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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と、第１セクタと、第２セクタとを含む通信セルを多重化する無線セクタ化周波
数区分で情報ブロックを伝える方法であって、第２セクタが前記第１セクタに隣接して位
置し、前記ブロックが、第１サイズのブロックと、第２サイズのブロックと、第３サイズ
のブロックとを含むものであって、この方法が：
　第１セットのトーンを、第１および第２セクタのおのおのの第１通信チャネルに割り当
てるステップと；
　第２セットのトーンを、第１および第２セクタのおのおのの第２通信チャネルに割り当
てるステップと；
　第３セットのトーンを、第１および第２セクタのおのおのの第３通信チャネルに割り当
てるステップと；
　第１サイズのブロックに対応する情報を伝える第１期間中に第１セクタの第１セットの
トーンを用いながら、第１セットのトーンを第２セクタで用いられないようにする一方、
第１セクタの情報を伝えるため、前記トーンを用いるステップと；
　第２期間中に第２サイズのブロックに対応する情報を伝えるため、第１および第２セク
タの第２セットのトーンを用いるステップであって、第２期間中に第２セットのトーンを
用いるステップが：
　同一トーンを用いて第１および第２セクタの両方の第２サイズのブロックに対応する情
報を同時に伝送するステップであって、同一トーンが前記第２セットのトーンの第１サブ
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セットのトーンであるステップと；
　前記第２セットのトーンの第２サブセットのトーンを用いて第１セクタの第２サイズの
ブロックに対応する情報を伝送する一方、第１セクタの情報を伝送するために用いられる
第２サブセットのトーンが第２セクタで用いられないようにするステップと；
　前記第２セットのトーンの第３サブセットのトーンを用いて第２セクタの第２サイズの
ブロックに対応する情報を伝送する一方、第２セクタの情報を伝送するために用いる第３
サブセットのトーンが第１セクタで用いられないようにするステップと
を含むステップと；
　第３期間中に第３サイズのブロックに対応する情報を伝えるため、第１および第２セク
タの第３セットのトーンを用いるステップであって、前記第３セットトーンのトーンが、
第１および第２セクタの情報を同時に伝送するために用いるステップと
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、第２サブセットトーンおよび第３サブセットトーンが同一ト
ーン数をもつことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１の方法であって、第１セクタの第２サイズのブロックに対応する情報が誤り訂
正ビットのセットおよび誤り検出ビットのセットの少なくとも１つを含み、前記の少なく
とも１つのビットセットからの少なくとも１つのビットが第１サブセットトーンのトーン
を用いて伝送され、前記の少なくとも１つのビットセットからの少なくとも他の１つのビ
ットが第２サブセットトーンのトーンを用いて伝送されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１の方法であって、前記第１、第２、第３期間が同一であることを特徴とする方
法。
【請求項５】
　請求項１の方法であって、第１サイズが第２サイズよりも小さく、第２サイズが第３サ
イズよりも小さいことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５の方法であって、第１サイズのブロックは、長さが１０ビットよりも短く、制
御情報を伝えるために用いられることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６の方法であって、第１サイズのブロックは、長さが１ビットであることを特徴
とする方法。
【請求項８】
　請求項６の方法であって、第３サイズのブロックは、長さが２０ビット超であることを
特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８の方法であって、第３サイズのブロックは、長さが１００ビット超であるとと
もに、誤り訂正ビットが含まれる第３サイズのブロックにおける多数のビット上でコード
化された誤り訂正ビットを各ブロックが含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項８の方法であって、前記第１、第２、第３期間が同一シンボル伝送期間であるこ
とを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１の方法であって、前記第１、第２、第３期間が同一シンボル伝送期間であり、
この方法がさらに：
　第４セットトーンを、第１および第２セクタのおのおのの前記第１通信チャネルに割り
当てるステップと；
　第５セットトーンを、第１および第２セクタのおのおのの前記第２通信チャネルに割り
当てるステップと；
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　第６セットトーンを、第１および第２セクタのおのおのの前記第３通信チャネルに割り
当てるステップと；
　第１サイズのブロックに対応する情報を伝える第４期間中に第１セクタの第４セットト
ーンを用いながら、第４セットトーンを第２セクタで用いられないようにする一方、第１
セクタの情報を伝えるため、前記トーンを用いるステップと；
　第５期間中に第２サイズのブロックに対応する情報を伝えるため、第１および第２セク
タの第５セットトーンを用いるステップであって、第５期間中に第５セットトーンを用い
るステップが：
　同一トーンを用いて第１および第２セクタの両方の第２サイズのブロックに対応する情
報を同時に伝送するステップであって、同一トーンが前記第５セットトーンの第１サブセ
ットトーンであるステップと；
　前記第５セットトーンの第２サブセットトーンを用いて第１セクタの第２サイズのブロ
ックに対応する情報を伝送する一方、第１セクタの情報を伝送するために用いられる前記
第５セットトーンの第２サブセットトーンのトーンが第２セクタで用いられないようにす
るステップと；
　前記第５セットトーンの第３サブセットトーンを用いて第２セクタの第２サイズのブロ
ックに対応する情報を伝送する一方、第２セクタの情報を伝送するために用いられる前記
第５セットトーンの第３サブセットトーンのトーンが第１セクタで用いられないようにす
るステップと
を含むステップと；
　第６期間中に第３サイズのブロックに対応する情報を伝えるため、第１および第２セク
タの第６セットトーンを用いるステップであって、前記第６セットトーンのトーンが、第
１および第２セクタの情報を同時に伝送するために用いるステップと
を含む方法。
【請求項１２】
　請求項１１の方法であって、前記第１および第４セットトーンの少なくとも１つのトー
ンが異なっていることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２の方法であって、前記第２および第５セットトーンの少なくとも１つのトー
ンが異なっていることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１３の方法であって、前記第３および第６セットトーンの少なくとも１つのトー
ンが異なっているとともに、前記第４、第５、第６期間が同一シンボル時間であり、前記
同一シンボル時間が前記第１期間に続くことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４の方法であって、第１セットトーンを割り当てるステップが、前記第１セッ
トトーンに含まれるトーンを決定するためにトーンホッピングシーケンスを用いるステッ
プを含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　基地局と、第１セクタと、第２セクタとを含む通信セルを多重化する無線セクタ化周波
数区分で情報ブロックを伝える方法であって、第２セクタが前記第１セクタに隣接して位
置し、前記ブロックが、第１サイズのブロックと、第２サイズのブロックと、第３サイズ
のブロックとを含むものであって、この方法が：
　前記第１セクタに信号を伝送しながら、前記第２セクタで用いられなくする第１セット
トーンを第１通信チャネルに割り当てるステップと；
　第１および第２セクタのおのおのに信号を伝送するために用いられる第２セットトーン
を第２通信チャネルに割り当てるステップと；
　第１セクタに信号を伝送しながら、前記第２セクタで用いられなくする第３セットトー
ンを前記第２通信チャネルに割り当てるステップと；
　前記第１セクタおよび第２セクタにトーンを同時に伝送するために用いられる第４セッ
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トトーンを第３通信チャネルに割り当てるステップと；
　第１サイズのブロックに対応する情報を伝える第１期間中に第１セクタの第１セットト
ーンを用いながら、第１セットトーンのトーンを第２セクタで用いられないようにするス
テップと；
　第２期間中に第２サイズのブロックに対応する第１セクタに情報を伝えるため、第２お
よび第３セットトーンを用いながら、前記第２セットトーンが第２セクタの第２サイズの
ブロックに対応する情報を伝送するために用いられ、前記第３セットトーンが第２セクタ
で用いられなくするステップと；
　第３期間中に第３サイズのブロックに対応する情報を同時に伝えるため、第１および第
２セクタの第４セットトーンを用いるステップと
を含む方法。
【請求項１７】
　請求項１６の方法であって、さらに：
　第２セクタに信号を伝送しながら、前記第１セクタで用いられなくする第５セットトー
ンを前記第２通信チャネルに割り当てるステップと；
　前記第２期間中に第２サイズのブロックに対応する第２セクタの情報を伝えるため、第
５セットトーンを用いながら、前記第５セットトーンが前記第１セクタで用いられなくす
るステップと
を含む方法。
【請求項１８】
　請求項１７の方法であって、第１、第２、第３期間が同一期間であることを特徴とする
方法。
【請求項１９】
　通信セルを多重化するセクタ化周波数区分の第１セクタおよび第２セクタへのコード化
ブロックの伝送を制御するための基地局であって、第２セクタが前記第１セクタに隣接し
て位置し、前記ブロックが、第１サイズのブロックと、第２サイズのブロックと、第３サ
