
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第３世代携帯電話システムにおける移動機から基地局への上りリンク信号として伝送され
る同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネルのデータと個別物理データチャネル
のデータとを受信しそれぞれ復号する復号装置において、
前記個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性を判定する
手段と、前記ＴＦＣＩ復号特性の判定結果に基づいて前記個別物理データチャネルのデー
タ補正を行う手段とを有することを特徴とする復号装置。
【請求項２】
個別チャネルの制御を行い、サービスに応じたＴＦＣＩ数を出力し、受信したＴＦＣＩ値
に応じた復号パラメータを出力する個別チャネル制御手段と、
移動機から受信した個別物理データチャネルのデータに対して個別物理制御チャネルのＴ
ＦＣＩ復号特性から算出された補正値を処理するデータ補正手段と、前記データ補正手段
の出力に対し前記個別チャネル制御手段からの復号パラメータに基づいてチャネルデコー
ディングを行うデインタリーブ・レートデマッチング手段と、
前記デインタリーブ・レートデマッチング手段の出力に対し誤り訂正を行いながら復号を
行い個別物理データチャネルの復号データとする誤り訂正・復号手段と、
個別物理制御チャネルのデータからＴＦＣＩコードを抽出・分離するシンボルデータ判定
手段と、
前記シンボルデータ判定手段から出力されたＴＦＣＩコードに対し前記個別チャネル制御
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手段からのＴＦＣＩ数に基づいてＴＦＣＩ復号を行い、得られたＴＦＣＩ値を前記個別チ
ャネル制御手段へ送信すると共に、ＴＦＣＩ復号時のウォルシュ直交ベクトルとの相関値
を出力する軟判定ＴＦＣＩ復号手段と、
前記軟判定ＴＦＣＩ復号手段から出力される相関値を順次、記憶し蓄積する相関値特性記
憶手段と、
前記相関値特性記憶手段に記憶された複数の相関値からＴＦＣＩ復号特性を判定し、前記
補正値を算出して前記データ補正手段へ出力する補正値算出手段とを有することを特徴と
する請求項１記載の復号装置。
【請求項３】
前記軟判定ＴＦＣＩ復号手段が、受信ＴＦＣＩコードをウォルシュ直交ベクトルとして高
速アダマール変換処理可能なようにデータ順序を入れ替えるデータ入れ替え手段と、ＴＦ
ＣＩコード中のＭＡＳＫコードのｍｏｄ２加算した１６通りの組み合わせのコードテーブ
ルであるＭＡＳＫコード相関テーブルと、前記データ入れ替え手段の出力コードと前記Ｍ
ＡＳＫコード相関テーブルとの相関を算出するＭＡＳＫコード相関算出手段と、前記ＭＡ
ＳＫコード相関算出手段から出力されたコードにアダマール変換を行う高速アダマール変
換手段と、前記高速アダマール変換手段から出力されたアダマール変換されたデータの絶
対値ピーク値とピーク値の正負判定とそのインデックスとを判定しＴＦＣＩ復号時のウォ
ルシュ直交ベクトルとの相関値とするピーク相関値判定手段と、前記相関値判定手段の判
定結果からＴＦＣＩ値を決定するＴＦＣＩ判定手段とを有することを特徴とする請求項２
記載の復号装置。
【請求項４】
前記軟判定ＴＦＣＩ復号手段が、前記ＴＦＣＩ判定手段で得られたＴＦＣＩ値からＴＦＣ
Ｉコードを発生させるＴＦＣＩコード発生手段と、前記ＴＦＣＩコード発生手段で生成さ
れたＴＦＣＩコードと前記軟判定ＴＦＣＩ復号手段に入力されたＴＦＣＩコードとを比較
し誤りがあるかを判断する硬判定ＴＦＣＩコード比較手段とを有し、
前記補正値算出手段が、前記硬判定ＴＦＣＩコード比較手段の誤り判断結果にしたがって
前記補正値の算出を制御することを特徴とする請求項３記載の復号装置。
【請求項５】
第３世代携帯電話システムの基地局に用いられる無線基地局装置において、
請求項１、２、３または４記載の復号装置を備え、移動機から基地局への上りリンク信号
として伝送される同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネルのデータと個別物理
データチャネルのデータとを受信しそれぞれ復号する際、前記個別物理制御チャネルの符
号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性の判定結果に基づいて前記個別物理データ
