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(57)【要約】
【課題】　基地局による信号の拡散および送信に関する
新規の発明を提供する。
【解決手段】　複数のセクタを有し、当該複数のセクタ
の各々において複数のフレームからなる信号を送信する
基地局は、信号を生成し、生成した信号をロングコード
を用いて拡散し、拡散した信号を送信する。ここで、拡
散の際に、ロングコードの位相を複数のセクタ間で異な
らせ、送信の際に、フレーム送信タイミングを複数のセ
クタ間で異ならせる。また、送信の際に、１つのセクタ
において、複数のチャネルを用いて信号を送信し、フレ
ーム送信タイミングを複数のチャネル間で異ならせる。
【選択図】　　　　　図８５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセクタを有し、当該複数のセクタの各々において複数のフレームからなる信号を
送信する基地局において、
　前記信号を生成する手段と、
　前記生成した信号をロングコードを用いて拡散する手段と、
　前記拡散した信号を送信する手段とを備え、
　前記拡散する手段は、ロングコードの位相を前記複数のセクタ間で異ならせ、
　前記送信する手段は、フレーム送信タイミングを前記複数のセクタ間で異ならせ、
　前記送信する手段は、１つのセクタにおいて、複数のチャネルを用いて信号を送信し、
フレーム送信タイミングを前記複数のチャネル間で異ならせ、
　前記送信する手段は、前記移動局がセクタを選択するための、ロングコードを用いて拡
散されないロングコード・マスクシンボルを送信することを特徴とする基地局。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局において、前記複数のセクタの各々におけるロングコードの位
相およびフレーム送信タイミングは、当該セクタのオフセット値に基づいて定められるこ
とを特徴とする基地局。
【請求項３】
　複数のセクタを有し、当該複数のセクタの各々において複数のフレームからなる信号を
送信する基地局における送信方法において、
　前記信号を生成するステップと、
　前記生成した信号をロングコードを用いて拡散するステップと、
　前記拡散した信号を送信するステップとを備え、
　前記拡散するステップは、ロングコードの位相を前記複数のセクタ間で異ならせ、
　前記送信するステップは、フレーム送信タイミングを前記複数のセクタ間で異ならせ、
　前記送信するステップは、１つのセクタにおいて、複数のチャネルを用いて信号を送信
し、フレーム送信タイミングを前記複数のチャネル間で異ならせ、
　前記送信する手段は、前記移動局がセクタを選択するための、ロングコードを用いて拡
散されないロングコード・マスクシンボルを送信することを特徴とする送信方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の送信方法において、前記複数のセクタの各々におけるロングコードの
位相およびフレーム送信タイミングは、当該セクタのオフセット値に基づいて定められる
ことを特徴とする送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにおける基地局装置に関し、特に、ＣＤＭＡを用いた高速
デジタル通信により移動局と交信することができる基地局装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムにおいて、無線基地局は、近年のデジタル通信技術の進歩により、Ｃ
ＤＭＡ等新しい通信方式とともに高速化されている。また、固定局側もデジタル化され、
ＡＴＭ網等の新しい交換網が使用されるようになってきている。
【０００３】
　このような技術的進歩に対応した新しい基地局装置が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表平０６―５０１３４９号公報
【特許文献２】特開平０７－２９７７５３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、移動局との間はＣＤＭＡにより通信し、制御局との間はＡＴＭにより伝送す
るのに最適な、高速通信ができるデジタル技術による新規な基地局を提供することである
。
【０００６】
　本発明の第１の形態は、デジタル無線通信システムにおいて、一定周期毎に、既知のパ
イロット・シンボルを送信し、受信側では前記パイロット・シンボルを受信し、受信した
パイロット・シンボルを用いて同期検波を行っており、前記周期的に送信されるパイロッ
ト・シンボル数が送信レートにより変えることを特徴とする。
【０００７】
　これにより、パイロット・シンボル数を少なくすることによる同期検波の精度の劣化と
、パイロット・シンボル数を少なくすることによるオーバヘッドの増加とのトレードオフ
を最適化することができる。
【０００８】
　本発明の第２の形態は、デジタル無線通信システムにおいて、送信側では、一定周期の
スロット毎に、既知のパイロット・シンボルを送信し、複数の前記スロットによりフレー
ムを構成し、受信側では、前記パイロット・シンボルを受信し、受信したパイロット・シ
ンボルを用いて同期検波を行っており、前記パイロット・シンボルは、既知のパイロット
・シンボル部とフレーム同期のための同期ワード部で構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　前記パイロット・シンボル部とフレーム同期部とは、パイロット・シンボル内で固定長
で交互に送信されることが可能である。また、受信側は、前記既パイロット・シンボル部
により同期検波をし、前記同期ワード部によりフレーム同期を取った後は、同期ワード部
も同期検波に使用する。
【００１０】
　このように、同期ワードをパイロット・シンボルの１部とすることにより、同期処理の
オーバヘッドの増加を防ぐことができる。
【００１１】
　本発明の第３の形態は、デジタル無線通信を用いる移動通信システムにおいて、基地局
から報知する情報を送信する複数の論理チャネルを１つの物理チャネルに対して行うマッ
ピングを、各論理チャネルで送信するデータの変化頻度により変えることを特徴とする。
【００１２】
　前記マッピングは、論理チャネルの出現頻度を変えて行うことができ、少なくとも１つ
の論理チャネルの位置を一定にすることもできる。
【００１３】
　論理チャネルで報知される情報は、例えば、上り干渉電力量であり、また、隣接セルも
しくは自セルの制御チャネル情報である。
【００１４】
　このように構成することにより、報知する情報の性質に応じた送信が可能となり、効率
よく送信することができる。
【００１５】
　本発明の第４の形態は、デジタル無線通信を用いる移動通信システムにおいて、
　論理チャネルの処理単位であるユニットを構成する、物理チャネルの固定時間長の無線
フレームの数を伝送レートにより変えることを特徴とする。
【００１６】
　この構成とすることにより、誤り検出符号（ＣＲＣ）の付与する単位を最適とすること
が可能で、処理のオーバヘッドが少なくなる。
【００１７】
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　本発明の第５の形態は、ＣＤＭＡを用いた移動通信システムにおいて、同相成分と直交
成分とに対して、拡散符号として同じショート・コードと異なるロング・コードを用いる
ことを特徴とする。
【００１８】
　前記異なるロングコードは、位相をシフトしたコードとすることが可能である。
【００１９】
　この構成とすることにより、資源的に限りのあるショートコードを無用に消費する必要
がなくなる。
【００２０】
　本発明の第６の形態は、デジタル無線通信を用いる移動通信システムにおいて、基地局
から移動局への物理チャネルのフレーム送信タイミングは、同一基地局内のセクタ毎にラ
ンダムな時間分遅延していることを特徴とする。
【００２１】
　さらに、個別物理チャネル毎に、呼設定時定められたランダムな時間分遅延させること
も可能である。
【００２２】
　このように、ランダムに遅延させることにより、間欠的に送信される物理チャネルが存
在する場合に干渉電力を時間的に一様に分布させることができ、信号同士の衝突が少なく
なる。
【００２３】
　本発明の第７の形態は、ＣＤＭＡを用いた移動通信システムにおける、それぞれ異なる
拡散コードを用いる複数の物理チャネルを用いて１つの移動局と通信を行うマルチコード
伝送システムにおいて、前記複数の物理チャネル内の１つの物理チャネルで、パイロット
・シンボルおよび送信電力制御コマンドを送信し、前記複数の物理チャネルをまとめて、
同じパイロット・シンボルによる同期検波および同じ送信電力コマンドによる送信電力制
御を行うことを特徴とする。
【００２４】
　前記１つの物理チャネルにおける、パイロット・シンボルおよび送信電力制御コマンド
を送る部分の送信電力を、それ以外のデータ部分の送信電力より大きくする。その大きさ
は、例えば、パイロット・シンボルおよび送信電力制御コマンドを送る部分の送信電力を
、それ以外のデータ部分の送信電力のマルチコード数倍とする。
【００２５】
　また、ＣＤＭＡを用いた移動通信システムにおける、複数の物理チャネルを用いて１つ
の移動局と通信を行うマルチコード伝送システムにおいて、前記複数の物理チャネルに対
して同じパイロット・シンボルおよび同じ送信電力制御コマンドとし、前記複数の物理チ
ャネルのパイロット・シンボルおよび送信電力制御コマンド部分のみ同じ拡散符号を用い
て拡散して送信し、前記複数の物理チャネルをまとめて、同じパイロット・シンボルによ
る同期検波および同じ送信電力コマンドによる送信電力制御を行うことを特徴とする。
【００２６】
　このようにすると、効率よくマルチコード伝送を行うことができる。
【００２７】
　本発明の第８の形態は、ＣＤＭＡを用いた移動通信システムにおける送信電力制御シス
テムにおいて、基地局は、基地局における同期が確立するまで所定のパタ－ンに従って送
信電力制御を行い、基地局における同期が確立すると、移動局におけるＳＩＲ測定結果に
よる送信電力コマンドを受信して、該送信電力コマンドによる送信電力制御するとともに
、基地局におけるＳＩＲ測定結果による送信電力コマンドを送信し、移動局は、初期値か
らの送信電力制御を行うとともに、同期がとれた後は移動局におけるＳＩＲ測定結果によ
る送信電力コマンドを送信することを特徴とする。
【００２８】
　上記所定のパターンは、予め定めた値となるまで送信電力をで速く増加し、その後は緩
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やかに送信電力を増加するパターンであり、また、基地局において可変である。
【００２９】
　移動局における前記初期値は、基地局から送られるものを使用することも可能である。
【００３０】
　また、基地局における同期が確立するまでの間に、予め定めた第２のパターンの送信電
力コマンド列を送信し、移動局では、送られた送信電力制御コマンドにより送信電力を制
御することもでき、前記第２のパターンの送信電力コマンド列は、基地局により可変とす
ることも可能である。
【００３１】
　基地局における同期が確立するまでの間の移動局における送信電力制御を、移動局に予
め定めたパターンとすることもできる。
【００３２】
　このように、徐々に下り電力制御を増加するため、他の移動局との通信への影響が少な
い。また、２段階に分けているので、速く同期を確立することが可能となる。基地局主導
で電力制御を行っているため、最適な制御パターンを選択することが可能となる。移動局
で制御パターン固定とする場合は構成が簡単となる。
【００３３】
　本発明の第９の形態は、基地局と移動局との間で、パケット・デジタル無線通信を用い
る移動通信システムにおいて、基地局は、使用する物理無線チャネルの切替を判別し、切
り替える必要がある場合、基地局において、使用する物理無線チャネルを切り替え、前記
制御は基地局と移動局間で行われ、基地局からの有線区間に対する接続制御は行われない
ことを特徴とする。
【００３４】
　前記切替は、基地局と移動局との間のトラフィック量に応じて行うことができる。また
、前記使用する物理無線チャネルは、共通物理無線チャネルおよび複数の個別物理無線チ
ャネルとすることもできる。
【００３５】
　このように、本発明の切替制御は、基地局(ＢＴＳ)のみで判断して切替制御を行ってい
るので、有線区間（例えば、基地局と制御局(ＢＳＣ)間）の切替制御を行わないので、切
替制御における制御負荷を軽減することができるとともに、切替制御の高速化を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】基地局系装置機能構成を示すブロック図である。
【図２】論理チャネル構成を示す図である。
【図３】物理チャネル構成を示す図である。
【図４】物理チャネル信号フォーマットを示す図である。
【図５】３２kspsのシンボル・レートに対する異なるパイロットシンボル数のシミュレー
ション結果を示すグラフである。
【図６】１２８kspsのシンボル・レートに対する異なるパイロットシンボル数のシミュレ
ーション結果を示すグラフである。
【図７】上り共通制御用物理チャネル信号フォーマットを示す図である。
【図８】物理チャネルと論理チャネルとの対応を示す図である。
【図９】とまり木チャネルへの論理チャネルマッピング例を示す図である。
【図１０】ＰＣＨマッピング方法を示す図である。
【図１１】ＦＡＣＨマッピング方法を示す図である。
【図１２】個別物理チャネルへのＤＴＣＨとＡＣＣＨのマッピングを示す図である。
【図１３】ＡＣＣＨマッピング方法を示す図である。
【図１４】Wbit使用方法を示す図である。
【図１５】畳み込み符号器の構成を示すブロック図である。
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【図１６】ＳＦＮ送信例を示す図である。
【図１７】ＳＦＮビット構成を示す図である。
【図１８】下りロングコード生成器構成を示すブロック図である。
【図１９】上りロングコード生成器構成を示すブロック図である。
【図２０】ショートコード生成方法を示す図である。
【図２１】ロングコード・マスクシンボル用ショートコード生成器の構成を示すブロック
図である。
【図２２】ロングコードとショートコードを用いた拡散コード生成法を示す図である。
【図２３】拡散部構成を示す図である。
【図２４】ランダム・アクセス伝送方法の例を示す図である。
【図２５】マルチコード伝送方法の例１を示す図である。
【図２６】マルチコード伝送のシミュレーション結果を示すグラフである。
【図２７】マルチコード伝送方法の例を示す図である。
【図２８】ＡＴＭセルの伝送に用いられる1544kbits/sに対するフレーム構成を示す図で
ある。
【図２９】ＡＴＭセルの伝送に用いられる6312kbits/s1544kbits/sに対するフレーム構成
を示す図である。
【図３０】6312kbit/sの装置出力端におけるパルスマスクを示す図である。
【図３１】ＢＴＳ－ＭＣＣ間リンク構成例（ＡＴＭコネクション）を示す図である。
【図３２】空きセルの構成を示す図である。
【図３３】ＡＡＬ－Type2接続形態を示す図である。
【図３４】ＡＡＬ－５接続形態を示す図である。
【図３５】ＡＡＬ－２のフォーマットを示す図である。
【図３６】ＳＡＬのフォーマットを示す図である。
【図３７】ＡＡＬ－５のフォーマットを示す図である。
【図３８】タイミングセル信号フォーマットを示す図である。
【図３９】スーパーフレーム位置を示す図である。
【図４０】複数パイロットブロックを用いる伝送路推定を示す図である。
【図４１】ＳＩＲベースのクローズドループによる送信電力制御を示す図である。
【図４２】送信電力制御タイミングを示す図である。
【図４３】クローズドループ送信電力制御への移行を示す図である。
【図４４】セル間タイバーシチ・ハンドオーバ時の上り送信電力制御を示す図である。
【図４５】セル間タイバーシチ・ハンドオーバ時の下り送信電力制御を示す図である。
【図４６】個別物理チャネル同期確立フローを示すフローチャートである。
【図４７】パケット伝送セル間タイバーシチ・ハンドオーバ処理シーケンスの例を示す図
である。
【図４８】上り個別物理チャネル(ＵＰＣＨ)におけるセクタ間ハンドオーバ時の接続形態
の例を示す図である。
【図４９】下り個別物理チャネル(ＵＰＣＨ)におけるセクタ間ハンドオーバ時の接続形態
の例を示す図である。
【図５０】上り共通制御用物理チャネル(ＲＡＣＨ)におけるセクタ間ハンドオーバ時の接
続形態の例を示す図である。
【図５１】下り共通制御用物理チャネル(ＦＡＣＨ)におけるセクタ間ハンドオーバ時の接
続形態の例を示す図である。
【図５２】共通制御用チャネル－個別物理チャネルの切替シーケンスの例を示す図である
。
【図５３】個別物理チャネル－共通制御用物理チャネルの切替シーケンスの例を示す図で
ある。
【図５４】セルヘッダフォーマットを示す図である。
【図５５】帯域保証制御概要を示す図である。
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【図５６】ＡＴＭセル送出制御を示すフローチャートである。
【図５７】AAL-Type2セル作成処理を示すフローチャートである。
【図５８】セル送信順序データの例を示す図である。
【図５９】ＡＡＬタイプ５のフォーマットの例を示す図である。
【図６０】ＳＳＣＯＰシーケンスの例を示す図である。
【図６１】ＢＴＳにおけるＳＦＮ時刻同期確立手順を示すフローチャートである。
【図６２】BTSSFN Clock位相補正値算出方法を示す図である。
【図６３】セルロス検出フローを示すフローチャートである。
【図６４】BCCH1,2(16ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図６５】ＰＣＨ(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図６６】FACH-Long(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図６７】FACH-Short(normal-node)(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図
である。
【図６８】FACH-Short(Ack-mode)(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図であ
る。
【図６９】RACH-Long(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７０】RACH-Short(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７１】ＳＤＣＣＨ(32ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７２】ＡＣＣＨ(32/64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７３】ＡＣＣＨ(128ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７４】ＡＣＣＨ(256ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７５】ＤＴＣＨ(32ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７６】ＤＴＣＨ(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７７】ＤＴＣＨ(128ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７８】ＤＴＣＨ(256ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図７９】ＤＴＣＨ(512ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図でぁる。
【図８０】ＤＴＣＨ(1024ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図８１】ＵＰＣＨ(32ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図８２】ＵＰＣＨ(64ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図８３】ＵＰＣＨ(128ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図８４】ＵＰＣＨ(256ksps)論理チャネルのコーディング方法を示す図である。
【図８５】とまり木チャネル、共通制御用物理チャネル送信タイミングを示す図である。
【図８６】上り共通制御用物理チャネル(ＲＡＣＨ)送信タイミングを示す図である。
【図８７】個別物理チャネル送受信タイミング（非ＤＨＯ時）を示す図である。
【図８８】個別物理チャネル送受信タイミング（ＤＨＯ時）を示す図である。
【図８９】とまり木チャネルの送信パターンを示す図である。
【図９０】下り共通制御チャネル（ＦＡＣＨ用）の送信パターンを示す図である。
【図９１】下り共通制御チャンネル（ＰＣＨ用）の送信パターンを示す図である。
【図９２】上り共通制御チャネル（ＲＡＣＨ用）の送信パターンを示す図である。
【図９３】個別物理チャネル（高速クローズドループ送信電力制御中）の送信パターンを
示す図である。
【図９４】３２ksps個別物理チャネル(ＤＴＸ制御)の送信パターンを示す図である。
【図９５】ＣＰＳ　ＰＤＵ組立方法（ＲＡＣＨ以外）を示すフローチャートである。
【図９６】ＣＰＳ　ＰＤＵ組立方法（ＲＡＣＨ）を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
１．システム概要
1.1. W-CDMA無線基地局装置（ＢＴＳ）
　以下に詳しく説明するのは、Ｗ－ＣＤＭＡ(Wide Code devision Maltiple Access)によ
り移動局と通信し、制御・交換局との間は、ＡＴＭ(asynchronous transfermode)を用い
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1.2. 略語説明
　本明細書において使用する略語の説明を表１に示す。
【００３８】
【表１】

 
【００３９】
２．構造
2.1. 機能構成
　基地局装置は図１に示すような構成である。図１のＢＴＳとしているのが本発明の基地
局装置の機能構成である。以下の内容は機能の構成を示すもので、必ずしもハードウェア
構成を限定するものではない。図１のＭＣＣは基地局を制御する制御・交換装置を示して
いる。
2.2. 機能概要
　表２に各部の機能概要を示す。
【００４０】
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【００４１】
３．動作条件
3.1. 立ち上げ処理
*電源投入時、基地局装置は自律でリセットする。
*ＣＰＵリセット時にはＲＯＭ内プログラムにより、以下の処理を行う。
（１）　ＣＰＵ内部チェック
（２）　ＡＰ（処理プログラム）の起動
４．インタフェース条件
4.1. 無線インタフェース
4.1.1. 主要緒元
　表３に移動局と基地局との間の無線インタフェースの主要諸元を示す。
【００４２】
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【表３】

