
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも のアンテナを有する移動通信システムにおけるＵＴＲＡＮ送信器におい
て、
　第１アンテナと接続され、第１シンボルパターンを第１直交符号で拡散した第１拡散信
号と、前記第１シンボルパターンを第２直交符号で拡散した第２拡散信号とを加算する第
１加算器と、
　第２アンテナと接続され、前記第１拡散信号と、前記第１シンボルパターンを位相反転
した第１反転シンボルパターンを第２直交符号で拡散した第３拡散信号とを加算する第２
加算器と、
　第３アンテナと接続され、前記第１シンボルパターンと直交する第２シンボルパターン
を前記第１直交符号で拡散した第４拡散信号と、前記第２シンボルパターンを前記第２直
交符号で拡散した第５拡散信号とを加算する第３加算器と、
　第４アンテナと接続され、前記第４拡散信号と、前記第２シンボルパターンを位相反転
した第２反転シンボルパターンを前記第２直交符号で拡散した第６拡散信号とを加算する
第４加算器と、
　第５アンテナと接続され、前記第１シンボルパターンを第３直交符号で拡散した第７拡
散信号と、前記第１シンボルパターンを第４直交符号で拡散した第８拡散信号とを加算す
る第５加算器と、
　第６アンテナと接続され、前記第７拡散信号と、前記第１反転シンボルパターンを前記
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第４直交符号で拡散した第９拡散信号をと加算する第６加算器と、
　第７アンテナと接続され、前記第２シンボルパターンを前記第３直交符号で拡散した第
１０拡散信号と、前記第２シンボルパターンを前記第４直交符号で拡散した第１１拡散信
号とを加算する第７加算器と、
　第８アンテナと接続され、前記第１０拡散信号と、前記第２反転シンボルパターンを前
記第４直交符号で拡散した第１２拡散信号とを加算する第８加算器と
から構成されることを特徴とするＵＴＲＡＮ送信器。
【請求項２】
　前記第１直交符号は前記第３直交符号と相違し、前記第２直交符号は前記第４直交符号
と相違することを特徴とする 記載のＵＴＲＡＮ送信器。
【請求項３】
　前記第１直交符号と前記第３直交符号が同一であり、前記第２直交符号と前記第４直交
符号が同一である場合、前記第１乃至第４アンテナの出力信号に適用される第１スクラン
ブリングコードは、前記第５乃至第８アンテナの出力信号に適用される第２スクランブリ
ングコードと相違して設定されることを特徴とする 記載のＵＴＲＡＮ送信器。
【請求項４】
　前記送信器は、アンテナの使用数が８つより少ない場合、前記第１乃至第８アンテナの
出力信号のうち、特定の信号を伝送しないことを特徴とする 記載のＵＴＲＡＮ送
信器。
【請求項５】
　前記シンボルパターンは、パイロットシンボルパターンまたはデータシンボルパターン
のいずれか１つであることを特徴とする 記載のＵＴＲＡＮ送信器。
【請求項６】
　少なくとも のアンテナを有する移動通信システムのＵＴＲＡＮ送信器におけるデー
タ送信方法において、
　第１シンボルパターンを第１直交符号で拡散した第１拡散信号と、前記第１シンボルパ
ターンを第２直交符号で拡散した第２拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第１ア
ンテナを通して送信する過程と、
　前記第１拡散信号と、前記第１シンボルパターンを位相反転した第１反転シンボルパタ
ーンを前記第２直交符号で拡散した第３拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第２
アンテナを通して送信する過程と、
　前記第１シンボルパターンと直交する第２シンボルパターンを前記第１直交符号で拡散
した第４拡散信号と、前記第２シンボルパターンを前記第２直交符号で拡散した第５拡散
信号とを加算し、前記加算された信号を第３アンテナを通して送信する過程と、
　前記第４拡散信号と、前記第２シンボルパターンを位相反転した第２反転シンボルパタ
ーンを前記第２直交符号で拡散した第６拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第４
アンテナを通して送信する過程と、
　前記第１シンボルパターンを第３直交符号で拡散した第７拡散信号と、前記第１シンボ
ルパターンを第４直交符号で拡散した第８拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第
５アンテナを通して送信する過程と、
　前記第７拡散信号と、前記第１反転シンボルパターンを前記第４直交符号で拡散した第
９拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第６アンテナを通して送信する過程と、
　前記第２シンボルパターンを前記第３直交符号で拡散した第１０拡散信号と、前記第２
シンボルパターンを前記第４直交符号で拡散した第１１拡散信号とを加算し、前記加算さ
れた信号を第７アンテナを通して送信する過程と、
　前記第１０拡散信号と、前記第２反転シンボルパターンを前記第４直交符号で拡散した
第１２拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第８アンテナを通して送信する過程と
を含むことを特徴とするデータ送信方法。
【請求項７】
　前記第１直交符号は前記第３直交符号と相違し、前記第２直交符号は前記第４直交符号
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と相違することを特徴とする 記載のデータ送信方法。
【請求項８】
　前記第１直交符号が前記第３直交符号と同一であり、前記第２直交符号が前記第４直交
符号と同一である場合、前記第１乃至第４アンテナの出力信号に適用される第１スクラン
ブリングコードは、前記第５乃至第８アンテナの出力信号に適用される第２スクランブリ
ングコードと相違することを特徴とする 記載のデータ送信方法。
【請求項９】
　前記アンテナの使用数が８つより少ない場合、前記第１乃至第８アンテナの出力信号の
うち、特定の信号の伝送を制御する過程をさらに含むことを特徴とする 記載のデ
ータ送信方法。
【請求項１０】
　少なくとも４つのアンテナを有する送信ダイバーシティ技法を支援するＵＴＲＡＮ送信
器から伝送される信号を受信する移動通信システムのＵＥ（Ｕｓｅｒ  Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）受信器において、
　前記受信された信号の第１直交符号及び第１シンボルパターンを使用して逆拡散された
第１逆拡散信号を発生し、前記第１直交符号及び前記第１シンボルパターンと直交する第
２シンボルパターンを使用して逆拡散された第２逆拡散信号を発生し、前記第１直交符号
と直交する第２直交符号及び前記第１シンボルパターンを使用して逆拡散された第３逆拡
散信号を発生し、前記第２直交符号及び前記第２シンボルパターンを使用して逆拡散され
た第４逆拡散信号を発生する複数の逆拡散器と、
　前記第１逆拡散信号を受信電力調整した信号と前記第３逆拡散信号を受信電力調整した
信号とを加算して第１チャネル推定信号を発生し、前記第２逆拡散信号を受信電力調整し
た信号と前記第４逆拡散信号を受信電力調整した信号とを加算して第２チャネル推定信号
を発生し、前記第１逆拡散信号を受信電力調整した信号から前記第３逆拡散信号を受信電
力調整した信号を減算して第３チャネル推定信号を発生し、前記第２逆拡散信号を受信電
力調整した信号から前記第４逆拡散信号を受信電力調整した信号を減算して第４チャネル
推定信号を発生する複数の加算器と
から構成されることを特徴とするＵＥ受信器。
【請求項１１】
　前記シンボルパターンは、パイロットシンボルパターンまたはデータシンボルパターン
のいずれか１つであることを特徴とする 記載のＵＥ受信器。
【請求項１２】
　前記受信電力調整は、前記それぞれのアンテナの伝送電力調整の時に前記ＵＴＲＡＮ送
信器によって使用された利得常数の逆数を掛けることであることを特徴とする
記載のＵＥ受信器。
【請求項１３】
　少なくとも４つのアンテナを有する送信ダイバーシティ技法を支援するＵＴＲＡＮ送信
器から伝送される信号を受信する移動通信システムのＵＥ受信器において、
　前記受信された信号の第１直交符号及び第１シンボルパターンを使用して逆拡散された
第１逆拡散信号を発生し、前記第１直交符号及び前記第１シンボルパターンと直交する第
２シンボルパターンを使用して逆拡散された第２逆拡散信号を発生し、前記第１直交符号
と直交する第２直交符号及び前記第１シンボルパターンを使用して逆拡散された第３逆拡
散信号を発生し、前記第２直交符号及び前記第２シンボルパターンを使用して逆拡散され
た第４逆拡散信号を発生し、第３直交符号及び前記第１シンボルパターンを使用して逆拡
散された第５逆拡散信号を発生し、前記第３直交符号及び前記第２シンボルパターンを使
用して逆拡散された第６逆拡散信号を発生し、第４直交符号及び前記第１シンボルパター
ンを使用して逆拡散された第７逆拡散信号を発生し、前記第４直交符号及び前記第２シン
ボルパターンを使用して逆拡散された第８逆拡散信号を発生する複数の逆拡散器と、
　前記第１逆拡散信号と前記第３逆拡散信号を加算して第１チャネル推定信号を発生し、
前記第２逆拡散信号と前記第４逆拡散信号を加算して第２チャネル推定信号を発生し、前
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記第１逆拡散信号から前記第３逆拡散信号を減算して第３チャネル推定信号を発生し、前
記第２逆拡散信号から前記第４逆拡散信号を減算して第４チャネル推定信号を発生し、前
記第５逆拡散信号と前記第７逆拡散信号を加算して第５チャネル推定信号を発生し、前記
第６逆拡散信号と前記第８逆拡散信号を加算して第６チャネル推定信号を発生し、前記第
５逆拡散信号から前記第７逆拡散信号を減算して第７チャネル推定信号を発生し、前記第
６逆拡散信号から前記第８逆拡散信号を減算して第８チャネル推定信号を発生する複数の
加算器とから構成され
　

ことを特徴とするＵＥ受信器。
【請求項１４】
　前記シンボルパターンは、パイロットシンボルパターンまたはデータシンボルパターン
のいずれか１つであることを特徴とする 記載のＵＥ受信器。
【請求項１５】
　少なくとも４つのアンテナを有する送信ダイバーシティ技法を支援するＵＴＲＡＮ送信
器から伝送される信号を受信する移動通信システムのＵＥ受信器におけるデータ受信方法
において、
　前記受信された信号を、第１直交符号及び第１シンボルパターンを使用して第１逆拡散
信号に逆拡散し、前記第１直交符号及び前記第１シンボルパターンと直交する第２シンボ
ルパターンを使用して第２逆拡散信号に逆拡散し、前記第１直交符号と直交する第２直交
符号及び前記第１シンボルパターンを使用して第３逆拡散信号に逆拡散し、前記第２直交
符号及び前記第２シンボルパターンを使用して第４逆拡散信号に逆拡散する過程と、
　前記第１逆拡散信号を受信電力調整した信号と前記第３逆拡散信号を受信電力調整した
信号を加算して第１チャネル信号を推定し、前記第２逆拡散信号を受信電力調整した信号
と前記第４逆拡散信号を受信電力調整した信号を加算して第２チャネル信号を推定し、前
記第１逆拡散信号を受信電力調整した信号から前記第３逆拡散信号を受信電力調整した信
号を減算して第３チャネル信号を推定し、前記第２逆拡散信号を受信電力調整した信号か
ら前記第４逆拡散信号を受信電力調整した信号を減算して第４チャネル信号を推定する過
程と
を含むことを特徴とするデータ受信方法。
【請求項１６】
　前記シンボルパターンは、パイロットシンボルパターンまたはデータシンボルパターン
のいずれか１つであることを特徴とする 記載のデータ受信方法。
【請求項１７】
　前記受信電力調整は、前記それぞれのアンテナの伝送電力調整の時に前記ＵＴＲＡＮ送
信器によって使用された利得常数の逆数を掛けることであることを特徴とする
記載のデータ受信方法。
【請求項１８】
　少なくとも４つのアンテナを有する送信ダイバーシティ技法を支援するＵＴＲＡＮ送信
器から伝送される信号を受信する移動通信システムのＵＥ受信器におけるデータ受信方法
において、
　前記受信された信号を、第１直交符号及び第１シンボルパターンを使用して第１逆拡散
信号に逆拡散し、前記第１直交符号及び前記第１シンボルパターンと直交する第２シンボ
ルパターンを使用して第２逆拡散信号に逆拡散し、 第２直交
符号及び前記第１シンボルパターンを使用して第３逆拡散信号に逆拡散し、前記第２直交
符号及び前記第２シンボルパターンを使用して第４逆拡散信号に逆拡散し、第３直交符号
及び前記第１シンボルパターンを使用して第５逆拡散信号に逆拡散し、前記第３直交符号
及び前記第２シンボルパターンを使用して第６逆拡散信号に逆拡散し、第４直交符号及び
前記第１シンボルパターンを使用して第７逆拡散信号に逆拡散し、前記第４直交符号及び
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前記第２シンボルパターンを使用して第８逆拡散信号に逆拡散する過程と、
　前記第１逆拡散信号と前記第３逆拡散信号を加算して第１チャネル信号を推定し、前記
第２逆拡散信号と前記第４逆拡散信号を加算して第２チャネル信号を推定し、前記第１逆
拡散信号から前記第３逆拡散信号を減算して第３チャネル信号を推定し、前記第２逆拡散
信号から前記第４逆拡散信号を減算して第４チャネル信号を推定し、前記第５逆拡散信号
と前記第７逆拡散信号を加算して第５チャネル信号を推定し、前記第６逆拡散信号と前記
第８逆拡散信号を加算して第６チャネル信号を推定し、前記第５逆拡散信号から前記第７
逆拡散信号を減算して第７チャネル信号を推定し、前記第６逆拡散信号から前記第８逆拡
散信号を減算して第８チャネル信号を推定する過程とを含
　

