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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは前記ＴＴＩの前記複数
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の時間セグメントの中の少なくとも１つの連続する時間セグメントで各端末を割り当てる
；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項２】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
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で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは前記複数の時間セグメ
ントを前記少なくとも１つの端末に、各端末に割り当てられた時間セグメントの数により
決定される順番で割り当てる；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項３】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
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も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは前記複数の時間セグメ
ントを複数の端末に、各端末に割り当てられた時間セグメントの数に基づいてシーケンシ
ャルの順番に割り当て、時間セグメントの最も多くの数を有する第１の端末はＴＴＩにお
いて最初に割り当てられ、時間セグメントの最も少ない数を有する最後の端末はＴＴＩに
おいて最後に割り当てられる；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項４】
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下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは、前記複数の時間セグ
メントを複数の端末に、各端末に割り当てられた時間セグメントの数に基づいたシーケン
シャルな順番で割り当て、時間セグメントの最も少ない数を有する第１の端末は前記ＴＴ
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Ｉにおいて最初に割り当てられ、時間セグメントの最も多い数を有する最後のセグメント
は前記ＴＴＩにおいて最後に割り当てられる；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項５】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
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で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは、前記少なくとも１つ
の時間セグメントの各々が１つの端末に割り当てられるように少なくとも１つの時間セグ
メントを割り当て、少なくとも１つの他の時間セグメントの各々が少なくとも２つの端末
に割り当てられるように前記少なくとも１つの他の時間セグメントを割り当てる；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項６】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
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ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、各時間セグメントが異なるチャネライゼーションコードで少
なくとも２つの端末により共有されるように前記少なくとも１つのプロセッサーは少なく
とも１つの時間セグメントを割り当てる；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項７】
下記を具備する装置：
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送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは前記パイロットのため
の等しい送信電力および前記少なくとも１つの端末のためのデータを得るために前記パイ
ロットをスケールする；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
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【請求項８】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントを少なくとも１つの端末に割り当て、
各端末のためのデータを前記端末に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマ
ップし、前記複数の時間セグメントの各々内のデータを前記ＴＴＩで使用される少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで拡散し、パイロットを、パイロット送信のために
指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップし、前記パイロットを前記ＴＴＩ内
で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散するための少なくとも
１つのプロセッサー、なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは前記少なくとも１つの
端末の各々のためのシグナリングを発生し、開始時間セグメントと前記端末に割り当てら
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れた時間セグメントの数を伝達する；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項９】
前記少なくとも１つのプロセッサーは、前記少なくとも１つの端末のための前記拡散デ
ータを高速物理ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ−ＰＤＳＣＨ）上に送信し、各端末のた
めの前記シグナリングをＨＳ−ＰＤＳＣＨのための共有制御チャネル（ＨＳ−ＳＣＣＨ）
上に送信する、請求項８の装置。
【請求項１０】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントの中から少なくとも１つの時間セグメン
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トの割り当てを受信し、前記少なくとも１つの時間セグメントに対する入力サンプルを取
得し、前記入力サンプルを前記ＴＴＩ内で使用される少なくとも１つのチャネライゼーシ
ョンコードで逆拡散し、パイロット送信のために指定された少なくとも１つの時間セグメ
ントにおいて前記少なくとも１つのチャネライゼーションコードで送信されたパイロット
を受信し、前記入力サンプルを逆拡散するために使用される前記少なくとも１つのチャネ
ライゼーションコードを使用する前記受信したパイロットを逆拡散することによって、前
記受信したパイロットに基づいてチャネル推定値を導き出すための少なくとも１つのプロ
セッサー、
なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは、開始時間セグメントと、前記割り当てに
おける時間セグメントの数を示すシグナリングを受信する；
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前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項１１】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントの中から少なくとも１つの時間セグメン
トの割り当てを受信し、前記少なくとも１つの時間セグメントに対する入力サンプルを取
得し、前記入力サンプルを前記ＴＴＩ内で使用される少なくとも１つのチャネライゼーシ
ョンコードで逆拡散し、パイロット送信のために指定された少なくとも１つの時間セグメ
ントにおいて前記少なくとも１つのチャネライゼーションコードで送信されたパイロット
を受信し、前記入力サンプルを逆拡散するために使用される前記少なくとも１つのチャネ
ライゼーションコードを使用する前記受信したパイロットを逆拡散することによって、前
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記受信したパイロットに基づいてチャネル推定値を導き出すための少なくとも１つのプロ
セッサー、
なお、前記少なくとも１つのプロセッサーは、受信したパイロットに基づいてチャネル
品質インジケーター（ＣＱＩ）を導き出す；
前記少なくとも１つのプロセッサーに接続されたメモリ。
【請求項１２】
前記少なくとも１つのプロセッサーは、複数の送信アンテナから同時に送信された複数
のストリームに対して前記少なくとも１つの時間セグメントの割り当てを受信し、前記複
数の受信アンテナから前記少なくとも１つの時間セグメントに対する入力サンプルを取得
し、前記入力サンプルに対して複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）検出を実行して前記複数の
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ストリームの各々に対する検出されたサンプルを取得し、各ストリームに対する検出され
たサンプルを前記少なくとも１つのチャネライゼーションコードで逆拡散し、前記ストリ
ームに対する逆拡散シンボルを取得する、請求項１０の装置。
【請求項１３】
前記少なくとも１つのプロセッサーは、各ストリームに対して前記逆拡散シンボルをデ
コードし、前記ストリームを成功裏にデコードした後各ストリームによる干渉を除去する
、請求項１２の装置。
【請求項１４】
下記を具備する方法：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントの中から少なくとも１つの時間セグメン
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トの割り当てを受信する；
前記少なくとも１つの時間セグメントに対する入力サンプルを取得する；
前記入力サンプルを前記ＴＴＩ内で使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコ
ードで逆拡散する；
パイロット送信のために指定された少なくとも１つの時間セグメントにおいて少なくと
も１つのチャネライゼーションコードで送信されたパイロットを受信する；
前記入力サンプルを逆拡散するために使用される前記少なくとも１つのチャネライゼー
ションコードを使用する前記受信したパイロットを逆拡散することによって、前記受信し
たパイロットに基づいてチャネル推定値を導き出す；
前記割り当てを受信することは、複数の送信アンテナから同時に送信された複数のスト
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リームに対して前記少なくとも１つの時間セグメントの前記割り当てを受信することを備
え、前記入力サンプルを取得することは、複数の受信アンテナから前記少なくとも１つの
時間セグメントに対する入力サンプルを取得することを備え、前記方法は、さらに入力サ
ンプルに対して複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）検出を実行し、前記複数のストリームの各
々に対して検出されたサンプルを取得することを備え、
前記入力サンプルを逆拡散することは、各ストリームに対して前記検出されたサンプルを
前記少なくとも１つのチャネライゼーションコードで逆拡散し、前記ストリームに対する
逆拡散シンボルを取得する。
【請求項１５】
さらに下記を具備する請求項１４の方法：
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各ストリームに対して前記逆拡散シンボルをデコードする；
前記ストリームを成功裏にデコードした後で各ストリームによる干渉を除去する。
【請求項１６】
下記を具備する装置：
送信時間間隔（ＴＴＩ）の複数の時間セグメントの中から少なくとも１つの時間セグメ
ントの割り当てを受信する手段；
前記少なくとも１つの時間セグメントに対して入力サンプルを取得する手段；
前記入力サンプルを、前記ＴＴＩ内で使用される少なくとも１つのチャネライゼーショ
ンコードで逆拡散する手段；
パイロット送信のために指定された少なくとも１つの時間セグメントにおいて少なくと
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も１つのチャネライゼーションコードで送信されたパイロットを受信する手段；
前記入力サンプルを逆拡散するために使用される前記少なくとも１つのチャネライゼー
ションコードを使用する前記受信したパイロットを逆拡散することによって、前記受信し
たパイロットに基づいてチャネル推定値を導き出す手段；
前記割り当てを受信する手段は、複数の送信アンテナから同時に送信された複数のスト
リームに対する前記少なくとも１つの時間セグメントの前記割り当てを受信する手段を備
え、前記入力サンプルを取得する手段は、複数の受信アンテナから前記少なくとも１つの
時間セグメントに対する入力サンプルを取得する手段を備え、前記装置はさらに、前記入
力サンプルに対して複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）検出を実行し、前記複数のストリーム
の各々に対して検出されたサンプルを取得する手段を備え、

