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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スペクトラム－拡散通信システムにおける同期型ブロードキャスト伝送方法であって、
　送信機に特有の第一拡散符号により、伝送の第１タイムスロットにおける非ブロードキ
ャストコンテンツを拡散することと、
　前記送信機および1以上の他の送信機に共通のブロードキャスト拡散符号により、前記
伝送において前記第１タイムスロットに隣接する第２タイムスロットにおけるブロードキ
ャストコンテンツを拡散することと、を含む、
　同期型ブロードキャスト伝送方法。
【請求項２】
　前記拡散されたブロードキャストコンテンツの前記伝送を前記スペクトラム－拡散シス
テムにおける前記１以上の他の送信機に時刻－同期させることを更に含む、
　前記請求項１に記載の同期型ブロードキャスト伝送方法。
【請求項３】
　複数の符号分割変調スロットと
　同期型ブロードキャストスロットと、を備える、
　前記請求項１に記載の同期型ブロードキャスト伝送方法。
【請求項４】
　符号分割変調を使用して前記非ブロードキャストコンテンツを拡散するまえに変調する
ことと、なお、前記変調され且つ拡散された非ブロードキャストコンテンツは前記複数の
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符号分割変調スロットにおいて伝送される；
　直交周波数分割変調を使用して前記ブロードキャストコンテンツを変調することと、な
お、前記変調され且つ拡散されたブロードキャストコンテンツは前記同期型ブロードキャ
ストスロットにおいて伝送される；
　を更に含む、前記請求項３に記載の同期型ブロードキャスト伝送方法。
【請求項５】
　スペクトラム－拡散通信システムにおける同期型ブロードキャスト伝送用装置であって
、
　送信機に特有の第一拡散符号により、伝送の第１タイムスロットにおける非ブロードキ
ャストコンテンツを拡散する第一処理パス手段と、
　前記送信機および１以上の他の送信機に共通のブロードキャスト拡散符号により、前記
伝送において前記第1タイムスロットに隣接する第２タイムスロットにおけるブロードキ
ャストコンテンツを拡散する第二処理パス手段と、を備える
　同期型ブロードキャスト伝送用装置。
【請求項６】
　前記スペクトラム拡散システムにおける前記１以上の他の送信機に、前記拡散されたブ
ロードキャストコンテンツの伝送を時刻－同期化させる手段を更に備える、
　前記請求項５に記載の同期型ブロードキャスト伝送用装置。
【請求項７】
　前記伝送は、
　複数の符号分割変調スロットと
　同期型ブロードキャストスロットと、を備える、
　前記請求項５に記載の同期型ブロードキャスト伝送用装置。
【請求項８】
　符号分割変調を使用して前記非ブロードキャストコンテンツを拡散する前に変調する第
三手段と、なお、前記変調され且つ拡散された非ブロードキャストコンテンツは前記複数
の符号分割変調スロットにおいて伝送される；
　直交周波数分割変調を使用して前記ブロードキャストコンテンツを変調する第四手段と
、なお、前記変調され且つ拡散されたブロードキャストコンテンツは前記同期型ブロード
キャストスロットにおいて伝送される；
　を更に備える、前記請求項７に記載の同期型ブロードキャスト伝送用装置。
【請求項９】
　非ブロードキャストコンテンツの送信機に特有の第一拡散符号を有する伝送の第１タイ
ムスロットにおいて前記非ブロードキャストコンテンツを受信する手段と、
　前記送信機と１以上の他の送信機に共通のブロードキャスト拡散符号を有する前記伝送
の、前記第１タイムスロットに隣接する第２のタイムスロットおいてブロードキャストコ
ンテンツを受信する手段と、
　を備える、スペクトラム－拡散通信システムの受信機。
【請求項１０】
　スペクトラム－拡散通信システムにおける同期型ブロードキャスト伝送のための指示を
含むコンピュータ可読媒体であって、
　送信機に特有の第一拡散符号により、送信機の第１タイムスロットにおける非ブロード
キャストコンテンツを拡散し、
　前記送信機および１以上の他の複数の送信機に共通のブロードキャスト拡散符号により
、前記送信機において前記第１タイムスロットに隣接する第２タイムスロットにおけるブ
ロードキャスト情報を拡散するための指示、を備える、
　コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　米国特許法第１１９条（35U.S.C.§119）に基づく優先権の主張
　本特許出願は、２００４年１月２０日に出願され、本願譲受人に譲渡され、引用により
本願に明白に組み込まれている、「スペクトラム－拡散ブロードキャスト用ソフトハンド
オフ方法及び装置」（”Soft Handoff Method and Apparatus for Spread-Spectrum Broa
dcast”）と題された米国仮特許出願第６０／５３７，９５５号の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、概して無線通信システムに関し、特に、受信された伝送の質を改善するため
の同期型ブロードキャスト又はマルチキャスト伝送（synchronized broadcast or multic
ast transmission）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムにおける従来のブロードキャスト／マルチキャスト伝送は、ブロード
キャストコンテンツを多数のユーザに、即ち、一対多数で、提供しており、多数のユーザ
が同じブロードキャストコンテンツを受信する。移動局（ＭＳｓ）が複数の基地局（ＢＳ
ｓ）からブロードキャスト伝送を受信できる。スペクトラム－拡散方式においては、各送
信機は該送信機を識別するために固有の拡散符号を使用する。受信機が１つのＢＳからの
伝送を処理する時、他のＢＳｓからの伝送が干渉として現れることがあり、それ故に、ブ
ロードキャスト／マルチキャスト伝送のデータ転送速度と同様に、受信された伝送の質も
下がる。従って、ブロードキャスト／マルチキャスト伝送用の受信の質を改善する必要が
ある。更に、ブロードキャスト／マルチキャスト伝送を最適化し、ブロードキャスト／マ
ルチキャスト伝送のデータ転送速度を上げることが必要である。
【０００４】
　多数の送信機からの同時ブロードキャスト／マルチキャスト伝送に起因する干渉を減ら
し、伝送の性能を上げることが必要である。ブロードキャスト／マルチキャスト伝送にお
いては、ブロードキャスト／マルチキャストとユニキャストの伝送間でのよりよい柔軟性
及び切換も又必要である。
【発明の開示】
【０００５】
　本発明の種々の実施例が、添えられている図面と併せて以下の説明及び添付クレームか
ら、いっそう十分に明らかになる。これらの図面は、単に例として実施例を描画しており
、従って、発明の範囲を制限しているものとして見なされるべきではないと理解し、本発
明の実施例が、特異性を付加し、又、添付図面の使用をとおして詳細に、説明される。
【０００６】
　本願中に説明されたどの実施例も、他の実施例よりも好ましい或いは有利なものとして
は必ずしも解釈されるべきでない。本発明の種々の面が図面中に紹介されているが、特に
示されていなければ、図面は必ずしも縮尺して描かれてはいない。
【発明の詳細】
【０００７】
　一般に、ユニキャスト通信は単一の送信機から単一の受信機、即ち１対１(one-to-one)
である。携帯電話通信方式においては、ユニキャスト通信は、単一の受信機に通信を伝送
する多数の送信機を伴うかもしれない。マルチキャスト通信は、ユーザグループに送られ
る単一のメッセージ又は通信である。ブロードキャストは、マルチキャストの一タイプで
あると見なしてもよく、一般に、ネットワークの全てのユーザに或いはネットワークの一
部分にメッセージ又は通信を送ることを言う。最近は、ブロードキャスト伝送は、加入者
グループへのマルチキャスト通信を言う。例えば、携帯電話ユーザグループへの株情報の
ブロードキャスト、ユーザは該情報を受信するために加入している。
【０００８】
　ブロードキャストは、例えば、テレビ番組或いは無線からの、ビデオ及びオーディオ情
報の伝送を含んでもよい。ブロードキャストコンテンツ情報は、パケットデータとして、
例えば、インターネットプロトコール（ＩＰ）パケットで提供される。所定のブロードキ
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ャストサービスのために、ＡＮは、コンテンツサーバ、例えばテレビ局、からの情報スト
