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(57)【要約】
　１つまたは複数の周波数チャネルを同時に送信可能な
多重搬送波送信機を説明する。多重搬送波送信機は少な
くとも１つのプロセッサと単一の無線周波数（ＲＦ）送
信チェーンとを具備する。プロセッサは、複数の周波数
チャネルのそれぞれに対して出力チップを発生させ、各
周波数チャネルに対する出力チップをデジタル的にフィ
ルタリングしてアップコンバートし、フィルタリングさ
れたサンプルを取得して、各周波数チャネルに対するフ
ィルタリングされたサンプルを異なる周波数にデジタル
的にアップコンバートして、アップコンバートされたサ
ンプルを取得する。プロセッサは、複数の周波数チャネ
ルに対するアップコンバートされたサンプルを合成して
、複合サンプルを取得し、Ｉ／Ｑ不整合比較のためにプ
リディストーションを複合サンプル上で実行し、プリデ
ィストーションされたサンプルをアップサンプリングし
て、出力サンプルを取得する。
【選択図】　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップを発生させ、各周波数チャネルに
対する前記出力チップを異なる周波数にデジタル的にアップコンバートして、前記周波数
チャネルに対するアップコンバートされたサンプルを取得し、前記複数の周波数チャネル
に対する前記アップコンバートされたサンプルを合成して、前記複数の周波数チャネルに
対する信号を含む複合サンプルを取得する少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備する装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記周波数チャネルに対する送信電力によって決
定された利得に基づいて、各周波数チャネルに対して前記出力チップを発生させる請求項
１記載の装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップ
サンプリングし、前記周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを取得し、
　各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルをデジタル的にアップコ
ンバートして、前記周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを取得
する請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、座標回転デジタルコンピュータ（ＣＯＲＤＩＣ）
計算に基づいて、各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルをデジタ
ル的にアップコンバートする請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、複数のパイプラインステージにおいて、各フィル
タリングされたサンプルに対してＣＯＲＤＩＣ計算の複数の反復を実行し、前記フィルタ
リングされたサンプルを特定の位相分だけ回転させる請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複合サンプル上でプリディストーションを実
行して、無線周波数（ＲＦ）へのアナログ直角位相アップコンバートの利得および位相不
整合を補償する請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１のサンプルレートから、選択可能である第２
のサンプルレートに前記複合サンプルをアップサンプリングする請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　少なくとも１つのロングコードを発生させ、
　前記少なくとも１つのロングコードの中から指定されたロングコードに基づいて、前記
複数の周波数チャネルに対する第１の組の物理層チャネルに対して拡散を実行し、
　前記少なくとも１つのロングコードに基づいて、前記複数の周波数チャネルに対する第
２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記指定されたロングコードに基づいて、前記複
数の周波数チャネルのそれぞれに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実
行する請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、異なるロングコードに基づいて、前記複数の周波
数チャネルのそれぞれに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する請
求項８記載の装置。
【請求項１１】
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　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのロングコードの中からの少
なくとも２つの異なるロングコードに基づいて、複数の周波数チャネルのうちの少なくと
も２つのサブセットに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する請求
項８記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記指定されたロングコードに基づいて、各周波数チャネルに対する前記第１の組の物
理層チャネルに対して拡散を実行し、
　前記少なくとも１つのロングコードの中から選択されたロングコードに基づいて、各周
波数チャネルに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行し、
　各周波数チャネルに対して、前記周波数チャネルに対する前記第１の組の物理層チャネ
ルに対する拡散チップと、前記周波数チャネルにマッピングされた前記第２の組の物理層
チャネルに対する拡散チップとを合成して、前記周波数チャネルに対する前記出力チップ
を取得する請求項８記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１の組の物理層チャネルは、データチャネル、パイロットチャネル、リバースレ
ートインジケータ（ＲＲＩ）チャネル、および補助パイロットチャネルのうちの少なくと
も１つを備える請求項８記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の組の物理層チャネルは、データレート制御（ＤＲＣ）チャネル、肯定応答（
ＡＣＫ）チャネル、およびデータ源制御（ＤＳＣ）チャネルのうちの少なくとも１つを備
える請求項８記載の装置。
【請求項１５】
　前記複数の周波数チャネルは、高レートパケットデータ（ＨＰＲＤ）システムにおける
複数のコード分割多元接続（ＣＤＭＡ）チャネルに対応している請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップを発生させることと、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップを異なる周波数にデジタル的にアップコンバ
ートして、前記周波数チャネルに対するアップコンバートされたサンプルを取得すること
と、
　前記複数の周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを合成して、
前記複数の周波数チャネルに対する信号を含む複合サンプルを取得することとを含む方法
。
【請求項１７】
　各周波数チャネルに対する前記出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップ
サンプリングし、前記周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを取得する
ことをさらに含み、
　各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルは、前記周波数チャネル
に対する前記アップコンバートされたサンプルを取得するためにデジタル的にアップコン
バートされる請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記複合サンプル上でプリディストーションを実行して、無線周波数（ＲＦ）へのアナ
ログ直角位相アップコンバートの利得および位相不整合を補償することをさらに含む請求
項１６記載の方法。
【請求項１９】
　第１のサンプルレートから、選択可能である第２のサンプルレートに前記複合サンプル
をアップサンプリングすることをさらに含む請求項１６記載の方法。
【請求項２０】
　前記出力チップを発生させることは、
　少なくとも１つのロングコードを発生させることと、
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　前記少なくとも１つのロングコードの中から指定されたロングコードに基づいて、前記
複数の周波数チャネルに対する第１の組の物理層チャネルに対して拡散を実行することと
、
　前記少なくとも１つのロングコードに基づいて、前記複数の周波数チャネルに対する第
２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行することとを含む請求項１６記載の方法。
【請求項２１】
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップを発生させる手段と、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップを異なる周波数にデジタル的にアップコンバ
ートして、前記周波数チャネルに対するアップコンバートされたサンプルを取得する手段
と、
　前記複数の周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを合成して、
前記複数の周波数チャネルに対する信号を含む複合サンプルを取得する手段とを具備する
装置。
【請求項２２】
　各周波数チャネルに対する前記出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップ
サンプリングし、前記周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを取得する
手段をさらに具備し、
　各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルは、前記周波数チャネル
に対する前記アップコンバートされたサンプルを取得するためにデジタル的にアップコン
バートされる請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記複合サンプル上でプリディストーションを実行して、無線周波数（ＲＦ）へのアナ
ログ直角位相アップコンバートの利得および位相不整合を補償する手段をさらに具備する
請求項２１記載の装置。
【請求項２４】
　第１のサンプルレートから、選択可能である第２のサンプルレートに前記複合サンプル
をアップサンプリングする手段をさらに具備する請求項２１記載の装置。
【請求項２５】
　前記出力チップを発生させる手段は、
　少なくとも１つのロングコードを発生させる手段と、
　前記少なくとも１つのロングコードの中から指定されたロングコードに基づいて、前記
複数の周波数チャネルに対する第１の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する手段と
、
　前記少なくとも１つのロングコードに基づいて、前記複数の周波数チャネルに対する第
２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する手段とを備える請求項２１記載の装置。
【請求項２６】
　コンピュータプログラムプロダクトにおいて、
　コンピュータ読み取り可能な媒体を含み、
　前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップをコンピュータに発生させるため
のコードと、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップを異なる周波数へ、前記コンピュータにデジ
タル的にアップコンバートさせて、前記周波数チャネルに対するアップコンバートされた
サンプルを取得させるためのコードと、
　前記複数の周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを、前記コン
ピュータに合成させて、前記複数の周波数チャネルに対する信号を含む複合サンプルを取
