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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの基地局から入力信号を受信するための第１の副受信器と第２の副受信
器とを少なくとも含む受信器と、前記第１の副受信器は第１の周波数帯域に同調され、前
記第２の副受信器は第２の周波数帯域に同調され、前記第２の周波数帯域は周波数領域に
おいて前記第１の周波数帯域の少なくとも２倍の幅である、前記第１の副受信器は、前記
第１の周波数帯域内の第１の周波数で第１の信号を受信し、前記第１の副受信器が第１の
信号を受信する間に、前記第２の副受信器は、前記第２の周波数帯域内の第２の周波数で
第２の信号を受信し；
　前記受信器に結合された復調器と、
　出力信号を送信する送信器と、
　前記受信器に結合された探索器と、
を具備する１つの無線通信システムにおいて動作する移動局であって、前記復調器は、前
記第２の副受信器によって受信された第２の信号を複数の第３の信号に細分するための手
段を含み、第３の信号の各々は、複数の隣接周波数帯域の１つにあり、前記複数の隣接周
波数帯域は、前記第２の周波数帯域を集合的に形成し、
　前記移動局は、以下のうち少なくとも１つを行う：
　ａ）前記第１の副受信器および前記探索器により、第１の周波数にてページを探索及び
監視すること；及び、第１の周波数にてページを探索及び監視する間に、前記第２の副受
信器および前記探索器により、第２の周波数にてページを探索及び監視すること、
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　　及び
　ｂ）前記探索器により、第３の信号の各々内の構造化波形の存在について第３の信号の
各々を探索すること；前記復調器により、第３の信号の各々から構造化波形を取除くため
第３の信号の各々を復調すること；前記送信器により、第１の出力信号を送信すること；
及び、第３の信号の各々を探索及び復調し、第１の出力信号を送信する間に、前記第１の
副受信器および前記探索器により、第１の周波数にてパイロットを探索すること。
【請求項２】
　前記第２の周波数帯域は、前記第１の周波数帯域の帯域幅の倍数である、請求項１の移
動局。
【請求項３】
　前記複数の隣接周波数帯域の各１つは、周波数領域において前記第１の周波数帯域と実
質的に等しい幅を有する、請求項１の移動局。
【請求項４】
　前記復調器は、前記第２の副受信器によって受信された前記第２の信号を２つの第３の
信号に細分するための手段を含み、前記２つの第３の信号の各々は、２つの隣接周波数帯
域の１つにある、請求項１の移動局。
【請求項５】
　前記第１の周波数帯域は約１．２５ＭＨｚの帯域幅を有し、前記第２の周波数帯域は、
１．２５ＭＨｚの倍数である帯域幅を有する、請求項１の移動局。
【請求項６】
　前記第２の周波数帯域は、周波数領域において前記第１の周波数帯域の３倍の幅である
、請求項１の移動局。
【請求項７】
　前記復調器は、前記第２の副受信器によって受信された前記第２の信号を３つの第３の
信号に細分するための手段を含み、前記３つの第３の信号の各々は、３つの隣接周波数帯
域の１つにある、請求項１の移動局。
【請求項８】
　複数の基地局と、前記基地局の各々は、複数の周波数の少なくとも１つで信号を送信し
；
　複数の移動局とを具備する１つの無線通信システムであって、前記複数の移動局の少な
くとも１つは、
　　少なくとも１つの基地局から入力信号を受信するための第１の副受信器と第２の副受
信器とを少なくとも含む受信器と、前記第１の副受信器は第１の周波数帯域に同調され、
前記第２の副受信器は第２の周波数帯域に同調され、前記第２の周波数帯域は周波数領域
において前記第１の周波数帯域の少なくとも２倍の幅である、前記第１の副受信器は、前
記第１の周波数帯域内の第１の周波数で第１の基地局から第１の信号を受信し、前記第１
の副受信器が第１の信号を受信する間に、前記第２の副受信器は、前記第２の周波数帯域
内の第２の周波数で第２の基地局及び第１の基地局の第２のセクターの１つから第２の信
号を受信し；
　　前記受信器に結合された復調器と、
　　出力信号を送信する送信器と、
　　前記受信器に結合された探索器と、
　　を具備し、
　　前記復調器は、前記第２の副受信器によって受信された第２の信号を複数の第３の信
号に細分するための手段を含み、第３の信号の各々は、複数の隣接周波数帯域の１つにあ
り、前記複数の隣接周波数帯域は、前記第２の周波数帯域を集合的に形成し、
　　前記移動局は、以下のうち少なくとも１つを行う：
　ａ）前記第１の副受信器および前記探索器により、第１の周波数にてページを探索及び
監視すること；及び、第１の周波数にてページを探索及び監視する間に、前記第２の副受
信器および前記探索器により、第２の周波数にてページを探索及び監視すること、
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　　及び
　ｂ）前記探索器により、第３の信号の各々内の構造化波形の存在について第３の信号の
各々を探索すること；前記復調器により、第３の信号の各々から構造化波形を取除くため
第３の信号の各々を復調すること；前記送信器により、第１の基地局に第１の出力信号を
送信すること；及び、第３の信号の各々を探索及び復調し、第１の出力信号を送信する間
に、前記第１の副受信器および前記探索器により、第１の周波数にてパイロットを探索す
ること。
【請求項９】
　前記第２の周波数帯域は、前記第１の周波数帯域の帯域幅の倍数である、請求項８の無
線通信システム。
【請求項１０】
　前記複数の隣接周波数帯域の各１つは、周波数領域において前記第１の周波数帯域と実
質的に等しい幅を有する、請求項８の無線通信システム。
【請求項１１】
　前記復調器は、前記第２の副受信器によって受信された前記第２の信号を２つの第３の
信号に細分するための手段を含み、前記２つの第３の信号の各々は、２つの隣接周波数帯
域の１つにある、請求項８の無線通信システム。
【請求項１２】
　前記第１の周波数帯域は約１．２５ＭＨｚの帯域幅を有し、前記第２の周波数帯域は、
１．２５ＭＨｚの倍数である帯域幅を有する、請求項８の無線通信システム。
【請求項１３】
