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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムでデータパケットを再伝送する方法において、
　入力データをチャネル符号化して符号化ビットを出力する過程と、
　前記符号化ビットからシステマテックビットとパリティビットを区分し、前記システマ
テックビットを優先的に選択してパケットを構成する過程と、
　前記データパケットを第１の変調方式によってシンボルマッピングして伝送する過程と
、
　現在伝送時点で、前記システマテックビットと前記パリティビット中で、以前に伝送さ
れないシステマテックビットと以前に伝送されないパリティビットを優先的に選択してパ
ケットを構成する過程と、
　前記データパケットをチャネル状況を考慮して決定された第２の変調方式によってシン
ボルマッピングして伝送する過程と、を含むことを特徴とする前記方法。
【請求項２】
　前記システマテックビットが優先的に選択される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　以前の伝送のときに、システマテックビットを優先的に選択したら、再伝送のときに、
パリティビットを優先的に選択する
ことを特徴と請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記システマテックビットと前記パリティビットと共に、前記システマテックビットが
優先的に重複選択される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記システマテックビットと前記パリティビットと共に、以前に再伝送されないシステ
マテックビット、または再伝送されないパリティビットが優先的に重複選択される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記システマテックビットが複数のシステマテックサブパケットに分離され、前記パリ
ティビットが複数のパリティサブパケットに分離され、前記符号化ビットが、前記システ
マテックサブパケット、または前記パリティサブパケット単位で選択される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　移動通信システムでデータパケットを再伝送する装置において、
　初期伝送のための第１の変調方式と再伝送のための第２の変調方式を決定する制御部と
、
　入力データをチャネル符号化して符号化ビットを出力するターボ符号化器と、
　前記符号化ビットからシステマテックビットとパリティビットを区分し、初期伝送のと
きに、前記システマテックビットを優先的に選択してパケットを構成し、再伝送のときに
、以前に伝送されないシステマテックビットと以前に伝送されないパリティビットを優先
的に選択してデータパケットを構成するパケット選択部と、
　前記データパケットを前記制御部により決定された第１の変調方式、または第２の変調
方式によってシンボルマッピングして伝送する変調部と、を含むことを特徴とする前記装
置。
【請求項８】
　前記選択部は、前記システマテックビットを優先的に選択する
ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記パケット選択部は、以前の伝送のときに、システマテックビットを優先的に選択し
たら、再伝送のときに、パリティビットを優先的に選択する
ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記パケット選択部は、前記システマテックビット及び前記パリティビットと共に、前
記システマテックビットを優先的に重複選択する
ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記パケット選択部は、前記システマテックビットと前記パリティビットと共に、以前
に再伝送されないシステマテックビット、または再伝送されないパリティビットを優先的
に重複選択する
ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１２】
　前記パケット選択部は、前記システマテックビットを複数のシステマテックサブパケッ
トに分離し、前記パリティビットを複数のパリティサブパケットに分離し、前記符号化ビ
ットを前記システマテックサブパケット、または前記パリティサブパケット単位で選択す
る
ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　チャネル状況を考慮して変調方式を決定し、符号化ビットをシステマテックビットとパ
リティビットに区分し、以前に伝送されないシステマテックビットとパリティビットを優
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先的に伝送する移動通信システムで、受信器がデータパケットを受信する方法において、
　変調方式の情報、及び直交符号の情報を受信する過程と、
　前記データパケットを復調方式に基づいて符号化ビットに出力する過程と、
　前記符号化ビットをシステマテックビットとパリティビットに分離する過程と、
　前記システマテックビットを以前に受信したシステマテックビットとコンバインし、前
記パリティビットを以前に受信したパリティビットとコンバインする過程と、
　前記コンバインされたシステマテックビットと前記コンバインされたパリティビットか
ら情報ビットを復号する過程と、
を含むことを特徴とする前記方法。
【請求項１４】
　チャネル状況を考慮して変調方式を決定し、符号化ビットをシステマテックビットとパ
リティビットに区分し、以前に伝送されないシステマテックビットとパリティビットを優
先的に伝送する移動通信システムで、データパケットを受信する装置において、
　前記再伝送されるデータパケットを復調方式に基づいて符号化ビットに出力する復調部
と、
　前記符号化ビットをシステマテックビットとパリティビットに分離する分配部と、
　前記システマテックビットを以前に受信したシステマテックビットとコンバインし、前
記パリティビットを以前に受信したパリティビットとコンバインするコンバイナと、
　前記コンバインされたシステマテックビットと前記コンバインされたパリティビットか
ら情報ビットを復号する復号化部と、
を含むことを特徴とする前記装置。
【請求項１５】
　前記システマテックビットまたは前記パリティビットの選択は、パケット単位で実行さ
れる
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記システマテックビットまたは前記パリティビットの選択は、パケット単位で実行さ
れる
ことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は符号分割多重接続移動通信システムでのデータ送／受信装置及び方法に関するも
ので、特に再伝送時に変化される変調方式を適用してデータを送／受信する装置及び方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、移動通信システムは初期の音声中心サービスの提供からデータサービス及びマルチ
メディアサービス提供のための高速、高品質の無線データパケット通信システムに発展し
ている。また、現在、非同期方式(３ＧＰＰ)と同期方式(３ＧＰＰ２)に両分される第３世
代移動通信システムでは、高速、高品質の無線データパケットサービスのための標準化作
業が遂行されている。その例として３ＧＰＰでは高速順方向パケット接続(High Speed Do
wnlink Packet Access、以下、ＨＳＤＰＡ)方式に対する標準化作業が進行されており、
３ＧＰＰ２では１xＥＶ－ＤＶに対する標準化作業が進行されている。このような標準化
作業は第３世代移動通信システムで２Mbps以上の高速、高品質の無線データパケット伝送
サービスに対する解法を探すための努力の代表的な反証ということができ、４世代移動通
信システムはその以上の高速、高品質のマルチメディアサービス提供を基にしている。
【０００３】
無線通信で高速、高品質のデータサービスを妨害する大部分の要因は無線チャネル環境に
起因する。無線チャネルは白色雑音とフェーディングによる信号電力の変化、シャドーイ
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ング(Shadowing)、端末機の移動及び頻繁な速度変化によるドップラー効果、他の使用者
及び多重経路信号による干渉などによりチャネル環境が頻繁に変化するようになる。従っ
て、前記高速無線データパケットサービスを提供するためには、既存の２世代、または３
世代移動通信システムで提供された一般的な技術以外に、チャネル変化に対する適応能力
を高めることができる他の進歩された技術が必要である。既存システムで採択している高
速電力制御方式もチャネル変化に対する適応力を高める。しかし、高速データパケット伝
送システム標準を進行している３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２では適応変調／コード方式(ＡＭＣ
Ｓ:Adaptive Modulation/Coding Scheme)及び複合再伝送方式(ＨＡＲＱ:Hybrid Automati
c Repeat Request)などが共通的に言及されている。
【０００４】
前記適応変調／コード方式は下向リンクのチャネル環境の変化に応じて変調方式とチャネ
ル符号器の符号率を変化させる方法である。通常的に下向リンクのチャネル環境は、主に
端末で信号対雑音比(signal-to-noise ratio：ＳＮＲを測定し、前記信号対雑音比に関す
る情報を上向リンクを通じて基地局に伝送することにより知らせる。一方、基地局は前記
情報を基にして下向チャネルの環境を予測し、その予測された値により適切な変調方式と
符号率を指定するようになる。現在変調方式にはＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ及び６
４ＱＡＭなどが考慮されており、チャネル符号器の符号化率には１／２及び３／４が考慮
されている。従って、適応変調／コード方式を使用しているシステムでは基地局近所にあ
る端末のように良好なチャネル環境を有している端末に対しては高次変調方式(１６ＱＡ
Ｍ、６４ＱＡＭ)と高い符号率３／４を適用し、セルの境界地点にある端末に対しては低
次変調方式(ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ)と低い符号率１／２を適用する。また高速電力制御に依
存していた既存方式に比べて干渉信号を低減して平均的にシステムの性能を向上させる。
【０００５】
前記複合再伝送方式は初期に伝送されたデータパケットにエラーが発生した場合、前記誤
