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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　通信リンクのリンク品質を繰り返し測定し、データレート制御テーブル中の記載事項
に対応するデータレート制御メッセージとして品質メトリックを生成する品質測定ユニッ
トと、
　　前記測定されたリンク品質の変化を決定し、前記データレート制御テーブル中の隣接
する記載事項を指す差分インディケータ（ＤＩＦＦ）を生成する差分分析器であって、前
記品質メトリックおよび前記差分インディケータは、リンク品質を指示するために基地局
へと送信される、差分分析器と
　を具備し、前記品質メトリックおよび前記差分インディケータは、送信出力レベルを調
整するように前記基地局に指示する出力制御命令を与えるために使用されるか、または、
前記品質メトリックおよび前記差分インディケータは、送信データレートを調整するよう
に前記基地局に指示するデータレート制御命令を与えるために使用され、前記差分インデ
ィケータは、前記品質メトリックのものよりも高い頻度で前記基地局へと送信される、こ
とを特徴とする遠隔局装置。
【請求項２】
　前記リンク品質は、受信信号のキャリア対干渉として測定される、請求項１に記載の遠
隔局装置。
【請求項３】
　遠隔局が、前記品質メトリックにセクタカバーを適用する、請求項２に記載の遠隔局装
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置。
【請求項４】
　ワイアレス通信システムのための方法であって、
　　データレート制御テーブル中の記載事項に対応するデータレート制御メッセージとし
て、第１の頻度において品質メトリックを生成することであって、前記品質メトリックは
、通信リンクの品質に関する情報を与える、品質メトリックを生成することと、
　　第２の頻度において、差分インディケータ（ＤＩＦＦ）を生成することであって、前
記差分インディケータは、前記データレート制御テーブル中の隣接する記載事項を指し、
前記通信リンクの品質の変化を指示する、差分インディケータ（ＤＩＦＦ）を生成するこ
とと
　を具備し、前記品質メトリックおよび前記差分インディケータは、送信出力レベルを調
整するように送信局に指示する出力制御命令を与えるために使用されるか、または、送信
データレートを調整するように送信局に指示するデータレート制御命令を与えるために使
用され、前記第２の頻度は、前記第１の頻度より高い、ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　各品質メッセージは、受信機における受信信号のキャリア対干渉情報を含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信信号は、パイロット信号である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　各差分インディケータは、少なくとも１ビットである、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　差分インディケータ（ＤＩＦＦ）を生成することは、
　　現在のリンク品質測定を予想したリンク品質測定と比較することと、
　　前記現在のリンク品質測定が前記予想したリンク品質測定より小さい場合、前記差分
インディケータ（ＤＩＦＦ）を、減少を指示する値にすることと、
　　前記現在のリンク品質測定が前記予想したリンク品質測定より大きい若しくは等しい
場合、前記差分インディケータ（ＤＩＦＦ）を、増加を指示する値にすることと、
　　前記差分インディケータを送信することと
　をさらに具備する、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　音声通信及びパケットスイッチされた通信を処理するためのワイアレス通信システムの
ための基地局であって、
　　データレート制御テーブル中の記載事項に対応するデータレート制御メッセージとし
て、品質メトリックおよび前記データレート制御テーブル中の隣接する記載事項を指す差
分インディケータを含む逆方向リンクにおける信号を受信する働きをする受信回路であっ
て、前記品質メトリックは、順方向リンクの品質メトリックを定期的に与え、前記差分イ
ンディケータは、連続する複数の品質メッセージ間で前記品質メトリックを追跡し、前記
差分インディケータは、前記品質メトリックのものよりも高い頻度で受信される、受信回
路と、
　　前記逆方向リンクにおいて受信されたデータレート制御メッセージを記憶する働きを
するメモリ記憶ユニットと、
　　前記差分インディケータに応じて前記メモリ記憶ユニット中に記憶された前記データ
レート制御メッセージをアップデートするための差分分析器と
　を具備する基地局。
【請求項１０】
　前記メモリ記憶ユニット中に記憶された前記データレート制御メッセージに応じて前記
システム内のパケットスイッチされた通信をスケジューリングする働きをするスケジュー
ラユニット
　をさらに具備する請求項９に記載の基地局。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本方法及び装置は、一般に通信に係わる、さらに詳しくは、ワイアレス通信システムに
おいてリンク品質フィードバックを供給するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ワイアレスデータ送信に対して増加する要求及びワイアレス通信技術を介して利用でき
るサービスの拡大は、音声及びデータを取り扱うことができるシステムを開発に導いた。
これら２つのサービスの種々の要求を取り扱うために設計された１つの拡散スペクトルシ
ステムは、ｃｄｍａ２０００と称される符号分割多元接続、ＣＤＭＡ、システムであり、
“ｃｄｍａ２０００拡散スペクトルシステムに関するＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－２０００標
準”に明記されている。ｃｄｍａ２０００の強化は、これに代わる種類の音声及びデータ
システムと同様に、開発中である。
【０００３】
　送信されたデータの量及び送信の回数が増加するにつれ、高周波送信に対して利用可能
な限定されているバンド幅が、決定的なリソースになる。それゆえ、利用可能なバンド幅
の使用を最適化する通信システムにおいて、情報を送信する効率的かつ正確な方法に対す
る要求がある。
【発明の概要】
【０００４】
　ここに開示された実施例は、通信リンクのリンク品質を繰り返し測定するための品質測
定ユニット、及び測定されたリンク品質における変化を決定するための差分分析器を有す
る遠隔局装置を与えることにより、上記の要求に向けられたものである。
【０００５】
　一つの観点では、音声通信及びパケットスイッチされた通信を処理するワイアレス通信
システムにおいて、トランシーバは、データレート制御メッセージ及び関連した送信情報
を表にするデータレート制御テーブル、データレート制御テーブルに接続されたデータレ
ート計算ユニット、データレート計算ユニットはトランシーバにおいて受信された信号に
応じてデータレート制御メッセージを選択する働きをする、及びデータレート制御テーブ
ル中の次の記載事項を指す差分インディケータを生成する働きをするデータレート計算ユ
ニットに接続された差分分析器、を含む。
【０００６】
　他の観点では、ワイアレス通信システムにおいて、ある方法は、第１の頻度において品
