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(57)【要約】
ＩＦＤＭＡ（インタリーブ型（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ
）ＦＤＭＡ）またはＬＦＤＭＡ（局所型（ｌｏｃａｌｉ
ｚｅｄ）ＦＤＭＡ）を利用するＳＣ－ＦＤＭＡ（単一搬
送波周波数分割多元接続）システムにおいて、送信機が
、様々なタイプのデータ（例えば、トラフィックデータ
、シグナリング、およびパイロット）に関する変調シン
ボルを生成し、少なくとも１つのデータタイプに対して
ＣＤＭ（符号分割多重化）を実行する。例えば、送信機
は、少なくとも１つの別の送信機によっても使用される
周波数サブバンドおよびシンボル周期において送信され
るシグナリングおよび／またはパイロットに対して、Ｃ
ＤＭを適用することができる。所与のデータタイプ（例
えば、シグナリング）にＣＤＭを適用するのに、送信機
は、割り当てられた拡散符号を使用して、そのデータタ
イプのための変調シンボルに対して拡散を実行する。Ｃ
ＤＭは、複数のシンボルにまたがって、複数のサンプル
にまたがって、複数のサンプルと複数のシンボルにまた
がって、周波数サブバンドにまたがってといった具合に
、適用されてもよい。送信機は、拡散の後に、スクラン
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を備える装置：
変調シンボルを生成し、拡散符号を使用してＣＤＭを実行し、前記変調シンボルに関する
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するように動作するプロセッサ；および、
　前記プロセッサに結合されたメモリ。
【請求項２】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、伝送のために少なくとも２つの送信機によって使用される少なくと
も１つのシンボル周期にわたってＣＤＭを実行するように動作する。
【請求項３】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、スクランブル符号を使用してスクランブルを実行するように動作す
る。
【請求項４】
　異なるセクタには、異なるスクランブル符号が割り当てられる請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、複数のシンボルにまたがってＣＤＭを実行するように動作する。
【請求項６】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、変調シンボルのシーケンスをＬ回、繰り返して、変調シンボルのＬ
回繰り返されたシーケンスを、前記拡散符号のＬ個のチップと乗算して、スケーリングさ
れた変調シンボルのＬ個のシーケンスを形成し、スケーリングされた変調シンボルの前記
Ｌ個のシーケンスに関するＬ個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するように動作する、こ
こにおいて、
　Ｌは、前記拡散符号の長さである。
【請求項７】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、各ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルをＬ回、繰り返し、Ｌ回繰り返されたＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルを、前記拡散符号のＬ個のチップと乗算するように動作する、ここ
において、
　Ｌは、前記拡散符号の長さである。
【請求項８】
　前記プロセッサは、複数のサンプルにまたがってＣＤＭを実行するように動作する請求
項１に記載の装置。
【請求項９】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、少なくとも１つの変調シンボルのシーケンスをＬ回、繰り返し、少
なくとも１つの変調シンボルのＬ回繰り返されるシーケンスを、前記拡散符号のＬ個のチ
ップと乗算して、スケーリングされた変調シンボルのＬ個のシーケンスを形成し、前記ス
ケーリングされた変調シンボルのＬ個のシーケンスのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成する
ように動作する、ここにおいて、
　Ｌは、前記拡散符号の長さである。
【請求項１０】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、複数のシンボルと複数のサンプルの両方にまたがってＣＤＭを実行
するように動作する。
【請求項１１】
　請求項１記載の装置、この装置において、
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　前記プロセッサは、変調シンボルをＬ回、繰り返し、前記Ｌ回繰り返された変調シンボ
ルを、前記拡散符号のＬ個のチップと乗算して、Ｌ個のスケーリングされた変調シンボル
を得て、前記Ｌ個のスケーリングされた変調シンボルに関して少なくとも２つのＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルを生成するように動作する、ここにおいて、
　Ｌは、前記拡散符号の長さである。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、複数の周波数サブバンドにまたがってＣＤＭを実行するように動作
する請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つの拡散符号は、いずれの送信機にも割り当てられず、干渉推定のために
予約される請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、少なくとも２つのタイプのデータのための変調シンボルを生成し、
前記少なくとも２つのタイプのデータのうち少なくとも１つのタイプのデータに関してＣ
ＤＭを実行するように動作する。
【請求項１５】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、トラフィックデータおよびシグナリングのための変調シンボルを生
成し、シグナリングに関してＣＤＭを実行するように動作する。
【請求項１６】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、少なくとも２つの異なる持続時間を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
を生成するように動作する。
【請求項１７】
　請求項１記載の装置、この装置において、
前記プロセッサは、トラフィックデータおよびシグナリングのための変調シンボルを生成
し、トラフィックデータのために第１の持続時間を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成
し、シグナリングのために第２の持続時間を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するよ
うに動作し、前記第２の持続時間は、前記第１の持続時間と比べて、より短い、またはよ
り長い。
【請求項１８】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、トラフィックデータおよびパイロットのための変調シンボルを生成
し、トラフィックデータのために第１の持続時間を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成
し、パイロットのために第２の持続時間を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するよう
に動作し、前記第２の持続時間は、前記第１の持続時間と比べて、より短い、またはより
長い。
【請求項１９】
　請求項１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、ＣＤＭなしに送信されるデータのために第１の持続時間を有するＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルを生成し、ＣＤＭを使用して送信されるデータのために第２の持続
時間を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するように動作し、前記第２の持続時間は、
前記第１の持続時間と比べて、より短い、またはより長い。
【請求項２０】
　さらに下記を備える請求項１記載の装置：
　周波数ホッピングパターンに基づいて、異なるタイムスロットにおける伝送のために使
用すべきサブバンドの異なる集合を決定するように動作するコントローラ。
【請求項２１】
　下記を備える方法：
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　変調シンボルを生成すること；
　拡散符号を使用してＣＤＭを実行すること；および、
　前記変調シンボルに関するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成すること。
【請求項２２】
　さらに下記を備える請求項２１に記載の方法：
　スクランブル符号を使用してスクランブルを実行すること。
【請求項２３】
　請求項２１に記載の方法、ここにおいて、
　前記拡散符号を使用してＣＤＭを前記実行することは、下記を備える：
　複数のシンボルにまたがって、複数のサンプルにまたがって、または複数のサンプルと
複数のシンボルの両方にまたがって、前記拡散符号を使用してＣＤＭを実行すること。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の方法、ここにおいて、
　前記拡散符号を使用してＣＤＭを前記実行することは、下記を備える：
　伝送される少なくとも２つのタイプのデータのうち少なくとも１つのタイプのデータに
関して、前記拡散符号を使用してＣＤＭを実行すること。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の方法、ここにおいて、
　前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを前記生成することは、下記を備える：
　伝送される少なくとも２つのタイプのデータのために少なくとも２つの異なる持続時間
を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成すること。
【請求項２６】
　下記を備える装置：
　変調シンボルを生成するための手段；
　拡散符号を使用してＣＤＭを実行するための手段；および、
　前記変調シンボルに関するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するための手段。
【請求項２７】
　さらに下記を備える請求項２６記載の装置：
　スクランブル符号を使用してスクランブルを実行するための手段。
【請求項２８】
　請求項２６記載の装置、この装置において、
　前記拡散符号を使用してＣＤＭを前記実行するための前記手段は、下記を備える：
　複数のシンボルにまたがって、複数のサンプルにまたがって、または複数のサンプルと
複数のシンボルの両方にまたがって、前記拡散符号を使用してＣＤＭを実行するための手
段。
【請求項２９】
　請求項２６に記載の装置、この装置において、
　前記拡散符号を使用してＣＤＭを前記実行するための前記手段は、下記を備える：
　伝送される少なくとも２つのタイプのデータのうち少なくとも１つのタイプのデータに
関して、前記拡散符号を使用してＣＤＭを実行するための手段。
【請求項３０】
　請求項２６に記載の装置、この装置において、
　前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するための前記手段は、下記を備える：
　伝送される少なくとも２つのタイプのデータのために少なくとも２つの異なる持続時間
を有するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成するための手段。
【請求項３１】
　下記を備える装置：
　ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを受信し、前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに対してＳＣ－ＦＤＭ
Ａ復調を実行し、ＣＤＭを使用して伝送されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関して、拡散符
号を使用して逆拡散を実行するように動作するプロセッサ；および、
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　前記プロセッサに結合されたメモリ。
【請求項３２】
　請求項３１記載の装置、この装置において、
　複数の送信機が、伝送のために前記送信機に割り当てられた少なくとも１つのシンボル
周期において、ＣＤＭを使用してＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを伝送する。
【請求項３３】
　請求項３１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、ＣＤＭを使用して伝送される前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関して
、複数のシンボルにまたがって、複数のサンプルにまたがって、または複数のシンボルと
複数のサンプルの両方にまたがって逆拡散を実行するように動作する。
【請求項３４】
　前記プロセッサは、スクランブル符号を使用して逆スクランブルを実行するように動作
する請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　請求項３１記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、いずれの送信機にも割り当てられていない少なくとも１つの拡散符
号に基づいて、干渉推定値を導き出すように動作する。
【請求項３６】
　前記プロセッサは、前記干渉推定値に基づいてデータ検出を実行するように動作する請
求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　請求項３５記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、前記干渉推定値を使用してチャネル推定値を導き出し、前記チャネ
ル推定値および前記干渉推定値に基づいてデータ検出を実行するように動作する。
【請求項３８】
　請求項３１に記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、複数のアンテナに関する逆拡散されたシンボルを取得し、前記複数
のアンテナにわたる前記逆拡散されたシンボルを組み合わせ、前記複数のアンテナにわた
る組み合わせの後に、データ検出を実行するように動作する。
【請求項３９】
　請求項３１に記載の装置、この装置において、
　前記プロセッサは、或るシンボル周期において少なくとも２つの送信機によってＣＤＭ
なしに伝送されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関する受信側空間処理を実行するように動作
する。
【請求項４０】
　さらに下記を備える請求項３１記載の装置：
　周波数ホッピングパターンに基づき、異なるタイムスロットにおける伝送のために使用
されるサブバンドの異なる集合を決定するように動作するコントローラ。
【請求項４１】
　下記を備える方法：
　ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを受信すること；
　前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに対してＳＣ－ＦＤＭＡ復調を実行すること；および、
　ＣＤＭを使用して伝送されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関して、拡散符号を使用して逆
拡散を実行すること。
【請求項４２】
　請求項４１記載の方法、ここにおいて、
　前記拡散符号を使用して逆拡散を前記実行することは、下記を備える：
　ＣＤＭを使用して伝送される前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関して、複数のシンボルに
またがって、複数のサンプルにまたがって、または複数のシンボルと複数のサンプルの両
方にまたがって前記拡散符号を使用して逆拡散を実行すること。
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【請求項４３】
　さらに下記を備える請求項４１記載の方法：
　スクランブル符号を使用して逆スクランブルを実行すること。
【請求項４４】
　さらに下記を備える請求項４１記載の方法：
　いずれの送信機にも割り当てられていない少なくとも１つの拡散符号に基づいて、干渉
推定値を導き出すこと。
【請求項４５】
　下記を備える装置：
　ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを受信するための手段；
　前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに対してＳＣ－ＦＤＭＡ復調を実行するための手段；およ
び、
　ＣＤＭを使用して伝送されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関して、拡散符号を使用して逆
拡散を実行するための手段。
【請求項４６】
　さらに下記を備える請求項４５記載の装置：
　スクランブル符号を使用して逆スクランブルを実行するための手段。
【請求項４７】
　請求項４５に記載の装置、この装置において、
　前記拡散符号を使用して逆拡散を実行するための前記手段は、下記を備える：
　ＣＤＭを使用して伝送される前記ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関して、複数のシンボルに
またがって、複数のサンプルにまたがって、または複数のシンボルと複数のサンプルの両
方にまたがって前記拡散符号を使用して逆拡散を実行するための手段。
【請求項４８】
　いずれの送信機にも割り当てられていない少なくとも１つの拡散符号に基づいて、干渉
推定値を導き出すための手段をさらに含む請求項４５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、通信に関し、より具体的には、無線通信システムにおける伝送技術
に関する。
（米国法典第３５編１１９条の下における優先権の主張）
【０００２】
　本特許出願は、２００５年８月８日に出願した「単一搬送波周波数分割多元接続システ
ムにおける符号分割多重化（ＣＯＤＥ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　ＭＵＬＴＩＰＬＥＸＩＮＧ　
ＩＮ　Ａ　ＳＩＮＧＬＥ－ＣＡＲＲＩＥＲ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　Ｍ
ＵＬＴＩＰＬＥ　ＡＣＣＥＳＳ　ＳＹＳＴＥＭ）」という名称の仮出願第６０／７０６，
６３９号、および２００５年８月２２日に出願した「単一搬送波周波数分割多元接続シス
テムにおける符号分割多重化（ＣＯＤＥ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　ＭＵＬＴＩＰＬＥＸＩＮＧ
　ＩＮ　Ａ　ＳＩＮＧＬＥ－ＣＡＲＲＩＥＲ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　
ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＡＣＣＥＳＳ　ＳＹＳＴＥＭ）」という名称の第６０／７１０，５０
３号、および２００５年８月２２日に出願した「単一搬送波周波数分割多元接続システム
における符号分割多重化（ＣＯＤＥ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　ＭＵＬＴＩＰＬＥＸＩＮＧ　Ｉ
Ｎ　Ａ　ＳＩＮＧＬＥ－ＣＡＲＲＩＥＲ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＤＩＶＩＳＩＯＮ　ＭＵ
ＬＴＩＰＬＥ　ＡＣＣＥＳＳ　ＳＹＳＴＥＭ）」という名称の第６０／７１０，４２８号
の優先権を主張し、以上の出願はすべて、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細
書に組み込まれている。
【背景技術】
【０００３】
　多元アクセスシステムは、順方向リンク上、および逆方向リンク上で複数の端末装置と
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同時に通信することができる。順方向リンク（またはダウンリンク）とは、基地局から端
末装置に至る通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアップリンク）とは、端末装置か
ら基地局に至る通信リンクを指す。複数の端末装置が同時に、逆方向リンク上でデータを
送信し、かつ／または順方向リンク上でデータを受信することができる。これは、しばし
ば、複数のデータ伝送を各リンク上で、時間領域、周波数領域、および／または符号領域
において互いに直交するように多重化することによって達せられる。例えば、異なる端末
装置に関するデータ伝送は、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）システムにおける異なる直交