リーム（a stream of information）を受信し、情報、即ちＩＰパケットの情報、を指定
のチャンネルでシステム内のブロードキャスト加入者に提供する。
【０００９】
　ブロードキャスト伝送はアクセスをコントロールしたかもしれず、そこでは、ＭＳユー
ザはサービスに加入し、該ブロードキャストサービスを受けるために対応する料金を支払
う。解約したユーザは該ブロードキャストサービスを受けることが出来ない。コントロー
ルされたアクセスは、加入ユーザのみにコンテンツ解読を許可する、ブロードキャスト伝
送／コンテンツの暗号化によって実現される。
【００１０】
　本説明全般にわたって、ＢＣとは、ブロードキャスト又はマルチキャスト通信のいずれ
にも言う。ＢＣは、１対多通信（a one-to-many communication）と考えられるが、かな
り多数の送信機がメッセージ或いは通信コンテンツを送っている可能性がある。
【００１１】
　次の説明では無線スペクトラム－拡散伝送方式における同期型ブロードキャスト伝送を
紹介する。従来よりＢＣサービスは、多数の基地局によって多数のユーザに提供され、Ｂ
Ｓｓの各々が同じＢＣコンテンツを伝送する。受信機が同一のＢＣコンテンツを多数のＢ
Ｓｓから受信する時には問題が存在する。この場合、各ＢＳは異なる波形、即ち、拡散符
号を使用し、従って、各送信機は他の送信機に対し干渉を起こす。例えば、符号分割多元
接続（ＣＤＭＡ）スペクトラム－拡散方式においては、各基地局は、固有の符号、特に、
疑似雑音（ＰＮ）符号を使用して識別される。ＰＮ符号が異なり、従って、波形が異なる
ので、受信機側では、各ＢＳからの伝送は別のＢＳの伝送に干渉を起こす。
【００１２】
　ここで紹介されるのは、同じ波形或いは変調を使い、多数の送信機から同じＢＣコンテ
ンツを提供する同期型ブロードキャスト伝送方式である。ＢＣ伝送は同期型の様式で伝送
されることが出来、各送信機は互いに同期がとられる。一実施例においては、同期型ブロ
ードキャスト伝送は、多数の送信機に対し同じ拡散符号を提供し、そして、このようにし
て、多重ＢＣ伝送は、受信機側で受信されるときは、異なるマルチパス（multipath）部
品として扱われることが可能である。即ち、同期型ブロードキャスト伝送が疑似部品を創
造し、受信機は適切な処理を使用して受信特性を改善できる。
【００１３】
　マルチパス信号を効率よく受信できる受信機を創造することの利点は、異なる受信機か
らの伝送を最小の自己干渉（self interference）で効率よく受信させることである。例
えば、「ＣＤＭＡイコライザ」（”CDMA equalizer”）が、ノイズと干渉を同時に減衰さ
せながらマルチパスに起因する効率的なチャンネルレスポンス（channel response）につ
いて補償するように使用されることが出来る。
【００１４】
　一実施例においては、ＢＣ伝送に対し、各送信機は同じ符号を使用する。ＣＤＭＡ方式
における特定の例は、多数のＢＳｓによる共通ＰＮ符号の使用である。このようにして、
各ＢＳｓが同一のＢＣコンテンツを同一の波形で伝送する。ほかの実施例では、ＢＣコン
テンツ伝送用に直交周波数分割多重（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）（
ＯＦＤＭ）を使用する。ＯＦＤＭ伝送は、取るに足らない拡散符号を備えたディスクリー
トマルチ－トーン（ＤＭＴ）変調として考えることが出来、拡散符号が全て同じである、
など、注意が必要である。再度説明するが、同期型ＢＣ伝送は、同じ波長で同じＢＣコン
テンツを伝送する。
【００１５】
　全ての通信方式が、ユニキャストとマルチキャストの両方の伝送を、或いはブロードキ
ャスト伝送をサポートしているわけではない。時分割多重（ＴＤＭ）においては、伝送は
タイムスロットに分割され、スロットは、ＢＣ用に指定されている。ＢＣスロットで供給
されるＢＣ伝送は、同期型ブロードキャスト伝送として伝送されることが可能である。「
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ｃｄｍａ２０００　Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ Ａｉｒ Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、ＴＩＡ／ＩＳ－８５６、の中で明記されている
ように、高データ速度と言われる、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）をサポートする方式
においては、フォーワードリンク（forward link）は１度に１ユーザにサービスを行う。
このような方式はＴＤＭフォーマットを提供するが、ユーザは所定或いは固定のタイムス
ロットを割り当てられない。送信機は、スロット毎のベースで、符号、変調フォーマット
、と同様に、ユーザを変更できる。
【００１６】
　ＨＲＰＤ方式におけるＣＤＭＡ　ＢＣ伝送に対しては、ブロードキャストコンテンツは
同一であるが、各セクターＰＮシーケンス（sector PN sequence）に従い各セクターが固
有にコンテンツを拡散するので実際の送信波形は同じではない。上記したように、一実施
例では、全セクターが同一のＢＣコンテンツを伝送するだけでなく、同一の送信波を発生
するように、セクター特定のＰＮ拡散が除かれる。このことは、そのとき否定的に干渉項
として現れる他のセル伝送とは対照的に、受信機が所望の信号から全伝送エネルギーを捕
獲することを許可する。この実施例によれば、ＢＣ伝送のために、共通ＰＮ符号が各ＢＳ
によって使用される。このようにして、各ＢＳは、ＢＣスロット期間、同一波形を使用し
、同一ＢＣコンテンツを伝送する。
【００１７】
　無線通信方式の別の実施例では、他の同期型ブロードキャスト波形がフォーワードリン
クＢＣスロット用に使用されることが可能である。同期型ＢＣ伝送は、共通拡散符号をＢ
Ｃ伝送に適用することにより他のスペクトラム－拡散方式に適用できる。従って、このよ
うな方法はＣＤＭＡ、ＯＦＤＭ、或いはここで説明される他の特定の符号技法に限定され
ない。
【００１８】
　アプリケーションにおいて、コントローラが、ＢＣサービスを可能とする同期型ブロー
ドキャスト波形かユニキャストサービスを可能とする符号分割多重（ＣＤＭ）波形かを選
択する。コントローラは、同期型ＢＣ伝送を導入、例えば、共通拡散符号を導入、するた
めに使用される。
【００１９】
　以下の検討は、この環境下で干渉を持つ理由を一般に含んでいるブロードキャスト通信
方式を先ず説明することにより、上記実施例を詳しく説明していく。次に、ＨＲＰＤ方式
が特に紹介される。同期型ＢＣ伝送スキームが、どのようにして同期型ＢＣ伝送が干渉問
題を解決するかの検討を含み、詳しく説明される。最後に、どのようにして同期型ＢＣ伝
送の異なる方法が1方式に統合されていくのか、そして、どのようにして同期型ＢＣ伝送
が、更なる利点、例えばＢＣとユニキャストの方式間の切替えモード、を提供するのかを
本検討で扱う。
【００２０】
　本検討をとおして種々の実施例が提供されるが、然しながら、別の実施例では、本発明
の範囲を逸脱することなく種々の面を含むことが可能である、ということに注意が必要で
ある。特に、本発明は、データ処理システム、無線通信システム、一方向ブロードキャス
トシステム、及び効率的な情報伝送が要望される他の任意のシステムにも適用可能である
。
【００２１】
ブロードキャスト通信システム（Broadcast Communication System）
　図1は、多数のユーザをサポートするブロードキャストシステムを示す。本システムは
、多数の基地局、例えばＢＳ５、７を含んでおり、ＢＳ５、７は、多数の移動局、例えば
ＭＳ１０、１２、１４、１５用の通信をサポートする。ＡＮがネットワークであるアクセ
スポイント（ＡＰ）（或いはアクセスネットワーク（ＡＮ））は、パケット交換データネ
ットワークとアクセスターミナル（ＡＴ）との間のデータ接続性を供給する機能を備え付
ける。ＡＰはＢＳと等価（equivalent）である。ＢＳは、移動局と通信するために使用さ
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れる無線ネットワーク装置であり、又、ＡＰ、或いは他の専門用語として呼ばれることも
出来る。一般的には、ＭＳｓがシステム全体に分散配置される。移動局も又、ＡＴ、ユー
ザ装置（ＵＥ）、遠隔ステーション、或いは他の無線通信装置として呼ばれることが出来
る。ＡＴはユーザにデータ接続性を供給する装置である。ＡＴは、計算装置、例えば、ラ
