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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケット・ワイヤレス遠距離通信ネットワークを介してデータを送信する方法であって
、
　ユーザ端末において、データを符号化するためにコード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）
方式を制御データ及び音声トラフィックデータに適用し、前記制御データ及び音声トラフ
ィックデータを符号化してＣＤＭＡ送信を提供する、適用ステップと、
　前記ＣＤＭＡで符号化されたＣＤＭＡ符号化データを、循環プレフィックス（ＣＰ）を
含む直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）フレーム構造で自律的に送信するステップと、
　前記ユーザ端末において、前記ＣＤＭＡで符号化されるパケットよりも大きいペイロー
ドを有するデータパケットの単一搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）送信
を提供する、提供ステップと、
　前記ユーザ端末において、前記ＣＤＭＡ送信と前記ＳＣ－ＦＤＭＡ送信を時間多重化す
るステップと
を含む方法。
【請求項２】
　ＣＤＭＡ方式として前記データを符号化するために、定振幅ゼロ自己相関（ＣＡＺＡＣ
）系列によるスクランブリングが後に続く拡散処理の反復を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
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　類似する電波伝播条件のユーザは１つのグループに置かれ、直交ＣＡＺＡＣ系列を割り
当てられ、そして、異なるグループには異なる基本ＣＡＺＡＣ系列が割り当てられる、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　送信の前に、前記ＣＤＭＡ符号化データは、副搬送波に拡散するために離散フーリ変換
（ＤＦＴ）に適用される、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＣＰは前記ＤＦＴの後に挿入される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＯＦＤＭフレーム構造は単一搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）送
信で使用される、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　どの方式の送信データが送信されるべきかを識別するために、ハイブリッド自動再送要
求（ＨＡＲＱ）プロセスＩＤが使用される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記提供ステップが、スケジュールされた送信をデータパケットに対して使用するもの
である、請求項１から７いずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　ダウンリンクではＯＦＤＭを使用し、アップリンクでは、より小さなペイロードのデー
タパケットのためのＣＤＭＡ送信と、より大きなペイロードのデータパケットのためのＳ
Ｃ－ＦＤＭＡ送信とを時間多重化するステップを含む、請求項１乃至８のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１０】
　データパケットを送信するワイヤレス遠距離通信ネットワークであって、基地局と、Ｃ
ＤＭＡ方式を使用して制御データ及び音声トラフィックデータを符号化するエンコーダを
有し、循環プレフィックス（ＣＰ）を含むＯＦＤＭフレーム構造において前記ＣＤＭＡで
符号化されたデータを自律的に送信するように構成された第１の送信路を含むトランスミ
ッタとを備え、該トランスミッタが、前記ＣＤＭＡで符号化されるパケットよりも大きい
ペイロードを有するデータパケットの単一搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ）送信のための第２の送信路を有し、前記トランスミッタが、前記ＣＤＭＡによる送信
と前記ＳＣ－ＦＤＭＡ送信を時間多重化するためのマルチプレクサを備える、ネットワー
ク。
【請求項１１】
　アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡ送信とＣＤＭＡ送信とを時間多重化するマルチプレクサ
を備える、請求項１０に記載のネットワーク。
【請求項１２】
　ワイヤレス遠距離通信配置のためのトランスミッタであって、ＣＤＭＡ方式を使用して