イズのブロックとを含むものであって、この基地局が：
　前記第１および第２セクタのおのおので用いるためのトーンを割り当てるためのトーン
割り当て手段であって、前記トーン割り当て手段が第１セットトーンを第１および第２セ
クタのおのおのの第１通信チャネルに割り当て、第２セットトーンを第１および第２セク
タのおのおのの第２通信チャネルに割り当て、第３セットトーンを第１および第２セクタ
のおのおのの第３通信チャネルに割り当てる手段と；
　通信手段であって：
　ｉ）第１サイズのブロックに対応する情報を伝える第１期間中に第１セクタの第１セッ
トのトーンを用いながら、第１セットのトーンを第２セクタで用いられないようにする一
方、第１セクタの情報を伝えるため、前記トーンを用いるステップと；
　ｉｉ）第２期間中に第２サイズのブロックに対応する情報を伝えるため、第１および第
２セクタの第２セットトーンを用いるステップであって、第２期間中に第２セットトーン
を用いるステップであって、第２セットトーンを用いるステップが：
　同一トーンを用いて第１および第２セクタの両方の第２サイズのブロックに対応する情
報を同時に伝送するステップであって、同一トーンとは前記第２セットトーンの第１サブ
セットトーンであり、前記第２セットトーンの第２サブセットトーンを用いて第１セクタ
の第２サイズのブロックに対応する情報を伝送しながら、第１セクタの情報を伝送するた
めに用いられる第２サブセットトーンが第２セクタで用いられないようにするとともに、
前記第２セットトーンの第３サブセットトーンを用いて第２セクタの第２サイズのブロッ
クに対応する情報を伝送しながら、第２セクタの情報を伝送するために用いられる第３サ
ブセットトーンが第１セクタで用いられないようにするステップを含むステップと；
　ｉｉｉ）第３期間中に第３サイズのブロックに対応する情報を伝えるため、第１および
第２セクタの第３セットトーンを用いるステップであって、前記第３セットトーンのトー
ンを、第１および第２セクタの情報を同時に伝送するために用いるステップと
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に対する通信手段と
を備える基地局。
【請求項２０】
　請求項１９の基地局であって、前記通信手段が：
　伝送されるデータを制御するための少なくとも１つの通信ルーチンと；
　伝送される前記の少なくとも１つの通信ルートにより選択されるデータを受信するため
の送信機と；
　前記送信機により生成される前記第１、第２、第３サイズのブロックを伝送するための
セクタ化されたアンテナと
を含むことを特徴とする基地局。
【請求項２１】
　請求項１９の基地局であって、第２サブセットトーンおよび第３サブセットトーンが同
一トーン数をもつことを特徴とする基地局。
【請求項２２】
　請求項１９の基地局であって、第１セクタの第２サイズのブロックに対応する情報が誤
り訂正ビットのセットおよび誤り検出ビットのセットの少なくとも１つを含み、前記の少
なくとも１つのビットセットからの少なくとも１つのビットが第１サブセットトーンのト
ーンを用いて伝送され、前記の少なくとも１つのビットセットからの少なくとも他の１つ
のビットが第２サブセットトーンのトーンを用いて伝送されることを特徴とする基地局。
【請求項２３】
　請求項１９の基地局であって、前記第１、第２、第３期間が同一であることを特徴とす
る基地局。
【請求項２４】
　請求項１９の基地局であって、第１サイズが第２サイズよりも小さく、第２サイズが第
３サイズよりも小さいことを特徴とする基地局。
【請求項２５】
　請求項２４の基地局であって、第１サイズのブロックは、長さが１０ビットよりも短く
、制御情報を伝えるために用いられることを特徴とする基地局。
【請求項２６】
　請求項２４の基地局であって、第１サイズのブロックは、長さが１ビットであることを
特徴とする基地局。
【請求項２７】
　請求項２６の基地局であって、第３サイズのブロックは、長さが２０ビット超であるこ
とを特徴とする基地局。
【請求項２８】
　請求項２６の基地局であって、第３サイズのブロックは、長さが１００ビット超である
とともに、誤り訂正ビットが含まれる第３サイズのブロックにおける多数のビット上でコ
ード化された誤り訂正ビットを各ブロックが含むことを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、さらに詳細には、セクタ化セルラー通信ネットワークにおけ
る、例えば長時間帯域といったリソースを割り当てるための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー無線システムにおいて、サービスエリアは、セルとして一般的に言及される多
数のカバレッジゾーンに分割される。各セルはさらに多数のセクタに細分化される。基地
局は、異なるセクタで異なる周波数を用いて、あるいは、場合によっては、セクタのそれ
ぞれで同じ周波数帯域を再利用して、基地局のセルのセクタのそれぞれの無線端末にダウ
ンリンクチャネル上で情報を伝送する。無線端末には、携帯電話や、無線モデム付個人用



(6) JP 4417960 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

データアシスタントといった他の移動式送信機等を含む広範囲の移動式装置がある。
【０００３】
　セクタ化セルラー通信システムにおける問題点は、第１の無線端末に対して意図された
セルの基地局による第１セクタへの送信が、第２の無線端末に対して意図された基地局か
ら第２セクタへの送信により干渉されることがあるということである。セルのセクタに関
しては、送信機が近接しているため、この干渉は、隣接するセル送信の場合よりも際立っ
て大きくなることがあり得るが、この場合には、送信機および隣接する基地局のアンテナ
が異なるセル内に位置している。
【０００４】
　セクタ間干渉は特に、例えば、無線端末で測定されるセクタ基地局伝送の両方からの受
信信号強度レベルがほぼ等しい領域といった、セクタの境界領域にある無線端末に対して
問題である。送信が隣接するセクタにおける同一帯域上にならないよう制限することでセ
クタ間干渉が低減し、その結果、送信信頼性が向上するが、これには全体的システム容量
を減らすというマイナスの効果もある。例えば、異なるブロックサイズおよび／または異
なる誤り訂正コード量を用い、さらに場合によっては、誤り訂正コードがまったくない状
態で、異なるタイプの情報が異なる形でコード化されることが多い。一般に、ある信号コ
ード化形式が用いられる場合、コード化で用いられるブロックサイズが大きくなるほど、
例えば、コード化ブロックにおける１つ以上の位置で１つ、あるいは少数の連続ビットが
失われるバースト誤りに対する防護が強固になる。無線システムの場合、バースト誤りは
よく起ることであり、１つ以上のトーンで発生する予想不能なインパルス雑音の結果発生
した可能性がある。残念ながら、大きなブロックサイズは全てのタイプのデータに対して
あまり適していない。例えば時間制約制御情報に関しては、デコードされる前に、無線リ
ンク上で通信を行う際に比較的長時間かかる大ブロックで制御情報をコード化することは
実際的ではない。これにより、特に伝送されるデータユニットを比較的少数のビットで表
すことのできる時間制約データに対して、小ブロックサイズが使われることが多い。例え
ば、一部の制御信号は単もしくは数ビットを用いて伝送することができるが、これらの信
号は比較的小さなブロックで送信されることが多い。多重ビット、例えば、２もしくは３
ビットを含む伝送ブロックの場合、繰り返しコードを用い、例えば、データビットが繰り
返される。しかしながら、少数ビットの場合、小ブロックの情報は信号干渉のため特に損
失が起こりやすい。
【０００５】
　一部の制御信号は通常、複数ビットを用いて表されるが、そのような信号は中程度もし
くは中間サイズのブロックとしてエンコードされることが多い。そのようなブロックは通
常、誤り訂正コード化ビットもしくは他の形態の誤り防護を含む。誤り訂正がサポートさ
れるものの、中サイズのコード化ブロックは、大ブロックサイズでの誤り訂正コード化お
よびデータ再配置により中サイズのコード化ブロックよりも短期干渉に対する防護を良好
にできる場合、大サイズのブロックよりも異常な信号干渉による誤りを起こしやすい。
【０００６】
　特に時間制約性のない情報および／または制御信号をグループ化して大データブロック
を形成し、これが、単位、例えば、大コード化ブロックとしてコード化および伝送される
。大コード化ブロックは非時間制約データおよび／または有用な多数のビットを必要とす
るデータに対して用いられることが多い。大コード化ブロックは、例えば、数百、あるい
は数千ビットを含み、誤り訂正コード化の目的に対して単ブロックとして扱われる。
【０００７】
　上述の議論から、基地局から無線端末に伝送される異なるタイプの情報および／または
異なるサイズブロックのデータが、システム作動に影響を及ぼすと共に情報の信頼性が伝
えられる前に、異なるレベルの干渉に耐えることができることが認められる。
【０００８】
　帯域を効率的に用いるため、各セクタの周波数スペクトルを可能な限り広く再利用する
ことが一般には望ましい。残念ながら、セクタ化セルの場合、セクタのおのおので再利用
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される周波数の量が多くなるほど、信号干渉やデータ喪失のリスクが高くなる。上で示し
たとおり、異なるタイプのデータや異なるコード化ブロックサイズにより、使用不能にな
る前に異なる量の干渉に耐えられるようになることが多い。これにより、隣接セクタの同
一トーンの利用を防ぐことで信号干渉を最小にしながら、セルに伝送される全コード化ブ
ロックに適用される場合、受入れられない帯域の損失につながる。同様に、各セクタに同
一トーンで情報を同時に送信することで、特に、サイズの小さい、例えば、１もしくは数
ビットのコード化ブロックに関して、受入れられない誤り率になってしまう。
【０００９】
　上述の議論の観点から、異なるタイプの情報に対する異なるレベルの許容可能干渉を利
用し、これにより帯域と伝送信頼性との間の複数レベルのトレードオフをもたらす方法お
よび装置に対する必要性があることは明らかである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、通信方法および装置、さらに詳細には、多重トーン多重セクタ、多重セル通
信システムにおける異なるサイズブロックのコード化情報を伝えるための方法および装置
に関する。このシステムは、例えば、周波数分割多重（ＦＤＭ）システムである。さまざ