ップトップに接続されることが出来、或いは、それは、パーソナルデジタルアシスタント
のような自己内臓データ装置（a self-contained data device）かもしれない。ＡＴはＭ
Ｓと等価である。フォーワードリンク（Forward Link）（ＦＬ）は、ＢＳからＭＳへの通
信、例えば、ＢＳ５からＭＳ１０へのＦＬ２０を言う。リバースリンク（Reverse Link）
（ＲＬ）はＭＳからＢＳへの通信、例えば、ＭＳ１０からＢＳ５へのＢＬ２２を言う。各
ＭＳ１０は、1以上のＢＳｓ、例えば、ＢＳ５から、又ＢＳ７から伝送を受信する。各Ｍ
Ｓ１０は、1以上のＢＳｓ、例えば、ＢＳ５へ、又ＢＳ７へ、いつなんどきでも伝送する
ことが出来る。実施の伝送シナリオ（scenario）はＭＳ１０の活動、ソフト切換性能(sof
t handoff capability)に依存する。
【００２２】
　ブロードキャストサービスは、無線通信システムにおける、１以上のＢＳと多数のＭＳ
との間の、例えば、ＢＳ５から、基地局５の通信カバーエアリア（coverage area）以内
のブロードキャストコンテンツを受信するＭＳ１０及び１２への、一対多方向通信サービ
スを提供する。基地局５によって多数の移動局１０及び１２にＦＬ２０経由で伝送される
ブロードキャストコンテンツは、ニュース、映画、スポーツ出来事、及び同様な物を、こ
れらに限定される必要がないが、含むことが出来る。ブロードキャストコンテンツは、典
型的には、コンテンツサーバーにより生成され、カバーエアリア２５範囲内のＭＳｓ１０
及び１５へのＦＬのブロードキャストチャンネル上を単一データ速度で一斉送信される（
broadcasted）。ＢＳ７も同様に動作できることに注意してください。ＢＳ７はカバーエ
アリア５５を有する。ＭＳ１２はカバーエアリア２２及び５５の範囲内にあり、従って、
ＢＳ５及びＢＳ７と通信できる。
【００２３】
　一実施例においては、ブロードキャストは、単一セクター（a single sector）である
かもしれないし或いは多重セクター（multiple sectors）であるかもしれない、指定され
たブロードキャストエアリアにおける全てのＢＣ加入者へのデータ、即ちＢＣコンテンツ
、の伝送である。ブロードキャスト伝送はブロードキャストエアリア内に位置する多数の
ユーザによって受信されるように意図されるので、ブロードキャストデータ速度は、普通
は、ブロードキャストエアリアにおける最悪－ケースのユーザのチャンネル状態により決
定される。ＣＤＭＡシステムについては、最悪－ケースのユーザは、一般的に、領域の端
に位置し、低い、キャリア対干渉及びノイズ合計比率（a low carrier-to-total-interfe
rence-and-noise ratio）（Ｃ／Ｉ）を有しており、そこでは、干渉及びノイズのパワー
（power）が一般的に他の領域からの干渉に支配されている。
【００２４】
　ＣＤＭＡシステムは以前のシステムから著しい進歩を示すが、図２に示されるように、
干渉が、ＢＳ５とＢＳ７との間のソフトハンドオフ（soft handoff）期間中に依然と現れ
る。領域端のユーザは離れたＢＳｓとの通信に大送信力を必要とし、不均衡な量の領域間
干渉を起こす。従って、干渉の除去は全てのユーザに大きな利点を提供できる。ＢＳ５か
らのＣ／Ｉは、ＢＳ７からの干渉により制限を受け、又、逆も同様である。従って、図３
に示されているように、ＢＳ５からＭＳ１２へのチャンネル状態は、インパルス応答ｈ１

（ｔ）によってモデル化でき、ここでは信号強度（signal strength）がＡとして与えら
れている。ＢＳ７からＭＳ１２へのチャンネル状態は、インパルス応答ｈ２（ｔ）によっ
てモデル化でき、ここでは信号強度がＢとして与えられている。ＭＳ１２によって受信さ
れるような伝送能力（the performance of the transmission）は、そのとき次のとおり
に定義できる：
　受信信号強度＝Ａ／（Ｂ＋ＮＯＩＳＥ）＋Ｂ／（Ａ＋ＮＯＩＳＥ）　　　　　（１）
ここでは受信信号はＭＳで結合される。ＢＳ５から受信された信号Ａは、ＢＳ７から送信
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された信号Ｂに干渉を起こす（逆も同様である）。このように、多重伝送（multiple tra
nsmission）によって惹起される干渉はＭＳ１２における信号特性に悪影響を及ぼす干渉
を生み出す。
【００２５】
　図４を参照すると、ＢＣサービスは、ＢＳ５からのＢＣコンテンツを受信するＭＳ１２
を含むことが出来、ＢＣコンテンツは、ビデオ、オーディオ放送又はデータ、例えば、ソ
フトウェアアップグレード或いはアプリケーションファイルを、これらに限定されないが
、含んでもよい。別の例では、天気あるいは交通情報が移動局１２にブロードキャストさ
れてもよい。ブロードキャストシステムでは、同一の信号が多数の移動局に同時に送られ
る。ブロードキャスト信号は暗号化されることが可能である。従って、移動局１２は、上
記のようなサービスを契約することが必要かもしれない。移動局１２は、サービスを受信
する前に、基地局５から暗号化情報を獲得することが必要かも知れない。加えて、移動局
１２は、ブロードキャストサービスを受信するために、他のブロードキャストパラメータ
を受信することが必要かもしれない。ブロードキャストパラメータは、ブロードキャスト
チャンネル識別子、ブロードキャスト変調フォーマット情報、データ速度情報、暗号化キ
ー情報、符号化情報、ブロードキャストチャンネル周波数情報、暗号化及び解読キー情報
、ヘッダー圧縮情報、及び他の情報、を含んでもよい。ブロードキャストサービスは、図
４には示されていないが、ブロードキャストコントローラで制御されることも出来、この
場合、ブロードキャストコントローラは、ブロードキャストプログラミング、伝送、及び
ブロードキャストサービスの制御を提供する。
【００２６】
高速パケットデータ（High Rate Packet Data）
　ＨＲＰＤ技術は、高速、高容量パケットデータサービスを提供し、データは、フォーワ
ードリンクでスロット毎の所定ユーザに、全出力伝送される。このようなシステムでは、
各ＭＳは各時間スロットでチャンネル特性を測定し、例えば、全ての測定可能なパイロッ
トチャンネル５５のＣ／Ｉを測定する。ＭＳは、最も良いチャンネル特性を有するＢＳを
選択し、そのＢＳから特別の速度での伝送を要求する。データ要求はデータ転送速度制御
（ＤＲＣ）メッセージとして伝送される。要求される速度は、通常、現在のチャンネル特
性でサポート出来る最大のものであることに注意が必要である。ＢＳは多数のＭＳｓと通
信出来、従って、ＢＳは、各スロットの伝送のためのＭＳを選択する。これにより、ＢＳ
に、全出力で動作し、各ＡＴが要求する最速のデータ速度でデータを伝送することを許可
する。
【００２７】
　図５は、ＨＲＰＤリンクタイムスロット構成（HRPD link time slot structure）を図
示している。タイムスロット６０が示されている。タイムスロット６０は２つの部分を有
しており、各１／２タイムスロットは、次に続く時分割チャンネルのためのチャンネル割
当：即ち、パイロットチャンネル（pilot channel）５５、フォーワードミディアムアク
セスコントロール（forward Medium Access Control）（ＭＡＣ）チャンネル５０、及び
フォーワードトラフィックチャンネル又はコントロールチャンネル（the forward traffi
c channel or control channel）４５、を有している。トラフィックチャンネル４５はユ
ーザデータパケットを搬送する。コントロールチャンネル４５はコントロールメッセージ
を搬送し、又、ユーザトラフィックも搬送することが出来る。ＭＡＣチャンネル５０は、
物理層で送受信するための手続きを定義し、該手続きは、フォーワード及びリバースのリ
ンクチャンネル用の、チャンネル構成、周波数、パワー出力、変調、及び符号化仕様を提
供する。パイロットチャンネル５５は、例えばＭＳ１０におけるＡＴに、迅速且つ正確な
Ｃ／Ｉ評価を取得することを許可する。各伝送スロット６０の中で、パイロットチャンネ
ル５５、ＭＡＣチャンネル５０、そしてトラフィック及びコントロールチャンネル４５は
、時分割される。全ての時分割多重チャンネルは該領域の最大電力で送信される。トラフ
ィックチャンネル４５にトラフィック（traffic）が全く無い時、アイドルスロットが送
られ、アイドルスロットはパイロットチャンネル５５及びＭＡＣチャンネル５０を含んで
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いる。アイドルスロットの伝送はＦＬ上の他のセルへの干渉を減少させる。