　前記第２の周波数帯域は、周波数領域において前記第１の周波数帯域の３倍の幅である
、請求項８の無線通信システム。
【請求項１４】
　前記復調器は、前記第２の副受信器によって受信された前記第２の信号を３つの第３の
信号に細分するための手段を含み、前記３つの第３の信号の各々は、３つの隣接周波数帯
域の１つにある、請求項８の無線通信システム。
【請求項１５】
　１つの無線通信システムにおける、移動局と少なくとも一つの基地局の間の通信の方法
であって、該方法は、
　第１の副受信器と第２の副受信器とで信号を受信することと、前記第１の副受信器は第
１の周波数帯域に同調され、前記第２の副受信器は第２の周波数帯域に同調され、前記第
２の周波数帯域は周波数領域において前記第１の周波数帯域の少なくとも２倍の幅であり
、第１の副受信器と第２の副受信器とで信号を受信することは、前記第１の副受信器によ
り、前記第１の周波数帯域内の第１の周波数で第１の基地局から第１の信号を受信するこ
と、及び、前記第１の副受信器により第１の信号を受信する間に、前記第２の副受信器に
より、前記第２の周波数帯域内の第２の周波数で第２の基地局および第１の基地局の第２
のセクターの１つから第２の信号を受信することを具備し；
　前記第２の副受信器によって受信された第２の信号を複数の第３の信号に細分すること
とを具備し、前記第３の信号の各１つは、前記第２の周波数帯域を集合的に形成する複数
の隣接周波数帯域の１つにあり、
　該方法は、以下のうち少なくとも１つを含む：
　ａ）第１の周波数にてページを探索及び監視すること；及び、第１の周波数にてページ
を探索及び監視する間に、第２の周波数にてページを探索及び監視すること、
　及び
　ｂ）第３の信号の各々内の構造化波形の存在について第３の信号の各々を探索すること
；　第３の信号の各々から構造化波形を取除くため第３の信号の各々を復調すること；第
１の基地局に第１の出力信号を送信すること；及び、第３の信号の各々を探索及び復調し
、第１の出力信号を送信する間に、第１の周波数にてパイロットを探索すること。
【請求項１６】
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　前記第２の周波数帯域は、前記第１の周波数帯域の帯域幅の倍数である、請求項１５の
方法。
【請求項１７】
　前記複数の隣接周波数帯域の各１つは、周波数領域において前記第１の周波数帯域と実
質的に等しい幅を有する、請求項１５の方法。
【請求項１８】
　前記第１の周波数帯域は、約１．２５ＭＨｚの帯域幅を有し、前記第２の周波数帯域は
、１．２５ＭＨｚの倍数である帯域幅を有する、請求項１５の方法。
【請求項１９】
　前記第２の周波数帯域は、周波数領域において前記第１の周波数帯域の３倍の幅である
、請求項１５の方法。
【請求項２０】
　前記第２の副受信器によって受信された前記第２の信号を前記細分することは、前記第
２の信号を３つの第３の信号に細分することを含み、前記３つの第３の信号の各々は、３
つの隣接周波数帯域の１つにある、請求項１５の方法。
【請求項２１】
　第１の周波数帯域に同調された第１の副受信器と、第２の周波数帯域に同調された第２
の副受信器とを含む、少なくとも１つの送信エンティティから入力信号を受信するための
受信器と、前記第２の周波数帯域は周波数領域において前記第１の周波数帯域の３倍の幅
である、前記第１の副受信器は、前記第１の周波数帯域内の第１の周波数で第１の信号を
受信し、前記第１の副受信器が第１の信号を受信する間に、前記第２の副受信器は、前記
第２の周波数帯域内の第２の周波数で、第２の信号を受信し；
　前記受信器に結合された復調器と、
　出力信号を送信する送信器と、
　前記受信器に結合された探索器と、
を具備する１つの無線通信システムにおいて動作する装置であって、
　前記復調器は、前記第２の副受信器によって受信された第２の信号を３つの第３の信号
に細分するための複数のバンドパス・フィルタを具備し、第３の信号の各々は、３つの隣
接周波数帯域の１つにあり、前記３つの隣接周波数帯域は、前記第２の周波数帯域を集合
的に形成し、
前記装置は、以下のうち少なくとも１つを行う：
　ａ）前記第１の副受信器および前記探索器により、第１の周波数にてページを探索及び
監視すること；及び、第１の周波数にてページを探索及び監視する間に、前記第２の副受
信器および前記探索器により、第２の周波数にてページを探索及び監視すること、
　　及び
　ｂ）前記探索器により、第３の信号の各々内の構造化波形の存在について第３の信号の
各々を探索すること；前記復調器により、第３の信号の各々から構造化波形を取除くため
第３の信号の各々を復調すること；前記送信器により、第１の出力信号を送信すること；
及び、第３の信号の各々を探索及び復調し、第１の出力信号を送信する間に、前記第１の
副受信器および前記探索器により、第１の周波数にてパイロットを探索すること。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
Ｉ．発明の分野
　本発明は一般に移動体通信システムに関する。特に、本発明は移動局が一つ以上の周波
数上で送信される信号を受信及び復調できる移動体通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
ＩＩ．関連技術の説明
　図１は符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）セルラ電話システムといった、セルラ電話システ
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ムで使用される初期の移動局１００のブロック図を示す。本発明の譲請人に譲渡されて、
ここで引用文献として組込まれる、米国特許第５，１０９，３０９号はＣＤＭＡセルラ電
話システムの一例の概略図及びこのようなシステムで使用される移動局のブロック図を開
示している。図１を参照すると、移動局１００は基地局と交信するためのアンテナ１０５
、移動局１００から信号を送信するための送信器１１０，信号を受信するための受信器１
２０、探索器と復調器ユニット１３０、及び送信器１１０からアンテナ１０５への出力信
号とアンテナ１０５から受信器１２０への入力信号を正しく経路指定するためアンテナ１
