
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表すチャネ
ル品質指示子情報の一部ビットに代わってパイロットビットを伝送する方法において、
　 (ａ )前記チャネル品質指示子情報を入力して与えられたビットの符号化シンボルを発生
する過程と；
　 (ｂ )前記符号化シンボルの与えられたビットから予め定められたビットを除去する過程
と；
　 (ｃ )前記除去されたビットを電力制御用の高速パイロットビットに取り替える過程と；
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記チャネル品質指示子情報は５ビット長を有し、前記与えられたビットの符号化シンボ
ルは２０ビット長を有することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記シンボルは二つのタイムスロット区間で伝送されることを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項４】
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前記符号化シンボルから除去される予め定められたビットは、前記符号化シンボルの最後
のシンボルから除去されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
前記符号化シンボルから除去される予め定められたビットは、５ビットであることを特徴
とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表す符号化
されたチャネル品質指示子情報の一部ビットに代わって伝送されたパイロットビットを受
信する方法において、
　 (ａ )前記パイロットビットの含まれた符号化されたチャネル品質指示子シンボルを受信
し予め定められた位置に付加されたパイロットビットを除去する過程と；
　 (ｂ )前記チャネル品質指示子シンボルから前記除去された予め定められたビットを予め
定められた位置に付加する過程と；
　 (ｃ )前記予め定められたビットに取り替えられたチャネル品質指示子シンボルをチャネ
ル品質指示子情報として復号化する過程と；を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルは２０ビット長を有し、前記復号化された
チャネル品質指示子情報は５ビット長を有することを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルは二つのタイムスロット区間で伝送される
ことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項９】
前記符号化シンボルに付加される予め定められたビットは、前記符号化シンボルの最後の
シンボルで付加されることを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項１０】
前記符号化シンボルのうち取り替えられる予め定められたビットは５ビットであることを
特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表すチャネ
ル品質指示子情報にパイロットビットを含ませて伝送する方法において、
　 (ａ )前記チャネル品質指示子情報を入力して与えられたビットの符号化シンボルを前記
パイロットビットの大きさほど縮めて発生する過程と；
　 (ｂ )前記符号化シンボルの予め定められた位置に電力制御用の高速パイロットビットを
付加する過程と；を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
前記チャネル品質指示子情報は５ビット長を有し、前記与えられたビットの符号化シンボ
ルは１５ビット長を有することを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
前記シンボルは二つのタイムスロット区間で伝送されることを特徴とする請求項１１記載
の方法。
【請求項１４】
前記符号化シンボルに高速パイロットビットが付加される予め定められた位置は、前記符
号化シンボルの次の位置であることを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
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前記符号化シンボルに付加される高速パイロットビットは５ビットであることを特徴とす
る請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表す符号化
されたチャネル品質指示子情報の 付加されたパイロットビットを受
信する方法において、
　 (ａ )前記パイロットビットの付加された符号化されたチャネル品質指示子シンボルを受
信して前記付加されたパイロットビットを除去する過程と；
　 (ｂ )前記パイロットビットの除去されたチャネル品質指示子シンボルをチャネル品質指
示子情報として復号化する過程と；を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルは１５ビット長を有し、前記復号化された
チャネル品質指示子情報は５ビット長を有することを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記パイロットビットの付加された符号化されたチャネル品質指示子シンボルは二つのタ
イムスロット区間で伝送されることを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルに高速パイロットビットが付加される予め
定められた位置は、前記パイロットビットが除去される前記符号化されたチャネル品質指
示子シンボルの次の位置であることを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項２０】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルに付加される高速パイロットビットは５ビ
ットであることを特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表すチャネ
ル品質指示子情報の一部ビットに代わってパイロットビットを伝送する装置において、
　 (ａ )前記チャネル品質指示子情報を入力して与えられたビットの符号化シンボルを発生
する符号化器と；
　 (ｂ )前記符号化シンボルの与えられたビットから予め定められたビットを除去し、前記
除去されたビットを電力制御用の高速パイロットビットに取り替えるように制御する制御
器と；を含むことを特徴とする装置。
【請求項２２】
前記チャネル品質指示子情報は５ビット長を有し、前記与えられたビットの符号化シンボ
ルは２０ビット長を有することを特徴とする請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