 
【００４３】
4.1.2. 無線チャネル構成
4.1.2.1. 論理チャネル構成
　論理チャネル構成を図２に示す。
4.1.2.1.1. 報知チャネル１、２(BCCHl,BCCH2)
　報知チャネル(ＢＣＣＨ)は、セル、もしくはセクタ毎のシステム的な制御情報を基地局
から移動機に報知するための片方向チャネルである。この報知チャネルにより、ＳＦＮ(
システム・フレーム番号：System Frame Number)、上り干渉電力量等の時間的に内容が変
化する情報を伝送する。
4.1.2.1.2. ページング・チャネル(ＰＣＨ)
　ページング・チャネル(ＰＣＨ)は、基地局から移動局に対して、広いエリアに同一の情
報を一斉に転送する片方向チャネルである。このチャネルはページングのために用いられ
る。
4.1.2.1.3. 下りアクセス・チャネル－ロング(FACH-L)
　このチャネルは、基地局から移動局に対して制御情報、もしくはユーザ・パケット・デ
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で解っている場合に使用される。このチャネルは比較的多量の情報量を伝送する場合に使
用される。
4.1.2.1.4. 下りアクセス・チャネル－ショート(FACH-S)
　このチャネルは、基地局から移動局に対して制御情報、もしくはユーザ・パケット・デ
ータを伝送するための片方向チャネルである。このチャネルは、移動局の在圏セルが網側
で解っている場合に使用される。比較的少量の情報量を伝送する場合に使用される。
4.1.2.1.5. ランダム・アクセス・チャネル－ロング（RACH-L）
　このチャネルは、移動局から基地局に対して制御情報もしくはユーザ・パケット・デー
タを伝送するための片方向チャネルである。このチャネルは、移動局が在圏セルを解って
いる場合に使用される。比較的多量の情報量を伝送する場合に使用される。
4.1.2.1.6. ランダム・アクセス・チャネル－ショート(RACH-S)
　このチャネルは、移動局から基地局に対して制御情報、もしくはユーザ・パケット・デ
ータを伝送するための片方向チャネルである。このチャネルは移動局が在圏セルを解って
いる場合に使用される。このチャネルは比較的少量の情報量を伝送する場合に使用される
。
4.1.2.1.7. 孤立個別制御チャネル(ＳＤＣＣＨ)
　このチャネルは、ポイント－ポイントの双方向チャネルであり、制御情報を伝送する。
このチャネルは１物理チャネルを専有する。
4.1.2.1.8. 付随制御チャネル(ＡＣＣＨ)
　このチャネルは、ポイント－ポイントの双方向チャネルであり、制御情報を伝送する。
このチャネルは、後述の個別トラヒック・チャネル(ＤＴＣＨ)に付随した制御チャネルで
ある。
4.1.2.1.9. 個別トラヒック・チャネル(ＤＴＣＨ)
　このチャネルは、ポイント－ポイントの双方向チャネルであり、ユーザ情報を伝送する
。
4.1.2.1.10. ユーザ・パケット・チャネル(ＵＰＣＨ)
　このチャネルは、ポイント－ポイントの双方向チャネルであり、ユーザ・パケット・デ
ータを伝送する。
4.1.2.2. 物理チャネル構成
　図３に物理チャネル構成を示す。表４に各物理チャネルの特徴を示す。
【００４４】
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【表４】

 
【００４５】
4.1.2.2.1. とまり木チャネル
　とまり木チャネルは、移動局のセル選択のための受信レベル測定対象物理チャネルであ
る。さらに、このチャネルは、移動局の電源立ち上げ時に最初に捕捉する物理チャネルで
ある。とまり木チャネルには、移動局での立ち上げ時のセル選択の高速化を図るため、シ
ステムで唯一のショートコードで拡散され、常時送信される第１とまり木チャネルと、下
りロングコードと対応したショートコードで拡散され、一部のシンボル部分のみ送信され
る第２とまり木チャネルがある。このチャネルは、基地局から移動局への片方向物理チャ
ネルである。
【００４６】
　第２とまり木チャネルで用いるショートコードは、他の物理チャネルで使用するショー
トコード体系とは異なる。
4.1.2.2.2. 共通制御用物理チャネル
　このチャネルは、同一セクタに在圏する複数の移動局で競合使用される。上りはランダ
ム・アクセスである。
4.1.2.2.3. 個別物理チャネル
　個別物理チャネルは、移動局と基地局との間でポイント－ポイントに設定される。
4.1.2.3. 物理チャネル信号フォーマット
　全ての物理チャネルは、スーパーフレーム、無線フレーム、およびタイムスロットの３
階層構成をとる。物理チャネルおよびシンボル・レートに応じて無線フレームもしくはタ
イムスロットの構成（パイロット・シンボル数）が異なる。上り共通制御用物理チャネル
以外の信号フォーマットを図４に示す。
【００４７】
　シンボル・レートとパイロット・シンボル数との関係を図５および図６を用いて説明す
る。
【００４８】
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　図５および図６は、シンボル・レートに対する異なるパイロットシンボル数のシミュレ
ーション結果を示す。図５および図６は、シンボル・レートの異なる物理チャネルでの結
果であり、それぞれ、３２ksps(Symbol Per Second)および１２８kspsの物理チャネルに
関するシミュレーションの結果である。図５および図６において、横軸は１time slot（
０．６２５msec）あたりに含まれるパイロットシンボル数である。縦軸は所要Eb/Ioであ
り、所要品質を満たす状況における、誤り訂正後の１ビット当たりに必要な受信電力（Ｅ
ｂ）と単位周波数帯域当たりの干渉電力（Ｉｏ）との比（Ｅｂ／Ｉｏ）である。Ｅｂはト
ータルの受信電力量を誤り訂正後のビット数で除算した値であり、パイロット・シンボル
等のオーバヘッドも受信電力の一部として考慮している。Ｅｂ／Ｉｏ値が小さいほど、小
さい受信電力で所要品質を満たすことが可能となり、容量上有効である。所要品質は、３
２ksps物理チャネルが音声伝送用であることを考慮して、ＢＥＲ＝１０-3、１２８ksps物
理チャネルはデータ伝送用であることを考慮して、ＢＥＲ＝１０-6としている。電波伝搬
条件は、両図で同一である。
【００４９】
　どちらのシンボル・レートにおいても、パイロット・シンボル数を少なくすることによ
る同期検波の精度の劣化と、パイロット・シンボル数を増加させることによるオーバヘッ
ドの増加とのトレードオフにより、容量を最大とすることができるパイロット・シンボル
数の最適値が存在している。パイロット・シンボル数の最適値は、３２kspsでは６、１２
８kspsでは１６となり、シンボル・レートに応じて異なっている。最適パイロット・シン
ボル数の全シンボル数に対する割合は、３２kspsでは３０％、１２８kspsでは２０％であ
り、割合についてもシンボル・レートにより異なっている。
【００５０】
　パイロット・シンボル数もしくはその割合をシンボル・レートによらず固定的に割り当
てた場合には、いずれかのシンボル・レートにおいて容量を劣化させる。
【００５１】
　以上の通り、シンボル・レートに応じて、容量上最適なパイロット・シンボル数および
パイロット・シンボルの割合は異なるため、本発明においては図４に示した構成とした。
【００５２】
　上り共通制御用物理チャネルの無線フレームおよびタイムスロットの信号フォーマット
を図７に示す。図中の数字はシンボル数を表す。
4.1.2.3.1. スーパーフレーム
　スーパーフレームは64無線フレームで構成され、後述のＳＦＮをもとに決定される。
【００５３】
　スーパーフレームの先頭無線フレーム：ＳＦＮ mod 64=0
　スーパーフレームの末尾無線フレーム：ＳＦＮ mod 64=63
4.1.2.3.2. パイロット・シンボルおよび同期ワード（ＳＷ）
*パイロット・シンボル・パターンを表５に示す。表中の網かけ部分をフレーム同期のた
めの同期ワード（sync word:ＳＷ）である。同期ワード（ＳＷ）以外のパイロット・シン
ボルのシンボル・パターンは“１１’である。
*表５に示すように、パイロット・シンボルと同期ワードを一緒に送ることにより、オー
バヘッドを少なくし、データの伝送効率を高めている。さらに、フレーム同期確立後にお
いては、同期ワードの部分も既知の固定パターンとして扱うことができるので、同期ワー
ドの部分も同期検波用のパイロット・シンボルとして使用することができ、同期検波の精
度は何ら劣化しない。
*同期ワード（ＳＷ）とパイロット・シンボルとを一緒に送った場合における受信側の処
理について、以下に説明する。
【００５４】
　１．まず、逆拡散処理を複数のタイミングで行い、相関値の最も大きい逆拡散タイミン
グを探索することで、チップ同期の捕捉を行う。以後捕捉したタイミングで逆拡散処理を
行う。
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【００５５】
　２．固定パターンであるパイロット・シンボル（同期ワード（ＳＷ）以外のパイロット
・シンボル）を用いて位相回転量を推定し、この推定値を用いて同期検波を行い、同期ワ
ード（ＳＷ）の復調を行う。この位相回転量の推定値を用いた復調方法については、特願
平６－１４０５６９「同期検波装置」参照されたい。
【００５６】
　３．復調した同期ワード（ＳＷ）を用いてフレーム同期を確立する。具体的には、復調
した同期ワード（ＳＷ）のビット列が、所定のパターンとどの程度合致しているかを調べ
、ビット誤り率を考慮した上でもっともらしいビット列であるかを判定する。
【００５７】
　４．フレーム同期を確立した後では、同期ワード（ＳＷ）のビット列は自明であるため
、パイロット・シンボルである固定パターンと同等に扱える。この後では、同期ワード（
ＳＷ）を含むすべてをパイロット・シンボルとして用いて、位相回転量を推定し、同期検
波を行ってデータ部分の復調を行う。
【００５８】
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【表５】

 
【００５９】
*表５において、送出順序は左から右に向かって、“Ｉ’，“Ｑ’の順に送信する。
*下り共通制御用物理チャネルにおいては、無線フレーム単位のバースト送信となりうる
。バースト送信時には、バーストの最後尾にパイロット・シンボルが付加される。付加さ
れるパイロット・シンボルのシンボル数およびシンボル・パターンは、表５のスロット＃
１のパターンである。
*上り共通制御用物理チャネルは１無線フレームで１バーストとなる。よって１無線フレ
ームの最後尾にパイロット・シンボルが付加される。付加されるパイロット・シンボルの
シンボル数およびシンボル・パターンは、表５のスロット＃１のパターンである。
4.1.2.3.3. ＴＰＣシンボル
　送信電力制御(ＴＰＣ)シンボル・パターンと送信電力制御量との関係を表６に示す。
【００６０】
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【表６】

 
【００６１】
4.1.2.3.4. ロングコード・マスクシンボル
*ロングコード・マスクシンボルはショートコードのみで拡散され、ロングコードは使用
されない。
*ロングコード・マスクシンボル以外のとまり木チャネルのシンボルは図２０に示す階層
化直交符号系列のショートコードを使用するが、ロングコード・マスクシンボルを拡散す
るショートコードは、符号長256の直交Gold符号を使用する。詳細は4.1.4.1.3にて述べる
。
*ロングコード・マスクシンボルは、第１および第２とまり木チャネルのみに1slotあたり
1symbol含まれ、そのシンボル・パターンは“１１”である。
*とまり木チャネルでは、２つの拡散コードを使用し、それぞれでロングコード・マスク
シンボルを送信する。特に第２とまり木チャネルではロングコード・マスクシンボル部分
のみ送信され、他のシンボルは送信されない。
4.1.2.4. 論理チャネルの物理チャネル上へのマッピング
　図８に物理チャネルと、マッピングされる論理チャネルとの対応を示す。
4.1.2.4.1. とまり木チャネル
　図９にとまり木チャネル上への論理チャネル・マッピング例を示す。
*BCCH1とBCCH2のみがマッピングされる。
*BCCH1はスーパーフレームの先頭には必ずマッピングされる。
*スーパーフレーム先頭のBCCH1以外のマッピングについては、指定された構造情報に従い
、BCCH1もしくはBCCH2がマッピングされる。
*BCCH1およびBCCH2は２無線フレームで１無線ユニットを構成するため、２×Ｎ無線フレ
ーム連続して送信され、１つのレイヤ３メッセージを伝送する。
BCCH1およびBCCH2で伝送されるレイヤ３メッセージは、スーパーフレームをまたがらない
。
*BCCH1およびBCCH2は、ＢＴＳで生成した、例えば、以下の情報を無線ユニット毎に送信
する。
*ＳＦＮ（System Frame Number）
*上り干渉電力量
　上り干渉電力量は時間とともに伝送内容が変化する。上り干渉電力量はＢＴＳで測定し
た最新の測定結果である。
*BCCH1とBCCH2とは送る情報の性質が異なるようにすることができる。例えば、BCCH1は時
間と共に変わらない情報を送り、BCCH2は時間と共に変わる情報を送るようにすることが
できる。この場合、BCCH1とBCCH2とは出現する頻度（送信する頻度）を変え、BCCH1は頻
度を少なく、BCCH2は頻度を多くすると変化する情報を効率よく送ることができる。このB
CCH1とBCCH2の出現頻度は、情報の変化する頻度により決定することができる。また、BCC
H1をスーパーフレーム中の所定の位置例えば先頭と真ん中の２カ所に配置して、他の位置
には全てBCCH2を配置することもできる。時間とともに変化しない情報としては、例えば
隣接セルもしくは自セルの制御チャネルのコード番号等がある。上述の上り干渉電力量は
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時間共に変化する情報である。
*上述では２つの報知チャネル(BCCH1とBCCH2)を設ける例で説明しているが、３つ以上の
報知チャネルを設けることもできる。これらの複数の報知チャネルをそれぞれ出現頻度を
変えて送ることが可能である。
4.1.2.4.2. 共通制御用物理チャネル
*下り共通制御用物理チャネルにはＰＣＨとＦＡＣＨのみがマッピングされる。上り共通
制御用物理チャネルにはＲＡＣＨがマッピングされる。
*１下り共通制御用物理チャネルには、ＦＡＣＨもしくはＰＣＨのどちらか一方のみがマ
ッピングされる。
*１下り共通制御用物理チャネル上にマッピングされる論理チャネルがＰＣＨ用かもしく
はＦＡＣＨ用かは、設定された共通制御用物理チャネル毎に指定される。
*ＦＡＣＨがマッピングされる１つの下り共通制御用物理チャネルと、１つの上り共通制
御用物理チャネルとがペアとして使用される。ペアの指定は拡散コードのペアとして指定
される。このペアの指定は物理チャネルとしての対応であり、ＦＡＣＨおよびＲＡＣＨの
サイズ（Ｓ/Ｌ）については対応を限定しない。１移動局が受信するＦＡＣＨと送信する
ＲＡＣＨは、ペアである下り共通制御用物理チャネル上のＦＡＣＨと上り共通制御用物理
チャネル上のＲＡＣＨを使用する。また後述するＢＴＳからの受信ＲＡＣＨに対するAck
送信処理において、Ackは、受信ＲＡＣＨが伝送された上り共通制御用物理チャネルとペ
アである下り共通制御用物理チャネル上のFACH-Sで伝送される。
4.1.2.4.2.1. 共通制御用物理チャネルへのＰＣＨのマッピング方法
　図１０にＰＣＨのマッピング方法を示す。
*ＰＣＨは１スーパーフレーム内で複数の群に分けられ、群毎にレイヤ３情報を伝送する
。
*群数は１共通制御用物理チャネルあたり２５６群である。
*ＰＣＨの各群は４タイムスロット分の情報量を有し、２つの着信有無表示部（ＰＤ部）
と４つの着信先ユーザ識別番号部（Ｉ部）の６情報部から構成される。*各群において、
ＰＤ部はＩ部に先立って送信される。
*全ての群において、６つの情報部は24slotの範囲に所定のパターンで配置される。この2
4slotにわたるパターンを、4slotづつずらしながら複数の群を１つの共通制御用物理チャ
ネル上に配置する。
*スーパーフレームの先頭シンボルが、１群のＰＣＨのＰＤ部の先頭シンボルとなるよう
に１群のＰＣＨは配置される。順次４タイムスロットづつずらしながら２群、３群、・・
・と順次各群のＰＣＨがＰＣＨ用無線フレーム内に配置される。
*群番号の後尾の群については、スーパーフレームをまたがって配置される。
4.1.2.4.2.2. 共通制御用物理チャネルへのＦＡＣＨのマッピング方法
 図１１にＦＡＣＨのマッピング例を示す。
*１共通物理チャネル上の任意のＦＡＣＨ用無線フレームを、FACH-LもしくはFACH-Sのど
ちらの論理チャネルにも使用することが可能である。随時、送信要求の最も早かった方の
論理チャネルがＦＡＣＨ用無線フレームで送信される。
*ＦＡＣＨで伝送すべき情報長が所定値より長い場合にFACH-Lを用い、所定値以下の場合
にFACH-Sを用いる。
*FACH-Sは、１つのＦＡＣＨ用無線フレームに４FACH-Sが時間多重されて伝送される。
*１つのFACH-Sは４タイムスロットで構成され、１無線フレーム内に４タイムスロット間
隔で配置される。さらに４個の各FACH-Sは１スロットづつずらしながら配置される。４個
のFACH-Sの使用するタイムスロットは以下の通りである。
【００６２】
　第１FACH-S：第１、５、９、１３タイムスロット
　第２FACH-S：第２、６、１０、１４タイムスロット
　第３FACH-S：第３、７、１１、１５タイムスロット
　第４FACH-S：第４、８、１２、１６タイムスロット
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*送信要求の最も早かった論理チャネルがFACH-Sである場合、その時点でバッファに蓄積
されている他のFACH-Sを、同一のＦＡＣＨ用無線フレーム内に最大４時間多重して伝送す
ることができる。その時点でFACH-Lも蓄積されており、FACH-Lの送信要求タイミングより
も遅れて送信要求の生じたFACH-Sについても、多重して伝送することができる。
*移動局は１つの共通制御用物理チャネル上の全てのFACH-Sと、FACH-Lとを同時に受信す
ることが可能である。基地局から複数のＦＡＣＨ伝送用の共通制御用物理チャネルが送信
される場合においても、移動局は１つの共通制御用物理チャネルを受信すればよい。移動
局は、複数のＦＡＣＨ伝送用の共通制御用物理チャネルのうちのどれを受信するかは、移
動局とＢＴＳとで整合をとる。
*FACH-Sには２モードの伝送フォーマットがある。１つは指定されるレイヤ３以上の情報
を伝送するフォーマット（レイヤ３伝送モード）である。もう１つはＲＡＣＨの受信に対
するＡＣＫを伝送するフォーマット（ＡＣＫモード）である。*ＡＣＫモードのFACH-Sに
は最大７移動局に対するＡＣＫを搭載できる。
*ＡＣＫモードのFACH-Sは必ず第１FACH-Sで伝送される。
*ＡＣＫモードのFACH-Sは、送信要求タイミングが他のＦＡＣＨよりも遅い場合において
も、最優先で送信される。
*ＦＡＣＨ無線ユニットで伝送される上位の情報形態（ＣＰＳ）の情報量が、複数のＦＡ
ＣＨ無線ユニット分ある場合には、時間的に連続した送信が保証される。途中で他のＣＰ
Ｓが割り込んで伝送されることはない。ＡＣＫモードFACH-Sは前述の通り最優先で伝送さ
れるが、割り込んで伝送されることはない。
*１つのＣＰＳを複数ＦＡＣＨ無線ユニットで伝送する場合には、FACH-LもしくはFACH-S
のどちらか一方のみ使用し、FACH-LとFACH-Sの双方を混在させて用いることはしない。
*１つのＣＰＳを複数のFACH-S無線ユニットを用いて連続的に伝送する場合、第ｎFACH-S
無線ユニットに連続するのは第ｎ+１FACH-S無線ユニットである。ただし第４FACH-S無線
ユニットに連続するのは、第１FACH-S無線ユニットである。
4.1.2.4.2.3. 共通制御用物理チャネルへのＲＡＣＨのマッピング方法
*RACH-Sは16kspsの上りの共通制御用物理チャネルにマッピングされる。
RACH-Lは64kspsの上りの共通制御用物理チャネルにマッピングされる。RACH-S,RACH-Lと
もに１無線フレーム(10ms)で構成される。ただし無線区間伝送時には無線フレームの最後
尾に４シンボルのPilot symbolを付加して伝送される。
*移動局はＲＡＣＨを送信する際、RACH-LとRACH-Sとを伝送情報量に応じて自由に使用す
る。
*基地局はRACH-LもしくはRACH-Sを正常に受信した場合、移動局に対しＦＡＣＨにてAckを
送信する。ＲＡＣＨとAckを送信するＦＡＣＨとの対応は、同一のRL-IDを両チャネルに対
し割り当てることで指定される。
*移動局のＲＡＣＨの送信フレームタイミングは、Ackを送信するＦＡＣＨをマッピングす
る共通制御用物理チャネルのフレームタイミングに対し、所定のオフセットだけ遅延させ
たタイミングである。オフセット値は１６種類ある。移動局は複数種類のオフセットの内
の１タイミングをランダムに選択し、ＲＡＣＨを送信できる。
*基地局は、RACH-LとRACH-Sとを、全種類のオフセットタイミングで同時に受信する機能
が必要である。
4.1.2.4.3. 個別物理チャネル
*ＳＤＣＣＨとＵＰＣＨは、１個別物理チャネルを専有する。
*32～256kspsの個別物理チャネルについてはＤＴＣＨとＡＣＣＨとは、時間多重してお互
いに１個別チャネルを共有する。
*512kspsおよび1024kspsの個別物理チャネルについてはＡＣＣＨは多重されず、ＤＴＣＨ
のみで専有される。
*ＤＴＣＨとＡＣＣＨとの時間多重は、タイムスロット毎に、タイムスロット内の論理チ
ャネル用シンボルを分割して使用する。分割の割合は個別物理チャネルのシンボル・レー
ト毎に異なる。図１２に個別物理チャネルへのＤＴＣＨとＡＣＣＨのマッピング方法を示
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す。
*ＡＣＣＨの無線ユニットを構成する無線フレーム数は、個別物理チャネルのシンボル・
レートに応じて異なる。ＡＣＣＨの無線ユニットはスーパーフレームと同期して配置され
、単数もしくは複数の無線フレーム中の全タイムスロットにわたり、タイムスロット数に
合わせて分割し、配置される。図１３に個別物理チャネルのスーパーフレームへのＡＣＣ
Ｈのマッピング方法をシンボル・レート毎に示す。
*シンボル・レート毎に無線ユニットを構成する無線フレーム数が異なるのは、無線ユニ
ット単位で誤り検出符号(ＣＲＣ)が付与されており、この単位で誤りの検出および訂正を
行うので、１スーパーフレーム（６４無線フレーム）に対する無線ユニットを多くすると
誤り処理のオーバーヘッドが多くなるためである（ＡＣＣＨのコーディング処理について
は、図７２～図７４参照）。
また、シンボル・レートが少ないのに、１スーパーフレームに対する無線ユニット数を多
くすると、誤り検出符号の割合が高まり、実質的に送信される情報量が少なくなることも
理由の１つである。
*マルチコード伝送時においては、ＡＣＣＨ無線ユニットは物理チャネル間にまたがらず
、特定の１コード（物理チャネル）のみで伝送される。特定の１コードは指定されている
。
4.1.2.5. 論理チャネル・コーディング
　図６４ないし図８４に、基地局(ＢＴＳ)内で行われている各論理チャネルのコーディン
グ処理を示す。
4.1.2.5.1. 誤り検出符号（ＣＲＣ）
　誤り検出符号(ＣＲＣ)は、ＣＰＳＰＤＵ(common part sublayer protocol data unit)
、内符号化単位もしくは選択合成単位毎に付加される。
4.1.2.5.1.1. 生成多項式
（1）16bit ＣＲＣ
*適用先：ＤＴＣＨとＰＣＨを除く全論理チャネルのＣＰＳＰＤＵ、全シンボルレートの
ＵＰＣＨの内符号化単位、32kspsＤＴＣＨの選択合成単位、ＳＤＣＣＨ,FACH-S/L,RACH-S
/Lの内符号化単位
*生成多項式：ＧＣＲＣ16（Ｘ）＝Ｘ16＋Ｘ12＋Ｘ5＋１
（2）14bit ＣＲＣ
*適用先：全シンボル・レートのＡＣＣＨ
*生成多項式：ＧＣＲＣ14　（Ｘ）＝Ｘ14＋Ｘ13＋Ｘ5＋Ｘ3＋Ｘ2＋１
（3）13bit ＣＲＣ
*適用先：64/128/256kspsＤＴＣＨの選択合成単位
*生成多項式：
　　ＧＣＲＣ13（Ｘ）＝Ｘ13＋Ｘ12＋Ｘ7＋Ｘ6＋Ｘ5＋Ｘ4＋Ｘ2＋１
（4）8bit ＣＲＣ
*適用先：ＰＣＨのＣＰＳＰＤＵ
*生成多項式：ＧＣＲＣ8（Ｘ）＝Ｘ8＋Ｘ7＋Ｘ2＋１
4.1.2.5.1.2. ＣＲＣ演算適用範囲
*ＣＰＳＰＤＵ毎ＣＲＣ：ＣＰＳＰＤＵ全体
*ＡＣＣＨ・ＤＴＣＨ選択合成単位毎ＣＲＣ：テールビットを除く全体。
*ＳＤＣＣＨ,ＦＡＣＨ,ＲＡＣＨ,ＵＰＣＨ内符号化単位毎ＣＲＣ：テールビットを除く全
体。
*図６４ないし図８４にＣＲＣ演算適用範囲およびＣＲＣ bitを網掛けして示す。
4.1.2.5.1.3. ＣＲＣ check結果用途
*ＣＰＳＰＤＵ毎ＣＲＣ：上位レイヤの再送プロトコル（ＳＳｃ０ｐ,レイヤ３再送）での
再送要否判断
*ＡＣＣＨ・ＤＴＣＨ選択合成単位毎ＣＲＣ：(i)外側ループ（outer-loop）送信電力制御
、(ii)選択合成用信頼度情報
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*ＵＰＣＨ内符号化単位毎ＣＲＣ：outer-loop送信電力制御
*ＲＡＣＨの内符号化単位：レイヤ１再送
*ＳＤＣＣＨの内符号化単位：(i)outer-loop送信電力制御、(ii)有線伝送の必要性判定
4.1.2.5.1.4. ＣＲＣ初期化
*ＣＲＣ演算器の初期値は“all 0’である。
4.1.2.5.2. ＰＡＤ
*適用先：ＤＴＣＨ以外の論理チャネルのＣＰＳＰＤＵ
*ＰＡＤは、ＣＰＳＰＤＵの長さを内符号化単位長もしくは選択合成単位長の整数倍にす
るために使用される。
*1oct単位でＣＰＳＰＤＵ内に含まれる。
*ＰＡＤのビットはＡＬＬ‘０’である。
4.1.2.5.3. Length（長さ）
*適用先：ＤＴＣＨ以外の論理チャネルのＣＰＳＰＤＵ
*長さは、ＣＰＳＰＤＵ単位内でのPaddingの情報量（オクテット数）を示す。
4.1.2.5.4. Ｗbit
*内符号化単位毎（ＡＣＣＨは選択合成単位毎）に、ＣＰＳＰＤＵの先頭、継続、終了を
示す。Ｗbitのビットパターンと指定内容との対応を表７に示す。使用方法例を図１４に
示す。
*Ｗbitを用いたＣＰＳＰＤＵの組立処理のフローチャートを、図９５および図９６に示す
。
【００６３】

