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(57)【要約】
データパケットを用いてデータを伝送する方法は、デー
タパケットのデータ部を２以上のデータセグメントに分
割する工程を含み、各セグメントは対応するチェック部
を有する。データパケットは、２以上の論理通信チャン
ネル上で伝送することもできる。第１の通信チャネルに
おけるデータ部の順序は、第２の通信チャネルにおける
データ部の順序と異なっていてもよい。同一の又は異な
るチェック部を、各々のデータ部に付与してもよい。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及びデータ部に関連するパケット
チェック部を有するデータパケットを伝送するデータを伝送するための方法であって、
　該方法が、
　データ部を、データ部の各部に関連する第１及び第２のデータセグメントにセグメント
化する工程と、
　該第１及び第２のデータセグメントの各々に関連する第１及び第２のセグメントチェッ
ク部を提供する工程と、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第１及び第２のセグメントチェック部が、前記第１及び第２のデータセグメントの
各々の内容に応じて生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１及び第２のセグメントチェック部が、各々の第１及び第２のエラーチェックア
ルゴリズムを用いて生成される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１及び第２のアルゴリズムが異なる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１及び第２のアルゴリズムが実質的に同一である、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記データパケットによって運ばれるデータが、複数の通信チャンネル上を伝送される
、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　関連するデータパケット中の伝送されるデータセグメントの順序が、通信チャンネル間
で異なる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記データパケット内のデータの順序がランダム化される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　第１及び第２チャンネルからの第１及び第２のデータセグメントを用いてデータ部を再
構成する工程をさらに含む、請求項６～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　最初の伝送工程からの第１のデータセグメント、及び再伝送工程からの第２のデータセ
グメントを用いてデータ部を再構成する工程をさらに含む、請求項１～８のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法の工程が、ＯＳＩ階層モデルの第２層レベルに関連する、請求項１～１０のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及びデータ部に関連するパケット
チェック部、を有するデータパケットを伝送及び／又は受信する通信システムに用いる装
置であって、
　該装置は、データ部の各部に関連する第１及び第２のデータセグメントを含むデータ部
、並びに、該第１及び第２のデータセグメントの各々に関連する第１及び第２のセグメン
トチェック部、を伝送及び／又は受信するように適応する装置。
【請求項１３】
　前記第１及び第２のセグメントチェック部を、前記第１及び第２のデータセグメントの
各々の内容に応じて生成する手段をさらに含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１及び第２のセグメントチェック部を生成する手段が、各々の第１及び第２のエ
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ラーチェックアルゴリズムを生成する手段を含む、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１及び第２のセグメントチェック部を生成する手段が、異なる第１及び第２のエ