20

前記入力サンプルを逆拡散する手段は、各ストリームに対して前記検出されたサンプル
を前記少なくとも１つのチャネライゼーションコードで逆拡散し前記ストリームに対して
逆拡散シンボルを取得する手段を備える。
【請求項１７】
さらに下記を具備する、請求項１６の装置：
各ストリームに対して前記逆拡散シンボルをデコードする手段；
前記ストリームを成功裏にデコードした後で各ストリームによる干渉を除去する手段。
【発明の詳細な説明】
【関連技術】
【０００１】
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３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権主張
この特許出願は、本明細書の譲受人に譲渡され、参照することにより本明細書に明示的
に組み込まれる、２００５年８月１２日に出願された、「ＭＩＭＯ−ＣＤＭダウンリンク
における連続した干渉除去のための構造」(STRUCTURE FOR SUCCESSIVE INTERFERENCE CAN
CELLATION IN A MIMO‑CDM DOWNLINK)というタイトルの仮出願シリアル番号６０／７０７
，６７２の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
この開示は一般に通信に関し、特に無線通信ネットワークにおいてデータを送信するた
めの技術に関する。
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【背景技術】
【０００３】
無線多重アクセス通信ネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンク上の複数の端
末と同時に通信することができる。ダウンリンク（又はフォワードリンク）は、基地局か
ら端末への通信リンクを指し、アップリンク（又はリバースリンク）は、端末から基地局
への通信リンクを指す。複数の端末は、ダウンリンク上でシグナリングとデータを同時に
受信してもよいし、および／またはアップリンク上でシグナリングとデータを送信しても
よい。これは、（例えば、ダウンリンク上で）互いに直交するように送信を多重化するこ
とにより、および／または（例えば、アップリンク上で）他の送信への干渉を低減しなが
ら送信のための所望の受信信号品質を達成するために各送信の送信電力を制御することに
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より達成してもよい。
【０００４】
基地局はそのサービスエリア内の多数の端末にデータを送信してもよい。性能を改善す
るために、基地局が各送信時間間隔（ＴＴＩ）において可変数の端末をスケジュールでき
ることが望ましい。ＴＴＩは、１つ以上の端末に送信するためにデータパケットがスケジ
ュールされ得る時間の最小単位である。さらに性能を改善するために、基地局は、複数の
アンテナを使用して複数のデータストリームを同時に端末に送信してもよい。これらのデ
ータストリームは無線環境により歪みを生じ、各受け手の端末において互いに干渉として
動作する。干渉は、端末に対して送信されたデータストリーム（複数の場合もある）をリ
カバーするための各端末の能力を邪魔する。

10

【０００５】
それゆえ、複数の端末にデータを効率的に送信するための技術の必要性がある。
【発明の概要】
【０００６】
マルチユーザースケジューリング、複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）送信、および干渉除
去をサポートする方法でデータを送信するための技術が本明細書において記載される。
【０００７】
この技術は性能を改善する可能性がある。
【０００８】
例示実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサーとメモリを含む装置が記載され

20

る。プロセッサー（複数の場合もある）は、ＴＴＩの複数の時間セグメントを少なくとも
１つの端末に割り当て、各端末のためのデータを端末に割り当てられた少なくとも１つの
時間セグメントにマッピングし、ＴＴＩに使用される少なくとも１つのチャネライゼーシ
ョンコードで各時間セグメント内のデータを拡散する。
【０００９】
他の例示実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサーとメモリを含む装置が記載
される。プロセッサー（複数の場合もある）はＴＴＩの複数の時間セグメントの中から少
なくとも１つの時間セグメントの割り当てを受け取り、少なくとも１つの時間セグメント
の入力サンプルを取得し、ＴＴＩで使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコ
ードで入力サンプルを逆拡散する。
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【００１０】
この発明の種々の観点および例示実施形態は、以下にさらに詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は無線通信ネットワークを示す。
【図２】図２はＷ−ＣＤＭＡにおけるフレームフォーマットを示す。
【図３】図３はＨＳＤＰＡ内のＨＳ−ＰＤＳＣＨのためのＣＤＭフォーマットを示す。
【図４Ａ】図４ＡはＨＳＤＰＡ内のＨＳ−ＰＤＳＣＨのためのＴＤＭフォーマットを示す
。
【図４Ｂ】図４ＢはＭＩＭＯを備えたＨＳＤＰＡ内のＨＳ−ＰＤＳＣＨのためのＴＤＭフ
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ォーマットを示す。
【図５】図５はＴＤＭフォーマットを備えたＨＳＤＰＡのための例示送信を示す。
【図６】図６は、ＴＴＩ内の時間セグメントの端末への割り当てを示す。
【図７】図７は基地局と端末のブロック図を示す。
【図８】図８はＴＸデータプロセッサーとＴＸ空間プロセッサーを示す。
【図９】図９は連続干渉除去を備えたＲＸプロセッサーを示す。
【図１０】図１０は、ダウンリンク送信のために基地局により実行されるプロセスを示す
。
【図１１】図１１はダウンリンク送信を受信するために端末により実行されるプロセスを
示す。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
本明細書において使用される「例示」という用語は、例、インスタンス、または例証と
して機能することを意味する。「例示」として本明細書に記載された任意の例示実施形態
は、他の例示実施形態に対して好適であるまたは利点があるとして必ずしも解釈されるべ
きではない。
【００１３】
図１は、複数の基地局１１０および複数の端末１２０を有した無線通信ネットワークを
示す。基地局は一般に端末と通信する固定局であり、ノードＢ、アクセスポイント、ベー
ストランシーバーサブシステム（ＢＴＳ）またはその他の専門用語で呼んでもよい。各基
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地局は、特定の地理的エリアに対して通信受信地域を提供し、サービスエリア内に位置す
る端末のための通信をサポートする。システムコントローラー１３０は基地局１１０に接
続し、これらの基地局のための調整と制御を提供する。システムコントローラー１３０は
単一のネットワークエンティティであってもよいし又はネットワークエンティティの集ま
りであってもよい。
【００１４】
端末１２０はシステム全体にわたって分散されていてもよく、各端末は静止していても
よいしまたは移動していてもよい。端末もまた、ユーザー機器（ＵＥ）、移動局(ＭＳ）
、アクセス端末（ＡＴ）、加入者ユニット、ステーション（ＳＴＡ）またはその他の専門
用語で呼ばれてもよい。端末は、携帯電話、無線装置、パーソナルデジタルアシスタント
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（ＰＤＡ）、ハンドヘルド装置、無線モデム、ラップトップコンピューター、等であって
もよい。端末は、（二重の矢印を備えた実線により示されるように）基地局とアクティブ
に通信してもよいし、または（二重の矢印を備えた破線で示されるように）パイロットを
受信し、基地局とシグナリングを交換してもよい。「端末」と「ユーザー」という用語は
本明細書において相互互換的に使用される。
【００１５】
本明細書に記載された技術は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワークおよび
直行ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワークのような種々の無線通信ネットワークに対して
使用されてもよい。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば相互互
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換的に使用される。ＣＤＭＡネットワークは、ワイドバンドＣＤＭＡ（Ｗ−ＣＤＭＡ、Ｕ
ＭＴＳ）、ｃｄｍａ２０００等のような無線技術を実施してもよい。ｃｄｍａ２０００は
、ＩＳ−２０００規格、ＩＳ−８５６規格、およびＩＳ−９５規格をカバーする。ＴＤＭ
Ａネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））の
ような無線技術を実施してもよい。これらの種々の無線技術および規格は技術的に知られ
ている。Ｗ−ＣＤＭＡおよびＧＳＭは、「第三世代パートナーシッププロジェクト」（３
ＧＰＰ）という名前の組織からの文献に記載されている。ｃｄｍａ２０００は、「第三世
代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という名前の組織からの文献に記載
されている。この技術は、ダウンリンク送信並びにアップリンク送信のために使用されて
もよい。明確にするために、この技術は、Ｗ−ＣＤＭＡを使用するユニバーサルモバイル
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テレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）におけるダウンリンク送信の場合について
以下に記載される。
【００１６】
ＵＭＴＳにおいて、端末のためのデータは、上位層における１つ以上のトランスポート
チャネルとして処理される。トランスポートチャネルは１つ以上のサービス、例えば、音
声、ビデオ、パケットデータ等のためにデータを運んでもよい。トランスポートチャネル
は、物理層において物理チャネルにマッピングされる。（同期チャネル（ＳＣＨ）を除く
）物理チャネルは、異なるチャネライゼーションコードでチャネル化され、符号領域にお
いて互いに直交している。３ＧＰＰリリース５およびそれ以降の規格は、高速ダウンリン
クパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）をサポートする。ＨＳＤＰＡは、ダウンリンク上で高
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速パケットデータ送信を可能にするチャネルおよび手続の集合である。
【００１７】
表１はＨＳＤＰＡのために使用されるダウンリンクチャネルとアップリンクチャネルを
リストアップし、各チャネルのための短い記述を提供する。端末のための無線リンクは、
０、１、または複数のＨＳ−ＳＣＣＨｓおよび０、１または複数のＨＳ−ＰＤＳＣＨｓを
含んでいてもよい。
【表１】
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【００１８】
図２はＷ−ＣＤＭＡにおけるフレームフォーマットを示す。送信のためのスケジュール
は無線フレームに分割される。ダウンリンク上の無線フレームは、ＳＣＨと同じタイミン
グを有するコモンパイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）のタイミングに関連して定義される
。各無線フレームは１０ミリ秒（ｍｓ）の継続期間を有し、１２ビットシステムフレーム
番号（ＳＦＮ）により識別される。各無線フレームはさらに１５のスロットに分割される
。１５のスロットにはスロット０乃至スロット１４のラベルが付けられる。各スロットは
０．６６７ｍｓの継続期間を有し、３．８４Ｍｃｐｓで２５６０チップを含む。また、各
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無線フレームは５つのサブフレーム０乃至４に分割される。各サブフレームは２ｍｓの継
続期間を有し、３スロットにまたがる。ＨＳ−ＳＣＣＨのサブフレームはＣＰＩＣＨの無
線フレームと時間的に整合されている。ＨＳ−ＰＤＳＣＨのサブフレームはＨＳ−ＳＣＣ
Ｈのサブフレームに対して２スロットだけ右にシフト（または遅延）されている。
【００１９】
ＨＳＤＰＡは１サブフレームである２ｍｓのＴＴＩを使用する。ＴＴＩはＨＳＤＰＡの
以下の動作観点を管理する。
* 端末は各ＴＴＩにおいて送信するためにスケジュールされる。
* 端末のための１つのパケット送信または再送信は１つのＴＴＩで送信される。
* 肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＫ）は各パケット再送信／送信の後に送信さ