りパケットを補償するためにパケットの再伝送が要求されるが、この時、使用される所定
のリンク制御技法を意味する。通常的に前記複合再伝送方式は、チェースコンバイン方式
(Chase Combining、以下、ＣＣ)、全体リダンダンシー増加方式(Full Incremental Redun
dancy、以下、ＦＩＲ)及び部分的リダンダンシー増加方式(Partial Incremental Redunda
ncy、以下、ＰＩＲ)に区分することができる。
【０００６】
前記ＣＣは再伝送時、初期伝送と同一の全体パケットを伝送する方式であり、受信端では
再伝送されたパケットと受信バッファに貯蔵されていた初期伝送パケットを所定の方式に
よりコンバインする。このようにして復号器に入力される符号化ビットに対する信頼度を
向上させ、全体的なシステム性能利得を得ることができる。この時、同一の二つのパケッ
トをコンバインすることは反復符号化と類似な効果を有するので、平均的に約３ｄＢ程度
の向上した性能利得を得ることができる。
【０００７】
前記ＦＩＲは同一のパケット代わりにチャネル符号器で発生する剰余ビットのみに構成さ
れたパケットを伝送させることにより、受信端にある復号器の性能を改善させる方法であ
る。即ち、復号時、初期伝送された情報だけではなく新しい剰余ビットを利用することに
より、結果的に符号化率を減少させ、復号器の性能を増大させるようになる。一般的に、
低い符号率による性能利得が反復符号化による性能利得より高いというのは、符号理論で
公知事項である。従って、性能利得のみを考慮する場合、ＦＩＲはＣＣに比べてより優秀
な性能を示す。
【０００８】
前記ＦＩＲとは異なり、ＰＩＲは再伝送時、情報ビットと新しい剰余ビットを組み合わせ
たデータパケットを伝送する方法である。従って、前記復号時に情報ビットに対しては初
期伝送された情報ビットとコンバインすることにより、ＣＣと類似な効果を得ることがで
き、剰余ビットを使用して復号することにより、ＦＩＲと類似な効果を得ることができる
。この時、前記ＰＩＲは前記ＦＩＲよりは符号化率が多少高く、前記ＦＩＲと前記ＣＣの
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中間程度の性能を示すようになる。しかし、前記複合再伝送技法は性能以外にも受信器の
バッファ大きさ及びシグナリングなどシステムの複雑度側面も考慮されるべきであるので
、いずれか一つのみを決定するのは容易でない。
【０００９】
前記適応変調／コード方式と複合再伝送方式は、リンクの変化に対する適応能力を高める
ための独立的な技術であるが、前記二つの方式を結合して使用すると、システムの性能を
大幅に改善することができる。即ち、前記適応変調／コード方式により下向チャネル状況
に適合な変調方式及びチャネル符号化器の符号率が決定されると、これに対応するデータ
パケットが伝送され、受信端では前記伝送されたデータパケットに対する復号化に失敗す
る場合、再伝送を要求する。基地局は前記受信端からの再伝送要求を受信して、前記複合
再伝送方式により所定のデータパケットを再伝送する。
【００１０】
図１は既存の高速パケットデータ伝送のための送信器の一例を示したもので、前記図１の
チャネル符号化部１１２を制御することにより、多様な適応変調／コード方式と複合再伝
送方式を具現することができる。
前記図１を参照すると、チャネル符号化部１１２は符号器と穿孔部に構成される。前記チ
ャネル符号化部１１２の入力端にデータ伝送速度に適合な所定のデータが入力されると、
伝送エラー率を低減するために前記符号器で符号化を進行する。また、既に前記制御部１
２０で決定された符号率及び複合再伝送形式に応じて前記符号器の出力を穿孔部で穿孔し
てチャネルインタリーバ１１４に出力させる。次世代移動通信システムでは高速のマルチ
メディアデータの信頼性ある伝送のため、より強力なチャネルコーディング技法が要求さ
れるので、前記図１のチャネル符号化部を具現する一例として、母コード率が１／６であ
るターボ符号器２００及び穿孔部２１６を図２で示した。前記ターボ符号器２００を利用
するチャネルコーディング技法は、低い信号対雑音比でもビットエラー率(ＢＥＲ)観点で
シャノン限界(Shannon limit)に一番近接する性能を示すことに知らせている。前記ター
ボ符号器２００によるチャネルコーディング技法は、現在３ＧＰＰと３ＧＰＰ２で進行中
であるＨＳＤＰＡ及び１xＥＶ－ＤＶ標準化にも採択されている方式である。前記図２の
ターボ符号器２００の出力は、システマテック(systematic)ビットとパリティ(parity)ビ
ットに区別されることができる。前記システマテックビットは伝送しようとする情報ビッ
トその自体を意味し、前記パリティビットは受信器で復号時、伝送中に発生されたエラー
を補正するために使用される信号である。前記穿孔部２１６は前記符号器２００の出力中
、前記システマテックビット、またはパリティビットを選別的に穿孔、出力させることに
より、決定された符号率を満足させるようになる。
【００１１】
前記図２を参照すると、入力された一つの送信フレームはそのままシステマテックビット
フレーム(Ｘ)に出力されると同時に、第１チャネル符号器２１０に入力され所定の符号化
を通じて二つの相異なるパリティビットフレーム(Ｙ１、Ｙ２)に出力される。また、前記
送信フレームは内部インタリーバ２１２に入力され、インタリービングされた送信フレー
ムはそのままインタリービングされたシステマテックビットフレーム(Ｘ')に出力される
。これと同時に、前記インタリービングされた送信フレームは第２チャネル符号器２１４
に入力され、所定の符号化を通じて二つの相異なるパリティビットフレーム(Ｚ１、Ｚ２)
に出力される。前記システマテックビットフレーム(Ｘ、Ｘ')及び前記パリティビットフ
レーム(Ｙ１、Ｙ２、Ｚ１、Ｚ２)はそれぞれ１、２、．．．、Ｎの伝送単位に穿孔部２１
６に入力される。前記穿孔部２１６は前記図１の制御部１２０から制御信号を受信して穿
孔パターン(Puncturing Pattern)を決定し、前記決定された穿孔パターンを利用して前記
システマテックビットフレーム(Ｘ)、前記インタリービングされたシステマテックビット
フレーム(Ｘ')及び前記四つの相異なるパリティビットフレーム(Ｙ１、Ｙ２、Ｚ１、Ｚ２

)を穿孔して所望するシステマテックビット(Ｓ)とパリティビット(Ｐ)のみを出力する。
【００１２】
一方、上述したように、前記穿孔器２１６で符号化ビットを穿孔する形態は、前記符号率
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と前記複合再伝送方式によって変化するようになる。即ち、ＣＣの場合、所定の符号率に
応じてシステマテックビットとパリティビットの固定された組み合わせを有するように、
前記符号化ビットを穿孔することにより伝送時ごとに同一のパケットを送ることができる
。ＦＩＲ及びＰＩＲの場合、初期伝送時は所定の符号率に応じて前記符号化ビットをシス
テマテックビットとパリティビットの組み合わせに穿孔し、再伝送ごとに多様なパリティ
ビットの組み合わせに穿孔することにより、全体的に符号化率を低くする効果を有するこ
とができる。例えば、符号率が１／２である環境で、ＣＣの場合、前記穿孔器２１６は前
記穿孔パターンとして[Ｘ Ｙ１ Ｙ２ Ｘ' Ｚ１ Ｚ２]の符号化ビット順序に[１１０００
０]を固定使用することにより、初期伝送及び再伝送時、一つの入力ビットに対して同一
のビットであるＸとＹ１を続けて出力させることができる。ＩＲの場合、前記穿孔器２１
６は初期伝送時と再伝送時、前記穿孔パターンにそれぞれ[１１００００;１００００１]
と[００１００１;０１００１０]を使用することにより、二つの入力ビットに対して初期
伝送時には[Ｘ１ Ｙ１１ Ｘ２ Ｚ２１]の順序に出力され、再伝送時には[Ｙ２１ Ｚ２１ 
Ｙ１２ Ｚ１２]の順序に出力される。一方、図示しないが、３ＧＰＰ２で採択している符
号率Ｒ＝１／３ターボコードを使用する場合には、前記図２で示している第１チャネル符
号器２１０と穿孔部２１６に容易に具現することができる。
【００１３】
前記図１に基づいて前記適応変調／コード方式と複合再伝送方式を具現したシステムのパ
ケットデータの伝送過程を説明すると、新しいパケットの伝送前に、送信端の制御部１２
０では受信端から伝送された下向チャネル状態に対する情報に基づいて適切な変調方式と
伝送データの符号率を決定する。そして、前記決定した変調方式と符号率をチャネル符号
化部１１２、変調部１１６及び周波数拡散部１１８に知らせるようになる。前記決定され
た変調方式及び符号率に応じて物理階層でのデータ伝送速度が決定される。前記チャネル
符号化部１１２は前記決定された変調方式及び符号率により符号化を進行した後、所定の
穿孔パターンによるビット穿孔を遂行する。前記チャネル符号化部１１２で出力される符
号化ビットは、チャネルインタリーバ１１４に入力されインタリービングが進行される。
【００１４】
前記インタリービング技術は入力ビットの順序を相異なるようにすることにより、フェー
ディング環境でデータシンボルの損傷が一所に集中されなく、多所に分散されるようにし
て、バーストエラー(burst error)が発生しないようにする技術である。説明の便宜上、
前記チャネルインタリーバ１１４の大きさは、全体符号化ビットの数より大きいか、同一
であるものとする。変調部１１６に入力された前記インタリービングされた符号化ビット
は、前記決定された変調方式によりシンボルマッピングされ変調シンボルに出力される。
この時、Ｍを変調方式とする場合、一つのシンボルを形成するビット数はlog２Ｍになる
。周波数拡散部１１８は前記決定されたデータ伝送速度により前記変調シンボルを伝送す
るための多重ウォルシュ(Walsh)コードを割り当て、前記割り当てられたウォルシュ(Wals
h)コードに前記変調シンボルを拡散する。通常的に固定チップ伝送率と固定スプレディン
グファクタ(ＳＦ)を使用する場合、一つのウォルシュ(Walsh)コードに伝送されるシンボ
ル伝送率は一定になる。従って、定められたデータ伝送速度を使用するためには、多重ウ
ォルシュ(Walsh)コードの使用が要求される。一例に３．８４Mcpsのチップ伝送率と１６
チップ／シンボルのＳＦを使用するシステムで、１６ＱＡＭとチャネル符号率３／４を使
用する場合、１個のウォルシュ(Walsh)コードに提供することができる伝送速度は１.０８
Mbpsになる。従って、１０個のウォルシュ(Walsh)コードを利用する場合、最大１０.８Mb
psの速度にデータを伝送することができる。
【００１５】
前記図１の高速パケット伝送システムの送信器構造では、初期伝送時に適応変調／コード
方式により決定された変調方式及び符号率を再伝送時にも変化なし適用する状況を仮定し
た。しかし、上述したように高速データ伝送チャネルは、セル内の通話端末数の変化及び