まな具体例が、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）システムとして実施される。一部の実施
例において、このシステムはシステムのセクタのおのおので同一セットトーンを同時に用
いることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、例えば、第１サイズブロック、第２サイズブロック、第３サイズブロックと
いった少なくとも３つの異なるコード化ブロックサイズを用いる文脈で説明されるが、さ
らに多くのサイズを用いてもよい。１つの実施例において、情報の第１サイズブロックは
情報の第２サイズブロックよりも小さく、情報の第２サイズブロックは情報の第３サイズ
ブロックよりも小さい。
【００１２】
　さまざまな実施例において、第１サイズブロックは、長さが単もしくは数ビットである
。１データビットのブロックの場合、単情報ビットが繰り返される小ブロックを生じるよ
う、１つ以上の繰り返しコード化ビットをコード化ブロックに含めることができる。ブロ
ックサイズが限られていることから、単ビットブロックの情報は特に、干渉による損失の
影響を受けやすい。このような実施例において、第２サイズブロックは、例えば、数十ビ
ットを含む。第３サイズブロックは数百、あるいは場合によっては数千ビットを含む。
【００１３】
　一部の実施例において、情報の第１サイズブロックを用いて無線端末出力制御情報を送
信するが、この情報は比較的時間制約性があり、通信を行うために、非常に少ない、例え
ば１０ビット未満、さらに多くの場合、３以下のビット数しか使わない。情報の第２サイ
ズブロックは、例えば、タイミング制御情報といった他のタイプの制御情報を伝えるため
に用いられることが多いが、この情報は依然として時間制約性であるものの、通信を行う
ため、さまざまな代表的実施例において、数ビット以上、たとえば、３から２０ビットを
用いる。ユーザデータ、例えば、テキスト、音声、および／または情報ファイルを送るた
め、情報の第３サイズブロックが用いられることが多い。通常、そのような情報は非常に
少ない数のビットで容易に表されない、および／またはさまざまな制御信号よりも時間制
約性が小さいという傾向がある第３サイズのブロックは通常、長さが２０ビット超を含み
、多くの場合、１００超、さらに場合によっては数千ビットを含む。
【００１４】
　本発明により、伝送されるコード化ブロックがサイズに従って分類される。異なるセッ
トトーンが、異なるサイズのブロックを伝送するために割り当てられる。同一サイズのブ
ロックを伝送するため、同一シンボル伝送期間中にセルの各セクタに同一トーンが割り当
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てられる。第１、第２、第３サイズのブロックが同一シンボル期間に伝送される場合、少
なくとも第１セットトーンが、第１サイズのブロックを伝送するために割り当てられ、第
２セットトーンが、第２サイズのブロックを伝送するために割り当てられ、第３セットト
ーンが第３サイズのブロックを伝送するために割り当てられる。任意の１つのセクターに
おいて、第１および第２割り当てトーンのフルセットはいかなる時間でも用いられない。
特定サイズの送信ブロックに割り当てられる各セットのトーンは、セクタのおのおのでサ
ポートされる通信チャネルに対応する。特定サイズのブロックを送信するため、多重トー
ンセットが用いられる。その場合、多重通信チャネルはその特定の単サイズの伝送ブロッ
ク専用になる。その場合、本発明のトーン再利用方法はチャネル毎をベースに、例えば、
あるブロックサイズに対する各トーンセットが、同一サイズの伝送ブロック専用の他のト
ーンセットと同じ様式でセクタのおのおので再利用される。
【００１５】
　小サイズブロックの情報は、大サイズブロックよりも信号干渉からの誤りによる伝送損
失を受けやすい傾向があることを考慮し、小ブロック、特に、１ビット制御信号ブロック
に影響をもたらす隣接セクタ間の伝送干渉を最小化するためのステップがとられる。特に
、第１サイズのブロックが第１セクタのトーンを用いて伝送される場合、第１セクタの第
１サイズブロックを伝送するために用いられるトーンが、第１セクタに隣接する第２セク
タで使用されないように隣接セクタにおける伝送が制御される。
【００１６】
　第２サイズのブロックに関して、高レベルの誤りが受け入れ可能になり、第１の、例え
ば小サイズブロックの場合より情報損失なしに許容されるということが認められる。しか
しながら、第２サイズブロックが、第２サイズブロックを伝送するための第１セクタで使
われるフルセットトーンが第２セクタのコード化ブロックを伝送するために同時に使われ
る場合、受け入れ難いレベルの誤りに遭遇する可能性がある。したがって、本発明は、第
２サイズのブロックを伝送するために用いられる周波数に関して、ある時間で部分周波数
再利用を行うため、隣接セクタの送信機を制御する。１つの実施例において、第２セット
トーンを用いて、第１および第２セクタのおのおのの特定の伝送期間中に第２サイズのブ
ロックを伝送する。第２セットトーンからの１つ以上のトーンの第１サブセットを用いて
、第１および第２セクタのおのおので同時に情報を伝送する。第２セットトーンからの第
２サブセットトーンを用いて、第１セクタの情報を伝送するが、第２セクタでは使用され
ないようにする。さらに、一部の実施例において、第２セットトーンからの第３サブセッ
トトーンを用いて、第２セクタの情報を伝送するが、第１セクタでは使用されないように
する。これにより、第２サイズのブロックの場合、隣接セクタでのトーン利用に関して、
部分的であるがフルではないオーバーラップがある一方、第２サイズのブロックを伝送す
るために用いられる一部トーンは通常、セルの１つ、あるいはおのおののセクタで使用さ
れないようにする。
【００１７】
　第３サイズの伝送ブロックの場合、第３セットトーンを用いて、セクタのおのおのにお
ける第３サイズのブロックを伝送する。第３セットトーンは各セクタで完全に再利用され
る一方、各セクタが、第３セットトーンのおのおのの第３サイズのブロックに対応する情
報を、例えば同時に送信する。これにより、フル周波数の再利用は、第３サイズの比較的
大きなブロックを伝送するために用いられるトーンに関するセクタで達成される。
【００１８】
　時間の経過とともに、トーンはホッピングされる。しかしながら、異なるサイズのブロ
ックを伝えるために割り当てられたトーンセットは、各伝送期間、例えばシンボル期間中
に隣接セクタで同一である。これにより、本発明の周波数再利用スキームは、周波数ホッ
ピングのような場合でも、比較的率直に実施されたままである。
【００１９】
　本発明により、異なるサイズブロックの情報を伝えるため、異なるタイプの通信チャネ
ルが構成される。
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【００２０】
　上で論じたとおり、異なるサイズのブロックが、本発明により実施される異なる通信チ
ャネルに割り当てられる。第１サイズ（小）ブロックの情報を送るために用いられる第１
タイプの通信チャネルは非オーバーラップトーンをもつ通信チャネルとして言及されるが
、その理由は、あるセクタにおいて、隣接セクタのトーンが第１チャネルに割り当てられ
るものの使用されないようになっていることから、信号伝送で用いられるトーンが隣接セ
クタで使用されているトーンをオーバーラップしないためである。
【００２１】
　第２サイズ（中間）ブロックの情報を送るために用いられる第２タイプの通信チャネル
は、部分オーバーラップトーンをもつチャネルとして言及される。この理由は、第２タイ
プの通信チャネルに割り当てられた使用トーンの一部が情報伝送のために隣接セクタのお
のおので用いられる一方、第２タイプの通信チャネルに割り当てられる他のトーンが隣接
セクタのおのおので使用されないようにするためである。これにより、隣接セクタの第２
サイズのブロックを伝送するために用いられるトーンで部分的オーバーラップがあること
になる。
【００２２】
　第３サイズ（大）ブロックの情報を送るために用いられる第３タイプの通信チャネルは
、第３チャネル上の情報を伝送するために用いられるトーンが隣接セクタで使われる結果
、全て、あるいはほとんど全てのトーンが再利用されるため、全トーンのオーバーラップ
のある通信チャネルとして言及される。
【００２３】
　第１タイプの通信チャネルは、一部実施例において、無線端末出力制御コマンドダウン
リンクチャネルとして用いられる。第２タイプの通信チャネルは、一部実施例において、
ダウンリンクタイミング制御チャネルとして用いられる。一方、第３タイプの通信チャネ
ルは、テキスト、音声および／または他のユーザ関連アプリケーションデータあるいは情
報を伝えるために用いられるダウンリンクトラフィック（ユーザデータ）チャネルとして
用いられることが多い。
【００２４】
　各セクタに対する第１、第２、第３サイズ伝送ブロックの情報は、第１、第２、第３タ
イプの通信チャネルでそれぞれ同時に伝送される。上述のとおり、通信チャネルに割り当
てられるトーンは時間とともにホッピングするが、ここでホッピングはセルのセクタ間で
同期される。
【００２５】
　一部の実施例において、無線端末出力制御といった情報タイプ、他の制御情報、ユーザ
ーデータがコード化ブロックサイズにより分類され、特定タイプのチャネル、例えば、非
オーバーラップトーンチャネル、部分オーバーラップトーンチャネル、全オーバーラップ
トーンチャネルと関連付けられる。このような分類情報は基地局および／または無線端末
に保存されるため、分類を連続ベースで行う必要がなく、基地局および無線端末がその情
報を用いて本発明の方法を実施し、適切にデータをチャネルに割り当てることが可能にな
る。
【００２６】
　他の実施例において、情報タイプやチャネルタイプの分類は柔軟であり、作動中に大き
く変わり、例えば、システム全負荷、ユーザ優先度、ユーザが必要とするデータ速度、許
容ユーザビット誤り率、伝送されるデータや情報の特性といった変わりつつある条件に対
して調節される。
【００２７】
　この応用例では代表的ダウンリンクデータ、情報、通信チャネル、伝送に関連して本発
明が説明されたが、本発明はさらに、無線通信システムのアップリンクに関しても、部分
的、あるいは全体としてこれを用いることができる。本発明の装置および方法は、ハード
ウェア、ソフトウェア、あるいはハードウェアとソフトウェアを組み合わせたものを用い
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て実施される。
【００２８】
