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(57)【要約】
　Ａ．セル又はセクタのチャネル化コードの数を決定す
る段階（ｓ１０１）と、Ｂ．前記セル又はセクタに、１
つより多くの基本ミッドアンブルコードを構成する段階
（ｓ１０２）と、Ｃ．前記１つより多くの基本ミッドア
ンブルコードを使用して、前記チャネル化コードより少
なくないミッドアンブルコードを生成する段階（ｓ１０
３）と、Ｄ．各々のチャネル化コードをそれぞれ異なる
ミッドアンブルコードに対応させるように前記ミッドア
ンブルコードを構成する段階（ｓ１０４）と、を具備す
る多重基本ミッドアンブルコードの分配方法である。本
発明は、ミッドアンブルコードを採用可能な全拡散スペ
クトルコードに一対一に対応させるようにセル又はセク
タ内で多重基本ミッドアンブルコードを構成可能である
とともに、ジョイントディテクションの精度を著しくか
つ効率的に改善可能であるとともに、サービスの速さを
より安全に変更可能である。さらに、チャネル化インパ
ルス応答と、ミッドアンブルコード及び拡散スペクトル
コードの正確な対応を使用して、対応する拡散スペクト
ルコードとを取得することで、ユーザは原信号を正確に
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａ．セル又はセクタ内で、チャネル化コードの数を決定する段階と、
　Ｂ．前記セル又はセクタに対して複数の基本ミッドアンブルコードを配置する段階と、
　Ｃ．前記複数の基本ミッドアンブルコードを使用して複数のミッドアンブルコードを生
成する段階と、
　Ｄ．前記チャネル化コードの各々が、異なるミッドアンブルコードに対応するように前
記複数のミッドアンブルコードを分配する段階と、
　を具備し、
　前記複数のミッドアンブルコードの数は、前記チャネル化コードの数より少なくないこ
とを特徴とする複数のミッドアンブルコードを分配する方法。
【請求項２】
　段階Ｂは、
　Ｂ１１：セルパラメータＩＤを複数回構成する段階と、
　Ｂ１２：前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間の一対一対応とともに形成する段階と、
　をさらに具備し、
　毎回、前記セルパラメータＩＤは、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコード
で構成され、
　前記基本ミッドアンブルコードの各々は、異なるスクランブルコードに対応することを
特徴とする請求項１に定義された方法。
【請求項３】
　段階Ｂは、
　Ｂ２１：セルパラメータＩＤを複数回構成する段階と、
　Ｂ２２：前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間の一対一対応とともに形成する段階と、
　をさらに具備し、
　毎回、前記セルパラメータＩＤは、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコード
で構成され、
　前記基本ミッドアンブルコードの各々は、同一のスクランブルコードに対応することを
特徴とする請求項１に定義された方法。
【請求項４】
　段階Ｂは、
　Ｂ３１：セルパラメータＩＤを拡張する段階と、
　Ｂ３２：前記拡張されたセルパラメータＩＤをベースとして、基本ミッドアンブルコー
ド及びその対応するスクランブルコードを決定する段階と、
　Ｂ３３：前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間の一対一対応とともに形成する段階と、
　をさらに具備し、
　前記基本ミッドアンブルコードの各々は、異なるスクランブルコードに対応することを
特徴とする１に定義された方法。
【請求項５】
　段階Ｂは、
　Ｂ４１：セルパラメータＩＤを拡張する段階と、
　Ｂ４２：前記拡張されたセルパラメータＩＤをベースとして、基本ミッドアンブルコー
ド及びその対応するスクランブルコードを決定する段階と、
　Ｂ４３：前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間の一対一対応とともに形成する段階と、
　をさらに具備し、
　前記基本ミッドアンブルコードの各々は、同一のスクランブルコードに対応することを
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特徴とする請求項１に定義された方法。
【請求項６】
　前記基本ミッドアンブルコードに対応する同一のスクランブルコードは、定義済みの基
準により設定された前記セル又はセクタに対するスクランブルコードグループの優先度に
よって決定することを特徴とする請求項３又は５に定義された方法。