ドップラー変化などにより、複合再伝送期間の間にも十分にその状況が変化することがで
きる。従って、初期伝送時に使用した変調／コード方式を維持することは、結果的にシス
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テムの性能を低下させる要因になることができる。
【００１６】
このような理由のため、現在進行されているＨＳＤＰＡ及び１xＥＶ－ＤＶの標準化では
、再伝送期間中にも変調／コード方式を変化させることができる方法を考慮している。一
例に複合再伝送方式にＣＣを使用するシステムで再伝送変調方式が変化した場合、送信端
では初期伝送されたデータパケットの一部分、または全体を再伝送し、受信端では再伝送
された部分的パケットを初期伝送された全体パケットと部分的にコンバインする。これは
結果的に復号器の全体ビットエラー率を低くする。前記送信器の構造は図３で示しており
、前記受信器の構造は図４でそれぞれ示している。
【００１７】
前記図３の送信器構造から分かるように、上述した方式は、部分チェース符号器３１６を
前記図１の送信器構造に添加したものである。前記図３を参照して送信手順を説明すると
、チャネル符号化部３１２で所定の符号率と複合再伝送方式により出力された符号化ビッ
トは、インタリーバ３１４でインタリービングされた後、前記部分チェース符号器３１６
に出力される。前記部分チェース符号器３１６は制御部３２２から初期伝送、現在の変調
方式及び使用するウォルシュ(Walsh)コードの数に対する情報を受信し、前記インタリー
ビングされた符号化ビット中、再伝送時に伝送するデータの量を調節する。変調部３１８
は前記部分チェース符号器３１６で出力された符号化ビットに対して所定の変調方式に基
づいてシンボルマッピングを遂行した後、拡散部３２０に出力させる。前記拡散部３２０
は使用可能なウォルシュ(Walsh)コード中で必要な数のウォルシュ(Walsh)コードを割り当
てた後、各ウォルシュ(Walsh)コードに周波数拡散させる。この時、再伝送時のチャネル
符号率は初期伝送時の符号率と同一であり、再伝送時に使用可能なウォルシュ(Walsh)コ
ードの数は、初期伝送時に使用したウォルシュ(Walsh)コードの数と異なることもできる
。しかし、本発明では初期伝送時と再伝送時に同じ数のウォルシュ(Walsh)コードを使用
すると仮定する。従って、初期伝送時のシンボル伝送率と再伝送時のシンボル伝送率は同
一になって、結局、再伝送される符号化ビットを調節すべきである。
【００１８】
図４は前記図３の送信器構造に相応した受信器構造を示した図である。既存システムの受
信器に前記図３の部分チェース符号器３１６に対応する部分チェースコンバイナ４１６を
追加した。逆拡散部４１２は送信器と同一のウォルシュ(Walsh)コードを使用して前記送
信器からのデータシンボルを復旧した後、復調部４１４に出力させる。前記復調部４１４
は前記送信器で使用された変調方式に相応する復調方式に、前記逆拡散部４１２からのデ
ータシンボルに対して復調を遂行して、これに対するＬＬＲ(Log Likelihood Ratio)値を
部分チェースコンバイナ４１６に出力する。前記ＬＬＲ値は復調された各符号化ビットに
対してソフトディスィジョン(soft decision)を遂行した値を意味する。前記部分チェー
スコンバイナ４１６は既存の受信器構造のソフトコンバイナに代わるものである。これは
、初期伝送と再伝送時の変調方式が異なる場合、再伝送されたデータの量が初期伝送され
たデータの量と異なるので、パケットコンバインは部分的のみに遂行されるからである。
前記部分チェースコンバイナ４１６は、再伝送時に高次変調方式が使用されると、全体パ
ケットに対してコンバインを遂行する。しかし、再伝送時に低次変調方式が使用されると
、部分的コンバインを遂行する。デインタリーバ４１８は前記部分チェースコンバイナ４
１６からのデータを本来の順序通り再配置した後、チャネル復号化部４２０に出力する。
前記チャネル復号化部４２０は前記再配置された符号化ビットを情報ビットに復号する。
図４には図示なかったが、前記受信器は前記情報ビットに対してＣＲＣ(Cyclic Redundan
cy Check)検査を遂行した後、前記ＣＲＣ検査結果に応じて確認信号として、ＡＣＫ(Ackn
owledge)、またはＮＡＣＫ(Negative Acknowledge)信号を送信器に伝送して、新しいパケ
ットの伝送、または誤りが発見された伝送パケットの再伝送を要求するようになる。
【００１９】
図５Ａと図５Ｃでは初期伝送及び再伝送時の変調方式の変化に応じて、部分チェース符号
器３１６を通じて伝送されるパケット大きさ変化の一例を示した。
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先ず、変調率が初期伝送より再伝送時に低い場合、部分チェース符号器３１６から出力さ
れる符号化ビットが、初期伝送に比べて再伝送時に減少することを前記図５Ａから分かる
ことができる。前記図５Ａでは初期伝送時に１６ＱＡＭを使用し、再伝送時にはＱＰＳＫ
を使用する場合を仮定した。従って、再伝送時には初期伝送時に伝送されたデータパケッ
トの１／２のみを伝送することができる。
【００２０】
次に、変調率が初期伝送より再伝送時に高い場合、部分チェース符号器３１６から出力さ
れる符号化ビットが初期伝送に比べて再伝送時に増加することを前記図５Ｃから分かるこ
とができる。前記図５Ｃでは初期伝送時にＱＰＳＫを使用し、再伝送時には１６ＱＡＭを
使用する場合を仮定した。従って、再伝送時には初期伝送時に伝送されたデータパケット
を二度反復して伝送することができる。
【００２１】
図５Ｂと図５Ｄでは初期伝送及び再伝送時の変調方式の変化による受信パケットが部分チ
ェースコンバイナ４１６を通じてコンバインされる一例を示した。
先ず、変調率が初期伝送より再伝送時に低い場合、即ち、初期伝送時に１６ＱＡＭを使用
し、再伝送時にＱＰＳＫを使用すると、再伝送を通じて初期伝送されたパケットの１／２
のみが追加に受信される。これは前記図５Ｂで詳細に示している。従って、前記部分チェ
ースコンバイナ４１６は前記初期伝送を通じて受信したパケットと前記再伝送を通じて受
信された１／２のパケットをコンバインすることにより、受信信号の信頼度を向上させる
ことができる。
【００２２】
次に、変調率が初期伝送より再伝送時に高い場合、即ち初期伝送時にＱＰＳＫを使用し、
再伝送時に１６ＱＡＭを使用すると、再伝送を通じて初期伝送されたパケットが追加に二
回受信される。従って、前記部分チェースコンバイナ４１６は前記初期伝送及び再伝送を
通じて３回受信した同一のパケットをコンバインすることにより、受信信号の信頼度を向
上させることができる。
【００２３】
複合再伝送方式にＣＣを使用する高速パケット伝送システムで、前記図３と前記図４で示
した部分チェース符号器３１６及び部分チェースコンバイナ４１６を使用することにより
、再伝送時にも変調方式を変えてチャネル変化にもう能動的に対処できるようにした。こ
れはシステムの性能を向上させることができる利点がある。しかし、全体伝送パケットに
対する部分的コンバインは、ビットエラー率を低減することはできるが、フレームエラー
率を低減するにはその効果があまりない。これは、前記図３のチャネルインタリーバ３１
４の出力は、前記チャネル符号化部３１２のシステマテックビットとパリティビットの無
作為の組み合わせになるからである。即ち、再伝送時に初期伝送より小さい大きさのパケ
ットを伝送する場合には、全体情報ビットに対してコンバインが遂行できないので、コン
バイン効果はビット単位にランダムに発生する。特に、ＣＣを使用するシステムで再伝送
時に初期伝送時より小さいパケットを伝送すべきである場合にも、前記ターボコードのシ
ステマテックビットとパリティビットの組み合わせに出力される特徴を利用して情報ビッ
トに対して全体的に補償することにより、フレームエラー率を画期的に低減することがで
きる新しい方法が提示されるべきである。
【００２４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した問題点を解決するための本発明の目的は、無線通信システムの性能を向上させる
ためのデータ送／受信装置及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、無線通信システムでより高い受信確率によりデータビットを受信す
ることができるデータ送／受信装置及び方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、ターボコードの出力でシステマテックビットとパリティビッ
トに独立的に適用されたチャネルインタリーバ及びこれに相応する受信端でのデインタリ
ーバを使用してより効率的な高速データ送／受信装置及び方法を提供することにある。
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本発明のさらに他の目的は、ターボコードの出力でシステマテックビットとパリティビッ
トに独立的に適用されたチャネルインタリーバと複合再伝送技法(ＨＡＲＱ)中、ＣＣ(Cha
se Combining)を連動してより効率的な高速データ送／受信装置及び方法を提供すること
にある。
本発明のさらに他の目的は、適応変調及びコーディング技法が要求される高速無線通信シ
ステムの送信端で、再伝送時にチャネル符号化率は初期伝送と同一に維持しながら、変調
方式のみを適応的に変化させることにより、システムの性能利得を得ることができる装置
及び方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、適応変調方式が適用された高速無線通信システムの送信端で
、要求される変調方式に応じてシステマテックビットとパリティビットに分けられたデー
タパケット中の一つを選択的に再伝送することにより、システムの性能利得を得ることが
できる制御装置及び方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、高速無線通信システムの送信端で要求される変調方式により
選択的に再伝送されたデータパケットを受信端で初期伝送されたデータパケットと選択的
にソフトコンバインすることにより、性能利得を得ることができるようにする制御装置及
び方法を提供することにある。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
上述したような目的を達成するための第１見地において、本発明は与えられた符号率を有
するターボ符号器を含み、複数の変調方式中のいずれか一つを使用してデータを前記ター
ボ符号器により符号化したシステマテックビットとパリティビットを初期伝送する符号分
割多重接続移動通信システムの送信器で受信器から再伝送要請により前記データの再伝送
を遂行する方法において、前記再伝送要請時に前記送信器と前記受信器間に使用する変調
