
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高速パケットデータ通信システムで逆方向送信電力オフセット及び順方向データチャネル
電力レベルを送信する基地局装置 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )において、
端末器 (User Equipment: ＵＥ )から受信される第１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉
比 (ＳＩＲ )を測定し、前記測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比と
の差を予め設定された臨界値と比較し、前記比較結果によって前記端末器が受信したパケ
ットデータに対する制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向電力
オフセットを決定する逆方向電力オフセット決定器と、
前記ＵＥと設定されているチャネル状態によって前記パケットデータを伝送する順方向デ
ータチャネルに適用される変調方式を決定し、前記決定された変調方式が高次変調方式で
ある場合、前記順方向データチャネルのチャネル利得関連制御情報である順方向データチ
ャネル電力レベルを決定する順方向データチャネル電力レベル決定器と、
前記逆方向電力オフセットまたは前記順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して
前記ＵＥに伝送する送信器と、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
前記逆方向送信電力オフセット決定器は、
前記第１逆方向専用チャネル信号を使用して信号対干渉比を測定し、前記測定された信号
対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比との間の差を計算するチャネル状態決定器と
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、
前記差と予め設定された臨界値とを比較し、前記比較結果によって前記第２逆方向専用チ
ャネルに適用される逆方向電力オフセットを決定する送信電力決定器と、を含むことを特
徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項４】
前記送信器は、前記差が前記予め設定された臨界値のうち特定の臨界値未満である場合、
前記逆方向電力オフセットを伝送しないことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項５】
前記順方向データチャネル電力レベル決定器は、前記順方向データチャネルに割り当てで
きる最大電力及び最小電力を考慮して前記順方向データチャネル電力レベルを決定するこ
とを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項６】
前記順方向データチャネル電力レベル決定器は、前記変調方式が高次変調方式でない場合
、前記順方向データ電力レベルを生成しないことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項７】
高速パケットデータ通信システムで逆方向電力オフセット及び順方向データチャネル電力
レベルを送受信する装置において、
端末器 (ＵＥ )から受信される第１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉比を測定し、前記
測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比との差を予め設定された臨界
値と比較し、前記比較の結果によって前記ＵＥが受信したパケットデータに対する制御情
報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向電力オフセットを決定し、前記
ＵＥとの設定されているチャネル状態によって前記パケットデータを伝送する順方向デー
タチャネルに適用される変調方式を決定し、前記決定された変調方式が高次変調方式であ
る場合、前記順方向データチャネルのチャネル利得関連制御情報である順方向データチャ
ネル電力レベルを決定し、前記逆方向電力オフセット及び前記順方向データチャネル電力
レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送する基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )と、
前記順方向を通して伝送される逆方向電力オフセットを受信し、現在伝送されている前記
第２逆方向専用チャネルの送信電力を前記逆方向電力オフセットによって調整し、前記順
方向を通して前記順方向データチャネル電力レベルを受信し、前記受信された順方向デー
タチャネル電力レベルによって前記パケットデータを復調するＵＥと、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項８】
前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、
前記ＵＥから受信された第１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉比を測定し、前記測定
された信号対干渉比と前記目標信号対干渉比との差を前記臨界値と比較し、前記第２逆方
向専用チャネルに適用される逆方向送信電力オフセットを決定する逆方向送信電力オフセ
ット決定器と、
前記ＵＥと設定されているチャネル状態によって前記順方向データチャネルに適用される
変調方式を決定し、前記決定された変調方式が高次変調方式である場合、前記順方向デー
タチャネル電力レベルを決定する順方向データチャネル電力レベル決定器と、
前記逆方向電力オフセットまたは前記順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して
前記端末器に伝送する送信器と、を含むことを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
前記順方向データチャネル電力レベルは、前記順方向データチャネルに割り当てできる最
大電力及び最小電力を考慮して決定されることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項１０】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
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ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項１１】
高速パケットデータ通信システムで逆方向電力オフセット及び順方向データチャネル電力
レベルを送信する基地局装置 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )の制御方法において、
端末器 (ＵＥ )から受信される第１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉比を測定し、前記
測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比との差を予め設定された臨界
値と比較し、前記比較の結果によって、前記ＵＥ端末器が受信したパケットデータに対す
る制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向電力オフセットを決定
する過程と、
前記ＵＥと設定されているチャネル状態によって前記パケットデータを伝送する順方向デ
ータチャネルに適用される変調方式を決定し、前記決定された変調方式が高次変調方式で
ある場合、前記順方向データチャネルのチャネル利得関連制御情報である順方向データチ
ャネル電力レベルを決定する過程と、
前記逆方向電力オフセットまたは前記順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して
前記ＵＥに伝送する過程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
前記差が前記予め設定された臨界値のうち特定の臨界値未満である場合、前記逆方向電力
オフセットは伝送されないことを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
高速順方向データチャネル電力レベルは、前記順方向データチャネルに割り当てできる最
大電力及び最小電力を考慮して決定されることを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
前記変調方式が高次変調方式でない場合、前記順方向データ電力レベルを生成しない過程
をさらに含むことを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１６】
高速パケットデータ通信システムで逆方向電力オフセット及び順方向データチャネル電力
レベルを送受信する方法において、
基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )によって、基地局 (ＵＥ )から受信された第１逆方向専用チャネル信
号の信号対干渉比を測定し、前記測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干
渉比との差を予め設定された臨界値と比較し、前記比較の結果によって、前記ＵＥが受信
したパケットデータに対する制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆
方向電力オフセットを決定し、前記ＵＥと設定されているチャネル状態によって前記パケ
ットデータを伝送する順方向データチャネルに適用される変調方式を決定し、前記決定さ
れた変調方式が高次変調方式である場合、前記順方向データチャネルのチャネル利得関連
制御情報である順方向データチャネル電力レベルを決定し、前記逆方向電力オフセットま
たは前記順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送する過程と、
前記ＵＥによって、前記順方向を通して伝送される逆方向電力オフセットを受信し、現在
伝送されている第２逆方向専用チャネルの送信電力を前記逆方向電力オフセットを考慮し
て調整し、前記順方向を通して前記順方向データチャネル電力レベルを受信し、前記受信
された順方向データチャネル電力レベルによって前記パケットデータを復調する過程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記順方向データチャネル電力レベルは、前記順方向データチャネルに割り当てできる最
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大電力及び最小電力を考慮して決定されることを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
高速パケットデータ通信システムで逆方向送信電力を制御する方法において、
端末器 (ＵＥ )から受信された第１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉比を測定する過程
と、
前記測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比との間の差を計算し、前
記差を予め設定された臨界値と比較し、前記比較の結果によって、前記ＵＥ端末器が受信
したパケットデータに対する制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆
方向電力オフセットを決定する過程と、
前記決定された逆方向電力オフセットを順方向を通して前記ＵＥに伝送する過程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
前記差が前記予め設定された臨界値のうち特定の臨界値未満である場合、前記逆方向電力
オフセットを前記ＵＥに伝送しない過程をさらに含むことを特徴とする請求項１９記載の
方法。
【請求項２２】
高速パケットデータ通信システムで逆方向送信電力を制御する装置において、
端末器 (ＵＥ )から受信される第１逆方向専用チャネル信号を使用して信号対干渉比を測定
し、前記測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比との差を計算するチ
ャネル状態決定器と、
前記差を予め設定された臨界値と比較し、前記比較の結果によって、前記ＵＥが受信した
パケットデータに対する制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向
電力オフセットを決定する送信電力決定器と、
前記決定された逆方向電力オフセットを順方向を通して前記ＵＥに伝送する送信器と、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項２３】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
高速パケットデータ通信システムで逆方向送信電力を制御する方法において、
基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )によって、端末器 (ＵＥ )から受信される第１逆方向専用チャネル信
号の信号対干渉比 (ＳＩＲ )を測定する過程と、
前記Ｎｏｄｅ  Ｂによって、前記測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干
渉比との差を計算し、前記差を予め設定された臨界値と比較し、前記比較の結果によって
、前記ＵＥが受信したパケットデータに対する制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネ
ルに適用される逆方向電力オフセットを決定し、前記決定された逆方向電力オフセットを
順方向を通して前記ＵＥに伝送する過程と、
前記順方向を通して前記逆方向電力オフセットを受信すると、前記ＵＥは、前記現在伝送
されている第２逆方向専用チャネルの送信電力を前記逆方向電力オフセットによって調整
する過程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２５】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
前記差が前記予め設定された臨界値のうち特定の臨界値未満である場合、前記逆方向電力
オフセットを前記ＵＥに伝送しない過程をさらに伝送することを特徴とする請求項２４記
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載の方法。
【請求項２７】
高速パケットデータ通信システムで逆方向送信電力を制御する装置において、
端末器 (ＵＥ )から受信された第１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉比を測定し、前記
測定された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比との間の差を計算し、前記差
を予め設定された臨界値と比較し、前記比較の結果によって、前記ＵＥが受信したパケッ
トデータに対する制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向電力オ
フセットを決定し、前記決定された逆方向電力オフセットを順方向を通して前記ＵＥに伝
送する基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )と、前記順方向を通して前記逆方向電力オフセットを受信し
、現在伝送されている第２逆方向専用チャネルの送信電力を前記逆方向電力オフセットに
よって調整するＵＥと、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項２８】
前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、
前記ＵＥから受信される第１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉比を測定し、前記測定
された信号対干渉比と予め設定された目標信号対干渉比との間の差を計算するチャネル状
態決定器と、
前記差を前記予め設定された臨界値と比較し、前記ＵＥが受信したパケットデータに対す
る制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向電力オフセットを決定
する送信電力決定器と、
前記決定された逆方向電力オフセットを順方向を通して前記ＵＥに伝送する送信器と、を
含むことを特徴とする請求項２７記載の装置。
【請求項２９】
前記逆方向電力オフセットは、前記ＵＥによって現在伝送されている第２逆方向専用チャ
ネルの送信電力に加算される送信電力であることを特徴とする請求項２７記載の装置。
【請求項３０】
高速パケットデータ通信システムで順方向データチャネル電力レベルを送信する方法にお
いて、
端末器 (ＵＥ )と設定されているチャネル状態を推定し、前記推定されたチャネル状態によ
ってパケットデータを伝送する順方向データチャネルに適用される変調方式を決定する過
程と、
前記決定された変調方式が高次変調方式である場合、前記順方向データチャネルのチャネ
ル利得関連制御情報である順方向データチャネル電力レベルを決定する過程と、
前記決定された順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送して、
前記ＵＥが前記順方向データチャネル電力レベルを使用して前記パケットデータを復調す
るようにする過程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３１】
前記順方向データチャネル電力レベルは、前記順方向データチャネルに割り当てできる最
大電力及び最小電力を考慮して決定されることを特徴とする請求項３０記載の方法。
【請求項３２】
高速パケットデータ通信システムで順方向データチャネル電力レベルを送信する装置にお
いて、
端末器 (ＵＥ )と設定されているチャネル状態によってパケットデータを伝送する順方向デ
ータチャネルに適用される変調方式を決定する変調方式決定器と、
前記決定された変調方式が高次変調方式である場合、前記順方向データチャネルのチャネ
ル利得関連制御情報である順方向データチャネル電力レベルを決定する順方向データチャ
ネル電力レベル決定器と、
前記決定された順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送して、
前記ＵＥが前記順方向データチャネル電力レベルを利用して前記パケットデータを復調す
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るようにする送信器と、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項３３】
前記順方向データチャネル電力レベル決定器は、前記順方向データチャネルに割り当てで
きる最大電力及び最小電力を考慮して決定することを特徴とする請求項３２記載の装置。
【請求項３４】
高速パケットデータ通信システムで順方向データチャネル電力レベルを送受信する方法に
おいて、
基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )によって、端末器 (ＵＥ )と設定されているチャネル状態を推定し、
前記推定されたチャネル状態によってパケットデータを伝送する順方向データチャネルに
適用される変調方式を決定する過程と、
前記決定された変調方式が高次変調方式である場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂによって、前記順
方向データチャネルのチャネル利得関連制御情報である順方向データチャネル電力レベル
を決定し、前記順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送する過
程と、
前記順方向を通して前記順方向データチャネル電力レベルを受信すると、前記ＵＥが前記
順方向データチャネル電力レベルによって前記パケットデータを復調する過程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３５】
前記順方向データチャネル電力レベルは、前記順方向データチャネルに割り当てできる最
大電力及び最小電力を考慮して決定されることを特徴とする請求項３４記載の方法。
【請求項３６】
高速パケットデータ通信システムで順方向データチャネル電力レベルを送受信する装置に
おいて、
端末器 (ＵＥ )と設定されているチャネル状態を推定し、前記推定されたチャネル状態によ
ってパケットデータを伝送する順方向データチャネルに適用される変調方式を決定し、前
記決定された変調方式が高次変調方式である場合、前記順方向データチャネルのチャネル
利得関連制御情報である順方向データチャネル電力レベルを決定し、前記順方向データチ
ャネル電力レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送する基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )と、
前記順方向を通して前記順方向データチャネル電力レベルを受信し、前記受信された順方
向データチャネル電力レベルによって前記パケットデータを復調するＵＥと、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項３７】
前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、
前記ＵＥと設定されているチャネル状態によって前記順方向データチャネルに適用される
変調方式を決定する変調方式決定器と、
前記決定された変調方式が高次変調方式である場合、前記順方向データチャネル電力レベ
ルを決定する順方向データチャネル電力レベル決定器と、
前記決定された順方向データチャネル電力レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送して、
前記順方向データチャネル電力レベルを使用して前記パケットデータを復調するようにす
る送信器と、を含むことを特徴とする請求項３６記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高速順方向パケット接続 (High Speed Downlink Packet Access: 以下、ＨＳＤ
ＰＡと称する )方式を使用する通信システムに関し、特に、逆方向電力オフセット及び順
方向共通チャネル電力レベルを送受信する装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、高速データパケット接続 (High Speed Data Packet Access: 以下、ＨＳＤＰＡ
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と称する )方式は、ＵＭＴＳ (Universal Mobile Terrestrial System)通信システムにおい
て、順方向高速パケットデータ伝送を支援するための順方向データチャネルである高速順
方向共通チャネル (High Speed-Downlink Shared Channel: 以下、ＨＳ－ＤＳＣＨと称す
る )及びそれに関連した制御チャネルによって端末に高速データを伝送するデータ伝送方
式の総称である。前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するために、適応的変調及びコーディング (A
daptive Modulation and Coding: 以下、ＡＭＣと称する )方式、複合再伝送 (Hybrid Auto
matic Retransmission Request: 以下、ＨＡＲＱと称する )方式、及び速いセル選択 (Fast
 Cell Select: 以下、ＦＣＳと称する )方式が提案された。
【０００３】
第１に、ＡＭＣ方式に関して説明する。前記ＡＭＣ方式は、基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ )と端末
器 (User Equipment: 以下、ＵＥと称する )との間のチャネル状態によって異なるデータチ
ャネルの変調方式及びコーディング方式を決定することによって、前記Ｎｏｄｅ  Ｂの全
体の使用効率を向上させるデータ伝送方式である。従って、前記ＡＭＣ方式は、複数の変
調及びコーディング方式 (Modulation and Coding Scheme:以下、ＭＣＳと称する )を有し
、前記変調方式及びコーディング方式を組み合わせることによって、データチャネル信号
を変調及びコーディングする。一般的に、前記変調方式及び前記コーディング方式の組合
せのそれぞれを変調及びコーディング方式 (Modulation and Coding Scheme: 以下、ＭＣ
Ｓと称する )と称し、前記ＭＣＳの数によってレベル (level)１乃至レベル (level)ｎまで
のＭＣＳを定義することができる。つまり、前記ＡＭＣ方式は、前記ＵＥと現在無線接続
中のノードＢとの間のチャネル状態によって、前記ＭＣＳのレベルを適応的選択すること
であることによって、前記Ｎｏｄｅ  Ｂの全体システム効率を向上させる
【０００４】
第２に、ＨＡＲＱ方式、特に、 (特に、ｎチャネル停止 -待機複合再伝送 (n-channel Stop 
And Wait Hybrid Automatic Retransmission Request: 以下、ｎ－ｃｈａｎｎｅｌ  ＳＡ
Ｗ  ＨＡＲＱと称する )に関して説明する。前記ＨＡＲＱ方式は、ＡＲＱ (Automatic Retra
nsmission Request)方式の伝送効率を増加させるために、下記のような２つの方案を適用
する。第１方案は、ＵＥとＮｏｄｅ  Ｂとの間でＡＲＱ要求及び応答を遂行し、第２方案
は、エラーが発生したデータを一時的に貯蔵し、それを対応する再伝送データとコンバイ
ン (Combining)する。さらに、前記ＨＳＤＰＡ方式は、従来の停止 -待機自動再伝送 (Stop 
and Wait ARQ:以下、ＳＡＷ  ＡＲＱと称する )方式の短所を補完するために、前記ｎ－ｃ
ｈａｎｎｅｌ  ＳＡＷ  ＨＡＲＱという方式を導入した。前記ＳＡＷ  ＡＲＱ方式において
、Ｎｏｄｅ  Ｂは、以前のパケットデータに対するＡＣＫ (Acknowledgement)を受信するま
で、次のパケットデータを伝送しない。従って、前記パケットデータが現在伝送できても
、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは前記ＡＣＫを待機しなければならないという問題点がある。前記ｎ
－ｃｈａｎｎｅｌ  ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式においては、前記以前のパケットデータに対する
ＡＣＫを受信する前に複数のパケットデータを連続的に伝送することによって、チャネル
の使用効率を高めることができる。つまり、ＵＥとノードＢとの間にｎ個の論理的チャネ
ル (Logical Channel)を設定し、特定の時間またはチャネル番号によって前記ｎ個のチャ
ネルを識別することができる場合、前記ＵＥは、前記パケットデータを受信する任意の時
点で、前記パケットデータが伝送された論理的チャネルを認知することができる。従って
、前記ＵＥは、受信順序の通りに前記パケットデータを再構成するか、または、前記パケ
ットデータをソフトコンバイン (soft combining)することができる。
【０００５】
最後に、ＦＣＳ方式に関して説明する。
前記ＦＣＳ方式は、前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しているＵＥがセル重畳地域 (cell overla
pping region)またはソフトハンドオーバー (soft handover)領域に進入する場合、複数の
セルのうちチャネル状態の良好なセルを迅速に選択する方法である。具体的に、前記ＦＣ
Ｓ方式は、前記ＨＳＤＰＡを使用しているＵＥが以前のＮｏｄｅ  Ｂと新しいＮｏｄｅ  Ｂ
との間のセル重畳地域に進入する場合、前記ＵＥは、複数のセル、つまり、複数のＮｏｄ
ｅ  Ｂとの無線リンク (Radio Link)を設定する。この時、前記ＵＥと無線リンクを設定し
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たセルの集合をアクティブセット (active set)と称する。前記ＵＥは、全体的な干渉 (int
erference)を減少させるために、前記アクティブセットに含まれたセルのうち最良のチャ
ネル状態を維持しているセルのみからＨＳＤＰＡ用のパケットデータを受信する。ここで
、前記アクティブセットにおけるセルのうち最良のチャネル状態を有してＨＳＤＰＡパケ
ットデータを伝送するセルをベストセル (best cell)と称する。前記ＵＥは、前記アクテ
ィブセットに属するセルのチャネル状態を周期的に検査する。前記ＵＥは、現在のベスト
セルより良好のチャネル状態を有するセルが検出されると、前記現在のベストセルを新し
いベストセルに置き換えるために、前記アクティブセット内の全てのセルにベストセルイ
ンジケータ (Best Cell Indicator)を伝送する。前記ベストセルインジケータは、前記選
択された新しいベストセルの識別子を含む。前記アクティブセットに属するセルは、前記
ベストセルインジケータを受信すると、前記受信されたベストセルインジケータに含まれ
たセル識別子を分析して、前記受信されたベストセルインジケータが自分に該当するベス
トセルインジケータであるか否かを検査する。前記検査の結果、ベストセルとして選択さ
れたセルは、ＨＳ－ＤＳＣＨを利用して前記ＵＥにパケットデータを伝送する。
【０００６】
前述したように、前記ＨＳＤＰＡ方式は、前記新しく導入されたＡＭＣ方式、ＨＡＲＱ方
式、及びＦＣＳ方式を支援するために、ＵＥとＮｏｄｅ  Ｂとの間に下記のような新しい
制御信号を交換する必要がある。第１に、前記ＡＭＣ方式を支援するために、ＵＥは、Ｕ
ＥとＮｏｄｅ  Ｂとの間のチャネル状態に対する情報を前記Ｎｏｄｅ  Ｂに知らせるべきで
あり、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＵＥから受信されたチャネル情報を利用して前記チャネ
ル状態によって決定されたＭＣＳレベルを前記ＵＥに知らせるべきである。第２に、前記
ｎ－ｃｈａｎｎｅｌ  ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式を支援するために、ＵＥは、Ｎｏｄｅ  ＢにＡ
ＣＫまたはＮＡＣＫ (Negative Acknowledgement)信号を伝送すべきである。第３に、前記
ＦＣＳ方式を支援するために、前記ＵＥは、最良のチャネル状態を有するチャネルを提供
するＮｏｄｅ  Ｂ、つまり、ベストセルを指示するベストセルインジケータを前記Ｎｏｄ
ｅ  Ｂに伝送すべきである。さらに、前記ベストセルがチャネル状態によって変更される
場合、前記ＵＥは、その時点でパケットデータ受信状況を前記Ｎｏｄｅ  Ｂに知らせるべ
きであり、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＵＥがベストセルを正確に選択することができるよ
うに、必要の情報を提供すべきである。
【０００７】
図１は、通常的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向チャネル構造を示す概
略図である。図１を参照すると、順方向 (downlink)専用物理チャネル (Dedicated Physica
l Channel: 以下、ＤＰＣＨと称する )は、既存の符号分割多重接続 (ＣＤＭＡ : Code Divi
sion Multiple Access: 以下、ＣＤＭＡと称する )通信システム、例えば、Ｒｅｌｅａｓ
ｅ－９９において定義されたフィールド (field)、及びＵＥに受信されるＨＳＤＰＡパケ
ットデータの有無を示すＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ (ＨＳ－ DSCH Indicator: 以下、Ｈ
Ｉと称する )を含む。前記順方向ＤＰＣＨを通して伝送される前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジ
ケータは、対応するＵＥに受信されるＨＳＤＰＡパケットデータの有無を知らせる。さら
に、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータは、前記ＨＳＤＰＡパケットデータが存在する場合
、前記ＵＥに前記ＨＳＤＰＡパケットデータが実際に伝送されるＨＳ－ＤＳＣＨに対する
制御情報を受信すべき共通制御チャネル (Shared Control Channel: 以下、ＳＨＣＣＨと
称する )のチャネル化コード (channelization code)を知らせる。さらに、必要によって、
ＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報の一部、例えば、ＭＣＳレベルのような制御情報が前記ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨインジケータを通して伝送されることができる。
【０００８】
例えば、前記ＨＳＤＰＡパケットデータがＮ (=N1 +N2 )スロット (slot)の周期で伝送される
場合 (つまり、ＨＳＤＰＡ伝送時区間 (Transmission Time Interval: 以下、ＴＴＩと称す
る )＝Ｎスロット )、前記ＴＴＩ内でスロット構造が変化せずに固定されている場合は、前
記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータは、Ｎ１ スロットで分けられて伝送され、残りのＮ２ スロ
ットにおいて前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを伝送する部分は、不連続伝送 (Discontin
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uous Transmission: ＤＴＸ )で処理される。図１においては、１つのスロットを通して前
記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが伝送される場合、つまり、Ｎ１ ＝１である場合を仮定す
る。
【０００９】
Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＨＳ－ＤＳＣＨの制御のための情報 (以下、ＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報と称
する )であるＭＣＳレベル、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード、ＨＡＲＱプロセッサ番号 (
HARQ processor number)、及びＨＡＲＱパケット番号などを前記ＳＨＣＣＨを通して前記
ＵＥに伝送する。以下、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報に関して説明する。
(１ )ＭＣＳレベル : ＨＳ－ＤＳＣＨによって使用される変調方法及びチャネルコーディン
グ方法を示す。
(２ )ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード : ＨＳ－ＤＳＣＨによって特定のＵＥのために使用
されたチャネル化コードである。
(３ )ＨＡＲＱプロセッサ番号 : ｎ－ｃｈａｎｎｅｌ  ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式を使用する場合
、ＨＡＲＱ方式のための論理的チャネルのうち特定のパケットに属するチャネルを示す。
(４ )ＨＡＲＱパケット番号 : ＦＣＳ方式においてベストセルが変更される場合、ＵＥが新
しく選択されたベストセルにＨＳＤＰＡデータの伝送状態を知らせることができるように
、順方向 (downlink)パケットデータの固有番号を前記ＵＥに知らせる。
【００１０】
前記ＳＨＣＣＨは、１つまたは２つ以上のチャネル化コードを割り当てることができる。
前記ＨＳ－ＤＳＣＨは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂから前記ＵＥに伝送されるＨＳＤＰＡパケット
データが伝送されるチャネルである。図１において、前記ＵＥが前記ＨＳ－ＤＳＣＨイン
ジケータを読み出して対応する情報を検出する前は、残りの２つのチャネルが前記ＵＥに
対応するデータであるか否かを認知することができないので、前記順方向ＤＰＣＨの開始
時点が前記ＳＨＣＣＨ及び前記ＨＳ－ＤＳＣＨの開始時点より早い。従って、前記ＵＥが
データを臨時にバッファ (buffer)に貯蔵すべきであるので、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケ
ータを読み出すための十分な時間を与えて前記残りの２つのチャネルを受信することによ
って、前記ＵＥバッファのロード (load)が低減される。結果的に、前記ＵＥは、前記順方
向ＤＰＣＨのＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを読み出すことによって自分が受信するＨＳＤ
ＰＡパケットデータが存在するか否かを検査する。受信するＨＳＤＰＡパケットデータが
存在する場合、前記ＵＥは、前記ＳＨＣＣＨのＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報を読み出した後、
前記制御情報によってＨＳ－ＤＳＣＨを通して前記ＨＳＤＰＡパケットデータを受信する
。
【００１１】
図２は、通常的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向ＤＰＣＨ構造を示す図
である。図２を参照すると、順方向ＤＰＣＨは、既存のＨＳＤＰＡを支援しないＣＤＭＡ
通信システム、例えば、Ｒｅｌｅａｓｅ－９９において定義された順方向ＤＰＣＨの構造
を有し、前記構造は、下記のようなフィールドを有する。Ｄａｔａ１及びＤａｔａ２フィ
ールドは、上位階層の動作を支援するためのデータ、または、音声専用サービスを支援す
るためのデータを伝送する。送信電力制御 (Transmission Power Control: 以下、ＴＰＣ
と称する )フィールドは、逆方向 (uplink)送信電力を制御するための順方向ＴＰＣ命令を
伝送し、伝送フォーマット組合せ表示 (Transmission Format Combination Indicator: 以
下、ＴＦＣＩと称する )フィールドは、前記Ｄａｔａ１及びＤａｔａ２フィールドのＴＦ
ＣＩ情報を伝送する。Ｐｉｌｏｔフィールドは、システムによって予め定義されたパイロ
ットシンボル列を伝送するフィールドであり、順方向チャネル状態を推定するためにＵＥ
によって使用される。前記ＨＳＤＰＡサービスのためのＨＳ－ＤＳＣＨインジケータは、
図２に示すように、既存のＲｅｌｅａｓｅ－９９順方向ＤＰＣＨ内に新しく定義されたフ
ィールドを通して前記ＵＥに伝送される。
【００１２】
図２は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが既存の順方向ＤＰＣＨ内に新しく定義された
フィールドを通して伝送されるケースを示す。しかしながら、図３は、前記ＨＳ－ＤＳＣ
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Ｈインジケータが前記既存の順方向ＤＰＣＨの特定のフィールドの代わりに新しい順方向
ＤＰＣＨを通して伝送されるケースを示す。
【００１３】
図３は、通常的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向ＤＰＣＨ構造の他の例
を示す。図３を参照すると、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータは、既存の順方向ＤＰＣＨ
内の特定のフィールドの代わりに、別途のチャネル化コードを割り当てる新しい順方向Ｄ
ＰＣＨを通して伝送される。２つの順方向ＤＰＣＨ、つまり、第１専用物理チャネル (Pri
mary DPCH: 以下、Ｐ－ＤＰＣＨと称する )及び第２専用物理チャネル (Secondary DPCH: 
以下、Ｓ－ＤＰＣＨと称する )を割り当てる。ここで、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ
を伝送するためのＳ－ＤＰＣＨは、伝送するデータの量が前記Ｐ－ＤＰＣＨと異なるので
、前記Ｐ－ＤＰＣＨには拡散係数 (Spreading Factor: 以下、ＳＦと称する )値Ｎを割り当
て、前記Ｓ－ＤＰＣＨにはＳＦ値Ｍを割り当てる。前記伝送されるＨＳ－ＤＳＣＨインジ
ケータのデータ量が少ない場合、前記Ｓ－ＤＰＣＨのＳＦ値Ｍを比較的に大きい値、例え
ば、Ｍ＝５１２に設定することで、順方向チャネル化コードの使用効率を高めることがで
きる。
【００１４】
図４は、通常的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの逆方向ＤＰＣＨ構造を示す図
である。図４を参照すると、既存のＣＤＭＡ通信システム、例えば、Ｒｅｌｅａｓｅ－９
９を支援する逆方向専用物理データチャネル (Dedicated Physical Data Channel: 以下、
ＤＰＤＣＨと称する )及び逆方向専用物理制御チャネル (Dedicated Physical Control Cha
nnel: 以下、ＤＰＣＣＨと称する )、及び前記ＨＳＤＰＡを支援するための高速専用物理
制御チャネル (High Speed Dedicated Physical Control Channel: 以下、ＨＳ－ＤＰＤＣ
Ｈと称する )に別途のチャネル化コードを割り当てて独立的に伝送する。逆方向 (uplink)
の場合、全てのＵＥには固有の直交可変拡散係数 (Orthogonal Variable length Spreadin
g Factor: 以下、ＯＶＳＦと称する )コードが割り当てられるので、チャネル化コード資
源が十分である。前記既存の逆方向制御チャネルを修正する場合、既存のシステムとの互
換性に問題が発生する可能性があり、チャネル構造の複雑性が増加する可能性がある。従
って、チャネル構造の修正することより、別途の新しいチャネル化コードを利用して新し
い逆方向制御チャネルを定義することが望ましい。
【００１５】
前記逆方向ＤＰＤＣＨの１つのフレーム (frame)を構成するスロットを通してＵＥ及びＮ
ｏｄｅ  Ｂから伝送される上位階層データが伝送され、前記逆方向ＤＰＣＣＨの１つのフ
レームを構成するスロットは、パイロット (Pilot)シンボル、ＴＦＣＩシンボル、フィー
ドバック情報 (Feed Back Information: 以下、ＦＢＩと称する )シンボル、及びＴＰＣシ
ンボルから構成される。前記パイロットシンボルは、前記ＵＥから前記Ｎｏｄｅ  Ｂに伝
送されるデータを復調する時、チャネル推定信号として利用される。前記ＴＦＣＩシンボ
ルは、現在のフレームの間に伝送されるチャネルによってデータ伝送のために使用される
ＴＦＣ (Transmission Format Combination)を示す。前記ＦＢＩシンボルは、送信ダイバ
ーシティ技術 (Transmission Diversity)が使用される時、フィードバック情報を伝送する
。前記ＴＰＣシンボルは、順方向チャネルの送信電力を制御するためのシンボルである。
前記逆方向ＤＰＣＣＨは、ＯＶＳＦコードを利用して拡散されてから伝送され、この時に
使用されるＳＦは２５６に固定される。
【００１６】
前記ＨＳＤＰＡにおいて、ＵＥは、Ｎｏｄｅ  Ｂから受信されたデータのエラーを検査し
、前記エラー検査結果によって前記受信されたデータに対してＡＣＫまたはＮＡＣＫを伝
送する。前記ＡＣＫ及びＮＡＣＫは、前記ＨＳＤＰＡを支援するためのＨＳ－ＤＰＣＣＨ
を通して伝送される。受信されたデータがないため前記ＵＥがＡＣＫ／ＮＡＣＫを前記Ｎ
ｏｄｅ  Ｂに伝送する必要がない場合、前記ＵＥは、ＡＭＣ方式を支援するために、前記
ＨＳ－ＤＰＣＣＨを通して前記Ｎｏｄｅ  Ｂにチャネル品質情報 (Channel Quality Inform
ation: ＣＱＩ )を伝送するか、または、ＦＣＳ方式を支援するために、前記ＨＳ－ＤＰＣ
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ＣＨを通して前記ＵＥに最良のチャネルを提供するＮｏｄｅ  Ｂを指示するベストセルイ
ンジケータのような他の情報を伝送する。図４に示すように、前記ＨＳＤＰＡサービスの
ためのＨＳ－ＤＰＤＣＨが別途のチャネル化コードに割り当てられる場合、既存のＤＰＣ
ＣＨと同一の送信電力制御を遂行する。つまり、前記ＤＰＣＣＨ及び前記ＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈは一定の電力比を有し、前記ＤＰＣＣＨの送信電力が増加または減少される場合、前記
ＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力も増加または減少される。
【００１７】
次に、図５Ａ乃至図５Ｃを参照して、前記ＨＳ－ＤＳＣＨのためのＡＭＣ方式に関して説
明する。
図５Ａ乃至図５Ｃは、一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムのＨＳ－ＤＳＣＨ
のためのＡＭＣ方式を示す。図５Ａは、ＱＰＳＫ (Quadrature Phase Shift Keying: 以下
、ＱＰＳＫと称する )の信号星座図 (Signal Constellation)を示す。前記ＱＰＳＫ変調方
式は、図５Ａに示すように、２つの伝送ビットを１個の複素数信号にする方式である。例
えば、ビット“００”を複素数信号“１＋ｊ”に変調する方式である。ここで、４つの複
素数信号は、原点を中心にした円に位置するので、同一の送信電力レベルを有する。一方
、受信器は、信号星座図上でＸ軸及びＹ軸によって形成された四分面のうち、前記ＱＰＳ
Ｋ変調信号の属する四分面によって前記ＱＰＳＫ変調信号を復調する。例えば、受信され
たＱＰＳＫ変調信号が１四分面に存在する場合、送信信号はビット“００”に復調される
。つまり、前記ＱＰＳＫ変調方式において、送信信号の決定ライン (Decision line)はＸ
軸及びＹ軸である。
【００１８】
図５Ｂ及び図５Ｃは、４つの伝送ビットを１つの複素数信号に変復調するための１６ＱＡ
Ｍ (Quadrature Amplitude Modulation: 以下、ＱＡＭと称する )の信号星座図を示し、図
５Ｃは、ＨＳ－ＤＳＣＨのチャネル利得 (channel gain)が図５Ｂより大きい。図５Ｃは前
記ＨＳ－ＤＳＣＨのチャネル利得が図５Ｂより大きいので、図５Ｃの信号星座図上の原点
から複素数信号の距離は、図５Ｂの信号星座図上の原点から複素数信号の距離より大きい
。前記１６ＱＡＭ (16-ary QAM)は、４ビットを信号星座図に対応する１つの複素数信号に
変調し、前記１６ＱＡＭ方式によって変調された信号は、図５Ｂ及び図５Ｃの点線によっ
て形成された決定領域 (Decision boundary)によって復調される。図５Ａ乃至図５Ｃに示
すように、１６ＱＡＭ方式で変調された信号は、復調の時にチャネル利得によって異なる
決定ラインを有するので、受信器は、前記１６ＱＡＭ方式で変調された信号を復調するた
めに送信器のチャネル利得を認知すべきである。もちろん、前記ＱＰＳＫ方式において、
送信電力に関係なく決定ラインが決定されるので、前記受信器は、送信器のチャネル利得
を知らなくても復調を遂行することができる。従って、ＮＱＡＭ (N-ary QAM)方式は、送
信器またはＮｏｄｅ  Ｂから受信器またはＵＥにチャネル利得を示す制御情報を伝送する
過程を必要とする。つまり、前記Ｎｏｄｅ  Ｂから前記ＵＥに伝送されるチャネル利得に
関連した制御情報を“ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル (power level)”と称し、前記ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ電力レベルは、１つのコードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力と共通パイロットチャネ
ル (Common Pilot Channel: 以下、ＣＰＩＣＨと称する )電力との比 (または、ｄＢ単位で
は電力差 )として定義される。前記１つのコードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力は、前記Ｈ
ＳＤＰＡサービスのために割り当てられた全体電力のうち、特定のチャネル化コードによ
って区分された特定のＵＥに割り当てできる電力である。
【００１９】
図６は、通常的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいてＨＳ－ＤＳＣＨ電力レ
ベルを決定する方式を示す。図６を参照すると、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをＰビッ
トで表現するために、１個のコードに対するＨＳ－ＤＳＣＨの伝送可能の電力を送信電力
０からＣＰＩＣＨ電力 (CIPCH power)まで定義された２Ｐ 個の領域に分ける。図６におい
て、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを２ビットで表現するために、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電
力レベルが (１ )、 (２ )、 (３ )、 (４ )の４つの領域に区分される。例えば、１つのチャネル
化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ送信電力が (２ )領域に属する場合、Ｎｏｄｅ  Ｂは、Ｈ
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Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベルをＡに設定し、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルＡを示すビット“
１０”を順方向 (downlink)を通して伝送する。一般的に、ＣＰＩＣＨは全体のセルに伝送
されるべきであるので、ＣＰＩＣＨ電力は１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣ
Ｈ電力より非常に大きい。従って、１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力
とＣＰＩＣＨ電力との差が大きい場合、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを正確に表現するため
には複数の伝送ビットが要求される。従って、前記ＵＥからのＱＡＭ変調信号を復調する
ために、前記Ｎｏｄｅ  ＢによってＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定する方式が必要にな
る。さらに、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルに関する情報を前記ＵＥに伝送する方式が要
求されている。
【００２０】
図４で説明したように、前記ＤＰＣＣＨ及び前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨが一定の電力比で伝送
(または、制御 )される場合、送信電力上の問題が発生する可能性がある。これは、図７を
参照して説明する。
【００２１】
図７は、通常的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいてＵＥがソフトハンドオ
ーバー領域 (Soft Handover Region)に存在する場合のチャネル割り当て構造を示す概略図
である。図７において、１個のＵＥがＫ個のＮｏｄｅ  Ｂからサービスを受けるソフトハ
ンドオーバー領域に位置する場合のチャネル割り当て構造を示す。前記ＵＥがＮｏｄｅ  
Ｂ＃１からＨＳＤＰＡサービスを受けるうちに前記ソフトハンドオーバー領域に位置する
ようになっても、前記ＵＥは新しいＮｏｄｅ  Ｂを含む全てのＮｏｄｅ  Ｂから必ずＨＳＤ
ＰＡサービスを受けることではない。つまり、前記ＵＥは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂ＃１から継
続してパケットデータを受信するうちにチャネル状態が不良であると、最良のチャネル状
況を有する他のＮｏｄｅ  Ｂ、つまり、ベストセルに前記ＵＥ自分のパケットデータ伝送
状況を知らせ、その後、前記Ｎｏｄｅ  Ｂ＃１との連結を断った後、最良のチャネル環境
を有する新しいＮｏｄｅ  ＢからＨＳＤＰＡサービスを受けるハードハンドオーバー (hard
 handover)を遂行する。結果的に、前記ＵＥは、１個のＮｏｄｅ  Ｂのみから前記ＨＳＤ
ＰＡサービスのためのパケットデータを受信する。しかしながら、音声サービスは、前記
ＵＥが多数のＮｏｄｅ  Ｂと連結を維持する既存のソフトハンドオーバーを遂行するので
、図７に示すように、前記ＵＥは、前記ＨＳＤＰＡサービスのためのチャネルをＮｏｄｅ
 Ｂ＃１から受信し、音声サービスのためのチャネル、つまり、既存のＲｅｌｅａｓｅ－
９９ＤＰＣＨを前記ソフトハンドオーバー領域内の全てのＮｏｄｅ  Ｂ (Ｎｏｄｅ  Ｂ＃２
乃至Ｎｏｄｅ  Ｂ＃Ｋ )から受信する。また、前記ＵＥは、逆方向 (uplink)で全てのＮｏｄ
ｅ  ＢにＤＰＤＣＨ及びＤＰＣＣＨを伝送するが、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのようなＨＳＤＰＡ
サービス関連情報を含むＨＳ－ＤＰＣＣＨを、前記ＨＳＤＰＡサービスを受ける前記Ｎｏ
ｄｅ  Ｂ＃１のみに伝送する。
【００２２】
前記既存のＲｅｌｅａｓｅ－９９方式を適用するＮｏｄｅ  Ｂに対するＵＥによる送信電
力制御は、下記のようである。Ｎｏｄｅ  Ｂは、逆方向ＤＰＣＣＨのパイロットシンボル
を通して信号対干渉比 (Signal-to-Interference Ratio: 以下、ＳＩＲと称する )を測定し
、前記測定されたＳＩＲを目標ＳＩＲ (Target SIR)と比較する。前記比較の結果によって
、前記測定されたＳＩＲが前記目標ＳＩＲより小さい場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、順方向
ＤＰＣＨのＴＰＣフィールドを通して逆方向送信電力の対する電力増加命令を前記ＵＥに
伝送する。反対に、前記測定されたＳＩＲが前記目標ＳＩＲより大きい場合、前記Ｎｏｄ
ｅ  Ｂは、前記順方向ＤＰＣＨのＴＰＣフィールドを通して逆方向送信電力に対する電力
減少命令を前記ＵＥに伝送する。ここで、前記測定されたＳＩＲが前記目標ＳＩＲより小
さいということは、前記チャネル状況が不良であることを意味するので、前記Ｎｏｄｅ  
Ｂは、逆方向送信電力に対する電力増加命令を伝送するようになる。反対に、前記測定さ
れたＳＩＲが前記目標ＳＩＲより大きいということは、前記チャネル状況が比較的に良好
であることを意味するので、前記逆方向送信電力に対する電力減少命令を伝送するように
なる。
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【００２３】
図７において、前記ＵＥも前記逆方向チャネル送信電力を前記Ｒｅｌｅａｓｅ－９９にお
いての方式と同一の方式で制御する。具体的に、全てのＮｏｄｅ  Ｂから順方向ＤＰＣＨ
のＴＰＣフィールドを通して伝送された逆方向送信電力制御命令のうち、逆方向送信電力
に対する電力減少命令が１つでも存在する場合、前記ＵＥは、逆方向送信電力を減少させ
る。例えば、Ｎｏｄｅ  Ｂ＃１に対する逆方向チャネル環境が不良である場合、前記Ｎｏ
ｄｅ  Ｂ＃１が前記ＵＥに逆方向送信電力に対する電力増加命令を与えるにもかかわらず
、前記Ｎｏｄｅ  Ｂ＃１を除いた他のＮｏｄｅ  Ｂのうち１個のＮｏｄｅ  Ｂでも前記ＵＥ
に逆方向送信電力に対する電力減少命令を伝送すると、前記ＵＥは、逆方向送信電力を減
少させる。従って、図７に示すように、ＨＳＤＰＡサービスを提供するＮｏｄｅ  Ｂ＃１
が継続して逆方向送信電力の電力増加命令をしても、他のＮｏｄｅ  Ｂによって逆方向Ｄ
ＰＣＣＨの送信電力が減少される可能性があり、前記逆方向ＤＰＣＣＨと一定の比を維持
しながら電力制御を遂行するＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力も減少される可能性がある。
【００２４】
前記ＵＥがソフトハンドオーバー領域に位置する場合、前記Ｒｅｌｅａｓｅ－９９のため
の逆方向ＤＰＤＣＨ及びＤＰＣＣＨは全てのＮｏｄｅ  Ｂに伝送され、上位階層でコンバ
インされ、ソフトハンドオーバーの効果を得ることができる。この場合、送信電力がある
程度減少されても問題が発生しない。  しかしながら、前記ＨＳＤＰＡサービスのために
必要であるＡＣＫ／ＮＡＣＫまたは前記ＨＳＤＰＡサービスのための他の制御情報を伝送
する図４のＨＳ－ＤＰＣＣＨは、ただ１個のＮｏｄｅ  Ｂ、つまりＮｏｄｅ  Ｂ＃１のみに
伝送されるので、逆方向送信電力が減少すると、信頼度が低下する。
【００２５】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、逆方向ＨＳ
－ＤＰＣＣＨの送信電力を制御する装置及び方法を提供することにある。
【００２６】
本発明の他の目的は、ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、逆方向ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨの送信電力を制御するために送信電力オフセットを決定する装置及び方法を提供
することにある。
【００２７】
本発明のまた他の目的は、ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、逆方向ＨＳ
－ＤＰＣＣＨの送信電力を制御するために決定された送信電力オフセットを送信する装置
及び方法を提供することにある。
【００２８】
本発明のまた他の目的は、ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、ＨＳ－ＤＳ
ＣＨの電力レベルを決定する装置及び方法を提供することにある。
【００２９】
本発明のまた他の目的は、ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、ＨＳ－ＤＳ
ＣＨの電力レベルを伝送する装置及び方法を提供することにある。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
前述した目的を解決するための本発明の特長によると、高速パケットデータ通信システム
において逆方向送信電力を制御する装置を提供する。前記装置は、ＵＥから受信された第
１逆方向専用チャネル信号の信号対干渉比を測定し、前記測定された信号対干渉比と予め
設定された目標信号対干渉比との間の差を計算するチャネル状態決定器と、前記差と予め
設定された臨界値とを比較し、前記比較結果によって前記ＵＥで受信されるパケットデー
タのための制御情報を伝送する第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向電力オフセッ
トを決定する送信電力決定器と、前記決定された逆方向電力オフセットを順方向を通して
前記ＵＥに伝送する送信器と、から構成される。
【００３１】
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本発明の他の特徴によると、高速パケットデータ通信システムにおいて順方向データチャ
ネル電力レベルを送信する装置を提供する。前記装置は、ＵＥと設定されているチャネル
状態によってパケットデータを伝送する順方向データチャネルに適用される変調方式を決
定する変調方式決定器と、前記決定された変調方式が高次変調方式である場合、前記順方
向データチャネルのチャネル利得関連制御情報である順方向データチャネル電力レベルを
決定する順方向データチャネル電力レベル決定器と、前記決定された順方向データチャネ
ル電力レベルを順方向を通して前記ＵＥに伝送して、前記ＵＥが前記順方向データチャネ
ル電力レベルを利用して前記パケットデータを復調するようにする送信器と、から構成さ
れる。
【００３２】
本発明のまた他の特徴によると、高速パケットデータ通信システムにおいて逆方向送信電
力を制御する方法を提供する。前記方法は、ＵＥから受信された第１逆方向専用チャネル
信号の信号対干渉比を測定する過程と、前記測定された信号対干渉比と予め設定された目
標信号対干渉比との間の差を計算し、前記差を予め設定された臨界値と比較し、前記比較
の結果によって、前記ＵＥ端末器が受信したパケットデータに対する制御情報を伝送する
第２逆方向専用チャネルに適用される逆方向電力オフセットを決定する過程と、前記決定
された逆方向電力オフセットを順方向を通して前記ＵＥに伝送する過程と、からなる。
【００３３】
本発明のまた他の特徴によると、高速パケットデータ通信システムにおいて順方向データ
チャネル電力レベルを送信する方法を提供する。ＵＥと設定されているチャネル状態を推
定し、前記推定されたチャネル状態によってパケットデータを伝送する順方向データチャ
ネルに適用される変調方式を決定する過程と、前記決定された変調方式が高次変調方式で
ある場合、前記順方向データチャネルのチャネル利得関連制御情報である順方向データチ
ャネル電力レベルを決定する過程と、前記決定された順方向データチャネル電力レベルを
順方向を通して前記ＵＥに伝送して、前記ＵＥが前記順方向データチャネル電力レベルを
使用して前記パケットデータを復調するようにする過程と、からなる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に従う好適な実施形態について添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記の
説明において、本発明の要旨のみを明確にする目的で、関連した公知機能または構成に関
する具体的な説明は省略する。
【００３５】
図８は、本発明の一実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいてＨＳ
－ＤＳＣＨ電力レベルを決定する方式を示す図である。ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信シ
ステムにおいて、ＨＳ－ＤＳＣＨの電力レベルは、前記従来の技術において説明したよう
に、１つのチャネル化コード (channelization code)に対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力と共通
パイロットチャネル (Common Pilot Channel: 以下、ＣＰＩＣＨと称する )電力との比 (ま
たは、ｄＢ単位では電力差 )として定義されている。図６において説明したように、１つ
のチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力とＣＰＩＣＨとの電力差が大きい場合、
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを正確に表現するためには複数の伝送ビットが必要になる。し
かしながら、前記ＣＰＩＣＨは、セル全体に伝送されるチャネルであるので、実際に１つ
のチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルが前記ＣＰＩＣＨ電力レベルまで
増加する状況は、ほとんど発生しない。従って、本発明の実施形態においては、前記ＨＳ
－ＤＳＣＨ電力レベルを前記ＣＰＩＣＨ電力レベルに基づいて決定せず、１つのチャネル
化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最大レベルに基づいて決定する方式を提供する。
もちろん、前記１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨの電力の最小レベルは、
実際無線チャネル状況においては０にならない。従って、本発明の実施形態においては、
１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最小レベル及び最大レベルを利用
してＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定する。
【００３６】
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図８を参照すると、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをＰビットで伝送するために、１個の
チャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の送信電力は、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最小
レベルと最大サイズとの間で２Ｐ 個の領域に分けられる。図８においては、前記ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ電力レベルを２ビットで伝送することを例えている。従って、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ
電力レベルを２ビットで伝送するために、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルは、１つのチャ
ネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最小レベルと最大レベルとの間で (５ )乃至 (
８ )領域に分割される。例えば、前記１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電
力が領域 (５ )に属する場合Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをＢに設定し、前
記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルＢに対応するビット“１１”を順方向 (downlink)で伝送する
。結果的に、従来技術において使用されたビット数と同一のビット数を使用して精密なＨ
Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送することができる。従って、前記ＵＥは、ＱＡＭ方式で変
調した信号に対する復調のために必要な前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを正確に判断して
、前記ＱＡＭ復調の信頼性を向上させる。
【００３７】
一方、前記ＵＥは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂによって伝送された前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル
を示すビットを受信し、１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを検
出する。ここで、前記ＵＥは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂと予め前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最小レ
ベル及び最大レベルに関して規約しているべきであり、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最小レ
ベル及び最大レベルは、上位階層制御情報として前記ＵＥに伝送される。さらに、前記Ｎ
ｏｄｅ  Ｂは、前記セルを通して伝送できる全体送信電力のうち、前記ＨＳＤＰＡのため
の送信電力及び割り当てできるチャネル化コードの最大数を予め決定している。従って、
Ｎｏｄｅ  Ｂが前記２つの情報も上位階層制御情報としてＵＥに伝送する場合、前記ＵＥ
は、１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最大レベルを識別することが
できる。具体的に説明すると、下記のようである。
【００３８】
前記Ｎｏｄｅ  Ｂが全体送信電力のうちＨＳＤＰＡのための送信電力Ｓ、及びチャネル化
コードの最大数Ｎを有すると仮定する。Ｎｏｄｅ  Ｂが全てのチャネル化コードに対して
同一の電力を割り当てる場合、１つのチャネル化コードに対する電力はＳ／Ｎになる。し
かしながら、実際状況において、チャネル状況または変調コーディング方式 (Modulation 
and Coding Scheme: 以下、ＭＣＳと称する )レベルによって対応するチャネル化コードに
電力を割り当てるので、全ての前記チャネル化コードに同一の送信電力を割り当てない。
例えば、Ｎｏｄｅ  ＢがＱＰＳＫ方式で変調されるＨＳ－ＤＳＣＨに低い送信電力を割り
当て、ＱＡＭ方式で変調されるＨＳ－ＤＳＣＨには高い送信電力を割り当てる。従って、
前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、１つのチャネル化コードに対する送信電力をＳ (Ｋ／Ｎ )の分だけ可
変的に割り当てる。ここで、前記Ｋは、ＨＳ－ＤＳＣＨ間の送信電力を可変的に割り当て
るための可変的な値である。あるチャネルのみに前記ＨＳＤＰＡのための全体送信電力を
割り当てることはできないので、前記Ｋの可能値を制限して１つのチャネル化コードに対
する最大電力レベルを制限する。同様に、前記ＵＥも前記Ｎｏｄｅ  ＢからＨＳＤＰＡの
ための全体送信電力、割り当てできるチャネル化コードの数、及び前記Ｋ値を含む上位階
層情報を受信すると前記Ｓ (Ｋ／Ｎ )を計算することによって、１つのチャネル化コードに
対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最大レベルを認知することができる。
【００３９】
図９は、本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向チャネ
ル構造を示す図である。図９を参照すると、図１で説明したように、送信電力が伝送でき
るチャネルは、順方向 (downlink)ＤＰＣＨ (Dedicated Physical Channel)及びＨＳ－ＤＳ
ＣＨ (High Speed-Downlink Shared Channel)の制御のためのＳＨＣＣＨ (Shared Control 
Channel)を含む。しかしながら、前記ＳＨＣＣＨは、予め前記ＨＳＤＰＡサービスのため
のＭＣＳレベル、ＨＡＲＱプロセッサ番号、及びＨＡＲＱパケット番号のような制御情報
を伝送しているので、他の制御情報を伝送する余裕がない。
【００４０】
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しかしながら、図１において説明したように、１伝送時区間 (Transmit Time Interval: 
以下、ＴＴＩと称する )がＮ (＝Ｎ１ ＋Ｎ２ )スロットを有する場合、ＨＳ－ＤＳＣＨイン
ジケータ (ＨＩ )はＮ１ スロットに分けて伝送され、残りのＮ２ スロットにおいてＨＳ－Ｄ
ＳＣＨインジケータを伝送する部分は、不連続伝送 (ＤＴＸ )処理される。従って、前記Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベルは、前記ＤＰＣＨにおいて前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを伝
送しないスロットのＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ部分を通して分けて伝送されることがで
きる。前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを伝送するスロットの位置が可変的であるので、
前記ＨＳ－ＤＳＣＨ送信電力レベルを伝送するスロットの位置も可変的である。さらに、
前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをＴＴＩ周期でＮｏｄｅ  ＢからＵＥに伝送することがで
き、伝送されるＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを示すビットが多い場合は、スロット周期また
はフレーム単位で伝送することもできる。図９において、ＴＴＩ内の１番目のスロット (s
lot#0)のみでＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが伝送され、残りの (Ｎ－１ )スロットのうち２
番目のスロット (slot#1)及びＮ番目のスロット (slot#N-1)のＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ
部分を通してＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルが伝送される。他の順方向チャネル、つまり、Ｓ
ＨＣＣＨ及びＨＳ－ＤＳＣＨは、図１で説明した構造と同一の構造を有する。一方、前記
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルは、ＨＳＤＰＡのためのＨＳ－ＤＳＣＨの送信電力を知らせる
ための値であるので、ＵＥが前記ＨＳＤＰＡサービスを受ける場合、前記ＨＳＤＰＡサー
ビスデータが存在する時のみに、つまり、ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが存在し、さらに
前記ＨＳＤＰＡデータがＱＡＭ方式によって変調される時のみに伝送される。図８によっ
て決定されたＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを示すビット数がＫビットであり、図９に示すよ
うにＮ－１スロットにわたって伝送できるビット数がｎビットである場合、前記ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ電力レベルは、 (ｎ ,ｋ )ブロックコード (block code)のようなエラー訂正符号 (erro
r correction code)を使用して伝送することができる。
【００４１】
