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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変調された信号を受信し、
復調された記号を生成するために特定の復調フォーマットに従って変調された信号を復調
し、
復調された記号を複数の受信されたフレームに区分し、
複数の受信されたフレームの各々について品質メートル法を計算し、
特定の受信されたフレームのために品質メートル法を閾値に対して比較し、ここに閾値は
受信されたフレームの品質メートル法に一部基づいて選定され、
特定の受信されたフレームを、比較に基づいてゼロレートフレームであるまたはゼロレー
トフレームでないとして確認することを含む、
受信されたデータ伝送におけるゼロレートフレームを確認する方法。
【請求項２】
　品質メートル法が受信されたフレームのエネルギーに関係する請求項１の方法。
【請求項３】
　各受信されたフレームのための品質メートル法が受信されたフレームの平方記号の合計
として計算される請求項２の方法。
【請求項４】
　品質メートル法が受信されたフレーム間の距離および受信されたフレームに対応するコ
ードワードに関係する請求項１の方法。
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【請求項５】
　各受信されたフレームを復号されたフレームに復号し、
復号されたフレームのためのコードワードを生成するために符号化フォーマットに従って
復号されたフレームを再符号化することをさらに含む請求項４の方法。
【請求項６】
　各受信されたフレームを復号されたフレームに復号し、ここにコードワードが復号され
たフレームを含むことをさらに含む請求項４の方法。
【請求項７】
　復号されたフレームを生成するために特定の復号化仮説に従って各受信されたフレーム
を復号することをさらに含む請求項１の方法。
【請求項８】
　特定の復号化仮説は、特定のフレームフォーマットおよび一組の可能なフレームフォー
マットおよびレートの中から選択された特定のレートを含む請求項７の方法。
【請求項９】
　一組の可能なフレームフォーマットは、５ミリ秒および２０・Ｌミリ秒フレームを含み
、ここにＬは１以上の整数である請求項８の方法。
【請求項１０】
　可能なレートの組みは、完全、半分、４分の１および８分の１のレートを含む請求項８
の方法。
【請求項１１】
　閾値は良いフレームと識別された復号されたフレームの品質メートル法に一部基づいて
選定される請求項７の方法。
【請求項１２】
　復号されたフレームが良いフレームであるかどうか識別するために、復号されたフレー
ムと関連したＣＲＣビットを検査することをさらに含む請求項１１の方法。
【請求項１３】
　特定の受信されたフレームが復号され、良いフレームでないと識別される請求項７の方
法。
【請求項１４】
　閾値は受信されたフレームの品質メートル法の統計量に一部基づいて選定される請求項
１の方法。
【請求項１５】
　受信されたフレームの品質メートル法は統計量を生成するために等しく加重される請求
項１４の方法。
【請求項１６】
　受信されるフレームの品質メートル法は統計量を生成するために等しくなく加重される
請求項１４の方法。
【請求項１７】
　閾値は動的に調整可能である請求項１の方法。
【請求項１８】
　データ伝送とともに伝送されるパイロット信号のエネルギーで復調された記号をデノル
マライズすることをさらに含む請求項１の方法。
【請求項１９】
　復調フォーマットはＩＳ－２０００またはＩＳ-９５-Ａ標準により指定される請求項１
の方法。
【請求項２０】
　復調された記号を生成するために特定の復調フォーマットに従って変調された信号を受
信しかつ復調するように構成された復調器と、
変調器に作動的に結合されたデータプロセッサとを備え、データプロセッサは、
復調された記号を複数の受信されたフレームに区分し、
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複数の受信されたフレームの各々について品質メートル法を計算し、
特定の受信されたフレームのための品質メートル法を閾値に対して比較し、
ここに閾値は受信されたフレームの品質メートル法に一部基づいて選定され、
特定の受信されたフレームを、比較に基づいてゼロレートフレームであるま
たはゼロレートフレームでないとして識別するように構成された、
通信システムの受信機サブシステム。
【請求項２１】
　データプロセッサは、復調された記号を受信して蓄積する記号蓄積回路を含む請求項２
０の受信機サブシステム。
【請求項２２】
　データプロセッサは、複数の復号されたフレームを生成するために複数の受信されたフ
レームを受信して復号するように構成された請求項２０の受信機サブシステム。
【請求項２３】
　データプロセッサはデコーダに結合されたＣＲＣ回路をさらに含み、ＣＲＣ回路は復号
されたフレームの中の良いフレームを識別するため複数の復号されたフレームを受信して
検査するように構成された請求項２２の受信機サブシステム。
【請求項２４】
　データプロセッサはデコーダに結合されたエンコーダをさらに含み、エンコーダは復号
されたフレームを受信して再符号化するように構成された請求項２２の受信機サブシステ
ム。
【請求項２５】
　品質メートル法が受信されたフレームのエネルギーに関係する請求項２０の受信機サブ
システム。
【請求項２６】
　受信されたフレームのための品質メートル法は、受信されたフレームのための平方記号
の合計として計算される請求項２５の受信機サブシステム。
【請求項２７】
　品質メートル法は、受信されたフレーム間の距離および受信されたフレームに対応する
コードワードに関係する請求項２０の受信機サブシステム。
【請求項２８】
　ＣＤＭＡ通信システムにおいて、
復調された記号を生成するために特定の復調フォーマットに従って変調された信号を受信
しかつ復調するように構成された復調器と、
復調器およびデータプロセッサに作動的に結合され、複数の受信されたフレームとして復
調された記号を受信し、複数の受信されたフレームを複数の復号されたフレームに復号す
るように構成されたデコーダと、
デコーダに結合され、復号されたフレームの中の良いフレームを識別するために複数の復
号されたフレームを受信して検査するように構成されたＣＲＣ回路と、
復調器またはデコーダに作動的に結合されたメートル法計算ユニットとを備え、メートル
法計算ユニットが、
複数の受信されたフレームの各々について品質メートル法を計算し、
特定の受信されたフレームのための品質メートル法を閾値に対して比較し、
ここに閾値は受信されたフレームの品質メートル法に一部基づいて選定され、
特定の受信されたフレームを、比較に基づいてゼロレートフレームであるま
たはゼロレートフレームでないと識別するように構成された、
受信されるデータ伝送のゼロレートフレームを確認するように作動可能な受信機サブシス
テム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