質メッセージ(quality message)を生成し、品質メッセージが通信リンクの品質に関する
情報を与える、及び第２の頻度において差分インディケータ(differential indicator)を
生成し、差分インディケータが通信リンクの品質の変化を指示する、ここで、第２の頻度
が第１の頻度より大きい、を含む。
【詳細な説明】
【０００７】
　用語“具体例の(exemplary)”は、ここでは“例、実例、若しくは例証として使われる
”という意味で広く使用される。“具体例の”としてここで説明されるいかなる実施例も
、他の実施例に対して好ましい若しくは優位であると解釈される必要性はない。
【０００８】
　ｃｄｍａ２０００システムのような、拡散スペクトルワイアレス通信システムにおいて
、複数のユーザが、同時に同一のバンド幅においてトランシーバに、しばしば基地局に、
送信する。基地局は、ワイアレスチャネルを介して、若しくは有線チャネル、例えば、光
ファイバー若しくは同軸ケーブルを使用する、を介して通信する、いずれかのデータ装置
である。ユーザは、以下に記すいずれかの種々の移動及び／若しくは固定装置であり、Ｐ
Ｃカード、コンパクトフラッシュ（登録商標）、外付け若しくは内蔵モデム、あるいはワ
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イアレス若しくは有線電話を含むが、これらに限定されることはない。ユーザは、遠隔局
とも言われる。代わりの拡散スペクトルシステムは、パケットスイッチされたデータサー
ビス、ワイドバンド－ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡのシステム、第三世代パートナーシッププ
ロジェクト、３ＧＰＰ、により明記されたようなシステム、第三世代パートナーシッププ
ロジェクトツー、３ＧＰＰ２、により明記されたような音声及びデータシステムを、含む
ことに注意する。
【０００９】
　それを介してユーザが信号をトランシーバに送信する通信リンクは、逆方向リンク、Ｒ
Ｌ、と呼ばれる。それを介してトランシーバが信号をユーザに送る通信リンクは、順方向
リンク、ＦＬ、と呼ばれる。各ユーザが基地局に送信し、そこから受信するように、他の
ユーザは、基地局と同時に通信している。ＦＬ及び／若しくはＲＬにおける各ユーザの送
信は、他のユーザに干渉を引き起こす。受信信号の干渉を克服するために、デモジュレー
タは、許容されるエラー発生率で信号をデモジュレートするために、ビットエネルギー対
干渉出力スペクトル密度の十分な比、Ｅｂ／Ｎ０、を維持しようとする。出力制御、ＰＣ
、は、所定のエラー基準を満足させるために、順方向リンク、ＦＬ、及び逆方向リンク、
ＲＬ、の一方若しくは両方の送信機出力を調整するプロセスである。理想的には、出力制
御プロセスは、指定された受信機において、少なくとも最小の要求されるＥｂ／Ｎ０を達
成するための送信機出力を調整する。さらに、最小のＥｂ／Ｎ０より大きい出力を使用す
る送信機がないことが望ましい。出力制御プロセスを通して達成した１のユーザに対する
いかなる利点も、他のいかなるユーザの不必要な犠牲がないことを、確かにする。
【００１０】
　各送信機は他のユーザに最低量の干渉を引き起こすだけであり、それゆえ処理利得を増
加させることを確実にすることによって、出力制御は、システムの能力に影響を与える。
処理利得は、送信バンド幅、Ｗ、のデータレート、Ｒ、に対する比である。Ｅｂ／Ｎ０の
Ｗ／Ｒに対する比は、信号対ノイズ比、ＳＮＲに対応する。処理利得は、他のユーザから
の有限な量の干渉、即ち全ノイズ、を克服する。それゆえ、システム能力は、処理利得及
びＳＮＲに比例する。データに関して、フィードバック情報は、リンク品質測定として受
信機から送信機に供給される。フィードバックは、理想的には低待機時間の高速送信であ
る。
【００１１】
　出力制御は、ある環境の中でコンディションの変化に順応するためのシステムを容認す
る。変化するコンディションが、通信リンクの品質に影響するので、送信パラメータは、
変化に適応するために調整する。このプロセスは、リンク順応と言われる。リンク順応に
とって、システムのコンディションを可能な限り正確に、かつ迅速に追跡することが好ま
しい。
【００１２】
　ある実施例にしたがって、リンク順応は、通信リンクの品質により制御される。ここで
、リンクのＳＮＲは、リンクを評価するための品質メトリック(quality metric)を与える
。リンクのＳＮＲは、受信機において、キャリア対干渉、Ｃ／Ｉ、の関数として測定でき
る。音声通信に関して、出力を増加させること若しくは減少させることのいずれかを、送
信機に指示する出力制御命令を与えるために、品質メトリックＣ／Ｉは、使用できる。“
ＴＩＡ－８５６ ｃｄｍａ２０００高レートパケットデータ空間インターフェース仕様”
に明記されたようにＨＤＲシステムのようなパケットデータ通信に対して、３ＧＰＰ，及
び３ＧＰＰ２データ通信は、複数のユーザ間で計画される。ここで、いずれの所定時間に
おいても、ただ一人のユーザがアクセスネットワーク若しくは基地局からデータを受信す
る。パケットスイッチされたデータシステムでは、ＳＮＲ及び／若しくはＣ／Ｉのような
、品質メトリック測定は、適正なデータレート、エンコーディング、変調、及びデータ通
信のスケジューリングの決定に、基地局若しくはアクセスネットワーク送信機に価値のあ
る情報を供給する。それゆえ、遠隔局から基地局に品質メトリックを効率的に供給するこ
とは利点がある。
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【００１３】
　図１は、ワイアレス通信システム２０の一実施例を図示する。ここで、システム２０は
、音声及びデータ送信ができる拡散スペクトルＣＤＭＡシステムである。システム２０は
、２つの部分、有線サブシステム及びワイアレスサブシステム、を含む。有線サブシステ
ムは、パブリックスイッチトテレホンネットワーク(Public Switched Telephone Network
), ＰＳＴＮ２６、及びインターネット２２である。有線サブシステムのインターネット
２２部分は、インターワーキングファンクションインターネット(Inter-Working Functio
n Internet)、ＩＷＦ２４、を介してワイアレスサブシステムとインターフェースする。
データ通信に対して増加し続ける要求は、代表的にはインターネット及びそれにより利用
できるデータに簡単にアクセスできることに関係する。しかしながら、ビデオ及びオーデ
ィオの応用が発達するにつれ、送信バンド幅に対する要求が増加する。
【００１４】
　有線サブシステムは、インスツルメンテーションユニット(instrumentation unit)、ビ
デオユニット、等のような他のモジュールを含むことができるが、これに限定されること
はない。ワイアレスサブシステムは、基地局サブシステムを含む。基地局サブシステムは
、モービルスイッチングセンタ(Mobile Switching Center)、ＭＳＣ２８、基地局コント
ローラ、ＢＳＣ３０、基地トランシーバ局、ＢＴＳ３２，３４、及び移動局、ＭＳ３６，
３８を含む。ＭＳＣ２８は、ワイアレスサブシステムと有線サブシステムとの間のインタ
ーフェースである。それは、種々のワイアレス機器と会話をするスイッチである。ＢＳＣ
３０は、１若しくはそれ以上のＢＴＳ３２，３４に対する制御及び管理システムである。
ＢＳＣ３０は、ＢＴＳ３２，３４及びＭＳＣ２８とメッセージを交換する。ＢＴＳ３２，
