
JP 2008-503190 A 2008.1.31

(57)【要約】
　レシーバは、高データ速度と低データ速度との両方の
送信を復調する性能がある。アンテナ（３６）は、受信
される信号として高データ速度および低データ速度の送
信を受信する。干渉キャンセル装置（３８、４０）は、
受信された信号から少なくとも１つの共有／共通チャネ
ルのコントリビューションをキャンセルして、第一の干
渉がキャンセルされた信号を生成する。高データ速度ま
たは低データ速度のうちの１つのデータを検出する第一
データ検出器は、第一の干渉がキャンセルされた信号を
処理することによって送信する。１つの検出されたデー
タをキャンセルする干渉キャンセル装置は、第一の干渉
がキャンセルされた信号から送信して、第二の干渉がキ
ャンセルされた信号を生成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナと
、
　第一の干渉がキャンセルされる信号を生成して、前記受信された信号から少なくとも１
つの共有／共通チャネルについてのコントリビューションをキャンセルする干渉キャンセ
ラ装置と、
　前記第一の干渉がキャンセルされる信号を生成することにより、前記高データ速度また
は低データ速度の送信のうちの１つのデータを検出する第一データ検出器と、
　第二の干渉がキャンセルされる信号を生成して、前記第一の干渉がキャンセルされる信
号から前記送信のうちの１つの検出されたデータをキャンセルする干渉キャンセラ装置と
、
　前記第二の干渉がキャンセルされる信号から前記高データ速度または低データ速度のう
ちのもう一方のデータを検出する第二データ検出器と
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項２】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記低データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項３】
　前記低データ速度の送信の検出されたデータは、複数のセルからの低データ速度の送信
であり、前記複数のセルからの低データ速度の送信の検出されたデータは、組み合わされ
、前記複数セルの低データ速度の検出されたデータの１つを使用して、前記第一の干渉が
キャンセルされる信号を生成することを特徴とする請求項２に記載のレシーバ。
【請求項４】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記高データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項５】
　前記高データ速度の送信の複数のセルの各々のデータを検出し、各セルに対して、該セ
ルの高データ速度の送信を、前記セルの低データ速度のデータの検出の前に、前記受信さ
れた信号からキャンセルし、
　各セルの前記検出された低データ速度のデータを組み合わせるコンバイナをさらに備え
たことを特徴とする請求項４に記載のレシーバ。
【請求項６】
　前記レシーバは、Ｗ－ＣＤＭＡ　ＦＤＤ送信を受信し、前記低データ速度の送信は、Ｄ
ＰＣＨの送信であり、前記高データ速度の送信は、ＨＳＤＰＡの送信であることを特徴と
する請求項１に記載のレシーバ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、ＰＩＣＨ、ＣＰＩＣＨ、Ｐ－ＣＣＰＣＨ
、Ｓ－ＣＣＰＣＨ、および高速共有制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とす
る請求項６に記載のレシーバ。
【請求項８】
　前記レシーバは、ＣＤＭＡ２０００送信を受信し、前記低データ速度の送信は、専用チ
ャネルの送信であり、前記高データ速度の送信は、Ｆ－ＰＤＣＨの送信であることを特徴
とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、パイロットチャネル、同期チャネル、ペ
ージングチャネル、報知制御チャネル、下り共通制御チャネル、共通割当チャネル、およ
び下り専用制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とする請求項８に記載のレシ
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ーバ。
【請求項１０】
　ワイヤレス送受信ユニットに使用することを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項１１】
　基地局に使用することを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項１２】
　前記干渉キャンセラ装置と、前記第一および第二データ検出器とを、集積回路により実
装することを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項１３】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナ手
段と、
　第一の干渉がキャンセルされる信号を生成して、前記受信された信号から少なくとも１
つの共有／共通チャネルについてのコントリビューションをキャンセルする干渉キャンセ
ル手段と、
　前記第一の干渉がキャンセルされる信号を生成することにより、前記高データ速度また
は低データ速度の送信のうちの１つのデータを検出する第一データ検出手段と、
　第二の干渉がキャンセルされる信号を生成して、前記第一の干渉がキャンセルされる信
号から前記送信のうちの１つの検出されたデータをキャンセルする干渉キャンキャンセル
手段と、
　前記第二の干渉がキャンセルされる信号から前記高データ速度または低データ速度のう
ちのもう一方のデータを検出する第二データ検出手段と
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項１４】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記低データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項１５】
　前記低データ速度の送信の検出されたデータは、複数のセルからの低データ速度の送信
であり、前記複数のセルからの低データ速度の送信の検出されたデータは、組み合わされ