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Ｉ．技術分野
本発明はデータ通信に関する。さらに詳しくは、本発明はデータ伝送におけるゼロレート
フレームを検出する新規で改良された方法と装置に関する。
ＩＩ. 関連技術の説明
多くの現代的な通信システムが、ソースデバイスから宛先デバイスへデータを伝送させる
ために現在存在する。これらのシステムの中で、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）通信シス
テムは、全体の利用可能な信号帯域幅を利用するために拡散されたスペクトル技術を使う
有効なデータ伝送システムである。ＣＤＭＡシステムは性能の必要レベルを提供すると共
に、システム容量をさらに高めるために他の技術を用いる。この種の技術は、送信パワー
レベルの動的調整および可変レートでのデータ伝送を含む。
【０００２】
ＣＤＭＡシステムにおいて、ユーザー間の通信は、１つ以上の基地局を経て実行される。
１つの移動局の第１のユーザーは、基地局への逆方向リンクでデータを伝送することによ
って、第２の移動局の第２のユーザーと通信する。基地局はデータを受信して、他の基地
局にデータを転送できる。データはそれから同じ基地局または第２の基地局の順方向リン
クで第２の移動局に伝送される。順方向リンクは基地局から移動局への伝送に関連し、逆
方向リンクは移動局から基地局への伝送に関連する。
【０００３】
ＣＤＭＡシステムのためのデータ伝送はデータのフレームで起こる。システム容量を高め
るために、各フレームのレートは伝送されるべきデータ量に依存して多くの可能なレート
（例えば、全部、半分、４分の１および８分の１のレート）のうちの１つから選ばれるこ
とができる。いくつかのＣＤＭＡシステムのために、伝送は指定された（例えば２０ミリ
秒）時間間隔で起こり、各々の間隔は単一のより大きい（２０ミリ秒）フレームまたは多
くのより小さい（５ミリ秒）フレームを含む。各フレームはデータ伝送またはデータ伝送
でないを含むことができる。伝送のないフレームはゼロレート（または空の）フレームと
一般に言われる。
【０００４】
可変およびゼロレートフレームは、より小量または伝送のためのデータがないとき、ＣＤ
ＭＡシステムが送信パワーレベルを減らし、したがって、混信を減らすことによって容量
を増やすことを可能にする。受信装置において、検出計画はフレームが正しく受信された
（すなわち良好なフレーム）か、または誤って（すなわち消去または悪いフレーム）で受
信されたかを検出すること、または、伝送でないことが起こったか（すなわちゼロレート
または空のフレーム）否かを検出することが必要である。例えば、この情報は、性能の指
定されたレベルを維持するために送信ソースで送信パワーレベルを調整することを必要と
されるかもしれない。
【０００５】
かかる観点で、正確にゼロレートフレームを識別できる技術は非常に望ましい。
【０００６】
発明の概要
本発明は、受信されたデータ伝送でゼロレートフレームを検出する新規かつ改良された技
術を提供する。ゼロレート検出はさまざまな方法を使用して達成できる。代表的に、品質
メートル法は、確実に復号されることができない受信されるフレームのために計算されて
閾値に対して比較される。比較結果に基づいて、受信されたフレームは誤って（すなわち
、消去または悪い）送信されたか受信されたかの何れかであると指示され、あるいは全て
送信されなかった（すなわち、ゼロレートまたは空）であると指示される。本発明の異な
る態様に従って、閾値は以下であり得る：
（１) 復号化フレームのために計算される品質メートル法に基づいて選ばれる、
（２) 良好と確認される受信フレームのために計算される品質メートル法に基づいて選ば
れる、
（３) 受信機で利用可能な現在の情報に基づいて動的に調整される。
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これらの特徴は、受信機の作動状態を考慮に入れることによって、ゼロレートフレームを
識別する際の精度を増大する。
【０００７】
本発明の実施例は、受信されたデータ伝送のゼロレートフレームを識別する方法を提供す
る。この方法によれば、変調された信号は受信されて、復調された記号を生成するため特
定の復調フォーマットにしたがって復調される。復調された記号は多くの受信されたフレ
ームに区分される。各受信されたフレームのために、記号は復号され、かつある復号メー
トル法（例えば記号誤り率、ＣＲＣ、その他）が復号の成功を決定するために検査される
。復号が失敗し、またはレート決定アルゴリズム（ＲＤＡ）がゼロレートおよび消去され
たフレーム間を区別する必要があるなら、品質メートル法は計算されて、閾値に対して比
較される。閾値は、一部受信されたフレームの品質メートル法に基づいて選定される。特
定の受信されたフレームは比較に基づいてゼロレートフレームである、またはゼロレート
フレームでないと識別される。この方法はＣＤＭＡ通信システムにおいて都合よく使われ
る。
【０００８】
品質メートル法は、受信されたフレームのエネルギー、受信されたフレーム間の距離およ
び受信されたフレームに対応するコードワード、または他のメートル法に関係することが
できる。エネルギーは受信されたフレームのための平方記号の合計として計算されること
ができる。距離は受信されたフレームを復号し、復号化データ（非システマティックコー
ドが送信装置で使われる場合）再符号化し、復号されまたは再符号化されたフレームで受
信されたフレームの点乗積を実行することにより計算されることができる。閾値は、良好
なフレームと確認された復号フレームの計算された品質メートル法に一部基づいて選ばれ
ることができ、また動的に調整されることができる。
【０００９】
本発明の他の実施例は、通信システムの受信機サブシステムを提供する。受信機サブシス
テムはデータプロセッサに接続された復調器を含む。復調器は復調された記号を生成する
ため特定の復調フォーマットにしたがって変調された信号を受信しかつ復調する。データ
プロセッサは以下のように構成される：
（１) 多くの受信されたフレーム内に復調された記号を分割する、
（２）各受信されたフレームのために品質メートル法を計算する、
（３）特定の受信されたフレームのために品質メートル法を閾値に対して比較する、
（４）比較に基づいて特定の受信されたフレームがゼロレートフレームであるかゼロレー
トフレームでないかを識別する。
閾値は、受信されたフレームの品質メートル法に一部基づいて選定される。
【００１０】
データプロセッサは以下を含むことができる：
（１) 復号フレームを生成するために受信しかつ受信されたフレームを復号するデコーダ
、
（２) 復号フレームの中の良好なフレームを識別するために復号フレームを受信して、検
査するＣＲＣ回路、
（３) 復号フレームを受信し再符号化するエンコーダ、またはそれらの組合わせ。
品質メートル法は、受信されるフレームのエネルギー、距離または他のメートル法に関係
することができる。
【００１１】
本発明のさらにもう一つの実施例は、ＣＤＭＡ通信システムに使用され、受信されたデー