３４のそれぞれは、単一の場所に設置された１若しくはそれ以上のトランシーバからなる
。ＢＴＳ３２，３４のそれぞれは、ネットワーク側の高周波経路を終わりにする。ＢＴＳ
３２，３４は、ＢＳＣ３０と同じ場所に位置できる、若しくは個別に位置できる。
【００１５】
　システム２０は、ＢＴＳ３２，３４とＭＳ３６，３８との間の高周波空間インターフェ
ース物理チャネル(radio air interface physical channel)４０，４２を含む。物理チャ
ネル４０，４２は、デジタルコーディング及びＲＦ特性の観点から述べられた通信経路で
ある。
【００１６】
　上記で議論されたように、ＦＬは、ＢＴＳ３２，３４の一つからＭＳ３６，３８の一つ
へ送信のための通信リンクとして定義される。ＲＬは、ＭＳ３６，３８の一つからＢＴＳ
３２，３４の一つへ送信のための通信リンクとして定義される。ある実施例によれば、シ
ステム２０中の出力制御は、ＲＬ及びＦＬの両者に対する送信出力を制御することを含む
。多重出力制御メカニズムは、逆方向開ループ出力制御、逆方向閉ループ出力制御、順方
向閉ループ出力制御、等を含む、システム２０の中のＦＬ及びＲＬに適用できる。逆方向
開ループ出力制御は、ＭＳ３６，３８の初期アクセスチャネル送信出力を調整し、ＲＬの
経路損失減衰におけるバラツキを補償する。ＲＬは、２種類のコードチャネル、トラヒッ
クチャネル(traffic channel)及びアクセスチャネル、を使用する。
【００１７】
　図２は、一実施例にしたがった図１のシステム２０のＲＬの構造を図示する。ＲＬ即ち
逆方向チャネルは、２種類の論理チャネル、アクセス及びトラヒック、から構成される。
各論理チャネルは、ＢＴＳ３２，３４若しくはＭＳ３６，３８のいずれかのプロトコルレ
イヤ(protocol layer)中の通信経路である。情報は、ユーザの数、送信タイプ、送信の方
向、等のような基準に基づいて論理チャネル上にグループ化される。論理チャネルの情報
は、最終的には１若しくはそれ以上の物理チャネル上で搬送される。マッピングは、論理
及び物理チャネル間で決められる。このマッピングは、恒久的であって良いし、若しくは
所定の通信の期間だけ決められて良い。
【００１８】
　データサービスに関して、遠隔局はアクセスターミナル、ＡＴ、と言われることに注意
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する。ここで、ＡＴは、ユーザにデータの接続性を与える装置である。ＡＴは、ラップト
ップパーソナルコンピュータのような計算機器に接続されてもよいし、若しくはパーソナ
ルデジタルアシスタント(personal digital assistant)のような内蔵型のデータ機器であ
ってもよい。さらに、基地局は、アクセスネットワーク、ＡＮ、と言われる。ここで、Ａ
Ｎは、インターネットのようなパケットスイッチされたデータネットワークと少なくとも
１のＡＴとの間のデータ接続性を与えるネットワーク装置である。逆方向アクセスチャネ
ルは、トラヒックチャネルが割り当てられない場合、ＡＮと通信するためにＡＴにより使
用される。ある実施例では、ＡＮの各セクタに対して別々の逆方向アクセスチャネルがあ
る。
【００１９】
　図２を続けると、トラヒックチャネルは、３つの論理チャネル、差分インディケータ(d
ifferential indicator)、リンク品質インディケータ(link quality indicator)、及びデ
ータ、から構成される。リンク品質インディケータは、ＦＬパイロットチャネルの品質の
測定を与える。ある実施例は、リンク品質メトリックとしてキャリア対干渉、Ｃ／Ｉ、を
使用する。ここで、遠隔局は、所定の期間を有する複数の時間に渡ってＦＬパイロットチ
ャネルのＣ／Ｉを測定する。リンク品質インディケータは、ＲＬにおける基地局への定期
的な送信のためにエンコードされる。エンコーディングは、カバーの適用を含むことがで
きる。ここで、特定のカバーが、測定されたパイロット信号のセクタに対応して適用され
る。エンコードされたリンク品質インディケータは、“品質メッセージ”と言われる。代
わりの実施例は、リンク品質インディケータを決定する他の手段を実施でき、リンク品質
に対応する他のメトリックを実施できる。さらに、品質メトリック測定は、他の受信信号
に適用される。Ｃ／Ｉ測定は、しばしばｄＢ単位で表される。
【００２０】
　具体例の実施例では、リンク品質メッセージは、ＲＬにおける利用可能なバンド幅に与
える影響を小さくするために、比較的低い待機時間で定期的に決定され、送信される。あ
る実施例では、リンク品質メッセージは、２０ミリ秒に１回送信される。さらに、リンク
品質インディケータが送信されなかった場合、差分インディケータは、ＲＬにおいて基地
局に送信される。ある実施例では、差分インディケータは、１．２５ミリ秒毎に送られる
。図２に図示されたように、トラヒックチャネルは、差分インディケータサブチャネルを
さらに含む。リンク品質インディケータ及び品質メッセージとは対照的に、差分インディ
ケータは、ＦＬパイロットチャネルの品質の相対的な変化の指標であり、それは、より頻
繁に送られる。差分インディケータを決定するために、比較は、ＦＬパイロット信号の連
続するＣ／Ｉ測定から作られる。比較の結果は、変化の方向を指示する１ビット若しくは
複数ビットとして送信される。例えば、ある実施例にしたがえば、連続するＣ／Ｉ測定に
おける増加に対して、差分インディケータは正であり、連続するＣ／Ｉ測定における減少
に対して、差分インディケータは負である。差分インディケータは、わずかなコーディン
グ若しくはコーディングなしで送信される。それゆえ、早い、効率的な、低待機時間のフ
ィードバック方法を与える。差分インディケータは、ＦＬの状態について基地局に継続し
て早いフィードバックを供給する。フィードバックは、ＲＬを介して送られる。代表的に
は、Ｃ／Ｉ測定とは反対の極性を有する出力制御命令とは対照的に、品質メッセージ及び
差分インディケータがＣ／Ｉ測定を追跡することに注意する。
【００２１】
　差分インディケータの使用は、Ｃ／Ｉ全体を送信することの必要性を取り除く。ここで
、差分インディケータは、最後に予想した値（the last projected value）に対する増加
分の比較を与える。ある実施例にしたがった差分インディケータは、ＵＰ（＋１ｄＢ）若
しくはＤＯＷＮ（－１ｄＢ）インディケータである。代わりの実施例にしたがえば、同一
方向にある連続するステップは、第１のＵＰ（＋１ｄＢ）、第２のＵＰ（＋２ｄＢ）等の
ような、増加する値を有する。さらに他の実施例では、差分インディケータは、複数ビッ
トを含む。ここで、そのビットは、変化の方向及び量を認識するために重要性を有する。
フェージングチャネル(fading channel)は、継続するプロセスであるため、Ｃ／Ｉは、継



(7) JP 5755670 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

続するプロセスであり、それゆえ、そのような差分信号化技術(differential signaling 
technique)で追跡できる。この差分メッセージ(differential message)が全Ｃ／Ｉメッセ
ージよりはるかに小さいので、エンコード、送信、及びデコードするために時間がかから
ないばかりでなく、逆方向リンクにおけるエネルギーも少ない。これは、ＦＬ性能が改善
されるだけでなく、ＲＬ負荷も減少することを意味する。品質メッセージの定期的な送信
は、基地局と遠隔局との間の同期問題を防止する及び／若しくは訂正する。例えば、遠隔