【請求項７】
　段階Ｂは、基本ミッドアンブルコードグループの少なくとも１つを追加することによっ
て、前記基本ミッドアンブルコードグループの少なくとも１つの各々の基本ミッドアンブ
ルコード及び既存の基本ミッドアンブルコードグループの各々の基本ミッドアンブルコー
ドの間で一対一対応を確立し、各々のセル又はセクタ内に複数の基本ミッドアンブルコー
ドがあるように、前記基本ミッドアンブルコードグループの少なくとも１つの各々の基本
ミッドアンブルコード及び前記既存のスクランブルコードグループの各々のスクランブル
コードの間で一対一対応を確立する段階をさらに具備することを特徴とする請求項１に定
義された方法。
【請求項８】
　段階Ｄ内で分配するスキームは、特定分配スキームと、デフォルト分配スキームと、共
通分配スキームとを含むことを特徴とする請求項１に定義された方法。
【請求項９】
　段階Ｃ内の前記複数のミッドアンブルコードは、前記複数の基本ミッドアンブルコード
を巡回的にシフトすることによって生成することを特徴とする請求項１に定義された方法
。
【請求項１０】
　前記チャネル化コードの数は、シフトウインドウの最大数によって決定されることを特
徴とする請求項１に定義された方法。
【請求項１１】
　前記チャネル化コードは、同一の又は異なる拡散係数を具備することを特徴とする請求
項１に定義された方法。
【請求項１２】
　複数の基本ミッドアンブルコードの分配をベースとし、
　ａ．初期システム構成で、セル又はセクタ内でチャネル化コードの数を決定し、前記セ
ル又はセクタに対して複数の基本ミッドアンブルコードを配置し、前記複数の基本ミッド
アンブルコードを使用することによって複数のミッドアンブルコードを生成し、前記チャ
ネル化コードの各々が異なるミッドアンブルコードに対応するように、前記複数のミッド
アンブルコードを分配する段階とを具備し、
　ｂ．前記複数のミッドアンブルコードからチャネルインパルス応答を決定する段階と、
　ｃ．前記チャネルインパルス応答及び受信信号から、原信号を決定する段階と、
を具備し、
　前記複数のミッドアンブルコードの数は、前記チャネル化コードの数よりも少なくない
ことを特徴とするジョイントディテクション方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信の分野一般に関する。特に、複数のミッドアンブルコードを分配す
るための方法及びそれに関するジョイントディテクション方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のディテクション技術を基礎とする、Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｎｃｈｒ
ｏｎｏｕｓ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＴＤ－Ｓ
ＣＤＭＡ）システムで使用されるジョイントディテクションによって、多元アクセス干渉
（ＭＡＩ）を引き起こすユーザ信号及びマルチパスの先験的な情報の各々を十分に利用す
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ることによって、マルチユーザ信号の分離を統合・相関ジョイントディテクションとして
実施可能とするとともに、このようにして、上り回線上のスペクトルリソースを効率的に
利用することによって前記システム容量を有意に増加可能であるように、前記システムの
低減電力制御の精度要件を具備する優れた干渉抑制パフォーマンスを具備する。
【０００３】
　前記ジョイントディテクションの目的は、拡散コードのチャネルインパルス応答に従っ
て、全ユーザによって送信される原信号を推定することであり、これによりジョイントデ
ィテクションの必要条件を構成する。ＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムでは、チャネル推定のた
めのトレーニングシーケンス「ミッドアンブル（ミッドアンブルコード）」がフレーム構
造内に配置されている。チャネルインパルス応答は、受信トレーニングシーケンス信号の
一部及び既知のトレーニングシーケンスから推定可能であるとともに、これにより拡散コ
ードが決定可能であり、原信号の推定を可能にしている。
【０００４】
　１つのセル内で使用するミッドアンブルコードは、１つの基本ミッドアンブルコードを
巡回的にシフトすることで生成される。システムは、全数１２８個の基本ミッドアンブル
コードを具備し、各々は、１４４チップの長さを具備しており、それらは、３２個のコー
ドグループに均等に分割され、各々のグループは、４個の基本コードを具備している。使
用する基本ミッドアンブルコードは、ネットワークによって直接に配置する。下り回線同
