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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基底帯域を処理し、少なくとも２つの無線周波数（ＲＦ）装置とインターフェースする
ディジタル装置のイーサネットデータを送信する方法であって、
　無線フレームの第１のサブチャネルで制御及び管理データのための、２以上のイーサネ
ットチャネルの位置情報を設定するステップと、
　前記位置情報に基づいて前記無線フレームの第２のサブチャネルで前記２以上のイーサ
ネットチャネルをそれぞれ割り当てるステップと、
　前記無線フレームを前記少なくとも２つのＲＦ装置のそれぞれに送信するステップとを
有する
　ことを特徴とするイーサネットデータを送信する方法。
【請求項２】
　前記イーサネットチャネルを割り当てるステップは、前記第２のサブチャネルで前記少
なくとも２つのＲＦ装置のための前記２以上のイーサネットチャネルを割り当てるステッ
プと、前記割り当てられた２以上のイーサネットチャネルを多重化するステップとを有す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　基底帯域を処理し、少なくとも２つの無線周波数（ＲＦ）装置とインターフェースする
ことによりイーサネットデータを送信するディジタル装置（ＤＵ）であって、
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　無線フレームの第１のサブチャネルで制御及び管理データのための、２以上のイーサネ
ットチャネルの位置情報を設定する制御部と、
　前記位置情報に基づいて前記無線フレームの第２のサブチャネルで前記２以上のイーサ
ネットチャネルをそれぞれ割り当て、前記少なくとも２つのＲＦ装置のそれぞれに前記無
線フレームを送信するイーサネットインターフェースモジュールとを有する
　ことを特徴とするディジタル装置。
【請求項４】
　前記イーサネットインターフェースモジュールは、前記第２のサブチャネルで前記少な
くとも２つのＲＦ装置のための前記２以上のイーサネットチャネルを割り当て、前記割り
当てられた２以上のイーサネットチャネルを多重化することにより前記イーサネットチャ
ネルを割り当てる
　ことを特徴とする請求項３に記載のディジタル装置。
【請求項５】
　前記無線フレームは、コモンパブリック無線インターフェース（ＣＰＲＩ）無線フレー
ムである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線フレームは、コモンパブリック無線インターフェース（ＣＰＲＩ）無線フレー
ムである
　ことを特徴とする請求項３に記載のディジタル装置。
【請求項７】
　前記無線フレームは、コモンパブリック無線インターフェース（ＣＰＲＩ）無線フレー
ムであり、
　前記第１のサブチャネルは、ベンダー特定サブチャネルである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記無線フレームは、コモンパブリック無線インターフェース（ＣＰＲＩ）無線フレー
ムであり、
　前記第１のサブチャネルは、ベンダー特定サブチャネルである
　ことを特徴とする請求項３に記載のディジタル装置。
【請求項９】
　前記位置情報は、前記無線フレームの第２のサブチャネルを前記２以上のイーサネット
チャネルに区分するためのイーサネット開始ポインタ及びイーサネット終了ポインタの情
報である
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記位置情報は、前記無線フレームの第２のサブチャネルを前記２以上のイーサネット
チャネルに区分するためのイーサネット開始ポインタ及びイーサネット終了ポインタの情
報である
　ことを特徴とする請求項３に記載のディジタル装置。
【請求項１１】
　前記ＲＦ装置は、遠隔ＲＦ装置（ＲＲＵ）である
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＲＦ装置は、遠隔ＲＦ装置（ＲＲＵ）である
　ことを特徴とする請求項３に記載のディジタル装置。
【請求項１３】
　ＣＰＲＩリンクに割り当てられた１つのイーサネットチャネルは、ＲＲＵのレイアウト
形状に従って複数のイーサネットチャネルに分割される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項１４】
　ＣＰＲＩリンクに割り当てられた１つのイーサネットチャネルは、ＲＲＵのレイアウト
形状に従って複数のイーサネットチャネルに分割される
　ことを特徴とする請求項３に記載のディジタル装置。
【請求項１５】
　無線信号を処理し、ディジタル装置（ＤＵ）とインターフェースする無線周波数（ＲＦ
）装置のイーサネットデータを受信する方法であって、
　前記ディジタル装置から無線フレームを受信するステップと、
　前記無線フレームのサブチャネルで設定された、制御及び管理データのための、２以上
のイーサネットチャネルそれぞれの位置情報から前記無線周波数装置に割り当てられたイ
ーサネットチャネルの位置情報を検出するステップと、
　前記検出された位置情報で示されるイーサネットチャネルに基づいてイーサネットデー
タを検出するステップとを有する
　ことを特徴とするイーサネットデータを受信する方法。
【請求項１６】
　前記ディジタル装置から前記無線フレームを受信するステップは、
　前記ディジタル装置からデータストリームを受信するステップと、
　前記受信されたデータストリームを逆多重化するステップとを有する
　ことを特徴とする請求項１５に記載のイーサネットデータを受信する方法。
【請求項１７】
　無線信号を処理し、ディジタル装置（ＤＵ）とインターフェースすることによりイーサ
ネットデータを受信する無線周波数（ＲＦ）装置であって、
　前記ディジタル装置から無線フレームを受信し、前記無線フレームのサブチャネルで設
定された、制御及び管理データのための、２以上のイーサネットチャネルそれぞれの位置
情報から前記無線周波数装置に割り当てられたイーサネットチャネルの位置情報を検出し
、前記検出された位置情報で示されるイーサネットチャネルに基づいてイーサネットデー