【表７】

 
【００６４】
4.1.2.5.5. 内符号
*内符号は畳み込み符号化である。畳み込み符号器構成を図１５に示す。
*論理チャネル毎の内符号化の諸元を表８に示す。
*畳み込み符号器の出力は、出力０、出力１、出力２の順に出力する。（符号化率1/2では
出力１まで。）
*符号器のシフトレジスタの初期値は“all 0’である。
【００６５】
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【表８】

 
【００６６】
4.1.2.5.6. 外符号化
（1）Reed-Solomon符復号化
*符号形式：ガロア体ＧＦ(28)上で定義される原始ＲＳ符号(255,251)からの短縮符号ＲＳ
(36,32)
*原始多項式：ｐ＝Ｘ8＋Ｘ7＋Ｘ2＋Ｘ＋１
*符号生成多項式：Ｇ（ｘ）＝（Ｘ＋α120）（Ｘ＋α121）（Ｘ＋α122）（Ｘ＋α123）
*回線交換モードにおける非制限デジタル伝送時にのみ外符号化処理が適用される。伝送
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速度によらず、64kbps（１Ｂ）毎に外符号化処理は行われる。
（2）シンボル・インタリーブ
*8bitのシンボル単位にインタリーブを行う。
*インタリーブの深さは、ＤＴＣＨのシンボル・レートによらず36シンボルである。
（3）外符号処理同期
*80ms毎のデータを１つの外符号処理単位とする。
*外符号処理は無線フレームに同期して処理される。外符号処理単位内の各無線フレーム
には順序番号が付与され、伝送順に０～７の番号が付与される。この順序番号に従って外
符号処理同期を確立する。同期保護段数は以下の通り。（デフォルト値：２）
　前方保護段数：ＮＦ（デフォルト値：２）
　後方保護段数：ＮＲ（デフォルト値：２）
4.1.2.5.7. 上り干渉量
*BCCH1およびBCCH2により報知される。
*セクタ毎の最新の上り干渉量（熱雑音を含む総受信電力）測定値
*測定方法は測定パラメータにより指定されている。
*ビット値と上り干渉量の値との対応の１例を表９に示す。ビットは表の左側のビットか
ら送信される。
*測定開始を指定されていない場合には、ビットはアイドル・パターン(4.1.10参照)であ
る。
【００６７】
【表９】

 
【００６８】
4.1.2.5.8. ＳＦＮ(System Frame Number)
*システムフレーム番号(ＳＦＮ)は、BCCH1およびBCCH2により報知される。
*無線フレームと１対１対応した値であり、10msec無線フレーム毎に１ずつインクリメン
トされる。
*BCCH1および２の送信タイミングにおける２無線フレーム中の先頭無線フレームでのＳＦ
Ｎ値がBCCH1およびBCCH2にて送信される。図１６にＳＦＮ送信例を示す。
*基地局は伝送路で指定されたタイミングを元にカウンタ値を生成する。
*値の範囲：０～２16-１　ＳＦＮ＝２16-１の無線フレームの次無線フレームはＳＦＮ＝
０ある。
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*ビット配置：図１７に示す。図のＭＳＢ側から送信される。
*ＳＦＮ値の用途：
(1)上りロングコード位相計算：発着信接続時、およびダイバーシチ・ハンドオーバ時の
上りロングコード位相を4.1.3および図８５ないし図８８に示す通りに計算して、ロング
コードを生成。
(2)スーパーフレーム同期：ＳＦＮ値mod64＝０である無線フレームがスーパーフレームの
先頭フレームであり、ＳＦＮ値mod64=63である無線フレームがスーパーフレームの最終フ
レームである。
4.1.2.5.9 送信電力
*送信電力は、BCC1およびBCCH2より報知される。
*とまり木チャネルの送信電力を示す。
*値の範囲：6dBm～43dBm
*ビート配置：dBm単位の数値の6bit２進数表記（ex 6dBm→'000110'）である。ＭＳＢ側
から送信される。
4.1.2.5.10.ＰＩＤ(パケットＩＤ：Packet ID)
*適用先：RACH-S/L,FACH-S/L
*共通制御用物理チャネル上で、伝送情報が関連する呼もしくは移動局を識別するための
識別子である。
*情報長：16bit
*ＦＡＣＨのＰＩＤ値は伝送情報とともに指定される。ＲＡＣＨで伝送されたＰＩＤ値は
伝送情報とともに通知する。
*用途：主に以下の２通りがある。
i）ＳＤＣＣＨ設定要求、設定応答
　移動局からＢＴＳへのＲＡＣＨでのＳＤＣＣＨ設定要求、およびＢＴＳから移動局への
ＦＡＣＨでの設定応答に対し使用される。設定応答を伝送するＦＡＣＨのＰＩＤは、設定
要求を伝送したＲＡＣＨのＰＩＤと同一である。本用途でのＰＩＤ値は移動機にてランダ
ムに選択した値である。
ii）パケット伝送
ＲＡＣＨおよびＦＡＣＨでのパケットデータ伝送。本用途でのＰＩＤ値は基地局にて決定
され、基地局はセクタ毎にユニークな値を選択する。
*値の範囲：16bit分の範囲の値を上記用途毎に分割して使用。表１０に用途毎の値の範囲
の例を示す。
*ビット構成：ＰＩＤ値（０～65535）を２進16bitで示す。ＭＳＢ側から送信される。
【００６９】
【表１０】

 
【００７０】
4.1.2.5.11. Mo
*Moは、FACH-Sのモードを識別するためのビットである。
*ビット構成の例を表１１に示す。
【００７１】



(24) JP 2009-189051 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

【表１１】

 
【００７２】
4.1.2.5.12. Ｕ/Ｃ
*適用先：RACH-S/L,FACH-S/L,全てのシンボル・レートのＵＰＣＨ
*Ｕ/Ｃビットは、ＣＰＳＳＤＵに搭載される情報が、ユーザ情報か制御情報かを識別する
ための識別子である。
*ビット構成例を表１２に示す。
【００７３】
【表１２】

 
【００７４】
4.1.2.5.13. ＴＮ
*適用先：RACH-S/L,FACH-S/L,全てのシンボル・レートのＵＰＣＨ
*ＴＮビットは、ＣＰＳＳＤＵに搭載される情報の基地局側終端ノードを識別するための
識別子である。
*ビット構成例を表１３に示す。
【００７５】
【表１３】

 
【００７６】
4.1.2.5.14. Sequence Number(Ｓbit)
*適用先：ＲＡＣＨ
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効率にＣＰＳの組立を行えるようにすることが目的である。
*値の範囲：０～15
*本値とＣＲＣチェック結果を元にＣＰＳを組み立てる。
*ＣＰＳＰＤＵの先頭無線ユニットにおいて“０”である。
*ＷbitおよびＳbitを用いたＲＡＣＨのＣＰＳＰＤＵ組立方法のフローチャートを図９６
に示す。
4.1.2.5.15. ＰＤ部
*適用先：ＰＣＨ
*ＰＤ部には、ＰＤ1とＰＤ2とがあり、使用方法は同一である。
*移動局に対して着信情報の有無およびＢＣＣＨの受信の必要性を指示するための識別子
である。ＰＤ1とＰＤ2とを異なるタイミングで送信することで、タイム・ダイバーシチ効
果による移動局での受信品質向上を図る。
*ビット構成例を表１４に示す。
【００７７】
【表１４】

 
【００７８】
4.1.2.5.16. ＣＰＳＳＤＵ最大長
　論理チャネルに関わらず、最大長はＬＣＰＳである。ＬＣＰＳはシステム・パラメータ
として設定される。
4.1.3. 基地局送信・受信タイミング
*図８５ないし図８８にchip rate=4.096Ｍｃｐｓの場合の物理チャネル毎の無線フレーム
送受信タイミングおよびロングコード位相の具体例を示す。
*ＢＴＳは伝送路から基準となるフレームタイミング（ＢＴＳ基準ＳＦＮ）を生成する。
*各種物理チャネルの無線フレーム送受信タイミングは、ＢＴＳ基準ＳＦＮに対しオフセ
ットしたタイミングとして設定される。各種物理チャネルの無線フレーム送受信タイミン
グ・オフセット値を表１５に示す。
*ＢＴＳ基準ＳＦＮ＝０のフレーム・タイミングの先頭chipをロングコード位相＝０とし
た位相をＢＴＳ基準ロングコード位相とする。
*各種物理チャネルのロングコード位相は、ＢＴＳ基準ロングコード位相に対しオフセッ
トした位相として設定される。各種物理チャネルのロングコード・オフセット値を表１５
に合わせて示す。
【００７９】
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【表１５】

 
【００８０】
＊１：＜＞はchip単位であるＴＤＨＯをシンボル単位へ切り捨てることを意味する。
＊２：３４０×Ｃは１／2slotに対応するチップ数である。よってＣはチップレート毎に
異なる値を持つ。Ｃ＝１，４，８，１６（chip rate=1.024，4.096，8.192，16,384Ｍｃ
ｐｓ）
*とまり木チャネル以外の物理チャネルについてはＳＦＮは付与されないが、とまり木チ
ャネルのＳＦＮに対応したフレームナンバー(ＦＮ)を全ての物理チャネルで考慮する。Ｆ
Ｎは伝送信号上は物理的に存在せず、とまり木チャネル内のＳＦＮから所定の対応に従い
、移動局内および基地局内にて物理チャネル毎に生成する。ＳＦＮＦＮとの対応を図８５
ないし図８８に合わせて示す。
*表１５におけるオフセット値ＴSECT、ＴDHO、ＴCCCH、ＴFRAME、ＴSLOTについて以下に
述べる。
ＴSECT
*セクタ毎に異なる。（基地局内（セクタ間）では同期をとっているが、基地局間は非同
期である。）
*セクタ内の全ての物理チャネルに適用される。
*値の範囲はスロット間隔以内チップ単位である。
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*下りの個別物理チャネルのロングコード位相は、このオフセット値に統一化され、下り
直交化による干渉量低減を図る。
*ロングコード・マスクシンボルを移動局側で受信できると、ロングコードの位相（ＴSEC

T）が分かり、これを用いて送受信することができる。
*セクタ間でこのオフセット値を異ならせることにより、ロングコード・マスクシンボル
がセクタ間で同一タイミングとなることを防ぎ、移動局のセル選択の適正化を図る。
ＴCCCH
*共通制御用物理チャネルの無線フレーム・タイミング用のオフセット値である。
*共通制御用物理チャネル毎に設定可能である。
*セクタ内の複数の共通制御用物理チャネル間で、送信パターンが一致する頻度を低減し
、下り干渉量の一様化を図る。
*値の範囲はスロット間隔以内シンボル単位である。値はチップ単位で指定されるが、共
通制御用物理チャネルのシンボルが単位に切捨てられた値をオフセットする。
ＴFRAME
*個別物理チャネルの無線フレーム・タイミング用のオフセット値である。
*個別物理チャネル毎に設定可能である。
*呼設定時に基地局側でＴFRAMEを定め、移動局側に知らせる。上り送信もこのオフセット
値を用いて送信される。
*基地局内の処理は、全てこのオフセットに同期して処理されるため、処理に遅延がない
。
*有線ＡＴＭ伝送の高効率化のための、伝送トラヒックの一様化（ランダム化）を図るの
が目的である。
*値の範囲は１無線フレーム間隔以内slot(0.625ms)単位である。
ＴSLOT
*個別物理チャネルの無線フレーム・タイミング用のオフセット値である。
*個別物理チャネル毎に設定可能である。
*送信パターンが一致する事を防ぎ、干渉の一様化を図る。
*値の範囲はスロット間隔以内シンボル単位である。値はチップ単位で指定され
るが、共通制御用物理チャネルのシンボルが単位に切捨てられた値をオフセットする。
ＴDHO
*個別物理チャネルの無線フレーム・タイミング用および上りロングコード位相用のオフ
セット値である。
*移動局による、上り送信タイミングとＤＨＯ先とまり木受信タイミングとのタイミング
差の測定値である。
*値の範囲は上りロングコード位相範囲（０～216-1無線フレーム）以内チップ単位である
。
*基地局(ＢＴＳ)において、上り物理チャネルの受信タイミングは表１５にほぼ一致する
が、移動局と基地局との伝搬遅延、およびその伝搬遅延の変動に応じて、格差が生じる。
基地局(ＢＴＳ)はこの格差をバッファ等で吸収して受信する。*個別物理チャネルの無線
フレームタイミングにおいて、下りに対し上りは２分の１タイムスロット間隔遅れさせる
。これにより送信電力制御遅延を１タイムスロットとし、制御誤差の低減を図る。具体的
なタイミング差の設定方法は図８５ないし図８８参照。
*上り共通制御用物理チャネル(ＲＡＣＨ)について
*ＲＡＣＨの無線フレームタイミングは、対応する下り共通制御用物理チャネルの無線フ
レームタイミングに対し、オフセットしたタイミングとなる。オフセット値はタイムスロ
ット間隔の４段階である。
*無線フレームの先頭をロングコード位相の初期値に合わせる。よってロングコード位相
も４種類のオフセット値をもつ。
*移動局は４種類のオフセットタイミングの内、任意のタイミングを選択して送信可能で
ある。よってＢＴＳは常時同時に全種類のオフセットタイミングで送信されたＲＡＣＨを
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受信可能である。
4.1.4. 拡散コード
4.1.4.1. 生成方法
4.1.4.1.1. 下りロングコード
*以下の生成多項式から得られるＭ系列を用いたGold符号である。
【００８１】
　（シフトレジスタ１）Ｘ18＋Ｘ7＋１
　（シフトレジスタ２）Ｘ18＋Ｘ10＋Ｘ7＋Ｘ5＋１
*下りロングコード生成機の構成を図１８に示す。
*シフトレジスタ１の値をロングコード番号、シフトレジスタ２の値をオール１とした状
態を、そのロングコード番号における初期状態とする。よってロングコード番号の範囲は
、00000h～3FFFFhである。ロングコード番号のＭＳＢ側が、図１８の生成機のシフトレジ
スタ１の左側に入力される。
*下りロングコードは１無線フレーム周期である。よってロングコード生成機の出力は、1
0msec分の出力までで打ち切り、位相０から10msec目の位相までのパターンを繰り返す。
よってチップレートに応じて位相の範囲は表１６の通り異なる。さらに、4.1.5.3に述べ
るように、ロングコード位相は、同相成分用と直交成分用とで、shiftだけずれている。
これを利用して同相成分と直交成分とを識別する。表１６にshift=1024とした場合の両成
分用の位相を示す。
*ロングコード生成器は、初期位相の状態から任意のクロックシフトさせた状態を実現で
きる。
【００８２】
【表１６】