ことを特徴とするデータ受信方法。
【請求項１９】
　前記シンボルパターンは、パイロットシンボルパターンまたはデータシンボルパターン
のいずれか１つであることを特徴とする 記載のデータ受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、送信ダイバーシティシステムに関し、特に、Ｎ個のアンテナの送信ダイバーシ
ティシステムを支援するＵＴＲＡＮ (UMTS Terrestrial Radio Access Network: 以下、Ｕ
ＴＲＡＮと称する )がＭ個のアンテナの送信ダイバーシティシステムを提供するＵＥ (User
 Equipment)と互換できるシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動通信システムの急速な発展によって、供給されるサービスデータの量が増加するにつ
れて、高速データ伝送のための３世代移動通信システムが開発された。前記３世代移動通
信システムは、ヨーロッパで使用する非同期方式のＷ－ＣＤＭＡ (Wideband Code Divisio
n Multiple Access)またはＵＭＴＳ (Universal Mobile Telecommunication System)シス
テム、及び北米で使用する同期方式のＣＤＭＡ－２０００システムの規格に標準化された
。前記のような移動通信システムは、通常、１つのＵＴＲＡＮを通して複数のＵＥが互い
に通信する形態に構成される。前記移動通信システムにおいて、受信信号は、高速データ
伝送の時に無線チャネル上で発生するフェーディング (Fading)現像によって位相が歪む。
前記フェーディングは、前記受信信号の振幅を数ｄＢから数十ｄＢまで減衰させる。前記
フェーディングによって歪んだ前記受信信号の位相は、データの復調の時に適切な補償が
遂行されない場合、送信側から伝送されるデータの情報エラーの原因になり、移動通信シ
ステムのサービス品質 (QoS)を低下させる。移動通信システムにおいて、サービス品質を
低下させずに高速データを伝送するためには、前記フェーディングの問題を解決すべきで
あり、その問題を解決するためには、多様なダイバーシティ (diversity)技術が使用され
る。
【０００３】
一般的に、ＣＤＭＡシステムにおいては、チャネルの遅延拡散 (delay spread)を利用して
ダイバーシティ受信を遂行するレーク (Rake)受信器を採択する。前記レーク受信器は、多
重経路 (multi-path)信号を受信するために受信ダイバーシティを遂行するが、前記のよう
な遅延拡散を利用するダイバーシティ技法は、前記遅延拡散が設定値より小さい場合は好
適に動作しない。さらに、インターリビング (interleaving)及びコーディング (coding)を
利用するタイムダイバーシティ (time diversity)技法は、ドップラー拡散 (Doppler sprea
d)チャネルで使用される。しかしながら、前記タイムダイバーシティ技法は、低速ドップ
ラー拡散チャネルでは利用しにくい。
【０００４】
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前記第３直交符号と前記第４直交符号は、前記少なくとも４つのアンテナの出力信号に

適用されるスクランブリングコードと、前記第１直交符号及び前記第２直交符号によって
決定される

請求項１８



従って、室内チャネル (indoor channel)のような低遅延拡散チャネル (low-delay spread 
channel)、及び歩行者チャネルのような低速ドップラー拡散チャネルでは、フェーディン
グの問題を解決するために、空間ダイバーシティ (space diversity)技法が使用される。
前記空間ダイバーシティは、２つ以上の送受信アンテナを利用する。つまり、１つのアン
テナを通して伝送された信号が前記フェーディングによって減衰される場合、前記空間ダ
イバーシティが他のアンテナを通して伝送された信号を受信する。前記空間ダイバーシテ
ィは、受信アンテナを利用する受信ダイバーシティ技法及び送信アンテナを利用する送信
ダイバーシティ技法に分けられる。前記受信ダイバーシティ技法は前記ＵＥに適用される
が、前記ＵＥのサイズ及び費用を考慮すると、前記ＵＥに複数のアンテナを設置すること
は困難である。従って、前記ＵＴＲＡＮに複数のアンテナを設置する前記送信ダイバーシ
ティ技法の使用が勧められる。
【０００５】
前記送信ダイバーシティ技法は、ダウンリンク (downlink)信号を受信してダイバーシティ
利得を得るアルゴリズムに関連し、開ループモード (Open Loop Mode)及び閉ループモード
(Closed Loop Mode)に区分される。前記開ループモードにおいては、前記ＵＴＲＡＮがデ
ータ信号をエンコーディング (encoding)してからダイバーシティアンテナを通して伝送し
、次に、前記ＵＥが前記ＵＴＲＡＮから伝送された信号を受信してデコーディング (decod
ing)することによって、ダイバーシティ利得を得る。前記閉ループモードにおいては、 (
１ )前記ＵＥが前記ＵＴＲＡＮのそれぞれの送信アンテナを通して伝送された信号が経る
チャネル環境を予測し、 (２ )前記ＵＥが前記予測された値によって、前記ＵＴＲＡＮのア
ンテナに対して前記受信信号の電力を最大にするのに適した加重値 (Weight)を計算して、
前記計算された加重値をアップリンク (uplink)を通して前記ＵＴＲＡＮに伝送し、 (３ )前
記ＵＴＲＡＮが前記ＵＥから伝送された加重値情報に基づいて前記それぞれのアンテナの
加重値を制御する。前記ＵＥのチャネル測定のために、前記ＵＴＲＡＮは、前記それぞれ
のアンテナに割り当てられたパイロット信号を伝送し、前記ＵＥは、前記パイロット信号
を通してチャネルを測定し、このチャネル情報を利用して最適の加重値を決定する。
【０００６】
米国特許登録番号５ ,６３４ ,１９９ (Method of Subspace Beamforming Using Adaptive T
ransmitting Antennas with Feedback)及び米国特許登録番号５ ,４７１ ,６４７ (Method f
or Minimizing Cross-talk in Adaptive Antennas)は、送信ダイバーシティ技法をフィー
ドバックモードで使用することである。米国特許登録番号５ ,６３４ ,１９９は、摂動アル
ゴリズム (perturbation algorithm)及び利得マトリックス (gain matrix)を利用したチャ
ネル測定及びフィードバック方式を提案している。しかしながら、この方法は、ブライン
ド方式 (blind algorithm)であり、チャネル測定のための収斂速度が遅く、正確な加重値
を探すことが難しいので、よく使われない。
【０００７】
一方、ＵＭＴＳ、つまり、Ｗ－ＣＤＭＡ (３ＧＰＰ : 3rd Generation Partnership Projec
t)標準 (Release 99)は、２つのアンテナの加重値を量子化してフィードバックする方式を
提案する。この方法は、２つのアンテナの送信ダイバーシティを支援する前記ＵＥのみが
存在するケースを言及している。つまり、前記Ｗ－ＣＤＭＡ標準 (Release 99)は、前記Ｕ
ＴＲＡＮが４つの送信アンテナを有するケースの送信方法を言及せず、２つのアンテナの
送信ダイバーシティ技法を採用するＵＥ及び４つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を
採用するＵＥが共存するケースを考慮したＵＴＲＡＮ信号伝送方法及び前記ＵＥの信号受
信方法も言及しない。１つのアンテナを通して信号を伝送する既存の方法から２つの送信
アンテナを通して信号を伝送する方法に拡張する方法を利用して送信アンテナが４つに拡
張されると、２つの送信アンテナの送信ダイバーシティ技法を採用するＵＥは、正常に動
作しない。前記の問題を解決するために、２つのアンテナで信号を伝送する方法及び４つ
のアンテナで信号を伝送する方法が両方とも使用される場合、前記アンテナ間に電力不均
衡が発生するという新しい問題点が発生する。
【０００８】
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前記複数のアンテナを通して相違するパイロット信号を伝送する方法は、時分割 (time di
vision multiplexing: ＴＤＭ )システム、周波数分割 (frequency division multiplexing
: ＦＤＭ )システム、及び符号分割 (code division multiplexing: ＣＤＭ )システムを含
む。前記アンテナを通して相違するパイロット信号を伝送するために、前記Ｗ－ＣＤＭＡ
システムは、スクランブリングコード (scrambling code)、チャネルコード (channelizati
on code)、または直交パイロットシンボルパターン (orthogonal pilot symbol pattern)
を使用することができる。
【０００９】
一般的に、２つの送信アンテナを使用するシステムは、単一のアンテナを使用する既存の
システムに比べて、相当に高いダイバーシティ利得及び最大３ｄＢの信号対雑音比 (SNR)
を得ることができる。さらに、前記送信ダイバーシティ技法が２つ以上のアンテナを使用
する場合、前記ダイバーシティ利得は２つのアンテナの送信ダイバーシティ技法によって
得られるダイバーシティ利得より高いレベルまで増加し、前記ＳＮＲもアンテナの個数に
比例して増加する。ここで、前記増加されたダイバーシティ利得は、前記２アンテナダイ
バーシティ技法によって得られた前記ダイバーシティ利得より相対的に小さいが、ダイバ
ーシティ次数が増加するので、前記信号対雑音比 (Eb/No)が増加することによって前記ダ
イバーシティ利得が増加する。
【００１０】
前記Ｗ－ＣＤＭＡ標準 (Release 99)を使用するＵＭＴＳシステムは、現在２つのアンテナ
のみを使用する送信ダイバーシティ技法に関する説明を含んでいる。しかしながら、前記
Ｗ－ＣＤＭＡ標準 (Release 99)は、２つ以上のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技
術の必要性を考慮する。つまり、２つの送信アンテナから伝送された信号を受信する既存
のＵＥ及び２つ以上の送信アンテナから伝送された信号を受信するＵＥが共存する移動通
信システムを考慮すべきである。この場合、２つのアンテナの送信ダイバーシティを利用
するＵＥ及び２つ以上のアンテナの送信ダイバーシティを利用するＵＥが前記ＵＴＲＡＮ
から信号を正常に受信することができるように構成された送受信器が要求される。つまり
、２つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を適用するＵＴＲＡＮシステムに適するよう
に設計されたＵＥが２つ以上のアンテナの送信ダイバーシティ技法を適用するＵＴＲＡＮ
システムのサービス領域に位置する時であっても正常に動作する送受信方法及び装置が考
慮されるべきである。一方、２つ以上のアンテナの送信ダイバーシティ技法を適用するＵ
ＴＲＡＮシステムに適するように設計されたＵＥが２つのアンテナの送信ダイバーシティ
技法を適用するＵＴＲＡＮシステムのサービス領域に位置する時であっても正常に動作す
る送受信器及び方法も考慮されるべきである。さらに、前記２つのアンテナの送信ダイバ
ーシティ技法を適用するＵＴＲＡＮシステムに適するように設計された前記ＵＥの構造を
変更せず、２つ以上のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を適用するＵＴＲＡＮ
システムに適するように設計された前記ＵＥとの互換性を有する必要がある。
【００１１】
この互換性は、共通パイロットチャネル (common pilot channel)及び共通データ (common 
data)を伝送する共通チャネル (common channel)において特に要求される。この理由は、
専用チャネルは、前記ＵＥの特性及びバージョンによって適したダイバーシティ方法で信
号を伝送することができるが、共通チャネルである共通パイロットチャネル (Common Pilo
t Channel: ＣＰＩＣＨ )及び共通データチャネル (common data channel)は、既存の２つ
のアンテナの送信ダイバーシティ技法を採用するＵＴＲＡＮシステムで動作する下位バー
ジョンのＵＥ、及び２つ以上のアンテナの送信ダイバーシティ技法を採用するＵＴＲＡＮ
システムで動作する上位バージョンのＵＥの両方ともを支援するように構成されなければ
ならないからである。つまり、前記共通チャネルは、前記専用チャネルに比べて、前記シ
ステムによって伝送される信号に対して高い信頼度を有するべきであるので、前記共通チ
ャネルは前記専用チャネルに比べて高い電力で信号を送信する。従って、前記共通チャネ
ルから送信ダイバーシティ利得を得ることによって低い伝送電力で通信することができ、
それによって、全体のシステム容量を増加させることができる。つまり、加入者の数を増
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加させることができる。
【００１２】
前記送信アンテナシステムは、複数のアンテナで信号を伝送するシステである。アンテナ
電力増幅器、例えば、低雑音増幅器 (Low Noise Amplifier: ＬＮＡ )を含む送信ＲＦシス
テムは、複数のアンテナを通して伝送される信号の電力が均等に分配される時、コスト及
び効率性の観点から有利である。送信電力が特定のアンテナに不均衡に分配される場合、
アンテナの設計が難しくなり、コストが増加する。送受信システムを効率的に設計しない
場合、前記２つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を採用する方法及び装置との互換性
を有することが困難である。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、２つ以上のアンテナの送信ダイバーシティ技法を採用するＵＴ
ＲＡＮにおける信号伝送方法及び装置を提供することにある。
【００１４】
本発明の他の目的は、２つ以上のアンテナの送信ダイバーシティ技法を採用するＵＴＲＡ
Ｎから伝送される信号を受信するＵＥにおける信号受信方法及び装置を提供することにあ
る。
【００１５】
本発明のまた他の目的は、相違する個数のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を
採用するシステムにおけるパイロット信号伝送方法及び装置を提供することにある。
【００１６】
本発明のまた他の目的は、相違する個数のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を
採用するシステムにおけるパイロット信号受信方法及び装置を提供することにある。
【００１７】
本発明のまた他の目的は、直交符号及びスクランブリングコードを区分することによって
４の倍数個のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用するシステムにおけるパ
イロット信号伝送方法及び装置を提供することにある。
【００１８】
本発明のまた他の目的は、直交符号及びスクランブリングコードを区別することによって
４の倍数個のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用するシステムにおけるパ
イロット信号受信方法及び装置を提供することにある。
【００１９】
本発明のまた他の目的は、４の倍数個のアンテナを有する送信ダイバーシティシステムに
おいて、特定のアンテナを介する信号伝送を制限することによって、多様な個数のアンテ
ナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用するシステムにおけるパイロット信号伝送方
法及び装置を提供することにある。
【００２０】
本発明のまた他の目的は、４の倍数個のアンテナを有する送信ダイバーシティシステムに
おいて、特定のアンテナを介する信号伝送を制限することによって、多様な個数のアンテ
ナを使用する送信ダイバーシティ技法を採用するシステムにおけるパイロット信号受信方
法及び装置を提供することにある。
【００２１】
本発明のまた他の目的は、複数のアンテナを使用する送信ダイバーシティ技法においてそ
れぞれのアンテナに相違する電力を分配する信号伝送方法及び装置を提供することにある
。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
前述したような課題を解決するための本発明は、少なくとも４つのアンテナを有する移動
通信システムにおけるＵＴＲＡＮ送信器を提供する。第１加算器は、第１シンボルパター
ンを伝送電力調整してから第１直交符号で拡散した第１拡散信号と、前記第１シンボルパ
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ターンを伝送電力調整してから前記第１直交符号と直交する第２直交符号で拡散した第２
拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第１アンテナを通して伝送する。第２加算器
は、前記第１拡散信号と、前記第１シンボルパターンを位相反転した第１反転シンボルパ
ターンを伝送電力調整してから前記第２直交符号で拡散した第３拡散信号とを加算し、前
記加算された信号を第２アンテナを通して伝送する。第３加算器は、前記第１シンボルパ
ターンと直交する第２シンボルパターンを伝送電力調整してから前記第１直交符号で拡散
した第４拡散信号と、前記第２シンボルパターンを伝送電力調整してから前記第２直交符
号で拡散した第５拡散信号とを加算し、前記加算された信号を第３アンテナを通して伝送
する。第４加算器は、前記第４拡散信号と、前記第２シンボルパターンを位相反転した第
２反転シンボルパターンを伝送電力調整してから前記第２直交符号で拡散した第６拡散信
号とを加算し、前記加算された信号を第４アンテナを通して伝送する。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記説明
において、本発明の要旨を明確にするために関連した公知機能または構成に対する具体的
な説明は省略する。
【００２４】
図１は、通常の４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムの構成を示す図である。図
１を参照すると、ＵＴＲＡＮ１０１は、４つのアンテナＡＮＴ＃１乃至ＡＮＴ＃４を有し
、使用者信号を前記４つのアンテナ伝送に適するように変換した後、前記４つのアンテナ
を通して前記使用者信号を伝送する。ＵＥ１０３は、それぞれ第１アンテナＡＮＴ＃１を
通して伝送される信号をｈ 1チャネルを通して受信し、第２アンテナＡＮＴ＃２を通して
伝送される信号をｈ 2チャネルを通して受信し、第３アンテナＡＮＴ＃３を通して伝送さ
れる信号をｈ 3チャネルを通して受信し、第４アンテナＡＮＴ＃４を通して伝送される信
号をｈ 4チャネルを通して受信する。前記ＵＥ１０３は、前記ＵＴＲＡＮ１０１の 4つのア
ンテナＡＮＴ＃１乃至ＡＮＴ＃４から受信された信号を復調処理を通して元の送信データ
にデコーディングする。
【００２５】
図２は、本発明の実施形態による４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムの構成を
示す図であり、ここで、２つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を支援するＵＥは前記
ＵＴＲＡＮから伝送される 4つのパイロット信号を受信する。図２を参照すると、２つの
アンテナの送信ダイバーシティ技法を支援するＵＥ２０３は、ＵＴＲＡＮ２０１の４つの
アンテナからパイロット信号を受信して、２つのアンテナから前記パイロット信号を受信
したような効果を有するようにする。特に、前記ＵＥ２０３は、前記ＵＴＲＡＮ２０１の
第１アンテナＡＮＴ＃１及び第２アンテナＡＮＴ＃２を通して伝送されるパイロット信号
をｈ Aチャネルを通して受信し、第３アンテナＡＮＴ＃３及び第４アンテナＡＮＴ＃４を
通して伝送されるパイロット信号をｈ Bチャネルを通して受信する。
【００２６】
　図２に示すように、４つのアンテナの送信ダイバーシティを支援する前記ＵＴＲＡＮの
サービス領域に２つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を支援する前記ＵＥが存在する
場合、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティを採用する前記ＵＴＲＡＮ２０１の

