメントの数）と、インターレース内のフレーム数とに依存する。例えば、３つのＰＨ
Ｙフレームにわたる１２８副搬送波ＣＤＭＡセグメントは３０７２変調シンボルに対応す
る。さらに、ＯＦＤＭＡトラヒックの場合と同様に、必要な変調シンボルの数が１／５未
満の符号速度（code rate）に対応するときには、繰り返しが用いられる。
【００３７】
　一態様によれば、ＣＤＭＡトラヒックセグメント上のパケットフォーマットは、インタ
ーネットプロトコル上の音声（ＶｏＩＰ）通信をサポートする。一態様では、ＶｏＩＰサ
ポートを、２５６と１２８など２つのパケットサイズを使って最適化することができ、こ
れらのサイズが、それぞれ、フルレートとクォーターレートのエンハンスド可変レートＣ
ＯＤＥＣ（ＥＶＲＣ）フレームに対応させるのに使用されてもよい。パケットサイズには
、ＭＡＣ（媒体アクセス制御）、ならびに巡回冗長符号（ＣＲＣ）オーバーヘッドを含み
得る。加えて、（ＶｏＩＰとは別の）他の種類のフローをこのセグメント上で送信するこ
ともできる。ＣＤＭＡフローマッピングは、ＡＴにより、分散されたＡＴ中心ＣＤＭＡ　
ＭＡＣ、または他のマッピングを使って決定される。一般に割り当ては、ＣＤＭＡトラヒ
ックセグメントのみ、ＯＦＤＭＡトラヒックセグメントのみ、または両方のセグメントで
どのフローが許容されるかを示す。しかしＡＴはこの種の情報を、フローＩＤなどデータ
の種類、または別の手法基づいて決定してもよい。一態様では、ＣＤＭＡデータ送信に使
用されるパケットフォーマットを、データ復調に使用する補助パイロットを搬送するＲＬ
補助パイロットチャネル（Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ）のスクランブリングによって示すことが
できる。これにより、ＡＴはＲＬ　ＣＤＭＡ送信のレートの変化を最小限のオーバーヘッ
ドで知らせることができる。
【００３８】
　図６に、ＲＲＩチャネルの必要性、ならびに複数仮説復調／復号の必要を軽減するのに
用いることのできる一態様を説明するフローチャート６００を示す。６０２で、送信する
データがＣＤＭＡトラヒックデータであるか否かが判定される。そうである場合、プロセ
スはステップ６０４に進み、そうでない場合、終了ブロックに到達する。６０４で、送信
するパケットフォーマット、ならびに再送信指数(retransmission index)、すなわち現在
の送信の再送信回数、に基づいて、補助パイロットシンボルにスクランブルがかけられる
。再送信回数は、現在の１つまたは複数のパケットが表すＡＲＱ送信の回数とすることが
できる。前述のように、また以下で図６Ｂにさらに示すように、補助パイロットはデータ
送信を搬送するフレームに入れて送信される。したがって６０６で、スクランブルのかか
ったシンボルがデータを搬送するフレーム内に含められる。このように、各フレーム内の
パイロットシンボルとデータシンボルは同じ送信処理を受け、６０８で送信される。これ
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らのデータフレームを受信すると、ＡＰは、スクランブリングを異なる仮説と相関させて
、データ復調の前にパケットフォーマットおよび送信指数を判定することができる。さら
に、このＣＤＭＡチャネル上での後刻の送信について、ＡＰは前の送信でのＲ－ＡｕｘＰ
ｉｃｈ（パイロット）と組み合わせてパケットフォーマットまたは送信指数の１つまたは
複数を識別することもできる。
【００３９】
　いくつかの態様によれば、順方向で受信されるデータの伝送速度に関する情報を搬送す
るデータ転送速度制御（ＤＲＣ）チャネルが送信される。逆に、逆方向で送信されるトラ
ヒックチャネルに関する情報を搬送する逆方向転送速度指示（ＲＲＩ）チャネルも送信さ
れ、ＣＤＭＡシステム内の順方向および逆方向の高速データ通信をサポートする。このよ
うに、基地局と移動局は制御情報を交換し、これによってデータ通信を円滑に実行する。
しかし、パケットフォーマットと再送信指数に基づくＲ－ＡｕｘＰｉｃｈ（パイロット）
のスクランブリングにより、潜在的に高くつくＲＲＩチャネルの必要も、ＡＰにおける複
数仮説の復調／復号の必要もなくなる。
【００４０】
　図７は、通信システム内の様々な逆方向リンクチャネルのための電力制御ループを提供
する別の態様に関連するフローチャートである。Ｒ－ＰＩＣＨは、Ｒ－ＣＣＣＨ（逆方向
共通制御チャネル）上で初期アクセスメッセージを送信する移動局によるアクセスプリア
ンブルとして、すべてゼロのＣＤＭＡ符号によって拡散され、直前に送信されるチャネル