タ伝送のゼロレートフレームを識別するように作動可能な受信機サブシステムを提供する
。受信機サブシステムはデコーダ、ＣＲＣ回路、およびメートル法計算ユニットを含む。
復調器は復調された記号を生成するため特定の復調フォーマットにしたがって変調された
信号を受信して復調する。デコーダは、複数の受信されたフレームとしての復調された記
号を受信して、復号フレーム内に受信されたフレームを復号する。ＣＲＣ回路は、復号フ
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レームの中の良好なフレームを識別するために復号フレームを受信して検査する。メート
ル法計算ユニットは各々複数の受信されたフレームの品質メートル法を計算し、特定の受
信されたフレームについて品質メートル法を閾値に対して比較し、比較に基づいて特定の
受信されたフレームをゼロレートフレームまたは非ゼロレートフレームであると識別する
。閾値は、受信されたフレームの品質メートル法に一部基づいて選定される。
【００１２】
本発明の特徴、特質および利点は、図面をとおして同様な参照符号が対応的に識別する図
面とともに参照されるとき、以下の詳細な説明からより明瞭になるであろう。
【００１３】
特定の実施例の詳細な説明
図１は、多数のセル１１０ａ－１１０ｇから成る通信システム１００の実施例の図である
。各セル１１０は対応する基地局１２０によってサービスを提供される。さまざまな移動
局１３０が通信システムの全体にわたって分散する。実施例において、各移動局１３０は
移動局がソフトハンドオフにあるか否かに依存している順方向及び逆方向リンクで１つ以
上の基地局１２０と通信する。図１において、矢印で示す実線は基地局から移動局へのデ
ータ伝送を示す。矢印で示す破線は、移動局が基地局からのパイロット信号を受信してい
るがデータ伝送がないことを示す。逆方向リンク通信は単純化のため図１に示されない。
【００１４】
図１で示すように、各基地局はいかなる与えられた瞬間にもデータを１つ以上の移動局に
伝送することができる。特にセル境界線の近くに位置する移動局は、多数の基地局からデ
ータ伝送およびパイロット信号を受け取ることができる。特定の基地局のパイロット信号
が特定の閾値より上にある場合、移動局は移動局の活動的な集団に加えられるべきその基
地局を要求することができる。実施例において、各移動局は活動的な集団のゼロ以上の構
成要因からデータ伝送を受信することができる。
【００１５】
本発明は、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多重接続（ＴＤＭＡ）システ
ム、周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ）システムおよび他の通信システムに適用されること
ができる。国際電気通信連合（ＩＴＵ）は、無線通信チャンネルにより高レートデータお
よび高品質音声サービスを提供するため提案された方法の提出を最近要請した。大多数の
提案は符号分割多重接続環境で作動する。明快さのために、本発明は“ｃｄｍａ２０００
ＩＴＵ-ＲＲＴＴ候補提案”と名付けられ、以後ＩＳ－２０００と称される米国電気通信
工業会（ＴＩＡ）による提案の用語で記載されている。しかし、本願の教示はＩＴＵに提
案された他のＣＤＭＡ標準に応用するに等しく適している。提案の１つは欧州電気通信標
準化協会（ＥＴＳＩ）により発行され、“ＥＴＳＩ ＵＭＴＳ地上無線接続（ＵＴＲＡ）
ＩＴＵ－Ｒ ＲＴＴ候補提案”と題せられ、以後ＷＣＤＭＡと称せられる。これらの提案
の内容は公共の記録であって公知技術である。
【００１６】
図２は順方向リンク伝送のための基本チャネルおよび制御チャンネルを生成するための基
地局の部分の実施例のブロック図である。基本チャネルは基地局から移動局へ一次データ
を送るために用いることができる。音声伝送の場合、基本チャネルは音声データを運ぶ。
制御チャンネルは事情のような制御データおよび移動局へのシグナリング情報を運ぶ。明
快さのために、本発明は基地局から移動局への順方向リンク伝送のために記載されている
が、移動局から基地局への逆方向リンク伝送のために等しく適用できる。
【００１７】
図２に示すように、メッセージ発生器２１２は巡回冗長検査（ＣＲＣ）およびテールビッ
ト発生器２１４に制御メッセージを生成して供給する。発生器２１４は移動局で復号の精
度を検査するために用いる一組のＣＲＣビットを添加する。ＣＲＣビットは、特定の制御
メッセージの内容に基づいて生成されるパリティービットである。発生器２１４は、移動
局でデコーダのメモリをクリヤーするためにさらに制御メッセージに一組のテールビット
を添加する。フォーマットされた制御メッセージはそれからエンコーダ２１６に供給され
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、特定の符号化フォーマットでメッセージを符号化する。エンコーダ２１６は制御メッセ
ージの転送誤り修正（ＦＥＣ）コーディングを提供する。特定の実施例において、エンコ
ーダ２１６はＩＳ-２０００の提案に記載のように半分のレートまたは、４分の１のレー
トの回旋状エンコーダである。エンコーダ２１６からの符号化された記号は記号パンクチ
ャー２２０に供給され、特定のパンクチャーパターンに従っていくつかの記号を孔あけ、
即ち除去する。孔あけされない記号はインタリーバ２２２に供給され、特定のインタリー
ビングフォーマットに従って記号を再順序付けする。インタリーブされた記号は変調器２
３０に供給される。
【００１８】
可変レートデータ源２３２は可変レートデータを生成する。データは音声、ビデオ、ファ
クシミリ、マルチメディア、電子メールメッセージおよびデジタルデータの他の形式を含
むことができる。固定された持続の符号チャンネルフレームでデータを伝送する方法の例
は、“伝送のためのデータをフォーマットする方法および装置”と題する米国特許第５,
５０４,７７３号に記載され、それは本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献として
組み込まれる。通常、可変レートデータ源２３２は、いかなる数のレートも支持すること
ができ、またデータ伝送のないゼロレートをも指示することができる。
【００１９】
特定の実施例において、可変レートデータ源２３２は“可変レートボコーダ”と題する米
国特許第５,４１４,７９６号に記載されているもののような可変レート音声エンコーダで
あり、それは本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献として組み込まれる。可変レー
ト音声エンコーダは、それらの使用が無線通信装置のバッテリ寿命を延ばし、知覚される
音声品質への最小の影響でシステム容量を高めるので、無線通信において普及している。
米国電気通信工業会は暫定標準ＩＳ－９６および暫定標準ＩＳ－７３３のような標準に幾
らかの普及している可変レート音声エンコーダを成文化した。これらの可変レート音声エ
ンコーダは、音声活性化のレベルに基づいた４つの可能なレートで音声信号を符号化する
。これらのレートは、完全なレート、半分のレート、４分の１のレートおよび８分の１の
