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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リンクキャリアを設定する方法であ
って、
　前記方法は、
　第１順方向リンクキャリアを通じてネットワークからデータを受信し、第１逆方向リン
クキャリアを通じて前記ネットワークにデータを送信するために、前記ネットワークとの
第１通信リンクを設定することと、
　前記ネットワークにデータを送信するために第２逆方向リンクキャリアを設定すること
と、
　第２逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を前記第１順方向リンクキャリア
を通じて受信することと
　を含み、
　前記逆方向リンク電力制御情報は、前記第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御す
ることと関連する、方法。
【請求項２】
　前記第２逆方向リンクの電力水準は、前記逆方向リンク電力制御情報に応じて、所定の
ステップ大きさによって調整される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　初期送信電力は、逆方向リンク負荷と、前記第１逆方向リンクキャリアと前記第２逆方
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向リンクキャリアとの間のチャンネル相関関係評価とのうちの少なくとも一つに応じて決
定される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記調整された電力を利用して指標を送信することをさらに含み、
　前記指標は、パイロット信号と逆方向リンク送信率指標とのうちの少なくとも一つを含
む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアとのうちの一つを通じて前
記ネットワークから通知信号を受信することをさらに含み、
　前記通知信号は、前記ネットワークが前記第２逆方向リンクキャリアを獲得したことを
示す、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記通知信号は、信号メッセージと物理階層メッセージとのうちの一つにおいて受信さ
れる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１順方向リンクキャリアと前記第１逆方向リンクキャリアは、符号分割多重接続
（ＣＤＭＡ）チャンネルを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ネットワークから電力調整信号を受信することと、
　調整された電力水準で他の指標を送信することと
　をさらに含み、
　前記電力水準は、前記所定のステップ大きさより大きいステップ大きさによって調整さ
れる、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークから受信された前記逆方向リンク電力制御情報が電力水準を減少させ
ることと関連する場合に、前記第２逆方向リンクキャリアを通じてパケットデータを通信
することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　肯定確認信号が前記ネットワークから受信される場合に、前記第２逆方向リンクキャリ
アを通じてパケットデータを通信することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
　マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リンクキャリアを設定する方法であ
って、
　前記方法は、
　第１順方向リンクキャリアを通じて移動端末にデータを送信し、第１逆方向リンクキャ
リアを通じて前記移動端末からデータを受信するために、前記移動端末との第１通信リン
クを設定することと、
　前記第１順方向リンクキャリアを通じて前記移動端末からデータを受信するために第２
逆方向リンクキャリアを設定することと、
　第２逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を前記第１順方向リンクキャリア
を通じて送信することと
　を含み、
　前記逆方向リンク電力制御情報は、前記第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御す
ることと関連する、方法。
【請求項１２】
　前記第２逆方向リンクキャリアの電力水準は、前記逆方向リンク電力制御情報に応じて
、所定のステップ大きさによって調整される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記調整された電力水準で前記移動端末から指標を受信することをさらに含み、
　前記指標は、パイロット信号と逆方向リンク送信率指標とのうちの少なくとも一つを含
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む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアとのうちの一つを通じて通
知信号を前記移動端末に送信することをさらに含み、
　前記通知信号は、前記第２逆方向リンクキャリアが獲得されたことを示す、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記通知信号は、信号メッセージと物理階層メッセージとのうちの一つにおいて送信さ
れる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１順方向リンクキャリアと前記第１逆方向リンクキャリアは、符号分割多重接続
（ＣＤＭＡ）チャンネルを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　電力調整信号を前記移動端末に送信することと、
　調整された電力水準で他の指標を受信することと
　をさらに含み、
　前記電力水準は、前記所定のステップ大きさより大きいステップ大きさによって調整さ
れる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動端末に送信された前記逆方向リンク電力制御情報が電力水準を減少させること
と関連する場合に、前記第２逆方向リンクキャリアを通じてパケットデータを受信するこ
とをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　肯定確認信号が前記移動端末に送信される場合に、前記第２逆方向リンクキャリアを通
じてパケットデータを受信することをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リンクキャリアを設定するための移
動端末であって、
　前記移動端末は、
　ネットワークにデータを送信し、前記ネットワークからデータを受信するように構成さ
れた送受信装置と、
　使用者インターフェース情報を表示するように構成されたディスプレイ装置と、
　使用者データを入力するように構成された入力装置と、
　第１順方向リンクキャリアを通じて前記ネットワークからデータを受信し、第１逆方向
リンクキャリアを通じて前記ネットワークにデータを送信するために、前記ネットワーク
との第１通信リンクを設定することと、データを送信するために第２逆方向リンクキャリ
アを設定することと、第２逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を前記第１順
方向リンクキャリアを通じて受信するように前記送受信装置を制御することとを実行する
ように構成された処理装置と
　を備え、
　前記逆方向リンク電力制御情報は、前記第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御す
ることと関連する、移動端末。
【請求項２１】
　前記処理装置は、
　前記逆方向リンク電力制御情報に応じて、所定のステップ大きさによって電力水準を調
整するようにさらに構成される、請求項２０に記載の移動端末。
【請求項２２】
　前記処理装置は、
　逆方向リンク負荷と、前記第１逆方向リンクキャリアと前記第２逆方向リンクキャリア
との間のチャンネル相関関係評価とのうちの少なくとも一つに応じて初期送信電力を決定
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するようにさらに構成される、請求項２１に記載の移動端末。
【請求項２３】
　前記処理装置は、
　前記調整された電力水準を利用して指標を前記ネットワークに送信するように前記送受
信装置を制御するようにさらに構成され、
　前記指標は、パイロット信号と逆方向リンク送信率指標とのうちの少なくとも一つを含
む、請求項２１に記載の移動端末。
【請求項２４】
　前記処理装置は、
　前記第１順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアとのうちの一つを通じて前
記ネットワークから通知信号を受信するように前記送受信装置を制御するようにさらに構
成され、
　前記通知信号は、前記ネットワークが前記第２逆方向リンクキャリアを獲得したことを
示す、請求項２０に記載の移動端末。
【請求項２５】
　前記通知信号は、信号メッセージと物理階層メッセージとのうちの一つにおいて受信さ
れる、請求項２４に記載の移動端末。
【請求項２６】
　前記第１順方向リンクキャリアと前記第１逆方向リンクキャリアは、符号分割多重接続
（ＣＤＭＡ）チャンネルを含む、請求項２０に記載の移動端末。
【請求項２７】
　前記処理装置は、
　電力調整信号を前記ネットワークから受信することと、
　調整された電力水準で他の指標を送信することと
　を実行するように前記送受信装置を制御するようにさらに構成され、
　前記電力水準は、前記所定のステップ大きさより大きいステップ大きさによって調整さ
れる、請求項２１に記載の移動端末。
【請求項２８】
　前記処理装置は、
　前記ネットワークから受信された前記逆方向リンク電力制御情報が電力水準を減少させ
ることと関連する場合に、前記第２逆方向リンクキャリアを通じてパケットデータを通信
するように前記送受信装置を制御するようにさらに構成される、請求項２１に記載の移動
端末。
【請求項２９】
　前記処理装置は、
　肯定確認信号が前記ネットワークから受信される場合に、前記第２逆方向リンクキャリ
アを通じてパケットデータを通信するように前記送受信装置を制御するようにさらに構成
される、請求項２８に記載の移動端末。
【請求項３０】
　前記処理装置は、
　第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標を前記ネットワークに送信する
ように前記送受信装置を制御するようにさらに構成される、請求項２０に記載の移動端末
。
【請求項３１】
　前記処理装置は、
　前記第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標を前記第１逆方向リンクキ
ャリアを通じて送信するように前記送受信装置を制御するようにさらに構成される、請求
項３０に記載の移動端末。
【請求項３２】
　前記処理装置は、
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　前記第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標を前記第２逆方向リンクキ
ャリアを通じて送信するように前記送受信装置を制御するようにさらに構成される、請求
項３０に記載の移動端末。
【請求項３３】
　前記処理装置は、
　調整された電力水準を利用して、パイロット信号と逆方向リンク送信率指標とのうちの
少なくとも一つを前記ネットワークに送信するように前記送受信装置を制御するようにさ
らに構成され、
　前記電力水準は、前記逆方向リンク電力制御情報に応じて、所定のステップ大きさによ
って調整される、請求項３０に記載の移動端末。
【請求項３４】
　マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リンクキャリアを設定するためのネ
ットワークであって、
　前記ネットワークは、
　移動端末にデータを送信するように構成された送信機と、
　前記移動端末からデータを受信するように構成された受信機と、