制御データ及び音声トラフィックデータを符号化するエンコーダを含み、循環プレフィッ
クス（ＣＰ）を含むＯＦＤＭフレーム構造において前記ＣＤＭＡで符号化されたデータを
自律的に送信するように構成された第１の送信路と、前記ＣＤＭＡで符号化されるパケッ
トよりも大きいペイロードを有するデータパケットの単一搬送波周波数分割多重アクセス
（ＳＣ－ＦＤＭＡ）送信のための第２の送信路とを備え、前記ＣＤＭＡによる送信と前記
ＳＣ－ＦＤＭＡ送信を時間多重化するためのマルチプレクサを備えたトランスミッタ。
【請求項１３】
　ワイヤレス遠距離通信配置のためのレシーバであって、循環プレフィックス（ＣＰ）を
含むＯＦＤＭフレーム構造で自律的に送信された、ＣＤＭＡ方式を使用して符号化されて
いる受信制御データ及び音声トラフィックデータを復号するレシーバ・プロセッサを含む
第１の受信路と、前記ＣＤＭＡによって符号化されるパケットよりも大きいペイロードを
有するデータパケットの単一搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）送信を復
号化するための第２の受信路とを備え、受信された前記ＣＤＭＡによる送信と、受信され
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た前記ＳＣ－ＦＤＭＡ送信を逆時間多重化するデマルチプレクサを備えたレシーバ。
【請求項１４】
　逐次干渉除去（ＳＩＣ）レシーバ・プロセッサを備える、請求項１３に記載のレシーバ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパケット・ワイヤレス遠距離通信のための方法および装置に関し、限定はされ
ないが、より詳細にはＵＭＴＳ長期エボリューション（ＬＴＥ）（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）規格に準拠した方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユニバーサル・モバイル遠距離通信システム（ＵＭＴＳ）は、ワイヤレス無線遠距離ネ
ットワークのための現規格である。Ｅ－ＵＴＲＡ（発展型ＵＭＴＳ地上無線アクセス）と
しても知られている発展型の規格であるＵＭＴＳ長期エボリューション（ＬＴＥ）を開発
するために、努力が払われている。
【０００３】
　Ｅ－ＵＴＲＡでは、ダウンリンクでは直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）が提案され
ている。ＯＦＤＭでは、副搬送波は互いに直交し、各々はデータ・ストリームによって変
調される。ダウンリンクのデータ変調はＱＰＳＫ、１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭを使用し
て実行されることがある。
【０００４】
　アップリンクでは、ＯＦＤＭ信号を単一搬送波に拡散するために離散フーリエ変換（Ｄ
ＦＴ）の事前符号化が適用される、単一搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ
）が導入されている。セル内のユーザの直交性は、周波数選択性フェージングが認められ
る場合、ＯＦＤＭによって達成される。ＤＦＴ事前符号化によって、アップリンクで純粋
なＯＦＤＭが実行された場合に可能なものと比較して、改善されたピーク電力対平均電力
比が可能となる。ＳＣ－ＦＤＭＡは、アップリンクでは周波数分割複信（ＦＤＤ）または
時間分割複信（ＴＤＤ）の変調とともに使用されることがある。送信に使用される各副搬
送波は、すべての送信された変調信号についての情報を含み、入力データ・ストリームは
、それらの副搬送波に拡散される。アップリンクでのデータ送信は、アップリンクのスケ
ジューリング要求およびスケジューリング情報の送信を含めて完全にスケジュールされて
いる。高次の変調およびＡＭＣに加えて、良好なチャネル状態のユーザをスケジュールす
ることにより、大きなスペクトル効率が可能である。
【０００５】
　ＳＣ－ＦＤＭＡ方式の大きなスペクトル効率を実現するために、適時の高速スケジュー
リングおよび周波数が必要である。このことはアップリンク制御チャネルとダウンリンク
制御チャネルとの両方で、多量のスケジューリング・オーバヘッドを付加する場合があり
、また遅延の影響を受けやすい、低いデータ速度の多量のトラフィック・フローに対応す
るために効率的ではない場合がある。低いデータ速度のトラフィック・フローに対応する
ための１つの可能な対処法は、半静的に時間／周波数領域を割り当てることか、または干
渉回避方式である。これによってチャネルの利用率は低くなる可能性がある。
【０００６】
　ＬＴＥに関連する現在の３ＧＰＰ仕様書は、多重アクセス方式を記載したＴＳ３６．２