40

れる。
* チャネル品質インジケーター（ＣＱＩ）は、（１００％未満のデューティサイクルに対
して）通常の方法でＴＴＩｓをスキップすることにより報告レートの可能な低減を有して
、ＴＴＩベースごとに報告される。
【００２０】
図３はＨＳＤＰＡにおけるＨＳ−ＰＤＳＣＨのための符号分割多重（ＣＤＭ）フォーマ
ット／構造を示す。ＣＤＭフォーマットは３ＧＰＰリリース５およびその後の規格で使用
される。１６の拡散ファクター（ＳＦ=１６）を有する１５までのチャネライゼーション
コードはＨＳＤＰＡのために使用されてもよい。チャネライゼーションコードは、構造化
方法で発生される直交可変拡散ファクター（ＯＶＳＦ）コードである。拡散ファクターは
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チャネライゼーションコードの長さである。データシンボルはチャネライゼーションコー
ドで拡散されデータシンボルのためのＳＦチップを発生する。ＨＳＤＰＡのためのチャネ
ライゼーションコードは、端末のデータレート要求、利用可能なチャネライゼーションコ
ードの数、ＨＳＤＰＡのための利用可能な送信電力等のような種々のファクターに基づい
て各ＴＴＩで端末に割り当てられてもよい。図３に示す例において、１５のチャネライゼ
ーションコードはＨＳＤＰＡのために使用され、ユーザー１にはチャネライゼーションコ
ード１、２および３が割り当てられ、ユーザー２にはチャネライゼーションコード４およ
び５が割り当てられ、ユーザー３にはチャネライゼーションコード６および７が割り当て
られる等であり、ユーザーｋにはチャネライゼーションコード１５が割り当てられる。
【００２１】
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ＨＳＤＰＡは、１５までのＨＳ−ＰＤＳＣＨｓを有すると考えてもよい。各ＨＳ−ＰＤ
ＳＣＨは異なるチャネライゼーションコードに対応する。また、ＨＳＤＰＡは１５までの
チャネライゼーションコードを有する単一のＨＳ−ＰＤＳＣＨを有すると考えてもよい。
以下の記載は、１５までのＨＳ−ＰＤＳＣＨがＨＳＤＰＡに対して利用可能な前者の場合
を仮定する。
【００２２】
また、図３はＣch,256,0の固定チャネライゼーションコードで拡散される連続的ＣＤＭ
パイロットを運ぶプライマリコモンパイロットチャネル（Ｐ−ＣＰＩＣＨ）を示す。パイ
ロットは、基地局と端末により先験的に知られるデータ（例えば、あらかじめ定義された
ビットシーケンス）である。また、パイロットはリファレンス、トレーニング信号、プリ
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アンブル、ビーコン等とも呼ばれる。Ｐ−ＣＰＩＣＨのためのチャネライゼーションコー
ドは、２５６の拡散ファクター（ＳＦ＝２５６）を有し、すべてゼロのシーケンスである
。Ｐ−ＣＰＩＣＨは各スロットで送信される。また、他の送信は、他のチャネライゼーシ
ョンコードを有する他の物理チャネル（例えば、ＨＳ−ＳＣＣＨ）上に送信されてもよい
。ＳＦ＝１６（Ｃch,16,0)の１つのチャネライゼーションコードは、ＨＳ−ＰＤＳＣＨ送
信のために使用されない。なぜなら、この送信は、Ｃch,256,0および他の物理チャネル上
のＰ−ＣＰＩＣＨの送信と衝突するからである。
【００２３】
図３に示されるように、複数の端末は、ＨＳＤＰＡのための所定のＴＴＩで異なるチャ
ネライゼーションコードが割り当てられてもよい。端末の異なるセットには異なるＴＴＩ
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ｓでチャネライゼーションコードが割り当てられてもよい。所定の端末には各ＴＴＩにお
いて任意の数のチャネライゼーションコードが割り当てられてもよく、端末のための割り
当てはＴＴＩ毎に変化してもよい。
【００２４】
図３に示されるように、ＨＳＤＰＡはＣＤＭを使用して所定のＴＴＩにおいて異なる端
末にパケットを同時に送信する。チャネライゼーションコードと送信電力は、複数の端末
に同時にサービスする割り当て可能なリソースとして基地局により使用される。ＨＳＤＰ
Ａはマルチユーザースケジューリングをサポートする。これは所定のＴＴＩで複数の端末
をスケジュールするための能力を指す。マルチユーザースケジューリングは、シングルユ
ーザースケジューリングに対してある利点を提供する。それは１ＴＴＩで単一の端末をス
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ケジュールすることができる。例えば、同じＴＴＩで小さなペイロードを有する多くの端
末をスケジュールするための能力は、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩ
Ｐ）のようなロウビットレート遅延感応アプリケーションの効率的な処理に対して有益で
ある。
【００２５】
ＭＩＭＯ送信を用いて性能をさらに改善してもよい。ＭＩＭＯは複数の送信アンテナと
複数の受信アンテナを利用して増大した次元を獲得する。それは、端末あたりのより高い
スペクトル効率およびより高い最大データレートを供給してもよい。
【００２６】
ダウンリンク上のＭＩＭＯ送信の場合、基地局はすべての割り当てられたチャネライゼ
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ーションコードを再使用しながら端末において複数（Ｔ）の送信アンテナから複数（Ｒ）
の受信アンテナに同時に複数（Ｍ）のデータストリームを送信してもよい。データストリ
ームは端末において互いに干渉する。端末はＭＩＭＯ検出を実行してデータストリームを
分離してもよい。性能を改善するために、端末は連続干渉除去（ＳＩＣ）を実行してもよ
い。ＳＩＣを用いて、端末は最初に１つのデータストリームをリカバーし、このデータス
トリームにより生じた干渉を推定して除去し、つぎに、同様の方法で次のデータストリー
ムをリカバーする。リカバーされる各データストリームから干渉を除去することにより、
各残りのデータストリームの信号対干渉および雑音比（ＳＩＮＲ）が改善する。ＳＩＣ（
ＭＭＳＥ−ＳＩＣ）と組み合わされた最小平均二乗誤差（ＭＭＳＥ）検出は、理論的に最
適な性能を達成することが知られている。
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【００２７】
マルチユーザースケジューリングとＳＩＣの両方をサポートすることが望ましい。しか
しながら、ＨＳＦＰＡに対してＣＤＭを使用することは、ＳＩＣに対して達成可能な利点
を制限するかもしれない。ＳＩＣの完全な利点は、すべての利用可能なチャネライゼーシ
ョンコードが１つの端末に割り当てられ、残りのデータストリームからリカバーされたデ
ータストリーム内のすべてのチャネライゼーションコードのコントリビューション(contr
ibutions)をキャンセルすることにより得られるかもしれない。複数の端末が、ＣＤＭに
より多重化される別個のデータストリームで所定のＴＴＩにおいてスケジュールされるな
ら、各端末は、すべてのチャネライゼーションコードから干渉を推定して除去するために
その端末のための送信並びに他の端末のための他の送信を復調しデコードする必要がある
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であろう。端末に他の端末のための送信をリカバーすることを要求することは実用的では
ないかもしれないしまたは不可能かもしれない。それゆえ、除去できる干渉量は、図３に
示されるＣＤＭフォーマットを使用することにより制限されるかもしれない。
【００２８】
図４ＡはＨＳＰＤＡ内のＨＳ−ＰＤＳＣＨのための時分割多重（ＴＤＭ）フォーマット
／構造４００の例示実施形態を示す。この例示実施形態において、ＴＴＩは複数（Ｓ）の
時間セグメント１乃至Ｓに分割される。但し、一般にＳは任意の値であってよい。例実施
形態において、Ｓは１６に等しく、各時間セグメントは３．８４Ｍｃｐｓにおいてチャネ
ライゼーションコードあたり４８０チップを含みまたはＳＦ＝１６の場合３０シンボルを
含む。データに対して１５の時間セグメントが使用可能な、Ｓ＝１６の例示実施形態は既
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存のレートマッチングテーブルを保存する。それはコーディングとデコーディングを簡単
にする可能性がある。他の例示実施形態において、Ｓは１５に等しく、各時間セグメント
は、ＳＦ＝１６に対して５１２チップまたは３２シンボルを含む。Ｓに対して他の値が使
用されてもよい。また、図３に示されるＣＤＭフォーマットと下位互換性を維持するため
に、Ｐ−ＣＰＩＣＨは各スロットで送信されてもよい。
【００２９】
完全割り当てと呼ばれる例示実施形態において、各時間セグメントは１つの端末にのみ
割り当てられる。１ＴＴＩのＳ時間セグメントは１つまたは複数の端末に割り当てられて
もよい。ＨＳＤＰＡのためのチャネライゼーションコードのすべてがＳの時間セグメント
の各々において使用されてもよい。所定の時間セグメントで割り当てられた端末は、その
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時間セグメント内のＨＳＤＰＡのためのすべてのチャネライゼーションコードが割り当て
られる。図４Ａに示される例において、ユーザー１には時間セグメント１、２、および３
が割り当てられ、ユーザー２には時間セグメント４および５が割り当てられ、ユーザー３
には時間セグメント６および７が割り当てられ、以下同様にしてユーザーｋには時間セグ
メントＳが割り当てられる。一般に、各端末には、データ送信のために利用可能な時間セ
グメントの数までの、所定のＴＴＩにおける任意の数の時間セグメントが割り当てられて
もよい。
【００３０】
図４ＢはＭＩＭＯを備えたＨＳＤＰＡ内のＨＳ−ＰＤＳＣＨのためのＴＤＭフォーマッ
ト４１０の例示実施形態を示す。複数（Ｍ）のデータストリームは１ＴＴＩにおいて１つ
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または複数の端末に同時に送信されてもよい。時間セグメント、チャネライゼーションコ
ード、および送信電力のようなリソースは、各データストリームに対して割り当てられて
もよい。完全割り当て実施形態において、端末には、データストリームのすべてにわたっ
て同じ時間セグメントが割り当てられてもよい。この例示実施形態は、ＨＳＤＰＡのため
のすべてのチャネライゼーションコードプラスパイロットチャネル及び端末によりデコー
ド可能な他の物理チャネルに対して各端末がＳＩＣを実行することを可能にしながら、基
地局が１ＴＴＩにおいてＳの端末をスケジュールすることを可能にする。図４Ｂに示され
る例において、ユーザー１にはすべてのＭのデータストリームに対して時間セグメント１
、２、および３が割り当てられ、ユーザー２にはすべてのＭのデータストリームに対して
時間セグメント４および５が割り当てられ、ユーザー３にはすべてのＭのデータストリー