方式を決定する過程と、前記所定符号率により符号化された符号化ビットをシステマテッ
クビットとパリティビットに分配する過程と、前記決定された変調方式が前記初期伝送時
に使用された変調方式と異なる場合、前記初期伝送時の前記システマテックビットと前記
パリティビット中、前記決定した変調方式により伝送可能な符号化ビットを前記決定され
た変調方式に基づいた変調シンボルに変換して伝送する過程と、を含むことを特徴とする
。
【００２６】
上述したような目的を達成するための第２見地において、本発明は与えられた符号率を有
するターボ符号器を含み、複数の変調方式中のいずれか一つを使用してデータを前記ター
ボ符号器により符号化したシステマテックビットとパリティビットを初期伝送する符号分
割多重接続移動通信システムの送信器で受信器から再伝送要請により前記データの再伝送
を遂行する装置において、前記再伝送要請時に前記送信器と前記受信器間に使用する変調
方式を決定する制御部と、前記所定符号率により符号化された符号化ビットをシステマテ
ックビットとパリティビットに分配する分配部と、前記決定された変調方式が前記初期伝
送時に使用された変調方式と異なる場合、前記初期伝送時の前記システマテックビットと
前記パリティビット中、前記決定した変調方式により伝送可能な符号化ビットを出力する
選択部と、前記伝送可能な符号化ビットを前記決定された変調方式に基づいた変調シンボ
ルに変換して伝送する変調部と、を含むことを特徴とする。
【００２７】
上述したような目的を達成するための第３見地において、本発明は与えられた符号率を有
するターボ符号器を含み、複数の変調方式中のいずれか一つを使用してデータを前記ター
ボ符号器により符号化したシステマテックビットとパリティビットを所定変調方式により
変調シンボルとして初期伝送する符号分割多重接続移動通信システムの送信器から前記初
期伝送時の変調方式と異なる変調方式により再伝送される変調シンボルを受信する方法に
おいて、前記変調シンボルを前記再伝送時に使用された変調方式に対応する復調方式に基
づいて符号化ビットに出力する過程と、前記符号化ビットを前記システマテックビットに
構成されたシステマテックパケットと前記パリティビットに構成されたパリティパケット
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に分離する過程と、前記システマテックパケットを以前に受信したシステマテックパケッ
トとコンバインし、前記パリティパケットを以前に受信したパリティパケットとコンバイ
ンする過程と、前記コンバインされたシステマテックパケットと前記コンバインされたパ
リティパケットから情報ビットを復号する過程と、を含むことを特徴とする。
【００２８】
上述したような目的を達成するための第４見地において、本発明は与えられた符号率を有
するターボ符号器を含み、複数の変調方式中のいずれか一つを使用してデータを前記ター
ボ符号器により符号化したシステマテックビットとパリティビットを所定変調方式により
変調シンボルとして初期伝送する符号分割多重接続移動通信システムの送信器から前記初
期伝送時の変調方式と異なる変調方式により再伝送される変調シンボルを受信する装置に
おいて、前記変調シンボルを前記再伝送時に使用された変調方式に対応する復調方式に基
づいて符号化ビットに出力する復調部と、前記符号化ビットを前記システマテックビット
に構成されたシステマテックパケットと前記パリティビットに構成されたパリティパケッ
トに分離するパケット分配部と、前記システマテックパケットを以前に受信したシステマ
テックパケットとコンバインし、前記パリティパケットを以前に受信したパリティパケッ
トとコンバインするコンバイナと、前記コンバインされたシステマテックパケットと前記
コンバインされたパリティパケットから情報ビットを復号する復号化部と、を含むことを
特徴とする。
【００２９】
【発明の実施形態】
以下、本発明の望ましい実施形態について添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記の発
明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知機能又は構成に関する
具体的な説明は省略する。先ず、後述される本発明の実施形態に従う詳細な説明では、チ
ャネル符号化部の符号率に１／２と３／４を支援し、ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、
６４ＱＡＭの変調方式中、初期伝送を１６ＱＡＭ方式にし、再伝送時に他の変調方式に変
わる場合に対する実施形態を提案する。また後述される詳細な説明では複合再伝送形式中
、チェースコンバイン(Chase Combining)を使用する場合のみに対して説明する。
【００３０】
以下、本発明の実施形態を添付された図を参照して説明すると、次のようである。
図６は本発明の実施形態に従う符号分割多重接続移動通信システムの送信器構成を示して
いる図である。
前記図６を参照すると、制御部(ＡＭＣＳ)６２６は本発明の実施形態に従う送信器の全般
的な動作を制御する。特に、前記制御部６２６は上位階層(図示せず)から提供される信号
情報(Signaling Information)に基づいて伝送するデータの変調方式と符号率を決定する
。前記制御部６２６は前記決定された符号率と変調方式に基づいて周波数拡散部６２４で
要求される直交符号(一例としてウォルシュコード)の数を決定する。前記変調方式と符号
率は前記上位階層により決定され、前記信号情報に含まれて前記制御部６２６に提供され
ることもできる。一方、前記変調方式を決定する代表的な方法は、初期伝送時と再伝送時
ごとにデータを伝送する下向トラヒックチャネルの状態に対応して決定する方法である。
従って、前記制御部６２６は初期伝送時と再伝送ごとに相異なる変調方式を決定すること
ができる。前記初期伝送は受信器からの確認信号としてＡＣＫが受信される時に遂行され
、前記再伝送は前記受信器からの確認信号としてＮＡＣＫが受信される時に遂行される。
前記下向トラヒックチャネルの状態は受信器で伝送された現在の下向トラヒックチャネル
に対する情報により分かることができる。前記決定された変調方式情報は後述されるパケ
ット選択部６２０と変調部６２２に提供される。また、前記決定された符号率情報はチャ
ネル符号化部(Channel Encoder)６１２に提供される。
【００３１】
前記チャネル符号化部６１２は所定コードと前記制御部６２６から提供される符号率を利
用して入力されるデータを符号化して符号化ビットを出力する。前記入力されるデータに
は受信側でのエラー確認のためのＣＲＣが追加される。前記所定コードは前記入力される
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データを符号化することにより伝送しようとするビットと前記ビットのエラー制御ビット
に構成された符号化ビットを出力するようにするコードを通称する。例えば、前記所定コ
ードにターボコードを使用する場合、前記伝送しようとするビットはシステマテックビッ
トになり、前記エラー制御ビットはパリティビットになる。一方、前記チャネル符号化部
６１２は符号器と穿孔器にその機能を分けることができる。前記符号器は所定符号率によ
り前記入力されるデータを符号化し、前記穿孔器は前記所定符号率に応じて前記符号器か
ら出力されるシステマテックビットとパリティビットの比率を決定する。例えば、前記所
定符号率が対称として１／２である場合、前記チャネル符号化部６１２は１ビットを受信
して一つのシステマテックビットと一つのパリティビットを出力する。しかし、前記所定
符号率が非対称として３／４である場合、前記チャネル符号化部６１２は３ビットを受信
して三つのシステマテックビットと一つのパリティビットを出力する。後述される本発明
の実施形態に従う動作説明では、前記二つの相異なる符号率１／２、３／４を相異なる実
施形態として説明する。
【００３２】
分配部(Distributor)６１４は前記チャネル符号化部６１２から入力された前記システマ
テックビットと前記パリティビットを複数のインタリーバに分配する。前記複数のインタ
リーバに二つのインタリーバ６１６、６１８が存在する場合、前記分配器６１４は前記シ
ステマテックビットと前記パリティビットを二つのビットグループに分配する。例えば、
前記チャネル符号化部６１２からの前記システマテックビットは第１インタリーバ６１６
に分配し、残りのパリティビットは第２インタリーバ６１８に分配する。従って、１／２
のように対称符号率を使用する場合には、同一のビット数のシステマテックビットとパリ
ティビットが前記チャネル符号化部６１２から出力されるので、前記第１インタリーバ６
１６と前記第２インタリーバ６１８には同一の量の符号化ビットが満たされる。しかし、
３／４のように非対称符号率を使用する場合には、前記第１インタリーバ６１６に満たさ
れるシステマテックビットが前記第２インタリーバ６１８に満たされるパリティビットに
比べて３倍が多い。
【００３３】
前記第１インタリーバ６１６は前記分配部６１４からのシステマテックビットをインタリ
ービングして出力し、前記第２インタリーバ６１８は前記分配部６１４からのパリティビ
ットをインタリービングして出力する。前記図６では前記第１インタリーバ６１６と前記
第２インタリーバ６１８がハードウェアにより区分され示されている。しかし、前記第１
インタリーバ６１６と前記第２インタリーバ６１８を単純に論理的に区分することもでき
る。前記論理的区分は一つのメモリのみを使用し、前記システマテックビットを貯蔵する
メモリ領域と前記パリティビットを貯蔵するメモリ領域を区分して使用することを意味す
る。
【００３４】
パケット選択部６２０は前記制御部６２６から変調方式情報を受信し、前記変調方式によ
り通常的に伝送可能なデータ量を決定する。前記伝送可能なデータ量が決定されると、前
記パケット選択部６２０は前記第１インタリーバ６１６と前記第２インタリーバ６１８か
ら提供されるシステマテックビットとパリティビットに区分された所定パケット中の一つ
を選択して出力する。前記所定パケットは前記システマテックビットのみに構成されたシ
ステマテックパケットと前記パリティビットのみに構成されたパリティパケットに区分す
ることができる。通常的に送信器ではデータをＴＴＩ(Time To Interleaving)単位に伝送
する。前記ＴＴＩは所定時点で符号化ビットの伝送をスタートして伝送が完了されるまで
所要される時間を意味する。前記ＴＴＩはスロット(slot)単位を有する。例えば、前記Ｔ
ＴＩは３個のスロットに構成されることができる。従って、前記所定パケットは前記ＴＴ
Ｉの間に伝送される符号化ビットを意味する。
【００３５】
一方、上述したように、前記パケット選択部６２０には前記制御部６２６から初期伝送時