符号を使用すること、ＴＤＭＡ（時間分割多元接続）システムにおける異なるタイムスロ
ットの中で伝送すること、およびＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）システムまたはＯＦＤ
ＭＡ（直交周波数分割多元接続）システムにおける異なる周波数サブバンド上で伝送する
ことにより、直交させられることが可能である。
【０００４】
　端末装置は、例えば、トラフィックデータ、シグナリング、およびパイロットなどの様
々なタイプのデータを伝送することが可能である。トラフィックデータとは、アプリケー
ションによって送信されるデータ（例えば、音声データまたはパケットデータ）を指し、
シグナリングとは、システム動作をサポートするように送信されるデータ（例えば、制御
データ）を指し、パイロットとは、送信機と受信機がともに先験的（ａ　ｐｒｉｏｒｉ）
に知っているデータを指す。異なるタイプのデータは、異なる要件を有することが可能で
あり、異なる仕方で、例えば、異なるレートで、異なる時間間隔で伝送されることが可能
である。シグナリングおよびパイロットは、オーバヘッドであるので、端末装置が、シグ
ナリングおよびパイロットを可能な限り効率的に伝送することが、望ましい。
【０００５】
　したがって、多元接続システムにおける効率的な伝送技術の必要性が、当技術分野にお
いて存在する。
【特許文献１】米国特許仮出願第６０／７０６，６３９号
【特許文献２】米国特許仮出願第６０／７１０，５０３号
【特許文献３】米国特許仮出願第６０／７１０，４２８号
【発明の開示】
【発明の概要】
【０００６】
　ＳＣ－ＦＤＭＡ（単一搬送波周波数分割多元接続）システムにおいて様々なタイプのデ
ータを効率的に伝送する技術を、本明細書で説明する。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、（１
）ＩＦＤＭＡ（インタリーブされた（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ）ＦＤＭＡ）を利用して、
周波数帯域または全体的なシステム帯域幅にわたって分布する周波数サブバンド上で伝送
する、（２）ＬＦＤＭＡ（局所化された（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）ＦＤＭＡ）を利用して、
隣接するサブバンドグループ上で伝送する、または（３）ＥＦＤＭＡ（拡張ＦＤＭＡ）を
利用して、複数の隣接するサブバンドグループ上でデータおよびパイロットを伝送する。
ＩＦＤＭＡは、分散型ＦＤＭＡとも呼ばれ、ＬＦＤＭＡは、狭帯域ＦＤＭＡ、従来のＦＤ
ＭＡ、およびＦＤＭＡとも呼ばれる。
【０００７】
　或る実施形態において、送信機（例えば、端末装置）が、様々なタイプのデータ（例え
ば、トラフィックデータ、シグナリング、およびパイロット）のための変調シンボルを生
成し、１つまたは複数のデータタイプの上でＣＤＭ（符号分割多重化）を実行する。ＣＤ
Ｍは、トラフィックデータ、シグナリング、パイロット、または以上の任意の組み合わせ
に適用されることが可能である。例えば、送信機は、少なくとも１つの別の送信機によっ
ても使用される周波数サブバンドおよびシンボル周期において送信されるシグナリングお
よび／またはパイロットに対して、ＣＤＭを適用することができる。所与のデータタイプ
（例えば、シグナリング）にＣＤＭを適用するのに、送信機は、割り当てられた拡散符号
（例えば、ウォルシュ符号）を使用して、そのデータタイプのための変調シンボルに対し
て拡散を実行する。ＣＤＭは、下記で説明するとおり、複数のシンボルにまたがって、複
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数のサンプルにまたがって、複数のサンプルと複数のシンボルの両方にまたがって、周波
数サブバンドにまたがってといった具合に、適用されてもよい。また、送信機は、拡散の
後に、スクランブルを実行することもできる。送信機は、トラフィックデータ、シグナリ
ング、およびパイロットのために、同一のシンボル周期、または異なるシンボル周期のＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルを生成し、そのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを受信機に送信する。受信
機は、相補的な処理を実行して、伝送されたデータを復元する。
【０００８】
　本発明の様々な態様および実施形態を、以下でさらに詳細に説明する。
【０００９】
　本発明の特徴および性質は、以下で示される詳細な説明が、同様の参照符号が、全体を
通して対応するように識別する図面と併せて解釈されることで、より明白となろう。
【詳細な説明】
【００１０】
　「例示的な」という語は、本明細書では、「例、実例、または例示の役割をする」を意
味するように使用される。本明細書で「例示的な」と説明される、いずれの実施形態、ま
たはいずれの設計も、他の実施形態、または他の設計よりも好ましい、または有利である
と、必ずしも解釈されるべきではない。
【００１１】
　本明細書で説明される伝送技術は、様々な通信システムのために使用されることが可能
である。例えば、これらの技術は、ＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、またはＥＦＤＭＡを利用す
るＳＣ－ＦＤＭＡシステム、ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重化）を利用するＯＦＤＭＡシ
ステム、他のＦＤＭＡシステム、他のＯＦＤＭベースのシステムなどのために使用される
ことが可能である。変調シンボルは、時間領域においてＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、および
ＥＦＤＭＡを使用し、周波数領域においてＯＦＤＭを使用して送信される。一般に、これ
らの技術は、順方向リンクおよび逆方向リンクのために１つまたは複数の多重化スキーム
を利用するシステムのために使用されることが可能である。例えば、システムは、（１）
順方向リンクと逆方向リンクの両方のためにＳＣ－ＦＤＭＡ（例えば、ＩＦＤＭＡ、ＬＦ
ＤＭＡ、またはＥＦＤＭＡ）を利用すること、（２）一方のリンクのために１つのバージ
ョンのＳＣ－ＦＤＭＡ（例えば、ＬＦＤＭＡ）を利用し、他方のリンクのための別のバー
ジョンのＳＣ－ＦＤＭＡ（例えば、ＩＦＤＭＡ）を利用すること、（３）逆方向リンクの
ためにＳＣ－ＦＤＭＡを利用し、順方向リンクのためにＯＦＤＭＡを利用すること、また
は（４）多重化スキームの何らかの別の組み合わせ利用することができる。ＳＣ－ＦＤＭ
Ａスキーム、ＯＦＤＭＡスキーム、他の何らかの多重化スキーム、または以上の組み合わ
せが、各リンクに関して使用されて、所望されるパフォーマンスが達せられることが可能
である。例えば、ＳＣ－ＦＤＭＡおよびＯＦＤＭＡが、所与のリンクに関して使用されて
、ＳＣ－ＦＤＭＡは、いくつかのサブバンドのために使用され、ＯＦＤＭＡは、他のサブ
バンド上で使用されることが可能である。逆方向リンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを使用して、
より低いＰＡＲＲを実現し、端末装置に関する電力増幅器の要件を緩和することが、望ま
しい可能性がある。順方向リンク上でＯＦＤＭＡを使用して、可能性としてより高いシス
テム容量を実現することが、望ましい可能性がある。
【００１２】
　本明細書で説明される技術は、順方向リンクおよび逆方向リンクのために使用されるこ
とが可能である。また、これらの技術は、（１）所与のセル内、または所与のセクタ内の
すべてのユーザが、時間、周波数、および／または符号に関して直交である直交多元接続
システム、および（２）同一のセル内、または同一のセクタ内の複数のユーザが、同一の
周波数上で同一時刻に同時に送信することができる準直交多元接続システムのために使用
されることも可能である。準直交ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、空間内の様々なポイントに
配置された複数のアンテナを使用して、複数のユーザに関する同時の伝送をサポートする
ＳＤＭＡ（空間分割多元接続）をサポートする。
【００１３】
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　図１は、複数（Ｍ）の送信機１１０ａないし１１０ｍと、受信機１５０とを有するＳＣ
－ＦＤＭＡシステム１００を示す。簡明のため、各送信機１１０は、単一のアンテナ１３
４を備え、受信機１５０は、複数（Ｒ）のアンテナ１５２ａないし１５２ｒを備える。逆
方向リンクに関して、各送信機１１０は、端末装置の一部であることが可能であり、受信
機１５０は、基地局の一部であることが可能である。順方向リンクに関して、各送信機１
１０は、基地局の一部であることが可能であり、受信機１５０は、端末装置の一部である
ことが可能である。基地局は、一般に、固定局であり、ＢＴＳ（ベーストランシーバシス
テム）またはアクセスポイントと呼ばれ、あるいは他の何らかの用語で呼ばれることも可
能である。端末装置は、固定型であっても、移動型であってもよく、無線デバイス、セル
ラー電話機、ＰＤＡ（パーソナルデジタルアシスタント）、無線モデムカードなどである
ことが可能である。
【００１４】
　各送信機１１０において、送信（ＴＸ）データ－パイロットプロセッサ１２０が、トラ
フィックデータおよびシグナリングを符号化し、インタリーブし、シンボルマップして、
データシンボルを生成する。以下の説明のいくつかの部分で、ひとまとめにして「データ
」と呼ばれるトラフィックデータとシグナリングに関して、同一の符号化スキームおよび
変調スキームが使用されても、異なる符号化スキームおよび変調スキームが使用されても
よい。また、プロセッサ１２０は、パイロットシンボルを生成し、データシンボルおよび
パイロットシンボルを多重化することも行う。本明細書で使用される、データシンボルと
は、データのための変調シンボルであり、パイロットシンボルとは、パイロットのための
変調シンボルであり、変調シンボルとは、信号点配置（ｓｉｇｎａｌ　ｃｏｎｓｔｅｌｌ
ａｔｉｏｎ）（例えば、ＰＳＫまたはＱＡＭに関する）における或る点を表す複素数値で
あり、シンボルとは、複素数値である。ＴＸ　ＣＤＭプロセッサ１２２が、ＣＤＭを使用
して伝送されるべき各タイプのデータに関する拡散を実行する。ＳＣ－ＦＤＭＡ変調器１
３０が、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調（例えば、ＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、またはＥＦＤＭＡに関
する）を実行して、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成する。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、Ｉ
ＦＤＭＡシンボルであっても、ＬＦＤＭＡシンボルであっても、ＥＦＤＭＡシンボルであ
ってもよい。データＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、データのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
であり、パイロットＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、パイロットのためのＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルである。ＴＭＴＲ（送信機装置）１３２が、それらのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを処理
して（例えば、アナログへの変換、増幅、フィルタリング、および周波数アップコンバー
ジョンを行い）、ＲＦ（無線周波数）変調信号を生成し、この信号が、アンテナ１３４を
介して伝送される。
【００１５】
　受信機１５０において、Ｒ個のアンテナ１５２ａないし１５２ｒが、送信機１１０ａな
いし１１０ｍからＲＦ変調信号を受信し、各アンテナは、受信された信号を、関連するＲ
ＣＶＲ（受信器ユニット）１５４に供給する。各受信器ユニット１５４は、受信された信
号を調整して（例えば、フィルタリング、増幅、周波数ダウンコンバージョン、およびデ
ジタル化を行い）、入力サンプルを、関連するＤｅｍｕｘ（逆多重化装置（ｄｅｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｅｒ））１５６に供給する。各逆多重化装置１５６は、ＣＤＭを使用して送信
されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関する入力サンプルをＳＣ－ＦＤＭＡ　Ｄｅｍｏｄ（復
調器）１６０に供給し、ＣＤＭを使用しないで送信されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関す
る入力サンプルをＲＸ空間プロセッサ１７０に供給する。ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１６０は
、入力サンプルに対してＳＣ－ＦＤＭＡ復調を実行し、受信されたシンボルを提供する。
ＲＸ　ＣＤＭプロセッサ１６２が、相補的な逆拡散を実行して、検出されたデータシンボ
ルを提供する。ＲＸデータプロセッサ１６４が、それらの検出されたデータシンボルを処
理して、ＣＤＭを使用して送信されたデータを復元する。
【００１６】
　ＲＸ空間プロセッサ１７０が、複数の送信機によって使用される各サブバンドに関する
受信側の空間処理を実行し、それらの送信機によって送信されたデータシンボルを分離す
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る。また、ＲＸ空間プロセッサ１７０は、各送信機に関する検出されたＳＣ－ＦＤＭＡシ
ンボルの逆多重化も行う。ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１７２が、各送信機に関する検出された
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの上でＳＣ－ＦＤＭＡ復調を実行して、その送信機に関するデー
タシンボル推定値を提供し、これらの推定値は、その送信機によって送信されたデータシ
ンボルの推定値である。ＲＸデータプロセッサ１７４が、各送信機に関するデータシンボ
ル推定値に対してシンボル逆マップ（ｄｅｍａｐ）、逆インタリーブ、および復号化を行
い、その送信機に関する復号化されたデータを提供する。一般に、受信機１５０による処
理は、送信機１１０ａないし１１０ｍによる処理に対して相補的である。
【００１７】
　コントローラ１４０ａないし１４０ｍ、およびコントローラ１８０が、それぞれ、送信
機１１０ａないし１１０ｍ、および受信機１５０における様々な処理ユニットの動作を指
令する。メモリ１４２ａないし１４２ｍ、およびメモリ１８２が、それぞれ、送信機１１
０ａないし１１０ｍ、および受信機１５０のためにプログラムコードおよびデータを格納
する。
【００１８】
　システム１００は、伝送のためにＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、またはＥＦＤＭＡを利用す
ることができる。ＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、およびＥＦＤＭＡに関するサブバンド構造お
よびシンボル生成については、以下で説明する。
【００１９】
　図２Ａは、ＩＦＤＭＡに関する例示的なサブバンド構造２００を示す。ＢＷ　ＭＨｚの
全体的なシステム帯域幅が、１からＫまでのインデックス（ｉｎｄｉｃｅｓ）が与えられ
た複数（Ｋ個）の直交サブバンドに分割され、ただし、Ｋは、任意の整数値である。隣接
するサブバンド間の間隔は、ＢＷ／Ｋ　ＭＨｚである。例えば、以下の説明は、合計Ｋ個
すべてのサブバンドが、伝送のために使用可能であるものと想定する。サブバンド構造２
００の場合、Ｋ個のサブバンドは、Ｓ個の互いに素な（ｄｉｓｊｏｉｎｔ）、つまり、重
なり合わないインタレースになるように配置される。Ｓ個のインタレースは、Ｋ個のサブ
バンドのそれぞれが、１つ限りのインタレースに属するという点で、互いに素である。或
る実施形態では、各インタレースは、合計Ｋ個のサブバンドにわたって一様に分布するＮ
個のサブバンドを含み、各インタレースにおける連続するサブバンドは、Ｓ個のサブバン
ドによって離隔され、インタレースｕが、第１のサブバンドとしてサブバンドｕを含み、
ただし、Ｋ＝Ｓ・Ｎであり、かつ、ｕ∈｛１，．．．，Ｓ｝である。一般に、サブバンド
構造は、任意の数のインタレースを含むことが可能であり、各インタレースは、任意の数
のサブバンドを含むことが可能であり、これらのインタレースは、同一の数のサブバンド
を含んでも、異なる数のサブバンドを含んでもよい。さらに、Ｎは、Ｋの整除数（ｉｎｔ
ｅｇｅｒ　ｄｉｖｉｓｏｒ）であっても、そうでなくてもよく、Ｎ個のサブバンドは、合
計Ｋ個のサブバンドにわたって一様に分布していても、そうでなくてもよい。
【００２０】
　図２Ｂは、ＬＦＤＭＡに関する例示的なサブバンド構造２１０を示す。サブバンド構造
２１０の場合、合計Ｋ個のサブバンドが、Ｓ個の重なり合わないグループになるように配
置される。或る実施形態では、各グループは、互いに隣接するＮ個のサブバンドを含み、
グループｖは、サブバンド（ｖ－１）・Ｎ＋１ないしｖ・Ｎを含み、ただし、ｖは、グル
ープ・インデックスであり、かつ、ｖ∈｛１，．．．，Ｓ｝である。サブバンド構造２１
０に関するＮおよびＳは、サブバンド構造２００に関するＮおよびＳと同一であっても、
異なっていてもよい。一般に、サブバンド構造は、任意の数のグループを含むことが可能
であり、各グループは、任意の数のサブバンドを含むことが可能であり、これらのグルー
プは、同一の数のサブバンドを含んでも、異なる数のサブバンドを含んでもよい。
【００２１】
　図２Ｃは、ＥＦＤＭＡに関する例示的なサブバンド構造２２０を示す。サブバンド構造
２２０に関して、合計Ｋ個のサブバンドが、Ｓ個の重なり合わない集合になるように配置
され、各集合は、Ｇ個のサブバンドグループを含む。或る実施形態では、合計Ｋ個のサブ
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バンドは、以下のとおり、Ｓ個の集合に配分される。合計Ｋ個のサブバンドはまず、複数
の周波数範囲に分割され、各周波数範囲は、Ｋ′＝Ｋ／Ｇ個の連続するサブバンドを含む
。各周波数範囲は、Ｓ個のグループにさらに分割され、各グループは、Ｖ個の連続するサ
ブバンドを含む。各周波数範囲に関して、最初のＶ個のサブバンドは、集合１に割り振ら
れ、次のＶ個のサブバンドは、集合２に割り振られるといった具合であり、最後のＶ個の
サブバンドは、集合Ｓに割り振られる。ｓ＝１，．．．，Ｓに関して、集合ｓは、以下の
式、（ｓ－１）・Ｖ≦ｋ mod （Ｋ／Ｇ）＜ｓ・Ｖを満たすインデックスｋを有するサブ
バンドを含む。各集合は、Ｖ個の連続するサブバンドのＧ個のグループを含み、つまり、
合計Ｎ＝Ｇ・Ｖ個のサブバンドを含む。一般に、サブバンド構造は、任意の数の集合を含
むことが可能であり、各集合は、任意の数のグループ、および任意の数のサブバンドを含
むことが可能であり、これらの集合は、同一の数のサブバンドを含んでも、異なる数のサ
ブバンドを含んでもよい。各集合に関して、グループは、同一の数のサブバンドを含んで
も、異なる数のサブバンドを含んでもよく、システム帯域幅にわたって一様に分布してい
ても、非均一な分布をしていてもよい。
【００２２】
　また、ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、ＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、および／またはＥＦＤＭ
Ａの組み合わせを利用することも可能である。例えば、複数のインタレースが、各サブバ
ンドグループに関して形成されることが可能であり、各インタレースが、伝送のために１
名または複数名のユーザに割り当てられることが可能である。別の例として、複数のサブ
バンドグループが、各インタレースに関して形成されることが可能であり、各サブバンド
グループが、伝送のために１名または複数名のユーザに割り当てられることが可能である
。ＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、ＥＦＤＭＡ、ならびに上記の変種および組み合わせは、ＳＣ
－ＦＤＭＡの異なるバージョンと考えられることが可能である。一般に、本明細書で説明
される技術は、任意の数のサブバンド集合を有して、各サブバンド集合が、任意の仕方で
配置されることが可能な任意の数のサブバンドを含むことが可能な、任意のサブバンド構
造に関して使用されることが可能である。各サブバンド集合に関して、（１）サブバンド
は、システム帯域幅にわたって個々に、一様に、または非均一に分布することが可能であ
り、（２）サブバンドは、１つのグループの中で互いに隣接することが可能であり、ある
いは（３）サブバンドは、各グループが、システム帯域幅のどこにでも配置されることが
可能であり、１つまたは複数のサブバンドを含むことが可能な、複数のグループ内に分散
されるが可能である。
【００２３】
　図３Ａは、１つのインタレースに関するＩＦＤＭＡシンボル、１つのサブバンドグルー
プに関するＬＦＤＭＡシンボル、または１つのサブバンド集合に関するＥＦＤＭＡシンボ
ルの生成を示す。インタレース上、サブバンドグループ上、またはサブバンド集合上の１
つのシンボル周期の中で伝送されるべきＮ個の変調シンボルの当初のシーケンスが、｛ｄ