得させるためのコードとを含むコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２７】
　複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的にアップコンバートされた信号を含むアナ
ログ信号をフィルタリングして、フィルタリングされた信号を提供するように構成されて
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いるアナログフィルタと、
　前記フィルタリングされた信号を無線周波数（ＲＦ）にアップコンバートするように構
成されているミキサとを具備する装置。
【請求項２８】
　前記アナログフィルタは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の可能
性ある最高周波数に基づいて決定された固定帯域幅を有する請求項２７記載の装置。
【請求項２９】
　前記アナログフィルタは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の最高
周波数に基づいて決定された可変帯域幅を有する請求項２７記載の装置。
【請求項３０】
　デジタルサンプルストリームをアナログに変換して、前記アナログ信号を提供するよう
に構成されているデジタルアナログ変換器（ＤＡＣ）をさらに具備する請求項２７記載の
装置。
【請求項３１】
　前記ＤＡＣは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の可能性ある最高
周波数に基づいて決定されたクロックレートで動作する請求項３０記載の装置。
【請求項３２】
　前記ＤＡＣは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の最高周波数に基
づいて決定された可変クロックレートで動作する請求項３０記載の装置。
【請求項３３】
　前記複数の周波数チャネル上の前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号は
、高レートパケットデータ（ＨＲＰＤ）システムにおける複数のコード分割多元接続（Ｃ
ＤＭＡ）チャネル上の複数のＣＤＭＡ信号に対応している請求項２７記載の装置。
【請求項３４】
　複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的にアップコンバートされた信号を含むアナ
ログ信号をフィルタリングして、フィルタリングされた信号を取得する手段と、
　前記フィルタリングされた信号を無線周波数（ＲＦ）にアップコンバートする手段とを
具備する装置。
【請求項３５】
　デジタルサンプルストリームをアナログに変換して、前記アナログ信号を取得する手段
をさらに具備する請求項３４記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、「単一のＲＦ送信チェーンによる複数のデータチャネルの変調」と題された
２００６年７月１４日に出願された米国仮特許出願第６０／８３１，００４号に対する優
先権を主張しており、この米国仮出願は本願の譲受人に譲渡され、参照により明確にここ
に組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般的に、通信に関する。さらに詳細に説明すると、ワイヤレス通信システ
ムのための送信機に関する。
【背景】
【０００３】
　音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト等のようなさまざ
まな通信サービスを提供するために、ワイヤレス通信システムが広範囲に展開されている
。これらのシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって、複数のユ
ーザをサポートすることが可能な多元接続システムであってもよい。このような多元接続
システムの例は、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時間分割多元接続（ＴＤＭ
Ａ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）
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システム、および単一搬送波ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　ユーザの数はもちろんのこと、より高いデータ要求を伴う新しいアプリケーションの出
現の増加が原因で、継続的に、ワイヤレス通信システムに対するデータ利用が増えている
。システムは、好ましいチャネル条件の下、１つの周波数チャネル上で特定の最大データ
レートをサポートする。この最大レートは、一般的に、システム設計によって決定される
。容量を増加させるために、システムは、送信のために複数の周波数チャネルを利用する
。しかしながら、複数の周波数チャネル上での送信をサポートするために、送信機の設計
の複雑さおよびコストは、実質的に増加する可能性がある。
【０００５】
　したがって、複数の周波数チャネル上での動作をサポートできるコスト効率のよい送信
機が技術的に必要である。
【概要】
【０００６】
　単一の無線周波数（ＲＦ）送信チェーンを使用して、１つまたは複数の周波数チャネル
を同時に送信することができる多重搬送波送信機についてここで説明する。単一のＲＦ送
信チェーンは、広帯域であってもよく、特定の最大数（Ｔ）個の周波数チャネル向けに設
計してもよい。この単一のＲＦ送信チェーンを使用して、Ｔ個までの周波数チャネル上で
同時にＴ個までの信号を送信してもよい。
【０００７】
　１つの設計では、多重搬送波送信機は、少なくとも１つのプロセッサと、１つのＲＦ送
信チェーンとを備える。プロセッサは、高レートパケットデータ（ＨＲＰＤ）システムの
ような特定のシステムにしたがって、複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チッ
プを発生させてもよい。各周波数チャネルに対する出力チップは、その周波数チャネルに
対する送信電力に基づいて選択された利得でスケーリングしてもよい。プロセッサは、各
周波数チャネルに対する出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップサンプリ
ングし、フィルタリングされたサンプルを取得し、そして、各周波数チャネルに対するフ
ィルタリングされたサンプルを異なる周波数にデジタル的にアップコンバートして、アッ
プコンバートされたサンプルを取得する。プロセッサは、複数の周波数チャネルに対する
アップコンバートされたサンプルを合成して、複合サンプルを取得し、複合サンプル上で
プリディストーションを実行して、後続するアナログ直角位相アップコンバートの利得お
よび位相不整合を補償し、プリディストーションされたサンプルをアップサンプリングし
て、出力サンプルを取得する。出力サンプルは、広帯域デジタルアナログ変換器（ＤＡＣ
）によってアナログ信号に変換してもよい。ＲＦ送信チェーンは、アナログ信号を処理（
例えば、フィルタリング、直角位相アップコンバート、および増幅）して、ＲＦ出力信号
を発生させてもよい。
【０００８】
　本開示のさまざまな観点および特徴についてさらに詳細に以下で説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、複数のＣＤＭＡチャネル上でのＣＤＭＡ信号の送信を示している。
【図２】図２は、多重搬送波送信機のブロック図を示している。
【図３】図３は、ＨＲＰＤおけるフィードバックのない多重化モードの処理を示している
。
【図４】図４は、ＨＲＰＤおけるベーシックフィードバック多重化モードの処理を示して
いる。
【図５】図５は、ＨＲＰＤおける強化された多重化モードの処理を示している。
【図６】図６は、ＨＲＰＤおける３つすべてのフィードバック多重化モードのためのデー
タプロセッサを示している。
【図７】図７は、図６におけるＣＤＭＡチャネルプロセッサのブロック図を示している。
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【図８】図８は、デジタルフィルタおよびローテータのブロック図を示している。
【図９】図９は、ポストプロセッサのブロック図を示している。
【図１０】図１０は、複数の周波数チャネル上での送信のためのプロセスを示している。
【図１１】図１１は、ＲＦ送信機チェーンによって実行されるプロセスを示している。
【詳細な説明】
【００１０】
　ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、およびＳＣ－ＦＤＭＡシステムのような
、さまざまなワイヤレス通信システムに対して、ここで説明する多重搬送波送信機を使用
してもよい。「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換性があるようにし
て使用されることが多い。ＣＤＭＡシステムは、ｃｄｍａ２０００、ユニバーサル地上無
線アクセス（ＵＴＲＡ）等のような無線技術を実現してもよい。ｃｄｍａ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６標準規格をカバーする。ＵＴＲＡは、広
帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）および低チップレート（ＬＣＲ）を含む。ＴＤＭＡシステ
ムは、グローバルシステムフォーモバイル通信（ＧＳＭ）のような無線技術を実現しても
よい。ＯＦＤＭＡシステムは、進化したＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）や、ＩＥＥＥ８０２．
１１や、ＩＥＥＥ８０２．１６や、ＩＥＥＥ８０２．２０や、フラッシュＯＦＤＭ（登録
商標）等のような無線技術を実現してもよい。これらのさまざまな無線技術および標準規
格は、技術的に知られている。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、「第３世代パ
ートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられている機関による文書に記述さ
れている。ｃｄｍａ２０００は、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰ
Ｐ２）と名付けられている機関による文書に記述されている。３ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２
文書は、公的に入手可能である。
【００１１】
　理解しやすいように、多重搬送波送信機のある観点は、ＩＳ－８５６を実現するＨＲＰ
Ｄシステムについて説明されている。ＨＲＰＤは、ＣＤＭＡ２０００ １ｘＥＶ－ＤＯ（
最適化された進化データ）や、１ｘＥＶ－ＤＯや、１ｘ－ＤＯや、ＤＯや、高データレー
ト（ＨＤＲ）等とも呼ばれる。「ＨＲＰＤ」、「ＥＶ－ＤＯ」、および「ＤＯ」という用
語は、互換性があるようにして使用されることが多い。ＨＲＰＤは、２００７年３月付け
の「ｃｄｍａ２０００高レートパケットデータ無線インターフェース仕様」と題された３
ＧＰＰ２ Ｃ.Ｓ００２４－Ｂにおいて説明されており、これは、公的に入手可能である。
理解しやすいように、以下の説明の大部分では、ＨＲＰＤ技術を用いる。
【００１２】
　アクセス端末ならびにアクセスポイントに対して、ここで説明する多重搬送波送信機を
使用してもよい。アクセスポイントは、一般的に、アクセス端末と通信する固定局であり
、基地局、ノードＢ等と呼ばれることがある。アクセス端末は、静的でも、あるいは動的
であってもよく、移動局、ユーザ機器（ＵＥ）、移動機器、端末、加入者ユニット、局等
と呼ばれることがある。アクセス端末は、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）、ハンドセット、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ワイヤ
レスモデム、ラップトップコンピュータ等であってもよい。理解しやすいように、アクセ
ス端末に対する多重搬送波送信機の使用について以下で説明する。
【００１３】
　多重搬送波送信機は、１つまたは複数のＣＤＭＡ信号を同時に送信することができる。
各ＣＤＭＡ信号は、異なるＣＤＭＡチャネル上で送信してもよい。ＣＤＭＡチャネルは、
１つのＣＤＭＡ信号に対する周波数チャネルであり、ＨＲＰＤにおいて１．２２８８ＭＨ
ｚ幅である。ＣＤＭＡチャネルは、一般的に、搬送波とも呼ばれる。
【００１４】
　図１は、Ｎ個のＣＤＭＡチャネル上でのＮ個のＣＤＭＡ信号の例示的な送信を示してい
る。ここでは、一般的に、
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【数１】