図１０は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向
ＤＰＣＨ構造を示す図である。図１０を参照すると、ＤＰＣＨは、既存のＨＳＤＰＡサー
ビスを支援しないＣＤＭＡ通信システム、例えば、Ｒｅｌｅａｓｅ－９９において定義さ
えた順方向ＤＰＣＨの構造を含み、前記構造は、下記のようなフィールドを有する。Ｄａ
ｔａ１及びＤａｔａ２フィールドは、上位階層の動作を支援するためのデータ、または、
音声専用サービスを支援するためのデータを伝送する。送信電力制御 (Transmission Powe
r Control: 以下、ＴＰＣと称する )フィールドは、逆方向 (uplink)送信電力を制御するた
めの順方向ＴＰＣ命令を伝送し、伝送フォーマット組合せ表示 (Transmission Format Com
bination Indicator: 以下、ＴＦＣＩと称する )フィールドは、前記Ｄａｔａ１及びＤａ
ｔａ２フィールドのＴＦＣＩ情報を伝送する。Ｐｉｌｏｔフィールドは、システムによっ
て予め定義されたパイロットシンボル列を伝送するフィールドであり、順方向チャネル状
態を推定するためにＵＥによって使用される。前記ＨＳＤＰＡサービスのためのＨＳ－Ｄ
ＳＣＨインジケータ及び前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルは、図９に示すように、既存のＲ
ｅｌｅａｓｅ－９９順方向ＤＰＣＨ内に新しく定義されたフィールドを通して前記ＵＥに
伝送される。図１０は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レ
ベルが既存の順方向ＤＰＣＨ内に新しく定義されたフィールドを通して伝送されるケース
を示す。
【００４２】
一方、図１１を参照すると、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電
力レベルが前記既存の順方向ＤＰＣＨ内の特定のフィールドを通して伝送されることでな
く、新しい順方向ＤＰＣＨを通して伝送されるケースを示す。
【００４３】
図１１は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向
ＤＰＣＨ構造を示す図である。図１１を参照すると、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータま
たは前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルは、既存の順方向ＤＰＣＨ内の特定のフィールドの代
わりに、別途のチャネル化コードを割り当てる新しい順方向ＤＰＣＨを通して伝送される
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。２つの順方向ＤＰＣＨ、つまり、第１専用物理チャネル (Primary DPCH: 以下、Ｐ－Ｄ
ＰＣＨと称する )及び第２専用物理チャネル (Secondary DPCH: 以下、Ｓ－ＤＰＣＨと称す
る )を割り当てる。ここで、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータまたは前記ＨＳ－ＤＳＣＨ
電力レベルを伝送するためのＳ－ＤＰＣＨは、伝送するデータの量が前記Ｐ－ＤＰＣＨと
異なるので、前記Ｐ－ＤＰＣＨには拡散係数 (Spreading Factor: 以下、ＳＦと称する )値
Ｎを割り当て、前記Ｓ－ＤＰＣＨにはＳＦ値Ｍを割り当てる。前記伝送されるＨＳ－ＤＳ
ＣＨインジケータまたは前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルのデータ量が小さい場合、前記Ｓ
－ＤＰＣＨのＳＦ値Ｍを比較的に大きい値、例えば、Ｍ＝５１２に設定することで、順方
向チャネル化コードの使用効率を高めることができる。
【００４４】
今まで、図１０及び図１１を参照して、順方向ＤＰＣＨを通して前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力
レベルを伝送するチャネル構造に関して説明した。次に、図１２を参照して、ＳＨＣＣＨ
を利用して前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送するチャネル構造に関して説明する。
【００４５】
図１２は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムのＳＨＣ
ＣＨ構造を示す図である。図１２を参照すると、図１において説明したように、ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨを制御する前記ＳＨＣＣＨは、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード、前記ＨＳ－ＤＳ
ＣＨで使用される変調及びチャネルコーディング方式を示すＭＣＳレベル、及びＨＡＲＱ
情報、つまり、ＨＡＲＱプロセッサ番号及びＨＡＲＱパケット番号を伝送する。このよう
な制御情報を伝送するフィールドのうち一部のフィールドは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レ
ベルを伝送するフィールドとして定義される。前記制御情報のＭＣＳレベルが前記ＨＳ－
ＤＳＣＨがＱＡＭ方式によって変調されることを示す場合、前記ＳＨＣＣＨを通して前記
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル値が伝送される。前記ＨＳ－ＤＳＣＨが前記ＱＡＭ方式によっ
て変調されない場合、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送するフィールドはＤＴＸ処理
されるか、前記フィールドにダミー (dummy)ビットが挿入される。一般的に、前記ＨＳ－
ＤＳＣＨがＱＡＭ方式によって変調されない場合、これは、チャネル状況が不良であるこ
とを意味する。従って、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルが伝送されるフィールドを通して
高い信頼度が要求されるＨＡＲＱ情報が伝送されることができる。
【００４６】
図１２において、 (ａ )は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨがＱＡＭ方式によって変調される時、ＨＳ
－ＤＳＣＨチャネル化コード及び他の情報、ＭＣＳレベル、ＨＡＲＱ情報、及びＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ電力レベルを伝送するＳＨＣＣＨ構造を示す。次に、 (ｂ )は、前記ＭＣＳレベルが
前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送する必要がないＱＰＳＫ方式または８ＰＳＫ (8-ary
 Phase Shift Keying)変調を示す時、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送するフィール
ドをＤＴＸ処理するか、または前記フィールドにダミービットを挿入するＳＨＣＣＨ構造
を示す。最後に、 (ｃ )は、前記ＱＡＭ方式が使用されない時、これは、チャネル状況が不
良であることを意味するので、元のＨＡＲＱ制御情報フィールドを前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電
力レベルを伝送するフィールドまで拡張することによってＨＡＲＱ関連制御情報を伝送す
る伝送ＳＨＣＣＨ構造を示す。図１２は、順方向ＤＰＣＨ内に前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジ
ケータフィールドが存在するチャネル構造を示すが、前記ＤＰＣＨとは異なるチャネル化
コードが割り当てられた別途のチャネルを通して前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが伝送
されるチャネル構造を使用することもできる。
【００４７】
図１３は、本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムのＮｏｄｅ  
Ｂの送信装置構造を示すブロック図であり、特に、１つのＤＰＣＨを利用してＨＳ－ＤＳ
ＣＨインジケータ及びＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送するＮｏｄｅ  Ｂ送信装置構造を
示す。
【００４８】
図１３を参照すると、ＨＳ－ＤＳＣＨデータパケット (または、ＨＳＤＰＡデータパケッ
ト )１３０１は、符号器 (encoder)1３０２に入力される。前記符号器１３０２は、予め設
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定されているコーディング方式、例えば、ターボコーディング (Turbo coding)方式によっ
て前記ＨＳ－ＤＳＣＨデータパケットを符号化して符号化シンボルを生成し、前記生成さ
れた符号化シンボルをレートマッチング器 (rate matcher)１３０３に提供する。前記レー
トマッチング器１３０３は、ＴＴＩで信号を伝送するために、反復 (symbol repetition)
及び穿孔 (puncturing)を通して前記符号器１３０２から出力された信号に対してシンボル
レートマッチング (rate matching)を遂行し、前記レートマッチングされた信号をインタ
ーリーバ (interleaver)１３０４に提供する。前記インターリーバ１３０４は、レートマ
ッチング器１３０３から出力される信号をインターリーブして変調器 (modulator)１３０
５に提供する。前記変調器１３０５は、前記インターリーバ１３０４から出力された信号
を予め設定された変調方式、つまり、ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、Ｍ -ａｒｙ  ＱＡＭ方式によっ
て変調して、ビットストリーム (bit stream)の形態で直列／並列変換器 (serial to paral
lel converter)１３０６に提供する。前記直列／並列変換器１３０６は、前記受信された
ビットストリームを２つのビットストリーム、つまり、ビットストリームＩとビットスト
リームＱに並列変換して拡散器 (spreader)１３０７に提供する。前記拡散器１３０７は、
前記直列／並列変換器１３０６から出力された２つのビットストリームを同一のチャネル
化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ を使用して、他のチャネル化コードを使用する他の信号と直交性を有
するように拡散し、前記拡散されたビットストリームＩは加算器１３０９に、ビットスト
リームＱは乗算器１３０８にそれぞれ提供される。前記乗算器１３０８は、前記ビットス
トリームＱをｊと掛けて前記加算器１３０９に提供する。前記加算器１３０９は、前記乗
算器１３０８から出力された信号と前記ビットストリームＩを加算して１つの複素数ビッ
トストリームを生成し、前記生成された複素数ビットストリームを乗算器１３１０に提供
する。前記乗算器１３１０は、前記加算器１３０９から出力された信号を予め設定された
スクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブリング (scrambling)し、
その出力を乗算器１３１１に出力する。ここで、前記乗算器１３１０は、スクランブラー
(scrambler)として動作する。前記乗算器１３１１は、前記乗算器１３１０から出力され
た信号をチャネル利得１３１２と掛けて加算器１３４３に提供する。ここで、前記チャネ
ル利得１３１２は、ＨＳ－ＤＳＣＨの電力レベルを決定するパラメータであり、ＳＦが小
さい時は大きい値を有し、伝送される使用者データ (user data)の種類によって可変する
。前記ＨＳ－ＤＳＣＨデータが前記変調器１３０５においてＱＡＭ方式によって変調され
る場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＵＥがＱＡＭ復調を効率的に遂行することができるように
、前記チャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを前記ＵＥに知らせる。さら
に、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル決定器１３１５は、前記チャネル利得１３１２からの前記
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力、及び１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最大レ
ベル及び最小レベルを利用してＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定し、前記決定されたＨＳ
－ＤＳＣＨ電力レベルに対応するビット１３２１を生成する。
【００４９】
ＤＰＣＨを通して伝送される使用者データ１３１６は、符号器１３１７に入力される。前
記符号器１３１７は、前記使用者データ１３１６を予め設定されたコーディング方式によ
って符号化してレートマッチング器１３１８に出力する。前記レートマッチング器１３１
８は、前記符号器１３１７から出力された信号に対してシンボル反復または穿孔などによ
ってレートマッチングを遂行して、前記出力されたビットの数が実際物理チャネル (physi
cal channel)を通して伝送されるビット数にマッチングするようにし、前記レートマッチ
ングされた信号をインターリーバ１３１９に提供する。前記インターリーバ１３１９は、
前記レートマッチング器１３１８から出力された信号を予め設定された方式によってイン
ターリーブして変調器１３２０に出力する。前記変調器１３２０は、前記インターリーバ
１３１９から出力された信号を予め設定された変調方式によって変調して多重化器 (multi
plexer)１３２７に提供する。前記多重化器１３２７は、スイッチ (switch)１３２３によ
って伝送時点が区分されたＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ１３２２及びＨＳ－ＤＳＣＨ電力
レベル１３２１、ＴＦＣＩ１３２４、順方向チャネル状態を推定するためのＰｉｌｏｔ１
３２５、及び逆方向送信電力制御のためのＴＰＣ１３２６を多重化することで、１つのビ
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ットストリームを生成し、前記生成されたビットストリームを直列／並列変換器１３２８
に提供する。ここで、前記スイッチ１３２３は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ１３２
２が伝送されるべき時点では前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ１３２２に連結され、前記
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル１３２１が伝送されるべき時点では前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レ
ベル１３２１に連結されることで、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ１３２２及び前記Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベル１３２１の伝送時点を制御する。
【００５０】
前記直列／並列変換器１３２８は、前記多重化器１３２７から出力された１つのビットス
トリームを２つのビットストリーム、つまり、ビットストリームＩ及びビットストリーム
Ｑに並列変換して拡散器１３２９に提供する。前記拡散器１３２９は、２個の乗算器から
構成され、前記直列／並列変換器１３２８から出力された２つのビットストリームを前記
２個の乗算器にそれぞれ提供して、前記ビットストリームが他のチャネル化コードを使用
する他の信号と直交性を有するように、チャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けることで、拡
散されたビットストリームＩ及び拡散されたビットストリームＱを生成する。ここで、前
記拡散器 (spreader)１３２９は、前記拡散されたビットストリームＱを乗算器１３３０に
提供し、前記拡散されたビットストリームＩを加算器１３３１に提供する。前記乗算器１
３３０は、前記拡散器１３２９から出力されたビットストリームＱとｊを掛けて前記加算
器１３３１に提供する。前記加算器１３３１は、前記ビットストリームＩに前記乗算器１
３３０から出力された信号を加算して１つの複素数ビットストリームを生成し、前記生成
された複素数ビットストリームを乗算器１３３２に提供する。前記乗算器１３３２は、前
記加算器１３３１から出力された前記複素数ビットストリームをチップ (chip)単位でスク
ランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、その出力を乗算器１３
３３に提供する。ここで、前記乗算器１３３２は、スクランブラーとして動作する。前記
乗算器１３３３は、前記乗算器１３３２から出力された信号をチャネル利得１３３４と掛
けて加算器１３４３に提供する。
【００５１】
一方、ＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報１３３５は、直列／並列変換器１３３６に入力される。前
記直列／並列変換器１３３６は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ  制御情報１３３５を２つのビット
ストリームに変換して拡散器１３３７に出力する。前記拡散器１３３７は、２個の乗算器
から構成され、前記２つのビットストリームは前記２個の乗算器にそれぞれ入力され、チ
ャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けられて、拡散されたビットストリームＩ及び拡散された
ビットストリームＱを生成する。ここで、前記拡散器１３３７は、前記拡散されたビット
ストリームＱを乗算器１３３８に提供し、前記拡散されたビットストリームＩを加算器１
３３９提供する。前記乗算器１３３８は、前記拡散器１３３７から出力されたビットスト
リームＱと jを掛けて前記加算器１３３９に提供する。前記加算器１３３９は、前記ビッ
トストリームＩに前記乗算器１３３８から出力された信号を加算することで、１つの複素
数ビットストリームを生成して乗算器１３４０に提供する。前記乗算器１３４０は、前記
加算器１３３９から出力された前記複素数ビットストリームをチップ単位でスクランブリ
ングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、その出力を乗算器１３４１に提
供する。ここで、前記乗算器１３４０は、スクランブラーとして動作する。前記乗算器１
３４１は、前記乗算器１３４０から出力された信号をチャネル利得１３４２と掛けて前記
加算器１３４３に出力する。前記合計器１３４３は、前記生成されたＤＰＣＨ信号 (つま
り、前記算器１３３３から出力された信号 )、前記生成されたＳＨＣＣＨ信号 (つまり、前
記乗算器１３４１から出力された信号 )、及び前記生成されたＨＳ－ＤＳＣＨ信号 (つまり
、前記乗算器１３１１から出力された信号を合計してフィルタ (filter)１３４４に提供す
る。前記フィルタ１３４４は、前記合計器１３４３から出力された信号をフィルタリング
してＲＦ (Radio Frequency)処理器１３４５に提供し、前記ＲＦ処理器１３４５は、前記
フィルタ１３４４から出力された信号をＲＦ帯域信号に変換してアンテナ (antenna)１３
４６を通してエア (air)上で伝送する。
【００５２】
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図１１において説明したように、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び前記ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈ電力レベルが別途のＤＰＣＨ、つまりＳ－ＤＰＣＨを通して伝送される場合、図１３の
Ｎｏｄｅ  Ｂは、一般のＤＰＣＨ、つまり、Ｐ－ＤＰＣＨのために使用されるチャネル化
コードと区分されるチャネル化コードを前記Ｓ－ＤＰＣＨに割り当てるように変更せれる
べきである。
【００５３】
今まで、図１３を参照して、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電
力レベルをＤＰＣＨを通して伝送するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を説明した。次に、前
記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをＳＨＣＣＨを通して
伝送するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を図１４を参照して説明する。
【００５４】
図１４は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて
Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を示すブロック図である。図１４の参照符号１４０１乃至１
４１５によって表される構成部の動作は、図１３の参照符号１３０１乃至１３１５によっ
て表される構成部の動作と同一であるので、詳細な説明は省略する。
【００５５】
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル決定器 (power level determiner)１４１５によって決定された
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル１４１８は、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード及び他の制御情
報１４１６、ＭＣＳレベル１４１７、及びＨＡＲＱ制御情報１４１９とともに多重化器１
４２０に提供される。前記多重化器１４２０は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル１４１８
、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード及び他の制御情報１４１６、ＭＣＳレベル１４１７、
及びＨＡＲＱ制御情報１４１９を前記ＳＨＣＣＨスロットフォーマット (slot format)に
適するように多重化して直列／並列変換器１４２１に提供する。前記直列／並列変換器１
４２１は、前記多重化器１４２０から出力された１つのビットストリームを２つのビット
ストリーム、つまり、ビットストリームＩとビットストリームＱに並列変換して、拡散器
１４２２に提供する。前記拡散器１４２２は、２個の乗算器から構成され、前記直列／並
列変換器１４２１から出力された２つのビットストリームを前記２個の乗算器にそれぞれ
入力し、前記ビットストリームが他のチャネル化コードを使用する他の信号と直交性を有
するようにチャネル区分コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けることで、拡散されたビットストリーム
Ｉ及び拡散されたビットストリームＱを生成する。ここで、前記拡散器１４２２は、前記
拡散されたビットストリームＱを乗算器１４２３に提供し、前記拡散されたビットストリ
ームＩを加算器１４２４に提供する。前記乗算器１４２３は、前記拡散器１４２２から出
力されたビットストリームＱとｊを掛けて前記加算器１４２４に提供する。前記加算器１
４２４は、前記ビットストリームＩに前記乗算器１４２３から出力された信号を加算する
ことで１つの複素数ビットストリームを生成して乗算器１４２５に提供する。前記乗算器
１４２５は、前記加算器１４２４から出力された前記複素数ビットストリームをチップ単
位でスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、その出力を乗
算器１４２６に提供する。ここで、前記乗算器１４２５は、スクランブラーとして動作す
る。前記乗算器１４２６は、前記乗算器１４２５から出力された信号をチャネル利得１４
２７と掛けて合計器１４４５に提供する。
【００５６】
ＤＰＣＨを通して伝送される使用者データ１４２８は、符号器１４２９に入力され、前記
符号器１４２９は、前記使用者データ１４２８を予め設定されているコーディング方式に
よって符号化してレートマッチング器１４３０に提供する。前記レートマッチング器１４
３０は、前記符号器１４２９から出力された信号に対してシンボル反復または穿孔を通し
てレートマッチングを遂行して、出力されたビット数が実際物理チャネルを通して伝送さ
れるビット数にマッチングするようにしてインターリーバ１４３１に提供する。前記イン
ターリーバ１４３１は、前記レートマッチング器１４３０から出力された信号を予め設定
されている方式によってインターリーブして変調器１４３２に提供する。前記変調器１４
３２は、前記インターリーバ１４３１から出力された信号を予め設定されている変調方式
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によって変調して多重化器１４３７に提供する。前記多重化器１４３７は、ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈインジケータ１４３３、ＴＦＣＩ１４３４、及び順方向チャネル状態を推定するための
パイロット１４３５、及び逆方向送信電力制御のためのＴＰＣ１４３６を多重化すること
で１つのビットストリームを生成して直列／並列変換器１４３８に提供する。
【００５７】
前記直列／並列変換器１４３８は、前記多重化器１４３７から出力された１つのビットス
トリームを２つのビットストリーム、つまり、ビットストリームＩとビットストリームＱ
に並列変換して拡散器１４３９に出力する。前記拡散器１４３９は２個の乗算器から構成
され、前記直列／並列変換器１４３８から出力された２つのビットストリームを前記２個
の乗算器にそれぞれ提供して、他のチャネル化コードを使用する他の信号と直交性を有す
るように、チャネル区分コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けることで、拡散されたビットストリーム
Ｉ及び拡散されたビットストリームＱを生成する。ここで、前記拡散器１４３９は、前記
拡散されたビットストリームＱを乗算器１４４０に提供し、前記拡散されたビットストリ
ームＩは加算器１４４１に出力される。前記乗算器１４４０は、前記拡散器１４３９から
出力されたビットストリームＱとｊを掛けて前記加算器１４４１に提供する。前記加算器
１４４１は、前記ビットストリームＩに前記乗算器１４４０から出力された信号を加算す
ることで１つの複素数ビットストリームを生成して乗算器１４４２に提供する。前記乗算
器１４４２は、前記加算器１４４１から出力された前記複素数ビットストリームをチップ
単位でスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、その出力を
乗算器１４４３に提供する。ここで、前記乗算器１４４２は、スクランブラーとして動作
する。前記乗算器１４４３は、前記乗算器１４４２から出力された信号をチャネル利得１
４４４と掛けて前記合計器１４４５に出力する。
【００５８】
前記合計器１４４５は、前記生成されたＤＰＣＨ  信号 (つまり、前記乗算器１４４３から
出力された信号 )、前記生成されたＳＨＣＣＨ信号 (つまり、前記乗算器１４２６から出力
された信号 )、及び前記生成されたＨＳ－ＤＳＣＨ信号 (つまり、前記乗算器１４１１から
出力された信号 )を合計してフィルタ１４４６に提供する。前記フィルタ１４４６は、前
記合計器１４４５から出力された信号をフィルタリングしてＲＦ処理器１４４７に提供し
、前記ＲＦ処理器１４４７は、前記フィルタ１４４６から出力された信号をＲＦ帯域信号
に変換してアンテナ１４４８を通してエア上で伝送する。
【００５９】
一方、図１２において説明したように、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがＤＰＣＨとは
異なるチャネル化コードを使用して別途のチャネルを通して伝送されるチャネル構造を有
するケースにおいて、本発明は、ＳＨＣＣＨを通してＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送す
る送信装置を提供することができる。
【００６０】
図１５は、図１３に示すＮｏｄｅ  Ｂの送信装置に対応するＵＥの受信装置構造を示すブ
ロック図である。図１５を参照すると、アンテナ１５０１を通して受信されたＲＦ帯域信
号は、ＲＦ処理器１５０２に入力される。前記ＲＦ処理器１５０２は、前記受信されたＲ
Ｆ帯域信号を基底帯域 (baseband)信号に変換してフィルタ１５０３に出力する。前記フィ
ルタ１５０３は、前記ＲＦ処理器１５０２から出力された信号をフィルタリングして乗算
器１５０４、１５１６、１５２７に提供する。ここで、前記乗算器１５０４、１５１６、
１５２７は、デスクランブラー (descrambler)として動作し、前記Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置
によって伝送されたチャネルに対するチャネル化コードを入力信号と掛ける。結果的に、
前記乗算器１５０４は、順方向データチャネルであるＨＳ－ＤＳＣＨ信号を出力し、前記
乗算器１５１６は、順方向ＤＰＣＨ信号を出力し、前記乗算器１５２７は、ＳＨＣＣＨ信
号を出力する。
【００６１】
前記乗算器１５０４から出力された複素数信号は、 complex to I and Q streams部１５０
５に入力される。前記 complex to I and Q streams部１５０５は、前記乗算器１５０４か
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ら出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器 (despreader)１５０６に
提供する。前記逆拡散器１５０６は、前記 complex to I and Q streams部１５０５から出
力された実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを前記Ｎｏｄｅ  Ｂの伝送装置において使用されたチ
ャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散し、その出力をチャネル補償器 (channel compe
nsator)１５１０に提供する。同様に、前記乗算器１５１６から出力された複素数信号は
、 complex to I and Q streams部１５１７に入力され、前記 complex to I and Q streams
部１５１７は、前記乗算器１５１６から出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離
して逆拡散器１５１８に提供する。前記逆拡散器１５１８は、前記 complex to I and Q s
treams部１５１７から出力された実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを前記Ｎｏｄｅ  Ｂの伝送装
置において使用されたチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散してからチャネル補償
器１５１９及び逆多重化器 (demultiplxer)１５０７に提供する。また、前記乗算器１５２
７から出力された複素数信号は、 complex to I and Q streams部１５２８に入力され、前
記 complex to I and Q streams部１５２８は、前記乗算器１５２７から出力された信号を
実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器１５２９に提供する。前記逆拡散器１５２９
は、前記 complex to I and Q streams部１５２８から出力された実数信号Ｉ及び虚数信号
Ｑを前記Ｎｏｄｅ  Ｂの伝送装置において使用されたチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛け
て逆拡散してからチャネル補償器１５３０に提供する。前記逆拡散器１５１８の出力信号
Ｉ及びＱは、前記逆多重化器１５０７に提供される。前記逆多重化器１５０７は、前記逆
拡散器１５１８から出力された信号を逆多重化してパイロット１５０８を出力する。前記
出力されたパイロット１５０８は、チャネ
ル推定器 (channel estimator)１５０９に入力される。前記チャネル推定器１５０９は、
無線チャネルによる歪み推定を通してチャネル推定値を検出して前記チャネル補償器１５
１０、１５１９、１５３０に提供する。
【００６２】
前記チャネル補償器１５１０、１５１９、１５３０は、それぞれ前記チャネル推定値を利
用して前記逆拡散器１５０６、１５１８、１５２９から出力された信号の歪みを補償する
。つまり、前記チャネル補償器１５１０は、ＨＳ－ＤＳＣＨデータを２つのビットストリ
ームに出力し、前記チャネル補償器１５１９は、ＤＰＣＨデータを２つのビットストリー
ムに出力し、前記チャネル補償器１５３０は、ＳＨＣＣＨデータを２つのビットストリー
ムに出力する。前記チャネル補償器１５１０、１５１９、１５３０から出力された信号は
、それぞれ並列／直列変換器 (parallel to serial converter)１５１１、１５２０、１５
３１に入力され、前記並列／直列変換器１５１１、１５２０、１５３１は、前記チャネル
補償器１５１０、１５１９、１５３０から出力された信号をそれぞれ１つのビットストリ
ームに直列変換する。
【００６３】
前記並列／直列変換器１５３１から出力された信号は、最終的にＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報
として出力され、前記並列／直列変換器１５２０から出力された信号は、逆多重化器１５
２１によってＴＰＣ１５２２、ＴＦＣＩ１５２３、及びスイッチ１５２５によって区分さ
れたＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ１５２４及びＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル１５２６に逆多
重化される。前記逆多重化器１５２１は、さらに順方向データ信号を出力し、前記順方向
データ信号は、復調器１５３３、デインターリーバ (deinterleaver)１５３４、復号器１
５３５によってチャネル復号化され、順方向使用者データ１５３６として出力される。ま
た、前記並列／直列変換器１５１１から出力された信号は、復調器１５１２、デインター
リーバ１５１３、復号器１５１４によってチャネル復号化されて、最終的に順方向データ
パケット１５１５として出力される。ここで、前記復号器１５１４は、前記順方向データ
パケット１５１５がＱＡＭ方式によって変調される場合、前記受信されたＨＳ－ＤＳＣＨ
電力レベル１５２６を利用して前記順方向データパケット１５１５をＱＡＭ方式によって
変調する。
【００６４】
図１６は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて
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、ＵＥの受信装置を示すブロック図である。特に、図１４で説明した前記Ｎｏｄｅ  Ｂの
伝送装置に対応する構造を示す。
【００６５】
図１６を参照すると、アンテナ１６０１を通して受信されたＲＦ帯域信号は、ＲＦ処理器
１６０２に入力される。前記ＲＦ処理器１６０２は、前記受信されたＲＦ帯域信号を基底
帯域信号に変換してフィルタ１６０３に提供する。前記フィルタ１６０３は、前記ＲＦ処
理器１６０２から出力された信号をフィルタリングして乗算器１６０４、１６１６、１６
２５に共通に出力する。ここで、前記乗算器１６０４、１６１６、１６２５は、デスクラ
ンブラー (descrambler)として動作し、前記Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置から伝送されたチャネ
ルに対するコードＣＤ Ｅ Ｓ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ を前記入力された信号と掛ける。その結果、前
記乗算器１６０４は、順方向データチャネルであるＨＳ－ＤＳＣＨ信号を出力し、前記乗
算器１６１６は、順方向ＤＰＣＨ信号を出力し、前記乗算器１６２５は、ＳＨＣＣＨ信号
を出力する。
【００６６】
前記乗算器１６０４から出力された複素数信号は、 complex to I and Q streams部１６０
５に入力される。前記 complex to I and Q streams部１６０５は、前記乗算器１６０４か
ら出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器１６０６に出力する。前
記逆拡散器１６０６は、前記 complex to I and Q streams部１６０５から出力された実数
信号Ｉ及び虚数信号Ｑを前記Ｎｏｄｅ  Ｂの伝送装置で使用されたチャネル化コードＣＯ

Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散し、その出力をチャネル補償器１６１０に提供する。同様に、前記
乗算器１６１６から出力された複素数信号は、 complex to I and Q streams部１６１７に
入力される。前記 complex to I and Q streams部１６１７は、前記乗算器１６１６から出
力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器１６１８に提供する。前記逆
拡散器１６１８は、前記 complex to I and Q streams部１６１７から出力された実数信号
Ｉ及び虚数信号Ｑを前記Ｎｏｄｅ  Ｂの伝送装置で使用されたチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ

Ｆ と掛けて逆拡散してからチャネル補償器１６１９及び逆多重化器１６０７に出力する。
また、前記乗算器１６２５から出力された複素数信号は、 complex to I and Q streams部
１６２６に入力される。前記 complex to I and Q streams部１６２６は、前記乗算器１６
２５から出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器１６２７に出力す
る。前記逆拡散器１６２７は、前記 complex to I and Q streams部１６２６から出力され
た実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを前記Ｎｏｄｅ  Ｂの伝送装置で使用されたチャネル化コー
ドＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散してからチャネル補償器１６２８に出力する。前記逆拡散器
１６１８の出力信号Ｉ及びＱは、前記逆多重化器１６０７に提供される。前記逆多重化器
１６０７は、前記逆拡散器１６１８から出力された信号を逆多重化してパイロットを出力
する。前記出力されたパイロットは、チャネル推定器１６０９に入力される。前記チャネ
ル推定器１６０９は、無線チャネルによる歪み推定を通してチャネル推定値を検出して前
記チャネル補償器１６１０、１６１９、１６２８に提供する。
【００６７】
前記チャネル補償器１６１０、１６１９、１６２８は、前記チャネル推定値を利用して、
それぞれ前記逆拡散器１６０６、１６１８、１６２７から出力された信号の歪みを補償す
る。つまり、前記チャネル補償器１６１０は、ＨＳ－ＤＳＣＨデータを２つのビットスト
リームに出力し、チャネル補償器１６１９は、ＤＰＣＨデータを２つのビットストリーム
に出力し、チャネル補償器１６２８は、ＳＨＣＣＨデータを２つのビットストリームに出
力する。前記チャネル補償器１６１０、１６１９、１６２８から出力された信号は、それ
ぞれ並列／直列変換器１６１１、１６２０、１６２９に入力され、前記並列／直列変換器
１６１１、１６２０、１６２９は、それぞれ前記チャネル補償器１６１０、１６１９、１
６２８から出力された信号を１つのビットストリームに直列変換する。
【００６８】
前記並列／直列変換器１６２９から出力された信号は、逆多重化器１６３０に入力される
。前記逆多重化器１６３０は、前記並列／直列変換器１６２９から出力された信号をＨＳ
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－ＤＳＣＨチャネル化コード及び他の制御情報１６３１、ＭＣＳレベル１６３２、ＨＳ－
ＤＳＣＨ電力レベル１６３３、及びＨＡＲＱ情報１６３４に逆多重化する。前記並列／直
列変換器１６２０から出力された信号は、前記逆多重化器１６２１によってＴＰＣ１６２
２、ＴＦＣＩ１６２３、ＨＳ－ＤＳＣＨインジケー１６２４に逆多重化される。前記逆多
重化器１６２１は、さらに順方向データ信号を出力し、前記順方向データ信号は、復調器
１６２５、デインターリーバ１６３６、及び復号器１６３７によってチャネル復号化され
、最終的に順方向使用者データ１６３８として出力される。また、前記並列／直列変換器
１６１１から出力された信号は、復調器１６１２、デインターリーバ１６１３、及び復号
器１６１４によってチャネル復号化され、順方向データパケット１６１５として最終的に
出力される。ここで、前記復号器１６１４は、前記順方向データパケット１６１５がＱＡ
Ｍ方式によって変調されている場合、前記受信されるＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル１６３３
を利用してＱＡＭ方式によって変調する。
【００６９】
図１７は、本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいてＮｏｄｅ  Ｂ  の動作過程
を示すフローチャートである。特に、Ｎｏｄｅ  ＢによってＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを
決定及び伝送する過程を示す。
【００７０】
図１７を参照すると、段階１７０２で、Ｎｏｄｅ  ＢはＨＳＤＰＡデータパケットの有無
を示すＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを決定し、段階１７０３に進行する。ここで、前記Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨインジケータは、図９で説明したように、ＵＥがＨＳＤＰＡサービスを受け
る時のみに必要な情報であり、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが
存在する時のみにＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定及び伝送する。特に、“前記ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨインジケータを決定する”ということは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータをオン
(on)にするか、それともオフ (off)にするかを決定することを意味する。前記ＨＳ－ＤＳ
ＣＨを通して伝送されるＨＳＤＰＡデータが存在する場合、前記ＨＳ－ＤＳＣＨはオンに
なる。前記ＨＳ－ＤＳＣＨを通して伝送されるＨＳＤＰＡデータが存在しない場合、前記
ＨＳ－ＤＳＣＨはオフになる。段階１７０３で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈインジケータがオンであるか否かを検査する。前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨイ
ンジケータがオンでない場合、つまり、前記ＨＳ－ＤＳＣＨがオフである場合、前記Ｎｏ
ｄｅ  Ｂは、段階１７０４に進行して、次のＴＴＩになるまで待機した後、段階１７０２
に戻る。
【００７１】
段階１７０３で、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンである場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂ
は、段階１７０５に進行する。段階１７０５で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈを通して伝送されるＨＳＤＰＡデータための変調方式及びチャネルコーディング方法を
決定するＭＣＳレベルを決定する。段階１７０６で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記決定され
たＭＣＳレベルを参照することで、前記ＨＳ－ＤＳＣＨの変調方式がＱＡＭ方式であるか
否かを検査する。前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式は前記ＱＡＭ変調方式で
ない場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは段階１７０４に戻る。前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式が前記
ＱＡＭ変調方式である場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは段階１７０７に進行する。段階１７０７
で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨをＱＡＭ変調方式によって変調するので、
前記Ｎｏｄｅ  Ｂによって１つのチャネル化コードに割り当てできるＨＳ－ＤＳＣＨ電力
の最大レベル及び最小レベルを決定した後、段階１７０８に進行する。段階１７０８で、
前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最大レベル及び最小レベルの基づいてＨ
Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定した後、段階１７０９に進行する。段階１７０９で、前記
Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記決定されたＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをＤＰＣＨまたはＳＨＣＣＨ
を通して伝送した後、前記過程を終了する。
【００７２】
図１８は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいてＵＥの動作過程を示
すフローチャートである。特に、図１８は、ＵＥによってＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを受
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信し、前記受信されたＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルに基づいてデータを復号する動作を示す
図である。
【００７３】
図１８を参照すると、段階１８０２で、ＵＥは、受信されたＤＰＣＨ信号からＨＳ－ＤＳ
ＣＨインジケータを検出した後、段階１８０３に進行する。段階１８０３で、前記ＵＥは
、前記検出されたＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンであるか否かを検査する。前記検査
の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンでない場合、つまり、前記ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈがオフである場合、前記ＵＥは、段階１８０４に進行する。段階１８０４で、前記ＵＥ
は、次のＴＴＩになるまで待機した後、段階１８０２に戻る。
【００７４】
段階１８０３で、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンである場合、前記ＵＥは、段階
１８０５に進行する。段階１８０５で、前記ＵＥは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが
オンになったＴＴＩ内の次のスロットにおいてＳＨＣＣＨを通して伝送されるＭＣＳレベ
ルを検出した後、段階１８０６に進行する。段階１８０６で、前記ＵＥは、前記検出され
たＭＣＳレベルがＱＡＭ変調を示すか否かを検査する。前記検査の結果、前記ＭＣＳレベ
ルが前記ＱＡＭ変調をしめしていない場合、前記ＵＥは、段階１８０４に戻る。しかしな
がら、前記検査の結果、前記ＭＣＳレベルが前記ＱＡＭ変調を示す場合、前記ＵＥは、段
階１８０７に進行する。段階１８０７で、前記ＵＥは、前記ＭＣＳレベルがＱＡＭ変調方
式を示すので、図１０で説明したようなチャネル構造を有する場合、ＳＨＣＣＨからＨＳ
－ＤＳＣＨ電力レベルを検出する。段階１８０８で、前記ＵＥは、前記検出されたＨＳ－
ＤＳＣＨ電力レベルによって前記ＨＳ－ＤＳＣＨを復調した後、前記過程を終了する。
【００７５】
今まで、ＨＳ－ＤＳＣＨの信頼性のある復調のためのＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定し
、前記決定されたＨＳ－ＤＳＣＨを送受信する過程を説明した。次に、逆方向高速専用物
理制御チャネル (High Speed Dedicated Physical Control Channel: 以下、ＨＳ－ＤＰＣ
ＣＨと称する )の送信電力レベルを制御するための逆方向送信電力オフセット (Uplink Pow
er Offset)を決定し、前記決定された逆方向電力オフセットを送受信する過程を説明する
。
【００７６】
図１９は、本発明の実施形態による逆方向電力オフセットを決定する方式を示す。図７で
説明したように、ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、ＵＥがソフトハンド
オーバー領域に位置する場合、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの逆方向送信電力が減少される可能性が
ある。しかしながら、Ｎｏｄｅ  Ｂが、前記ＵＥが前記ソフトハンドオーバー領域に位置
しているか否かを持続的に監視することは難しい。従って、本発明の実施形態においては
、前記Ｎｏｄｅ  Ｂに予め設定されている目標ＳＩＲ (Target Signal to Interference Ra
tio)ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ とＵＥから逆方向専用物理制御チャネル (Dedicated Physical Co
ntrol Channel: 以下、ＤＰＣＣＨと称する )を通して受信されるパイロットビットに基づ
いて測定された測定ＳＩＲ (Estimation SIR)ＳＩＲｅ ｓ ｔ との間の差が予め設定された臨
界値＃１より大きい場合、対応するチャネルの状態は不良であると判断する。その後、本
発明は、前記ＳＩＲ差を臨界値と比較して逆方向チャネル状態によって送信電力オフセッ
トを決定する。つまり、前記ＵＥが単純に前記ソフトハンドオーバー領域に位置する時だ
けでなく、前記逆方向チャネル環境が不良である時も逆方向送信電力を補償する。図１９
は、前記Ｎｏｄｅ  ＢがＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ とＳＩＲｅ ｓ ｔ との間の差を利用して逆方向
送信電力オフセットを決定する一例を示す。前記臨界値は前記Ｎｏｄｅ  Ｂによって任意
で決定されることができるが、図１９においては、前記臨界値は２ｄＢの倍数に設定され
ると仮定する。つまり、臨界値２ｄＢに対してＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ とＳＩＲｅ ｓ ｔ との間
の差が２ｄＢ以上で４ｄＢ以下である場合、逆方向送信電力オフセットは２ｄＢに決定さ
れ、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記決定された逆方向送信電力オフセットを前記ＵＥに伝送す
る。前記ＵＥは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂから前記逆方向送信電力オフセットを受信すると、逆
方向送信電力を前記受信された逆方向伝送オフセット２ｄＢの分だけ増加させる。
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【００７７】
一方、本発明において、ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ と逆方向ＤＰＣＣＨのＳＩＲｅ ｓ ｔ との差を
逆方向電力オフセットとして定義し、逆方向ＨＳ－ＤＰＣＣＨのみの送信電力を前記逆方
向電力オフセットの分だけ増加させ、その他のチャネルＤＰＣＣＨ及びＤＰＤＣＨに既存
の送信電力方式を適用する。前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力は、毎度既存のＤＰＣＣＨ
の送信電力との比によって決定された電力に基づいてチャネル状況が不良である時のみに
前記逆方向電力オフセットの分だけ増加される。
【００７８】
図２０は、本発明の実施形態による逆方向電力オフセットを伝送するビット値を示すテー
ブルである。図２０は、前記Ｎｏｄｅ  Ｂが図１９で説明したように決定された逆方向電
力オフセットを前記ＵＥに伝送する時、その逆方向電力オフセットを伝送するビットを示
す。逆方向チャネル環境が良好で逆方向電力オフセットを順方向で伝送する必要がない場
合、つまり、前記逆方向電力オフセットが０ｄＢである場合、ＤＴＸ処理を遂行する。こ
れは、前記逆方向チャネル環境が不良である時のみに順方向で前記逆方向電力オフセット
を伝送し、逆方向チャネル環境が良好である場合はＤＴＸ処理することで、前記逆方向電
力オフセットをチャネル状況によって適応的に伝送することを意味する。ここで、前記逆
方向電力オフセットが０ｄＢであることは、チャネル環境が良好であるため逆方向ＨＳ－
ＤＰＣＣＨの信頼性が保障できるので、既存のＤＰＣＣＨと一定の電力比を維持しながら
順方向ＴＰＣ命令のみで逆方向送信電力を制御することができるということを意味する。
前述したように、前記チャネル状況が不良であるのみに、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、逆方向電
力オフセットを伝送し、前記逆方向電力オフセットによって逆方向電力制御を遂行するよ
うになる。前記逆方向電力オフセットを前記ＵＥに伝送するために、図２０に示すように
０ｄＢ以外の逆方向電力オフセットに対して前記逆方向電力オフセットの数が２Ｋ である
場合、前記逆方向電力オフセットを伝送するための順方向伝送ビットの数をＫに設定する
ことができる。図２０において、０ｄＢ以外の逆方向電力オフセットが２ｄＢ、４ｄＢ、
６ｄＢ、８ｄＢであるので、２ビットで表現されることができる。例えば、前記逆方向電
力オフセットは、００、０１、１０、１１の順方向伝送ビットで表現されることができる
。
【００７９】
図２１は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向
チャネル構造を示す概略図である。図２１を参照すると、図１で説明したように、逆方向
電力オフセットを伝送することのできるチャネルには、順方向ＤＰＣＨ、及びＨＳ－ＤＳ
ＣＨの制御のためのＳＨＣＣＨがある。しかしながら、前記ＳＨＣＣＨは予め前記ＨＳＤ
ＰＡサービスのためのＭＣＳレベル、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード、ＨＡＲＱプロセ
ッサ番号、及びＨＡＲＱパケット番号などの制御情報を伝送しているので、他の制御情報
を伝送する余裕がない。
【００８０】
しかしながら、図１で示したように、１つのＴＴＩがＮ (＝Ｎ１ ＋Ｎ２ )スロットを有する
場合、ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータはＮ１ スロットの間に分けて伝送され、残りのＮ２ ス
ロットの間に前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを伝送する部分はＤＴＸ処理される。従っ
て、前記逆方向電力オフセットは、前記ＤＰＣＨにおいて前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケー
タを伝送しないスロットのＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ部分を通して分けて伝送されるこ
とができる。前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを伝送するスロットの位置が可変的である
ので、前記逆方向電力オフセットを伝送するスロットの位置も可変的である。また、前記
逆方向電力オフセットをＴＴＩ周期でＮｏｄｅ  ＢからＵＥに伝送することもでき、伝送
されるべき逆方向電力オフセットを示すビットが多い場合、一定のスロット周期またはフ
レーム単位で伝送することもできる。図２１において、ＴＴＩ内の１番目のスロット (slo
t#0)のみを通してＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが伝送され、逆方向電力オフセットは、残
りの (Ｎ－１ )スロットのうち２番目のスロット (slot#1)及びＮ番目のスロット (slot#N-1)
のＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ部分を通して伝送される。他の順方向チャネル、つまり、
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前記ＳＨＣＣＨ及び前記ＨＳ－ＤＳＣＨは、図１で説明した構造と同一の構造を有する。
一方、前記逆方向電力オフセットは、ＨＳＤＰＡのためのＨＳ－ＤＰＣＣＨの逆方向送信
電力の制御のための値であるので、ＵＥが前記ＨＳＤＰＡサービスを受ける時のみに必要
な値である。従って、前記逆方向電力オフセットを、前記ＨＳＤＰＡサービスデータが存
在する時のみに、つまり、ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが存在する時のみに伝送するよう
にして、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは常にチャネル状態を監視することで逆方向送信電力オフセッ
トを決定すべきである。または、前記ＵＥが前記逆方向電力オフセットを読み出さないよ
うにすることができる。また、図２０で説明したように、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記逆方
向電力オフセットが０ｄＢである場合はＤＴＸ処理を遂行し、前記チャネル状況によって
必要である時のみに前記逆方向電力オフセットを伝送する。図２０によって決定された逆
方向電力オフセットを示すビットがＫであり、図２１に示すように (Ｎ－１ )スロットを通
して伝送できるビットの数がｎである場合、 (ｎ ,Ｋ )ブロックコードのようなエラー訂正
符号を利用して逆方向電力オフセットを伝送することができる。
【００８１】
図２２は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向
ＤＰＣＨ構造を示す。図２２を参照すると、ＤＰＣＨは、既存のＨＳＤＰＡサービスを支
援しないＣＤＭＡ通信システム、例えば、Ｒｅｌｅａｓｅ－９９において定義された順方
向ＤＰＣＨ構造を含み、下記のようなフィールドを有する。Ｄａｔａ１及びＤａｔａ２フ
ィールドは、上位階層の動作を支援するためのデータまたは音声専用サービスを支援する
ためのデータを伝送する。ＴＰＣフィールドは、逆方向送信電力を制御するための順方向
ＴＰＣ命令を伝送し、ＴＦＣＩフィールドは、前記Ｄａｔａ１及びＤａｔａ２フィールド
のＴＦＣ情報を伝送する。Ｐｉｌｏｔフィールドは、システムによって予め定義されたパ
イロットシンボルストリームを伝送するフィールドであり、ＵＥによって順方向チャネル
状態を推定するために使用される。前記ＨＳＤＰＡサービスのためのＨＳ－ＤＳＣＨイン
ジケータ及び逆方向電力オフセットは、図９に示すように、既存のＲｅｌｅａｓｅ－９９
順方向ＤＰＣＨ内に新しく定義されたフィールドを通して前記ＵＥに伝送される。図２２
は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び前記逆方向電力オフセットが既存の順方向ＤＰ
ＣＨ内に新しく定義されたフィールドを通して伝送されるケースを示す。一方、図２３を
参照すると、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び前記逆方向電力オフセットが前記既存
の順方向ＤＰＣＨ内の特定のフィールドを通して伝送されることでなく、新しい順方向Ｄ
ＰＣＨを通して伝送されるケースを説明する。
【００８２】
図２３は、本発明のまた他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順
方向ＤＰＣＨ構造を示す。図２３を参照すると、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータまたは
逆方向電力オフセットは、既存の順方向ＤＰＣＨ内の特定のフィールドを通して伝送され
ることでなく、別途のチャネル化コードが割り当てられた新しい順方向ＤＰＣＨを通して
伝送される。２つの順方向ＤＰＣＨ、つまり、Ｐ－ＤＰＣＨ及びＳ－ＤＰＣＨを割り当て
る。前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータまたは前記逆方向電力オフセットを伝送するための
Ｓ－ＤＰＣＨは、伝送するデータ量が前記Ｐ－ＤＰＣＨと異なるので、前記Ｐ－ＤＰＣＨ
にはＳＦとしてＮを割り当て、前記Ｓ－ＤＰＣＨにはＳＦとしてＭを割り当てる。前記伝
送されるＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ及び逆方向電力オフセットのデータ量が小さい場合
、前記Ｓ－ＤＰＣＨのＳＦ値であるＭを比較的に大きい値、例えば、Ｍ＝５１２に設定す
ることで、順方向チャネル化コードの使用効率が増加する。
【００８３】
図２４は、本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいてＮｏｄｅ  Ｂ受信装置の
内部構成を示すブロック図である。図２４を参照すると、アンテナ２４０１を通してＵＥ
から受信された信号は、ＲＦ処理器２４０２に入力される。前記ＲＦ処理器２４０２は、
前記アンテナ２４０１から受信される信号を基底帯域信号に変換して復調器２４０３に提
供する。前記復調器２４０３は、前記ＲＦ処理器２４０２から出力された信号を予め設定
されている復調方式によって復調して乗算器２４０４に提供する。前記乗算器２４０４は
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、前記復調器２４０３から出力された信号をスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ

と掛けてデスクランブリングする。ここで、前記スクランブリングコードは、前記Ｎｏｄ
ｅ  Ｂと前記ＵＥとの間に規約されたコードであり、前記Ｎｏｄｅ  Ｂが複数のＵＥのうち
特定のＵＥを識別することを可能にする。前記乗算器２４０４から出力された信号は、逆
拡散器２４０５、２４０６、２４０７に共通に入力される。前記逆拡散器２４０５は、逆
方向ＤＰＤＣＨ信号に対する逆拡散を遂行し、前記逆拡散器２４０６は、逆方向ＤＰＣＣ
Ｈ信号に対する逆拡散を遂行し、前記逆拡散器２４０７は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨに対する逆
拡散を遂行する。ここで、“逆拡散を遂行する”ということは、予め設定されているチャ
ネル化コードと入力される信号を掛けることである。もちろん、前記チャネル化コードは
、前記Ｎｏｄｅ  Ｂと前記ＵＥとの間に相互規約されている。
【００８４】
前記逆拡散器２４０６から出力されたＤＰＣＣＨ信号は、乗算器２４１１に入力され、－
ｊと掛けられて実数信号に復元される。ここで、前記－ｊと前記入力された信号を掛ける
理由は、ＵＥが前記ＤＰＣＣＨ信号をｊと掛けて虚数信号として送信するからである。前
記乗算器２４１１から出力された信号は、逆多重化器２４１９及び乗算器２４１２にそれ
ぞれ入力される。前記逆多重化器２４１９は、前記ＤＰＣＣＨ信号からパイロット２４１
４のみを抽出してチャネル推定器２４１８及びチャネル状態決定器２４２５に提供する。
前記チャネル状態決定器２４２５は、逆方向電力オフセットをＵＥに伝送するか否かを決
定するために、ＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ との間の差を計算し、前記差を予め設
定された臨界値と比較して、その比較結果を逆方向電力オフセット決定器２４２６に提供
する。そうすると、前記逆方向電力オフセット決定器２４２６は、前記チャネル状態決定
器２４２５から出力された比較結果によって図１９で説明したように逆方向電力オフセッ
ト２４２７を決定する。前記過程のうち、図２１で説明したように、前記Ｎｏｄｅ  Ｂが
伝送するＨＳＤＰＡデータパケットを有しない場合、つまり、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジ
ケータがオフである場合、逆方向電力オフセット決定器２４２６は、逆方向電力オフセッ
トを伝送しない。
【００８５】
一方、前記チャネル推定器２４１８は、パイロット２４１４を利用して前記ＵＥと前記Ｎ
ｏｄｅ  Ｂとの間のチャネル環境を推定する。前記チャネル推定器２４１８は、前記パイ
ロット２４１４に基づいてチャネルを推定した後、前記推定されたチャネル環境に対する
チャネル推定値を乗算器２４１２、２０８、２４２１に提供する。前記乗算器２４１２は
、前記乗算器２４１１から出力された信号と前記チャネル推定器２４１８から出力された
信号を掛けた後、逆多重化器２４１３に提供する。前記逆多重化器２４１３は、前記乗算
器２４１２から出力された信号をパイロット２４１４を除いてＴＰＣ２４１５、ＴＦＣＩ
２４１６、フィードバック情報 (Feed Back Information: 以下、ＦＢＩと称する )２４１
７に逆多重化する。前記ＴＰＣ２４１５は、順方向送信電力の制御のために使用され、前
記ＴＦＣＩ２４１６は、逆方向ＤＰＤＣＨの解析のために使用され、前記ＦＢＩ２４１７
は、閉ループ送信アンテナの利得調整のために使用される。さらに、前記乗算器２４０８
は、前記逆拡散器２４０５から出力された信号と前記チャネル推定器２４１８から出力さ
れた信号を掛けて復号器２４０９に提供する。前記復号器２４０９は、前記乗算器２４０
８から出力された信号を前記ＵＥによって使用されたコーディング方式、例えば、コンボ
ルーションコーディング (convolutional coding)またはターボコーディング (turbo codin
g)のようなコーディング方式に対応する復号方式によって復号することで、使用者データ
(user data)または上位階層シグナリング信号２４２８を生成し、前記生成された使用者
データまたは上位階層シグナリング信号２４２８を上位階層に提供する。さらに、前記乗
算器２４２１は、前記逆拡散器２４０７から出力された信号と前記チャネル推定器２４１
８から出力された信号を掛けて逆多重化器２４２２に提供する。前記逆多重化器２４２２
は、前記乗算器２４２１から出力された信号をＡＣＫ／ＮＡＣＫ２４２３及び他の制御情
報 (other information)２４２４に逆多重化する。
【００８６】