と再伝送ごとに相異なる変調方式が提供されることができる。従って、前記パケット選択
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部６２０は変調方式が変更されるごとに変更された変調方式に対応して伝送するパケット
を適切に選択すべきである。例えば、前記パケット選択部６２０は初期伝送時には前記Ｔ
ＴＩ単位のシステマテックパケットとパリティパケットを選択して出力する。しかし、再
伝送時に変調方式が変更される場合、前記パケット選択部６２０は前記初期伝送時に伝送
したパケットをそのまま伝送できない。従って、前記パケット選択部６２０は前記初期伝
送されたＴＴＩ単位のシステマテックパケットと前記パリティパケットを所定大きさを有
する複数のサブパケットに分離し、前記決定されたデータ量により前記複数のサブパケッ
トを選択出力する。前記選択において、前記決定されたデータ量が初期伝送されたデータ
量より少ない場合には、前記複数のサブパケット中の一部を選択する。しかし、前記決定
されたデータ量が前記初期伝送されたデータ量より多い場合には、前記複数のサブパケッ
トと前記複数のサブパケット中の一部を重複して選択する。従って、前記サブパケットは
変化する変調方式に対応して伝送しようとするデータ量を容易に可変できるようにする大
きさを有するべきである。また、前記パケット選択部６２０は前記データ量に応じてパケ
ットを選択することにおいて、伝送しようとする符号化ビットの重要度と共に再伝送回数
を勘案すべきである。即ち、前記初期に伝送されたシステマテックパケットとパリティパ
ケット中の一部を伝送する場合には、実質的な情報ビットということができるシステマテ
ックパケットを優先的に選択する。ここで、前記システマテックパケットは初期伝送時に
ＴＴＩ単位に伝送されたシステマテックビットに構成されたパケットを意味し、前記パリ
ティパケットは初期伝送時にＴＴＩ単位に伝送されたパリティビットに構成されたパケッ
トを意味する。また、前記初期に伝送されたシステマテックパケットとパリティパケット
中の一部を反復して伝送する場合には、システマテックパケットを優先的に選択する。し
かし、再伝送ごとにシステマテックパケットのみを伝送する代わり、伝送されない他のパ
ケットを伝送するのがシステムの性能を向上させることができる。このため、前記パケッ
ト選択部６２０は前記再伝送回数を使用することができる。例えば、前記再伝送回数が奇
数番目である場合には、システマテックパケットを優先的に伝送し、前記再伝送回数が偶
数番目である場合には、パリティパケットを優先的に伝送する。従って、前記パケット選
択部６２０は再伝送時に前記システマテックビットのみを出力させるか、前記パリティビ
ットのみを出力させるか、前記システマテックビットとパリティビットの組み合わせの形
態に出力させるようになる。前記パケット選択部６２０が多様な変調方式により符号化ビ
ットを選択するパターンの例は図８Ａと図８で示しており、これに対する詳細な説明は後
述する。
【００３６】
変調部(Modulator)６２２は前記制御部６２６から提供される変調方式に応じて前記パケ
ット選択部６２０により選択されたパケットの符号化ビットを変調して出力する。前記符
号化ビットの変調は所定のシンボルマッピング方式に基づいて前記符号化ビットを伝送す
るシンボルにマッピングさせる動作により遂行される。前記伝送するシンボルそれぞれの
マッピングパターンは前記制御部６２６から提供される変調方式により決定される。例え
ば、前記制御部６２６から提供される変調方式が１６ＱＡＭである場合、シンボルそれぞ
れが｛Ｈ、Ｈ、Ｌ、Ｌ｝のシンボルパターンを有するようになり、６４ＱＡＭである場合
にはシンボルそれぞれが｛Ｈ、Ｈ、Ｍ、Ｍ、Ｌ、Ｌ｝のシンボルパターンを有するように
なる。前記シンボルパターンにおいて、“Ｈ”は高い信頼度を有するビット位置を意味し
、“Ｍ”は中間信頼度を有するビット位置を意味し、“Ｌ”は低い信頼度を有するビット
位置を意味する。一方、前記制御部６２６からの変調方式が８ＰＳＫの場合には、シンボ
ルそれぞれが３個のビット位置に構成されたシンボルパターンを有するようになり、ＱＰ
ＳＫの場合にはシンボルそれぞれが２個のビット位置に構成されたシンボルパターンを有
するようになる。
【００３７】
拡散部(Spreader)６２４は前記変調部６２２から出力されるシンボルそれぞれに対して前
記制御部６２６から割り当てられた直交符号(一例としてウォルシュコード)に周波数拡散
させた後、受信器に伝送する。この時、前記直交符号の数は前記制御部６２６により決定



(13) JP 4205379 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

されたチャネル符号率と変調方式に応じて決定され、前記決定された数の直交符号それぞ
れは前記変調部６２２から出力されるシンボルそれぞれに対して割り当てられる。
【００３８】
図１０は上述した本発明の実施形態に従う送信器の動作順序を示している処理流れ図であ
る。前記図１０で示しているように、本発明の実施形態に従う送信器の動作は、伝送しよ
うとするデータに対して符号化を遂行し、前記符号化による符号化ビットを分配する過程
と、前記分配された符号化ビットそれぞれに対してインタリービングを遂行した後、初期
伝送及び再伝送ごとに変更可能な変調方式により前記インタリービングされた符号化ビッ
ト中に伝送する符号化ビットを選択し、前記変調方式により変調する過程と、を含む。
【００３９】
図７は前記図６で示している送信器に対応した本発明の実施形態に従う受信器構造を示し
ている図である。
前記図７を参照すると、送信器から多重直交符号により周波数拡散され伝送されたデータ
シンボル(Ｔx Data)は下向トラヒックチャネルを通じて受信される。逆拡散部７１２は前
記受信されたデータシンボルを前記送信器で使用された直交符号により逆拡散し、前記逆
拡散により得られる伝送シンボルを多重して直列に出力する。
【００４０】
復調部７１４は前記送信器で使用した変調方式に相応した復調方式により前記逆拡散部７
１２から出力される伝送シンボルに対して復調を遂行して復調シンボルを出力する。前記
復調シンボルは前記送信器でのパケット選択部６２０からの出力符号化ビットに対応し、
無線チャネルでの雑音などによりＬＬＲ値を有する。
【００４１】
パケット分配部７１６は前記復調部７１４から出力される復調シンボルのＬＬＲ値を入力
にし、前記復調シンボルを前記送信器で使用された変調方式によりシステマテックパケッ
トとパリティパケットに分離して出力する。前記システマテックパケットはシステマテッ
クビットに構成されたパケットを意味し、前記パリティパケットはパリティビットに構成
されたパケットを意味する。前記パケット分配部７１６は前記復調シンボルを分配するた
めに、初期伝送変調方式と現在の変調方式及び再伝送回数などの情報を利用して、前記復
調シンボルの特性を判断する。前記復調シンボルの特性は、前記復調シンボルがシステマ
テックビットに構成されたシステマテックパケットであるか、パリティビットに構成され
たパリティパケットであるか、またはシステマテックビットとパリティビットの組み合わ
せであるかを示す。前記パケット分配部７１６は前記判断された特性により前記復調シン
ボルをコンバイナ７１８に分配する。
【００４２】
コンバイナ７１８は内部的にシステマテックパケットに対する第１バッファとパリティパ
ケットに対する第２バッファに構成される。従って、前記コンバイナ７１８は前記第１バ
ッファを利用して予め貯蔵されていた初期伝送時のシステマテックパケットを構成するシ
ステマテックビット、再伝送ごとのシステマテックパケットを構成するシステマテックビ
ット、及び新しい提供されたシステマテックパケットを構成するシステマテックビットを
ビット単位へのコンバインを遂行する。また、前記コンバイナ７１８は前記第２バッファ
を利用して予め貯蔵されていた初期伝送時のパリティパケットを構成するパリティビット
、再伝送ごとのパリティパケットを構成するパリティビット、及び新しい提供されたパリ
ティパケットを構成するパリティビットをビット単位へのコンバインを遂行する。この時
、前記コンバイナ７１８は前記パケット分配部７１６により分配されたパケットと同一の
特性を有する前記システマテックパケット、または前記パリティパケットに対して独立的
にコンバインを遂行するようになる。
【００４３】
例えば、再伝送時に前記送信器からシステマテックパケットのみが伝送されたら、前記分
配部７１６はこれを前記コンバイナ７１８の前記第１バッファに提供し、前記コンバイナ
７１８は初期伝送により前記第１バッファに貯蔵されていたシステマテックパケットと前
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記再伝送されたシステマテックパケットをコンバインする。この時、前記第２バッファに
貯蔵されていたパリティパケットに対するコンバインは遂行されない。一方、前記再伝送
時に前記送信器からパリティパケットのみが伝送されたら、前記パケット分配部７１６は
これを前記コンバイナ７１８の前記第２バッファに提供し、前記コンバイナ７１８は初期
伝送により前記第２バッファに貯蔵されていたパリティパケットと前記再伝送されたパリ
ティパケットをコンバインする。この時、前記第１バッファに貯蔵されていたシステマテ
ックパケットに対するコンバインは遂行されない。
【００４４】
デインタリーバ７１０は前記図６で示している送信器のインタリーバ６１０に相応する構
成として、二つの独立的なデインタリーバに構成されている。前記二つのデインタリーバ
中、第１デインタリーバ７２０は前記コンバイナ７１８の第１バッファから提供されるコ
ンバインされたシステマテックパケットを構成するシステマテックビットに対してデイン
タリービング動作を遂行する。また、前記二つのデインタリーバ中、第２デインタリーバ
７２２は前記コンバイナ７１８の第２バッファから提供されるコンバインされたパリティ
パケットを構成するパリティビットに対してデインタリービング動作を遂行する。この時
、前記デインタリーバ７１０で使用されるデインタリービングパターンは、前記図６のイ
ンタリーバ６１０で使用されたインタリービングパターンの逆順であるので、前記デイン
タリーバ７１０は前記インタリービングパターンを予め知っているべきである。
【００４５】
チャネル復号化部７２４は機能上、復号器とＣＲＣ検査器に区分することができる。前記
復号器は前記デインタリーバ７１０からのシステマテックビットとパリティビットに構成
された符号化ビットを受信し、前記受信された符号化ビットを所定復号化方式により復号
化して所望する受信ビットを出力する。この時、前記所定復号化方式にはシステマテック
ビットとパリティビットを受信して、前記システマテックビットを復号する方式を使用し
、前記復号化方式は前記送信器の符号化方式に対応して決定される。前記復号器から復号