【００２８】
同期型ブロードキャスト（Synchronized Broadcast）
　同期型ＢＣとは、同じ波形、例えば同じ拡散符号、を使用する多数の送信機による同じ
ＢＣコンテンツの伝送を言う。図６に図示されるように、ＨＲＰＤをサポートするシステ
ム、例えば１ｘＥＶ－ＤＯとして呼ばれる「１ｘＥｖｏｌｕｔｉｏｎ－ＤａｔａＯｐｔｉ
ｍｉｚｅｄ」、においては、同期型ＢＣは、多重タイムスロットを有する、ＦＬ伝送１０
０の指定されたＢＣスロットで実行される。ここでＢＣスロットは同期型ＢＣ（ＳＢＣ）
として指定される。ＢＣはスロット１７０でＳＢＣとして伝送されるが、トラフィックは
トラフィックスロット１７５のＣＤＭフォーマットで伝送される。ＳＢＣは、同じＢＣコ
ンテンツが同じ波長として伝送されるようにする。本実施例においては、同じ拡散符号が
、ＢＣコンテンツを伝送する多数の基地局によって使用される。別のシステムは、トラフ
ィックスロット１７５において他の変調及び符号化を使用するかもしれない、ということ
に注意が必要である。
【００２９】
　ＳＢＣを使用するＢＣスロットは、ＢＣパイロット１７６及びＢＣコンテンツ１７８を
含むものとして更に詳細に説明される。ＢＣパイロット１７６は、受信機に基準（refere
nce）を提供する。受信機がイコライザ（equalizer）を使用するとき、ＢＣパイロット１
７６は、ＢＣ伝送１００の受信に使用するイコライザをトレーニングするために（for tr
aining）基準を提供する。一実施例においては、トラフィック及びＢＣ伝送を受信するた
めに、同じイコライザが使用される。一実施例においては、ＢＣ伝送は、ブロードキャス
トＰＮ符号をブロードキャスト伝送に適用し、又、このような実施例においては、受信さ
れたブロードキャスト伝送を評価するのにイコライザが使用される。イコライザは符号分
割多重通信方式のために使用されることがあるが、ブロードキャストコンテンツの伝送の
ためにＯＦＤＭ波形を使用する実施例においては、イコライザは使用されない。別の実施
例においては、同じイコライザが、トラフィック及びＢＣ伝送のために異なコンフィギュ
レーション（configurations）で使用されるが、ここではコンフィギュレーションは、フ
ィルターリング係数調整だけではなく、使用されるタップ（taps）の数にも関係する。更
に別の実施例では、別々のイコライザが使用され、一つはトラフィック用であり、他はＢ
Ｃ伝送用である。リニアイコライザはトレーニングのためにＢＣパイロットを使用するこ
とが出来、この場合受信機は、マルチ－パス／マルチ－ステップ最小２乗平均（ＬＭＳ）
タイプトレーニングを実行してもよく、或いは、最小２乗又は帰納的最小２乗（ＲＬＳ）
タイプトレーニングを実行してもよい。交互に、イコライザ係数が、ＢＣパイロット１７
６から導き出されるチャンネル評価に基づき直接計算されてもよい。ＢＣパイロット１７
６はスロット毎のオーバーヘッドを増やすことが出来る。
【００３０】
　一実施例によれば、同期型ＢＣ伝送は、各ＢＣが同一の物理層パケットを、ブロードキ
ャスト用に準備されたインターレース（an interlace set aside）の期間に伝送するよう
にする。インターレースとは、不連続伝送、及び／又は、ＢＣコンテンツに限定されない
がこれを含む連続コンテンツの処理を言い、その部分又はインターレースは、記録され、
又、ＢＣコンテンツを表示するために結合される。
【００３１】
　同期型ＢＣ伝送の受信機は、そのあと、合成チャンネルレスポンス（the composite ch
annel response）を「反転」（”invert”）するためにイコライザを適用することによっ
て全てのサーバからの伝送を解読する。
【００３２】
　同期型ＢＣ伝送の実施は、現存するネットワーク及び装置の最小の変更で達成できる、
ということに注目してください。特に、ここで提供された実施例は、ＢＣ物理層パケット
用の、変調フォーマットと内部符号（inner code）への変更を示している。これは、ＭＡ
Ｃプロトコル、これに限定されないが、を含む他の伝送プロトコルに影響を及ぼさない。
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【００３３】
ａ）共通拡散符号：例、共通ＰＮ符号（Common Spreading Code: Example, Common PN Co
de）
　同期型ＢＣ伝送は、多重同時のＢＣ伝送により惹起される干渉を克服する。スペクトラ
ム－拡散方式、例えばＣＤＭＡ方式等、においては、各ＢＳは固有の拡散符号、例えばＰ
Ｎ符号などを適用する。これが結果として、各ＢＳからの異なる波形の伝送になる。同期
型ＢＣは、ＢＣ伝送用にほぼ同一の波形を有するＢＣ伝送スキームを提供する。同一波形
は、受信機側で周波数－選択の合成チャンネルレスポンスを生成する疑似マルチパスを作
り出す。受信機は、イコライザを使用し、合成チャンネルレスポンスのフィルターリング
効果（the filtering effect）を反転若しくは取り消すことによって、信号を処理する。
この処理方法は、多数のＢＳｓからのＢＣ伝送によって引き起こされる相互干渉の影響を
最小化する。
【００３４】
　一実施例においては、多数の送信機が、ブロードキャスト物理層パケットを拡散するた
めに同じＰＮ符号を使う。このインターレースの期間、ＭＳでの有効チャンネルレスポン
スは、各ＢＳからの個々のチャンネルの合計である。有効チャンネルは、遠く離れたＢＳ
ｓからＭＳへの伝播遅れ（及び減衰）によって特徴づけられた大きな遅延拡散（a large 
delay spread）を有するかもしれない。もし、受信機が、有効チャンネルのフィルターリ
ングを「反転」若しくは取り消すことが出来るのであれば、そのときは他のＢＳｓからの
伝送はもはや干渉として動作しない。この場合、ＭＳで見られた干渉及びノイズは、熱ノ
イズ及び受信機ひずみ、例えば量子化雑音、位相ノイズ等、が原因である。
【００３５】
　一実施例によれば、ＨＲＰＤプロトコルをサポートするシステムと整合性があり、多数
のＢＳｓからのブロードキャスト伝送は互いに時刻－同期される（time-synchronized）
。このようにして、送信機は、同じ拡散符号を同時に使用して同じＢＣを伝送する。時刻
－同期は、同期型ＢＣ伝送がＣＤＭ伝送のブロードキャスト部分用にＯＦＤＭを使用する
時に特に利点がある。ＯＦＤＭ伝送においては、搬送波間隔の選択で搬送波の直交性（or
thogonality）を確実にする。マルチパス遅延を補うために、周期的プレフィックス（cyc
lic prefix）は遅延拡散よりも大きく設計され、周波数ドメインにおける搬送波間の直交
性を確実にするようにＯＦＤＭシンボルに保護周波数帯を提供する。もし、遅延拡散（最
長と最短のチャンネルパス間の時間遅れ）が大きすぎる場合には、副搬送波が周波数ドメ
インにおいて重なり合い、従って直交性が失われる。もし、ＢＳ伝送が時刻－同期されな
い場合は、タイミングの差は実質上マルチパス遅延となり、遅延拡散を増加させる。従っ
て、多数のＢＳｓからの時刻－同期がとられた伝送は、更なる遅延拡散が起こることを回
避するＯＦＤＭ伝送を調整するように働く。
【００３６】
　図７は、同期型ＢＣ伝送を実行するシステムを図示しており、共通拡散符号、例えばＰ
Ｎ符号、が多数のＢＳｓによって使用されている。コンテンツサーバー１８２がＢＣコン
テンツ１７８をＢＳ５とＢＳ７に供給する。ＢＳ５とＢＳ７はこのとき共通ＰＮ符号を適
用する。ＢＳ５は波形２０５を伝送し、ＢＳ７は波形２００を伝送する。共通ＰＮ符号は
ＢＣＰＮ符号或いはＢＣ拡散符号として呼ばれてもよい。それは、波形２００のＰＮが波
形２０５のＰＮ符号と同じであるからである。同じ波形が、ＢＳ５とＢＳ７の各々からＭ
Ｓ１２に伝送される。従って、ＭＳ１２側での受信機は、同一の波形２００及び２０５を
同じ信号のマルチパス版として、即ち、あたかもそれらが一つの送信機或いはＢＳから伝
送されたかのように、見る。
【００３７】
　図８は、同期型ＢＣ伝送をサポートするＭＳ１２受信機を図示する。ＭＳ１２は受信回
路３０４を含み、この受信回路は、アナログ波形を受信し、受信波形をダウンコンバート
し（downconvert）、フィルターにかけ、サンプリングし、そうした結果のサンプルをイ
コライザ３０６に供給する。イコライザ３０６は、信号歪み、そしてチャンネルによって
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引き起こされた他のノイズ及び干渉を正す。イコライザ３０６は、オリジナル情報ビット