タを検出するイーサネットインターフェースモジュールを有する
　ことを特徴とする無線周波数装置。
【請求項１８】
　前記イーサネットインターフェースモジュールは、前記ディジタル装置からデータスト
リームを受信し、前記受信されたデータストリームを逆多重化する
　ことを特徴とする請求項１７に記載の無線周波数装置。
【請求項１９】
　前記無線フレームは　コモンパブリック無線インターフェース（ＣＰＲＩ）無線フレー
ムを有する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記無線フレームは　コモンパブリック無線インターフェース（ＣＰＲＩ）無線フレー
ムを有する
　ことを特徴とする請求項１７に記載の無線周波数装置。
【請求項２１】
　前記検出された位置情報は、前記無線フレームで前記無線周波数装置に割り当てられた
イーサネットチャネルの位置を示すイーサネット開始ポインタ及びイーサネット終了ポイ
ンタに関する情報を有する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記検出された位置情報は、前記無線フレームで前記無線周波数装置に割り当てられた
イーサネットチャネルの位置を示すイーサネット開始ポインタ及びイーサネット終了ポイ
ンタに関する情報を有する
　ことを特徴とする請求項１７に記載の無線周波数装置。
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【請求項２３】
　前記無線周波数装置は、遠隔無線周波数装置（ＲＲＵ）である
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記無線周波数装置は、遠隔無線周波数装置（ＲＲＵ）である
　ことを特徴とする請求項１７に記載の無線周波数装置。
【請求項２５】
　ＣＰＲＩリンクに割り当てられた１つのイーサネットチャネルは、ＲＲＵのレイアウト
形状に従って複数のイーサネットチャネルに分割される
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２６】
　ＣＰＲＩリンクに割り当てられた１つのイーサネットチャネルは、ＲＲＵのレイアウト
形状に従って複数のイーサネットチャネルに分割される
　ことを特徴とする請求項１７に記載の無線周波数装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおけるデータを送受信する方法及び装置に関し、特に、
基地局（すなわち、Ｎｏｄｅ　Ｂ）を構成するディジタル装置（ＤＵ）と無線周波数（Ｒ
Ｆ）装置（ＲＵ）との間のイーサネット(登録商標)データを送受信する方法及びその装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信システムは、様々なサービス品質（Quality of Service：以下、“Ｑｏ
Ｓ”と称する）を有する高速のサービスをユーザに提供するための活発な研究が進んでい
る。特に、無線通信システムにおいて、ローカルエリアネットワーク（Local Area Netwo
rk：以下、“ＬＡＮ”と称する）システム及びメトロポリタンエリアネットワーク（Metr
opolitan Area Network：以下、“ＭＡＮ”と称する）システムのような広帯域無線接続
通信システムに対して移動性（mobility）及びＱｏＳを保証する形態で高速サービスをサ
ポートするようにする研究が活発に進んでいる。
【０００３】
　一方、無線通信システムをサポートする基地局は、基底帯域（Baseband）を処理するデ
ィジタル装置（Digital Unit：以下、“ＤＵ”と称する）とＲＦアナログ無線信号を処理
するＲＦ装置（RF Unit：以下、“ＲＵ”と称する）とを有する。このように、この基地
局は、１つのＤＵと少なくとも１つのＲＵとを有する。ＤＵ及び少なくとも１つのＲＵは
、１つの装置で構成するか又は一定の距離で分離して構成することができる。ＤＵから分
離されＤＵの制御を受けるＲＵは、遠隔無線周波数（ＲＦ）装置（Remote Radio Frequen
cy Unit：以下、“ＲＲＵ”と称する）と呼び、基地局は、複数のＲＲＵを１つのＤＵに
接続することにより構成することができる。この時に、１つのＤＵ及び複数のＲＲＵは、
スター（star）構造又はカスケード（cascade）構造で結合され、光ケーブルにより接続
するることができる。
【０００４】
　ＤＵ及びＲＲＵに対して、様々な通信システムの間の互換及び接続（又はインターフェ
ース）の標準化が進行中である。コモンパブリック無線インターフェース（Common Publi
c Radio Interface：以下、“ＣＰＲＩ”と称する）は、このような標準化の一例である
。
【０００５】
　ＣＰＲＩ規格に基づくＣＰＲＩリンクは、実際にアンテナを通して送受信される同相／
直交（In-phase/Quadrature：Ｉ／Ｑ）データ、制御及び管理（Control & Management：
以下、“Ｃ＆Ｍ”と称する）のための制御データ、及び同期取得のための同期データを含
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み、このデータは、送受信のために時間ドメイン（time domain）で多重化（multiplexin
g）される。
【０００６】
　１つのＤＵ及び複数のＲＲＵは、少なくとも１つのＣＰＲＩリンクを通して接続（又は
インターフェース）され、１つのＣＰＲＩリンクは、１つのＣ＆Ｍチャネルを有する。Ｃ
＆Ｍチャネルは、ＤＵが複数のＲＲＵの動作を制御し管理するためのデータを送信するた
めに割り当てられたチャネルである。Ｃ＆Ｍチャネルは、イーサネットチャネル、ハイレ
ベルデータリンク制御（High-level Data Link Control：ＨＤＬＣ）チャネル、ユニバー
サル非同期受信器／送信器（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter：ＵＡＲＴ
）チャネルなどを含むことができる。通常、イーサネットチャネルが使用される。
【０００７】
　一方、カスケードの形状で１つのＤＵに接続された複数のＲＲＵは、ＣＰＲＩリンクの