０５、送信器１１０、及び受信器１２０に接続されたデュプレクサ（送受切換器）１１５
から構成される。デュプレクサ１１５は、同時に信号を送信及び受信できる全二重器、ま
たは或る所定の時間に信号を送信または受信の一つだけできる半二重器である通常のデュ
プレクサである。
【０００３】
　受信器１２０はデュプレクサ１１５に接続された第一のバンドパス・フィルタ（ＢＰＦ
）１２１、第一のＢＰＦ１２１に接続されたミキサ１２２、ミキサ１２２に接続された局
部発振器（ＬＯ）１２３、ミキサ１２２に接続された第二のＢＰＦ１２４、及び第二のＢ
ＰＦ１２４に接続された副受信器１２５から構成される。副受信器１２５は、ディジタル
またはアナログ周波数変換器の何れかの周波数変換器１２６、及び第三のＢＰＦ１２７を
包含する。
【０００４】
　デュプレクサ１１５は第一のバンドパス・フィルタ１２１に入力信号を経路指定し、そ
れはミキサ１２２に入力信号のバンドパスされた信号（ｖｅｒｓｉｏｎ）を送信する。ミ
キサ１２２はまた局部発振器（ＬＯ）１２３から第二の入力を受信する。ミキサ１２２の
出力は副受信器１２５にその入力信号のバンドパスされた信号を送信する第二のＢＰＦ１
２４に送信される。周波数変換器１２６は第二のＢＰＦ１２４の出力を受信して、その出
力が所望の周波数、即ち信号が移動局１００と移動局１００が交信している基地局間で送
信されるように信号が搬送される周波数の周りに中心がくるように周波数領域内で受信信
号を転換（シフト）させる。第三のＢＰＦ１２７は周波数変換器１２６の出力を受信して
その入力のバンドパスされた信号を出力する。第三のＢＰＦ１２７は１．２５ＭＨｚの通
過帯域（バンドパス）を有し、信号が移動局１００と移動局１００が交信している基地局
間で送信されるように信号が搬送される周波数の周りに中心がくる。第三のＢＰＦ１２７
の出力は探索器と復調器ユニット１３０に伝送される。探索器と復調器ユニット１３０中
の復調器は入力波形上の信号を復調する。その後、復調器の復調フィンガは復調信号から
、ウォルシュ符号及び疑似乱数雑音（ＰＮ）符号といった、通信符号チャンネルの符号を
取除き、取除いた符号を結合する。探索器と復調器ユニット１３０中の探索器は通信符号
チャンネルの符号、例えばウォルシュ符号または疑似乱数雑音（ＰＮ）符号といった、構
造化波形の存在を探索する。探索器と復調器の例は米国特許第５，１０３，４５９号、第
５，４９０，１６５号、及び第５，５０６，８６５号に開示され、これらの全ては本発明
の譲請人に譲渡されて、ここで引用文献として組込まれている。上の幾つかの引用特許に
おいてディジタル受信器またはディジタル・データ受信器は復調器または探索器と復調器
の組合せを引用していることに留意すべきである。同様に、アナログ受信器は本願におい
て受信器１２０またはそれの相当物として引用されるものを引用している。
【０００５】
　副受信器は或る所定の時間でただ一つの周波数にのみ同調されるので、移動局は移動局
が同調される周波数範囲で信号を送信する基地局とのみ交信できる。移動局が同調される
周波数に関する制限は移動局及び移動局が機能する無線通信システムが幾つかの不利益を
被るもととなる。第一は、移動局は二つの異なる周波数間でソフト・ハンドオフすること
ができない。第二に、移動局は或る所定の時間に一つ以上の周波数でパイロットを監視ま
たは探索することができない。第三に、アイドル状態において、移動局は或る所定の時間
に一つ以上の周波数でページを監視または探索することができない。
【発明の概要】
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【０００６】
　本発明は移動局の受信器においてＮ個（Ｎは１より大きい整数）の副受信器を使用する
ことにより前述の欠点を克服するものである。本発明の移動局における各副受信器は特定
の周波数に独立に同調される。異なる周波数に独立に同調される多数の副受信器を有する
結果として、本発明の移動局は異なる基地局からまたは一つの基地局の異なるセクター（
区域）から一つ以上の周波数上で信号を同時に受信することができる。これは移動局が（
１）（ａ）異なる基地局から受信される二つの異なる周波数間のソフト・ハンドオフまた
は（ｂ）同じ基地局の異なるセクターから受信される二つの異なる周波数間のソフター・
ハンドオフまたは（ｃ）少なくとも一つの基地局の場合には、多元周波数が同じ基地局の
異なるセクターから受信されるが、異なる基地局から受信される多元周波数間のソフト・
ソフター・ハンドオフにあること、（２）同時に他の周波数でパイロットを探索及び監視
しながら、交信中の基地局との順方向または逆方向回線に対して僅かな劣化あるいは全く
劣化なしで第一の周波数で一つの基地局と交信すること、及び（３）アイドル状態、即ち
移動局がトラフィック・チャンネルにないとき、一つ以上の周波数でページを同時に探索
及び監視すること、を許容する。
【０００７】
　これらの及び他の利益を提供するために、移動局は：移動局から出力信号を送信する送
信器；及び入力信号を受信する受信器を含み、受信機は送信器に接続され、Ｎ個の副受信
器を有し、ここでＮは１より大きい整数で、Ｎ個の副受信器の各々は所望の周波数に独立
に同調されている。
【０００８】
　一実施例において、受信器は三つの副受信器から構成され、三つの副受信器の各々は約
１．２５ＭＨｚ幅の周波数帯域を有する。
【０００９】
　別の実施例において、受信器は二つの副受信器から構成される。二つの副受信器の第一
実施例において、第一の副受信器は周波数領域において第二の副受信器の周波数帯域の二
倍の幅の周波数帯域を有する。二つの副受信器の第二実施例において、第一の副受信器は
周波数領域において第二の副受信器の周波数帯域の三倍の幅の周波数帯域を有する。
【００１０】
　本発明はまた、（１）各々の基地局が複数の周波数の少なくとも一つの周波数上で信号
を送信する複数の基地局と；（２）複数の移動局の少なくとも一つが、（ａ）複数の基地
局の少なくとも一つに信号を送信する送信器；及び複数の基地局の少なくとも一つから信
号を受信するため送信器に接続された受信器であり、Ｎが１より大きい整数で、Ｎ個の副
受信器の各々が所望の周波数に独立に同調されている、Ｎ個の副受信器を有する受信器を
包含する複数の移動局とから構成される無線通信システムを含む。