　データを第１順方向リンクキャリアを通じて前記移動端末に送信し、第１逆方向リンク
キャリアを通じて前記移動端末からデータを受信するために、前記移動端末との第１通信
リンクを設定することと、データを受信するために第２逆方向リンクキャリアを設定する
ことと、第２逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を前記第１順方向リンクキ
ャリアを通じて送信するように前記送信機を制御することとを実行するように構成された
制御機と
　を備え、
　前記逆方向リンク電力制御情報は、前記第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御す
ることと関連する、ネットワーク。
【請求項３５】
　前記制御機は、
　移動ネットワークから指標を受信するように前記受信機を制御するようにさらに構成さ
れ、
　前記指標は、調整された電力水準で受信され、前記電力水準は、前記逆方向リンク電力
制御情報に応じて、所定のステップ大きさによって調整される、請求項３４に記載のネッ
トワーク。
【請求項３６】
　前記指標は、パイロット信号と逆方向送信率指標とのうちの少なくとも一つを含む、請
求項３５に記載のネットワーク。
【請求項３７】
　前記制御機は、
　前記第１順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアとのうちの一つを通じて通
知信号を前記移動端末に送信するように前記送信機を制御するようにさらに構成され、
　前記通知信号は、前記第２逆方向リンクキャリアが獲得されたことを示す、請求項３４
に記載のネットワーク。
【請求項３８】
　前記通知信号は、信号メッセージと物理階層メッセージとのうちの一つにおいて送信さ
れる、請求項３７に記載のネットワーク。
【請求項３９】
　前記第１順方向リンクキャリアと前記第１逆方向リンクキャリアは、符号分割多重接続
（ＣＤＭＡ）チャンネルを含む、請求項３４に記載のネットワーク。
【請求項４０】
　前記制御機は、
　電力調整信号を前記移動端末に送信するように前記送信機を制御することと、
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　調整された電力水準で他の指標を受信するように前記受信機を制御することと
　を実行するようにさらに構成され、
　前記電力水準は、前記所定のステップ大きさより大きいステップ大きさによって調整さ
れる、請求項３４に記載のネットワーク。
【請求項４１】
　前記制御機は、
　前記移動端末に送信された前記逆方向リンク電力制御情報が電力水準を減少させること
と関連する場合に、パケットデータを前記第２逆方向リンクキャリアを通じて受信するよ
うに前記受信機を制御するようにさらに構成される、請求項３４に記載のネットワーク。
【請求項４２】
　前記制御機は、
　肯定確認信号が移動ネットワークに送信される場合に、前記第２逆方向リンクキャリア
を通じてパケットデータを受信するように前記受信機を制御するようにさらに構成される
、請求項４１に記載のネットワーク。
【請求項４３】
　前記制御機は、
　第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標を移動ネットワークから受信す
るように前記受信機を制御するようにさらに構成される、請求項３４に記載のネットワー
ク。
【請求項４４】
　前記第２順方向リンクキャリアのための前記チャンネル品質指標は、前記第１逆方向リ
ンクキャリアを通じて受信される、請求項４３に記載のネットワーク。
【請求項４５】
　前記第２順方向リンクキャリアのための前記チャンネル品質指標は、前記第２逆方向リ
ンクキャリアを通じて受信される、請求項４３に記載のネットワーク。
【請求項４６】
　前記制御機は、
　調整された電力水準で移動ネットワークから他の指標を受信するように前記受信機を制
御するようにさらに構成され、
　前記電力水準は、前記逆方向リンク電力制御情報に応じて、所定のステップ大きさによ
って調整される、請求項３４に記載のネットワーク。
【請求項４７】
　前記制御機は、
　測定された信号対前記移動端末から受信された他の指標の雑音の比と所定の値とを比べ
ることによって前記逆方向リンク電力制御情報を決定するようにさらに構成され、
　前記所定の値は、零率逆方向リンク送信率指標（ＲＲＩ）のうちの少なくとも一つが探
知される場合に、調整され、前記逆方向リンク電力制御情報は、電力水準を減少させるこ
とと関連し、移動ネットワークから受信された逆方向トラフィックチャンネルがデコーデ
ィングされる、請求項３４に記載のネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積マルチキャリアシステムに関し、より詳細には多重逆方向リンクをマル
チキャリア無線システムに確かで速かに設定するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ通信分野において、該当技術分野の当業者は１Ｇ、２Ｇ及び３Ｇという用語をよ
く使用する。前記用語は使用されるセルラ技術の世代を意味する。１Ｇは第１世代、２Ｇ
は第２世代、そして３Ｇは第３世代を示す。
【０００３】
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　１Ｇはアンプス（ＡＭＰＳ：Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ）電話システムで知られたアナログ電話システムを示す。２Ｇは符号分割多重接続
（ＣＤＭＡＯｎｅ）、移動通信世界化システム（ＧＳＭ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）及び時分割多元接続（ＴＤＭＡ：
Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を含む全世界を通じて
一般に使用されるデジタルセルラシステムを示すものとしてよく使用される。２Ｇシステ
ムは１Ｇシステムに比べて密集された領域で多数の使用者を支援することができる。
【０００４】
　３Ｇは、一般に現在使用されるデジタルセルラシステムを示す。このような３Ｇ通信シ
ステムは一部重要な差異があるが、お互いに対して概念的に類似である。
【０００５】
　図１を参照すると、無線通信ネットワーク構造１を示す。加入者はネットワークサービ
スに接続するために移動局（２、ＭＳ：ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）を利用する。移
動局２は、ハンドセルラ電話機、車に設置された通信装置のような携帯通信装置であるか
、または固定された通信装置であることができる。
【０００６】
　移動局２のための電磁波がｎｏｄｅ　Ｂとも言及される基地局送受信機（３、ＢＴＳ：
Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）によって送信される。基地局送受信
機３はアンテナと電波を送受信するための設備のような無線装置らを含んで構成される。
基地局制御機（４、ＢＳＣ）は、一つまたはその以上の基地局送受信機から送信を受信す
る。基地局制御機４は基地局送受信機と移動通信交換器（５、ＭＳＣ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓ
ｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）または、内部ＩＰネットワークとメッセージを交換す
ることで、それぞれの基地局３からの無線送信の制御と管理を提供する。基地局送受信機
３と基地局制御機４は基地局（６、ＢＳ）の一部である。
【０００７】
　基地局６は回線交換核心網（７、ＣＳＣＮ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｃｏ
ｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）及びパケット交換核心網（８、ＰＳＣＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｗｉ
ｔｃｈｅｄ　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）とメッセージを交換して、これらにデータを送
る。回線交換核心網７は既存の音声通話を提供して、パケット交換核心網８はインターネ
ットアプリケーションとマルチメディアサービスを提供する。
【０００８】
　回線交換核心網７の移動通信交換器５部分は、移動局２に、そして前記移動局からの従
来音声通話のための交換を提供して、このような能力を支援するために情報を保存するこ
とができる。移動通信交換器５は一つ以上の基地局６だけでなく、例えば公衆電話交換網
（ＰＳＣＮ：Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
（図示せず）または総合情報通信網（ＩＳＤＮ：Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）（図示せず）のようなその他の公衆網に連結され
ることができる。訪問者位置登録機（９、ＶＬＲ：Ｖｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）は訪問加入者に、または前記訪問加入者からの音声通話を処理するた
めの情報を検索するのに利用される。訪問者位置登録機９は、移動通信交換器５内に存在
することができるし、一つ以上の移動通信交換器を扱うことができる。
【０００９】
　使用者識別子（ｕｓｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）は、例えば装置一連番号、移動電話番号
、プロファイル情報、現在位置及び認証期間などの加入者情報と共に記録目的のために回
線交換核心網７のホーム位置登録機（１０、ＨＬＲ：Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｇｉｓｔｅｒ）に割り当てされる。認証局（１１、ＡＣ：Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
　Ｃｅｎｔｅｒ）は、移動局２と関連される認証情報を管理する。認証局１１はホーム位
置登録機１０内に存在することができるし、一つ以上のホーム位置登録機を管理すること
ができる。移動通信交換器５とホーム位置登録機１０／認証局１１との間のインターフェ
ースはＩＳ－４１標準インターフェース１８である。
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【００１０】
　パケット交換核心網８のパケットデータサービスノード（１２、ＰＤＳＮ：Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎｏｄｅ）部分は、移動局内外へのパケットデータトラ
フィックのための経路設定を提供する。パケットデータサービスノードは、移動局２への
リンク階層セッション（ｌｉｎｋ　ｌａｙｅｒ　ｓｅｓｓｉｏｎ）を設定、維持終結しな
がら一つ以上の基地局６と一つ以上のパケット交換核心網８と連結することができる。
【００１１】
　認証権限検証アカウンティング管理（１３、ＡＡＡ：Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　
Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ）サーバーは、パケットデータトラ
フィックと関連されるインターネットプロトコル認証機能、権限検証機能及びアカウンテ
ィング管理機能を提供する。ホームエージェント（１４、ＨＡ：Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ）
は移動局２のＩＰ登録の認証を提供して、パケット交換核心網８の外部エージェント（１
５、ＦＡ：Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ａｇｅｎｔ）内外へのパケットデータを切り替えて、認証権
限検証アカウンティング管理１３から使用者のための提供情報を受信する。ホームエージ
ェント１４はパケットデータサービスノード１２への保安通信を設定、維持及び終了する
こともでき、流動ＩＰ住所を割り当てることもできる。パケットデータサービスノード１
２は、インターネットＩＰネットワークを通じて認証権限検証アカウンティング管理１３