局が、０ｄＢのＣ／Ｉ測定に対応する初期品質メッセージを有すると考える。遠隔局は、
リンク品質を継続的に測定し、各々が１ｄＢの増加分に対応する３つの差分インディケー
タを送信することを続行する。このようにして、遠隔局は、予想したＣ／Ｉを３ｄＢと計
算する。基地局は、２つの差分インディケータを正確にデコードでき、３番目にデコード
エラーを有する。それゆえ、基地局は、予想したＣ／Ｉを２ｄＢと計算する。この時点で
、遠隔局及び基地局は、同期していない。エンコードされた品質メッセージの次の送信は
、信頼できる方法で送信され、同期の不一致を修正する。このようにして、品質メッセー
ジは、基地局及び遠隔局で再び同期する。ある実施例では、品質メッセージは、非常に強
力な（５，２４）ブロックコードを使用してエンコードされ、インターリーブされ、２０
ｍｓ以上にわたり送信される。品質メッセージが、いずれかの同期エラーを修正するため
に使用されることに注意する。同期エラーは、差分インディケータをフィードバックする
時に起きる可能性があり、そしてそれゆえ、品質メッセージは、２０ｍｓのような比較的
大きな待機時間を許容できる。
【００２２】
　差分インディケータは、高速リンク順応技術を使用するワイアレス通信システムに適用
可能である。高速リンク順応技術は、受信機が最新のチャネルの状態を送信機に定常的に
フィードバックすることを必要とする。差分インディケータは、ＲＬチャネルの状態をＦ
Ｌでフィードバックするためにも適用できる一方で、データサービスにおいて、リンク順
応は、代表的には順方向リンクで生ずる。それゆえ、具体例の実施例は、ＲＬにおいて差
分インディケータを使用してＦＬの状態について基地局に情報を供給する遠隔局を示す。
理想的には、リンク品質フィードバックは、ＦＬシステム性能を最大にするために、最小
の遅延でしばしば生ずる。差分インディケータの使用は、ＲＬにおける負荷を減少し、そ
れにより、データトラヒックに利用可能なＲＬの能力を増加する。
【００２３】
　システム２０における使用のための遠隔局２００の一部分が、図３に示されている。遠
隔局２００は、受信回路２０２を含む。受信回路２０２は、アンテナ、及び予備処理フィ
ルタリングを含むが、これに限定されることはない。受信回路２０２は、ＦＬにおいて遠
隔局２００で受信した信号を処理する。信号は、パイロット信号を含むが、これに限定さ
れることはない。受信回路２０２は、品質測定ユニット２０４に接続される。品質測定ユ
ニット２０４は、パイロット信号の品質メトリック測定を決定する。具体例の実施例では
、品質測定ユニット２０４は、受信したＦＬパイロット信号のＣ／Ｉを測定する。品質メ
トリック測定、ｃｕｒ＿Ｃ＿Ｉ、は、差分分析器２０６に与えられる。差分分析器２０６
は、所定の品質メッセージ期間、ＴＭＥＳＳＡＧＥ、に応答する。各品質メッセージ期間
の間、差分分析器２０６は、品質メッセージを形成するために、さらに処理するためにリ
ンク品質インディケータとして、１つの予想したＣ／Ｉ測定、ｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉ、を供給
する。さらなる処理は、リンク品質インディケータをエンコードすること、測定されたパ
イロット信号の送信セクタを認識するカバーの適用を含むことを、含む。残りの期間に関
して、品質測定ユニット２０４は、差分分析器２０６に連続するＣ／Ｉ測定を供給する。
【００２４】
　引き続き図３で、各時間の期間ＴＭＥＳＳＡＧＥの間、品質メッセージは、１回生成さ
れ、複数の差分インディケータが生成される。ここで、各々の生成された差分インディケ
ータは、“ｄｉｆｆ”と参照される。品質メッセージ及び差分インディケータは、異なる
レートで生成されることに注意する。図３に示されたように、差分分析器２０６は、差分
インディケータ生成のレートを制御する入力信号、ＴＤＩＦＦ、も受信する。



(8) JP 5755670 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

【００２５】
　一実施例にしたがった遠隔局における差分分析器２０６の動作は、図４に詳細に示され
ている。図４に示された一実施例にしたがえば、遠隔局において、差分分析器２０６プロ
セスは、品質測定ユニット２０４からＣ／Ｉ測定を受信することにより始まる。ここで、
ｃｕｒ＿Ｃ＿Ｉは、受信信号のリンク品質測定である。そのプロセスは、ステップ３０２
において変数“ｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉ”中に予想した測定として、ｃｕｒ＿Ｃ＿Ｉ値も記憶す
る。ステップ３０２は、初期化ステップであり、セッションにつき1回だけ実行される。
この時点で、古いＣ／Ｉ測定は、比較に利用できない。
【００２６】
　ステップ３０４において、ｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉ値は、品質メッセージとして送信される。
ステップ３０６において、Ｃ／Ｉは測定され、増加分の差分比較のために使用される、変
数“ｃｕｒ＿Ｃ＿Ｉ”に現在の測定として記憶される。ステップ３０８において、差分分
析器２０６は、ｃｕｒ＿Ｃ＿Ｉをｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉと比較し、その結果としてＤＩＦＦを
生成する。さらに、変数ｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉは、ステップ３１０における比較にしたがって
調整される。調整は、リンク品質の変化を追跡する。それゆえ、ｃｕｒ＿Ｃ＿Ｉがｐｒｏ
ｊ＿Ｃ＿Ｉより大きいならば、ｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉの値は増加され、その逆も同様に行われ
る。差分インディケータ、ＤＩＦＦ、は、ステップ３１２において送信される。ここで、
ＤＩＦＦは、ｃｕｒ＿Ｃ＿Ｉとｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉとの比較により決定されてきている。Ｄ
ＩＦＦが、リンク品質における変化の方向の指示を与えることに注意する。ある実施例で
は、ＤＩＦＦは、単一ビットである。ここで、正の値が増加に対応し、負の値が減少に対
応する。代わりの極性スキームは、ＤＩＦＦを表わすために複数ビットとして同様に実施
できる。これは、変化の方向に加えて、変化の量の指示を与える。
【００２７】
　ステップ３１４において、品質メッセージの時間の期間が終了したかを、プロセスは決
定する。各品質メッセージ時間の期間の中で、１の品質メッセージが送信され、一方で、
複数の差分インディケータが送信される。品質メッセージ時間の期間が終了することで、
プロセスはステップ３０４に戻る。品質メッセージ時間の期間が終了するまで、プロセス
はステップ３０６に戻る。このようにして、遠隔局は、全体の予想したＣ／Ｉ情報、即ち
、ｐｒｏｊ＿Ｃ＿Ｉ、とともに品質メッセージを与え、連続する差分インディケータが予
想したＣ／Ｉに対する変化を追跡する。ある実施例では、各差分インディケータは、所定
のステップサイズに対応すると見なされることに、注意する。代わりの実施例では、差分
インディケータは、いくつかの所定のステップサイズの内の一つに対応すると見なされる
。他の実施例では、差分インディケータの振幅は、ステップサイズを決定する。他の実施
例では、差分インディケータは、複数の情報ビットを含む。ここで、ビットは、所定のス