、前記複数セルの低データ速度の検出されたデータの１つを使用して、前記第一の干渉が
キャンセルされる信号を生成することを特徴とする請求項１４に記載のレシーバ。
【請求項１６】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記高データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１４に記載のレシーバ。
【請求項１７】
　前記高データ速度の送信の複数のセルの各々のデータを検出し、各セルに対して、該セ
ルの高データ速度の送信を、前記セルの低データ速度のデータの検出の前に、前記受信さ
れた信号からキャンセルし、
　各セルの前記検出された低データ速度のデータを組み合わせるコンバイナをさらに備え
たことを特徴とする請求項１６に記載のレシーバ。
【請求項１８】
　前記レシーバは、Ｗ－ＣＤＭＡ　ＦＤＤ送信を受信し、前記低データ速度の送信は、Ｄ
ＰＣＨの送信であり、前記高データ速度の送信は、ＨＳＤＰＡの送信であることを特徴と
する請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、ＰＩＣＨ、ＣＰＩＣＨ、Ｐ－ＣＣＰＣＨ
、Ｓ－ＣＣＰＣＨ、および高速共有制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とす
る請求項１８に記載のレシーバ。
【請求項２０】
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　前記レシーバは、ＣＤＭＡ２０００送信を受信し、前記低データ速度の送信は、専用チ
ャネルの送信であり、前記高データ速度の送信は、Ｆ－ＰＤＣＨの送信であることを特徴
とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、パイロットチャネル、同期チャネル、ペ
ージングチャネル、報知制御チャネル、下り共通制御チャネル、共通割当チャネル、およ
び下り専用制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とする請求項２０に記載のレ
シーバ。
【請求項２２】
　ワイヤレス送受信ユニットに使用することを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２３】
　基地局に使用することを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２４】
　前記干渉キャンセラ装置と、前記第一および第二データ検出器とを、集積回路により実
装することを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２５】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、該レシーバは、複数のセルまたはセクタからの前記低データ速度の送信を受信し、前
記レシーバは、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナと
、
　各々のセルまたはセクタについて低データ速度の送信のデータを、各々が検出する複数
の低データ速度のデータ検出器と、
　組み合わされた低データ速度のデータとして、前記複数の低データ速度のデータ検出器
の出力を組み合わせるコンバイナと、
　前記受信された信号から前記複数の低データ速度のデータ検出器のうちの１つの出力の
コントリビューションをキャンセルする干渉キャンセラ装置と、
　該干渉キャンセラ装置の出力から高データ速度のデータを検出する高データ速度のデー
タ検出器と
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項２６】
　前記低データ速度のデータ検出器の出力は、組み合わされる前にタイムアラインメント
されることを特徴とする請求項２５に記載のレシーバ。
【請求項２７】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、該レシーバは、複数のセルまたはセクタからの前記高データ速度および低データ速度
の送信を受信し、前記レシーバは、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナと
、
　各々のセルまたはセクタについて、
　　各々のセルまたはセクタの高データ速度のデータを検出する高データ速度のデータ検
出器と、
　　前記受信された信号から前記高データ速度のデータ検出器の出力のコントリビューシ
ョンをキャンセルする干渉キャンセラ装置と、
　　該干渉キャンセラ装置の出力から低データ速度のデータを検出する低データ速度のデ
ータ検出器と、
　　前記セルまたはセクタについて、複数の前記低データ速度のデータ検出器の出力を組
み合わせ、組み合わされた低データ速度のデータを生成するコンバイナと
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項２８】
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　前記低データ速度のデータ検出器の出力は、組み合わされる前にタイムアラインメント
されることを特徴とする請求項２７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、一般には、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、低データ速度お
よび高データ速度の環境において信号を復調することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声とデータとの両方のサービスを求める要求が増加するので、システムを、音声とデ
ータとの両方の媒体をよりよくサポートするために開発中である。ひとつのそのようなシ
ステムは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）　Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）通信システムである。Ｒ４（Ｒｅｌｅａｓｅ　９９）におい
てなど、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）モードにおい
て、通常、音声通信は、ＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）を使用して送信