、ホームエージェント１４及びインターネット１６と通信する。
【００１２】
　特に、周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）及び符号分割多
重接続（ＣＤＭＡ）のような多くの類型の多重接続方式がある。周波数分割多重接続にお
いて、使用者通信は周波数、例えば３０ＫＨｚチャンネルを利用することで区別される。
時分割多元接続において、使用者通信は周波数及び時間、例えば６タイムスロット（ｔｉ
ｍｅｓｌｏｔ）を有する３０ＫＨｚチャンネルを利用することで区別される。符号分割多
重接続において、使用者通信はデジタルコードで区別される。
【００１３】
　符号分割多重接続において、すべての使用者は例えば１．２５ＭＨｚのような同一スペ
クトラム上にある。それぞれの使用者は、固有のデジタルコード識別子を有して、デジタ
ルコードは干渉を防止するために使用者を区別する。
【００１４】
　符号分割多重接続信号は、一つのビットの情報を伝達するために多いチップらを利用す
る。それぞれの使用者は固有なチップパターンを有して、これはコードチャンネルに必須
である。ビットを回復するために、多い数のチップらが使用者の既存のチップパターンに
よって統合される。他の使用者のコードパターンは任意で現われて自己消滅（ｓｅｌｆ　
ｃａｎｃｅｌｉｎｇ）方式で統合されるので、使用者の好適なコードパターンによって形
成されたビットデコーディング決定を撹乱しない。
【００１５】
　入力データは、高速拡散符号（ｆａｓｔ　ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）と
混合されて、拡散データストリーム（ｓｐｒｅａｄ　ｄａｔａ　ｓｔｒｅａｍ）として送
信される。受信機は元データを抽出するために同一な拡散符号を利用する。図２Ａは拡散
及び逆拡散処理を示す。図２Ｂに示すように、多重拡散符号らは固有で安定したチャンネ
ルを形成するために混合することができる。
【００１６】
　直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）は拡散符号の一種である。それぞれの直交符号（Ｗ
ａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）は６４チップ長さを有して、他のすべての直交符号（Ｗａｌｓｈ　
Ｃｏｄｅ）らに対して正確に直交する。コードは生成しやすくてＲＯＭに保存するのに充
分に小さい。
【００１７】
　短いＰＮコードは拡散符号の他の類型である。短いＰＮコードは２個のＰＮ符号（Ｉ及
びＱ）で構成されて、これらそれぞれは３２，７６８チップ長さであって、類似な方式で
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生成されるが異なるように入力された１５－ビットシフトレジスターである。２個の符号
は情報をＩ及びＱ位相チャンネルにスクランブルする。
【００１８】
　長いＰＮコードは拡散符号のまた他の類型である。長いＰＮコードは４２－ビットレジ
スターで生成されて周期が４０日以上であるか、またはチップ長さが約４Ｘ１０１３であ
る。長さによって、長いＰＮコードは端末内のＲＯＭに保存されることができないので、
チップバイチップ（ｃｈｉｐ－ｂｙ－ｃｈｉｐ）で生成される。
【００１９】
　それぞれの移動局２はその信号を長いＰＮコード及び固有オフセットでコーディング、
または３２ビット及び１０ビット長いＰＮコード装置一連番号を利用して計算された共用
の長いコードマスクはシステムによって設定される。共用長いコードマスクは固有シフト
を形成する。個人用長いコードマスクはプライバシーを改善するのに使用されることがで
きる。６４チップのような短い期間の間に集積される場合に、多様な長さのＰＮコードオ
フセットを有した移動局２は実質的に直交で現われる。
【００２０】
　ＣＤＭＡ通信は順方向チャンネル及び逆方向チャンネルを利用する。順方向チャンネル
は基地局送受信機３から移動局２への信号のために利用されて、逆方向チャンネルは移動
局から基地局送受信機への信号のために利用される。
【００２１】
　順方向チャンネルはその特定割り当てされた直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）とセク
ターのための所定のＰＮオフセットを利用して、一使用者は同時に多重チャンネル類型を
有することができる。順方向チャンネルは、そのＣＤＭＡ　ＲＦキャリア周波数、セクタ
ーの固有な短いコードＰＮオフセット及び使用者の固有な直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄ
ｅ）によって識別される。ＣＤＭＡ順方向チャンネルはパイロットチャンネル、同期チャ
ンネル、呼び出しチャンネル及びトラフィックチャンネルを含む。
【００２２】
　パイロットチャンネルは文字ストリームを含まない“構造的ビーコン（ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒａｌ　ｂｅａｃｏｎ）”であるが、ハンドオフ中に測定装置としてシステム獲得のため
に使用されるタイミングシーケンスである。パイロットチャンネルは直交符号（Ｗａｌｓ
ｈ　Ｃｏｄｅ）０を利用する。
【００２３】
　同期チャンネルはシステム獲得中に移動局２によって利用される媒介変数情報とシステ
ム識別のデータストリームを伝達する。同期チャンネルは直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄ
ｅ）３２を利用する。
【００２４】
　容量の要求事項によって１から７までの呼び出しチャンネルがあり得る。呼び出しチャ
ンネルはページ、システム媒介変数情報及び呼接続手順（ｃａｌｌ　ｓｅｔｕｐ　ｏｒｄ
ｅｒ）を伝達する。呼び出しチャンネルは直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）１ないし７
を利用する。
【００２５】
　トラフィックチャンネルは呼トラフィックを伝達するために個別使用者に割り当てされ
る。トラフィックチャンネルはノイズによって制限されて全体容量を受ける任意の残余直
交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）を利用する。
【００２６】
　逆方向チャンネルは移動局２から基地局送受信機３への信号のために利用されて移動局
に特定な長いＰＮ符号のオフセットと直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）を利用して、一
使用者は同時に多くの類型のチャンネルを送ることができる。逆方向チャンネルはＣＤＭ
Ａ　ＲＦキャリア周波数及び個別移動局２の固有な長いＰＮオフセットによって識別され
る。逆方向チャンネルはトラフィックチャンネルと接続チャンネルを含む。
【００２７】
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　個個の使用者は基地局送受信機３にトラフィックを送るための実際通話中にトラフィッ
クチャンネルを利用する。逆方向トラフィックチャンネルは基本的に使用者特定共用また
は個人用長いコードマスクであり、ＣＤＭＡ端末と同じ数の数多くの逆方向トラフィック
チャンネルがある。
【００２８】
　まだ通話が連結されない移動局２は登録要求事項、呼設定要求事項、呼び出し回答、順
序回答及び他の信号発生情報を送るために接続チャンネルを利用する。接続チャンネルは
基本的に基地局送受信機３のセクターに固有な共用長いコードオフセットである。接続チ
ャンネルは呼び出しチャンネルと連結されて、それぞれの呼び出しチャンネルは最大３２
接続チャンネルを有する。
【００２９】
　ＣＤＭＡ通信は数多くの長所を提供する。このような長所らのうちで一部は可変速度ボ
コーディング及びマルチプレッシング（ｖａｒｉａｂｌｅ　ｒａｔｅ　ｖｏｃｏｄｉｎｇ
　ａｎｄ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、順方向電力制御、レイク（ｒａｋｅ）受信機の
利用及びソフトハンドオフ（ｓｏｆｔ　ｈａｎｄ　ｏｆｆ）である。
【００３０】
　ＣＤＭＡは可変速度ボコーダーの利用が通話を圧縮して、ビット率を低めて容量を大き
く増加するようにする。可変速度ボコーディングは通話中に最大ビット率、通話停止中に
低いデータ送信率、増加された容量及び自然な音を提供する。マルチプレッシングは音声
、信号及び使用者の副次的なデータがＣＤＭＡフレーム内で混合するようにする。
【００３１】
　順方向電力制御を利用することで、基地局送受信機３は個別使用者の順方向基底帯域チ
ップストリームの強度を連続的に減らしてくれる。特定移動局２が順方向リンクでエラー
を経験する場合に、より多いエネルギーが要求されてエネルギーの迅速な増幅が提供され
て、以後にエネルギーがもう一度減少される。
【００３２】
　逆方向電力制御は基地局送受信機３ですべての端末信号水準を等化するためにタンデム
（ｔａｎｄｅｍ）で３個の方法を利用する。逆方向開放ルーフ電力制御は受信された基地
局送受信機３信号（ＡＧＣ）を基礎にして電力をあげるか、または下る移動局２を特徴と
する。逆方向閉鎖ルーフ電力制御は秒当たり８００回の速度で１ｄｂによって電力をあげ
るか、または低める基地局送受信機３を特徴とする。逆方向外部ルーフ電力制御は基地局
制御機４が移動局２を聞く前方エラー修正（ＦＥＣ）を有する場合に基地局送受信機３設
定値を調節する基地局制御機４を特徴とする。
【００３３】
　基地局送受信機３による閉鎖ルーフ電力制御と受信機（ＡＧＣ）から開放ルーフ電力制
御の混合された效果を含む移動局２送信機（ＴＸＰＯ）の実際ＲＦ電力出力は、一般的に
＋２３ｄｂｍである移動局の最大電力を超過することができない。逆方向電力制御は、公
式“ＴＸＰＯ＝－（ＲＸｄｂｍ）－Ｃ＋ＴＸＧＡ”に沿って遂行されて、ここで“ＴＸＧ
Ａ”は通話の開始以来に基地局送受信機３からのすべての閉鎖ルーフ電力制御命令の和で
あって、“Ｃ”は８００ＭＨＺシステムの場合＋７３であって、１９００ＭＨＺシステム
の場合＋７６である。
【００３４】
　レイク（ｒａｋｅ）受信機を使用することは移動局２にとって毎フレームごとに３個の
トラフィック相関器（ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｏｒｒｅｌａｔｏｒ）はレイクフィンガー（Ｒ
ＡＫＥ　ｆｉｎｇｅｒ）の混合された出力を利用するようにする。それぞれのレイクフィ
ンガーは特定ＰＮオフセットと直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）を独立的に復旧するこ
とができる。フィンガーは多様な基地局送受信機３の目標化された、または遅延された多
重経路反射であることができるし、検索器（ｓｅａｒｃｈｅｒ）はパイロット信号を連続
的に確認する。
【００３５】



(11) JP 4667506 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

　移動局２はソフトハンドオフを駆動する。移動局２は利用可能なパイロット信号を連続
的に確認して、現在見るパイロット信号に関して基地局送受信機３に報告する。基地局送
受信機３は最大６個のセクターまで割り当てて、移動局２はこれによってそのフィンガー
らを割り当てる。すべてのメッセージは黙音（ｍｕｔｉｎｇ）なしに共存挿入によって発
送される。通信リンクの個別終了はフレームバイフレーム基本上の最適の構成を選択して
、ハンドオフは使用者に透過される。
【００３６】
　同期式広帯域ＣＤＭＡ（ｃｄｍａ２０００）システムは３世代広帯域であり、拡散スペ
クトラム無線インターフェースシステムはインターネット及びイントラネット接続、マル
チメディアアプリケーション、高速商業取り引き及び遠隔測定のようなデータ能力を容易
にするようにＣＤＭＡ技術の改善したサービス潜在力を利用する。他の３世代システムの
焦点でもあるｃｄｍａ２０００の焦点は、有限な量の無線スペクトラム可用度の制限を乗
り越えるための無線送信設計とネットワーク経済性である。
【００３７】
　図３はｃｄｍａ２０００無線ネットワークのためのデータリンクプロトコル構造階層２
０を示す。データリンクプロトコル構造階層２０は上部階層６０、リンク階層３０及び物
理階層２１を含む。
【００３８】
　上部階層６０は３個の副階層（ｓｕｂｌａｙｅｒ）らを含んで、前記副階層ではデータ
サービス副階層６１、音声サービス副階層６２及び信号方式サービス副階層６３がある。