 
【００８３】
4.1.4.1.2. 上りロングコード
*以下の生成多項式から得られるＭ系列を用いたGold符号である。
【００８４】
　（シフトレジスタ１）Ｘ41＋Ｘ3＋１
　（シフトレジスタ２）Ｘ41＋Ｘ20＋１
*上りロングコードを生成機の構成を図１９に示す。
*シフトレジスタ１の値をロングコード番号、シフトレジスタ２の値をオール１とした状
態を、そのロングコード番号における初期状態とする。よってロングコード番号の範囲は
、00000000000h～1FFFFFFFFFFhである。ロングコード番号のＭＳＢ側が、図１９の生成機



(29) JP 2009-189051 A 2009.8.20

10

20

30

40

のシフトレジスタ１の左側に入力される。
*上りロングコードは216無線フレーム周期（＝210スーパーフレーム周期）である。よっ
てロングコード生成機の出力は、216無線フレーム分の出力までで打ち切り、位相０から2
16無線フレーム分の位相までのパターンを繰り返す。よってチップレートに応じて位相の
範囲は表１７の通り異なる。さらに、4.1.5.3に述べるように、ロングコード位相は同相
成分用と直交成分用とで、shiftだけずれている。よって表１７にshift=1024とした場合
の両成分用の位相を示す。
*ロングコード生成機は、初期状態から任意のクロックシフトさせた状態を実現できる。
【００８５】
【表１７】

 
【００８６】
4.1.4.1.3. ショートコード
4.1.4.1.3.1. ロングコード・マスクシンボル以外のシンボル用シャートコード*とまり木
チャネル以外の全物理チャネルのシンボルと、とまり木チャネルのロングコード・マスク
シンボル以外のシンボルについては、以下に示す階層化直交符号系列を使用する。
*階層化直交符号系列からなるショートコードはコード種別番号（Class）とコード番号（
Number）で指定される。ショートコード種別番号毎にショートコード周期は異なる。
*ショートコードをＣClass(Number)と表し、ショートコードの生成方法を図２０に示す。
*ショートコード周期はシンボル周期である。よって、チップレート（拡散帯域）が同一
ならば、シンボル・レートに応じてショートコード周期は異り、さらに使用できるコード
数もシンボル・レートに応じて異なる。シンボル・レートとショートコード種別、ショー
トコード周期、ショートコード数との対応を表１８に示す。
*ショートコード番号体系は、コード種別番号、およびコード番号で構成される。コード
種別番号、およびコード番号は、それぞれ２進表示4bitおよび12bitで示される。
*ショートコード位相は、変復調シンボルに同期する。つまりシンボルの先頭チップがシ
ョートコード位相＝０である。
【００８７】
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【表１８】

 
【００８８】
4.1.4.1.3.2. ロングコード・マスクシンボル用ショートコード
*とまり木チャネルのロングコード・マスクシンボルには、他のシンボルとは異なり、以
下の生成多項式から得られるＭ系列を用いた直交Gold符号である。
【００８９】
　（シフトレジスタ１）Ｘ8＋Ｘ4＋Ｘ3＋Ｘ2＋１
　（シフトレジスタ２）Ｘ8＋Ｘ6＋Ｘ5＋Ｘ3+1
*ロングコード・マスクシンボル用ショートコード生成器の構成を図２１に示す。
*シフトレジスタ１の初期値はロングコード・マスクシンボル用ショートコード番号ＮLMS

(値の範囲：０～255）である。ＮLMSのＭＳＢ側が図２１のシフトレジスタ１の左側に入
力される。
*シフトレジスタ２の初期値はall １である。
*シフトレジスタ２のall １を検出したら、シフトを止めて’０’を挿入する。
*ショートコード出力の１chip目は０になる。
*周期はとまり木チャネルの１symbol(256chip)である。
4.1.4.2. 拡散コード配置方法
4.1.4.2.1. 下りロングコード
*システム運用上は、１セル内の全セクタで共通の１つのロングコード番号を配置する。
構成上はセクタ毎に異なるロングコード番号を配置可能である。ロングコード番号は指定
される。
*セクタ内で送信される各種複数の下り物理チャネルに使用される下りロングコードは、
全物理チャネルで同一のロングコード番号を用いる。
*ロングコード位相については4.1.3参照。
4.1.4.2.2. 上りロングコード
*上り物理チャネル毎にロングコード番号を配置する。ロングコード番号は指定される。
*ＴＣＨ,ＡＣＣＨ,ＵＰＣＨをマッピングする個別物理チャネルは、移動局毎に配置され
た上りロングコードを用いる。他の論理チャネルをマッピングする個別物理チャネル、お
よび共通物理チャネルは、基地局毎に配置された上りロングコードを用いる。
*ロングコード位相については4.1.3参照。
4.1.4.2.3. ショートコード
4.1.4.2.3.1.　とまり木チャネル以外の物理チャネル用ショートコード
*物理チャネル毎、上り／下り毎に配置する。ショートコード番号は指定される。構成上
は、同一セクタ内での同一ショートコード番号の同時使用も可能である。
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4.1.4.2.3.2. とまり木チャネル用ショートコード
*第１とまり木チャネルのロングコード・マスクシンボル以外のシンボル用のショートコ
ード番号は全セルで共通であり、Ｃ8(０)である。（ただし、指定される任意のショート
コードを第１とまり木チャネルとして使用可能である。）
*第１とまり木チャネルのロングコード・マスクシンボル用ショートコード番号は、全セ
ルで共通であり、ＮLMS=1である。（ただし、指定される任意のロングコード．マスクシ
ンボル用ショートコード番号ＮLMSを第１とまり木チャネルのロングコード・マスクシン
ボルに対し使用可能である。）
*第２とまり木チャネルのロングコード・マスクシンボル用ショートコード番号は、シス
テムとして所定の複数のショートコードの内の１つを各セクタにて用いる。所定のショー
トコードのショートコード番号は、ＢＳＣおよび移動局で記憶されている。（ただし、指
定される任意のロングコード・マスクシンボル用ショートコードを第２とまり木チャネル
に対し使用可能である。）
*第２とまり木チャネルのロングコード・マスクシンボル用ショートコード番号と同一セ
クタ内で使用される下りロングコードとは、１対多対応している。対応例を表１９に示す
。この対応はＢＳＣおよび移動局で記憶されている。（ただし、第２とまり木チャネルに
対し、指定される任意の、ロングコード・マスクシンボル用ショートコードと下りロング
コードとを同一セクタ内で使用可能である。）
【００９０】
【表１９】

 
【００９１】
4.1.5. 拡散変調信号生成方法
4.1.5.1. 拡散変調方式
　上り・下り：ＱＰＳＫ(ただしＢＰＳＫにも適応可能である）
4.1.5.2. ショートコード割り当て方法
*指定されたショートコード番号体系（コード種別番号Class、コード番号Number）に従い
、同一のショートコードを同相成分用ショートコード：ＳＣｉおよび直交成分用ショート
コード：ＳＣｑに割り当てる。つまり、
SCi＝SCq＝ＣClass(Number)
*上り／下り、別々にショートコード番号体系が指定される。よって上りと下りで相異な
るショートコードを用いることができる。
4.1.5.3. ロングコード割当方法
*ロングコード番号：ＬＮで、ロングコード生成器を初期状態（シフトレジスタ１にロン
グコード番号、シフトレジスタ２にオール１を設定した状態）からクロックシフト数：Cl
ock（初期状態を０とする）だけ動作させた時点でのロングコード生成器出力値をＧLN(Cl
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ock)とすると、図８５ないし図８８に示すロングコード位相：ＰＨにおける同相成分用ロ
ングコード生成器出力値：LCi(ＰＨ)、および直交成分用ロングコード生成器出力値：Lcq
(ＰＨ)は、上り／下りともに以下の通りである。
LCi(ＰＨ)＝ＧLN(ＰＨ)
LCq(ＰＨ)＝ＧLN(ＰＨ+Shift)　　　　 (ＢＰＳＫの場合は０)
*同相成分および直交成分のロングコード位相の範囲については4.1.4.1参照。
4.1.5.4. ロングコード＋ショートコード生成法
　図２２にロングコードとショートコードとを用いた同相成分用拡散コード：Ciおよび直
交成分用拡散コード：Cqの生成法を示す。
4.1.5.5. 拡散部構成
　送信データの同相成分：Di、直交成分：Dqを、拡散コードCi、Cqで拡散し、拡散信号の
同相成分：Si、直交成分：Sqを生成する拡散部の構成を図２３に示す。
4.1.6. ランダム・アクセス制御
*図２４にランダム・アクセス伝送方法の例を示す。
*移動局は、下り共通制御チャネルの受信フレームタイミングに対し、ランダムに遅延さ
せたタイミングでＲＡＣＨを送信する。ランダムな遅延量は図８５ないし図８８に示す１
６種類のオフセットタイミングである。移動局は、ＲＡＣＨを送信する毎にオフセットタ
イミングをランダムに選択する。
*ＲＡＣＨの送信は１回の送信につき、１無線フレームである。
*基地局は内符号化単位のＣＲＣ check結果がＯＫであるＲＡＣＨを検出した場合、検出
した時点で送信されているＦＡＣＨ無線フレームの次のＦＡＣＨ無線フレームで、FACH-S
のＡＣＫモードを用いてＣＲＣ ＯＫであったＲＡＣＨのＰＩＤを送信する。
*移動局は、送信すべきＲＡＣＨ無線フレームが複数ある場合、前無線フレームに対する
ＡＣＫをＡＣＫモードFACH-Sで受信した後に、次無線フレームを送信する。
*移動局は、送信すべき１ＣＰＳ情報が、複数ＲＡＣＨ無線ユニットからなる場合、複数
のＲＡＣＨ無線ユニット全てについて同一のＰＩＤ値を用いる。またRACH-LもしくはRACH
-Sのどちらか一方を用い、１ＣＰＳ情報の伝送にRACH-LおよびRACH-Sの双方を混在して用
いない。
*移動局はＲＡＣＨを送信後、TRAmsec経過してもＡＣＫモードFACH-Sにより、送信したＲ
ＡＣＨのＰＩＤ値を受信できない場合に、ＲＡＣＨの再送を行う。この際のＰＩＤ値は同
一の値を用いる。最大再送回数はＮＲＡである（第１回目の送信と合わせて、同一ＲＡＣ
Ｈ無線ユニットが最大ＮＲＡ+1回送信される）。
*FACH-SのＡＣＫモードは、ＣＲＣ ＯＫを検出したＲＡＣＨのＰＩＤを、最大７個まで搭
載することが可能である。
*基地局は、ＦＡＣＨ用無線フレーム送信タイミング直前までに、ＣＲＣ ＯＫを検出した
ＲＡＣＨでＡＣＫを返送していないものがある場合、ＣＲＣ ＯＫを受信したタイミング
の古いものから優先して第一FACH-SでＡＣＫモードFACH-Sを送信する。ただし、ＣＲＣ 
ＯＫを検出してからTACKmsec以上経過したものについては、ＡＣＫモードFACH-Sの送信対
象から外す。
4.1.7. マルチコード伝送
*指定された１RL-IDが複数の個別物理チャネル（拡散コード）で構成される場合、以下に
示すよう伝送し、１RL-ID内の全個別物理チャネルでまとめてパイロット同期検波、およ
び送信電力制御等を行う。１移動局に対し、複数のRL-IDが割り当てられた場合には、RL-
ID毎に独立にパイロット同期検波、および送信電力制御を行う。
*１RL-ID内の全個別物理チャネルでフレームタイミング、ロングコード位相は一致する。
*パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルの送信方法を、下記に示す２例のいずれか
もしくは併用とし、同期検波の特性向上、およびＴＰＣシンボルの誤り率低減を図る。
例１（図２５参照）
*１RL-ID内の複数個別物理チャネル中の１個別物理チャネルのみでパイロット・シンボル
およびＴＰＣシンボルを送信する。
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*他の個別物理チャネルでは、パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボル部分は送信し
ない。
*パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルを送信する個別物理チャネルでは、パイロ
ット・シンボル、ＴＰＣシンボル以外のシンボルでの送信電力に対し、１RL-IDの個別物
理チャネル数倍の送信電力でパイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルを送信する。
*パイロット部の振幅を小さくするほどチャネル推定精度が劣化することと、パイロット
部の振幅を大きくすることによるオーバヘッドの増加とのトレードオフにより、振幅値の
比にはＥｂ／Ｉｏを最小にする容量上の最適値が存在する。
【００９２】
　パイロット・シンボル＆ＴＰＣシンボル部分（パイロット部）の送信電力と、データ．
シンボル部分（データ部）の送信電力との割合の最適値を評価したシミュレーション結果
を図２６に示す。
【００９３】
　図２６において、横軸はパイロット部の送信波の振幅（ＡＰ）とデータ部の送信波の振
幅値（ＡＤ）の比である。ここで、パイロット部の振幅およびデータ部の振幅はそれぞれ
、図２５のＡＰおよびＡＤである（図２５の縦軸は送信電力であるため、振幅値の２乗と
してＡＰ2ＡＤ2と表記）。縦軸は図５および図６と同様の所要Ｅｂ／Ｉｏである。所要品
質はＢＥＲ＝１０-3であり、マルチコード数は３である。
【００９４】
　図２６のシミュレーション結果では、容量上最適となるのは、ＡＰがＡＤの２倍となる
場合である。送信電力の割合で考えれば、データ部の送信電力の全物理チャネル分の合計
値は、３マルチコード伝送の場合、３ＡＤ2となり、パイロット部の送信電力は、ＡＰ2＝
（２ＡＤ）2＝４ＡＤ2となる。したがって、最適な送信電力の割合は、パイロット部の送
信電力をデータ部の４／３倍とした場合となる。
【００９５】
　以上のように、パイロット部とデータ部との送信電力の割合には最適値が存在し、その
最適値はマルチコード数に応じて異なる。このため、パイロット部とデータ部との送信電
力の割合を可変とする。
*パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルを送信する個別物理チャネルは指定される
。
例２（図２７参照）
*１RL-ID内の全個別物理チャネルにおいて、パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボル
部分のみ、特定の１個別物理チャネルで使用しているショートコードを用いる。
*特定の１個別物理チャネルは指定される。
*同じショートコードを用いて拡散すると、パイロット部は同相で加算されるため、見か
け上送信電力が強くして送信したのと同様の効果を生じる。
4.1.8. 送信電力制御
　各物理チャネルの送信パターンを図８９ないし図９４に示す。
4.1.8.1. とまり木チャネル
*第１とまり木チャネルは、タイムスロット毎に含まれるロングコード・マスクシンボル
以外は、指定された送信電力ＰＰ1で常時送信される。
*第１とまり木チャネルは、タイムスロット毎に含まれるロングコード・マスクシンボル
はＰＰ1に対し、指定された値Pdownだけ送信電力を下げて送信される。*第１とまり木チ
ャネルは、マッピングされるＢＣＣＨ1およびＢＣＣＨ2の伝送情報の有無に関わらず、常
時上記方法で送信される。伝送情報が無い場合にはアイドル・パターン（ＰＮパターン）
を伝送する。
*第２とまり木チャネルは、タイムスロット毎に含まれるロングコード・マスクシンボル
部分のみ送信され、他のシンボルは送信されない。
*第２とまり木チャネルのロングコード・マスクシンボルは、第１とまり木チャネルのロ
ングコード・マスクシンボルと同一のタイミングで送信される。送信電力は指定されたＰ
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Ｐ2であり、不変である。
*ＰＰ1,Pdown,ＰＰ2の値については、隣接セクタに在圏する移動局がセクタ判定可能とな
るように決定される。
4.1.8.2. 下り共通制御用物理チャネル（ＦＡＣＨ用）
*FACH-L、FACH-Sともに送信情報が無い無線フレームでは、パイロット・シンボルを含め
、無線フレームの全期間にわたり送信ＯＦＦである。
*FACH-Lの送信情報がある無線フレームでは、無線フレームの全期間にわたり、指定され
た送信電力値ＰＦＬで送信される。送信情報毎に送信電力値が指定される。よって無線フ
レーム毎に送信電力値は可変になりうる。無線フレーム内では指定された送信電力値ＰＦ
Ｌで一定である。
*無線フレーム内の４個のFACH-Sの一部のみ送信情報がある場合、送信情報のあるFACH-S
のタイムスロットのみが指定された送信電力値で送信される。Normal mode FACHについて
は送信情報毎に送信電力値が指定される。よって無線フレーム内のFACH-S毎に送信電力値
ＰＦＳ1～ＰＦＳ4は可変である。
*無線フレーム内の４個の全FACH-Sに送信情報がある場合、無線フレームの全期間にわた
り送信される。ただし、送信電力値は、FACH-S毎に可変である。
*Ack mode FACH-Sの送信電力は常時同一値であり、指定された送信電力ＰＡＣＫで送信さ
れる。
*送信情報のあるFACH-LもしくはFACH-Sのタイムスロットにおいて、論理チャネル用シン
ボル部分の両側でパイロット・シンボルが必ず送信されるようにする。よって、例えば送
信情報のあるＦＡＣＨのタイムスロットの後ろ側に、送信情報の無いＦＡＣＨのタイムス
ロットが隣接する場合には、送信情報のないＦＡＣＨのタイムスロットにおいても、送信
情報のあるＦＡＣＨのタイムスロットに隣接するパイロット・シンボルのみ送信する必要
がある。このパイロット・シンボルの送信電力値は、送信情報のある隣接したFACH-Sのタ
イムスロットの送信電力値とする。
*送信情報のあるＦＡＣＨのタイムスロットが隣接する場合、後ろ側のタイムスロットの
パイロット・シンボル（前側のタイムスロットと隣接するパイロット・シンボル）の送信
電力は、隣接するタイムスロットの送信電力の高い方とする。*ＰＦＬ,ＰＦＳ１～ＰＦＳ
４の値については、ＲＡＣＨに含まれる、移動局のとまり木チャネル受信ＳＩＲ値を元に
決定される。
4.1.8.3. 下り共通制御用物理チャネル（ＰＣＨ用）
*各群に２つあるＰＤ部は、全ての群で常時送信される。送信電力は指定された送信電力
値ＰＰＣＨとする。
*ＰＤ部の送信に際しては、ＰＤ部がマッピングされるタイムスロットのＰＤ部とともに
、パイロット・シンボルも併せて送信される。後に隣接するタイムスロットのパイロット
・シンボルは送信されない。
*各群のＩ部は４タイムスロットに分割され（Ｉ１～Ｉ４）、着信情報がある群のＩのみ
送信され、着信情報がない群のＩ部は送信されない。送信電力は指定された送信電力値Ｐ
ＰＣＨとする*着信情報がある群のＩ部がマッピングされるタイムスロットは、論理チャ
ネル用シンボル部分の両側でパイロツト・シンボルが必ず送信されるようにする。よって
例えば着信情報のある群のＩ部のタイムスロットの後ろ側に、着信情報の無い群のＩ部の
タイムスロットが隣接する場合には、着信情報の無い群のＩ部のタイムスロットにおいて
もパイロット・シンボルのみ送信する必要がある。
*ＰＰＣＨの値については、セクタ内のほぼ全移動局が受信可能となるように決定される
。
4.1.8.4. 上り共通制御用物理チャネル(ＲＡＣＨ)
*送信情報がある場合のみ移動局から送信される。１無線フレーム単位で送信される。
*RACH-LおよびRACH-Sの送信電力ＰＲＬおよびＰＲＳは、移動局においてオープンループ
により決定され、無線フレーム内では一定とする。
*無線フレームの最後尾にはパイロット・シンボルが付加され、送信される。このパイロ
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4.1.8.5. 下り個別物理チャネル
*発着信接続時、タイバーシチ・ハンドオーバ時に関わらず、下り個別物理チャネルの初
期設定時には、指定された送信電力値ＰＤで送信を開始し、定期的に送信電力を増加させ
、通信電力値がＰＤとなるまで送信電力制御を行う。更にその後、上り個別物理チャネル
の受信同期が確立されるまで、定期的に送信電力を増加させる（詳細は5.2.1.2.2参照）
。上り個別物理チャネルの受信同期確立が完了し、上りＴＰＣシンボルの復号が可能とな
るまでは、一定の送信電力ＰＤで連続送信する。
*ＰＤの値については、ＦＡＣＨと同様の方法で決定される。
*上り個別物理チャネルの受信同期確立が完了し、上りＴＰＣシンボルの復号が可能とな
った時点で、ＴＰＣシンボルの復号結果に従い、高速クローズドループ送信電力制御を行
う。
*高速クローズドループ送信電力制御では、ＴＰＣシンボルの復号結果に従い、タイムス
ロット毎に1dBの制御ステップで送信電力を調整する。下り個別物理チャネルの送信電力
制御方法の詳細については5.2.1.1参照されたい。
4.1.8.6. 上り個別物理チャネル
*発着信接続時には、移動局は下り個別物理チャネルの受信同期確立処理が所定の条件を
満足した後、上り個別物理チャネルの送信を開始する。送信開始時の最初のタイムスロッ
トの送信電力値は、ＲＡＣＨと同様にオープンループで決定され、以降のタイムスロット
の送信電力値は、下り個別物理チャネル中のＴＰＣシンボルの復号結果に従って高速クロ
ーズドループ送信電力制御が行われる。詳細については5.2.1.1参照されたい。
*タイバーシチ・ハンドオーバ時には、上り個別物理チャネルは新規に設定する必要はな
い。送信電力は、タイバーシチ・ハンドオーバ時の高速クローズドループ送信電力制御に
よりタイムスロット毎に制御される。上り個別物理チャネルの送信電力制御方法の詳細に
ついては5.2.1.1参照されたい。
4.1.9. ＤＴＸ制御
本制御は個別物理チャネルに対してのみ適用される。
4.1.9.1. ＤＴＣＨ，ＡＣＣＨ用個別物理チャネル
4.1.9.1.1. 送信
*音声サービス用の個別物理チャネル(32ksps)についてのみ、音声情報が有る場合にＤＴ
ＣＨ用シンボルの送信ＯＮとし、無い場合に送信ＯＦＦとする。送信パターンの例を図９
４に示す。
*パイロット．シンボルおよびＴＰＣシンボルは、音声情報の有無および制御情報の有無
に関係なく、常時送信される。
*送信ＯＮ時の送信電力(Pon)と、送信ＯＦＦ時の送信電力(Poff)との電力比は、5.1.1.送
信特性の送信ＯＮ/ＯＦＦ比の条件を満たす。
*送信ＯＮ/ＯＦＦのパターンは無線フレーム内の16タイムスロット全てで同一である。
*ＤＴＸ制御は無線フレーム(10msec)単位に行われる。
*データ伝送用の個別物理チャネル(64sps以上）についてはＤＴＸ制御は行わない。常時
送信ＯＮである。
*音声情報の有無および制御情報の有無を通知するための情報は伝送されない。
4.1.9.1.2. 受信
*音声情報の有無および制御情報の有無の判定方法を表２０に示す。
【００９６】