10

ムに対して時間セグメント６および７が割り当てられ、以下同様にして、ユーザーｋには
すべてのＭのデータストリームに対して時間セグメントＳが割り当てられる。
【００３１】
部分割り当てと呼ばれる他の例示実施形態において、所定の時間セグメントは複数の端
末に割り当てられてもよい。部分割り当ては種々の方法で実行されてもよい。一実施形態
において、各端末はＭのデータストリームに対してＨＳＤＰＡのためのチャネライゼーシ
ョンコードのサブセットが割り当てられてもよい。他の実施形態において、各端末には、
Ｍのデータストリームのサブセット（例えば、１）のためのＨＳＤＰＡのためのすべての
チャネライゼーションコードが割り当てられてもよい。さらに他の実施形態において、各
端末にはデータストリームのサブセットのためのＨＳＤＰＡのためのチャネライゼーショ

20

ンコードのサブセットが割り当てられてもよい。一般に、端末には、任意の時間セグメン
ト内のＭのデータストリームの各々内の任意の数のチャネライゼーションコードが割り当
てられてもよい。部分割り当ては、基地局がＴＴＩにおいてより正確に端末をスケジュー
ルすることを可能にする。部分割り当ては、より小さなペイロードを有するより多くの端
末が、より高いデータレートを有するより少ない端末をスケジュールすることに対して好
ましいとき、例えば、ＶｏＩＰが多くの端末により使用されるときに使用されてもよい。
【００３２】
さらに他の例示実施形態において、完全割り当てと部分割り当ての組み合わせが所定の
ＴＴＩに対して使用されてもよい。例えば、完全セグメントはいくつかの時間セグメント
に対して（例えば、ＳＩＣ能力を備えた端末および／またはより大きなデータペイロード
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を備えた端末に対して）使用されてもよく、部分割り当ては他の時間セグメントに対して
（例えば、ＳＩＣ能力を備えていない端末および／またはより小さなデータペイロードを
備えた端末に対して）使用されてもよい。
【００３３】
例示実施形態において、１つ以上の時間セグメントを用いてＴＤＭパイロットを送信す
る。ＴＤＭパイロットのために使用される時間セグメントはパイロットセグメントと呼ば
れる。ＴＤＭパイロットは、Ｐ−ＣＰＩＣＨ上のＣＤＭパイロットと一緒にＨＳ−ＰＤＳ
ＣＨ上に送信されてもよい。ＴＤＭパイロットは種々の方法で送信されてもよい。例示実
施形態において、ＴＤＭパイロットは、ＨＳＤＰＡのためのすべてのチャネライゼーショ
ンコードを用いて送信される。ＨＳＤＰＡデータはＨＳ−ＰＤＳＣＨ上を運ばれるので、
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ＴＤＭパイロットはチャネライゼーションコードあたり同じ送信電力で送信されてもよい
。従って、ＴＤＭパイロットのための合計送信電力は、ＨＳＤＰＡデータのための合計送
信電力に等しいであろう。ＴＤＭパイロットに使用する時間セグメントの数は、ＴＤＭパ
イロットで得られる利点（スループットにおける改善）対ＴＤＭパイロットを送信するた
めのオーバーヘッドとの間のトレードオフに基づいて選択されてもよい。
【００３４】
一般のＳの時間セグメントのいずれもパイロットセグメントとして使用されてもよい。
【００３５】
すべての端末がＴＤＭパイロットを用いてＴＴＩの次の時間セグメントで送信されたＨＳ
ＤＰＡデータをリカバー可能にするために、ＴＤＭパイロットはＴＴＩの最初の時間セグ
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メントで送信されてもよい。また、ＴＤＭパイロットは、ＴＴＩの２つの終わりの時間セ
グメントに対して時間に関してほぼ等しい距離にあるＴＴＩの真ん中の時間セグメントで
送信されてもよい。また、ＴＤＭパイロットは他の時間セグメントで送信されてもよい。
【００３６】
図４Ａおよび４Ｂに示される例示実施形態において、ＴＤＭパイロットは１つの時間セ
グメントで送信される。Ｓ＝１６ならＴＤＭパイロットのためのオーバーヘッドは１／１
６＝６．２５％である。例示実施形態において、ＴＤＭパイロットは各ＴＴＩの１つ以上
の指定された時間セグメントで固定され送信される。他の例示実施形態において、ＴＤＭ
パイロットは、構成可能であり、（１）所定のＴＴＩで送信されてもよいし送信されなく
てもよい、（２）ＴＴＩの選択可能な数の時間セグメントで送信されてもよい、および／

10

または（３）異なる数のチャネライゼーションコードで送信されてもよい。ＴＤＭパイロ
ットの形態は、ＴＴＩ毎に、無線フレーム毎に、またはよりゆっくりと変化されてもよい
。
【００３７】
端末は、チャネル推定、チャネル品質測定等のような種々の目的のためにＴＤＭパイロ
ットを使用してもよい。端末は、ＴＤＭパイロットに基づいてすべての受信アンテナにお
ける（またはすべての送信アンテナとすべての受信アンテナとの間における）すべてのデ
ータストリームのためのチャネル利得推定値を導き出してもよい。端末はチャネル利得推
定値を用いてイコライザタップ、空間フィルターマトリクス等を導き出してもよい。次に
、端末はイコライザタップおよび／または空間フィルターマトリクスを用いて受信された

20

信号を処理し、送信されたデータストリームをリカバーする。
【００３８】
また、端末は、ＴＤＭパイロットに基づいて受信されたＳＩＮＲを測定し、ＣＱＩ（チ
ャネル品質インジケーター）をＳＩＮＲ推定値に基づいて計算し、ＣＱＩを基地局に送信
してもよい。また、端末は、Ｐ−ＣＰＩＣＨ上に送信されたＣＤＭパイロットに基づいて
受信されたＳＩＮＲを測定してもよい。しかしながら、ＴＤＭパイロットは、ＨＳＤＰＡ
データに使用されるのと同じチャネライゼーションコードを用いておよびＨＳＤＰＡデー
タと同じ電力レベルで送信されるので、ＴＤＭパイロット（またはパイロットＳＩＮＲ）
を介して得られるＳＩＮＲに基づいて計算されたＣＱＩは、ＨＳＤＰＡデータ（またはデ
ータＳＩＮＲ）を介して得られるＳＩＮＲのより良い反映であってよい。基地局は各ＴＴ