テップサイズのセットの中からステップサイズの方向及び振幅を選択するために重要性を
有する。さらに他の代わりの実施例では、ステップサイズは、動的に変化できる。
【００２８】
　図５は、基地局において品質メッセージ及び差分インディケータを処理する方法３５０
を図示する。変数“ＱＵＡＬＩＴＹ１”は、ステップ３５２において、第１の受信された
品質メッセージでデフォールト値に初期化される。デフォールト値は、初期に受信された
品質メッセージに基づくことができる。そして、ステップ３５４において品質メッセージ
が受信されるかを、プロセスは決定する。品質メッセージを受信すると、ＱＵＡＬＩＴＹ
１は、ステップ３６０で受信された品質メッセージに基づいてアップデートされる。そし
て、プロセスはステップ３５４に戻る。品質メッセージが受信されずに、ステップ３５６
においてＤＩＦＦが受信された場合、プロセスは、ＱＵＡＬＩＴＹ１がＤＩＦＦに基づい
て調整されるステップ３５８まで継続する。そして、プロセスはステップ３５４に戻る。
【００２９】
　ある実施例にしたがえば、品質メッセージは、ゲートで制御するチャネルに送信される
。ここで、送信は、各時間の期間Ｔｍｅｓｓａｇｅに１回行われる。差分インディケータ
は、継続したチャネルにおいて、より高い頻度で送信される。図６に示されたように、品



(9) JP 5755670 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

質メッセージ及び差分インディケータの信号強度の線図は、時間の関数としてプロットさ
れる。品質メッセージは、時間ｔ１，ｔ２，ｔ３等において送信される。ここで、品質メ
ッセージは、各期間Ｔｍｅｓｓａｇｅの中の他の時間では送信されない。差分インディケ
ータは、継続して送信される。具体例の実施例では、品質メッセージは、所定の時間の区
間Ｔ１の間中、送信される。差分インディケータは、時間の区間Ｔ２により分割される。
理想的には、Ｔ２はＴ１より大きい。ここで、差分インディケータは、品質メッセージの
送信のための時間の区間Ｔ１の間には送信されない。このようにして、基地局は、差分イ
ンディケータ及び品質メッセージを同一の所定の時間に受信しない。実際には、差分イン
ディケータが、時間において品質メッセージとオーバーラップするならば、基地局は、品
質メッセージを使用する。
【００３０】
　品質メッセージ及び差分インディケータは、基地局にフィードバックを与える。図６は
、品質メッセージ及び差分インディケータが個別に独立して発生するように示しているが
、品質メッセージは、長時間に渡り送られ、送信間でオーバーラップを生ずる。
【００３１】
　ある実施例では、品質メッセージは、エンコードされ、送信される。ここで、Ｃ／Ｉメ
ッセージは、非常にゆっくりと処理される。そして、品質メッセージは受信され、基地局
においてさらに後でデコードされるはずである。基地局は、差分インディケータを効率的
に次々に送り込み、計算経路の他の経路で送り返すことができる。そして、メッセージが
遠隔局によりエンコードされ送信される時に、予想した測定を見つけるために戻ることが
できる。品質メッセージが誤った計算、即ち、差分インディケータを適用した後の結果、
を示したことを、基地局が見つければ、結果は、品質メッセージにしたがって調整される
。例えば、予想した測定が、＋２ｄＢだけずれていた場合、現在の予想した測定は、２ｄ
Ｂだけ増加される。
【００３２】
　一つのシナリオが、図８(ａ)に示されており、後で議論する。図７は、基地局において
、受信した品質メッセージ及び差分インディケータを処理する代わりの方法４００を図示
する。ここで、品質メッセージと差分インディケータとの間で、オーバーラップが生ずる
。２つの変数、ＱＵＡＬＩＴＹ１及びＱＵＡＬＩＴＹ２、は、ステップ４０２において第
１の受信された品質メッセージで初期化される。品質メッセージを受信の間、移動局にお
いてリンク品質測定の開始時にＱＵＡＬＩＴＹ１に記憶された値は、品質メッセージが完
全に受信されるまで変化せずに維持される。これが、品質メッセージの間に受信されたい
かなるＤＩＦＦに対して調整できるようにする。プロセス４００は、ステップ４０４にお
いてリンク品質測定の受信が開始されたかを決定する。基地局は、遠隔局においてリンク
品質測定のスケジューリングのアプリオリ(a priori)知識を有する。品質メッセージが開
始されないならば、プロセスは、ＤＩＦＦが受信されたかを決定するために、ステップ４
０６まで続く。ＤＩＦＦが受信されないならば、処理はステップ４０４に戻る。そうでな
ければ、ＱＵＡＬＩＴＹ１及びＱＵＡＬＩＴＹ２は、ステップ４０８においてＤＩＦＦに
基づいて調整され、そして、処理はステップ４０４に戻る。さらに、ステップ４０８にお
いて、ＱＵＬＩＴＹ２の値は、送信の予定を実施するためにスケジューラに与えられる。
ステップ４０４から品質メッセージが開始されるならば、ＤＩＦＦが品質メッセージの間
に受信されたか、即ち、ＤＩＦＦと品質メッセージが両方同時に基地局により受信された
かを、ステップ４１０は決定する。品質メッセージの間にＤＩＦＦが受信されないならば
、品質メッセージが終了したかを決定するためにステップ４１４まで続く。品質メッセー
ジの間にＤＩＦＦが受信されたならば、ＱＵＡＬＩＴＹ２は、ステップ４１２におけるＤ
ＩＦＦに基づいて調整される。さらにステップ４１２において、ＱＵＡＬＩＴＹ２の値は
、送信の予定を実施するためにスケジューラに供給される。ステップ４１４において品質
メッセージが終了していなければ、処理はステップ４１０に戻る。そうでなければ、受信
した品質メッセージとＱＵＡＬＩＴＹ１との違いは、ステップ４１６におけるＤＥＬＴＡ
、Δ、に等しく設定される。ＤＥＬＴＡは、基地局においてリンク品質計算を訂正するた
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めに使用される。基地局において品質メッセージの受信の間に、ＤＩＦＦ値を受信する前
に、品質メッセージが遠隔局から送信されるにつれて、ＤＥＬＴＡは、訂正された値に対
してこれらのＤＩＦＦ値の適用を認める。ＱＵＡＬＩＴＹ２は、品質メッセージの受信の
間に受信された、ＤＩＦＦ処理の結果を訂正するために、ステップ４１８においてＤＥＬ
ＴＡにより調整される。さらにステップ４１８において、ＱＵＡＬＩＴＹ２値は、送信の
予定を実施するためにスケジューラに与えられる。ステップ４２０において、ＱＵＡＬＩ
ＴＹ１は、ＱＵＡＬＩＴＹ２に等しく設定され、同期が完了する。そして、処理は、ステ
ップ４０４に戻る。
【００３３】
　図８（ａ）及び（ｂ）は、品質メッセージ及びＤＩＦＦの基地局における受信を、タイ
ミング線図の形式で図示したものである。図示されたように、時刻ｔ１の直前では、ＱＵ
ＡＬＩＴＹ１及びＱＵＡＬＩＴＹ２の値は、Ａに等しい。品質メッセージ受信は、時刻ｔ

１において始まる。それから、ＤＩＦＦは、時刻ｔ２からｔ６において図８（ｂ）の表に
示された値で受信される。各受信されたＤＩＦＦに対して、ＱＵＡＬＩＴＹ２値は、それ
に応じて調整されるが、ＱＵＡＬＩＴＹ１は、変化せずに残ることに注意する。時刻ｔ７

において、品質メッセージは終了し、ＱＵＡＬＩＴＹ１をＢに等しく設定する。値Ｂは、
時刻ｔ１において若しくはその前に遠隔局から送信された品質メッセージの値である。変
数ＱＵＡＬＩＴＹ２は、その後、差（Ｂ－Ａ）にしたがって調整される。差は、時刻ｔ８

においてＱＵＡＬＩＴＹ２の値に加えられる。このようにして、基地局は、ＱＵＡＬＩＴ