【００１５】
であり、また、多重搬送波動作についてはＮ＞１である。この例では、ＣＤＭＡチャネル
１はｆch1の搬送波周波数を有し、ＣＤＭＡチャネル２はｆch2の搬送波周波数等を有し、
そして、ＣＤＭＡチャネルＮはｆchNの搬送波周波数を有している。一般的に、ＣＤＭＡ
チャネルがチャネル間の干渉を減らすために十分に遠く離れて配置されるように、搬送波
周波数は選択される。一般的に、Ｎ個のＣＤＭＡチャネルの搬送波周波数は、互いに関係
があってもなくてもよい。最低限のチャネル間の間隔基準を条件として、各ＣＤＭＡチャ
ネルの搬送波周波数は独立して選択してもよい。搬送波周波数は、周波数にわたって均等
に間隔が空けられてもよく、また、ｆspacingの固定された周波数間隔によって分けられ
てもよく、ｆspacingは、１．２２８８ＭＨｚ、あるいは何らかのより大きい値であって
もよい。Ｎ個のＣＤＭＡ信号は、（図１で示したような）異なる電力レベルまたは同じ電
力レベルで送信してもよい。Ｎ個のＣＤＭＡ信号は、音声、ビデオ、パケットデータ、テ
キストメッセージング等のような、何らかのサービスに対する任意のタイプのデータを伝
えてもよい。Ｎ個のＣＤＭＡ信号は、同じアクセスポイントまたは異なるアクセスポイン
トに送信してもよい。
【００１６】
　コストを減少させ、電力消費を低下させて、信頼性を高め、他の利益を得るために、可
能な限り小さい回路を使用して、１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルの送信をサポートす
ることが好ましい。Ｔ個の異なるＲＦ送信チェーンを使用して、Ｔ個までのＣＤＭＡチャ
ネルに対してＴ個までのＣＤＭＡ信号を発生させてもよい。ここで、Ｔは、同時に送信す
ることができるＣＤＭＡ信号の最大数である。しかしながら、Ｔ個のＲＦ送信チェーンに
よって、アクセス端末のコストが非常に増加することがある。
【００１７】
　ある観点において、多重搬送波送信機は、単一のＲＦ送信チェーンを使用して、Ｔ個ま
での異なるＣＤＭＡチャネル上でのＴ個までのＣＤＭＡ信号の同時送信をサポートする。
単一のＲＦ送信チェーンは、広帯域であってもよく、Ｔ個の隣接ＣＤＭＡチャネル向けに
設計してもよい。ここで、Ｔは、何らかの適切な値であってもよい。Ｎ個のＣＤＭＡ信号
は、この単一のＲＦ送信チェーンを使用して送信してもよく、ここで、Ｎは、Ｔまでであ
ってもよい。多重搬送波送信機は、単一のＲＦ送信チェーンの使用のために、電力効率も
よく、費用対効果も大きい。
【００１８】
　図２は、多重搬送波送信機２００の設計のブロック図を示しており、この多重搬送波送
信機２００は、アクセス端末に対して使用してもよい。多重搬送波送信機２００は、デジ
タルセクション２０２とＲＦ送信チェーン２０４とを備えている。
【００１９】
　デジタルセクション２０２内で、データプロセッサ２１０は、データ、パイロット、お
よび制御情報を処理し、Ｎ個のＣＤＭＡ信号に対してＮ個の出力チップストリームをＮ個
のデジタルフィルタ２１２ａないし２１２ｎに提供する。一般的に、チップは１つのチッ
プ期間において送信される複素値であり、１つのチップ期間はシステムによって決定され
た持続期間である。各出力チップストリームは、チップレート（ｃｘ１）であってもよく
、これは、ＨＲＰＤについては１．２２８８メガチップ／秒（Ｍｃｐｓ）である。各デジ
タルフィルタ２１２は、この出力チップストリームをフィルタリングして、アップサンプ
リングを実行し、フィルタリングされたサンプルストリームをローテータ２１４に提供す
る。各フィルタリングされたサンプルストリームは、ｆsampleのサンプルレートであって
もよい。サンプルレートは、同時に送信することができるＣＤＭＡの最大数に基づいて、
固定されて選択されてもよい。代わりに、サンプルレートは、同時に送信されているＣＤ
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ＭＡ信号の数に基づいて構成可能であり、選択されてもよい。各ローテータ２１４は、デ
ジタルアップコンバータとして動作し、そのフィルタリングされたサンプルストリームを
デジタルローカル発振器（ＬＯ）信号によって周波数アップコンバートして、アップコン
バートされたサンプルストリームを提供する。ＣＤＭＡチャネルｎ上で送信されるＣＤＭ
Ａ信号に対するデジタルＬＯ信号は、ｆnの周波数を有しており、これは、ＣＤＭＡチャ
ネルｎの搬送波周波数ｆchnと、ＲＦへのアップコンバートに対して使用されるアナログ
ＬＯ信号の周波数ｆcとによって決定される。加算器２１６は、Ｎ個のローテータ２１４
ａないし２１４ｎからのＮ個のアップコンバートされたサンプルストリームを受け取って
合計し、複合サンプルストリームを提供する。ポストプロセッサ２１８は、複合サンプル
ストリーム上でポスト処理を実行して、出力サンプルストリームを提供する。ＤＡＣ２２
０は、出力サンプルストリームをアナログに変換し、Ｎ個のＣＤＭＡ信号を含むアナログ
ベースバンド信号を提供する。
【００２０】
　ＲＦ送信チェーンは、スーパーヘテロダイン式アーキテクチャまたは直接変換式アーキ
テクチャで実現してもよい。スーパーヘテロダイン式アーキテクチャでは、ベースバンド
信号は、複数のステージで周波数アップコンバートされ、例えば、１つのステージでベー
スバンドから中間周波数（ＩＦ）に周波数アップコンバートされてから、別のステージで
ＩＦからＲＦに周波数アップコンバートされる。直接変換式アーキテクチャは、ゼロＩＦ
アーキテクチャとも呼ばれるが、ベースバンド信号は、１つのステージでベースバンドか
らＲＦに直接的に周波数アップコンバートされる。スーパーヘテロダイン式および直接変
換式アーキテクチャは、異なる回路ブロックを使用してもよく、ならびに／あるいは異な
る回路必要条件を有していてもよい。以下の説明では、直接変換式アーキテクチャの使用
を仮定している。
【００２１】
　ＲＦ送信チェーン２０４内で、アナログローパスフィルタ２２２は、ＤＡＣ２２０から
のアナログベースバンド信号をフィルタリングして、デジタルアナログ変換によって生じ
た影像を除去し、フィルタリングされた信号を提供する。ミキサ２２４は、ＬＯ発生器２
２６からのアナログＬＯ信号で、フィルタリングされた信号をベースバンドからＲＦに周
波数アップコンバートする。ＬＯ発生器２２６は、電圧制御発振器（ＶＣＯ）、位相ロッ
クループ（ＰＬＬ）、基準発振器等を備えていてもよい。可変利得増幅器（ＶＧＡ）２２
８は、ミキサ２２４からのアップコンバートされた信号を可変利得で増幅させる。バンド
パスフィルタ２３０は、ＶＧＡ２２８からの信号をフィルタリングして、周波数アップコ
ンバートによって生じた影像を除去する。バンドパスフィルタ２３０は、表面弾性波（Ｓ
ＡＷ）フィルタ、セラミックフィルタ、あるいは他のいくつかのタイプのフィルタであっ
てもよい。電力増幅器（ＰＡ）２３２は、フィルタ２３０からの信号を増幅させ、適切な
電力レベルを有するＲＦ出力信号を提供する。ＲＦ出力信号は、デュプレクサ２３４を通
してルーティングされ、アンテナ２３６を経由して送信される。図２に示したように、デ
ータプロセッサ２１０からミキサ２２４に対する信号は、一般的に、同位相（Ｉ）および
直角位相（Ｑ）成分を有する複素信号である。
【００２２】
　ＤＡＣ２２０およびＲＦ送信チェーン２０４は、Ｎ個のＣＤＭＡチャネル上でのＮ個の
ＣＤＭＡ信号の同時送信をサポートするために広帯域であってもよい。ＤＡＣ２２０は、
十分な高クロックレートで動作してもよく、Ｎ個すべてのＣＤＭＡ信号を含むデジタルサ
ンプルストリームの変換のために十分な分解能を有していてもよい。アナログローパスフ
ィルタ２２２は、同時に送信されているＣＤＭＡ信号のすべてを送るために十分に幅広い
固定または可変帯域幅を有していてもよい。後続するアナログ回路ブロックもまた、ＣＤ
ＭＡ信号のすべてを送るために広帯域であってもよい。バンドパスフィルタ２３０は、広
帯域であってもよく、また、全体的な周波数帯域、例えば、セルラ帯域については８２４
から８４９ＭＨｚ、そして、パーソナル通信サービス（ＰＣＳ）帯域については１８５０
から１９１０ＭＨｚを送ってもよい。
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【００２３】
　図２は、ＲＦ送信チェーン２０４の特定の設計を示している。一般的に、ＲＦ送信チェ
ーンは、増幅器、フィルタ、ミキサ等の１つ以上のステージを含んでいてもよい。これら
の回路ブロックは、図２に示した構成とは異なって構成してもよい。ＲＦ送信チェーンは
また、図２に示していない異なるおよび／または付加的な回路ブロックを含んでいてもよ
い。ＲＦ送信チェーン２０４のすべてまたは一部は、１つ以上のＲＦ集積回路（ＲＦＩＣ
）、混合信号ＩＣ等上で実現してもよい。例えば、アナログローパスフィルタ２２２、ミ
キサ２２４、ＬＯ発生器２２６、およびＶＧＡ２２８は、ＲＦＩＣ、例えば、ＲＦ送信機
（ＲＦＴ）またはＲＦ送信機／受信機（ＲＴＲ）チップ上で実現してもよい。
【００２４】
　データプロセッサ２１０は、データ送信および他の機能のためのさまざまな処理ユニッ
トを備えていてもよい。例えば、データプロセッサ２１０は、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）、縮小命令セットコンピュータ（ＲＩＳＣ）プロセッサ、中央処理ユニット（Ｃ
ＰＵ）等を備えていてもよい。制御装置／プロセッサ２４０は、多重搬送波送信機２００
の動作を制御してもよい。メモリ２４２は、多重搬送波送信機２００のプログラムコード
およびデータを記憶してもよい。データプロセッサ２１０、制御装置／プロセッサ２４０
、および／またはメモリ２４２は、１つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）および
／または他のＩＣ上で実現してもよい。
【００２５】
　多重搬送波送信機２００は、１つ以上のＣＤＭＡチャネルを受け取ることができる多重
搬送波受信機と併用して使用してもよい。デュプレクサ２３４は、アンテナ２３６からら
多重搬送波受信機に対してＲＦ受信信号をルーティングしてもよいが、これは図２に示し
ていない。多重搬送波受信機は、ＲＦ受信信号を処理して、１つ以上のＣＤＭＡチャネル
上で送信されたデータおよび制御情報を回復させてもよい。
【００２６】
　ＨＲＰＤでは、アクセス端末が、ＣＤＭＡ信号における１つ以上のデータチャネル、パ
イロットチャネル、リバースレートインジケータ（ＲＲＩ）チャネル、補助パイロットチ
ャネル、データレート制御（ＤＲＣ）チャネル、肯定応答（ＡＣＫ）チャネル、およびデ
ータ源制御（ＤＳＣ）チャネルを、リバースリンク上でアクセスポイントに送信してもよ
い。データチャネルは、ユーザデータを伝える。パイロットチャネルは、アクセス端末お
よびアクセスポイントによってアプリオリに知られているデータであるパイロットを伝え
る。補助パイロットチャネルは、付加的なパイロットを伝える。ＲＲＩチャネルは、デー
タチャネルのレートを示す。ＤＲＣチャネルは、フォワードトラフィックチャネルをアク
セス端末が受け取ることができるレートと、フォワードトラフィックチャネルをアクセス
端末が受け取ることを望むセクタとを示す。ＤＳＣチャネルは、フォワードトラフィック
チャネルをアクセス端末が受け取ることを望むデータ源を示す。ＡＣＫチャネルは、フォ
ワードトラフィックチャネル上でのデータ受け取りの成功または失敗を示す。ＤＲＣ、Ａ
ＣＫ、およびＤＳＣチャネルは、フォワードリンク上でのデータ送信をサポートするため
にリバースリンク上で送信される。ＤＲＣ、ＡＣＫ、およびＤＳＣチャネルは、フォワー
ドリンクに対するリバースオーバーヘッドチャネル、または単に、ＲＯＣチャネルと呼ば
れることもある。
【００２７】
　アクセス端末は、１つ以上のフォワードＣＤＭＡチャネル上でデータを受け取ってもよ
く、１つ以上のリバースＣＤＭＡチャネル上でデータを送信してもよい。フォワードＣＤ
ＭＡチャネルは、フォワードリンク上のＣＤＭＡチャネルである。リバースＣＤＭＡチャ
ネルは、リバースリンク上のＣＤＭＡチャネルである。ＨＲＰＤは、フォワードＣＤＭＡ
チャネルに対するＲＯＣチャネルを送信する３つのモードをサポートする。
【００２８】
　フィードバックのない多重化モードでは、各フォワードＣＤＭＡチャネルは、異なるリ
バースＣＤＭＡチャネルに関係している。各フォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣ
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チャネルは、関係するリバースＣＤＭＡチャネル上で送信される。すべてのリバースＣＤ
ＭＡチャネルに対して拡散するために、１つのユーザロングコードが使用される。ユーザ
ロングコードは、アクセス端末に特有である擬似ランダム数（ＰＮ）シーケンスである。
【００２９】
　ベーシックフィードバック多重化モードでは、複数のフォワードＣＤＭＡチャネルは、
所定のリバースＣＤＭＡチャネルに関係していてもよい。これらの複数のフォワードＣＤ
ＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルは、異なるロングコード、すなわち、各フォワード
ＣＤＭＡチャネルにつき１つのロングコードを使用して、関係するリバースＣＤＭＡチャ
ネル上で送信される。これは、異なるフォワードＣＤＭＡに対してＲＯＣチャネルを区別
することを可能にする。
【００３０】
　強化されたフィードバック多重化モードでは、１６個までのフォワードＣＤＭＡチャネ
ルが、所定のリバースＣＤＭＡチャネルに関係していてもよい。４つまでのフォワードＣ
ＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルは、時間的に、および／または、異なるウォルシ
ュコードで多重化され、そして、異なるロングコードを使用して、関係するリバースＣＤ
ＭＡチャネル上で送信されてもよい。
【００３１】
　表１は、ＨＲＰＤにおける３つのフィードバック多重化モードをリスト表示し、各モー
ドのための短い説明を提供している。
【表１】