(36) JP 2009-189051 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

【表２０】

 
【００９７】
*表２０中のシンボル平均受信電力は、１無線フレーム内での対応するシンボル全ての受
信電力平均値である。
*ＰＤＴＸ(dB)はシステムパラメータである。
4.1.9.2.ＳＤＣＣＨ用個別物理チャネル
*伝送すべき制御情報が有る場合にＳＤＣＣＨ用シンボルの送信ＯＮとし、無い場合に送
信ＯＦＦとする。
*パイロット．シンボルおよびＴＰＣシンボルは、制御情報の有無に関係なく、常時送信
される。
*送信ＯＮ時の送信電力(Pon)と、送信ＯＦＦ時の送信電力(Poff)との電力比は、5.1.1.送
信特性の送信ＯＮ/ＯＦＦ比の条件を満たす。
*送信ＯＮ/ＯＦＦのパターンは無線フレーム内の16タイムスロット全てで同一である。
*ＤＴＸ制御は無線フレーム(10msec)単位に行われる。
*受信側では、常時、図９５のCPS-PDU組立方法に従った処理を行う。あえて制御情報の有
無を判定する必要はない。
4.1.9.3. ＵＰＣＨ用個別物理チャネル
*伝送すべき制御情報もしくはユーザ情報が有る場合にＵＰＣＨ用シンボルの送信ＯＮと
し、無い場合に送信ＯＦＦとする。
*ＢＴＳはパイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルについては、３つのモードを有す
る。モードは指定されている。
モード１
*無線フレーム毎に送信の必要性を判断する。下記の条件１および２の双方を満足した時
点で、無線フレーム中の全パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルの送信を停止する
。その後、条件３もしくは条件４のいずれかを検出した時点で無線フレーム中の全パイロ
ット・シンボルおよびＴＰＣシンボルの送信を開始する。
条件１：送信すべき制御情報もしくはユーザ情報が無くなってからＦＮＤＡＴＡ無線フレ
ーム以上経過
　条件２：受信無線フレームのＣＲＣ　ＮＧを、連続してＦＣＲＣ無線フレーム以上検出
　条件３：送信すべき制御情報もしくはユーザ情報が発生
　条件４：受信無線フレームの、ＣＲＣ ＯＫを検出
 *移動局では、送信すべき制御情報もしくはユーザ情報の有無と、同期外れ検出結果を利
用して、パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルの送信ＯＮ/ＯＦＦを判断する。
 *パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルを送信を停止した後、送信すべき制御情報
もしくはユーザ情報が発生した場合には、予めアイドルパターンを挿入した無線フレーム
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をＦＩＤＬフレーム送信した後、送信すべき制御情報もしくはユーザ情報を挿入した無線
フレームを送信する。当然ながら、アイドルパターンを挿入した無線フレームから、パイ
ロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルも送信する。
モード２
 *制御情報もしくはユーザ情報がない無線フレームでは、一部のスロットでのみパイロッ
ト・シンボルおよびＴＰＣシンボルを送信する。
 *送信頻度を示すパラメータＰfreqにより、制御情報もしくはユーザ情報がない無線フレ
ームでパイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルを送信するスロットを指定する。Pfre
qとパイロツト・シンボルおよびＴＰＣシンボルを送信するスロットとの対比を表２１に
示す。
【００９８】
【表２１】

 
【００９９】
 *高速クローズドループ送信電力制御は、ＢＴＳが送信したパイロット・シンボルおよび
ＴＰＣシンボルに対して決定された移動局からのＴＰＣシンボルについてのみ従い、送信
していないパイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルに対して決定された移動局からの
ＴＰＣシンボルは無視するようにする。よって、送信電力制御間隔はＰfreqの値に応じて
変わる。
モード３
 *パイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルは、制御情報もしくはユーザ情報の有無に
関係なく、常時送信される。
 *ＵＰＣＨ用シンボルおよびモード１でのパイロット・シンボルおよびＴＰＣシンボルに
ついて、送信ＯＮ時の送信電力(Pon)と、送信ＯＦＦ時の送信電力(Poff)との電力比は、5
.1.1.送信特性の送信ＯＮ/ＯＦＦ比の条件を満たす。
 *送信ＯＮ/ＯＦＦのパターンは無線フレーム内の１６タイムスロット全てで同一である
。
 *ＤＴＸ制御は無線フレーム(10msec)単位に行われる。
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*受信側では、常時、図９６のCPS-PDU組立方法に従った処理を行う。あえて制御情報もし
くはユーザ情報の有無を判定する必要はない。
4.1.10. ビット送信方法
*ＣＲＣビットは高次から低次の順に送出する。
*ＴＣＨは入力の順に送出する。
*テールビットは全て“０”を送出する。
*ダミービットは“１”とする。
*ダミーはＣＲＣ符号化の対象である。
*アイドルパターンは、選択合成単位もしくは内符号化単位のＣＲＣ符号化フィールド（
図６４ないし図８４の網掛け部分）全てに挿入される。ＣＲＣ Check bitも含む。そのパ
ターンは任意のＰＮパターンとする。論理チャネル毎に全ての内符号化単位もしくは選択
合成単位で同一のパターンとする。さらに本パターンは受信側において誤りが無ければＣ
ＲＣ Check結果がＮＧとなるようなパターンとする。
4.1.11. 着信呼出制御
4.1.11.1. 基地局（ＢＴＳ）動作
*移動局は所定の方法により群分けされ、群毎に着信呼出される。
*ＢＴＳにおいて群分けが行われ、着信のあった移動局識別番号を含む着信情報とともに
、対応する群番号が指定される。ＢＴＳは、指定された群番号のＰＣＨのＩ部（Ｉ１～Ｉ
４）で着信情報を伝送する。
*ＢＴＳは、着信情報が無い群のＰＣＨについては、ＰＣＨ内の２つのＰＤ部（ＰＤ1,Ｐ
Ｄ2）をともに“オール０”として送信し、Ｉ部は送信しない。
*ＢＴＳは着信情報の伝送を指定された場合、併せて指定された群番号に対応するＰＣＨ
のＰＤ1およびＰＤ2を“オール１”とし、同一ＰＣＨ内のI部で指定された着信情報を伝
送する。
4.1.11.2. 移動局動作
*移動局は通常8bitのＰＤ1のみ受信する。ＰＤ1の前側に隣接するパイロット・シンボル
（４シンボル）を用いて同期検波受信を行う。
*ＰＤ1の（軟判定）多数決処理を行う。処理によって計算した値は、受信品質の劣化がな
い状態で、ＰＤ部がオール０の場合は“０”、オール１の場合は正のある最大値を取るも
のとする。処理結果と判定閾値（Ｍ1,Ｍ2ただしＭ>Ｍ2）に従って以下の通り動作する。
(1)処理結果が判定閾値Ｍ1以上であれば、自局が属する群のいずれかの移動局に着信があ
ったと判断し、同一ＰＣＨのI部を受信する。
(2)処理結果が判定閾値Ｍ2未満であれば、自局が属する群には着信がないと判断し、１ス
ーパーフレーム後の自局が属する群のＰＤ1の受信タイミングまで受信ＯＦＦとする。
(3)処理結果がＭ2以上Ｍ1未満である場合、同一ＰＣＨ内のＰＤ2を受信し、上記(1)およ
び(2)の処理を行う。ＰＤ2においても処理結果がＭ2以上Ｍ1未満である
場合は、同一ＰＣＨのＩ部を受信する。
(4)上記(2)もしくは(3)の処理によりＩ部を受信し、Ｉ部に含まれる着信情報から自局に
対する着信の有無を判断する。
4.2 伝送路インタフェース
4.2.1. 主要諸元
4.2.1.1. １．５Ｍｂｐｓ
　ＡＴＭセルのマッピングを図２８に示す。
4.2.1.2. ６．３Ｍｂｐｓ
　ＡＴＭセルへのマッピングを図２９に示す。パルスマスクは図３０に示す。
4.2.2. プロトコル
4.2.2.1. ＡＴＭレイヤ
　基地局（ＢＳ）－交換局間インタフェースにおけるＡＴＭレイヤのＶＰＩ、ＶＩ、ＣＩ
Ｄのコーディングを示す。図３１にBTS-MCC間のリンク構成を示す。
（１）インタフェース仕様
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回線番号：基地局－交換局間のＨＷＹ毎に割り当てられる。物理的なＨＷＹインタフェー
ス実装位置と回線番号との対応は固定的に予め設定される。回線番号の値の範囲は1.5M-H
WYならば０～３、6.3M-HWYならば０のみである。
ＶＰＩ：ＶＰＩ値は‘０’のみとし、実質的に使用しない。
ＶＣＩ：２５６／ＶＰＩ
ＣＩＤ：２５６／ＶＣＩ
（２）ＡＴＭコネクション
　ＶＣＩ＝６４：タイミングセル用。ＢＴＳ毎に最若番の回線番号値を使用する。
【０１００】
　スーパーフレーム位相補正用以外のＶＣＩの種別として下記の種別を設定可能とする。
あわせて各ＶＣＩ種別で使用されるAAL-Typeを示す。
*ＢＴＳ～ＭＣＣ間制御信号用：AAL-Type5
*ページング用：AAL-Type5
*MS-MCC間伝送信号用：AAL-Type2
　ＢＴＳに複数の回線番号が設定される場合、上記のスーパーフレーム位相補正用以外の
種別は、任意の回線番号上に任意数割当可能とする。スーパーフレーム位相補正用以外の
種別と、回線番号およびＶＣＩ値との対応について設定される。
（３）ショートセルコネクション
ＣＩＤ値の使用方法について設定される。
（４）AAL-Type指定方法
有線回線設定時に指定される。使用する伝送情報種別とAAL-Typeの対応の例を表２２に示
す。ただし、伝送情報種別とAAL-Typeとの対応を任意に設定可能である。
【０１０１】
【表２２】

 
【０１０２】
（５）空きセル
　ＡＴＭ回線上の空きセルは図３２に示す、ITU-T標準のIdle cellを使用する。4.2.2.2.
 ＡＡＬ－Ｔｙｐｅ２
　ＡＡＬ－Ｔｙｐｅ２は、基地局と交換局との間のインタフェース（ＳｕｐｅｒＡインタ
フェース）区間において伝送されるコンポジットセル（ＡＡＬtype2）
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のＡＴＭアダプテーションレイヤのプロトコルである。
（１）ＡＡＬ－Ｔｙｐｅ２処理部
　ＡＡＬ－Ｔｙｐｅ２の接続形態を図３３に示す。
（２）帯域保証制御
　Ｓｕｐｅｒ－Ａ区間において、各種サービス品質（遅延、廃棄率）を満足するために、
品質クラス毎の最低帯域を保証する制御が必要となる。
*AAL－Type2ではショートセルレベルで品質クラスに分けれらた帯域保証を行う。
*ショートセルの品質クラスは、（最大許容遅延時間、最大セル廃棄率）により以下の４
種類に分けられる。
品質クラス１　　（5ms，10-4）
品質クラス２　　（5ms，10-7）
品質クラス３　　（50ms，10-4）
品質クラス４　　（50ms，10-7）
*有線回線設定時に、提供するサービスに対応した品質クラスが指定される。
*品質クラスに合わせてショートセルの送信順序を設定し、品質クラス毎に帯域
を確保する。具体的な帯域の確保方法については5.3.5に記述する。
*１つの伝送情報単位がショートセルの最大長より長い場合には、伝送情報を分割して複
数のショートセルで伝送する。この場合、分割した複数のショートセルは１ＶＣＩ内で連
続して伝送される。連続性は同一ＶＣＩ内でのみ保証され、異なるＶＣＩ間では保証され
ない。つまり、他のＶＣＩの標準セルが割り込んで伝送されることができる。
4.2.2.3. ＡＡＬ－Ｔｙｐｅ５
　基地局と交換局との間のＳｕｐｅｒＡインタフェース上で伝送されるＡＴＭセルのＡＡ
Ｌには、ＡＡＬ type2とＡＡＬ type5を用いる。ＡＡＬ type5では、基地局と交換局間で
ＳＳＣＯＰプロトコルがサポートされる。
（１）ＡＡＬ－５処理部
　ＡＡＬ－５の接続形態を図３４に示す。
（２）帯域保証制御
　Ｓｕｐｅｒ－Ａ区間において、各種サービス品質（遅延、廃棄率）を満足するために、
品質クラス毎の最低帯域を保証する制御が必要となる。下記にその品質クラスの種別を示
す。
*ＡＡＬ－５ではＶＣＩレベルで品質クラスに分けれらた帯域保証を行う。
*品質クラスは、（最大許容遅延時間、最大セル廃棄率）により以下の５種類に分けられ
る。
【０１０３】
　割り込み　　（０，　　０）　※最優先セル
　品質クラス１　（5ms，10-4）
　品質クラス２　（5ms，10-7）
　品質クラス３　（50ms，10-4）
　品質クラス４　（50ms，10-7）
*有線回線設定時に、提供するサービスに対応した品質クラスが指定される。
*品質クラスに合わせて標準セルの送信順序を設定し、品質クラス毎に帯域を確保する。
具体的な帯域の確保方法については5.3.5に記述する。
*割り込み用バッファのセルは最優先で出力する。（最小遅延かつ廃棄不可）
4.2.3. 信号フォーマット
4.2.3.1. ＡＡＬ－２のフォーマット
　ＡＡＬ－２のフォーマットを図３５に示す。
*スタートフィールド（1オクテット）
　ＯＳＦ：オフセットフィールド
　ＳＮ：シーケンスナンバー
　Ｐ：パリティ
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　ＬＩ：ペイロード長
　ＰＰＴ：CPS-Packet Payload Typeペイロードの開始／継続、終了情報が含まれる。
【０１０４】
　ＵＵＩ：CPS-User to User Indication
　１つの伝送情報単位が分割されて複数のショートセルで伝送される場合、受信側での伝
送情報の組立には、ＵＵＩと、分割された伝送情報を伝送する複数のショートセルが同一
ＶＣＩ内で連続的に送信される。
【０１０５】
　000/単独ショートセル
　001/先頭・継続
　010/継続・後尾
　011/継続・継続
　ＨＥＣ：Ｈｅｄｄｅｒ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｈｅｃｋ
　（生成多項式＝ｘ＾５＋ｘ＾２＋１）
*ＳＡＬ（２または３オクテット）
　図３６にＳＡＬのフォーマットを示す。
【０１０６】
　表２３にＳＡＬフィールド設定方法を示す。
【０１０７】
　表２４にＳＡＬ第3oct使用の有無を示す。
【０１０８】
　表２５にＳＡＬフィールド設定条件を示す。
【０１０９】
【表２３】

