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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】アクセスポイント及びアクセス端末が、送信に
おける中断（ギャップ）を、割り当てられたリソースを
必要としない印として、あるいは割り当てられたリソー
スがもはや利用可能ではない印として解釈しないような
システム及び方法を提供する。
【解決手段】一定期間の間、送信エンティティに割り当
てられる順方向リンク及び逆方向リンクの割当送信リソ
ースを管理するための方法及び装置が提供される。送信
エンティティが実際のデータパケット（例えば、意図す
るデータ又はコンテンツの全体又は一部）を送信してい
ないときにはいつでもギャップ表示が与えられる。しか
し、送信エンティティは、割り当てられたリソースの割
当を維持することになっている。例えば、割り当てられ
たリソースで送信する実際のデータがない場合、第１の
データパターンを備える消去記号パケットが、割り当て
られたリソースで送信される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおいてデータを送信するために割り当てられたリソースの割当を管理す
る方法であって、
　前記割り当てられたリソースで送信するデータが存在しない場合、前記割り当てられた
リソースで第１のデータパターンを送信することを備える方法。
【請求項２】
　前記第１のデータパターンを選択する行為を更に備え、前記選択する行為は、１つ又は
複数の消去記号パケットを選択することを備える請求項１の方法。
【請求項３】
　前記１つ又は複数の消去記号パケットを送信する行為は、前記各消去記号パケットをし
きい値より低い電力レベルで送信する行為を備える請求項２の方法。
【請求項４】
　前記１つ又は複数の消去記号パケットを送信する行為は、有意な干渉を引き起こさない
電力レベルで前記各消去記号パケットを送信する行為を備える請求項２の方法。
【請求項５】
　前記第１のデータパターンを送信する行為は、有意な干渉を引き起こさない電力レベル
で前記データパターンを送信する行為を備える請求項１の方法。
【請求項６】
　前記第１のデータパターンを選択する行為を更に備え、前記選択する行為は、利用可能
なリソースに基づいて変化する長さを有する前記データパターンを選択する行為を備える
請求項１の方法。
【請求項７】
　前記第１のデータパターンを送信する行為は、低データレートで前記データパターンを
送信する行為を備える請求項１の方法。
【請求項８】
　前記割り当てられたリソースで前記第１のデータパターンを送信する行為は、前記通信
システムの順方向リンクを使用して前記データパターンを送信する行為を備える請求項１
の方法。
【請求項９】
　前記割り当てられたリソースで前記第１のデータパターンを送信する行為は、前記通信
システムの逆方向リンクを使用して前記データパターンを送信する行為を備える請求項１
の方法。
【請求項１０】
　前記送信する行為は更に、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）スキームに従って送信する行
為を備える請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記送信する行為は更に、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）スキームに従って送信する
行為を備える請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記送信する行為は更に、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）スキームに従って送
信する行為を備える請求項１の方法。
【請求項１３】
　通信システムにおいてデータ送信のために割り当てられた１つ又は複数のリソースの割
当を管理する方法であって、
　前記割り当てられたリソースで１つ又は複数の情報ビットを受信することと、
　前記１つ又は複数の情報ビットが消去記号パケットを表すと判定された場合には、前記
割り当てられたリソースの割当を維持することとからなる各行為を備える方法。
【請求項１４】
　予め定めた長さを有するデータパケットへ、前記１つ又は複数の情報ビットを変換する
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行為を備える請求項１３の方法。
【請求項１５】
　前記１つ又は複数の情報ビットを受信する行為は、前記通信システムの順方向リンクで
前記情報ビットを受信する行為を備える請求項１３の方法。
【請求項１６】
　前記１つ又は複数の情報ビットを受信する行為は、前記通信システムの逆方向リンクで
前記情報ビットを受信する行為を備える請求項１３の方法。
【請求項１７】
　前記受信する行為は更に、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）スキームに従って送信す
る行為を備える請求項１３の方法。
【請求項１８】
　前記受信する行為は更に、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）スキームに従って送信する
行為を備える請求項１３の方法。
【請求項１９】
　前記受信する行為は更に、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）スキームに従って送
信する行為を備える請求項１３の方法。
【請求項２０】
　通信システムにおいてデータを送信するために割り当てられた１つ又は複数のリソース
の割当を管理する装置であって、
　割り当てられたリソースで送信するデータが存在しない場合、前記割り当てられたリソ
ースで第１のデータパターンを送信する手段を備える装置。
【請求項２１】
　送信前に前記第１のデータパターンを選択する手段を更に備え、前記第１のデータパタ