データサービス６１は移動最終使用者のために任意の形態のデータを送って、ＩＰサービ
スのようなパケットデータアプリケーション、非同期ファックスとＢ－ＩＳＤＮエミュレ
ーションサービスのようなサーキットデータアプリケーション及びＳＭＳを含む。音声サ
ービス６２はＰＳＴＮ接続、移動対移動間の音声サービス、及びインターネット電話を含
む。信号方式６３は移動稼動のすべての面を制御する。
【００３９】
　信号方式サービス副階層６３は移動局２と基地局６との間に交換されるすべてのメッセ
ージを処理する。これらメッセージは呼設定及び解除、ハンドオフ、特徴稼動、システム
構成、登録及び認証のような機能らを制御する。
【００４０】
　移動局２において、信号方式サービス副階層６３は呼処理状態、特に移動局２初期化状
態、移動局２遊休状態、システム接続状態及びトラフィックチャンネル状態に移動局２制
御を維持することにも責任がある。
【００４１】
　リンク階層３０はリンク接続制御副階層３２と媒体接続制御副階層３１に細分される。
リンク階層３０はデータ送信サービスのためのプロトコルサポート及び制御メカニズムを
提供して上部階層６０のデータ送信要求を物理階層２１の所定の能力及び特徴でマッピン
グするのに必要な機能を遂行する。リンク階層３０は上部階層６０と物理階層２１との間
のインターフェースとして見なされることができる。
【００４２】
　媒体接続制御副階層３１とリンク接続制御副階層３２の分離は広範囲上部階層６０サー
ビスを支援する必要と広い性能範囲、特に１．２Ｋｂｐｓから２Ｍｂｐｓ以上にわたった
高效率の短い待機時間データサービスを提供するための要請によって誘発される。他の同
期は回線の高いサービス品質（ＱｏＳ）送信と、収容可能な遅延及び／またはデータビッ
ト誤り率（ＢＥＲ）に対する制限のようなパケットデータサービスと、多様なサービス品
質要求事項を有する進歩されたマルチメディアサービス個別サービスのための増加する要
求を支援するための需要である。
【００４３】
　リンク接続制御副階層３２は点対点構造無線通信リンク４２を通じて信頼性ある伝達送
信制御機能を提供するのが要請される。リンク接続制御副階層３２は上部階層エンタイト
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ルらの間の点対点構造通信チャンネルを管理して、広帯域の多様な端－対－端の信頼可能
なリンク階層３０プロトコルを支援するためにフレームワークを提供する。
【００４４】
　リンク接続制御副階層３２は信号方式メッセージの正確な伝達を提供する。機能は回答
が要求される伝達保証（ａｓｓｕｒｅｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ）、回答が要求されない伝達
非保証（ｕｎａｓｓｕｒｅｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ）、重複メッセージ探知、メッセージを
個別移動局２に伝達するための住所制御、物理階層を通じて送るために好適な大きさの断
片でのメッセージ分割、受信されたメッセージの再組み立てと確認及びグローバルチャレ
ンジ認証である。
【００４５】
　媒体接続制御副階層３１は複雑なマルチメディア、それぞれの能動サービスのためのサ
ービス品質管理能力を備えた３世代無線システムのマルチサービス能力を容易にする。媒
体接続制御副階層３１はパケットデータ及びサーキットデータサービスの接続を制御する
ための手続きを物理階層２１に提供して、これは一つの使用者から多くのサービスらの間
の競合制御だけではなく、無線システムの競争使用者らの間の競合制御を含む。媒体接続
制御副階層３１は論理チャンネルと物理階層との間のマッピングを遂行して、多くのソー
スから一つの物理チャンネルでデータを多重送信して、最高水準の信頼性のために無線リ
ンクプロトコル３３を利用して無線リンク階層を通じてよほど信頼可能な送信を提供する
。信号無線バーストプロトコル（３５、ＳＲＢＰ：Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂ
ｕｒｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）は信号メッセージのための非連結性プロトコルを提供する
個体である。マルチプレッシング及びサービス品質制御部３４は競争サービスからの衝突
する要求事項と接続要求事項の好適な優先権を仲栽することで、折衷されたサービス品質
水準の規約の責任を負う。
【００４６】
　物理階層２１は大気を通じて送信されたデータのコーディングと変造の責任を負う。物
理階層２１はデータが移動無線チャンネルを通じて信頼性があるように送信されるように
いっそう高い階層らからデジタルデータを調整する。
【００４７】
　物理階層２１は媒体接続制御副階層３１が多くの送信チャンネルを通じて伝達する使用
者データ及び信号を物理チャンネルにマッピングして情報を無線インターフェースを通じ
て送る。送信方向において、物理階層２１によって遂行される機能はチャンネルコーディ
ング、インターリビング（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）、スクラムブルリング、拡散及び
変造を含む。受信方向において、機能は送信されたデータを受信機で復旧するために逆順
に提示される。
【００４８】
　図４は、呼処理の概観を示す。呼を処理することは、パイロット及び同期チャンネル処
理、呼び出しチャンネル処理、接続チャンネル処理及びトラフィックチャンネル処理を含
む。
【００４９】
　パイロット及び同期チャンネル処理は移動局２の初期化状態でＣＤＭＡシステムと同調
して獲得するために前記パイロット及び同期チャンネルを処理する移動局２を示す。呼び
出しチャンネル処理は遊休状態で基地局６からオーバーヘッド及び移動主導型メッセージ
を受信するために順方向共通制御チャンネル（Ｆ－ＣＣＣＨ）または呼び出しチャンネル
を監視する移動局２を示す。接続チャンネル処理はシステム接続状態で拡張接近チャンネ
ルまたは接続チャンネル上で基地局６にメッセージを送る移動局２を示して、前記基地局
６は順方向共通制御チャンネルまたは呼び出しチャンネル上の移動局に回答して、これら
チャンネルらをいつも聞き取る。トラフィックチャンネル処理はトラフィックチャンネル
状態で移動局２制御の専用順方向及び逆方向トラフィックチャンネルを利用して通信する
基地局６と移動局２を示して、専用順方向及び逆方向トラフィックチャンネルは音声とデ
ータのような使用者情報を運搬する。
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【００５０】
　図５は移動局２の初期化状態を示す。初期化状態はシステム決定副状態、パイロットチ
ャンネル獲得、同期チャンネル獲得、時間変更副状態及び移動局遊休状態を含む。
【００５１】
　システム決定は移動局２がサービスを得るためのシステムを決定する工程である。前記
工程はアナログ対デジタル、セルラ対ＰＣＳ、及びＡキャリア対Ｂキャリアのような決定
を含むことができる。カスタム選択工程は、システム決定を制御することができる。リダ
イレックション工程を利用するサービス提供者はシステム決定を制御することもできる。
移動局２がシステムを選択した以後に、前記システム内のチャンネルがサービスを探索す
るように決定しなければならない。一般に、移動局２はチャンネルを選択するために優先
順位チャンネルリストを利用する。
【００５２】
　パイロットチャンネルの獲得は移動局２が利用可能なパイロット信号を探索することで
、システムタイミングに関する情報をまず獲得する工程である。パイロットチャンネルは
情報を含まないが、移動局２はパイロットチャンネルと相関されることで、その自分のタ
イミングを割り当てることができる。相関関係が完了すると、移動局２は同期チャンネル
と同調化されて、そのタイミングをさらに詳細化するために同期チャンネルメッセージを
読める。移動局２は他のチャンネルまたは他のシステムを選択するために失敗を宣言して
、システム決定に復帰する前に一つのパイロットチャンネルで最大１５秒間探索すること
が許容される。探索手続きは標準化されないし、システムを得るための時間は実行に依存
する。
【００５３】
　図６はシステム接続状態を示す。システム接続工程の第１段階は移動局２が初期電力水
準及び電力漸進増加のような正確な接続チャンネル媒介変数を利用することを保障するよ
うにオーバーヘッド情報をアップデートする。移動局２は接続チャンネルを任意に選択し
て、基地局６または他の移動局との調整なしに送る。
【００５４】
　マルチプレッシング及びサービス品質制御副階層３４は送信機能と受信機能すべてを有
する。送信機能はデータサービス６１、信号サービス６３または音声サービス６２のよう
な多くのソースから情報を混合して、送信のためのＰＤＣＨＣＦ　ＳＤＵｓ及び物理階層
ＳＤＵｓを形成する。受信機能は物理階層２１とＰＤＣＨＣＦ　ＳＤＵｓに含まれた情報
を分離して、前記情報をデータサービス６１、信号サービス６３または音声サービス６２
のような正確な個体に向けるようにする。
【００５５】
　マルチプレッシング及びサービス品質制御副階層３４は物理階層２１と時間同期しい作
動する。物理階層２１が非零フレームオフセット（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｆｒａｍｅ　ｏｆ
ｆｓｅｔ）に送って、前記マルチプレッシング及びサービス品質制御副階層３４はシステ
ム時間から好適なフレームオフセットで物理階層による送信のために物理階層ＳＤＵｓを
伝達する。
【００５６】
　マルチプレッシング及びサービス品質制御副階層３４は、プリミティブ（ｐｒｉｍｉｔ
ｉｖｅ）の物理－チャンネル特定サービスインターフェースセットを利用して物理階層２
１ＳＤＵを物理階層に伝達する。物理階層２１は物理チャンネル特定受信表示サービスイ
ンターフェース作動を利用して物理階層ＳＤＵをマルチプレッシング及びサービス品質制
御副階層３４に伝達する。
【００５７】
　信号無線バーストプロトコル３５は同期チャンネル、順方向共通制御チャンネル、放送
制御チャンネル、呼び出しチャンネル及び接続チャンネル手続きを含む。
【００５８】
　リンク接続制御副階層３２は層３　６０にサービスを提供する。ＳＤＵｓは層３　６０
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とリンク接続制御副階層３２の間に通過される。リンク接続制御副階層３２は、リンク接
続制御ＰＤＵｓへのＳＤＵｓの好適なカプセル化を提供して、これらは分化及び再組み立
てを受けてカプセル化されたＰＤＵ断片として媒体接続制御副階層３１に送信される。
【００５９】
　リンク接続制御副階層３２内での処理は順に進行されて、処理個体らは部分形成された
リンク接続制御ＰＤＵをよく設定された手順でお互いに対して通過させる。ＳＤＵｓ及び
ＰＤＵｓは物理チャンネルの無線特性を認識するための上部階層を要しなくても処理され
て機能経路に沿って送信される。しかし、上部階層は物理チャンネルの無線特性を認識す
ることができるし、特定ＰＤＵｓの送信のための所定の物理チャンネルを利用するために
層２　３０を指向させることができる。
【００６０】
　１ｘＥＶ－ＤＯシステムはパケットデータサービスのために最適化されてデータのみの
ための、またはデータに最適化された一つの１．２５ＭＨｚキャリアを特徴とする。併せ
て、最大データ送信率は順方向リンクで２．４Ｍｂｐｓまたは３．０７２Ｍｂｐｓであっ
て、逆方向リンクで１５３．６Ｋｂｐｓまたは１．８４３２Ｍｂｐｓである。また、１ｘ
ＥＶ－ＤＯは区別される周波数帯域を提供して１ｘシステムとの通信網連動を提供する。
図７は１ｘのためのｃｄｍａ２０００と１ｘＥＶ－ＤＯの比較を示す。
【００６１】
　ｃｄｍａ２０００システムにおいて、音声とデータが実在的に６１４．４ｋｂｐｓと３
０７．２ｋｂｐｓの最大データ送信率で共に送信される併行サービスがある。移動局２は
音声通話のために移動通信交換器５と通信して、データ通話のためにパケットデータサー
ビスノード１２と通信する。ＣＤＭＡ２０００はワルシ－コード区別された順方向トラフ
ィックチャンネルを有する多様な電力の固定送信率を特徴とする。
【００６２】
　１ｘＥＶ－ＤＯシステムにおいて、最大データ送信率は２．４Ｍｂｐｓまたは３．０７
２Ｍｂｐｓであって、回線交換核心網７との通信が存在しない。１ｘＥＶ－ＤＯは同期化
された一つの順方向チャンネルを有する可変送信率及び固定された電力を特徴とする。