Ｙ２の訂正された値を有する。
【００３４】
　図９は、基地局においてフィードバック情報を処理する、ある実施例で使用された方法
６００を図示する。ステップ６０２において、基地局は、移動局から品質メッセージを受
信する。ここで、品質メッセージは、ＦＬパイロット信号強度に関係する。受信された品
質メッセージは、ステップ６０４においてメモリ記憶装置に記憶される。基地局は、ステ
ップ６０６において、受信した品質メッセージをスケジューラに供給する。データ通信に
関して、スケジューラは、送信及び／若しくは受信するデータを有する全てのアクセスタ
ーミナルから基地局に良好で調和したアクセスを与える責任がある。アクセスターミナル
のスケジューリングは、種々の方法のいずれかで実行できる。そして、スケジューラは、
ステップ６０８において予定を実施する。品質メッセージに加えて、基地局は、ステップ
６１０において差分インディケータ、ＤＩＦＦ、を受信する。基地局は、ＦＬチャネルの
品質を追跡するために、ステップ６１２において、記憶された品質メッセージに差分イン
ディケータを適用する。このようにして、基地局は、アクセスターミナルの受信機におい
て見られるようなＦＬチャネルの状態及び品質を知らせられる。このプロセスは、ステッ
プ６１４において予定を実施するために、スケジューラに品質メッセージを供給する。プ
ロセスは、ステップ６１６において品質メッセージが受信されたかを決定する。
【００３５】
　図９を続けて、次の品質メッセージが受信されなければ、即ち、現在システムが図９の
時刻ｔ１とｔ２との間の時間にあるならば、処理は、次の差分インディケータをステップ
６１０において受信するために戻る。しかし、品質メッセージがステップ６１６において
受信されるならば、プロセスは、品質メッセージをメモリに記憶するためにステップ６０
４に戻る。記憶された品質メッセージは、各々の差分インディケータの発生で調整される
。記憶された品質メッセージは、品質メッセージの発生で置き換えられる。
【００３６】
　リンク品質フィードバック方法は、データ及び音声システムのようなパケットスイッチ
された通信システムに適用できる。パケットスイッチされたシステムでは、データは決め
られた構造及び長さを有するパケットで送信される。送信の増幅を調整するために出力制
御を使用することよりむしろ、これらのシステムは、リンクの品質に応じてデータレート
及び変調スキームを調整する。例えば、音声及びデータシステムでは、データ送信に利用
可能な送信出力は、決められていない若しくは制御されていない。むしろ、音声送信を満
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足させた後で残されている利用可能な出力として動的に計算される。図１０に図示された
逆方向リンクを有する具体例のシステムは、品質メッセージ及び差分インディケータをそ
れぞれ送信するためにデータレート制御及び付加的なサブチャネルを使用する。図示され
たように、逆方向リンク、若しくは逆方向チャネルは、２種類の論理チャネル、アクセス
及びトラヒック、を有する。アクセスチャネルは、パイロット及びデータのためのサブチ
ャネルを含む。ここで、アクセスチャネルは、トラヒックチャネルが稼動していない間に
使用される。トラヒックチャネルは、パイロット、メディアムアクセス制御(Medium Acce
ss Control)、ＭＡＣ、アクノレッジ(Acknowledge)、ＡＣＫ、及びデータのサブチャネル
を含む。ＭＡＣは、さらに逆方向レートインディケータ及びデータレート制御、ＤＲＣ、
を送信するためのサブチャネルを含む。ＤＲＣ情報は、ＦＬの品質を測定すること、及び
保留中のデータ送信の受信に関して対応するデータレートを要求することによって、遠隔
局若しくはアクセスターミナルにより計算される。リンクの品質を計算する方法、及び対
応するデータレートを決定する方法は、いくつかある。
【００３７】
　ある実施例にしたがえば、差分インディケータは、逆方向レートインディケータチャネ
ルで継続的に送信される、一方で、品質メッセージがＤＲＣチャネルで送信される。対応
するデータレートは、代表的には表により決定される。表は、利用可能な及び／若しくは
適切なデータレート、変調及びエンコーディング、パケット構造、及び再送信ポリシーを
認識する。ＤＲＣメッセージは、仕様の適切な組み合わせを認識するインデックス(index
)である。リンク品質測定に応じて、利用可能なデータレートの増加は、インデックスの
増加である。利用可能なデータレートの減少は、インデックスの減少分である。ＤＲＣメ
ッセージは、送信の前にエンコードされる。ＤＲＣカバーは、測定されたＦＬ信号、代表
的にはＦＬパイロット、のセクタを認識するために適用される。
【００３８】
　種々のタイミングシナリオが、図１１に図示されている。第１のシナリオでは、ＤＲＣ
情報は、継続的に送信される。ここで、１つのＤＲＣメッセージは、受信の精度を上げる
ために繰り返し送信できる。図示されたように、ＤＲＣ（ｉ）は４スロットメッセージで
ある。ここで、メッセージＤＲＣ（ｉ）は、時間スロットＡ，Ｂ，Ｃ及びＤで送信される
。４スロットメッセージは、時間の期間ＴＤＲＣの間に送信される。時間スロットＤに引
き続き、次のメッセージ、ＤＲＣ（ｉ＋１）が送信される。時間スロットＡの前に、ＤＲ
Ｃ（ｉ－１）が送信される。このシナリオでは、品質メッセージは、ＤＲＣメッセージに
内在されており、継続的に送信される。このシナリオは、バンド幅を浪費し、その結果、
逆方向リンクの能力を減少する。第２のシナリオでは、ＤＲＣメッセージは、ＴＤＲＣの
間に１回ゲートで制御するチャネル、ＤＲＣチャネル、に送信される。差分インディケー
タは、Ｔｄｉｆｆの期間を有する継続的なサブチャネルに送信される。差分インディケー
タは、ＤＲＣメッセージのインデックスの増加若しくは減少である。このようにして、差
分インディケータがコード化されないビット若しくは複数ビットであるように迅速に、ア
クセスネットワークは、利用可能なデータレート等を、正確に追跡できる。品質メッセー
ジ及び差分インディケータは、ＦＬに関してここで述べてきたが、それぞれ、ＲＬにも同
様に適用できる。
【００３９】
　図１２は、一実施例にしたがったデータレート制御テーブルを示す。示されたように、
左端の列は、ＤＲＣメッセージを表にしたものである。ＤＲＣメッセージは、送信パラメ
ータの組み合わせを認識する実効的なコードである。中央の列は、ｋｂｐｓで表わしたデ
ータレートに対応する。最後の列は、時間スロットで表わしたパケット長を表にしたもの
である。各ＤＲＣメッセージは、これらの送信パラメータの組み合わせに対応し、変調手
法、エンコーディングタイプ、パケット構造、及び／若しくは再送信ポリシーを含むが、
これらに限定されることはない。図１２に示された実施例において、第１のＤＲＣメッセ
ージは、ゼロデータレートを選択することに注意する。ゼロデータレートは、システム中
の他のプロセスで使用される。さらに、いくつかのＤＲＣメッセージは、利用できない若
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しくは無効である送信パラメータセットに対応する。これらのセットは、後で開発された
システムに割り当てられる、若しくはシステム中の他の機能で使用できる。
【００４０】
　代わりの実施例では、品質メッセージは、各送信のプリアンブル(preamble)に含まれる
。差分インディケータは、継続するサブチャネルで送信される。差分インディケータは、