を決定するために、伝送されてきたシンボルの評価をデコーダ３０８に出力する。イコラ
イザ３０６は又、ＢＣコントローラ３０２に結合されている。ＢＣコントローラ３０２は
イコライザ３０６に情報を供給するが、情報は同期型ＢＣ伝送に特定のものである。ＢＣ
コントローラ３０２は、ＢＣパイロット１７６を識別し、イコライザ３０６に、例えばＢ
Ｃ伝送１００のようなＢＣ伝送のためにＢＣパイロット１７６に基づいてトレーニングす
るように（to train on）指示する。ＢＣコントローラ３０２は又、ＢＣコンテンツ１７
８を仮のメモリ記憶装置ユニット（示されていない）に保持する。
【００３８】
　図９は、分離したイコライザがＢＣ伝送に割り当てられている場合の一実施例を図示す
る。この場合においては、ＭＳ１２は、トラフィック及び他の非ＢＣ伝送用に使用される
イコライザ３１０と、同期型ＢＣ用に使用されるイコライザ３１２とを含む。ＢＣコント
ローラ３１４は、ＢＣパイロット１７６を識別し、同期型ＢＣモード（同期型ＢＣ伝送処
理用）と非ＳＢＣモード（他の伝送処理用）との間を切り換えるためのスイッチ３１６へ
の情報だけではなく、トレーニング等のためのＢＣイコライザ３１２への指示をも供給す
る。イコライザ３１０とＢＣイコライザ３１２の出力は、ＢＣコントロールユニット３１
４に又双方向に結合されるデコーダ３１８に供給される。
【００３９】
ｂ）直交周波数分割多重（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）(ＯＦＤＭ)
　ＯＦＤＭはスペクトラム－拡散技術であり、そこでは、データが多数の副搬送波で配信
され、副搬送波は正確な周波数で間隔がおかれている。間隔はトーン間（between the to
nes）に「直交性」を与える、即ち、所定のトーンの検出器は、他のトーンの中のエネル
ギーの悪影響を受けない。ＯＦＤＭで、各副搬送波（或いは等価的に、周波数トーン又は
周波数ビン）は、多分、データで変調されることが可能である。
【００４０】
　固定長の周期的プレフィックスが、リニア畳み込み（linear convolution）を「巡回畳
み込み」（”circular convolution”）に変えるために、各ＯＦＤＭシンボルに添えられ
る。図１０は、周期的プレフィックス９０付のＯＦＤＭシンボル８５を有するＯＦＤＭ波
形８０を図示している。理想的には、ＯＦＤＭシンボル長は、可能な限りオーバーヘッド
を減らすために周期的プレフィックス長に対し大きい。周期的プレフィックス９０は、シ
ステムで経験された予期されるマルチパス遅延拡散を補償するために十分長いことが必要
であるはずなので、基本的なトレードオフに陥る。言い換えれば、周期的プレフィックス
長は、受信側で見られる実効的なインパルスレスポンスの長さよりも「より長いもの」で
あるべきである。図５及び図６で図示されているような、パイロット及びＭＡＣを有して
いる現行のＦＬ構成を使ったデザインにおいては、ＯＦＤＭシンボル８５と周期的プレフ
ィックス９０のバースト長は、利用できる最長の連続ブロックに制限される。
【００４１】
　図１１は、ＢＣ用ＯＦＤＭを使用した同期型ＢＣ伝送ＦＬフォーマット（スロット２０
０）を図示する。ＯＦＤＭ波形８０は、スロット６０に似たスロット２００のＢＣ部分の
期間、ＢＣコンテンツを提供する。図１１におけるパイロットチャンネル５５とＭＡＣチ
ャンネル５０をそのままに保ち、システムは、古いモバイルターミナルとの同じ互換性を
提供する。図１２に示されるような同期型ＢＣ伝送用のＯＦＤＭを実現する一実施例は、
ＣＤＭ変調パスとＯＦＤＭ変調パスとを含む。スロット２００のフォーマットは図５にお
けるスロット６０に似ており、スロット２００は、トラフィック或いはコントロールチャ
ンネル４５の代わりに今度はＯＦＤＭ波長８０を含む。
【００４２】
　上述したように、ＯＦＤＭは変調技法であり、ユーザデータはトーン上に変調される（
modulated onto）。情報は、トーンの振幅及び／又は位相を調整することにより、トーン
上に変調される。基本のフォームでは、トーンはあるかもしれないし或いは１又はゼロを
示すことが出来ないようにされているかもしれず、又、位相偏移変調（Phase Shift Keyi
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ng）（ＰＳＫ）か直交振幅変調（Quadrature Amplitude Modulation）（ＱＡＭ）かの何
れかが一般的には使用される。ＯＦＤＭ方式は、１データストリーム（a data stream）
を受け取り、それを夫々元の速度の１／Ｎの速度のＮパラレルのデータストリームに分割
する。各ストリームはそのあと固有の周波数のトーンにマッピングされ（mapped）、これ
らのトーンは「データトーン」（”data tones”）と呼ばれる。同時に、知られた「パイ
ロットシンボル」（”pilot symbol”）が、「パイロットトーン」（”pilot tones”）
と呼ばれる、異なるセットのトーンで送信される。これらのパイロットトーンは、受信機
により、複合チャンネルの周波数レスポンスを評価するために、又、受信されたＯＦＤＭ
信号の復調を実行するために、使用される。パイロットトーン及びデータトーンは、逆高
速フーリエ変換（the Inverse Fast Fourier Transform）（ＩＦＦＴ）を使って、伝送さ
れるべきタイム－ドメインを生み出すために共に結合される。
【００４３】
　図１２は、ＣＤＭ及びＯＦＤＭの両方のＦＬ伝送処理をサポートする一実施例による、
送信機２４０における送信機処理ブロックを図示しており、ＯＦＤＭはＢＣ伝送に適用さ
れる。送信機２４０は、ＣＤＭ処理パス２５０とＯＦＤＭ処理パス２４５とを含む。ＣＤ
Ｍ処理パスは、変調ユニット２５１、高速アダマール変換（Fast Hadamard Transform）
（ＴＦＴ）２５２、及びＰＮ符号化ユニット２５３を含む。ＯＦＤＭ処理パス２４５は、
変調ユニット２４６、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）処理ユニット２４７、及び周期的
プレフィックスアプリケーションユニット２４８を含む。両方のパスに対し、変調は直交
振幅変調（ＱＡＭ）と呼ばれている。周期的プレフィックスアプリケーション２４８及び
ＰＮ符号化ユニット２５３の出力は、ＲＦ信号を準備する伝送回路２６０に供給される。
他の実施例は、別の変調及び変換処理を使用してもよく、又、図１２中で与えられた例に
おいては特には図示されてはいない他のステップを含めてもよい。
【００４４】
　図１２の処理パスは、図１３において図示されたような送信機で使用されてもよい。変
調コントローラ４２５は、ＯＦＤＭ変調器４１０或いはＣＤＭ変調器４１５を、伝送状態
：即ちＢＣ又は非ＢＣ、例えばユニキャスト、に依存しながら作動させる。通信バス４２
７は、送信機内の種々のモジュールへの情報フローを容易にする。受信回路（示されてい
ない）はＡＴｓから空気界面で信号を受け取る。送信機は又、受信された信号を処理する
処理部品（示されていない）を含む。送信機は又、システム内のインフラストラクチュア
部品（infrastructure elements）から、ブロードキャストコンテンツサーバー（示され
ていない）からのパッケットデータ情報を含む情報を受信する。
【００４５】
　最初、ＯＦＤＭ変調器４１０が動作し、例えば、ニュース、映画、スポーツエベント等
の情報をブロードキャストしている（broadcasting）。そのとき、図４に示されるように
、移動局１２は、特定チャンネルを特定周波数で見るために、基地局５にリクエストを送
ることが出来る。もし、例えば有効契約を有する移動局等の、全ての条件が合えば、その
とき基地局５は、ブロードキャストチャンネル及び周波数に関する情報を付けたメッセー
ジを移動局１２に送る。
【００４６】
　もしユーザがブロードキャストサービスを選択した場合、選択ユニット４２０はエンコ
ーダ４２１を作動させる。メモリユニット４１９は同時に、選択ユニット４２０から選択
する指示を受け、この情報を保存する。エンコーダ４２１が作動させられた時、それは、
送信されるべきブロードキャスト信号を符号化する。符号化は、ソース符号化とチャンネ
ル符号化から成る。ソース情報は、デジタル通信システムで更に処理されるように、デジ
タルフォーマットに符号化される必要がある。ソース情報がデジタルフォーマットに符号
化された後、このデジタルベースバンド信号には、冗長性（redundancy）が付加される必
要がある。このプロセスは、チャンネル符号化として知られ、信号を、チャンネル欠陥、