期化が確立された後に、移動端末はまた、使用されている基本ミッドアンブルコードグル
ープを知る。既存のＴＤ－ＳＣＤＭＡ規格では、基本ミッドアンブルコードと、下り回線
パイロットと、前記基本ミッドアンブルコードに一対一に対応するスクランブルコードと
が分配されている。コードグループは、４つの基本ミッドアンブルコードと、４つのスク
ランブルコードと、それに対応する下り回線パイロットを具備する。下り回線パイロット
と、基本ミッドアンブルコードと、特定のセル又はセクタで使用するスクランブルコード
とは、ハイレベルメッセージ内のセルパラメータＩＤを通してネットワークが特定可能で
ある。それは、それぞれＩｕｂ干渉メッセージ及び空中干渉ハイレベルメッセージを通し
て前記ネットワークによってベース基地局が通知される方法で、ベース基地局によって取
得可能である。
【０００５】
　前記基本ミッドアンブルコードは、特定の生成規則に従って、種々のチャネル推定を具
備するミッドアンブルコードを生成可能である。３つの型のミッドアンブルコード分配ス
キーム、即ち、特定（ｓｐｅｃｉｆｉｃ）、デフォルト（ｄｅｆａｕｌｔ）及び共通（ｃ
ｏｍｍｏｎ）スキームを、前記基本ミッドアンブルコードを分配するシステムで使用可能
である。前記特定スキームでは、ハイレベル信号を通して、使用している各々のミッドア
ンブルコード及び各々のチャネル化コード（拡散コードともいわれる）の信号送信を通し
て通知する。デフォルト及び共通スキームでは、ミッドアンブルコードの間の対応は、定
義済みの基準により定義される。各々のミッドアンブルコードは、１つの又はのチャネル
化コードに対応しても良く、それらは、同一の又は異なる拡散係数を具備しても良い。
【０００６】
　現在のセル内で、一対一対応させて使用される基本ミッドアンブルコード及びスクラン
ブルコードに関する情報は、ＣＥＬＬ　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージや、シス
テム同報通信メッセージや、ＳＩＢ５のような特定のメッセージを使用して、セルパラメ
ータＩＤを配置してネットワークによって配置するとともに通知することが可能である。
【０００７】
　また、使用されるミッドアンブルコード分配スキーム、特定スキーム、デフォルトスキ
ーム又は共通スキームは、ハイレベルメッセージを通して前記ネットワークによって前記
端末へ通知可能である。前記特定スキームの場合には、ユーザが使用するミッドアンブル
コードのシフトウインドウは、ハイレベルメッセージを通してネットワークによって端末
に通知される。その他の２つのスキームの場合には、端末の物理層は、ミッドアンブルコ
ードの間の定義済みの対応を通してその対応するミッドアンブルコードを使用して動作す
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る。
【０００８】
　本スキームでは、基本ミッドアンブルコードは、スクランブルコードと一対一対応して
いるとともに、４つの基本ミッドアンブルコードの４つのスクランブルコードを具備する
コードグループが、１つの下り回線パイロットに対応する。ユーザが使用するミッドアン
ブルコードは、基本ミッドアンブルコードをシフトして取得する。端末が使用する前記ミ
ッドアンブルコード及びチャネル化コードの間には、定義済み対応又はハイレベルで特定
される対応がある。マルチユーザディテクションは、上記情報をベースとして実施し、結
果としてディテクションパフォーマンスが改善される。
【０００９】
　例えば、ネットワークは、ＣＥＬＬ　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ又はＳＩＢ５のよう
に、１つのセルパラメータＩＤだけをメッセージ内に配置するような方法で、セルパラメ
ータを配置する。セルパラメータＩＤは、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードのグループを、その間の一対一に対応とともに表すに過ぎない。そのように、一度シ
ステムがセル又はセクタに対してスクランブルコード及びそれに対応する基本ミッドアン
ブルコードを指定したら、前記セル又はセクタ内の利用可能なチャネル推定ウィンドウの
数は、利用可能なチャネル化コードの数よりも少なくなる。図１は、Ｋ＝１６の場合のミ
ッドアンブルコード及びチャネル化コードの間の対応を示している。前記システムは、全
数３１個のチャネル化コード
【数１】

を具備する。しかしながら、Ｋ＝１６の場合は、前記システムは全数１６のチャネル推定
ウィンドウを具備しているとともに、それ故に、基本ミッドアンブルコードをシフトする
ことによって１６個しかミッドアンブルコードが定義できない。結果として、ミッドアン