送信された通信により経験されたチャネル品質を正確に追跡することで送信機を助けるた
めにある頻度で与えられる。
【００４１】
　図１２のＤＲＣテーブルを利用するパケットスイッチされたシステムの一実施例が、図
１３に図示されている。アクセスターミナルの一部分５００は、ＤＲＣ計算ユニット５０
４に接続されたＤＲＣテーブル５０２を含む。ＤＲＣ計算ユニット５０４は、パケットス
イッチされたシステム中でＦＬ信号を受信する。ＤＲＣ計算ユニット５０４は、チャネル
品質メトリックを決定するために受信信号を分析する。品質メトリックは、データレート
である。ＤＲＣ計算ユニット５０４は、ＤＲＣテーブル５０２から送信パラメータセット
を選択する。ここで、セットは、ＦＬに関する利用可能な計算されたデータレートに対応
する。そのセットは、対応するＤＲＣメッセージにより認識される。
【００４２】
　ＤＲＣ計算ユニット５０４は、測定されたＤＲＣを差分分析器５０６に与える。差分分
析器５０６は、各ＤＲＣ時間の期間、ＴＤＲＣ，毎に１回、全送信に対する予想したＤＲ
Ｃメッセージを生成する。予想したＤＲＣメッセージ送信の全体は、ＴＤＲＣにしたがっ
てゲートで制御される。さらに、差分分析器５０６は、差分インディケータを生成するた
めに使用される、差分時間期間信号、ＴＤｉｆｆ、を受信する。
【００４３】
　連続する現在のＤＲＣ値は、ＤＲＣテーブル５０２のインデックスに関して予想したＤ
ＲＣ値に比較される。差分分析器５０６は、比較に応じて差分インディケータを出力する
。差分インディケータは、ＤＲＣテーブル５０２中の隣接する記載事項を指す増加ポイン
タである。連続するＤＲＣメッセージが、所定方向に以前のＤＲＣメッセージからの増加
であるならば、差分インディケータは、その方向を指す。それゆえ、差分インディケータ
は、ＤＲＣテーブル５０２中の動きを追跡する。このようにして、ＦＬ送信機は、ＦＬチ
ャネル品質の継続的な情報を受信する。それにより、送信パラメータは、評価される及び
／若しくは調整される。フィードバック情報は、システムにおいてパケットスイッチされ
た通信のスケジューリングに適用できる。定期的なＤＲＣメッセージ送信は、ＦＬ送信機
と受信機との間で同期させ、間違って受信された差分インディケータによって生成された
誤りの情報を与える。
【００４４】
　さらに、パケットスイッチされたシステムにおける差分インディケータは、単に遠隔局
がフィードバックを生成するより以上の効果を及ぼすフィードバックを与える。アクセス
ネットワークは、複数のユーザに対して、ポリシーを実施することと同様に、スケジュー
リングポリシーを決定するために、フィードバック情報を使用できる。このようにして、
フィードバック情報は、送信システム全体を最適化するために使用できる。
【００４５】
　ここまでに述べたように、品質メッセージの定期的な送信は、遠隔局と基地局を同期さ
せる。代わりの実施例では、基地局は、ＦＬにおける基地局において計算された、予想し
たＣ／Ｉを送信する。遠隔局は、基地局から予想したＣ／Ｉを受信し、基地局と再同期さ
せる。送信は、コード化されたメッセージ、若しくは所定の出力レベルで送信された信号
である。例えば、送信は、専用のパイロット若しくはＰＣビットである。
【００４６】
　リンク品質フィードバックを供給することに加えて、遠隔局は、セクタを指示できる。
セクタは、カバー若しくはスクランブリングコードを、品質メッセージ及び／若しくは差
分インディケータに適用することにより、現在モニタされている。カバーは、測定された
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パイロット信号のセクタを認識する。ある実施例では、システム中の各セクタは、スクラ
ンブリングコードを割り当てられる。スクランブリングコードは、基地局及び遠隔局のア
プリオリ知識（a priori knowledge）である。
【００４７】
　情報及び信号が、種々の異なる技術及び手法のいずれかを使用して表わされることを、
本技術分野に知識のある者は、理解するであろう。例えば、前記の記述を通して示される
、データ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電
磁波、磁場若しくは磁力粒子、光場若しくは光粒子、若しくはこれらの任意の組み合わせ
によって表わされる。
【００４８】
　各種の解説的な論理ブロック、モジュール、回路、及びここに開示された実施例に関連
して記述された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
、若しくは両者の組み合わせとして実施できることを、知識のある者は、さらに価値を認
めるであろう。ハードウェア及びソフトウェアのこの互換性をはっきりと説明するために
、各種の解説的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップは、一般的に機
能性の面からこれまでに記述されてきた。そのような機能性が、ハードウェア若しくはソ
フトウェアとして実行されるか否かは、個々の応用及びシステム全体に課せられた設計の
制約に依存する。熟練した職人は、述べられた機能性を各個人の応用に対して違ったやり
方で実施する。しかし、そのような実施の決定は、本発明の範囲から離れては説明されな
い。
【００４９】
　ここに開示された実施例に関連して述べられた、各種の解説的な論理ブロック、モジュ
ール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、アプリケ
ーションスペシフィック集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ
（ＦＰＧＡ）若しく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若し
くはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア素子、若しくはここに記述した
機能を実行するために設計されたこれらのいかなる組み合わせを、実施若しくは実行でき
る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでよく、しかし代わりとして、プロセッサは
、いかなる従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、若しくはステート
マシン(state machine)であってもよい。プロセッサは、演算デバイスの組み合わせとし
て実施できる。例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロ
セッサ、ＤＳＰコアと結合した１若しくはそれ以上のマイクロプロセッサ、若しくはその
ようないかなる他の構成であってもよい。
【００５０】
　ここに開示された実施例に関連して述べられた方法のステップ若しくはアルゴリズムは
、ハードウェアにおいて、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールにおいて
、若しくは、両者の組み合わせにおいて直接実現できる。ソフトウェアモジュールは、Ｒ
ＡＭ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、脱着可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、若しくは、この分野
で知られている他のいかなる記憶媒体の中に存在できる。ある具体例の記憶媒体は、プロ