イーサネット経路を通して制御、管理されるために、複数のＲＲＵの各々は、イーサネッ
ト経路のフローを制御するためにイーサネットスイッチを有する。現在、１つのイーサネ
ットチャネルは、１つのＣＰＲＩリンクに割り当てられ、イーサネットチャネルの処理容
量は、下記表１のように物理レイヤースペックに定義されたＣＰＲＩラインビット率に従
って決定される。
【０００８】
【表１】

【０００９】
　大部分の常用システムで使用されるイーサネット送信率は、１０Ｍｂｐｓ以下である。
すなわち、Ｃ＆Ｍチャネルは、ＲＲＵの制御及び管理とリモートダウンローディングのた
めに主に使用され、これらの動作に要求される容量は１０Ｍｂｐｓ以下である。
【００１０】
　しかしながら、上述の表１に示すように、イーサネットに割り当てられたデータ処理容
量は、ＣＰＲＩラインビット率に基づいて最小２１．１２Ｍｂｐｓから最大２１１．２Ｍ
ｂｐｓに及ぶ。すなわち、Ｃ＆Ｍチャネルの動作が初期６１４．４ＭｂｐｓのＣＰＲＩラ
インビット率でサポートされる最大イーサネット送信率２１．１２Ｍｂｐｓで十分に実行
することができるが、６１４４．０ＭｂｐｓのＣＰＲＩラインビット率では、２１１．２
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Ｍｂｐｓのイーサネットチャネルが割り当てられていることを確認することができる。
【００１１】
　現在使用されている基準イーサネット送信率が１０Ｍｂｐｓであると仮定すると、６１
４．４ＭｂｐｓのＣＰＲＩラインビット率を有するイーサネット経路は、最大イーサネッ
ト送信率が２１．２Ｍｂｐｓであるので２個のＲＲＵに接続することができ、２４５７．
６ＭｂｐｓのＣＰＲＩラインビット率を有するイーサネット経路は、最大イーサネット送
信率が８４．４８Ｍｂｐｓであるので８個のＲＲＵに接続することができる。その結果、
現在のイーサネットチャネルを通したデータ送受信は、通信インフラを使用する観点で大
きい浪費をもたらす。したがって、ＣＰＲＩリンクによりサポートされるイーサネットチ
ャネルのリソース浪費を解決するための方案が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、少なくとも上述した問題点及び／又は不都合に取り組み、少なくとも
以下の便宜を提供することにある。すなわち、本発明の目的は、ディジタル装置（ＤＵ）
及び少なくとも１つの遠隔無線周波数（ＲＦ）装置（ＲＲＵ）を有する基地局で複数のイ
ーサネットポインタを使用してイーサネットデータを送受信する装置及び方法を提供する
ことにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、ディジタル装置（ＤＵ）及び少なくとも１つの遠隔ＲＦ装置（Ｒ
ＲＵ）を有する基地局で複数のイーサネットポインタを設定することにより１つのイーサ
ネットチャネルを複数のイーサネットチャネルに分割し、該分割された複数のイーサネッ
トチャネルを用いてイーサネットデータを送受信する装置及び方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記のような目的を達成するために、本発明の実施形態の一態様によれば、基底帯域を
処理し、少なくとも２つの無線周波数（ＲＦ）装置とインターフェースするディジタル装
置のイーサネットデータを送信する方法が提供される。上記方法は、無線フレームの第１
のサブチャネルで２以上のイーサネットチャネルの位置情報を設定するステップと、上記
位置情報に基づいて上記無線フレームの第２のサブチャネルで上記２以上のイーサネット
チャネルを割り当てるステップと、上記無線フレームを上記少なくとも２つのＲＦ装置に
送信するステップとを有することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、基底帯域を処理し、少なくとも２つの無線周波
数（ＲＦ）装置とインターフェースすることによりイーサネットデータを送信するディジ
タル装置（ＤＵ）が提供される。上記装置は、無線フレームの第１のサブチャネルで２以
上のイーサネットチャネルの位置情報を設定する制御部と、上記位置情報に基づいて上記
無線フレームの第２のサブチャネルで上記２以上のイーサネットチャネルを割り当て、上
記少なくとも２つのＲＦ装置に上記無線フレームを送信するイーサネットインターフェー
スモジュールとを有することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、無線信号を処理し、ディジタル装置（Ｄ
Ｕ）とインターフェースする無線周波数（ＲＦ）装置のイーサネットデータを受信する方
法を提供する。上記方法は、上記ディジタル装置から無線フレームを受信するステップと
、上記無線フレームのサブチャネルで設定された２以上のイーサネットチャネルの位置情
報から上記ＲＦ装置に割り当てられたイーサネットチャネルの位置情報を検出するステッ
プと、上記検出された位置情報で示されるイーサネットチャネルに基づいてイーサネット
データを検出するステップとを有することを特徴とする。
【００１７】
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　本発明の実施形態のさらなる他の態様によれば、無線信号を処理し、ディジタル装置（
ＤＵ）とインターフェースすることによりイーサネットデータを受信する無線周波数（Ｒ
Ｆ）装置を提供する。上記装置は、上記ディジタル装置から無線フレームを受信し、上記
無線フレームのサブチャネルで設定された２以上のイーサネットチャネルの位置情報から
上記ＲＦ装置に割り当てられたイーサネットチャネルの位置情報を検出し、上記検出され
た位置情報で示されるイーサネットチャネルに基づいてイーサネットデータを検出するイ
ーサネットインターフェースモジュールを有することを特徴とする。
【００１８】
　本発明の実施形態のさらにその他の態様によれば、基地局が提供される。上記基地局は
、無線フレームの第１のサブチャネルで２以上のイーサネットチャネルの位置情報を設定
する制御部と、上記位置情報に基づいて前記無線フレームの第２のサブチャネルで上記２
以上のイーサネットチャネルを割り当て、上記無線フレームを送信するイーサネットイン