前記シンボルは二つのタイムスロット区間で伝送されることを特徴とする請求項２１記載
の装置。
【請求項２４】
前記符号化シンボルから除去される予め定められたビットは、前記符号化シンボルのうち
最後のシンボルであることを特徴とする請求項２１記載の装置。
【請求項２５】
前記符号化シンボルから除去される予め定められたビットは５ビットであることを特徴と
する請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
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基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表す符号化
されたチャネル品質指示子情報の一部ビットに代わって伝送されたパイロットビットを受
信する装置において、
　 (ａ )前記パイロットビットの含まれた符号化されたチャネル品質指示子シンボルを受信
して予め定められた位置に付加されたパイロットビットを除去し、前記パイロットビット
をチャネル品質指示子シンボルから前記除去された予め定められたビットに取り替えるよ
うに制御する制御器と；
　 (ｂ )前記予め定められたビットに取り替えられたチャネル品質指示子シンボルをチャネ
ル品質指示子情報として復号化する復号化器と；を含むことを特徴とする装置。
【請求項２７】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルは２０ビット長を有し、前記復号化された
チャネル品質指示子情報は５ビット長を有することを特徴とする請求項２６記載の装置。
【請求項２８】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルは二つのタイムスロット区間で伝送される
ことを特徴とする請求項２６記載の装置。
【請求項２９】
前記符号化シンボルの予め定められたビットは、前記符号化シンボルのうち最後のシンボ
ルであることを特徴とする請求項２６記載の装置。
【請求項３０】
前記符号化シンボルの予め定められたビットは５ビットであることを特徴とする請求項２
９記載の装置。
【請求項３１】
基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表すチャネ
ル品質指示子情報にパイロットビットを含ませて伝送する装置において、
　 (ａ )前記チャネル品質指示子情報を入力して与えられたビットの符号化シンボルを前記
パイロットビットの大きさほど縮めて発生する符号化器と；
　 (ｂ )前記符号化シンボルの予め定められた位置に電力制御用の高速パイロットビットを
付加して多重化する多重化器と；を含むことを特徴とする装置。
【請求項３２】
前記チャネル品質指示子情報は５ビット長を有し、前記与えられたビットの符号化シンボ
ルは１５ビット長を有することを特徴とする請求項３１記載の装置。
【請求項３３】
前記シンボルは二つのタイムスロット区間で伝送されることを特徴とする請求項３１記載
の装置。
【請求項３４】
前記符号化シンボルに高速パイロットビットが付加される予め定められた位置は前記符号
化シンボルの次の位置であることを特徴とする請求項３１記載の装置。
【請求項３５】
前記符号化シンボルに付加される高速パイロットビットは５ビットであることを特徴とす
る請求項３４記載の装置。
【請求項３６】
基地局から移動端末に高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ )を通じて高速パケット
データを伝送し、前記基地局と隣接した他の基地局とのハンドオーバー地域に前記移動端
末が位置する符号分割多重接続通信システムにおいて、前記基地局が高速逆方向制御チャ
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ネルの電力を制御できるように前記高速順方向共通チャネルのチャネル品質を表す符号化
されたチャネル品質指示子情報の 付加されたパイロットビットを受
信する装置において、
　 (ａ )前記パイロットビットの付加された符号化されたチャネル品質指示子シンボルを受
信して前記付加されたパイロットビットを除去し出力する逆多重化器と；
　 (ｂ )前記パイロットビットの除去されたチャネル品質指示子シンボルをチャネル品質指
示子情報として復号化する復号化器と；を含むことを特徴とする装置。
【請求項３７】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルは１５ビット長を有し、前記復号化された
チャネル品質指示子情報は５ビット長を有することを特徴とする請求項３６記載の装置。
【請求項３８】
前記パイロットビットの付加された符号化されたチャネル品質指示子シンボルは二つのタ
イムスロット区間で伝送されることを特徴とする請求項３６記載の装置。
【請求項３９】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルに高速パイロットビットが付加される予め
定められた位置は、前記パイロットヒットが除去される前記符号化されたチャネル品質指
示子シンボルの次の位置であることを特徴とする請求項３６記載の装置。
【請求項４０】
前記符号化されたチャネル品質指示子シンボルに付加される高速パイロットビットは５ビ
ットであることを特徴とする請求項３９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、高速順方向接続方式を用いる通信システムにおける符号化／復号化装置及び方
法に関し、特に、高速逆方向制御チャネルの電力を制御できるように高速順方向共通チャ
ネルにパイロットビットを挿入して伝送するためのチャネル指示子情報の符号化／復号化
装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高速の順方向データ伝送のための技術に基づいたＨＳＤＰＡ (High Speed Downlink Packe
t Access)は、３ＧＰＰ (Third Generation Partnership Project)で標準化作業が盛んに
行われている。まず、ＵＭＴＳ (Universal Mobile Telecommunication System)構造につ
いて述べる。
【０００３】
図１にＵＭＴＳ通信システムの概略構造を示す。ＵＭＴＳ通信システムは、コアネットワ
ーク (Core Network)１００と、複数個の無線ネットワークサブシステム (Radio Network S
ubsystem、以下“ＲＮＳ”という )１１０、１２０と、ＵＥ (以下、発明の便宜のために“
端末”または“使用者”と混用する )１３０とで構成される。前記ＲＮＳ１１０、１２０
は、無線ネットワーク制御器 (Radio Network Controller；以下、“ＲＮＣ”という )及び
複数個の基地局 (以下、発明の便宜のために“ Node Ｂ”または“セル”とも呼ぶ )１１３
、１１４、１１５、１１６で構成される。例えば、前記ＲＮＳ１１０はＲＮＣ１１１と複