【００６３】
　図８は１ｘＥＶ－ＤＯ構造順方向リンクスロット構造を示す。１ｘＥＶ－ＤＯシステム
において、フレームは６００スロット／秒である１６個のスロットらを含んで構成されて
、２６．６７ｍｓまたは３２，７６８チップを有する。一つのスロットは長さが１．６６
６７ｍｓであり２０４８チップを有する。制御／トラフィックチャンネルは一つのスロッ
トに１６００チップを有して、パイロットチャンネルは一つのスロットに１９２チップを
有して、媒体接続制御チャンネルは一つのスロットに２５６チップを有する。１ｘＥＶ－
ＤＯシステムはより簡便で迅速なチャンネル評価及び時間同期化を容易にする。
【００６４】
　図９は１ｘＥＶ－ＤＯシステムデフォルトプロトコル構造を示す。図１０は１ｘＥＶ－
ＤＯシステム非－デフォルトプロトコル構造を示す。
【００６５】
　１ｘＥＶ－ＤＯシステムのセッションと関連される情報は移動局２によって使用される
プロトコル集合、接続端末（ＡＴ）、及び基地局６、または接続網（ＡＮ）、待機リンク
を通じて、ユニキャスト接続端末識別子（ＵＡＴＩ）、待機リンクを通じて接続端末及び
接続網によって使用されるプロトコルの構成及び現在接続端末位置の評価を含む。
【００６６】
　応用階層は最高の努力を提供して、ここでメッセージが一応送信されると信頼性あるよ
うに伝達して、メッセージは一度以上再送信されることができる。スチーム階層は一つの
接続端末２に対して最大４（デフォルト）、または２４４（非－デフォルト）応用スチー
ムを多重化する能力を提供する。
【００６７】
　セッション階層はセッションが有用であることを保障してセッションの終了を管理して
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、初期ユニキャスト接続端末識別子割り当てのための手続きを特定して、接続端末住所を
維持してセッション中に使用されるプロトコル及びこれらプロトコルのための構造媒介変
数を折衷して提供する。
【００６８】
　図１１は１ｘＥＶ－ＤＯセッションの設定を示す。図１１に示すように、セッションを
設定することは住所設定、連結設定、セッション設定及び交換キーを含む。
【００６９】
　住所設定はユニキャスト接続端末識別子及びサブネットマスクを割り当てる住所管理プ
ロトコルを示す。連結設定は無線リンクを設定する連結階層プロトコルを示す。セッショ
ン構成はすべてのプロトコルを構成するセッション構成プロトコルを示す。交換キーは認
証のためのキーを設定する保安階層のキー交換プロトコルを示す。
【００７０】
　セッションは接続端末２とＲＮＣとの間の論理通信リンクを示して、これは５４時間の
デフォルトを有して時間に開放された状態である。セッションはＰＰＰセッションも活性
化されるまで持続する。セッション情報は接続網６のＲＮＣによって制御されて持続する
。
【００７１】
　連結が開放される場合に、接続端末２は順方向トラフィックチャンネルに割り当てされ
ることができるし、逆方向トラフィックチャンネル及び逆方向電力制御チャンネルに割り
当てされる。１ｘＥＶ－ＤＯシステムには２個の連結状態があり、これは閉鎖連結と開放
連結である。
【００７２】
　閉鎖連結は接続端末２がどのような専用待機リンク資源にも割り当てされないし、接続
端末と接続網６との間の通信が接続チャンネルと制御チャンネルを通じて遂行される状態
を意味する。開放連結は接続端末２が順方向トラフィックチャンネルに割り当てされるこ
とができるし、逆方向電力制御チャンネル及び逆方向トラフィックチャンネルに割り当て
されて接続端末２と接続網６との間の通信がこれら割り当てされたチャンネルだけでなく
、制御チャンネルを通じて遂行される状態を示す。
【００７３】
　連結階層は開放連結と閉鎖連結及び通信を設定するネットワークの初期認識を管理する
。併せて、連結階層は開放連結と閉鎖連結すべての場合に大略的な接続端末２位置を維持
して、開放連結が存在する場合に接続端末２と接続網６との間の無線リンクを管理する。
また、連結階層は開放連結と閉鎖連結すべての場合に監督を遂行して、セッション階層か
ら受信された送信データを優先順位を付けてカプセル化して、優先順位データを保安階層
にポウォディングして前記保安階層から受信されたデータを逆カプセル化しながらこれを
セッション階層にポウォディングする。
【００７４】
　図１２は連結階層プロトコルを示す。図１２に示すように、プロトコルは初期化状態、
遊休状態及び連結された状態を含む。
【００７５】
　初期化状態において、接続端末２は接続網６を獲得して初期化状態プロトコルを活性化
する。遊休状態において、閉鎖連結が稼動されて遊休状態プロトコルが活性化される。連
結された状態において、開放連結が稼動されて連結された状態プロトコルが活性化される
。
【００７６】
　初期化状態プロトコルは接続網６を獲得することと関連される活動を遂行する。遊休状
態プロトコルは、ルート更新プロトコルを利用して接続端末位置を追跡することのように
接続網６を獲得したが、開放連結を具備しない接続端末２と関連される活動を遂行する。
連結状態プロトコルは接続端末と接続網６との間の無線リンクを管理して、閉鎖連結につ
ながる手続きを管理することのように開放連結を具備する接続端末２と関連される活動を
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遂行する。ルート更新プロトコルは接続端末２位置を追跡することと接続端末と接続網６
との間の無線リンクを維持することと関連される活動を遂行する。オーバーヘッドメッセ
ージプロトコルは速い構成（Ｑｕｉｃｋ　Ｃｏｎｆｉｇ）、セクター媒介変数及び接続媒
介変数のような必須媒介変数を制御チャンネルを通じて放送する。パケット統合プロトコ
ル（ｐａｃｋｅｔ　ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）はパケットに割り
当てされた優先順位と目標チャンネルの関数として送信のためのパケットを統合して優先
順位を決定するだけでなく、受信機にパケット逆多重化を提供する。
【００７７】
　保安階層はキー交換機能、認証機能及び暗号機能を含む。キー交換機能はトラフィック
を認証するために接続端末２と接続網６とに後に追う手続きを提供する。認証機能は認証
及び暗号化のための保安キーを交換するために接続端末２と接続網６に後に追う手続きを
提供する。保安キーはトラフィックを暗号化するために接続端末２と接続網６とに後に追
う手続きを提供する。
【００７８】
　１ｘＥＶ－ＤＯ順方向リンクは電力制御とソフトハンドオフが支援されない点を特徴と
する。接続網６は一定な電力で送って接続端末２は順方向リンクで可変送信率を要求する
。時分割多元通信（ＴＤＭ）で多様な使用者がお互いに異なる時間で送ることができるの
で、一つの使用者を目的にして多様な基地局６らからダイバーシチ送信を具現することは
難解である。
【００７９】
　媒体接続制御階層において、より高い階層らから発信された２種類のメッセージが物理
階層を経って送信されて、詳細には使用者データメッセージと信号メッセージである。２
個のプロトコルは前記２種類のメッセージを処理するために使用されて、詳細には使用者
データメッセージのための順方向トラフィックチャンネル媒体接続制御プロトコルと信号
メッセージのための制御チャンネル媒体接続制御プロトコルである。
【００８０】
　物理階層２１は１．２２８８Ｍｃｐｓの分散速度を特徴として、フレームは１６スロッ
ト及び２６．６７ｍｓを含んで、１．６７ｍｓのスロットと２０４８チップが存在する。
順方向リンクチャンネルはパイロットチャンネル、順方向トラフィックチャンネルまたは
制御チャンネル及び媒体接続制御チャンネルを含む。
【００８１】
　パイロットチャンネルはすべての“０”情報ビットとスロットのための１９２チップを
具備したＷ０を有する直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）分散を含むという点でｃｄｍａ
２０００パイロットチャンネルと類似である。
【００８２】
　順方向トラフィックチャンネルは、データ送信率が３８．４ｋｂｐｓから２．４５７６
Ｍｂｐｓに変化するか、または４．８ｋｂｐｓから４．９１５２Ｍｂｐｓに変化すること
を特徴とする。物理階層パケットは１ないし１６スロットで送信されることができるし、
送信スロットは一つ以上のスロットが割り当てされる場合に４－スロットインターレーシ
ング（４－ｓｌｏｔ　ｉｎｔｅｒｌａｃｉｎｇ）を利用する。割り当てされたスロットす
べてが送信される前に逆方向リンクＡＣＫチャンネルに肯定確認回答（ＡＣＫ）が受信さ
れると、残ったスロットが送信されないであろう。
【００８３】
　制御チャンネルはｃｄｍａ２０００の呼び出しチャンネル及び同期チャンネルと類似で
ある。制御チャンネルは２５６スロットの期間または４２６．６７ｍｓ、１０２４ビット
物理階層パケット長さまたは１２８、２５６、５１２及び１０２４ビットと、３８．４ｋ
ｂｐｓのデータ送信率または７６．８ｋｂｐｓまたは１９．２ｋｂｐｓ、３８．４ｋｂｐ
ｓまたは７６．８ｋｂｐｓを特徴とする。
【００８４】
　媒体接続制御チャンネルは逆方向活動（ＲＡ：ｒｅｖｅｒｓｅ　ａｃｔｉｖｉｔｙ）チ
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ャンネル、逆方向電力制御チャンネル、ＤＲＣＬｏｃｋチャンネル、ＡＲＱチャンネル及
びパイロットチャンネルを提供する。
【００８５】
　逆方向活動チャンネルは現在活動のその通信可能区域（ｃｏｖｅｒａｇｅ　ａｒｅａ）
内のすべての接続端末を逆方向リンクに通知する接続網６によって使用されて、ＭＡＣイ
ンデックス４を具備したＭＡＣチャンネルである。ＲＡチャンネルは逆方向活動ビット（
ＲＡＢ）を運ぶ。
【００８６】
　接続網６は接続端末２の逆方向リンク送信の出力制御のために逆方向電力制御（ＲＰＣ
）チャンネルを使用する。逆方向電力制御ビットはＲＰＣチャンネルを通じて送信される
。
【００８７】
　ＤＲＣＬｏｃｋチャンネルはＤＲＣが順方向送信のための接続端末２をスケジューリン
グしないし、セクターが所定の接続端末のためのＤＲＣを聞くことができなかったら接続
端末がＤＲＣを通じてサービスをずっと要請する状況を防止する。接続端末２のためのＤ
ＲＣＬｏｃｋビット設定されたら、接続端末はＤＲＣをセクターに送ることを中断する。
【００８８】
　ＡＲＱチャンネルは逆方向リンクハイブリッド－ＡＲＱ（Ｈ－ＡＲＱ）を支援して、接
続網６が物理階層パケットを解決したら残余サブパケットが送信されない。Ｈ－ＡＲＱは
接続網６が以前スロットに送信されたパケットを成功的に受信するかの可否を示す。
【００８９】
　肯定／不正確認回答は接続端末２がデータの一部を受信して、検査和（ｃｈｅｃｋｓｕ
ｍ）を確認することを容易にする。図１３は順方向リンクでの肯定／不正確認回答作動を
示す。
【００９０】
　１ｘＥＶ－ＤＯ逆方向リンクは接続網６が逆方向電力制御を利用することで逆方向リン
クを制御することができるということと一つ以上の接続網がソフトハンドオフを通じて接
続端末２の通信を受信することができるということを特徴とする。併せて、逆方向リンク
にＴＤＭがないし、これは長いＰＮコードを利用して直交符号（Ｗａｌｓｈ　Ｃｏｄｅ）
によってチャンネル化される。
【００９１】
　逆方向リンクにおいて、２個のＭＡＣ階層プロトコルは、二つの類型のメッセージを処
理するのに使用される。逆方向トラフィックチャンネルＭＡＣプロトコルは使用者データ
メッセージを処理するのに使用されて、接続チャンネルＭＡＣプロトコルは信号メッセー
ジを処理するのに使用される。
【００９２】
　逆方向トラフィックチャンネルＭＡＣプロトコルを使用する場合に、接続網６が接続端
末２に情報を提供して、前記情報は放送逆方向送信率制限、ユニケスト逆方向送信率制限
、逆方向活動ビット、転移確率マトリックス及び送信率媒介変数である。逆方向リンクチ
ャンネルは逆方向トラフィックチャンネルと接続チャンネルを含む。
【００９３】
　逆方向トラフィックチャンネルはデータチャンネル、パイロットチャンネル、ＭＡＣチ
ャンネル及びＡＣＫチャンネルを含む。主パイロットチャンネルと補助パイロットチャン
ネルが提供されることができる。
【００９４】
　逆方向送信率指標（ＲＲＩ）は毎２６．６７ｍｓまたは毎１６スロットごとに接続網６
に送信されてデータ送信率を３－ビットＲＲＩフィールドまたはデータチャンネルのペイ
ロード大きさで示す。ＲＲＩは現在送信のサブパケットＩＤを送ることができるし、６ビ
ットのＲＲＩ記号を含むが、特に４ビットはペイロード指標のためであって、２ビットは