ターフェースモジュールとを備えるディジタル装置（ＤＵ）と、少なくとも２つの無線周
波数装置（ＲＵ）とを有し、上記無線周波数装置の各々は、上記無線フレームを上記ディ
ジタル装置から受信し、上記位置情報を検出し、上記位置情報で示されるイーサネットチ
ャネルに基づいてイーサネットデータを検出するイーサネットインターフェースモジュー
ルを有する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の実施形態は、ＣＰＲＩリンクに割り当てられた１つのイーサネットチャネルを
ＲＲＵのレイアウト形状に従って複数のイーサネットチャネルに分割することによりイー
サネットチャネルの使用効率を向上させることができ、１つのイーサネットチャネルで複
数のＲＲＵのためのイーサネット経路を制御することができる。
【００２０】
　また、本発明の実施形態は、イーサネットフローを制御するために各ＲＲＵステージで
使用されるイーサネットスイッチを除去することによりシステムの経済的コストを減少さ
せ、システムの信頼度を向上させることができる。
【００２１】
　本発明の他の目的、効果、及び顕著な特徴は、添付図面が併用される本発明の実施形態
を開示する後述の詳細な説明から、当業者にとって一層明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態による基地局の構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による基地局において制御及び管理（Ｃ＆Ｍ）チャネルのイ
ンターフェース構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態によるコモンパブリック無線インターフェース（ＣＰＲＩ）
無線フレームの構成を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるハイパーフレーム（hyperframe）のサブチャネルの構
成を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態によるＣ＆Ｍチャネルのインターフェースの構成を示す図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態による複数のイーサネットポインタの設定を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による基地局でイーサネットチャネルを割り当てる手順を示
す図である。
【図８】本発明の一実施形態によるディジタル装置（ＤＵ）でイーサネットデータを送信
する過程を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態による遠隔無線周波数装置（ＲＲＵ）でイーサネットデータ
を受信する過程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範
囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するもので
あり、この理解を助けるために様々な特定の詳細を含むが、唯一つの実施形態に過ぎない
。従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な
変更及び修正が可能あるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には
明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者に良く知られている機能や構成
に関する具体的な説明は、省略する。
【００２４】
　次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく
、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って
、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形
態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでない
ことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【００２５】
　英文明細書に記載の“ａ”、“ａｎ”、及び“ｔｈｅ”、すなわち単数形は、コンテキ
スト中に特記で明示されない限り、複数形を含むことは、当業者には理解されることであ
る。したがって、例えば、“コンポーネント表面（a　component　surface）”との記載
は、１つ又は複数の表面を含む。
【００２６】
　本発明の実施形態によれば、ディジタル装置（Digital Unit：以下、“ＤＵ”と称する
）は、ベースバンド装置（BaseBand Unit：ＢＢＵ）又は無線制御部（Radio Equipment C
ontrol：ＲＥＣ）と呼ばれ、これに対応する遠隔無線周波数（ＲＦ）装置（以下、“ＲＲ
Ｕ”と称する）は、リモートラジオヘッド（Remote Radio Head：ＲＲＨ）又は無線部（R
adio Equipment：ＲＥ）と呼ばれる。
【００２７】
　本発明の実施形態は、基地局で複数のイーサネットポインタを用いてイーサネットデー
タを送受信する装置及び方法に関する。特に、本発明の実施形態は、複数のイーサネット
ポインタを設定することにより１つのイーサネットチャネルを複数のイーサネットチャネ
ルに分割し、この分割された複数のイーサネットチャネルを用いてイーサネットデータを
送受信する装置及び方法を提供する。以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態につ
いて説明する。
【００２８】
　図１は、本発明の実施形態による基地局の構成を示す図である。
【００２９】
　図１を参照すると、基地局１００は、ディジタル装置（ＤＵ）１０１と遠隔ＲＦ装置（
ＲＲＵ）１２１とを有する。ＤＵ１０１は、モデム１０３と、ネットワーク中間周波数（
Intermediate Frequency：ＩＦ）及びプロセッサ部１０２と、システムクロックを生成す