数個の基地局１１３、１１５で構成される。前記ＲＮＣは、その変数によって Serving Ｒ
ＮＣ (以下、“ＳＲＮＣ”という )、 Drift ＲＮＣ (以下、“ＤＲＮＣ”と混用する )または
Controlling ＲＮＣ (以下、“ＣＲＮＣ”という )と呼ばれる。前記ＳＲＮＣと前記ＤＲＮ
Ｃはそれぞれの端末機の変数によって分類される。
【０００４】
前記ＲＮＣをより具体的に説明すれば、下記のようになる。各端末機の情報を管理し、コ
アネットワーク１００とのデータ伝送を担当するＲＮＣをその端末機のＳＲＮＣと称する
。そして、端末のデータが前記ＳＲＮＣでない他のＲＮＣを経てＳＲＮＣに送受信される
場合、前記ＲＮＣをその端末機のＤＲＮＣと称する。前記ＣＲＮＣは、それぞれの Node 
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Ｂを制御するＲＮＣを各 Node ＢのＣＲＮＣと称する。
【０００５】
このようなＲＮＣを図１に基づいて説明する。ＵＥ１３０の情報をＲＮＣ１１１が管理し
ていると、前記ＲＮＣ１１１がＳＲＮＣとなり、前記ＵＥ１３０が移動し、ＵＥ１３０の
データがＲＮＣ１１２を通じて送受信されると、該ＲＮＣ１１２がＤＲＮＣとなる。そし
て、基地局１１３を制御するＲＮＣ１１１が基地局１１３のＣＲＮＣとなる。
【０００６】
高速の順方向データ伝送のための技術に基づいた前記高速順方向パケット接続 (ＨＳＤＰ
Ａ； High Speed Downlink Packet Access)の標準化作業は、前述のように、３ＧＰＰで盛
んに行われている。なお、前記高速順方向パケット接続について未だ多くの部分が議論中
にある。したがって、以下の発明中、未だ決定されていない事項については今までの論議
結果に基づいてＨＳＤＰＡを説明するものとする。高速順方向データ伝送は、具体的に多
数のＯＶＳＦコード使用、適応的チャネルコーディング及び速い再伝送とソフトコンバイ
ニング (soft combining)方式を用いるハイブリッドＡＲＱ (ＨＡＲＱ； Hybrid Automatic 
Retransmission Request)で具現される。ＨＳＤＰＡで一人の使用者に印加できるＯＶＳ
Ｆ (Orthogonal Variable Spreading Factor)コードの最大数は１５個であり、変調方式は
チャネル状況によってＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭが適応的に選択される。また、
エラーの発生したデータに対して、使用者端末 (ＵＥ： User Equipment)と基地局 (Node Ｂ
)との間で再伝送が行われ、再伝送されたデータをソフトコンバイニング (soft combining
)することによって全体的な通信効率を向上させる。このとき、前記再伝送は、 n-channel
 ＳＡＷ  ＨＡＲＱ (Stop And Wait Hybrid Automatic Retransmission Request)方式によ
る。
【０００７】
以下、 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱについて詳述する。前記ＨＳＤＰＡにおいて n-channel
 ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式は、通常のＳＡＷ  ＡＲＱ (Stop　 And　 Wait　 Automatic　 Retransm
ission　 Request)方式の効率を上げるために次の二つの方案を新しく導入した方式である
。
【０００８】
その一つは、受信側がエラーの発生したデータを一時的に貯蔵し、それを該当データの再
伝送分と結合してエラー発生確率を下げる。該過程をソフトコンバイニング (soft combin
ing)という。ソフトコンバイニングにはチェースコンバイニング (Chase Combining；ＣＣ
)と重複分増加 (Incremental Redundancy；ＩＲ )という二つの手法が存在する。前記チェ
ースコンバイニングにおいて、送信側は最初伝送と再伝送に同じフォーマットを用いる。
もし、最初伝送に際してｍ個のシンボルが一つのコーディングされたブロックとして伝送
された場合は、再伝送に際してもｍ個のシンボルが伝送される。すなわち、最初伝送と再
伝送の際、同じコーディングレート (coding rate)が適用される。したがって、受信側は
最初伝送されたコーディングされたブロックと再伝送されたコーディングされたブロック
とを結合し、結合されたコーディングされたブロックを利用してＣＲＣ演算をし、エラー
発生有無を確認する。
【０００９】
次いで、重複分増加について説明する。  前記重複分増加において送信側は、最初伝送と
再伝送に異なるフォーマットを使用する。ｎビット (bit)の使用者データがチャネルコー
ディングを経てｍ個のシンボルとなった場合は、送信側は最初伝送に際して前記ｍシンボ
ル (symbol)の一部だけを伝送し、再伝送時に順次的に残り部分を伝送する。すなわち、最
初伝送と再伝送に際して伝送されるビットが異なってくる。したがって、受信側は、最初
伝送時に受信したビットを再伝送時に受信した重複されないビットに追加してコーディン
グレートの高いコーディングブロックを構成した後、エラー訂正  (error correction)を
実行する。前記重複分増加において前記最初伝送とそれぞれの再伝送を重複分バージョン
(Redundancy Version；以下、“ＲＶ”という )値で区分する。したがって、最初伝送はバ
ージョン１、次の再伝送はバージョン２、その次の再伝送はバージョン３と命名される。
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これらバージョン情報を用いて、受信側は最初伝送されたコーディングされたブロックと
再伝送されたコーディングされたブロックを結合する。高速 -共通制御チャネル (ＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ： High Speed-Shared Control CHannel)の part２に含まれる重複分バージョン (Ｒ
Ｖ )は前記バージョン情報を意味する。
【００１０】
通常のＳＡＷ  ＡＲＱ方式の効率を上げるために導入されたもう一つの方式は、次の通り
となる。通常のＳＡＷ  ＡＲＱ方式では以前パケットのＡＣＫを受けないと次のパケット
を伝送できないが、 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱではＡＣＫを受けない状態で多数のパケ
ットを連続的に伝送して無線リンクの使用効率を上げることができるようにする。 n-chan
nel ＳＡＷ  ＨＡＲＱでは使用者端末と基地局間にｎ個の論理的なチャネルを設定し、明
示的なチャネル番号でそのチャネルを識別するなら、受信側の使用者端末は任意の時点で
受信したパケットがどのチャネルに属したパケットか確認でき、受信されるべき順序にパ
ケットを再構成したり、該当パケットをソフトコンバイニング (soft combining)したりす