である。Ｒ－ＰＩＣＨ（逆方向リンクパイロットチャネル）の電力制御ループと制御チャ
ネルはＣＤＭＡデータが存在しない場合と同一である。Ｆ－ＰＣＣＨ、すなわち順方向リ
ンク電力制御チャネルは、ＣＤＭＡデータが存在するときでさえも送信される。よって、
Ｆ－ＰＣＣＨは、構成するオーバーヘッドが小さくても、パイロットのためのしっかりし
た受信ＳＮＲ設定値を保証するため、例えばＣＤＭＡデータの有無など、異なる条件の下
で送信される。
【００４１】
　通信システム内では、様々なメトリックが性能比指標として使用される。受信信号のＳ
ＮＲすなわち信号対雑音比はこうしたメトリックの１つである。これはＡＴの送信電力レ
ベルを判定する際に用いることができる。したがって、７１０で性能指標が測定される。
７２０で、通信品質を求めるために、測定された性能指標が所定のＳＮＲ設定値と比較さ
れる。測定された性能指標が設定値より小さい場合、７３０で、関連付けられたＡＴは必
要とされる最適なレベルより高い電力レベルで信号を送信していると判断することができ
る。したがって、７４０で、ＡＰはＡＴの送信電力の低減を円滑に行わせるためにＦ－Ｐ
ＣＣＨを送信する。これは、Ｆ－ＰＣＣＨ送信内で受信信号と関連付けられるＡＴのＭＡ
ＣＩＤを指定することによって行われる。これに対して、７２０で、測定された性能指標
が設定値より大きいと判定された場合、７５０で、関連付けられたＡＴは、必要とされる
最適なレベルより低い電力レベルで送信していると判断される。したがって、７６０で、
ＡＰはＡＴのＭＡＣＩＤを含むＦ－ＰＣＣＨ送信によりＡＴの送信電力レベルを増大させ
る。システムは引き続き７１０でＡＴの送信電力レベルを監視する。このように、Ｆ－Ｐ
ＣＣＨは、Ｒ－ＰＩＣＨが送信されるレベルを制御するアップ／ダウンコマンドを搬送す
る。このループによりパイロットの受信ＳＮＲ設定値が維持される。これらの電力制御信
号は、ＣＤＭＡデータが存在するときでさえも送信され、これによってＲ－ＰＩＣＨおよ
び制御チャネルの電力制御ループがＣＤＭＡデータの電力制御による影響を受けないまま
であるようにする。Ｒ－ＰＩＣＨおよび制御チャネルの電力制御ビットが構成するシグナ
リングオーバーヘッドは小さいが、それでもなおこれらのビットは、これらのチャネルの
ＳＮＲ維持を円滑にしており、これらのビットがなければチャネルはＣＤＭＡデータのＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫに基づいて電力制御された場合に不必要に変動してしまう。また、ＳＮＲ
設定値は、制御チャネルおよびデータの電力を設定するための基準として使用されてもよ
い。ＡＣＫ／ＮＡＣＫに基づく電力制御は、Ｒ－ＰＩＣＨに関して、ＣＤＭＡデータが送
信されるレベルを制御するのに使用される。
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【００４２】
　図８は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックに基づいて通信システム内の様々なパイロッ
トチャネルの電力を設定する方法８００に関連するものである。使用される送信電力は、
最初は最も新しい正常なアクセスプローブの電力に基づくものであり、次いで、Ｆ－ＰＣ
ＣＨ上で受け取られるフィードバックに基づいて動的に調整される。前述のように、Ｒ－
ＡｕｘＰＩＣＨはＣＤＭＡデータが存在するときに送信され、ＯＦＤＭデータ送信用には
ＡＴによって除外されてもよい。Ｒ－ＡｕｘＰＩＣＨは、ＡＰにおいてＣＤＭＡ送信のた
めのチャネル推定パイロットとして使用することができる。Ｒ－ＰＩＣＨ（逆方向リンク
広帯域パイロットチャネル）は、帯域幅全体にわたる電力制御基準を提供する。一態様で
は、ＣＤＭＡトラヒックとＲ－ＡｕｘＰＩＣＨの電力比が、パケットフォーマットに基づ
いて固定される。例えば、各パケットフォーマットごとの比が、通信セッションの構成時
に設定される。Ｒ－ＡｕｘＰＩＣＨとＲ－ＰＩＣＨの比は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックに基づいて変動させることができる。ＡＣＫは一般に、受け取った送信に応答して、
この送信が適正に受け取られたことを示すために送られる。送信に応答するＮＡＣＫは、
この送信が適正に受け取られなかったことを示す。ＡＣＫに応答する場合、送信側は次の
データを送信するが、ＮＡＣＫに応答する場合、送信側は、適正に受け取られなかった送
信を再送信する。
【００４３】
　次に図８を見ると、８０２で、パケットで搬送されるＱｏＳ(Quality of Service)フロ
