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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＱＣ－ＤＢＴＣ（Ｑｕａｓｉ-Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｕｏ-Ｂｉｎａｒｙ　Ｔ
ｕｒｂｏ　Ｃｏｄｅ）エンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号化率により符
号化して符号シンボルを生成し、前記生成された符号シンボルのうち全部又は一部の伝送
する符号シンボルを選択するための装置であって、
　情報シンボル列を受信し、予め定められた符号化率によりＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列を
生成するＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダと、
　前記生成されたＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列を複数のシステマチックシンボル列と複数の
パリティシンボル列に分離し、前記複数のシステマチックシンボル列を一つのシステマチ
ックシンボル列にインターレーシングする分離器と、
　前記複数のパリティシンボル列をそれぞれインタリービングする複数のインタリーバと
、
　前記一つのシステマチックシンボル列をインタリービングするシステマチックシンボル
列インタリーバと、
　前記複数のパリティシンボル列をそれぞれ一対でインターレーシングする複数のインタ
ーレーサと、
　前記インタリービングされたシステマチックシンボル列と前記インターレーシングされ
たパリティシンボル列を直列結合する結合器と、
　前記直列結合されたシンボル列を反復し、前記与えられた符号化率と選択情報により前
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記反復されたシンボル列から所定数のシンボル列を選択してＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成す
るシンボル選択器と、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記システマチックシンボル列インタリーバは、前記複数のインタリーバのうち１つの
２倍のサイズであることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　ＱＣ-ＤＢＴＣ（Ｑｕａｓｉ-Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｕｏ-Ｂｉｎａｒｙ　Ｔ
ｕｒｂｏ　Ｃｏｄｅ）エンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号化率により符
号化して符号シンボルを生成し、前記生成された符号シンボルのうち全部又は一部の伝送
する符号シンボルを選択するための方法であって、
　情報シンボル列を受信し、予め定められた符号化率によりＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列を
生成する段階と、
　前記生成されたＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列を複数のシステマチックシンボル列と複数の
パリティシンボル列に分離し、前記複数のシステマチックシンボル列を一つのシステマチ
ックシンボル列にインターレーシングする段階と、
　前記複数のパリティシンボル列をそれぞれインタリービングする段階と、
　前記一つのシステマチックシンボル列をインタリービングする段階と、
　前記複数のパリティシンボル列を一対でインターレーシングする段階と、
　前記インタリービングされたシステマチックシンボル列と前記インターレーシングされ
たパリティシンボル列を直列結合する段階と、
　前記直列結合されたシンボル列を反復し、前記与えられた符号化率と選択情報により前
記反復されたシンボル列から所定数のシンボル列を選択してＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成す
る段階と、
　を有することを特徴とする方法。
【請求項４】
　前記分離器から複数のシステマチックシンボル列が出力され、前記システマチックシン
ボル列インタリーバの数は前記分離器から出力されるシステマチックシンボル列の数と同
一であり、前記分離器から出力されるシステマチックシンボル列はそれぞれ前記複数のシ
ステマチックシンボル列インタリーバにおいてインタリービングされることを特徴とする
請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記生成されたＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列が前記複数のシステマチックシンボル列と前
記複数のパリティシンボル列に分離された後に、前記複数のシステマチックシンボル列と
前記複数のパリティシンボル列をそれぞれインタリービングする段階と、
　前記複数のパリティシンボル列を一対でインターレーシングする段階と、
　前記インタリービングされたシステマチックシンボル列と前記インターレーシングされ
たパリティシンボル列を直列結合する段階と、
　前記直列結合されたシンボル列を反復し、前記与えられた符号化率と選択情報により前
記反復されたシンボル列から所定数のシンボル列を選択してＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成す
る段階と、
　をさらに有することを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項６】
　ＱＣ-ＤＢＴＣ（Ｑｕａｓｉ-Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｕｏ-Ｂｉｎａｒｙ　Ｔ
ｕｒｂｏ　Ｃｏｄｅ）エンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号化率により符
号化して生成され、受信された符号シンボルのうち全部又は一部を復号化するための装置
であって、
　受信されたシンボル列のうち穿孔がなされたシンボル列に対応する領域に予め定められ
た符号シンボル列を挿入する選択器と、
　前記選択器によって生成されたシンボル列のうち複数のパリティシンボル列をデインタ
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ーレーシングするデインターレーサと、
　前記選択器によって生成されたシンボル列のうち複数のシステマチックシンボル列をカ
ッドマッピングするカッドシンボルマッパと、
　前記カッドマッピングされたシステマチックシンボル列と前記デインターレーシングさ
れたパリティシンボル列をそれぞれデインタリービングする複数のデインタリーバと、
　前記デインタリービングされたシステマチックシンボル列をカッドデマッピングするカ
ッドシンボルデマッパと、
　前記カッドデマッピングされたシステマチックシンボル列と前記デインタリービングさ
れたパリティシンボル列を結合する符号シンボル結合器と、
　前記結合されたシンボル列をＱＣ-ＤＢＴＣ復号化するＱＣ-ＤＢＴＣデコーダと、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダは、
　前記情報シンボル列を受信する複数の構成エンコーダを備え、前記予め定められた符号
化率により前記ＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列として前記複数のシステマチックシンボル列と
前記複数のパリティシンボル列を生成し、前記複数のパリティシンボル列は対応する構成
エンコーダから生成され、前記構成エンコーダのうち１つからの複数のパリティシンボル
列は前記構成エンコーダのうち他の１つからの複数のパリティシンボル列と対応すること
を特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記分離器から出力される複数のシステマチックシンボル列を一つのシンボル列にカッ
ドマッピングするカッドシンボルマッパと、
　前記システマチックシンボル列インタリーバから出力されるインタリービングされたシ
ステマチックシンボル列をカッドデマッピングするカッドシンボルデマッパと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記カッドシンボルマッパから出力されるカッドマッピングされたシステマチックシン
ボル列は、前記複数のシステマチックシンボル列の１/２のサイズであることを特徴とす
る請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記カッドシンボルマッパから出力されるカッドマッピングされたシステマチックシン