サブパケット指標のためである。
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【００９５】
　接続端末２は順方向トラフィックチャンネルに送信された物理階層パケットが成功的に
受信されたかの可否を接続網６に知らせるためにＡＣＫチャンネルを利用する。詳細には
、ＡＣＫビットが０に設定されたことはＣＲＣ成功（ＯＫ）を示してＡＣＫビットが１に
設定されたことはＣＲＣ失敗を示す。図１４は逆方向リンクでのＡＣＫチャンネルの利用
を示す。
【００９６】
　ＭＡＣチャンネルはＲＲＩチャンネル、ＤＲＣチャンネル及びＤＳＣチャンネルをさら
に含む。接続チャンネルはパイロットチャンネルとデータチャンネルを含む。
【００９７】
　従来のシステムは、例えばＦＤＤのように一つのＲＬ及び一つのＦＬを有する独立的な
単一－キャリアシステムの傾向がある。すでに設定された一つ以上のＲＬ及び一つのＦＬ
が存在する場合に、既存の方法は追加ＲＬを設定する場合に多くの短所を有する。
【００９８】
　新しいＲＬキャリアは隣近キャリアまたは非隣近キャリアであることができる。接続プ
ロブを利用してＲＬを単一－キャリアシステムに設定するのに使用される既存の方法が使
用されることができる。しかし、すこし長い遅延が個個の新しいＲＬキャリアに対して発
生するであろう。併せて、追加的なＲＬキャリアの初期送信電力を決定するための既存の
方法は正確な送信電力の評価のみを提供して、正確度の水準は不確実である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００９９】
　したがって、送信電力水準を迅速で信頼性あるように正確な水準にあげることができる
マルチキャリア無線ネットワークに多重逆方向リンクを確かで速かに設定するための方法
及び装置が必要である。本発明はこのような要求に焦点を合わせる。
【課題を解決するための手段】
【０１００】
　本発明の特徴及び長所は下に説明されて、部分的に明確に記述されるか、または本発明
の実施例によって得られることができる。本発明の目的とその他の長所は明細書と特許請
求範囲だけではなく、添付した図面に記載した構造によって具現されて達成されることが
できる。
【０１０１】
　本発明は、マルチキャリア無線ネットワークに多重逆方向リンクを確かで速かに設定す
るための方法及び装置を提供することを目的とする。詳細には、本発明は送信電力水準を
正確な水準で迅速で確かに到ることができる、マルチキャリア無線ネットワークに多重逆
方向リンクを確かで速かに設定するための方法及び装置を提供することを目的とする。
【０１０２】
　本発明の一態様において、マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リンクキ
ャリアを設定する方法が提供される。前記方法はネットワークから第１順方向リンクキャ
リアを通じてデータを受信することで、ネットワークと第１通信リンクを設定してデータ
を第１逆方向リンクキャリアを通じてネットワークに送る段階、第２逆方向リンクキャリ
アのためのトラフィックチャンネル割り当て指標を第１順方向リンクキャリアを通じて受
信して第２逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を第２順方向リンクキャリア
を通じて受信する段階を含んで、前記逆方向リンク電力制御情報は第１順方向リンクのチ
ャンネル品質によって第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御することと関連がある
。
【０１０３】
　前記方法は調整された電力水準を利用して指標をネットワークに送る段階をさらに含ん
で、前記電力水準は逆方向リンク電力制御情報に回答して所定のステップ大きさによって
調整されることができる。指標を送るための初期送信電力は一つ以上の逆方向リンク負荷
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によって決定されてチャンネル相関関係は第１逆方向リンクキャリアと第２逆方向リンク
キャリアとの間に評価することも可能である。
【０１０４】
　指標は一つ以上のパイロット信号と逆方向送信率指標を含むことができる。方法は第１
順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアのうちで一つを通じてネットワークか
ら通知信号を受信する段階を含むことができるし、前記通知信号はネットワークが第２逆
方向リンクキャリアを獲得したことを示す。
【０１０５】
　通知信号は信号メッセージと物理階層メッセージのうちで一つに受信されることができ
る。第１順方向リンクキャリアと第１逆方向リンクキャリアは符号分割多重接続（ＣＤＭ
Ａ）チャンネルを含むことができる。
【０１０６】
　方法はネットワークから電力調整信号を受信して調整された電力水準で他の指標を送る
段階をさらに含むことができるし、前記電力水準は所定のステップ大きさに比べて大きい
ステップ大きさによって調整される。方法はネットワークから受信された逆方向リンク電
力制御情報が電力水準を減少させることと関連される場合に第２逆方向リンクキャリアを
通じてパケットデータを通信する段階をさらに含むことができる。望ましくは、方法は確
認信号がネットワークから受信される場合に第２逆方向リンクキャリアを通じてパケット
データを通信する段階をさらに含む。
【０１０７】
　本発明の他の態様において、マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リンク
キャリアを設定する方法が提供される。前記方法は第１順方向リンクキャリアを通じてデ
ータを移動端末に送ることで移動端末との第１通信リンクを設定してデータを第１逆方向
リンクキャリアを通じて移動端末から受信する段階、第２逆方向リンクキャリアのための
トラフィックチャンネル割り当て指標を第１順方向リンクキャリアを通じて送信して第２
逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を第１順方向リンクキャリアを通じて送
信する段階を含んで、前記逆方向リンク電力制御情報は第１順方向リンクのチャンネル品
質によって第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御することと関連がある。
【０１０８】
　方法は移動端末から指標を受信する段階をさらに含むことができるし、前記指標は調整
された電力水準で受信されて、電力水準は逆方向リンク電力制御情報に回答して所定のス
テップ大きさによって調整される。指標は一つ以上のパイロット信号と逆方向送信率指標
を含むことができる。
【０１０９】
　方法は第１順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアのうちで一つを通じて通
知信号を移動端末に送信する段階をさらに含むことができるし、前記通知信号は第２逆方
向リンクキャリアが獲得されたことを示す。通知信号は信号メッセージと物理階層メッセ
ージのうちで一つに送信されることができる。
【０１１０】
　第１順方向リンクキャリアと第１逆方向リンクキャリアは符号分割多重接続（ＣＤＭＡ
）チャンネルを含むことができる。方法は電力調整信号を移動端末に送信して調整された
電力水準で他の指標を受信する段階をさらに含むことができるし、前記電力水準は所定の
ステップ大きさに比べて大きいステップ大きさによって調整される。
【０１１１】
　方法は移動端末に送信された逆方向リンク電力制御情報が電力水準を減少させることと
関連される場合に第２逆方向リンクキャリアを通じてパケットデータを受信する段階をさ
らに含むことができる。方法は確認信号が移動端末に送信される場合に第２逆方向リンク
キャリアを通じてパケットデータを受信する段階をさらに含むことができる。
【０１１２】
　本発明のまた他の態様において、マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リ
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ンクキャリアを設定する方法が提供される。前記方法はネットワークから第１順方向リン
クキャリアを通じてデータを受信することでネットワークと第１通信リンクを設定してデ
ータを第１逆方向リンクキャリアを通じてネットワークに送る段階、第２逆方向リンクキ
ャリアのためのトラフィックチャンネル割り当て指標を第１順方向リンクキャリアを通じ
て受信する段階、第２逆方向リンクのためのチャンネル品質指標をネットワークに送信す
る段階、及び第２逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を第２順方向リンクキ
ャリアを通じて受信する段階を含んで、前記逆方向リンク電力制御情報は第１順方向リン
クのチャンネル品質によって第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御することと関連
される。
【０１１３】
　第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標は第１逆方向リンクキャリアを
通じて送信されることができる。第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標
は第２逆方向リンクキャリアを通じて送信されることができる。
【０１１４】
　方法は調整された電力水準を利用して他の指標をネットワークに送る段階をさらに含む
ことができるし、前記電力水準は逆方向リンク電力制御情報に回答して所定のステップ大
きさによって調整される。他の指標を送るための初期送信電力は一つ以上の逆方向リンク
負荷によって決定されて、チャンネル相関関係は第１逆方向リンクキャリアと第２逆方向
リンクキャリアとの間に評価することができる。望ましくは、逆方向リンク電力制御情報
は測定された信号を移動端末から受信された指標の雑音比（ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）及
び所定の値と比べることによってネットワークによって決定されて、前記所定の値はネッ
トワークが零率逆方向送信率指標を検出するか、または逆方向リンク電力制御情報が電力
水準を減少させることと関連されるか、またはネットワークが移動端末から受信された逆
方向トラフィックチャンネルをデコーディングする場合に調整される。
【０１１５】
　本発明のまた他の態様において、マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リ
ンクキャリアを設定する方法が提供される。前記方法は第１順方向リンクキャリアを通じ
てデータを移動端末に送ることで移動端末との第１通信リンクを設定してデータを第１逆
方向リンクキャリアを通じて移動端末から受信する段階、第２逆方向リンクキャリアのた
めのトラフィックチャンネル割り当て指標を第１順方向リンクキャリアを通じて送る段階
、第２逆方向リンクのためのチャンネル品質指標を移動端末から受信する段階及び第２逆
方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を第２順方向リンクキャリアを通じて送る
段階を含んで、前記逆方向リンク電力制御情報は第１順方向リンクのチャンネル品質によ
って第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御することと関連がある。
【０１１６】
　第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質は、第１逆方向リンクキャリアを通
じて受信されることができる。第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標は
第２逆方向リンクキャリアを通じて受信されることもできる。
【０１１７】
　方法は調整された電力水準で移動端末から他の指標を受信する段階をさらに含むことが
できるし、前記電力水準は逆方向リンク電力制御情報に回答して所定のステップ大きさに
よって調整される。逆方向リンク電力制御情報は測定された信号を移動端末から所定の値
で受信された他の指標の雑音比と比べることで決定されることもでき、前記所定の値は一
つ以上の零率逆方向送信率指標（ＲＲＩ）が探知される場合に調整されて、前記逆方向リ
ンク電力制御情報は電力水準を減少させることと関連されて、移動端末から受信された逆
方向トラフィックチャンネルがデコーディングされる。