１，ｄ２，ｄ３，．．．，ｄＮ｝と表される（ブロック３１０）。この当初のシーケンス
が、ＮポイントのＤＦＴ（離散フーリエ変換）を使用して周波数領域に変換されて、Ｎ個
の周波数領域値が得られる（ブロック３１２）。これらＮ個の周波数領域値が、伝送のた
めに使用されるＮ個のサブバンド上にマップされ、Ｋ－Ｎ個の０値が、残りのＫ－Ｎ個の
サブバンド上にマップされて、Ｋ個の値のシーケンスが生成される（ブロック３１４）。
伝送のために使用されるＮ個のサブバンドは、ＬＦＤＭＡに関する隣接するサブバンドの
１つのグループの中に入っており（図３Ａに示されるとおり）、ＩＦＤＭＡに関する合計
Ｋ個のサブバンドにわたって分布するサブバンドを有する１つのインタレースの中に入っ
ており（図３Ａに示さず）、ＥＦＤＭＡに関するサブバンドの複数のグループの１つの集
合である（やはり図３Ａに示さず）。次に、Ｋ個の値のシーケンスが、ＫポイントのＩＤ
ＦＴ（逆離散フーリエ変換）を使用して時間領域に変換されて、Ｋ個の時間領域出力サン
プルのシーケンスが得られる（ブロック３１６）。
【００２４】
　このシーケンスの最後のＣ個の出力サンプルが、このシーケンスの先頭にコピーされて
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、Ｋ＋Ｃ個の出力サンプルを含むＩＦＤＭＡシンボル、ＬＦＤＭＡシンボル、またはＥＦ
ＤＭＡシンボルが形成される（ブロック３１８）。このＣ個のコピーされた出力サンプル
は、しばしば、巡回プレフィックス（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）またはガード区間と
呼ばれ、Ｃは、巡回プレフィックスの長さである。巡回プレフィックスは、システム帯域
幅にわたって変化する周波数応答である周波数選択性フェージングによって生じるＩＳＩ
（シンボル間干渉）に対応するのに使用される。
【００２５】
　図３Ｂは、Ｎが、Ｋの整除数であり、Ｎ個のサブバンドが、合計Ｋ個のサブバンドにわ
たって一様に分布する場合における、１つのインタレースのためのＩＦＤＭＡシンボルの
生成を示す。インタレースｕの中のＮ個のサブバンド上の１つのシンボル周期の中で伝送
されるべきＮ個の変調シンボルの当初のシーケンスが、｛ｄ１，ｄ２，ｄ３，．．．，ｄ