る全地球測位システム（ＧＰＳ）クロック部１０４と、ＣＰＲＩプロセッサ１０６とを有
する。ＲＲＵ１２１は、ＣＰＲＩプロセッサ１２０及び送受信装置１２２を有する。選択
的に、ＤＵ１０１及びＲＲＵ１２１は、光ケーブル（optic cable）により接続されても
よいし、他のケーブルが適用されてもよい。以下、本発明の実施形態に関連ないＤＵ１０
１及びＲＲＵ１２１の他の構成要素については説明しない。
【００３０】
　ＧＰＳクロック部１０４は、システムクロックを生成し、モデム１０３及びＣＰＲＩプ
ロセッサ１０６に入力する。モデム１０３は、ＧＰＳクロック部１０４から入力されるシ
ステムクロック及び基準クロックと同期化したＩ／Ｑサンプルデータを生成し、Ｉ／Ｑサ
ンプルデータをＣＰＲＩプロセッサ１０６に転送する。
【００３１】
　ネットワークＩＦ及びプロセッサ部１０２は、ＲＲＵ１２１の制御及び管理を行うため
のデータをＣＰＲＩプロセッサ１０６に転送する。



(9) JP 5529977 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

【００３２】
　ＤＵ１０１内のＣＰＲＩプロセッサ１０６は、ＧＰＳクロック部１０４から入力される
システムクロックにその動作を同期化し、同相／直交（In-phase/Quadrature：Ｉ／Ｑ）
データと制御及び管理（Control & Management：以下、“Ｃ＆Ｍ”と称する）データとを
ＣＰＲＩ無線フレームにマッピング（Mapping）する。ＣＰＲＩプロセッサ１０６は、Ｃ
ＰＲＩ無線フレームを所定のビットに符号化し、この符号化された無線フレームを直列化
し（Serialize）、この直列化した無線フレームをＲＲＵ１２１に送信する。
【００３３】
　ＲＲＵ１２１内のＣＰＲＩプロセッサ１２０は、ＤＵ１０１から受信された直列化した
データを並列化し（De-Serialize）、上記並列化したデータを所定のビットに復号化する
ことによりこのデータを再構成する。ＣＰＲＩプロセッサ１２０は、このデータがフレー
ムの形態で再構成されると、このフレームからＩ／Ｑデータ及びＣ＆Ｍデータを抽出し、
この抽出されたデータを送受信装置１２２に転送する。
【００３４】
　ここで、フレームの形態でデータを再構成する時に、ＣＰＲＩプロセッサ１２０は、ク
ロック及びデータ再生（Clock and Data Recovery：ＣＤＲ）機能を用いてシステムクロ
ックを抽出し、基準クロックをこのフレームの同期化及びタイミング情報から抽出する。
【００３５】
　図２は、本発明の実施形態による基地局で制御及び管理（Ｃ＆Ｍ）チャネルのインター
フェース構成を示す図である。
【００３６】
　図２を参照すると、基地局２００は、１つのＤＵ２０１と複数のＲＲＵ２１１＿１～２
１１＿３とを有する。１つのＤＵ２０１及び複数のＲＲＵ２１１＿１～２１１＿３は、カ
スケードの形状で結合され、これらの装置は、光ケーブルにより接続される。
【００３７】
　１つのＤＵ２０１及び複数のＲＲＵ２１１＿１～２１１＿３は、少なくとも１つのＣＰ
ＲＩリンクを通して接続（又はインターフェース）され、１つのＣ＆Ｍチャネルは、１つ
のＣＰＲＩリンクに存在する。イーサネット又はハイレベルデータリンク制御（High-Lev
el Data Link Control：ＨＤＬＣ）などがＣＰＲＩリンクでＣ＆Ｍチャネルをサポートす
るために使用することができるが、下記の説明では、イーサネットチャネルが使用される
と仮定する。
【００３８】
　ＤＵ２０１のＣＰＲＩプロセッサ２０３は、イーサネットインターフェースモジュール
２０５及び直列化部及び並列化部（ＳＥＲＤＥＳ）２０７を含み、また、ＲＲＵ２１１の
ＣＰＲＩプロセッサ２０３は、イーサネットインターフェースモジュール２１５及びＳＥ
ＲＤＥＳ２１７を有する。以下では、説明の便宜上、ＣＰＲＩプロセッサ２０３及び２１
３の他の構成要素（Ｃ＆Ｍチャネルのインターフェースに関連せず図示しない）について
は、説明を省略する。
【００３９】
　イーサネットインターフェースモジュール２０５は、複数のＲＲＵ２１１を制御し管理
するためのイーサネットデータの処理をサポートする。イーサネットインターフェースモ
ジュール２０５は、イーサネットプロトコルの形態でデータストリームを多重化し、ＣＰ
ＲＩラインビット率に従って最大２１１．２Ｍｂｐｓまでのイーサネット送信率をサポー
トすることができる。ＳＥＲＤＥＳ２０７は、イーサネットインターフェースモジュール
２０５から入力されるデータ及び他のインターフェース部（図示せず）から入力されるデ
ータを直列化し、この直列化したデータストリームを複数のＲＲＵ２１１＿１～２１１＿
３に送信する。
【００４０】
　複数のＲＲＵ２１１＿１～２１１＿３のＳＥＲＤＥＳ２１７＿１～２１７＿３は、ＤＵ
２０１から送信されたこの直列化したデータストリームを並列化し、該並列化したデータ
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ストリームをイーサネットインターフェースモジュール２１５＿１～２１５＿３に提供す
る。
【００４１】
　複数のＲＲＵ２１１＿１～２１１＿３のそれぞれが１つのＣＰＲＩリンクのイーサネッ
ト経路を通して制御され管理されるために、基地局２００での複数のＲＲＵ２１１＿１～
２１１＿３のイーサネットインターフェースモジュール２１５＿１～２１５＿３のそれぞ
れは、イーサネット経路のフローを制御するためにイーサネットスイッチ（図示せず）を
使用し、複数のＲＲＵ２１１＿１～２１１＿３のそれぞれは、イーサネットスイッチを用
いて自身に割り当てられたイーサネットデータを受信することができる。
【００４２】
　図３は、本発明の一実施形態によるＣＰＲＩ無線フレームの構成を示す図である。
【００４３】
　図３を参照すると、ＣＰＲＩ無線フレームの単位は１０ｍｓであり、無線フレームは、
１５０個のハイパーフレームを有する。１つのハイパーフレームは、２５６個の基本フレ
ーム（basic frame）を有する。‘Ｗ’は、基本フレーム内のワードのインデックスを示
し、‘Ｙ’は、各ワード内のバイトのインデックスを示す。この基本フレームのインデッ
クスは、‘Ｘ’で示し、この基本フレームは、システム内の単一チップ周期に対応する。
【００４４】