例えばノイズ、フェ-ディング（fading）等、の影響に対しよりよく耐性をもたせること
により、通信システムの性能を改善するように行われる。
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【００４７】
　ブロードキャスト信号がエンコーダ４２１により符号化された後、それはそれからイン
タリーバ４２２によってインターリーブされる。モバイル通信チャンネルを伝わる信号は
、フェーディングの影響を受けやすい。エラー補正符号が、フェードに起因するエラーを
なくすように、又、同時に、信号パワーを合理的なレベルに維持するように、設計されて
いる。多くのエラー補正符号は、ランダムなエラーを補正するのには良く機能する。然し
ながら、深いフェードの期間中、長いストリームの連続バーストエラーは、エラー補正機
能を役立たずにする。インターリーバ４２２は、チャンネルによって生じたバーストエラ
ーがランダムエラーに変換されるように、メッセージストリーム中のビットをランダム化
する技法を実行する。
【００４８】
　ＯＦＤＭ変調器４１０はそのあと、インターリーバ４２２から受信した信号を変調する
。デジタルビットストリームは、伝送されるために、無線－周波数（ＲＦ）搬送波上に変
調される。変調された信号はこのあと、電磁（ＥＭ）場を伝播するフォームで、伝送ユニ
ット４３０に伝送される。
【００４９】
　伝送するユニット４３０はこのあとこの信号を、変調器により提案された特定の周波数
で移動局１２に伝送する。従来のシステムと比較されるとおり、変調コントローラ４２５
は、従来セットの変調に加えて付加されたデータ速度或いは波長をサポートし、変調コン
トローラ４２５は、一連の正弦波トーンを合成する。処理における容易さのため、ＯＦＤ
Ｍ変調器４１０は、デジタル信号処理（ＤＳＰ）ソフトウェアを使用して組み込まれるこ
とが可能である。
【００５０】
　選択ユニット４２０は、もしユーザがユニキャストサービスを選択する場合、エンコー
ダ４２３を作動させる。メモリユニット４１９は、選択ユニット４２０から選択する指示
を同時に受け取り、この情報を保存する。エンコーダ４２３が作動させられるとき、それ
は伝送されるべきユニキャスト信号を符号化する。エンコーダ４２３はエンコーダ４２１
と同じ、或いは異なる符号化スキームを使ってもよい。
【００５１】
　ユニキャスト信号がエンコーダ４２３によって符号化された後、それはそのあとインタ
ーリーバ４２４によってインターリーブされる。インターリーバ４２４は、インターリー
バ４２２と同じ又は異なるインターリーブ技法を使用する。
【００５２】
　ＣＤＭ変調器４１５はそのあとインターリーバ４２４から受信した信号を変調する。Ｃ
ＤＭ変調器４１５は、ＯＦＤＭ変調器４１０とは異なる変調スキームを使用する。変調さ
れた信号はこのあと、伝送するユニット４３０に伝送され、伝送ユニット４３０は、ＣＤ
Ｍ信号を変調器により提案された特定の周波数で移動局に伝送する。システムにおいて他
の送信機と共に伝送を時刻－同期化するために、クロック４２６が使用されてもよい。そ
のような時刻－同期化は、同期型ブロードキャスト伝送、例えばＯＦＤＭ波形用など、と
の整合において利点がある。
【００５３】
　図１４の移動局において、復調コントローラ５３５は、受信された信号の復調に応じ、
ＯＦＤＭ復調器５４０或いはＣＤＭ復調器５４５を作動させることが可能である。
【００５４】
　復調コントローラ５３５の種々の部品が図１４で説明されている。選択ユニット５３４
は、もし受信ユニット５５０によって受信された信号がブロードキャスト信号であった場
合は、ＯＦＤＭ復調器５４０を作動させる。メモリユニット５３２は同時に、選択ユニッ
ト５３０から選択する指示を受け取り、この情報を保存する。ＯＦＤＭ復調器５４０は、
作動させられる時、ブロードキャスト信号を復調し始める。復調された信号はそのあと、
インターリーバ４２２と同じビットスキームを使用してメッセージを再構築するデインタ
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ーリーバ（deinterleaver）５３８に伝送される。デインターリーバ５３８はそのあと再
構築されたメッセージを、メッセージを元の信号に復号するデコーダ５３７に伝送する。
【００５５】
　通信バス５３７は、受信機内の種々のモジュールへの情報フローを容易にする。伝送回
路（示されていない）は、ＡＮに空気界面で信号を伝送する。受信機は又、元の信号情報
を受信機（示されていない）内の処理部品に通信バス５３７経由で供給する。
【００５６】
　選択ユニット５３４は又、もし受信ユニット５５０で受信された信号がユニキャスト信
号であった場合は、ＣＤＭ復調器５４５を作動させる。メモリユニット５３２は同時に、
選択ユニット５３４から選択する指示を受け取り、この情報を保存する。ＣＤＭ復調器５
４５は、作動させられる時、ユニキャスト信号を復調し始める。ＣＤＭ復調器５４５は、
ＯＦＤＭ復調器５４０とは異なる復調スキームを使用する。復調された信号はそのあと、
インターリーバ５２４と同じビットスキームを使用してメッセージを再構築するデインタ
ーリーバ（deinterleaver）１３９に伝送される。デインターリーバ５３９はそのあと再
構築されたメッセージを、メッセージを元のアナログ信号に復号するデコーダ５３６に伝
送する。デコーダ５３６は、デコーダ５３７と同じ或いは異なる復号スキームを使っても
よい。
【００５７】
　ＯＦＤＭは、ＢＣの伝送のための改善された性能を提供するが、然しながら、ＯＦＤＭ
は、増加した複雑性、或いは一層高い送信機及び／又は受信機の要求をもたらす可能性が
ある。ここで説明された技術は種々の手段で実現され得る。前のセクションで述べたよう
に、他の装置が同じ機能を達成するために構成されてもよいので、ブロードキャスト用の
波形は必ずしもＯＦＤＭである必要がない。
【００５８】
　上述したように、同じＰＮ符号を適用する技法を使用する実施例については、図６のＳ
ＹＮＣＢＣ１７０は、図１１の中で図示されているような伝送スロット２００において使
用される。もっと具体的に本システムに適用されている変調プロセスは、図１３により説
明され得る。ＤＦＤＭ変調器４１０は、図１２中のＯＦＤＭ処理パス２４５に置き換えら
れてもよい。同様に、ＣＤＭ変調器４１５は、図１２中のＣＤＭ処理パスに置き換えられ
てもよい。
【００５９】
ｃ）同期型ブロードキャスト波形の他のソース（Alternate Sources of Synchronized Br
oadcast Waveforms）
　無線通信システムの他の実施例では、上述のスロットのトラフィック部分を除去するこ
とにより、他の同期型ブロードキャスト波形がチャンネルのフォワードリンク伝送スロッ
トで使用されることが可能である。これらの波形は他の変調スキームを提供する。共通拡
散符号の適用は、ＢＣ伝送における改善された性能を提供する疑似マルチパスを生み出す
。
【００６０】
　同期型ＢＣはＢＣ伝送の性能を改善し、従って、データスループット（data throughpu
t）を増やす。ここで詳細に説明されたような同期型ＢＣは、同じ波形を使用する同じＢ
Ｃコンテンツの伝送用に提供している。ＦＬをタイムスロットに分割するスペクトラム－
拡散方式においては、拡散型ＢＣは１スロット当たりで使用される。同期型ＢＣは、マル
チパス用に使用されるのと同様な方法で、受信機側で決定されることが可能な、疑似マル
チパスを効果的に提供する。ソフトハンドオフにおいては、受信機が多数の送信機からＢ
Ｃ伝送を受信している時、受信される同期型ＢＣ信号はマルチパスとして見られる。一実
施例においては、同期型ＢＣはＯＦＤＭ信号として提供され、そこでは、受信機は、同じ
波形の多数のコピーを受け取り、ＯＦＤＭ受信機を使ってそのような信号を処理する。他
の変調及び波形フォーマットが使用されることが出来、そこでは、多数の受信機が同じＢ
Ｃコンテンツを伝送するために同じ拡散符号を適用する。別の実施例においては、共通の
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ＰＮ符号又はＢＣ　ＰＮ符号が多数の送信機に適用され、そこでは、受信機は、そのよう
な拡散を予期し、等価方法（equalization method）を使用して種々の信号を処理するこ
とが可能である。イコライザがＢＣ伝送において再使用されることができ、ここではイコ
ライザはＢＣパイロットに基づきトレーニングされる。他の実施例では、ＢＣ伝送用に分
離したイコライザを使用する。更に他の実施例では、ＢＣ等価も含む、種々のシナリオの
ためにイコライザを再構築する。
【００６１】