ブルコード及びチャネル化コードの間では、十分な一対一対応は確立不可能である。例え
ば、ミッドアンブルコード

【数２】

は、チャネル化コード

【数３】

に対応する必要がある。結果として、ミッドアンブルコード及び拡散コードの間で、十分
な一対一対応は、確立不可能である。
【００１０】
　前記端末が自動的にその拡散係数を変更するときに、もし、可変ビットレートサービス
の場合のように、前記システムによって分配されたコードチャネルが、送信のためのコー
ドチャネルと異なるならば、ミッドアンブルコードは、正確に拡散コードに対応すること
が不可能である事実によって、受信器が、個々のミッドアンブルコード及び拡散コードの
間の対応を決定することが困難となるとともに、それ故に、送信のためのコードチャネル
に関する情報を取得することが困難となる。それ故、マルチユーザディテクションを実施
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するのは困難である。
【００１１】
　さらに、ＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムでは、ジョイントディテクションとは、トレーニン
グシーケンスｌの受信信号の一部と、既知のトレーニングシーケンスとより、チャネルイ
ンパルス応答を推定することであるとともに、拡散コードと関連付けてユーザが送信した
原信号を推定することである。結果として、ミッドアンブルコードは、正確には拡散コー
ドと対応不可能であるであるという事実によって、正確なチャネルインパルス応答及びそ
の対応拡散コードを取得することを不可能にしているとともに、それ故に、正確に原信号
を取得することが不可能である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、複数のミッドアンブルコードを分配する方法及びそれに関するジョイ
ントディテクション方法を構成することであり、それによって、セル内でミッドアンブル
コード及び拡散コードの間で一対一対応を確立可能であるとともに、正確なマルチユーザ
ディテクションを受信端で実施可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記に鑑み、本発明は、
　Ａ．セル又はセクタ内のチャネル化コードの数を決定する段階と、
　Ｂ．前記セル又はセクタに複数の基本ミッドアンブルコードを配置する段階と、
　Ｃ．前記複数の基本ミッドアンブルコードを使用して複数のミッドアンブルコードを生
成する段階と、
　Ｄ．前記複数のミッドアンブルコードを、前記チャネル化コードの各々が、異なるミッ
ドアンブルコードに対応するように分配する段階と、
　を具備し、前記複数のミッドアンブルコードの数は、前記チャネル化コードの数よりも
少なくないことを特徴とする複数のミッドアンブルコードを分配する方法を構成する。
【００１４】
　段階Ｂは、次の段階をさらに具備しても良い。
　Ｂ１１．セルパラメータＩＤを複数回構成する段階と、
　Ｂ１２．前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間での一対一対応とともに形成する段階と、
　を具備し、
　毎回、セルパラメータＩＤは基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコードによっ
て構成され、
　基本ミッドアンブルコードの各々は、異なるスクランブルコードに対応することを特徴
とする。
【００１５】
　加えて、段階Ｂは、次の段階を具備しても良い。
　Ｂ２１．セルパラメータＩＤを複数回構成する段階と、
　Ｂ２２．前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間での一対一対応とともに形成する段階と、
　を具備し、
　毎回、セルパラメータＩＤは基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコードによっ
て構成され、
　基本ミッドアンブルコードの各々は、同一のスクランブルコードに対応することを特徴
とする。
【００１６】
　一方で、前記段階Ｂは，次の段階をさらに具備しても良い。
　Ｂ３１．セルパラメータＩＤを拡張する段階と、
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　Ｂ３２．前記拡張されたセルパラメータＩＤをベースとして、基本ミッドアンブルコー
ド及びその対応するスクランブルコードを決定する段階と、
　Ｂ３３．前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間での一対一対応とともに形成する段階と、
を具備し、