１１「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」、および
スケジューリングを含めてＭＡＣを記載したＴＳ３６．３００「Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ｏｖｅ
ｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ，ｓｔａｇｅ　２」であり、これらの文書は両方とも
参照により本明細書に組み込まれている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００７】
【非特許文献１】ＴＳ３６．２１１「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍ
ｏｄｕｌａｔｉｏｎ」
【非特許文献２】ＴＳ３６．３００「Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐ
ｔｉｏｎ，ｓｔａｇｅ　２」
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの態様では、パケット・ワイヤレス遠距離通信ネットワークを介してデー
タを送信するための方法は、コード分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）方式をデータに適用し
て、そのデータを符号化するステップを含む。この符号化されたデータは、循環プレフィ
ックス（ＣＰ）を含む直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）のフレーム構造で送信される
。この方法によって自律的送信が可能となり、特に、例えばボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩ
Ｐ）・トラフィックおよび制御信号のためのものなど、データ・ペイロードが小さい場合
に有利である。この方法は、各々の送信インスタンスで時間、周波数およびコード・リソ
ースを明示的にスケジュールする必要性をなくす。したがって、情報ビットはスケジュー
リング・オーバヘッドを伴わずに送信されることが可能である。送信および受信で、待ち
時間が減少することが可能である。ＣＰを有する任意のＯＦＤＭフレーム構造は、汎用の
フレーム構造およびＴＤＤの代替フレーム構造を含めて、本発明に適用可能である。１つ
の実施形態では、本発明は、潜在的に大きな容量を提供するために単純なレシーバ構造を
用いて実装されてもよい。したがって基地局のコストを削減しながら、同一の無線リソー
スについて多数のユーザに対応することが可能である。
【０００９】
　データは、定振幅ゼロ自己相関（Ｃｏｎｓｔａｎｔ－Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　
Ａｕｔｏ－Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）（ＣＡＺＡＣ）系列によるスクランブリングが後に
続くブロック反復によるＣＤＭＡ方式を使用することによって、符号化されてもよい。類
似する電波伝播条件のユーザは１つのグループに置かれ、異なる直交ＣＡＺＡＣ系列を割
り当てられてもよい。異なるグループには、異なる基本ＣＡＺＡＣ系列を割り当てられる
。このことは、逐次干渉除去（ＳＩＣ）レシーバを使用するレシーバの設計を容易にする
。別の態様では、ユーザは相関特性の低い異なる擬似ランダム系列に割り当てられる。
【００１０】
　ＯＦＤＭフレーム構造は、単一搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）で使
用されてもよい。
【００１１】
　ＦＤＭＡフレーム構造でのＣＤＭＡ送信は、ユーザ端末と基地局との間のアップリンク
で行われてもよい。１つの有利な実施形態では、この送信はＬＴＥに従って実装されるネ
ットワークで行われる。
【００１２】
　本発明の１つの態様では、この方法はＣＤＭＡおよびＳＣ－ＦＤＭＡ送信を時間多重化
するステップを含む。ＣＤＭＡ符号化データは音声データであってもよく、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ送信は、ＣＤＭＡ符号化パケットよりも大きなペイロードを有するデータ・パケットで
あってもよい。どの方式の送信データが送信されることになっているのかを識別するため
に、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスＩＤが使用されてもよい。
【００１３】
　本発明の別の態様では、パケット・ワイヤレス無線通信ネットワークを介してデータを