 
【０１１０】
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【表２４】

＊無線チャネルフレーム分割は、128kbps以上の非制限デジタルサービスの提供時で、256
ksps以上の個別物理チャネルを使用した場合に行われる。分割の単位はユーザ情報速度64
kbps(1B)の外符号化を施した単位である。図７８～図８０参照。
＊未使用時はau 0とする。
＊マルチコード伝送を適用するのはＤＴＣＨとＵＰＣＨのみである。よってＲＣＮはＤＴ
ＣＨとＵＰＣＨに対してのみ使用される。
【０１１１】
【表２５】

 
【０１１２】
4.2.3.2. ＡＡＬ－５のフォーマット
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　ＡＡＬ－５のフォーマットを図３７に示す。
【０１１３】
　ＬＡＳＴセルにはＰＡＤとＣＰＣＳ－ＰＤＵトレイラが付加されている。
*ＰＡＤ（ＣＰＣＳパッディング）
フレームが４８ＯＣＴになるように調整（ＡＬＬ０）
*ＣＰＣＳ－ＰＤＵトレイラ
　CPCS-UU：ＣＰＣＳユーザー間表示
　上位レイヤで使用する情報を透過的に転送
　ＣＰＩ：共通部種別表示
　用途は未定。現状はＡＬＬ０を設定
　ＬＥＮＧＴＨ：CPCS-PDUペイロード長
　ユーザー情報長をバイト単位で表示
　ＣＲＣ：巡回冗長符号
　ＣＰＣＳフレーム全体の誤り検出
　生成多項式＝Ｘ32＋Ｘ26＋Ｘ23＋Ｘ22＋Ｘ16＋Ｘ12＋Ｘ11＋Ｘ10＋Ｘ8＋Ｘ7+Ｘ5＋Ｘ4

＋Ｘ2＋Ｘ＋１
4.2.3.3. タイミングセル
　ＢＴＳにおける立ち上げ時のＳＦＮ(System Frame Namber)同期の確立処理に使用する
タイミングセルの信号フォーマットを図３８に示す。信号フォーマット中の情報要素の設
定方法を表２６に示す。
【０１１４】
　タイミングセルを使用したＢＴＳのＳＦＮ同期確立方法は5.3.8参照。
【０１１５】
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【０１１６】
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【表２７】