ーが決定される。パケットのＱｏＳは、例えばパケットによって搬送されるデータの種類
などによって異なる。次に８０４で、Ｒ－ＡｕｘＰＩＣＨとＲ－ＰＩＣＨの電力比を調整
するための打ち切り目標が決定される。８０６で、アップステップサイズおよびダウンス
テップサイズが決定される。打ち切り目標ならびにアップステップサイズおよびダウンス
テップサイズは、各パケットごとに、各パケットで搬送されるフローのＱｏＳに基づいて
決定される。８０８で、パケット送信からのフィードバックが受け取られる。８１０で、
フィードバックを打ち切り目標と比較して、パケットが目標を超えて打ち切られているか
否かが判定される。ＹＥＳである場合、８１２で、比Ｒ－ＡｕｘＰＩＣＨ／Ｒ－ＰＩＣＨ
がアップステップサイズ分だけ増大され、これによってＲ－ＡｕｘＰＩＣＨの、したがっ
てデータの送信電力が増大する。８１０における判定がＮＯである場合、パケットはパケ
ットの打ち切り目標において、または打ち切り目標の前で打ち切られていると判断される
。したがって、８１４で、Ｒ－ＡｕｘＰＩＣＨ／Ｒ－ＰＩＣＨ比がダウンステップサイズ
分だけ低減される。
【００４４】
　図９は、ＣＤＭＡセグメントの負荷と関連した別の態様に関するフローチャートである
。これは一般に、ＶｏＩＰのようなＱｏＳトラヒックも有益にサポートすることのできる
セグメントおよび／またはＡＰに対するアドミッション制御によって制御される。図９に
は、１ビットの逆方向リンクアクティビティビット（reverse link activity bit）（Ｒ
ＡＢ）を緊急負荷制御機構として用いる方法９００が示されている。ＲＡＢビットは、特
定のセクタにおける（ＲｏＴ（rise over thermal）、または他の何らかの測定によって
示される）負荷が所定の閾値を超えるか否かを示す。これは、各ＰＨＹフレーム内のＣＤ
ＭＡトラヒックセグメント上でどのフローにデータ送信が許されているか判定するのに使
用することができる。したがって、ＲＡＢの意味は、最初にパケット構成時に設定される
。このため９０２で最初に、構成されるパケットがＶｏＩＰのようなＱｏＳフローに関連
するものであるか否かが判定される。ＹＥＳである場合、９０４で、パケットはブロード
キャストされるＲＡＢビットを無視し、代わりにアドミッション制御を利用するように構
成される。９０２で、構成がＱｏＳフローと関連付けられない場合、方法はステップ９０
６に進み、そこで関連付けられたＡＴのアクティブセット内の各セクタからＲＡＢビット
が取得される。９０８で、設定されているビットのいずれかが閾値を超えるか否か識別す
るために、受け取ったＲＡＢビットが閾値と比較される。ビットのいずれも閾値を超えな
い場合、プロセスは９１０に進み、そこでＣＤＭＡセグメントがロードされる。しかし、
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９１２でＲＡＢビットのいずれかが閾値を超える場合、非ＱｏＳトラヒックはＣＤＭＡセ
グメントの使用を中止するよう告知される。ＲＡＢをさらに利用するために、端末は、（
ＲＬサービスセクタに関する）ＲＬ品質の閾値に従って端末のアクティブセット内の各セ
クタからのＲＡＢをリスニングし（listen）、閾値を超える受け取りＲＡＢビットのいず
れかが設定されている場合、端末は、ＲＬＳＳによって設定されているものとして振舞う
。ＲＡＢはオンオフ変調チャネルである。一態様では、ＯＮ状態のＲＡＢは、Ｆ－ＰＱＩ
ＣＨ（ＡＴからのＲＬパイロットの品質を示す、ＡＰからＡＴに送信されたパイロット品
質チャネル）によって使用される１６の符号語（code words）のうち１つのみを使用する
。
【００４５】
　肯定応答ビットは、ＡＴ　ＲＬ処理を簡略化するためにＯＦＤＭＡデータの変調と同じ
変調を使ってもよい。一態様では、ＣＤＭＡセグメントに入ることを許可された各ユーザ
に、パケットが開始することのできる各インターレースに対応するＡＣＫＩＤが割り当て
られる。このＡＣＫＩＤは、フレームワークで指定されている復号タイムラインに基づき
、ＡＣＫがこのインターレースのために送信されることになっているフレームにおいて適
用可能である。前述のように、一態様では、通信セッションの最初構成時などに、最大２
つまでのパケット開始インターレース、したがって１ユーザ当たり最大２つまでのＡＣＫ
ＩＤが割り当てられる。一態様では、ＣＤＭＡ　ＡＣＫＩＤ０がＯＦＤＭＡトラヒックに
割り当てられない最初のＡＣＫチャネルに対応する。別の態様では、ＯＦＤＭＡトラヒッ