　本発明の方法および装置に関する多数の追加特性、利点、詳細が以下で詳細に説明され
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１は、図示されているセル１　１０２といった複数セルを含む本発明により実施され
る代表的通信システム１００を示す。代表的システム１００の各セル１０２は３つのセク
タを含む。本発明では、２つのセクタ（Ｎ＝２）をもつセルや、３超（Ｎ＞３）のセクタ
をもつセルも可能である。セル１０２は第１セクタであるセクタ１　１１０と、第２セク
タであるセクタ２　１１２と、第３セクタであるセクタ３　１１４とを含む。各セクタ１
１０，１１２，１１４は２つのセクタ境界領域をもつ；各セクタ境界領域は２つの隣接セ
クタ間で共有される。破線１１６はセクタ１　１１０およびセクタ２　１１２の間のセク
タ境界領域を示す；破線１１８はセクタ２　１１２およびセクタ３　１１４の間のセクタ
境界領域を示す；破線１２０はセクタ３　１１４およびセクタ１　１１０の間のセクタ境
界領域を示す。セル１　１０２は、基地局（ＢＳ）である基地局１　１０６および複数の
無線端末、例えば各セクタ１１０，１１２，１１４の終端ノード（ＥＮ）を含む。セクタ
１　１１０は、無線リンク１４０，１４２をそれぞれ経由してＢＳ１０６に結合されたＥ
Ｎ（１）１３６およびＥＮ（Ｘ）１３８を含む；セクタ２　１１２は、無線リンク１４８
，１５０をそれぞれ経由してＢＳ１０６に結合されたＥＮ（１’）１４４およびＥＮ（Ｘ
’）１４６を含む；セクタ３　１１４は、無線リンク１５６，１５８をそれぞれ経由して
ＢＳ１０６に結合されたＥＮ（１’’）１５２およびＥＮ（Ｘ’’）１５４を含む。シス
テム１００はまた、ネットワークリンク１６２経由でＢＳ１　１０６に結合されたネット
ワークノード１６０を含む。ネットワークノード１６０はまた、ネットワークリンク１６
６経由で他のネットワークノード、例えば、他の基地局、ＡＡＡサーバノード、中間ノー
ド、ルータ等や、インターネットに結合される。ネットワークリンク１６２，１６６は、
例えば光ファイバケーブルである。各終端ノード、例えば、ＥＮ（１）１３６は、送信機
と受信機を含む無線端末である。無線端末、例えばＥＮ（１）１３６はシステム１００を
通して動き、無線リンクを経由して、ＥＮが現在あるセルの基地局と通信を行う。無線端
末（ＷＴ）、例えばＥＮ（１）１３６は、基地局、例えば、ＢＳ１０６および／またはネ
ットワークノード１６０経由で、ピアノード、例えば、システム１００あるいは外部シス
テム１００の他のＷＴと通信を行う。ＷＴ、例えばＥＮ（１）１３６は、携帯電話、無線
モデム付個人用データアシスタンスといった移動式通信装置である。
【００３０】
　図２は、本発明により実施される代表的な基地局２００を示す。代表的基地局２００は
、本発明のダウンリンクリソース割り当て方法を実施する。基地局２００は、図１のシス
テム１００の基地局１０６の任意の１つとして用いられる。基地局２００は、デコーダ２
１２を含む受信機２０２と、エンコーダ２１４を含む送信機２０４と、プロセッサ、例え
ばＣＰＵ２０６と、入出力インターフェース２０８と、メモリ２１０を含むが、これらさ
まざまな要素２０２，２０４，２０６，２０８，２１０はデータや情報を交換するバス２
０９により互いに結合される。
【００３１】
　受信機２０２に結合されたセクタ化アンテナ２０３は、基地局２００のあるセル内の各
セクタからの無線端末送信からデータや他の信号、例えばチャネルレポートを受信するた
めに用いられる。送信機２０４に結合されるセクタ化アンテナ２０５は、基地局セル１０
２の各セクタ１１０，１１２，１１４内の無線端末３００（図３参照）へのデータや他の
信号、例えば、無線端末出力制御コマンド信号、タイミング制御信号、リソース割り当て
情報、パイロット信号等を送信するために用いられる。本発明のさまざまな実施例におい
て、基地局２００は複数受信機２０２と複数送信機２０４、例えば、各セクタ１１０，１
１２，１１４に対する個別受信機２０２と各セクタ１１０，１１２，１１４に対する個別
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送信機２０４を用いる。プロセッサ２０６は、例えば汎用中央演算処理装置（ＣＰＵ）で
ある。メモリ２１０はルーチン２１８およびデータ／情報２２０を含む。プロセッサ２０
６は、メモリ２１０に保存された１つ以上のルーチン２１８の指示の下で基地局２００の
作動を制御し、データ／情報２２０を用いることで本発明の方法を実施する。入出力イン
ターフェース２０８は、ＢＳ２００を他の基地局、アクセスルータ、ＡＡＡサーバノード
等、他のネットワーク、インターネットに結合する他のネットワークノードへの接続を行
う。
【００３２】
　データ／情報２２０は、データ２３４と、ダウンリンクチャネル情報２３６と、トーン
情報２３７と、無線端末（ＷＴ）データ／情報２３８とを含む。この無線端末（ＷＴ）デ
ータ／情報２３８は複数のＷＴ情報、ＷＴ１情報２４０やＷＴＮ情報２５４を含む。ＷＴ
情報の各セット、例えば、ＷＴ１情報２４０はデータ２４２と、小サイズデータブロック
２４４用制御情報と、中間サイズデータブロック２４６用制御情報と、端末識別子（ＩＤ
）２４８と、セクタ識別子（ＩＤ）２５０と、割り当てられたダウンリンクチャネル情報
２５２とを含む。
【００３３】
　ルーチン２１８は通信ルーチン２２２と基地局制御ルーチン２２４とを含む。基地局制
御ルーチン２２４は、ダウンリンクトーン割り当てホッピングルーチン２３２を含むスケ
ジューラモジュール２２６とシグナリングルーチン２３０と、誤り訂正モジュール２３３
とを含む。
【００３４】
　データ２３４は、エンコーダ２１４で処理され、複数のＷＴ３００に送信機２０４によ
りダウンリンクチャネルで送信されるデータ／情報と、受信に続いて受信機２０２のデコ
ーダ２１２を通して処理されたＷＴ３００からの受信データ／情報とを含む。ダウンリン
クチャネル情報２３６は、機能利用、例えば、ダウンリンクトラフィックチャネル、ダウ
ンリンクＷＴ出力制御チャネル、他のダウンリンク制御チャネル、例えば、ダウンリンク
タイミング制御チャネルに関して、ダウンリンクチャネルを特定する情報を含む。ダウン
リンクチャネル情報２３６はまた、隣接セクタ間のトーンオーバーラップ、例えば、フル
オーバーラップチャネル、非オーバーラップチャネル、部分オーバーラップチャネルに関
して異なるタイプのダウンリンクチャネルを特定する情報を含む。さらに、ダウンリンク
チャネル情報２３６は、異なるタイプの機能利用チャネルを異なるタイプのトーンオーバ
ーラップと関連付ける情報を含む。例えば、非時間制約性データの大サイズコード化送信
ブロックを運ぶダウンリンクトラフィックチャネルは完全なオーバーラップトーンをもつ
。単あるいは少数ビットを用いて小サイズの送信ブロックを運び、時間制約性データを運
ぶＷＴ出力制御ダウンリンクチャネルは隣接セクタ間でトーンオーバーラップをもたない
。一部の誤り防護のある中サイズコード化ブロックを運ぶものの、大サイズのブロックよ
りも突発的な干渉の影響を受けやすい他の制御チャネル、例えばタイミング制御ダウンリ
ンクチャネルには隣接セクタ間のトーンの部分的オーバーラップがある。トーン情報２３
７は、基地局２００に割り当てられたキャリア周波数を示す情報と、論理トーン用指標と
、ダウンリンクホッピングシーケンスのトーン数と、ダウンリンクホッピングシーケンス
で用いられる異なる周波数のサブキャリアに対応する物理的トーンの指標および周波数と
、スーパースロットの継続時間、例えばダウンリンクトーンホッピングシーケンスに対す
る繰り返し間隔と、特定セルを特定するために用いられるスロープといったセルの特定値
とを含む。ＷＴ１データ２４２は、ＷＴ１　３００用のピアノードから基地局２００が受
信されたというデータと、誤り訂正処理後にダウンリンクトラフィックチャネル上でＷＴ
１　３００にＢＳ２００が送信されるというデータ、例えば、本発明による１００ビット
あるいは１０００ビットという大コード化ブロックサイズに対応するものとして分類され
るデータと、ＷＴ１　３００をピアノードに送信したいというデータとを含む。小ブロッ
クサイズ制御情報２４４は、例えば、ＢＳ２００がＷＴ出力制御ダウンリンクチャネル上
で運ぶというＷＴ１　３００出力制御コマンド情報といった、小サイズ、例えば１ビット
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あるいは数ビットのデータブロックを含む。小ブロックサイズ制御情報２４４は、通常、
時間制約性のあるデータあるいは制御情報、および／または伝送されるデータユニットを
１つ以上のビットで示すことのできるデータあるいは制御情報である。伝送される小ブロ
ック制御情報２４４は伝送前、例えば、誤り訂正のためのビットが残っていない場合に情
報が単ビット伝送ブロックサイズに情報が形成される場合にはＥＣＣ処理を行わない。他
のケースでは、小サイズの誤り訂正コード、例えば繰り返しコードを用いて小ブロックサ
イズ制御情報２４４が処理され、伝送前に追加のＥＣＣビットが生成される。中間ブロッ
クサイズ制御情報２４６は制御情報、例えばタイミング制御情報を含む。中間サイズコー
ド化ブロックは、数ビットを超える、例えば１０ビットもしくは１００ビットを含む。中
間サイズブロックの情報は若干、時間制約性である。中間サイズブロックの情報は、典型
的には一部ＥＣＣ処理がなされる一方、少なくとも若干のＥＣＣビットを通常含むコード
化中間サイズ伝送ブロックに構成される。端末ＩＤ２４８は、ＷＴ１　３００をＢＳ２０
０に特定する基地局２００により割り当てられるＩＤである。セクタＩＤ２５０は、ＷＴ
１　３００が作動されるセクタ１１０，１１２，１１４を特定する情報を含む。割り当て
られたダウンリンクチャネル情報２５２は、データおよび情報をＷＴ１　３００に運ぶた
めにスケジューラ２２６で割り当てられたチャネルセグメント、例えばデータに対してフ
ルトーンオーバーラップをもつダウンリンクトラフィックチャネルセグメント、隣接セク
タ間でトーンオーバーラップのないＷＴ出力制御コマンドチャネルセグメント、他の制御
チャネルセグメント、例えば隣接セクタ間で部分的トーンオーバーラップをもつタイミン
グ制御チャネルセグメントを特定する情報を含む。ＷＴ１　３００に割り当てられた各ダ
ウンリンクチャネルは１つ以上の論理トーンを含むが、このトーンはおのおの、ダウンリ
ンクホッピングシーケンスに従う。
【００３５】
　通信ルーチン２２２は、さまざまな通信操作を行い、さまざまな通信プロトコルを実施
するため、基地局２００を制御する。
【００３６】
　基地局制御ルーチン２２４は、基本的な基地局機能タスク、例えば、トーンホッピング