　各ハイパーフレームのインデックスは‘Ｚ’で示し、各ハイパーフレームは６６．６７
．μｓである。このハイパーフレームの構造は、制御時間スロット上で異なる制御フロー
を多重化するために使用される。
【００４５】
　図４は、本発明の一実施形態によるハイパーフレームのサブチャネルの構成を示す図で
ある。
【００４６】
　図４を参照すると、このハイパーフレームのサブチャネルは、様々なタイプのプロトコ
ルを使用することができるようにＣＰＲＩ規格に従って定義される。サブチャネルのイン
デックスＮｓは、０から６３の範囲に属し、このサブチャネル内の制御ワード（Control 
Word：以下、“ＣＷ”と称する）のインデックスＸｓは、４個の可能な値０、１、２、及
び３を有する。ハイパーフレーム内の各ＣＷのインデックス“Ｘ”は、Ｘ＝Ｎｓ＋６４＊

Ｘｓとして表現される。
【００４７】
　図４に示すように、ｓｙｎｃバイトと呼ばれる同期化（ｓｙｎｃ）時間マークは、Ｘｓ
＝０及びＮｓ＝０で第１の制御ワード／サブチャネルＣＷ０に対応する。ＤＵとＲＲＵと
の間の同期化及びタイミングは、ＣＷに含まれたｓｙｎｃ時間マークを検出するＲＲＵに
より達成される。毎ハイパーフレームの時点でのｓｙｎｃ時間マークは固有（unique）で
あるが、公知のシンボルであってもよい。
【００４８】
　サブチャネル＃０は、ＣＷ１でのハイパーフレーム数（Hyper Frame Number：ＨＦＮ）
及びＣＷ２及びＣＷ３での無線フレーム数（Node B Frame Number：ＢＦＮ）を搬送し、
無線インターフェースを通して送信される場合には、ＢＦＮは、無線信号で無線フレーム
を識別するために使用される。
【００４９】
　サブチャネル＃１は、低速Ｃ＆Ｍリンクを有する。低速Ｃ＆Ｍリンクは、ＨＤＬＣに基
づき、１２２８．８のラインビット率で０．２４、０．４８、又は０．９６Ｍｂｐｓの帯
域幅を有する。低速Ｃ＆Ｍリンクは、プロトコルレイヤーＬ２＋のメッセージを搬送する
ＨＤＬＣフレームを有する。
【００５０】
　サブチャネル＃２は、インターフェースバージョン、低速Ｃ＆Ｍリンクビット率、Ｌ１
制御、及びＬ１状態を有するレイヤー１（Ｌ１）の帯域内プロトコル情報を有する。サブ
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チャネル＃２の最終ＣＷは、１８と６１との間の範囲に属するサブチャネル数である高速
（fast）Ｃ＆Ｍリンクの開始に対するポインタ‘Ｐ’（イーサネットポインタ）を有する
。ここで、このイーサネットポインタは、Ｌ１帯域内プロトコル内の定められた位置で定
義することができる。
【００５１】
　サブチャネル＃３乃至サブチャネル＃１５は、フレーム又は他の使用のために予約され
、サブチャネル＃１６及びその次のサブチャネルは、ベンダー特定情報（vendor-specifi
c information）を有する。
【００５２】
　ベンダー特定サブチャネル（Vendor specific subchannel）は、イーサネットポインタ
の位置情報（すなわち、イーサネットポインタが指示するサブチャネルに関する情報）を
有することができる。このイーサネットポインタが指示するサブチャネルの次のすべての
サブチャネルは、高速Ｃ＆Ｍチャネルのためのイーサネットチャネルのために割り当てら
れる。したがって、このイーサネットポインタが指示するサブチャネル領域内の基本フレ
ームにイーサネットデータを割り当てることができる。これに関連して、表１に定義され
た最大イーサネット送信率は、イーサネットポインタがＣＰＲＩラインビット率に従って
その最大の位置に置かれる時に定義される送信率に対応する。
【００５３】
　イーサネットデータを送信するために、ＣＰＲＩリンクの６４個のサブチャネルのうち
で、サブチャネル＃２０からサブチャネル＃６３までが選択的に下に位置したサブチャネ
ルから（すなわち、サブチャネルインデックスの降順に）使用することができる。すなわ
ち、サブチャネル＃２０からサブチャネル＃６３のすべてが最大イーサネットデータを送
信するために使用され、これらのうちの１つのみが最小イーサネットデータを送信するた
めに使用される。
【００５４】
　しかしながら、上述したように、１つのイーサネットポインタが指示するイーサネット
チャネルを通したデータ送受信は、通信インフラの使用の観点で大きい浪費を起こす。し
たがって、下記では、複数のイーサネットポインタを設定することにより１つのイーサネ
ットチャネルを複数のイーサネットチャネルに分割し、該分割された複数のイーサネット
チャネルを用いてデータを送受信する基地局について説明する。
【００５５】
　図５は、本発明の一実施形態によるＣ＆Ｍチャネルのインターフェースの構成を示す図
である。
【００５６】
　図５を参照すると、基地局５００は、１つのＤＵ５０１と複数のＲＲＵ５２１＿１～５
２１＿３とを有する。１つのＤＵ５０１及び複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１＿３は、カ
スケードの形状で結合され、これらの装置は、光ケーブルにより接続される。また、１つ
のＤＵ５０１及び複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１＿３は、少なくとも１つのＣＰＲＩリ
ンクを通して接続（又はインターフェース）され、１つのＣ＆Ｍチャネルは、１つのＣＰ
ＲＩリンクに存在する。ＣＰＲＩリンクでＣ＆Ｍチャネルをサポートするためにイーサネ
ット又はＨＤＬＣなどを使用することができるが、下記の説明では、イーサネットチャネ
ルが使用されると仮定する。
【００５７】
　ＤＵ５０１のＣＰＲＩプロセッサ５０３は、イーサネットインターフェースモジュール
５０５、制御部５０７、及びＳＥＲＤＥＳ５１１を有する。イーサネットインターフェー
スモジュール５０５は、チャネルフォーマッタ（channel formatter）５０９を有するこ
とができる。ここで、チャネルフォーマッタ５０９は、イーサネットインターフェースモ
ジュール５０５の内部だけでなく外部に設置することができる。
【００５８】
　Ｃ＆Ｍチャネルをサポートするために、制御部５０７は、イーサネットチャネルを割り