30

ＩにおいてＨＳＤＰＡに使用される送信電力の量を知り、端末がパイロットＳＩＮＲを計
算する時刻から基地局が報告されたＣＱＩを用いてＨＳＤＰＡデータを送信する時刻まで
の送信電力および／またはコード割り当てにおける任意の変化を補償するために報告され
たＣＱＩをほぼ調節することができる。ＴＤＭパイロットを介して得られてもよいより正
確な報告されたＣＱＩは、より正確なレート選択を可能にしてもよい。それは遅延感応ト
ラヒック並びに他のトラヒックの性能を改善するかもしれない。また、より正確な報告さ
れたＣＱＩは、例えば、６４−ＱＡＭおよび２５６−ＱＡＭのようなより高次の変調スキ
ームの使用をサポートしてもよい。
【００３９】
また、端末は、ＴＤＭパイロットに基づいて、トラヒック電力対パイロット電力の比で
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ある、トラヒック対パイロット比を決定してもよい。端末は、トラヒック対パイロット比
に基づいて、例えば、トラヒック対パイロット比の平方根としてスカラーを導き出しても
よい。端末はシンボル推定値をスカラーと乗算し、次のデコーディングのためにシンボル
推定値のための適切なスケーリング(scaling)を得てもよい。
【００４０】
端末は、ＭＩＭＯ検出および／または復調のためにＳＩＮＲ推定値を使用してもよい。
例えば、端末はＳＩＮＲ推定値を用いてコードビットのための対数尤度比（ＬＬＲｓ）を
計算してもよく、次にＬＬＲｓをデコードしてデコードされたデータを取得してもよい。
ＴＤＭパイロットを介して得ても良いより正確なＳＩＮＲ推定値は、特に、１６−ＱＡＭ
および６４−ＱＡＭのような一定でない電力コンステレーションを備えた変調スキームに
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対して、より正確なＬＬＲ計算および改良された復調およびデコーディング性能を生じて
もよい。
【００４１】
ＨＳＤＰＡのためのＴＤＭパイロットは、他のデータおよび／または制御チャネル、例
えばＨＳ−ＳＣＣＨと同時に送信されてもよい。ＴＤＭパイロットは純粋なＴＤＭパイロ
ットバーストと似ている。それは、ＣＤＭパイロットに対して改良されたトレーニング品
質を提供するために示された。ＴＤＭパイロットにより提供される可能な性能向上は、オ
ーバーヘッドペナルティにもかかわらずＴＤＭパイロットの送信を正当化してもよい。
【００４２】
図５は図４ＡのＴＤＭフォーマット４００を備えたＨＳＤＰＡのための例示送信を示す