レートとして参照される。各レートはフレームを符号化するビットの指定された最大数を
１、１／２、１／４、および１／８を使用してそれぞれ完全、半分、４分の１、および８
分の１で音声のフレームを符号化するために使用されるビットの特定の数と関連される。
【００２０】
可変レートデータ源２３２はフレーム内のデータをＣＲＣおよびテールビット発生器２３
４に供給する。発生器２３４は移動局で復号の精度を検査するために用いる一組のＣＲＣ
ビットを添加する。再び、ＣＲＣビットは特定のデータフレームの内容に基づいて生成さ
れるパリティービットである。発生器２３４はまた、移動局でデコーダのメモリをクリヤ
ーするためにデータフレームに一組のテールビットを添加する。フォーマットされたフレ
ームはそれから特定の符号化フォーマットを有するフレームを符号化するエンコーダ２３
６に供給される。エンコーダ２３６はデータの転送誤り修正コーディングを提供する。特
定の実施例において、エンコーダ２３６はＩＳ-２０００提案に定義されたように、１／
２のレートか１／４のレートの何れかで作動される回旋状の、即ちターボエンコーダであ
る。エンコーダ２３６からの符号化された記号は低いレートフレームの符号化された記号
を繰り返す記号反復発生器２３８に供給される。記号は各フレームの記号の特定数を提供
するために特定のパンクチャーパターンに従っていくつかの記号を孔あけするパンクチャ
ー要素２４０に供給される。孔あけされない記号は特定のインターリービングフォーマッ
トに従って記号を再順序付けするインタリーバ２４２供給される。孔あけされた記号は変
調器２３０へ供給される。
【００２１】
実施例において、変調器２３０は特定のＣＤＭＡ変調フォーマットに従って基本および制
御チャンネルを変調して、送信機（ＴＭＴＲ）２５２に変調された信号を提供する。例え
ば、変調器２３０は長いＰＮ数列でデータをスクランブルし、短いＰＮ数列でデータをス
ペクトル的に拡散し、ウォルシュ・コードでデータをカバーし、同位相および直角位相搬
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送信号でデータを直角変調できる。送信機２５２は信号を増幅し、フィルタにかけ、アッ
プコンバートする。順方向リンク信号は送受切換器２５４をとおして供給され、アンテナ
２５６から送信される。図２に示される要素はＩＳ－２０００にさらに詳細に記載されて
いる。
【００２２】
図２は、基本および制御チャンネルの簡略ブロック図である。他のチャネルもまた、順方
向リンク上のデータ伝送のために利用可能であるが、単純化のために図２に示されない。
【００２３】
図３は、順方向リンクで受信される基本および制御チャンネルを処理するための移動局の
部分の実施例のブロック図である。基地局からの順方向リンク信号は、アンテナ３１２に
より受信され、送受切換器３１４を通して受信機（ＲＣＶＲ）３１６に供給される。受信
機３１６は、基地局で使用された変調フォーマット（例えばＱＰＳＫ）と相補型である復
調フォーマットに従って受信された信号をベース帯域周波数にダウンコンバートする。ベ
ース帯域信号は、それから復調された記号を提供するため復調器（ＤＥＭＯＤ）に与えら
れ復調される。復調器３１８は、基地局で実行されるそれらと相補型の機能を実行する（
例えばデカバー、逆拡散、および逆スクランブル）。復調された記号は、基地局で使用さ
れたインターリービングフォーマットと相補型であるデインターリービングフォーマット
に従って記号を再順序付けするデインターリーバ（ＤＥＩＮＴ）３２０に供給される。再
順序付けされた記号は送信されたフレームの評価を提供するために記号を復号する復号化
ユニット３２２に供給される。もしあるなら送信されたフレームに含まれるＣＲＣビット
を用いて、送信されたフレームの評価がフレーム評価の精度を決定するために検査される
。復号されたデータはプロセッサ３３０に供給される。
【００２４】
実施例において、移動局は順方向リンク信号のブラインド復号を実行する。ブラインド復
号は、受信機がデータ伝送の先天的なレートを知らないで可変レートデータを復号する方
法を記述する。実施例において、移動局は各可能なレート仮説（例えば、完全、半分、４
分の１、８分の１およびゼロレートおよび消去）に従ってデータをデインターリーブし、
蓄積しかつ復号する。復号されたフレームの１つは、符号誤り率、ＣＲＣ検査、山本メー
トル法、フレームエネルギーおよび他のメートル法のような１つ以上の品質メートル法に
基づいて最高の評価として選ばれる。
【００２５】
図３はまた、順方向リンクパワー制御のため基地局へ消去インジケータビット（ＥＩＢ）
を伝送するために用いるいくつかの回路要素を示す。実施例において、ＥＩＢは逆方向ト
ラフィックデータで多重化され、ＩＳ－２０００提案により定義される特定の位置でＥＩ
Ｂをトラフィックデータと組み合わせる変調器（ＭＯＤ）３３２へ提供される。結合され
たＥＩＢおよびトラフィックデータは特定の変調フォーマットを使用して変調器３３２に
より変調される。変調されたデータはアンテナ３１２を経て基地局へ送信される前に信号
をアップコンバートし、増幅し、かつフィルタにかける送信機（ＴＭＴＲ）３３４へ供給
される。実施例において、逆方向リンク信号は、ＩＳ－２０００提案に従って変調される
ＣＤＭＡ信号である。
【００２６】
システム容量を高めるために、ＣＤＭＡシステムはさまざまなフレームフォーマットおよ
びレートのフレームを使用しているデータを伝送するように設計されている。各フレーム
フォーマットは、特定のフレーム長、特定のコーディングフォーマットおよび（あるいは
）他のいくらかの属性により定義されることができる。例えば、ＩＳ-２０００提案に従
って、データは５ミリ秒または２０・Ｌミリ秒フレームで伝送され、ここにＬは１、２ま
たは４である。２０・Ｌミリ秒フレームのレートはまた多くの可能なレート（例えば８分
の１以上のレート）の１つから選ばれることができ、送信されるべきデータ量および他の
考慮すべきことに依存する。ＩＳ－２０００対応システムのために、送信は２０ミリ秒間
隔で起こり、各間隔は１つの２０ミリ秒フレーム、４つの５ミリ秒フレームまたはより長
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いフレームの部分を含む。各フレームはデータ伝送または伝送でない部分を含む。５ミリ
秒フレームはより少ない処理遅れを有しており、特に急速に作用されることを必要とする
制御メッセージを伝送するために有効である。最近ＩＳ－２０００提案により指定される
ように、ゼロレートフレームは専用の制御チャンネル（例えば、送るべき制御メッセージ
がないとき）で５ミリ秒フレームまたは２０ミリ秒フレームで伝送されることができ、そ
してゼロレートフレームは、伝送がパワーの外にあるとき基本チャネルで伝送されるかも
しれない。ゼロレートフレームはまた、送るべき情報がない（例えば音声データがない）
場合、特定の（例えば、補足的な）チャネルで伝送される。
【００２７】
図４は、復号ユニット３２２の実施例のブロック図を示す。デインターリーバ３２０から