【００１１】
　一実施例において、複数の基地局の第一の基地局は第一の符号チャンネルを使用して第
一の周波数上で信号を送信し、複数の基地局の第二の基地局は第一の符号チャンネルとは
異なる第二の符号チャンネルを使用して第一の周波数上で信号を送信する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】初期の移動局の一般的なブロック図である。
【図２】本発明の移動局の一般的なブロック図である。
【図３】本発明の無線通信システムにおいて信号を送信するために使用される多元周波数
の周波数領域および多元符号チャンネルに関するグラフである。
【図４】図３の周波数帯域の一つ上で信号を送信するために使用される符号チャンネルの
さらに詳細な図である。
【図５】本発明の無線通信システムにおいて使用される周波数、基地局、符号チャンネル
、及び符号シンボルの例を示す表である。
【図６】本発明の無線通信システムにおいて使用される周波数、基地局、符号チャンネル
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、及び符号シンボルの例を示す表である。
【図７】本発明の無線通信システムにおいて使用される周波数、基地局、符号チャンネル
、及び符号シンボルの例を示す表である。
【図８】本発明の無線通信システムにおいて使用される周波数、基地局、符号チャンネル
、及び符号シンボルの例を示す表である。
【図９】本発明の無線通信システムにおいて使用される周波数、基地局、符号チャンネル
、及び符号シンボルの例を示す表である。
【図１０】本発明の無線通信システムにおいて使用される周波数、基地局、符号チャンネ
ル、及び符号シンボルの例を示す表である。
【図１１】本発明の多元副受信器移動局の実施例の一般的なブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図２は本発明の現在好ましい実施例の移動局の一般的なブロック図である。移動局２０
０は移動局１００に含まれる要素（ｅｌｅｍｅｎｔｓ）を包含する。移動局１００で対応
する要素を有する移動局２００における各要素について、参照番号は移動局１００で対応
する要素の参照番号に１００を加えることにより選択されている。例えば、移動局２００
のデュプレクサはデュプレクサ２１５として参照され、ここで２１５は１００と移動局１
００のデュプレクサ１１５の参照番号１１５の和である。移動局１００で対応する要素を
有する移動局２００における要素は当技術に精通する者には周知であり、そして上述され
ているので、移動局２００におけるこれらの要素は本発明の移動局２００の発明の特徴に
専念するためにここではこれ以上記述されない。同様に、移動局において一般に使用され
る他の要素は当技術に精通する者には周知であるから移動局１００及び２００のブロック
図から除外されている。
【００１４】
　第１及び２図で見ることができるように、移動局２００は移動局１００で対応する要素
を有するものの他に或る要素を含む。例えば、受信器１２０とは異なり、ただ一つの副受
信器１２５を有する移動局１００において、移動局２００における受信器２２０はN個の
副受信器２２５から構成され、ここでNは１より大きい整数である。N個の副受信器２２５
の各々は異なる周波数で送信された信号を探索、監視、及び復調するために異なる周波数
に独立して同調される。異なる周波数に独立して同調される複数の副受信器の使用は移動
局２００が異なる基地局または一つの基地局の異なるセクターから一つ以上の周波数で信
号を同時に受信することを許容する。
【００１５】
　幾つかの実施例において、探索器と復調器ユニット２３０は受信器２２０内のＢＰＦ２
２７から受信された信号をさらにフィルタするための追加復調器ＢＰＦ’（示されず）を
含めることができる。復調器が信号を受信するＢＰＦ２２７の帯域幅は信号が無線通信シ
ステムにおいて一般に送信される一つ以上の周波数帯域を含むように十分広いとき、復調
器は復調器ＢＰＦ’を含めるようにする。無線通信システムにおいては、本発明の現在好
ましい実施例にしたがい、１．２５ＭＨｚの周波数帯域が信号を送信するために一般に使
用される。したがって、一つ以上の１．２５ＭＨｚ帯域が給電ＢＰＦ２２７の周波数帯域
に適合されるとき、給電ＢＰＦ２２７の周波数帯域に適合できる複数の１．２５ＭＨｚ帯
域は給電ＢＰＦ２２７から信号を受信する復調器において使用されるべき複数の復調器Ｂ
ＰＦ’を決定する。復調器において使用されるべき復調器ＢＰＦ’の数を決定するための
上の方法は信号を送信する１．２５ＭＨｚ帯域とは異なる周波数帯域を使用するシステム
に適用できることは留意すべきである。このようなシステムについて、これらのシステム
において一般に使用される周波数帯域は、１．２５ＭＨｚ帯域に代って、復調器で使用さ
れるべき復調器ＢＰＦ’（示されず）の数を決定するために使用される。
【００１６】
　一実施例において、Nは３に等しく、その場合には移動局２００は三つの副受信器を包
含する。三つの副受信器を有する一実施例において、各副受信器は異なる周波数に同調さ
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れ、ほぼ１．２５ＭＨｚの帯域幅内で信号をフィルタする。この実施例において、各ＢＰ
Ｆ’２２７は無線通信システムにおいて信号が一般に送信される周波数帯域の帯域幅に等
しいので、復調器はいかなる復調器ＢＰＦ’をもつ必要はない。
【００１７】
　第二の実施例においては、移動局２００は二つの副受信器を包含する。二つの副受信器
の第一実施例では、一方の副受信器は約３．７５ＭＨｚの帯域幅で信号をフィルタし、同
時に他方の副受信器は約１．２５ＭＨｚの帯域幅で信号をフィルタする。一方の副受信器
のＢＰＦ２２７が約３．７５ＭＨｚの帯域幅を有する上述の第一実施例において、３．７
５ＭＨｚのＢＰＦ２２７に接続された復調器は、３．７５ＭＨｚのＢＰＦ２２７から受信
された信号を各々が約１．２５ＭＨｚの帯域幅を有する三つの隣接帯域の一つにある三つ
の別々の信号に細分するための復調器ＢＰＦ’（示されず）を含む。一実施例において、
１．２５ＭＨｚのＢＰＦ２２７の帯域は３．７５ＭＨｚのＢＰＦ２２７の三つの１．２５