10

。
【００４３】
基地局は、１ＴＴＩにおいてＨＳ−ＰＤＳＣＨ上のデータ送信のために端末をスケジュー
ルする。基地局は、各スケジュールされた端末のためのシグナリング／制御情報をＨＳ−
ＳＣＣＨ上に送信する。各スケジュールされた端末のためのシグナリングは、ＴＴＩ中の
その端末に割り当てられた特定の時間セグメント（複数の場合もある）を示す。基地局は
、割り当てられた時間セグメントにおいてスケジュールされた端末のためのＨＳＤＰＡデ
ータをＨＳ−ＰＤＳＣＨ上に送信する。ＨＳ−ＰＤＳＣＨ上のデータ送信は、ＨＳ−ＳＣ
ＣＨ上の対応するシグナリング送信からのスロットにより遅延される。
【００４４】
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ＴＴＩにおいてＨＳ−ＰＤＳＣＨ上のデータを受信してもよい各端末は、ＨＳ−ＳＣＣ
Ｈを処理し、シグナリングがその端末に送信されたか否かを決定する。各スケジュールさ
れた端末は（もし送信されたなら）ＴＤＭパイロットを処理し、さらに割り当てられた時
間セグメント（複数の場合もある）を処理し、端末に対して送信されたＨＳＤＰＡデータ
をリカバーする。各スケジュールされた端末は、現在のＴＴＩにおいて送信されたパケッ
トが正しくデコードされたならＡＣＫを送信し、そうでなければ、ＮＡＫを送信する。ま
た、各端末は、（送信されたなら）ＴＤＭパイロットに基づいておよび／またはＣＤＭパ
イロットに基づいてパイロットＳＩＮＲを推定し、ＳＩＮＲ推定値に基づいてＣＱＩを計
算し、ＡＣＫ／ＮＡＫとともにＣＱＩをＨＳ−ＤＰＣＣＨ上に送信してもよい。ＨＳ−Ｄ
ＰＣＣＨ上のフィードバック送信は、端末の受信に対して、ＨＳ−ＰＤＳＣＨ上の対応す
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るデータ送信の終わりからほぼ７．５スロットだけ遅延される。端末１乃至Ｋは、基地局
に対して、それぞれτPD,1乃至τPD,kの伝搬遅延を有する。従って、端末１乃至Ｋのため
のＨＳ−ＤＰＣＣＨｓは、基地局におけるＨＳ−ＰＤＳＣＨに対して、それぞれほぼ７．
５スロット＋τPD,1乃至７．５スロット＋τPD,kだけ遅延される。現在のＴＴＩにおいて
スケジュールされていない端末はまた以前のパケット送信および現在のＴＴＩのためのＣ
ＱＩに対してＡＣＫ／ＮＡＫをＨＳ−ＤＰＣＣＨｓ上に送信してもよい。
【００４５】
基地局は図４Ａに示されるＴＤＭフォーマットと図３に示されるＣＤＭフォーマットの
両方をサポートしてもよい。基地局は各ＴＴＩにおいてＴＤＭまたはＣＤＭフォーマット
を選択してもよく、スケジュールされた端末のためのシグナリングをＨＳ−ＳＣＣＨ上に
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送信してもよい。各スケジュールされた端末は、端末の能力、以前（例えば、呼セットア
ップの期間に）に交換されたコンフィギュレーション情報、ＨＳ−ＳＣＣＨ上に送信され
たシグナリング等に基づいてＴＤＭフォーマットまたはＣＤＭフォーマットが使用されて
いるか否かを知ってもよい。例えば、ＴＤＭフォーマットをサポートしないレガシー端末
は、ＨＳＤＰＡがＣＤＭフォーマットを用いて送信されるということを仮定してもよい。
ＴＤＭフォーマットとＣＤＭフォーマットの両方をサポートする新しい端末は、どのフォ
ーマットが現在のＴＴＩ、現在の無線フレームまたは全体の呼に対して使用されるかを（
例えば、上位層のシグナリングにより）通知されてもよい。
【００４６】
ＴＤＭフォーマットとＣＤＭフォーマットの両方に対してＨＳ−ＳＣＣＨ上で同じシグ
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ナリングフォーマットを使用することが望ましい。ＨＳ−ＳＣＣＨ上のシグナリングは多
数のパラメーターを含む。それらの１つは７ビットチャネライゼーションコードセット（
ＣＣＳ）パラメーターである。ＣＤＭフォーマットの場合、ＣＣＳパラメーターは、開始
チャネライゼーションコードおよび現在のＴＴＩにおいて端末に割り当てられた連続する
チャネライゼーションコードの数を示す。例示実施形態において、ＣＣＳパラメーターは
またＴＤＭフォーマットのための時間セグメントの割り当てを伝えるために使用される。
ＣＣＳビットの解釈は、ＴＤＭまたはＣＤＭフォーマットＨＳ−ＰＤＳＣＨに対して使用
されるかどうかに応じて異なるであろう。
【００４７】
図６はＴＴＩ内の時間セグメントを端末に割り当てる例示実施形態を示す。端末は、Ｔ
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ＴＩ内の１つ以上の連続する時間セグメントを割り当てられてもよい。例示実施形態にお
いて、シグナリングを低減するために、端末は割り当てられた時間セグメントの数に基づ
いてシーケンシャルの順番に時間セグメントを割り当てられてもよい。例えば、最も多く
の数の時間セグメントを有する端末は、ＴＴＩにおいて最初に割り当てられてもよいし、
２番目に多い数の時間セグメントを有する端末は、次に割り当てられてもよいし、以下同
様であり、最も少ない数の時間セグメントを有する端末はＴＴＩにおいて最後に割り当て
られてもよい。図６に示される例において、ユーザー１は第１のＬ１時間セグメントを割
り当てられ、ユーザー２は次のＬ２時間セグメントを割り当てられ、但しＬ2≦Ｌ1であり
、ユーザー３は次のＬ３時間セグメントを割り当てられ、但しＬ3≦Ｌ2であり、以下同様
であり、ユーザーＫは最後のＬＫ時間セグメントを割り当てられ、但しＬk≦Ｌk‑1である
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。
【００４８】
図６に示される例示実施形態において、端末に割り当てることができる時間セグメント
の最大数は、端末に対する開始時間セグメントに依存する。
【００４９】
・開始時間セグメントがＴＴＩの最初の時間セグメントなら、端末には１乃至Ｓの時間セ
グメントが割り当てられてもよい。
【００５０】
・開始時間セグメントが第２の時間セグメントなら、第１の時間セグメントにおけるその
開始点を有する他の端末には唯一つの時間セグメントが割り当てられていたので、端末に
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は１つの時間セグメントが割り当てられてもよい。
【００５１】
・開始時間セグメントが第３の時間セグメントなら、端末には１つまたは２つの時間セグ
メントが割り当てられてもよい。
【００５２】
・開始時間セグメントがＮ番目の時間セグメントなら、但し１＜Ｎ≦Ｓである場合、端末
は１つ乃至ｍｉｎ｛Ｎ−１，Ｓ−Ｎ｝時間セグメントを割り当てられてもよい。
【００５３】
Ｎ−１の限定は時間セグメントを割り当てるシーケンシャルな順番による。Ｓ−Ｎの限
定はＴＴＩの有限長による。ＴＴＩの後半に開始する端末の場合、Ｓ−Ｎの限定はＮの限
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定よりもさらに制限される。
【００５４】
（ａ）Ｓ＝１６でＴＤＭパイロットが１つの時間セグメントで送信されるならまたは（
ｂ）Ｓ＝１５でＴＤＭパイロットが送信されないなら、ＴＴＩ内の１５の時間セグメント
の合計は、ＨＳＤＰＡ に対する端末に割り当て可能であってよい。図６に示される割り
当て実施形態の場合、１ＴＴＩにおいて１５の時間セグメントが割り当てられるなら、７
１の起こり得る時間セグメントの割り当てがある。端末に対する時間セグメントの割り当
ては、７ビットＣＣＳパラメーターで伝えられてもよい。この場合、ＣＣＳパラメーター
の１２８の可能な値のうちの７１の値は、時間セグメント割り当てを伝えるために使用さ
れてもよい。１２８−７１＝５７の残りの値は他のシグナリングのために使用されてもよ
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い。
【００５５】
他の例示実施形態において、端末は、図６に示される逆の順番で１つ以上の連続する時
間セグメントを割り当てられてもよい。例えば、最も少ない数の時間セグメントを有する
端末は、ＴＴＩの最初に割り当てられ、第２に少ない数の時間セグメントを有する端末は
、次に割り当てられ、以下同様であり、最も多い数の時間セグメントを有する端末は、Ｔ
ＴＩの最後に割り当てられてもよい。さらに他の例示実施形態において、端末は１つ以上
の連続する時間セグメントをＴＴＩのどこでも割り当てられてもよい。この例示実施形態
は、コードツリー内の１つ以上の連続するチャネライゼーションコードが図３に示される
ＣＤＭフォーマットに対して端末に割り当てられてもよい方法と類似する。従って、端末
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のためのシグナリングは、開始時間セグメントと、端末に割り当てられた連続する時間セ
グメントの数を示してもよい。１５の時間セグメントの合計がＴＴＬに割り当て可能なら
、時間セグメントの１２０の起こり得る割り当てがある。端末のための時間セグメントパ
ラメーターは７ビットＣＣＳパラメーターで伝えられてもよい。この場合、１２８−１２
０＝８の残りの値は他のシグナリングのために使用されてもよい。
【００５６】
上述するように完全な割り当ておよび部分割り当ての組み合わせは所定のＴＴＩに対し
て使用されてもよい。シグナリングを低減するために、ある共通に使用される部分割り当
ては、７ビットＣＣＳパラメーターの残り（例えば、５７）の値に対して定義されてもよ
い。また、さらなる部分割り当ては、より多くのシグナリングビットを用いて定義されて
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もよい。極端に、各時間セグメントにおけるチャネライゼーションコードは、例えば、Ｃ
ＤＭフォーマットの場合にチャネライゼーションコードが各ＴＴＩにおける端末に割り当
てられるのと同じ方法で端末に割り当てられてもよい。
【００５７】
１つ以上のＨＳ−ＳＣＣＨｓは、１２８の拡散ファクターを有するチャネライゼーショ
ンコードを用いて基地局から同時に送信される。各端末のためのシグナリングは、その端
末のためのＵＥアイデンティティを用いてスクランブルされ、ＨＳ−ＳＣＣＨｓのセット
に割り当てられたチャネライゼーションコードの１つを用いてＨＳ−ＳＣＣＨｓの１つ上
に送信される。例示実施形態において、ＨＳ−ＳＣＣＨｓのセットに使用されるチャネラ