ーンは、１つ又は複数の消去記号パケットを備える請求項２０の装置。
【請求項２２】
　前記１つ又は複数の消去記号パケットを送信する手段は、前記各消去記号パケットをし
きい値より低い電力レベルで送信する手段を備える請求項２１の装置。
【請求項２３】
　前記１つ又は複数の消去記号パケットを送信する手段は、有意な干渉を引き起こさない
電力レベルで前記各消去記号パケットを送信する手段を備える請求項２１の装置。
【請求項２４】
　前記第１のデータパターンを送信する手段は、有意な干渉を引き起こさない電力レベル
で前記データパターンを送信する手段を備える請求項２０の装置。
【請求項２５】
　送信前に前記第１のデータパターンを選択する手段を更に備え、前記第１のデータパタ
ーンは、利用可能なリソースに基づく長さを有する前記データパターンを選択する手段を
備える請求項２０の装置。
【請求項２６】
　前記第１のデータパターンを送信する手段は、低データレートで前記データパターンを
送信する手段を備える請求項２０の装置。
【請求項２７】
　通信システムにおいてデータ送信のために割り当てられた１つ又は複数のリソースの割
当を管理する装置であって、
　割り当てられたリソースで１つ又は複数の情報ビットを受信する手段と、
　前記１つ又は複数の情報ビットが消去記号パケットを表すと判定された場合には、前記
割り当てられたリソースの割当を維持する手段とを備える装置。
【請求項２８】
　前記１つ又は複数の情報ビットを変換する手段は、予め定めた長さを有する前記データ
パケットへ、前記情報ビットを変換する手段を備える請求項２７の装置。
【請求項２９】
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　前記１つ又は複数の情報ビットを受信する手段は、前記通信システムの順方向リンクで
前記情報ビットを受信する手段を備える請求項２７の装置。
【請求項３０】
　前記１つ又は複数の情報ビットを受信する手段は、前記通信システムの逆方向リンクで
前記情報ビットを受信する手段を備える請求項２９の装置。
【請求項３１】
　無線通信における装置であって、割り当てられたリソースで送信するデータが存在しな
い場合、前記割り当てられたリソースで第１のデータパターンを送信するように構成され
た第１の電子デバイスを備える装置。
【請求項３２】
　前記第１のデータパターンは、１つ又は複数の消去記号パケットを備える請求項３１の
装置。
【請求項３３】
　前記第１の電子デバイスは、送信機を備え、前記送信機は、前記１つ又は複数の消去記
号パケットをしきい値より低い電力レベルで送信するように構成された請求項３２の装置
。
【請求項３４】
　前記第１の電子デバイスは送信機を備え、前記送信機は、有意な干渉を引き起こさない
電力レベルで前記各消去記号パケットを送信するように構成された請求項３２の装置。
【請求項３５】
　前記第１の電子デバイスは受信機を備え、前記受信機は、干渉を引き起こさない電力レ
ベルで前記データパターンを送信するように構成された請求項３１の装置。
【請求項３６】
　利用可能なリソースに基づいた長さを有する前記第１のデータパターンを選択するよう
に構成されたプロセッサを更に備える請求項３１の装置。
【請求項３７】
　前記第１の電子デバイスは、低データレートで前記データパターンを送信するように構
成された送信機を備える請求項３１の装置。
【請求項３８】
　前記第１の電子デバイスは、前記通信システムの順方向リンクを使用して前記データパ
ターンを送信するように構成された送信機を備える請求項３１の装置。
【請求項３９】
　前記第１の電子デバイスは、前記通信システムの逆方向リンクを使用して前記データパ
ターンを送信するように構成された送信機を備える請求項３１の装置。
【請求項４０】
　無線通信における装置であって、
　割り当てられたリソースで１つ又は複数の情報ビットを受信し、前記１つ又は複数の情
報ビットが第１のデータパターンと一致すると判定された場合には、前記１つ又は複数の
情報ビットを破棄し、前記割り当てられたリソースの割当を維持するように構成された第
１の電子デバイスを備える装置。
【請求項４１】
　前記第１の電子デバイスは、予め定めた長さを有する前記データパケットへ、前記情報
ビットを変換するように構成されたプロセッサを備える請求項４０の装置。
【請求項４２】
　前記第１の電子デバイスは、前記通信システムの順方向リンクで前記情報ビットを受信
するように構成されたプロセッサを備える請求項４０の装置。
【請求項４３】
　前記第１の電子デバイスは、前記通信システムの逆方向リンクで前記情報ビットを受信
するように構成されたプロセッサを備える請求項４０の装置。
【請求項４４】
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　計算機によって実行された場合、前記計算機に、割り当てられたリソースで送信するデ
ータが存在しない場合、前記割り当てられたリソースで第１のデータパターンを送信する
ことを含む動作を実行させる命令を備える計算機読取可能媒体。
【請求項４５】
　前記第１のデータパターンを選択させる計算機読取可能命令を更に備え、前記第１のデ
ータパターンは、１つ又は複数の消去記号パケットを備える請求項４４の計算機読取可能
媒体。
【請求項４６】
　前記１つ又は複数の消去記号パケットを送信させる前記計算機読取可能命令は、前記各
消去記号パケットをしきい値より低い電力レベルで送信することからなる請求項４５の計
算機読取可能媒体。
【請求項４７】
　前記１つ又は複数の消去記号パケットを送信させる前記計算機読取可能命令は、有意な
干渉を引き起こさない電力レベルで前記各消去記号パケットを送信することからなる請求
項４５の計算機読取可能媒体。
【請求項４８】
　前記第１のデータパターンを送信させる前記計算機読取可能命令は、有意な干渉を引き
起こさない電力レベルで前記データパターンを送信することからなる請求項４４の計算機
読取可能媒体。
【請求項４９】
　利用可能なリソースに基づいた長さを有する前記第１のデータパターンを選択させる計
算機読取可能命令を更に備える請求項４４の計算機読取可能媒体。