るなど、必要な処理を行うことができる。
【００１１】
次いで、 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱの動作を前記図１を参照して具体的に発明する。任
意の端末１３０と任意の基地局１１３間に 4-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱが進行されており
、各チャネルは１から４までの論理的識別子を与えられたと仮定する。前記端末１３０と
基地局１１３間の物理階層には各チャネルに対応するＨＡＲＱプロセッサー (processor)
を備える。前記基地局１１３は最初伝送するコーディングされたブロック (coded block；
一つのＴＴＩ (Transmission Time Interval)に伝送される使用者データを意味する )に“
１”のチャネル識別子を与え、前記端末１３０に伝送する。仮に、該当コーディングされ
たブロック (coded block)にエラーが発生したら、使用者端末１３０は前記チャネル識別
子を通じてチャネル１に対応する第１ＨＡＲＱプロセッサー (processor 1)にコーディン
グされたブロック (coded block)を伝達し、チャネル１に対する否定的認知信号 (ＮＡＣＫ
)を伝送する。一方、前記基地局１１３はチャネル１のコーディングされたブロックに対
する認知信号の到着に関わらず後続コーディングされたブロックをチャネル２を通じて伝
送できる。もし後続コーディングされたブロックにもエラーが発生した場合は、そのコー
ディングされたブロックも対応するＨＡＲＱプロセッサー (processor)に伝達される。前
記基地局１１３はチャネル１のコーディングされたブロックに対する否定的認知信号を前
記端末１３０から受信すると、チャネル１に該当コーディングされたブロックを再伝送す
る。したがって、使用者端末１３０は前記コーディングされたブロックのチャネル識別子
を用いて、第１ＨＡＲＱプロセッサー (processor 1)に前記コーディングされたブロック
を伝達する。使用者端末１３０の第１ＨＡＲＱプロセッサー (processor1)は既貯蔵してい
たコーディングされたブロックと再伝送されたコーディングされたブロックとをソフトコ
ンバイニングする。このように n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱではチャネル識別子とＨＡＲ
Ｑプロセッサー (processor)を１対１対応させ、認知信号が受信されるまで使用者データ
伝送を遅延させることなく、最初伝送・コーディングされたブロックと再伝送されたコー
ディングされたブロックを適宜対応させることができる。
【００１２】
また、前記ＨＳＤＰＡで使用可能な多数個のＯＶＳＦコードを同一時間に多数のＵＥが同
時使用するのが可能である。すなわち、同一時間に多数のＵＥどうしのＯＶＳＦコード多
重化が可能であり、これを図２を参照して説明する。
図２は通常のＨＳＤＰＡシステムでＯＶＳＦコードを割り当てた一例を示す図である。図
２では拡散係数が１６の場合 (ＳＦ =１６ )を上げて説明する。
【００１３】
前記図２を参照すれば、各ＯＶＳＦコードはコードツリー (code tree)の位置によってＣ (
ｉ、ｊ )で表示されることができる。前記Ｃ (ｉ、ｊ )において、前記変数ｉは前記拡散係
数値を表し、前記変数ｊは前記ＯＶＳＦコードツリーで一番左側から存在する順序を表す
。例えば、前記Ｃ (１６、０ )は、前記拡散係数が１６で、ＯＶＳＦコードツリーで前記拡
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散係数が１６の場合左側から最初の位置に存在するということを表す。前記図２は、前記
拡散係数が１６の場合、前記ＯＶＳＦコードツリーで１番目から１６番目まで、すなわち
Ｃ (１６、０ )からＣ (１６、１４ )まで１５個のＯＶＳＦコードをＨＳＤＰＡ通信システム
に割り当てる場合を示している。前記１５個のＯＶＳＦコードは多数のＵＥに多重化され
得るが、例えば、下記の表１のようにＯＶＳＦコードが多重化され得る。
【００１４】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
【００１５】
前記表１で、前記Ａ、Ｂ、Ｃは前記ＨＳＤＰＡ通信システムを使用している任意の使用者
、すなわち任意のＵＥである。前記 <表１ >に表すように、任意の時点Ｔ０、Ｔ１、Ｔ２で
前記使用者Ａ、Ｂ、Ｃは前記ＨＳＤＰＡ通信システムに割り当てられたＯＶＳＦコードを
利用してコード多重化される。各ＵＥに割り当てるＯＶＳＦコードの数とＯＶＳＦコード
ツリー上の位置は前記 Node Ｂが決定し、これは前記 Node Ｂに貯蔵されているＵＥそれぞ
れの使用者データ (user data)量と、前記 Node ＢとＵＥそれぞれに設定されているチャネ
ル状況などを考慮して決定する。
【００１６】
一方、前記ＵＥと Node Ｂが取り交わす制御情報には、任意のＵＥが使用するＯＶＳＦコ
ードの数とコードツリー上の位置を指定する前記コード情報、変調方式をチャネル状況に
適応的に決定するために必要なチャネル品質情報と変調方式情報、 n-channel ＳＡＷ  Ｈ
ＡＲＱを支援するために必要なチャネル番号情報とＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報などがある。以
下、前記制御情報と使用者データを伝送するために使用されるチャネルについて発明する
。
【００１７】
既存広帯域符号分割多重接続システムに存在するチャネルの他に、前記ＨＳＤＰＡで使わ
れるチャネルの種類を順方向と逆方向に区分すると、下記の通りである。まず、順方向チ
ャネルには順方向共通制御情報チャネル (ＨＳ－ＳＣＣＨ； High Speed-Shared Control C
Hannel)、関連順方向専用チャネル (Associated ＤＰＣＨ； Associated Dedicated Physic
al CHannel)、高速順方向共通チャネル (ＨＳ－ＰＤＳＣＨ； High Speed-Physical Downli
nk Shared CHannel)があり、逆方向チャネルには逆方向高速専用物理チャネル (ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ； High Speed-Dedicated Physical Control CHannel)がある。
【００１８】
前記各チャネルの時間関係を図３に示す。まず、ＵＥはＰＣＰＩＣＨ (Primary Common Pi
lot CHannel)などを利用して、自分と Node Ｂ間のチャネル品質を測定し、その結果をチ
ャネル品質指示子 (ＣＱＩ； Channel Quality Indicator)を利用して Node Ｂに通報する。
前記チャネル品質指示子 (ＣＱＩ )は前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨを通じて伝送される。前記 Node