や誤り訂正コード化プロセスを含む信号発生および受信、ＷＴ３００に対するチャネルセ
グメントのスケジューリングを行い、本発明によるセクタ化環境下で基地局からＷＴ３０
０への異なるサイズブロックの情報を伝えるための本発明の方法のステップを実施するた
め、基地局２００を制御するのに用いられる。
【００３７】
　スケジューラモジュール２２６は、そのセル１０２の各セクタ１１０，１１２，１１４
内でダウンリンクとアップリンクチャネルセグメントをＷＴ３００に割り当てる。各チャ
ネルセグメントは特定の継続時間に対して１つ以上の論理トーンを含む。例えば、大伝送
ブロックのデータを運ぶダウンリンクトラフィックチャネルセグメント、小伝送ブロック
を運ぶＷＴ出力制御チャネルセグメント、他の制御チャネルセグメント、例えば、中間サ
イズ伝送ブロックを運ぶタイミング制御チャネルセグメントといったダウンリンクチャネ
ルセグメントがスケジューラ２２６によりＷＴ３００に割り当てられる。
【００３８】
　シグナリングルーチン２３０は、デコーダ２１２を含む受信機２０２と、エンコーダ２
１４を含む送信機２０４との作動を制御する。シグナリングルーチン２３０は、データ、
制御情報、ＥＣＣビットを含むさまざまなサイズの伝送ブロックの生成および検出を制御
するという役割をもつ。ダウンリンクトーンホッピングルーチン２３２は、トーン情報２
３７を含む情報とダウンリンクチャネル情報２３６とを含む情報を用いて、例えばダウン
リンクトーンホッピングシーケンスを決定する。ダウンリンクトーンホッピングシーケン
スはセル１０２のセクタ１１０，１１２，１１４に対して同期されるため、どの時間にお
いても、セル１０２の各セクタにおいて、周波数スペクトルにわたって利用可能なトーン
の全数、例えば、全般的な、例えば、合計のトーンセットが非オーバーラップトーンセッ
トに分けられ、各セクタの各チャネルが非オーバーラップトーンセットの１つを用いるよ
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う割り当てられる。セル１０２のさまざまなセクタにおける対応するチャネルは、１つの
実施例においてある時間で同一トーンセットを用い、さまざまなセクタにおいて同期方式
で信号が伝送される。誤り訂正モジュール２３３は受信機２０２やそのデコーダ２１２の
作動を制御して、ＷＴ３００から伝送されるデータや情報上のエンコードを取り除く。誤
り訂正モジュール２３３はまた、送信機２０４やそのエンコーダ２１４の作動を制御して
、ＢＳ２００からＷＴ３００に伝送されるデータや情報をコード化する。本発明により、
ＥＣＣモジュール２３３は、ＥＣＣビットを含む伝送ブロックを創生する情報のブロック
にＥＥＣプロセスを適用する。
【００３９】
　図３は、図１で示されたシステム１００の無線端末（終端ノード）の任意の１つ、例え
ばＥＮ（１）１３６として用いることのできる代表的無線端末（終端ノード）３００を示
す。無線端末３００は、本発明のダウンリンクリソース割り当て方法に従って実施される
。無線端末３００は、デコーダ３１２を含む受信機３０２と、エンコーダ３１４を含む送
信機３０４と、プロセッサ３０６と、メモリ３０８とを含み、さまざまな要素３０２，３
０４，３０６，３０８がデータや情報を交換するバス３１０により互いに結合される。基
地局２００から信号を受信するために用いられるアンテナ３０３は受信機３０２に結合さ
れる。例えば基地局２００に信号を送信するために用いられるアンテナ３０５は送信機３
０４に結合される。
【００４０】
　プロセッサ３０６は、ルーチン３２０を実行し、メモリ３０８のデータ／情報３２２を
用いることで無線端末３００の動作を制御する。
【００４１】
　データ／情報３２２は、ユーザデータ３３４と、小ブロック制御情報３３６と、中間ブ
ロック制御情報３３８と、ユーザ情報３４０と、ダウンリンクチャネル情報３５０と、ト
ーン情報３５２とを含む。ユーザデータ３３４にはテキスト、音声、および／または情報
ファイルが含まれる。ユーザデータ３３４は、ＢＳ２００で送信された大サイズ送信ブロ
ックからデコーダ３１２で処理された大サイズ、例えば、１００ビットもしくは１０００
ビットのデータブロックのデータを含む。このような情報は、有用になるために非常に多
くのビットを必要とするタイプである、および／または制御信号よりも時間制約性が低い
傾向がある。典型的には、ダウンリンクユーザデータは、隣接セクタに信号が伝送される
トーン間でフルオーバーラップするダウンリンク通信チャネル上でＢＳ２００からＷＴ３
００に送られる。ユーザデータ３３４はまた、エンコーダ３１４による処理後にアップリ
ンクトラフィックチャネル経由で基地局２００に伝送されるピアノード、例えば他のＷＴ
用のデータを含む。小ブロック制御情報３３６は、ダウンリンク制御チャネル経由でＢＳ
２００から伝送されたＷＴ出力制御コマンド情報といったデータを含む。小サイズブロッ
ク制御情報３３６は典型的には時間制約性であり、通信のため、ほんのわずかのビットし
か使わない。コード化されたブロックサイズが１ビットである小サイズブロックの情報３
３６の場合、ＥＣＣの目的としてビットが残っていないため、ＥＣＣの利点を活かすこと
なく情報が送られ、小ブロック情報３３６は、このような場合は、特に干渉による損失を
起こしやすい。他の場合、小ブロック制御情報３３６は、小サイズ誤り訂正コード化、例
えば繰り返しコード化により数ＥＣＣビットを含む小ブロックサイズコード化ブロックに
処理される。小コード化ブロックが数ＥＣＣビットを含むような場合、データシーケンス
が非常に少ない数のビットに限られる、あるいはそれをまったく使わず、小ブロックが衝
撃やその他の短期的雑音バーストの影響を受けやすいことから、依然として衝撃やその他
の雑音により損失しやすい。小ブロックの情報３３６は、特定の時点でチャネル上で小ブ
ロックを伝送するために用いられるトーンに関して、隣接セクタ間でトーンのオーバーラ
ップのないダウンリンク制御チャネル上でＢＳ２００からＷＴ３００に送られる。これに
より、小コードサイズをもつブロックの送信の場合、セクタ間干渉が一般に避けられる。
中間ブロックサイズ制御情報３３８は、若干時間に敏感な制御情報を含むが、小ブロック
情報３３６よりも時間制約性が小さく、中間サイズ、例えば１０ビットあるいは１００ビ
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ットのコード化ブロックで示される。中間ブロックサイズ制御情報３３８は、例えば時間
制御情報である。このような情報は、伝送期間中に中間サイズブロックを伝送するために
隣接セクタで用いられる一部の、ただし全てではないトーンが重なるようダウンリンク制
御チャネルを用いてＢＳ２００からＷＴ３００に送られる。情報３３８を伝送するために
用いられる中間サイズ伝送ブロックは典型的には若干のＥＣＣビットを含む。ユーザ情報
３４０は、割り当てられたダウンリンクチャネル情報３４２、端末ＩＤ情報３４４、基地
局ＩＤ情報３４６、およびセクタＩＤ情報３４８を含む。割り当てられたダウンリンクチ
ャネル情報３４２は、データと情報をＷＴ３００に、例えば、データに対する隣接セクタ
間のフル伝送トーンオーバーラップを持つダウンリンクトラフィックチャネルセグメント
に運ぶため、スケジューラ２２６により割り当てられたチャネルセグメントを特定する情
報、隣接セクタ間の非伝送トーンオーバーラップをもつＷＴ出力制御コマンドチャネルセ
グメント、およびその他の制御チャネルセグメント、例えば、隣接セクタ間の部分伝送ト
ーンオーバーラップをもつタイミング制御チャネルセグメントを含む。ＷＴ３００に割り
当てられた各ダウンリンクチャネルは、１つ以上の論理トーンを含むが、このトーンはお
のおの、ダウンリンクホッピングシーケンスに従い、これはセルの各セクタ間で同期して
いる。
【００４２】
　ユーザ情報３４０はさらに、例えば基地局２００割り当て識別情報、ダウンリンクホッ
ピングシーケンスを生成する際に用いられるセルスロープ値をもたらすものとの通信をＷ
Ｔ３００が確立したという特定基地局２００を識別する基地局ＩＤ情報３４４、ＷＴ３０
０が現在あるセルの特定セクタを特定するセクタＩＤ情報３４８である端末ＩＤ情報３４
４を含む。
【００４３】
　ダウンリンクチャネル情報３５０は、機能利用、例えば、ダウンリンクトラフィックチ
ャネル、ダウンリンクＷＴ出力制御チャネル、他のダウンリンク制御チャネル、例えば、
ダウンリンクタイミング制御チャネルに関して、ダウンリンクチャネルを特定する情報を
含む。ダウンリンクチャネル情報３５０はまた、隣接セクタ間の伝送トーンオーバーラッ
プ、例えば、フル伝送トーンオーバーラップチャネル、非伝送トーンオーバーラップチャ
ネル、部分伝送トーンオーバーラップチャネルに関して異なるタイプのダウンリンクチャ
ネルを特定する情報を含む。さらに、ダウンリンクチャネル情報３５０は、異なるタイプ
の機能利用チャネルを、異なるタイプの伝送トーンオーバーラップと関連付ける情報を含
む。例えば、大サイズ伝送ブロックを運ぶダウンリンクトラフィックチャネルは、伝送ト
ーンと呼ばれる実際にトーンを伝送するために用いられるトーンに関して完全にオーバー
ラップし、小サイズ伝送ブロックをもつＷＴ出力制御ダウンリンクチャネルは隣接セクタ
間で伝送トーンオーバーラップがなく、他の制御チャネル、例えばタイミング制御ダウン
リンクチャネルは、隣接セクタ間の部分伝送トーンオーバーラップをもつ。
【００４４】
　トーン情報３５２は、基地局２００のおのおのに割り当てられたキャリア周波数と、論
理トーン用指標と、ダウンリンクホッピングシーケンスのトーン数と、ダウンリンクホッ
ピングシーケンスの物理的トーンの指標および周波数と、スーパースロットの継続時間、
例えばダウンリンクトーンホッピングシーケンスに対する繰り返し間隔と、各基地局２０
０に対するスロープといったセルの特定値とを含む。
【００４５】
　ルーチン３２０は通信ルーチン３２４と無線端末制御ルーチン３２６とを含む。通信ル
ーチン３２４は、ＷＴ３００により用いられるさまざまな通信プロトコルを制御する。無
線端末制御ルーチン３２６は、受信機３０２および送信機３０４の制御、出力制御、タイ
ミング制御および同期化、ユーザ入出力オプションおよび要求を機能的に含む基本無線端
末３００を制御する。無線端末制御ルーチン３２６はまた、信号の発生、受信、処理を制
御するシグナリングルーチン３２８を含む。シグナリングルーチン３２８はダウンリンク
チャネルホッピングルーチン３３０と誤り訂正モジュール３３２とを含む。ダウンリンク
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チャネルホッピングルーチン３３０は、ダウンリンクトーンホッピングシーケンスを生成