クに割り当てられるＡＣＫの数は、ＡＣＫトラヒックが利用できる帯域幅に依存し、ＣＤ
ＭＡデータに割り当てられるＡＣＫは、ＣＤＭＡセグメントに割り振られる帯域幅に基づ
いて自動的に低減される。
【００４６】
　本明細書で使用する場合、セグメントまたはサブセグメントとは、予め定義された時間
周波数または周波数の割り振りとすることができ、時間的に、かつ／または周波数的に連
続していても連続していなくてもよい。一般に、セグメントまたはサブセグメントは、利
用可能な割り振りの一部であり、割り振りの残りの部分はＯＦＤＭデータおよび制御セグ
メント（control segment）によって使用される。
【００４７】
　本明細書で説明するデータ送信技術は様々な手段によって実施され得る。例えば、これ
らの技術は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ
として実施される。ハードウェア実装形態では、送信側におけるデータ送信または受信側
におけるデータ受信に使用される処理ユニットは、１つまたは複数の特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ディジタル信号処理装置（ＤＳ
ＰＤ）、プログラマブル論理回路（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、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、
電子デバイス、本明細書で述べる機能を実行するように設計された他の電子ユニット、ま
たはこれらの組み合わせで実施されてもよい。
【００４８】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェア実装形態では、これらの技術は、本明細書
で述べる機能を実行するモジュール（手順、関数など）を用いて実施される。ファームウ
ェアおよび／またはソフトウェアコードは、メモリに格納され、プロセッサによって実行
される。メモリは、プロセッサ内で実施されても、プロセッサの外部で実施されてもよい
。
【００４９】
　開示の実施形態の上記説明は、当業者が本開示を作成し、または使用することを可能に
するために提供するものである。当業者にはこれらの実施形態の様々な変更は容易に明ら
かであり、本明細書で定義する包括的原理は、本開示の精神および範囲を逸脱することな
く他の実施形態にも適用され得る。よって、本開示は本明細書に示す実施形態だけに限定
するものではなく、本開示には、本明細書に開示する原理および新規の特徴と一致する最
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も広い適用範囲が与えられるべきである。
【００５０】
　以上の説明は様々な実施形態の例を含んでいる。当然ながら、各実施形態を説明するた
めにコンポーネントまたは方法の考えられるあらゆる組み合わせを記述することは不可能
であるが、多くの別の組み合わせおよび置換が可能であることは当業者には理解されるも
のである。したがって、この詳細な説明は、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内に
該当するこのようなすべての変更、改変、および変形を包含するものである。
【００５１】
　特に、前述のコンポーネント、装置、回路、システムなどによって実行される様々な機
能に関して、このようなコンポーネントを記述するのに使用される（「手段（means）」
への言及を含む）用語は、特に指示しない限り、たとえ各実施形態の本明細書で示す例示
的態様において機能を果たす開示の構造と構造的に等価でないとしても、記載されたコン
ポーネントの特定された機能を実行する任意のコンポーネント（機能的均等物など）に対
応するものである。これに関しては、各実施形態が、システム、ならびに様々な方法の動
作および／またはイベントを実行するコンピュータ実行可能命令を有するコンピュータ可
読媒体を含むことも理解されるであろう。
【００５２】
　加えて、特定の特徴がいくつかの実装形態のうちの１つのみに関して開示されているが
、このような特徴は、任意の所与のまたは特定の用途に求めに応じて、かつ有利となるよ
うに、他の実装形態の１つまたは複数の他の特徴と組み合わされてもよい。さらに、「含
む（includes）」および「含む（including）」ならびにこれらの変化形は、これらの用
語が詳細な説明または特許請求の範囲において使用される限りにおいて、「備える（comp