の復調されたデータは多くのフレームデコーダ４１０ａ乃至４１０ｎに供給される。各フ
レームデコーダ４１０は特定の復号仮説（すなわち特定のフレームフォーマットおよびレ
ート）に基づいて、データフレームを復号するために用いることができる。データプロセ
ッサは、全ての要素、付加的要素および／またはフレームデコーダ４１０の要素のサブセ
ットを含むように設計されることができる。
【００２８】
順方向リンクにおいて、より低いレートのデータ伝送は特定の記号レートを達成するため
に各コード記号をＮ倍（ここにＮは１、２、４または８である）繰返すことによって達成
される。各送信された記号はまた、コード記号につき略同じエネルギー量を提供するため
に１／Ｎによって縮尺される。受信機において、Ｎ回繰返される記号の各集団は元のコー
ド記号を表わす組合されたソフト判定記号を提供するために蓄積されかつ縮尺される。
【００２９】
各フレームデコーダ４１０内で、復調されたデータは１／Ｎの仮定されたレートに基づい
てＮの集団を蓄積する記号蓄積器４１２に供給される。例えば、フレームデコーダが８分
の１のレートフレームを復号するように構成されるなら、記号蓄積器４１２は各集団のソ
フト判定記号を生成するために８分の１の受信された記号の集団を蓄積する。各ソフト判
定記号は送信装置で元の記号の代表である。ソフト判定記号は、復号されたデータを提供
するために記号を復号するデコーダ４１４に供給される。デコーダ４１４は送信源で使用
するエンコーダに基づいて設計される。例えば、バイタビデコーダは好ましくは回旋状符
号化データを復号するために用いられる。復号化フレームの質を決定するために用いるこ
とができる符号誤り率、ＣＲＣ検査、山本品質メートル法またはそれらの組合わせのよう
なフレーム品質メートル法を提供するため、デコーダ４１４または他の外部回路がさらに
設計されていてもよい。ＣＲＣビットが利用できないとき山本品質メートル法が特により
低いレートのために有効である。
【００３０】
データの有効な復号案は、“回旋状に符号化されるコードワードを復号するソフト判定出
力デコーダ”と題する米国特許第５,９３３,４６２号、および“符号分割多重接続システ
ム応用のための多レート連続バイタビデコーダ” と題する米国特許第５,７１０,７８４
号に開示され、これらは本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献として組み入れられ
る。
【００３１】
ＣＲＣビットを含む幾つかのレート仮説のために、復号されたデータは各復号されたフレ
ームに添加されたＣＲＣビットを検査するＣＲＣ回路４１６に供給される。ＣＲＣ検査は
公知技術であり、さらに実行されている（例えばＩＳ－９５－ＡまたはＩＳ-２０００）
特定のＣＤＭＡ標準により定義される。実施例において、ＣＲＣ回路４１６は各検査フレ
ームについて１ビットの結果を提供する。特定の実施において、ＣＲＣはＣＲＣ検査が良
好なフレームを示す場合論理ゼロ（“０”）をもたらし、ＣＲＣ検査が良好でない（すな
わち、消去されるか空の）フレームを示す場合論理１（“１”）をもたらす。
【００３２】
復号化ユニット３２２はさまざまな構成に設計されることができる。例えば、ＩＳ－２０
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ーダ４１０を含むことができ、各フレームデコーダは特定の復号仮説を復号するように構
成される。レート決定は、符号誤り率、ＣＲＣ結果、山本品質メートル法、他のメートル
法またはその組合わせに基づいて実行されることができる。そのようなデコーダ設計は、
“通信の受信機において送信された可変レートデータのデータレートを決定する方法およ
び装置”と題する米国特許第５,７７４,４９６号に開示され、これは本発明の譲受人に譲
渡され、ここに引用文献として組み込まれる。
【００３３】
図４において理解を容易にするために、復号化ユニット３２２は復調された記号を処理す
るための複合の並列経路を有するとして示される。しかし、共有回路素子を使用している
単一の復号化経路は、必要とされる回路の量を減らすためにいくらかの実施において好ま
しい。共有デコーダ実施において、復調された記号はそれらが受信されたときバッファー
（図３の示されない）に記憶され、復号化のためにフレームデコーダに繰り返し供給され
る。フレームデコーダはデータの各通過のための異なる復号仮説について再構成される。
復号化ユニット３２２の他の実施は熟慮されることができて、本発明の範囲内である。
【００３４】
ゼロレートフレームの検出は多くのアプリケーションのために必要であり得る。ＩＳ-２
０００システムにおいて、移動局で復号された順方向リンクフレームに基づいて順方向リ
ンク信号の送信パワーを調整するために、パワー制御機構が備えられる。移動局は順方向
リンクフレームを復号して、フレームが良好か、消去されたかまたは送信されないかどう
か決定する。基地局は復号されたフレームに基づいて順方向リンクの送信パワーレベルを
調整するように指示される。例えば、復号されたフレームが良好な場合、基地局は移動局
へのその送信パワーを減らすように指示されることができ、復号されたフレームが悪い（
または消去された）場合には送信パワーを増加し、そして、何も伝送が検出されない（即
ちゼロレート）の場合何もしない。通信の品質およびシステムの容量は、一部分、消去さ
れたおよびゼロレートフレームを正確に検出する能力に依存している。
【００３５】
ＩＳ-２０００は順方向リンクのためのパワー制御機構を定義する。具体的には、ある指
定されたモードで作動しているとき、移動局は２０のミリ秒周期の間ＥＩＢに逆方向パワ
ー制御サブチャンネルで全てのパワー制御ビットを設定することを要求し、それは以下に
より定義される：
（１)ＥＩＢビットは、順方向基本チャネルまたは順方向専用制御チャンネルで良好な２
０ミリ秒フレームの検出の次に来る第２の送信されたフレームに“０”を設定する。
（２)ＥＩＢは、なんら悪い（すなわち、消去された）５ミリ秒フレームの検出なしに少
なくとも１つの良好な５ミリ秒フレームの検出の次に来る第２の送信されたフレームに“
０”を設定する。
（３) ＥＩＢは他の全ての場合に第２の送信されたフレームを“１”に設定する。ＩＳ－
２０００仕様は、さまざまな復号シナリオについて表１に表示される。
【表１】
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【００３６】
表１に示すように、（１) 受信された２０ミリ秒フレームが良好なフレームとして検出さ
れ、または（２）２０ミリ秒時間間隔の内で少なくとも１つの受信された５ミリ秒フレー
ムが良いフレームおよび検出されない悪い（すなわち、消去された）フレームとして検出
されるなら、ＥＩＢは論理法則で設定される。フレームは復号されたフレームのＣＲＣ検
査を実行することによって良好であるとして識別されることができる。少なくとも１つの
５ミリ秒フレームが良好であるとして検出される第２の場合のために、２０ミリ秒時間間
隔の残りの５ミリ秒フレームは悪いか空のいずれかであるとして識別されることを必要と