ＭＨｚの小帯域（ｓｕｂｂａｎｄｓ）の一つに対応してもよい。このような実施例におい
て、３．７５ＭＨｚのＢＰＦ２２７及び１．２５ＭＨｚのＢＰＦ２２７は共に３．７５Ｍ
ＨｚのＢＰＦ２２７及び１．２５ＭＨｚのＢＰＦ２２７から受信された信号を各々が約１
．２５ＭＨｚの帯域幅を有する三つの隣接帯域の一つにある三つの別々の信号に細分する
ための三個の復調器ＢＰＦ’（示されず）を含む。二つの副受信器移動局の第二実施例で
は、一方の副受信器は約２．５ＭＨｚの帯域幅で信号をフィルタし、同時に他方の副受信
器は約１．２５ＭＨｚの帯域幅で信号をフィルタする。一方の副受信器のＢＰＦ２２７が
約２．５ＭＨｚの帯域幅を有する上述の第一実施例において、２．５ＭＨｚのＢＰＦ２２
７に接続された復調器は、２．５ＭＨｚのＢＰＦ２２７から受信された信号を各々が約１
．２５ＭＨｚの帯域幅を有する二つの隣接帯域の一つにある二つの別々の信号に細分する
ための二つの復調器ＢＰＦ’（示されず）を含む。
【００１８】
　一実施例において、ＢＰＦ’２２７は表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタを包含してもよく
、それは当技術に精通する者には周知である。本発明で使用されるＢＰＦはＳＡＷフィル
タに限定されないが、代わりに別の型のアナログ・フィルタ（例えば、カスケード・ラン
プ素子フィルタ、結晶）またはディジタル・フィルタ（例えば、有限インパルス応答（Ｆ
ＩＲ）フィルタ）といった当技術で使用される任意のＢＰＦでもよい。
【００１９】
　図１１は本発明の多元副受信器移動局の実施例の一般的なブロック図である。図１１の
移動局１１００において、各アナログ・ディジタル変換器（ＡＤＣ’）１１２５は、それ
だけでまたはディジタル信号プロセッサ１１２９と組合せて、受信器１１２０の副受信器
として考えてもよい。斯くして、例えば、Ｎ番目のＡＤＣ１１２５またはＤＳＰ１１２９
と組合せたＮ番目のＡＤＣ１１２５はＮ番目の副受信器として考えてもよい。図１１に示
された実施例において、全てのＡＤＣ’１１２５に対応する一つのＤＳＰ１１２９がある
けれども、代わりの実施例においては各ＡＤＣ１１２５は他のＡＤＣ’１１２５と分担し
ない別の対応ＤＳＰと関連することが考えられる。
【００２０】
　各ＡＤＣ１１２５は入力信号周波数帯域の一部をディジタル信号に標本化するため独立
に同調される。斯くして、第一番目のＡＤＣ１１２５は周波数ｆ１の入力信号を標本化す
るために同調され、同時にＮ番目のＡＤＣ１１２５は周波数ｆＮの入力信号を標本化する
ために同調される。ここで、ｆ１及びｆＮは異なる周波数で隣接または非隣接の周波数帯
域に関する中心周波数である。
【００２１】
　一実施例において、Ｎは３に等しく、したがって移動局１１００は三つの副受信器を包
含する。三つの副受信器を有する一実施例において、各副受信器は異なる周波数に同調さ
れ、約１．２５ＭＨｚの帯域幅内の信号をフィルタする。移動局１１００はまた移動局２
００と関連して記述されたものと同様に副受信器の数、副受信器帯域幅及び副受信器周波
数（言換えれば、各副受信器が同調される周波数）の異なる組合せを有してもよい。
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【００２２】
　さらに、ＡＤＣ１１２５は標準のアナログ・ディジタル変換器またはシグマ・デルタ変
調器である。シグマ－デルタ変調器は信号が中間周波数（ＩＦ）信号のときはバンド・パ
スのシグマ－デルタ変調器で、入力信号がベース・バンド（即ち、非変調の低周波数）信
号のときはロー・パスのシグマ－デルタ変調器である。本発明の譲請人に譲渡され、ここ
で引例文献として組込まれた“シグマ－デルタ・アナログ－ディジタル変換器をもつ受信
器（Receiver With Sigma-Delta Analog-To-Digital Converter）”と題する、１９９７
年１２月９日受付の米国特許出願第０８／９８７，３０６号及び“多重ループ・シグマ－
デルタ・アナログ－ディジタル変換器（Multi Loop Sigma-Delta Analog-To-Digital Con
verter）”と題する、１９９７年９月１２日受付の米国特許出願第０８／９２８，８７４
号は本発明において使用できるシグマ－デルタ変調器についてのより詳細な内容を提供す
る。
【００２３】
　ＤＳＰ１１２９はＡＤＣ１１２５からディジタル信号を受信する。その後、それはＡＤ
Ｃ１１２５からの各信号をバンドパス・フィルタする。ＤＳＰ１１２９はまたベースバン
ドに入力信号を混合し、それからディジタル信号をフィルタするためバンドパス・フィル
タではなくてローパス・フィルタを使用する。ＡＤＣ１１２５がアナログ信号を過度標本
化、言換えればナイキスト率またはチップ率より大きな割合でアナログ信号を標本化すれ
ば、ＤＳＰ１１２９もまた過度標本化データ率からナイキスト率またはチップ率にデータ
を縮小するかもしれない。さらに、ＤＳＰ１１２９は信号のＩ（同位相）成分及びＱ（直
交位相）成分を抽出する。言換えれば、ＤＳＰ１１２９から探索器と復調器２３０に送信
された信号は入力信号のＩ及びＱ成分である。本発明の譲請人に譲渡され、ここで引例文
献として組込まれた“低電流プログラマブル・ディジタル・フィルタ（A Low Current Pr
ogrammable Digital Filter）”と題する１９９８年１２月１４日受付の米国特許出願第
０９／２１１，９９０号はＤＳＰ１１２９の前述の機能について詳細な内容を提供してい
る。
【００２４】
　上に記したように、これらの要素は当技術に精通する者には周知であるから移動局１０
０及び２００のブロック図は移動局で一般に使用される幾つかの要素を示していない。同
様に、移動局１１００のブロック図もまた移動局で一般に使用される幾つかの要素を示し
ていない。例えば、図１、図２、及び図１１は移動局で一般に使用される低雑音増幅器（
ＬＮＡ）及び自動利得調整器（ＡＧＣ）を示していない。当技術に精通する者はＬＮＡが
デュプレクサ１１５及び２１５から受信された信号をこれらの信号がＢＰＦ’１２４及び
２２４にそれぞれ送信される前に増幅することを知っている。同様に、当技術に精通する
者は好ましくはＡＧＣがＢＰＦ’１２４及び２２４から出力された信号の振幅をそれらが