ボル列は、前記ＱＣ-ＤＢＴＣ符号と同一のサイズであることを特徴とする請求項８記載
の装置。
【請求項１１】
　前記カッドシンボルマッパから出力されるカッドマッピングされたシステマチックシン
ボル列は、前記複数のパリティシンボル列と同一のサイズであることを特徴とする請求項
８記載の装置。
【請求項１２】
　前記結合器は、前記カッドシンボルデマッパから出力されるカッドデマッピングされた
シンボル列と前記インターレーシングされたシンボル列を直列結合することを特徴とする
請求項８記載の装置。
【請求項１３】
　前記ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダの符号化率は１/３であることを特徴とする請求項１２記
載の装置。
【請求項１４】
　前記生成されたＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列が前記複数のシステマチックシンボル列と前
記複数のパリティシンボル列に分離された後に、前記分離された複数のシステマチックシ
ンボル列を一つのシンボル列にカッドマッピングする段階と、
　前記カッドマッピングされたシンボル列と前記複数のパリティシンボル列をそれぞれイ
ンタリービングする段階と、
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　前記インタリービングされたシステマチックシンボル列をカッドデマッピングする段階
と、
　前記複数のパリティシンボル列を一対でインターレーシングする段階と、
　前記インターレーシングされたパリティシンボル列と前記カッドデマッピングされたシ
ステマチックシンボル列とを結合する段階と、
　前記結合されたシンボル列を反復し、前記与えられた符号化率と選択情報により前記反
復されたシンボル列から所定数のシンボル列を選択してＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成する段
階と、
　をさらに有することを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項１５】
　前記カッドマッピングされたシステマチックシンボル列と前記複数のパリティシンボル
列がそれぞれインタリービングされた後に、前記カッドマッピングされたシステマチック
シンボル列をカッドデマッピングする段階と、
　前記インタリービングされたパリティシンボル列をインターレーシングする段階と、
　前記カッドデマッピングされたシステマチックシンボル列と前記インターレーシングさ
れたパリティシンボル列を直列結合する段階と、
　前記直列結合されたシンボル列を反復し、前記与えられた符号化率と選択情報により前
記反復されたシンボル列から所定数のシンボル列を選択してＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成す
る段階と、
　をさらに有することを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記システマチックシンボル列インタリーバの数は２つ以上であり、前記２つ以上のシ
ステマチックシンボル列インタリーバはそれぞれ前記複数のインタリーバと同一のサイズ
であることを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項１７】
　ＱＣ-ＤＢＴＣ（Ｑｕａｓｉ-Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｕｏ-Ｂｉｎａｒｙ　Ｔ
ｕｒｂｏ　Ｃｏｄｅ）エンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号化率により符
号化して生成され、受信された符号シンボルのうち全部又は一部を復号化するための方法
であって、
　受信されたシンボル列のうち穿孔がなされたシンボル列に対応する領域に予め定められ
た符号シンボル列を挿入する段階と、
　前記予め定められた符号シンボル列が挿入されたシンボル列のうち複数のパリティシン
ボル列をデインターレーシングする段階と、
　前記予め定められた符号シンボル列が挿入されたシンボル列のうち複数のシステマチッ
クシンボル列をカッドマッピングする段階と、
　前記デインターレーシングされたパリティシンボル列と前記カッドマッピングされたシ
ステマチックシンボル列をデインタリービングする段階と、
　前記デインタリービングされたシステマチックシンボル列をカッドデマッピングする段
階と、
　前記カッドデマッピングされたシステマチックシンボル列と前記デインタリービングさ
れたパリティシンボル列を結合する段階と、
　前記結合されたシンボル列をＱＣ-ＤＢＴＣ復号化する段階と、
　を有することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線データ通信システムで順方向誤り訂正(Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃ
ｏｒｒｅｃｔｉｏｎ：ＦＥＣ)符号の生成装置及び方法に関して、特に、可変符号化率の
ＦＥＣ符号を生成する装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　一般に、無線データ通信システムは、移動通信技術に基づく移動通信システムと、無線
ＬＡＮ、ＷＡＮ(Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ)、又はＭＡＮ(Ｍｅｔｒｏｐｏｌ
ｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ)に分類される。移動通信システムで、高速データ
伝送のためのシステムは、３ＧＰＰ２(３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ-２)、同期式ＣＤＭＡ(Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ)移動通信システムに対する標準化グループ、３ＧＰＰ(３ｒｄ
　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ)、非同期式ＵＭＴ
Ｓ(Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ)に対する標準化グループによって各々開発されている。また、無線ＬＡＮ、Ｗ
ＡＮ、ＭＡＮなどは、ＩＥＥＥ８０２.１１からＩＥＥＥ８０２.１６の標準化領域で高速
の無線データ伝送のための多様な試みが行われている。
【０００３】
　上記した通信方式で試みられている適応変調及び符号化(Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ　＆　Ｃｏｄｉｎｇ：以下、“ＡＭＣ”とする)について説明する。また、
上記した技術分野の中で最も進歩したシステムであるＩＥＥＥ８０２.１６ａシステム、
ＣＤＭＡ移動通信システムのＣＤＭＡ２０００xＥＶ-ＤＶ(Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｗｉｔ
ｈ　Ｄａｔａ　ａｎｄ　Ｖｏｉｃｅ)システム、及び現在韓国で２.４ＧＨｚ帯域で高速デ
ータ伝送のために開発されているシステムであるＨＰｉ(Ｈｉｇｈ　ｓｐｅｅｄ　Ｐｏｒ
ｔａｂｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ)システムについて説明する。
【０００４】
　まず、ＩＥＥＥ８０２.１６ａシステムについて説明する。ＩＥＥＥ８０２.１６ａシス
テムは、直交周波数分割多重接続方式(Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：ＯＦＤＭＡ）を使用するシステムで
ある。
　図１は、ＯＦＤＭを使用するＩＥＥＥ８０２.１６ａシステムで高速データを伝送する
ための物理チャンネルの構造を示すブロック構成図である。図１を参照すると、各ユーザ
ーＵｓｅｒ１，Ｕｓｅｒ２，…，Ｕｓｅｒｍに伝送される物理チャンネルは、すべて同一
の構造を有する。したがって、図１で、同一の構成要素は同一の参照番号が付与され、ａ
，ｂ，…，ｍのような異なる文字は各ユーザーとユーザーによる物理チャンネルを示すた
めのインジケータとして参照番号の後部に追加する。各ユーザーＵｓｅｒ１，Ｕｓｅｒ２
，…，Ｕｓｅｒｍの物理チャンネルで使用される変数は、同じ変数或いは異なる変数を有
することが可能である。例えば、各物理チャンネルは、入力されるパケットのサイズ、符
号化率、変調次数、伝送区間などが相互に異なる。各物理チャンネルの代表的な例として
、第１のユーザーＵｓｅｒ１に対する物理チャンネルについて説明する。
【０００５】
　物理チャンネルで、第１のユーザーＵｓｅｒ１に伝送されるデータＵｓｅｒ１_Ｄａｔ
ａはＣＲＣ(Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ)付加器１０１ａに入力さ
れ、このＣＲＣ付加器１０１ａは、チャンネル伝送過程で雑音によって発生される誤りを
検出するためのＣＲＣを入力データＵｓｅｒ１_Ｄａｔａに付加する。ＣＲＣが付加され