【請求項５０】
　前記第１のデータパターンを送信させる前記計算機読取可能命令は、低データレートで
前記データパターンを送信することからなる請求項４４の計算機読取可能媒体。
【請求項５１】
　前記割り当てられたリソースで前記第１のデータパターンを送信させる前記計算機読取
可能命令は、前記通信システムの順方向リンクを使用して前記データパターンを送信する
ことからなる請求項４４の計算機読取可能媒体。
【請求項５２】
　前記割り当てられたリソースで前記第１のデータパターンを送信させる前記計算機読取
可能命令は、前記通信システムの逆方向リンクを使用して前記データパターンを送信する
ことからなる請求項４４の計算機読取可能媒体。
【請求項５３】
　計算機によって実行された場合、前記計算機に、
　割り当てられたリソースで１つ又は複数の情報ビットを受信することと、
　前記１つ又は複数の情報ビットが消去記号パケットを表すと判定された場合には、前記
割り当てられたリソースの割当を維持することと
を含む動作を実行させる命令を備える計算機読取可能媒体。
【請求項５４】
　予め定めた長さを有する前記データパケットへ、前記１つ又は複数の情報ビットを変換
させる計算機読取可能命令を更に備える請求項５３の計算機読取可能媒体。
【請求項５５】
　前記１つ又は複数の情報ビットを受信させる計算機読取可能命令は、前記通信システム
の順方向リンクで前記情報ビットを受信することからなる請求項５３の計算機読取可能媒
体。
【請求項５６】
　前記１つ又は複数の情報ビットを受信させる計算機読取可能命令は、前記通信システム
の逆方向リンクで前記情報ビットを受信することからなる請求項５３の計算機読取可能媒
体。



(6) JP 2012-142970 A 2012.7.26

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、通信システムに関し、特に、スティッキーな割り当て（sticky ass
ignment）の間のギャップ表示のための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、音声、データ等のような様々なタイプの通信を提供するために広
く展開されている。これらシステムは、利用可能なシステムリソース（例えば、帯域幅お
よび送信電力）を共有することにより、多数のユーザとの通信をサポートできる多元接続
システムでありうる。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ
）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）シ
ステム、及び直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。一般に、無線通信
システムは、いくつかの基地局を含む。そこでは、各基地局は順方向リンクを用いて移動
局と通信する。また、各移動局（又はアクセス端末）は、逆方向リンクを用いて基地局と
通信する。
【０００３】
　基地局と端末との間の通信をより効率的にするために、スティッキーな割り当ての概念
が使用される。スティッキーな割り当ては、多くのユーザが、制限された割当メッセージ
リソースを求めて競合している場合において、スケジュールされたデータ送信システムに
おいて役立つ。スティッキーな割り当ては、特定のユーザに割り当てられたリソース（例
えば、チャネル）が、標準単位の送信（例えば、「パケット」）が完了した後、そのユー
ザに対して利用可能であり続ける場合である。したがって、ユーザが送信を継続すること
を可能にするために、必ずしも新たな割り当てメッセージは必要ではない。
【０００４】
　一般に、アクセスポイント又はアクセス端末の送信機が、１セットの実際のデータの送
信を完了し、別のセットの実際のデータパケットを送信する前に、送信における中断（「
ギャップ」とも称される）が生じる。このデータ送信におけるギャップは、割り当てられ
たリソースで実際のデータが送信されない持続時間を称する（図２で更に説明する）。一
般的な通信システムでは、アクセスポイント送信機の場合には、送信におけるギャップは
、割り当てられたリソースの喪失として解釈される可能性がある。この場合、たとえアク
セス端末が割り当てを要求しても、送信リソースが未だにアクセス端末に割り当てられる
。アクセスポイントの場合、このギャップは、割り当てられたリソースをもはやアクセス
端末が必要としないという印として解釈されるかもしれない。この場合、アクセスポイン
トは、システム内の別のアクセス端末へリソースを割り当てるかもしれない。何れの場合
でも、それは非効率的であり、通信システムの品質及び信頼性を低下させうる。
【０００５】
　したがって、アクセスポイント及びアクセス端末が、送信におけるギャップを、割り当
てられたリソースを必要としない印として、あるいは割り当てられたリソースがもはや利
用可能ではない印として解釈しないように、送信におけるギャップの表示を与えるシステ
ム及び方法のニーズがある。
【発明の概要】
【０００６】
　本特許出願は、本明細書の譲受人に譲渡され、本明細書に参照により明確に組み込まれ
る２００４年７月２１日出願の仮出願番号６０／５９０，１１２号の優先権を主張する。
本願は、以下の同時係属米国特許出願と関連する。２００３年１月１０日に出願された米
国特許出願番号１０／３４０，５０７、２００３年１２月３日に出願された米国特許出願
番号１０／７２６，９４４、２００３年４月２９日に出願された米国特許出願番号１０／
４２６，５４６、２００４年６月１日に出願された米国特許出願番号１０／８５８，８７
０、及び２００４年７月１３日に出願された米国特許出願番号１０／８９０，７１７。こ
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れらは全て本明細書の譲受人に譲渡され、参照によって本明細書に明確に組み込まれる。
【０００７】
　従って、通信システムにおいてデータを送信するために割り当てられたリソースの割り