は、図３に示すような構造を有する。
【００２７】
　図３は、本発明の実施形態によるパイロット信号を送信する送信ダイバーシティ
の構造を示す。図３に示す４つのアンテナから出力される前記パイロット信号は、それぞ
れ＜数式１＞乃至＜数式４＞によって表現されることができる。つまり、＜数式１＞は、
第１アンテナ３４７の出力（ｘ１（ｔ））を表現し、＜数式２＞は、第２アンテナ３４９
の出力（ｘ２（ｔ））を表現する。さらに、＜数式３＞は、第３アンテナ３５１の出力（
ｘ３（ｔ））を表現し、＜数式４＞は、第４アンテナ３５３の出力（ｘ４（ｔ））を表現
する。
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【数１】
　
　
【数２】
　
　
【数３】
　
　
【数４】
　
　
【００２８】
＜数式１＞乃至＜数式４＞において、ｐ 1 (ｔ )は、第１シンボルパターンであるＡＡ形態
のパイロットシンボルパターン (pilot symbol pattern)３０１であり、ｐ 2 (ｔ )は、第２
シンボルパターンであるＡ－Ａ形態または－ＡＡ形態のパイロットシンボルパターン３０
３である。前記ＡＡ形態のパイロットシンボルパターンは、Ａ－Ａ形態または－ＡＡ形態
と直交するので、前記パイロットシンボルパターン３０１と前記パイロットシンボルパタ
ーン３０３との間に直交性が維持される。さらに、Ｃ O V S F 1 (ｔ )及びＣ O V S F 2 (ｔ )は、それ
ぞれ第１直交符号ＯＶＳＦ１ (３０５ )及び第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )を示し、それ
らは、前記パイロットシンボルパターン３０１及び３０３を拡散するウォルシュコード (W
alsh code)または直交可変拡散率 (Orthogonal Variable Spreading Factor:ＯＶＳＦ )コ
ードである。さらに、Ｃ S C (ｔ )は、前記直交符号３０５及び３１５と同一のチップレート
(chip rate)を有するスクランブリングコード３３７を示す。最後に、‘ｇ’は、既存の
２つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を支援する前記ＵＥの性能を保障するために使
用される利得常数３５５を示す。
【００２９】
前記ＵＴＲＡＮ２０１によって前記アンテナを通して伝送しようとするパイロット‘Ａ’
は、ＢＰＳＫ (Binary Phase Shift Keying)送信器に適用される時に１または－１の値を
有することができ、ＱＰＳＫ (Quadrature Phase Shift Keying)送信器に適用される時は
１＋ｊの値を有することができる。従って、ＡＡ形態の第１パイロットシンボルパターン
３０１は、乗算器３５７によって利得常数３５５と掛けられた後、乗算器３０７によって
第１直交符号ＯＶＳＦ１ (３０５ )と掛けられ、その結果値が加算器３２９に入力される。
例えば、前記第１直交符号ＯＶＳＦ１は、２５６チップ長を有する。さらに、前記第１パ
イロットシンボルパターン３０１は、乗算器３１７によって第２直交符号ＯＶＳＦ２と掛
けられて、前記加算器３２９に入力される。前記加算器３２９は、前記乗算器３０７の出
力を前記乗算器３１７の出力に加算して、乗算器３３９に提供する。前記加算器３２９の
出力は、前記乗算器３３９によってスクランブリングコード３３７と掛けられて、前記第
１アンテナ３４７を通して伝送される。さらに、前記第１パイロットシンボルパターン３
０１は、前記乗算器３５７によって前記利得常数３５５が掛けられた後、前記乗算器３０
７によって第１直交符号ＯＶＳＦ１ (３０５ )と掛けられ、その結果値が前記加算器３３１
に入力される。さらに、前記第１パイロットシンボルパターン３０１は、乗算器３１７に
よって第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )が掛けられた後、信号反転のために前記乗算器３
２５によって－１信号と掛けられ、その結果値が前記加算器３３１に入力される。前記加
算器３３１は、前記乗算器３０７の出力を前記乗算器３２５の出力に加算して前記乗算器
３４１に提供する。前記加算器３３１の出力は、乗算器３４１によって前記スクランブリ
ングコード３３７が掛けられて、第２アンテナ３４９を通して伝送される。前記乗算器３
２５は、位相反転のために前記入力される信号に－１信号を掛けるが、前記入力信号の位
相反転は、前記ＵＴＲＡＮ送信器の入力段または出力段のどちらでも遂行されることがで
きる。
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【００３０】
同様に、Ａ－Ａ形態または－ＡＡ形態の第２パイロットシンボルパターン３０３は、乗算
器３５９によって利得常数３５５が掛けられた後、乗算器３１１によって第１直交符号Ｏ
ＶＳＦ１ (３０５ )と掛けられ、その結果値が加算器３３３に入力される。さらに、前記第
２パイロットシンボルパターン３０３は、前記乗算器３２１によって第２直交符号ＯＶＳ
Ｆ２ (３１５ )が掛けられて、前記加算器３３３に入力される。加算器３３３は、前記乗算
器３１１の出力を前記乗算器３２１の出力に加算して、乗算器３４３に提供する。前記加
算器３３３の出力は、前記乗算器３４３によってスクランブリングコード３３７と掛けら
れて、第３アンテナ３５１を通して伝送される。さらに、前記第２パイロットシンボルパ
ターン３０３は、前記乗算器３５９によって前記利得常数３５５が掛けられた後、前記乗
算器３１１によって第１直交符号ＯＶＳＦ１ (３０５ )と掛けられ、その結果値が加算器３
３５に入力される。さらに、前記第２パイロットシンボルパターン３０３は、前記乗算器
３２１によって前記第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )が掛けられた後、信号の反転のため
に乗算器３２７によって－１の信号が掛けられ、その結果値が前記加算器３３５に入力さ
れる。前記加算器３３５は、前記乗算器３１１の出力を前記乗算器３２７の出力に加算し
て、乗算器３４５に提供する。前記加算器３３５の出力は、前記乗算器３４５によって前
記スクランブリングコード３３７と掛けられて、第４アンテナ３５３を通して伝送される
。前記乗算器３２７は、位相反転のために前記入力信号に－１の信号を掛けるが、前記乗
算器３２５の説明からも分かるように、前記入力信号の位相反転は、前記ＵＴＲＡＮ送信
器の入力段または出力段のどちらでも遂行されることができる。前記送信器における加算
器３２９、３３１、３３３、及び３３５は、１つの加算器に構成することができる。さら
に、前記スクランブリングコード３３７をそれぞれの入力信号に掛ける乗算器３３９、３
４１、３４３、及び３４５も１つの乗算器に構成することができ、複素拡散を遂行するこ
ともできる。－１の信号を掛けてそれぞれの入力信号を反転する乗算器３２５及び３２７
は、第２アンテナ３４９及び第４アンテナ３５３を通して出力される信号を位相反転する
ためのものであり、他の位置に置かれることができる。例えば、前記乗算器３２５は、前
記乗算器３１７の前に位置して、前記入力パイロットシンボルパターン３０１または入力
ＯＶＳＦコード３１５を反転することができる。さらに、前記乗算器３２５を除去するこ
ともできる。この場合、前記加算器３３１は、前記乗算器３０７の出力信号から前記乗算
器３１７の出力信号を減算すべきである。同様に、前記乗算器３２７は、前記乗算器３２
１の前に位置して、前記入力パイロットシンボルパターン３０３または前記入力ＯＶＳＦ
コード３１５を反転することができる。さらに、前記乗算器３２７を除去することもでき
る。この場合、前記加算器３３５は、前記乗算器３１１の出力信号から前記乗算器３２１
の出力信号を減算すべきである。前記利得常数３５５は、ｇ＝１である場合、ハードウェ
ア構成には含まれない。さらに、前記利得常数３５５は、一定の値を有するか、または、
所定の単位 (例えば、シンボル、スロット、またはフレーム )でチャネル環境または使用者
状況によって適応的に調節される可変値を有する。
【００３１】
図４は、本発明の他の実施形態によるパイロット利得調整送信のための送信ダイバーシテ
ィ送信器の構造を示す図であり、ここで、前記それぞれのアンテナの前記パイロット信号
は相違する伝送電力で伝送される。
【００３２】
　図４を参照して、前記それぞれのアンテナを通して伝送される前記パイロット信号の伝
送電力、つまり、パイロット信号の利得を調整する方法を説明する。前記それぞれのアン
テナを通して伝送される前記パイロット信号の伝送電力を調整する理由は、前記パイロッ
ト信号を受信するそれぞれの受信器 セル（ｃｅｌｌ）半径を同一に調整するためで
ある。ここで、“それぞれの受信器 セル半径を同一に調整する”ということは、１
つのアンテナの送信ダイバーシティを採用する受信器、２つのアンテナの送信ダイバーシ
ティを採用する受信器、４つのアンテナの送信ダイバーシティを採用する受信器、及び相
違する個数のアンテナを有する送信ダイバーシティを採用する受信器に対して、前記パイ
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ロット信号に対するセル半径を同一に調整することである。
【００３３】
図４を参照すると、前記ＵＴＲＡＮ２０１が同一の伝送電力を有するパイロット信号を出
力する時、第１アンテナ３４７を通して伝送される信号には利得常数ｇ１ (４５１ )が掛け
られ、第２アンテナ３４９を通して伝送される信号には利得常数ｇ２ (４５３ )が掛けられ
、第３アンテナ３５１を通して伝送される信号には利得常数ｇ３ (４５５ )が掛けられ、第
４アンテナ３５３を通して伝送される信号には利得常数ｇ４ (４５７ )が掛けられる。前記
それぞれのアンテナを通して伝送される前記信号に前記それぞれのアンテナに対応する利
得常数を掛けることによって、前記アンテナの伝送電力、つまり、前記アンテナの利得を
調整する方法は、前記パイロット信号だけでなく、以下説明する共通データ信号にも適用
することができる。さらに、前記方法は、アンテナ別に利得を調整する必要がある時、複
数のアンテナを使用する前記送信ダイバーシティ技法を採用するシステムにおいて伝送さ
れるどの信号にも適用することができる。
【００３４】
以上、図３及び図４を参照して、４つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を採用する送
信器の構造を説明した。次に、図５を参照して、８つアンテナの送信ダイバーシティ技法
を支援する送信器の構造を説明する。
【００３５】
図５は、本発明の他の実施形態によるパイロット信号の送信のための８つのアンテナの送
信ダイバーシティ送信器の構造を示す図であり、ここで、前記４つのアンテナの送信ダイ
バーシティのために使用される構造を並列に２回配列して８つのアンテナの送信ダイバー
シティを具現する。図５を参照すると、第１乃至第４アンテナ３４７、３４９、３５１、
及び３５３を通してパイロット信号を伝送する方法は、図３で説明した４つのアンテナの
送信ダイバーシティ方法と同一であるので、具体的な説明は省略する。スクランブリング
コードＣ S C 1が図３及び図４に示すスクランブリングコードＣ S Cと相違して表現されてい
るが、同一のスクランブリングコードを示すことに注意する。つまり、前記４つのアンテ
ナの送信ダイバーシティ技法が８つアンテナの送信ダイバーシティ技法に拡張されるので
、前記第１乃至第４アンテナ３４７、３４９、３５１、及び３５３に適用されるスクラン
ブリングコードをＣ S C 1と表現し、第５乃至第８アンテナ５８９、５９１、５９３、及び
５９５に適用されるスクランブリングコードをＣ S C 2と表現する。図５は、前記それぞれ
のアンテナの伝送電力を個々に調整するための利得調整過程及び前記パイロット信号に前
記アンテナの利得常数をそれぞれ掛ける過程は図示しない。
【００３６】
前述したように、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティを２回適用することによって
８つアンテナ送信ダイバーシティ技法を具現することができる。これは、前記第１乃至第
４アンテナ３４７、３４９、３５１、及び３５３に適用される前記第１直交符号ＯＶＳＦ
１ (３０５ )及び第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )以外に、２つの新しい直交符号、つまり
、第３直交符号ＯＶＳＦ３ (５６０ )及び第４直交符号ＯＶＳＦ４ (５６１ )を前記追加され
る４つのアンテナのパイロット信号のためにさらに割り当てるか、または、第１乃至第４
アンテナ３４７、３４９、３５１、及び３５３に適用されるスクランブリングコードＣ S C