チャネルのデータ補正を行うことを特徴とする無線基地局装置。
【請求項６】
第３世代携帯電話システムにおける移動機から基地局への上りリンク信号として伝送され
る同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネルのデータと個別物理データチャネル
のデータとを受信しそれぞれ復号する復号方法において、
前記個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性を判定し、
この判定結果に基づいて前記個別物理データチャネルのデータ補正を行うことを特徴とす
る復号方法。
【請求項７】
受信した個別物理制御チャネルのデータからＴＦＣＩコードを抽出・分離し、
該ＴＦＣＩコードに対してＴＦＣＩ復号を行い、ウォルシュ直交ベクトルとの相関値を求
めて、順次、記憶し、
記憶した複数の相関値からＴＦＣＩ復号特性を判定し、前記個別物理データチャネルのデ
ータ補正用の補正値を算出することを特徴とする請求項６記載の復号方法。
【請求項８】
受信ＴＦＣＩコードをウォルシュ直交ベクトルとして高速アダマール変換処理可能なよう
にデータ順序を入れ替え、
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入れ替え後のＴＦＣＩコードに対し、あらかじめ設定したＴＦＣＩコード中のＭＡＳＫコ
ードのｍｏｄ２加算した１６通りの組み合わせのコードテーブルとの相関を算出した後、
高速アダマール変換を行い、
アダマール変換されたデータの絶対値ピーク値とピーク値の正負判定とそのインデックス
とを判定し、前記ＴＦＣＩ復号時のウォルシュ直交ベクトルとの相関値とすることを特徴
とする請求項７記載の復号方法。
【請求項９】
前記アダマール変換されたデータの絶対値ピーク値とピーク値の正負判定とそのインデッ
クスとの判定結果から求められたＴＦＣＩ値に従い対応するＴＦＣＩコードを生成し、
前記受信ＴＦＣＩコードとを比較し誤りがあるかを判断し、
該誤り判断結果にしたがって前記補正値の算出を制御することを特徴とする請求項８記載
の復号方法。
【請求項１０】
前記個別物理制御チャネルの既知のパイロットシンボルから受信ＳＩＲを測定する手段を
有し、前記ＴＦＣＩ復号特性の判定結果と前記受信ＳＩＲの測定結果とに基づいて前記個
別物理データチャネルのデータ補正を行うことを特徴とする請求項１記載の復号装置。
【請求項１１】
第３世代携帯電話システムの基地局に用いられる無線基地局装置において、
請求項１０記載の復号装置を備え、移動機から基地局への上りリンク信号として伝送され
る同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネルのデータと個別物理データチャネル
のデータとを受信しそれぞれ復号する際、前記個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦ
ＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性の判定結果と、既知のパイロットシンボルの受信ＳＩＲの
測定結果とに基づいて前記個別物理データチャネルのデータ補正を行うことを特徴とする
無線基地局装置。
【請求項１２】
前記個別物理制御チャネルの既知のパイロットシンボルから受信ＳＩＲを測定し、前記Ｔ
ＦＣＩ復号特性の判定結果と前記受信ＳＩＲの測定結果とに基づいて前記個別物理データ
チャネルのデータ補正を行うことを特徴とする請求項６記載の復号方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は第３世代携帯電話システムにおける移動機から基地局への上りリンク信号として
伝送される同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネルのデータと個別物理データ
チャネルのデータとを受信しそれぞれ復号する復号装置と、その復号方法と、それを用い
る無線基地局装置とに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤＭＡ等のディジタル携帯電話システムの無線基地局装置においては、移動局（ユーザ