ラーチェックアルゴリズムを生成するように適応する、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１及び第２のセグメントチェック部を生成する手段が、実質的に同一である第１
及び第２のエラーチェックアルゴリズムを生成するように適応する、請求項１５に記載の
装置。
【請求項１７】
　前記データパケットによって運ばれるデータが、複数の通信チャンネル上を伝送される
、請求項１２～１６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記関連するデータパケット中の伝送されるデータセグメントの順序が、通信チャンネ
ル間で異なる、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記データパケットの各データセグメント内のデータの順序をランダム化する手段をさ
らに含む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　第１及び第２のチャンネルからの第１及び第２のデータセグメントを用いてデータ部を
再構成する手段をさらに含む、請求項１７～１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
　最初の伝送工程からの第１のデータセグメント、及び再伝送工程からの第２のデータセ
グメントを用いてデータ部を再構成する手段をさらに含む、請求項１２～１９のいずれか
１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、通信システム及び方法に関し、詳細には、例えば、超広帯域無線通信システム
及び方法などの、パケットベースの通信システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超広帯域無線は、３．１～１０．６ＧＨｚという非常に広い周波数帯域にわたってデジ
タルデータを伝送する無線技術である。ＲＦエネルギーを広い帯域幅にわたって拡散する
ことにより、伝送信号は、従来の周波数選択型のＲＦ技術では事実上検出することができ
ない。しかしながら、伝送電力が低いことにより、通信距離が通常１０～１５メートル未
満に限られてしまう。
【０００３】
　ＵＷＢには、ＵＷＢ特性を有するパルス波形から信号を構築する時間領域法（time‐do
main approach）、及び、従来のＦＦＴベースの直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を複数
の（周波数）帯域に用いてＭＢ－ＯＦＤＭとする周波数領域変調法（frequency‐domain
modulation approach）の２種類の方法がある。これらのＵＷＢ方法は、いずれも周波数
スペクトル内の非常に広い帯域幅を有効範囲とするスペクトル成分を発生させるもので、
従って超広帯域という用語になるのだが、その帯域幅は、中心周波数の２０パーセント超
、通常は少なくとも５００ＭＨｚを占める。
【０００４】
　このような超広帯域の特性は、非常に広い帯域幅と相まって、ＵＷＢが、家庭又は職場
環境における高速無線通信を提供する理想的な技術であることを意味しており、その環境
では、通信機器が互いに２０ｍの範囲内にある。
【０００５】
　図１は、超広帯域通信用マルチバンド直交周波数分割多重（ＭＢ－ＯＦＤＭ）システム
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における周波数帯域の配置を示す。ＭＢ－ＯＦＤＭシステムは、各々５２８ＭＨｚである
１４のサブバンドを含み、アクセス方式として、サブバンド間を３１２ｎｓ毎にホッピン
グする周波数を用いる。各サブバンド内では、ＯＦＤＭ、及びＱＰＳＫ又はＤＣＭコーデ
ィングを用いてデータが伝送される。およそ５ＧＨｚ、現在５．１～５．８ＧＨｚのサブ
バンドが、例えば、８０２．１１ａ無線ＬＡＮシステム、警備機関の通信システム、又は
航空業界などの既存の狭帯域システムへの干渉を避けるために未使用で残されていること
に注意を要す。
【０００６】
　１４のサブバンドは、５つのバンドグループで構成されており、４つのバンドグループ
は５２８ＭＨｚのサブバンドを３個有し、１つのバンドグループが５２８ＭＨｚのサブバ
ンドを２個有す。図１に示すように、第一のバンドグループは、サブバンド１、サブバン
ド２、及びサブバンド３を含む。ＵＷＢシステムの一つの例では、バンドグループのサブ