rising）」という用語と同様の意味で含むことを意味するものである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［付記］
　［１］　データ送信方法であって、
　アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデータを送信
することと、
　前記アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を
送信することと
を含む方法。
　［２］　第１のスクランブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡデ
ータセグメントを介して送信される前記データにスクランブルをかけることと、
　前記第１のスクランブリングシーケンスとは異なる第２のスクランブリングシーケンス
に従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して送信される前記制御情報
にスクランブルをかけることと
をさらに備える［１］記載の方法。
　［３］　前記第１のスクランブリングシーケンスは、前記アクセス端末のＭＡＣＩＤと
、前記アクセス端末のＲＬサービスセクタのパイロットＰＮとを備える［２］記載の方法
。
　［４］　前記データを送信することは、補助パイロットチャネル(Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ)
を介して補助パイロットを送信することをさらに備える［１］記載の方法。
　［５］　前記データを送信することは、前記データのパケットフォーマットによって決
定される比に基づいて、前記補助パイロットの送信の電力レベルからオフセットされた電
力レベルにある前記少なくとも１つのデータセグメントを介してデータを送信することを
備える［４］に記載の方法。
　［６］　Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈとＲ－ＰＩＣＨとの比が、打ち切り目標、アップステップ
サイズおよびダウンステップサイズに基づくものである［４］記載の方法。
　［７］　前記打ち切り目標、前記アップステップサイズおよび前記ダウンステップサイ
ズは、各パケットごとに決定され、各パケットに含まれるＱｏＳ従って定義される［６］
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に記載の方法。
　［８］　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１２
８副搬送波のうちの少なくともいくつかに対応する［１］に記載の方法。
　［９］　少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデータを送信する手段と
、
　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントとは別の帯域幅を有する少なくとも１
つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を送信する手段と
を備える装置。
　［１０］　第１のスクランブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ
データセグメントを介して送信される前記データにスクランブルをかける手段と、
　前記第１のスクランブリングシーケンスとは異なる第２のスクランブリングシーケンス
に従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して送信される前記制御情報
にスクランブルをかける手段と
をさらに備える［９］に記載の装置。
　［１１］　前記第１のスクランブリングシーケンスは、アクセス端末のＭＡＣＩＤと前
記アクセス端末のＲＬサービスセクタのパイロットＰＮとを備える［１０］に記載の装置
。
　［１２］　前記データを送信する手段は、補助パイロットチャネルを介して補助パイロ
ットを送信する手段をさらに備える［９］に記載の装置。
　［１３］　前記データを送信する手段は、前記データのパケットフォーマットによって
決定される比に基づいて、前記補助パイロットの送信の電力レベルからオフセットされた
電力レベルにある前記少なくとも１つのデータセグメントを介してデータを送信する手段
を備える［１２］に記載の装置。
　［１４］　前記比は、打ち切り目標、アップステップサイズおよびダウンステップサイ
ズに基づくものである［１３］に記載の装置。
　［１５］　前記打ち切り目標、前記アップステップサイズおよび前記ダウンステップサ