ー）ごとの所要の通信品質（ＳＩＲ：Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　
ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ（希望波信号対干渉波信号電力比））に対する受信特性（復号特
性）の向上が求められている。これは復号特性を向上させることで、過剰な送信電力制御
を無くし、他のユーザーに対する干渉をできる限り小さくすることできるからで、通信品
質や通信容量に非常におおきな影響をもたらしている。受信ＳＩＲの測定には、個別制御
チャネルのＰＩＬＯＴ（パイロット）ビットを用いる場合が多く、閉ループ送信電力制御
やＣＤＭＡのＲＡＫＥ合成においての最大比合成等に利用されている。
【０００３】
また、次世代（第３世代）携帯電話システムの無線基地局装置として、標準機構である３
ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）の
仕様ＴＳ２５．２１２に記載されているＴＦＣＩ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　
Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ（トランスポートフォーマットコンビネー
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ションインディケーター））符号化した情報を復号化する装置が用いられる。このような
ＴＦＣＩ符号の復号化技術は種々提案されている（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２－２６７３５号公報（第２頁、図６－８）
【特許文献２】
特開２００１－２４５３５９号公報（第２－３頁、図１－２）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
次世代（第３世代）携帯電話システムにおける移動局から基地局への上り個別物理チャネ
ル（ＤＰＣＨ）として、ＴＦＣＩ情報を含む各種制御情報を伝達するための個別物理制御
チャネル（ＤＰＣＣＨ）と、ユーザーデータを伝達するための個別物理データチャネル（
ＤＰＤＣＨ、複数可）とがある。これら複数系列のチャネルのデータは、それぞれ個別の
拡散コードによる拡散を受けた後、１系列の複素符号（Ｉ＋ｊＱ）に変調され、無線リン
クを介して基地局へ送信される。従って、無線基地局装置で復号された個別物理制御チャ
ネルのデータと、個別物理データチャネルのデータとは、無線リンクにおいて同一の電波
環境にさらされるため、誤り発生状態に関連があることになる。
【０００６】
ところで、ＴＳ２５．２１２で記載されているＴＦＣＩ情報の符号化で生成される符号ベ
クトルは、ウォルシュ行列の行ベクトルすなわち直交ベクトル符号が基本となっている。
そのためＴＦＣＩ値を復号する際に、その直交相関特性を利用することができる。しかし
従来のＴＦＣＩ復号技術は、個別物理制御チャネル上のＴＦＣＩ情報を得るための復号だ
けが目的であり、この際に得られる相関特性を利用して個別物理データチャネルに対し誤
りデータの補正処理を施すようなことはしていない。
【０００７】
したがって本発明の目的は、個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦ
ＣＩ復号特性を個別物理データチャネルにフィードバックすることでデータ補正をおこな
い、受信特性を向上させることを可能とした無線基地局装置、及びそれに用いるＴＦＣＩ
復号特性を利用する復号装置とその復号方法提案することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１に係る復号装置は、第３世代携帯電話システムにおける移動機から基地
局への上りリンク信号として伝送される同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネ
ルのデータと個別物理データチャネルのデータとを受信しそれぞれ復号する復号装置にお
いて、前記個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性を判
定する手段と、前記ＴＦＣＩ復号特性の判定結果に基づいて前記個別物理データチャネル
のデータ補正を行う手段とを有する。
【０００９】