された後に出力される受信ビットは送信器でデータ伝送時に追加したＣＲＣビットを含む
。従って、前記ＣＲＣ検査器は前記受信ビットに含まれたＣＲＣビットを利用して前記受
信ビットを検査してエラー発生可否を判断する。前記受信ビットにエラーが発生されなか
ったと判断されると、前記受信ビットを出力し、前記受信ビットの受信を確認する応答信
号としてＡＣＫを前記送信器に伝送する。しかし、前記受信ビットにエラーが発生したと
判断されると、応答信号として前記受信ビットの再伝送を要求するＮＡＣＫを前記送信器
に伝送する。
【００４６】
この時、確認信号としてＡＣＫが伝送されるか、ＮＡＣＫが伝送されるかによって、前記
コンバイナ７１８の第１バッファと第２バッファは初期化されるか、現在状態を維持する
ようになる。即ち、ＡＣＫが伝送される場合、新しいパケットを受信すべきであるので、
前記第１バッファと第２バッファは初期化され、ＮＡＣＫが伝送される場合には、前記第
１バッファと第２バッファの現在状態を維持して、再伝送されるパケットとのコンバイン
を準備する。
【００４７】
一方、上述した構成から分かるように、受信器では復調及び復号などの動作のため、前記
図６の送信器で使用された符号率、変調方式、直交符号及び再伝送回数などに対する情報
を予め知っているべきである。即ち、前記送信器の動作に対応して前記受信器が動作でき
るように、上述した情報は前記受信器の逆拡散部７１２、復調部７１４、分配部７１６、
コンバイナ７１８及び復号器７２４などに予め提供されるべきである。従って、上述した
情報は下向制御チャネルを通じて前記送信器から前記受信器に提供される。
【００４８】
図１１は上述した本発明の実施形態に従う受信器の動作順序を示している処理流れ図であ
る。前記図１１で示しているように、本発明の実施形態に従う受信器での動作は、受信し
たデータを復調して送信器で使用された変調方式により復調シンボルを分配する過程と、
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前記分配した復調シンボルのそれぞれを以前に受信した復調シンボルとコンバインした後
、デインタリービングを通じて出力される符号化ビットをチャネル復号化する過程と、を
含む。
【００４９】
先ず、本発明の実施形態による動作を詳細に説明する前に、本発明で提案しようとする実
施形態に対して簡単に説明すると、次のようである。
本発明で提案する一番目の実施形態は、１／２の符号率と複合再伝送方式中のＣＣを支援
する符号分割多重接続移動通信システムで、初期伝送と再伝送時、相異なる変調方式を支
援する送信器及び受信器を提案する。この時、初期伝送時には１６ＱＡＭを変調方式にし
、再伝送時には６４ＱＡＭ、８ＰＳＫ及びＱＰＳＫを変調方式にする。また、細部的には
送信器で再伝送時に変化された変調方式に応じて伝送する符号化ビットを選択し、受信器
でこれを効果的にコンバインする方法を提案する。
【００５０】
本発明で提案する二番目の実施形態は、３／４の符号率と複合再伝送方式中のＣＣを支援
する符号分割多重接続移動通信システムで、初期伝送と再伝送時、相異なる変調方式を支
援する送信器及び受信器を提案する。この時にも、初期伝送時には１６ＱＡＭを変調方式
にし、再伝送時には６４ＱＡＭ、８ＰＳＫ及びＱＰＳＫを変調方式にする。また、細部的
には送信器で再伝送時に変化された変調方式に応じて伝送する符号化ビットを選択し、受
信器でこれを効果的にコンバインする方法を提案する。
【００５１】
１．第１実施形態(符号率が１／２である場合)
以下、上述した図を参照して本発明の第１実施形態に従う動作を詳細に説明する。先ず、
後述する本発明の第１実施形態は１／２を符号率にし、ＣＣを複合再伝送方式に使用する
。また、初期伝送時の変調方式は１６ＱＡＭに仮定し、再伝送時にも初期伝送時と同じ数
の直交符号を使用すると仮定する。
【００５２】
１．１ 送信動作
１．１．１ チャネル符号化(図１０の１０１０段階)
ＣＲＣが追加された伝送データはチャネル符号化器６１２に入力され、所定コードと制御
部６２６から提供される１／２の符号率により符号化され、符号化ビットが直列に出力さ
れる。前記符号化ビットは伝送しようとする伝送データに該当するシステマテックビット
と、前記伝送しようとする伝送データのエラー制御のためのパリティビットに出力される
。この時、前記チャネル符号化器６１２は符号率が１／２として対称であるので、前記シ
ステマテックビットと前記パリティビットを同一の比率に出力する。一方、前記システマ
テックビットと前記パリティビットは前記チャネル符号化器６１２の内部に設けられた穿
孔部の一定穿孔パターンによって穿孔が遂行される。複合再伝送方式がＣＣの場合、初期
伝送及び再伝送時、同一の穿孔パターンが使用されるので、前記チャネル符号化器６１２
は伝送時ごとに同一のデータビットストリームを出力させる。即ち、初期伝送及び再伝送
ごとに同一のシステマテックビットとパリティビットを出力するようになる。通常的に、
トランスポートチャネルマルチプレクシングがあるか、前記符号化器６１２からの符号化
ビットが無線上で伝送されるべきであるビットと一致しない場合には、前記符号化ビット
に対する反復(Repetition)、または穿孔(Puncturing)動作を遂行する構成が要求される。
前記反復及び穿孔動作を“レートマッチング”という。本発明では前記チャネル符号化器
６１２が前記レートマッチングを遂行し、これに対する詳細な説明は省略する。
【００５３】
１．１．２ 符号化ビット分配(図１０の１０１２段階)
前記チャネル符号化器６１２から直列出力された符号化ビットは、分配器６１４を通じて
システマテックビットとパリティビットに区分された後、複数のインタリーバ中、対応す
るインタリーバに分配される。例えば、前記複数のインタリーバとして二つのインタリー
バ６１６、６１８が存在する場合、前記分配器６１４は１／２を符号率に使用することに
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よって、システマテックビットは前記第１インタリーバ６１６に分配し、パリティビット
は前記第２インタリーバ６１８に同一に分配する。
【００５４】
１．１．３ インタリービング遂行(図１０の１０１４段階)
前記分配器６１４から分配されるシステマテックビットは、前記第１インタリーバ６１６
に提供され、所定インタリービングパターンによりインタリービングされ出力される。ま
た、前記分配器６１４から分配されるパリティビットは、前記第２インタリーバ６１８に
提供され、所定インタリービングパターンによりインタリービングされ出力される。この
時、前記第１インタリーバ６１６と前記第２インタリーバ６１８から出力されるインタリ
ービングされたシステマテックビットとインタリービングされたパリティビットは、パタ
ーン選択部６２０に提供される。前記第１インタリーバ６１６と前記第２インタリーバ６
１８のインタリービングパターンは、互いに同一であるか、異なることができる。しかし
、前記決定されたインタリービングパターンは受信器も知っているべき情報である。
【００５５】
１．１．４ パケット選択(図１０の１０１６段階)
前記第１インタリーバ６１６と前記第２インタリーバ６１８から提供される前記インタリ
ービングされたシステマテックビットと前記インタリービングされたパリティビットは、
パケット選択部６２０により選択的に出力される。前記パケット選択部６２０は、前記イ
ンタリービングされたシステマテックビットを複数のシステマテックサブパケットに区分
し、前記区分された複数のシステマテックサブパケット中、伝送するシステマテックサブ
パケットを選択して出力する。また、前記パケット選択部６２０は前記インタリービング
されたパリティビットを複数のパリティサブパケットに区分し、前記区分された複数のパ
リティサブパケット中、伝送するパリティサブパケットを選択して出力する。前記伝送す
るシステマテックサブパケットと前記伝送するパリティサブパケットは、前記制御部６２
６から提供される初期伝送、現在の変調方式及び現在再伝送回数に対する情報に基づいて
決定される。
【００５６】
１．１．５ 現在変調方式による変調(図１０の１０１８段階)
前記パケット選択部６２０からの選択されたサブパケットは変調部６２２に入力される。
前記変調部６２２に入力された前記サブパケットを構成する符号化ビットは、前記制御部
６２６から提供される所定の変調方式によるシンボルマッピング方式により変調される。
即ち、前記選択されたサブパケットを構成する符号化ビットそれぞれを対応する伝送シン
ボルにマッピングして出力する。前記変調部６２２から出力される伝送シンボルは、周波
数拡散部６２４に提供され、前記制御部６２６により決定された直交符号の数に応じて逆
多重化された後、該当直交符号を利用して拡散されて、受信器に伝送される。
【００５７】
上述した１０１０段階乃至１０１８段階により説明したように、本発明の実施形態に従う
送信器は、再伝送時に変調方式が変更される場合、これにより伝送することができるデー
タ量に応じてインタリービングされた符号化ビットを適切に選択し、前記選択した符号化
ビットを変更された変調方式により伝送する動作を遂行する。
【００５８】
次に、上述したパケット選択部６２０で変調方式の変化に応じて伝送するサブパケットを
選択する例をより具体的に説明する。
図８Ａは前記１／２の符号率が適用された送信器のパケット選択部６２０で再伝送時に遂
行される伝送パケットの決定方法を示した図である。
前記図８ＡでＳはシステマテックビットのみに構成されたデータパケット(Ｓパケット)を
意味し、Ｐはパリティビットのみに構成されたデータパケット(Ｐパケット)を意味する。
前記図８Ａのように、１／２の符号率の場合、前記Ｓパケットと前記Ｐパケットの大きさ
は同一である。前記図８Ａでは説明の便宜のため、Ｓパケットは同一の大きさの二つのサ
ブパケット(Ｓ０、Ｓ１)に区分し、Ｐパケットも同一の大きさの二つのサブパケット(Ｐ
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０、Ｐ１)に区分して示した。
【００５９】
先ず、変調方式が変更される場合、実際伝送されるべきであるデータ量は下記＜式１＞と
＜式２＞により決定することができる。
【００６０】
【数１】

【００６１】
前記＜式１＞で、Ｍｉは初期伝送時の変調方式を示し、Ｍｒは再伝送時の変調方式を示す
。また、前記＜式２＞で、Ｄｉは初期伝送時に伝送した符号化ビットの数を示し、Ｄｒは
再伝送時に伝送することができる符号化ビットの数を示す。
前記＜式１＞と前記＜式２＞で各変調方式に相応する値は、それぞれ６４(６４ＱＡＭ)、
１６(１６ＱＡＭ)、８(８ＰＳＫ)及び４(ＱＰＳＫ)である。
【００６２】
前記図８Ａは初期伝送の変調方式が１６ＱＡＭであり、再伝送時の変調方式が６４ＱＡＭ
、８ＰＳＫ及びＱＰＳＫに変化される時の伝送されるデータパケットを選別する過程を示