イズは、前記アクセス端末によってサポートされるＱｏＳクラスに従って定義される［１
４］に記載の装置。
　［１６］　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１
２８副搬送波のうちの少なくともいくつかに対応する［１０］に記載の装置。
　［１７］　アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデ
ータを送信する命令と、
　前記アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を
送信する命令と
を備えるコンピュータプログラム製品。
　［１８］　第１のスクランブリングシーケンスに従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ
データセグメントを介して送信される前記データにスクランブルをかける命令と、
　前記第１のスクランブリングシーケンスとは異なる第２のスクランブリングシーケンス
に従い、前記少なくとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して送信される前記制御情報
にスクランブルをかける命令と
をさらに備える［１７］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［１９］　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１
２８副搬送波のうちの少なくともいくつかに対応する［１７］に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
　［２０］　ＣＤＭＡデータの所与のＨ－ＡＲＱ送信を、ＴＴＩ（送信時間間隔）を構成
する３フレームからの利用できる限りの数のフレームに分散させる命令をさらに備える［
１７］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［２１］　アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデ
ータを送信することと、
　前記アクセス端末から肯定応答を、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤを含めて送信
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することと
を備えるデータ送信方法。
　［２２］　前記肯定応答ＩＤは、前記アクセス端末がパケットに入れたデータの送信を
開始することを許容された各インターレースに対応する［２１］に記載の方法。
　［２３］　前記アクセス端末に割り当てられた２つの肯定応答ＩＤのうちの１つから前
記肯定応答ＩＤを選択すること
をさらに備える［２１］に記載の方法。
　［２４］　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１
２８副搬送波のうちの少なくともいくつかに対応する［２１］に記載の方法。
　［２５］　アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデ
ータを送信する手段と、
　前記アクセス端末から肯定応答を、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤを含めて送信
する手段と
を備える装置。
　［２６］　前記肯定応答ＩＤは、前記アクセス端末がパケットに入れたデータの送信を
開始することを許容された各インターレースに対応する［２５］に記載の装置。
　［２７］　前記アクセス端末に割り当てられた２つの肯定応答ＩＤのうちの１つから前
記肯定応答ＩＤを選択する手段をさらに備える［２５］に記載の装置。
　［２８］　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１
２８副搬送波のうちの少なくともいくつかに対応する［２５］に記載の装置。
　［２９］　アクセス端末から、少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデ
ータを送信する命令と、
　前記アクセス端末から肯定応答を、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤを含めて送信
する命令と
を備えるコンピュータプログラム製品。
　［３０］　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１