して、基地局２００から伝送された受信データを処理するため、ダウンリンクチャネル情
報３５０、基地局ＩＤ情報３４６、例えば、スロープ、トーン情報３５２を含むユーザデ
ータ／情報３２２を用いる。誤り訂正モジュール３３２の指示の下で、受信機３０２のデ
コーダ３１２がＥＣＣを実施して、ＢＳ２００により送られる情報やデータを得るため、
伝送ブロックを処理する。ＥＣＣモジュール３３２はまた、基地局２００への伝送前にデ
ータや情報をコード化するため、送信機３０４のエンコーダ３１４を制御する。
【００４６】
　図４は、本発明による、代表的な異なるサイズブロックの情報、誤り訂正プロセス、さ
まざまなサイズの伝送ブロックを示す。コード化は誤り訂正コード化として説明されてい
るが、誤り検出ビットは、さらにさまざまな実施例において、誤り訂正ビットに加えて、
もしくはそれに代わってコード化されるということを理解するべきである。多くの場合、
誤り訂正ビットはまた、誤り検出ビットとして用いられる。これにより、図４で示される
誤り訂正処理の一部として、誤り検出および／または誤り訂正ビットが生成され、伝送さ
れるコード化ブロックに含まれるということを理解するべきである。図４の図面４００は
、基地局２００が、無線セクタ化通信セル、例えば図１のセル１０２のセクタ１　１１２
の無線端末３００に送りたい３つの異なるサイズブロックの情報を示す。本発明の他の実
施例は、伝送トーンオーバーラップの量がコード化ブロックサイズの増加とともに増える
異なるサイズのブロックに対して、異なる量の伝送トーンオーバーラップが用いられてい
るという異なる３つのサイズブロックの情報よりも多くの分類をもつ。図４は、サイズ０
（小）のデータブロックである代表的第１サイズブロックの情報４０２を含み、例えば無
線端末（ＷＴ）出力制御コマンド情報を含む。第１サイズ（小）ブロックの情報４０２は
この例では時間制約性であり、これにより、他の制御情報で大ブロックに再グループ化さ
れない。一部の実施例において、第１サイズ（小）ブロックの情報４０２は長さが１０ビ
ット未満であり、制御情報を伝えるために用いられる。第１サイズブロックの場合におけ
るコード化ブロック４０４は、非コード化ブロックと同一、もしくは小サイズ誤り訂正コ
ード化ビット４０７を含む。１つの実施例において、単ビットデータブロック４０２に対
して、１つ以上の繰り返しビットが生成され、コード化ブロック４０４に含まれる。その
場合、コードブロック４０４は、制御情報ビット４０５に加えて少なくとも１つのＥＣＣ
ビット４０７を含む。図４の例において、比較的少数のＥＣＣもしくは誤り検出ビットを
生成し、その結果、小サイズ誤り訂正コードをもたらす方法を用いて、ＥＣＣビット４０
７がステップ４０３で生成される。適切な方法の例は、繰り返しコード化ステップとパリ
ティコード化ステップとを含む。図４はまた、代表的第２サイズブロックの情報４０６を
含むが、これは代表的非コード化データブロックサイズ１（２０ビット）をもち、例えば
時間制御情報といった制御情報を含む。誤り訂正コード化ステップおよび／またはインタ
リーブステップ（再シーケンスステップ）は、バースト誤りに対する防護を助けるため、
第２ブロック上で実施される。得られる第２サイズのコード化ブロック４１０は、非コー
ド化ブロック４０６と同一ビット数もしくはそれよりも多いビット数を含む。図４の例に
おいて、誤り訂正コードビット４１４はブロック４０６のビットからステップ４０８で生
成され、その後、伝送されるコード化情報の第２サイズブロックを生成するため、情報ビ
ット４１２に追加される。一部実施例において、使用されるトーンの１つの周波数で起こ
りうるノイズにより起こりうる誤りに対してさらに防護するため、ＥＣＣビット４１４お
よび／または情報ビット４１２の異なるものが異なるトーンを用いて伝送される。
【００４７】
　図４は同じく、サイズ２のデータブロック（２００ビット）である代表的第３ブロック
情報４１６を含み、例えばユーザデータを含む。第３サイズ（大）ブロックの情報４１６
は、特に時間制約性ではなく、ユニット、例えば大コード化ブロックとしてコード化もし
くは伝送される大ブロックデータを構成するようグループ化できるようにする情報および
／または制御信号を含む。第３サイズの非コード化データブロック４１６は、伝送される
大コード化ブロック４２０を生成するため、ステップ４１８において、誤り訂正コード化
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および／またはインタリーバが行われる。ＥＣＣ処理４１８の一部として、誤り訂正ビッ
ト４２４が生成され、データビット４２２に加えられ、これにより大コード化ブロック４
２０を構成する。ＥＣＣビット４０７，４１４，４２４は伝送ブロック４０４，４１０，
４２０の終端にあるよう示されているが、データビットでインタリーブされる場合もある
。
【００４８】
　一般に、ある信号コード化形式が用いられる場合、コード化で用いられるブロックサイ
ズが大きくなるほど、例えば、コード化ブロックにおける１つ以上の異なった位置で１つ
、あるいは少数の連続ビットが失われるバースト誤りに対する防護が強固になる。無線シ
ステムの場合、バースト誤りが共通であり、１つ以上のトーンで発生する予想不能なイン
パルス雑音の結果として発生した可能性がある。誤り訂正は通常、中間および大伝送ブロ
ック（４１０，４２０）の両方でサポートされ、同様に小伝送ブロック４０４でもサポー
トされる。小サイズ（コード化）伝送ブロック４０４は、中間サイズ（コード化）伝送ブ
ロック４１０より異常な信号干渉および／または他のタイプの干渉による誤りの影響を受
けやすいが、その理由は、小サイズブロック誤りコード、例えば繰り返しコードは、中間
サイズ（コード化）伝送ブロック４１０に対して一般的に用いられるコード化技術よりも
異常な信号干渉の影響を減少させる上で効果が少ないためである。中間サイズ（コード化
）伝送ブロック４１０は、大ブロックサイズ４２０で誤り訂正コード化およびデータ再配
置により中サイズのコード化ブロック４１０よりも干渉に対する防護を良好にできる場合
、大サイズブロック４２０よりも異常な信号干渉および／または他の干渉による誤りを起
こしやすい。大コード化ブロック４２０において、比較的大きなビット数がＥＣＣの目的
のために用いられるよう割り当てられ、小ブロック、例えば、データビット数に対してＥ
ＣＣビットが比例的に少なくなる中間サイズコード化ブロック４１０の場合よりも防護程
度が高くなる。
【００４９】
　第１、第２、第３サイズの異るコード化ブロック４０４，４１０，４２０は、セクタ化
アンテナ２０５を通して送信機２０４によりＷＴ３００に伝送され、各ブロックが本発明
により割り当てられたトーンを用いて通信チャネル上で伝送される。
【００５０】
　本発明の一部の実施例において、第１サイズ情報ブロック、例えばデータブロックサイ
ズ０（小）４０２は第２サイズ情報ブロック、例えばデータブロックサイズ１（中間）４
０６よりも小さく、第２サイズ情報ブロック、例えばデータブロックサイズ１（中間）４
０６は第３サイズ情報ブロック、例えばデータブロックサイズ２（大）４１６よりも小さ
い。第１、第２、第３サイズ情報ブロックおよび伝送ブロックは、セル１０２の各セクタ
１１２，１１４，１１６にあり、伝送ブロックは本発明により、あるいは異なる時に各セ
クタで同時に伝送される。
【００５１】
　一部実施例において、情報やデータの異なるサイズ情報や伝送ブロックへの分類は、例
えば、ユーザデータ、出力制御情報等の情報タイプによりあらかじめ決められ、この分類
は、本発明の実施で用いるため、ＢＳ２００およびＷＴ３００の両方に保存される。
【００５２】
　図５は、図面５００により、本発明を図示するため、代表的ＯＦＤＭ無線システム、例
えば２つのセクタシステムのセクタＡおよびＢという２つの隣接セクタでさまざまなダウ
ンリンクチャネルへの代表的トーン割り当てを示す。基地局２００からＷＴ３００へのダ
ウンリンク通信に対して利用可能なエアリンクリソースは、トーン０から９を含む全トー
ンセットに対応する周波数スペクトル５０２により示される。各セクタＡおよびＢにおい
て、同一周波数スペクトル５０２はＯＦＤＭトーン、例えば、１０個の代表的ＯＦＤＭト
ーン：トーン０　５６４、トーン１　５６６、トーン２　５６８、トーン３　５７０、ト
ーン４　５７２、トーン５　５７４、トーン６　５７６、トーン７　５７８、トーン８　
５８０、トーン９　５８２に細分化される。セクタＡにおいて、１０個のＯＦＤＭトーン
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はさらに、トーン０Ａ５０４、トーン１Ａ５０６、トーン２Ａ５０８、トーン３Ａ５１０
、トーン４Ａ５１２、トーン５Ａ５１４、トーン６Ａ５１６、トーン７Ａ５１８、トーン
８Ａ５２０、トーン９Ａ５２２により示される。セクタＢにおいて、１０個のＯＦＤＭト
ーンはさらに、トーン０Ｂ５３４、トーン１Ｂ５３６、トーン２Ｂ５３８、トーン３Ｂ５
４０、トーン４Ｂ５４２、トーン５Ｂ５４４、トーン６Ｂ５４６、トーン７Ｂ５４８、ト
ーン８Ｂ５５０、トーン９Ｂ５５２により示される。本発明の代表的トーン割り当ておよ
び利用法は、一般的に、参照番号５００によって示されるが、ここでは図５を参照しなが
ら論じられる。図５で示されるとおり、全周波数スペクトル５０２は、図示されたシンボ
ル伝送期間に対してコラム５０９で示されるとおり、トーン０からトーン９という１０個
のトーンに分割される。本発明により、少なくとも３つのタイプのチャネル、すなわち、
大コード化ブロックの情報を伝送するために用いられる第１チャネル、例えばトラフィッ
クチャネル、小コード化ブロックを伝送するために用いられる第２チャネル、例えば第１
制御チャネル、および中間サイズのコード化ブロックを伝送するために用いられる第３チ
ャネル、例えば第２制御チャネルをサポートするよう分割される。図５において、コラム
５０１および５０５シェーディングを用いて、コード化ブロックに対応する信号の伝送の
ために用いられるよう割り当てられるトーンを示す。シェーディングのないトーン５０１
および５０５は使用されないよう制御される。
【００５３】
　本発明の説明目的のため、同一セットトーンが、同一チャネルに対応するセルの各セク
タに指定されるということが仮定される。しかしながら、小および中間サイズコード化ブ
ロックの場合、重要な点は、セクタ間干渉を防ぐ、もしくは減少するため、１つ以上の隣
接セクタの特定伝送期間中に使用されないように制御されるトーンに対する、セクタのデ