 Ｂは前記ＣＱＩ情報を利用してスケジューリングを行う。前記スケジューリングは、同
じセルでＨＳＤＰＡサービスを受けている多数のＵＥのうち、次のＴＴＩ (Transmission 
Time Interval)に実際データを受信するＵＥを決定し、そのデータ伝送に用いられる変調
方式と割り当てられるコードの数などを決定する過程をいう。任意のＵＥに対するデータ
伝送が決定されると、基地局はそのデータ受信に必要な制御情報をＨＳ－ＳＣＣＨを通じ
て伝送する。この時、端末機はＵＥ  ＩＤを利用して受信しなければならないＨＳ－ＳＣ
ＣＨを識別できる。また、端末機は複雑度を考慮して最大４個のＨＳ－ＳＣＣＨだけを受
信する必要があるのに対し、一つのセルは４個以上のＨＳ－ＳＣＣＨを運営してパケット
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データのスケジュールリングを容易にし得る。ある一つのＵＥに割り当てられたＨＳ－Ｓ
ＣＣＨの集合を Serving ＨＳ－ＳＣＣＨ  setという。前記 Serving ＨＳ－ＳＣＣＨ  setは
ＵＥ別にそれぞれ指定されることができる。その他の詳細な事項は後述する。
【００１９】
前記ＨＳ－ＳＣＣＨに含まれる制御情報は下記の通りである。前記制御情報は、ＨＳ－Ｐ
ＤＳＣＨに使用されるＯＶＳＦコードに対する情報 (以下、 code情報 )７ bit、ＨＳ－ＰＤ
ＳＣＨに適用される変調方式１ bit、ＨＳ－ＰＤＳＣＨを通じて伝送されるデータの大き
さ６ bit、およびＨＡＲＱ関連情報がある。そして、ＨＡＲＱ関連情報には、ＨＳ－ＰＤ
ＳＣＨを通じて伝送されるデータが新規のデータか否かを表す新規データ指示子 (new dat
a indicator)１ bitと、ＨＳ－ＰＤＳＣＨを通じて伝送されるデータの重複分バージョン (
redundancy version)３ bitと、ＨＳ－ＰＤＳＣＨを通じて伝送されるデータの n-channel 
ＳＡＷ  ＨＡＲＱ上でのチャネル番号３ bitがあり、総７ bitでＨＡＲＱ情報を構成する。
図４にＨＳ－ＳＣＣＨの構造を示す。
【００２０】
図４に示すように、前記ＨＳ－ＳＣＣＨは拡散係数１２８のＯＶＳＦコードを用いて伝送
され、 part-1、 part-2、ＣＲＣという三つの部分に分けられる。８ Part-1情報ビットはＨ
Ｓ－ＳＣＣＨフレームの一番目のスロットで４０ビットに符号化され、１３ part-2情報ビ
ットと１６ＣＲＣ情報ビットはＨＳ－ＳＣＣＨフレームの２番目と３番目のスロットで８
０ビットに符号化される。このように part-1情報と part-2情報を個別的にチャネル符号化
することによって端末機は part-1情報を伝送する一番目のスロットだけを受信した場合に
も４個のＨＳ－ＳＣＣＨチャネルの中でどのＨＳ－ＳＣＣＨチャネルがＨＳ－ＰＤＳＣＨ
受信のための制御情報を伝送するか識別することができる。
【００２１】
Part-1には、該当ＵＥが使用するＯＶＳＦコードのコードツリー上での位置とコードの数
を表すコード情報と変調方式が含まれる。図５には、 part-1情報のチャネルコーディング
及び part-1受信後ＵＥ識別のためのＵＥ  ＩＤによるスクランブリング装置を示している
。 Part-1情報は符号率が１／２の畳み込み符号により符号化された後、１スロットに該当
する４０ビットでレートマッチングがなされる。１０ビットＵＥ  ＩＤは Rel'99規格でＴ
ＦＣＩ符号化のために使われる (３２，１０ )ブロックコードにより３２ビットに符号化さ
れた後、反復により４０ビットに拡張されて１番目のスロットの４０ビットとＸＯＲする
ことでＵＥ  ＩＤによるスクランブリングがなされる。
【００２２】
Part２にはＨＳ－ＰＤＳＣＨを通じて伝送されるデータの大きさを意味する伝送ブロック
(ＴＢ； Transport Block)大きさ情報と、 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱのチャネル番号と、
該当データが新規のデータか再伝送されるデータか知らせる New data indicatorと、該当
データが重複分増加 (ＩＲ )上で何番目の versionなのかを表す重複分バージョン (Redundan
cy Version)が含まれる。
【００２３】
ＣＲＣ情報には part1の情報とＵＥの識別子に対するＣＲＣ演算結果が含まれる。前記Ｕ
Ｅ識別子は１０ bitが使用されると予想され、実際には伝送されないが、伝送側でＣＲＣ
を計算するにあたりＵＥ識別子を共に計算し、受信側でもＣＲＣを計算するにあたりＵＥ
識別子を共に計算する用途に使用される。これにより、ＵＥは任意のＨＳ－ＳＣＣＨに含
まれている情報が自分の情報か否か判断できる。例えば、任意のＵＥ  ＡにＨＳ－ＳＣＣ
Ｈを利用して制御情報を伝送する場合、 Node Ｂは part-1、 part-2とＵＥ  Ａの識別子を利
用してＣＲＣを算出する。ＵＥ  Ａは自分のＵＥ識別子と part-1、 part-2を共に利用して
計算した時、ＣＲＣに対してエラーが発生しないと、ＨＳ－ＳＣＣＨチャネルが自分に対
する制御情報を伝送すると判断する。
【００２４】
ＨＳ－ＳＣＣＨチャネルを受信するための端末機動作は下記のようである。端末機は貯蔵
されたＵＥ  ＩＤを利用してスクランブリング数列を発生させて４個のＨＳ－ＳＣＣＨチ
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ャネルの一番目のスロットに対してデスクランブリングを行った後、畳み込み符号に対す
るビタビデコーディング (Viterbi decoding)を行いながら自分に割り当てられたＨＳ－Ｓ
ＣＣＨチャネルを識別してＨＳ－ＰＤＳＣＨ受信のために必要な制御情報を受信する。Ｈ
Ｓ－ＳＣＣＨチャネルの制御情報受信後、端末機は part-1、 part-2情報と自分のＵＥ  Ｉ
Ｄを利用してＣＲＣを計算し、エラーが発生しなかった場合は自分に対する制御情報がエ
ラーなく受信されたと判断し、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ情報の復号化を続いて行い、ＣＲＣでエ
ラーが発生した場合は、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ情報に対する復号化を中断する。
【００２５】
ＵＥはＨＳ－ＳＣＣＨを通じて受信した前記情報に基づいてＨＳ－ＰＤＳＣＨを通じて受
信したデータの復調などの必要な処理を行う。この時、 code情報に基づいて、どのＯＶＳ
Ｆコードを通じて伝送されるＨＳ－ＰＤＳＣＨを受信するか決定し、変調情報を通じてど
のように復調するか決定する。また、前記ＵＥはＨＳ－ＰＤＳＣＨを通じて受信されたデ
ータをデコーディングする。前記過程を完了した後ＣＲＣ演算を通じて該当データのエラ
ー発生有無を判断し、これに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する。すなわち、エラー