【００３２】
　図３は、フィードバックのない多重化モードの処理を示している。Ｎ個のＣＤＭＡチャ
ネルプロセッサ３１０ａないし３１０ｎは、Ｎ個のリバースＣＤＭＡチャネル１ないしＮ
に対して処理をそれぞれ実行する。ＣＤＭＡチャネルプロセッサ３１０ａ内で、データお
よびオーバーヘッドプロセッサ３２０ａが、（ｉ）リバースＣＤＭＡチャネル１に対する
データ、パイロット、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルと、（ｉｉ）関係するフォ
ワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネル（ＤＲＣ、ＡＣＫ、およびＤＳＣチャネ
ル）とに対して処理を実行する。直角位相拡散器３３０ａは、プロセッサ３２０ａからの
チップをユーザロングコードで拡散し、リバースＣＤＭＡチャネル１に対して出力チップ
を提供する。ＣＤＭＡチャネルプロセッサ３１０ｂないし３１０ｎは、それぞれ、リバー
スＣＤＭＡチャネル２ないしＮに対する処理を類似した方法で実行する。Ｎ個すべてのリ
バースＣＤＭＡチャネルに対して、同じユーザロングコードが使用される。
【００３３】
　図４は、ベーシックフィードバック多重化モードの処理を示している。Ｎ個のＣＤＭＡ
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チャネルプロセッサ４１０ａないし４１０ｎは、それぞれ、Ｎ個のリバースＣＤＭＡチャ
ネル１ないしＮに対して処理を実行する。ＣＤＭＡチャネルプロセッサ４１０ａ内で、デ
ータおよびオーバーヘッドプロセッサ４２０ａならびに直角位相拡散器４３０ａは、図３
におけるプロセッサ３２０ａおよび直角位相拡散器３３０ａと同じ方法で、リバースＣＤ
ＭＡチャネル１に対して処理をそれぞれ実行する。ＲＯＣプロセッサ４２２ｂないし４２
２ｍは、それぞれ、リバースＣＤＭＡチャネル１に関係するフォワードＣＤＭＡチャネル
２ないしＭに対するＲＯＣチャネルに対して処理を実行する。直角位相拡散器４３２ｂな
いし４３２ｍは、それぞれ、ＲＯＣプロセッサ４２２ｂないし４２２ｍからのチップを、
それぞれ、ロングコード２ないしＭで拡散する。リバースＣＤＭＡチャネル１にマッピン
グされたＭ個のフォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルに対して、Ｍ個の異
なるロングコードが使用されてもよい。加算器４３４ａは、拡散器４３０ａと、４３２ｂ
ないし４３２ｍとからのＩチップを合計し、リバースＣＤＭＡチャネル１に対してＩ出力
チップを提供する。加算器４３４ｂは、拡散器４３０ａと、４３２ｂないし４３２とから
のＱチップを合計し、リバースＣＤＭＡチャネル１に対してＱ出力チップを提供する。
【００３４】
　ＣＤＭＡチャネルプロセッサ４１０ｂないし４１０ｎは、それぞれ、リバースＣＤＭＡ
チャネル２ないしＮに対して処理を実行する。リバースＣＤＭＡチャネル２ないしＮのそ
れぞれは、０、１つ、または複数のフォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネル
を伝えてもよい。ＣＤＭＡチャネルプロセッサ４１０ａないし４１０ｎのそれぞれに対し
て、データ、パイロット、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルは、同じユーザロング
コード１で拡散され、異なるフォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルは、異
なるロングコードで拡散される。
【００３５】
　図５は、強化されたフィードバック多重化モードの処理を示している。Ｎ個のＣＤＭＡ
チャネルプロセッサ５１０ａないし５１０ｎは、それぞれ、Ｎ個のリバースＣＤＭＡチャ
ネル１ないしＮに対して処理を実行する。ＣＤＭＡチャネルプロセッサ５１０ａ内で、デ
ータおよびオーバーヘッドプロセッサ５２０ａは、（ｉ）リバースＣＤＭＡチャネル１に
対するデータ、パイロット、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルと、（ｉｉ）関係す
るフォワードＣＤＭＡチャネル１ないし４に対するＲＯＣチャネルとに対して処理を実行
する。ＲＯＣプロセッサ５２２ｂないし５２２ｄは、リバースＣＤＭＡチャネル１に関係
する他のフォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルに対して処理を実行する。
各ＲＯＣプロセッサ５２２が、４つまでの関係するフォワードＣＤＭＡチャネルに対する
ＲＯＣチャネルに対して処理を実行する。直角位相５３２ｂないし５３２ｄは、それぞれ
、ＲＯＣプロセッサ５２２ｂないし５２２ｄからのチップを、それぞれ、ロングコード２
ないし４で拡散する。リバースＣＤＭＡチャネル１にマッピングされた１６個までのフォ
ワードＣＤＭＡチャネルに対して、４つまでの異なるロングコードが使用されてもよい。
加算器５３４ａおよび５３４ｂは、それぞれ、拡散器５３０ａと、５３２ｂないし５３２
ｍとからのＩおよびＱチップを合計し、それぞれ、リバースＣＤＭＡチャネル１に対して
ＩおよびＱ出力チップを提供する。
【００３６】
　ＣＤＭＡチャネルプロセッサ５１０ｂないし５１０ｎは、それぞれ、リバースＣＤＭＡ
チャネル２ないしＮに対して処理を実行する。リバースＣＤＭＡチャネル２ないしＮのそ
れぞれは、０、１つ、または複数のフォワードＣＤＭＡチャネルに対してＲＯＣチャネル
を伝えてもよい。ＣＤＭＡチャネルプロセッサ５１０ａないし５１０ｎのそれぞれに対し
て、データ、パイロット、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルは、同じユーザロング
コード１で拡散され、４つまでのフォワードＣＤＭＡチャネルの異なる組に対するＲＯＣ
チャネルは、異なるロングコードで拡散される。
【００３７】
　図６は、ＨＲＰＤにおける３つすべてのフィードバック多重化モードに対するデータプ
ロセッサ２１０の設計のブロック図を示している。この設計では、データプロセッサ２１
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０は、Ｎ個までのリバースＣＤＭＡチャネル上での送信と、Ｎ個までのフォワードＣＤＭ
Ａチャネルに対するフィードバックとをサポートしている。データプロセッサ２１０は、
Ｎ個のＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０ａないし６２０ｎを備えている。各ＣＤＭＡチ
ャネルプロセッサ６２０は、（ｉ）１つのリバースＣＤＭＡチャネルに対するデータ、パ
イロット、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルと、（ｉｉ）１つのフォワードＣＤＭ
Ａチャネルに対するＲＯＣチャネルとに対して処理を実行する。
【００３８】
　データプロセッサ２１０内で、Ｎ個のＰＮ発生器６１０ａないし６１０ｎが、それぞれ
、１つのリバースＣＤＭＡチャネルに関係するＮ個までのフォワードＣＤＭＡチャネルに
対して、Ｎ個の異なるロングコードＰＮT1ないしＰＮTNを発生させる。ＰＮ発生器６１０
ａは、それぞれ、Ｎ個のリバースＣＤＭＡチャネル１ないしＮに対するＮ個のＣＤＭＡチ
ャネルプロセッサ６２０ａないし６２０ｎのすべてに、そのロングコードＰＮT1を提供す
る。Ｎ個すべてのリバースＣＤＭＡチャネルに対するデータ、パイロット、ＲＲＩ、およ
び補助パイロットチャネルに対して、ロングコードＰＮT1が使用される。セレクタ６１２
は、ＰＮ発生器６１０ａないし６１０ｎからＮ個のロングコードを受け取り、適切なＲＯ
ＣロングコードＰＮROCを各ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０に提供する。ＣＤＭＡチ
ャネルプロセッサ６２０に提供されたＲＯＣロングコードは、そのＣＤＭＡチャネルプロ
セッサによって処理されているフォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルに対
して使用される。フィードバックのない多重化モードの場合、ＰＮROC1＝...＝ＰＮROCN