たユーザーデータは、テールビット(ｔａｉｌ　ｂｉｔｓ)付加器１０３ａに入力され、テ
ールビット付加器１０３ａはＣＲＣが付加されたデータにテールビットを加えて出力する
。ＣＲＣは、一般的に順方向誤り訂正(Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉ
ｏｎ：以下、“ＦＥＣ”とする)方式に使用され、チャンネル伝送過程で雑音によって発
生される誤りを訂正するための誤り訂正符号である。無線通信システムで使用されるＦＥ
Ｃとしては、一般的に畳み込み符号(Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｃｏｄｅｓ)或いはタ
ーボ符号(ｔｕｒｂｏ　ｃｏｄｅｓ)がある。これら符号は、格子(ｔｒｅｌｌｉｓ)上で‘
０’状態で終了するための終了ビットであるテールビットを使用する。したがって、テー
ルビットが付加されたデータは、ＦＥＣエンコーダ１０５ａでＦＥＣ符号化されて出力さ
れる。この部分に対する詳細な説明は、関連文献に詳細に記述されているため、本発明で
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はその具体的な説明を省略する。
【０００６】
　次に、一般的にＦＥＣエンコーダ１０５ａの出力信号の個数とそれぞれのユーザーに割
り当てられた変調シンボルの個数が一致するように、シンボル反復及び穿孔器(ｓｙｍｂ
ｏｌ　ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　＆　ｐｕｎｃｔｕｒｉｎｇ　ｐａｒｔ)１０７ａは、ＦＥ
Ｃ符号化データでシンボル反復及び穿孔がなされる。反復及び穿孔がなされたシンボルは
、チャンネルで発生されるバースト誤り(ｂｕｒｓｔ　ｅｒｒｏｒ)をランダム誤り(ｒａ
ｎｄｏｍ　ｅｒｒｏｒ)に変換するためにチャンネルインタリーバ１０９ａに入力されて
チャンネルインタリービングされる。このチャンネルインタリービングされたシンボルは
、変調器１１１ａに入力されて変調される。変調されたシンボルは、サブキャリア又はサ
ブチャンネルのマッパ(ｍａｐｐｅｒ)及びＮＯＳ(Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｓｌｏｔｓ)又は
ＮＯＯＳ(Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ＯＦＤＭ　Ｓｙｍｂｏｌｓ)マッパ１２０に入力される。
サブキャリア又はサブチャンネルのマッパ及びＮＯＳ又はＮＯＯＳマッパ１２０は、各ユ
ーザー別に割り当てられた伝送区間に対応して変調されたシンボルに対してサブキャリア
又はサブチャンネルマッピング、及びＮＯＳ又はＮＯＯＳマッピングを遂行する。このよ
うなサブキャリア又はサブチャンネルのマッパ及びＮＯＳ又はＮＯＯＳマッパ１２０は、
すべてのユーザーのデータを同時に処理する。サブキャリア又はサブチャンネルのマッパ
及びＮＯＳ又はＮＯＯＳマッパ１２０から出力されるシンボルは、ＩＦＦＴ(Ｉｎｖｅｒ
ｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ)１３０に入力されて高速フーリ
エ逆変換が遂行される。このように、各ユーザーのデータは、一つのキャリア信号に変換
され、ＲＦ(Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)伝送部(図示せず）に伝送される。
【０００７】
　上記した説明で、“ＮＯＳ”又は“ＮＯＯＳ”は、各ユーザーに割り当てられた伝送区
間を意味し、ユーザーデータのサイズにより可変的に使用される。したがって、ＮＯＳ又
はＮＯＯＳが増加するほど、一つのパケットに割り当てられた伝送時間も増加する。なお
、“サブチャンネル”は、ＯＦＤＭで使用されるサブキャリアで構成された一つの集合を
意味する。一つのサブチャンネルを構成するサブキャリアは、周波数区間で常に順次に配
列される必要はなく、一般的に特定パターンにより複数のサブキャリアが一つのサブチャ
ンネルを構成する。例えば、周波数帯域幅を２０４８個の直交周波数に分割したときに、
サブキャリアが１～２０４８個が存在すると、一つのサブチャンネルは１，８，１６，３
２，６４のように４個のサブキャリアで構成可能である。一つのサブチャンネルを構成す
る具体的なサブキャリアの構成及び個数は、それぞれの規格により変化する。
【０００８】
　図２は、現在ＨＰｉ高速データシステムでユーザーにデータを送信するための物理チャ
ンネルの構造を示すブロック構成図である。図２は、図１と比較すると、すべての構成要
素は同一であるが、ＣＲＣ及びテールビットが付加されない構造を有する。これは、ＣＲ
Ｃ機能をＭＡＣ(Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ)階層で遂行可能にするた
めである。したがって、図２で構成要素２０５，２０７，２０９，２１１，２２０，２３
０は、各々図１の構成要素１０５，１０７，１０９，１１１，１２０，１３０に対応する
。図１及び図２の構造が複数の変調器と複数のＦＥＣの符号化率を有する場合に、各ユー
ザーに最適の性能を保証する符号化率と変調次数を決定する方式が要求される。
【０００９】
　図１と図２に示すように、パケット伝送サービスのための物理チャンネルで変調器が必
須的である。また、ＦＥＣ符号は、無線通信チャンネルで発生する雑音によるデータ誤り
を克服するために使用される。しかしながら、現在までパケット伝送サービスのための物
理チャンネルで、固定された符号化率のＦＥＣ符号が一般的に使用され、特に与えられた
符号化率に対する最適の符号が使用される。これは、パケット伝送サービスのための物理
チャンネルが、ＡＷＧＮ(Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｗｈｉｔｅ　Ｇａｕｓｓｉａｎ　Ｎｏｉｓ
ｅ)チャンネルのような静的チャンネル(ｓｔａｔｉｏｎａｒｙ　ｃｈａｎｎｅｌ)特性を
有するためである。したがって、適応符号化率を使用するＦＥＣ符号を考慮する必要性が
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少ない。例えば、高速無線データサービス規格のＩＥＥＥ８０２.１６ａは、移動端末の
移動性を保証しない規格で、６つのＦＥＣ符号化率のみを使用する。これに関する内容は
ＩＥＥＥ８０２．１６ａ物理チャンネル規格に詳細に開示されているため、ここではそれ
ぞれの符号化率に関して詳細に説明しない。ＩＥＥＥ８０２.１６ａは、移動通信システ
ムで使用するバイナリターボ符号(ｂｉｎａｒｙ　ｔｕｒｂｏ　ｃｏｄｅｓ)とは異なり、
デュオバイナリターボ符号(ｄｕｏ-ｂｉｎａｒｙ　ｔｕｒｂｏ　ｃｏｄｅｓ)を使用する
。
【００１０】
　デュオバイナリターボ符号について、より詳細に説明する。図３は符号化率Ｒ＝１/２
であるデュオバイナリターボ符号の生成装置を示すブロック構成図で、図４は符号化率Ｒ
＝１/３であるデュオバイナリターボ符号の生成装置を示すブロック構成図である。
　図３に示すように、Ｒ＝１/２であるデュオバイナリターボエンコーダは２個の情報シ
ンボルＡ、Ｂを並列に受信する。このように受信される２個の情報シンボルＡ，Ｂは、第
１の構成エンコーダ(ｃｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔ　ｅｎｃｏｄｅｒ)３０１及びターボインタ
リーバ３０２に入力される。このターボインタリーバ３０２は、並列に入力される２個の
情報シンボルＡ、Ｂをインタリービングして第２の構成エンコーダ３０３に出力する。並
列に入力される２個の情報シンボルＡ、Ｂがシステマチックシンボルとして出力され、第
１の構成エンコーダ３０１及び第２の構成エンコーダ３０３は入力される２個の情報シン
ボルＡ、Ｂを用いて各々パリティシンボルＣ１，Ｃ２を生成する。その結果、入力された
２個のシステマチックは、そのまま出力され、各構成エンコーダごとに一つのパリティ符
号を生成する。したがって、上記エンコーダの符号化率は１/２である。
　次に、図４の符号化率Ｒ＝１/３のデュオバイナリターボエンコーダは、２個の情報シ
ンボルＡ，Ｂを並列に受信する。このように並列に入力される２個の情報シンボルＡ，Ｂ
は、第１の構成エンコーダ４０１及びターボインタリーバ４０２に同時に入力される。タ
ーボインタリーバ４０２は、並列に入力される２個の情報シンボルＡ，Ｂをインタリービ
ングして第２の構成エンコーダ４０３に出力する。このように並列に入力される２個の情
報シンボルＡ，Ｂがシステマチック(ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ)シンボルとしてそのまま出力
され、第１の構成エンコーダ４０１と第２の構成エンコーダ４０３は、２個の入力情報シ
ンボルＡ，Ｂを用いて各々パリティシンボル対(Ｃ１１，Ｃ１２)、(Ｃ２１，Ｃ２２）を
生成する。その結果、２個の入力情報シンボルがシステマチックシンボルのそのまま出力
され、各構成エンコーダは２個ずつのパリティシンボルを生成する。したがって、このエ