当てを管理する方法であり、前記方法は、割り当てられたリソースで送信するデータが無
い場合、割り当てられたリソースで第１のデータパターンを送信する。
【０００８】
　別の局面では、通信システムにおいてデータ通信のために割り当てられた１つ又は複数
のリソースの割り当てを管理する方法が提供される。この方法は、割り当てられたリソー
スで１つ又は複数の情報を受信し、前記１つ又は複数の情報ビットが消去記号パケットを
表すのであれば、前記割り当てられたリソースの割り当てを維持する。
【０００９】
　本発明の全ての長所及び範囲のより完全な理解は、添付図面、説明、及び添付の特許請
求の範囲から得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、無線多元接続通信システムのブロック図を示す。
【図２】図２は、スティッキーな割り当て概念の使用中おける割当チャネルのデータトラ
フィックの実例を示す。
【図３】図３は、順方向リンクのリソースのスティッキーな割り当て中のアクセスポイン
トによるデータ送信プロセスを示す。
【図４】図４は、逆方向リンクのリソースのスティッキーな割り当て中のアクセスポイン
トによるデータ受信プロセスを示す。
【図５】図５は、アクセスポイントと２つの端末との実施形態のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の機能、特性、および長所は、同一参照符号が全体を通じて同一部分を特定する
図面とともに用いられた場合に、以下に述べる詳細説明からより明らかになるであろう。
【００１２】
　用語「典型的」（exemplary）は、本明細書では、例、インスタンス、又は例示として
役立つことを意味するために使用される。本明細書で「典型的」（exemplary）と記載さ
れる何れの実施形態又は設計も、他の実施形態又は設計に対して好適であるとか、有利で
あると必ずしも解釈される必要は無い。用語「リスニング」（listening）は、本明細書
では、受信者デバイス（アクセスポイント又はアクセス端末）がデータを所定のチャネル
で受信し、受信したデータを処理することを意味するために使用される。
【００１３】
　図１は、マルチキャリア変調を使用する無線多元接続通信システム１００のブロック図
を示す。システム１００は、１つ又は複数のアクセス端末（ＡＴ）１２０（図１では簡略
のために２つのアクセスポイント１１０ａ，１１０ｂのみを示している）と通信する多く
のアクセスポイント（ＡＰ）１１０を含む。ＡＰ１１Ｏｘ（ＡＰ１１Ｏｘは、図５で更に
説明する）は、アクセス端末と通信するために使用される固定局である。ＡＰ１１０ｘは
、基地局あるいは他の用語で称されうる。
【００１４】
　アクセスポイント、例えばＡＰ１１０ｘは、１つ又は複数のアクセス端末、例えばＡＴ
１２０ｘ（ＡＴ１２０ｘは、図５で更に説明する）と通信するように構成された電子デバ
イスである。アクセスポイント１１０ｘはまた、アクセスノード、アクセスネットワーク
、基地局、基地端末、固定端末、固定局、基地局コントローラ、コントローラ、送信機、
あるいは他の用語で称されうる。アクセスポイント、基地端末、および基地局は、以下の
説明では置換可能に使用される。アクセスポイントは、ＯＦＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ(
登録商標)、ＷＣＤＭＡ等のシステムによって定義されるエアインタフェース方法に従っ
てデータを送信、受信、及び処理するように構成された電子デバイス、固定端末、標準的
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なラップトップ、汎用コンピュータでありうる。アクセスポイントは、ＯＦＤＭＡ、ＣＤ
ＭＡ、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ等によって定義されるエアインタフェース方法に従ってデータ
を送信、受信、及び処理するプロセッサ又はコントローラによって制御される１つ又は複
数のコンピュータチップを備える電子モジュールでありうる。
【００１５】
　アクセス端末、例えばＡＴ１２Ｏｘは、通信リンクを経由してＡＰ１１０ｘと通信する
ように構成された電子デバイスである。ＡＴ１２Ｏｘはまた、端末、ユーザ端末、遠隔局
、移動局、無線通信デバイス、受信者端末、あるいはその他の用語で称されうる。アクセ
ス端末、モバイル端末、ユーザ端末、端末は、以下の説明では置換可能に使用される。各
ＡＴ１２Ｏｘは、所定の瞬間において、ダウンリンク及び／又はアップリンクで１つ又は
複数のアクセスポイントと通信する。ダウンリンク（すなわち、順方向リンク）は、ＡＰ
１１ＯｘからＡＴ１２Ｏｘへの送信を称し、アップリンク（すなわち、逆方向リンク）は
、ＡＴ１２Ｏｘからアクセスポイントへ送信を称する。ＡＴ１２Ｏｘは、ＯＦＤＭＡ、Ｃ
ＤＭＡ、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ等のシステムによって定義されるエアインタフェース方法に
従ってデータを送信、受信、及び処理するように構成された電子デバイス、セルラ電話、
モバイル電話、パーソナル電子オーガナイザ又はアシスタント、標準的なラップトップで
ありうる。ＡＴ１２Ｏｘは、ＯＦＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ等のシステムに
よって定義されるエアインタフェース方法に従ってデータを送信、受信、及び処理するプ
ロセッサ又はコントローラによって制御される１つ又は複数のコンピュータチップを備え
る電子モジュールでありうる。
【００１６】
　システムコントローラ１３０は、アクセスポイントへ接続され、更に他のシステム／ネ
ットワーク（例えば、パケットデータネットワーク）へ接続することもできる。システム
コントローラ１３０は、それに接続されたアクセスポイントの調整及び制御を行う。アク
セスポイント経由で、システムコントローラ１３０は更に、複数の端末間、及び他のシス