送信するための方法は、ユーザ端末と基地局との間のアップリンクで、より大きなペイロ
ードのデータ・パケットについてはスケジュールされた送信を使用し、より小さなペイロ
ードのデータ・パケットについては自律的送信を使用するステップを含む。より小さなペ
イロードのデータ・パケットは、例えば音声データまたは制御信号を運搬してもよく、よ
り大きなペイロードのデータ・パケットは、例えば速いデータ速度の、遅延の影響を受け
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ないトラフィックなど、非音声データを運搬してもよい。
【００１４】
　本発明による１つの方法では、送信はダウンリンクではＯＦＤＭを使用し、アップリン
クでは、より大きなペイロードのデータ・パケットについては時間多重化されたＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ送信を使用し、より小さなペイロードのデータ・パケットについてはＣＤＭＡ送信
を使用してもよい。
【００１５】
　本発明の別の態様では、ワイヤレス遠距離通信ネットワークは上述のもののうちの１つ
または複数を実行する。例えば、１つのネットワークは基地局および複数のユーザ端末を
含み、ユーザ端末と基地局との間のアップリンクは、より大きなパケットについては単一
搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）であり、より小さなパケットについて
は自律的送信を使用する。
【００１６】
　ＬＴＥ（ＴＲ２５．８１４、Ｒ１－０６１３７５）では、様々な周波数の再利用方式が
考慮されている。周波数の再利用について現在考えられている仮定は、（ａ）日ごとの半
静的周波数割当て、および（ｂ）秒ごとの動的周波数割当てである。動的周波数割当ては
、セル・ローディングまたはユーザ・ローディングの変化に適応することが可能である。
この場合、再利用パターンは再利用（１，１）と（１，３）との間で変更することが可能
である。再利用（１，３）では、ユーザが利用することができるのは副搬送波のうちの１
／３だけである。ＳＣ－ＦＤＭＡ構造の柔軟性によって、同一チャネル干渉の影響を緩和
するために、セルエッジ付近のユーザのための柔軟な周波数再利用が想定される。提案さ
れるＣＤＭＡ送信は、ＳＦを変更することによって帯域幅の変化に柔軟に適応することが
できる。全帯域幅が利用可能である場合、ＳＦ＝１２のＶｏＩＰ送信に対応することが可
能である。スペクトルのうちの１／３が利用可能である場合、各ユーザの割合を維持する
ために、拡散率はＳＦ＝４に下げられることが可能である。この場合、少数のユーザは所
与のＣＤＭＡ時間周波数リソースで多重化されることが可能である。一部の応用例につい
ては、ユーザの数に関する容量の方が、ユーザごとのデータ速度を維持することよりも重
要である場合がある。そのようなシナリオでは、ユーザごとのデータ速度は変調命令を減
らすこと、またはユーザごとのＨＡＲＱプロセスの数を制限することによって、ユーザ容
量を維持しながら下げられてもよい。
【００１７】
　本発明の別の態様では、データ・パケットを送信するためのワイヤレス遠距離通信ネッ
トワークは基地局、複数のユーザ端末を備え、またＣＤＭＡ方式を使用してデータを符号
化するためのエンコーダを有し、ＣＰを含むＯＦＤＭフレーム構造で符号化されたデータ
を送信するように配置されたトランスミッタを含む。１つの実施形態では、このエンコー
ダは、ＣＤＭＡ方式としてデータを符号化するために、ＣＡＺＡＣ系列によるスクランブ
リングが後に続くブロック反復を実行する。アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡ送信とＣＤＭ
Ａ送信とを時間多重化するために、マルチプレクサが含まれてもよい。
【００１８】
　本発明の別の態様では、ワイヤレス遠距離通信配置のためのトランスミッタは、ＣＤＭ
Ａ方式を使用してデータを符号化するためのエンコーダを備え、ＣＰを含むＯＦＤＭフレ
ーム構造で符号化されたデータを送信するように配置されている。このエンコーダは、Ｃ
ＤＭＡ方式としてデータを符号化するために、ＣＡＺＡＣ系列によるスクランブリングが
後に続くブロック反復を実行してもよい。このトランスミッタは、アップリンクでＳＣ－
ＦＤＭＡ送信とＣＤＭＡ送信とを時間多重化するためのマルチプレクサを含んでもよい。
【００１９】
　本発明の別の態様では、ワイヤレス遠距離通信配置のためのレシーバは、ＣＰを含むＯ
ＦＤＭフレーム構造で送信された、ＣＤＭＡ方式を使用して符号化されている受信データ
を復号するためのレシーバ・プロセッサを備える。このレシーバは、逐次干渉除去（ＳＩ
Ｃ）レシーバ・プロセッサを備えてもよい。これは、例えばレーク・レシーバ配置と比べ