している図である。初期伝送時は全体データパケット、即ちＳ０、Ｓ１、Ｐ０及びＰ１が
所定のシンボルマッピング方式に基づいて、４ビットに１シンボルにマッピングが遂行さ
れる。もし、再伝送時、変調方式が６４ＱＡＭの高次変調方式に変化されると、前記＜式
１＞と前記＜式２＞に基づいて１.５倍の符号化ビットが必要になる。これは現在符号化
された全体符号化ビットだけではなく、その１／２の符号化ビットがもう必要になること
を意味する。この場合、本発明では前記再伝送時に、初期伝送された全体符号化ビットを
伝送し、さらにシステマテックビット全体、またはパリティビット全体をもう一度伝送す
るようになる。即ち、前記図８Ａの場合、前記送信器は前記再伝送時、(Ｓ０、Ｓ１、Ｐ
０、Ｐ１、Ｓ０、Ｓ１)、または(Ｓ０、Ｓ１、Ｐ０、Ｐ１、Ｐ０、Ｐ１)形態にデータパ
ケットを伝送するようになる。この場合、受信器では同一サブパケット単位へのコンバイ
ンを遂行することができるとの利点がある。
【００６３】
前記再伝送時、前記変調方式が前記６４ＱＡＭ方式に変化される時とは異なり、８ＰＳＫ
、またはＱＰＳＫの低次変調方式に変化される時には、前記＜式１＞及び前記＜式２＞に
より初期伝送時に伝送されたパケットの一部分、即ち全体パケットのそれぞれ３／４倍、
１／２倍のデータビットが必要になる。前記変化可能な低次変調方式それぞれに対して、
前記パケット選択部６２０は伝送のため、下記のようなサブパケットを選択することがで
きる。
８ＰＳＫ:(Ｓ０、Ｓ１、Ｐ０)、または(Ｓ０、Ｓ１、Ｐ１)、または(Ｐ０、Ｐ１、Ｓ０)
、または(Ｐ０、Ｐ１、Ｓ１)
ＱＰＳＫ:(Ｓ０、Ｓ１)、または(Ｐ０、Ｐ１)
【００６４】
前記のように多数の組み合わせが可能な理由は、ターボデコーダの性能を高めるためには
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、システマテックビット及びパリティビットの重要度が場合によって変わることができる
からである。従って、再伝送回数、チャネル状態などによって、同一の組み合わせのサブ
パケット、または異なる組み合わせのサブパケットを伝送することにより、システムの性
能向上を期待することができる。上述した既存の方式のように、システマテックビットと
パリティビットが混じっているパケットを伝送する場合、チャネル符号化器６１２で符号
化されたデータパケットの一部分のみが伝送されるべきであるので、結果的にランダムに
コンバインされるしかない。このような方式はビット誤り率の低減には効果的であるが、
フレームエラー率の低減には相対的に効果的ではない。これと異なり、本発明による送信
器ではシステマテックビット、またはパリティビットのみに構成されたパケット全体をも
う一度伝送する。これは、既に伝送された情報ビット全体に対するコンバイン効果を獲得
し、ターボ復号器の入力端にコンバインされた符号化ビットを提供することにより、フレ
ームエラーを低減できるからである。
【００６５】
１．２ 受信動作
次に、上述した送信器に対応して図７で示している受信器の構造を参照してデータを受信
する動作を説明する。
１．２．１ 受信データ復調(図１１の１１１０段階)
前記送信器から受信されるデータは逆拡散部７１２により前記送信器で伝送時に使用され
た多重直交符号を利用して変調シンボルに逆拡散され、前記逆拡散されたシンボルはマル
チプレクシングされ、一つのデータストリームの形態に直列出力される。復調部７１４は
前記送信器の変調部６２２で使用された変調方式に対応する復調方式により、前記データ
ストリームを復調させ、符号化ビットに対するＬＬＲ値を発生させ分配部７１６に出力さ
せる。
【００６６】
１．２．２ 復調シンボル分配(図１１の１１１２段階)
前記分配部７１６は前記復調された符号化ビットのＬＬＲ値を初期伝送、現在の変調方式
、及び再伝送回数の情報に応じてコンバイナ７１８のシステマテックサブパケット、また
はパリティサブパケットバッファに分配する。例えば、前記復調部７１４から復調された
符号化ビットは、システマテックサブパケットとパリティサブパケットに構成される。従
って、前記分配部７１６は前記復調部７１４からの符号化ビットをシステマテックサブパ
ケットとパリティサブパケットに分離して出力することができる。
【００６７】
１．２．３ コンバイン遂行(図１１の１１１４段階)
前記分配部７１６からの出力はシステマテックサブパケットとパリティサブパケットに分
離され出力されるので、コンバイナ７１８は前記システマテックサブパケットと前記パリ
ティサブパケットを区分して貯蔵する二つのバッファを有する。従って、前記コンバイナ
７１８は前記分配部７１６からのシステマテックサブパケットを第１バッファに貯蔵し、
前記パリティサブパケットは第２バッファに貯蔵する。一方、前記分配部７１６からのシ
ステマテックサブパケットとパリティサブパケットが再伝送されたサブパケットであれば
、前記コンバイナ７１８は前記分配部７１６からのシステマテックサブパケットとパリテ
ィサブパケットを以前に貯蔵されたシステマテックサブパケット、またはパリティサブパ
ケットとコンバインする。前記以前に貯蔵されたシステマテックサブパケットと前記パリ
ティサブパケットは、初期伝送時に貯蔵されるか、以前再伝送により貯蔵された符号化ビ
ットである。一方、再伝送時には変調方式が変化できることによって、前記再伝送時に前
記分配部７１６から提供されるシステマテックサブパケットは、初期伝送時、または以前
再伝送時に提供されたシステマテックサブパケットと相異なることができ、前記再伝送時
に前記分配部７１６から出力されるパリティサブパケットも初期伝送時、または以前再伝
送時に提供されたパリティサブパケットと相異なることができる。従って、前記コンバイ
ナ７１８は前記分配部７１６から提供されるシステマテックサブパケット、またはパリテ
ィサブパケットに対する部分的なコンバインを遂行することができる。即ち、前記再伝送
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時に使用された変調方式による伝送データ量が初期伝送、または以前再伝送時に使用され
た変調方式による伝送データ量より少ない場合には、部分的なコンバインを遂行する。し
かし、前記再伝送時に使用された変調方式による伝送データ量が初期伝送、または以前再
伝送時に使用された変調方式による伝送データ量と同一の場合には、伝送されたすべての
符号化ビットに対してコンバインを遂行する。一方、前記再伝送時に使用された変調方式
による伝送データ量が初期伝送、または以前再伝送時に使用された変調方式による伝送デ
ータ量より多い場合には、伝送されたすべての符号化ビットに対してコンバインを遂行し
た後、反復伝送された符号化ビットに対する部分的なコンバインを追加に遂行する。
【００６８】
上述したように前記コンバイナ７１８はシステマテックサブパケットを貯蔵するための第
１バッファとパリティサブパケットを貯蔵するための第２バッファに構成されるが、前記
第１バッファと前記第２バッファは前記送信器からのデータが正常的に処理される場合、
次に伝送されるデータを貯蔵するため、初期化される。しかし、前記送信器からのデータ
が正常的に処理されなく、前記送信器への再伝送要請が遂行される場合には、前記第１バ
ッファ及び第２バッファに貯蔵されたシステマテックサブパケットとパリティサブパケッ
トは、コンバインのためそのまま維持される。前記コンバイナ７１８は再伝送時に変化さ
れる変調方式によりコンバインを遂行するために、変化された変調方式を予め知っている
べきである。前記変化された変調方式は下向専用物理制御チャネル(ＤＰＣＣＨ)のような
下向制御チャネルを通じて前記送信器から提供されることができる。前記送信器から提供
された前記変調方式は、前記送信器の上位階層(図示せず)から前記コンバイナ７１８に提
供される。
【００６９】
１．２．４ デインタリービング(図１１の１１１６段階)
前記コンバイナ７１８によりコンバインされた符号化ビットはデインタリーバ７１０に出
力される。前記デインタリーバ７１０も前記コンバイナ７１８に対応して二つのデインタ
リーバ７２０、７２２に構成されることができる。前記二つのデインタリーバ中、第１デ
インタリーバ７２０は前記コンバイナ７１８から提供されるシステマテックビットを受信
し、所定パターンにより前記システマテックビットに対するデインタリービング動作を遂
行する。また、前記二つのデインタリーバ中、第２デインタリーバ７２２は前記コンバイ
ナ７１８から提供されるパリティビットを受信し、所定パターンにより前記パリティビッ
トに対するデインタリービング動作を遂行する。前記第１デインタリーバ７２０と前記第
２デインタリーバ７２２は前記送信器を構成するインタリーバ６１０でインタリービング
のため使用したパターンに対応するパターンによりデインタリービング動作を遂行する。
このためには前記送信器のインタリーバ６１０で使用したインタリービングパターンが前
記第１デインタリーバ７２０と前記第２デインタリーバ７２２にそれぞれ提供されるべき
である。前記送信器のインタリーバ６１０で使用したインタリービングパターンは、下向
専用物理制御チャネル(ＤＰＣＣＨ)のような下向制御チャネルを通じて前記送信器から提
供されることができる。前記送信器から提供された前記インタリービングパターンは、前
記送信器の上位階層(図示せず)から前記第１デインタリーバ７２０と前記第２デインタリ
ーバ７２２にそれぞれ提供される。
【００７０】
１．２．５ チャネル復号化遂行(図１１の１１１８段階)
前記送信器で使用された所定の方式にそれぞれデインタリービングされた前記符号化ビッ
トは、チャネル復号部７２４に提供され、所定の復号方式により復号化過程を遂行するよ
うになる。この時、初期伝送時に伝送された全体符号化ビットに対して、システマテック
ビット、またはパリティビット全体がコンバインされることにより、前記復号部７２４に
入力されるデータの信頼度が向上され、結果的に全体システムの性能が向上される。上述
したように、前記チャネル復号部７２４は符号化ビットに対する復号を遂行するためには
前記送信器で使用された変調方式を予め知っているべきである。上述したように前記送信
器から下向専用物理制御チャネル(ＤＰＣＣＨ)のような下向制御チャネルを通じて変調方
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式情報が提供されることができる。前記送信器から提供された前記変調方式は前記送信器
の上位階層(図示せず)に提供され、前記上位階層により前記チャネル復号部７２４に提供
される。前記変調方式は再伝送ごとに変更できるので、前記変調方式情報は再伝送時、ま
たは変調方式が変更されるごとに前記送信器から前記受信器に提供されるべきである。
【００７１】
一方、前記チャネル復号部７２４により復号された前記情報ビットは、内部に含まれてい