し、かくしてゼロレート検出がこの場合のために必要とされる。
【００３７】
表１を参照すると、ＥＩＢがゼロに設定されるとき、デコーダは少なくとも１つの良好な
フレームから情報を有する。本発明の態様に従って、改良された検出精度のために、良好
なフレームからの情報は復号されたフレームが悪いか空かどうか決定する際に援助するた
めに用いることができる。
【００３８】
ゼロレート検出はさまざまな方法を使用して達成することが可能である。通常、品質メー
トル法は受信されたフレームのために計算され、閾値に対して比較される。比較結果に基
づいて、受信されるフレームは誤って（すなわち、消去されたか悪く）送受信されたか、
全て（すなわち、ゼロレートまたは空）で送信されなかったかの何れかであるように示さ
れる。本発明の態様に従って、閾値は受信された（そして、おそらく復号された）フレー
ムのために計算される品質メートル法に基づいて選ばれることができる。本発明の別の態
様に従って、閾値は良好であると識別された受信されたフレームのために計算された品質
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メートル法に基づいて選ばれることができる。本発明の更に別の態様に従って、閾値は受
信機で利用可能な現在の情報（または現在の決定が遅れる場合、将来の情報）に基づいて
動的に調整されることができる。これらの特徴は受信機の作動条件を考慮に入れることに
よってゼロレートフレームを識別する精度を増大する。
【００３９】
１つのゼロレート検出方法において、平方された記号の合計が計算され、閾値に対して比
較される。平方された記号の合計は受信されるフレームのエネルギーを表す。データ伝送
は計算されたエネルギーがエネルギー閾値より大きい場合に指示され、伝送がないことは
計算されたエネルギーが閾値未満の場合に指示される。
【００４０】
図４は平方された記号の合計を使用しているゼロレートを検出するために用いる回路のブ
ロック図である。記号蓄積器４１２からのソフト判定記号は平方された記号要素４２２の
合計に供給される。要素４２２は特定のフレームの各受信されたソフト判定記号を平方し
て、フレーム内で平方された記号を合計する。合計結果はフレームのための計算されたエ
ネルギーを表わし、プロセッサ３３０に供給される。実施例において、プロセッサ３３０
は計算されたエネルギー値のための２つの仮説を考慮する。それは：
Ｈ０－計算されたエネルギーがノイズのみを含む、
Ｈ１－計算されたエネルギーが信号＋ノイズを含む。
具体的には、プロセッサ３３０は計算されたエネルギーがノイズのみ（すなわち仮説Ｈ０

）を含みそうか、信号プラスノイズ（すなわち仮説Ｈ１）を含みそうかを決定する。この
判定の結果に基づいて、受信されるフレームは消去されたかゼロレートであるとして指示
される。ゼロレート判定は更に詳細に以下で記載される。
【００４１】
特定の通信チャネルのノイズおよび信号プラスノイズの計算は、“スペクトル拡散通信シ
ステムにおけるリンク品質を測定する方法および装置”と題する米国特許第５,９０３,５
５４号にさらに詳細に記載され、これは本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献とし
て組み込まれる。
【００４２】
第２のゼロレート検出方法において、復号された記号は再符号化されソフト判定記号と相
関される。特定のフレームに関して、（符号化された）ソフト判定記号および再符号化記
号の間で点乗積が実行される。点乗積は受信されたベクトル（すなわち受信されるフレー
ム）およびその最も近いコードワード（すなわち再符号化されたフレーム）間の距離を表
す。計算された距離は距離閾値に対して比較される。計算された距離が距離閾値未満の場
合データ伝送が指示され、計算された距離が閾値より大きい場合伝送のないことが指示さ
れる。
【００４３】
図４はまた、計算された距離を使用しているゼロレートを検出するために用いられる回路
のブロック図である。デコーダ４１４からの復号されたビットは、特定の復号化仮説のた
めの送信源で使用される同じ符号化フォーマットを使用しているビットを符号化するエン
コーダ４２４に供給される。例えば、エンコーダ４２４は回旋状またはターボエンコーダ
であることができ、ＩＳ－２０００提案で定義されたような２分の１レートまたは４分の
１レートのエンコーダであることができる。エンコーダ４２４からのコード記号はまた記
号蓄積器４１２からソフト判定記号を受け取る点乗積要素４２６に供給される。点乗積要
素４２６は技術においてよく知られた方法で再符号化された記号とソフト判定記号の点乗
積を実行し、結果をプロセッサ３３０に供給する。点乗積結果は受信されかつ再符号化さ
れたフレーム間の距離を表す。プロセッサ３３０はそれから計算された距離のための２つ
の仮説（上述された）を考慮する。
【００４４】
第２の方法の変形であるゼロレート検出のための第３の方法において、復号されたデータ
ビットはソフト判定記号と相関される。組織的コードのため、符号化されたデータは元デ
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ータおよび符号化（またはパリティ）データを含む。この特性は復号されたデータビット
が符号化されたデータ（すなわちソフト判定記号）のデータ部分と相関されることを許容
する。この方法は復号化回路を単純化し、ゼロレートフレームを検出する処理時間を短く
する再符号化の必要を排除する。この方法は、順方向リンク上の補足的なチャネルのため
の組織的ターボコードを採用する特にＩＳ－２０００対応システムに適用できる。
【００４５】
上の記述において、品質メートル法は各受信されたフレームのために計算される。しかし
、品質メートル法はフレームの端数または多数のフレームのために計算されることができ
、これは本発明の範囲内である。
【００４６】
多くのＣＤＭＡシステムのために、パイロット信号は受信局がさまざまな機能を実行でき
るために順方向または逆方向リンクで伝送される。信号処理の一部として、パイロット信
号は回復され、順方向リンク信号を首尾一貫して復調するために使用される。このように
、復調された記号はパイロットエネルギーに関する要素を含む。
【００４７】
図４は、ゼロレートフレームを識別するためのいくつかの品質メートル法（例えばエネル
ギーおよび距離）を計算するために用いる回路を含む。代表的に、品質メートル法の１つ
だけが計算され、図４のフレームデコーダが単純化できる。品質メートル法はまた、ここ
に記載された機能を実行するように特別に設計されたハードウエアによって、または記述
された機能を実行するようにプログラムされたソフトウェアまたはその両方の組合わせに
よって、種々の方法で計算されることができる。例えば、合計または平方記号要素４２２
はプロセッサ３３０で実行されるソフトウェアにより実行されることができる。プロセッ
サ３３０はマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、ディジタル信号処理（ＤＳＰ）