　当業者は、情報及び信号は、種々様々な異なる技術及び技法の任意のものを使用して表
わされることが出来ることを、理解するであろう。例えば、上記説明をとおして参照され
得る、データ、指示、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、
電流、電磁波、磁場あるいはパーティクル、光場あるいはパーティクル、或いはこれらの
任意の組み合わせ、によって表されることが出来る。
【００６２】
　当業者は、更に、ここに開示された実施例に関連して説明された、種々様々な図示され
た論理ブロック図、モジュール、回路、及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア
、コンピュータ、ソフトウェア、或いは両方の組み合わせとして実施され得ることを、認
識するであろう。このハードウェアとソフトウェアとの交換性を明確に例証するために、
種々様々な説明的な部品、ブロック図、モジュール、回路、及びステップが、概してそれ
らの機能性の観点から以上において説明されている。そのような機能性がハードウェア或
いはソフトウェアとして実施されるかどうかは、特定のアプリケーション及び全体のシス
テムに課せられる設計上の制限に依存する。熟練した職人は、各特定のアプリケーション
に対し、説明された機能性を様々な方法で実施するかもしれないが、しかし、そのような
実施の決定は、本発明の範囲から逸脱する原因となるものとして解釈されるべきでない。
【００６３】
　ここで開示された実施例に関連して説明された、種々の説明的な論理ブロック図、モジ
ュール、及び回路は、汎用プロセッサー、デジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ）、特定用
途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレー（ＦＰＧＡ）、或いは
他のプログラマブル論理回路、ディスクリートゲート或いはトランジスター論理、ディス
クリートハードウェア部品、或いはここで説明された機能を達成するように設計されたこ
れらの任意の組み合わせと共に実施或いは実行されることが出来る。汎用プロセッサーは
、マイクロプロセッサーであってもよい、しかし別の例においては、プロセッサーは、従
来のプロセッサー、コントローラ、マイクロコントローラ、或いは状態機械でもよい。プ
ロセッサーは又、計算装置の組み合わせ、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサーとの組み
合わせ、複数のマイクロプロセッサー、ＤＳＰコアと併用された１以上のマイクロプロセ
ッサー、或いは他のそのような構成（configuration）として実施されることが出来る。
【００６４】
　ここで開示された実施例と関連して説明された方法或いはアルゴリズムのステップは、
ハードウェアで直接的に、プロセッサーによって実行されたソフトウェアモジュールで、
或いは、上記２つの組み合わせで実施されることができる。ソフトウェアモジュールは、
ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモ
リ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、或いは本技術分
野で知られている記憶媒体の任意の他の形態、に常駐してもよい。記憶媒体はプロセッサ
ーに結合され、プロセッサーは、記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込
む。別の方法では、記憶媒体はプロセッサーに内蔵されてもよい。プロセッサーと記憶媒
体はＡＳＩＣに常駐してもよい。ＡＳＩＣはユーザーターミナルに常駐してもよい。別の
方法では、プロセッサーと記憶媒体は、ユーザーターミナル中のディスクリート部品とし
て常駐してもよい。
【００６５】
　参照のために、又特定セクションを探索するのに助けとなるように、ここでは見出しが
含まれている。これらの見出しは、ここに開示されたコンセプトの範囲を制限するように
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意図されてはおらず、又、これらのコンセプトは、明細書全体をとおして他のセクション
において適用性がある。
【００６６】
　開示された実施例の以上の説明は、当業者の誰もが本発明を作り又は使用できるように
提供されている。これら実施例の種々の変形は当業者には容易に明らかであり、ここに定
義された包括的な原理は本発明の精神或いは範囲を逸脱することなく他の実施例に適用さ
れることが出来る。従って、本発明は、ここで示された実施例に限定されるように意図さ
れてはおらず、ここに開示された原理及び新規な特徴と矛盾しない、最も広い範囲が与え
られるべきものである。
　以下に、本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
スペクトラム－拡散通信システムにおける同期型ブロードキャスト伝送方法であって、
送信機に特有の第一拡散符号により第一情報を拡散し、
複数の送信機に共通のブロードキャスト拡散符号によりブロードキャスト情報を拡散する
ことを含む、同期型ブロードキャスト伝送方法。
［２］
伝送を前記スペクトラム－拡散システムにおける１以上の他の送信機に時刻－同期させる
ことを更に含む、
前記［１］に記載の同期型ブロードキャスト伝送方法。
［３］
複数のタイムスロットを有する伝送を準備することを更に含み、前記伝送は
複数の符号分割変調スロットと
同期型ブロードキャストスロットとを備える、
前記［１］に記載の同期型ブロードキャスト伝送方法。
［４］
符号分割変調を使用して前記第一情報を変調し、
直交周波数分割変調を使用して前記ブロードキャスト情報を変調することを更に含み、
なお前記第一情報を変調するステップでは前記第一情報は前記複数の符号分割変調スロッ
トにより伝送され、
前記ブロードキャスト情報を変調するステップでは前記ブロードキャスト情報は前記同期
型ブロードキャストスロットにより伝送されるものである、
前記［３］に記載の同期型ブロードキャスト伝送方法。
［５］
スペクトラム－拡散伝送システムにおける同期型ブロードキャスト伝送用装置であって、
前記送信機に特有の第一拡散符号により第一情報を拡散する第一手段と、
複数の送信機に共通のブロードキャスト拡散符号によりブロードキャスト情報を拡散する
第二手段と、を備える同期型ブロードキャスト伝送用装置。
［６］
前記スペクトラム拡散システムにおける１以上の他の送信機に、伝送を時刻－同期化させ
る手段を更に備える、
前記［５］に記載の同期型ブロードキャスト伝送用装置。
［７］
複数のタイムスロットを有する伝送を準備する手段を更に備え、前記伝送は
複数の符号分割変調スロットと
同期型ブロードキャストスロットとを備える、
前記［５］に記載の同期型ブロードキャスト伝送用装置。
［８］
符号分割変調を使用して前記第一情報を変調する第三手段と、
直交周波数分割変調を使用して前記ブロードキャスト情報を変調する第四手段と、を更に
備え、
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前記第三手段では、前記第一情報は前記複数の符号分割変調スロットにより伝送され、
前記第四手段では、前記ブロードキャスト情報は前記同期型ブロードキャストスロットに
より送信される、
前記［５］に記載の同期型ブロードキャスト伝送用装置。
［９］
第一情報の送信機に特有の第一拡散符号を有する前記第一情報を受信する手段と、
ブロードキャスト情報の複数送信機に共通のブロードキャスト拡散符号を有する前記ブロ
ードキャスト情報を受信する手段と、を備えるスペクトラム－拡散通信システムの受信機
。
［１０］
ユニキャスト伝送用に最適化された第一波形を変調する第一変調器と、
ブロードキャスト伝送用に最適化された第二波形を変調するブロードキャスト変調器と、
前記第一変調器と前記ブロードキャスト変調器のうちの一つを送信されるべき情報のタイ
プの機能として動作させる変調コントローラと、を備えるアクセスネットワーク装置。
［１１］
前記変調コントローラが、
第一エンコーダと第一インターリーバとを有するユニキャスト伝送処理用の第一パスと、
第二エンコーダと第二インターリーバとを有するブロードキャスト伝送処理用の第二パス
と、を備える
前記［１０］に記載のアクセスネットワーク装置。
［１２］
前記ブロードキャスト変調器は直交周波数分割変調器であり、前記第一変調器は符号分割
変調器である、前記［１０］に記載のアクセスネットワーク装置。
［１３］