テム／ネットワークに接続された他ユーザと端末との間でのデータのルーティングを制御
する。
【００１７】
　送信におけるギャップ表示を与える本明細書に記載の技術は、様々な無線多元接続マル
チチャリア通信システムで実現されうる。例えば、システム１００は、データ送信を利用
するＯＦＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ等でありうる。
【００１８】
　実施形態では、「スティッキー」な割り当てが使用される。スティッキーな割り当てに
よって、システムコントローラ１３０は、割当要求を減少することが可能になる。スティ
ッキーな割り当てによって、所定のリソースの受信者は、割り当てられたリソースを用い
て、各通信に対して新たな割り当てを要求することなく複数の通信（送信又は受信）を実
行できるようになる。説明目的のために、ＡＴ１２Ｏｘは、ＡＴ１２０ｘをサービスして
いるＡＰ１１０にデータ（実際のデータ、コンテンツ等）を送信するために逆方向リンク
送信リソースを要求する。割当メッセージを使用して、ＡＰ１１Ｏｘは、割り当てを要求
したＡＴ１２０ｘへ、逆方向リンク送信リソース割当情報、例えばチャネル識別表示を提
供する。この割当情報が一旦受信されると、ＡＴ１２Ｏｘは、割り当てられた逆方向リン
クチャネル（リソース）で実際のデータを送信する。スティッキーな割り当てでは、この
割り当てられたチャネルは、ＡＴ１２Ｏｘに割り当てられ続ける。したがって、チャネル
が割り当てられる期間中の様々な時間において、ＡＴ１２０ｘ又はＡＰ１１０ｘによる実
際のデータの送信も受信もない。したがって、消去記号パケットと称される第１のデータ
パターンが、送信におけるギャップを埋めるために使用される。消去記号パケットの長さ
、構成、及びデータレートは、利用可能なリソースに基づいて変わりうる。利用可能なリ
ソースは、システムコントローラ１３０、あるいは要求元ＡＴと通信しているＡＰによっ
て決定されうる。例えば、より多くの情報ビット（例えば３ビット）を有する消去記号パ
ケットを処理するリソースを受信エンティティが有するのであれば、消去記号パケットの
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長さは、より多くの情報ビットを与えるように調節される。これによって、受信エンティ
ティは、受信したパケットが消去記号パケットであったことを簡単に判定できるようにな
るかもしれない。また、消去シーケンスの送信が有意な干渉を引き起こさないように十分
低い電力レベルで消去シーケンスを送信するために、消去記号パケットが送信される電力
レベルも変わりうる。
【００１９】
　図２は、スティッキーな割り当て概念の使用中おける割当チャネルのデータトラフィッ
クの実例２００を示す。スティッキーな割り当て期間２０８は、一般に、割当と割当解除
との間にある。スティッキーな割り当て期間２０８の間、例えば２０２ａ～２０２ｄのよ
うに、送信データパケットが送信される幾つかのデータ送信がある。一般に、データは、
スティッキーな割り当て期間２０８の間、必ずしも連続的に送信される訳ではない。従っ
て、例えば２０４ａ～２０４ｄのようなギャップ部を残す。説明目的のために、後述する
ＡＴ１２０ｘのＴＸデータプロセッサ５７４がデータを送信しない場合はいつでも、ＴＸ
データプロセッサ５７４は、例えば２０６ａ～２０６ｄのような消去記号パケットを送信
するように構成される。消去記号パケットはユニークなデータパターンを示す１又は複数
のビットでありうる。言いかえれば、消去記号パケットは、ユニークなパターンでギャッ
プ部２０４ａ～ｄを埋め、リソースが終了しないように保つ。消去記号パケットは、消去
記号パケットを使用する前に送信機と受信機との両方に知られているユニークな識別子で
ありうる。また、消去記号パケットは、干渉を低減するために、低電力及び／又は低デー
タレートで送信されうる。
【００２０】
　図３は、送信リソースのスティッキーな割り当ての間にデータを送信するように構成さ
れたプロセッサ（ＡＴのＴＸデータプロセッサ５７４又はＡＰのＴＸデータプロセッサ５
１４）によるデータ送信のプロセス３００を示す。簡潔のために、ＴＸデータプロセッサ
５１４は、順方向リンクでのデータ送信のためのプロセス３００の各ステップの実行を説
明するために使用される。このプロセス３００はまた、逆方向リンクでのデータ送信（例
えば、ＡＰへのデータ送信）のためにＴＸプロセッサ５７４によっても実施される。ステ
ップ３０２では、順方向リンクデータチャネル割当が完了し、ＴＸデータプロセッサ５１
４が、例えばデータパケットを送信するように、データを送る準備ができている。ステッ
プ３０４では、ＴＸデータプロセッサ５１４は、何れかの送信データパケット（例えば、
データパケットに変換された符号化データ）がキューされ、送信される準備ができている
かを判定する。１つ又は複数のデータパケットの送信準備ができていると判定されると、
ステップ３０６では、割り当てられたリソース（すなわち、ＡＰ１１０ｘの場合、順方向
リンクデータチャネル、端末の場合、逆方向リンクチャネル）を用いてＴＸデータプロセ
ッサ５１４がデータパケットを送信する。そうでない場合、ステップ３０８において、割
り当てられたチャネルを用いてＴＸデータプロセッサ５１４が、予め定めた消去記号パケ
ットを送信する。
【００２１】
　この消去記号パケットは、予め定めたしきい値よりも低い送信電力レベルで送信されう
る。このしきい値は、予め定められているかもしれず、この値を超える送信が干渉をもた
らしうる送信電力レベルを示す。消去記号パケットはまた、低データレートにおいて送信
されうる。消去パケット又は送信データパケットを送信すると、ＴＸデータプロセッサ５
１４はこの処理を繰り返し、リソースが割当解除又は終了するまでステップ３０４を実行
する。
【００２２】
　図４は、リソースのスティッキーな割り当ての間にデータを受信するように構成された
プロセッサ（ＡＴのＲＸデータプロセッサ５５６又はＡＰのＲＸデータプロセッサ５３４
）によるデータ受信の処理のためのプロセス４００を示す。簡潔のために、ＲＸデータプ