副受信器１２５及び２２５（移動局１１００の場合はＡＤＣ１１２５）に送信される前に
制御するであろうことを知っている。当技術に精通する者はＡＧＣの調整が副受信器によ
り出力される信号の信号強度に基づいて制御されることを知っている。
【００２５】
　当技術に精通する者は移動局２００の周波数変換器２２６（または移動局１００の周波
数変換器１２６）がディジタルであれば、それにより受信された信号は周波数変換される
前に信号路に沿う何処かでディジタル化されることを理解するであろう。同様に、当技術
に精通する者は移動局２００のＢＰＦ２２７（または移動局１００のＢＰＦ１２７）がア
ナログであればそれにより出力された信号は探索器と復調器ユニット２３０（または移動
局１００の探索器と復調器ユニット１３０）により処理するためディジタル信号に変換さ
れることを理解するであろう。同様に、当技術に精通する者は（移動局１００及び２００
の）受信器は信号のＩ及びＱ成分を復調器と探索器ユニットにこれらの信号を送るに先立
って抽出する手段を含めてよいことを理解するであろう。
【００２６】
　一つ以上の周波数上で信号を同時に受信できることは本発明の基地局が（１）（ａ）異
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なる基地局から受信される二つの異なる周波数間のソフト・ハンドオフまたは（ｂ）同じ
基地局の異なるセクターから受信される二つの異なる周波数間のソフター・ハンドオフま
たは（ｃ）少なくとも一つの基地局の場合には、多元周波数が同じ基地局の異なるセクタ
ーから受信されるが、異なる基地局から受信される多元周波数間のソフト・ソフター・ハ
ンドオフにあること、（２）同時に他の周波数でパイロットを探索及び監視しながら、交
信中の基地局との順方向または逆方向回線に対して僅かな劣化あるいは全く劣化なしで第
一の周波数で一つの基地局と交信すること、及び（３）アイドル状態、即ち移動局がトラ
フィック・チャンネルにないとき、一つ以上の周波数でページを同時に探索及び監視する
ことを許容する。その上、一つ以上の周波数上で信号を同時に受信できることは本発明の
移動局が、例えば、先端移動電話システム（ＡＭＰＳ）、狭帯域ＡＭＰＳ（ＮＡＭＰＳ）
、移動体のグローバル・システム（ＧＳＭ（登録商標））といった、異なる形式及び技術
において信号を探索することを許容する。
【００２７】
　探索モードにおいては、移動局２００（または移動局１００）がトラフィック・チャン
ネル上にあって、即ち一つまたはそれ以上の“アンカー（ａｎｃｈｏｒ）”基地局と連続
二（双）方向交信しながら、セクター化アンテナが使用されれば、他の基地局または他の
基地局のセクターからの信号を探索するため一つまたはそれ以上のその副受信器２２５（
またはＡＤＣ’１１２５）及び探索器と復調器ユニット２３０中の一つまたはそれ以上の
ベース・バンド探索器を候補周波数に同調することができる。当技術において知られてい
るように、アンカー基地局は移動局が連続二（双）方向交信をしている基地局である。他
の基地局から信号を探索する一つまたはそれ以上の副受信器の各々及びベース・バンド探
索器はそれぞれの基地局についての順方向回線信号レベルを測定し、パイロット信号と相
関させることにより、アナログ・セルラ・システムのディジタル制御チャンネルを検出す
ることにより、または順方向回線オーバーヘッド・チャンネルを検出することにより順方
向回線信号の存在を検出するため候補基地局の多重搬送周波数の一つに同調できる。この
探索は異なる基地局による移動局の被蔽領域と周波数間ハンドオフの正しいタイミングの
決定の助けになる。移動局がこの探索を実行しつつあるとき、一つまたはそれ以上の副受
信器とそれらの対応するベース・バンド探索器と復調器はなお順方向トラフィック・チャ
ンネルを受信しつつある。さらに、移動局２００（または移動局１１００）は中断なくア
ンカー基地局へ送信を続け、斯くして逆方向回線が正しく作動することを保証する。
【００２８】
　システム決定の間（即ち、移動局がそれがどの無線通信システムの近くにあるか、及び
それがどの基地局と交信できるかを決定しつつあるとき）、移動局の多元副受信器は多元
基地局から順方向回線信号を検出するため並行して使用できる。一般的に、順方向回線信
号の並行検出は順方向回線信号の逐次（直列）検出より速いシステム決定を見込める。ア
イドル状態では（即ち、移動局が一つまたはそれ以上のアンカー基地局と二（双）方向連
続交信をしていないとき）、移動局の別の副受信器はページング・チャンネルの信頼性を
改善するため同じかまたは別の周波数上で多元基地局から受信すべく同調される。移動局
は多元基地局からそのＲＦフロント・エンド（即ち、副受信器）及びベース・バンド復調
器の別の部分を使用してページング・チャンネルを探索及び監視する。移動局及びその伝
播環境は変化するので、これらのページング・チャンネルの相対強度は時間がたてば変動
するかもしれない。本発明によれば、移動局は他を探索しながら一つまたはそれ以上のペ
ージング・チャンネルを監視することができる。この移動局のＲＦフロント・エンドの一
部は新周波数または周波数群に同調することができ、そのため探索器は移動局が現在監視
しつつある周波数とは異なる新周波数または周波数群上で強いパイロット・チャンネルを
見出すことができる。強いエネルギが検出されるか、または高い相関が新周波数または周
波数群で順方向回線信号の存在を指示すれば、移動局は標的基地局または基地局群、即ち
新周波数または周波数群上でパイロット・チャンネルを送信する基地局または基地局群を
監視すべく選択される。
【００２９】
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　図３は本発明の無線通信システムの本実施例において信号を送信するために使用される
多元周波数及び多元符号チャンネルの周波数領域表現を図示するグラフである。図３に示
された例においては、基地局と移動局の間の交信に使用される六つの異なる周波数ｆ１、
ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ５、及びｆ６がある。図３において、ｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ

５、及びｆ６の各々の周りに中心がある周波数帯域は実質的に等しい。さらに、ｆ１、ｆ

２、及びｆ３が中心にある周波数帯域は互いに隣接している。同様に、ｆ４、ｆ５、及び
ｆ６が中心にある周波数帯域は互いに隣接している。しかしながら、ｆ３及びｆ４が中心
にある周波数帯域は互いに隣接していない。基地局１（ＢＳ１）及び基地局２（ＢＳ２）
はそれぞれ第一及び第二の符号チャンネルを使用して周波数ｆ１、ｆ２、及びｆ３で信号
を送信する。同様に、基地局３（ＢＳ３）及び基地局４（ＢＳ４）はそれぞれ第三及び第
四の符号チャンネルを使用して周波数ｆ４、ｆ５、及びｆ６で信号を送信する。したがっ
て、上の例から見ることができるように、異なる符号チャンネルを使用して、一つ以上の
基地局は所定の周波数で信号を送信できる。図３において、濃い輪郭で示されている周波
数ｆ１、ｆ４、及びｆ６上の信号は第一の移動局向けで、一方周波数ｆ２、ｆ３、及びｆ

５上の信号は第二の移動局向けである。
【００３０】
　一般的に、各移動局はＭ個の符号チャンネル上まで符号シンボルを受信でき、ここでＭ
は整数である。特に、移動局の各復調フィンガはＭ個の符号チャンネル上まで符号シンボ
ルを受信できる。その上、各移動局はＮ個の周波数上まで符号シンボルを受信でき、上に
述べたように、ここでＮは１より大きい整数で、移動局内の副受信器の数を表す。Ｎはま
たシステム内の所定の移動局による受信を目的とする搬送波の数を表す。図３に示された
例においては、Ｍは少なくとも６で、Ｎは３に等しい。
【００３１】
　標的移動局向けの符号シンボルは標的移動局向けの信号を搬送する三つの周波数上の六
つの異なる符号チャンネル上で逆多重化される（即ち、並行サブストリームとして送信さ
れる）。幾つかのまたは全部のサブストリームは標的移動局向けの信号を搬送する三つの
周波数上の六つの異なる符号チャンネル上で二重化される。例えば、図３において、第一
の移動局向け符号シンボルは周波数ｆ１、ｆ４、及びｆ６上の六つの符号チャンネル上で
逆多重化または二重化される。符号シンボルはまた逆多重化及び繰返しの或る組合せで送
信される。逆多重化及び繰返しの幾つかの組合せは、その例が図１０に示されているが、
干渉やフェーディングを回避するため、または異なる搬送波と基地局の負荷をバランスさ
せるために使用される。
【００３２】
　移動局は逆多重化シンボルを多重化し、同時にその最大比は異なるマルチパス成分から
の繰返し符号シンボル及びそれが受信しつつある搬送波上の異なる符号チャンネルを結合
する。その後、逆多重化および結合された符号シンボルは移動局２００（または移動局１
１００）の復号器（示されず）に送信される。
【００３３】
　図３の六つの符号チャネルのような、幾つかの符号チャンネルは標的移動局についての
符号チャンネルを搬送できない。例えば、周波数ｆ１、ｆ４、及びｆ６上の六つの符号チ
ャンネルの幾つかは第一の移動局についての符号チャンネルを搬送できない。
【００３４】
　図４は図３に図示された一つの周波数帯域上で信号を送信するために使用される符号チ
ャンネルのさらに詳細な表現である。図４において、ＢＳ１及びＢＳ２からの図示搬送波
は同一の周波数上にあり、同一のまたは異なる符号チャンネルを使用できる。特定の移動
局向けの符号シンボルは異なる符号チャンネルを使用して異なる基地局により送信できる
。ＢＳ１は一つの符号チャンネル４０５及び一つのウォルシュ・チャンネル４１０を使用
する。ＢＳ２は三つの符号チャンネル４５５、４６５、及び４７５を使用し、それらは二
つのウォルシュ・チャンネル４６０及び４７０により分離されている。
【００３５】
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　図６から見ることができるように、符号シンボルを所定の移動局に送信するために使用
される搬送波上の符号チャンネルの数は符号シンボルを同じ所定の移動局に送信するため
に使用される他の搬送波上の符号チャンネルの数に等しい必要はない。さらに、所定の搬
送波は同じまたは異なる周波数上で同じ移動局に符号シンボルを搬送する他の搬送波より
高い符号シンボル率をもつことができる。これは同じ基地局からの異なる搬送波上の不均
一な負荷の問題を緩和する。全チャンネル上で同じ率で符号シンボルを送信することはシ
ステム内の最も遅いチャンネル、即ち最も小さいパワーをもつチャンネルと同じ率で送信
すること、または最も高い信号対雑音比を要求することを全部のチャンネルに強いること
になるため、各チャンネル上のチャンネル条件及び利用パワーに基づいて各搬送波上で異
なる率で符号シンボルが送信できることはチャンネル資源の改善利用を許容する。各搬送
波上で異なる符号シンボル率で符号シンボルの送信を許容する一つの方法は異なるチャン
ネル間で１対１とは異なる逆多重化率を使用することによるものである。二つのチャンネ
ル間の逆多重化率は二つのチャンネル上の符号シンボル伝送率の比を参照する。好ましい
実施例においては、各搬送波上で得られたシンボル率はウォルシュ関数率の因数である。
代わりの方法は符号器から符号シンボルを直接搬送波に逆多重化し、各チャンネル上で別
々に繰返し符号シンボルのインターリーブを実行することである。
【００３６】
　図５－１０図は本発明の無線通信システムで使用される周波数、基地局、符号チャンネ
ル、及び符号シンボルのいろいろな組合せの例を示す表である。
【００３７】
　図５において、ＢＳ１は、この場合符号シンボルＳ１からＳ１２までの信号を、周波数
ｆ１、ｆ２、及びｆ３上で送信する。符号シンボルＳ１、Ｓ４、Ｓ７、及びＳ１０はｆ１

上で送信され、同時に符号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ８、及びＳ１１はｆ２上で送信され、
そして符号シンボルＳ３、Ｓ６、Ｓ９、及びＳ１２はｆ３上で送信される。斯くして、Ｂ
Ｓ１は一連の周波数ｆ１、ｆ２、及びｆ３上で符号シンボルＳ１からＳ１２を送信する。
【００３８】
　図５の例において、順方向回線上の符号シンボルの流れは探索の前、中、及び後で同じ
である。順方向回線上で同じ符号シンボルの流れを保持することは誤り訂正符号化率の事
実上の増加となる。探索により生じる逸失符号シンボル及びエネルギーは受信器に知られ
、抹消として扱われる。当技術に精通する者には周知の方法及び判定ツリーを用いて、得
られたビット・エネルギー対雑音密度比（Ｅｂ／Ｎｔ）、フェーディング・モデル、及び
探索の周辺のアンカー基地局の認識に依存して、順方向回線トラフィック・チャンネル電
力は増加されるか、さもなくば順方向回線品質が十分であることを保証すべく調整される
。
【００３９】
　別の実施例において、移動局向けの順方向回線符号シンボルは残りの搬送波、即ち移動
局がまだ探索モードで復調しつつある搬送波上でのみ送信される。
【００４０】
　移動局の副受信器が周波数ｆ１、ｆ２、及びｆ３及び探索周波数上で信号を両受信信号
の十分な結合帯域幅を持たないとき、上記の逸失符号シンボルの問題が存在することを留
意すべきである。幾つかの実施例において、周波数ｆ１、ｆ２、及びｆ３上で送信される
符号シンボルは別な周波数で信号を探索しながら符号シンボルを逸失することなく受信で
きる。例えば、一つの副受信器が３．７５ＭＨｚのＢＰＦを有し、別の副受信器が１．２
５ＭＨｚのＢＰＦを有する本発明の実施例において、１．２５ＭＨｚのＢＰＦをもつ副受
信器が別の周波数上で信号を探索しながら３．７５ＭＨｚのＢＰＦをもつ副受信器が周波
数ｆ１、ｆ２、及びｆ３上で送信される符号シンボルを受信することができる。このよう
な場合には、周波数ｆ１、ｆ２、及びｆ３上の符号シンボルは１．２５ＭＨｚのＢＰＦを
もつ副受信器による探索のため移動局で逸失されないであろう。代って、３．７５ＭＨｚ
のＢＰＦの一つの１．２５ＭＨｚサブバンドは残りの二つの１．２５ＭＨｚサブバンド及
び１．２５ＭＨｚのＢＰＦが周波数ｆ１、ｆ２、及びｆ３上で符号シンボルを受信するた
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めに使用されながら探索のために使用できる。
【００４１】
　図６において、ＢＳ１は符号チャンネルＣ１及びＣ２を使用してｆ１及びｆ２上で符号
シンボルを送信する。ＢＳ１は符号チャンネルＣ１を使用してｆ１上で符号シンボルＳ１