される。別の上述のようなシステム、ＣＤＭＡ２０００において、通常、音声通信は、Ｄ
ＣＨを使用して送信される。データを、種々のチャネルによって送信することができるが
、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）は、ひとつのＷ－ＣＤＭＡアプローチであり、および高速パケットチャネルは、高デー
タ速度のダウンリンク送信をサポートするＣＤＭＡ２０００アプローチである。
【０００３】
【特許文献１】米国仮出願，「信号分離のためのマトリックス作成（Ｃｒｅａｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ｍａｔｒｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ）」，２００５
年６月８日申請
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、上述のようなシステムにおけるレシーバに対して、両方のチャネル型を復
調する性能があることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　レシーバは、高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調する性能がある。ア
ンテナは、受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信する。
干渉キャンセラ装置は、第一の干渉がキャンセルされる信号を生成して、受信された信号
から少なくとも１つの共有／共通チャネルについてのコントリビューション（ｃｏｎｔｒ
ｉｂｕｔｉｏｎ）をキャンセルする。高データ速度または低データ速度のうちのひとつの
データを検出する第一データ検出器は、第一の干渉がキャンセルされる信号を生成するこ
とによって送信する。高データ速度または低データ速度のうちの１つについての検出され
るデータをキャンセルする干渉キャンセラ装置は、第二の干渉がキャンセルされる信号を
生成して、信号をキャンセルする。高データ速度または低データ速度のうちのもう一方に
ついてのデータを検出する第二データ検出器は、第二の干渉がキャンセルされる信号から
送信する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の特徴および要素は、特有の組合せにおける望ましい実施形態において説明され
るが、各特徴および要素を、単独において（望ましい実施形態の他の特徴および要素なし
に）または本発明の他の特徴および要素の有無に関わらず種々の組合せにおいて使用する
ことができる。
【０００７】
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　本明細書において以後、ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉ
ｖｅ　Ｕｎｉｔ）は、制限されないが、ユーザ装置、移動局、固定もしくは移動の加入者
装置、ページャまたはワイヤレス環境において作動する性能がある他のあらゆる類の装置
を含む。本明細書において以後、引用する場合、基地局は、制限されないが、ノードＢ、
サイトコントローラ、アクセスポイントまたはワイヤレス環境における他のあらゆる類の
インターフェース装置を含む。以下の実施形態は、Ｗ－ＣＤＭＡおよびＣＤＭＡ２０００
に関連して説明されるが、以下の実施形態を、複数の送信データ速度を有する他のワイヤ
レスシステムに適用することができる。
【０００８】
　図１は、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）　Ｗ－ＣＤ
ＭＡまたはＣＤＭＡ２０００の専用チャネル通信などの低データ速度と、ＦＤＤ　ＨＳＤ
ＰＡまたはＣＤＭＡ２０００の高速パケット通信などの高データ速度との両方を処理する
システムについての簡略化された図を例示する。トランスミッタにおいて、低データ速度
（Ｔｘ）２０と高データ速度送信（Ｔｘ）２２との両方は、ベースバンドにおいて、コン
バイナ２４により組合わされる。Ｔｘの無線インターフェース２６は、伝播チャネル２８
を通じてチャネルを送信する。レシーバ（Ｒｘ）の無線インターフェース３０は、チャネ
ルを受信し、および個々の低データ速度Ｒｘ３２および高データ速度Ｒｘ３４は、通常、
低データ速度Ｒｘ３２および高データ速度Ｒｘ３４のそれぞれのデータストリームを復調
する。
【０００９】
　上述の環境において、考慮に値する干渉およびノイズは、問題を発生し、および低デー
タ速度Ｒｘおよび高データ速度Ｒｘの性能を下げる。例示するために、高データ速度の送
信についての特質により、高データ速度の送信は、高い電力レベルにおいて送信される傾
向がある。これらの高い電力レベルの送信は、低データ速度の送信に関して著しい干渉を
発生することがある。
【００１０】
　さらに加えて、ＦＤＤおよびＣＤＭＡ２０００の両方の専用チャネルは、基地局間のソ
フトハンドオーバまたは基地局のセクタ間のソフターハンドオーバを用いる。高データ速
度のパケット送信は、ソフト／ソフターハンドオーバを用いない。結果として、複数のセ
ルに接するＷＴＲＵは、低データ速度の送信のソフトハンドオーバ中でありそうだが、複
数のセルに接するＷＴＲＵは、意図的に１つの基地局からの高データ速度の送信を受信す
るのみであることがある。高データ速度の送信に関して、他の低データ速度の通信からの
セル間干渉が存在するだけでなく、ソフトハンドオーバの送信を含む、他の低データ速度
の送信からの著しいセル内干渉も存在する。結果として、高データ速度のチャネル容量は
、システムにおいて保持することができる高データ速度のチャネル数も同様に、下がるこ
とがある。
【００１１】
　図２は、ＷＴＲＵにおける、または潜在的には、ＦＤＤもしくはＣＤＭＡ２０００の専
用チャネルなどの低データ速度の送信と、ＨＳＤＰＡもしくはＣＤＭＡ２０００の高速パ
ケットデータなどの高データ速度の送信との両方を処理する基地局における使用のための
簡略化されたレシーバである。アンテナ３６またはアンテナアレイは、両方の送信を受信
する。干渉キャンセラを使用して、高データ速度Ｒｘの動作より前に干渉およびノイズを
キャンセルする。
【００１２】
　図３に例示されるとおりに、干渉キャンセラ３８は、受信されるサンプル
【００１３】
【数１】