 
【０１１７】
4.2.4. クロック生成
　生成するクロック（例）
　(1)無線シンセサイザ基準クロック
　(2)　４．０９６Ｍｃｐｓ　　 （チップレート）
　(3)　１／０．６２５ｍｓｅｃ　（無線タイムスロット）
　(4)　１／１０ｍｓｅｃ （無線フレーム）
　(5)　１／６４０ｍｓｅｃ　　 （無線スーパーフレーム、位相０～６３）
　(6)　１．５４４Ｍｂｐｓ、６．３１２Ｍｂｐｓ（伝送路クロック）
５．機能構成
5.1. 無線部、送受信増幅部
5.1.1. パイロット同期検波ＲＡＫＥ
5.1.1.1. パイロット同期検波ＲＡＫＥ構成
(1)ＲＡＫＥ合成部
　各ダイバーシチ・ブランチ（空間及びセクタ間）に対して、十分な受信特性が得られる
ようにフィンガを割り当てる。各ブランチへのフィンガの割り当てアルゴリズムは特に規
定しない。ダイバーシチ合成方法は最大比合成とする。
(2)サーチャ
　受信中の各ブランチの中から、最良の受信特性が得られるようにＲＡＫＥ合成するパス
を選択する。
(3)パイロット同期検波チャネル推定法
　0.625ms周期に受信するパイロットブロック（４パイロット・シンボル）を用いて同期
検波を行う。
5.1.1.2. マルチパイロットブロックを用いるチャネル推定
　情報シンボル区間前後の複数パイロットブロックを用いるチャネル推定方法を図４０に
示し、詳細を以下に示す。
例
*前後各々３パイロットブロックを平均化する場合の、時刻t=０における-3Tp<t<-2Tpの情
報シンボル区間のチャネル推定処理を下記に示す。
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(a)P1～P6の各パイロットブロックについて各々ＱＰＳＫ変調を戻す。
(b)P1～P6の各パィロットブロック４シンボルの同相、直交成分について各々平均値を求
める。
(c)各平均値にα１～α３の重み係数を掛け、加算する。
(d)得られた結果をP3とP4の間の情報シンボル区間（斜線部）のチャネル推定値とする。
5.2. ベースバンド信号処理部
5.2.1. 送信電力制御
5.2.1.1. 送信電力制御概要
(1)ＲＡＣＨ送信電力制御
　ＢＴＳはＢＣＣＨにより、とまり木チャネルの送信電力及び、上り干渉電力を報知して
いる。移動局はこれらの情報を基にＲＡＣＨの送信電力を決定する。
(2)ＦＡＣＨ送信電力制御
　ＲＡＣＨには移動局が測定したとまり木チャネル受信ＳＩＲが含まれている。ＢＴＳは
この情報を基に受信したＲＡＣＨに対応するＦＡＣＨの送信電力を決定し、送信情報とと
もに送信電力値を指定する。送信電力値は情報を送信する毎に変化しうる。
(3)個別物理チャネルの上り／下り送信電力制御
　初期送信電力については，ＲＡＣＨおよびＦＡＣＨと同様に決定する。その後，ＢＴＳ
および移動局はＳＩＲベースの高速クローズドループ制御に移行する。クローズドループ
制御では、受信側で周期的に受信ＳＩＲの測定値と基準ＳＩＲ値の比較を行い、比較結果
をＴＰＣビットにより送信側に通知する。送信側では、ＴＰＣビットに従い、送信電力の
相対制御を行う。所要の受信品質を満足するために、受信品質に応じて基準ＳＩＲ値を更
新するアウタループ機能を有しており、基準ＳＩＲ値をに対して指定する。下りについて
は、送信電力値の上限と下限を設定する範囲制御を行う。
(4)パケット伝送時の送信電力制御
　ＵＰＣＨの場合は、上記(3)と同様の制御を行う。パケット伝送時のＲＡＣＨについて
は、上記(1)と同様の制御を行う。パケット伝送時のＦＡＣＨについては、送信電力範囲
指定で指定された送信電力値で常時送信する。上記(2)と異なり、情報を送信する毎に送
信電力値は変化させない。
5.2.1.2. ＳＩＲベースの高速クローズドループ送信電力制御
(1)基本動作
　ＢＴＳ(移動局)において送信電力制御周期(0.625ms)毎に受信SIRの測定を行い、基準Ｓ
ＩＲ値よりも大きい場合はＴＰＣビット＝’0’，基準ＳＩＲ値よりも小さい場合はＴＰ
Ｃビット＝’1’とし、移動局(ＢＴＳ)に対し２ビット連続で伝送する。移動局(ＢＴＳ)
ではＴＰＣビットを軟判定し、’0’と判定した場合は送信電力を1dB下げ、’1’と判定
した場合は送信電力を1dB上げる。送信電力の変更タイミングは、パイロットブロックの
直前とする。上りについては最大送信電力，下りについては最大送信電力と最小送信電力
が指定され、その範囲内での制御を行う。（図４１参照）
　同期が外れてＴＰＣビットを受信できない場合には、送信電力値は一定とする。
(2)上り／下りフレームタイミング
　上り／下りの通信チャネルのフレームタイミングは、パイロット・シンボル位置が1/2
スロットシフトするようにし、１スロット制御遅延の送信電力制御が実現できるような構
成とする。（図４２参照）
(3)初期動作
　初期状態からクローズドループ制御への移行方法を図４３に示す。
【０１１８】
　図４３(A)の下り送信電力制御をまず説明する。
*下りＳＩＲ測定結果に基づくＴＰＣビットを受信できるようになるまでは、固定の送信
電力制御パターンで送信する。これが初期動作である。
*初期動作は送信電力を徐々に上げるような、制御パターンで送信するが、これは２段階
に分けられる。
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(a)ＢＴＳは、第１送信電力増加過程として、所定の間隔毎に、所定回数連続して、所定
量づつ送信電力を増加させる。第１送信電力増加過程を終了した時点で、指定された初期
送信電力値となる。これら所定の値は予め設定される。この第１送信電力増加過程は、大
きな送信電力を急激に送信することによる、他の移動局への干渉電力の急激な増加を避け
ることを目的とする。
【０１１９】
　所定の値は、他の移動局が送信電力制御により干渉電力量の変動に追従可能な程度に段
階的に送信電力を増加させるように設定される。このとき下りチャネルで伝送するＴＰＣ
ビットは、移動局の送信電力が徐々に増加するような固定パターンとする(例：011011011
...)。このパターンは予め設定される。
【０１２０】
　第１送信電力増加過程中に上り個別物理チャネルの同期が確立した場合には、増加過程
を中止し、移動局から受信したＴＰＣビットに従い、高速クローズドループ送信電力制御
を行う。
(b)さらにＢＴＳは、上りフレーム同期を確立するまでの間、第２送信電力増加過程とし
て、所定の間隔毎に所定量づつ送信電力制御を増加させていく。これら所定の値は、上記
(a)の所定の値とは別に予め設定される。この第２送信電力制御増加過程は、設定された
初期送信電力値が、移動局にとって下り無線フレーム同期を確立するのに不足であった場
合においても、送信電力を徐々に増加させることにより下り無線フレーム同期確立を保証
するための過程である。本過程の所定の間隔は、比較的長い間隔であり、１～数秒程度で
ある。この下りの送信電力制御のパターンは干渉量等により変えることも可能である。
(c)移動局は下りフレーム同期を確立すると、オープンループで決定した送信電力を初期
値として、ＢＴＳから受信したＴＰＣビットに従い送信電力の相対制御を行う。このとき
上りチャネルで伝送するＴＰＣビットは、下りＳＩＲ測定結果に基づき決定する。（図４
３(Ｂ)参照）
(d)ＢＴＳは上りフレーム同期を確立すると、移動局から受信したＴＰＣビットに従い送
信電力の相対制御を行う。
*上述の固定ＴＰＣビットパターンは、ＢＴＳがセル全体の干渉量により、変化させるこ
とができる。
*上述の上り送信電力制御は、基地局からの固定ＴＰＣビットパターンにより行っている
が、これを移動局に予め設定された固定制御パターンにより、同様の送信電力制御を行っ
てもよい。この場合はパターンを変えることができない。
*移動局からの上りの送信電力の初期値を、上述ではオープンループで決定しているが、
基地局から送られた初期値を用いるようにしてもよい。この構成では、基地局が初期値を
決定できるので、より最適な初期値を設定することができる。
(4)ＳＩＲ測定方法
ＳＩＲ測定についての要求条件は以下の通り。
・(2)に示した１スロット制御遅延の送信電力制御が実現できる。
・ＳＩＲ測定精度が高い。
測定例を以下に示す。
(A)受信信号電力(Ｓ)の測定
(a)Ｓの測定はスロット単位（送信電力更新単位）毎に行い、ＲＡＫＥ合成後のパイロッ
ト・シンボルを用いる。
(b)複数シンボルの同相，直交成分の絶対値の平均値の振幅２乗和を受信信号電力とする
。
(B)干渉信号電力(Ｉ)の測定
(a)１パイロットブロックの複数パイロット・シンボル及びオーバヘッドシンボルのＲＡ
ＫＥ合成後の平均信号電力を求める。
(b)前述の平均信号電力のルートを用い、各パイロット・シンボルのＱＰＳＫ変調を戻し
て（象限検出）各パイロット・シンボルにおける基準信号点とする。
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(c)１パイロットブロックのパイロット・シンボルの受信点と基準信号点の距離の２乗平
均値を求める。
(d)前述の２乗平均値をＭフレーム(M:1～100)にわたって移動平均し干渉信号電力を求め
る。
5.2.1.3. アウタループ
　ＢＴＳ、およびＭＣＣは、所要受信品質(平均ＦＥＲ、あるいは平均ＢＥＲ)を満足する
ため、品質情報に応じて高速クローズドループ送信電力制御の基準ＳＩＲを更新するアウ
タループ機能を有する。ＭＣＣではＤＨＯ時に選択合成後品質をもとにアウターループの
制御を行う。
(1)基準ＳＩＲ値の補正法
　基準ＳＩＲの初期値は指定する。受信品質の測定結果に基づき基準ＳＩＲを更新する。
ただしＭＣＣおよびＢＴＳともに、主な基準ＳＩＲの更新の決定を行う。具体的な方法を
以下に述べる。
i)品質監視の開始を指定。
ii)常時指定された品質監視を実行し、品質監視結果を通知する。
iii)報告された品質監視結果に従い、基準ＳＩＲの更新を行うか判断する。更新を判断し
た場合には、基準ＳＩＲを設定して、基準ＳＩＲ更新を指定する。
5.2.1.4. セクタ間タイバーシチ・ハンドオーバ時の送信電力制御
　セクタ間タイバーシチ・ハンドオーバ時は、上り／下りとも、セクタ間最大比合成後に
受信ＳＩＲの測定及び、ＴＰＣビットの復調を行う。また下りＴＰＣビットは、複数セク
タから同一の値を送信する。従って，タイバーシチ・ハンドオーバを行っていない場合と
同様の送信電力制御を行う。
5.2.1.5. セル間タイバーシチ・ハンドオーバ時の送信電力制御
(1)上り送信電力制御（図４４参照）
(a)ＢＴＳ動作
　各ＢＴＳは、タイバーシチ・ハンドオーバを行っていない場合と同様に上り受信ＳＩＲ
を測定し、その測定結果に基づいて決定したＴＰＣビットを移動局に対して伝送する。
(b)移動局動作
　ＴＰＣビットをＢＴＳ単位で独立に受信する（セクタ間ダイバーシチは行う）。同時に
ＢＴＳ毎のＴＰＣビットの信頼度（受信ＳＩＲ）を測定する。所定の信頼度を満足するＴ
ＰＣビットの軟判定多数決結果の中に’０’が一つでもあれば送信電力を1dB下げる。全
て’１’の場合は送信電力を1dB上げる。
(2)下り送信電力制御（図４５参照）
(a)ＢＴＳ動作
　各ＢＴＳは、タイバーシチ・ハンドオーバを行っていない場合と同様に，受信したＴＰ
Ｃビットに従い送信電力を制御する。上り同期が外れてＴＰＣビットを受信できない場合
には、送信電力値は一定とする。
(b)移動局動作
　サイトダイバーシチ合成後の受信ＳＩＲを測定し、その測定結果に基づいて決定したＴ
ＰＣビットを各ＢＴＳに対して伝送する。
5.2.2. 同期確立処理
5.2.2.1. 移動局立ち上げ時
(a)各セクタは、ロングコードの一部をマスクしたとまり木チャネルを送信している。移
動局は立ち上げ時に、ロングコード３段階初期同期法により、セクタ選択を行い、とまり
木チャネル同期を確立する。
(b)とまり木チャネルは、自セクタ番号と周辺セルのロングコード番号を報知している。
移動局は、この報知情報を基に、同一セル内他セクタ及び周辺セル内セクタのとまり木チ
ャネル同期を確立し、とまり木チャネルの受信レベル測定を行う。移動局はとまり木チャ
ネル受信レベル比較により，待ち受け中のセクタ移行判定を行う。
5.2.2.2. ランダム・アクセス受信
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　位置登録時や発着信時に、移動局はＲＡＣＨを送信する。ＢＴＳは複数のフレームオフ
セットで送信されたＲＡＣＨの同期を確立し受信する。
【０１２１】
　図８５ないし図８８に示すように、10msecあたり４種類のオフセットタイミングで送信
される全てのＲＡＣＨ土およびＲＡＣＨ-Ｓの受信処理を0.625msec以内に完了できるよう
に、ＲＡＣＨの受信同期確立できる。受信処理には、デインタリーブ、ビタビ復号、ＣＲ
Ｃ復号を含み、Ackの送信の必要性の有無を判定できるまでを含む。
【０１２２】
　ＢＴＳでは、ＲＡＣＨ受信タイミングの所定タイミングからの遅延時間により、移動局
とＢＴＳ間の往復の伝搬遅延時間を測定し、報告する。
5.2.2.3. 個別チャネル同期確立時（図８７参照）
　ＳＤＣＣＨ及びＴＣＨの同期確立手順の概要を示す。詳細な同期確立処理フローを図４
６に示す。
(a)ＢＴＳは下りチヤネルの送信を開始する。
(b)移動局はとまり木チャネルの同期情報及び、網から通知されたフレームオフセット群
、スロットオフセット群を基に、下りチャネルの同期を確立する。
(c)移動局は下りチャネルと同一フレームタイミングで上りチャネルの送信を開始する。
(d)ＢＴＳはＭＣＣから指定されたフレームオフセット群，スロットオフセット群を基に
上りチャネル同期を確立する。ここで、実際の同期タイミングは、移動局とＢＴＳ間の往
復の伝搬遅延時間だけずれるため、ランダム・アクセス受信時に測定した往復の伝搬遅延
時間を利用し、同期確立のためのサーチ範囲の短時間化を図ることが可能である。
5.2.2.4. セル間タイバーシチ・ハンドオーバ時
　タイバーシチ・ハンドオーバ開始時においても、移動局の送信する上り個別物理チャネ
ルと、タイバーシチ・ハンドオーバ元ＢＴＳの送信する下り個別物理チャネルについては
、その無線フレームナンバおよびロングコード位相は通常通り連続的にカウントアップさ
れ、瞬間的に変化しない。当然ながら搭載されるユーザ情報も連続性が保証され、瞬断を
引き起こすことはない。
【０１２３】
　タイバーシチ・ハンドオーバ開始時の同期確立手順の概要を示す。（図８８参照）
(a)移動局は送信中の上り個別物理チャネルとハンドオーバ先ＢＴＳで送信しているとま
り木チャネルとの、同一フレームナンバでの無線フレームのフレーム時間差を測定し、網
に通知する。測定値はとまり木チャネルのフレーム・タイミングに対する、上り個別物理
チャネルのフレームタイミングの時間差でる。chip単位の、常に正の値であり、その範囲
は０～「上りロングコード周期－１」chipである。
(b)移動局は、フレーム時間差測定値をレイヤ３信号として、上り個別物理チャネルのＡ
ＣＣＨでタイバーシチ・ハンドオーバ元ＢＴＳを介し、ＢＳＣに通知する。
(c)ＢＳＣは、フレーム時間差測定値を、発着信接続時に設定されたフレームオフセット
およびスロットオフセットと併せて、タイバーシチ・ハンドオーバ先ＢＴＳにレイヤ３信
号にて通知する。
(d)ハンドオーバ先ＢＴＳは、上記のフレーム時間差測定値と、フレームオフセットおよ
びスロットオフセットの通知を受け、それらの情報を利用して下り個別物理チャネルの送
信を開始するとともに移動局が送信中の上り個別物理チャネルの同期確立処理を開始する
。具体的な下り個別物理チャネルの送信タイミング、および上り個別物理チャネルの同期
確立方法は4.1.3参照。
5.2.2.5. 同一セル内他セクタのとまり木チャネル同期
　同一セル内の各セクタは、システムで決められた位相差で、同一ロングコード，同一シ
ョートコードで拡散したとまり木チャネルを送信している。移動局は初期同期完了後、待
ち受けセクタから報知情報を受信する。報知情報には、自セクタ番号及び、同一セル内セ
クタ数が書き込まれている。移動局はこの情報により、同一セル内他セクタのロングコー
ド位相を特定し、とまり木チャネル同期を確立する。
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5.2.2.6. 個別チャネルの同期確立判定方法
(a)　チップ同期
　ＢＴＳは受信すべきチャネルの上りロングコード位相を把握している。ＢＴＳはパスサ
ーチを行い、相関検出値の高いパスをＲＡＫＥ受信する。5.1.2で示した伝送特性を満足
していれば，直ちにＲＡＫＥ受信が可能である。
(b)　フレーム同期
　ロングコードの位相とフレームタイミングとは一意に対応しているため、基本的にはフ
レームタイミングをサーチする必要はなく、チップ同期確立後のロングコード位相に対応
するフレームタイミングでフレーム同期を確認するだけでよい。個別物理チャネルに対す
るＢＴＳのフレーム同期確立判定条件は、ＳＷの不一致ビット数がNb以下である無線フレ
ームがＳＲフレーム以上連続した場合とする。
(c)　スーパーフレーム同期
　個別物理チャネルにはＦＮを示すビットが存在しないため、暗黙的にフレームナンバを
判定し、スーパーフレーム同期を確立する。
【０１２４】
　上り個別物理チャネルについては、図８７に示すとおり、上りロングコードの位相０の
タイミングから、フレームオフセット＋スロットオフセットだけ遅れたタイミングでフレ
ームナンバ０となるように、個別物理チャネルのフレームナンバは設定される。このロン
グコード位相とフレームナンバとの関係は、発着信接続後、タイバーシチ・ハンドオーバ
を繰り返したとしても、無線チャネルが解放されるまで変わらない。
【０１２５】
　下り個別物理チャネルについては、とまり木チャネルのフレームタイミングに対し、所
定の時間ずれたタイミングの無線フレームのフレームナンバを、とまり木チャネルのＳＦ
Ｎのmodulo 64の値とする。所定の時間は、発着信接続時には図８７に示すとおりフレー
ムオフセット＋スロットオフセットである。タイバーシチ・ハンドオーバ時には図８８に
示すとおり、フレーム時間差測定値-1/2slot-αである。αは、フレーム時間差測定値-1/
2slotをシンボル単位にするための切り捨て値である。
（2）再同期
　本システムでは常時最適パスのサーチをサーチヤャーで行うことにより、常時最同期を
図っていることと等価である。よって、特別な再同期確立処理手順を設けない。
5.2.3. 同期外れ判定方法
　個別物理チャネルに対するＢＴＳの無線区間同期外れ判定方法を以下に示す。無線フレ
ーム毎に、以下の２条件について状態を監視する。
条件１：ＳＷの不一致ビット数がNb以下
条件２：ＤＴＣＨの選択合成単位、もしくはＵＰＣＨの内符号化単位のＣＲＣ　ＯＫ
　上記２条件を双方満足しない無線フレームがＳＦフレーム以上連続した場合に、同期外
れ状態と判定する（前方同期保護段数：ＳＦ）。
【０１２６】
　同期外れ状態において、上記の２条件の内、一方でも満足する無線フレームがＳＲフレ
ーム以上連続した場合に、同期保持状態と判定する（後方同期保護段数：ＳＲ）。
5.2.4. ハンドオーバ制御
5.2.4.1. 同一セル内セクタ間タイバーシチ・ハンドオーバ
　１セル内でのセクタ間タイバーシチ・ハンドオーバを行うセクタ数は、最大３とする。
（1）上り
*物理チャネルの全シンボルについて、複数セクタアンテナからの受信信号のスペースダ
イバーシチと同様に最大比合成を行う。
*最大比合成後のＴＰＣシンボルを用いて、下りの送信電力制御を行う。
*最大比合成後の受信品質を用いて、上り送信電力制御を行う。つまり最大比合成後の受
信品質を用いて、下りＴＰＣシンボルの値を設定する。
*有線伝送については、タイバーシチ・ハンドオーバを行っていない場合と同様のリンク
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の設定、および送信を行う。
（2）下り
*複数のセクタアンテナから、物理チャネルの全シンボルについて、同一のシンボルを送
信する。送信タイミング制御については、セル間タイバーシチ・ハンドオーバと同様であ
り、詳細は4.1.3参照。
*有線伝送については、タイバーシチ・ハンドオーバを行っていない場合と同様のリンク
の設定、および受信を行う。
5.2.4.2. セル間タイバーシチ・ハンドオーバ
　上り下りともに、タイバーシチ・ハンドオーバを行っていない場合と同様の送受信信号
処理を行う。
5.2.5. パケット伝送制御
5.2.5.1. 用途
　パケット伝送制御は、以下のサービス提供時に適用される。
*ＴＣＰ/ＩＰパケットサービス
*モデム（ＲＳ232Ｃシリアルデータ伝送）サービス
5.2.5.2. 概要
　低密度閑散トラヒックから、高密度大容量トラヒックまでの多様なトラヒック特性を有
するデータを、無線資源および設備資源の高効率使用を図りながら伝送することを目的と
する。主な特徴を以下に述べる。
（1）トラヒック等の伝送機能に応じた使用物理チャネル切替
　サービス品質を劣化させることなく無線資源および設備資源の有効利用を図るために、
時間とともに変動するトラヒック量等の伝送機能に応じて使用する物理チャネル（論理チ
ャネル）を随時切り替える。
【０１２７】
　閑散トラヒック時：共通制御用物理チャネル（ＦＡＣＨ,ＲＡＣＨ）
　高密度トラヒック時：個別物理チャネル（ＵＰＣＨ）
（2）ＭＳ～ＢＴＳ間での物理チャネル切替制御
　物理チャネルの切替制御は頻繁に行われ得る。この切替制御が有線伝送制御にまで波及
すると、有線伝送制御負荷の増大、有線伝送コストの増大、ＢＳＣおよびＭＳＣへの制御
負荷の増大につながり、さらには切替制御遅延を増加させサービス品質の劣化を招く。こ
れを避けるために、切替制御はＭＳ～ＢＴＳ間に閉じて実行され、有線伝送制御およびＢ
ＳＣ,ＭＳＣの制御を何等必要としないこと
とする。
（3）セル間高速ＨＨＯ
　少なくとも、共通制御用物理チャネルを使用している場合にタイバーシチ・ハンドオー
バを実行することは、送受信タイミングを個別物理チャネルの場合のように自由に設定で
きないため不可能である。
【０１２８】
　物理チャネルの切替制御を行う上で、個別物理チャネルに通常のＤＨＯを適用した場合
、個別物理チャネルを切り替える際に複数のＢＴＳを制御する必要があり、制御負荷の増
大、および制御遅延の増大によるサービス品質の増加を招く。そこでパケット伝送におけ
る方式としてハード・ハンドオーバ(ＨＨＯ)を採用する。ただし、ハード・ハンドオーバ
による干渉電力量の増大を避けるため、高頻度にＨＨＯを行う。
【０１２９】
　高頻度にＨＨＯを行うこととなるため、ＨＨＯ処理が有線伝送制御にまで波及すると、
有線伝送制御負荷の増大、有線伝送コストの増大、ＢＳＣおよびＭＳＣへの制御負荷の増
大につながり、さらにはＨＨＯ制御遅延を増加させサービス品質の劣化を招く。これを避
けるために、有線区間はタイバーシチ・ハンドオーバ状態とし、無線区間のみＨＨＯとす
る。さらにＨＨＯ制御はＭＳ～ＢＴＳ間に閉じて実行され、有線伝送制御およびＢＳＣ,
ＭＳＣの制御を何等必要としない。
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5.2.5.3. セル間ハンドオーバ制御
*セル間ハンドオーバ処理手順を以下に述べる。処理シーケンスを図４７に示す。
（1）通常のＤＨＯと同様に、移動局は周辺セクタのとまり木チャネル受信レベルから、
タイバーシチ・ハンドオーバ開始条件を満足するセクタを選択し、ＢＴＳを介してＢＳＣ
に報告。
（2）ＢＳＣは有線回線のリンクをタイバーシチ・ハンドオーバ先ＢＴＳに対しても設定
し、ＤＨＴに複数のリンクを接続して、有線区間をＤＨＯ状態とする。（3）移動局は、
在圏セクタのとまり木チャネル受信レベルとＨＯ中の他のセクタのとまり木チャネル受信
レベルとから、ＢＴＳ～ＭＳ間の伝搬ロスをＢＴＳ毎に常時測定し、比較する。在圏セク
タの伝搬ロスよりも、ＨＯ中の他のセクタの伝搬ロスの方が小さくなり、かつその差が所
定値以上となった場合に、ハード・ハンドオーバの開始を判定する。まず移動局は在圏し
ていたセクタに対して、パケットデータの送受信を止める要求を出す。
（4）移動局が在圏していたセクタのＢＴＳは、応答信号を移動局に返した後、パケット
データの無線区間での送受信の停止、および無線リンクの解放処理を止める。ただし、有
線に対するリンクの設定は何等変更しない。
（5）移動局は、在圏していたセクタのＢＴＳからの応答信号を受信した後、在圏してい
たセクタのＢＴＳとの無線回線を解放して、ＨＯ先のセクタのＢＴＳに対し、ＲＡＣＨで
パケットデータの送受信要求信号を送信する。この信号にはＨＯ元ＢＴＳで使用していた
物理チャネル（共通制御用物理チャネルor個別物理チャネル）を使用する。
（6）ＨＯ先のＢＴＳは、受信したＲＡＣＨの情報から、この信号にはＨＯ元ＢＴＳで使
用していた物理チャネル（共通制御用物理チャネルor個別物理チャネル）の情報を含む。
パケットデータ伝送用に設定すべき物理リンクを設定する。有線に対するリンクの設定は
何等変更しないが、有線リンクと無線リンクとの結合を指定する。
*本処理シーケンスは使用物理チャネル（共通制御用物理チャネル／個別物理チャネル）
に関わらず、同一である。ただし、無線リンクの設定／解放において、個別物理チャネル
については物理チャネルの設定／解放処理が必要であるが、共通制御用物理チャネルにつ
いては不要である。
5.2.5.4. セクタ間ハンドオーバ制御
　セクタ間ハンドオーバ時の接続形態例を図４８～図５１に示す。
【０１３０】
　個別物理チャネル(ＵＰＣＨ)の場合、セクタ間ＤＨＯはＢＴＳに閉じて制御可能である
ため、パケット伝送時においても、回線交換モードの場合と同様に上り・下りともに最大
比合成を用いたセクタ間ＤＨＯを行う。
【０１３１】
　共通物理チャネル(ＦＡＣＨ,ＲＡＣＨ)の場合には、送受信タイミングを自由に設定で
きないため、上り・下りともに最大比合成は不可能である。よってＢＴＳおよび移動局内
で、とまり木チャネルの伝搬ロスに従い、１セクタとのみ送受信を行うように切替制御を
行う。切替制御方法は、図４７のセル間ハンドオーバの処理と同様である。
5.2.5.5. 物理チャネル切替制御
(1)切替判断ノード
　移動局の在圏セクタを配下に持つＢＴＳにて下記要因を基に切替判断を行う。(2)切替
判断要因
　以下の要因を使用可能であり、どの要因を使用するかは設定による。要因１および２に
ついては、各要因の情報の報告を開始し、使用可能となる。
【０１３２】
　要因１：ＭＣＣのＡＤＰおよびＭＳのＡＤＰからのin-band情報（使用希望物理チャネ
ル情報）
　要因２：ＢＴＳによる上り／下りトラヒック量監視
　要因３：ＭＳからＢＴＳへの、使用チャネル切替要求レイヤ３信号
(3)切替判断方法
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　上記(2)の要因により報告された情報と、予め設定された閾値とを比較し、判断される
。
(4)切替制御方法
*切替シーケンスを図５２および図５３に示す。
【０１３３】
　例えば、共通物理チャネルで移動局(ＭＳ)と基地局(ＢＴＳ)とが通信している場合（図
５２）、上述の切替判断要因が発生すると、ＢＴＳにおいて切替判定を行う。判定の結果
切り替える場合は、ＢＴＳは、個別物理チャネル設定指示をＭＳにＦＡＣＨを用いて行い
、指示した個別物理チャネルの設定処理をＭＳとの間で行う。そして、共通制御用物理チ
ャネルから設定された個別物理チャネルへと、ＭＳに対する有線リンクと無線リンクの接
続を変更する。その後に設定された個別物理チャネルで通信を行う。
【０１３４】
　また、移動局(ＭＳ)と基地局(ＢＴＳ)とが個別物理チャネルで通信中の場合（図５３）
、ＢＴＳで共通物理チャネルへの切替判断を行う。切替を必要としているときは、使用し
ている個別物理チャネルの解放指示をＵＰＣＨを介してＭＳに対して行う。
【０１３５】
　ＭＳは、個別物理チャネルの解放指示を受けると、それに対して応答するとともに、使
用している個別物理チャネルを解放する。そして、共通物理チャネルのＦＡＣＨ受信を開
始する。
【０１３６】
　ＢＴＳは、応答を受けるとそのＭＳに対して使用している個別物理チャネルを解放する
とともに、有線リンクと無線リンクとの接続を変更する。そして、ＭＳとＢＴＳは、共通
制御用物理チャネルで通信を行う
*移動局～ＢＴＳ間でのみの無線区間で処理され、ＢＳＣおよび有線区域には何等関わら
ない。
【０１３７】
　切替制御は、基地局(ＢＴＳ)のみで判断して切替制御を行っているので、有線区間（例
えば、基地局と制御局(ＢＳＣ)間）の切替制御を行わないので、切替制御における制御負
荷を軽減することができるとともに、切替制御の高速化を図ることができる。
*移動局～ＢＴＳ間の制御信号はレイヤ３信号であり、ＢＴＳにて処理される。
ＢＴＳとしては、上述のように、指示に従い、有線リンクと無線リンクとの接続の変更を
行う必要がある。
5.3. 伝送路インタフェース部
5.3.1. 物理インタフェース終端機能
*電気レベルインタフェース
*セルレベルインタフェース
a)　伝送フレームの生成／終端
　ＰＤＨベースの６．３Ｍ／１．５Ｍの伝送路を用いて、ＡＴＭセルをマッピングする。
【０１３８】
　６．３Ｍでは、ＴＳ９７、９８は使用せず、ＴＳ１からＴＳ９６までを使って、また１
．５Ｍでは、ＴＳ１から２４まですべてを使って、ＡＴＭセルを伝送する。このとき、Ａ
ＴＭセルの５３バイトの区切りは意識する必要はないが、タイムスロットの区切りとＡＴ
Ｍセルの１オクテットの区切りは、境界を合わせて伝送する。
【０１３９】
　受信側においても、６．３Ｍでは、ＴＳ９７、９８のデータは無視して、ＴＳ１～９６
までの範囲からＡＴＭセルを取り出す。１．５Ｍでは、ＴＳ１から２４よりＡＴＭセルを
取り出す。
b)　セル同期確立
1)　まず、セルの境界を探すためには、セル同期以前に物理レイヤから１オクテットの区
切りが示されるため、その１オクテットずつシフトしながら４オクテット単位のヘッダ誤
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り制御符号を生成多項式Ｘ8＋Ｘ2＋Ｘ＋１によって計算し、５オクテット目の値から'010
10101'を減算した（モジュロ２）値と等しくなるまで繰り返す。
2)　一度、ＨＥＣ（Header Error Correction）の値と、演算結果が等しいところが検出
されると、その位置をヘッダの位置と仮定して前同期状態になる。
3)　次からは１セル後（５３バイト後）がヘッダの位置と予測して、ＨＥＣの確認を行い
、連続６回確認できたら同期状態へと遷移する。
4)　同期状態においても、１セル毎に常にＨＥＣ確認動作を続け同期状態を監視する。Ｈ
ＥＣ誤りを検出しても、同期保護によって連続７回未満であれば同期状態を保つ。連続７
回誤ったところで同期はずれ状態とし、そこで再同期のために1)の状態に戻る。
c)　セル速度調整
　伝送路上に送出すべきセルがない場合など、伝送路での速度とＡＴＭレイヤからのＡＴ
Ｍセル速度が異なったときに、伝送路の速度に合わせるために、セル速度調整用として、
物理インタフェースにおいて、空きセル（ＩＤＬＥセル）を挿入する。
【０１４０】
　空きセルは、固定的なパターンのセルで、セルヘッダが'00000000 00000000 00000000 
00000001 01010010'で識別される。また、情報フィールドのパターンは'01101010'の繰り
返しパターン列である。（図３２参照）
　この空きセルは受信側では、セル同期にのみ使用され、そのほかには意味を持たない。
*セルレベルスクランブラ（６．３Ｍのみ適用）
1)　セルレベルにおいて、Ｘ43＋１の生成多項式により、情報フィールドビットのみラン
ダム化する。
2)　セル同期のハンテイング状態ではデスクランブルを停止する。
3)　前同期状態および同期確立状態では、デスクランブラは情報フィールドの長さと等し
いビット数の間動作し、次のヘッダと予測される期間では停止する。
4)本機能のenable/disenableをハードスイッチにより指定できる。
5.3.2. ＡＴＭ終端機能
*ＡＴＭセルＶＰＩ／ＶＣＩ判別
　ＡＴＭセルは、それぞれアプリーケーション毎また、ユーザー毎に異なるＶＣＩ／ＶＰ
Ｉを持っており、そのＶＰＩ／ＶＣＩを識別することにより、各処理部へセルを伝達する
。
*ＡＴＭセルＶＰＩ／ＶＣＩ多重
　上り信号の場合は、異なるＶＣＩでもＶＰＩ毎にまとめて多重して送るため、それぞれ
のアプリケーションからの上りＡＴＭセル信号を帯域保証制御して出力する。
*セルヘッダの構造
　ＡＴＭセルには、図５４に示すようなセルヘッダがある。セルヘッダにはＶＰＩが８ビ
ットと、ＶＣＩが１６ビット割り当てられているが、詳細のコーディングについては交換
機と基地局間で別途取り決められる。
*ＡＴＭヘッダのコーディング
　まず、ＡＴＭセルのビット送出順は、オクテット内の各ビットはビット番号８から送出
し、オクテットはオクテット番号１から送出する。このようにＭＳＢから順に送出される
。
【０１４１】
　ＶＰＩ／ＶＣＩのルーティングビットについては、基地局と交換局間のインタフェース
において、ＶＰＩは３種類。ＶＣＩは０～２５５までの２５６種類（８ビット）が取り決
められている。
*回線番号／ＶＰＩ／ＶＣＩ設定（初期時）  
　　回線番号：ＨＷインタフェースカードの実装位置およびカード内のコネクタ　　　　
　位置に対して固定的に回線番号が対応
　　ＶＰＩ：常時“０”（実質使用しない）
　　ＶＣＩ：有線伝送路のリンクを設定する際に、ＶＣＩを指定
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5.3.3. ＡＡＬ－Ｔｙｐｅ２制御機能
*ＡＡＬタイプ２プロトコル
　可変速度符号化された音声などの可変速度型で、送受信端のタイミング依存性を持つサ
ービスを提供することを想定したプロトコルである。
【０１４２】
　詳細の仕様については、ＩＴＵ－ＴＩ．３６３．２に準拠している。
a)　サービス種類（要求条件等）
　ＡＡＬタイプ２は、送信と受信間の上位レイヤに対して、可変速度でかつタイミング条
件を有するリアルタイムのデータ転送を要求される。また、送信と受信間でクロックとタ
イミングを一致させる為の情報の転送、データの構造に関する情報の転送などが要求され
る。
b)　タイプ２の機能
　タイプ２の機能としては、タイプ１と同様にタイミング条件を有し、データと音声のマ
ルチメディア多重のための多重機能や、可変レートに対する対応やセルの損失優先などに
関わる処理が必要である。
5.3.4. 下り信号分離手順
*下り信号中の制御信号と通信信号の分離は、まずＡＡＬタイプによって識別する。ＡＡ
ＬタイプにはＡＡＬ２とＡＡＬ５がありそれぞれ、ＶＣＩによってＡＡＬタイプが識別で
きる。（4.2.2.1参照）
*ＡＡＬ５コネクション中のＢＴＳ～ＭＣＣ間制御信号とスーパーフレーム位相補正用セ
ルはそれぞれＶＣＩが異なるため、これらもＶＣＩにより分離する。
*ＡＡＬ２コネクションには更にＣＩＤによるユーザー識別があり、呼毎にＣＩＤが異な
るためＣＩＤによって分離する。
5.3.5. 帯域保証制御
*帯域保証制御の概要を図５５に示す。
*下記に示す品質クラスに合わせ、ショートセルおよび標準セルの送信順序を設定し、各
帯域を確保する。具体的には、最大許容遅延時間を超えたショートセルおよび標準セルを
廃棄することを前提とし、セル廃棄率が最大セル廃棄率となるように、品質クラス毎のシ
ョートセルおよび標準セルの送信順序を設定する。送信順序の設定は指定される。
*AAL-Type5を適用するＶＣに対しては、ＶＣＩと下記のAAL-Type5用の品質クラスとがＭ
ＡＴＭコネクションＩＤの設定により対応づけられる。
*AAL-Type2を適用するＶＣに対しては、ＶＣＩおよびＣＩＤとAAL-Type2用の品質クラス
とがＭＡＴＭコネクションＩＤの設定により対応づけられる。
5.3.5.1. 品質クラス
5.3.5.1.1. AAL-Type5用品質クラス
*AAL-Type5内において品質クラスの必要条件は下記に示す６種類が必要である。サービス
と品質クラスとの対応を表２８に示す。実際には有線伝送路のコネクションを設定する際
に、あわせて品質クラスが設定される。ただし、タイミングセル用ＶＣについては、常時
、最優先（遅延0ms、廃棄率０）とする。
【０１４３】
　（最大遅延許容時間、許容セル廃棄率）
　（最優先：遅延０ｍｓ、廃棄率０）
　（５ｍｓ、１０-4）
　（５ｍｓ、１０-7）
　（５０ｍｓ、１０-4）
　（５０ｍｓ、１０-7）
　（AAL-Type2）
5.3.5.1.2. AAL-Type2用品質クラス
*AAL-Type2内において品質クラスの必要条件は下記に示す４種類が必要である。サービス
と品質クラスとの対応を表２８に示す。実際には有線伝送路のコネクションを設定する際
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【０１４４】
　（最大遅延許容時間、許容セル廃棄率）
　（５ｍｓ、１０-4）
　（５ｍｓ、１０-7）
　（５０ｍｓ、１０-4）
　（５０ｍｓ、１０-7）
*表２８に示すように、AAL-Type2用のＶＣが複数ある場合、AAL-Type2の各品質クラスに
対する帯域割当は、ＶＣ毎に異ならせることができる。つまり、ＶＣ毎に異なるショート
セルの送信順序を設定することができる。
5.3.5.2. 上り信号帯域保証機能
*上り信号については、AAL-Type2レベルの帯域保証と、AAL-Type2及びAAL-Type5双方を含
めたＡＴＭセルレベルの帯域保証が必要である。上りＡＴＭセルの送出手順は図５６に示
し、上りAAL-Type2レベルの相乗りセル作成処理を図５７に示す。
*ＢＴＳ立ち上げ時にセル送信順序データが、品質クラスと対応づけて指定される。ショ
ートセルおよび標準セルは、このセル送信順序データに従って、各品質クラスより送信シ
ョートセルもしくは標準セルを選択して多重処理を行い、送信セルを作る。取り出し対象
品質のセルがバッファに存在しないときは、次の順番の他品質のセルを送信することが出
来る。
*バッファリングされたセルは、それぞれの品質クラスの許容遅延時間に従って、時間超
過したものは破棄する。
*表２８に対応したセル送信順序データの例を図５８に示す。
Ａ，Ｂ，Ｃ……Ｈの各割り当て帯域に合わせてＡ，Ｂ，Ｃ，……Ｌの送出サイクルを決め
る。（例ＡＣＡＤＡＦＡＣ．．．）
　更に、Ｅ，Ｆ，……，Ｋ，Ｌは、それぞれの品質クラスを満足するようにショートセル
をコンポジットする送信順序を決める。（例F2 F1 F2 F3 F4,,,）
　該当するクラスにセルがない場合は、次優先順位のセルを送出する。
*割り込みクラスのセルは、常に最優先で送出される。
【０１４５】
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【表２８】