ンコーダの符号化率は１/３となる。
【００１１】
　下記に、図３及び図４のデュオバイナリターボエンコーダで符号化する方法について説
明する。符号化しようとする情報シンボルのサイズがＮ_ＥＰと仮定し、この情報シンボ
ルのサイズＮ_ＥＰを半分に分けたＮ_ＥＰ/２個の情報シンボルは各々Ａ_ｉ、Ｂ_ｉ(ｉ＝
０，１，…，Ｎ_ＥＰ/２)で示される。この場合に、デュオバイナリエンコーダは、一対
のＡ_ｉとＢ_ｉに対して第１の構成エンコーダ３０１又は４０１によって符号化を遂行し
、その結果としてパリティシンボルＣ１(又はパリティシンボル対Ｃ１１，Ｃ１２)を出力
する。次に、ターボインタリーバ３０２(又は４０２)はＮ_ＥＰ/２個の情報シンボル対Ａ
_ｉとＢ_ｉをインタリービングし、このシンボル対を第２の構成エンコーダ３０３(又は
４０３)に出力する。第２の構成エンコーダ３０３(又は４０３）はこの入力された情報シ
ンボル対を符号化し、その結果としてパリティシンボルＣ２(又はパリティシンボル対Ｃ
２１，Ｃ２２)を出力する。したがって、Ｎ_ＥＰ個の情報シンボルに対して、Ｒ＝１/２
の符号化率を有するデュオバイナリターボエンコーダは２Ｎ_ＥＰ個の符号語シンボルを
出力し、Ｒ＝１/３の符号化率を有するデュオバイナリターボエンコーダは３Ｎ_ＥＰ符号
語シンボルを出力する。
【００１２】
　このようなデュオバイナリターボ符号は、この分野で通常の知識を持つ者には一般的に
高い符号化率でバイナリターボ符号に比べて若干の性能利得を有すると知られている。デ
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ュオバイナリターボ符号は、同一のＮ_ＥＰの情報シンボルサイズを有するバイナリター
ボ符号に比べて、格子長、すなわち、フレーム長さが１/２に減少するため、復号のため
の遅延が１/２に減少するという長所を有する。その反面、デュオバイナリターボ符号は
、符号化率が低いほどバイナリターボ符号に比べて性能が劣化するという短所を有する。
また、復号のための複雑度の面で、デュオバイナリターボ符号は、格子図（ｔｒｅｌｌｉ
ｓ　ｄｉａｇｒａｍ）で一つのステート(ｓｔａｔｅ)に対して各々４個のブランチ(ｂｒ
ａｎｃｈ)が使用されるため、バイナリターボ符号に比べて復号器の複雑度が増加すると
いう短所も有する。
【００１３】
　しかしながら、同期式移動通信方式であるＣＤＭＡ２０００ １xＥＶ-ＤＶ(Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｄａｔａ　ａｎｄ　Ｖｏｉｃｅ)は、移動端末の移動性を保証する
規格である。移動性を保証するシステムの場合に、無線通信チャンネルで発生する雑音に
よるデータ誤りだけでなく、フェージングによるデータ誤りを克服するための多様な方式
が考慮されるべきである。一例として、フェージングチャンネル環境で発生される信号対
雑音比(Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：以下、“ＳＮＲ”とする）の動
的な変化に送信器が積極的に対応するために同一の伝送パケットに対して随時伝送するパ
ケットの変調方式と、ＦＥＣ符号の符号化率を可変する適応変調及び符号化(ＡＭＣ）方
式が広範囲に考慮されている。例えば、ＣＤＭＡ２０００ １xＥＶ-ＤＶで、ＱＣＴＣ(Ｑ
ｕａｓｉ　Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｔｕｒｂｏ　Ｃｏｄｅｓ)が可変符号化率を自
由に支援するための方式として物理チャンネルに使用されている。このＱＣＴＣは、与え
られた母符号(ｍｏｔｈｅｒ　ｃｏｄｅ)から特殊規則により符号化された符号シンボルを
図５に示すように再配列した後に、シンボル選択器によって選択される多様な符号化率の
ターボ符号の集合を意味する。
【００１４】
　図５を参照して、ＣＤＭＡ２０００ １xＥＶ-ＤＶシステムの標準として採択されたＱ
ＣＴＣの動作について説明する。情報列(ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｔｒｅａｍ)５００
が符号化率Ｒ＝１/５を有するターボエンコーダ５１０に入力される場合に、母符号を使
用するターボエンコーダ５１０は、与えられたＮ_ＥＰ個の入力情報シンボルでターボ符
号化を遂行する。その結果、ターボエンコーダ５１０は、５xＮ_ＥＰの符号シンボルを生
成する。この生成された符号シンボルは、符号シンボル分離器５１２によって逆多重化(
ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ)されて５個のサブブロックに分離される。このように分離
された符号シンボルは、参照番号５１４で示されている。この符号シンボル５１４は、シ
ステマチックシンボルグループ(又はサブブロックＸ）と複数のパリティシンボルグルー
プ(又はサブブロックＹ０，Ｙ１，Ｙ’０，Ｙ’１)に分けられる。各シンボルグループは
、ＰＢＲＯ(Ｐａｒｔｉａｌ　Ｂｉｔ　Ｒｅｖｅｒｓａｌ　Ｏｒｄｅｒ)インタリービング
される。このとき、それぞれのサブブロックは、独立的にインタリービングが遂行される
。これは“サブブロックインタリービング”と呼ばれる。図５の参照符号５１６ａ，５１
６ｂ，５１６ｃ，５１６ｄ，５１６ｅは、ＲＢＲＯインタリービングを遂行するための独
立的な装置である。
【００１５】
　ＰＢＲＯインタリービングされたシンボルのうち、システマチックシンボルはそのまま
出力され、ＰＢＲＯインタリービングされたパリティシンボルはインターレーサ５１８ａ
，５１８ｂによってインターレースに再配列される。この再配列は、２個のシンボルが一
回ずつインターレースされるように順次に遂行される。すなわち、インターレーサ５１８
ａは、パリティシンボルＹ０，Ｙ’０のインターレーシングによって新たなグループを形
成する。類似に、インターレーサ５１８ｂは、それぞれのサブブロックで生成されるパリ
ティシンボＹ１，Ｙ’１をインターレースに再配列され、それによって新たなグループを
形成する。したがって、インターレースに生成された各グループは、２xＮ_ＥＰのサイズ
を有する。
　次に、インタリービングされたシステマチックシンボルで構成されたサブブロックとイ
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ンターレーシングされた２個のパリティグループは、順に配列し、束ねられて一つの新た
なシーケンスを生成する。これは、図５で参照番号５２０の“ＱＣＴＣシンボル”で示す
。このような一連の過程を経て、ＱＣＴＣ符号を生成するためのシンボルの再配列をすべ
て完了する。次に、ＱＣＴＣシンボル選択器５１２は、５xＮ_ＥＰのシンボルから任意の
シンボルを選択して多様な符号化率を有するＱＣＴＣ符号を生成する。従来のバイナリＱ
ＣＴＣを設計する基準の一つは、フェージングチャンネルで受信信号の性能向上を考慮し
なければならないということである。このＱＣＴＣの設計基準は、単純に符号性能の最適
化だけでなく、チャンネルインタリービング性能の最適化を特徴とする。このようなチャ
ンネルインタリービングは、一般的にサブブロックインタリービングとインターレーシン
グによって遂行される。
【００１６】
　現在ＨＰｉ規格により、約１２０個の相互に異なる変調方式とＦＥＣ符号化率との組合
が可能である。しかしながら、これを支援するＦＥＣ符号、特に、多様な符号化率のター
ボ符号の生成及び決定方式に対する具体的な方式が提示されていない状態である。特に、
ＯＦＤＭ/ＯＦＤＭＡシステムは、各伝送率(ｄａｔａ　ｒａｔｅ)に対応する変調方式と
ＦＥＣ符号化率との関係によりＦＥＣ符号化率を可変する方法が提示されていない。また
、ハイブリッド自動再伝送要求(ＨＡＲＱ）方式を使用する場合に、多様な冗長性(ｒｅｄ
ｕｎｄａｎｃｙ)を生成するための具体的な方式が提示されていない状態である。
　移動通信システムで使用する、すなわち、ＣＤＭＡ２０００ １xＥＶ-ＤＶ標準で定義
しているバイナリターボ符号を使用する場合に、ＱＣＴＣは、上記のような環境で多様な
符号を提供するための方式として提案された。しかしながら、ＱＣＴＣは、基本的にバイ
ナリターボ符号に対して最適化されている。したがって、デュオバイナリターボ符号のよ
うな非バイナリターボ符号(ｎｏｎ-ｂｉｎａｒｙ　ｔｕｒｂｏ　ｃｏｄｅ)を母符号とし
て使用する場合に別途の最適化が要求される。特に、デュオバイナリターボ符号を使用す
る場合に、システマチックシンボルの特性を考慮したシンボル分類とインタリービングが
要求される。
　したがって、高速無線データシステムで要求される符号を生成し、要求される符号を復
号するための装置と方法が要求される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　したがって、上記した従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、高速無線
データシステムでデータ伝送のために多様なパケットのサイズを使用する場合に、ＱＣ-
ＤＢＴＣを生成するための装置及び方法と、このＱＣ-ＤＢＴＣを復号するための装置及
び方法を提供することにある。