【００１４】
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を取得して、干渉およびノイズのコンストラクション（ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）を使
用することによって、減算器５０により、干渉およびノイズのコンポーネント（ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ）を受信されるサンプル
【００１５】
【数２】

【００１６】
からキャンセルする。既知の低データ速度チャネル４６の受信されるベクトル
【００１７】
【数３】

【００１８】
へのコントリビューションについての評価が、構成される。前述のチャネルは、高データ
速度の送信の基地局からの低データ速度の専用チャネルおよび他チャネル、（ソフトハン
ドオーバ中などの）他基地局からの低データ速度および高データ速度の送信チャネル、な
らびに他の既知のチャネルを含むことができる。さらに、他の未知のチャネルおよびノイ
ズ４８のコントリビューションを、評価かつキャンセルすることができる。図２を参照す
ると、前述の干渉がキャンセルされる信号は、高データ速度Ｒｘ４２によって処理され、
高データ速度のデータ／シンボルを再生する。
【００１９】
　さらに、干渉キャンセラを、低データ速度Ｒｘの動作より前に干渉およびノイズをキャ
ンセルするのに使用することができる。図４に例示されるとおりに、干渉キャンセラ５２
は、受信されるサンプル
【００２０】

【数４】

【００２１】
を取得して、干渉およびノイズのコンストラクションを使用することによって、減算器５
８により、干渉およびノイズのコンポーネントを受信されるサンプル
【００２２】
【数５】

【００２３】
からキャンセルする。既知の低データ速度チャネル５４の受信されるベクトル
【００２４】
【数６】

【００２５】
へのコントリビューションについての評価が、構成される。前述のチャネルは、低データ
速度の送信の基地局からの高データ速度のおよび他のチャネル５２、（ソフトハンドオー
バ中などの）他基地局からの低データ速度および高データ速度の送信チャネル、ならびに
他の既知のチャネルを含むことができる。さらに、他の未知のチャネルおよびノイズ５６
のコントリビューションを、評価かつキャンセルすることができる。図２を参照すると、
前述の干渉がキャンセルされる信号は、低データ速度Ｒｘ４４によって処理され、高デー
タ速度のデータ／シンボルを再生する。
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　高データ速度の送信についての潜在的に高い電力レベルのために、高データ速度の送信
から評価されるデータを、低データ速度Ｒｘに関して、高データ速度干渉のコンストラク
ションにおいて使用することができる。反対に、低データ速度の送信から評価されるデー
タを、高データ速度Ｒｘに関して、低データ速度干渉のコンストラクションにおいて使用
することができる。
【００２７】
　図５は、低速および高速のデータレシーバの別の実施形態についての簡略化された図で
ある。前述のレシーバの望ましい使用は、ＷＴＲＵにおいてであるが、前述のレシーバは
、基地局においてさらに使用することができる。低データ速度および高データ速度の送信
は、アンテナ３６またはアンテナアレイにより受信され、および受信されたベクトル
【００２８】
【数７】

【００２９】
が生成される。共通／共有チャネル干渉キャンセラ５８は、望まれる低／高データ速度通
信上に導入された干渉を共通／共有チャネルからキャンセルする。いくつかの実施形態に
おいて、共通／共有チャネル干渉キャンセラ５８を、レシーバ性能における潜在的な劣化
により使用することができない。干渉がキャンセルされたベクトル
【００３０】

【数８】

【００３１】
が、高速データおよびトラフィック・チャネル・データ検出装置６８により処理されるこ
とによって、高速データとトラフィック・チャネル・データとの両方に対してデータを生
成する。
【００３２】
　図６は、ＦＤＤ　Ｗ－ＣＤＭＡのレシーバに対する共通／共有チャネル干渉キャンセラ
の実施形態を例示する図である。図６に例示されるとおりに、ＰＩＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）検出器７０、ＣＰＩＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　ＰＩｌ
ｏｔ　ＣＨａｎｎｅｌ）検出器７２、Ｐ－ＣＣＰＣＨ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｍｏｎ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）検出器８４、Ｓ－ＣＣＰＣＨ（Ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＣＨａｎｎｅｌ
）検出器８６、および高速共有制御チャネル検出器８８は、それぞれのチャネルに対する
データを検出する。各検出されたチャネルのデータ／シンボルに対して、各検出されたチ
ャネルの受信されたベクトルへのコントリビューションは、それぞれの干渉コンストラク
ション（ＩＣ；Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）装置８０、８２
、８４、８６、８８によって生成される。受信されたすべてのチャネルからのコントリビ
ューションは、減算器９０によって受信されたベクトル
【００３３】
【数９】

【００３４】
から減算され、干渉がキャンセルされたベクトル
【００３５】
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【数１０】

【００３６】
を生成する。
【００３７】
　共通／共有チャネル干渉キャンセラを、減算する干渉キャンセラとして例示するが、他
の干渉キャンセル処理方法を、使用することができる。ＦＤＤ　Ｗ－ＣＤＭＡの共通／共
有チャネル干渉キャンセラを、キャンセルが行われている特定のチャネルセットにより例
示するが、より少ないチャネルを使用することができ、または追加のチャネルをキャンセ
ルすることができる。ソフト／ソフターハンドオーバ中のレシーバまたはセルの周辺のレ
シーバに対して、上述のチャネルは、他のセル／セクタからのチャネルを含むことができ
る。
【００３８】
　さらに、図６の実施形態を、ＣＤＭＡ２０００のレシーバに実装することができる。ダ
ウンリンクにおける使用のために、キャンセルされるチャネルは、パイロットチャネル、
同期チャネル、ページングチャネル、報知制御チャネル、下り（ｆｏｒｗａｒｄ）共通制
御チャネル、共通割当チャネル、および下り専用制御チャネルを潜在的に含むが、前述の
チャネルのうちのいくつかは、キャンセルされないことがあり、そして他のＣＤＭＡ２０
００のチャネルがキャンセルされることがある。
【００３９】
　図７は、Ｗ－ＣＤＭＡのＦＤＤに対する高速データおよびトラフィック・チャネル・デ
ータ検出装置に対しての高速チャネルキャンセルについての簡略化された図である。ＨＳ
ＤＰＡデータ検出器９２は、受信されたベクトル
【００４０】
【数１１】