10

20

30

40

50

(28) JP 3763805 B2 2006.4.5



図２４を参照して、ＨＳＤＰＡシステムにおけるＮｏｄｅ  Ｂの受信装置に関して説明し
た。次に、図２５を参照して、前記Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置に関して説明する。
【００８７】
図２５は、本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいてＮｏｄｅ  Ｂの送信装置
の内部構成を示すブロック図である。図２５において、Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置は、前記
ＨＳＤＰＡ方式を使用しない通信システム、例えば、Ｒｅｌｅａｓｅ－９９において定義
されたＤａｔａ１、ＴＰＣ、ＴＦＣＩ、Ｄａｔａ２、Ｐｉｌｏｔ、を及びＮｏｄｅ  Ｂが
前記ＨＳＤＰＡサービスを支援するケースにおいてＨＳ－ＤＳＣＨインジケータまたは逆
方向電力オフセットを１つの順方向ＤＰＣＨを通して伝送する。
【００８８】
図２５を参照すると、ＤＰＣＨを通して伝送される使用者データ (user data)２５０１は
、符号器２５０２に入力される。前記符号器２５０２は、前記使用者データ２５０１をチ
ャネル符号化してレートマッチング器２５０３に提供する。前記レートマッチング器２５
０３は、出力されるビットの数が実際物理チャネルを通して伝送されるビット数にマッチ
ングするように、前記符号器２５０２から出力された信号に対してレートマッチングを遂
行し、前記レートマッチングされた信号を多重化器２５１０に提供する。ＨＳ－ＤＳＣＨ
インジケータ２５０５は、ＵＥに前記ＨＳＤＰＡサービスを通して送信されるデータが存
在する時に発生し、逆方向電力オフセット２５０６は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ
が伝送されない区間でチャネル状況によって伝送されるべきである時に発生する。前記発
生されたＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ２５０５及び逆方向電力オフセット２５０６は、ス
イッチ２５０４に提供される。前記スイッチ２５０４は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケー
タ２５０５及び前記逆方向送信電力オフセット２５０６をスイッチングして前記多重化器
２５１０に提供する。さらに、前記システムにおいて発生されるＴＦＣＩ２５０７、パイ
ロット２５０８、及びＴＰＣ２５０９も前記多重化器２５１０に入力される。
【００８９】
前記多重化器２５１０は、前記レートマッチング器２５０３から出力された信号、前記ス
イッチ２５０４出力された信号、ＴＦＣＩ２５０７、Ｐｉｌｏｔ２５０８、ＴＰＣ２５０
９を多重化することによって１つのビットストリームを生成し、前記生成されたビットス
トリームを直列／並列変換器２５１１に提供する。前記  直列／並列変換器２５１１は、
前記多重化器２５１０から出力された信号を２つのビットストリーム、つまり、ビットス
トリームＩ及びビットストリームＱに並列変換して拡散器２５１２に提供する。前記拡散
器２５１２は２個の乗算器から構成され、前記直列／並列変換器２５１１から出力された
２つのビットストリームは前記２個の乗算器にそれぞれ提供されて、他のチャネル化コー
ドを使用する信号と直交性を有するようにするためにチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛け
られることで、拡散されたビットストリームＩ及び拡散されたビットストリームＱが生成
される。ここで、前記拡散器２５１２は、前記拡散されたビットストリームＱを乗算器２
５１３に提供し、前記拡散されたビットストリームＩを加算器２５１４に提供する。前記
乗算器２５１３は、前記拡散器２５１２から出力されたビットストリームＱとｊを掛けて
前記加算器２５１４に提供する。前記加算器２５１４は、前記ビットストリームＩ信号と
前記乗算器２５１３から出力された信号を加算することで１つの複素数ビットストリーム
を生成して乗算器２５１５に提供する。前記乗算器２５１５は、前記加算器２５１４から
出力された前記複素数ビットストリームをチップ単位でスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ

Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、その出力を乗算器２５１６に提供する。ここで、前
記乗算器２５１５は、スクランブラーとして動作する。前記乗算器２５１６は、前記乗算
器２５１５から出力された信号をチャネル利得 (channel gain)と掛けて合計器２５２４提
供する。ここで、前記チャネル利得は、前記ＤＰＣＨの送信電力を決定するパラメータで
あり、一般的に拡散係数が小さい時は大きいチャネル利得を有し、伝送される使用者デー
タの種類によって可変的である。今までは、前記ＤＰＣＨを生成する過程を説明した。次
に、ＳＨＣＣＨを生成する過程を説明する。
【００９０】
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ＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報２５１７は、直列／並列変換器２５１８に入力される。前記直列
／並列変換器２５１８は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ  制御情報２５１７を２つのビットストリ
ーム、つまり、ビットストリームＩとビットストリームＱに変換して拡散器２５１９に提
供する。前記拡散器２５１９は２個の乗算器から構成され、前記２つのビットストリーム
はそれぞれ前記２個の乗算器に入力されて、チャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けられるこ
とで拡散されたビットストリームＩ及び拡散されたビットストリームＱを生成する。ここ
で、前記拡散器２５１９は、前記拡散されたビットストリームＱを乗算器２５２０に提供
し、前記拡散されたビットストリームＩを加算器２５２１に提供する。前記乗算器２５２
０は、前記拡散器２５１９から出力されたビットストリームＱとｊを掛けて前記加算器２
５２１に提供する。前記加算器２５２１は、前記ビットストリームＩと前記乗算器２５２
０からから出力された信号を加算することで１つの複素数ビットストリームを生成して乗
算器２５２２に提供する。前記乗算器２５２２は、前記加算器２５２１から出力された前
記複素数ビットストリームをチップ単位でスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と
掛けてスクランブルし、その出力を乗算器２５２３に提供する。ここで、前記乗算器２５
２２は、スクランブラーとして動作する。前記乗算器２５２３は、前記乗算器２５２２か
ら出力された信号をチャネル利得と掛けて前記合計器２５２４に提供する。前記合計器２
５２４は、前記生成されたＤＰＣＨ信号 (つまり、前記乗算器２５１６から出力された信
号 )と前記生成されたＳＨＣＣＨ信号 (つまり、前記乗算器２５２３から出力された信号 )
を合計して変調器２５２５に提供する。前記変調器２５２５は、前記合計器２５２４から
出力された信号を変調してＲＦ処理器２５２６に提供する。前記ＲＦ処理器２５２６は、
前記変調器２５２５から出力された信号をＲＦ帯域信号に変換してアンテナ２５２７を通
してエア上で伝送する。
【００９１】
図２６は、本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいてＵＥの送受信装置の内部
構成を示すブロック図である。図２６を参照すると、使用者データ及び上位階層のシグナ
リング情報２６０１は、符号器２６０２に入力される。前記符号器２６０２は、前記使用
者データ及び上位階層のシグナリング情報２６０１を予め設定されているコーディング方
式、例えば、コンボルーションコーディングまたはターボコーディング方式で符号化して
レートマッチング器２６０３に提供する。前記レートマッチング器２６０３は、前記符号
器２６０２から出力された信号をシンボル反復または穿孔過程を通してレートマッチング
して拡散器２６０４に提供する。前記拡散器２６０４は、前記レートマッチング器２６０
３から出力された信号をチャネル化符号と掛けて拡散し、乗算器２６０５に提供する。前
記乗算器２６０５は、前記拡散器２６０４から出力された信号とチャネル利得を掛けて合
計器２６０６に提供する。さらに、ＴＰＣ２６０７、Ｐｉｌｏｔ２６０８、ＴＦＣＩ２６
０９、及びＦＢＩ２６１０は、多重化器２６１１に入力される。前記多重化器２６１１は
、前記ＴＰＣ２６０７、Ｐｉｌｏｔ２６０８、ＴＦＣＩ２６０９、及びＦＢＩ２６１０を
多重化することでＤＰＣＣＨを生成して拡散器２６１２提供する。前記拡散器２６１２は
、前記多重化器２６１１から出力されたＤＰＣＣＨ信号を前記ＤＰＣＣＨに予め設定され
ているチャネル化コードと掛けて拡散し、乗算器２６１３に提供する。前記乗算器２６１
３は、前記拡散器２６１２から出力された信号をチャネル利得と掛けて乗算器２６１４に
提供する。前記乗算器２６１４は、前記乗算器２６１３から出力された信号と－ｊを掛け
て前記合計器２６０６に提供する。ここで、－ｊを掛ける理由は、ＤＰＣＣＨ信号とＤＰ
ＤＣＨ信号を虚数側と実数側に区別することで無線周波数上の星座図 (Constellation)に
おいてゼロ交差 (zero crossing)の発生頻度を低減して、ＵＥの送信装置でピーク対平均
比 (Peak to Average ratio: 以下、ＰＡＲと称する )を低減することができるからである
。一般的に、無線周波数上の星座図においてゼロ交差が発生するとＰＡＲが増加し、前記
増加したＰＡＲはＵＥの送信装置に悪影響を与える。
【００９２】
また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ２６１５及び他の制御情報２６１６は、多重化器２６１７に入力
される。前記多重化器２６１７は、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ２６１５及び他の制御情報２６
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１６を多重化して拡散器２６１８に提供する。前記拡散器２６１８は、前記多重化器２６
１７から出力された信号をＨＳ－ＤＰＣＣＨに予め設定されているチャネル化コードと掛
けて拡散し、その出力を乗算器２６２３に提供する。一方、前記ＵＥは、受信アンテナ２
６１９を通して受信された信号を受信段２６２０に提供する。前記受信段２６２０は、前
記受信された信号を復調して逆方向電力オフセット２６２１を検出し、前記検出された逆
方向電力オフセットを制御器２６２２に提供する。ここで、前記受信ユニット２６２０は
、図２１及び図２５に示すＮｏｄｅ  Ｂの送信装置において前記逆方向電力オフセットを
伝送する過程と反対の過程を通して復調を遂行する。前記制御器２６２２は、ＤＰＣＣＨ
と一定の電力比を有して伝送される現在のＨＳ－ＤＰＣＣＨの逆方向送信電力を前記検出
された逆方向電力オフセットの分だけ増加させることによって決定された逆方向送信電力
でＨＳ－ＤＰＣＣＨ信号を伝送するために、チャネル利得を調整し、前記調整されたチャ
ネル利得を前記乗算器２６２３に提供する。前記乗算器２６２３は、前記拡散器２６１８
から出力された信号と前記調整されたチャネル利得を掛けて前記合計器２６０６に提供す
る。要するに、前記ＵＥは、ＤＰＤＣＨ及びＤＰＣＣＨに対するチャネル利得には既存の
電力制御方式を適用するが、ＨＳ－ＤＰＣＣＨに対するチャネル利得は前記逆方向電力オ
フセットを利用して調整する。前記合計器２６０６は、前記乗算器２６０５から出力され
たＤＰＤＣＨ信号、前記乗算器２６１４から出力されたＤＰＣＣＨ信号、及び前記乗算器
２６２３から出力されたＨＳ－ＤＰＣＣＨ信号を合計して乗算器２６２４に提供する。こ
こで、前述したように、ＤＰＣＣＨ信号は、ｊと掛けられて生成された虚数であるので、
前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨと合計されても各ＤＰＣＣＨの特性が無くなることではない。また
、前記ＤＰＤＣＨ及びＨＳ－ＤＰＣＣＨは、異なるチャネル化コードで拡散されたので、
受信器において拡散する場合、お互いに影響がない。前記ＤＰＣＣＨとは異なって、ＨＳ
－ＤＰＣＣＨがＤＰＤＣＨに加えられてＩチャネルを通して伝送され、ＤＰＣＣＨがＱチ
ャネルを通して伝送される理由は、前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨが実数チャネル (または、Ｉチ
ャネル )を通して伝送されるＤＰＤＣＨ上に使用者データまたは上位階層のシグナリング
が存在しない場合は伝送されないからである。前記ＤＰＤＣＨが伝送されない場合、虚数
チャネル (または、Ｑチャネル )を通して２つのＤＰＣＣＨがともに伝送されると、ゼロ交
差の発生頻度が増加してＵＥ送信器のＰＡＲが増加するようになる。従って、前記ＨＳ－
ＤＰＣＣＨは、ＵＥ送信装置のＰＡＲを最小にするために、実数で伝送される。
【００９３】
前記乗算器２６２４は、前記合計器２６０６から出力された信号を予め設定されているス
クランブリング符号ＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、変調器２６２５に提供
する。ここで、前記スクランブリング符号は、ＵＭＴＳにおいてそれぞれのＵＥを区別す
るために使用される符号であり、例えば、ゴールド符号 (gold code)から生成される複素
符号 (complex code)である。前記変調器２６２５は、前記乗算器２６２４から出力された
変調してＲＦ処理器２６２６に提供する。前記ＲＦ処理器２６２６は、前記変調器２６２
５から出力された信号をＲＦ帯域信号に変換し、前記ＲＦ帯域信号をアンテナ２６２７を
通してエア上で伝送する。
【００９４】
図２７は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいてＮｏｄｅＢの動作過
程を示す図である。図２７を参照すると、段階２７０２で、記Ｎｏｄｅ  Ｂは、対応する
ＵＥに伝送されるＨＳＤＰＡパケットデータが存在するか否かを検査し、前記検査の結果
によって、前記ＵＥに伝送されるＨＳＤＰＡパケットデータの有無を示すＨＳ－ＤＳＣＨ
インジケータを決定した後、段階２７０３に進行する。ここで、“ＨＳ－ＤＳＣＨインジ
ケータを決定する”ということは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを伝送するか否かを
決定することを意味し、図２１で説明したように、ＵＥが前記ＨＳＤＰＡサービスを受け
ている時のみに必要な逆方向電力オフセットは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが存在
する時のみに生成される。段階２７０３で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記決定されたＨＳ－
ＤＳＣＨインジケータがオンであるか否かを検査する。前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳ
ＣＨインジケータがオンでない場合、つまり、前記ＨＳ－ＤＳＣＨがオフである場合、前
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記Ｎｏｄｅ  Ｂは段階２７０４に進行する。段階２７０４で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨインジケータがオフであるので、次のＴＴＩまで待機し、段階２７０２に戻
る。
【００９５】
段階２７０３で、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンであると判断された場合、前記
Ｎｏｄｅ  Ｂは、段階２７０５に進行する。段階２７０５で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記Ｕ
Ｅに対するＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ との間の差が予め設定された臨界値のうち
第１臨界値を超過するか否かを検査する。前記検査の結果、前記ＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ

ａ ｒ ｇ ｅ ｔ との間の差が前記第１臨界値を超過する場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは段階２７０
６に進行する。しかしながら、前記検査の結果、前記ＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ

との間の差が前記第１臨界値以下である場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、段階２７０４に進行
する。段階２７０６で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＵＥに多雨する逆方向電力オフセット
を決定した後、段階２７０７に進行する。ここで、前記逆方向電力オフセットは、図２４
で説明したように、ＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ との間の差及び予め設定された臨
界値を利用して決定され、その詳細な説明は省略する。段階２７０７で、前記Ｎｏｄｅ  
Ｂは、前記決定された逆方向電力オフセット値をＤＰＣＨまたはＳ－ＤＰＣＨを通して決
定した後、前記過程を終了する。ここで、前記逆方向電力オフセットは、１つのＤＰＣＨ
を使用する場合、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが伝送されない他のスロットで伝送さ
れ、２つのＤＰＣＨを使用する場合、つまり、Ｐ－ＤＰＣＨ及びＳ－ＤＰＣＨを使用する
場合は、前記Ｓ－ＤＰＣＨを通して伝送される。
【００９６】
これまで、図２７を参照して、本発明の実施形態によるＮｏｄｅ  Ｂによって逆方向電力
オフセットを伝送するための過程を説明した。次に、前記逆方向電力オフセットを受信し
て、実際ＨＳ－ＤＰＣＣＨの逆方向電力を調整するＵＥの動作過程を図２８を参照して説
明する。
【００９７】
図２８は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいてＵＥの動作過程を示
す図である。図２８を参照すると、段階２８０２で前記ＵＥは、受信されるＤＰＣＨ信号
またはＳ－ＤＰＣＨ信号からＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを検出した後、段階２８０３に
進行する。ここで、前記ＵＥは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂが１つのＤＰＣＨを伝送する場合、前
記ＤＰＣＨ信号からＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを検出する。しかしながら、前記ＵＥは
、前記Ｎｏｄｅ  Ｂが２つのＤＰＣＨ、つまり、Ｐ－ＤＰＣＨ及びＳ－ＤＰＣＨを伝送す
る場合、Ｓ－ＤＰＣＨ信号からＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを検出する。段階２８０３で
、前記ＵＥは、前記検出されたＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンである否かを検査する
。前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンでない場合、前記ＵＥは、段
階２８０４に進行する。段階２８０４で、前記ＵＥは、次のＴＴＩを待機し、段階２８０
２に戻る。
【００９８】
段階２８０３で、前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンである場合、
前記ＵＥは、段階２８０５に進行する。段階２８０５で、前記ＵＥは、前記ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈインジケータであるスロット以外のスロットに逆方向送信電力オフセットが存在すると
の判断下で、前記ＤＰＣＨまたはＳ－ＤＰＣＨを再び読み出して逆方向電力オフセットを
検出する。もちろん、前記システムのチャネル環境が良好であるため、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ
の逆方向送信電力を制御する必要がない場合、前記逆方向電力オフセットは伝送されない
。段階２８０５で、前記ＵＥがソフトハンドオーバー領域に位置するか、それともチャネ
ル状況が不良である場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨに対する逆方向送
信電力を制御するために、逆方向電力オフセットを伝送すると仮定する。段階２８０６で
、前記ＵＥは、前記検出された逆方向送信電力オフセットを利用して前記ＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈの逆方向送信電力を調整した後、前記過程を終了する。
【００９９】
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ここで、図８で説明したようにＮｏｄｅ  ＢがＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定し、図１
９で説明したように逆方向電力オフセットを決定した後、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル
情報及び前記逆方向電力オフセット情報を順方向で伝送するための順方向ＤＰＣＣＨを構
成する方法及び装置を説明する。図５Ａ乃至図５Ｃで説明したように、ＱＡＭ変調方式は
、チャネル環境が比較に良好である場合に使用する方式であり、ＱＰＳＫ変調方式は、チ
ャネル環境が不良である場合に使用する方式である。ここで、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レ
ベル情報及び逆方向電力オフセット情報に関して説明する。前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベ
ルは、順方向チャネル環境が良好であるためで前記ＨＳ－ＤＳＣＨがＱＡＭ変調される時
、ＱＡＭ復調のために前記ＵＥが必要とする情報である。反面、前記逆方向電力オフセッ
トは、逆方向チャネルの不良である時に使用されるＨＳ－ＤＰＣＣＨの逆方向送信電力を
補償するための情報である。前記逆方向チャネル環境が不良であるということは、順方向
チャネルの環境もある程度の不良であることを意味する。従って、前記２種類の制御情報
は、異なるチャネル環境で前記ＵＥが必要とする情報である。つまり、順方向チャネル環
境が良好である場合、前記ＨＳ－ＤＳＣＨはＱＡＭ方式によって変調されるので、前記Ｕ
Ｅは、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを必要とする。しかしながら、順方向チャネル環境が不
良である場合、前記Ｎｏｄｅ  ＢはＨＳ－ＤＳＣＨをＱＰＳＫ方式または８ＰＳＫ方式に
よって変調するので、前記ＵＥは、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを必要とせず、代わりに、
ＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力を補償するための逆方向送信電力オフセットを必要とする。
結論的に、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、チャネル環境によってＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び逆
方向送信電力オフセットのいずれか１つを選択し、前記選択された制御情報を前記ＵＥに
伝送する。ここで、チャネル環境を区分する基準は、ＭＣＳレベルである。つまり、チャ
ネル環境が良好である場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＱＡＭ変調方式を使用し、ＨＳ－ＤＳ
ＣＨ電力レベルを前記ＵＥに伝送し、チャネル環境が不良である場合は、前記Ｎｏｄｅ  
Ｂは、ＱＡＭ変調方式を使用せず、逆方向送信電力を前記ＵＥに伝送する。
【０１００】
本発明の実施形態において、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び前記逆方向電力オフセッ
トを順方向ＤＰＣＨを通して伝送する方法を図２９を参照して説明する。図２９は、本発
明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいてＨＳ－ＤＳＣＨ
電力レベル及び逆方向電力オフセットを伝送するチャネル構造を示す。Ｎｏｄｅ  ＢがＨ
Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベルのみを伝送する図９のチャネル構造及び前記Ｎｏｄｅ  Ｂが逆方
向電力オフセットのみを伝送する図２１のチャネル構造とは異なって、図２９のチャネル
構造は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが伝送されない区間で前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力
レベル及び前記逆方向電力オフセットをチャネル状況によって交互に伝送する。また、前
記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがＤＰＣＨとは異なるチャネル化コードを使用して別途の
チャネルを通して伝送される場合も、図１１及び図２３に示したように、前記ＨＳ－ＤＳ
ＣＨインジケータが伝送されない区間で前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び前記逆方向電
力オフセットを伝送することができる。
【０１０１】
前記逆方向電力オフセットを決定するＮｏｄｅ  Ｂの受信装置は、図２４の受信装置と同
一の構造を有するので、その詳細な説明は省略し、以下、図３１を参照して、Ｎｏｄｅ  
Ｂの送信装置の構造を説明する。
【０１０２】
図３１は、図２９の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置の構造を示す
図である。図３１を参照すると、順方向ＨＳ－ＤＳＣＨデータパケット３１０１は、符号
器３１０２に入力される。前記符号器３１０２は、予め設定されているコーディング方式
、  例えばターボコーディング方式によって前記順方向ＨＳ－ＤＳＣＨデータパケット３
１０１を符号化することで符号化シンボルを生成し、前記生成された符号化シンボルをレ
ートマッチング器３１０３に提供する。前記レートマッチング器３１０３は、前記符号器
３１０２から出力された信号を実際物理チャネル上のＴＴＩで信号を伝送するために、前
記信号に対してシンボル反復及び穿孔を通してレートマッチングを遂行して、インターリ
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ーバ３１０４に出力する。前記インターリーバ３１０４は、前記レートマッチング器３１
０３から出力された信号をインターリーブして変調器３１０５に提供する。前記変調器３
１０５は、前記インターリーバ３１０４から出力された信号を予め設定されている変調方
式、例えば、ＱＰＳＫ方式、８ＰＳＫ方式、またはＭ -ａｒｙ  ＱＡＭ方式によって変調し
て、前記変調された信号を直列／並列変換器３１０６に提供する。前記直列／並列変換器
３１０６は、前記変調器３１０５から出力された信号を２つのビットストリーム、つまり
、ビットストリームＩとビットストリームＱに並列して拡散器３１０７に提供する。前記
拡散器３１０７は、他のチャネル化コードを使用する他の信号と直交性を有するように、
前記２つのビットストリームを同一のチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ を使用して拡散した後
、前記拡散されたビットストリームＩは加算器３１０９に提供し、前記拡散されたビット
ストリームＱは乗算器３１０８にそれぞれ提供する。前記乗算器３１０８は、前記ビット
ストリームＱとｊを掛けた後、前記加算器３１０９に提供する。前記加算器３１０９は、
前記乗算器３１０８から出力された信号と前記拡散器３１０７から出力された信号を加算
して乗算器３１１０に提供する。前記乗算器３１１０は、前記加算器３１０９から出力さ
れた信号を予め設定されたスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクラン
ブルし、その出力を乗算器３１１１に提供する。ここで、前記乗算器３１１０は、スクラ
ンブラーとして動作する。前記乗算器３１１１は、前記乗算器３１１０から出力された信
号をチャネル利得３１１２と掛けて合計器３１４３に提供する。一般的に、前記チャネル
利得３１１２は、ＨＳ－ＤＳＣＨの送信電力を決定するためのパラメータであり、ＳＦが
小さい場合は大きい値を有し、伝送される使用者データの種類によって可変的である。前
記ＨＳ－ＤＳＣＨデータパケットが前記変調器３１０５においてＱＡＭ方式によって変調
される場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置は、前記ＵＥが受信された信号をＱＡＭ復調す
ることができるように、１つのチャネル化コードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをＵ
Ｅに知らせる。このために、前記Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置において、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力
レベル決定器３１１５は、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力及び１つのチャネル化コードに対するＨＳ
－ＤＳＣＨ電力の最大レベル及び最小レベルを利用して前記チャネル利得３１１２からＨ
Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベルを決定し、前記決定されたＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルに対応する
ビット３１２１を生成し、前記ビット３１２１をスイッチ３１２３に提供する。
【０１０３】
ＤＰＣＨを通して伝送される使用者データ３１１６は、符号器３１１７に入力される。前
記符号器３１１７は、前記使用者データ３１１６を予め設定されているコーディング方式
によって符号化し、前記符号化シンボルをレートマッチング器３１１８に提供する。前記
レートマッチング器３１１８は、実際物理チャネルを通して伝送されるビット数にマッチ
ングするように、前記符号器３１１７から出力された信号に対してシンボル反復及び穿孔
を通してレートマッチングを遂行して、インターリーバ３１１９に提供する。前記インタ
ーリーバ３１１９は、前記レートマッチング器３１１８から出力された信号を予め設定さ
れているインターリーブ方式によってインターリーブして変調器３１２０に提供する。前
記変調器３１２０は、前記インターリーバ３１１９から出力された信号を予め設定されて
いる変調方式によって変調して多重化器３２１７に提供する。前記スイッチ３１２３は、
対応する伝送時点によって前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３１２１、ＨＳ－ＤＳＣＨイン
ジケータ３１２２、及び逆方向電力オフセット３１４７を前記多重化器３１２７に提供す
るようにその連結を制御する。ここで、前記スイッチ３１２３は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨが
ＱＡＭ方によって変調される時、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３１２１を前記多重化器
３１２７に提供し、前記ＨＳ－ＤＳＣＨがＱＡＭ方式によって変調されない時は、前記逆
方向電力オフセット３１４７を前記多重化器３１２７に提供する。前記多重化器３１２７
は、前記スイッチ３１２３から伝送時点に対応して出力される情報、ＴＰＣ３１２６、Ｐ
ｉｌｏｔ３１２５、ＴＦＣＩ３１２４、及び前記変調器３１２０から出力される信号を多
重化して、直列／並列変換器３１２８に提供する。
【０１０４】
前記直列／並列変換器３２１８は、前記多重化器３１２７から出力された信号を２つのビ
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ットストリーム、つまり、ビットストリームＩとビットストリームＱに変換して拡散器３
１２９に提供する。前記拡散器３１２９は、前記直列／並列変換器３２１８から出力され
た前記ビットストリームＩ及びビットストリームＱを予め設定されているチャネル化コー
ドＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて拡散して他のチャネル化コードを使用する他の信号と直交性を有す
るようにする。前記前記拡散器３１２９は、拡散されたビットストリームＱを乗算器３１
３０に提供し、前記拡散されたビットストリームＩを加算器３１３１に提供する。前記乗
算器３１３０は、前記拡散器３１２９から出力された前記拡散されたビットストリームＱ
をｊと掛けてから前記加算器３１３１に提供する。前記加算器３１３１は、前記拡散器３
１２９から出力された信号に記乗算器３１３０から出力された信号を加算して乗算器３１
３２に提供する。前記乗算器３１３２は、前記加算器３１３１から出力された信号をチッ
プ単位でスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルして乗算器３
１３３に提供する。ここで、前記乗算器３１３２は、スクランブラーとして動作する。前
記乗算器３１３３は、前記乗算器３１３２から出力された信号をチャネル利得３１３４と
掛けて前記合計器３１４３に提供する
【０１０５】
一方、図３１に示すＮｏｄｅ  Ｂの送信装置は、ＳＨＣＣＨのための送信器もさらに含む
。ＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報３１３５は、直列／並列変換器３１３６に入力される。前記直
列／並列変換器３１３６は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ制御情報３１３５を２つのビットストリ
ーム、つまり、ビットストリームＩとビットストリームＱに変換して拡散器３１３７に提
供する。前記拡散器３１３７は、前記直列／並列変換器３１３６から出力された信号をチ
ャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて拡散し、拡散されたビットストリームＩを加算器３１
３９に提供し、拡散されたビットストリームＱを乗算器３１３８に提供する。前記乗算器
３１３８は、前記拡散器３１３７から出力された前記拡散されたビットストリームＱとｊ
を掛けて前記加算器３１３９に提供する。前記加算器３１３９は、前記拡散器３１３７か
ら出力された前記拡散されたビットストリームＩに前記乗算器３１３８から出力された信
号を加算して乗算器３１４０に提供する。前記乗算器３１４０は、前記加算器３１３９か
ら出力された信号を予め設定されているスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛
けてスクランブルし、乗算器３１４１に提供する。ここで、前記乗算器３１４０は、スク
ランブラーとして動作する。前記乗算器３１４１は、前記乗算器３１４０から出力された
信号をチャネル利得３１４２と掛けて前記合計器３１４３に提供する。前記合計器３１４
３は、前記生成されたＤＰＣＨ信号 (つまり、前記乗算器３１３３から出力された信号 )、
前記生成されたＳＨＣＣＨ信号 (つまり、前記乗算器３１４１から出力された信号 )、及び
前記生成されたＨＳ－ＤＳＣＨ信号 (つまり、前記乗算器３１１１から出力された信号 )を
合計してフィルタ３１４４に提供する。前記フィルタ３１４４は、前記合計器３１４３か
ら出力された信号をフィルタリングしてＲＦ処理器３１４５に提供する。前記ＲＦ処理器
３１４５は、前記フィルタ３１４４から出力された信号をＲＦ帯域信号に変換し、前記Ｒ
Ｆ帯域信号をアンテナ３１４６を通してエア上で伝送する。
【０１０６】
一方、図２９で説明したように、ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがＤＰＣＨと異なるチャネ
ル化コードを使用して別途のチャネルを通して伝送される時、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レ
ベルをＨＳ－ＤＳＣＨインジケータチャネルを通して伝送する方式にも、図３１に示すＮ
ｏｄｅ  Ｂの送信装置を適用することができる。しかしながら、前記ＨＳ－ＤＳＣＨイン
ジケータチャネル及び前記ＤＰＣＨチャネルを別途のチャネル化コードで区分するように
前記Ｎｏｄｅ  Ｂの送信装置が変更されるべきである。
【０１０７】
さらに、図３０及び図３２を参照して、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び逆方向電力オフセ
ットを順方向で伝送するためのＳＨＣＣＨスロットフォーマット及びＮｏｄｅ  Ｂ送信装
置をそれぞれ説明する。図３０は、本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ通信システム
でＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び逆方向電力オフセットをＳＨＣＣＨを通して伝送する順
方向チャネル構造を示す。図３０を参照すると、図１で説明したように、ＨＳ－ＤＳＣＨ
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を制御するためのＳＨＣＣＨは、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ
において使用される変調方法及びチャネルコーディング方法を知らせるＭＣＳレベル、及
びＨＡＲＱ情報、例えば、ＨＡＲＱプロセッサ番号及びＨＡＲＱパケット番号を伝送する
。もちろん、前記ＳＨＣＣＨは、前述した制御情報だけでなく、他の制御情報も伝送する
ことができる。本発明の実施形態において、図３０に示すように、前記ＳＨＣＣＨの特定
のフィールドを通して前述した制御情報とともにＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び逆方向電
力オフセットを伝送する。前記ＭＣＳレベルがＨＳ－ＤＳＣＨがＱＡＭ方式によって変調
されたことを示す場合、前記ＳＨＣＣＨを通してＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルが伝送される
。反対に、前記ＭＣＳレベルがＨＳ－ＤＳＣＨがＱＡＭ方式によって変調されないことを
示す場合、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルが伝送されるフィールドを通して逆方向電力オ
フセットが伝送される。図３０は、順方向ＤＰＣＨにＨＳ－ＤＳＣＨインジケータフィー
ルドが存在するスロットフォーマットを有するが、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータは前
記ＤＰＣＨと異なるチャネル化コードを使用して別途のチャネルを通して伝送されること
もできる。
【０１０８】
次に、図３２を参照して、図３０の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂ送信装置
を説明する。図３２は、図３０の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂ送信装置の
内部構造を示す。
【０１０９】
図３２を参照すると、順方向ＨＳ－ＤＳＣＨデータパケット３２０１は、符号器３２０２
に入力される。前記符号器３２０２は、予め設定されているコーディング方式、例えばタ
ーボコーディング方式によって前記順方向ＨＳ－ＤＳＣＨデータパケット３２０１を符号
化して符号化シンボルを生成し、前記生成された符号化シンボルをレートマッチング器３
２０３に提供する。前記レートマッチング器３２０３は、前記符号器３２０２から出力さ
れた信号を実際物理チャネル上のＴＴＩの間に信号を伝送するために、前記信号に対して
シンボル反復及び穿孔を通してレートマッチングを遂行し、インターリーバ３２０４に提
供する。前記インターリーバ３２０４は、前記レートマッチング器３２０３から出力され
た信号を予め設定されている方式によってインターリーブして変調器３２０５に提供する
。前記変調器３２０５は、前記インターリーバ３２０４から出力された信号を予め設定さ
れている変調方式、例えば、ＱＰＳＫ方式、８ＰＳＫ方式、またはＭ -ａｒｙ  ＱＡＭ方式
によって変調して直列／並列変換器３２０６に提供する。前記直列／並列変換器３２０６
は、前記変調器３２０５から出力された信号を２つのビットストリーム、つまり、ビット
ストリームＩ及びビットストリームＱに並列変換して拡散器３２０７に提供する。前記拡
散器３２０７は、前記２つのビットストリームを同一のチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ を使
用して拡散して、他のチャネル化コードを使用する他の信号と直交性を有するようにして
から、前記拡散されたビットストリームＩを加算器３２０９に提供し、前記拡散されたビ
ットストリームＱを乗算器３２０８に提供する。前記乗算器３２０８は、前記拡散器３２
０７から出力された前記拡散されたビットストリームＱとｊを掛けて前記加算器３２０９
に提供する。前記加算器３２０９は、前記乗算器３２０８から出力された信号と前記拡散
器３２０７から出力された信号を加算して乗算器３２１０に提供する。前記乗算器３２１
０は、前記加算器３２０９から出力された信号をスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ

Ｌ Ｅ と掛けてチップ単位でスクランブルし、その出力を乗算器３２１１に提供する。ここ
で、前記乗算器３２１０は、スクランブラーとして動作する。前記乗算器３２１１は、前
記乗算器３２１０から出力された信号をチャネル利得３２１２と掛けて合計器３２４５に
提供する。
【０１１０】
一方、前記変調器３２０５が前記ＨＳ－ＤＳＣＨデータをＱＡＭ方式によって変調する場
合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂ送信装置は、ＵＥが受信信号をＱＡＭ復調することができるように
、１つのコードに対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力を前記ＵＥに知らせる。このために、前記Ｎ
ｏｄｅ  Ｂ送信装置において、図８で説明したように、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル決定器
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３２１５は、前記チャネル利得３２１２からのＨＳ－ＤＳＣＨ電力、及び１つのコードに
対するＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最大レベル及び最小レベルを利用してＨＳ－ＤＳＣＨ電力レ
ベルに対応するビット３２１８を決定し、前記決定されたＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルをス
イッチ３２５０に提供する。前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式がＱＡＭ方式でない場合、前記
ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル決定器３２１５は、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３２１８を生成
せず、図２４で説明したような逆方向電力オフセット３２４９を生成する。前記スイッチ
３２５０は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式がＱＡＭ方式である場合、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ
電力レベル３２１８を多重化器３２２０に提供し、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式がＱＡＭ
方式でない場合は、前記逆方向電力オフセット３２４９を多重化器３２２０に提供する。
前記多重化器３２２０は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３２１８、逆方向送信電力オフ
セット３２４９、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コード及び他の制御情報３２１６、ＭＣＳレ
ベル３２１７、及びＨＡＲＱ情報３２１９を多重化して直列／並列変換器３２２１に提供
する。前記直列／並列変換器３２２１は、前記多重化器３２２０から出力された信号を２
つのビットストリーム、つまり、ビットストリームＩ及びビットストリームＱに変換して
拡散器３２２２に提供する。前記拡散器３２２２は、前記直列／並列変換器３２２１から
出力された信号を対応するチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて拡散し、前記拡散された
ビットストリームＩは加算器３２２４に提供し、前記拡散されたビットストリームＱは乗
算器３２２３に提供する。前記乗算器３２２３は、前記拡散器３２２２から出力された前
記拡散されたビットストリームＱとｊを掛けて前記加算器３２２４に提供する。前記加算
器３２２４は、前記拡散器３２２２から出力された前記拡散されたビットストリームＩに
前記乗算器３２２３から出力された信号を加算して乗算器３２２５に提供する。前記乗算
器３２２５は、前記加算器３２２４から出力された信号を予め設定されているスクランブ
リングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、その出力を乗算器３２２６に
提供する。ここで、前記乗算器３２２５は、スクランブラーとして動作する。前記乗算器
３２２６は、前記乗算器３２２５から出力された信号をチャネル利得３２２７と掛けて前
記合計器３２４５に提供する。
【０１１１】
ＤＰＣＨを通して伝送される使用者データ３２２８は、符号器３２２９に入力される。前
記符号器３２２９は、前記使用者データ３２２８を予め設定されているコーディング方式
によって符号化し、前記符号化シンボルをレートマッチング器３２３０に提供する。前記
レートマッチング器３２３０は、前記符号器３２２９から出力された信号に対してシンボ
ル反復及び穿孔を通してレートマッチングしてを遂行して、出力ビットの数が実際物理チ
ャネルを通して伝送されるビット数にマッチングするようにし、前記レートマッチングさ
れた信号をインターリーバ３２３１に提供する。前記インターリーバ３２３１は、前記レ
ートマッチング器３２３０から出力された信号を予め設定されているインターリーブ方式
でインターリーブして変調器３２３２に提供する。前記変調器３２３２は、前記インター
リーバ３２３１から出力された信号を予め設定されている変調方式によって変調して多重
化器３２３７に提供する。前記多重化器３２３７は、ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ３２３
３、ＴＦＣＩ３２３４、Ｐｉｌｏｔ３２３５、及びＴＰＣ３２３６を多重化して直列／並
列変換器３２３８に提供する。前記直列／並列変換器３２３８は、前記多重化器３２３７
から出力された信号を２つのビットストリーム、つまり、ビットストリームＩ及びビット
ストリームＱに変換して拡散器３２３９に提供する。前記拡散器３２３９は、前記直列／
並列変換器３２３８から出力された信号を予め設定されているチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ

Ｆ によって拡散して、他のチャネル化コードを使用する他の信号と直交性を有するように
する。前記拡散器３２３９は、前記拡散されたビットストリームＩを加算器３２４１に提
供し、前記拡散されたビットストリームＱを乗算器３２４０に提供する。前記乗算器３２
４０は、前記拡散器３２３９から出力された前記拡散されたビットストリームＱをｊと掛
けて前記加算器３２４１に提供する。前記加算器３２４１は、前記拡散器３２３９から出
力された信号に前記乗算器３２４０から出力された信号を加算して乗算器３２４２に提供
する。前記乗算器３２４２は、前記加算器３２４１から出力された信号を予め設定されて
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いるスクランブリングコードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛けてスクランブルし、その出力を乗
算器３２４３に提供する。ここで、前記乗算器３２４２は、スクランブラーとして動作す
る。前記乗算器３２４３は、前記乗算器３２４２から出力された信号をチャネル利得３２
４４と掛けて前記合計器３２４５に提供する。前記加算器３２４５は、前記生成されたＤ
ＰＣＨ信号 (つまり、前記乗算器３２４３から出力された信号 )、前記生成されたＳＨＣＣ
Ｈ信号 (つまり、前記乗算器３２２６から出力された信号 )、及び前記生成されたＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ信号 (つまり、前記乗算器３２１１から出力された信号 )を合計してフィルタ３２４
６に提供する。前記フィルタ３２４６は、前記合計器３２４５から出力された信号をフィ
ルタリングしてＲＦ処理器３２４７に提供する。前記ＲＦ処理器３２４７は、前記フィル
タ３２４６から出力された信号をＲＦ帯域信号に変換し、前記ＲＦ帯域信号をアンテナ３
２４８を通してエア上で伝送する。もちろん、図２９で説明したように、ＳＨＣＣＨを通
してＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを伝送するＮｏｄｅ  Ｂ送信装置は、ＨＳ－ＤＳＣＨイン
ジケータがＤＰＣＨとが異なるチャネル化コードを使用して別途のチャネルを通して伝送
されるチャネル構造に適用されることもできる。
【０１１２】
次に、図３３を参照して、図３１のＮｏｄｅ  Ｂ送信装置に対応するＵＥ受信装置を説明
する。
図３３は、図３１に示すＮｏｄｅ  Ｂの送信装置に対応するＵＥの受信装置構造を示すブ
ロック図である。図３３を参照すると、アンテナ３３０１を通して受信されたＲＦ帯域信
号は、ＲＦ処理器３３０２に入力される。前記ＲＦ処理器３３０２は、前記受信されたＲ
Ｆ帯域信号を基底帯域信号に変換してフィルタ３３０３に提供する。前記フィルタ３３０
３は、前記ＲＦ処理器３３０２から出力された信号をフィルタリングして乗算器３３０４
、３３１６、３３２７に提供する。ここで、前記乗算器３３０４、３３１６、３３２７は
、それぞれデスクランブラーとして動作し、それぞれの入力信号を前記Ｎｏｄｅ  Ｂの送
信装置によって伝送されたチャネルに対するチャネル化コードＣＳ Ｃ Ｒ Ａ Ｍ Ｂ Ｌ Ｅ と掛け
る。結果的に、前記乗算器３３０４は、順方向データチャネルであるＨＳ－ＤＳＣＨ信号
を出力し、前記乗算器３３１６は、順方向ＤＰＣＨ信号を出力し、前記乗算器３３２７は
、ＳＨＣＣＨ信号を出力する。前記乗算器３３０４から出力された複素数信号は、 comple
x to I and Q streams部３３０５に入力される。前記 complex to I and Q streams部３３
０５は、前記乗算器３３０４から出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆
拡散器３３０６に提供する。前記逆拡散器３３０６は、前記 complex to I and Q streams
部３３０５から出力された実数信号Ｉ及び虚数信号ＱをＮｏｄｅ  Ｂの伝送装置において
使用されたチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散し、その出力をチャネル補償器３
３１０に提供する。同様に、前記乗算器３３１６から出力された複素数信号は、 complex 
to I and Q streams３３１７に入力される。前記 complex to I and Q streams３３１７は
、前記乗算器３３１６から出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器
３３１８に提供する。前記逆拡散器３３１８は、前記 complex to I and Q streams３３１
７から出力された実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを前記ＮｏｄｅＢの伝送装置において使用さ
れたチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散し、その出力をチャネル補償器３３１９
及び逆多重化器３３０７に提供する。また、前記乗算器３３２７から出力された複素数信
号は、 complex to I and Q streams３３２８に入力される。前記 complex to I and Q str
eams３３２８は、前記乗算器３３２７から出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分
離して逆拡散器３３２９に提供する。前記逆拡散器３３２９は、前記 complex to I and Q
 streams３３２８から出力された実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを前記Ｎｏｄｅ  Ｂの伝送装
置において使用さえたチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散し、その出力をチャネ
ル補償器３３３０に提供する。前記逆拡散器３３１８から出力された信号Ｉ及びＱは、逆
多重化器３３０７に提供される。前記逆多重化器３３０７は、前記逆拡散器３３１８から
出力された信号Ｉ及びＱを逆多重化してパイロット３３０８を出力する。前記出力された
パイロットは、前記チャネル推定器３３０９に入力される。前記チャネル推定器３３０９
は、無線チャネルによる歪み推定を通してチャネル推定値を検出して前記チャネル補償器
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３３１０、３３１９、３３３０に提供する。
【０１１３】
前記チャネル補償器３３１０、３３１９、３３２９は、前記チャネル推定値を利用して無
線チャネルによって生じる歪みを補償する。つまり、前記チャネル補償器３３１０は、前
記逆拡散器３３０６から出力された信号をチャネル補償して並列／直列変換器３３１１に
提供する。前記チャネル補償器３３１９は、前記逆拡散器３３１８から出力された信号を
チャネル補償して並列／直列変換器３３２０に提供する。前記チャネル補償器３３３０は
、前記逆拡散器３３２９から出力された信号をチャネル補償して並列／直列変換器３３３
１に提供する。
【０１１４】
前記並列／直列変換器３３１１、３３２０、３３３１は、それぞれ前記チャネル補償器３
３１０、３３１９、３３３０から出力された信号を１つのビットストリームに直列変換す
る。前記並列／直列変換器３３３１から出力された信号は、最終的に、ＨＳ－ＤＳＣＨ制
御情報３３３２として出力され、前記並列／直列変換器３３２０から出力された信号は、
逆多重化器３３２１におってＴＰＣ３３２２、ＴＦＣＩ３３２３、及びスイッチ３３２５
によって区分されたＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ３３２４、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３
３２６、及び逆方向送信電力オフセットに逆多重化される。前記逆多重化器３３２１は、
さらに順方向データ信号も出力し、前記順方向データ信号は、復調器３３３３、デインタ
ーリーバ３３３４、及び復号器３３３５によってチャネル復号化され、順方向使用者デー
タ３３３６として最終的に出力される。また、前記並列／直列変換器３３１１から出力さ
れた信号は、復調器３３１２、デインターリーバ３３１３、及び復号器３３１４によって
チャネル復号化され、順方向データパケット３３１５として最終的に出力される。ここで
、前記復号器３３１４は、前記順方向データパケット３３１５がＱＡＭ方式によって変調
された場合、前記受信されたＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３３２６を利用して前記順方向デ
ータパケット３３１５をＱＡＭ復調する。
【０１１５】
次に、図３４を参照して、図３２のＮｏｄｅ  Ｂ送信装置に対応するＵＥ受信装置を説明
する。
図３４は、図３２のＮｏｄｅ  Ｂ送信装置に対応するＵＥ受信装置の内部構造を示すブロ
ック図である。図３４を参照すると、アンテナ３４０１を通して受信されたＲＦ帯域信号
は、ＲＦ処理器３４０２に入力される。前記ＲＦ処理器３４０２は、前記受信されたＲＦ
帯域信号を基底帯域信号に変換してフィルタ３４０３に提供する。前記フィルタ３４０３
は、前記ＲＦ処理器３４０２から出力された信号をフィルタリングして乗算器３４０４、
３４１６、３４２５にそれぞれ提供する。ここで、前記乗算器３４０４、３４１６、３４
２５は、それぞれデスクランブラーとして動作し、それぞれの入力信号を前記Ｎｏｄｅ  
Ｂの送信装置によって伝送されたチャネルに対するチャネル化コードと掛ける。結果的に
、前記乗算器３４０４は、順方向データチャネルであるＨＳ－ＤＳＣＨ信号を出力し、前
記乗算器３３１６は、順方向ＤＰＣＨ信号を出力し、前記乗算器３３２５は、ＳＨＣＣＨ
信号を出力する。前記乗算器３４０４から出力された複素数信号は、 complex to I and Q
 streams３４０５に入力される。前記 complex to I and Q streams３４０５は、前記乗算
器３４０４から出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器３４０６に
提供する。前記逆拡散器３４０６は、前記 complex to I and Q streams３４０５から出力
された実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを予め設定されているチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛
けて逆拡散し、その出力をチャネル補償器３４１０に提供する。同様に、前記乗算器３４
１６から出力された信号は、 complex to I and Q streams３４１７に入力される。前記 co
mplex to I and Q streams３４１７は、前記乗算器３４１６から出力された信号を実数信
号Ｉと虚数信号Ｑに分離して逆拡散器３４１８に提供する。前記逆拡散器３４１８は、前
記 complex to I and Q streams３４１７から出力された実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを予め
設定されているチャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散し、その出力をチャネル補償
器３４１９及び逆多重化器３４０７に提供する。また、前記乗算器３４２５から出力され
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た信号は、 complex to I and Q streams３４２６に入力される。前記 complex to I and Q
 streams３４２６は、前記乗算器３４２５から出力された信号を実数信号Ｉと虚数信号Ｑ
に分離して逆拡散器３４２７に提供する。前記逆拡散器３４２７は、前記 complex to I a
nd Q streams３４２６から出力された実数信号Ｉ及び虚数信号Ｑを予め設定されているチ
ャネル化コードＣＯ Ｖ Ｓ Ｆ と掛けて逆拡散し、その出力をチャネル補償器３４２８に提供
する。
【０１１６】
前記逆多重化器３４０７は、前記逆拡散器３４１８から出力された信号を逆多重化してパ
イロット３４０８を出力する。前記パイロット出力は、チャネル推定器３４０９に入力さ
れる。前記チャネル推定器３４０９は、前記パイロット３４０８を利用して無線チャネル
による歪み推定を通したチャネル推定値を検出し、前記検出されたチャネル推定値を前記
チャネル補償器３４１０、３４１９、３４２８に提供する。前記チャネル補償器３４１０
、３４１９、３４２８は、それぞれ前記チャネル推定器３４０９から出力されたチャネル
推定値を利用して、逆拡散器３４０６、３４１８、３４２７から出力された信号の歪みを
補償する。つまり、前記チャネル補償器３４１０は、前記逆拡散器３４０６から出力され
た信号をチャネル補償して並列／直列変換器３４１１に提供する。前記チャネル補償器３
４１９は、前記逆拡散器３４１８から出力された信号をチャネル補償して並列／直列変換
器３４２０に提供する。前記チャネル補償器３４２８は、前記逆拡散器３４２７から出力
された信号をチャネル補償して並列／直列変換器３４２９に提供する。
【０１１７】
前記並列／直列変換器３４１１、３４２０、３４２９は、それぞれチャネル補償器３４１
０、３４１９、３４２８から出力された信号を直列変換して復調器３４１２、逆多重化器
３４２１、及び逆多重化器３４３０に提供する。前記復調器３４１２は、前記並列／直列
変換器３４１１から出力された信号をＮｏｄｅ  Ｂ送信装置において使用された変調方式
に対応する方式によって復調してデインターリーバ３４１３に提供する。前記デインター
リーバ３４１３は、前記復調器３４１２から出力された信号を前記Ｎｏｄｅ  Ｂ送信装置
において使用されたインターリービング方式に対応するデインターリービング方式によっ
てデインターリーブして復号器３４１４に提供する。前記復号器３４１４は、前記デイン
ターリーバ３４１３から出力された信号を前記Ｎｏｄｅ  Ｂ送信装置において使用された
コーディング方式に対応するデコーディング方式によって復号してＨＳ－ＤＳＣＨデータ
３４１５を出力する。ここで、前記復調器３４１２は、順方向データがＱＡＭ変調された
場合、受信されたＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３４３３を利用して復調を遂行する。
【０１１８】
前記逆多重化器３４２１は、前記並列／直列変換器３４２０から出力された信号をＴＰＣ
３４２２、ＴＦＣＩ３４２３、及びＨＳ－ＤＳＣＨインジケータ３４２４に逆多重化する
。前記逆多重化器３４２１は、さらに順方向データ信号を出力し、前記順方向データ信号
は、復調器３４３５、デインターリーバ３４３６、及び復号器３４３７によってチャネル
復号化され、順方向データ３４３８として最終的に出力される。また、逆多重化器３４３
０は、前記並列／直列変換器３４２９から出力された信号をＨＳ－ＤＳＣＨチャネル化コ
ード及び他の情報３４３１、ＭＣＳレベル３４３２、スイッチ３４３９への入力、及びＨ
ＡＲＱ情報３４３４に逆多重化する。前記スイッチ３４３９は、前記ＭＣＳレベルが変調
方式がＱＡＭ方式であることを示す場合、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル３４３３を出力する
。前記ＭＣＳレベルが前記変調方式がＱＡＭ方式でないことを示す場合、前記スイッチ３
４３９は、逆方向電力オフセット３４４０を出力する。
【０１１９】
図３５は、本発明の他の実施形態によるＮｏｄｅ  Ｂの動作過程を示す。図３５を参照す
ると、段階３５０２で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＨＳＤＰＡデータパケットの有無を知らせ
るＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを決定し、段階３５０２に進行する。図９及び図２１で説
明したように、ＨＳＤＰＡサービス中に必要であるＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び逆方向
送信電力オフセットは、ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータが存在する時のみに生成される。段
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階３５０３で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンであるか否
かを検査する。前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオフである場合、前
記Ｎｏｄｅ  Ｂは、段階３５０４に進行する。段階３５０４で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、次の
ＴＴＩを待機した後、段階３５０２に戻る。しかしながら、段階３５０３で、検査の結果
、前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオンである場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、段階３５０
５に進行する。  段階３５０５で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＨＳ－ＤＳＣＨを通して伝送され
るデータパケットの変調方式及びチャネルコーディング方法を決定するＭＣＳレベルを決
定した後、段階３５０６に進行する。段階３５０６で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＨＳ－
ＤＳＣＨ変調方式がＱＡＭ方式であるか否かを検査する。ここで、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変
調方式がＱＡＭ方式であるか否かを検査する理由は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式がＱＡ
Ｍ方式である時には、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルが伝送されるべきであり、前記ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ変調方式がＱＡＭ方式でない時には、逆方向電力オフセットが伝送されるべきであ
るからである。段階３５０６の検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式がＱＡＭ方式で
ある場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは段階３５０８に進行する。段階３５０８で、前記Ｎｏｄｅ  
Ｂは、１つのコードに割り当てできるＨＳ－ＤＳＣＨ電力の最大レベル及び最小レベルを
決定した後、段階３５１０に進行する。段階３５１０で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ電力レベルを決定した後、段階３５１１に進行する。一方、段階３５０６の検査の
結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式がＱＡＭ方式でない場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、段階
３５０７に進行する。段階３５０７で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ

ｒ ｇ ｅ ｔ との間の差が第１臨界値を超過するか否かを検査する。前記検査の結果、前記Ｓ
ＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ との間の差が前記第１臨界値を超過しない場合、前記Ｎ
ｏｄｅ  Ｂは、段階３５０４に戻る。一方、前記ＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ との
間の差が前記第１臨界値を超過する場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、段階３５０９に進行する
。段階３５０９で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＳＩＲｅ ｓ ｔ とＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ との差が前
記第１臨界値を超過するので、前記Ｎｏｄｅ  Ｂと前記ＵＥとの間のチャネル状況が不良
であると判断して、図１９で説明したように逆方向電力オフセットを決定する。段階３５
１１で、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂと前記ＵＥとの間に設定されている順方向
チャネルに対応する逆方向チャネルを通して、つまり、ＤＰＣＨ、Ｓ－ＤＰＣＨ、または
ＳＨＣＣＨを通して、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルまたは逆方向電力オフセットを伝送
した後、前記過程を終了する。
【０１２０】
図３６は、本発明の他の実施形態によるＵＥの動作過程を示す。図３６を参照すると、段
階３６０２で、前記ＵＥは、受信されたＤＰＣＨ信号からＨＳ－ＤＳＣＨインジケータを
検出した後、段階３６０３に進行する。段階３６０３で、前記ＵＥは、前記ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈインジケータがオンであるか否かを検査する。前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨイ
ンジケータがオンでない場合、つまり、前記前記ＨＳ－ＤＳＣＨインジケータがオフであ
る場合、前記ＵＥは、段階３６０４に進行する。段階３６０４で、前記ＵＥは、次のＴＴ
Ｉになるまで待機した後、段階３６２に戻る。段階３６０３の検査の結果、前記ＨＳ－Ｄ
ＳＣＨインジケータがオンである場合、前記ＵＥは、段階３６０５に進行する。段階３６
０５で、前記ＵＥは、ＳＨＣＣＨ信号を受信し、前記受信されたＳＨＣＣＨ信号からＭＣ
Ｓレベルを検出する。段階３６０６で、前記ＵＥは、ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式がＱＡＭ方
式である否かを検査する。前記検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式が前記ＱＡＭ方
式でない場合、前記ＵＥは、段階３６０８に進行する。段階３６０８で、前記ＵＥは、逆
方向電力オフセットを検出した後、段階３６１０に進行する。段階３６１０で、前記ＵＥ
は、前記検出された逆方向電力オフセットを利用してＨＳ－ＤＰＣＣＨの送信電力を決定
した後、前記過程を終了する。段階３６０６の検査の結果、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ変調方式
がＱＡＭ方式である場合、前記ＵＥは、段階３６０７に進行する。段階３６０７で、前記
ＵＥは、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベルを検出した後、段階３６０９に進行する。ここで、前
記Ｎｏｄｅ  Ｂと前記ＵＥとの間に図２９で説明したような順方向チャネル構造を有する
場合、前記ＵＥは、ＤＰＣＨ信号を受信し、前記受信されたＤＰＣＨから前記ＨＳ－ＤＳ

10

20

30

40

50

(41) JP 3763805 B2 2006.4.5



ＣＨ電力レベルを検出する。一方、図３０で説明したような順方向チャネル構造を有する
場合、前記ＵＥは、ＳＨＣＣＨ信号を受信し、前記受信されたＳＨＣＣＨ信号から前記Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ電力レベルを検出する。段階３６０９で、前記ＵＥは、前記検出されたＨＳ
－ＤＳＣＨ電力レベルを利用してＨＳ－ＤＳＣＨ復調を遂行した後、前記過程を終了する
。
【０１２１】
前述の如く、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが
、本発明の範囲は前記実施形態によって限られるべきではなく、本発明の範囲内で様々な
変形が可能であるということは、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。
【０１２２】
【発明の効果】
前述したように、本発明は、ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、前記ＨＳ
ＤＰＡ方式をサービスするために必要な情報を伝送するＨＳ－ＤＰＣＣＨ信号に対して逆
方向送信電力制御を可能にする。従って、前記ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムに
おいて、ＵＥのチャネル状態によって前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨの逆方向送信電力の制御を可
能にして、ＨＳＤＰＡサービスの品質を向上させる。また、ＨＳＤＰＡデータがＱＡＭ方
式によって変調される場合、前記ＨＳＤＰＡデータを伝送するＨＳ－ＤＳＣＨの電力レベ
ルをＵＥに知らせて、前記ＵＥが前記ＨＳＤＰＡデータを信頼性高く復調することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向チャネル構造を示す
概略図である。
【図２】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向ＤＰＣＨ構造を示す
図である。
【図３】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向ＤＰＣＨの他の構造
を示す図である。
【図４】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの逆方向ＤＰＣＨ構造を示す
図である。
【図５Ａ】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいてＨＳ－ＤＳＣＨの
ＡＭＣ方式を示す図である。
【図５Ｂ】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいてＨＳ－ＤＳＣＨの
ＡＭＣ方式を示す図である。
【図５Ｃ】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、ＨＳ－ＤＳＣＨ
のＡＭＣ方式を示す図である。
【図６】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、ＨＳ－ＤＳＣＨ電
力レベルを決定する方式を示す図である。
【図７】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、ＵＥがソフトハン
ドオーバー領域い存在する場合のチャネル割り当て構造を示す概略図である。
【図８】　本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおいて、Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨを決定する方式を示す図である。
【図９】　本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方向チャ
ネル構造を示す図である。
【図１０】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方
向ＤＰＣＨ構造を示す図である。
【図１１】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方
向ＤＰＣＨ構造を示す図である。
【図１２】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムのＳＨ
ＣＣＨ構造を示す図である。
【図１３】　図９の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を示すブ

10

20

30

40

50

(42) JP 3763805 B2 2006.4.5



ロック図である。
【図１４】　図１２の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を示す
ブロック図である。
【図１５】　図１３のＮｏｄｅ  Ｂの送信装置に対応するＵＥの受信装置構造を示すブロ
ック図である。
【図１６】　図１４のＮｏｄｅ  Ｂの送信装置に対応するＵＥの受信装置構造を示すブロ
ック図である。
【図１７】　本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいて、Ｎｏｄｅ  Ｂの動作
過程を示すフローチャートである。
【図１８】　本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいて、ＵＥの動作過程を示
すフローチャートである。
【図１９】　本発明の実施形態による逆方向電力オフセットを決定する方式を示す図であ
る。
【図２０】　本発明の実施形態による逆方向電力オフセットを伝送するビット値を示すテ
ーブルを示す。
【図２１】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方
向チャネル構造を示す概略図である。
【図２２】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方
向ＤＰＣＨ構造を示す図である。
【図２３】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムの順方
向ＤＰＣＨ構造を示す図である。
【図２４】　図２１の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂの受信装置構造を示す
ブロック図である。
【図２５】　図２１の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を示す
ブロック図である。
【図２６】　図２５のＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造に対応するＵＥの送受信装置構造を示
すブロック図である。
【図２７】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいて、Ｎｏｄｅ  Ｂの
動作過程を示す図である。
【図２８】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡシステムにおいて、ＵＥの動作過程
を示す図である。
【図２９】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおい
て、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び逆方向電力オフセットをＤＳＣＨを通して伝送する順
方向チャネル構造を示す図である。
【図３０】　本発明の他の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムにおい
て、ＨＳ－ＤＳＣＨ電力レベル及び逆方向電力オフセットをＳＨＣＣＨを通して伝送する
順方向チャネル構造を示す図である。
【図３１】　図２９の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を示す
図である。
【図３２】　図３０の順方向チャネル構造に対応するＮｏｄｅ  Ｂの送信装置構造を示す
図である。
【図３３】　図３１のＮｏｄｅ  Ｂの送信装置に対応するＵＥの受信装置構造を示すブロ
ック図である。
【図３４】　図３２のＮｏｄｅ  Ｂ送信装置に対応するＵＥ受信装置構造を示すブロック
図である。
【図３５】　本発明の他の実施形態によるＮｏｄｅ  Ｂの動作過程を示す図である。
【図３６】　本発明の実施形態によるＵＥの遂行過程を示す図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ Ａ 】

【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ５ Ｃ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】
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