Ｎ｝と表される（ブロック３５０）。この当初のシーケンスが、Ｓ回、繰り返されて、Ｋ
個の変調シンボルの拡張されたシーケンスが得られる（ブロック３５２）。Ｎ個の変調シ
ンボルは、時間領域において送信され、周波数領域においてＮ個のサブバンドをひとまと
まりとして占有する。この当初のシーケンスのＳ個のコピーにより、Ｎ個の占有されるサ
ブバンドが、Ｓ個のサブバンドによって離隔されるという結果を生じ、ゼロ電力（ｚｅｒ
ｏ　ｐｏｗｅｒ）のＳ－１個のサブバンドが、隣接する占有されたサブバンドを分離する
。この拡張されたシーケンスは、図２Ａにおけるインタレース１を占有する櫛状の（ｃｏ
ｍｂ－ｌｉｋｅ）周波数スペクトルを有する。
【００２６】
　拡張されたシーケンスには、位相勾配（ｐｈａｓｅ　ｒａｍｐ）が乗算されて、Ｋ個の
出力サンプルの周波数変換されたシーケンスが得られる（ブロック３５４）。周波数変換
されたシーケンスの各出力サンプルは、以下のとおり生成されることが可能である。すな
わち、
【数１】

【００２７】
ただし、ｄｎは、拡張されたシーケンスにおける第ｎ番の変調シンボルであり、ｘｎは、
周波数変換されたシーケンスにおける第ｎ番の出力サンプルであり、ｕは、インタレース
の中の最初のサブバンドのインデックスである。時間領域における位相勾配ｅ－ｊ２π・

（ｎ－１）・（ｕ－１）／Ｋとの乗算は、周波数領域においてインタレースｕを占有する
周波数変換されたシーケンスを結果として生じる。この周波数変換されたシーケンスの最
後のＣ個の出力サンプルが、この周波数変換されたシーケンスの先頭にコピーされて、Ｋ
＋Ｃ個の出力サンプルを含むＩＦＤＭＡシンボルが形成される（ブロック３５６）。
【００２８】
　図３Ａに示される処理を使用して、ＮおよびＫの任意の値に関するＩＦＤＭＡシンボル
、ＬＦＤＭＡシンボル、およびＥＦＤＭＡシンボルが生成されることが可能である。図３
Ｂに示される処理は、Ｎが、Ｋの整除数であり、Ｎ個のサブバンドが、合計Ｋ個のサブバ
ンドにわたって一様に分布する場合において、ＩＦＤＭＡシンボルを生成するのに使用さ
れることが可能である。図３ＢにおけるＩＦＤＭＡシンボル生成は、ＤＦＴまたはＩＤＦ
Ｔを必要とせず、このため、可能な場合にはいつでも使用されることが可能である。また
、ＩＦＤＭＡシンボル、ＬＦＤＭＡシンボル、およびＥＦＤＭＡシンボルは、他の仕方で
生成されることも可能である。
【００２９】
　（ＩＦＤＭＡシンボル、ＬＦＤＭＡシンボル、またはＥＦＤＭＡシンボルであることが
可能な）ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルのＫ＋Ｃ個の出力サンプルが、Ｋ＋Ｃ個のサンプル周期
において伝送され、各サンプル周期につき１つの出力サンプルが伝送される。ＳＣ－ＦＤ
ＭＡシンボル周期（または、単に、シンボル周期）は、１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの
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持続時間であり、Ｋ＋Ｃ個のサンプル周期に相当する。サンプル周期は、チップ周期とも
呼ばれる。
【００３０】
　本明細書で一般的に使用されるサブバンド集合とは、ＩＦＤＭＡに関するインタレース
、ＬＦＤＭＡに関するサブバンドグループ、またはＥＦＤＭＡに関する複数のサブバンド
グループの集合であることが可能な、サブバンドの集合である。逆方向リンクに関して、
Ｓ名のユーザが、Ｓ個のサブバンド集合（例えば、Ｓ個のインタレース、またはＳ個のサ
ブバンドグループ）上で、互いに干渉することなしに基地局に同時に伝送することができ
る。順方向リンクに関して、基地局は、Ｓ個のサブバンド集合上で、干渉なしにＳ名のユ
ーザに伝送することができる。
【００３１】
　図４は、順方向リンクおよび／または逆方向リンクのために使用されることが可能なＦ
Ｈ（周波数ホッピング）スキーム４００を示す。周波数ホッピングは、周波数ダイバーシ
チおよび干渉のランダム化を提供することができる。周波数ホッピングでは、ユーザには
、各タイムスロットにおいて、もし使用するとすれば、いずれのサブバンド集合を使用す
べきかを示すホップパターンに関連付けられたトラフィックチャネルが、割り当てられる
ことが可能である。ホップパターンは、ＦＨパターンまたはＦＨシーケンスとも呼ばれ、
タイムスロットは、ホップ周期とも呼ばれる。タイムスロットは、所与のサブバンド集合
に費やされる時間の量であり、通常、複数のシンボル周期にわたる。ホップパターンは、
異なるタイムスロットにおける異なるサブバンド集合を擬似ランダムに選択することがで
きる。
【００３２】
　或る実施形態では、各リンクに関して１つのチャネル集合が定義される。各チャネル集
合は、いずれの２つのトラフィックチャネルも、任意の所与のタイムスロットにおける同
一のサブバンド集合にマップされることがないように、互いに直交であるＳ個のトラフィ
ックチャネルを含む。これにより、同一のチャネル集合におけるトラフィックチャネルに
割り当てられたユーザ間のセル／セクタ内の干渉が回避される。各トラフィックチャネル
は、そのトラフィックチャネルに関するホップパターンに基づき、時間－周波数ブロック
の特定のシーケンスにマップされる。時間－周波数ブロックは、特定のタイムスロットに
おけるサブバンドの特定の集合である。この実施形態の場合、最大でＳ名までのユーザに
、Ｓ個のトラフィックチャネルが割り当てられることが可能であり、互いに直交である。
また、複数のユーザに、同一のトラフィックチャネルが割り当てられることも可能であり
、これらの重なり合うユーザは、時間－周波数ブロックの同一のシーケンスを共有する。
【００３３】
　別の実施形態では、複数のチャネル集合が、各リンクに関して定義されることが可能で
ある。各チャネル集合は、Ｓ個の直交トラフィックチャネルを含む。各チャネル集合にお
けるＳ個のトラフィックチャネルは、残りのチャネル集合の各々におけるＳ個のトラフィ
ックチャネルに対して擬似ランダムであることが可能である。これにより、異なるチャネ
ル集合におけるトラフィックチャネルが割り当てられたユーザ間の干渉がランダム化され
る。
【００３４】
　図４は、時間－周波数ブロックのシーケンスに対するトラフィックチャネル１の例示的
なマッピングを示す。トラフィックチャネル２ないしＳは、トラフィックチャネル１の時
間－周波数ブロックのシーケンスの垂直にシフトされた（ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ　ｓｈｉ
ｆｔｅｄ）バージョンおよび回転されてシフトされた（ｃｉｒｃｕｌａｒｌｙ　ｓｈｉｆ
ｔｅｄ）バージョンにマップされることが可能である。例えば、トラフィックチャネル２
は、タイムスロット１におけるサブバンド集合２、タイムスロット２におけるサブバンド
集合５などにマップされることが可能である。
【００３５】
　一般に、複数のユーザが、決定論的に（例えば、同一のトラフィックチャネルを共有す
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ることにより）、擬似ランダムに（例えば、２つの擬似ランダムなトラフィックチャネル
を使用することにより）、またはこの両方の組み合わせで重なり合うことが可能である。
【００３６】
　準直交ＳＣ－ＦＤＭＡでは、複数の送信機が、所与の時間－周波数ブロック上で伝送す
ることが可能である。これらの送信機に関するトラフィックデータ、シグナリング、およ
び／またはパイロットは、ＣＤＭ、ＴＤＭ（時間分割多重化）、ＩＦＤＭ（周波数分割多
重化）、ＬＦＤＭ（局所型周波数分割多重化）、および／または他の何らかの多重化スキ
ームを使用して多重化されることが可能である。
【００３７】
　図５は、ＣＤＭが、複数のシンボルにわたって適用された伝送スキーム５００を示す。
複数（Ｑ個）の送信機が、同一の時間－周波数ブロックにマップされ、異なるＱ個の拡散
符号を割り当てられる。拡散符号は、ウォルシュ符号、ＯＶＳＦ符号、直交符号、擬似ラ
ンダム符号などであることが可能である。各拡散符号は、｛ｃ１，ｃ２，．．．，ｃＬ｝
と表されるＬ個のチップのシーケンスであり、ただし、Ｌ≧Ｑである。ＣＤＭは、（１）
ＳＣ－ＦＤＭＡ変調に先立って変調シンボルに、または（２）ＳＣ－ＦＤＭＡ変調後にＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルに適用されることが可能である。ＳＣ－ＦＤＭＡ変調に先立つＣＤ
Ｍの場合、変調シンボルのシーケンス｛ｄｔ，１，ｄｔ，２，．．．，ｄｔ，Ｎ｝が、Ｌ
回、繰り返され、そのＬ回繰り返されたシーケンスは、割り当てられた拡散符号のＬ個の
チップと乗算されて、スケーリングされた（ｓｃａｌｅｄ）変調シンボルのＬ個のシーケ
ンスが生成される。次に、スケーリングされた変調シンボルの各シーケンスに関してＳＣ
－ＦＤＭＡシンボルが、生成され、１つのシンボル周期において伝送される。ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ変調後のＣＤＭの場合、Ｋ＋Ｃ個の出力サンプルを含むＳＣ－ＦＤＭＡシンボルＸｔ