【００４１】
または干渉がキャンセルされたベクトル
【００４２】
【数１２】

【００４３】
を受信して、ＨＳＤＰＡデータ／シンボルを生成する。ＨＳＤＰＡデータ／シンボルを、
ＩＣ９４により処理して、受信されたベクトルに関して、ＨＳＤＰＡチャネルのコントリ
ビューションを生成する。ＨＳＤＰＡチャネルのコントリビューションは、減算器９６に
よって、受信されたベクトルから減算され、ＨＳＤＰＡがキャンセルされたベクトルを生
成する。ＤＰＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）データ検
出器９８は、ＤＰＣＨデータ／シンボルを、ＨＳＤＰＡ干渉がキャンセルされたベクトル
から検出する。
【００４４】
　図８は、Ｗ－ＣＤＭＡのＦＤＤに対する高速データおよびトラフィック・チャネル・デ
ータ検出装置に対しての専用チャネルキャンセルについての簡略化された図である。ＤＰ
ＣＨデータ検出器１００は、受信されたベクトル
【００４５】

【数１３】
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【００４６】
または干渉がキャンセルされたベクトル
【００４７】
【数１４】

【００４８】
を受信して、ＤＰＣＨデータ／シンボルを生成する。ＤＰＣＨデータ／シンボルを、ＩＣ
１０２により処理して、受信されたベクトルに関して、ＤＰＣＨチャネルのコントリビュ
ーションを生成する。ＤＰＣＨチャネルのコントリビューションは、減算器１０４によっ
て、受信されたベクトルから減算され、ＤＰＣＨがキャンセルされたベクトルを生成する
。ＨＳＤＰＡデータ検出器１０６は、ＨＳＤＰＡデータ／シンボルを、ＨＳＤＰＡ干渉が
キャンセルされたベクトルから検出する。
【００４９】
　図９は、ソフト／ソフターハンドオーバにおけるＷ－ＣＤＭＡのＦＤＤのデータ検出器
に対する高速チャネルキャンセルについての簡略化された図である。図９のデータ検出器
は、セル１（セル　セクタ１）からのＨＳＤＰＡ送信およびセル１とセル２と（またはセ
ル　セクタ１とセル　セクタ２と）からのＤＰＣＨ送信を受信している。図９において、
各セルに関連付けられた受信されたベクトルを、個々に示す。異なるセルまたはセクタか
ら受信される信号のタイミングは、チップまたはシンボルレベルにおいて調節されないこ
とがあり、およびタイミングにおける前述の分離を、受信されるサンプルの別個のセット
として示すが、いくつかの実装において、受信された１つのベクトルを、（ソフターハン
ドオーバにおいてなど）用いることができる。
【００５０】
　受信されたベクトル
【００５１】