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て比較的単純な構造である。このレシーバは、ＣＤＭＡ送信とともに時間多重化されたＳ
Ｃ－ＦＤＭＡ送信を復号するためのデコーダを備えてもよい。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施形態が、単なる例として、添付の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】ＣＤＭＡおよびＳＣ－ＦＤＭＡ送信を多重化するためのトランスミッタ構造の概
略図である。
【図２】音声および高速データのためのＨＡＲＱ構造を示す図である。
【図３】循環的な直交ＣＡＺＡＣ系列の生成および割当てを示す図である。
【図４】図１のトランスミッタから信号を受信するためのレシーバの概略図である。
【図５】本発明によるＬＴＥネットワークの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１を参照すると、ユーザ機器（ＵＥ）は、ＬＴＥ準拠ネットワークのアップリンクで
、ＣＤＭＡおよびＳＣ－ＦＤＭＡ送信を時間多重化し、それらを送信するためのトランス
ミッタを含む。このユーザ機器は、それぞれ高速データ・トラフィックと音声トラフィッ
クのために、トランスミッタを通る異なる経路を与えるように、第１岐路１および第２岐
路２を含む。第１岐路１では、ＳＣ－ＦＤＭＡ送信に関して、ｄｓｐ－１へのデータ・シ
ンボルｄ０，ｄ１のストリームは、直並列データ・コンバータ４へセレクタ３を介して適
用され、次いでそれらの出力はＤＦＴ５へ適用される。この後に６での副搬送波マッピン
グ、Ｎ点の逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）７および並直列データ・コンバータ８が続く
。循環プレフィックスＣＰは、基地局に対するアップリンクでの送信の前に挿入される。
これは、遅延の条件があまり厳しくなく、データ速度の速いデータのために使用される方
式である。
【００２３】
　トランスミッタはまた、音声トラフィックのためのＣＤＭＡ方式でのオペレーションの
ために、第２岐路２も含む。ｄｐ－１へのデータ・シンボルｄ０，ｄ１は１０でブロック
反復に適用され、その後１１でＣＡＺＡＣコードによってスクランブルされる。ＣＡＺＡ
Ｃ系列のゼロ循環自己相関特性を利用することによって、フェージングが認められる場合
の複数のユーザの直交送信が可能となる。データは、長さＳ×Ｐ×Ｌによってインタリー
ブおよびスクランブルされて、システムの共通経路にセレクタ３を介して適用され、上述
のように、そこを介してＳＣ－ＦＤＭＡ送信のためのデータもまた送信される。
【００２４】
　したがって、送信方式は送信されるデータの性質によって、ＳＣ－ＦＤＭＡまたはＣＤ
ＭＡのいずれであってもよい。方式は、ＨＡＲＱプロセスＩＤによって送信時間間隔（Ｔ
ＴＩ）ごとに選択される。図２は、音声および高速データ（ＨＳＤ）送信のためのＨＡＲ
Ｑ構造を示す。ＬＢおよびＳＢは、それぞれロング・ブロックおよびショート・ブロック
を表す。
【００２５】
　多重化構造およびＨＡＲＱオペレーションは、ＶｏＩＰのために最適化されてもよい。
同期ＨＡＲＱオペレーションは、アップリンク用であること、およびヘッダ圧縮を伴う７
．９５ｋｂｐｓＡＭＲコーデックの使用が仮定されている。符号化前の情報ビット速度は
１０．８ｋｂｐｓである。これは２０ｍｓｅｃ音声フレームごとに生成される、２１６ビ
ットのパケット・サイズに相当する。
【００２６】
　ロング・ブロック（ＬＢ）の中で利用可能な副搬送波の数は３００である。これは、１
つのＬＢでＳＦ＝１２の２５個のシンボルが送信されてもよいということを意味する。サ
ブ・フレームの６つのＬＢによって、１つのＬＢで１５０個のシンボルが送信されること
が可能である。１８ビットのＭＡＣヘッダ、１６ビットのＣＲＣ、およびＲ＝１／３のコ
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ード速度を仮定すると、符号化されたビットの数は

　（２１６＋１８＋１６）×３＝７５０ビット　　（１）

である。ＱＰＳＫ変調については、利用可能なシンボルの数は２０ｍｓｅｃあたり３３２
シンボルである。したがって、符号化された音声フレームの１つの送信のために３つのサ
ブ・フレームが必要であり、１送信あたり１．５ｍｓかかる。ＴＴＩの長さは、１．５ｍ
ｓであると仮定される。
【００２７】
　図２は、ＨＡＲＱのある可能なＶｏＩＰ送信構造を示す。ＨＡＲＱプロセスの数は６つ
であり、送信の最大数は４つであると仮定される。各サブ・フレームについて、６つのロ
ング・ブロック（ＬＢ）と２つのショート・ブロック（ＳＢ）がある。２つのＳＢは、コ