【０１１８】
　本発明のまた他の態様において、マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リ
ンクキャリアを設定する方法が提供される。方法はネットワークと移動端末との間に多数
の順方向リンクキャリアを設定する段階とネットワークと移動端末との間に多数の逆方向
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リンクキャリアを設定する段階を含んで、それぞれの逆方向リンクキャリアは多くの順方
向リンクキャリアらのうちで該当するキャリアと関連されて、一つ以上の順方向リンクキ
ャリアは多数の逆方向リンクキャリアのうちで該当するキャリアと関連される制御データ
を多数の逆方向キャリア中の一つ以上の非該当キャリアに提供しながら一つ以上の逆方向
リンクキャリアは多数の順方向リンクキャリアのうちで該当キャリアと関連される制御デ
ータを多数の順方向キャリア中の一つ以上の非該当キャリアに提供することを特徴とする
。
【０１１９】
　本発明のまた他の態様において、マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リ
ンクキャリアを設定するための移動端末が提供される。移動端末はネットワークにデータ
を送受信するように構成された送受信装置と、使用者インターフェース情報を表示するよ
うに構成されたディスプレイ装置と、使用者データを入力するように構成された入力装置
と、及び第１順方向リンクキャリアを通じてネットワークからデータを受信するために前
記送受信装置を制御することでネットワークとの第１通信リンクを設定するように構成さ
れて、第１逆方向リンクキャリアを通じてデータをネットワークに送るために前記送受信
装置を制御するように構成されて、第２逆方向リンクキャリアのためのトラフィックチャ
ンネル割り当て指標を第１順方向リンクキャリアを通じて受信するために前記送受信装置
を制御するように構成されて、第２逆方向リンクのための逆方向リンク電力制御情報を第
１順方向リンクキャリアを通じて受信するために前記送受信装置を制御するように構成さ
れた処理装置を含んで、前記逆方向リンク電力制御情報は第１順方向リンクのチャンネル
品質によって第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御することと関連される。
【０１２０】
　処理装置は調整された電力水準を利用して、指標をネットワークに送るために送受信装
置を制御するように追加構成されることができるし、電力水準は逆方向リンク電力制御情
報に反応して所定のステップ大きさによって調整される。処理装置は一つ以上の逆方向リ
ンク負荷及び第１逆方向リンクキャリアと第２逆方向リンクキャリアとの間のチャンネル
相関関係評価に回答して指標を送るための初期送信電力を決定するように追加構成される
こともできる。
【０１２１】
　指標は一つ以上のパイロット信号と逆方向送信率指標を含むことができる。処理装置は
第１順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアのうちで一つを通じてネットワー
クから通知信号を受信するために送受信装置を制御するように追加構成されることもでき
、通知信号はネットワークが第２逆方向リンクキャリアを獲得したことを示す。
【０１２２】
　通知信号は信号メッセージと物理階層メッセージのうちで一つに受信されることができ
る。第１順方向リンクキャリアと第１逆方向リンクキャリアは符号分割多重接続（ＣＤＭ
Ａ）チャンネルを含むことができる。
【０１２３】
　処理装置はネットワークから電力調整信号を受信して、他の指標を調整された電力水準
で送るために送受信装置を制御するように構成されることができるし、前記電力水準は所
定のステップ大きさに比べて大きいステップ大きさによって調整される。処理装置はネッ
トワークから受信された逆方向リンク電力制御情報が電力水準を減少させることと関連さ
れる場合に第２逆方向リンクキャリアを通じてパケットデータを通信するために送受信装
置を制御するように追加的に構成されることもできる。
【０１２４】
　処理装置は確認信号がネットワークから受信される場合に第２逆方向リンクキャリアを
通じてパケットデータを通信するために送受信装置を制御するように追加構成されること
ができる。処理装置は第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標をネットワ
ークに送るために送受信装置を制御するように追加構成されることもできる。
【０１２５】
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　処理装置は第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標を第１逆方向リンク
キャリアを通じて送るために送受信装置を制御するように追加構成されることができる。
処理装置は第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標を第２逆方向リンクキ
ャリアを通じて送るために送受信装置を制御するように追加構成されることもできる。望
ましくは、処理装置は調整された電力水準を利用して他の指標をネットワークに送るため
に送受信装置を制御するように追加的に構成されて、前記電力水準は逆方向リンク電力制
御情報に回答して所定のステップ大きさによって調整される。
【０１２６】
　本発明のまた他の態様において、マルチキャリア無線通信システムに追加的な逆方向リ
ンクキャリアを設定するためのネットワークが提供される。ネットワークはデータを移動
端末に送るように構成された送信機と、移動端末からデータを受信するように構成された
受信機と、及びデータを第１順方向リンクキャリアを通じて移動端末に送るように送受信
機を制御することで移動端末との第１通信リンクを設定するように構成されて、第１逆方
向リンクキャリアを通じて移動端末からデータを受信するために受信機を制御するように
構成されて、第２逆方向リンクキャリアのためのトラフィックチャンネル割り当て指標を
第１順方向リンクキャリアを通じて送るように送信機を制御して、第２逆方向リンクのた
めの逆方向リンク電力制御情報を第１順方向リンクキャリアを通じて送るように送信機を
制御するように構成される制御機を含んで、前記逆方向リンク電力制御情報は第１順方向
リンクのチャンネル品質によって第２逆方向リンクキャリアの送信電力を制御することと
関連される。
【０１２７】
　制御機は移動ネットワークから指標を受信するために受信機を制御するように追加構成
されることができるし、前記指標は調整された電力水準で受信されて、前記電力水準は逆
方向リンク電力制御情報に回答して所定のステップ大きさによって調整される。指標は一
つ以上のパイロット信号と逆方向送信率指標を含むこともできる。
【０１２８】
　制御機は第１順方向リンクキャリアと第２順方向リンクキャリアのうちで一つを通じて
通知信号を移動端末に送るために送信機を制御するように追加構成されることができるし
、前記通知信号は第２逆方向リンクキャリアが獲得されたことを示す。通知信号は信号メ
ッセージと物理階層メッセージのうちで一つに受信されることができる。
【０１２９】
　第１順方向リンクキャリアと第１逆方向リンクキャリアは、符号分割多重接続（ＣＤＭ
Ａ）チャンネルを含むことができる。制御機は電力調整信号を移動端末に送るために送信
機を制御して調整された電力水準で他の指標を受信するために受信機を制御するように追
加構成されることができるし、電力水準は所定のステップ大きさに比べて大きいステップ
大きさによって調整される。
【０１３０】
　制御機は移動端末に送信された逆方向リンク電力制御情報が電力水準を減少させること
と関連される場合に第２逆方向リンクキャリアを通じてパケットデータを受信するために
受信機を制御するように追加構成されることができる。制御機は確認信号が移動ネットワ
ークに送信される場合に第２逆方向リンクキャリアを通じてパケットデータを受信するた
めに受信機を制御するように構成されることもできる。
【０１３１】
　制御機は第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標を移動ネットワークか
ら受信するために受信機を制御するように追加構成されることができる。第２順方向リン
クキャリアのためのチャンネル品質指標は第１逆方向リンクキャリアを通じて受信される
こともできる。
【０１３２】
　第２順方向リンクキャリアのためのチャンネル品質指標は第２逆方向リンクキャリアを
通じて受信されることができる。制御機は調整された電力水準で移動ネットワークから他



(23) JP 4667506 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

の指標を受信するために受信機を制御するように追加構成されることができるし、電力水
準は逆方向リンク電力制御情報に回答して所定のステップ大きさによって調整される。望
ましくは、制御機は測定された信号を移動端末から所定の値に受信された他の指標の雑音
比と比べることで逆方向リンク電力制御情報を決定するように構成されて、前記所定の値
は一つ以上の零率逆方向送信率指標（ＲＲＩ）が探知される場合に調整されて、逆方向リ
ンク電力制御情報は電力水準を減少させることと関連されて移動ネットワークから受信さ
れた逆方向トラフィックチャンネルがデコーディングされる。
【０１３３】
　本発明の追加的な特徴及び長所は下に説明されて、部分的には記載から明確であるか、
または本発明の実施例によって学習されることができる。本発明の前述した一般的な記載
と下の詳細な説明すべては例示的なものであり、て請求されたところのように本発明の追
加的な説明を提供するためのものであることを主旨しなければならない。
【０１３４】
　実施例は添付された図面を有する実施例の下の詳細な説明から当技術分野の当業者に明
白であり、本発明は記載した特定実施例のみに限定されない。
【発明の効果】
【０１３５】
　本発明は、マルチキャリア無線ネットワークに多重逆方向リンクを確かで速かに設定す
るための方法及び装置に関する。本発明は、移動端末に関して説明されるが、本発明はマ
ルチキャリア無線ネットワークに通信装置のための多重逆方向リンクを設定するためには
いつでも利用されることができる。
【０１３６】
　本発明の方法によると、フィードバックチャンネルが先に順方向リンク（ＦＬ）に設定
される。特に、信号チャンネルは逆方向リンク（ＲＬ）電力制御（ＲＰＣ）ビットと逆方
向リンク肯定／不正確認指標を送るために順方向リンクに設定される。順方向リンクにフ
ィードバックチャンネルの設定は接続網６が確かで迅速な方式で逆方向リンクを設定する
ことを容易にする。一つ以上の逆方向リンクが作動中であるマルチキャリアシステムにお
いて、処理がより效率的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１３７】
　フィードバックチャンネルが一応設定されると、接続端末２は新しい逆方向リンクキャ
リア上の初期送信電力を決定しなければならない。移動端末２で利用可能な情報または情
報の一部サブセットが利用されることができる。例えば、移動網６によって設定される逆
方向活動ビット（ＲＡＢ）を通じた逆方向リンク負荷及び相関関係は現存する逆方向リン
クらの間で評価されて新しい逆方向リンクが利用されることができる。
【０１３８】
　本発明は、順方向リンクにフィードバックチャンネルを設定するための方法を提供する
。フィードバックチャンネルは新しい逆方向リンクチャンネルを支援するのに利用される
専用順方向リンクであることができる。
【０１３９】
　たとえ本発明が２個の周波数（ｆ１及びｆ２）を有する２個のキャリアシステムに関し
て記述されたが、本発明が任意のマルチキャリアシステムに適用されることができること
を主旨しなければならない。本発明の方法は単一キャリアシステムでのように順方向リン
ク（ｆ１）と逆方向リンク（ｆ１）がすべて設定されたことを仮定する。本発明の方法は
新しいキャリア（ｆ２）に逆方向リンクを設定することを目的とする。
【０１４０】
　先ず、移動端末２は、例えばパイロット信号（ｆ２）を利用してチャンネル品質情報（
ＣＱＩ）、またはデータ送信率制御（ＤＲＣ）情報をＦＬ（ｆ２）を通じて測定する。Ｃ
ＱＩ（ｆ２）情報は現存ＲＬ（ｆ１）を通じてＡＮ６に以後送信される。
【０１４１】