【数１５】

【００５２】
または干渉がキャンセルされたベクトル
【００５３】
【数１６】

は、セル１（セクタ１）に関連付けられ、および受信されたベクトル
【００５４】

【数１７】

【００５５】
または干渉がキャンセルされたベクトル
【００５６】

【数１８】

【００５７】
は、セル２（セクタ２）に関連付けられる。ＨＳＤＰＡセル１データ検出器１０８は、Ｈ
ＳＤＰＡデータ／シンボルをセル１のＨＳＤＰＡ送信から検出する。ＩＣ１１０は、セル
２のＨＳＤＰＡ送信の、セル１のベクトルへのコントリビューションを生成する。ＨＳＤ
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ＰＡのセル１のコントリビューションは、減算器１１２によって、セル１の受信されたベ
クトルから減算され、セル１のＨＳＤＰＡがキャンセルされたベクトルを生成する。ＨＳ
ＤＰＡセル２データ検出器１１６は、ＨＳＤＰＡデータ／シンボルをセル２のＨＳＤＰＡ
送信から検出する。ＩＣ１１８は、セル２のＨＳＤＰＡ送信の、セル２のベクトルへのコ
ントリビューションを生成する。ＨＳＤＰＡのセル２のコントリビューションは、減算器
１２０によって、セル１の受信されたベクトルから減算され、セル２のＨＳＤＰＡがキャ
ンセルされたベクトルを生成する。
【００５８】
　ＨＳＤＰＡの送信は、より高いデータ速度であるので、通常、ＨＳＤＰＡの送信は、よ
り高い送信電力レベルを有する。結果として、ＨＳＤＰＡの送信は、ＤＰＣＨの受信に関
して、重大な干渉を作ることがある。しかしながら、別のセルのＨＳＤＰＡ送信を検出か
つキャンセルすることの複雑さが追加されるので、他のセル（セル２）からのＨＳＤＰＡ
送信のキャンセルは、ある実装において実行されないことがある。
【００５９】
　ＤＰＣＨセル１データ検出器１１４は、セル１のＨＳＤＰＡがキャンセルされた信号か
らデータを検出して、セル１のＤＰＣＨソフトシンボルを生成する。ＤＰＣＨセル２デー
タ検出器１２２は、セル２のＨＳＤＰＡがキャンセルされた信号からデータを検出して、
セル２のＤＰＣＨソフトシンボルを生成する。タイムアラインメントおよびコンバイナ１
２４は、セル１のソフトシンボルとセル２のソフトシンボルとのタイムアラインメントを
行って、タイムアラインメントが行われたセル１のソフトシンボルとセル２とのソフトシ
ンボルとを結合して、結合されたＤＰＣＨシンボル／データを生成する。
【００６０】
　図１０は、ソフト／ソフターハンドオーバに対してＷ－ＣＤＭＡのＦＤＤのデータ検出
器に対する専用チャネルキャンセルについての簡略化された図である。セル２についての
受信されたベクトル
【００６１】
【数１９】

【００６２】
または干渉がキャンセルされたベクトル
【００６３】
【数２０】

【００６４】
を用いて、ＤＰＣＨセル２データ検出器１２８は、セル２から送信されたＤＰＣＨに対し
て、ソフトシンボルを生成する。セル１についての受信されたベクトル
【００６５】