＝ＰＮT1となるように、セレクタ６１２は、Ｎ個すべてのＣＤＭＡチャネルプロセッサ６
２０ａないし６２０ｎに対して、ＰＮ発生器６１０ａからのロングコードをＲＯＣロング
コードとして提供する。ベーシックフィードバック多重化モードの場合、ＰＮROC1＝ＰＮ

T1、...、およびＰＮROCN＝ＰＮTNとなるように、セレクタ６１２は、Ｎ個のＣＤＭＡチ
ャネルプロセッサ６２０ａないし６２０ｎに対して、それぞれ、ＰＮ発生器６１０ａない
し６１０ｎからのロングコードをＲＯＣロングコードとして提供してもよい。強化された
フィードバック多重化モードの場合、セレクタ６１２は、４つまでのＣＤＭＡチャネルプ
ロセッサ６２０に対して、各ＰＮ発生器６１０からのロングコードをＲＯＣロングコード
として提供してもよい。一般的に、セレクタ６１２の動作は、選択されたフィードバック
多重化モードと、リバースＣＤＭＡチャネルに対するフォワードＣＤＭＡチャネルのマッ
ピングとに依存する。
【００３９】
　各ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０は、１つのリバースＣＤＭＡチャネルに対するデ
ータ、パイロット、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルに対して、ロングコードＰＮ

T1で処理を実行する。各ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０はまた、１つのフォワードＣ
ＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルに対して、ＲＯＣロングコードＰＮROCで処理を
実行する。各ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０は、そのＲＯＣチップを別のＣＤＭＡチ
ャネルプロセッサに提供してもよく、あるいは他のＣＤＭＡチャネルプロセッサからのＲ
ＯＣチップを受け取ってもよい。各ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０は、１つのリバー
スＣＤＭＡチャネルに対する出力チップを、関係するデジタルフィルタ２１２に提供する
。
【００４０】
　各ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０からの出力チップは、関係するデジタルフィルタ
２１２によってフィルタリングされ、関係するローテータ２１４によってデジタル的にア
ップコンバートされる。加算器２１６は、Ｎ個すべてのローテータ２１４ａないし２１４
ｎからのアップコンバートされたサンプルならびにＤＣオフセットを合計し、複合サンプ
ルを提供する。ＤＣオフセットは、図２中のＲＦ送信チェーン２０４におけるミキサ２２
４のＬＯフィードスルーを減少させるために使用できるプログラム可能な値であってもよ
い。ＬＯフィードスルーの量を最小化できるＤＣオフセットの量を決定するために、補正
が実行されてもよい。そして、このＤＣオフセットは、加算器２１６に提供されてもよい
。
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【００４１】
　図７は、図６におけるＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０ａの設計を示している。ＣＤ
ＭＡチャネルプロセッサ６２０ａ内で、プロセッサ７１２が、パイロットに対して処理を
実行して、パイロットチップを提供する。プロセッサ７１４は、補助パイロットに対して
処理を実行する。乗算器７１６は、プロセッサ７１４の出力を利得ＧAPでスケーリングし
て、補助パイロットチップを提供する。プロセッサ７１８は、ＲＲＩチャネルに対して処
理を実行する。乗算器７２０は、プロセッサ７１８の出力を利得ＧRRIでスケーリングし
てＲＲＩチップを提供する。プロセッサ７２２は、Ｌ個のデータチャネルに対して処理を
実行し、ここでは、
【数２】

【００４２】
である。乗算器７２４ａないし７２４ｌは、Ｌ個のデータチャネルに対するプロセッサ７
２２の出力を、それぞれ、利得ＧD1ないしＧDLでスケーリングして、データチップを提供
する。加算器７２６は、プロセッサ７１２と、乗算器７１６、７２０、および７２４ａな
いし７１４ｌとからのチップを合計する。直角位相拡散器７２８は、加算器７２６からの
チップをロングコードＰＮT1で拡散し、リバースＣＤＭＡチャネル１に対するデータ、パ
イロット、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルに対するチップを提供する。
【００４３】
　プロセッサ７３２は、ＡＣＫおよびＤＳＣチャネルに対して処理を実行する。乗算器７
３４は、プロセッサ７３２の出力を利得ＧACK/DSCでスケーリングし、ＡＣＫ／ＤＳＣチ
ップを提供する。プロセッサ７３６は、ＤＲＣチャネルに対して処理を実行する。乗算器
７３８は、プロセッサ７３６の出力を利得ＧDRCでスケーリングして、ＤＲＣチップを提
供する。直角位相拡散器７４０は、乗算器７３４および７３８からのチップをロングコー
ドＰＮROC1で拡散し、フォワードＣＤＭＡチャネル１に対してＲＯＣチップを提供する。
ゲーティングユニット７４２ａないし７４２ｎは、それぞれ、フォワードＣＤＭＡチャネ
ル１ないしＮに対するＲＯＣチップを受け取る。ＲＯＣチャネルのフォワードＣＤＭＡチ
ャネルに対するＲＯＣチャネルがリバースＣＤＭＡチャネル１上で送信された場合に、各
ゲーティングユニット７４２が、そのＲＯＣチップを加算器７４４に対して、適切な時間
に提供する。
【００４４】
　加算器７４４は、拡散器７２８と、ゲーティングユニット７４２ａないし７４２ｎとか
らのチップを合計する。乗算器７４６は、加算器７４４からのチップを利得Ｇ1でスケー
リングして、リバースＣＤＭＡチャネル１に対して出力チップを提供する。利得Ｇ1は、
リバースＣＤＭＡチャネル１に対する送信電力によって決定される。利得ＧAP、ＧRRI、
ＧD1ないしＧDL、ＧACK/DSCおよびＧDRCは、リバースチャネル１上で送信される異なるデ
ータ、パイロット、およびオーバーヘッドチャネルに対する相対送信電力を決定する。
【００４５】
　図７は、ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０ａの例示的な設計を示している。図６にお
けるＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０ｂないし６２０ｎのそれぞれは、図７におけるＣ
ＤＭＡチャネルプロセッサ６２０ａと同じ方法で実現されてもよい。Ｎ個のリバースＣＤ
ＭＡチャネルに対する処理もまた、他の方法で実行されてもよい。別の設計では、各ＣＤ
ＭＡチャネルプロセッサは、１つのリバースＣＤＭＡチャネルに対するデータ、パイロッ
ト、ＲＲＩ、および補助パイロットチャネルに対して処理を実行し、図７におけるユニッ
ト７１２ないし７２８と、ユニット７４２ないし７４６とを備えていてもよい。１つのＲ
ＯＣプロセッサは、すべてのフォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチャネルに対し
て処理を実行し、各フォワードＣＤＭＡチャネルに対するＲＯＣチップを適切なＣＤＭＡ
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チャネルプロセッサに提供してもよい。
【００４６】
　Ｎ個のリバースＣＤＭＡチャネルに対するデジタル利得Ｇ1ないしＧNは、各ＣＤＭＡチ
ャネルに対する所望の送信電力を実現するように設定してもよい。Ｎ個のリバースＣＤＭ
Ａチャネルは、異なるデータレートおよび／または異なるアクセスポイントとの通信をサ
ポートするための異なる送信電力を有していてもよい。利得Ｇ1ないしＧNはまた、Ｎ個す
べてのＣＤＭＡチャネルに対する所望の総送信電力を実現するように設定してもよく、自
動利得制御（ＡＧＣ）に対して使用してもよい。１つの設計では、ＲＦ送信チェーン２０
４におけるＶＧＡ２２８の利得は粗ステップで変化してもよく、利得Ｇ1ないしＧNは、特
定の範囲（例えば、１２ｄＢ）にわたって精ステップ（例えば、０．２５ｄＢ）で変化し
てもよい。（例えば、ビットの数の観点から）利得Ｇ1ないしＧNの分解能は、（１つの設
計において１５ｄＢであるかもしれない）最強および最弱リバースＣＤＭＡチャネルと、
所望の精ステップサイズとの間の最大差に基づいて選択されてもよい。
【００４７】
　図８は、リバースＣＤＭＡチャネル１に対するデジタルフィルタ２１２ａおよびローテ
ータ２１４ａの設計のブロック図を示している。デジタルフィルタ２１２ａ内で、有限イ
ンパルス応答（ＦＩＲ）フィルタ８１２が、ＣＤＭＡチャネルプロセッサ６２０ａからの
出力チップを受け取ってフィルタリングする。リバースＣＤＭＡチャネル１上で送信され
たＣＤＭＡ信号の所望のスペクトラル特性を取得するために、ＦＩＲフィルタ８１２がパ
ルス整形を実行してもよい。ＦＩＲフィルタ８１２はまた、出力チップを、例えば、チッ
プレートから４倍のチップレート（ｃｘ４）にアップサンプリングしてもよい。所望のフ
ィルタ応答を実現するために、ＦＩＲフィルタ８１２は十分な数のタップで実現してもよ
い。補間フィルタ８１４は、ＦＩＲフィルタ８１２からのサンプル上で補間を実行し、ｆ