ロセッサ５３４は、逆方向リンクでのデータ受信のためのプロセス４００の各ステップの
実行を説明するために使用される。このプロセス４００はまた、順方向リンクでのデータ
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受信（例えば、ＡＰからのデータ受信）のためにＲＸプロセッサ５５６によっても実施さ
れる。ステップ４０２では、割り当てられたチャネルを介して受信された１つ又は複数の
情報ビットが、データパケットとして評価される。ステップ４０４では、データパケット
が実際のデータパケット（送信エンティティによって送信された符号化データ）を示すか
をＲＸデータプロセッサ５３４が判定する。実際のデータパケットを示すのであれば、ス
テップ４０６において、ＲＸデータプロセッサ５３４は、このデータパケットを正常なも
のとして処理する。実際のデータパケットを示さないのであれば、ステップ４０８におい
て、ＲＸデータプロセッサ５３４は、このデータパケットが、消去記号パケットを表して
いるのかを判定する。このデータパケットが消去記号パケットである場合、このパケット
は破棄され、ステップ４０２において、追加情報ビットがサンプルされる。消去記号パケ
ットではない場合、ステップ４１０において、ＲＸデータプロセッサ５３４が、このデー
タパケットを雑音データとしてフラグし、ステップ４０２において、追加情報ビットがサ
ンプルされる。ＡＰ１１Ｏｘの実施形態では、ＲＸデータプロセッサ５３４は、この雑音
データをモニタし続けるかもしれないし、リソースが失われたと判定するかもしれない。
あるいは、雑音データを予め定めた時間受信した後に、割り当てられたリソースを送信エ
ンティティが必要としていないと判定するかもしれない。
【００２３】
　図５は、多元接続マルチキャリア通信システム１００におけるＡＰ１１０ｘと２つのＡ
Ｔ１２０ｘ，１２０ｙとの実施形態のブロック図を示す。ＡＰ１１Ｏｘでは、送信（ＴＸ
）データプロセッサ５１４がデータソース５１２からのトラフィックデータ（すなわち、
情報ビット）と、コントローラ５２０及びスケジューラ５３０からのシグナリング及びそ
の他の情報を受信する。例えば、コントローラ５２０は、アクティブなＡＴの送信電力を
調節するために使用される電力制御（ＰＣ）コマンドを供給し、スケジューラ５３０は、
ＡＴのためのキャリア割当を提供しうる。これらの様々なタイプのデータは、異なる輸送
チャネルで送信されうる。ＴＸデータプロセッサ５１４は、受信したデータを、マルチキ
ャリア変調（例えば、ＯＦＤＭ）を用いて符号化及び変調し、変調データ（例えば、ＯＦ
ＤＭシンボル）を提供する。そして、送信機ユニット（ＴＭＴＲ）５１６が、この変調デ
ータを処理し、ダウンリンク変調信号を生成する。この変調信号は、その後、アンテナ５
１８から送信される。
【００２４】
　ＡＴ１２Ｏｘ及び１２Ｏｙの各々では、送信され変調された信号が、アンテナ５５２に
よって受信され、受信機ユニット（ＲＣＶＲ）５５４に供給される。受信機ユニット５５
４は、この受信信号を処理してデジタル化し、サンプルを提供する。その後、受信（ＲＸ
）データプロセッサ５５６は、このサンプルを復調及び復号して、復号データを提供する
。これは、復元されたトラフィックデータ、メッセージ、シグナリング等を含む。このト
ラフィックデータは、データシンク５５８に供給され、この端末へ送られたキャリア割当
及びＰＣコマンドがコントローラ５６０へ提供される。
【００２５】
　コントローラ５６０は、この端末に割り当てられ、受信キャリア割当で示された具体的
なキャリアを用いて、アップリンクのデータ送信を指示する。コントローラ５６０は更に
、送信する実際のデータが存在しないが、割り当てられたリソースの維持を望む場合、消
去記号パケットを挿入する。
【００２６】
　各アクティブな端末１２０では、ＴＸデータプロセッサ５７４がデータソース５７２か
らのトラフィックデータと、コントローラ５６０からのシグナリング及び他の情報とを受
信する。例えば、コントローラ５６０は、必要な送信電力、最大送信電力、又はこの端末
の最大送信電力と必要な送信電力との差を示す情報を提供する。様々なタイプのデータが
、割り当てられたキャリアを用いて、ＴＸデータプロセッサ５７４によって符号化及び変
調され、更に送信機ユニット５７６によって処理され、アップリンク変調信号が生成され
る。この変調信号は、その後、アンテナ５５２から送信される。
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【００２７】
　ＡＰ１１０ｘでは、ＡＴからの送信され変調された信号がアンテナ５１８によって受信
され、受信機ユニット５３２によって処理され、ＲＸデータプロセッサ５３４によって復
調及び復号される。受信機ユニット５３２は、各端末の受信信号品質（例えば、受信ＳＮ
比（ＳＮＲ））を推定し、コントローラ５２０にこの情報を提供しうる。そして、コント
ローラ５２０は、端末の受信信号品質が、許容範囲内に維持されるように各端末のＰＣコ
マンドを導出する。ＲＸデータプロセッサ５３４は、各端末の復元されたフィードバック
情報（例えば、必要な送信電力）を、コントローラ５２０及びスケジューラ５３０へ提供
する。
【００２８】
　スケジューラ５３０は、リソースを維持するようにコントローラ５２０へ指示するかも
しれない。より多くのデータが送信される予定である場合、この指示が与えられる。ＡＴ
１２Ｏｘの場合、コントローラ５６０は、必要なリソースが維持されるべきかを判定する
。
【００２９】
　本明細書に記載の技術は、様々な手段によって実現されうる。例えば、これらの技術は
、ハードウェア、ソフトウェア、又はこれらの組み合せで実現されうる。ハードウェアで
実現する場合、これら技術のための処理ユニット（例えば、コントローラ５２０、コント
ローラ５７０、ＴＸプロセッサ５１４、及びＲＸプロセッサ５３４等）は、１つ又は複数
の特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信