1 (３３７ )以外に、新しいスクランブリングコードＣ S C 2 (５９７ )をさらに割り当て、次に
、第３直交符号及び第４直交符号の代わりに前記第１直交符号及び前記第２直交符号を前
記第１乃至第４アンテナ３４７、３４９、３５１、及び３５３に適用することによって達
成することができる。前記スクランブリングコードＣ S C 1 (３３７ )が前記スクランブリン
グコードＣ S C 2 (５９７ )と同一でない場合、前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (３０５ )は第３
直交符号ＯＶＳＦ３ (５６０ )と同一であり、第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )は第４直交
符号ＯＶＳＦ４ (５６１ )と同一である。逆に、前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (３０５ )と第
３直交符号ＯＶＳＦ３ (５６０ )が同一でなく、第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )と第４直
交符号ＯＶＳＦ４ (５６１ )が同一でない場合、前記スクランブリングコードＣ S C 1 (３３７
)はスクランブリングコードＣ S C 2 (５９７ )と同一である。前記のように前記アンテナに相
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違するコードを適用することによって、前記第５乃至第８アンテナ５８９、５９１、５９
３、及び５９５に前記送信ダイバーシティ技法を適用することができるので、前記送信ダ
イバーシティ技法が適用されるアンテナの数を拡張することが可能になる。さらに、前記
送信ダイバーシティ技法が適用されるアンテナの個数は同様な方式によって４の倍数で拡
張できる。アンテナの個数が４つずつ増加する時は、必要の直交符号の個数がさらに２つ
ずつ増加するか、または、１つの新しいスクランブリングコードが追加に使用される。
【００３７】
勿論、前記送信ダイバーシティ技法によって使用されるアンテナの個数が４の倍数でない
場合も、前記アンテナの個数を４の倍数に拡張する方法を変更して具現することができる
。例えば、前記送信ダイバーシティが３つのアンテナを使用する時、前述した４つのアン
テナの送信ダイバーシティ技法における最後のアンテナである第４アンテナ３５３から出
力される信号を伝送しないことによって、３アンテナ送信ダイバーシティ技法を具現する
ことができる。他の例として、前記送信ダイバーシティが６つのアンテナを使用する時は
、前記８つアンテナ送信ダイバーシティ方法における第６アンテナ５９１及び第８アンテ
ナ５９５から出力される信号を伝送しないことによって６つアンテナ送信ダイバーシティ
技法を具現することができる。
【００３８】
次に、図６を参照して、図３に示す前記ＵＴＲＡＮ送信器に対応するＵＥ受信器の構造を
説明する。図６は、本発明の実施形態によるパイロット信号の推定のための送信ダイバー
シティ受信器の構造を示す図である。図６に示す４つの出力信号は、＜数式５＞乃至＜数
式８＞によって表現することができる。特に、＜数式５＞は、前記第１アンテナ３４７の
チャネル測定値ｈ 1＾を表現し、＜数式６＞は、第２アンテナ３４９のチャネル測定値ｈ 2