バンド間をホッピングする周波数を使用し、それによって、第１のデータシンボルは、バ
ンドグループの第１の周波数サブバンド内の１の３１２．５ｎｓの長さの時間間隔内で伝
送され、第２のデータシンボルは、バンドグループの第２の周波数サブバンド内の第２の
３１２．５ｎｓの長さの時間間隔内で伝送され、第３のデータシンボルは、バンドグルー
プの第３の周波数サブバンド内の第３の３１２．５ｎｓの長さの時間間隔内で伝送される
。従って、各時間間隔の間、データシンボルは、例えば、３９６０ＭＨｚを中心周波数と
する５２８ＭＨｚのベースバンド信号を有するサブバンド２など、５２８ＭＨｚの帯域幅
を有する各々のサブバンド内で伝送される。
【０００７】
　このような超広帯域の技術的特性は、これが、データ通信の分野でのアプリケーション
に採用されつつあることを意味している。例えば、以下の環境において、ケーブルの代替
に焦点を合わせた種々のアプリケーションが存在する。
　－ＰＣとその周辺機器、すなわち、ハードディスクドライブ、ＣＤライター、プリンタ
ー、スキャナー、などの外部装置との間の通信
　－テレビ、無線手段で接続するデバイス、ワイヤレススピーカー、などのホームエンタ
ーテイメント
　－携帯デバイスとＰＣの間の通信、例えば、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルカメラ、ＭＰ
３プレイヤー、など
【０００８】
　超広帯域通信システムでは、通信シグナルは、データパケットの形で送信基地局及び受
信基地局間を伝送される。各々のデータパケットには、へッダー部、データ部（すなわち
「ペイロード」）、及び、通常は巡回冗長チェック（ＣＲＣ）に基づくエラーチェック部
が含まれる。ペイロードは、送信機から受信機へ送信されるデータに関連している。
【０００９】
　添付図面中の図２（例示目的のみ）は、シンプルな無線通信システム２０を示し、ここ
で、送信機２２が受信機２４へ信号を伝送する。多くのシステムにおいて、送信機２２と
受信機２４との間の伝送のために、多重チャンネル２６、２７が用いられる。ＵＷＢシス
テム、特に、ＭＢ－ＯＦＤＭシステムに関しては、物理チャンネルは、時間周波数コーデ
ィング（Time Frequency Coding）（ＴＦＣ）によって定義される。ＴＦＣでは、時間周
波数インターリービング（ＴＦＩ）及び固定周波数インターリービング（ＦＦＩ）の２種
類の方法が通常使用される。バンドグループ１～４の各々においては、（４×）ＴＦＩ及
び（３×）ＦＦＩ　ＴＦＣを用いて、各バンドグループにつき７つの物理チャンネルが提
供される。バンドグループ５では、ＦＦＩ技術が用いられ、さらに２つの物理チャンネル
が提供される。従って、図１に示すＭＢ－ＯＦＤＭシステムは、３０の物理チャネルを含
むことになる。多くの無線通信システムでは、データロスを最小限に抑えるための単一の
ユーザ向け基本的ソリューションにおいて、複数の物理チャネルを用いたデータ伝送が行
われる。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　既存の通信システムでは、受信するデータパケットがエラーを含む場合拒絶され、結果
、そのパケットは失われ、再送の必要が生ずる。従って、このような通信システムでは、
システムのサービスの質を向上させるために、失われるデータパケット数を最小限に抑え
ることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態は、データパケットをセグメント化し、受信したセグメントからデー
タパケットを再構成する方法を提供する。データパケットセグメントは、通信システムの
各チャンネル上で送信することができ、従って、本発明によれば、データパケットセグメ
ントがエラーであっても、データパケットの再構成が可能となる。
【００１２】
　本発明の一つの側面によれば、ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及
び該データ部に関連するパケットチェック部、を含むデータパケットを伝送するデータを
伝送するための方法が提供され、該方法は、データ部を、データ部の各部に関連する第１
及び第２のデータセグメントにセグメント化する工程、及び該第１及び第２のデータセグ
メントの各々に関連する第１及び第２のセグメントチェック部を提供する工程、とを含む
。
【００１３】
　別の側面によれば、ヘッダー部、伝送されるデータに関連するデータ部、及び該データ