チップ、またはここに記述されたような機能を実行するようにプログラムされた特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）で実行することができる。
【００４８】
上記したように、特定のフレームのための計算された品質メートル法は、ゼロレートまた
は消去されたフレームが受信されたかどうか決定するために閾値に対して比較される。品
質メートル法は、第１の方法を使用して計算されたエネルギー、第２および第３の方法ま
たは他のメートル法を使用して計算された距離であり得る。エネルギーおよび距離メート
ル法は逆関係を有する。具体的には、計算されたエネルギーが低い場合、または計算され
た距離が大きい場合にゼロレートフレームはより多くなりそうである。単純性のために、
以下の説明は計算されたエネルギーの方向に向けられるが、計算された距離または他のメ
ートル法をカバーするために変形されてもよい。
【００４９】
図５は、上で確認された受信されたフレームの２つの仮説（Ｈ０およびＨ１）のための２
つの確率密度関数（ＰＤＦ）を示しているプロットである。ＰＤＦ５１０は計算されたエ
ネルギーが主にノイズを含む仮説Ｈ０に対応し、ＰＤＦ５１２は計算されたエネルギーが
信号プラスノイズを含む仮説Ｈ１に対応する。ＰＤＦ５１０はｘ０の平均およびσ０の標
準偏差を有し、ＰＤＦ５１２はｘ１の平均およびσ１の標準偏差を有する。予想通りに、
ＰＤＦ５１０の平均はＰＤＦ５１２の平均未満である。ｘ１およびｘ０間の距離は受信さ
れたフレームの平均信号エネルギーに対応する。
【００５０】
ＰＤＦ５１０および５１２が知られている場合、所望の結果が達成されるように閾値５１
４は値ｘＴＨに設定されることができる。例えば、所望の結果がいずれかの仮説の検出誤
差の同じ可能性を得ることになっている場合、閾値ｘＴＨ１は、ｘＴＨ１の右およびＰＤ
Ｆ５１０の下の領域５２０がｘＴＨ１の左およびＰＤＦ５１２の下の領域５２２に等しい
ように選ばれることができる。閾値がｘ０に向かってｘＴＨ１より低く設定される場合、
仮説Ｈ１を取り逃がす確率は減らされるが、仮説Ｈ０の間違った検出の確率は増加する。
すなわち、閾値がｘＴＨ１より低く設定される場合、仮説Ｈ１に帰属している計算された
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値はより正しく識別されそうであるが、仮説Ｈ０に帰属している計算された値はより間違
って識別されそうである。
【００５１】
所望の結果はさまざまな考察に依存していてもよい。例えば、ゼロレート判定が送信源の
送信パワーを制御するために使われる場合、要求されるより少ないパワーを伝送すること
（それは性能を低下するかもしれない）より、必要であるより多くのパワーを伝送させる
（それはシステム容量を減らすかもしれない）方へ間違うことが望ましいかもしれない。
【００５２】
実施例において、ＰＤＦ５１０は空のフレームから計算されたメートル法から推定され、
ＰＤＦ５１２は良いおよび悪いフレームから計算されたメートル法から推定される。上記
したように、フレームはＣＲＣ検査の結果に基づいて正しく復号された（すなわち、良好
な）と確認されることができる。ＣＲＣ検査を通過しないフレームは悪いか空のいずれか
であると識別される。実施例において、平均および標準偏差のような統計量は公称運転状
況を使用して計算されるか推定される。その後、それらが実際の運転で起こるように、統
計量は良好および悪いフレームからの情報を使用して計算される。平均および標準偏差は
また、空のフレームに関連されたメートル法のために計算されることができる。まず最初
に、空のフレームについての統計量は、知られたチャネル（例えばパイロットチャンネル
）の全ノイズパワーＮｔから推定されることが可能である。Ｎｔの推定は上述した米国特
許第５,９０３,５５４号に開示される。
【００５３】
実施例においてＰＤＦはガウスであると推測される。ガウスＰＤＦの形は所与の平均およ
び標準偏差のために唯一に定義される。ＰＤＦ５１２は良いおよび悪いフレームについて
平均および標準偏差から決定され、ＰＤＦ５１０は空のフレームについての平均および標
準偏差から決定されることができる。これらのＰＤＦに基づいて、上記の通りに、所望の
結果が達成されるように閾値ｘＴＨが選定されることができる。
【００５４】
ゼロレート検出のために、特定のフレームの計算されたメートル法は閾値ｘＴＨに対して
比較される。計算されたメートル法が閾値ｘＴＨ未満の場合、フレームはゼロレートまた
は空フレームとして識別される。一方、計算されたメートル法が閾値ｘＴＨより大きい場
合、フレームは悪いか消去されたフレームとして確認される。品質メートル法が受信され
かつ復号されたフレーム間の計算された距離である場合、異なる選択判定基準が使われる
点に留意する必要がある。
【００５５】
閾値ｘＴＨは受信機に利用可能な付加的情報を説明するために調整されることができる。
例えば、仮説Ｈ１のためのＰＤＦ５１２が良好であると知られたフレームから最初に決定
され、かつその良好なフレームが消去されたフレームより多くのエネルギーを含む傾向が
あるので、平均ｘ１は仮説Ｈ１の真の平均値よりわずかに高くなるであろう。このように
、閾値ｘＴＨはわずかにゆがめられ、またはｘ１の左にオフセットされることができる。
異なった方向から見ると、計算されたメートル法が空のフレーム（すなわち伝送でない）
または悪いフレーム（フレームが消去として復号される理由の可能性がある低い受信され
たエネルギーを有している）からであると知られているので、より小さい値および閾値は
したがって左にオフセットされそうである。オフセットの量はシステムシミュレーション
、経験的な測定に基づいて、または他の手段により決定されることができる。例えば、研
究室の測定は多くの送信されたフレームになされることができる。良いおよび悪いフレー
ム間の計算されたメートル法における（平均の）差は、それから受信装置のパラメタとし
て決定されかつ記憶されることができる。その後、良好なフレームのための計算された平
均は、悪いフレームのための平均の推定を引き出すためにこの平均差によりオフセットさ
れることができる。閾値は、それから悪いフレームのための推定された平均および空のフ
レームのための推定された平均に基づいて設定されることができる。
【００５６】
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閾値はまた、パワー制御情報のような他の利用可能な情報に基づいて調整されることがで
きる。送信源の送信パワーは、受信装置で性能（例えば特定のフレーム誤差率ＦＥＲ）の
特定のレベルを提供するためにパワー制御ループにより調整されることができる。一実施
例において、パワー制御ループは受信された信号の品質（例えばＥｂ／Ｎｔ）を測定し、
測定された信号の品質を設定点に対して比較し、信号の品質が設定点に維持されるように
送信源の送信パワーを調整する。設定点は所望の性能が達成されるように調整される。こ
の実施例において、閾値は例えば、良いおよび悪いフレームのための設定点間の差により
調整されることができる。例えば、フレームが正しく復号されるときに設定点が５デシベ