　本発明の他の目的は、ＯＦＤＭＡの高速パケットデータ無線通信システムでハイブリッ
ド自動再伝送要求(ＨＡＲＱ)方式を使用する場合に、多様な符号化率によるデュオバイナ
リターボ符号を生成するための装置及び方法とこのデュオバイナリターボ符号を復号する
ための装置及び方法を提供することにある。
　また、本発明の目的は、ＯＦＤＭＡの高速パケットデータ無線通信システムで多様なパ
ケットのサイズを使用し、チャンネル状態、バッファ状態、使用可能なサブチャンネル(
又はサブキャリア)の個数、ＯＦＤＭシンボルの個数、及び伝送区間により複数の変調方
式と複数のＦＥＣ方式のうちのいずれか一つを選択する場合に、デュオバイナリターボ符
号を生成するための装置及び方法とこのデュオバイナリターボ符号を復号するための装置
及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記した目的を達成するために、本発明は、サブパケットを生成するための装置であっ
て、２個の入力ポートのうち、いずれか一つに選択的に入力される情報シンボルを符号化
するためのエンコーダと、すべての符号化されたシンボルを２個のシステマチックシンボ
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ルサブブロックと２対のパリティシンボルサブブロックに逆多重化するためのシンボル分
離器と、前記サブブロックを別々にインタリービングするためのチャンネルインタリーバ
と、インタリービングされたパリティシンボルサブブロックのうち、一対の第１のシンボ
ル別多重化シーケンスを生成し、インタリービングされたパリティシンボルサブブロック
のうち他の対の第２のシンボル別多重化シーケンスを生成し、２個のインタリービングさ
れたシステマチックシンボルサブブロックの２個のシステマチックシーケンスを生成する
ためのシンボルグループ生成器と、前記２個のシステマチックシーケンスと第１のシンボ
ル別多重化シーケンス及び第２のシンボル別多重化シーケンスから予め定められた数のシ
ンボルを選択するためのシンボル選択器とを含むことを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明は、サブパケットを発生するための方法であって、２個の入力ポートのう
ち、いずれか一つに選択的に入力される情報シンボルを符号化するための段階と、すべて
の符号化されたシンボルを２個のシステマチックシンボルサブブロックと２対のパリティ
シンボルサブブロックに逆多重化する段階と、前記サブブロックを独立的にインタリービ
ングする段階と、インタリービングされたパリティシンボルサブブロックのうち、一対の
第１のシンボル別多重化シーケンスを生成し、インタリービングされたパリティシンボル
サブブロックのうち他の対の第２のシンボル別多重化シーケンスを生成し、２個のインタ
リービングされたシステマチックシンボルサブブロックの２個のシステマチックシーケン
スを生成する段階と、前記２個のシステマチックシーケンスと第１のシンボル別多重化シ
ーケンス及び第２のシンボル別多重化シーケンスから予め定められた数のシンボルを選択
する段階と、を有することを特徴とする。
【００２０】
　本発明は、ＱＣ-ＤＢＴＣ(Ｑｕａｓｉ-Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｕｏ-Ｂｉｎａ
ｒｙ　Ｔｕｒｂｏ　Ｃｏｄｅｓ）を発生する装置であって、複数の構成エンコーダを有し
、前記情報シンボル列を受信し、与えられた符号化率により前記複数のシステマチックシ
ンボル列と複数のパリティシンボル列を発生し、前記各パリティシンボル列は前記構成エ
ンコーダから生成され、前記少なくとも一つのパリティシンボル列は他の構成エンコーダ
からの前記少なくとも一つのパリティシンボル列と対応するデュオバイナリターボエンコ
ーダと、前記複数のシステマチックシンボル列を一つのシンボル列にカッドマッピングす
るカッドシンボルマッパと、前記カッドマッピングされたシステマチックシンボル列と前
記構成エンコーダからの前記複数のパリティシンボル列を各々独立的にインタリービング
し、前記カッドマッピングされた情報シンボル列をカッドデマッピングし、直列に出力す
るために前記インタリービングされた前記複数のパリティシンボルで前記対応するパリテ
ィシンボル列内のシンボルを順に配列し、前記カッドデマッピングされたシステマチック
シンボル列と前記順に配列されたパリティシンボル列を直列に結合するチャンネルインタ
リーバと、前記直列に結合された列を反復し、符号化率と選択情報により前記反復された
列から所定数のシンボルを選択して符号化された符号を生成するデュオバイナリターボ符
号生成器と、を含むことを特徴とする。
【００２１】
　さらに、本発明は、ＱＣ-ＤＢＴＣを発生する方法であって、情報シンボル列を受信し
、与えられた符号化率により前記複数のシステマチックシンボル列と複数のパリティシン
ボル列を発生する段階と、前記発生したシンボル列をシステマチックシンボル列とパリテ
ィシンボル列に分離する段階と、前記分離されたシステマチックシンボル列を一つのシン
ボルにカッドマッピングする段階と、前記カッドマッピングされたシンボル列と前記パリ
ティシンボル列を各々独立的にインタリービングする段階と、前記カッドマッピングして
インタリービングされた情報シンボル列をカッドデマッピングする段階と、前記パリティ
シンボル列を一対でインターレースする段階と、前記インターレースされたパリティシン
ボル列とカッドデマッピングされたシステマチックシンボル列とを結合する段階と、前記
結合されたシンボルを前記与えられた伝送率により伝送されるシンボルを選択する段階と
、を有することを特徴とする。
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【００２２】
　また、本発明は、ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号
化率により符号化して生成し、前記生成された符号化シンボルのうち全部又は一部の伝送
する符号シンボルを選択するための装置であって、前記情報シンボル列を受信し、予め定
められた符号化率によりＱＣ-ＤＢＴＣシンボルを生成するＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダと、
前記システマチックシンボル列が一つのシンボル列に接続され、前記ＱＣ-ＤＢＴＣエン
コーダの出力シンボルを複数のシステマチックシンボル列と複数のパリティシンボル列に
分離するための分離器と、前記パリティシンボル列を各々インタリービングする複数のイ
ンタリーバと、前記一つのシンボル列で構成されたシステマチックシンボル列をインタリ
ービングするシステマチックシンボル列インタリーバと、前記パリティシンボル列を一つ
の対で構成してインターレースするためのインターレーサと、前記システマチックシンボ
ル列インタリーバの出力と前記インターレーサの出力を順次に結合する結合器と、前記結
合されたシンボルを前記与えられた伝送率により伝送するシンボルを選択するシンボル選
択器と、を含むことを特徴とする。
【００２３】
　本発明は、ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号化率に
より符号化して生成し、前記生成された符号化シンボルのうち全部又は一部の伝送する符
号シンボルを選択するための方法であって、前記情報シンボル列を受信し、予め定められ
た符号化率によりＱＣ-ＤＢＴＣシンボルを生成する段階と、前記システマチックシンボ
ル列が一つのシンボル列に接続され、前記ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダの出力シンボルを複
数のシステマチックシンボル列と複数のパリティシンボル列に分離する段階と、前記パリ
ティシンボル列を各々インタリービングする段階と、前記接続されたシステマチックシン
ボル列をインタリービングする段階と、前記パリティシンボル列を一対でインターレース
する段階と、前記インタリービングされたシステマチックシンボル列と前記インターレー
スされたパリティシンボル列を直列結合する段階と、前記結合されたシンボルから前記与
えられた伝送率により伝送するシンボルを選択する段階と、を有することを特徴とする。
【００２４】
　さらに、本発明は、ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符
号化率により符号化して生成し、前記生成された符号化シンボルのうち全部又は一部の伝
送する符号シンボルを選択するための装置であって、複数の構成エンコーダを有し、前記
情報シンボル列を受信し、与えられた符号化率により前記複数のシステマチックシンボル
列と複数のパリティシンボル列を生成し、前記各パリティシンボル列は前記構成エンコー
ダから生成され、前記少なくとも一つのパリティシンボル列は他の構成エンコーダからの
前記少なくとも一つの　パリティシンボル列に対応するＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダと、前
記ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダの出力をシステマチックシンボル列とパリティシンボル列に
分離する分離器と、前記システマチックシンボル列と前記パリティシンボル列を各々イン
タリービングする複数のインタリーバと、前記各パリティシンボル列のうち、他の構成エ
ンコーダから生成されたパリティシンボルを一対でインターレースするインターレーサと
、前記インタリービングされたシステマチック列と前記インターレースされたパリティシ
ンボル列を直列に結合する結合器と、前記結合されたシンボルから前記与えられた伝送率
により伝送するシンボルを選択するシンボル選択器と、を含むことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明は、ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号
化率により符号化して生成し、前記生成された符号化シンボルのうち全部又は一部の伝送
する符号シンボルを選択するための方法であって、ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダによって、
情報シンボル列を受信し、与えられた符号化率により前記複数のシステマチックシンボル
列と複数のパリティシンボル列を生成し、前記パリティシンボル列は前記構成エンコーダ
から生成され、前記少なくとも一つのパリティシンボル列は他の構成エンコーダからの前
記少なくとも一つのパリティシンボル列に対応する段階と、ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダの
出力をシステマチックシンボル列とパリティシンボル列に分離する段階と、前記システマ
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チックシンボル列と前記パリティシンボル列を各々インタリービングする段階と、前記パ
リティシンボル列を一つの対でインターレースする段階と、前記インタリービングされた
システマチックシンボル列とインターレースされたパリティシンボル列を結合する段階と
、前記結合されたシンボルから前記与えられた伝送率により伝送するシンボルを選択する
段階と、を有することを特徴とする。
【００２６】
　本発明は、ＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダを用いて情報シンボル列を与えられた符号化率に
より符号化して生成された符号化シンボルのうち全部又は一部のシンボルが受信されると
きに、これを符号化するための装置であって、受信されたシンボルのうち削除されたシン
ボルに対応する領域に予め定められた符号シンボルを挿入する選択器と、前記選択器によ
って生成されたシンボルのうちパリティシンボルに該当するシンボルをデインターレース
するデインターレーサと、前記選択器によって生成されたシンボルのうちシステマチック
シンボルに該当するシンボルをカッドマッピングするカッドマッパと、前記カッドマッピ
ングされたシステマチックシンボル列と前記デインターレースされたシンボルを各々デイ
ンタリービングする複数のデインタリーバと、前記デインタリービングされたシステマチ
ックシンボル列をカッドデマッピングするカッドデマッパと、前記カッドデマッパの出力
と前記デインタリービングされたパリティシンボル列を結合する符号シンボル結合器と、
前記結合されたシンボルをＱＣ-ＤＢＴＣ復号化するＱＣ-ＤＢＴＣデコーダと、を含むこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は、高速無線データシステムで複数の変調方式と複数のＦＥＣ方式のうちの一つ
を選択して伝送するデュオバイナリターボ符号を母符号として使用する場合に、多様な符
号化率を有する符号を生成することができる利点がある。また、本発明は、ＨＡＲＱ方式
で、簡単なＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダによって多様なサブ符号語と冗長性を提供すること
ができ、それによって上記システムの伝送効率を極大化することができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
　下記で、本発明に関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明が本発明の要旨を
不明にすると判断された場合に、その詳細な説明を省略する。
【００２９】
　図６は、本発明の実施形態により符号化率Ｒ＝１/３を有し、デュオバイナリターボ符
号を使用するＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダの構造を示すブロック構成図である。図６を参照
して、本発明の実施形態により符号化率Ｒ＝１/３を有し、デュオバイナリターボ符号を
使用するＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダの構造及び動作について詳細に説明する。図６で、タ
ーボエンコーダ６１０は、図４で説明したターボエンコーダと同一の構成を有する。図４
は、符号化率Ｒ＝１/３のデュオバイナリターボ符号を発生するための装置を示すブロッ
ク構成図である。したがって、ターボエンコーダ６１０の内部構成は、図４を参照して説
明する。
【００３０】
　図６に示すようにＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダは、システマチックシンボルを処理する過
程を除き、バイナリターボ符号を使用する従来のＱＣＴＣエンコーダの構造と類似してい
る。これは、デュオバイナリターボ符号の場合に、図３及び図４に示すように、Ｎ_ＥＰ
個のシステマチックシンボルに対して各々Ｎ_ＥＰ/２個のシステマチックシンボルで構成
されるシステマチックシンボル列Ａ，Ｂに分けられるためである。それぞれのシンボルＡ
_ｉ、Ｂ_ｉは、一対で第１の構成エンコーダ４０１によって符号化され、或いは、ターボ
インタリーバ４０２によってターボインタリービングされた後に第２の構成エンコーダ４
０３によって一対で符号化される。すなわち、情報列対Ａ，Ｂは、それぞれの構成エンコ
ーダの格子図上で一つの遷移過程によって定義される情報列として定義され、そのシンボ
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ル列のサイズはＮ_ＥＰ/２として定義される。したがって、この情報列対を受信するＱＣ
-ＤＢＴＣエンコーダは、図６に示すように、シンボル対Ａ_ｉ、Ｂ_ｉに基づいてシンボ
ル分類を処理する。すなわち、Ａ_ｉ、Ｂ_ｉをカッドシンボル(ｑｕａｄ-ｓｙｍｂｏｌ）
にマッピングした後にサブブロックインタリービングを遂行する。
【００３１】
　以下に、具体的な符号化過程に関して説明する。便宜上、符号化率Ｒ＝１/３のデュオ
バイナリターボ符号であると仮定して説明する。しかしながら、この符号化過程は、１/
２又はそのその他の符号化率のデュオバイナリターボ符号を使用してもその構成及び符号
化方式には差がないことを明らかにする。符号化率が変わる場合には、但し、パリティシ
ンボルグループの数が符号化率が低下するほど増加する差だけが存在する。
【００３２】
　符号化過程
　ステップ１：デュオバイナリターボ符号の出力シンボル分類
　図６を参照すると、符号化率Ｒ＝１/３のデュオバイナリターボ符号を母符号として使
用するターボエンコーダ６１０は、Ｎ_ＥＰ個の入力情報シンボルでターボ符号化を遂行
する。このターボ符号化過程は、従来のデュオバイナリターボ符号化過程と同一である。
したがって、デュオバイナリターボ符号エンコーダ６１０は、３xＮ_ＥＰの符号シンボル
を生成する。参照番号６１２は、このようにデュオバイナリターボ符号エンコーダ６１０
の出力シンボルをシステマチックシンボルとパリティシンボルに分離して接続する過程を
示す。このように生成された符号シンボルの中で、システマチックシンボルは、それぞれ
Ｎ_ＥＰ/２個のシンボルで構成されたシステマチックシンボル列ＡとＢに分けられ、パリ
ティシンボルは、図６に示すように、それぞれＮ_ＥＰ/２個のシンボルで構成されたパリ
ティシンボル列Ｃ１１，Ｃ１２，Ｃ２１，Ｃ２２に分けられる。ＱＣ-ＤＢＴＣ符号化方
式でシステマチックシンボルのサブブロックの個数は、図５に示した従来技術のＱＣＴＣ
符号化方式に比べて一つ増加することがわかる。すると、入力システマチックシンボルの
対応関係を説明する。入力システマチックシンボルは、Ｓ(ｋ)(ｋ＝０，１，２，３，…
，Ｎ_ＥＰ-１)と定義すると、Ａ_ｉとＢ_ｉは、各々下記の＜数式１＞及び＜数式２＞の
ように定義される。
【００３３】
【数１】

【００３４】
【数２】

【００３５】
　ステップ２：システマチックシンボルのカッドシンボルマッピング
　図６に示すように、システマチックシンボル列ＡとＢは、下記のカッドシンボルマッピ
ング(ｑｕａｄ-ｓｙｍｂｏｌ　ｍａｐｐｉｎｇ)テーブルに基づいてカッドシンボルにマ