２８副搬送波のうちの少なくともいくつかに対応する［２９］に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
　［３１］　ＣＤＭＡデータ送信に使用されたパケットフォーマットが、データ復調に使
用される補助パイロットを搬送するＲＬ補助パイロットチャネル(Ｒ－ＡｕｘＰｉｃｈ)の
スクランブリングによって示される［２９］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［３２］　前記ＲＬ補助パイロットチャネルのスクランブリングは、さらに再送信指数
に基づくものである［３１］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［３３］　関連付けられたＡＴ(アクセス端末)のアクティブセット内の各セクタから取
得された逆方向リンクアクティビティビット（ＲＡＢ）による負荷制御機構を実施する命
令
をさらに備える［２９］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［３４］　ＲＡＢビットセットが所定の閾値を超える場合、非ＱｏＳ（サービス品質）
フローがブロックされる［３３］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［３５］　ＱｏＳフローがＲＡＢビットを無視するように構成される［３３］に記載の
コンピュータプログラム製品。
　［３６］　少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントを介してデータを送信し、少な
くとも１つのＣＤＭＡ制御セグメントを介して制御情報を送信する送信機と、
　スクランブリングシーケンスに従い、少なくとも前記データにスクランブルをかけるプ
ロセッサと
を備えるアクセス端末。
　［３７］　前記スクランブリングシーケンスは、前記アクセス端末のＭＡＣＩＤ（媒体
アクセス制御識別）と、前記アクセス端末のＲＬサービスセクタのパイロットＰＮとを備
える［３６］に記載のアクセス端末。
　［３８］　前記送信機は、補助パイロットチャネルを介して補助パイロットを送信する
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［３７］に記載のアクセス端末。
　［３９］　前記データは、前記データのパケットフォーマットによって決定された比に
基づき、前記補助パイロットの送信の電力レベルからオフセットされた電力レベルにある
前記少なくとも１つのデータセグメントを介して送信される［３８］に記載のアクセス端
末。
　［４０］前記比は、打ち切り目標、アップステップサイズおよびダウンステップサイズ
に基づくものである［３８］に記載のアクセス端末。
　［４１］　前記打ち切り目標、前記アップステップサイズおよび前記ダウンステップサ
イズは、前記アクセス端末によってサポートされるＱｏＳクラスに従って定義される［４
０］に記載のアクセス端末。
　［４２］　前記少なくとも１つのＣＤＭＡデータセグメントは、ＯＦＤＭＡ帯域幅の１
２８副搬送波のうちの少なくともいくつかに対応する［３６］に記載のアクセス端末。
　［４３］　前記送信機は、さらに肯定応答と、前記肯定応答を識別する肯定応答ＩＤと
を送信する［３６］に記載のアクセス端末。
　［４４］　前記肯定応答ＩＤは、前記アクセス端末がパケットに入れたデータの送信を
開始することを許容された各インターレースに対応する［４３］に記載のアクセス端末。
　［４５］　前記プロセッサは、前記アクセス端末に割り当てられた２つの肯定応答ＩＤ
のうちの１つから肯定応答ＩＤを選択する［４３］に記載のアクセス端末。
　［４６］　プロセッサに関連付けられたセクタ内の負荷が所定の閾値を超える場合、逆
方向リンクアクティビティビット（ＲＡＢ）を設定するプロセッサと、
　前記セクタ内のアクセス端末にＲＡＢをブロードキャストする送信機と
を備える緊急負荷制御機構を実施する装置。
　［４７］　非ＱｏＳフローを送信するアクセス端末が、前記セクタに前記ＲＡＢが設定
されるときに、ＣＤＭＡデータセグメントにおいてデータをロードするのを中止する［４
６］に記載の装置。
　［４８］　ＲＡＢは、ＯＮ状態のＲＡＢがＡＰからＡＴに送信されるＦ－ＰＱＩＣＨ（
パイロット品質チャネル）によって使用される１６個の符号語のうちの１つだけを使用す
るように操作されるオンオフ変調チャネルである［４６］に記載の装置。
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