＾を表現する。さらに、＜数式７＞は、第３アンテナ３５１のチャネル測定値ｈ 3＾を表
現し、＜数式８＞は、第４アンテナ３５３のチャネル測定値ｈ 4＾を表現する。（ただし
、前記記号‘ｈ 1＾’～‘ｈ 4＾’は、‘ｈ 1’～‘ｈ 4’の上に、‘＾’を付した記号を表
すものとする。以後、本明細書において、記号‘Ｘ＾’は、任意の文字‘Ｘ’の上に‘＾
’を付した記号を表すものとする。）
【数５】
　
　
　
　
【数６】
　
　
　
　
【数７】
　
　
　
　
【数８】
　
　
　
　
【００３９】
＜数式５＞乃至＜数式８＞において、ｒ (ｔ )は、前記ＵＥ２０３がアンテナ４０１を通し
て受信した信号であり、ｐ 1 (ｔ )は、第１パイロットシンボルパターン４１３であり、ｐ 2
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(ｔ )は、前記第１パイロットシンボルパターン４１３と直交する第２パイロットシンボル
パターン４２３である。さらに、Ｃ O V S F 1 (ｔ )は、第１直交符号ＯＶＳＦ１ (４０７ )であ
り、Ｃ O V S F 2 (ｔ )は、第２直交符号ＯＶＳＦ２ (４１１ )であり、Ｃ S C (ｔ )は、スクランブ
リングコード４０３である。前記パイロットシンボルパターン、前記直交符号、及び前記
スクランブリングコードは、前記ＵＴＲＡＮで使用されたものと同一であり、前記ＵＥに
予め貯蔵されている。
【００４０】
前記ＵＥ２０３のアンテナ４０１を通して受信された信号ｒ (ｔ )は、基底帯域信号に変換
されてから逆拡散器４０５に入力され、前記逆拡散器４０５において前記スクランブリン
グコード４０３で逆拡散される。前記逆拡散器４０５によって逆拡散された信号は、直交
逆拡散器４０８及び直交逆拡散器４０９に提供される。前記直交逆拡散器４０８は、前記
逆拡散器４０５から出力された信号を前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (４０７ )を使用して逆
拡散し、前記直交逆拡散器４０９は、前記逆拡散器４０５から出力された信号を第２直交
符号ＯＶＳＦ２ (４１１ )を使用して逆拡散する。前記直交逆拡散器４０８から出力された
、前記第１直交符号ＯＶＳＦ１で逆拡散された信号は、累積器 (ＡＣＣ )４４０によってシ
ンボル単位で累積される。前記累積器４４０の出力信号は、乗算器４１５によって前記第
１パイロットシンボルパターン４１３と掛けられた後、累積器４２５によって累積される
。さらに、前記累積器４４０の出力信号は、乗算器４１７によって前記第２パイロットシ
ンボルパターン４２３と掛けられた後、累積器４２７によって累積される。
【００４１】
さらに、前記直交逆拡散器４０９から出力された、前記第２直交符号ＯＶＳＦ２で逆拡散
された信号は、累積器４４１によってシンボル単位で累積される。前記累積器４４１の出
力信号は、乗算器４１９によって前記第１パイロットシンボルパターン４１３と掛けられ
た後、累積器４２９によって累積される。さらに、前記累積器４４１の出力信号は、乗算
器４２１によって前記第２パイロットシンボルパターン４２３と掛けられた後、累積器４
３１によって累積される。
【００４２】
前記累積器４２５の出力信号は、加算器４３３によって前記累積器４２９の出力信号と加
算され、前記ＵＴＲＡＮの第１アンテナ３４７を通して伝送されるパイロットシンボルパ
ターン信号として出力される。前記累積器４２７の出力信号は、加算器４３５によって前
記累積器４３１の出力信号と加算され、前記ＵＴＲＡＮの第２アンテナ３４９を通して伝
送されるパイロットシンボルパターン信号として出力される。前記累積器４２９の出力信
号は、加算器４３７によって前記累積器４２５の出力信号から減算され、前記ＵＴＲＡＮ
の第３アンテナ３５１を通して伝送されるパイロットシンボルパターン信号として出力さ
れる。前記累積器４３１の出力信号は、加算器４３９によって前記累積器４２７の出力信
号から減算され、前記ＵＴＲＡＮの第４アンテナ３５３を通して伝送されるパイロットシ
ンボルパターン信号として出力される。
【００４３】
　図４に示すように、前記送信器が関連した利得常数を利用して前記それぞれのアンテナ
の伝送電力を独立的に調整する時、前記受信器は、前記利得常数によって前記それぞれの
アンテナの伝送電力を調整する必要がある。図７を参照して、前記伝送電力調整のために
利得調整を遂行する 構造を説明する。
【００４４】
図７は、本発明の他の実施形態によるパイロット利得調整推定のための送信ダイバーシテ
ィ受信器の構造を示す図であり、ここで、前記送信器のそれぞれのアンテナを通して伝送
される前記信号が相違する伝送電力を有する場合、前記受信器は、パイロット推定値に前
記送信器で使用される利得常数の逆数を掛けることによって正確なパイロット推定を遂行
する。第１アンテナ３４７を通して伝送される信号に掛けられる利得常数ｇ 1 (４５１ )の
逆数である利得常数１／ｇ 1 (７１１ )、第２アンテナ３４９を通して伝送される信号に掛
けられる利得常数ｇ 2 (４５３ )の逆数である利得常数１／ｇ 2 (７１３ )、第３アンテナ３５
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１を通して伝送される信号に掛けられる利得常数ｇ 3 (４５５ )の逆数である利得常数１／
ｇ 3 (７１５ )、及び第４アンテナ３５３を通して伝送される信号に掛けられる利得常数ｇ 4

(４５７ )の逆数である利得常数１／ｇ 4 (７１７ )は、前記送信器との約束によって利得を
予め貯蔵することによって前記受信器が既に知っているか、要求がある時に前記送信器に
よって前記ＵＥに提供される。前記受信器は、前記それぞれのアンテナから受信される前
記パイロット信号のパイロット推定値に前記関連した利得常数を掛けることによって正確
なパイロット信号を推定する。前記利得常数の逆数を掛ける過程以外の過程は図６に示す
過程と同一であるので、詳細な説明は省略する。
【００４５】
さらに、アンテナの個数が４つ以上で、また４の倍数個である送信ダイバーシティを支援
する送信器、例えば、図８に示す８つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を支援する送
信器に対応する受信器は、前記送信器で使用される新しい直交符号または新しいスクラン
ブリングコードを利用して前記４つのアンテナの送信ダイバーシティ方法と同一な方式で
パイロットシンボルを推定する。図８を参照して、前記８つアンテナの送信ダイバーシテ
ィ技法を採用する送信器に対応する受信器の構造を説明する。
【００４６】
図８は、本発明の他の実施形態による８つのアンテナの送信ダイバーシティを支援する受
信器構造を示す図であり、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティを並列に２回適用し
て８つアンテナの送信ダイバーシティを具現する。前記ＵＥ２０３のアンテナ４０１から
受信される信号の最初の４つのチャネル (ｈ 1＾，ｈ 2＾，ｈ 3＾，ｈ 4＾ )の推定のために、
前記受信器は、第１に、前記第１スクランブリングコードＣ S C 1 (３３７ )を利用して前記
受信された信号を逆拡散し、第２に、前記逆拡散された信号を第１直交符号ＯＶＳＦ１ (
３０５ )及び第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )を使用して逆拡散する。前記第１直交符号
ＯＶＳＦ１ (３０５ )及び第２直交符号ＯＶＳＦ２ (３１５ )で逆拡散された信号は、それぞ
れ対応する累積器 (図示せず )によって累積される。前記最初の４つのチャネル (ｈ 1＾，ｈ

2＾，ｈ 3＾，ｈ 4＾ )を逆拡散するための過程以外の過程は、図６に示す前記４つのアンテ
ナの送信ダイバーシティを支援する受信器で遂行される過程と同一であるので、詳細な説
明は省略する。さらに、図５に示す前記送信器構造に対応する前記受信器構造を説明する
ために要求される利得常数調整過程は省略する。前記送信器が利得常数を使用して前記そ
れぞれのアンテナの伝送電力を調整して伝送する場合、前記受信器は、追加的に、前記そ
れぞれのチャネル推定値に前記送信器で電力調整のために使用される前記利得常数の逆数
を掛けることによって出力信号を調整する過程を必要とする。
【００４７】
前記最初の４つのチャネル (ｈ 1＾，ｈ 2＾，ｈ 3＾，ｈ 4＾ )の次に来る次の４つのチャネル
(ｈ 5＾，ｈ 6＾，ｈ 7＾，ｈ 8＾ )に対するパイロット信号推定のために、前記受信器は、第
１に、前記第２スクランブリングコードＣ S C 2 (５９７ )を利用して前記受信された信号を
逆拡散し、第２に、前記逆拡散された信号を前記第４直交符号ＯＶＳＦ３ (５６０ )及び第
４直交符号ＯＶＳＦ４ (５６１ )を利用して逆拡散する。前記第４直交符号ＯＶＳＦ３ (５
６０ )及び前記第４直交符号ＯＶＳＦ４ (５６１ )で逆拡散された信号は、それぞれの対応
する累積器 (図示せず )によって累積される。前記次の４つのチャネル (ｈ 5＾，ｈ 6＾，ｈ 7

＾，ｈ 8＾ )を逆拡散する過程以外の過程は、図６に示す前記４つのアンテナの送信ダイバ
ーシティを支援する受信器で遂行される過程と同一であるので、詳細な説明は省略する。
前記チャネル (ｈ 5＾，ｈ 6＾，ｈ 7＾，ｈ 8＾ )に対する信号推定の時には利得常数を考慮し
ない。しかしながら、前記送信器が前記利得常数を利用して前記それぞれのアンテナの伝
送電力を調整して伝送する場合、前記受信器は、追加的に、前記それぞれのチャネル推定
値に前記送信器で電力調整のために使用される利得常数の逆数を掛けることによって出力
信号を調整する過程を必要とする。
【００４８】
さらに、図５で説明したように、前記第１スクランブリングコードＣ S C 1 (３３７ )が前記
第２スクランブリングコードＣ S C 2 (５９７ )と同一でない場合、前記第１直交符号ＯＶＳ
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Ｆ１ (３０５ )は第３直交符号ＯＶＳＦ３ (５６０ )と同一であり、第２直交符号ＯＶＳＦ２
(３１５ )は第４直交符号ＯＶＳＦ４ (５６１ )と同一である。逆に、前記第１直交符号ＯＶ
ＳＦ１ (３０５ )が第３直交符号ＯＶＳＦ３ (５６０ )と同一でなく、第２直交符号ＯＶＳＦ
２ (３１５ )が第４直交符号ＯＶＳＦ４ (５６１ )と同一でない場合、前記スクランブリング
コードＣ S C 1 (３３７ )とスクランブリングコードＣ S C 2 (５９７ )は同一である。従って、前
記送信ダイバーシティ技法を採用する送信器に対応する受信器において、アンテナの個数
が４つずつ増加する時、必要の直交符号の個数も２つずつ増加されるか、１つの新しいス
クランブリングコードを追加に使用すべきである。
【００４９】
以上、図３乃至図８を参照して、本発明の実施形態によるパイロットシンボルパターンを
送受信するための送信ダイバーシティシステムを説明した。次に、図９乃至図１２を参照
して、前記パイロットシンボルパターンと共に共通データシンボルパターンを送受信する
ための送信ダイバーシティシステムを説明する。
【００５０】
図９は、本発明の他の実施形態による共通データを送信するための送信ダイバーシティ送
信器の構造を示す。図９に示す４つのアンテナのそれぞれのデータ出力は、＜数式９＞乃
至＜数式１２＞によって表現されることができる。特に、＜数式９＞は第１アンテナ５４
７の出力 (ｙ１ (ｔ ))を表現し、＜数式１０＞は第２アンテナ５４９の出力 (ｙ２ (ｔ ))を表
現する。さらに、＜数式１１＞は第３アンテナ５５１の出力 (ｙ３ (ｔ ))を表現し、＜数式
１２＞は第４アンテナ５５３の出力 (ｙ４ (ｔ ))を表現する。
【数９】
　
　
　
【数１０】
　
　
　
【数１１】
　
　
　
【数１２】
　
　
　
【００５１】
＜数式９＞乃至＜数式１２＞において、［ｓ (２ｔ )ｓ (２ｔ＋１ )］は連続した２つのデー
タシンボルパターン５０１であり、［－ｓ＊ (２ｔ＋１ )ｓ＊ (２ｔ )］は前記連続した２つ
のデータシンボルパターン５０１と直交する連続した２つのダイバーシティデータシンボ
ルパターン５０３である。さらに、Ｃ O V S F 1 (ｔ )及びＣ O V S F 2 (ｔ )は、それぞれ第１直交符
号ＯＶＳＦ１ (５０５ )及び第２直交符号ＯＶＳＦ２ (５１５ )を示し、それらは、ウォルシ
ュコードまたは直交可変拡散率コードである。さらに、Ｃ S C (ｔ )は、スクランブリングコ
ード５３７であり、‘ｇ’は、既存の２つのアンテナの送信ダイバーシティ技法を支援す
る前記ＵＥの性能の保障するために使用される利得常数５５５である。
【００５２】
前記４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムにおいて伝送されるデータ信号‘Ａ’
は、ＢＰＳＫ送信器に適用される場合、１または－１の値を有することができ、ＱＰＳＫ
送信器に適用される場合は、 {１＋ｊ , －１＋ｊ , １－ｊ , －１－ｊ }の値を有することが
できる。前記データ信号は、８ＰＳＫ (8-state Phase Shift Keying)変調、１６ＱＡＭ (1
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6-ary Quadrature Amplitude Modulation)変調、及び６４ＱＡＭ (64-ary Quadrature Amp
litude Modulation)のような高効率変調 (high efficiency modulation)と類似した方法を
支援する送信器に適用されることもできる。ここで、前記データ信号‘Ａ’が前記送信ダ
イバーシティ技法のうち開ループモード方式の１つである時空間ブロックコーディング送
信ダイバーシティ (Space Time block coding based Transmit Diversity、以下、ＳＴＴ
Ｄと称する )方式に適用される仮定する。前記ＳＴＴＤは、専用物理チャネル (Dedicate P
hysical Channel: ＤＰＣＨ )、第１共通制御物理チャネル (Primary Common Control Phys
ical Channel: Ｐ＿ＣＣＰＣＨ )、第２共通制御物理チャネル (Secondary Common Control
 Physical Channel: Ｓ＿ＣＣＰＣＨ )、同期チャネル (Synchronization Channel: ＳＣＨ
)、ＰＩＣＨ (Page Indication Channel)、ＡＩＣＨ (Acquisition Indication Channel)、
ＰＤＳＣＨ (Physical Downlink Shared Channel)を考慮し、共通パイロットチャネル (Com
mon Pilot Channel: ＣＰＩＣＨ )を使用してＳＴＴＤデコーディングのための前記それぞ
れのアンテナのチャネル推定値を計算する。前記データ信号‘Ａ’が、シンボルＳ 1及び
Ｓ 2が送信ダイバーシティ符号化時区間Ｔ 1及びＴ 2でそれぞれ順次に受信されるフォーマ
ットを有する場合、ＳＴＴＤエンコーディングが遂行された後、前記連続したシンボルＳ