が発生しなかった場合はＡＣＫを、発生した場合はＮＡＣＫを伝送する。
【００２６】
端末機はパケットデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び順方向リンクチャネル状態に
関するチャネル品質指示子 (ＣＱＩ )情報をＨＳ－ＤＰＣＣＨを通じて伝送する。ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨの構造は図６に示している。ＨＳ－ＤＰＣＣＨチャネルの拡散率は２５６ (ＳＦ
＝２５６ )であり、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ副フレームは３スロットからなっている。ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ副フレームの１番目のスロットにはＡＣＫ /ＮＡＣＫ情報が伝送され、２番目と
３番目のスロットにはＣＱＩ情報が伝送される。１ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は１０回
繰り返されて１０ビットで伝送されると、５ビットＣＱＩ情報は (２０，５ )チャネル符号
化されて２０ビットで伝送される。
【００２７】
要するに、ＣＱＩは順方向チャネルの状態を把握するための情報であって、チャネルの状
態を表す上で必須のものではあるが、これによって端末機またはシステムの具現に際して
その複雑度が増加してしまう問題があった。
【００２８】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の目的は、高速順方向パケット接続通信システムにおいて、端末機が
基地局に制御情報を伝送するＨＳ－ＤＰＣＣＨにパイロットを伝送するか否かによって変
わるＣＱＩ情報に対して複雑度を増加させることなくチャネル符号化及び復号化を行う装
置及び方法を提供することにある。
【００２９】
本発明の他の目的は、ＨＳＤＰＡサービスを受ける端末機が基地局から受信する高速パケ
ットデータのエラー有無を表すＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と、前記基地局から受信するチャネ
ルの品質を測定し、基地局にチャネル品質表示情報及びパイロット信号を伝送する高速専
用物理制御チャネル (ＨＳ－ＤＰＣＣＨ )の信号伝送装置及び方法を提供する。
【００３０】
本発明のさらに他の目的は、ＨＳＤＰＡサービスを受ける端末機がソフトハンドオーバー
領域に位置する時、ＨＳ－ＤＰＣＣＨに対するチャネル補償及び電力制御のためにＨＳ－
ＤＰＣＣＨを通じて伝送されたパイロットビットが存在するか否かによって変わるＣＱＩ
情報のチャネル符号化方法を效率よく具現することにある。
【００３１】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、本発明の端末装置は、前記端末機に伝達される基地局信号の
品質を表すチャネル品質指示子情報５ビットを入力して２０ビットの符号化ビットを出力
するチャネル品質指示子符号化器と、前記２０ビットの符号化ビットのうち最後の５ビッ
トを除いた１５ビットを出力したり、前記２０ビットの符号化ビットをそのまま出力する
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ように制御する制御器と、前記１５ビットの符号化されたビットを出力すると、前記５ビ
ットのパイロットビットと多重化して二つのスロット区間で伝送し、前記２０ビットの符
号化ビットを出力すると、前記２０ビットの符号化ビットを二つのスロット区間で伝送す
る伝送装置と、を含むことを特徴とする。
【００３２】
前記目的を達成するために、本発明の基地局装置は、二つのスロット区間で、チャネル品
質指示子情報５ビットを符号化した２０ビットの符号化ビットのうち最後の５ビットを除
いた１５ビットの符号化ビットと５ビットのパイロットビットを受信したり、チャネル品
質指示子情報５ビットを符号化した２０ビットを前記端末機から受信する受信器と、前記
パイロットビットを受信する場合、前記パイロットビットを使用して受信されたデータを
チャネル補償するチャネル補償部と、前記パイロットビットを受信する場合、前記１５ビ
ットの符号化ビットを使用してデコーディングを行って５ビットのチャネル品質指示子情
報を出力する復号器と、を含むことを特徴とする。
【００３３】
前記目的を達成するために、本発明の端末装置における送信方法は、チャネル品質指示子
情報５ビットを２０ビットの符号化ビットとして出力するチャネル品質指示子符号化過程
と、前記２０ビットの符号化ビットのうち最後の５ビットを除いた１５ビットを出力する
過程と、前記１５ビットの符号化されたビットと５ビットのパイロットビットを多重化し
て二つのスロット区間で伝送する過程と、を含むことを特徴とする。
【００３４】
前記目的を達成するために、本発明の端末装置は、１５ビットの符号化ビットまたは２０
ビットの符号化ビットを生成するか否か決定する制御器と、前記制御器の制御に応じて予
め決定された長さ２０の基底符号を組み合わせて長さ２０の符号化ビットを出力したり、
前記長さ２０の基底符号から最後の５ビットを除いた長さ１５の基底符号を組み合わせて
長さ１５の符号化ビットを生成する符号器と、前記２０ビットの符号化ビットを受信する
と前記２０ビットの符号化ビットを二つのスロット区間で伝送し、前記１５ビットの符号
化されたビットを受信すると、前記５ビットのパイロットビットと前記１５ビットの符号
化ビットを多重化して二つのスロット区間で伝送する伝送装置と、を含むことを特徴とす
る。
【００３５】
前記目的を達成するために、本発明の端末装置における伝送方法は、１５ビットの符号化
ビットを生成するか２０ビットの符号化ビットを生成するか決定する過程と、前記制御器
の決定にしたがって予め決定された長さ２０の基底符号を組み合わせて長さ２０の符号化
ビットを出力したり、前記長さ２０の基底符号から最後の５ビットを除いた長さ１５の基
底符号を組み合せて長さ１５の符号化ビットを生成する過程と、前記過程で２０ビットの
符号化ビットを生成すると前記２０ビットの符号化ビットを二つのスロット区間で伝送し
、前記過程で１５ビットの符号化されたビットを生成すると、前記５ビットのパイロット
ビットと前記１５ビットの符号化ビットを多重化して二つのスロット区間で伝送する過程
と、を含むことを特徴とする。
【００３６】
前記目的を達成するために、本発明の端末装置の高速専用物理チャネル信号の伝送装置は
、前記端末装置に受信される基地局信号の品質を表すチャネル品質指示子情報５ビットを
入力して前記チャネル品質指示子に基づいて長さ１５の予め決定された基底符号の組み合
せで１５ビットの符号化ビットを生成する符号器と、前記基地局から前記端末装置に受信
される高速順方向パケットデータのエラー有無を表す情報を第１スロット区間で伝送し、
前記符号化ビットと５ビットの予め決定されたパイロットビットを多重化して第２及び第