ルであり、フレームが間違って復号されるときに４デシベルである場合、閾値は１デシベ
ルだけ下方へ調整されることができる。
【００５７】
閾値はまた、決定帰還復号化案に基づいて調整されることができる。まず最初に、空のフ
レームおよび悪いフレームのために最初に推定された統計量のようなそのとき利用可能な
情報に基づいて、閾値は特定の値に設定されることができる。その後で、復号化は反復的
に実行され、それにより間違って復号されたフレームからの情報がＰＤＦ５１０および５
１２のための統計量を更新するために使用される。例えば、間違って復号されたフレーム
は空のフレームか悪いフレームの何れかとして推定されることができ、このフレームのた
めの計算メートル法はそれぞれＰＤＦ５１０または５１２のための統計量を更新するため
に用いられる。この方法において、復号されたデータが復号化の将来のデータ（例えば、
閾値の調整を経て）に使用される。
【００５８】
受信機で計算された測定に基づいて閾値ｘＴＨを設定することによって、特定の受信機の
動作状態はゼロレート決定をする際の考慮に入れられる。例えば、受信機が性能の特定の
レベルを維持するためにより多くのパワーを要求するなら、この事実は閾値を設定する際
の考慮に入れられるであろう。
【００５９】
閾値はまた、動作条件が変わるとき動的に調整されることができる。計算された統計量（
例えば平均および標準偏差）は、計算されたメートル法の加重平均に基づいて決定される
ことができる。多数の加重案が実行できる。例えば、メートル法は等しく加重される、よ
り最近の測定（すなわち“リーキー”平均）の方へより重く加重される、または他の案（
例えば、良好なフレームの近くに位置するフレームはより重く加重されることができる）
を使用して加重されることができる。
【００６０】
種々の他の要素がまた、閾値を設定する際に使用されることができる。例えば、正しくお
よび間違って復号されたフレームのための設定点は、また閾値を調整するために用いるこ
とができる。設定点は上記した方法で平均されることができる。閾値の調整の量はまた、
例えば、信号を復調するために使用されるレーキ受信機のフィンガーの数に依存されるこ
とができる。
【００６１】
明快さのために、本発明は順方向リンクのゼロレートフレーム検出について記述された。
幾つかのＣＤＭＡシステム（例えばＩＳ-９５-Ｂ）のために、逆方向リンクにおいて、よ
り低いレートのコード記号は全パワーで伝送されるが、Ｎ可能な記号位置のうちの１つに
おいては擬似乱数的に伝送される。例えば８分の１のレート伝送については、各コード記
号は長いＰＮ数列により選択される位置を有する８分の１の可能な記号位置で伝送される
。基地局受信機において、選択ユニットが仮定レートに基づいて適当な位置にコード記号
を選択する。このように、低いレートに対する基地局デコーダは記号蓄積器の代わりに選
択器を含む。ＩＳ-２０００ＣＤＭＡシステムの逆方向リンク信号のためのデコーダは上
述したＩＳ-２０００提案にさらに記載されている。
【００６２】
明快さのために、本発明の多くの態様はＩＳ－２０００に順応するＣＤＭＡシステムの特
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定の実施のために記述されている。しかし、本発明は他のＣＤＭＡシステムで使用される
ように適応され得る。１つの特定のＣＤＭＡシステムは、“衛星または地上中継器を使用
しているスペクトル拡散多重接続通信システム”と題する米国特許第４,９０１,３０７号
、および“ＣＤＭＡセルラー電話システムにおける波形を発生するシステムおよび方法”
と題する米国特許第５,１０３,４５９号において開示される。他の特定のＣＤＭＡシステ
ムが１９９７年１１月３日に出願され、“高レートパケット伝送のための方法および装置
”と題するアメリカ特許出願番号０８/９６３,３８６に記載されている。これらの特許お
よび特許出願は本発明の譲受人に譲渡され、ここに引用文献として組み込まれる。
【００６３】
ＣＤＭＡシステムは、多くの現在定義されたＣＤＭＡ標準および現在または将来提案され
る標準に従うように設計されることができる。例えば、ＣＤＭＡシステムは、“ＴＩＡ／
ＥＩＡ／ＩＳ－９５－Ａ二重モード広帯域スペクトル拡散セルラーシステムのための移動
局－基地局互換性標準”、または“二重モードスペクトル拡散セルラーおよびＰＣＳ移動
局のための推奨される最小性能標準”と題するＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－９８－Ａ、－Ｂ、
および－Ｃ、以後それぞれＩＳ－９５－ＡおよびＩＳ－９８と称されるに適応するように
設計されることができる。ＣＤＭＡシステムはまた、標準団体ＥＴＳＩおよびＡＲＩＢに
より提案されているＩＳ－２０００またはＷＣＤＭＡ標準に従うように設計されることが
できる。これらのさまざまなＣＤＭＡ標準はここに引用文献として組み込まれる。
【００６４】
本発明はまた、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）および振
幅合成単一側波帯（ＡＣＳＳＢ）のような振幅変調（ＡＭ）案のような通信システムの他
の型で使用するように適応されることができる。
【００６５】
好ましい実施例の前述の記述は、いかなる当業者も本発明を作りまたは使用することがで
きるように提供された。これらの実施例に対するさまざまな修正は当業者に直ちに明らか
であり、ここに定義される一般的な原理は発明の能力を用いずに他の実施例に適用される
ことができる。このように、本発明はここに示された実施例に限定されることを意図せず
、ここに開示された原理および新規な特徴によって始終一貫した最も広い範囲と一致され
るべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　多数のセルから成る通信システムの実施例の図である。
【図２】　順方向リンク伝送のための基本チャネルおよび制御チャンネルを生成するため
の基地局の部分の実施例のブロック図である。
【図３】　順方向リンク伝送で受信される基本および制御チャンネルを処理するための移
動局の部分の実施例のブロック図である。
【図４】　移動局内の復号化ユニットの実施例のブロック図である。
【図５】　受信データ・フレームの２つの仮説（Ｈ０およびＨ１）のための２つの確率密
度関数（ＰＤＦ）を示しているプロットである。
【符号の説明】
１１０…セル　１２０…基地局　１３０…移動局　２１２…メッセージ発生器　２３２…
可変データ源　２１４，２３４…ＣＲＣ＆テールビット発生器　２１６，２３６…エンコ
ーダ　２３８…記号反復発生器　２２０，２４０…記号パンクチャー　２２２，２４２…
インターリーバ　２３０…変調器　２５２…送信機　３１６…受信機　３１８…復調器　
３２０…デインターリーバ　３２２…復号化ユニット　３３０…プロセッサ　４１０…フ
レームデコーダ　４１２…記号蓄積器　４１４…デコーダ　４２４…エンコーダ　４１６
…ＣＲＣ回路　４２２…平方された記号の合計　４２６…点乗積
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