1Ｓ 2は、前記第１アンテナを通してＳ 1Ｓ 2として出力され、前記第２アンテナを通して－
Ｓ 2

*Ｓ 1
*として出力される。特に、前記シンボルＳＴＴＤエンコーディングをチャネルビ

ット単位で説明すると、前述したように前記送信ダイバーシティ符号化時区間Ｔ 1及びＴ 2

で受信されるシンボルＳ 1及びＳ 2がそれぞれチャネルビットｂ 0ｂ 1及びｂ 2ｂ 3で生成され
ると仮定する場合、前記シンボルＳ 1Ｓ 2は、チャネルビットｂ 0ｂ 1ｂ 2ｂ 3で受信される。
前記チャネルビットｂ 0ｂ 1ｂ 2ｂ 3に対してＳＴＴＤエンコーディングを遂行することによ
って、前記送信器は、前記第１アンテナを通してチャネルビットｂ 0ｂ 1ｂ 2ｂ 3 (Ｓ 1Ｓ 2 )を
出力し、前記第２アンテナを通してチャネルビット－ｂ 2ｂ 3ｂ 0－ｂ 1 (－Ｓ 2

*Ｓ 1
* )を出力

する。ここで、前記第１アンテナは基準アンテナであり、前記第２アンテナはダイバーシ
ティアンテナである。
【００５３】
前記ＳＴＴＤエンコーディングを通して生成されたデータシンボルパターンのうち、基準
アンテナである前記第１アンテナを通して伝送される前記シンボルＳ 1Ｓ 2を“基準アンテ
ナＳＴＴＤコードブロック５０１”と称し、ダイバーシティアンテナである前記第２アン
テナを通して伝送される－Ｓ 2

*Ｓ 1
*を“ダイバーシティアンテナＳＴＴＤコードブロック

５０３と称する。前記基準アンテナＳＴＴＤコードブロック５０１は、乗算器５５７によ
って利得常数ｇ５５５と掛けられた後、乗算器５０７によって第１直交符号ＯＶＳＦ１ (
５０５ )と掛けられる。例えば、前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (５０５ )は２５６チップレ
ートを有する。さらに、前記基準アンテナＳＴＴＤコードブロック５０１は、乗算器５１
７によって第２直交符号ＯＶＳＦ２ (５１５ )と掛けられる。前記乗算器５１７の出力は、
加算器５２９によって前記乗算器５０７の出力に加算された後、乗算器５３９によって前
記スクランブリングコード５３７と掛けられる。前記乗算器５３９の出力信号は前記第１
アンテナ５４７を通して伝送される。さらに、前記基準アンテナＳＴＴＤコードブロック
５０１は、乗算器５５７によって前記利得常数ｇ５５５と掛けられた後、前記乗算器５０
７によって第１直交符号ＯＶＳＦ１ (５０５ )と掛けられ、その結果値は加算器５３１に入
力される。さらに、前記基準アンテナＳＴＴＤコードブロック５０１は、前記乗算器５１
７によって第２直交符号ＯＶＳＦ２ (５１５ )と掛けられた後、信号反転のために乗算器５
２５によって－１信号と掛けられ、その結果値が前記加算器５３１に入力される。前記加
算器５３１は、前記乗算器５０７の出力を前記乗算器５２５の出力に加算して乗算器５４
１に出力する。前記加算器５３１の出力は、乗算器５４１によって前記スクランブリング
コード５３７と掛けられた後、前記第２アンテナ５４９を通して伝送される。
【００５４】
同様に、前記ダイバーシティアンテナＳＴＴＤコードブロック５０３は、乗算器５５９に
よって利得常数５５５と掛けられた後、乗算器５１１によって前記第１直交符号ＯＶＳＦ
１ (５０５ )と掛けられ、その結果値は加算器５３３に入力される。さらに、前記ダイバー
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シティアンテナＳＴＴＤコードブロック５０３は、乗算器５２１によって前記第２直交符
号ＯＶＳＦ２ (５１５ )と掛けられて前記加算器５３３に入力される。前記加算器５３３は
、前記乗算器５１１の出力を前記乗算器５２１に加算して乗算器５４３に出力する。前記
加算器５３３の出力は、乗算器５４３によって前記スクランブリングコード５３７と掛け
られて前記第３アンテナ５５１を通して伝送される。さらに、前記ダイバーシティアンテ
ナＳＴＴＤコードブロック５０３は、乗算器５５７によって前記利得常数５５５と掛けら
れた後、乗算器５１１によって前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (５０５ )と掛けられ、その結
果値が加算器５３５に入力される。さらに、前記ダイバーシティアンテナＳＴＴＤコード
ブロック５０３は、前記乗算器５２１によって第２直交符号ＯＶＳＦ２ (５１５ )と掛けら
れた後、信号反転のために乗算器５２７によって－１信号と掛けられ、その結果値が前記
加算器５３５に入力される。前記加算器５３５は、前記乗算器５１１の出力を前記乗算器
５２７の出力に加算して乗算器５４５に提供する。前記加算器５３５の出力は、乗算器５
４５によって前記スクランブリングコード５３７と掛けられて、前記第４アンテナ５５３
を通して伝送される。前記送信器において、前記加算器５２９、５３１、５３３、及び５
３５は１つの加算器に構成することができる。さらに、自分の入力信号に前記スクランブ
リングコード５３７を掛ける乗算器５３９、５４１、５４３、及び５４５も１つの乗算器
に構成することができ、複素拡散を遂行することができる。前記－１信号を掛けることに
よって入力信号を反転する乗算器５２５及び５２７は、前記  第２アンテナ５４９及び第
４アンテナ５５３を通して出力される信号を位相反転するためのものであり、他の位置に
置かれることができる。例えば、前記乗算器５２５は、前記乗算器５１７の前に位置して
前記入力データシンボルパターン５０１または前記入力ＯＶＳＦコード５１５を反転する
ことができる。さらに、前記乗算器５２５を除去することもできる。この場合、前記加算
器５３１は、前記乗算器５０７の出力信号から前記乗算器５１７の出力信号を減算すべき
である。同様に、前記乗算器５２７は、前記乗算器５２１の前に位置して前記入力データ
シンボルパターン５０３または前記入力ＯＶＳＦコード５１５を反転することができる。
さらに、前記乗算器５２７を除去することもできる。この場合、前記加算器５３５は、前
記乗算器５１１の出力信号から前記乗算器５２１の出力信号を減算すべきである。前記利
得常数５５５は、ｇ＝ 1である場合、ハードウェア構成に含まれない。さらに、前記利得
常数５５５は、一定の値を有するか、または、チャネル環境または使用者状況によってシ
ンボル単位で適応的に調節できる可変値を有する。
【００５５】
以上、図９を参照して、２つの直交符号を使用して共通チャネルデータシンボルを伝送す
る４つのアンテナの送信ダイバーシティ送信器を説明した。以下、図１０を参照して、単
一直交符号を使用して前記共通データシンボルを伝送する４つのアンテナの送信ダイバー
シティ送信器を説明する。
【００５６】
図１０は、本発明の他の実施形態による単一直交符号を使用する共通チャネルデータ送信
のための送信ダイバーシティ送信器の構造を示す図である。図１０において、前記ＳＴＴ
Ｄエンコーディングを通して生成された前記データシンボルパターンのうち、基準アンテ
ナである第１アンテナ５０４７及び第２アンテナ５０４９と通して伝送される前記シンボ
ルＳ 1Ｓ 2を“基準アンテナＳＴＴＤコードブロック５００１”と称し、ダイバーシティア
ンテナである第３アンテナ５０５１及び第４アンテナ５０５３を通して伝送される前記シ
ンボル－Ｓ 2

*Ｓ 1
*を“ダイバーシティアンテナＳＴＴＤコードブロック５００３”と称す

る。前記基準アンテナＳＴＴＤコードブロック５００１は、乗算器５００７によって第１
直交符号ＯＶＳＦ１ (５００５ )と掛けられた後、乗算器５０３９によってスクランブリン
グコードＣ S C (５０３７ )と掛けられ、その結果値が前記第１アンテナ５０４７を通して伝
送される。例えば、前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (５００５ )は、２５６チップレートを有
する。同様に、前記基準アンテナＳＴＴＤコードブロック５００１は、乗算器５００９に
よって前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (５００５ )とが掛けられた後、乗算器５０４１によっ
てスクランブリングコードＣ S C (５０３７ )と掛けられ、その結果値が前記第２アンテナ５
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０４９を通して伝送される。
【００５７】
さらに、前記ダイバーシティアンテナＳＴＴＤコードブロック５００３は、乗算器５０１
１によって前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (５００５ )と掛けられた後、乗算器５０４３によ
って前記スクランブリングコードＣ S C (５０３７ )と掛けられ、その結果値が前記第３アン
テナ５０５１を通して伝送される。同様に、前記ダイバーシティアンテナＳＴＴＤコード
ブロック５００３は、乗算器５０１３によって前記第１直交符号ＯＶＳＦ１ (５００５ )と
掛けられた後、乗算器５０４５によってスクランブリングコードＣ S C (５０３７ )と掛けら
れ、その結果値が前記第４アンテナ５０５３を通して伝送される。
【００５８】
次に、図９に示す送信器構造に対応する受信器構造を図１１を参照して説明する。図１１
は、本発明の他の実施形態による共通データ推定のために送信ダイバーシティ受信器の構
造を示す。図１１に示す２つの出力信号は＜数式１３＞及び＜数式１４＞によって表現す
ることができる。＜数式１３＞は、第１データシンボル検出値ｓ 1＾を表現し、＜数式１
４＞は、第２データシンボル検出値ｓ 2＾を表現する。
【数１３】
　
　
　
　
【数１４】
　
　
　
　
【００５９】
＜数式１３＞及び＜数式１４＞において、ｓ 1 1＾及びｓ 1 2＾は、第１ＳＴＴＤソフトデコ
ーダ (soft decoder)６１７の出力信号であり、ｓ 2 1＾及びｓ 2 2＾は、第２ＳＴＴＤソフト
デコーダ６１９の出力信号である。
【００６０】
前記ＵＥ２０３のアンテナ６０１で受信された信号は、基底帯域信号に変換された後、逆
拡散器６０５に入力され、スクランブリングコード６０３で逆拡散される。前記逆拡散器
６０５によって逆拡散された信号は、直交逆拡散器６０９及び直交逆拡散器６１１に共通
に提供される。前記直交逆拡器６０９は、第１直交符号ＯＶＳＦ１ (６０７ )を使用して前
記逆拡散器６０５から出力される信号を逆拡散し、前記直交逆拡散器６１１は、第２直交
符号ＯＶＳＦ２ (６１３ )を使用して前記逆拡散器６０５から出力される信号を逆拡散する
。前記直交符号ＯＶＳＦ１で逆拡散された信号は、チャネル推定器６１５から出力された
チャネル推定値の上位２つのシンボルを利用して前記ＳＴＴＤソフトデコーダ６１７によ
ってソフト検出され、前記２つの結果値は、それぞれ加算器６２１及び６２３に提供され
る。前記第２直交符号ＯＶＳＦ２で逆拡散された信号は、チャネル推定器６１５から出力
されたチャネル推定値の下位２つのシンボルを利用して前記ＳＴＴＤソフトデコーダ６１
９によってソフト検出され、前記２つの結果値は、それぞれ加算器６２１及び６２３に提
供される。前記加算器６２１による加算値は、第１データ検出値として出力され、前記加
算器６２３による加算値は、第２データ検出値として出力される。前記パイロットチャネ
ルの利得常数ｇ３５５と前記共通データチャネルの利得常数ｇ５５５が同一でない場合、
前記ＳＴＴＤソフトデコーダ６１７は、自分の出力値が加算器６２１によって前記ＳＴＴ
Ｄソフトデコーダ６１９の出力と加算される前に、利得常数ｇ５５５／利得常数ｇ３５５
の比率値と掛けられるように構成される。同様に、前記ＳＴＴＤソフトデコーダ６１７は
、自分の出力値が加算器６２３によって前記ＳＴＴＤソフトデコーダ６１９の出力と加算
される前に、利得常数ｇ５５５／利得常数ｇ３５５の比率値と掛けられるように構成され