sampleのサンプルレートでフィルタリングされたサンプルを提供する。このサンプルレー
トは、１６倍のチップレート（ｃｘ１６）であってもよい。補間フィルタ８１４は、１つ
以上のステージで実現してもよく、例えば、１つのステージではｃｘ４からｃｘ８を、同
様に、別のステージではｃｘ８からｃｘ１６を実現してもよい。多重搬送波送信機２００
によってサポートされる最低ＣＤＭＡチャネルと最高ＣＤＭＡチャネルとの間の最大周波
数分離に基づいて、サンプルレートｆsampleを選択してもよい。フィルタ８１２および／
またはフィルタ８１４によるアップサンプリングは、フィルタリングされたサンプルを、
後続するローテータ２１４ａによって、より高い周波数にデジタル的にアップコンバート
することを可能にする。
【００４８】
　ローテータ２１４ａ内で、加算器８２２およびレジスタ８２４は、位相累算器を形成し
ており、これは、各サンプル期間において、ＣＤＭＡチャネル１に対する周波数ｆ1を累
算する。位相累算器のビット幅は、最高アップコンバート周波数と、所望の周波数分解能
とに基づいて選択してもよい。例えば、２３ビット位相累算器は、±９．８３ＭＨｚの周
波数範囲を２．３４Ｈｚの周波数分解能によってサポートする。各サンプル期間において
、加算器８２６は、レジスタ８２４からの現在の位相値を位相オフセットで合計し、ＲＦ
送信チェーン２０４におけるＶＧＡ２２８またはＰＡ２３２の異なるステータスに関係す
る異なる位相に対処するために、この位相オフセットを使用してもよい。
【００４９】
　各サンプル期間では、座標回転デジタルコンピュータ（ＣＯＲＤＩＣ）ユニット８２８
が、デジタルフィルタ２１２ａからのフィルタリングされた複素サンプルを加算器８２６
からの位相分だけ回転させて、アップコンバートされたサンプルを提供する。ＣＯＲＤＩ
Ｃユニット８２８は、簡単なシフトおよび加算／減算ハードウェアを用いた三角関数の高
速ハードウェア計算を可能にする反復的アルゴリズムを実現する。ＣＯＲＤＩＣユニット
８２８はより多くの反復による反復的方法で複素サンプルを回転させて、結果的に生じる
出力に対して、より高い正確さを生むことができる。例えば、９回の反復は、±０．２２
度の正確さを提供することができる。１つの設計において、ＣＯＲＤＩＣユニット８２８
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を提供するように、Ｑ・ｆsampleのクロックスピードで動作してもよい。ここで、Ｑは反
復の数である。別の設計では、ＣＯＲＤＩＣユニット８２８は、複数のパイプラインステ
ージで実現してもよく、Ｑ・ｆsampleよりも、より低いクロックスピードで動作してもよ
い。例えば、ＣＯＲＤＩＣユニット８２８は、Ｑパイプラインステージで実現してもよく
、クロックスピードのｆsampleで動作し、そして、Ｑサンプル期間のパイプライン遅延で
、各サンプル期間においてアップコンバートされたサンプルを提供してもよい。
【００５０】
　図９は、図２および６におけるポストプロセッサ２１８の設計のブロック図を示してい
る。ポストプロセッサ２１８内で、Ｉ／Ｑ不整合比較ユニット９１２が、ＲＦへの直角位
相アップコンバータにおけるＩパスとＱパスとの間の利得および位相（すなわち、Ｉ／Ｑ
）不整合に対処するためにデジタルプリディストーションを実行する。１組のＤＡＣ２２
０、アナログローパスフィルタ２２２、およびミキサ２２４は、ＩおよびＱパスのそれぞ
れに対して使用してもよい。ＩおよびＱパスに対するＤＡＣ、アナログローパスフィルタ
、ならびにミキサの異なった利得分だけ、利得の不整合が生じ得る。位相不整合は、正確
に９０°位相がずれているのではない、ＬＯ発生器２２６からのＩおよびＱ ＬＯ信号か
ら生じ得る。利得および／または位相不整合は、結果的に、ミキサ２２４からの出力波形
において発生されている残留測波帯エネルギ（ＲＳＢ）影像となり得る。ＲＳＢ影像は、
最弱ＣＤＭＡチャネルと比較して、比較的大きいので、特に、同時に送信されているＮ個
のＣＤＭＡ信号の送信電力において大きな差が存在するときに、このＲＳＢ影像は性能を
劣化させるかもしれない。
【００５１】
　理想的な直角位相アップコンバータの出力形態は、
【数３】

【００５２】
として表すことができ、
ここで、ＸI（ｔ）およびＸQ（ｔ）は、アップコンバータに提供されるＩおよびＱベース
バンド信号であり、
Ｙ（ｔ）は、アップコンバータからのアップコンバートされた信号であり、
ωc＝２π・ｆcは、ラジアン／秒あたりのＬＯ周波数である。
【００５３】
　理想的でない直角位相アップコンバータの出力は、
【数４】

【００５４】
として表すことができ、
ここで、Ｋは利得不整合であり、θは位相不整合である。式（２）は、Ｑ成分における利
得および位相の双方の不整合について同様に記述している。
【００５５】
　利得および位相不整合を補償するためのプリディストーションは、
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【数５】

【００５６】
として表すことができ、
ここで、
【数６】

【００５７】
は、ＩおよびＱプリディストーションされた信号であり、
Ａ＝tan φであり、Ｂ＝１／（αcos φ）であり、
αは、利得不整合の推定値であり、
φは、位相不整合の推定値である。
【００５８】
　パラメータαおよびφは、ＲＦ送信チェーン２０４の補正から取得してもよい。
【数７】

【００５９】
となるように、利得および位相不整合の推定値が正確であった場合、プリディストーショ
ンによってアップコンバートされた信号は、式（１）に示した理想的なアップコンバート
された信号に近づく。
【００６０】
　Ｉ／Ｑ不整合補償ユニット９１２は、ＩおよびＱ複合サンプルを加算器２１６から受け
取り、式（３）および（４）に示したようなＩおよびＱプリディストーションされたサン
プルを発生させる。加算器２１６からのＩおよびＱ複合サンプルは、式（３）および（４
）におけるＸI（ｔ）およびＸQ（ｔ）に対応し、ユニット９１２からのＩおよびＱプリデ
ィストーションされたサンプルは、
【数８】

【００６１】
に対応している。
【００６２】
　補間フィルタ９１４は、ユニット９１２からのサンプル上で補間を実行し、サンプルレ
ートのｆoutでサンプルを提供する。サンプルレートのｆoutは、サンプルレートｆsample