号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理回路（ＰＬＤ）、フィールドプログラ
マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
マイクロプロセッサ、本明細書に記載の機能を実行するように設計されたその他の電子部
品、又はこれらの組み合わせ内で実現される。
【００３０】
　ソフトウェアで実現する場合、本明細書に記載の技術は、本明細書に記載の機能を実行
するモジュール（例えば手順、機能等）を用いて実現されうる。ソフトウェアコードは、
メモリユニット（例えば、図５におけるメモリ５２２）に格納され、プロセッサ（例えば
、コントローラ５２０）によって実行される。このメモリユニットは、プロセッサの内部
、又はプロセッサの外部に実装される。この場合、当該技術で知られた様々な手段によっ
てプロセッサに通信可能に接続することができる。
【００３１】
　本明細書では、参考のために、およびあるセクションを見つけることを助けるために見
出しが含まれている。これらの見出しは、その中で述べる概念の範囲を限定するように意
図されておらず、これら概念は、明細書全体を通じた他のセクションにおける適用性を有
しうる。
【００３２】
　開示した実施形態の前述した記載は、当業者をして、本発明の活用又は利用を可能にす
るように提供される。これら実施形態への様々な変形は、当業者に対して容易に明らかに
なるであろう。そして、本明細書で定義した一般原理は、本発明の精神又は範囲から逸脱
することなく他の実施形態へ適用されうる。したがって、本発明は、本明細書に示された
実施形態に限定されることを意図しておらず、本明細書で開示された原理及び新規な特徴
に一致する最も広い範囲が与えられるべきである。



(12) JP 2012-142970 A 2012.7.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2012-142970 A 2012.7.26
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月14日(2012.3.14)
【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】
　通信システムにおいてデータを送信するために割り当てられたリソースの割当を管理す
る方法であって、
　前記割り当てられたリソースで送信するデータが存在しない場合、前記割り当てられた
リソースで第１のデータパターンを送信することを備える方法。
【手続補正書】
【提出日】平成24年5月29日(2012.5.29)
【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】
　スケジュールされたデータ送信システムにおいて、複数のリソースの割当を管理するよ
うに構成された装置であって、
　データ・パケットを送信するためのリソースの割当を受信する手段と、
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　前記リソースを使用して、前記データ・パケットを送信する手段と、ここで、前記複数
のリソースは、第１のリソースおよび第２のリソースを含み、前記複数のリソースの割当
は、第１のデータ・パケットを送信するための第１のリソースの割当と、第２のデータ・
パケットを送信するための第２のリソースの割当とを含み、前記第１のリソースは、前記
第１のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケットの送信後、利用可能であり続け
、前記第２のリソースは、前記第２のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケット
の送信後、利用可能であり続け、
　消去記号パケットを予め定めたしきい値よりも低い送信電力で送信した後に、前記第１
のリソースまたは前記第２のリソースの割当を解除する手段と、
を備える装置。
【請求項２】
　スケジュールされたデータ送信システムにおいて複数のリソースの割当を管理するよう
に構成された装置であって、
　データ・パケットを送信するためのリソースの割当を受信する手段と、
　前記リソースを使用して、前記データ・パケットを送信する手段と、ここで、前記複数
のリソースは、第１のリソースおよび第２のリソースを含み、前記複数のリソースの割当
は、前記第1のリソースおよび前記第２のリソースの割当を含み、前記第１のリソースは
、前記第１のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケットの送信後、利用可能であ
り続け、前記第２のリソースは、前記第１のリソースおよび前記第２のリソースの割当を
維持させる１又は複数のパケットの送信後、利用可能であり続け、
　消去記号パケットを予め定めたしきい値よりも低い送信電力で送信した後に、前記第１
のリソースまたは前記第２のリソースの割当を解除する手段と、
を備える装置。
【請求項３】
　前記第1のデータ・パケットあるいは前記第１のリソースの割当を維持させる１又は複
数のパケットを送信しないことによって、前記第1のリソースの割当が終了し、
　前記第２のデータ・パケットあるいは前記第２のリソースの割当を維持させる１又は複
数のパケットを送信しないことによって、前記第２のリソースの割当が終了する請求項１
または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１または第２のリソースでデータ・パケットを処理している間にパケット誤りが
発生したと判定した後、対応するリソースを再割当する手段を更に備える請求項１または
２に記載の装置。
【請求項５】
　前記第1のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケット、および、前記第2のリソ
ースの割当を維持させる1又は複数のパケットはそれぞれ、1又は複数の消去記号パケット