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　ＣＱＩ（ｆ２）を受信する場合に、ＡＮ６はＲＬチャンネルの電力制御を開始する。Ａ
Ｎ６はＲＬパイロット（ｆ２）のようなＡＴ２のＲＬ信号のためのＲＬ（ｆ２）モニタリ
ングを開始してそのＳＮＲを評価する。従来の方法でのように、このような測定されたパ
イロットＳＮＲは通常的に内部ルーフ電力制御セットポイントで言及される限界ＳＮＲに
対して比較されて、これはＡＮ６によって要望される受信電力水準であって、エラー率に
よって変化されることができる。
【０１４２】
　内部ルーフ電力制御セットポイントは多様な方法で決定されることができる。例えば、
ＲＲＩを探知するのに十分なデフォルト値が最初に使用されることができる。
【０１４３】
　外部ルーフ電力制御は零率ＲＲＩが探知される場合に始めることができる。外部ルーフ
電力制御はセットポイントが到達されて第１ＤＯＷＮ命令が送信される場合に開始される
ことができる。また、外部ルーフ電力制御は第１ＲＴＣがデコーディングされる場合に開
始されることができる。
【０１４４】
　ＡＮ６はＲＰＣ（ｆ２）命令を新しいキャリアＦＬ（ｆ２）上のＡＴ２に送る。ＲＰＣ
（ｆ２）に割り当てされて以後ＡＣＫチャンネルに割り当てされる電力はＣＱＩ（ｆ２）
によって決定される。
【０１４５】
　ＡＴ２によるＦＬ（ｆ２）上でのチャンネル品質情報（ＣＱＩ）またはデータ送信率制
御（ＤＲＣ）情報の測定はＲＰＣ（ｆ２）命令がＦＬ（ｆ１）を通じて送信されたら先占
（ｐｒｅｅｍｐｔｅｄ）されることができる。また、測定はＦＬ（ｆ２）がどの方式でも
活性化されない場合に先占されることができる。併せて、ＦＬ（ｆ２）が活性化された場
合でも、ＤＲＣ（ｆ２）は既に作動中ではなければならないし、測定は相変らず先占され
ることができる。
【０１４６】
　ＲＰＣ（ｆ２）フィードバックチャンネルが設定された場合に、ＡＴ２は初期送信動力
（ｆ２）からＲＬ（ｆ２）の送信を開始することができる。信号は、例えば逆方向送信率
指標（ＲＲＩ）チャンネルであることができる。パイロットのようなＲＬ信号の電力はＲ
ＰＣ（ｆ２）フィードバックによって制御された直ちに電力であることができる。
【０１４７】
　ＡＴ２はＡＮ６からの反応を基礎にしてＲＴＣ送信時点を認知する。ＡＮ６は上部階層
ＲＴＣ　ＡＣＫメッセージを主なまたは新しいＦＬキャリアのように既に設定された現存
ＦＬを通じて送ることができる。ＡＮ６はＰＨＹ階層ＡＣＫを送ることができる。
【０１４８】
　ＰＨＹ階層ＡＣＫはＲＲＩをモニタリングすることで誘発されることができるし、これ
はＡＣＫが送信されるまで初期送信のための零率として限定されることができるか、また
は望ましくはＲＰＣの第１ＤＯＷＮ命令が送信される場合にパイロット電力をモニタリン
グすることで誘発されることができる。ＲＲＩ検出ＡＣＫ／ＮＡＫ検出のような任意の検
出でのエラーは確認されなければならない。
【０１４９】
　本発明の方法は、向上した信頼性と速度を有する新しいＲＬキャリア設定を提供する。
【０１５０】
　ＡＣＫチャンネルが前述したところと異なるように使用されたら、ＡＮ６とＡＴ２とは
ＡＣＫ／ＮＡＫチャンネル（ｆ２）のような追加的なフィードバックチャンネルを利用す
ることができる。先ず、ＡＴ２がＮＡＫを受信したら、ＡＴは送信電力をより高めること
を決定することができる。
【０１５１】
　例えば、ＮＡＫ（ｆ２）が受信される場合に、ＡＴ２は例えば２ｄＢのようなより大き
いステップ大きさを利用して電力を増加させる。このような作業はＡＴ２が第１ＡＣＫを
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受信した以後に停止されることができる。代案として、ＲＰＣ（ｆ２）命令は第１ＡＣＫ
がＡＮ６からＡＴ２によって受信されるまで、例えば２ｄＢのようなより大きいステップ
大きさを先ず利用することができる。
【０１５２】
　ＡＴ２はＲＬパイロット（ｆ２）のみを先に送ることができる。正常な作動は第１ＲＰ
Ｃ（ｆ２）ＤＯＷＮ命令が受信される場合に始める。
【０１５３】
　ＡＴ２は“疑似－プロブ（ｐｓｅｕｄｏ　ｐｒｏｂｅ）”をすべてのＲＬインターフェ
ース上のＲＬトラフィックを通じて、または平行ＡＲＱチャンネルを通じて送ることがで
きる。ＮｘＥＶ－ＤＯの場合に、疑似－プロブはＲＲＩであることがある。これはセット
ポイントをより速かに設定することを手伝ってくれる。
【０１５４】
　パケット送信を開始する前に、ＲＴＣが安定したのが保障されることができる。安定し
た状態は第１ＤＯＷＮ命令または第１ＡＣＫが送信される場合に限定されることができる
。ＡＣＫは安定した状態を示すために少なくとも最初に使用されることもできる。
【０１５５】
　本発明によると、ＲＰＣチャンネルは新しいＲＬ上での送信前に先に設定される。新し
いＲＬのＲＰＣチャンネルは復旧されたＦＬキャリア上で設定される。代案として、新し
いＲＬのＲＰＣはＦＬアンカーキャリア上で設定されることができる。
【０１５６】
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、本発明による第１方法を示す。図１６Ａ及び図１６Ｂは、本
発明による第２方法を示す。
【０１５７】
　図１５Ａ及び図１５Ｂに示すように、ＡＴ２は新しいＦＬ＿ｂのチャンネル品質情報を
測定する。以後ＤＲＣ＿ｂは現存ＲＬ＿ａを通じてＡＮ６に送信される。ＡＮ６はＲＰＣ
＿ｂ命令を新しいキャリアＦＬ＿ｂ上のＡＴ２に以後送る。
【０１５８】
　図１６Ａ及び図１６Ｂに示すように、ＡＮ６はＲＰＣ＿ｂ命令は現存キャリアＦＬ＿ａ
上のＡＴ２に送る。新しいＦＬ＿ｂのチャンネル品質情報を測定するか、またはＤＲＣ＿
ｂをＡＮ６に送る必要がない。
【０１５９】
　図１５Ａ及び図１５Ｂと図１６Ａ及び図１６Ｂに示すように、ＲＰＣ＿ｂフィードバッ
クチャンネルが設定されると、ＡＴ２は初期送信電力（ｂ）でＲＬ＿ｂパイロット及びＲ
ＲＩの送信を開始することができる。ｒｐｃ＿ｂまたはＲＬ＿ｂ上のＲＲＩによる第１ｄ
ｏｗｎ命令は正確に検出される。ＡＮ６はｒｐｃ＿ｂのための外部ルーフセットポイント
を調整するためにＲＲＩエラーを利用することができる。ＦＬ＿ｂ上のＰＨＹ　ＡＣＫま
たはＲＴＣＡＣＫのうちで一つはＡＴ２へのＲＬ＿ｂの獲得を示すのに利用される。
【０１６０】
　図１７は、本発明の一実施例による移動局（ＭＳ）または接続端末１００のブロックダ
イアグラムを示す。ＡＴ１００は処理器（１１０、またはデジタル信呼処理器）、ＲＦモ
ジュール１３５、電力管理モジュール１０５、アンテナ１４０、バッテリー１５５、ディ
スプレイ１１５、キーパッド１２０、メモリー１３０、ＳＩＭカード１２５（選択事項で
あることがある）、スピーカー１４５及びマイクロホン１５０を含む。
【０１６１】
　使用者は、例えばキーパッド１２０を押すか、またはマイクロホン１５０を利用した音
声活性によって電話番号のような命令情報を入力する。マイクロ処理器１１０は、例えば
電話番号をダイヤルを回して電話することのように好適な機能を遂行するために命令情報
を受信して処理する。作動データは機能を遂行するために加入者認証モジュール（１２５
、ＳＩＭ：Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードまたはメモ
リーモジュール１３０から検索されることができる。併せて、処理器１１０は使用者の参
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照及び便宜のためにディスプレイ１１５に命令及び作動情報を表示することができる。
【０１６２】
　処理器１１０は、例えば音声通信データを含む無線信号を送ることで通信を開始するた
めにＲＦモジュール１３５に命令情報を提供する。ＲＦモジュール１３５は無線信号を送
受信するために送信機と受信機を含む。アンテナ１４０は無線信号の送受信を容易にする
。無線信号を受信する場合に、ＲＦモジュール１３５は処理器１１０が処理するようにす
るために信号を基底帯域周波数にポウォディングして変換する。処理された信号は、例え
ばスピーカー１４５を通じて出力される、聞くことができるかまたは可読可能な情報に変
換されるであろう。処理器１１０はｃｄｍａ２０００または１ｘＥＶ－ＤＯシステムに関
する多様な処理を遂行するために必要なプロトコル及び機能らを含む。
【０１６３】
　処理器１１０は多重逆方向リンクをマルチキャリア無線ネットワークに設定するための
本明細書に開示された方法を遂行するように構成される。処理器は図１５Ａ、１５Ｂ、１
６Ａ及び１６Ｂに示すようにＤＲＣ＿ｂ及びＲＰＣ＿ｂを送ってＦＬ＿ａ及びＦＬ＿ｂを
受信するためにＲＦモジュール１３５を生成して制御する。
【０１６４】
　本発明は、ｃｄｍａ２０００、１ｘＥＶ－ＤＯ及びｃｄｍａ２０００ＮｘＥＶ－ＤＯを
参照して記載したが、本発明は他の適用可能な通信システムにも適用可能である。
【０１６５】
　本発明は、本発明の思想または本質的な特性を脱しなくても多くの形態で具現されるこ
とができるところのように、前記実施例らは前述したところによって限定されないし、記
載した特許請求範囲の思想及び範囲内で広く具現されて、それによって本発明は添付され
た請求項及び同等物だけでなく、多くの変形及び改造も本発明の範囲に属することを主旨
しなければならない。
【産業上の利用可能性】
【０１６６】
　前述した実施例及び長所は単に例示的なものであり、本発明を制限しない。本内容はそ
の他の種類の装置にも適用されることができる。本発明の記載は説明のためのものであり
、請求項の範囲を制限するためのものではない。多くの代案、改造及び変形が本技術分野
の当業者に明白であろう。請求項において、機能式請求項は言及された機能を遂行するこ
とのように本明細書に記載された構造と対応物だけではなく、対応構造を含むためである
。
【図面の簡単な説明】
【０１６７】
【図１】無線通信ネットワーク構造を示す。
【図２Ａ】ＣＤＭＡ拡散及び逆拡散過程を示す。
【図２Ｂ】多重拡散シーケンスを利用したＣＤＭＡ拡散及び逆拡散過程を示す。
【図３】ｃｄｍａ２０００無線ネットワーク用データリンクプロトコル構造を示す。
【図４】ｃｄｍａ２０００呼処理を示す。
【図５】ｃｄｍａ２０００初期化状態を示す。
【図６】ｃｄｍａ２０００システム接続状態を示す。
【図７】１ｘのためのｃｄｍａ２０００と１ｘＥＶ－ＤＯのためのｃｄｍａ２０００の比
較を示す。
【図８】１ｘＥＶ－ＤＯ無線ネットワークのためのネットワーク構造層を示す。
【図９】１ｘＥＶ－ＤＯデフォルトプロトコル構造を示す。
【図１０】１ｘＥＶ－ＤＯ非デフォルトプロトコル構造を示す。
【図１１】１ｘＥＶ－ＤＯセッション設定を示す。
【図１２】１ｘＥＶ－ＤＯ連結層プロトコルを示す。
【図１３】１ｘＥＶ－ＤＯ肯定／不正確認回答作動を示す。
【図１４】１ｘＥＶ－ＤＯ逆方向リンク確認チャンネルを示す。



(27) JP 4667506 B2 2011.4.13

10

20

【図１５Ａ】Ａ及びＢは、本発明の一実施例による多重逆方向リンクを設定するための方
法を示す。
【図１５Ｂ】Ａ及びＢは、本発明の一実施例による多重逆方向リンクを設定するための方
法を示す。
【図１６Ａ】Ａ及びＢは、本発明の一実施例による本発明の他の実施例による多重逆方向
リンクを設定するための方法を示す。
【図１６Ｂ】Ａ及びＢは、本発明の一実施例による本発明の他の実施例による多重逆方向
リンクを設定するための方法を示す。
【図１７】本発明の一実施例による移動局または接続端末のブロックダイアグラムを示す
。
【符号の説明】
【０１６８】
１００　ＡＴ
１０５　電力管理モジュール
１１０　処理器
１１５　ディスプレイ
１２０　キーパッド
１２５　ＳＩＭカード
１３０　メモリー
１３５　ＲＦモジュール
１４０　アンテナ
１４５　スピーカー
１５０　マイクロホン
１５５　バッテリー

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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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】 【図１４】

【図１５Ａ】
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【図１５Ｂ】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１７】
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