のＫ倍であってもよく、ここで、Ｋは、１、２、４等の選択可能な値であってもよい。補
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間フィルタ９１４は、（例えば、０．２ｄＢまたはより少ない）小通過帯域ドループと、
デジタルフィルタ２１２ａないし２１２ｎによる以前のアップサンプリングからの影像の
高阻止を持つ周波数応答で設計されてもよい。補間フィルタ９１４は、１つ以上のステー
ジで実現されてもよく、例えば、１つのステージではｃｓ１６からｃｘ３２を、また、別
のステージではｃｓ３２からｃｘ６４を実現してもよい。フィルタ９１４によって提供さ
れる阻止は、スプリアス放射要求を満たすために、固定された広帯域アナログローパスフ
ィルタ２２２の使用を可能にする。
【００６３】
　粗スケーリングユニット９１６は、所望の数のビットの分だけ左または右のいずれかに
各サンプルのビットをシフトさせることによって、粗利得（例えば、４、２、１、０．５
、０．２５等）分だけ、フィルタ９１４からのサンプルをスケーリングしてもよい。スケ
ーリングユニット９１６は、粗デジタル利得制御のために使用してもよいのに対して、Ｃ
ＤＭＡチャネルプロセッサ６２０ａないし６２０ｎのそれぞれにおける乗算器７４６は、
精デジタル利得制御のために使用してもよい。
【００６４】
　図２に戻って参照すると、アナログローパスフィルタ２２２は、スプリアス放射要求を
満たすために、ＤＡＣ２２０からのアナログベースバンド信号における影像の抑制を提供
する。アナログベースバンド信号は、ＤＡＣブロックレート（例えば、ｃｘ６４）での影
像と、補間クロックレート（例えば、ｃｘ１６およびｃｘ３２）での影像とを含む。アナ
ログベースバンド信号はまた、ＤＡＣ２２０内のサンプルホールド回路が原因でシンクロ
ールオフを有する。このシンクロールオフは、例えば、図９におけるフィルタ９１４によ
ってデジタル的に対処されてもよい。１つの設計では、アナログローパスフィルタ２２２
に対して、固定広帯域フィルタを使用してもよく、また、バンド内ドループの量を制限す
るために、サポートされた最高信号帯域幅の２倍の帯域幅でその帯域幅を設定してもよい
。このフィルタは、バターワースフィルタまたは他の何らかのフィルタであってもよく、
適切な次数（例えば、二次）であってもよい。図８および９における補間フィルタ８１４
および９１４によって、それぞれ、サンプルが十分にフィルタリングされたとき、このフ
ィルタが影像の所望の除去を提供してもよい。別の設計では、可変フィルタは、アナログ
ローパスフィルタ２２２に対して使用してもよく、実際の最高信号帯域幅に基づいて、そ
の帯域幅を設定してもよい。この可変フィルタは、一次ＲＣフィルタ、二次バターワース
フィルタ等であってもよい。
【００６５】
　図１０は、複数の周波数チャネル上での送信のプロセス１０００の設計を示している。
周波数チャネルは、ＣＤＭＡチャネル、ＧＳＭチャネル、ＲＦチャネル、搬送波等であっ
てもよい。ＨＰＲＤのような特定のシステムにしたがって、複数の周波数チャネルのそれ
ぞれに対して出力チップを発生させてもよい（ブロック１０１２）。ブロック１０１２に
ついて、各周波数チャネルに対する処理は、エンコーディング、インターリービング、シ
ンボルマッピング、拡散等を含んでいてもよい。各周波数チャネルに対する出力チップは
、その周波数チャネルの送信電力に基づいて選択された利得でスケーリングしてもよい。
各周波数チャネルに対する出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップサンプ
リングし、その周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを取得してもよい
（ブロック１０１４）。
【００６６】
　各周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを異なる周波数にデジタル的
にアップコンバートして、その周波数チャネルに対するアップコンバートされたサンプル
を取得してもよい（ブロック１０１６）。１つの周波数に対するフィルタリングされたサ
ンプルは、０Ｈｚの近くにデジタル的にアップコンバートして、ＤＣで中心付けてもよい
。デジタルアップコンバートは、ＣＯＲＤＩＣ計算に基づいて実行してもよい。１つの設
計において、複数のパイプラインステージ（例えば、各反復に対して１つのステージ）で
は、各フィルタリングされたサンプルに対してＣＯＲＤＩＣ計算の複数の反復を実行し、
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チャネル周波数により決定された位相分だけ、フィルタリングされたサンプルを回転させ
てもよい。
【００６７】
　複数の周波数チャネルに対するアップコンバートされたサンプルを合成して、複数の周
波数チャネルに対する信号を含む複合サンプルを取得してもよい（ブロック１０１８）。
プリディストーションを複合サンプル上で実行して、ＲＦへの後続するアナログ直角位相
アップコンバートの利得および位相不整合を補償してもよい（ブロック１０２０）。第１
のサンプルレートから第２のサンプルレートにプリディストーションされたサンプルをア
ップサンプリングし、出力サンプルを取得してもよい（ブロック１０２２）。第２のサン
プルレートは、例えば、送信されている周波数チャネルの数に基づいて選択可能であって
もよい。出力サンプルをＤＡＣによってアナログ信号に変換してもよい（ブロック１０２
４）。単一のＲＦ送信チェーンによってアナログ信号を処理（例えば、フィルタリング、
直角位相アップコンバート、および増幅）して、ＲＦ出力信号を発生させてもよい（ブロ
ック１０２６）。
【００６８】
　ブロック１０１２の１つの設計では、ＨＲＰＤに適用可能であってもよいが、少なくと
も１つのロングコード（例えば、ＰＮT1ないしＰＮTN）を発生させてもよい。複数の周波
数チャネルに対する第１の組の物理層チャネル（例えば、データ、パイロット、ＲＲＩ、
および補助パイロットチャネル）は、少なくとも１つのロングコードの中から指定された
ロングコード（例えば、ＰＮT1）に基づいて拡散してもよい。複数の周波数チャネルに対
する第２の組の物理層チャネル（例えば、ＤＲＣ、ＡＣＫ、およびＤＳＣチャネル）は、
少なくとも１つのロングコードに基づいて拡散してもよい。フィードバックのない多重化
モードの場合、各周波数チャネルに対する第２の組の物理層チャネルは、指定されたロン
グコードに基づいて拡散してもよい。ベーシックフィードバック多重化の場合、各周波数
チャネルに対する第２の組の物理層チャネルは、異なるロングコードに基づいて拡散して
もよい。強化されたフィードバック多重化モードの場合、複数の周波数チャネルのうちの
少なくとも２つのサブセットに対する第２の組の物理層チャネルは、少なくとも１つのロ
ングコードの中からの少なくとも２つの異なるロングコードに基づいて拡散してもよい。
１つの設計では、例えば、図７に示したように、各周波数チャネルに対する第１の組の物
理層チャネルは、指定されたロングコードに基づいて拡散してもよい。各周波数チャネル
に対する第２の組の物理層チャネルは、周波数チャネルに対する第２の組に対して選択さ
れたロングコード（例えば、ＰＮROC）に基づいて拡散してもよい。各周波数チャネルに
対して、その周波数チャネルの第１の組の物理層チャネルに対する拡散チップと、その周
波数チャネルにマッピングされた第２の組の物理層チャネルに対する拡散チップとを合成
して、周波数チャネルに対する出力チップを取得してもよい。
【００６９】
　図１１は、単一のＲＦ送信チェーンによって複数の周波数チャネルをサポートするため
のプロセス１１００の設計を示している。複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的に
アップコンバートされた信号を伝えるデジタルサンプルストリームをＤＡＣによってアナ
ログに変換して、アナログ信号を取得してもよい（ブロック１１１２）。デジタル的にア
ップコンバートされた信号のうちの１つは、ＤＣで中心付けてもよく、すなわち、０Ｈｚ
にアップコンバートしてもよい。ＤＡＣは、広帯域であってもよく、複数の周波数チャネ
ル上でデジタル的にアップコンバートされた信号のすべてを取り扱うために十分なダイナ
ミックレンジを有していてもよい。デジタル的にアップコンバートされた信号は、異なる
送信電力レベルで送信されてもよい。ＤＡＣは、複数のデジタル的にアップコンバートさ
れた信号の可能性ある／サポートされる最高周波数に基づいて決定されたクロックレート
で動作してもよい。ＤＡＣはまた、送信されている複数のデジタル的にアップコンバート
された信号の最高周波数に基づいて決定された可変クロックレートで動作してもよい。
【００７０】
　複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的にアップコンバートされた信号を含むアナ
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ログ信号をアナログフィルタによってフィルタリングして、フィルタリングされた信号を
取得してもよい（ブロック１１１４）。アナログフィルタは、複数のデジタル的にアップ
コンバートされた信号の可能性ある最高周波数に基づいて決定された固定帯域幅を有して
いてもよい。アナログフィルタはまた、送信されている複数のデジタル的にアップコンバ
ートされた信号の最高周波数に基づいて決定された可変帯域幅を有していてもよい。フィ
ルタリングされた信号をミキサによってＲＦにアップコンバートしてもよい（ブロック１
１１６）。ミキサは、広帯域であってもよく、複数の周波数チャネルをカバーするように
設計してもよい。複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的にアップコンバートされた
信号は、ＨＲＰＤシステムでは複数のＣＤＭＡチャネル上の複数のＣＤＭＡ信号に、また
は他の通信システムでは他の信号に対応していてもよい。
【００７１】
　複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的にアップコンバートされた信号は、ＯＦＤ
Ｍ信号における複数の副搬送波と以下の方法において異なっていてもよい。第１に、複数
の周波数チャネルの周波数を（最低限の空間基準を受けて）独立して選択してもよいのに
対して、ＯＦＤＭにおける副搬送波は直角位相を維持するために特定の周波数／位置に制
約される。第２に、一般的に、周波数チャネルが、合成する前にフィルタリングまたは帯
域制限されるのに対して、ＯＦＤＭにおける副搬送波は合成されてからフィルタリングさ
れる。第３に、サイクリックプレフィックスは、送信機によって各ＯＦＤＭシンボルに添
付され、受信機によって除去される。複数のデジタル的にアップコンバートされた信号に
対して、サイクリックプレフィックスは使用されない。第４に、各周波数チャネルがデー
タおよび制御チャネルを伝えてもよいのに対して、ＯＦＤＭでは、一般的に、データは多
くの副搬送波によって送信される。第５に、各周波数チャネルは、他の周波数チャネルに
独立して送信されたり受信されたりしてもよいのに対して、ＯＦＤＭの場合、一般的に、
すべての副搬送波が送信されたり受信されたりする。
【００７２】
　当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術や技能のうちの任意のもの
を用いて表されてよいことを理解するだろう。例えば、上述の説明全体を通して参照され
るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは電圧、電流
、電磁波、磁界、または磁粒、光学フィールドまたは光粒子、あるいはこれらの任意の組
み合わせによって表すことができる。
【００７３】
　当業者であれば、ここに開示された実施形態に関して説明されたさまざまな例示的な論
理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは電子的ハードウェア、コ
ンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実現してもよいこともさらに認
めるだろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、さまざまな
例示的な構成部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップを一般的にそれらの機
能の点から上記で説明してきた。このような機能をハードウェアまたはソフトウェアとし
て実現するかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課された設計制限に左右
される。当業者は、特定のアプリケーションのそれぞれに対してさまざまな方法で説明し
た機能を実現してもよいが、このようなインプリメンテーションの決定は本開示の範囲か
らの逸脱を生じさせるようには解釈されるべきでない。
【００７４】
　ここに開示した実施形態に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジ
ュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）ま
たは他のプログラム可能ロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロ
ジック、ディスクリートハードウェア構成部品、あるいは、ここに記述した機能を実行す
るように設計されたこれらの任意のものを組み合わせたもので、実現しても、あるいは実
行してもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態で
は、プロセッサは、何らかの従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または状
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態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスを組み合わせた
ものとして、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサを組み合わせたものとして、複数のマ
イクロプロセッサとして、ＤＳＰコアに関連した１つ以上のマイクロプロセッサとして、
あるいは、このような構成の他の何らかのものとして実現してもよい。
【００７５】
　ここに開示した実施形態と関連して記述した方法またはアルゴリズムのステップは、ハ
ードウェアで直接に、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは
、２つのものを組み合わせたもので具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡ
Ｍメモリ、フラシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レ
ジスタ、ハードディスク、リムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは技術的に知ら
れている他の何らかの形態の記憶媒体に存在していてもよい。例示的な記憶媒体は、プロ
セッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプ
ロセッサに結合されていてもよい。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化し
てもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣに存在していてもよい。ＡＳＩＣは、
ユーザ端末に存在していてもよい。代替実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユ
ーザ端末において、ディスクリート構成部品として存在していてもよい。
【００７６】
　本開示の先の説明は、当業者が本開示を作り、または使用できるように提供されている
。本開示に対するさまざまな修正は、当業者に容易に明らかになるであろう。また、ここ
で規定されている一般的な概念は、本開示の精神または範囲を逸脱することなく他の変形
に適用されてもよい。したがって、本開示は、ここで説明した例および設計に限定される
ことを意図しているものではないが、ここに開示した概念および新規な機能と矛盾しない
最も広範囲に一致させるべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(23) JP 2009-544254 A 2009.12.10