部に関連するパケットチェック部、を含むデータパケットを伝送及び／又は受信する通信
システムに用いるための装置が提供される。該装置は、データ部の各部に関連する第１及
び第２のデータセグメントを含むデータ部、並びに該第１及び第２のデータセグメントの
各々に関連する第１及び第２のセグメントチェック部を伝送及び／又は受信するのに適応
する。
【００１４】
　本発明をよりよく理解するために、また、本発明を実施する方法をより明確に示すため
に、例示目的のみで添付図面について述べる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】マルチバンドＯＦＤＭアライアンス（ＭＢＯＡ）承認のＭＢ‐ＯＦＤＭシステム
の周波数スペクトルを示す。
【図２】通信システムの概略図である。
【図３】本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットを示す。
【図４】本発明の一つの側面を具体化した方法における工程を示すフローチャートである
。
【図５】本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示
す。
【図６】本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示
す。
【図７】本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示
す。
【図８】本発明を具体化したシステムに使用するためのデータパケットのさらなる例を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下で説明する好適な実施形態が、超広帯域通信システムに関連してなされていること
に注意を要す。しかしながら、本発明は、パケットベースの他の通信システムにも用いる
ことができる。
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【００１７】
　上述のように、図２は、データパケットを、送信機２２から受信機２４へチャネル２６
及び２７上で伝送する典型的な通信システムを示す。
【００１８】
　ＵＷＢシステムに関しては、物理層サービスデータユニット（すなわち、ＰＨＹサービ
スデータユニット―ＰＳＤＵ）がコード化され、デバイス間を物理チャンネル上で伝送さ
れる。媒体アクセス制御サービスデータユニット（すなわち、ＭＡＣサービスデータユニ
ット‐ＭＤＳＵ）は、ＰＳＤＵ内のＭＡＣエンティティ間を転送される。各ＭＳＤＵは、
ＭＳＤＵヘッダーのフレーム制御部に、配信識別情報（Ｉｄ）を有する。配信Ｉｄを用い
て、ユーザ優先度（ＰＣＡスキームを用いた非同期データ転送に対して）又はストリーム
インデックス（Stream Index）（ＤＲＰスキームを用いた同期データ転送に対して）が定
義される。
【００１９】
　ＯＳＩ階層モデル及び論理リンク制御（ＬＬＣ）として知られるエンティティが考慮さ
れる場合、ＭＡＣは、データリンク層を提供し、論理リンク制御部は、リンクＱｏＳの要
求に基づき、複数の上位層プロトコルエンティティのＭＡＣ　ＭＳＤＵインターフェイス
へのアクセスを許可する多重化／逆多重化インターフェイスを提供する。
【００２０】
　論理リンク（ストリームインデックスによって決定される）は、本発明で取り上げるパ
ケットデータユニット（ＰＤＵ）のデータパスレベルを定義する。従って、本技術が、標
準的なＯＳＩ参照モデルにおけるデータリンク層（ＭＡＣ）におけるデータフレーム処理
に関連していないことは当然である。そうではなく、以下で述べる技術は、ＯＳＩ参照モ
デルの第２層において用いるように構成される。
【００２１】
　図３は、本発明の一つの側面によるデータパケット構造、例えば、データリンク層（Ｍ
ＡＣ）によって受信されたものなど、を示す。このデータパケット３００は、ヘッダー部
３０１、伝送されるデータに関連するデータ部（ペイロード）３０２、及びエラーチェッ
ク部（巡回冗長チェック－ＣＲＣ）３１１を含む。
【００２２】
　既存の技術と同様に、ヘッダー部３０１は、データパケットの情報を含んでおり、通信
システムを通してデータパケットを正しく伝送することができる。ヘッダー部３０１は、
データパケットのサイズ等に関連する情報なども含んでいる。エラーチェック部３１１は
、周知の技術に従って、巡回冗長チェックなどの適切なチェックデジットデータ、あるい
は他のエラー訂正データを含む。