10

20

30

40

50

(19) JP 3993095 B2 2007.10.17



る。
【００６１】
図１１を参照して、２つの直交符号を使用して共通チャネルデータを推定する送信ダイバ
ーシティ受信器の構造を説明する。次に、図１０に示す単一直交符号を使用する送信器構
造に対応する共通データ推定のための送信ダイバーシティ受信器構造を図１２を参照して
説明する。
【００６２】
図１２は、本発明の他の実施形態による単一直交符号を使用する共通データ推定のための
送信ダイバーシティ受信器の構造を示す。前記ＵＥ２０３のアンテナ６００１で受信され
る信号は、基底帯域信号に変換された後、逆拡散器６００５に提供されてスクランブリン
グコードＣ S C (６００３ )で逆拡散される。前記逆拡散器６００５によって逆拡散された信
号は、第１直交符号ＯＶＳＦ１ (６００７ )と直交逆拡散器６００８によって直交逆拡散さ
れる。前記直交逆拡散された信号はＳＴＴＤソフトデコーダ６０１７に提供され、前記Ｓ
ＴＴＤソフトデコーダ６０１７は、チャネル推定器６０１５から出力されたチャネル推定
信号の上位２つのシンボルｈ A＾及びｈ B＾を使用して前記直交逆拡散された信号をソフト
検出し、前記２つの結果値をデータ検出値ｓ 1＾及びｓ 2＾として出力する。
【００６３】
以下、添付図面を参照して本発明の動作を詳細に説明する。
【００６４】
一般的に、前記送信アンテナダイバーシティシステムとは、複数のアンテナを通して情報
を送信して、前記受信器は前記複数のアンテナの特定のアンテナから受信された情報が損
傷しても、前記他のアンテナを通して前記情報を受信することができるので、伝送効果が
増加するシステムである。従って、送信アンテナダイバーシティシステムにおいて、前記
ＵＥは、前記アンテナを測定して最大比合成 (Maximal Ratio Combining)のための加重値 (
Weight)を生成する。前述したように、前記閉ループモードは、前記生成された加重値を
前記ＵＴＲＡＮにフィードバックして、前記ＵＴＲＡＮが前記加重値を割り当てることを
可能にするために使用され、前記開ループモードは、前記生成された加重値を使用して前
記ＵＥで受信されたそれぞれのアンテナ信号を合成するために利用される。前記送信アン
テナダイバーシティシステムの特性は、ダイバーシティのために適用されたアンテナの個
数によって違う。例えば、前記システムは、２つまたは４つまたはそれ以上のアンテナを
備えて、前記送信ダイバーシティを具現することができる。
【００６５】
しかしながら、２つのアンテナの送信ダイバーシティモードで動作するＵＥが第１乃至第
４アンテナを有する４つのアンテナの送信ダイバーシティを支援するＵＴＲＡＮシステム
のサービス領域に入る場合、前記ＵＴＲＡＮシステムは、信号処理を通して、第１及び第
２アンテナを１組にし、第３及び第４アンテナを１組にして、２つのアンテナを使用して
サービスを提供しているかのように動作する。一方、４つのアンテナの送信ダイバーシテ
ィを支援するＵＥが前記ＵＴＲＡＮシステムの領域に入る場合、前記ＵＴＲＡＮシステム
は、普通はそれぞれのアンテナを通して信号を伝送することによって前記４つのアンテナ
の送信ダイバーシティを支援する。
【００６６】
前記２つのアンテナの送信ダイバーシティを支援するＷ－ＣＤＭＡ  ＵＴＲＡＮは、２つ
の直交するイロットシンボルパターンをそれぞれのアンテナに割り当て、前記ＵＥが前記
２つの相違するアンテナチャネルを測定することを可能にする。前記ＵＥは、前記２つの
直交するシンボルパターンのうち第１の直交シンボルパターンを利用して第１アンテナ  
チャネルを測定し、第２の直交シンボルパターンを利用して第２アンテナチャネルを測定
する。しかしながら、前記４つアンテナダイバーシティＵＴＲＡＮは、４つのアンテナチ
ャネルを区分することができるように、前記パイロット信号を伝送する。前記２つのアン
テナの送信ダイバーシティを支援する前記ＵＥが修正されずに動作し、前記２つアンテナ
ダイバーシティのために前記信号電力を前記４つのアンテナに均等に分散することができ
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るようにするために、図２に示すように、第１及び第２アンテナを一組にしてエフェクテ
ィブアンテナ (effective antenna)Ａを形成し、第３及び第４アンテナを一組にしてエフ
ェクティブアンテナ (effective antenna)Ｂを形成する。信号処理を通して前記２つのア
ンテナを一組にするには多様な方法があるが、一般的に、前記２つのアンテナを通して同
一の信号を伝送する方法を使用する。前記２つアンテナダイバーシティを支援するＵＥは
、前記信号が前記エフェクティブアンテナＡ及び前記エフェクティブアンテナＢの２つの
アンテナを通して受信されるとみなす。
【００６７】
前記第１アンテナのチャネルをｈ 1と、第２アンテナのチャネルをｈ 2と、第３アンテナの
チャネルをｈ 3と、第４アンテナのチャネルをｈ 4と表現する時、前記エフェクティブアン
テナＡのチャネルはｈ A＝ｈ 1＋ｈ 2であり、前記エフェクティブアンテナＢのチャネルは
ｈ B＝ｈ 3＋ｈ 4である。前記ダイバーシティチャネルの特性の観点から、前記チャネルｈ A