が、Ｌ回、繰り返され、そのＬ回繰り返されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、拡散符号のＬ
個のチップと乗算されて、スケーリングされたＬ個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルＸｔ・ｃ１

ないしＸｔ・ｃＬが生成され、これらのシンボルが、Ｌ個のシンボル周期において伝送さ
れる。
【００３８】
　図５に示される例の場合、最初のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルＸ１が、Ｌ個のチップｃ１な
いしｃＬと乗算されて、シンボル周期１ないしＬにおいて伝送され、次のＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボルＸ２が、Ｌ個のチップｃ１ないしｃＬと乗算されて、シンボル周期Ｌ＋１ないし
２Ｌにおいて伝送されるといった具合である。各ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルＸｔは、トラフ
ィックデータのため、シグナリングのため、パイロットのため、またはこれらの組み合わ
せのためであることが可能である。
【００３９】
　複数のシンボル周期にまたがるＣＤＭの場合、無線チャネルは、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ルを伝送するのに使用されるＬ個のシンボル周期にわたって静的であるものと想定される
。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルＸｔを復元するのに、受信機は、そのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
に関して受信されスケーリングされたＬ個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに、割り当てられた
拡散符号のＬ個のチップを乗算する。次に、受信機は、結果として生じるＬ個のＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルを累算して、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルＸｔに関する受信されたＳＣ－ＦＤ
ＭＡシンボルを得る。
【００４０】
　図６は、２チップ拡散符号を使用する２つの送信機に関する伝送を示す。図６に示され
る例の場合、各送信機は、シンボル周期１および２においてシグナリングを送信し、次に
、シンボル周期３ないしｔ－１においてトラフィックデータを伝送し、次に、シンボル周
期ｔおよびｔ＋１においてパイロットを伝送し、次に、シンボル周期ｔ＋２ないしＴにお
いてトラフィックデータを伝送する。各送信機は、例えば、図３Ａまたは図３Ｂに示され
るとおり、通常の仕方でＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成する。送信機１は、｛＋１，＋１
｝という拡散符号を割り当てられ、シグナリングのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに＋１
および＋１を乗算して、スケーリングされた２つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成し、こ
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れらのスケーリングされた２つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルをシンボル周期１および２にお
いて伝送する。また、送信機１は、パイロットのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにも＋１
および＋１を乗算して、スケーリングされた２つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成し、こ
れらのスケーリングされた２つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルをシンボル周期ｔおよびｔ＋１
において伝送する。送信機２は、｛＋１，－１｝という拡散符号を割り当てられ、シグナ
リングのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに＋１および－１を乗算して、スケーリングされ
た２つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成し、これらのスケーリングされた２つのＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルをシンボル周期１および２において伝送する。また、送信機２は、パイロ
ットのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにも＋１および－１を乗算して、スケーリングされ
た２つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成し、これらのスケーリングされた２つのＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルをシンボル周期ｔおよびｔ＋１において伝送する。図６に示される例の場
合、送信機１および２は、ＣＤＭなしにトラフィックデータのためのＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルを伝送する。
【００４１】
　図６は、１つの時間－周波数ブロックにおけるトラフィックデータ、シグナリング、お
よびパイロットの伝送を示す。一般に、任意のタイプのデータが、所与の時間－周波数ブ
ロックにおいて伝送されることが可能である。例えば、トラフィックデータおよびパイロ
ットが、送信機に割り当てられた各時間－周波数ブロックにおいて伝送されることが可能
であり、シグナリングが、必要に応じて、例えば、ｊ番目ごとの時間－周波数ブロックに
おいて周期的に伝送されることが可能であり、ただし、ｊは、任意の整数値であることが
可能である。
【００４２】
　図７は、ＣＤＭが複数のサンプルにわたって適用された伝送スキーム７００を示す。Ｄ
個の変調シンボルが、１つのシンボル周期におけるＮ個のサブバンドの１つの集合上で送
信されることが可能であり、ただし、Ｄ≧１であり、Ｄは、Ｎの整除数であっても、そう
でなくてもよい。各変調シンボルは、トラフィックデータのため、シグナリングのため、
またはパイロットのためであることが可能である。各変調シンボルは、Ｌ回、繰り返され
、そのＬ回繰り返されたシンボルが、割り当てられた拡散符号のＬ個のチップと乗算され
て、スケーリングされたＬ個の変調シンボルが生成される。簡明のため、図７は、１つの
シンボル周期における１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの伝送を示し、Ｄは、Ｎの整除数で
あり、つまり、Ｄ＝Ｎ／Ｌである。第１の変調シンボルｄ１に、Ｌ個のチップｃ１ないし
ｃＬが乗算されて、スケーリングされたＬ個の変調シンボルｓ１＝ｄ１・ｃ１ないしｓＬ

＝ｄ１・ｃＬが得られ、次の変調シンボルｄ２に、Ｌ個のチップｃ１ないしｃＬが乗算さ
れて、Ｌ個の変調シンボルｓＬ＋１＝ｄ２・ｃ１ないしｓ２Ｌ＝ｄ２・ｃＬが得られ、以
下同様であり、最後の変調シンボルｄＮ／Ｌに、Ｌ個のチップｃ１ないしｃＬが乗算され
て、スケーリングされたＬ個の変調シンボルｓＮ－Ｌ＋１＝ｄＮ／Ｌ・ｃ１ないしｓＮ＝
ｄＮ／Ｌ・ｃＬが得られる。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、スケーリングされたＮ個の変調
シンボルｓ１ないしｓＮに基づいて生成されることが可能である。Ｌ＝Ｎである場合、１
つの変調シンボルが、或るシンボル周期におけるＮ個すべてのサンプルにわたって送信さ
れる。
【００４３】
　所与の変調シンボルｄｎを復元するのに、受信機は、その変調シンボルに関して受信さ
れスケーリングされたＬ個の変調シンボルに、割り当てられた拡散符号のＬ個のチップを
乗算する。次に、受信機は、もたらされるＬ個のシンボルを累算して、変調シンボルｄｎ

に関する受信された変調シンボルを得る。
【００４４】
　図８は、ＣＤＭが、複数のサンプルと複数のシンボルにわたって適用された伝送スキー
ム８００を示す。変調シンボルｄが、複数のシンボル周期におけるＮ個のサブバンドの１
つの集合上で送信されることが可能である。変調シンボルは、Ｌ回、繰り返され、割り当
てられた拡散符号のＬ個すべてのチップが乗算されて、スケーリングされたＬ個の変調シ
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ンボルが生成される。簡明のため、図８は、Ｌが、Ｎの整数の倍数であり、変調シンボル
が、Ｌ／Ｎ個のシンボル周期において送信される場合を示す。変調シンボルｄに、割り当
てられた拡散符号の最初のＮ個のチップｃ１ないしｃＮが乗算されて、最初のＳＣ－ＦＤ
ＭＡシンボルに関するスケーリングされたＮ個の変調シンボルｓ１＝ｄ・ｃ１ないしｓＮ

＝ｄ・ｃＮが得られ、次のＮ個のチップｃＮ＋１ないしｃ２Ｎが乗算されて、２番目のＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルに関するスケーリングされたＮ個の変調シンボルｓＮ＋１＝ｄ・ｃ