【数２１】

【００６６】
または干渉がキャンセルされたベクトル
【００６７】

【数２２】

【００６８】
を用いて、ＤＰＣＨセル１データ検出器１３０は、セル１から送信されたＤＰＣＨに対し
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て、ソフトシンボルを生成する。タイムアラインメントおよびコンバイナ１３８は、セル
１のソフトシンボルとセル２のソフトシンボルとのタイムアラインメントを行って、タイ
ムアラインメントが行われたセル１のソフトシンボルとセル２のソフトシンボルとを結合
して、ＤＰＣＨシンボル／データを生成する。
【００６９】
　ＩＣ１３２は、セル１のＤＰＣＨシンボルの、セル１のベクトルへのコントリビューシ
ョンを生成する。セル１のＤＰＣＨコントリビューションは、減算器１３４によって、セ
ル１の受信されたベクトルから減算され、セル１のＤＰＣＨがキャンセルされたベクトル
を生成する。ＨＳＤＰＡデータ検出器１３６は、干渉がキャンセルされたベクトルからセ
ル１のＨＳＤＡＰシンボル／データを検出する。代替の構成において、タイムアラインメ
ントおよびコンバイナ１３８により生成されるシンボル（ＤＰＣＨデータ）を、セル１の
唯一のＤＰＣＨデータの代わりに、干渉キャンセルにおいて使用することができる。前述
のようなアプローチは、干渉キャンセルにおいて使用されるソフトシンボルに追加される
精度を提供するが、前述のようなアプローチは、よりいっそうのタイミング調整が、セル
１のＤＰＣＨ／ＨＳＤＰＡ受信とセル２のＤＰＣＨ／ＨＳＤＰＡ受信との間のタイミング
の差異を克服するのに必要とされるので、前述のようなアプローチの全体にわたる複雑さ
を追加する。上述の干渉キャンセラは、減算する干渉キャンセラとして説明されるが、他
の類の干渉キャンセラを使用することができる。
【００７０】
　図５～１０を、Ｗ－ＣＤＭＡのＦＤＤに関連して説明したが、上述の干渉キャンセラを
、低データ速度および高データ速度のチャネルを有する他のワイヤレスシステムに適用す
ることができる。例示するために、上述の図を、ＣＤＭＡ２０００に適用することができ
、ここで、Ｆ－ＰＤＣＨ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　ＣＨａｎｎｅｌ）
は、ＨＳＤＰＡに類似しており、およびＣＤＭＡ２０００の専用チャネルは、ＦＤＤのＤ
ＰＣＨに類似している。
【００７１】
　図２～１０を、集積回路、複数の集積回路、ＬＰＧＡ（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、複数のＬＰＧＡ、複数の集積回路についての別
個のコンポーネントまたは組合せ、および複数の別個のコンポーネントに実装することが
できる。
【００７２】
　信号を分離しおよび前述の実施形態の干渉キャンセルを効果的に実行するのに使用する
ことができるひとつの処理方法は、参照により組入れられる特許文献１など、ＩＣＡ（Ｉ
ｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）を用いるが、他の処理
方法を用いることができる。前述の処理方法において、ＰＣＡ（Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ　Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）が実行され、分離マトリックスが構成され、統計
処理を使用して信号を分離し、および信号解析を実行することにより関心のある信号を決
定する。前述のようなアプローチは、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）、ＳＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　Ｏｕｔｐｕｔ）、およびＭＩＳＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｏ
ｕｔｐｕｔ）など、複数のアンテナエレメントとともに用いられるのが望ましいことがあ
る。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】低データ速度と高データ速度との両方の通信を処理するシステムの簡略化された
図である。
【図２】低データ速度および高データ速度の共通レシーバの簡略化された図である。
【図３】共通レシーバによる使用のための低データ速度干渉／ノイズキャンセラの簡略化
された図である。
【図４】共通レシーバによる使用のための高データ速度干渉／ノイズキャンセラの簡略化
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された図である。
【図５】共通の低データ速度および高データ速度レシーバの簡略化された図である。
【図６】共通／共有チャネル干渉キャンセラの簡略化された図である。
【図７】ＨＳＤＰＡ干渉キャンセル付き共通デモジュレータの簡略化された図である。
【図８】ＤＰＣＨ干渉キャンセル付き共通デモジュレータの簡略化された図である。
【図９】ソフト／ソフターハンドオーバ中のＨＳＤＰＡ干渉キャンセル付き共通デモジュ
レータの簡略化された図である。
【図１０】ソフト／ソフターハンドオーバ中のＤＰＣＨ干渉キャンセル付き共通デモジュ
レータの簡略化された図である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年2月13日(2007.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナと
、
　第一の干渉がキャンセルされる信号を生成して、既知のチャネル干渉およびノイズの評
価と未知のチャネル干渉およびノイズの評価とを構成し、前記受信された信号から少なく
とも１つの共有／共通チャネルについてのコントリビューションをキャンセルする干渉キ
ャンセラ装置と、
　前記第一の干渉がキャンセルされる信号を生成することにより、前記高データ速度また
は低データ速度の送信のうちの１つのデータを検出する第一データ検出器と、
　第二の干渉がキャンセルされる信号を生成して、前記第一の干渉がキャンセルされる信
号から前記送信のうちの１つの検出されたデータをキャンセルする干渉キャンセラ装置と
、
　前記第二の干渉がキャンセルされる信号から前記高データ速度または低データ速度のう
ちのもう一方のデータを検出する第二データ検出器と
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項２】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記低データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項３】
　前記低データ速度の送信の検出されたデータは、複数のセルからの低データ速度の送信
であり、前記複数のセルからの低データ速度の送信の検出されたデータは、組み合わされ
、前記複数セルの低データ速度の検出されたデータの１つを使用して、前記第一の干渉が
キャンセルされる信号を生成することを特徴とする請求項２に記載のレシーバ。
【請求項４】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記高データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項５】
　前記高データ速度の送信の複数のセルの各々のデータを検出し、各セルに対して、該セ
ルの高データ速度の送信を、前記セルの低データ速度のデータの検出の前に、前記受信さ
れた信号からキャンセルし、
　各セルの前記検出された低データ速度のデータを組み合わせるコンバイナをさらに備え
たことを特徴とする請求項４に記載のレシーバ。
【請求項６】
　前記レシーバは、Ｗ－ＣＤＭＡ　ＦＤＤ送信を受信し、前記低データ速度の送信は、Ｄ
ＰＣＨの送信であり、前記高データ速度の送信は、ＨＳＤＰＡの送信であることを特徴と
する請求項１に記載のレシーバ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、ＰＩＣＨ、ＣＰＩＣＨ、Ｐ－ＣＣＰＣＨ
、Ｓ－ＣＣＰＣＨ、および高速共有制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とす