ータ伝送のために割り当てられるトーンについての関係である。予測されるとおり、特定
チャネルに対する使用されないトーンの割り当ては重要ではないが、その理由は、トーン
は情報を運ぶために用いられず、そのため他の使用されないトーンと同じであるためであ
る。非オーバーラップの例で重要な点は、伝送トーンとして用いられるよう割り当てられ
る第１セクタのトーンが隣接セクタで使用されないようになるということである。しかし
ながら、概念的には、使用されないトーンを特定チャネルに対応するものとして考えるの
が有用である。さらに、図５において、あるチャネルのトーンは、単純化のため、近接す
るものとして示されている。しかしながら、実際には、トーンは非近接の場合もある。
【００５４】
　図５および６は、第１および第２シンボル伝送時それぞれの間、２つの隣接セクタＡお
よびＢに対するさまざまなトーン割り当てを示す。図６の伝送シンボル時間は、一部の実
施において、図５のシンボル時間直後に発生する。異なる２つのシンボル時間は、特定チ
ャネルに割り当てられるトーンが時間に応じて変動する、例えばホッピングするというこ
とが示されている。
【００５５】
　図５の図示で、コラム５０１，５０３はセクタＡトーン割り当てに対応し、コラム５０
５，５０７はセクタＢトーン割り当てに対応する。シェーディングはコラム５０１，５０
５において、情報伝送で用いるために割り当てられるトーンを図示するために用いられる
。これらの伝送トーンは、システム負荷に応じて、データを伝送するために実際に用いら
れる場合も、用いられない場合もある。全てが使用されるシステム情報はこれらのトーン
で伝送される。したがって、本発明の説明目的のため、本発明では、データがコラム５０
１および５０５のシェーディングされたトーンで伝送されると仮定する。コラム５０１，
５０５でシェーディングされないトーンでの伝送は、本発明によるセルで実施される伝送
制御機構により阻止される。これらのトーンは図５で示される代表的シンボル期間で使用
されなくされる。
【００５６】
　コラム５０３は、コラム５０１でリストアップされたトーンと、セクタＡのさまざまな
通信チャネルとの間の関係を示す。同様に、コラム５０７は、コラム５０５でリストアッ
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プされたトーンと、セクタＢのさまざまな通信チャネルとの間の関係を示す。同一通信チ
ャネルはセクタＡおよびＢでサポートされるものの、伝送されているコード化ブロックの
サイズに応じて伝送トーンに対するオーバーラップの大きさが異なるという点に注意する
こと。
【００５７】
　大コード化ブロックに関して、図５において、セクタＡで、大コード化データブロック
、例えばトラフィックブロックに対応する情報の伝送における伝送トーンとして用いるた
め、ブロック５２４で示されるとおり、トラフィックチャネルＡにトーン０，１，２（５
０４，５０６，５０８）が割り当てられる。セクタＢにおいて、大コード化データブロッ
ク、例えば追加トラフィックブロックに対応する情報伝送における伝送トーンとして用い
るため、ブロック５５４で示されるとおり、同一セットトーン０，１，２（５３４，５３
６，５３８）がトラフィックチャネルＢに割り当てられる。大コード化ブロックの伝送の
場合、コラム５０９で示されるトーン０，１，２（５６４，５６６，５６８）のクロスハ
ッチングで示されるとおり、情報の伝送のために割り当てられるトーンに関して完全なオ
ーバーラップがある。
【００５８】
　例えば第１制御チャネルでの伝送される小ブロックのコード化情報の場合、１つのセク
タで情報を伝送するために用いられるトーンは隣接するセクタで使用されないようにする
。コラム５０１において、例では、セクタＡでの伝送トーンとして用いるためにトーン３
および４（５１０，５１２）が割り当てられ、コラム５０３のブロック５２６で示される
とおり、これらのトーンが制御チャネル１に対応するということが示される。これらのト
ーンは、図示されたシンボル伝送時間中に使用されないようにされ、トーン５および６（
５４４，５４６）がセクタＢの伝送トーンとして用いるために割り当てられる。セクタＢ
において、ブロック５５６で示されるとおり、トーン５および６は制御チャネル１に対応
する。トーン５および６（５１４，５１６）がセクタＡで使用されないようにするようセ
クタＡで伝送が制御され、セクタＢで小コード化ブロックの伝送に対して割り当てられる
ということに注意すること。セクタＡの使用されないトーン５および６やセクタＢの使用
されないトーン３および４は、図示されたシンボル時間中に情報の伝送のために用いられ
ない場合でも制御チャネル１に対応するものとして解釈される。小コード化ブロックの伝
送で用いられる制御チャネル１の場合、伝送トーンでオーバーラップがない、すなわち、
トーンの情報信号の伝送目的で割り当てられるトーンが各セクタで異なっており、隣接セ
クタで使用できないようにされる。トーン３，４，５，６（５７０，５７２，５７４，５
７６）はコラム５０９でシェーディングされていないが、その理由は、第１制御チャネル
に対応するこれらのトーンの場合にセクタＡおよびＢの伝送トーンに対してオーバーラッ
プがないためである。
【００５９】
　例えば第２制御チャネルで伝送される中間サイズブロックのコード化情報の場合、１つ
のセクタで情報を伝送するために用いられる一部の、ただし全てではないトーンは隣接す
るセクタで使用されないようにする。コラム５０１において、例では、第１セクタでの伝
送トーンとして用いるためトーン７および８が割り当てられ、コラム５０３のブロック５
２８で示されるとおり、これらのトーンが制御チャネル２に対応するということが示され
る。これらのトーンのうち、トーン７（５４８）は、図示されたシンボル伝送時間中にセ
クタＢで使用されないようにされ、トーン８および９（５５０，５５２）がセクタＢの伝
送トーンとして用いるために割り当てられる。セクタＢにおいて、ブロック５５８で示さ
れるとおり、伝送トーン８および９（５５０，５５２）は制御チャネル２に対応する。ト
ーン９（５２２）がセクタＡで使用されないようにするようセクタＡで伝送が制御され、
セクタＢで中間コード化ブロックの伝送に対してこれが割り当てられるということに注意
すること。セクタＡの使用されないトーン９（５２２）やセクタＢの使用されないトーン
７は、図示されたシンボル時間中に情報の伝送のために用いられない場合でも制御チャネ
ル２に対応するものとして解釈される。中間サイズコード化ブロックを伝送するために用
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いられる制御チャネル２の場合、伝送トーンに関して部分的なオーバーラップがある、す
なわち情報信号の実際の伝送目的に対して割り当てられる一部のトーンが両セクタで用い
られるが、他のトーンは両セクタで用いられない。トーン７および９（５７８，５８２）
はコラム５０９でシェーディングされないままにおかれるが、その理由は、これらのトー
ンの場合、セクタＡおよびＢの伝送トーンに関してオーバーラップがないためであり、そ
の一方、トーン８（５８０）はクロスハッチングして示されているが、その理由は、伝送
目的のため両セクタＡおよびＢで用いられるため、トーン８（５８０）の場合、全信号オ
ーバーラップが起こるためである。
【００６０】
　図６の図示において、コラム６０１，６０３はセクタＡトーン割り当てに対応し、トー
ン６０５，６０７はセクタＢトーン割り当てに対応する。シェーディングはコラム６０１
，６０５において、情報伝送で用いられるため割り当てられるトーンを図示するために用
いられる。これらの伝送トーンは、システム負荷に応じて、データを伝送するために実際
に用いられる場合も、用いられない場合もある。全てが使用されるシステム情報はこれら
のトーンで伝送される。したがって、本発明の説明目的のため、本発明では、データがコ
ラム６０１および６０５のシェーディングされたトーンで伝送されると仮定する。コラム
６０１，６０５でシェーディングされないトーンでの伝送は、本発明によるセルで実施さ
れる伝送制御機構により阻止される。これらのトーンは図６で示される代表的シンボル伝
送で使用されなくされる。
【００６１】
　コラム６０３は、コラム６０１でリストアップされたトーンと、セクタＡのさまざまな
通信チャネルとの間の関係を示す。同様に、コラム６０７は、コラム６０５でリストアッ
プされたトーンと、セクタＢのさまざまな通信チャネルとの間の関係を示す。同一通信チ
ャネルはセクタＡおよびＢでサポートされるものの、伝送されているコード化ブロックの
サイズに応じて伝送トーンに対してオーバーラップの大きさが異なるという点に注意する
こと。
【００６２】
　大コード化ブロックに関して、図６において、セクタＡで、大コード化データブロック
、例えばトラフィックブロックに対応する情報の伝送における伝送トーンとして用いるた
め、ブロック６２４で示されるとおり、トラフィックチャネルＡにトーン２，３，４（６
０８，６１０，６１２）が割り当てられる。セクタＢにおいて、大コード化データブロッ
ク、例えばトラフィックブロックに対応する情報伝送における伝送トーンとして用いるた
め、ブロック６５４で示されるとおり、同一セットトーン２，３，４（６３８，６４０，
６４２）がトラフィックチャネルＡに割り当てられる。大コード化ブロックの伝送の場合
、コラム６０９で示されるトーン２，３，４（６６８，６７０，６７２）のクロスハッチ
ングで示されるとおり、情報の伝送のために割り当てられるトーンに関して完全なオーバ
ーラップがある。
【００６３】
　例えば第１制御チャネルでの伝送される小ブロックのコード化情報の場合、１つのセク
タで情報を伝送するために用いられるトーンは隣接するセクタで使用されないようにする
。コラム６０１において、例では、セクタＡでの伝送トーンとして用いるため、トーン５
および６（６１４，６１６）が割り当てられ、コラム６０３のブロック６２６で示される
とおり、これらのトーンが制御チャネル１に対応するということが示される。これらのト
ーンは、図示されたシンボル伝送時間中にセクタＢで使用されないようにされ、トーン７
および８（６４８，６５０）がセクタＢの伝送トーンとして用いるために割り当てられる
。セクタＢにおいて、ブロック６５６で示されるとおり、トーン７および８（６４８，６
５０）は制御チャネル１に対応する。トーン７および８（６１８，６２０）がセクタＡで
使用されないようにするようセクタＡで伝送が制御され、セクタＢで小コード化ブロック
の伝送に対して割り当てられるということに注意すること。セクタＡの使用されないトー
ン７および８（６１８，６２０）やセクタＢの使用されないトーン５および６（６４４，