を含み、前記消去記号パケットは、送信することが可能なその他のデータ・パケットが存
在しない場合、対応するリソースを使用して送信される請求項１または２に記載の装置。
【請求項６】
　利用可能なリソースに基づいて消去可能パケットの長さを選択する選択手段を更に備え
る請求項１または２に記載の装置。
【請求項７】
　スケジュールされたデータ送信において複数のリソースの割当を管理する方法であって
、
　データ・パケットを送信するためのリソースの割当を受信することと、
　前記リソースを使用して、前記データ・パケットを送信することと、ここで、前記複数
のリソースは、第１のリソースおよび第２のリソースを含み、前記複数のリソースの割当
は、第１のデータ・パケットを送信するための第１のリソースの割当と、第２のデータ・
パケットを送信するための第２のリソースの割当とを含み、前記第１のリソースは、前記
第１のリソースの割当を維持させる１又は複数のデータ・パケットの送信後、利用可能で
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あり続け、前記第２のリソースは、前記第２のリソースの割当を維持させる１又は複数の
パケットの送信後、利用可能であり続け、
　消去記号パケットを予め定めたしきい値よりも低い送信電力で送信した後に、前記第１
のリソースまたは前記第２のリソースの割当を解除することと、
を備える方法。
【請求項８】
　スケジュールされたデータ送信において複数のリソースの割当を管理する方法であって
、
　データ・パケットを送信するためのリソースの割当を受信することと、
　前記リソースを使用して、前記データ・パケットを送信することと、ここで、前記複数
のリソースは、第１のリソースおよび第２のリソースを含み、前記複数のリソースの割当
は、前記第１のリソースおよび前記第２のリソースの割当を含み、前記第１のリソースは
、前記第１のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケットの送信後、利用可能であ
り続け、前記第２のリソースは、前記第１のリソースおよび前記第２のリソースの割当を
維持させる１又は複数のパケットの送信後、利用可能であり続け、
　消去記号パケットを予め定めたしきい値よりも低い送信電力で送信した後に、前記第１
のリソースまたは前記第２のリソースの割当を解除することと、
を備える方法。
【請求項９】
　前記第1のデータ・パケットあるいは前記第1のリソースの割当を維持させる1又は複数
のパケットを送信しないことによって、前記第1のリソースの割当が終了し、
　前記第２のデータ・パケットあるいは前記第２のリソースの割当を維持させる１又は複
数のパケットを送信しないことによって、前記第２のリソースの割当が終了する請求項７
または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１または第２のリソースでデータを処理している間にパケット誤りが発生したと
判定した後、対応するリソースを再割当することを更に備える請求項７または８に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記第１のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケット、および、前記第２のリ
ソースの割当を維持させる１又は複数のパケットはそれぞれ、1又は複数の消去記号パケ
ットを含み、前記消去記号パケットは、送信することが可能なその他のデータ・パケット
が存在しない場合、対応するリソースを使用して送信される請求項７または８に記載の方
法。
【請求項１２】
　利用可能なリソースに基づいて消去可能パケットの長さを選択することを含む請求項７
または８に記載の方法。
【請求項１３】
　スケジュールされたデータ送信システムにおいて複数のリソースの割当を管理するよう
に構成された装置であって、
　データ・パケットを送信するためのリソースの割当を受信するための受信機と、
　前記リソースを使用して、前記データ・パケットの送信をサポートする送信機と、ここ
で、前記複数のリソースは、第１のリソースおよび第２のリソースを含み、前記複数のリ
ソースの割当は、第１のデータ・パケットを送信するための第１のリソースの割当と、第
２のデータ・パケットを送信するための第２のリソースの割当とを含み、前記第１のリソ
ースは、前記第１のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケットの送信後、利用可
能であり続け、前記第２のリソースは、前記第２のリソースの割当を維持させる１又は複
数のパケットの送信後、利用可能であり続け
　消去記号パケットを予め定めたしきい値よりも低い送信電力で送信した後に、前記第１
のリソースまたは前記第２のリソースの割当を解除するプロセッサと、



(16) JP 2012-142970 A 2012.7.26

を備える装置。
【請求項１４】
　スケジュールされたデータ送信システムにおいて複数のリソースの割当を管理するよう
に構成された装置であって、
　データ・パケットを送信するためのリソースの割当を受信するための受信機と、
　前記リソースを使用して、前記データ・パケットの送信をサポートする送信機と、ここ
で、前記複数のリソースは、第１のリソースおよび第２のリソースを含み、前記複数のリ
ソースの割当は、前記第1のリソースおよび前記第２のリソースの割当を含み、前記第１
のリソースは、前記第１のリソースの割当を維持させる１又は複数のパケットの送信後、
利用可能であり続け、前記第２のリソースは、前記第１のリソースおよび前記第２のリソ
ースの割当を維持させる１又は複数のパケットの送信後、利用可能であり続け、
　消去記号パケットを予め定めたしきい値よりも低い送信電力で送信した後に、前記第１
のリソースまたは前記第２のリソースの割当を解除するプロセッサと、
を備える装置。
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