る請求項６に記載のレシーバ。
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【請求項８】
　前記レシーバは、ＣＤＭＡ２０００送信を受信し、前記低データ速度の送信は、専用チ
ャネルの送信であり、前記高データ速度の送信は、Ｆ－ＰＤＣＨの送信であることを特徴
とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、パイロットチャネル、同期チャネル、ペ
ージングチャネル、報知制御チャネル、下り共通制御チャネル、共通割当チャネル、およ
び下り専用制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とする請求項８に記載のレシ
ーバ。
【請求項１０】
　ワイヤレス送受信ユニットに使用することを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項１１】
　基地局に使用することを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項１２】
　前記干渉キャンセラ装置と、前記第一および第二データ検出器とを、集積回路により実
装することを特徴とする請求項１に記載のレシーバ。
【請求項１３】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナ手
段と、
　第一の干渉がキャンセルされる信号を生成して、既知のチャネル干渉およびノイズの評
価と未知のチャネル干渉およびノイズの評価とを構成し、前記受信された信号から少なく
とも１つの共有／共通チャネルについてのコントリビューションをキャンセルする干渉キ
ャンセル手段と、
　前記第一の干渉がキャンセルされる信号を生成することにより、前記高データ速度また
は低データ速度の送信のうちの１つのデータを検出する第一データ検出手段と、
　第二の干渉がキャンセルされる信号を生成して、前記第一の干渉がキャンセルされる信
号から前記送信のうちの１つの検出されたデータをキャンセルする干渉キャンキャンセル
手段と、
　前記第二の干渉がキャンセルされる信号から前記高データ速度または低データ速度のう
ちのもう一方のデータを検出する第二データ検出手段と
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項１４】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記低データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項１５】
　前記低データ速度の送信の検出されたデータは、複数のセルからの低データ速度の送信
であり、前記複数のセルからの低データ速度の送信の検出されたデータは、組み合わされ
、前記複数セルの低データ速度の検出されたデータの１つを使用して、前記第一の干渉が
キャンセルされる信号を生成することを特徴とする請求項１４に記載のレシーバ。
【請求項１６】
　前記送信のうちの１つの検出されたデータは、前記高データ速度の送信のデータから検
出されることを特徴とする請求項１４に記載のレシーバ。
【請求項１７】
　前記高データ速度の送信の複数のセルの各々のデータを検出し、各セルに対して、該セ
ルの高データ速度の送信を、前記セルの低データ速度のデータの検出の前に、前記受信さ
れた信号からキャンセルし、
　各セルの前記検出された低データ速度のデータを組み合わせるコンバイナをさらに備え
たことを特徴とする請求項１６に記載のレシーバ。
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【請求項１８】
　前記レシーバは、Ｗ－ＣＤＭＡ　ＦＤＤ送信を受信し、前記低データ速度の送信は、Ｄ
ＰＣＨの送信であり、前記高データ速度の送信は、ＨＳＤＰＡの送信であることを特徴と
する請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、ＰＩＣＨ、ＣＰＩＣＨ、Ｐ－ＣＣＰＣＨ
、Ｓ－ＣＣＰＣＨ、および高速共有制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とす
る請求項１８に記載のレシーバ。
【請求項２０】
　前記レシーバは、ＣＤＭＡ２０００送信を受信し、前記低データ速度の送信は、専用チ
ャネルの送信であり、前記高データ速度の送信は、Ｆ－ＰＤＣＨの送信であることを特徴
とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの共有／共通チャネルは、パイロットチャネル、同期チャネル、ペ
ージングチャネル、報知制御チャネル、下り共通制御チャネル、共通割当チャネル、およ
び下り専用制御チャネルの少なくとも１つであることを特徴とする請求項２０に記載のレ
シーバ。
【請求項２２】
　ワイヤレス送受信ユニットに使用することを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２３】
　基地局に使用することを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２４】
　前記干渉キャンセラ装置と、前記第一および第二データ検出器とを、集積回路により実
装することを特徴とする請求項１３に記載のレシーバ。
【請求項２５】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、該レシーバは、複数のセルまたはセクタからの前記低データ速度の送信を受信し、前
記レシーバは、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナと
、
　各々のセルまたはセクタについて低データ速度の送信のデータを、各々が検出する複数
の低データ速度のデータ検出器と、
　組み合わされた低データ速度のデータとして、前記複数の低データ速度のデータ検出器
の出力を組み合わせるコンバイナと、
　既知のチャネル干渉およびノイズの評価と未知のチャネル干渉およびノイズの評価とを
構成し、前記受信された信号から前記複数の低データ速度のデータ検出器のうちの１つの
出力のコントリビューションをキャンセルする干渉キャンセラ装置と、
　該干渉キャンセラ装置の出力から高データ速度のデータを検出する高データ速度のデー
タ検出器と
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項２６】
　前記低データ速度のデータ検出器の出力は、組み合わされる前にタイムアラインメント
されることを特徴とする請求項２５に記載のレシーバ。
【請求項２７】
　高データ速度および低データ速度の送信の両方を復調することができるレシーバであっ
て、該レシーバは、複数のセルまたはセクタからの前記高データ速度および低データ速度
の送信を受信し、前記レシーバは、
　受信される信号として、高データ速度および低データ速度の送信を受信するアンテナと
、
　各々のセルまたはセクタについて、
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　　各々のセルまたはセクタの高データ速度のデータを検出する高データ速度のデータ検
出器と、
　　既知のチャネル干渉およびノイズの評価と未知のチャネル干渉およびノイズの評価と
を構成し、前記受信された信号から前記高データ速度のデータ検出器の出力のコントリビ
ューションをキャンセルする干渉キャンセラ装置と、
　　該干渉キャンセラ装置の出力から低データ速度のデータを検出する低データ速度のデ
ータ検出器と、
　　前記セルまたはセクタについて、複数の前記低データ速度のデータ検出器の出力を組
み合わせ、組み合わされた低データ速度のデータを生成するコンバイナと
　を備えたことを特徴とするレシーバ。
【請求項２８】
　前記低データ速度のデータ検出器の出力は、組み合わされる前にタイムアラインメント
されることを特徴とする請求項２７に記載のレシーバ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図７】

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図８】
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