イゼーションコードを低減するために良好なチャネル条件を観察する端末のためのシグナ
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リングは、１２８の代わりに２５６の拡散ファクターを有するチャネライゼーションコー
ドを用いて送信されてもよい。これらの端末は、良好な性能を得るためにより高いＳＩＮ
Ｒに典型的に依存する、ＭＩＭＯを採用する端末であってよい。より高い符号レートおよ
び／またはより高次の変調スキームは、より大きな拡散ファクターと組み合わされて使用
されてもよい。
【００５８】
図７は、基地局１１０および端末１２０の例示実施形態のブロック図を示します。基地
局１１０は、図１内の基地局の１つであってもよい。端末１２０は図１内の端末の１つで
あってもよい。この例示実施形態において、基地局１１０は、データの送受信に使用され
てもよい複数（Ｔ）のアンテナ７１８ａ乃至７１８ｔを備えている。端末１２０は、デー
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タ受信のために使用されてもよい複数（Ｒ）のアンテナ７５２ａ乃至７５２ｒと、データ
送信のために使用されてもよい１つのアンテナ７５２ａを備えている。各アンテナは物理
アンテナ、アンテナアレイおよび適切なビーム形成装置からなる仮想アンテナまたは固定
の重み付けするネットワークを有したアンテナアレイ等であってよい。
【００５９】
基地局１１０において、送信（ＴＸ）データプロセッサー７１２は、データソース７１
０からトラヒックデータを受信して処理し、データシンボルを発生する。また、ＴＸデー
タプロセッサー７１２は、コントローラー７３０からのシグナリングを処理し、シグナリ
ングシンボルを発生する。本明細書において使用されるように、データシンボルは、デー
タのためのシンボルであり、シグナリングシンボルはシグナリング／制御情報のためのシ
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ンボルであり、パイロットシンボルはパイロットのためのシンボルであり、シンボルは典
型的に複素値である。データ、シグナリングおよびパイロットシンボルは、ＰＳＫまたは
ＱＡＭのような変調スキームからの変調シンボルであってよい。ＭＩＭＯの場合、ＴＸデ
ータプロセッサー７１２は、データ、シグナリングおよびパイロットシンボルを複数のス
トリームに逆多重化してもよい。次に、ＴＸデータプロセッサー７１２は、各データシン
ボルストリームに対してＣＤＭＡ変調を実行し、対応するチップストリームを発生しても
よい。ＴＸ空間プロセッサー７１４はプロセッサー７１２からチップストリームを受信し
、チップストリームに対して空間マッピングを実行し、Ｔの出力ストリームをＴの送信機
（ＴＭＲ）７１６ａ乃至７１６ｔに供給する。各送信機７１６は、その出力ストリームを
処理し（例えば、アナログに変換し、フィルターし、増幅し、アップコンバートする）、
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ダウンリンク信号を発生する。送信機７１６ａ乃至７１６ｔからのＴのダウンリンク信号
は、それぞれアンテナ７１８ａ乃至７１８ｔから送信される。
【００６０】
端末１２０において、Ｒのアンテナ７５２ａ乃至７５２ｒは、Ｔのダウンリンク信号を
受信し、各アンテナ７５２は、受信した信号をそれぞれの受信機（ＲＣＶＲ）７５４に供
給する。各受信機７５４は、その受信した信号を処理し（例えば、フィルターし、増幅し
、ダウンコンバートし、デジタル化し、復調する）、入力サンプルを受信（ＲＸ）空間プ
ロセッサー７５６およびチャネルプロセッサー７７４に供給する。チャネルプロセッサー
７７４は、受信したパイロット（例えば、ＴＤＭパイロット）に基づいてチャネル応答を
推定し、チャネル推定値を供給する。ＭＩＭＯ検出器７５６は、チャネル推定値を用いて
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入力サンプルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたサンプルを供給する。ＲＸデー
タプロセッサー７５８は、検出されたサンプルを処理し（例えば、デスクランブルし、逆
拡散し、シンボルデマップし、デインターリーブし、デコードする）、デコードされたデ
ータをデータシンク７６０に供給する。ＣＤＭＡ復調（例えば、デスクランブリングおよ
び逆拡散）は、検出後（例えば、ＭＩＭＯ送信の場合）または検出前（単一ストリーム送
信の場合）に実行されてもよい。
【００６１】
端末１２０は、フィードバック情報（例えば、受信されたパケットに対するＡＣＫｓ／
ＮＡＫｓ、ＣＱＩｓ等）を基地局１１０に送信してもよい。データソース７６２からのフ
ィードバック情報およびトラヒックデータは、ＴＸデータプロセッサー７６４により処理
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され、さらに送信機７５４ａにより処理されアップリンク信号を発生する。これはアンテ
ナ７５２ａを介して送信される。基地局１１０において、アップリンク信号は、Ｔのアン
テナ７１８ａ乃至７１８ｔにより受信され、受信機７１６ａ乃至７１６ｔにより処理され
、単一入力複数出力（ＳＩＭＯ）検出器７２０により処理され、さらにＲＸデータプロセ
ッサー７２２により処理され、送信機１２０により送信されたフィードバック情報および
トラヒックデータをリカバーする。
【００６２】
コントローラー／プロセッサー７３０および７７０は、それぞれ基地局１１０および端
末１２０における動作を制御する。メモリ７３２および７７２はそれぞれ基地局１１０と
端末１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶する。
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【００６３】
図８は図７のＴＸデータプロセッサー７１２およびＴＸ空間プロセッサー７１４のブロ
ック図を示す。この例示実施形態において、ＴＸデータプロセッサー７１２は、ＨＳ−Ｐ
ＤＳＣＨのためのデータプロセッサー８１０、ＨＳ−ＳＣＣＨのためのデータプロセッサ
ー８１２、および他の物理チャネルのためのデータプロセッサー８１４を含む。
【００６４】
ＨＳ−ＰＤＳＣＨのためのデータプロセッサー８１０内において、エンコーダー／シン
ボルマッパー８２０は、現在のＴＴＩにおいてスケジュールされた端末のためのトラヒッ
クデータを受信し、各端末のための各パケットを処理し（例えば、フォーマットし、符号
化し、インターリーブし、シンボルマップする）、データシンボルを発生し、すべての端
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末のためのデータシンボルを、同時に送信されるＭのストリームに逆多重化する。各スト
リームに１つのパケットの割合で、ＭのパケットがＭのストリーム上に送信され、連続す
る干渉除去を容易にする。あるいは、パケットは、逆多重化され複数のストリームにわた
って送信されてもよい。ＣＤＭＡ変調器８２２は、Ｍのデータシンボルストリームを受信
し、各端末のためのデータシンボルをその端末に割り当てられた時間セグメント（複数の
場合もある）にマップし、パイロットシンボルに多重化する。ストリーム毎に、ＣＤＭＡ
変調器８２２は、ＨＳＤＰＡのためのチャネライゼーションコードでデータおよびパイロ
ットシンボルを拡散し、各チャネライゼーションコードのためのチップをそのコードのた
めの利得ファクターでスケール(scale)し、すべてのチャネライゼーションコードのため
のスケールされたチップを結合し、結合されたチップをスクランブルしてスクランブルさ
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れたチップストリームを発生する。データプロセッサー８１０は、ＨＳ−ＰＤＳＣＨのた
めのＭチップストリームを供給する。データプロセッサー８１２は、ＨＳ−ＳＣＣＨのた
めのシグナリングを処理し、ＨＳ−ＳＣＣＨのためのＭチップストリームを供給する。デ
ータプロセッサー８１４は、他の物理チャネルのためのトラヒックデータおよびシグナリ
ングを処理し、これらの物理チャネルのためのＭチップストリームを供給する。
【００６５】
ＴＸ空間プロセッサー７１４は、ＨＳ−ＰＤＳＣＨのための空間マッパー８３０、ＨＳ
−ＳＣＣＨのための空間マッパー８３２、および他の物理チャネルのための空間マッパー
８３４を含む。空間マッパー８３０は、ＨＳ−ＰＤＳＣＨのためのＭチップストリームと
１つ以上の空間マッピングマトリクスとのマトリクス乗算を実行してＴのマップされたチ
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ップストリームを供給してもよい。空間マッパー８３２は、ＨＳ−ＳＣＣＨのためのＭチ
ップストリームを空間的にマップし、Ｔのマップされたチップストリームを供給する、但
し、Ｍ≦Ｔである。空間マッパー８３４は、他の物理チャネルのためのＭチップストリー
ムを空間的にマップし、Ｔのマップされたチップストリームを供給する。結合器８４０は
、すべての物理チャネルのためのマップされたチップを結合し、ＴのアンテナのためのＴ
の出力ストリームを供給する。また、結合は空間マッピングの前に実行されてもよい。
【００６６】
空間マッピングマトリクスは、直行マトリクス（例えば、ウォルシュマトリクスまたは
フーリエマトリクス）、アイデンティティマトリクスまたはその他のマトリクスであって
よい。正規直交マトリクスは、１つのストリームからのチップを、空間ダイバーシティを
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供給してもよいすべてのＴのアンテナにマップすることができる。アイデンティティマト
リクスは単にチップを通過する。単一空間マッピングマトリクスは、すべての端末に使用
されてもよく、先験的に示されまたは知られる。また、異なる空間マッピングマトリクス
もその割り当てられた時間セグメント（複数の場合も有る）に対して各端末に使用されて
もよく、端末または基地局により選択されて良好な性能を得てもよく、（ＣＣＳパラメー
ターの残りの値またはその他のシグナリングビットを用いて）先験的に示されまたは知ら
れてもよい。空間マッピングは、すべての物理チャネルに対してまたはいくつかの物理チ
ャネル、例えばＨＳ−ＰＤＳＣＨおよび／またはＨＳ−ＳＣＣＨのみに対して実行されて
もよい。
【００６７】