セッサが記憶媒体から情報を読み出し、そこに情報を書き込めるようなプロセッサと接続
される。その代わりのものでは、記憶媒体は、プロセッサに集積できる。プロセッサ及び
記憶媒体は、ＡＳＩＣ中に存在できる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末中に存在できる。この代
わりのものでは、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末中に単体の構成部品として存在
できる。
【００５１】
　開示された実施例のこれまでの説明は、本技術分野に知識のあるいかなる者でも、本発
明を作成し、使用することを可能にする。これらの実施例の各種の変形は、本技術分野に
知識のある者に、容易に実現されるであろう。そして、ここで定義された一般的な原理は
、本発明の精神及び範囲から逸脱しないで、他の実施例にも適用できる。それゆえ、本発
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明は、ここに示された実施例に制限することを意図したものではなく、ここに開示した原
理及び卓越した特性と整合する広い範囲に適用されるものである。
　なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　　通信リンクのリンク品質を繰り返し測定する品質測定ユニットと、
　　前記測定されたリンク品質の変化を決定する差分分析器と
　を具備する遠隔局装置。
［Ｃ２］
　前記リンク品質は、受信信号のキャリア対干渉として測定される、Ｃ１に記載の遠隔局
。
［Ｃ３］
　前記品質測定ユニットは、品質メトリックを生成し、前記遠隔局は、前記品質メトリッ
クにセクタカバーを適用する、Ｃ２に記載の遠隔局。
［Ｃ４］
　ワイアレス通信システムにおいて、
　　第１の頻度において品質メッセージを生成することであって、前記品質メッセージは
、通信リンクの品質に関する情報を与える、品質メッセージを生成することと、
　　第２の頻度において差分インディケータを生成することであって、前記差分インディ
ケータは、前記通信リンクの品質の変化を指示し、前記第２の頻度は、前記第１の頻度よ
り高い、差分インディケータを生成することと
　を具備する方法。
［Ｃ５］
　各品質メッセージは、受信機における受信信号のキャリア対干渉情報を含む、Ｃ４に記
載の方法。
［Ｃ６］
　前記受信信号は、パイロット信号である、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　各差分インディケータは、少なくとも１ビットである、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ８］
　差分インディケータを生成することは、
　　現在のリンク品質測定を予想したリンク品質測定と比較することと、
　　前記現在のリンク品質測定が前記予想したリンク品質測定より小さい場合、前記差分
インディケータを減少することと、
　　前記現在のリンク品質測定が前記予想したリンク品質測定より大きい若しくは等しい
場合、前記差分インディケータを増加することと、
　　前記差分インディケータを送信することと
　をさらに具備する、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ９］
　音声通信及びパケットスイッチされた通信を処理するワイアレス通信システムにおける
、
　　品質メッセージ及び差分インディケータを含む、逆方向リンクにおける信号を受信す
る働きをする受信回路であって、前記品質メッセージは順方向リンクの品質メトリックを
定期的に与え、前記差分インディケータは連続する品質メッセージ間で前記品質メトリッ
クを追跡する、受信回路と、
　　前記逆方向リンクにおいて受信された品質メッセージを記憶する働きをするメモリ記
憶ユニットと、
　　前記差分インディケータに応じて前記メモリ記憶ユニット中に記憶された前記品質メ
ッセージをアップデートするための差分分析器と
　を具備する基地局。
［Ｃ１０］
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　　前記メモリ記憶ユニット中に記憶された前記品質メッセージに応じて、前記システム
中のパケットスイッチされた通信をスケジューリングする働きをするスケジューラユニッ
ト
　をさらに具備するＣ９に記載の基地局。
［Ｃ１１］
　前記品質メトリックは、データレート制御メッセージである、Ｃ１０に記載の基地局。
［Ｃ１２］
　　各データレート制御メッセージは、データレート制御テーブル中の１つの記載事項に
対応し、
　　各差分インディケータは、前記データレート制御テーブル中の隣接する記載事項を指
す、
　Ｃ１１に記載の基地局。
［Ｃ１３］
　音声通信及びパケットスイッチされた通信を処理するワイアレス通信システムにおける
、
　　データレート制御メッセージ及び関連した送信情報を表にしたデータレート制御テー
ブルと、
　　前記データレート制御テーブルに接続されたデータレート計算ユニットであって、ト
ランシーバにおいて受信された信号に応じてデータレート制御メッセージを選択する働き
をするデータレート計算ユニットと、
　　前記データレート制御テーブル中の次の記載事項を指す差分インディケータを生成す
る働きをする、前記データレート計算ユニットに接続された差分分析器と
　を具備するトランシーバ。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】図１は、ワイアレス通信システムの線図である。
【図２】図２は、ワイアレス通信システムにおける逆方向チャネル構造の線図である。
【図３】図３は、ワイアレス通信システムにおける遠隔局の線図である。
【図４】図４は、ワイアレスシステムにおいて遠隔局からのリンク品質フィードバックを
生成する方法のフロー線図である。
【図５】図５は、ワイアレスシステムにおいて基地局におけるリンク品質フィードバック
を処理する方法のフロー線図である。
【図６】図６は、ワイアレスシステムにおけるリンク品質フィードバックを図示するタイ
ミング線図である。
【図７】図７は、ワイアレス通信システムにおいて基地局におけるリンク品質フィードバ
ックの代わりの方法のフロー線図である。
【図８】図８（ａ）は、ワイアレスシステムにおいてリンク品質フィードバックを図示す
るタイミング線図である。
【００５３】
　図８（ｂ）は、ワイアレスシステムにおいてリンク品質フィードバックの間の変数をト
ラッキングする表である。
【図９】図９は、ワイアレス通信システムにおいて基地局に対するリンク品質フィードバ
ックの方法のフロー線図である。
【図１０】図１０は、ワイアレス通信システムにおける逆方向リンク構造の線図である。
【図１１】図１１は、ワイアレス通信システムにおけるリンク品質フィードバックのタイ
ミング線図である。
【図１２】図１２は、パケットスイッチされた通信に対して適用できるデータレート制御
テーブルの線図である。
【図１３】図１３は、パケットスイッチされた通信システムにおける遠隔局の一部分の線
図である。
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【符号の説明】
【００５４】
　２０…ワイアレス通信システム，２００…遠隔局。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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