【００２３】
　本発明の実施形態において使用するデータパケット中のデータ部３０２は、送信機から
受信機へ伝送されるデータを含む第１及び第２のデータセグメント３０３、３０７を含む
。第１及び第２のデータセグメント３０３、３０７は、各々関連するセグメントチェック
部３０５及び３０９を有する。セグメントチェック部は、関連するセグメントに対するチ
ェックデータを含み、これにより、本発明の実施形態は、関連するデータセグメントの完
全性を確認することが可能となる。チャンネル特性が良くないこと、例えば、干渉や信号
の品質など、に起因する伝送エラーによる不慮の変化から保護するためにデータ完全性保
護が提供される。ＣＲＣ技術が異なれば、実装の複雑さ（最も一般的には、デジタルハー
ドウェアにおいて）及び保護のレベルが異なる。ＨＣＳにおけるＰＨＹ及びＭＡＣヘッダ
ーの保護に用いられる、数多くの業界規定の技術が存在する（例えば、ＣＣＩＴＴ　ＣＲ
Ｃ－１６）（欧州電子計算機工業会標準ＥＣＭＡ‐３６８を参照のこと）。他の一般的な
データ完全性技術には、ＣＲＣ－７及びＣＲＣ－３２（イーサネット（登録商標）に用い
られる）がある。本発明が、これらの技術のいずれとも用いることができ、あるいは、実
にこれらの技術のいかなる組み合わせとも用いることができるのは当然である。
【００２４】
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　図３に示す実施形態によれば、第１のデータセグメント３０３に関連するセグメントチ
ェック部３０５、すなわち、Ｒ１、は、第２のデータセグメント３０７に関連するセグメ
ントチェック部３０９、すなわち、Ｒ２、と異なる。あるいは、第１のセグメントチェッ
ク部３０５は、第２のセグメントチェック部３０９と同一にしてもよい。
【００２５】
　本発明によるデータパケットが、２以上のデータセグメント及び関連するセグメントチ
ェック部を有することができるのは当然である。また、セグメントの長さが、同一であっ
てもよく、又はセグメントによって異なってもよいことは当然である。
【００２６】
　ヘッダー部３０１は、データセグメントの数及び長さに関する情報を含む。
【００２７】
　図４は、本発明の一つの側面を具体化した方法における工程を示しており、工程４００
から開始する。工程４０１において、データパケットがチャンネル「ｎ」に対して受信さ
れる。受信されたデータパケットの第１のセグメントに関するエラーチェックが行われ（
工程４０２及び４０４）、セグメントがエラーであることが分かった場合は、該セグメン
トは破棄され、次のセグメントがチェックされる。しかし、第１のセグメントのエラーチ
ェックにより許容可能であることが分かった場合は、第一のセグメントは蓄積され、第２
のセグメントのエラーチェックが行われる（工程４０５、４０６）。このプロセスが、受
信されたデータパケット内のすべてのセグメントに対して繰り返される（工程４０６）。
さらに、このプロセスは、使用可能なすべてのチャンネルに対して繰り返される（工程４
０７、４０８、及び４０９）。
【００２８】
　上述の技術が、各データパケットセグメントに対して異なるエラーチェックアルゴリズ
ムを使用することができる「保護の多様性（protection diversity）」を提供することは
当然である。これにより、データパケット内において異なるエラーチェック部が伝送され
る結果となる。良好なセグメントが受信された場合、その良好なセグメントは蓄積され、
再伝送が要求され、そして、続いて受信される良好なパケットと対応させることができる
。あるいは、十分な帯域幅が使用可能である場合は、パケットを複数のＭＡＣサービスデ
ータユニット（ＭＳＤＵ）上で伝送し、すなわち、再伝送の必要性を回避し、それにより
、良好なセグメントを次の良好なＭＳＤＵの残りと組み合わせることによって良好な完全
なパケットを再構成することができる。
【００２９】
　例えば、ビデオストリーミングやオーディオストリーミングなど、のアイソクロナスア
プリケーションにおいては、部分的に損なわれただけの状態で受信された場合には、ペイ
ロード全体を廃棄せずに、最後の良好なセグメントを繰り返すことも可能である。不良セ
グメントを「ブランク」とするように決定することも可能である（それまでの不良セグメ
ントの数及びアプリケーションの感度による）。これらの技術はすべて、干渉又はパケッ
トの損傷のユーザに知覚される影響を低減するという効果を有する。
【００３０】