　基本ミッドアンブルコードの各々は、異なるスクランブルコードに対応することを特徴
とする。
【００１７】
　また、前記段階Ｂは、次の段階をさらに具備しても良い。
　Ｂ４１．セルパラメータＩＤを拡張する段階と、
　Ｂ４２．前記拡張されたセルパラメータＩＤをベースとして、基本ミッドアンブルコー
ド及びその対応するスクランブルコードを決定する段階と、
　Ｂ４３．前記セル又はセクタに対して、基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコ
ードを、それらの間での一対一対応とともに形成する段階と、
を具備し、
　基本ミッドアンブルコードの各々は、同一のスクランブルコードに対応することを特徴
とする。
【００１８】
　定義済みの基準により設定された、セル又はセクタに対するスクランブルコードグルー
プの優先度によって、基本ミッドアンブルコードに対応する同一のスクランブルコードを
決定する。
【００１９】
　前記段階Ｂは、
　基本ミッドアンブルコードグループの少なくとも１つを追加することによって、前記基
本ミッドアンブルコードグループの少なくとも１つの各々の基本ミッドアンブルコード及
び既存の基本ミッドアンブルコードグループの各々の基本ミッドアンブルコードの間で一
対一対応を確立し、各々のセル又はセクタ内に複数の基本ミッドアンブルコードがあるよ
うに、前記基本ミッドアンブルコードグループの少なくとも１つの各々の基本ミッドアン
ブルコード及び既存のスクランブルコードグループの各々のスクランブルコードの間で一
対一対応を確立する段階をさらに具備しても良い。
【００２０】
　段階Ｄ内では、分配するスキームは、特定、デフォルト及び共通分配スキームを具備す
る。
【００２１】
　段階Ｃ内では、複数のミッドアンブルコードを、前記複数の基本ミッドアンブルコード
を巡回的にシフトすることによって生成する。
【００２２】
　チャネル化コードの数は、シフトウインドウの最大数によって決定する。
【００２３】
　前記チャネル化コードは、同一の又は異なる拡散係数を具備する。
【００２４】
　本発明は、複数の基本ミッドアンブルコードの分配をベースとして、次の段階を具備す
るジョイントディテクション方法をさらに構成する。
　ａ．初期システム構成で、セル又はセクタ内でチャネル化コードの数を決定し、前記セ
ル又はセクタに対して複数の基本ミッドアンブルコードを配置し、前記複数の基本ミッド
アンブルコードを使用することによって複数のミッドアンブルコードを生成し、前記チャ
ネル化コードの各々が異なるミッドアンブルコードに対応するように、前記複数のミッド
アンブルコードを分配する段階と、
　ｂ．前記複数のミッドアンブルコードからチャネルインパルス応答を決定する段階と、
　ｃ．前記チャネルインパルス応答及び受信信号から原信号を決定する段階と、
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を具備し、
　前記複数のミッドアンブルコードの数は、前記チャネル化コードの数よりも少なくない
ことを特徴とする。
００４２
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、以下で詳述するように、従来技術を超える利点を具備する。
【００２６】
　本発明によると、セル又はセクタに対して、限定するものではないが、複数回セルパラ
メータＩＤを構成し、セルパラメータＩＤを拡張し、又は基本ミッドアンブルコードを配
置可能である新規パラメータを使用することによって、複数の基本ミッドアンブルコード
が配置可能である。複数の基本ミッドアンブルコードは、１つのセルに分配可能である。
基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコードは、従来技術で使用されるものと同一
であっても、異なっても良いが、前記ミッドアンブルコード及び利用可能な全拡散コード
の間で、一対一対応を確立することを可能とする。さらに、セル又はセクタでは、基本ミ
ッドアンブルコードを、従来技術に従って定義されるように異なるスクランブルコードに
対応することが可能なだけでなく、複数の基本ミッドアンブルコードが、スクランブルコ
ードグループ内で設定された優先度によって、より高い優先度を有するスクランブルコー
ドに対応することが可能でもある。このように、基本ミッドアンブルコードを追加するこ
とで、前記基本ミッドアンブルコードによって生成されたミッドアンブルコードと拡散コ
ードとの間で一対一対応が確立される。このようにして、正確なジョイントディテクショ
ンを実施するとともに、高信頼の可変ビットレートサービスを実施することが可能である
。
【００２７】
　さらに、前記ミッドアンブルコードが前記拡散コードに正確に対応可能であるという事