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６４６）は、図示されたシンボル時間中に情報の伝送のために用いられない場合でも制御
チャネル１に対応するものとして解釈される。小コード化ブロックの伝送で用いられる制
御チャネル１の場合、伝送トーンでオーバーラップがない、すなわち、制御されるものと
は反対に、トーンの情報信号の実際の伝送目的で割り当てられるトーンが使用できないよ
うにされる。トーン５，６，７，８（６７４，６７６，６７８，７８０）はコラム６０９
でシェーディングされていないが、その理由は、第１制御チャネルに対応するこれらのト
ーンの場合にセクタＡおよびＢの伝送トーンに関してオーバーラップがないためである。
【００６４】
　例えば第２制御チャネルで伝送される中間サイズブロックのコード化情報の場合、１つ
のセクタで情報を伝送するために用いられる一部の、ただし全てではないトーンは隣接す
るセクタで使用されないようにする。コラム６０１において、例では、セクタＡでの伝送
トーンとして用いるため、トーン０および９（６０４，６２２）が割り当てられ、コラム
６０３のブロック６２８で示されるとおり、これらのトーンが制御チャネル２に対応する
ということが示される。これらのトーンのうち、トーン９（６５２）は、図示されたシン
ボル伝送時間中にセクタＢで使用されないようにされ、トーン０および９（６３４，６３
６）がセクタＢの伝送トーンとして用いるために割り当てられる。セクタＢにおいて、ブ
ロック６５８で示されるとおり、伝送トーン０および１（６３４，６３６）は制御チャネ
ル２に対応する。トーン１（６０６）がセクタＡで使用されないようにするようセクタＡ
で伝送が制御され、セクタＢで中間コード化ブロックの伝送に対してこれが割り当てられ
るということに注意すること。セクタＡの使用されないトーン１（６０６）やセクタＢの
使用されないトーン９（６５２）は、図示されたシンボル時間中に情報の伝送のために用
いられない場合でも制御チャネル２に対応するものとして解釈される。中間サイズコード
化ブロックの伝送で用いられる制御チャネル２の場合、伝送トーンでオーバーラップがな
い、すなわち、制御されるトーンとは反対に、情報信号の実際の伝送目的で割り当てられ
るトーンが使用できないようにされる。トーン１および９（６６６，６８２）はコラム６
０９でシェーディングされないままにおかれるが、その理由は、これらのトーンの場合、
セクタＡおよびＢの伝送トーンに対してオーバーラップがないためであり、その一方、ト
ーン０（６６４）はクロスハッチングして示されているが、その理由は、伝送目的のため
両セクタＡおよびＢで用いられるため、トーン０（６６４）の場合、全信号オーバーラッ
プが起こるためである。
【００６５】
　図７は図面７００を通して、本発明を図示するため、例えば、図１のシステム１００の
セル１０２のセクタ１　１１２、セクタ２　１１４、セクタ３　１１６といった代表的な
３つのセクタＯＦＤＭ無線システムのセクタＡ，Ｂ，Ｃなどの３つのセクタのさまざまな
ダウンリンクチャネルへの代表的トーン割り当てを示す。基地局２００からＷＴ３００へ
のダウンリンク通信で利用可能なエアリンクリソースは周波数スペクトル７０２により示
される。各セクタＡ，Ｂ，Ｃにおいて、同一周波数スペクトル７０２は同一ＯＦＤＭトー
ン、例えば１０個のＯＦＤＭトーンに細分化されるが、ここでＯＦＤＭトーンは、セクタ
Ａにおいて、トーン０Ａ７０４、トーン１Ａ７０６、トーン２Ａ７０８、トーン３Ａ７１
０、トーン４Ａ７１２、トーン５Ａ７１４、トーン６Ａ７１６、トーン７Ａ７１８、トー
ン８Ａ７２０、トーン９Ａ７２２として特定され、セクタＢにおいてトーン０Ｂ７３４、
トーン１Ｂ７３６、トーン２Ｂ７３８、トーン３Ｂ７４０、トーン４Ｂ７４２、トーン５

Ｂ７４４、トーン６Ｂ７４６、トーン７Ｂ７４８、トーン８Ｂ７５０、トーン９Ｂ７５２
として特定され、セクタＣにおいて、トーン０Ｂ７６４、トーン１Ｂ７６６、トーン２Ｂ

７６８、トーン３Ｂ７７０、トーン４Ｂ７７２、トーン５Ｂ７７４、トーン６Ｂ７７６、
トーン７Ｂ７７８、トーン８Ｂ７８０、トーン９Ｂ７８２として特定される。
【００６６】
　図７は、セクタＡトラフィックチャネルＡ　７２４、セクタＢトラフィックチャネルＢ

　７５４、セクタＣトラフィックチャネルＣ　７８４といった完全にオーバーラップした
トラフィックチャネルを示す。図７はまた、セクタＡ制御チャネル１Ａ７２６、セクタＢ
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制御チャネル１Ｂ７５６、セクタＣ制御チャネル１Ｃ７８６といった非オーバーラップ制
御１チャネルを示す。さらに、図７は、セクタＡ制御チャネル２Ａ７２８、セクタＢ制御
チャネル２Ｂ７５８、セクタＣ制御チャネル２Ｃ７８８といった部分オーバーラップ制御
２チャネルを示す。トラフィックチャネル７２４，７５４，７５６は、３つのセクタのお
のおのにおける伝送に対して同一の４つのトーン（０，１，２，３）を用いる。制御チャ
ネル１　７２６，７５６，７８６はおのおの伝送トーンとして３つのトーン（４，５，６
）のサブセットの異なる１つを用い、他のトーンは個々のセクタにおいて使用できないよ
うにされる。制御チャネル２　７２８，７５８，７８８はおのおの、２つの隣接セクタの
おのおのの間において１つのトーンがオーバーラップトーンであり、２つのトーンが、３
つのトーン（７，８，９）のサブセットからの非オーバーラップになるよう、伝送トーン
として３つのトーン（７，８，９）のうちの２つを用いる。
【００６７】
　セクタＡに対して、ボックス７０４，７０６，７０８，７１０，７１２，７１８，７２
０の左から右への上昇斜線は、セクタＡのチャネルに対する信号伝送のために用いられる
よう、ＢＳ２００がトーン０，１，２，３，４，７，８を割り当てることを示す。セクタ
Ｂに対して、ボックス７３４，７３６，７３８，７４０，７４４，７４８，７５２の左か
ら右への下降斜線は、セクタＢのチャネルに対する信号伝送のために用いられるよう、Ｂ
Ｓ２００がトーン０，１，２，３，５，７，９を割り当てることを示す。セクタＣに対し
て、ボックス７６４，７６６，７６８，７７０，７７６，７８０，７８２の垂直線は、セ
クタＣのチャネルに対する信号伝送のために用いられるよう、ＢＳ２００がトーン０，１
，２，３，６，８，９を割り当てることを示す。
【００６８】
　コラム７９０はトーン０．．．９のおのおのを示し、シェーディングを通して、トーン
０，１，２，３，７がセクタＡとＢの間のオーバーラップ伝送トーンを示す。コラム７９
２はトーン０．．．９のおのおのを示し、シェーディングを通して、トーン０，１，２，
３，９がセクタＢとＣの間のオーバーラップ伝送トーンを示す。コラム７９４はトーン０
．．．９のおのおのを示し、シェーディングを通して、トーン０，１，２，３，８がセク
タＣとＡの間のオーバーラップ伝送トーンを示す。
【００６９】
　理解されるとおり、１）第１サイズのコード化ブロックに対する非オーバーラップ伝送
トーン、２）第１サイズよりも大きい第２サイズのコード化ブロックに対する部分的オー
バーラップ伝送トーン、および３）第２サイズよりも大きい第３サイズのコード化ブロッ
クに対する完全オーバーラップ伝送トーンを用いて、セルの隣接セクタにおける異なる伝
送チャネルを実施する本発明の方法は、他のサイズのコードブロックに対する追加チャネ
ルまで拡張できる。例えば、第４サイズのコード化ブロックは、他のオーバーラップチャ
ネルである第４チャネルに対応するものとして指定される。第４チャネルの場合、第４サ
イズのコード化ブロックは第２サイズのコード化ブロックよりも大きいが、第３サイズよ
りも小さい。そのような実施において、おのおのの特定セクタにおける非オーバーラップ
トーンが使用できないようにされた第４チャネルに割り当てられた非オーバーラップトー
ンに対するオーバーラップの相対比率は、第２通信チャネルに対する相対比率よりも大き
い。これにより、そのような実施例において、第４通信チャネルは、第２通信チャネルよ
りも周波数再利用率が大きいが、第３通信チャネルよりは小さい。
【００７０】
　本発明に対する多数の追加の変形例が可能である。例えば、複数チャネルは、本発明で
サポートされる少なくとも３つの異なるコード化ブロックサイズの１つ以上に対してサポ
ートされる。
【００７１】
　本発明の実施のために用いられるモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、あるい
はソフトウェアおよびハードウェアを組み合わせたものとして実施される。何よりも、本
発明は、例えば異なる量の周波数再利用のチャネル上の異なるサイズのコード化データブ
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ロックの伝送など、本発明による１つ以上のステップを実施するためのプロセッサといっ
た装置を制御するための機械読み取り可能媒体、メモリに向けられたものである。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明の方法および装置は、ＯＦＤＭ通信システムや、ＣＤＭＡシステムを含む他のタ
イプの通信システムにおいても用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明により実施される代表的セクタ化通信システムを示す。
【図２】本発明により実施される、図１のシステムでの使用に適した代表的基地局を示す
。
【図３】本発明により実施される、図１のシステムでの使用に適した代表的無線端末を示
す。
【図４】本発明の説明のために用いられる、さまざまなサイズのデータブロック、誤り訂
正プロセス、さまざまなサイズの伝送ブロックを示す。
【図５】本発明による２つの隣接セクタの異なるタイプのチャネルへのトーン割り当て例
を示す。
【図６】本発明により、図５で示されるチャネルに割り当てられるトーンが時間経過とと
もにホップする様子を示す。
【図７】本発明による３つのセクタシステムの異なるタイプのチャネルへのトーン割り当
て例を示す。
【符号の説明】
【００７４】
１００　通信システム、１０２　セル、１１０，１１２，１１４　セクタ、１３６，１３
８，１４４，１４６，１５２，１５４　終端ノード、１４０，１４２，１４８，１５０，
１５６，１５８　無線リンク、１６２，１６６　ネットワークリンク、２００　基地局、
３００　無線端末
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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