及びｈ Bが前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのダイバーシティチャネルと特性が
同一であると仮定する。従って、前記４つアンテナダイバーシティシステムのためのＵＥ
は、ｈ 1、ｈ 2、ｈ 3、及びｈ 4の４つのチャネルを使用して前記ダイバーシティを遂行し、
前記２つアンテナダイバーシティシステムのためのＵＥは、ｈ A及びｈ Bの２つのチャネル
を使用してダイバーシティを遂行する。
【００６８】
前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥが前記４つのアンテナの送信ダイ
バーシティを支援するＵＴＲＡＮのサービス領域でエフェクティブアンテナＡ及びエフェ
クティブアンテナＢを使用して前記ダイバーシティを遂行するようにする方法としては多
数の方法がある。一般的な方法は、前記エフェクティブアンテナＡを通して伝送されるデ
ータに対して前記第１及び第２アンテナを通して同一の信号を送信し、エフェクティブア
ンテナＢを通して伝送されるデータに対しては前記第３及び第４アンテナを通して同一の
信号を送信することである。
【００６９】
開ループ送信ダイバーシティの一種である前記２つのアンテナのＳＴＴＤの場合、４つの
アンテナでサービスを提供する時、前記ＵＴＲＡＮは、前記２つのアンテナの送信ダイバ
ーシティを支援するＵＥのために、エフェクティブアンテナＡ、つまり、第１及び第２ア
ンテナを通して元のデータ (original data)を伝送し、エフェクティブアンテナＢ、つま
り、第３及び第４アンテナを通してダイバーシティデータ (diversity data)を伝送する。
前記閉ループ送信ダイバーシティの一種である２つのアンテナＴｘＡＡ (Transmit Antenn
a Array)の場合、前記ＵＴＲＡＮは、伝送データに第１加重値を掛けた信号をエフェクテ
ィブアンテナＡ、つまり、前記第１及び第２アンテナを通して伝送し、伝送データに第２
加重値を掛けた信号をエフェクティブアンテナＢ、つまり、前記第３及び第４アンテナを
通して伝送する。
【００７０】
前記２つアンテナのダイバーシティＵＥは、ｈ 1とｈ 2を加算した前記チャネルｈ A、及び
ｈ 3とｈ 4を加算した前記チャネルｈ Bを測定すべきであるので、前記ＵＴＲＡＮは、前記
パイロットシンボルパターンを伝送する時、前記チャネルを２つずつ組にする。＜表１＞
は、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムにおいて２つのアンテナのための
パイロット伝送規約を示す。＜表１＞に示すように、前記ＵＴＲＡＮが前記パイロットシ
ンボルパターンを送信する時、前記ＵＥは、前記組になったチャネルを得る。前記パイロ
ットシンボルパターンは、前記アンテナを区別するために使用される直交パイロットシン
ボルパターンである。前記直交シンボルパターンは、ウォルシュコードで生成される。Ｗ
－ＣＤＭＡシステムにおいて、前記パイロット信号は、共通パイロットチャネル (Common 
Pilot Channel: ＣＰＩＣＨ )を通して伝送され、前記共通パイロットチャネルは固有のチ
ャネルコード (channelization code)を有する。前記ＵＥは、前記共通パイロットチャネ
ルを通して受信される信号をパターン＃１で相関することによってｈ 1とｈ 2を加算した前
記チャネルｈ Aを測定し、パターン＃２で前記受信される信号を相関することによってｈ 3
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とｈ 4を加算した前記チャネルｈ Bを測定する。
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
【００７１】
前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥと互換される４つのアンテナの送
信ダイバーシティＵＴＲＡＮは、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥ
によってチャネル測定のために付加的な共通パイロットチャネルを使用する。ここで、前
記既存の共通パイロットチャネルを“第１共通パイロットチャネル”と称し、前記付加的
な共通パイロットチャネルを“第２共通パイロットチャネル”と称する。前記４つのアン
テナの送信ダイバーシティは、前記４つのアンテナチャネルｈ 1、ｈ 2、ｈ 3、及びｈ 4を全
て測定すべできる。＜表１＞の前記４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムにおい
て前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのための前記パイロット伝送規約を含んで＜
表２＞の規約に従って前記パイロット信号を伝送する場合、前記第１共通パイロットチャ
ネルの測定結果と前記第２共通パイロットチャネルの測定結果との線形組合せによって４
つのアンテナチャネルが得られる。前記第１共通パイロットチャネルが受信されると、チ
ャネルｈ A＝ｈ 1＋ｈ 2及びチャネルｈ B =ｈ 3 +ｈ 4が得られる。前記第２共通パイロットチャ
ネルが受信されると、チャネルｈ C＝ｈ 1－ｈ 2及びチャネルｈ D＝ｈ 3－ｈ 4が得られる。＜
表２＞は、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムにおいて２つのアンテナの
ためのパイロット伝送規約を示す。
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７２】
前記４つのアンテナの送信ダイバーシティＵＴＲＡＮは、２つのアンテナの送信ダイバー
シティのためのＵＥとの互換性を有するために、前記４つのアンテナを２つずつ組にして
２つのエフェクティブアンテナ (effective antenna)を通して信号を伝送する。前記４つ
のアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥは、４つのアンテナチャネルでダイバーシ
ティを遂行する。前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥが前記既存の方
法と同一に２つのチャネルを有したかのように動作するようにするために、前記ＵＴＲＡ
Ｎシステムは、前記第１共通パイロットチャネル及び前記第２共通パイロットチャネルを
利用して＜表２＞の伝送規約によって前記パイロットシンボルパターンを送信する。従っ
て、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥは、前記パイロットの線形組
合せを通して４つのアンテナチャネルを測定する。
【００７３】
さらに、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおいて、共通データは、共通データチャネル (Common Da
ta Channel: ＣＤＣＨ )を通して伝送される。前記共通データチャネルは固有のチャネル
コードを有し、ｈ 1とｈ 2を加算した前記チャネルｈ Aの推定値及びｈ 3とｈ 4を加算した前
記チャネルｈ Bの推定値を利用して前記共通データチャネルを通して受信された信号をＳ
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ＴＴＤデコーディングすることによって前記送信されたシンボルに対する推定データシン
ボルを検出する。＜表３＞は、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムにおい
て２つのアンテナのための共通データ伝送規約を示す。
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７４】
前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥと互換される４つのアンテナの送
信ダイバーシティＵＴＲＡＮは、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥ
によるチャネル測定のために付加的な共通データチャネルを使用する。ここで、前記既存
の共通データチャネルを“第１共通データチャネル”と称し、前記付加的な共通データチ
ャネルを“第２共通データチャネル”と称する。前記４つのアンテナの送信ダイバーシテ
ィは、前記４つのアンテナチャネルｈ 1、ｈ 2、ｈ 3、及びｈ 4を全て測定すべきである。＜
表３＞の伝送規約を含んで構成された＜表４＞の規約に従って前記データ信号が伝送され
る場合、前記第１共通データチャネルの測定結果と前記第２共通データチャネルの測定結
果との線形組合せによって送信シンボル推定値が計算される。前記受信された第１共通デ
ータチャネルは、ｈ A＝ｈ 1＋ｈ 2チャネル推定値及びｈ B＝ｈ 3＋ｈ 4チャネル推定値を利用
して前記送信されたシンボルに復旧される。前記受信された第２共通データチャネルは、
ｈ C＝ｈ 1－ｈ 2チャネル推定値及びｈ D＝ｈ 3－ｈ 4チャネル推定値を利用して前記送信シン
ボルに復旧される。ここで、＃３は、＃１または＃２とは相違する、複数のＯＶＳＦ符号
のいずれか１つのみを示すことに注意する。
【００７５】
＜表４＞は、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティにおいて、２つのアンテナのため
の共通データ伝送規約を示す。
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７６】
＜表４＞において、＃１は、基準アンテナコーディングブロック (reference antenna cod
ing block)であり、＃２は、ダイバーシティアンテナコーディングブロック (diversity a
ntenna coding block)である。
【００７７】
図１０の送信器及び図１２の受信器を使用する場合、前記ダイバーシティシステムは、１
つのチャネルコードのみを必要とする。従って、前記受信器で受信された前記共通データ
チャネルは、ｈ A＝ｈ 1＋ｈ 2チャネル推定値及びｈ B＝ｈ 3＋ｈ 4チャネル推定値を利用して
、前記送信器から送信された共通データシンボルに復旧される。
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【００７８】
前記４つのアンテナの送信ダイバーシティＵＴＲＡＮは、前記２つのアンテナの送信ダイ
バーシティのためのＵＥと互換性を有するために、前記４つのアンテナを２つずつ組にし
て、２つのエフェクティブアンテナ (effective antenna)を通して信号を伝送する。前記
４つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥは、４つのアンテナチャネルで前記ダ
イバーシティを遂行する。前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥが前記
既存の方法と同一に２つのチャネルを有したかのように動作するようにするために、前記
ＵＴＲＡＮは、前記２つの共通データチャネルを利用して＜表３＞の伝送規約によって前
記共通データを送信する。前記４つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥは、前
記受信された共通データ信号を利用して前記４つアンテナダイバーシティモードで前記信
号を検出する。
【００７９】
図９及び図１１を参照して、本発明の実施形態によって、前記パイロットシンボルパター
ンだけでなく前記共通データシンボルパターンを送受信する送信ダイバーシティシステム
を説明した。さらに、前記開ループモード (ＳＴＴＤ )を通して固定物理チャネルシンボル
パターンを送受信するための送信ダイバーシティシステムも図１０及び図１２で説明した
方法と同一の方法で具現することができる。
【００８０】
一方、前記本発明の詳細な説明では具体的な実施形態を挙げて説明してきたが、本発明の
範囲内で様々な変形が可能であるということは勿論である。従って、本発明の範囲は前記
実施形態によって限られるべきでなく、特許請求の範囲とそれに均等なものによって定め
られるべきである。
【００８１】
【発明の効果】
前述してきたように、本発明は、前記ＵＴＲＡＮによって支援される送信ダイバーシティ
技法とアンテナの個数が相違する送信ダイバーシティ技法を使用するＵＥが前記ＵＴＲＡ
Ｎのサービス領域に入る時、前記相違するダイバーシティ技法間の相互互換性を維持させ
ることによって前記それぞれのアンテナに均等に伝送電力を分配することができるという
利点がある。
【００８２】
例えば、前記ＵＴＲＡＮは、最大１００名の使用者にサービスを提供することができる場
合、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティのＵＥのためにはアンテナ当たり１００／
４または２５単位の電力を処理し、前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのＵＥのた
めには１００／２または５０単位の電力を処理する。しかしながら、本発明によると、前
記ＵＴＲＡＮは、前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのために最大１００／４の電
力さえを処理すれば良いので、電力増幅器のような高価のＲＦ素子を使用しなくても良い
という利点がある。
【００８３】
さらに、前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥ及び前記４つのアンテナ
の送信ダイバーシティのためのＵＥが共存する場合であっても、前記４つのアンテナの送
信ダイバーシティ技法を採用するシステムは、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティ
のためのＵＥは４つのチャネルを測定し、前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのた
めのＵＥは２つのチャネルを測定するように、前記パイロットシンボルパターン伝送を支
援する。従って、前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥは、付加的なチ
ャネル測定装置を必要とせず、前記４つのアンテナの送信ダイバーシティのためのＵＥは
、最小個の前記チャネル測定装置を有する。
【００８４】
さらに、共通データのために、前記送信ダイバーシティシステムは、前記４つのアンテナ
の送信ダイバーシティの効果を有し、前記２つのアンテナの送信ダイバーシティのための
ＵＥと互換性を有する。
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【００８５】
また、直交符号及びスクランブリングコードを前記４つのアンテナの送信ダイバーシティ
に区別して適用することによって、アンテナの個数が４つ以上、例えば、４の倍数個のア
ンテナを有する送信ダイバーシティ送信器を具現することができる。さらに、特定のアン
テナを通して信号伝送を制限することによって、４の倍数個のアンテナを有する送信ダイ
バーシティシステムだけでなく、多様な個数のアンテナを有する送信ダイバーシティシス
テムを具現することができる。
【００８６】
さらに、前記それぞれのアンテナの伝送電力を調整することによって、１つアンテナ送信
ダイバーシティを採用する受信器、２つのアンテナの送信ダイバーシティを採用する受信
器、４つのアンテナの送信ダイバーシティを採用する受信器、及び相違する個数のアンテ
ナを有する送信ダイバーシティを採用する受信器に関して、前記パイロット信号に対する
セル半径を同一に調整することを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的な４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムの構成を示す図である
。
【図２】　本発明の実施形態による４つのアンテナの送信ダイバーシティシステムの構成
を示す図である。
【図３】　本発明の実施形態によるパイロット信号送信のための送信ダイバーシティ送信
器の構造を示す図である。
【図４】　本発明の他の実施形態によるパイロット利得調整送信のための送信ダイバーシ
ティ送信器の構造を示す図である。
【図５】　本発明の他の実施形態によるパイロット信号送信のための８つアンテナの送信
ダイバーシティ送信器の構造を示す図である。
【図６】　本発明の他の実施形態によるパイロット推定のための送信ダイバーシティ受信
器の構造を示す図である。
【図７】　本発明の他の実施形態によるパイロット利得調整推定のための送信ダイバーシ
ティ受信器の構造を示す図である。
【図８】　本発明の他の実施形態による８つアンテナの送信ダイバーシティを支援する受
信器構造を示す図である。
【図９】　本発明の他の実施形態による共通データ送信のための送信ダイバーシティ送信
器の構造を示す図である。
【図１０】　本発明の他の実施形態による単一直交符号を使用する共通チャネルデータ送
信のための送信ダイバーシティ送信器の構造を示す図である。
【図１１】　本発明の他の実施形態による２つの直交符号を使用する共通チャネルデータ
推定のための送信ダイバーシティ受信器の構造を示す図である。
【図１２】　本発明の他の実施形態による単一直交符号を使用する共通チャネルデータ推
定のための送信ダイバーシティ受信器の構造を示す図である。
【符号の説明】
２０１　ＵＴＲＡＮ
２０３　ＵＥ
３０１，３０３　パイロットシンボルパターン
３０５，３１５　直交符号
３０７，３１１，３１７，３２１，３２５，３２７　乗算器
３３９，３４１，３４３，３４５，３５７，３５９　乗算器
３２９，３３１，３３３，３３５　加算器
３３７　スクランブリングコード
３４７，３４９，３５１，３５３　アンテナ
３５５　利得常数
４０１　アンテナ

10

20

30

40

50

(25) JP 3993095 B2 2007.10.17



４０３　スクランブリングコード
４０５　逆拡散器
４０７，４１１　直交符号
４０８，４０９　直交逆拡散器
４１３，４２３　パイロットシンボルパターン
４１５，４１７，４１９，４２１　乗算器
４２５，４２７，４２９，４３１，４４０，４４１　累積器
４３３，４３５，４３７，４３９　加算器
４５１，４５３，４５５，４５７　利得常数
５０１，５０３　パイロットシンボルパターン
５０５，５１５　直交符号
５０７，５１１，５１７，５２１，５２５，５２７　乗算器
５３９，５４１，５４３，５４５，５５７，５５９　乗算器
５２９，５３１，５３３，５３５　加算器
５３７　スクランブリングコード
５４７，５４９，５５１，５５３　アンテナ
５５５　利得常数
５６０，５６１　直交符号
５８９，５９１，５９３，５９５　アンテナ
５９７　スクランブリングコード
６０１　アンテナ
６０３　スクランブリングコード
６０５　逆拡散器
６０７，６１３　直交符号
６０９，６１１　直交逆拡散器
６１５　チャネル推定器
６１７，６１９　ＳＴＴＤソフトデコーダ
６２１，６２３　加算器
７１１，７１３，７１５，７１７　利得常数
５００１　基準アンテナＳＴＴＤコードブロック
５００３　ダイバーシティアンテナＳＴＴＤコードブロック
５００５　直交符号
５００７，５００９，５０１１，５０１３　乗算器
５０３９，５０４１，５０４３，５０４５　乗算器
５０３７　スクランブリングコード
５０４７，５０４９，５０５１，５０５３　アンテナ
６００１　アンテナ
６００３　スクランブリングコード
６００５　逆拡散器
６００７　直交符号
６００８　直交逆拡散器
６０１５　チャネル推定器
６０１７　ＳＴＴＤソフトデコーダ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(28) JP 3993095 B2 2007.10.17



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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