Ｎ＋１ないしｓ２Ｎ＝ｄ・ｃ２Ｎが得られ、以下同様であり、最後のＮ個のチップｃＬ－

Ｎ＋１ないしｃＬが乗算されて、最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関するスケーリングさ
れたＮ個の変調シンボルｓＬ－Ｎ＋１＝ｄ・ｃＬ－Ｎ＋１ないしｓＬ＝ｄ・ｃＬが得られ
る。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、スケーリングされたＮ個の変調シンボルの各シーケンス
に関して生成されることが可能である。
【００４５】
　複数のシンボルと複数のサンプルにわたって送信された変調シンボルｄを復元するのに
、受信機は、その変調シンボルに関して受信されスケーリングされたＬ個の変調シンボル
に、割り当てられた拡散符号のＬ個のチップを乗算する。次に、受信機は、結果として生
じるＬ個のシンボルを累算して、変調シンボルｄに関する受信された変調シンボルを得る
。
【００４６】
　図５ないし図８は、時間領域においてＣＤＭを適用するための様々なスキームを示す。
時間領域においてＣＤＭを適用するための他のスキームが、実施されることも可能であり
、これは、本発明の範囲内に含まれる。例えば、ＣＤＭが、或るＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
の一部分だけにおける複数のサンプル、例えば、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの最初のＬ個の
サンプルにわたって適用されることが可能である。別の例として、ＣＤＭが、いくつかの
サンプル・インデックスに関する複数のシンボルにわたって適用され、他のサンプル・イ
ンデックスに関して適用されないことが可能である。さらに別の例として、ＣＤＭは、複
数の変調シンボルに適用されることが可能であり、各変調シンボルは、複数のサンプルと
複数のシンボルの両方にわたって送信されることが可能である。
【００４７】
　また、ＣＤＭは、周波数領域において複数のサブバンドにわたって適用されることも可
能である。Ｄ個の変調シンボルが、１つのシンボル周期におけるＮ個のサブバンドの１つ
の集合上で送信されることが可能であり、ただし、Ｄ≧１であり、Ｄは、Ｎの整除数であ
っても、そうでなくてもよい。ＤポイントのＤＦＴが、Ｄ個の変調シンボルに対して実行
されて、Ｄ個の周波数領域値が得られることが可能である。次に、各周波数領域値が、Ｌ
回、繰り返されて、そのＬ回繰り返された値に、割り当てられた拡散符号のＬ個のチップ
が乗算されて、スケーリングされたＬ個の値が生成される。スケーリングされた合計Ｎ個
の値が、Ｄ個の周波数領域値に関して得られて、伝送のために使用されるＮ個のサブバン
ド上にマップされる。０値が、残りのサブバンド上にマップされる。次に、Ｋポイントの
ＩＤＦＴが、スケーリングされたＫ個の値、および０値に対して実行されて、Ｋ個の時間
領域出力サンプルが生成される。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、そのＫ個の出力サンプルに
巡回プレフィックスを付加することによって形成される。複数のサブバンドにまたがるＣ
ＤＭは、図７に示される複数のサンプルにまたがるＣＤＭと同様であるが、垂直軸は、（
サンプル周期の代わりに）サブバンドを表し、ｄ１ないしｄＮ／Ｌは、（変調シンボルの
代わりに）Ｄ個の周波数領域値を表す。
【００４８】
　複数のサブバンドにまたがるＣＤＭの場合、無線チャネルは、Ｌチップの拡散符号が適
用されるサブバンドであり、周波数領域値を伝送するのに使用されるＬ個のサブバンドに
わたって静的であるものと想定される。Ｄ個の変調シンボルを復元するのに、受信機は、
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関するＫ＋Ｃ個の入力サンプルを取得し、巡回プレフィックス
を除去し、Ｋ個の入力サンプルに対してＫポイントのＤＦＴを実行して、Ｋ個の受信され
た値を取得し、伝送のために使用されたＮ個のサブバンドに関する受信されたＮ個の値を
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保持する。次に、受信機は、伝送された各周波数領域値に関する受信されたＬ個の値に、
拡散符号のＬ個のチップを乗算して、結果として生じるＬ個の値を累算して、伝送された
周波数領域値に関する受信された周波数領域値を得る。次に、受信機は、受信されたＤ個
の周波数領域値に対してＤポイントのＩＤＦＴを実行して、受信されたＤ個の変調シンボ
ルを得る。
【００４９】
　一般に、ＣＤＭは、時間領域において（例えば、図５ないし図８に示されるとおり）、
または周波数領域において適用されることが可能である。時間領域においてＣＤＭを適用
することは、周波数領域においてＣＤＭを適用することと比べて、より低いＰＡＲＲ（ピ
ーク対平均電力比）をもたらす可能性がある。
【００５０】
　送信機は、スケーリングされた変調シンボルおよび／またはスケーリングされていない
変調シンボルに対してスクランブルを実行することができる。各送信機には、他の送信機
に割り当てられたスクランブル符号に対して擬似ランダムであるスクランブル符号が割り
当てられることが可能である。送信機ｍは、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調に先立って、（スケーリ
ングされた、またはスケーリングされていない）各変調シンボルに、割り当てられたスク
ランブル符号Ｓｍのチップを乗算することができる。このスクランブルは、同一の時間－
周波数ブロック上で伝送している他の送信機に対して、送信機ｍによってもたらされる干
渉をランダム化する。また、スクランブルは、受信機が、下記で説明するとおり、（例え
ば、異なるセクタが、異なるスクランブル符号を使用し、或るセクタ内のすべての送信機
が、同一のスクランブル符号を使用する場合）割り当てられていない拡散符号に基づき、
他のセルからの干渉を推定することも可能にする。スクランブルは、すべてのタイプのデ
ータ、いくつかのタイプのデータ、ＣＤＭを使用して送信されたデータなどに対して実行
されることが可能である。
【００５１】
　前述の説明において、異なるタイプのデータのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、同一
の持続時間を有し、各ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、Ｋ＋Ｃ個のサンプル周期において伝送
される。異なる持続時間のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが、異なるタイプのデータのために生
成されてもよい。
【００５２】
　図９は、異なるタイプのデータに関して異なるシンボル持続時間を使用する伝送スキー
ム９００を示す。伝送スキーム９００に関して、トラフィックデータのためのＳＣ－ＦＤ
ＭＡシンボルは、ＮＴ個のサンプル周期において伝送されるＮＴ個の出力サンプルによっ
て構成され、シグナリングのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、ＮＳ個のサンプル周期に
おいて伝送されるＮＳ個の出力サンプルによって構成され、パイロットのためのＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルは、ＮＰ個のサンプル周期において伝送されるＮＰ個の出力サンプルによ
って構成され、ただし、ＮＴ、ＮＳ、およびＮＰはそれぞれ、任意の整数値であることが
可能である。例えば、ＮＴは、Ｋ＋Ｃと等しいことが可能であり、ＮＳは、Ｋ／ＭＳ＋Ｃ
と等しいことが可能であり、ＮＰは、Ｋ／ＭＰ＋Ｃと等しいことが可能であり、ただし、
ＭＳおよびＭＰはそれぞれ、任意の整数値であることが可能である。例として、パイロッ
トのための短縮されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、トラフィックデータのための通常のＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルの持続時間の半分（巡回プレフィックスをカウントしないで）を有
することが可能である。この場合、パイロットのための合計Ｋ／２個の「より幅の広い」
サブバンドが存在し、より幅の広い各サブバンドは、トラフィックデータのための「通常
の」サブバンドの２倍の幅を有する。特定の例として、Ｋは、５１２に等しいことが可能
であり、Ｃは、３２に等しいことが可能であり、ＮＴは、Ｋ＋Ｃ＝５４４に等しいことが
可能であり、ＮＳは、Ｋ／２＋Ｃ＝２８８に等しいことが可能であり、ＮＰもＫ／２＋Ｃ
＝２８８に等しいことが可能である。ＮＴ個、ＮＳ個、またはＮＰ個の出力サンプルを有
するＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、例えば、図３Ａに示されるとおり、生成されることが可
能である。



(18) JP 2009-505504 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

【００５３】
　ＬＦＤＭＡの場合、短縮されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルと通常のＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ルは、システム帯域幅の同一の部分を占有することが可能である。ＩＦＤＭＡの場合、所
与のインタレースに関して、短縮されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関する、より幅の広い
サブバンドと、通常のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関する通常のサブバンドとの間に、直接
のマッピングは、全く存在しない。より幅の広いＮ個のサブバンドが、複数のインタレー
スを使用して形成されて、より幅の広いサブバンドの複数の部分集合に分割されることが
可能であり、これらが、これらのインタレースに割り当てられた複数の送信機に割り振ら
れることが可能である。各送信機は、より幅の広いサブバンドの割り当てられた部分集合
上にマップされた変調シンボルを使用して、短縮されたＩＦＤＭＡシンボルを生成するこ
とができる。
【００５４】
　ＣＤＭは、異なる持続時間のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに適用されることも可能である。
図９に示される例の場合、短縮されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが、パイロットのために生
成され、ＣＤＭを使用して、短縮されたＬ個のシンボル周期において送信されて、パイロ
ットのオーバヘッドの量を低減することが可能である。また、短縮されたＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボルが、シグナリングのために生成され、ＣＤＭを使用して、短縮されたＬ個のシン
ボル周期において送信されることも可能である。トラフィックデータは、通常のＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルを使用して送信されることが可能である。
【００５５】
　一般に、ＣＤＭは、任意のタイプのデータ、例えば、トラフィックデータ、シグナリン
グ、および／またはパイロットに適用されることが可能である。例えば、ＣＤＭは、図６
に示されるとおり、シグナリングおよびパイロットに適用されるが、トラフィックデータ
には適用されないことが可能である。別の例として、ＣＤＭは、シグナリング（例えば、
制御チャネルに関する）に適用されるが、トラフィックデータまたはパイロットには適用
されないことが可能である。また、ＣＤＭは、タイムスロットの一部分に（図６に示され
るとおり）、または時間－周波数ブロック全体にわたって（例えば、図５に示されるとお
り）適用されることも可能である。また、ＣＤＭは、選択的に適用されること、例えば、
劣悪なチャネル条件の下では適用されるが、良好なチャネル条件の下では適用されないこ
とも可能である。
【００５６】
　ＣＤＭは、劣悪なチャネル条件において送信された伝送に関する信頼性を向上させるこ
とが可能である。送信機は、規制機関または設計限度によって課されるかもしれない或る
最大送信電力レベルによって制約される可能性がある。この場合、ＣＤＭ伝送スキームは
、送信機が、より長い時間間隔にわたってＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを送信することを可能
にする。これにより、受信機が、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに関する、より多くのエネルギ
ーを集約することが可能になり、このことにより、受信機が、より低いＳＮＲにおいて検
出を実行すること、および／または、より高い品質のチャネル推定を導き出すことができ
るようになる。また、ＣＤＭは、他の送信機にもたらされる干渉を白色化する（ｗｈｉｔ
ｅｎ）こともでき、これにより、これらの他の送信機に関するパフォーマンスが向上する
可能性がある。
【００５７】
　図１０は、ＣＤＭを使用してＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを伝送するためのプロセス１００
０を示す。トラフィックデータ、シグナリング、およびパイロットのための変調シンボル
が、生成される（ブロック１０１２）。ＣＤＭが、割り当てられた拡散符号Ｃｍを使用し
て、トラフィックデータ、シグナリング、および／またはパイロットのための変調シンボ
ルの上で実行される（ブロック１０１４）。ＣＤＭは、伝送のために複数の送信機によっ
て使用されるシンボル周期にわたって実行されることが可能である。また、ＣＤＭは、複
数のシンボルにまたがって、複数のサンプルにまたがって、複数のサンプルと複数のシン
ボルの両方にまたがって、複数のサブバンドにまたがってといった具合に実行されること
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も可能である。拡散の後、スクランブルが、割り当てられたスクランブル符号Ｓｍを使用
して実行されることが可能である（ブロック１０１６）。同一の持続時間、または異なる
持続時間のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが、トラフィックデータ、シグナリング、およびパイ
ロットのために生成されて（ブロック１０１８）、受信機に伝送される。
【００５８】
　図１１は、ＣＤＭを使用して伝送されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを受信するためのプロ
セス１１００を示す。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが、複数の送信機によって送信されたトラ
フィックデータ、シグナリング、およびパイロットに関して受信される（ブロック１１１
２）。ＣＤＭを使用して伝送されたデータは、各送信機に関して別々に復元されることが
可能である。１つの送信機ｍに関する処理は、以下のとおり、実行されることが可能であ
る。ＳＣ－ＦＤＭＡ復調が、実行されて、送信機ｍに関する受信されたシンボルが得られ
る（ブロック１１１４）。逆スクランブルが、送信機ｍに割り当てられたスクランブル符
号Ｓｍを使用して、受信されたシンボルに対して実行される（該当する場合）（ブロック
１１１６）。逆拡散が、送信機ｍに割り当てられた拡散符号Ｃｍに基づき、ＣＤＭを使用
して送信されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに対して実行される（ブロック１１１８）。干渉
推定値が、いずれの送信機にも割り当てられていない拡散符号に基づき、導き出されるこ
とが可能である（ブロック１１２０）。チャネル推定値が、送信機ｍに関する受信された
パイロットに基づき、その送信機に関して導き出されることが可能である（ブロック１１
２２）。チャネル推定値および干渉推定値は、データ検出（例えば、等化）、受信機の空
間処理などのために使用されることが可能である（ブロック１１２４）。例えば、コヒー
レントなデータ検出、またはコヒーレントでないデータ検出が、ＣＤＭを使用して送信さ
れたシグナリングに関して実行されることが可能であり、受信機の空間処理が、ＣＤＭな
しに送信されたトラフィックデータに関して実行されることが可能である。
【００５９】
　受信機は、ＣＤＭが適用されているシンボル周期中の干渉推定値を導き出すことが可能
である。Ｌ個の拡散符号が、利用可能であり、Ｑ個の拡散符号が、送信機に割り当てられ
ており、ただし、Ｑ＜Ｌである場合、受信機は、Ｌ－Ｑ個の割り当てられていない拡散符
号に基づき、干渉推定値を導き出すことができる。例えば、１つまたは複数の拡散符号が
、干渉推定のために予約されて、いずれの送信機にも割り当てられないことが可能である
。ＣＤＭが適用されるシンボル周期にわたり、受信機は、割り当てられたＱ個の拡散符号
のそれぞれを使用して逆拡散を実行して、送信機によって送信された伝送を復元する。ま
た、受信機は、割り当てられていないＬ－Ｑ個の拡散符号のそれぞれを使用して逆拡散を
実行して、その割り当てられていない拡散符号に関する干渉推定値を得ることもできる。
複数のシンボルにまたがるＣＤＭの場合、割り当てられていない拡散符号に関する干渉推
定値は、以下のとおり、導き出されることが可能である。すなわち、
【数２】