ヒーレント復調のためのパイロット信号を含む。３つのサブ・フレームは、音声送信のた
めのＴＴＩを備える。２０ｍｓごとに到着する音声フレームについて、２つのＨＡＲＱプ
ロセスを使用して最大４つの送信が可能である。残りのＨＡＲＱプロセスは、４つの高速
データ（ＨＳＤ）送信のために使用されてもよい。
【００２８】
　ＶｏＩＰについて、最大エア・インタフェース遅延は以下のようにして求められる。

　１．５ｍｓ[キューイング遅延]＋（９×３＋１．５）ｍｓ[送信／再送信]
　　　　　　　＋ＡＣＫ／ＮＡＣＫ遅延＝３０ｍｓ＋ＡＣＫ／ＮＡＣＫ遅延　（２）
【００２９】
　ＨＡＲＱプロセスの数が１つに減らされる場合、各音声フレームのために２つの送信が
可能となる。遅延は、初期の終端利得が減少する代わりに、大幅に改善されることができ
る。したがって、ＳＣ－ＦＤＭＡは動的スケジューリングによって速いデータ速度の利点
を保ち、一方で遅いデータ速度のトラフィックはＣＤＭＡ送信を利用することができる。
【００３０】
　図３は、基本的なＣＡＺＡＣ系列の循環シフトによって直交ＣＡＺＡＣ系列のセットが
どのようにして生成されるのかを示す。循環シフトが最大遅延スプレッドよりも長い限り
、循環的にシフトされた系列は直交である。ＧＳＭ　ＴＵプロファイルについては、最大
遅延拡散は５μｓｅｃである。５ＭＨｚの帯域幅では、これは３９サンプルに相当する。
Ｑは３９となるように選択される。長さ３００のシフト直交ＣＡＺＡＣ系列の数は８であ
る。８人のユーザまでが直交ＣＡＺＡＣ系列を使用することが可能である。より多くのユ
ーザに対応するために、異なるＣＡＺＡＣ系列が使用されることが可能である。
【００３１】
　図４を参照すると、図１に示されているトランスミッタからの送信を受信するためのレ
シーバは、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式とＣＤＭＡ方式との間で共有されるフロント・エンド１２
を含む。ＣＤＭＡ方式は、単一のユーザのために示されている。
【００３２】
　信号は１３で受信され、１４で信号の同期化およびＣＰ除去が実行される。ＯＦＤＭシ
ステムの粗いタイミング同期化が仮定されており、その場合受信された信号はＯＦＤＭシ
ンボルの境界に一列に並べられる。信号は、ライン１６にトラフィック信号を与え、ライ
ン１７にパイロット信号を与えるために、デマルチプレクサ１５に適用される。トラフィ
ック・データは、それをイコライザ１９での等化のための周波数領域に変換するために、
高速フーリエ変換（ＦＦＴ）１８に適用される。受信されたパイロット信号に基づき、チ
ャネル・エスティメータ２０からの入力を使用して、チャネル条件のための調整が行われ
る。２１で副搬送波のデマッピングが実行され、その後、信号を時間領域に戻すために、
逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ）２２および並直列コンバータ２３が続く。
【００３３】
　セレクタ２４は出力２７で復号されたビットを与えるために、適切なデモジュレータ２
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５およびデコーダ２６にＳＣ－ＦＤＭＡ変調データを送る。セレクタ２４はまた、デスク
ランブラ／デモジュレータ２８にＣＤＭＡ変調データを送る役割も果たす。デスクランブ
ラ／デモジュレータ２８で、ＣＡＺＡＣコードの複素共役は、３１でデータ・シンボルを
回復するために、ユーザごとのＣＡＺＡＣ系列を使用して、ブロック逆拡散とともに２９
…３０で適用される。これらは出力３４で復号されたビットを得るために、関連したデモ
ジュレータ３２とデコーダ３３に適用される。直交ＣＡＺＡＣ系列の特性によって、多重
アクセス干渉（ＭＡＩ）は、従来の直接拡散ＣＤＭＡシステムと比べて減少する。
【００３４】
　図５を参照すると、ＬＴＥネットワーク３５は複数のＵＥ３６およびｅノードＢ３７を
含む。ＵＥ３６は図１に示されているようにトランスミッタを組み込み、ｅノードＢ３７
は図４に示されているようにレシーバを組み込む。
【００３５】
　本発明は、その精神または重要な特徴から逸脱することなく、別の特定の形態で具体化
されてもよい。記述されている実施形態は、すべての点において単に例示的なものであっ
て、限定的なものではないとみなされるべきである。したがって、本発明の範囲は上記の
説明によってではなく、むしろ添付の特許請求の範囲によって示される。この特許請求項
の均等物の意味および範囲に入るすべての変更は、それらの範囲内に受け入れられるべき
である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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