、Ｓ４、Ｓ７、及びＳ１０を送信する。ＢＳ１はまた符号チャンネルＣ２を使用してｆ１

上で符号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ８、及びＳ１１を送信する。ＢＳ１はまた符号チャンネ
ルＣ１を使用してｆ２上で符号シンボルＳ３、Ｓ６、Ｓ９、及びＳ１２を送信する。符号
チャンネルＣ１及び符号チャンネルＣ２はウォルシュ符号チャンネルであってもよい。
【００４２】
　図６において、ＢＳ１は図５に示された例のように符号シンボルＳ１からＳ１２を送信
するため、三つの周波数ｆ１、ｆ２、及びｆ３ではなくて二つの周波数ｆ１及びｆ２のみ
を使用する。しかしながら、ＢＳ１は、図６の例において、図５に示された例のように周
波数ｆ１上でただ一つのウォルシュ符号チャンネルではなくて二つのウォルシュ符号チャ
ンネルを使用する。もっと多くのウォルシュ符号チャンネルの使用は、図６の例において
、図５の例におけるものと同じ率でＢＳ１が符号チャンネルを送信することを許容する。
斯くして、符号シンボル処理量は搬送波当りより多いウォルシュ符号チャンネルの使用に
よるような、搬送波当りより高いシンボル率を使用することにより保持できる。符号シン
ボル処理量はまた低減することができ、それはより高い誤り訂正符号率及びより少ない冗
長度をもたらす結果となる。
【００４３】
　ただ二つの周波数が順方向回線上で移動局に符号シンボルを送信するために使用される
、図６に示された例のような符号シンボル分布はただ三つの周波数上で信号を同時に受信
する移動局が第三の周波数上で探索のために符号シンボルを逸失しないで順方向回線上で
符号シンボルを受信することを許容する。例えば、周波数ｆ１及びｆ２に同調された副受
信器は順方向回線上で符号シンボルを受信する間に、セクター化アンテナが使用されれば
周波数ｆ３に同調された副受信器は他の基地局または同じ基地局の他のセクターからの信
号を探索するために使用できる。
【００４４】
　図６に示された例のような符号シンボル分布はまたＢＳ１からの周波数ｆ３上の負荷が
高く、周波数ｆ１上の負荷が低いとき使用できる。
【００４５】
　図７において、ＢＳ１はｆ１上で符号シンボルＳ１、Ｓ４、Ｓ７、及びＳ１０を、ｆ２

上で符号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ８、及びＳ１１を、そしてｆ３上で符号シンボルＳ３、
Ｓ６、Ｓ９、及びＳ１２を送信し、同時にＢＳ２はｆ１上で符号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ

８、及びＳ１１を送信する。図７の例においては、幾つかの多重化符号シンボル、特に符
号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ８、及びＳ１１は、ＢＳ２がＢＳ１により送信されるものに追
加の情報を送信しないので、冗長度を犠牲にして信頼性改善のため、ｆ２及びｆ１上でそ
れぞれＢＳ１及びＢＳ２両者により送信される。信頼性改善のためのこのような冗長度は
二つの異なる周波数ｆ２及びｆ１に跨ってＢＳ１及びＢＳ２間にソフト・ハンドオフがあ
る状況において特に適切である。
【００４６】
　図８において、ＢＳ１はｆ１上で符号シンボルＳ１、Ｓ４、Ｓ７、及びＳ１０を、ｆ２

上で符号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ８、及びＳ１１を、そしてｆ３上で符号シンボルＳ３、
Ｓ６、Ｓ９、及びＳ１２を送信し、同時にＢＳ２はｆ１上で符号シンボルＳ１、Ｓ４、Ｓ

７、及びＳ１０を、ｆ２上で符号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ８、及びＳ１１を、そしてｆ３

上で符号シンボルＳ３、Ｓ６、Ｓ９、及びＳ１２を送信する。図８の例においては、ＢＳ

１によりｆ１、ｆ２、及びｆ３上で送信される符号シンボルはＢＳ２により同じ周波数上
で送信されるので、ＢＳ１及びＢＳ２により送信される符号シンボル中に総冗長度がある
。この増加冗長度は信頼性の増加をもたらす。
【００４７】
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　図９において、ＢＳ１はｆ１上で符号シンボルＳ１、Ｓ７、Ｓ１３、及びＳ１９を、ｆ

２上で符号シンボルＳ２、Ｓ８、Ｓ１４、及びＳ２０を、そしてｆ３上で符号シンボルＳ

３、Ｓ９、Ｓ１５、及びＳ２１を送信し、同時にＢＳ２はｆ１上で符号シンボルＳ４、Ｓ

１０、Ｓ１６、及びＳ２２を、ｆ２上で符号シンボルＳ５、Ｓ１１、Ｓ１７、及びＳ２３

を、そしてｆ３上で符号シンボルＳ６、Ｓ１２、Ｓ１８、及びＳ２４を送信する。図９の
例においては、符号シンボルは増加処理量のため異なる基地局からの周波数上に逆多重化
されるのでそこから生じる冗長度はなく、信頼性の増加がある。
【００４８】
　図１０において、ＢＳ１はｆ１上で符号シンボルＳ１、Ｓ４、Ｓ７、及びＳ１０を送信
し、ＢＳ２はｆ１上で符号シンボルＳ１、Ｓ４、Ｓ７、及びＳ１０を送信し、ＢＳ３はｆ

４上で符号シンボルＳ２、Ｓ５、Ｓ８、及びＳ１１を、そしてｆ６上で符号シンボルＳ３

、Ｓ６、Ｓ９、及びＳ１２を送信し、そしてＢＳ４はｆ４上で符号シンボルＳ２、Ｓ５、
Ｓ８、及びＳ１１を、そしてｆ６上で符号シンボルＳ３、Ｓ６、Ｓ９、及びＳ１２を送信
する。図１０の例においては、符号シンボルは異なる周波数上に逆多重化されるが、一つ
以上の基地局は干渉及びフェーディングを回避するために各周波数上で同じ符号シンボル
を送信する。図１０の例においては、周波数ｆ１上でＢＳ１及びＢＳ２間でソフト・ハン
ドオフがある。同様に、周波数ｆ４及びｆ６上でＢＳ３及びＢＳ４間でソフト・ハンドオ
フがある。
【００４９】
　本発明は図示の実施例について特に記述されてきたが、種々の変更、改良及び翻案が本
開示に基づいて行われ、本発明の範囲内で意図されることはよく理解されるであろう。本
発明は最も実用的な好ましい実施例であると現在考えられているものに関連して記述され
ているが、本発明は開示された実施例に限定されず、逆に、付属する請求項の範囲内に含
まれる種々の改良及び同等の配置を網羅することを意図するものと理解すべきである。
【符号の説明】
【００５０】
　２１０・・・送信器　２１５・・・デュプレクサ　２２１、２２４、２２７・・・ＢＰ
Ｆ　２２３・・・ＬＯ　２２５・・・副受信器　２２６・・・ディジタルまたはアナログ
周波数変換器　２３０・・・探索器及び復調器
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