 
【０１４６】
5.3.6. ＡＡＬ－Ｔｙｐｅ５＋ＳＳＣＯＰ機能
*サービス種類
　ＡＡＬ５は、シグナリング情報転送用に提供される簡易化されたＡＡＬタイプで、他の
ＡＡＬタイプと大きく違うところは、タイプ５のペイロードには、ヘッダトレイラがなく
４８バイトの転送が可能であり、通信のオーバヘッドは最小となっている。
*タイプ５の機能
　タイプ５では、データ伝送を効率的に行うため、セル毎の誤り検出を行わず、１ユーザ
ーフレーム毎に誤り検出を行う。誤り検出にはＣＲＣ－３２のチェックビットを用いて検
出する。このＣＲＣはユーザーフレーム毎に付与されるが、３２ビットのチェックビット
であるため検出能力は高く伝送品質の劣悪な環境下でも有効となる。
【０１４７】
　タイプ５のフォーマットを図５９に示す。
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　受信側では、
1)　ＡＴＭヘッダのＰＴ（ペイロードタイプ）の値をみて、データの区切りを判別する。
2)　次に、取り出したペイロードをＣＲＣ演算してチェックする。
3)　ＬＥＮＧＴＨ情報の妥当性を確認してユーザーデータを特定する。
*ＳＳＣＯＰプロトコルシーケンス（リンク確立、解放）
ＳＳＣＯＰでは、基地局と交換局間のデータフレームに応答確認やフロー制御情報などを
相乗りせずに、データフレームと制御フレームの役割を完全分離する。図６０にＳＳＣＯ
Ｐのリンク確立から解放までのシーケンス例を示す。
5.3.7. 上り遅延付加機能
*ＳＳＣＯＰはＢＴＳ～ＭＣＣ間制御信号用ＶＣおよびページング用ＶＣに適用され、Ｂ
ＴＳおよびＭＣＣにて処理される。
【０１４９】
　異なる基地局間の上り信号の合成の試験を行う際に、上り信号に対して遅延を付加する
ことで、システムの耐力を測ることを目的とした機能である。
【０１５０】
　上り信号に対して、０．６２５ｍｓｅｃステップ（フレームオフセット毎）に遅延を付
加すること力咄来、最大１００ｍｓｅｃまで遅延付加が可能であること。
【０１５１】
　遅延量はディップスイッチで設定可能なこと。
5.3.8. 基準タイミング生成機能（無線フレーム同期機能）
5.3.8.1. ＳＦＮ同期
　ＢＴＳは立ち上げ時、ＭＣＣとの間で、以下に述べるＳＦＮ(System Frame Number)の
時刻同期確立処理を行う。ＭＣＣで生成されるＳＦＮクロックが、システム全体における
マスタークロックである。本処理は、ＢＴＳにおいてＭＣＣのＳＦＮクロックとの時刻同
期を確立することを目的とする。その時刻同期誤差は5msec以内を目標とする。ＢＴＳは
同期確立後のＳＦＮクロックを、そのBTS内における基準クロックとする。ＢＴＳ配下の
各セクタでの送受信無線回線のタイミングは、このＢＴＳ基準ＳＦＮクロックを元に生成
される。（図８５ないし図８８参照）
　ＳＦＮ同期確立は、ＭＣＣ～ＢＴＳ間でタイミングセルを送受する事により実現される
。その手順を図６１に示し、詳細を以下に述べる。図中の番号は以下の文章の番号と対応
している。
（1）ＢＴＳは電源投入後、もしくはリセット後の立ち上げ時に、Temporary ＳＦＮ Cloc
kを生成する。
（2）ＢＴＳはＭＣＣに対して送信するタイミングセル１の送信時刻（スーパーフレーム
内時刻、およびLong Code周期内のスーパーフレーム位置）を取得する。
この時刻はTemporary ＳＦＮ Clockに基づいた送信時刻である。
（3）ＢＴＳはタイミングセル１を生成する。タイミングセル１に搭載する各情報要素の
値は表２９の通り設定する。
【０１５２】
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【表２９】

 
【０１５３】
（4）ＢＴＳは(3)にて生成したタイミングセル１を、(2)で取得した送信時刻で送信する
。
（5）ＭＣＣはタイミングセルｌを受信し、受信した時刻（スーパーフレーム内時刻、お
よびLong Code周期内のスーパーフレーム位置）を取得する。この時刻はＭＣＣで生成さ
れたＳＦＮ Clockに基づいた送信時刻である。
（6）ＭＣＣはＢＴＳに対して送信するタイミングセル２の送信時刻（スーパーフレーム
内時刻、およびLong Code周期内のスーパーフレーム位置）を取得する。この時刻はＭＣ
Ｃで生成されたＳＦＮ Clockに基づいた送信時刻である。
（7）ＭＣＣはタイミングセル２を生成する。タイミングセルに搭載する各情報要素の値
は表３０の通り設定する。
【０１５４】
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【表３０】

 
【０１５５】
（8）ＭＣＣは(7)にて生成したタイミングセル２を、(6)で取得した送信時刻で送信する
。
（9）ＢＴＳはタイミングセル２を受信し、受信した時刻（スーパーフレーム内時刻、お
よびLong Code周期内のスーパーフレーム位置）を取得する。この時刻はＢＴＳのTempora
ry ＳＦＮ Clockに基づいた受信時刻である。
（10）ＢＴＳは受信したタイミングセル２の情報要素から、Temporaru ＳＦＮ Clock位相
の補正値Ｘを算出する。補正値の算出方法、および算出根拠を図６２に示す。補正値の算
出結果はメモリに記憶される。
図６２において
ＳＦ_ＢＴＳ-１：タイミングセル1　ＢＴＳ送信ＳＦ時刻情報
ＬＣ_ＢＴＳ-１：タイミングセル１　ＢＴＳ送信ＬＣカウンタ時刻情報
ＳＦ_ＭＣＣ-１：タイミングセル１　ＭＣＣ－ＳＩＭ受信ＳＦ時刻情報
ＬＣ_ＭＣＣ-１：タイミングセル１　ＭＣＣ－ＳＩＭ受信ＬＣカウンタ時刻情報ＳＦ_Ｂ
ＴＳ-２：タイミングセル２　ＢＴＳ受信ＳＦ時刻情報



(61) JP 2009-189051 A 2009.8.20

10

20

30

40

ＬＣ_ＢＴＳ-２：タイミングセル２　ＢＴＳ受信ＬＣカウンタ時刻情報
ＳＦ_ＭＣＣ-２：タイミングセル２　ＭＣＣ－ＳＩＭ送信ＳＦ時刻情報
ＬＣ_ＭＣＣ-２：タイミングセル２　ＭＣＣ－ＳＩＭ送信ＬＣカウンタ時刻情報
（11）ＢＴＳは補正回数をカウントしており、補正値を算出し、記憶する毎にカウンタを
インクリメントする。
（12）ＢＴＳのシステムパラメータには補正回数の上限数Ｎを記憶している。ＢＴＳはカ
ウンタ値が上限値Ｎ以上となるまで、上記の(2)から(11)を繰り返す。Ｎは255以下とする
。
（13）補正回数の上限数となった時点で、記憶している複数の補正値の算出結果に対して
統計処理を行う。（統計処理内容は、暫定的に複数の算出結果中の最大値の選択とする。
）ＢＴＳは統計処理によって算出された補正値だけＢＴＳのTemporary ＳＦＮ Clockをシ
フトさせ、ＢＴＳのＳＦＮ Clockの補正処理を実行する。
（14）以上の動作が完了した時点で、ＢＴＳのＭＣＣとのＳＦＮ時刻同期が完了したもの
として、ＢＴＳのＨＷＹインタフェースカードのＡＣＴランプを点灯する。
【０１５６】
　タイミングセルの送信を開始してから、所定時間経過してもなお同期確立ＮＧなら、タ
イミングセルの送信を止め、伝送路インタフェースを有するカードのＥＲＲランプを点灯
させる。さらにＳＦＮタイミングを自走させ、自走ＳＦＮに従って、無線区間の伝送制御
を行える。
5.3.8.2. 同期保持機能
*ＢＴＳはＨＷＹより基準クロックを生成して、このクロックを元に各種クロックの生成
ができる。
*複数の1.5Ｍ-ＨＷＹがＢＴＳに接続される場合には、ディップスイッチ等のハードスイ
ッチにより、クロックを生成するＨＷＹを選択可能である。
*ＢＴＳは立ち上げ時におけるＳＦＮ時刻同期確立を完了した後、ＨＷＹから生成したク
ロックのみを元に、ＢＴＳの基準ＳＦＮ Clockは生成される。再度立ち上げ処理が行われ
ない限り、ＢＴＳの基準ＳＦＮ Clockが他の要因によって変更されることはない。ＢＴＳ
による自律的ＳＦＮ同期補正は行わない。またＭＣＣからの同期補正要求を契機とする、
同期補正処理も行わない。
5.4. ＭＣＣ～ＭＳ間伝送情報の転送処理方法
ＭＣＣ～ＭＳ間で伝送される情報の、ＢＴＳ内での転送処理方法は、無線区間の論理チャ
ネル毎に異なる。以下に処理方法を示す。ＭＣＣ～ＢＴＳ間の伝送情報については以下の
記述は無関係である。
5.4.1.　無線リンク－有線リンクの対応
　無線区間リンク（物理チャネル、論理チャネル）と、有線区間でのリンク（回線番号、
ＶＰＩ,ＶＣＩ,ＣＩＤ）との対応は、別資料の「リンクの例」を参照。
5.4.2. 伝送情報処理方法
5.4.2.1. 下り
表３１に論理チャネル毎の有線区間から受信した伝送情報の処理方法を示す。
【０１５７】
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【０１５８】
5.4.2.2. 上り
　表３２に論理チャネル毎の、無線区間から受信した伝送情報の処理方法を示す。
【０１５９】
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【表３２】

 
【０１６０】
5.4.3. ＳＡＬ設定方法
　無線区間からの上り伝送情報を有線区間に送信する際の、ショートセルもしくは標準セ
ル内のＳＡＬの設定方法を以下に述べる。基本的な設定方法は表２２参照。
5.4.3.1. ＳＡＴ
　全論理チャネルで常時“00”を用いる
5.4.3.2. ＦＮ
(1)ＤＴＣＨ
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*受信した無線フレームのＦＮを、その無線フレームで伝送された伝送情報を含むショー
トセルもしくは標準セルのＳＡＬのＦＮとする。
*図８７に示すとおり、上りロングコード位相＝０とＦＮ＝０の無線フレームの先頭chip
は発着信接続時に選択されたフレームオフセット値とスロットオフセット値との和だけず
れており、この関係はＤＨＯを繰り返しても不変である。そこで上りロングコード位相を
もとに受信無線フレームのＦＮを決定する。その決定方法は、受信された無線フレームの
先頭chipの位相をＰTOP、フレームオフセット値とスロットオフセット値との和をＰOFS、
１無線フレーム中のchip数をＣ、とすると、ＦＮは下式で決定される。
ＦＮ＝（(ＰTOP－ＰOFS)／Ｃ）mod 64
Ｃ＝10240,40960,81920,163840(chip tate＝1.024,4.096,8.192,16.384Mcps)
(2)ＡＣＣＨ
*１無線ユニットが複数の無線フレーム内に設定される場合（128ksps以下の個別物理チャ
ネルの場合）には、１無線ユニットを設定する複数の無線フレーム中の先頭の無線フレー
ムのＦＮをＳＡＬのＦＮとする。
*無線フレームのＦＮの決定方法は、上記(1)と同様である。
(3)ＳＤＣＣＨ,ＲＡＣＨ,ＵＰＣＨ
*ＣＰＳＰＤＵを構成した単数もしくは複数の無線フレームの先頭無線フレームのＦＮを
ＳＡＬのＦＮとする。
*無線フレームのＦＮの決定方法は、上記(1)と同様である。
5.4.3.3. Ｓｙｎｃ
(1)ＤＴＣＨ,ＵＰＣＨ,ＳＤＣＣＨ
*受信無線フレームが同期保持中であるならば、“０’とする。同期外れ中の場合には、
“１”とする。
*同期外れ時の詳細な処理は、後述の5.4.4参照。同期外れ判定方法については、5.2.3.　
参照
*ＵＰＣＨおよびＳＤＣＣＨにおいては、１ ＣＰＳ-ＰＤＵが複数無線フレームで構成さ
れる場合、全ての無線フレームが同期はずれの場合に“１”とする。
(2),ＡＣＣＨ,ＲＡＣＨ
*“０”とする。
5.4.3.4. ＢＥＲ
(1)ＤＴＣＨ
*無線フレーム毎のＢＥＲ推定値劣化判定結果に基づき、値を設定する。
(2)ＡＣＣＨ
*無線ユニット毎のＢＥＲ推定値劣化判定結果に基づき、値を設定する。
(3)ＳＤＣＣＨ,ＵＰＣＨ,ＲＡＣＨ
*ＣＰＳＰＤＵ毎のＢＥＲ推定値劣化判定結果に基づき、値を設定する。
5.4.3.5. Level
(1)ＤＴＣＨ
*無線フレーム毎のレベル劣化判定結果に基づき、値を設定する。
(2)ＡＣＣＨ
*無線ユニット毎のレベル劣化判定結果に基づき、値を設定する。
(3)ＳＤＣＣＨ,ＵＰＣＨ,ＲＡＣＨ
*ＣＰＳＰＤＵ毎のレベル劣化判定結果に基づき、値を設定する。
5.4.3.6. ＣＲＣ
(1)ＤＴＣＨ
*選択合成単位毎のＣＲＣ check結果に基づき、値を設定する。
(2)ＡＣＣＨ
*無線ユニット毎のＣＲＣ check結果に基づき、値を設定する。
(3)ＳＤＣＣＨ,ＵＰＣＨ,ＲＡＣＨ
*ＣＰＳＰＤＵ毎のＣＲＣ check結果に基づき、値を設定する。ただしＣＲＣ ＯＫの場合
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しか有線への送信は行われないため、実質常時“０”である。
5.4.3.7. ＳＩＲ
(1)ＤＴＣＨ
*無線フレーム毎のＳＩＲ測定結果に基づき、値を設定する。
(2)ＡＣＣＨ
*無線ユニット毎のＳＩＲ測定結果に基づき、値を設定する。
(3)ＳＤＣＣＨ,ＵＰＣＨ,ＲＡＣＨ
*ＣＰＳＰＤＵ毎のＳＩＲ測定結果（複数無線フレームにわたる場合には、複数フレーム
での平均値）に基づき、値を設定する。
5.4.3.8. ＲＣＮ,ＲＳＣＮ
　表２４に従い設定。
5.4.4. 同期外れ判定時処理方法
　5.5.2.3 記載の同期外れ判定方法により、同期外れが判定された場合の論理チャネル毎
の処理を表３３に示す。ここで、同期外れ判定は共通制御用物理チャネルには該当しない
ため、ＲＡＣＨについては記載しない。
【０１６１】
【表３３】

 
【０１６２】
5.4.5. セルロス検出機能
　ＭＣＣ側からの下りデータがＡＴＭ区間でのセルロスによってＢＴＳまで来ないときに
は以下のパラメータからセルロスの箇所を特定する。セルロス検出フローを図６３に示す
。
*フレーム番号(ＦＮ)：全ての非制限サービスでセルロス検出に使用
*無線サブチャネル番号(ＲＳＣＮ)：内符号化のＣＲＣ付与単位が10ms内で２つ以上ある
非制限サービス(128k以上の非制限サービス)で使用
*無線チャネル番号(ＲＣＮ)：マルチコードで実現する非制限サービスで使用
*ＵＵＩ(CPS-User To User Indication)：内符号のＣＲＣ付与単位がショートセルのユー
ザペイロード長42oct(ＲＣＮ、またはＲＳＣＮを使用した場合)、43oct(ＲＣＮ,ＲＳＮ未
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　上記の４つのパラメータを用いてセルロースを検出する。
【０１６３】
　セルロス検出時の処理方法について表３４に示す。
【０１６４】
【表３４】

 
【０１６５】
　上記の説明のように、本発明の移動通信システムにおける新規な基地局装置は、高速な
ＣＤＭＡのデジタル通信に最適なものである。
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