実によって、正確なチャネルインパルス応答及びその対応する拡散コードを取得するとと
もに、このようにして正確な原信号を取得することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　ここで、添付図面を参照して、前記発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
前記発明の特定の特徴又は構成を説明するときに使用する特定の用語は、当該用語が関連
付けられている前記発明のいかなる特定の特徴、特徴又は構成を限定するために前記用語
がここで再定義されることを示唆するものと解釈すべきではない。それ故、前記発明の実
施形態の詳述な説明は、網羅的であることも、又は前記発明を開示された形式に限定する
ことも意図していない。当業者が理解するように、発明の範囲内で、種々の均等な修正が
可能である。
【００２９】
　図２は、段階ｓ１０１，ｓ１０２，ｓ１０３及びｓ１０４を具備する本発明の原理を示
す。
【００３０】
　段階ｓ１０１では、セル又はセクタで使用可能な、前記システムに固有のチャネル化コ
ードの最大数を決定する。
【００３１】
　段階ｓ１０２では、限定するものではないが、複数回セルパラメータＩＤを構成し、セ
ルパラメータＩＤを拡張し、又は基本ミッドアンブルコードを配置可能な新規パラメータ
を使用することで、前記セル又はセクタに対して複数の基本ミッドアンブルコードを配置
する。
【００３２】
　さらに、従来技術と異なり、以下で詳述するように、複数の基本ミッドアンブルコード
の配置によって、前記基本ミッドアンブルコードの間に種々の異なる型の対応を確立する
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ことが可能となる。
【００３３】
　１．複数のスクランブルコード及び複数の基本ミッドアンブルコードの間の一対一対応
を確立する。もしセル内で複数の基本ミッドアンブルコードが使用可能であるならば、前
記基本ミッドアンブルコードの各々は、前記ミッドアンブルコード及びスクランブルコー
ドの間の既存の対応と同一の方法で、それぞれのスクランブルコードに対応する。この場
合、そのようなセル内では、スクランブルコードの数は、基本ミッドアンブルコードの数
と同一である。
【００３４】
　２．もしセル内で複数の基本ミッドアンブルコード及びただ１つのスクランブルコード
を使用可能ならば、上記で説明したような一対一対応の代わりに、前記複数の基本ミッド
アンブルコードが同一のスクランブルコードに対応する。そのような場合には、ミッドア
ンブルコード及びスクランブルコードの間の既存の対応をベースとして、各々のスクラン
ブルコードグループに対して優先度を設定可能であるとともに、前記基本ミッドアンブル
コード及びスクランブルコードは、それぞれネットワークによって配置可能である。
【００３５】
　３．もしただ１つのスクランブルコードがセル内で使用可能ならば、既存の基本ミッド
アンブルコードグループに加えて、１つ又は複数の基本ミッドアンブルコードグループが
配置可能である。各々のコードグループ内で、ただ１つのスクランブルコードが、基本ミ
ッドアンブルコードに対応可能である。複数の基本ミッドアンブルコードがセル内で使用
可能である時は、各々の前記基本ミッドアンブルコードグループ内で、前記セル内で使用
されている前記スクランブルコードに対応するそれぞれの基本ミッドアンブルコードを使
用可能である。
【００３６】
　段階ｓ１０３では、前記複数の基本ミッドアンブルコードを使用することによって複数
のミッドアンブルコードが生成され、前記複数のミッドアンブルコードの数は、前記チャ
ネル化コードの数よりも少なくない。本発明は、もちろん、前記ミッドアンブルコードの
数を、前記チャネル化コードの数と同一にして実施可能である。異なるチャネル推定ウイ
ンドウを、従来技術で使用されるのと類似の方法によって、複数の基本ミッドアンブルコ
ードをシフトすることによって生成可能である。
【００３７】
　段階ｓ１０４では、前記チャネル化コードの各々が、異なるミッドアンブルコードに対
応するように前記複数のミッドアンブルコードを配置する。
【００３８】
　本発明の実施形態を、以下で、前記基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコード
の間の上記３つの型の対応を参照して詳細に説明する。
【００３９】
　第１型の対応の場合には、システムがセル又はセクタを構成するときに、もし必要であ
れば、セルパラメータＩＤを複数回構成し、セルパラメータＩＤを拡張する、又は基本ミ
ッドアンブルコードを配置可能な新規パラメータを使用することによって、複数の基本ミ