40

図９は、連続する干渉除去（ＳＩＣ）を実行するＲＸプロセッサー９００のブロック図
を示す。ＲＸプロセッサー９００は図７の端末１２０におけるＭＩＭＯ検出器７５６とＲ
Ｘデータプロセッサー７６８の例示実施形態である。
【００６８】
第一段９１０ａの場合、ＭＩＭＯ検出器９１２ａは、ＴＴＩにおいて端末に割り当てら
れたすべてのセグメント（複数の場合も有る）に対して受信機７５４ａ乃至７５４ｒから
の入力サンプルのＲのストリームを受信し、チャネル推定値を用いて入力サンプルに対し
てＭＩＭＯ検出を実行し、リカバーされる第１のストリームに対して検出されたサンプル
を供給する。ＭＩＭＯ検出器９１２ａは、ＭＭＳＥ、ゼロフォーシング（ＺＦ）またはそ
の他のＭＩＭＯ検出スキームを実施してもよい。それは、チャネル推定値を用いずに検出
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を実行することができるかもしれない。例えば最小二乗平均（ＬＭＳ）スキームまたはそ
の他のスキームはチャネル推定値を用いずにイコライザの重みに適合するように使用され
てもよい。ＣＤＭＡ復調器９１４ａは、ＨＳＤＰＡのために端末１２０に割り当てられた
チャネライゼーション（Ｃｈ）コードを用いて検出されたサンプルに対してデスクランブ
リングおよび逆拡散を実行し逆拡散シンボルを供給する。シンボルデマッパー／デコーダ
ー９１６ａは逆拡散シンボルを処理し（例えば、ＬＬＲｓを計算し、デインターリーブし
、デコードする）し、第１のストリームに対してデコードされたパケットを供給する。
【００６９】
パケットが正しくデコードされるなら、エンコーダー／シンボルマッパー９１８ａは、
パケットを符号化し、インターリーブし、シンボルマップし、パケットのためのデータシ
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ンボルを再発生する。ＣＤＭＡ変調器９２０ａはＨＳＤＰＡのために端末に割り当てられ
たチャネライゼーションコードを用いて再発生されたシンボルを拡散し、拡散シンボルを
スクランブルし、第１のストリームのための再発生されたチップを供給する。空間マッパ
ー９２２ａは、基地局１１０により実行される方法と同じ方法で再発生されたチップをマ
ップし、マップされたチップを供給する。干渉推定器９２４ａは、マップされたチップお
よびチャネル推定値に基づいて第１のストリームによる干渉を推定する。干渉減算ユニッ
ト９２６ａは、入力サンプルから干渉推定値を減算し、次のステージのための入力サンプ
ルを供給する。
【００７０】
各後段は前段から入力サンプルを受信し、第１のステージの場合と同様の方法で入力サ
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ンプルを処理し、そのステージによりリカバーされているストリームのためのデコードさ
れたパケットを供給する。パケットが正しくデコードされるなら、デコードされたパケッ
トからの干渉は推定されそのステージのための入力サンプルから減算され、次のステージ
のための入力サンプルを取得する。
【００７１】
図９に示すように、各ストリームに対して推定することができ、除去することができる
干渉量は、端末に割り当てられたチャネライゼーションコード対ＨＳＤＰＡに使用される
チャネライゼーションコードにより決定される。端末に例えば図４Ｂに示されるように、
ＨＳＤＰＡのためのすべてのチャネライゼーションコードが割り当てられるなら、ＨＳＤ
ＰＡのための合計干渉は推定されてもよく除去されてもよい。次のストリームのＳＩＮＲ
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ｓは、以前のストリームからの除去された干渉により改善されてもよい。
【００７２】
また、図９に示されるように、チャネル推定値はＭＩＭＯ検出と干渉推定の両方に使用
される。より高品質のチャネル推定値は図４Ｂに示されるＴＤＭパイロットに基づいて取
得されてもよい。他の例示実施形態において、パケットが所定のストリームに対して正し
くデコードされるなら、ＣＤＭＡ復調器９１４から逆拡散されたシンボルおよびエンコー
ダー／シンボルマッパー９１８からの再発生されたシンボルに基づいてそのストリームに
対してデータベースのチャネル推定値が導き出されてもよい。データベースのチャネル推
定値は、パイロットベースのチャネル推定値よりも高い品質を有していてもよく、ブロッ
ク９２４において使用されてより正確な干渉推定値を導き出してもよい。
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【００７３】
図１０はダウンリンク送信の場合の基地局１１０により実行されるプロセス１０００の
例示実施形態を示す。ＴＴＩの複数の時間セグメントは、少なくとも１つの端末に割り当
てられる（ブロック１０１２）。完全な割り当ての場合、各時間セグメントは１つの端末
に割り当てられ、各端末はＴＴＩにおける少なくとも１つの連続する時間セグメントに割
り当てられる。部分割り当ての場合、時間セグメントは、複数の端末に割り当てられても
よく、複数の端末により共有されてもよい。また、完全な割り当てと部分割り当ての組み
合わせを用いてもよい。複数のタイムセグメントは、各端末に割り当てられている時間セ
グメントの数により決定されるシーケンシャルな順番で少なくとも１つの端末に割り当て
られてもよい。例えば、最も多くの時間セグメントを有する端末がＴＴＩにおいて最初に
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割り当てられてもよく、最も少ない数の時間セグメントを有する端末がＴＴＩにおいて最
後に割り当てられてもよい。ＭＩＭＯが採用されるなら、複数の時間セグメントは、同時
に送信されている複数のストリームの各々に対して少なくとも１つの端末に割り当てられ
てもよい。各端末は、複数のストリームにわたって少なくとも１つの時間セグメントに割
り当てられてもよい。また、所定の時間セグメントにおいて、ストリームの範囲内におい
て、チャネライゼーションコードの範囲内において、またはストリームとチャネライゼー
ションコードの両方の範囲内において異なる端末が割り当てられてもよい。
【００７４】
各端末のためのデータは処理され（例えば、符号化され、シンボルマップされ）、端末
に割り当てられた少なくとも１つの時間セグメントにマッピングされる（ブロック１０１
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４）。各時間セグメント内のデータはＴＴＩにおいて使用される少なくとも１つのチャネ
ライゼーションコードで拡散される（ブロック１０１６）。パイロットはパイロット送信
のために指定された少なくとも１つの時間セグメントにマップされてもよく（ブロック１
０１８）、ＴＴＩで使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコードで拡散され
てもよい（ブロック１０２０）。パイロットは、少なくとも１つの端末に対するパイロッ
トとデータのための等しい送信電力を得るためにスケール(scale)されてもよい。シグナ
リングは、例えば、開示時間セグメントおよび端末に割り当てられた時間セグメントの数
を伝達するために各端末に対して発生される（ブロック１０２２）。少なくとも１つの端
末のための拡散データとパイロットは、例えば、ＨＳ−ＰＤＳＣＨ上に送信されてもよい
。各端末のためのシグナリングは、例えば、ＨＳ−ＳＣＣＨ上で送信されてもよい。
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【００７５】
図１１はダウンリンク送信を受信するために端末１２０により実行されるプロセス１１
００の例示実施形態を示す。ＴＴＩの複数のタイムセグメントの中から少なくとも１つの
時間セグメントの割り当てが受信される（ブロック１１１２）。割り当ては開始時間セグ
メントと割り当て内の時間セグメントの数を示すシグナリングを介して運ばれてもよい。
少なくとも１つの時間セグメントのための入力サンプルが得られる（ブロック１１１４）
。入力サンプルは、ＴＴＩにおいて使用される少なくとも１つのチャネライゼーションコ
ードで逆拡散され、逆拡散されたシンボルを得る（ブロック１１１６）。少なくとも１つ
のチャネライゼーションコードで送信されたパイロットは、パイロット送信のために指定
された少なくとも１つの時間セグメントから受信されてもよい（ブロック１１１８）。チ
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ャネル推定値および／またはＣＱＩは受信されたパイロットに基づいて導き出されてもよ
い（ブロック１１２０）。チャネル推定値を有した逆拡散シンボルに対して検出が実行さ
れ検出されたシンボルを得てもよい（ブロック１１２２）。
【００７６】
ＭＩＭＯが採用されるなら、少なくとも１つの時間セグメントの割り当ては、複数の送
信アンテナから同時に送信された複数のストリームに対してでもよい。少なくとも１つの
時間セグメントに対する入力サンプルは、複数の受信アンテナから得てもよい。入力サン
プルに対してＭＩＭＯ検出が実行され、複数のストリームの各々に対して検出されたサン
プルが取得されてもよい。ストリーム毎に検出されたサンプルは、少なくとも１つのチャ
ネライゼーションコードで逆拡散され、ストリームのための逆拡散シンボルを取得しても
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よい。各ストリームのための逆拡散シンボルはデコードされてもよい。各ストリームによ
る干渉は、ストリームを成功裏にデコードした後で推定され除去されてもよい。
【００７７】
明確にするために、技術は、特に３ＧＰＰにおけるＨＳＤＰＡの場合について記載した
。また、この技術は、他の無線技術を実施してもよい他の無線通信ネットワークに対して
使用されてもよい。例えば、この技術は、ＩＳ−２０００リリース０およびＡを実施する
ＣＤＭＡ２０００１Ｘネットワーク、ＩＳ−２０００リリースＣを実施するＣＤＭＡ２０
００１ｘＥＶ−ＤＶネットワーク、ＩＳ−８５６を実施するＣＤＭＡ２０００１ｘＥＶ−
ＤＯネットワーク等に対して使用されてもよい。ｃｄｍａ２０００は、それぞれＨＳ−Ｐ
ＤＳＣＨおよびＨＳ−ＳＣＣＨに対応するフォワードパケットデータチャネル（Ｆ−ＰＤ
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ＣＨ）およびフォワードパケットデータ制御チャネル（Ｆ−ＰＤＣＣＨ）を使用する。Ｆ
−ＰＤＣＨのフォーマット／構造は例えば図４Ａおよび４Ｂに示すように実施されてもよ
い。
【００７８】
当業者は、情報及び信号が多岐に渡る様々な異なる技術及び技法のいずれかを使用して
表現されてよいことを理解するだろう。例えば、前記説明を通して参照されてよいデータ
、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場
または磁性粒子、光学場または光学粒子、またはその任意の組み合わせによって表現され
てよい。
【００７９】

10

当業者は、さらに、本明細書に開示されている例示実施形態に関連して説明された多様
な例示的な論理ブロック、モジュール、回路及びアルゴリズムステップが、電子ハードウ
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されてよいことを
理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に説明するために、
多様な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路及びステップが、一般的にそれら
の機能という点で前述されている。このような機能性がハードウェアとして実現されるの
か、あるいはソフトウェアとして実現されるのかは、特定の用途及び全体的なシステムに
課される設計制約に依存する。当業者は、それぞれの特定の用途のために変化する方法で
説明された機能性を実現してよいが、このような実現の決定は、本発明の範囲からの逸脱
を引き起こすと解釈されるべきではない。
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【００８０】
ここに開示されている実施形態に関連して説明された多様な例示的な論理ブロック、モ
ジュール及び回路は、汎用プロセッサー、デジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、ま
たは他のプログラマブルロジックデバイス、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コンポーネント、あるいはここに説明される機能を
実行するように設計されたその任意の組み合わせをもって実現または実行されてよい。汎
用プロセッサーは、マイクロプロセッサーであってよいが、代替策ではプロセッサーは、
任意の従来のプロセッサー、コントローラー、マイクロコントローラーまたは状態機械で
あってよい。プロセッサーは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサーの組み合わせ、複数
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のマイクロプロセッサー、ＤＳＰコアと連動する１台または複数台のマイクロプロセッサ
ー、あるいは任意の他のこのような構成など計算装置の組み合わせとして実現されてもよ
い。ここに開示された実施形態に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップ
は、ハードウェア内、プロセッサーによって実行されるソフトウェアモジュール内、ある
いは２つの組み合わせの中で直接的に具現化されてよい。ソフトウェアモジュールはRAM
メモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハード
ディスク、取り外し可能ディスク、CD‑ROM、または技術的に既知である任意の他の形式の
記憶媒体に常駐してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサー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ーに結合される。代替策
では、記憶媒体はプロセッサーに一体化してよい。プロセッサー及び記憶媒体はASICに常
駐してよい。ASICはユーザー端末に常駐してよい。代替策では、プロセッサー及び記憶媒
体はユーザー端末内に別々の構成要素として常駐してよい。
【００８１】
開示された実施形態の上述の説明は、当業者が本発明を製造するまたは使用することが
できるようにするために提供される。これらの実施形態に対する種々の変更は、当業者に
容易に明らかになり、ここに定義される一般的な原則は、本発明の精神または範囲から逸
脱することなく他の実施形態に適用されてよい。従って、本発明はここに示されている実
施形態に制限されるのではなく、ここに説明される原則及び新規な特徴と一致する最も幅
広い範囲を与えられるべきである。
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