ッピングされる。このカッドシンボルマッピングは、Ａ_ｉとＢ_ｉがｍ_ｉ(ｉ＝０，１，
２，…，Ｎ_ＥＰ/２-１）にマッピングされるように、カッドシンボルマッパ６３０によ
って遂行される。これは、＜数式１＞と＜数式２＞によりＡ_ｉとＢ_ｉの値が計算されて
出力されることである。したがって、新たに生成されるシステマチックシンボル列Ｍは、
Ｎ_ＥＰ/２のサイズを有する。Ａ_ｉ、Ｂ_ｉとｍ_ｉとのマッピング規則が多様に設定で
きる。ここで、最も普遍的な例として、Ａ_ｉとＢ_ｉをバイナリ表記方式によりｍ_ｉに
対応してマッピングするためのマッピング規則を示す。使用されるマッピング規則に関係
なく、重要なことは、新たなシステマチックシンボル列Ｍが従来のバイナリＱＣＴＣのよ
うにカッドシンボルマッピングによってＮ_ＥＰ/２のサイズを有し、各カッドシンボルは
ｉ番目のシステマチックシンボル対Ａ_ｉとＢ_ｉにマッピングされるということである。
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カッドシンボルマッピングテーブルは、下記の＜表１＞のように示す。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　＜表１＞は、システマチックＡ_ｉ、Ｂ_ｉとカッドシンボルｍ_ｉとの間のマッピング
規則を一例として示す。
【００３８】
　ステップ３：パリティシンボルの分類
　次に、符号シンボルは、システマチックシンボルグループ(又はサブブロックＭ)と複数
のパリティシンボルグループ(又はサブブロックＹ０，Ｙ１，Ｙ’０，Ｙ’１)に分離され
、５個のサブブロックに逆多重化される。ここで、この動作は“符号シンボル分離”とし
て定義され、図６で参照番号６１４で示す。符号シンボル分離器６１４は、従来のＱＣＴ
Ｃシンボル分離器５１４と同一の役割を遂行する。このような符号シンボル分離器６１４
によって遂行される動作は、下記に＜数式３＞～＜数式６＞のように示す。
【００３９】

【数３】

【００４０】
【数４】

【００４１】
【数５】

【００４２】
【数６】

【００４３】
　ステップ４：サブブロックインタリービングとインターレーシング
　次に、それぞれのサブブロックは、独立的にインタリービングされ、これは“サブブロ
ックインタリービング”と呼ばれる。このサブブロックインタリービングは、ＰＢＲＯイ
ンタリーバ６１６ａ，６１６ｂ，６１６ｃ，６１６ｄ，６１６ｅによって遂行される。こ
こで、サブブロックはすべて同一にＮ_ＥＰ/２のサイズを有する。次に、それぞれのサブ
ブロックで生成されるパリティシンボルＹ０とＹ’０は、各々インターレーシングされ、
その後、再配列されてから新たなグループを形成する。同様に、各サブブロックで生成さ
れたパリティシンボルＹ１とＹ’１も、各々インターレーシングされ、再配列された後に
新たなグループを形成する。ここで、各グループ、すなわちパリティシンボル列は、Ｎ_
ＥＰ/２のサイズを有する。このインターレーシングは、インターレーサ６１８ａ、６１
８ｂによって遂行される。
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【００４４】
　ステップ５：システマチックシンボルのカッドシンボルデマッピング
　次に、Ｎ_ＥＰ/２のシステマチックシンボルは、サブブロックインタリービングによっ
て新たに生成されるシステマチックシンボル列Ｍ’から、<表１>によってカッドシンボル
を再びＡ_ｉ’とＢ_ｉ’のバイナリシンボルにデマッピングして各々求める。＜表１＞を
参照すると、Ａ_ｉとＢ_ｉは、それぞれＡ_ｉ’とＢ_ｉ’と見なすことができる。例えば
、ｍ_ｉ＝３は(Ａ_ｉ，Ｂ_ｉ)＝(１,１）にマッピングされる。上述したように、多様な
マッピング規則が可能で、本発明ではこのマッピング規則に対する制限をおかない。この
ように、ｍ_ｉがマッピングされる例を＜数式７＞のように示す。
【００４５】
【数７】

【００４６】
　このように＜数式７＞又はその他の方法によるカッドデマッピングは、カッドシンボル
デマッパ６４０によって遂行される。
【００４７】
　ステップ６：ＱＣ-ＤＢＴＣシンボル結合
　次に、インタリービングされた情報シンボルで構成されたサブブロックとインターレー
シングされた２個のパリティグループを順に配列し、束ねられて一つの新たなシーケンス
を生成する。これは、図６で、“デュオバイナリターボ符号シンボル”と参照番号６２０
として定義する。このような一連の過程を経て、ＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成するためのシ
ンボル再配列をすべて完了する。このようなＱＣ-ＤＢＴＣシンボルの再配列は、下記の
＜数式８＞のように示す。
【００４８】

【数８】

【００４９】
　上記＜数式８＞で、{ａ|ｂ｝は、任意の２つのシーケンスａとｂを直列に結合して得ら
れた新たなシーケンスを意味する。また、ＩＴＲ(ａ，ｂ)は、任意の２つのシーケンスａ
とｂを相互インターレーシングすることを意味する。すなわち、このシーケンスａとｂは
、ａ_０，ｂ_０，ａ_１，ｂ_１，ａ_２，ｂ_２，…，ａ_Ｍ，ｂ_Ｍの順序にインターレー
シングされる。
【００５０】
　ステップ７：ＱＣ-ＤＢＴＣシンボル選択
　次に、ＱＣ-ＤＢＴＣシンボル選択器６２２は、３xＮ_ＥＰシンボルから任意のシンボ
ルを選択することによって、多様な符号化率を有するＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成する。多
様な符号化率を有するＱＣ-ＤＢＴＣ符号を生成するための方式が、本出願人により出願
された韓国特許出願番号第Ｐ２００１－０００７３５７号の“符号システムにおける符号
生成装置及び方法”によく開示されている。
　上記したように、ＱＣ-ＤＢＴＣは、従来のバイナリＱＣＴＣとステップ２、ステップ
５で差がある。このようにカッドシンボルマッピングを使用する理由は、次のようである
。
【００５１】
　第１に、カッドシンボルマッピングを使用すると、システマチックシンボルグループの
サイズがパリティシンボルグループのサイズと同一になる。したがって、送信器は、一つ
のサブブロックインタリービング装置のみを含む。すなわち、同一のサブブロックのサイ
ズを使用するため、サブブロックインタリービングのパラメーター及びアルゴリズムが簡
素化される。一般的に、サブブロックインタリービングとしてＰＢＲＯインタリービンク
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が使用される。
【００５２】
　第２に、カッドシンボルマッピングを使用すると、システマチックシンボルグループの
サイズがパリティシンボルグループのサイズと同一になる。したがって、受信器は、一つ
のサブブロックインタリービング装置のみを含む。受信器は、送信器で使用したインタリ
ービングの逆関数を用いてサブブロックインタリービングを実現しなければならないし、
一般的に、インタリービングに比べて逆関数を用いるデインタリービングの実現の複雑度
が増加する。なお、相互に異なるブロックサイズを使用すると、これに比例して実現の複
雑度が増加する。したがって、同一のサブブロックサイズを使用すると、一つの逆関数を
使用することができるため、このような受信器の複雑度を相対的に低下することができる
。
【００５３】
　第３に、カッドシンボルマッピングを使用すると、それぞれのシステマチックシンボル
列ＡとＢをそれぞれサブブロックインタリービングする方式に比べてチャンネルインタリ
ービングの深さ(ｄｅｐｔｈ)を向上させることができる。一般的に、チャンネルインタリ
ービングの深さが増加するほど、インタリービングの性能が向上し、この部分に関する説
明は関連文献に詳細に開示されている。特に、チャンネルインタリービングの深さは、移
動通信システムで重要な性能重要パラメータで、従来のバイナリＱＣＴＣに詳細に説明さ
れたように、ＱＣＴＣはＦＥＣとチャンネルインタリービングを一つで統合する構造を有
する。したがって、ＱＣＴＣが同一の符号利得を有しても、チャンネルインタリービング
に対する性能が改善されることがより望ましい構造として評価される。このような側面で
、カッドシンボルマッピング構造は、システマチックシンボルのチャンネルインタリービ
ング領域をＮ_ＥＰまで拡大することが可能である。しかしながら、それぞれのシステマ
チックシンボル列ＡとＢをそれぞれサブブロックインタリービングする方式は、チャンネ
ルインタリービング領域のＮ_ＥＰ/２に制限される。
【００５４】
　図７は、本発明の実施形態によるＱＣ-ＤＢＴＣシステムで受信器の構造を示すブロッ
ク構成図である。図７を参照して、本発明の実施形態によるＱＣ-ＤＢＴＣシステムで受
信器の構造と動作について詳細に説明する。
【００５５】
　受信器は、送信器で使用するＱＣ-ＤＢＴＣの逆過程を遂行し、受信された符号語シン
ボルからＮ_ＥＰ個のシステマチックシンボルを復元する。下記に、図７を参照して、シ
ステマチックシンボルを復元する過程を詳細に説明する。ＱＣ-ＤＢＴＣシンボル選択器
７１０は、受信されたシンボルｑ０，ｑ１，…，ｑＭ-１をパリティシンボルとシステマ