　本発明のさらなる側面によると、上述のセグメント化技術は、例えば、データリンク層
（ＭＡＣ）などからのエラーのないデータパケット配信の可能性を向上させるために、複
数の論理チャンネルと組み合わせて用いられる。すなわち、保護の可能性を強化するため
に、データパケット内のデータを２つの別個のデータパケットで送信することができ、各
々のデータパケットは、その中のデータセグメントに対するセグメントチェックアルゴリ
ズムの組み合わせを利用する。上述のように、セグメント化されたペイロードを用いる場
合、従って、以下でより詳細に述べるように、他の形の保護及びエラー訂正をこの技術の
中に組み込むことが可能である。
【００３１】
　図５は、第１のパケット５００１が、ヘッダー部５０１１、第１のデータセグメント５
０３１、第１のセグメントチェック部５０５１、第２のデータセグメント５０７１、第２
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のセグメントチェック部５０９１、及び冗長チェック部５１１１を有する一例を示す。第
２のデータパケット５００２は、同様のヘッダー部、データ部、及びエラーチェック部を
有する。各データパケットは、データの第２の部分ＳＥＧ２より先にデータの第１の部分
ＳＥＧ１を伝送する。しかし、図示した例では、第１のパケット５００１のセグメントチ
ェック部５０５１、５０９１の配置は、以下に示すように、第２のパケット５００２のセ
グメントチェック部５０５２及び５０９２の配置と異なっている。
【００３２】
　第１のパケット５００１では、第１のデータセグメント５０３１に対するセグメントチ
ェック部５０５１は、エラーチェックアルゴリズム「Ｒ１」を含む。しかし、第２のパケ
ット５００２では、第１のデータセグメント５０３２に対するセグメントチェック部５０
５２は、エラーチェックアルゴリズム「Ｒ２」を含む。同様に、第１のパケット５００１
では、第２のデータセグメント５０７１に対するセグメントチェック部５０９１は、エラ
ーチェックアルゴリズム「Ｒ２」を含み、一方、第２のパケット５００２では、第２のデ
ータセグメント５０７２に対するセグメントチェック部５０９２は、エラーチェックアル
ゴリズム「Ｒ１」を含む。
【００３３】
　エラーチェックアルゴリズムを挿入する、又は各々のデータセグメントと交換する方法
が、受信機においてエラーのないパケットを回復することができる可能性を高めることに
なることは当然である。これは、第１のパケット５００１内の第１のデータセグメントＳ
ＥＧ１の検出不全を、第２のデータパケット５００２からデータＳＥＧ１を回復する能力
によって補うことができることによるものであり、第２のデータセグメントＳＥＧ２に対
しても同様である。
【００３４】
　図６は、データパケット内でデータ部ＳＥＧ１とＳＥＧ２の出現する順序が２つのチャ
ンネル６００１及び６００２で異なるさらなる例を示す。第１のデータパケット６００１
では、第１のデータセグメント６０３１に対するデータ（すなわち、ＳＥＧ１）は、第２
のデータセグメント６０７１に対するデータ（すなわち、ＳＥＧ２）より先に出現する。
一方、第２のパケット６００２では、第２のデータセグメントＳＥＧ２が、第１のデータ
セグメントＳＥＧ１より先に出現する。図６に示す例では、セグメントチェック部６０５
１、６０９１、６０５２、６０９２の各々は、同じエラーチェックアルゴリズム「Ｒ１」
を含むように示されている。しかし、他の組み合わせも用いることが可能であるのは当然
である。
【００３５】
　例えば、セグメントチェック部６０５１及び６０９２が、エラーチェックアルゴリズム
「Ｒ１」を含み、一方、セグメントチェック部６０５２及び６０９１がエラーチェックア
ルゴリズム「Ｒ２」を含んでもよく、又はその逆であってもよい。あるいは、セグメント
チェック部６０５１及び６０９１が、エラーチェックアルゴリズム「Ｒ１」を含み、一方
、セグメントチェック部６０５２及び６０９２がエラーチェックアルゴリズム「Ｒ２」を
含んでよく、又はその逆であってもよい。当業者であれば分かるように、さらなる組み合
わせも可能である。
【００３６】
　図７は、第１のパケット７００１が、ヘッダー部７０１１、第１のデータセグメント７
０３１、第１のセグメントチェック部７０５１、第２のデータセグメント７０７１、第２
のセグメントチェック部７０９１、及び冗長チェック部７１１１、を有するさらなる例を
示す。第２のデータパケット７００２は、同様のヘッダー部、データ部、及びエラーチェ