るＣＲＣビットを利用してエラー検査を遂行することにより、前記情報ビットにエラーが
発生したかを判断する。前記ＣＲＣ検査部によりエラー発生が検査されると、前記上位階
層は前記送信器に再伝送を要求するＮＡＣＫを伝送し、エラー発生が検査されないと、受
信を確認するＡＣＫを伝送する。前記ＮＡＣＫが伝送される場合、エラーが発生した符号
化ビットは、前記コンバイナ７１８のパケットバッファにそのまま貯蔵され、前記ＡＣＫ
が伝送される場合、前記パケットバッファは次に伝送される新しいパケットを貯蔵するた
め初期化される。
【００７２】
前記図８Ａに例示された変調方式に従って再伝送されたパケットが前記図７の分配器７１
６及びコンバイナ７１８で初期伝送されたパケットとコンバインされる過程を図９Ａに示
した。前記図９Ａを参照してコンバイン過程を説明すると、先ず初期伝送時の変調方式よ
り再伝送時の変調方式が高次である場合、前記＜式１＞及び前記＜式２＞により初期伝送
パケットより大きなパケットが伝送されるので、全体パケットに対して十分なコンバイン
効果を得ることができる。前記図８Ａから分かるように、再伝送時の変調方式が６４ＱＡ
Ｍの場合、一度の再伝送を通じて二つのシステマテックパケットと一つのパリティパケッ
トが伝送されるので、コンバイン利得はより大きくなる。参考に、前記図８Ａと前記図９
Ａで網かけ処理されたブロックは伝送されないパケットを意味する。
【００７３】
これとは反対に、再伝送時の変調方式が初期伝送時の変調方式に比べて低次である場合、
前記＜式１＞及び前記＜式２＞により初期伝送パケットの一部分が再伝送される。この時
、再伝送されたシステマテックパケット、またはパリティパケットが選別的に初期伝送パ
ケットとコンバインされる。一例に前記図８Ａで再伝送時の変調方式が８ＰＳＫの場合、
一度の再伝送を通じて１個のシステマテックパケットと１／２のパリティパケット(一つ
のサブパケット)のみが伝送される。前記再伝送時の変調方式がＱＰＳＫである場合、一
度の再伝送を通じて１個のシステマテックパケットのみが伝送されるので、コンバインは
初期伝送されたパケット全体に対して部分的に遂行される。しかし、システマテックパケ
ット全体に対してコンバインを遂行できるので、前記ターボコードの特性上、情報ビット
全体に対してコンバインされた効果を得ることができる。その結果、全般的に前記チャネ
ル復号器の性能が向上され、フレームエラー率を低減できるようになる。
【００７４】
２．第２実施形態(符号率が３／４である場合)
符号率が１／２の場合とは異なり、符号率が３／４の場合には、チャネル符号化器６１２
からの符号化ビット中、システマテックビットはパリティビットの３倍になる。これは第
１インタリーバ６１６に提供される符号化ビットの数が第２インタリーバ６１８に提供さ
れる符号化ビット数の３倍になることを意味する。理解を助けるため、図８Ｂにその概念
を示した。前記符号率が１／２の場合のように、初期伝送時の変調方式に１６ＱＡＭを使
用し、再伝送時に６４ＱＡＭ、８ＰＳＫ及びＱＰＳＫに変調方式が変化される時、伝送さ
れるパケットの単位を示すために、便宜上、システマテックパケットを同一の大きさを有
するサブパケットＳ０、Ｓ１、Ｓ２に区分した。
【００７５】
本発明の第２実施形態に従う送信器及び受信器の機能は、前記１／２の符号率である場合
の第１実施形態で提示したことと同一であるので、これに対する詳細な説明は省略する。
ここでは前記図６のパケット選択部６２０と前記図７の分配部７１６及びコンバイナ７１
８の機能を重点的に説明する。
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【００７６】
前記パケット選択部６２０は初期伝送、現在の変調方式及び再伝送回数に対する変調方式
に対する制御情報に応じて再伝送時に伝送するデータパケットを選択する。この時、再伝
送時に伝送される符号化ビットの数は、前記＜式１＞と前記＜式２＞を通じて同一に決定
される。即ち、６４ＱＡＭ、８ＰＳＫ及びＱＰＳＫに対する再伝送パケットの大きさは、
初期伝送時に伝送されたパケット大きさに比べてそれぞれ３／２、３／４及び１／２倍に
なる。これに対する一例に図８Ｂで前記パケット選択部６２０により決定された再伝送パ
ケットの組み合わせ例を示しており、以外にも次のような組み合わせを予想することがで
きる。
６４ＱＡＭ:(Ｓ０、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ０、Ｓ１、Ｐ)、または(Ｓ０、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ１、Ｓ
２、Ｐ)、または(Ｓ０、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ０、Ｐ、Ｐ)
８ＰＳＫ:(Ｓ０、Ｓ１、Ｓ２)、または(Ｐ、Ｐ、Ｐ)
ＱＰＳＫ:(Ｓ０、Ｓ１)、または(Ｓ１、Ｓ２)、または(Ｐ、Ｐ)
【００７７】
前記例以外にも前記パケット選択部６２０は各種組み合わせ形態にシステマテックビット
、またはパリティビットのみに構成されたパケットを選択することができる。前記符号率
が１／２の場合と同一に、パケット選択のパターンは各変調方式及び再伝送回数に応じて
順次的に予め決定することもでき、またはいずれか一つの組み合わせに一貫的に伝送する
こともできる。前記のように予め指定されたパケット選択方式は受信器でも知っているべ
きであり、これを通じて前記分配部７１６及びコンバイナ７１８で適切に機能することが
できる。
【００７８】
しかし前記図８Ｂから分かるように、符号率が非対称である場合、一例に３／４の場合に
は、前記１／２の符号率の場合とは異なり、変調方式の変化に応じてシステマテックパケ
ットを全体的に選択して再伝送することができないので、前記１／２の符号率の場合に比
べてフレームエラーに対する性能が少し低下される問題点がある。この場合、受信端では
さらに再伝送を要求する可能性が高く、再伝送時に前記例で示した再伝送パケット組み合
わせを変更することにより、前記初期伝送された全体パケットに対するコンバイン効果を
得ることができる。即ち、２回の再伝送を通じて初期伝送されたパケット全体に対して少
なくとも一度のコンバインを遂行できるようになる。
【００７９】
図９Ｂは前記符号率が３／４の場合、前記図８Ｂの各変調方式に応じて選択再伝送された
パケットを前記分配部７１６で該当コンバイナ７１８のバッファに分離し、前記コンバイ
ナ７１８のバッファに貯蔵された初期伝送パケット及び以前に再伝送されたパケットとコ
ンバインする過程の例を示したものである。一例に、前記再伝送時に変調方式に６４ＱＡ
Ｍを使用する場合、一度の再伝送に前記初期伝送パケットと十分なコンバイン効果を得る
ことができる。前記再伝送時に変調方式に８ＰＳＫを使用する場合、一度の再伝送にシス
テマテックパケットに対するコンバイン効果を得ることができる。一方、前記再伝送時に
変調方式にＱＰＳＫを使用する場合には、システマテックパケット全体の２／３に対する
部分的なコンバイン効果のみを得ることができる。従って、この場合、もう一度の再伝送
を通じてシステマテックパケットとパリティパケット全体に対するコンバイン効果を得る
ことができる。前記図９Ｂではシステマテックパケットを優先的に考慮した組み合わせの
場合の例を示したものであり、これはシステマテックビットを優先的に補償する時、チャ
ネル復号器に入力される符号化ビットの信頼度が向上されるからである。
【００８０】
上述した本発明の実施形態において、パケット選択部はシステマテックパケット、または
パリティパケットを選択出力する時、その単位をサブパケット単位、またはパケット単位
に選択することができる。また、コンバイナは受信されるシステマテックパケット、また
はパリティパケットをサブパケット、またはパケット単位にコンバインを遂行することが
できる。
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【発明の効果】
上述したように本発明は再伝送時にチャネル状況に応じて変調方式が変化され、初期伝送
パケットの部分のみを再伝送すべきである高速無線パケットデータ通信で、重要度が高い
パケットを選別的に伝送することにより、ターボ復号器入力ビットＬＬＲ値に対する信頼
度を増大させる。従って、既存のシステムに比べて、フレームエラー率を低くして、優秀
な伝送効率を得ることができる。また本発明は有／無線通信などすべての送／受信装置に
応用できるだけではなく、現在３ＧＰＰと３ＧＰＰ２標準化会議で論議中であるＨＳＤＰ
Ａ及び１xＥＶ－ＤＶに活用されると、システム全般の性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　通常的な高速データ伝送のための符号分割多重接続移動通信システムで送信器
構造の一例を示している図である。
【図２】　図１でのチャネル符号化部の詳細構成を示している図である。
【図３】　従来の高速データ伝送のための符号分割多重接続移動通信システムで再伝送時
に変調方式が変化する送信器構造を示している図である。
【図４】　図３での送信器に対応した受信器構造を示している図である。
【図５】　従来の変調方式の変化に対応した符号化とコンバイン例を示している図である
。
【図６】　本発明の実施形態に従う符号分割多重接続移動通信システムでの送信器構造を
示している図である。
【図７】　本発明の実施形態に従う符号分割多重接続移動通信システムでの受信器構造を
示している図である。
【図８Ａ】　本発明の実施形態に従って再伝送時に変調方式が変更される場合、送信器で
伝送するパケットを選択する例を示している図である。
【図８Ｂ】　本発明の実施形態に従って再伝送時に変調方式が変更される場合、送信器で
伝送するパケットを選択する例を示している図である。
【図９Ａ】　本発明の実施形態に従って再伝送時に変調方式が変更される場合、受信器で
受信したパケットを分配する例を示している図である。
【図９Ｂ】　本発明の実施形態に従って再伝送時に変調方式が変更される場合、受信器で
受信したパケットを分配する例を示している図である。
【図１０】　本発明の実施形態に従う符号分割多重接続移動通信システムの送信器で遂行
する動作を示している処理流れ図である。
【図１１】　本発明の実施形態に従う符号分割多重接続移動通信システムの受信器で遂行
する動作を示している処理流れ図である。
【符号の説明】
６１２　　チャンネル符号化部
６１４　　分配部
６１６・６１８　　インターリーバ
６２０　　パケット選択部
６２２　　変調部
６２４　　周波数拡散部
６２６　　制御部
７１２　　逆拡散部
７１４　　復調部
７１６　　パケット分配部
７１８　　コンバイナ
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【図９Ｂ】 【図１０】
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