【００６０】
ただし、ｒ（ｔｉ，ｎ）は、シンボル周期ｔｉにおけるサンプル周期ｎに関する受信され
たシンボルであり、
ｃｉ，ｊは、第ｊ番目の割り当てられていない拡散符号の第ｉ番目のチップであり、
Ｎｊは、第ｊ番目の割り当てられていない拡散符号に関する干渉推定値である。
【００６１】
式（２）は、Ｌ個のシンボル周期ｔ１ないしｔＬにわたって受信されたシンボルを逆拡散
して、累算し、それらの結果を、Ｎ個のサンプル周期にわたって、さらに平均する。受信
機は、以下のとおり、割り当てられていないＬ－Ｑ個すべての拡散符号に関する干渉推定
値を平均して、平均干渉推定値
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【数３】

【００６２】
を以下のとおり得ることができる。すなわち、
【数４】

【００６３】
　また、受信機は、複数のサンプルにまたがるＣＤＭ、および複数のサンプルと複数のシ
ンボルの両方にまたがるＣＤＭに関する干渉推定値を導き出すこともできる。一般に、受
信機は、送信機によって実行される拡散と相補的な仕方で、複数のサンプルおよび／また
は複数のシンボルにまたがる逆拡散を行うことができ、次に、それらの逆拡散された結果
を、複数のサンプルおよび／または複数のシンボルにわたって累算することができる。
【００６４】
　受信機は、所与の時間－周波数ブロックにおける複数のサンプル、複数のシンボル、お
よび／または複数のサブバンドにわたって干渉推定値を平均して、短期の干渉推定値を得
ることができる。また、受信機は、複数の時間－周波数ブロックにわたって干渉推定値を
平均して、長期の干渉推定値を得ることもできる。受信機は、チャネル推定、データ検出
、受信機の空間処理などのために短期の干渉推定値を使用することができる。受信機は、
動作条件を確かめるため、かつ／またはその他の目的のために長期の干渉推定値を使用す
ることができる。
【００６５】
　チャネル推定に関して、受信機は、所与の送信機によってパイロット伝送のために使用
された各シンボル周期に関する受信されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを得る。受信機は、受
信されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから巡回プレフィックスを除去し、ＳＣ－ＦＤＭＡ復調
、逆スクランブルおよび逆拡散を実行し、パイロット伝送のために使用されたサブバンド
に関する受信されたパイロット値を得ることができる。受信されたパイロット値は、以下
のとおり表現されることが可能である。すなわち、

【数５】

【００６６】
ただし、Ｐ（ｋ）は、サブバンドｋに関する伝送されたパイロット値であり、
Ｈ（ｋ）は、サブバンドｋに関する無線チャネルに関する複素利得であり、
Ｒｐ（ｋ）は、サブバンドｋに関する受信されたパイロット値であり、
Ｎ（ｋ）は、サブバンドｋに関する雑音および干渉であり、
Ｋｐは、パイロット伝送のために使用されたサブバンドの集合である。
【００６７】
受信機は、例えば、前述したとおり、割り当てられていない拡散符号に基づくＮ（ｋ）を
推定することができる。代替として、Ｎ（ｋ）は、ゼロ平均値、およびＮ０の分散を有す
るＡＷＧＮ（加法的白色ガウス雑音）であるものと想定されることが可能である。
【００６８】
　受信機は、ＭＭＳＥ（最小２乗平均誤差）技術、または他の何らかの技術を使用して無
線チャネルの周波数応答を推定することができる。ＭＭＳＥ技術の場合、受信機は、以下
のとおり、無線チャネルに関する初期の周波数応答推定値を導き出すことができる。すな
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わち、
【数６】

【００６９】
ただし、

【数７】

【００７０】
は、サブバンドｋに関するチャネル利得推定値であり、「＊」は、複素共役を表す。ｋの
すべての値に関して｜Ｐ（ｋ）｜＝１である場合、式（５）は、以下のとおり、表現され
ることが可能である。すなわち、

【数８】

【００７１】
また、受信機は、他の仕方でチャネル推定値を導き出すこともできる。
【００７２】
　データ検出に関して、受信機は、送信機によってデータ伝送のために使用された各シン
ボル周期に関する受信されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを得る。受信機は、受信されたＳＣ
－ＦＤＭＡシンボルから巡回プレフィックスを除去し、ＳＣ－ＦＤＭＡ復調、逆スクラン
ブルおよび逆拡散を実行し、データ伝送のために使用されたサブバンドに関する受信され
たデータ値を得ることができる。受信されたデータ値は、以下のとおり、表現されること
が可能である。すなわち、

【数９】

【００７３】
ただし、Ｄ（ｋ）は、サブバンドｋに関する伝送されたデータ値であり、
Ｒｄ（ｋ）は、サブバンドｋに関する受信されたデータ値であり、
Ｋｄは、データ伝送のために使用されたサブバンドの集合である。
【００７４】
　受信機は、以下のとおり、ＭＭＳＥ技術を使用して、受信されたデータ値に対して周波
数領域においてデータ検出（または等化）を実行することができる。すなわち、
【数１０】

【００７５】
ただし、Ｚｄ（ｋ）は、サブバンドｋに関する検出されたデータ値である。式（８）は、
１つのアンテナに関するデータ検出に関する。複数のアンテナに関して、受信機は、（１
）同一のシンボル周期において伝送するすべての送信機に関するチャネル推定値、および
（２）場合により、干渉推定値、に基づき、空間フィルター行列を導き出すことができる



(22) JP 2009-505504 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

。次に、受信機は、その空間フィルター行列に基づく受信機の空間処理を実行して、各送
信機に関する検出されたデータ値を得ることができる。すべてのデータサブバンドに関す
る検出されたデータ値が、ＩＤＦＴ／ＩＦＦＴを使用して変換されて、データシンボル推
定値が得られる。
【００７６】
　図１２は、送信機１１０ｍの実施形態を示す。ＴＸデータ－パイロットプロセッサ１２
０ｍ内部で、符号化器１２１２が、トラフィックデータに関して選択された符号化スキー
ムに基づき、トラフィックデータを符号化する。インタリーバ１２１４が、インタリーブ
スキームに基づき、符号化されたトラフィックデータをインタリーブする、つまり、並べ
替える。シンボルマッパ１２１６が、インタリーブされたデータビットを、トラフィック
データのために選択された変調スキームに基づく変調シンボルにマップする。符号化器１
２２２が、シグナリングのために選択された符号化スキームに基づき、シグナリングを符
号化する。インタリーバ１２２４が、インタリーブスキームに基づき、その符号化された
シグナリングをインタリーブする。シンボルマッパ１２２６が、そのインタリーブされた
シグナリングビットを、シグナリングのために選択された変調スキームに基づく変調シン
ボルにマップする。パイロット生成器１２３２が、例えば、良好な時間特性（例えば、一
定の時間領域エンベロープ）と、良好なスペクトル特性（例えば、平坦な周波数スペクト
ル）とを有する多相シーケンスに基づき、パイロットのための変調シンボルを生成する。
Ｍｕｘ（多重化装置）１２３８が、トラフィックデータ、シグナリング、およびパイロッ
トのための変調シンボルを、適切なサンプル周期およびシンボル周期の上に多重化する。
【００７７】
　ＴＸ　ＣＤＭプロセッサ１２２ｍは、ＣＤＭのための拡散、およびスクランブルを実行
する。ＣＤＭ拡散器１２４０内部で、繰り返しユニット１２４２が、ＣＤＭを使用して送
信されるべき変調シンボルを繰り返す。乗算器１２４４が、それらの繰り返されるシンボ
ルを、割り当てられた拡散符号ＣｍのＬ個のチップと乗算して、スケーリングされた変調
シンボルを提供する。異なるタイプのデータに関して、同一の拡散符号が使用されても、
異なる拡散符号が使用されてもよい。多重化装置１２４６が、プロセッサ１２０ｍからの
、スケーリングされていない変調シンボル、およびＣＤＭ拡散器１２４０からのスケーリ
ングされた変調シンボルを受け取り、ＣＤＭが適用されない場合、スケーリングされてい
ない変調シンボルを提供し、ＣＤＭが適用される場合、スケーリングされた変調シンボル
を提供する。乗算器１２４８が、多重化装置１２４６からの変調シンボルを、割り当てら
れたスクランブル符号Ｓｍと乗算し、処理済みの変調シンボルを提供する。
【００７８】
　コントローラ／プロセッサ１４０ｍ内部で、ＦＨ生成器が、例えば、送信機１１０ｍに
割り当てられたホップパターンに基づき、各タイムスロットにおける伝送のために使用す
べきサブバンドの集合を決定する。それらの変調シンボルが、割り当てられたサブバンド
上で送信されるように、トラフィックデータ、シグナリング、およびパイロットのための
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルをＳＣ－ＦＤＭＡ変調器１３０ｍが生成する。
【００７９】
　図１３は、ＣＤＭを使用して送信されるデータに関する受信機１５０におけるＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ復調器１６０、ＲＸ　ＣＤＭプロセッサ１６２、およびＲＸデータプロセッサ１６
４の実施形態を示す。簡明のため、図１５は、１つの送信機ｍによって送信されたデータ
を復元する処理を示す。
【００８０】
　ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１６０内部で、Ｒ個のＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１３１０ａないし１
３１０ｒが、Ｒ個の逆多重化装置１５６ａないし１５６ｒから、それぞれ、入力サンプル
を受け取る。各ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１３１０が、入力サンプルに対してＳＣ－ＦＤＭＡ
復調を実行して、受信されたシンボルを提供する。ＲＸ　ＣＤＭプロセッサ１６２内部で
、Ｒ個の乗算器１３１８ａないし１３１８ｒが、ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１３１０ａないし
１３１０ｒから、それぞれ、受信されたシンボルを得る。各受信アンテナに関して、乗算
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器１３１８は、受信されたシンボルを、送信機ｍに割り当てられたスクランブル符号Ｓｍ