ック部を有する。２つのチャンネル７００１及び７００２上を伝送されるパケットは以下
の点で異なっている。すなわち、第１のデータパケット７００１では、データの第１の部
分ＳＥＧ１が、第１のデータセグメント７０３１内及び第２のデータセグメント７０７１
内に出現し、一方、第２のパケット７００２は、第１のデータセグメント７０３２及び第
２のデータセグメント７０７２内に出現するデータの第２の部分ＳＥＧ２を含んでいる。
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【００３７】
　図７に示す例では、セグメントチェック部７０５１、７０９１、７０５２、７０９２の
各々は、同じエラーチェックアルゴリズム「Ｒ１」を含むように示されている。しかし、
上述のように、その他の組み合わせも用いることができるのは当然である。例えば、セグ
メントチェック部７０５１及び７０９２がエラーチェックアルゴリズム「Ｒ１」を含み、
一方、セグメントチェック部７０５２及び７０９１がエラーチェックアルゴリズム「Ｒ２
」を含んでもよく、その逆も同様である。あるいは、セグメントチェック部７０５１及び
７０９１が、エラーチェックアルゴリズム「Ｒ１」を含み、一方、セグメントチェック部
７０５２及び７０９２が、エラーチェックアルゴリズム「Ｒ２」を含んでもよく、その逆
も同様である。ここでも、さらなる組み合わせが可能であることは当然である。
【００３８】
　従って、データセグメントの内容は、種々の論理チャンネルにおいて受信されたデータ
パケット内の様々な位置に存在することができる。このことも、やはり、データをエラー
のない状態で取得する機会を増加させる。
【００３９】
　上述の時間ダイバーシティ技術に対する機能強化は、各論理チャンネル上のデータパケ
ットのデータ部内にあるセグメントデータの位置をランダム化することである。例えば、
図８は、ヘッダー部８０１１、データセグメント８０３１、及びチェック部８１１１を有
する第１のパケット８００１を示す。第２のパケット８００２は、ヘッダー部８０１２、
データセグメント８０３２、及びチェック部８１１２を含む。第１のパケット８００１の
データセグメント８０３１内のデータＳＥＧ１と、第２のパケット８００２のデータセグ
メント８０３２内のデータＳＥＧ１＊とは異なっており、データＳＥＧ１＊が第１のデー
タセグメント８０３１内のデータと比べてランダム化される。すなわち、ＳＥＧ１＊内の
データビットの順序が、ＳＥＧ１内のデータビットの順序と比べて変更される。本実施形
態では、受信したデータパケットからデータのランダム化された順序を回復するためのア
ルゴリズムが必要である。本発明の本側面において、数多くの公知のランダム化技術のい
ずれをも用いることができるのは当然である。
【００４０】
　上述の本発明が、データ完全性及びリンク耐性（link resistance）を向上させ、それ
によって、サービスの質の向上及びＲＦ干渉に対する高度の耐性を提供するのは当然であ
る。上述の技術は、伝送電力が大きく制限されるＵＷＢ通信システムにおいて特に有利で
あるが、これに限定されるものではない。
【００４１】
　本発明によるデータパケットは、複数の論理チャンネル上で受信されたＰＤＵがすべて
エラーを含む可能性がある場合に、受信機がエラーのないＰＤＵを選択して再構成できる
ことにより、データ完全性及びサービスの質を向上させる。
【００４２】
　パケットデータを伝送する改良された方法を提供することに加えて、本発明は、通信シ
ステムに用いる改良された装置をも提供する。
【００４３】
　上述のように、好適な実施形態に関連して述べた技術は、ＯＳＩ階層モデルの第２層レ
ベルで用いることが意図されている。
【００４４】
　上述の実施形態は、本発明を説明するものであって、限定するものではないこと、及び
、当業者であれば、添付の特許請求の範囲の要旨を逸脱しない範囲で、他の多くの実施形
態を設計することが可能であるということ、に注意を要する。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉ
ｎｇ）」という単語は、特許請求の範囲に記載のもの以外の要素や工程の存在を除外する
ものではなく、「１の（ａ）」又は「１の（ａｎ）」は、複数を除外するものではない。
特許請求の範囲内のいずれの引用符号も、その範囲を限定するように解釈してはならない
。
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