３スロット区間で伝送する伝送装置と、を含むことを特徴とする。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施例を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。図面中、同一の
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構成要素には同一符号または番号を共通使用するものとする。
なお、下記の説明では、具体的なメッセージまたは信号などのような多くの特定事項が表
されるが、これらは、本発明のより全般的な理解を助けるために提供されただけで、それ
ら特定事項に限定されることなく本発明が実施できることは当該技術分野で通常の知識を
持つ者にとっては自明である。また、本発明の明確な説明のために、  周知技術について
は適宜説明を省略するものとする。
【００３８】
基地局は、前記ＨＳＤＰＡ (High Speed Downlink Packet Access)端末機がソフトハンド
オーバー領域にある時、端末機に順方向リンクを通じてＨＳ－ＰＤＳＣＨ (High Speed Ph
ysical Downlink Shared CHannel)を送信する。そして、端末機からＨＳ－ＤＰＣＣＨを
受信した基地局は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨのためのチャネル補償及び電力制御が效率よく行わ
れるようにするために、図８に示すように、端末機がソフトハンドオーバー領域に位置す
る時、基地局に伝送するＨＳ－ＤＰＣＣＨにパイロット (ＨＳ -pilot)を挿入するようにシ
グナルリングすることができる。基地局は前記ＨＳ -pilotを利用して既存のＵＬ＿ＤＰＣ
ＣＨとは独立的にＨＳ－ＤＰＣＣＨに対するチャネル推定とチャネル補償及び電力制御を
行うことができる。前記ＨＳ -pilotを利用したチャネル推定とチャネル補償及び電力制御
に関する内容は、本願出願人が先出願した大韓民国出願特許Ｐ２００１ -００７２１３５
に詳細に説明されている。
【００３９】
本発明では、図６のようにＨＳ－ＤＰＣＣＨにＨＳ -pilotが挿入されなかった場合と、図
８のようにＨＳ－ＤＰＣＣＨ副フレームの２番目のスロットにＨＳ -pilot(例えば、５ビ
ットＨＳ -pilot)を挿入する場合の二つの場合に対して適用できる有効なチャネルコーデ
ィング方法を提案する。
【００４０】
前記図６に示すように、５ビットＨＳ -pilotを挿入しなかった場合、５ビットＣＱＩ情報
を伝送するために２０ビットが割り当てられる。この場合、ＣＱＩのためのチャネルコー
ディング方法として、図７に示した長さ２０の５個の基底ベクターの線形組み合せによる
最適の (２０，５ )チャネルコーディングが、下記の数式１のように適用されることができ
る。
【００４１】
【数１】
　
　
　
　
【００４２】
ここで、ａｎ はＣＱＩ情報ビットであり、ｂｉ はＣＱＩに対するチャネルコーディング部
の出力ビットである。
前記図８のように５ビットＨＳ -pilotを挿入する場合、５ビットＣＱＩ情報を伝送するた
めに１５ビットが割り当てられる。この場合、ＣＱＩのためのチャネルコーディング方法
として、図９に示した長さ１５の５個の基底ベクターの線形組み合せによる最適の (１５
，５ )チャネルコーディングが、下記の数式２のように適用されることができる。
【００４３】
【数２】
　
　
　
　
　
【００４４】
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ここで、ａｎ はＣＱＩ情報ビットであり、ｂｉ はＣＱＩに対するチャネルコーディング部
の出力ビットである。
ＨＳ－ＤＰＣＣＨに５ビットＣＱＩ情報を伝送する時、ＨＳ－ＤＰＣＣＨにＨＳ -pilotが
伝送されるか否かによって前記図７に示している長さ２０の基底ベクターを利用した (２
０，５ )コーディングが適用されるか、前記図９に示している長さ１５の基底ベクターを
利用した (１５，５ )コーディングが適用される。前記二つのチャネルコーディング方法は
それぞれ独立した装置によって具現されてもいいが、この場合、ＣＱＩ情報のチャネルコ
ーディングのために二つのチャネルコーディング装置を具現することから複雑度が増加す
る問題点がある。そこで、本発明では５ビットＣＱＩ情報のための前記 (２０，５ )コーデ
ィングと (１５，５ )コーディングを、複雑度を増加させることなく有効に具現できる装置
及び方法を提案する。
【００４５】
前記図７に示している基底ベクターと前記図９に示している基底ベクターとを比較すると
、前記図９の基底ベクターは、前記図７の２０ビット長の基底ベクターの後側５ビットを
除いた残り１５ビットであることが分かる。したがって、前記ＣＱＩ情報の (２０，５ )及
び (１５，５ )チャネルコーディングは、図１０の装置によって複雑度の増加なく具現でき
る。前記図１０では、端末機が逆方向リンクに送信するＤＰＣＣＨ、ＤＰＤＣＨ、ＨＳ－
ＤＰＣＣＨなどのチャネルのうち、本発明と直接的な関連のあるＨＳ－ＤＰＣＣＨのため
の装置だけを示した。ＨＳ－ＤＰＣＣＨはＩチャネルあるいはＱチャネルを通じて伝送さ
れることができる。前記図１０に示した装置の動作は下記の通りである。
【００４６】
５ビットＣＱＩ情報は、前記図７に示した基底ベクターを利用する (２０，５ )ＣＱＩチャ
ネルコーディング部１００４により２０ビットにチャネルコーディングされてＣＱＩコー
ドワード出力器１００３に伝送される。ＨＳ -pilot制御器１０００はＨＳ－ＤＰＣＣＨに
ＨＳ -pilotを挿入するか否かを決定し、これによりＣＱＩチャネルコーディング制御器１
００２はＣＱＩコードワード出力器１００３を制御するが、チャネルコーディング制御器
１００２とコードワード出力器１００３の動作は次のようになる。前記図６のようにＨＳ
-pilotがＨＳ－ＤＰＣＣＨに挿入されない場合、ＣＱＩコードワード出力器１００３はチ
ャネルコーディング部１００４の出力コードワード２０ビットを全て出力する。一方、前
記図８のようにＨＳ -pilotがＨＳ－ＤＰＣＣＨに挿入される場合、ＣＱＩコードワード出
力器１００３はチャネルコーディング部１００４の出力コードワードビットのうち、ｂ０

、ｂ１ 、…、ｂ１ ４ の１５ビットだけを出力するように制御される。ＨＳ -pilot制御器１
０００の指示にしたがってスイッチ１００６はＨＳ -pilotを多重化器１００８に印加した
り印加しなかったりする。１ビットＡＣＫ (positive acknowledgement)／ＮＡＣＫ (negat
ive acknowledgement)情報は反復器１００５で１０回反復されて１０ビットが生成される
。ＡＣＫ /ＮＡＣＫ情報、ＣＱＩコードワード、ＨＳ -pilotは多重化器１００８によりＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨチャネル信号に多重化された後、第１混合器１０１０によりチャネル利得
が加えられ、第２混合器１０１２により拡散された後、第３混合器１０１４によりスクラ