と乗算する。ＣＤＭ逆拡散器（ｄｅｓｐｒｅａｄｅｒ）１３２０が、送信機ｍに関する逆
拡散を実行する。ＣＤＭ逆拡散器１３２０内部で、乗算器１３２２が、乗算器１３１８か
らの逆スクランブルされたシンボルを、送信機ｍに割り当てられた拡散符号Ｃｍと乗算す
る。累算器１３２４が、拡散符号の全長にわたって乗算器１３２２の出力を累算し、逆拡
散されたシンボルを提供する。ＣＤＭ逆拡散器１３３０が、割り当てられていない拡散符
号の各々に関して、逆拡散を実行する。干渉推定器１３３２が、例えば、式（２）に示さ
れるとおり、割り当てられていない拡散符号の各々に関する干渉推定値を導き出す。
【００８１】
　ＲＸデータプロセッサ１６４内部で、データコンバイナ１３４０が、Ｒ個の受信アンテ
ナにわたる逆拡散されたシンボルを組み合わせる。干渉コンバイナ１３４２が、例えば、
式（３）に示されるとおり、Ｒ個の受信アンテナにわたる干渉推定値を組み合わせる。コ
ンバイナ１３４０および／または１３４２は、ＭＲＣ（最大比合成）を実行することがで
き、より大きな信頼度を有するシンボル、例えば、干渉のより少ないシンボルに、より大
きい重みを与えることができる。データ検出器１３４４が、ＣＤＭを使用して送信された
データシンボルに関して、コヒーレントでない検出を実行する。図１３には示されていな
いが、ＲＸデータプロセッサ１６４は、ＣＤＭを使用して送信されたデータに関して、送
信機ｍによってインタリーブおよび符号化が、それぞれ実行されている場合、逆インタリ
ーブおよび復号化も実行することができる。
【００８２】
　図１４は、ＲＸ空間プロセッサ１７０の実施形態を示す。Ｒ個のＤＦＴ装置１４１０ａ
ないし１４１０ｒが、それぞれ、Ｒ個の逆多重化装置１５６ａないし１５６ｒから入力サ
ンプルを受け取る。各ＤＦＴ装置１４１０が、各シンボル周期に関する入力サンプルに対
してＤＦＴを実行して、そのシンボル周期に関する周波数領域値を得る。Ｒ個の逆多重化
装置／チャネル推定器１４２０ａないし１４２０ｒが、それぞれ、ＤＦＴ装置１４１０ａ
ないし１４１０ｒから周波数領域値を受け取る。各逆多重化装置１４２０は、データに関
する周波数領域値（つまり、受信されたデータ値）を、Ｋ個のサブバンド空間プロセッサ
１４３２ａないし１４３２ｋに供給する。
【００８３】
　各チャネル推定器１４２０は、パイロットが、スクランブルおよびＣＤＭを使用して伝
送されている場合、パイロットに関する周波数領域値（つまり、受信されたパイロット値
）に対して、それぞれ、逆スクランブルおよび逆拡散を実行する。各チャネル推定器１４
２０は、その送信機に関する受信されたパイロット値に基づき、各送信機に関するチャネ
ル推定値を導き出す。空間フィルター行列の計算ユニット１４３４が、各タイムスロット
における各サブバンドに関するチャネル応答行列Ｈ（ｋ，ｔ）を、そのサブバンド、およ
びそのタイムスロットを使用するすべての送信機に関するチャネル推定値に基づいて形成
する。次に、計算ユニット１４３４は、チャネル応答行列Ｈ（ｋ，ｔ）に基づき、ＺＦ（
ゼロ強制）技術、ＭＭＳＥ技術、またはＭＲＣ技術を使用して、各タイムスロットの各サ
ブバンドに関する空間フィルター行列Ｍ（ｋ，ｔ）を導き出す。計算ユニット１４３４は
、各タイムスロットにおけるＫ個のサブバンドに関するＫ個の空間フィルター行列を提供
する。
【００８４】
　各サブバンド空間プロセッサ１４３２が、そのプロセッサ１４３２のサブバンドに関す
る空間フィルター行列を受け取り、受信されたデータ値に対して、その空間フィルター行
列を使用して受信機の空間処理を実行し、検出されたデータ値を提供する。逆多重化装置
１４３６が、各送信機に関する検出されたデータ値を、検出されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ル上にマップする。所与の送信機に関する検出されるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、その送
信機に関して受信機１５０によって取得され、受信機の空間処理を介してその他の送信機
からの干渉が除去されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルである。ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１７２が
、検出された各ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを処理し、データシンボル推定値をＲＸデータプ
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ロセッサ１７４に供給する。ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１７２は、割り当てられたサブバンド
からのデータシンボル推定値のＩＤＦＴ／ＩＦＦＴ、等化、逆マッピングなどを実行する
ことができる。また、ＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１７２は、Ｍ個の送信機に関するデータシン
ボル推定値を、これらの送信機に割り当てられたトラフィックチャネルに基づき、Ｍ個の
ストリームにマップする。コントローラ１８０内部のＦＨ生成器が、各送信機によって使
用されるサブバンドを、その送信機に割り当てられたホップパターンに基づいて決定する
。ＲＸデータプロセッサ１７４が、各送信機に関するデータシンボル推定値のシンボル逆
マッピング、逆インタリーブ、および復号化を行い、復号化されたデータを提供する。
【００８５】
　図１４に示される実施形態の場合、受信機の処理は、受信機の空間処理およびＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ復調を含む。受信機の空間処理は、周波数領域値に対して作用する。ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ復調は、周波数領域値を得るために入力サンプルに対してＤＦＴ装置１４１０によって
実行されるＤＦＴ／ＦＦＴ、およびデータシンボル推定値を得るために、検出されたデー
タ値に対してＳＣ－ＦＤＭＡ復調器１７２によって実行されるＩＤＦＴ／ＩＦＦＴを含む
。また、受信機の空間処理およびＳＣ－ＦＤＭＡ復調は、他の仕方で実行されることも可
能である。
【００８６】
　本明細書で説明される技術は、様々な手段によって実施されることが可能である。例え
ば、これらの技術は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェア
の組み合わせで実施されることが可能である。ハードウェア実施形態の場合、送信機にお
ける処理ユニットは、１つまたは複数のＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＤＳＰ（デ
ジタルシグナルプロセッサ）、ＤＳＰＤ（デジタル信号処理デバイス）、ＰＬＤ（プログ
ラマブル論理デバイス）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、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
細書で説明される機能を実行するように設計された他の電子装置、または以上の組み合わ
せの内部に実装されることが可能である。受信機における処理ユニットもやはり、１つま
たは複数のＡＳＩＣ、ＤＳＰ、プロセッサなどの内部に実装されることが可能である。
【００８７】
　ソフトウェア実施形態の場合、これらの技術は、本明細書で説明される機能を実行する
モジュール（例えば、プロシージャ、関数など）で実施されることが可能である。ソフト
ウェアコードは、メモリ（例えば、図１におけるメモリ１４２または１８２）の中に格納
されて、プロセッサ（例えば、コントローラ１４０または１８０）によって実行されるこ
とが可能である。メモリ装置は、プロセッサ内部に実装されても、プロセッサの外部に実
装されてもよい。
【００８８】
　開示される実施形態の以上の説明は、任意の当業者が、本発明を作成する、または使用
することを可能にするように提供されている。これらの実施形態の様々な変形形態が、当
業者には直ちに明白となり、本明細書で定義される一般的な原理は、本発明の精神または
範囲を逸脱することなく、他の実施形態にも適用されることが可能である。このため、本
発明は、本明細書で示される実施形態に限定されず、本明細書で開示される原理、および
新規な特徴と合致する最も広い範囲を与えられるべきものとする。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】複数の送信機と、受信機とを有するシステムを示す図。
【図２Ａ】ＩＦＤＭＡのための例示的なサブバンド構造を示す図。
【図２Ｂ】ＬＦＤＭＡのための例示的なサブバンド構造を示す図。
【図２Ｃ】ＥＦＤＭＡのための例示的なサブバンド構造を示す図。
【図３Ａ】ＩＦＤＭＡシンボル、ＬＦＤＭＡシンボル、またはＥＦＤＭＡシンボルの生成
を示す図。
【図３Ｂ】ＩＦＤＭＡシンボルの生成を示す図。
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【図４】ＦＨ（周波数ホッピング）スキームを示す図。
【図５】複数のシンボルにまたがるＣＤＭを使用する伝送スキームを示す図。
【図６】２チップ拡散符号を使用する２つの送信機に関する伝送を示す図。
【図７】複数のサンプルにまたがるＣＤＭを使用する伝送スキームを示す図。
【図８】複数のサンプルと複数のシンボルにまたがるＣＤＭを使用する伝送スキームを示
す図。
【図９】異なるタイプのデータに関する異なるシンボル周期の使用を示す図。
【図１０】ＣＤＭを使用してＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを伝送するためのプロセスを示す図
。
【図１１】ＣＤＭを使用して送信されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを受信するためのプロセ
スを示す図。
【図１２】送信機を示すブロック図。
【図１３】受信機を示すブロック図。
【図１４】ＲＸ（受信）空間プロセッサを示すブロック図。

【図１】 【図２Ａ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(28) JP 2009-505504 A 2009.2.5

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【要約の続き】
ブルを実行することもできる。送信機は、トラフィックデータ、シグナリング、およびパイロットのために、同一の
シンボル周期、または異なるシンボル周期のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを生成し、そのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを伝送
する。
【選択図】図９
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