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当て、複数のＲＲＵに関連したプロトコルの設定情報を複数のＲＲＵに転送する機能を実
行する。制御部５０７は、ＤＵ５０１に接続（すなわち、ＤＵとのインターフェース）さ
れたＲＲＵの個数に基づいていくつのイーサネットチャネルを使用するかを決定し、該決
定されたＲＲＵの個数に関する情報をイーサネットインターフェースモジュール５０５に
提供する。また、制御部５０７は、サブチャネル＃２の最終ＣＷ‘Ｐ’又はベンダー特定
サブチャネルの対応する領域にそれぞれのＲＲＵの位置に従って適用されるべきイーサネ
ット開始ポインタ値及び／又はイーサネット終了ポインタ値を設定（又は記録）すること
により、イーサネット開始ポインタ及び／又はイーサネット終了ポインタに関する情報が
複数のＲＲＵに転送することができるようにする。上述したように、ＤＵ５０１は、制御
部５０７が任意のサブチャネルで複数のイーサネットチャネルと関連した情報を設定した
無線フレームを複数のＲＲＵに送信することにより、複数のイーサネットチャネルを用い
るＣ＆Ｍチャネルの送信を可能にする。
【００５９】
　図６は、本発明の一実施形態による複数のイーサネットポインタの設定を示す図である
。
【００６０】
　図６を参照すると、制御部５０７は、ＲＲＵのレイアアウト形状（例えば、ＲＲＵの個
数、レイアウト形状（スター又はカスケード）など）に従って１つのイーサネットチャネ
ルを複数のイーサネットチャネルに分割するために複数のイーサネットポインタを設定す
る。すなわち、制御部５０７は、ハイパーフレームのサブチャネル上に複数のイーサネッ
ト開始ポインタ及びイーサネット終了ポインタを使用して複数のイーサネットチャネルに
分割することができ、分割された複数のイーサネットチャネルをＤＵに接続されたＲＲＵ
に割り当てることができる。
【００６１】
　イーサネットインターフェースモジュール５０５は、複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１
＿３を制御し管理するためのイーサネットデータの処理をサポートする。イーサネットイ
ンターフェースモジュール５０５は、イーサネットプロトコルの形態でＲＲＵ５２１＿１
～５２１＿３のイーサネットデータストリームを多重化し送信し、最大２１１．２Ｍｂｐ
ｓの送信率をサポートすることができる。
【００６２】
　イーサネットインターフェースモジュール５０５のチャネルフォーマッタ５０９は、Ｃ
ＰＲＩ無線フレームの特定の位置でそれぞれのイーサネットデータを割り当てる。具体的
には、チャネルフォーマッタ５０９は、制御部５０７から提供された複数のイーサネット
ポインタに関する情報を用いて１つのイーサネットチャネルを複数のイーサネットチャネ
ルに分割し、該分割されたイーサネットチャネルに対してイーサネットデータの多重化及
び逆多重化を行う機能を実行する。
【００６３】
　従来では、１つのイーサネットチャネルは、２０Ｍｂｐｓ／４０Ｍｂｐｓ／８０Ｍｂｐ
ｓ～２１１ＭｂｐｓのＣＰＲＩラインビット率に従って設定される。しかしながら、本発
明の実施形態によると、複数のイーサネットチャネルは、ＤＵに接続されたＲＲＵのカス
ケード形状に従って設定され、チャネルフォーマッティングは、図５と関連して説明した
ように、制御部５０７で設定した各イーサネットチャネルの開始ポインタ及び終了ポイン
タに従って実行される。
【００６４】
　ＳＥＲＤＥＳ５１１は、イーサネットインターフェースモジュール５０５から入力され
るデータ及び他のインターフェース（図示せず）から入力されるデータを直列化し、この
直列化したデータストリームを複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１＿３に送信する。
【００６５】
　複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１＿３のＳＥＲＤＥＳ５２７＿１～５２７＿３は、ＤＵ
５０１から送信されたデータストリームを並列化し、この並列化したデータストリームを
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イーサネットインターフェースモジュール５２５＿１～５２５＿３に提供する機能を実行
する。
【００６６】
　従来のイーサネットインターフェースモジュールは、イーサネット経路のフローを制御
するためのイーサネットスイッチを有した。本発明の実施形態によると、ＤＵ５０１及び
複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１＿３が予め定められた経路を通して直接にインターフェ
ースされるために、イーサネットインターフェースモジュール５２５＿１～５２５＿３は
、イーサネットスイッチがなくても自身のイーサネットチャネルを通して自身のイーサネ
ットデータを受信することができる。
【００６７】
　複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１＿３及びＤＵ５０１は、それぞれのＲＲＵに割り当て
られたイーサネットチャネルに関する情報を共有する。複数のＲＲＵ５２１＿１～５２１
＿３の各々は、ＤＵ５０１から提供された無線フレームから自身に割り当てられたイーサ
ネットチャネルの位置情報を検出し、該検出された位置情報を用いて自身に割り当てられ
たイーサネットチャネルを通してイーサネットデータを受信する。したがって、複数のＲ
ＲＵ５２１＿１～５２１＿３の各々は、ＤＵ５０１から受信されたイーサネットデータの
うちで自身に割り当てられた部分的なイーサネットデータを受信することができる。
【００６８】
　このように、本発明の実施形態は、ＣＰＲＩリンクで割り当てられた１つのイーサネッ
トチャネルをＲＲＵのレイアウト形状に従って複数のイーサネットチャネルに分割するこ
とにより、イーサネットチャネルの使用効率を向上させ、１つのイーサネットチャネルで
複数のＲＲＵ経路を制御することができる。
【００６９】
　また、本発明の実施形態は、イーサネットフローを制御するために各ＲＲＵステージで
使用されるイーサネットスイッチを除去することにより、システム価格及び設計の観点で