ッドアンブルコードを前記セル又はセクタに対して配置可能である。セルパラメータＩＤ
は、例えば、基本ミッドアンブルコードおよびそれに対応するスクランブルコードを表す
。ベース基地局の構成を完了するために、各々が、前記セル内で使用可能な基本ミッドア
ンブルコード及びスクランブルコードのグループを表す複数のセルパラメータＩＤは、Ｃ
ＥＬＬ　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ内に配置可能である。端末の構成を完了するために
、複数のセルパラメータＩＤは、同様に、ＳＩＢ５のようなセル同報通信メッセージ内に
、又は、ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＣＨＡＮＮＥＬ ＲＥＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮのような
切り替え関係のメッセージ内に配置可能である。このようにして、複数の基本ミッドアン
ブルコード及び同一数のスクランブルコードが、セル内でそれらの間の一対一対応ととも
に配置可能である。＜表１＞は、この場合の詳細な対応を示す。各々のセル内に、４つの
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基本ミッドアンブルコード（０，１，２及び３）及び４つの対応するスクランブルコード
（０，１，２及び３）がある（例えば、グループ１）。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　前記システムによって、前記セルのセルパラメータＩＤを０及び１に構成することで、
前記ベース基地局をＣＥＬＬ　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴを通じて構成するとともに、
同報通信メッセージを介して前記端末に通知することが可能となる。そのときには、０番
目及び１番目のスクランブルコードと同様、０番目及び１番目のミッドアンブルコードが
前記セル内で使用されるとともに、既存の対応と同一の方法で０番目及び１番目のスクラ
ンブルコードは０番目及び１番目のミッドアンブルコードにそれぞれ対応する。
【００４２】
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　第２型の対応の場合には、システムがセル又はセクタを構成するときに、必要であれば
、例えば、セルパラメータＩＤを複数回構成することによって、第１型の対応の場合に使
用されたのと同一の方法で前記ベース基地局及び端末に、複数の基本ミッドアンブルコー
ドを配置可能である。この場合には、セルパラメータＩＤは、基本ミッドアンブルコード
を表す。各々のコードグループ内でのスクランブルコードの優先度は、例えば、コードグ
ループ内でのスクランブルコードのシーケンス数がより大きいほど、より低い（又はより
高い）優先度が構成されるような、定義済みの基準により設定可能である。
複数の基本ミッドアンブルコードに対応するスクランブルコード内で、最高の優先度を有
する１つを、前記セル内で使用するスクランブルコードとして定義する。＜表２＞は、こ
の場合の詳細な対応を示す。各々のセル内で、４つの基本ミッドアンブルコード（０，１
，２及び３）及び４つの対応するスクランブルコード（０，１，２及び３）がある（例え
ば、グループ１）。
【００４３】
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【表２】

【００４４】
　もし、前記セルのセルパラメータＩＤが前記システムによって０及び１に構成されてい
るならば、０番目及び１番目のミッドアンブルコードが前記セル内で使用される。０番目
のスクランブルコードの優先度は、１番目のスクランブルコードの優先度よりもより高く
設定されているので、０番目のスクランブルコードが使用されるように選択される。前記
セル内で使用される基本ミッドアンブルコード及びスクランブルコードは、例えば、２つ
の追加のビットをセルパラメータＩＤに追加することによって、又はスクランブルコード
シーケンス番号を特定するための２ビットパラメータをさらに追加することによって、同
様に前記ネットワークによって構成可能である。そのような２つのビットは、前記セル内
で使用する複数の基本ミッドアンブルコードに対応するコードグループ内のスクランブル
コードを表す。同様に、同一の効果を実現するために、より多くのビットをセルパラメー
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タＩＤに追加しても良い。このようにして、セル内で、複数の基本ミッドアンブルコード
及び１つの対応スクランブルコードを配置することが可能である。もし前記セルのセルパ