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月27日(2009.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップを発生させ、各周波数チャネルに
対する前記出力チップを異なる周波数にデジタル的にアップコンバートして、前記周波数
チャネルに対するアップコンバートされたサンプルを取得し、前記複数の周波数チャネル
に対する前記アップコンバートされたサンプルを合成して、前記複数の周波数チャネルに
対する信号を含む複合サンプルを取得する少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備する装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記周波数チャネルに対する送信電力によって決
定された利得に基づいて、各周波数チャネルに対して前記出力チップを発生させる請求項
１記載の装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップ
サンプリングし、前記周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを取得し、
　各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルをデジタル的にアップコ
ンバートして、前記周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを取得
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する請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、座標回転デジタルコンピュータ（ＣＯＲＤＩＣ）
計算に基づいて、各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルをデジタ
ル的にアップコンバートする請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、複数のパイプラインステージにおいて、各フィル
タリングされたサンプルに対してＣＯＲＤＩＣ計算の複数の反復を実行し、前記フィルタ
リングされたサンプルを特定の位相分だけ回転させる請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複合サンプル上でプリディストーションを実
行して、無線周波数（ＲＦ）へのアナログ直角位相アップコンバートの利得および位相不
整合を補償する請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１のサンプルレートから、選択可能である第２
のサンプルレートに前記複合サンプルをアップサンプリングする請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　少なくとも１つのロングコードを発生させ、
　前記少なくとも１つのロングコードの中から指定されたロングコードに基づいて、前記
複数の周波数チャネルに対する第１の組の物理層チャネルに対して拡散を実行し、
　前記少なくとも１つのロングコードに基づいて、前記複数の周波数チャネルに対する第
２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記指定されたロングコードに基づいて、前記複
数の周波数チャネルのそれぞれに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実
行する請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、異なるロングコードに基づいて、前記複数の周波
数チャネルのそれぞれに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する請
求項８記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのロングコードの中からの少
なくとも２つの異なるロングコードに基づいて、複数の周波数チャネルのうちの少なくと
も２つのサブセットに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する請求
項８記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記指定されたロングコードに基づいて、各周波数チャネルに対する前記第１の組の物
理層チャネルに対して拡散を実行し、
　前記少なくとも１つのロングコードの中から選択されたロングコードに基づいて、各周
波数チャネルに対する前記第２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行し、
　各周波数チャネルに対して、前記周波数チャネルに対する前記第１の組の物理層チャネ
ルに対する拡散チップと、前記周波数チャネルにマッピングされた前記第２の組の物理層
チャネルに対する拡散チップとを合成して、前記周波数チャネルに対する前記出力チップ
を取得する請求項８記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１の組の物理層チャネルは、データチャネル、パイロットチャネル、リバースレ
ートインジケータ（ＲＲＩ）チャネル、および補助パイロットチャネルのうちの少なくと
も１つを備える請求項８記載の装置。
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【請求項１４】
　前記第２の組の物理層チャネルは、データレート制御（ＤＲＣ）チャネル、肯定応答（
ＡＣＫ）チャネル、およびデータ源制御（ＤＳＣ）チャネルのうちの少なくとも１つを備
える請求項８記載の装置。
【請求項１５】
　前記複数の周波数チャネルは、高レートパケットデータ（ＨＰＲＤ）システムにおける
複数のコード分割多元接続（ＣＤＭＡ）チャネルに対応している請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップを発生させることと、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップを異なる周波数にデジタル的にアップコンバ
ートして、前記周波数チャネルに対するアップコンバートされたサンプルを取得すること
と、
　前記複数の周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを合成して、
前記複数の周波数チャネルに対する信号を含む複合サンプルを取得することとを含む方法
。
【請求項１７】
　各周波数チャネルに対する前記出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップ
サンプリングし、前記周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを取得する
ことをさらに含み、
　各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルは、前記周波数チャネル
に対する前記アップコンバートされたサンプルを取得するためにデジタル的にアップコン
バートされる請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記複合サンプル上でプリディストーションを実行して、無線周波数（ＲＦ）へのアナ
ログ直角位相アップコンバートの利得および位相不整合を補償することをさらに含む請求
項１６記載の方法。
【請求項１９】
　第１のサンプルレートから、選択可能である第２のサンプルレートに前記複合サンプル
をアップサンプリングすることをさらに含む請求項１６記載の方法。
【請求項２０】
　前記出力チップを発生させることは、
　少なくとも１つのロングコードを発生させることと、
　前記少なくとも１つのロングコードの中から指定されたロングコードに基づいて、前記
複数の周波数チャネルに対する第１の組の物理層チャネルに対して拡散を実行することと
、
　前記少なくとも１つのロングコードに基づいて、前記複数の周波数チャネルに対する第
２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行することとを含む請求項１６記載の方法。
【請求項２１】
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップを発生させる手段と、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップを異なる周波数にデジタル的にアップコンバ
ートして、前記周波数チャネルに対するアップコンバートされたサンプルを取得する手段
と、
　前記複数の周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを合成して、
前記複数の周波数チャネルに対する信号を含む複合サンプルを取得する手段とを具備する
装置。
【請求項２２】
　各周波数チャネルに対する前記出力チップをデジタル的にフィルタリングして、アップ
サンプリングし、前記周波数チャネルに対するフィルタリングされたサンプルを取得する
手段をさらに具備し、
　各周波数チャネルに対する前記フィルタリングされたサンプルは、前記周波数チャネル
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に対する前記アップコンバートされたサンプルを取得するためにデジタル的にアップコン
バートされる請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記複合サンプル上でプリディストーションを実行して、無線周波数（ＲＦ）へのアナ
ログ直角位相アップコンバートの利得および位相不整合を補償する手段をさらに具備する
請求項２１記載の装置。
【請求項２４】
　第１のサンプルレートから、選択可能である第２のサンプルレートに前記複合サンプル
をアップサンプリングする手段をさらに具備する請求項２１記載の装置。
【請求項２５】
　前記出力チップを発生させる手段は、
　少なくとも１つのロングコードを発生させる手段と、
　前記少なくとも１つのロングコードの中から指定されたロングコードに基づいて、前記
複数の周波数チャネルに対する第１の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する手段と
、
　前記少なくとも１つのロングコードに基づいて、前記複数の周波数チャネルに対する第
２の組の物理層チャネルに対して拡散を実行する手段とを備える請求項２１記載の装置。
【請求項２６】
　コンピュータ読み取り可能な媒体において、
　複数の周波数チャネルのそれぞれに対して出力チップをコンピュータに発生させるため
のコードと、
　各周波数チャネルに対する前記出力チップを異なる周波数へ、前記コンピュータにデジ
タル的にアップコンバートさせて、前記周波数チャネルに対するアップコンバートされた
サンプルを取得させるためのコードと、
　前記複数の周波数チャネルに対する前記アップコンバートされたサンプルを、前記コン
ピュータに合成させて、前記複数の周波数チャネルに対する信号を含む複合サンプルを取
得させるためのコードとを含むコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２７】
　複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的にアップコンバートされた信号を含むアナ
ログ信号をフィルタリングして、フィルタリングされた信号を提供するように構成されて
いるアナログフィルタと、
　前記フィルタリングされた信号を無線周波数（ＲＦ）にアップコンバートするように構
成されているミキサとを具備する装置。
【請求項２８】
　前記アナログフィルタは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の可能
性ある最高周波数に基づいて決定された固定帯域幅を有する請求項２７記載の装置。
【請求項２９】
　前記アナログフィルタは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の最高
周波数に基づいて決定された可変帯域幅を有する請求項２７記載の装置。
【請求項３０】
　デジタルサンプルストリームをアナログに変換して、前記アナログ信号を提供するよう
に構成されているデジタルアナログ変換器（ＤＡＣ）をさらに具備する請求項２７記載の
装置。
【請求項３１】
　前記ＤＡＣは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の可能性ある最高
周波数に基づいて決定されたクロックレートで動作する請求項３０記載の装置。
【請求項３２】
　前記ＤＡＣは、前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号の最高周波数に基
づいて決定された可変クロックレートで動作する請求項３０記載の装置。
【請求項３３】
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　前記複数の周波数チャネル上の前記複数のデジタル的にアップコンバートされた信号は
、高レートパケットデータ（ＨＲＰＤ）システムにおける複数のコード分割多元接続（Ｃ
ＤＭＡ）チャネル上の複数のＣＤＭＡ信号に対応している請求項２７記載の装置。
【請求項３４】
　複数の周波数チャネル上の複数のデジタル的にアップコンバートされた信号を含むアナ
ログ信号をフィルタリングして、フィルタリングされた信号を取得する手段と、
　前記フィルタリングされた信号を無線周波数（ＲＦ）にアップコンバートする手段とを
具備する装置。
【請求項３５】
　デジタルサンプルストリームをアナログに変換して、前記アナログ信号を取得する手段
をさらに具備する請求項３４記載の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】
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【国際調査報告】
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