チックシンボルで構成されたカッドシンボルに変換する。このカッドシンボルは、参照符
号７１２で示す。カッドシンボルは、それぞれシステマチックシンボルとパリティシンボ
ルで構成されるため、システマチックシンボルは直接出力され、パリティシンボルはイン
ターレーシングされたシンボル７１４ａ及び７１４ｂに区分される。インターレーシング
されたシンボル７１４ａ，７１４ｂは、デインターレーシング過程を通じて該当するパリ
ティシンボルに分離される。システマチックシンボルは、カッドシンボルマッパ７３０に
よってカッドシンボルにマッピングされる。デインターレーシング過程を通じて分離され
たパリティシンボル列とシステマチックシンボル列は、ＰＢＲＯプロセッサ７１６ａ、７
１６ｂ，７１６ｃ，７１６ｄ，７１６ｅに入力されて再配列される。 ＰＢＲＯプロセッ
サ７１６ａ、７１６ｂ，７１６ｃ，７１６ｄ，７１６ｅの出力シンボル７１８は、図６の
符号シンボル分離器６１４の出力シンボルと同一である。
【００５６】
　ここで、送信器とは異なり、受信器は、システマチックシンボルに該当するＮ_ＥＰ個
のｑ_ｋ(ｋ＝０，１，２，３，…，Ｎ_ＥＰ-１)が実数値を有するため、＜表１＞に示す
ように(０，０)，(０，１)，(１，０)，(１，１）にカッドシンボルマッピングを遂行す
ることができない。したがって、Ａ_ｉ'とＢ_ｉ'に該当する(ｑ_ｋ，ｑ_ｋ+1)(ここで、
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ｋ＝０，２，３，…，Ｎ_ＥＰ-２)のシンボル位置は、一つのシンボル対(ｑ_ｋ，ｑ_ｋ＋
１)で結合し、これを基準としてカッドシンボルと見なし、Ｎ_ＥＰ/２のサイズのＰＢＲ
Ｏを使用してデインタリービングを遂行する。すなわち、ｑ_ｋとｑ_ｋ＋１のシンボル位
置のみを一致させると良い。このようなマッピング規則の一例を、下記に＜表２＞のよう
に示す。
【００５７】
【表２】

【００５８】
　同様に、パリティシンボルは、デインターレーシングにより４個のパリティブロックに
分けられ、ＰＢＲＯサブブロックデインタリービングによって各々Ｙ０，Ｙ１，Ｙ’０，
Ｙ’１に分けられて各々Ｃ１１，Ｃ１２，Ｃ２１，Ｃ２２に変換される。また、システマ
チックシンボルＭ’は、ＰＢＲＯサブブロックデインタリービングにより元の順序に復元
される。
【００５９】
　カッドシンボルデマッパ７４０は、送信器の逆過程を通じてｍ_ｉ(ｉ＝０，１，２，…
，Ｎ_ＥＰ-１1)を(Ａ_ｉ，Ｂ_ｉ）に変換される。次に、Ａ，Ｂ，Ｃ１１，Ｃ１２，Ｃ２
１，Ｃ２２の結合によって得られた３Ｎ_ＥＰ個の全体符号シンボルは、デュオバイナリ
ターボ符号デコーダ７２２に入力される。参考として、符号化率が１/３より高い場合に
、実際に伝送されるシンボルの個数は３Ｎ_ＥＰより少ない。この場合に、伝送されない
シンボル位置に該当するｑ_ｉに削除シンボル(ｅｒａｓｕｒｅ　ｓｙｍｂｏｌ）を付与し
、この過程でＱＣ-ＤＢＴＣＣの受信動作を遂行する。
【００６０】
　図８は、本発明の他の実現形態によるＱＣ-ＤＢＴＣシステムで送信器の構造を示すブ
ロック構成図である。図8で、但しシステマチックシンボルのサイズをＮ_ＥＰに拡張する
方式を詳細に示す。
　図８に示すように、この方式は、従来のＱＣＴＣ方式の構造と同一であるが、バイナリ
ターボエンコーダを使用することが異なる。また、図８の構造は、図６の構造と比較する
と、カッドシンボルマッパ及びカッドシンボルデマッパを含まないことを除き、その他の
構成は大部分同一であるため、その差部分のみについて説明する。図８からわかるように
、ターボエンコーダ８１０から出力される符号シンボルのうちシステマチックシンボルは
、従来のＱＣＴＣ符号語のＰＢＲＯサブブロックインタリーバ６１６ａ～６１６ｅがすべ
て同一のサイズを有することに対して、システマチックシンボルに該当するＰＢＲＯサブ
ブロックインタリーバ８１６ａのサイズが２倍増加する。システマチックシンボル列Ａと
Ｂは、Ａ_０，Ｂ_０，Ａ_１，Ｂ_１，Ａ_２，Ｂ_２，…，Ａ_(Ｎ_ＥＰ/２-１)，Ｂ_(Ｎ_
ＥＰ/２-１）の順に交互に配置され、ＰＢＲＯサブブロックインタリーバ８１６ａに入力
される。このような構造は、チャンネルインタリービングがバイナリシンボル、すなわち
、ビット単位で遂行されるという長所を有し、それによって、チャンネルインタリービン
グのランダム程度が多少改善される。しかしながら、この方式は、システマチックシンボ
ルに該当するサブブロックサイズとパリティシンボルに該当するサブブロックサイズが相
互に異なるため、送信器と受信器共に、２つのＰＢＲＯサブブロックインタリービング装
置を必要とするという短所がある。しかしながら、図６に示したようにＱＣ-ＤＢＴＣ方
式でチャンネルインタリービングの深さがＮ_ＥＰに拡張されたため、図８のビット単位
のチャンネルインタリービング深さと拡張されたチャンネルインタリービング深さとの差
はほとんどない。
【００６１】
　他の実施形態の例として、ＱＣＴＣ符号の生成装置の構成をそのまま維持しつつ、バイ
ナリターボエンコーダを使用する。また、バイナリターボエンコーダから出力されるシス
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テマチックシンボルの個数は、ＱＣＴＣ方式と異なり、２倍であるため、サブブロックイ
ンタリーバの数は２(Ｍ０及びＭ１)に拡張される。したがって、図６のように、すべての
サブブロックインタリーバのは、Ｎ_ＥＰ/２の同一のサイズを有する。このような方式を
図９に示す。ここで、図９と図６との構造及び機能の差部分のみを説明する。
【００６２】
　図９では、システマチックシンボルに対する２つのＰＢＲＯサブブロックインタリーバ
を有する。図９に示すように、システマチックシンボルをインタリービングするサブブロ
ックインタリーバ９１６ａ１，９１６ａ２は、他のパリティシンボルをインタリービング
するインタリーバ９１６ｂ，９１６ｃ，９１６ｄ，９１６ｅと同一のサイズを有する。し
たがって、システマチックシンボルＡとＢは、順次にそれぞれのサブブロックＭ０，Ｍ１
に配置され、各々ＰＢＲＯサブブロックインタリービングを遂行し、順次にＱＣ-ＤＢＴ
Ｃシンボル列に配置される。
　このような構造は、チャンネルインタリービングがバイナリシンボル、すなわち、ビッ
ト単位で遂行されるという長所があり、すべてのサブブロックが同一のサイズのＰＢＲＯ
インタリービング装置を使用することができる長所もある。その反面、この構造は、シス
テマチックシンボルに該当するサブブロックがＮ_ＥＰ/２の小さいサイズを有し、平行に
ＱＣ-ＤＢＴＣシンボル列に配置されるため、図６の方式に比べて、チャンネルインタリ
ービングの深さがＮ_ＥＰ/２に制限されるという短所がある。
【００６３】
　以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、形式や細
部についての様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者
には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものでは
なく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】ＯＦＤＭを使用するＩＥＥＥ８０２.１６ａシステムで高速データを伝送するた
めの物理チャンネルの構造を示すブロック構成図である。
【図２】現在ＨＰｉ高速データシステムでユーザーにデータを送信するための物理チャン
ネルの構造を示すブロック構成図である。
【図３】符号化率Ｒ＝１/２のデュオバイナリターボ符号を生成するための装置を示すブ
ロック構成図である。
【図４】符号化率Ｒ＝１/３のデュオバイナリターボ符号を生成するための装置を示すブ
ロック構成図である。
【図５】ＣＤＭＡ２０００ １xＥＶ-ＤＶシステムでＱＣＴＣシンボル生成器を示すブロ
ック構成図である。
【図６】本発明の実施形態により、符号化率Ｒ＝１/３を有し、デュオバイナリターボ符
号を使用するＱＣ-ＤＢＴＣエンコーダの構造を示すブロック構成図である。
【図７】本発明の実施形態によるＱＣ-ＤＢＴＣシステムで受信器の構造を示すブロック
構成図である。
【図８】本発明の他の実施形態によるＱＣ-ＤＢＴＣシステムで送信器の構造を示すブロ
ック構成図である。
【図９】本発明のまた他の実施形態によるＱＣ-ＤＢＴＣシステムで送信器の構造を示す
ブロック構成図である。
【符号の説明】
【００６５】
　６１０　ターボエンコーダ
　６１４　符号シンボル分離器
　６１６ａ、６１６ｂ、６１６ｃ、６１６ｄ、６１６ｅ　ＰＢＲＯインタリーバ
　６１８ａ、６１８ｂ　インターレーサ
　６２２　ＱＣ-ＤＢＴＣシンボル選択器
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　６３０　カッドシンボルマッパ
　６４０　カッドシンボルデマッパ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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