ラメータＩＤが、今なお０及び１に構成されているとともに、スクランブルコードシーケ
ンス番号を特定するために新規に導入された２ビットパラメータが１に構成されているな
らば、０番目及び１番目のミッドアンブルコードと同様に、１番目のスクランブルコード
が前記セル内で使用されるように選択される。
【００４５】
　第３型の対応の場合には、複数の基本ミッドアンブルコードがさらに設計可能である。
例えば、もしセル又はセクタ内でＮ個の基本ミッドアンブルコードを使用する必要がある
ならば、Ｎ－１個の基本ミッドアンブルコードグループをさらに設計する。Ｍ（１≦Ｍ≦
Ｎ）個の基本ミッドアンブルコードを配置する必要がある場合は、前記セル内で使用され
るスクランブルコード及び最初のＭ個の基本ミッドアンブルコードグループ内のＭ個の対
応する基本ミッドアンブルコードを表すセルのセルパラメータＩＤは、今なお一度だけ構
成可能である。＜表３＞は、この場合の詳細な対応を示す。
【００４６】
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【表３】

【００４７】
　＜表３＞に示されるように、セル又はセクタ内で、２つの基本ミッドアンブルコードを
使用する必要があるとともに、それ故に、さらなる基本ミッドアンブルコードグループを
前記システム内で設計する。
第１基本ミッドアンブルコードグループ、第２基本ミッドアンブルコードグループ、及び
前記スクランブルコードは、互いに対応している。即ち、２つの基本ミッドアンブルコー
ドが、１つのスクランブルコードに対応している。もし前記セルのセルパラメータＩＤが
、前記システムによって今なお０に構成されているならば、０番目のスクランブルコード
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基本ミッドアンブルコードグループ内の０番目のミッドアンブルコードとが、前記セル内
で使用されるように選択される。
【００４８】
　１つのセル又はセクタに対する複数の基本ミッドアンブルコードの配置は、上記で説明
した３つのスキームの何れか１つによって実施可能である。このようにして、１つのセル
又はセクタ内での複数の基本ミッドアンブルコードの使用を実現可能である。
【００４９】
　さらに、図３を参照する。本発明は、上記で説明した複数の基本ミッドアンブルコード
の分配をベースとした、次の段階を具備するジョイントディテクション方法を構成する。
【００５０】
　段階ｓ２０１：セル又はセクタ内で、チャネル化コードの最大数を決定する。
　段階ｓ２０２：前記セル又はセクタに対して、複数の基本ミッドアンブルコードを配置
する。
　段階ｓ２０３：前記複数の基本ミッドアンブルコードを使用して複数のミッドアンブル
コードを生成する。前記複数のミッドアンブルコードの数は、前記チャネル化コードの最
大数よりも少なくない。
　段階ｓ２０４：各々の前記チャネル化コードが、異なるミッドアンブルコードに対応す
るように、前記複数のミッドアンブルコードを分配する。
　段階ｓ２０５：前記複数のミッドアンブルコードからチャネルインパルス応答を決定す
る。
　段階ｓ２０６：前記チャネルインパルス応答及び受信信号から原信号を決定する。
【００５１】
　上述の説明で、本発明に関する特定の代表的実施形態を参照して本発明を説明した。
　本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく、当業者が種々の変更及び修正を構成可能で
あることは明白である。かつ、これらの変更及び修正は、特許請求の範囲によって定義さ
れた本発明の範囲及びそれらの均等物に含まれる限り、本発明の範囲が及ぶことを意図し
ている。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】図１は、従来技術によるミッドアンブルコード及びチャネル化コードの間の対応
を示す。
【図２】図２は、本発明の実施形態による複数の基本ミッドアンブルコードを分配する方
法を説明する流れ図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態による複数のミッドアンブルコードの分配をベースと
するジョイントディテクションを説明する流れ図である。
【符号の説明】
【００５３】
　ｓ１０１　段階ｓ１０１
　ｓ１０２　段階ｓ１０２
　ｓ１０３　段階ｓ１０３
　ｓ１０４　段階ｓ１０４
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【要約の続き】
取得可能である。本発明は、ジョイントディテクション方法も具備する。
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