ンブリングされて変調部１０１６とＲＦ部 (Radio Frequency module)１０１８を経てアン
テナ１０２０から送信される。
【００４７】
前記図１０の符号化器１００４及びＣＱＩコードワード出力器１００３は前記制御器１０
００の制御に応じて２０ビットの符号化ビットまたは１５ビットの符号化ビットを出力す
る。
本発明の他の実施例は、前記符号化器１００４が前記制御器１０００の制御に応じて前記
図７の長さ２０の基底符号を用いて長さ２０の符号化ビットを生成したり、前記図７の長
さ２０の基底符号から最後の５ビット (１５～１９ )を除き、長さ１５ (０～１４ )の新規の
基底符号 (図９ )を使用して長さ１５の符号化ビットを生成する。その生成方法は前記数式
１及び数式２に表した通りである。
【００４８】
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前記図１０の端末機送信器に対応するＨＳ－ＤＰＣＣＨのための基地局受信器を図１１に
示す。アンテナ１１２０から受信した信号はＲＦ部１１１８、復調部１１１６、デスクラ
ンブラー (descrambler)１１１４、逆拡散器１１１２を経てチャネル補償部１１１０でチ
ャネル歪みが補償される。チャネル補償のためのチャネル推定値は既存のＵＬＤＰＣＣＨ
のパイロットビットを利用するか、ＨＳ -pilotが送信される場合にはＨＳ -pilotを利用し
て得られる。チャネル補償部１１１０、逆多重化器１１０８、ＣＱＩチャネル復号制御器
１１０２の動作はＨＳ -pilotの存在有無によって異なるため、  ＨＳ -pilot制御器１１１
０によりその動作が制御される。チャネル補償部１１１０の出力は逆多重化器１１０８に
よりＡＣＫ /ＮＡＣＫとＣＱＩ情報とに分離された後、それぞれＡＣＫ /ＮＡＣＫ復号器 (d
ecoder)１１０６とＣＱＩチャネル復号器１１０４により復号化され、最終的な１ビット
ＡＣＫ /ＮＡＣＫ情報及び５ビットＣＱＩ情報が出力される。ＣＱＩチャネル復号器１１
０４はＣＱＩチャネルデコーディング復号器１１０２によりその動作が制御されるが、Ｈ
Ｓ -pilotが送信されない場合には (２０，５ )コードに対する復号化を行うし、ＨＳ -pilot
が送信される場合には (１５，５ )コードに対する復号化を行う。
【００４９】
図１２ではＨＳ -pilot信号が逆方向リンクを通じて送信されるか否かによる端末機でのＣ
ＱＩ情報のチャネル符号化過程を示している。１２００段階で５ビットのＣＱＩ情報に対
する (２０，５ )ＣＱＩコーディングを行う。１２０２段階でＨＳ -pilot信号を伝送するか
否か判断する。ＨＳ -pilotが伝送されないと、１２０４段階で (２０，５ )ＣＱＩコーディ
ングの出力２０ビットｂ０ 、ｂ１ 、・・・、ｂ１ ９ を全て伝送し、ＨＳ -pilotが伝送され
ると、１２０６段階で (２０，５ )ＣＱＩコーディングの出力２０ビットｂ０ 、ｂ１ 、・・
・、ｂ１ ９ のうち (１５，５ )ＣＱＩコーディング出力に該当する１５ビットｂ０ 、ｂ１ 、
・・・、ｂ１ ４ だけを伝送する。
【００５０】
図１３では、ＨＳ -pilot信号が逆方向リンクを通じて送信されるか否かによる基地局での
ＣＱＩ情報の復号化過程を示している。１３００段階でＨＳ -pilot信号が伝送されたか否
か判断する。ＨＳ -pilotが伝送されなかったら、１３０２段階で受信信号のうち２０ビッ
トＣＱＩコードワードｂ０ 、ｂ１ 、・・・、ｂ１ ９ を抽出した後、１３０４段階で (２０ ,
５ )ＣＱＩコーディングに対する復号化を行う。ＨＳ -pilotが伝送されたら、１３０６段
階で受信信号のうち１５ビットのＣＱＩコードワードｂ０ 、ｂ１ 、・・・、ｂ１ ４ を抽出
した後、１３０８段階で (１５，５ )ＣＱＩコーディングに対する復号化を行う。
【００５１】
前記基地局では前記ＨＳ -pilot信号を受信して前記端末機が伝送するＨＳ－ＤＰＣＣＨの
信号電力を測定する。前記基地局は前記ＨＳ -pilot信号を利用してＨＳ－ＤＰＣＣＨの信
号電力を測定した後、前記端末機に前記ＨＳ－ＤＰＣＣＨの信号の伝送電力を調整するよ
うに命令する。
【００５２】
【発明の効果】
上述の如く、本発明は、ＨＳ－ＤＰＣＣＨにパイロットビットが伝送されるか否かによっ
て変わるＣＱＩ情報に対するチャネル符号化方法を提供する。本発明によれば、パイロッ
トビットがＨＳ－ＤＰＣＣＨに伝送されるか否かによって変わるチャネル符号化及び復号
化を複雑度の増加なく効率よく具現できる。
【００５３】
以上の説明では、具体的な実施例に上げて説明してきたが、当該技術分野で通常の知識を
もつ者にとって本発明の思想を外れない範囲内でさまざまな変形が可能なことは勿論であ
る。したがって、本発明は上述された具体的な実施例によって定められてはいけなく、特
許請求の範囲とそれに均等なものによって定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＵＭＴＳ通信システムの概略構造を示す図。
【図２】　ＨＳＤＰＡに使われるＯＶＳＦコードの例をＯＶＳＦコードのツリー (tree)構
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造上で示す図。
【図３】　ＨＳＤＰＡのために運用されるチャネル間の時間関係を示す図。
【図４】　ＨＳ－ＰＤＳＣＨチャネルのための制御情報を伝送するＨＳ－ＳＣＣＨチャネ
ルの構造を示す図。
【図５】　ＨＳ－ＰＤＳＣＨチャネルのための制御情報を伝送するＨＳ－ＳＣＣＨチャネ
ルに端末機識別情報を付加する方法を示す図。
【図６】　ＨＳＤＰＡのための逆方向制御チャネルであるＨＳ－ＤＰＣＣＨにパイロット
が挿入されない場合のＨＳ－ＤＰＣＣＨチャネル構造を示す図。
【図７】　ＨＳＤＰＡのための逆方向制御チャネルであるＨＳ－ＤＰＣＣＨにパイロット
が挿入されない場合のＣＱＩコーディングのための基底ベクトルを示す図。
【図８】　ＨＳＤＰＡのための逆方向制御チャネルであるＨＳ－ＤＰＣＣＨにパイロット
が挿入される場合のＨＳ－ＤＰＣＣＨチャネル構造を示す図。
【図９】　本発明によるＨＳＤＰＡのための逆方向制御チャネルであるＨＳ－ＤＰＣＣＨ
にパイロットが挿入される場合のＣＱＩコーディングのため基底ベクトルを示す図。
【図１０】　本発明による端末機送信装置構造を示す図。
【図１１】　本発明による基地局受信装置の構造を示す図。
【図１２】　本発明による端末機の動作流れ図。
【図１３】　本発明による基地局の動作流れ図。
【符号の説明】
１０００　ＨＳ -pilot制御器
１００２　チャネルコーディング制御器
１００３　ＣＱＩコードワード出力器
１００４　（２０，５）ＣＱＩチャネルコーディング部
１００５　反復器
１００６　スイッチ
１００８　多重化器
１０１０　第１混合器
１０１２　第２混合器
１０１４　第３混合器
１０１６　変調部
１０１８　ＲＦ部
１０２０　アンテナ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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