ブロードキャスト情報をブロードキャスト変調器に伝送するように構成され、ユニキャス
ト情報を第一変調器に伝送するように構成された、選択ユニットを更に備える前記［１１
］に記載のアクセスネットワーク。
［１４］
タイム－スロットフォーマットでの伝送用に、変調された情報を準備するように構成され
た伝送ユニットを更に備え、ブロードキャスト情報とユニキャスト情報が１伝送タイムス
ロットに時分割多重化される、前記［１３］に記載のアクセスネットワーク。
［１５］
前記の１伝送タイムスロットはブロードキャストパイロットを含む、前記［１４］に記載
のアクセスネットワーク。
［１４］
ユニキャスト伝送を復調するための第一復調器と、
ブロードキャスト伝送を復調するためのブロードキャスト復調器と、
前記第一変調器と前記ブロードキャスト変調器のうちの一つを受信された情報のタイプに
ついて機能するように動作させる変調コントローラと、を備えるアクセスターミナル装置
。
［１５］
受信情報を評価するように適用されたイコライザを更に備える、前記［１４］に記載のア
クセスターミナル装置。
［１６］
ブロードキャストパイロット信号を識別し、前記イコライザを、前記ブロードキャストパ
イロット信号に基づきトレーニングするように制御するブロードキャストコントローラを
更に備える、前記［１５］に記載のアクセスターミナル装置。
［１７］
前記イコライザはブロードキャスト情報と通信情報のために使用される、前記［１６］に
記載のアクセスターミナル装置。
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［１８］
前記ブロードキャストコントローラは前記イコライザを、トラフィック情報用の第一コン
フィギュレーションに、又、ブロードキャスト情報用の第二コンフィギュレーションに構
成する、前記［１７］に記載のアクセスターミナル装置。
［１９］
コンフィギュレーションは、前期イコライザと前記フィルタリング係数の調整を実行する
ために使用されるタップの数に関連する、前記［１８］に記載のアクセスターミナル装置
。
［２０］
受信情報を評価するための第一イコライザと、
受信ブロードキャスト情報を評価するためのブロードキャストイコライザと、
前記第一イコライザと前記ブロードキャストイコライザの動作を受信された伝送に対し機
能するように制御するブロードキャストコントローラとを更に備える、
前記［１４］に記載のアクセスターミナル装置。
［２１］
前記アクセスターミナル装置は、時分割多重フォーワードリンクフォーマットをサポート
する、前記［１４］に記載のアクセスターミナル装置。
［２２］
前記第一復調器は符号分割変調情報を復調するために適用されている、前記［１４］に記
載のアクセスターミナル装置。
［２３］
前記ブロードキャスト復調器は直交周波数分割変調情報を復調するために適用されている
、前記［２２］に記載のアクセスターミナル装置。
［２４］
符号分割変調情報を有する第一部分と、
直交周波数分割変調情報を有する第二部分と、を備える搬送波で伝送される情報信号。
［２５］
前記第二部分は、
ブロードキャストパイロット部分と、
ブロードキャストコンテンツ部分とを備える、
前記［２４］に記載の伝送される情報信号。
［２６］
第一伝送スロットを受信し、
第一変調フォーマットを使用し変調された同期型ブロードキャストコンテンツと、第二変
調フォーマットを使用し変調されたユニキャスト部分とを備えた第一伝送スロットの部分
を識別し、
前記ユニキャスト部分を復調し、
前記ブロードキャスト部分を復調することを含み、
前記識別するステップでは、前記第一及び第二変調フォーマットは異なる、同期型ブロー
ドキャストのための方法。
［２７］
ユニキャスト復調用の第一復調器を選択し、
ブロードキャスト復調用の第二復調器を選択することを更に含む、
前記［２６］に記載の同期型ブロードキャストのための方法。
［２８］
前記第二変調フォーマットは符号分割変調フォーマットである前記［２７］に記載の同期
型ブロードキャストのための方法。
［２９］
前記第一変調フォーマットは直交周波数分割変調フォーマットである前記［２８］に記載
の同期型ブロードキャストのための方法。
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［３０］
前記第一変調フォーマットは、複数の送信機により使用されるブロードキャスト拡散符号
を有する符号分割変調フォーマットである、前記［２８］に記載の同期型ブロードキャス
トのための方法。
［３１］
前記ブロードキャスト部分を復調することは、
前記ブロードキャスト部分をイコライズすることを更に含む、前記［３０］に記載の同期
型ブロードキャストのための方法。
［３２］
前記ブロードキャスト部分を復調することは、
イコライザをブロードキャストパイロットに基づいてトレーニングすることを更に含む、
前記［３１］に記載の同期型ブロードキャストのための方法。
［３３］
第一伝送スロットを受信する手段と、
第一変調フォーマットを使用し変調された同期型ブロードキャストコンテンツと、第二変
調フォーマットを使用し変調されたユニキャスト部分とを備えた第一伝送スロットの部分
を識別する手段と、
前記ユニキャスト部分を復調する手段と、
前記ブロードキャスト部分を復調する手段とを備え、
前記識別手段では、前記第一及び第二変調フォーマットは異なる、同期型ブロードキャス
ト用装置。
［３４］
識別する手段は、
ユニキャスト復調用の第一復調器を選択する手段と、
ブロードキャスト復調用の第二復調器を選択する手段とを更に備える、
前記［３３］に記載の同期型ブロードキャスト用装置。
［３５］
前記第二変調フォーマットは符号分割変調フォーマットである
前記［３４］に記載の同期型ブロードキャスト用装置。
［３６］
前記第一変調フォーマットは直交周波数分割変調フォーマットである前記［３５］に記載
の同期型ブロードキャスト用装置。
［３７］
前記第一変調フォーマットは、複数の送信機により使用されるブロードキャスト拡散符号
を有する符号分割変調フォーマットである、前記［３５］に記載の同期型ブロードキャス
ト用装置。
［３８］
前記ブロードキャスト部分を復調する手段は、
前記ブロードキャスト部分をイコライズする部分を更に備える、前記［３７］に記載の方
法。
［３９］
前記ブロードキャスト部分を復調する手段は、
イコライザをブロードキャストパイロットに基づきトレーニングする手段を更に備える、
前記［３８］に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１は、ブロードキャスト伝送をサポートする通信システムを示す。
【図２】図２は、ブロードキャスト伝送をサポートし、送信間の干渉を示す、通信システ
ムを示す。
【図３】図３は、ブロードキャスト伝送をサポートし、伝送間の干渉の計算を示す通信シ
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【図４】図４は、基地局と移動局との間のブロードキャストネゴシエーションを示すタイ
ミングチャートである。
【図５】図５は、時分割フォーマットを使用するスペクトラム－拡散通信方式フォーワー
ドリンク構成を示す。
【図６】図６は、同期型ブロードキャスト送信用のフォーワードリンク伝送フォーマット
を示す。
【図７】図７は、各基地局が同一の特定疑似雑音（ＰＮ）符号を使用する、同期型ブロー
ドキャストの一技法を示すブロードキャスト通信システムを示す。
【図８】図８は、同期型ブロードキャスト伝送処理用に適用され、イコライザを有する、
無線受信機を示す。
【図９】図９は、同期型ブロードキャスト送信処理用に指定された、イコライザを有する
無線受信機を示す。
【図１０】図１０は、直交周波数分割変調シンボルを示す。
【図１１】図１１は、直交周波数分割変調ブロードキャスト伝送用のフォーワードリンク
伝送フォーマットを示す。
【図１２】図１２は、スペクトラム－拡散通信用に適用され、同期型ブロードキャストを
サポートし、直交周波数分割変調処理パスと符号分割変調処理パスとを有する送信機を示
す。
【図１３】図１３は、スペクトラム－拡散通信用に適用され、同期型ブロードキャストを
サポートし、直交周波数分割変調処理パスと符号分割変調処理パスとの間で選択するよう
に適用された送信機を示す。
【図１４】図１４は、スペクトラム－拡散通信用に適用され、同期型ブロードキャストを
サポートし、直交周波数分割変調処理パスと符号分割変調処理パスとを有する受信機を示
す。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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