競争力を高めることができる。一方、システムの安定化の観点でも、既存のイーサネット
スイッチが使用され、１番目のステージのプロセッサ又はスイッチが誤作動する場合に、
カスケード方式で接続されたすべてのＣ＆Ｍチャネルの経路が断絶され得るが、本発明に
おいては、前段のプロセッサの動作に関係なく後段のプロセッサを制御することによりシ
ステムの信頼性を向上させることができる。
【００７０】
　図７は、本発明の一実施形態による基地局でイーサネットチャネルを割り当てる手順を
示す図である。
【００７１】
　図７を参照すると、ステップ７０２で、ＤＵは、自身に接続されたＲＲＵのレイアウト
形状（例えば、ＲＲＵの個数、レイアウト形状（スター又はカスケード）など）に基づい
てイーサネットデータの送信のために使用されるイーサネットチャネルの個数を決定する
。すなわち、ＤＵは、ＲＲＵの個数に基づいてどれくらいのイーサネットチャネルを使用
すべきかを決定する。
【００７２】
　イーサネットチャネルの個数が決定される場合に、ステップ７０４で、ＤＵは、複数の
ＲＲＵに割り当てられるイーサネットチャネルを識別するための複数のイーサネットポイ
ンタを設定し、該設定されたイーサネットポインタに関する情報を複数のＲＲＵに送信す
る。その結果、ＤＵ及び複数のＲＲＵは、この複数のイーサネットポインタに関する情報
を共有することができ、この複数のＲＲＵは、ＤＵから受信されたイーサネットデータの
うちで自身に割り当てられた部分的なイーサネットデータを検出することができる。ここ
で、この複数のイーサネットポインタの設定は、ハイパーフレームのサブチャネル領域で
サブチャネルの開始ポインタ値及び終了ポインタ値で定義することができる。
【００７３】
　ステップ７０６で、ＤＵは、この複数のイーサネットポインタを使用して１つのイーサ
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ネットチャネルを複数のイーサネットチャネルに分割する。ステップ７０８で、ＤＵは、
この分割された複数のイーサネットチャネルをそれぞれのＲＲＵに割り当てる。
【００７４】
　ステップ７１０で、ＤＵは、分割された複数のイーサネットチャネルを用いてイーサネ
ットデータを複数のＲＲＵに送信する。すなわち、ＤＵは、複数のイーサネットチャネル
を用いる無線フレームを複数のＲＲＵに送信する。
【００７５】
　図８は、本発明の一実施形態によるＤＵでイーサネットデータを送信する過程を示す図
である。
【００７６】
　図８を参照すると、ステップ８０２で、ＤＵの制御部は、無線フレーム内の任意のサブ
チャネルで２以上のイーサネットチャネルのための位置情報を設定（又は記録）する。選
択的に、この任意のサブチャネルは、ＣＰＲＩ無線フレームを構成するハイパーフレーム
の２番目のサブチャネルでイーサネットポインタ‘Ｐ’のために予約された最終ＣＷであ
り得る。選択的に、この任意のサブチャネルは、ＣＰＲＩ無線フレームを構成するハイパ
ーフレームのベンダー特定サブチャネルであってもよい。
【００７７】
　ＤＵのイーサネットインターフェースモジュールは、ステップ８０４で、この設定され
た位置情報を用いて２個以上のＲＲＵの各々に２以上のイーサネットチャネルをそれぞれ
割り当て、ステップ８０６で、この割り当てられたイーサネットチャネルと関連したＲＲ
Ｕのイーサネットデータを有する無線フレームを送信する。
【００７８】
　図９は、本発明の一実施形態によるＲＲＵでイーサネットデータを受信する過程を示す
図である。
【００７９】
　図９を参照すると、ステップ９０２で、ＲＲＵのイーサネットインターフェースモジュ
ールは、ＲＲＵのＳＥＲＤＥＳを通して無線フレームをＤＵから受信する。
【００８０】
　ステップ９０４で、イーサネットインターフェースモジュールは、この受信した無線フ
レームの特定のサブチャネルで設定（又は記録）された複数のイーサネットチャネルの位
置情報から自身（すなわち、ＲＲＵ）に割り当てられたイーサネットチャネルの位置情報
を検出する。選択的に、この特定のサブチャネルは、ＣＰＲＩ無線フレームを構成するハ
イパーフレームの２番目のサブチャネルでイーサネットポインタ‘Ｐ’のために予約され
た最終ＣＷであり得る。選択的に、この特定のサブチャネルは、ＣＰＲＩ無線フレームを
構成するハイパーフレームのベンダー特定サブチャネルであり得る。
【００８１】
　ステップ９０６で、イーサネットインターフェースモジュールは、この検出された位置
情報で示されるイーサネットチャネルを通して自身のイーサネットデータを受信する。
【００８２】
　上述した過程を通して、本発明の実施形態は、複数のイーサネットポインタを設定する
ことにより１つのイーサネットチャネルを複数のイーサネットチャネルに分割し、この分
割された複数のイーサネットチャネルを通してイーサネットデータを送信することにより
イーサネットチャネルの使用効率を向上させることができる。
【００８３】
　すなわち、上述した説明では、ＣＰＲＩインターフェースシステムにおけるＣ＆Ｍチャ
ネルの効率的な使用のための実現例を示した。しかしながら、本発明の実施形態は、ＣＰ
ＲＩ技術に適用されるだけではなくすべてのイーサネット経路関連技術にも適用すること
ができる。
【００８４】
　以上では、具体例を挙げて本発明を説明してきたが、これらの具体例に限定されず、添
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付した特許請求の範囲に定義された本発明の趣旨及び範囲から逸脱しない範囲内で本発明
の様々な変形または変更が可能であるということが、当該技術分野における通常の知識を
持つ者にとっては明らかである。
【符号の説明】
【００８５】
１００　基地局
１０１　ディジタル装置（ＤＵ）
１０２　ネットワーク中間周波数（ＩＦ）及びプロセッサ部
１０３　モデム
１０４　全地球測位システム（ＧＰＳ）クロック部
１０６　ＣＰＲＩプロセッサ
１２０　ＣＰＲＩプロセッサ
１２１　ＲＲＵ
１２２　送受信装置

【図１】 【図２】
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【図７】
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