本発明の請求項２に係る復号装置は、請求項１に係る復号装置において、個別チャネルの
制御を行い、サービスに応じたＴＦＣＩ数を出力し、受信したＴＦＣＩ値に応じた復号パ
ラメータを出力する個別チャネル制御手段と、移動機から受信した個別物理データチャネ
ルのデータに対して個別物理制御チャネルのＴＦＣＩ復号特性から算出された補正値を処
理するデータ補正手段と、前記データ補正手段の出力に対し前記個別チャネル制御手段か
らの復号パラメータに基づいてチャネルデコーディングを行うデインタリーブ・レートデ
マッチング手段と、前記デインタリーブ・レートデマッチング手段の出力に対し誤り訂正
を行いながら復号を行い個別物理データチャネルの復号データとする誤り訂正・復号手段
と、個別物理制御チャネルのデータからＴＦＣＩコードを抽出・分離するシンボルデータ
判定手段と、前記シンボルデータ判定手段から出力されたＴＦＣＩコードに対し前記個別
チャネル制御手段からのＴＦＣＩ数に基づいてＴＦＣＩ復号を行い、得られたＴＦＣＩ値
を前記個別チャネル制御手段へ送信すると共に、ＴＦＣＩ復号時のウォルシュ直交ベクト
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ルとの相関値を出力する軟判定ＴＦＣＩ復号手段と、前記軟判定ＴＦＣＩ復号手段から出
力される相関値を順次、記憶し蓄積する相関値特性記憶手段と、前記相関値特性記憶手段
に記憶された複数の相関値からＴＦＣＩ復号特性を判定し、前記補正値を算出して前記デ
ータ補正手段へ出力する補正値算出手段とを有する。
【００１０】
本発明の請求項３に係る復号装置は、請求項２に係る復号装置において、前記軟判定ＴＦ
ＣＩ復号手段が、受信ＴＦＣＩコードをウォルシュ直交ベクトルとして高速アダマール変
換処理可能なようにデータ順序を入れ替えるデータ入れ替え手段と、ＴＦＣＩコード中の
ＭＡＳＫコードのｍｏｄ２加算した１６通りの組み合わせのコードテーブルであるＭＡＳ
Ｋコード相関テーブルと、前記データ入れ替え手段の出力コードと前記ＭＡＳＫコード相
関テーブルとの相関を算出するＭＡＳＫコード相関算出手段と、前記ＭＡＳＫコード相関
算出手段から出力されたコードにアダマール変換を行う高速アダマール変換手段と、前記
高速アダマール変換手段から出力されたアダマール変換されたデータの絶対値ピーク値と
ピーク値の正負判定とそのインデックスとを判定しＴＦＣＩ復号時のウォルシュ直交ベク
トルとの相関値とするピーク相関値判定手段と、前記相関値判定手段の判定結果からＴＦ
ＣＩ値を決定するＴＦＣＩ判定手段とを有する。
【００１１】
本発明の請求項４に係る復号装置は、請求項３に係る復号装置において、前記軟判定ＴＦ
ＣＩ復号手段が、前記ＴＦＣＩ判定手段で得られたＴＦＣＩ値からＴＦＣＩコードを発生
させるＴＦＣＩコード発生手段と、前記ＴＦＣＩコード発生手段で生成されたＴＦＣＩコ
ードと前記軟判定ＴＦＣＩ復号手段に入力されたＴＦＣＩコードとを比較し誤りがあるか
を判断する硬判定ＴＦＣＩコード比較手段とを有し、前記補正値算出手段が、前記硬判定
ＴＦＣＩコード比較手段の誤り判断結果にしたがって前記補正値の算出を制御する構成を
有する。
【００１２】
本発明の請求項５に係る無線基地局装置は、第３世代携帯電話システムの基地局に用いら
れる無線基地局装置において、請求項１、２、３または４に係る復号装置を備え、移動機
から基地局への上りリンク信号として伝送される同一系列の複素符号化された個別物理制
御チャネルのデータと個別物理データチャネルのデータとを受信しそれぞれ復号する際、
前記個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性の判定結果
に基づいて前記個別物理データチャネルのデータ補正を行う構成を有する。
【００１３】
本発明の請求項６に係る復号方法は、第３世代携帯電話システムにおける移動機から基地
局への上りリンク信号として伝送される同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネ
ルのデータと個別物理データチャネルのデータとを受信しそれぞれ復号する復号方法にお
いて、前記個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性を判
定し、この判定結果に基づいて前記個別物理データチャネルのデータ補正を行う工程を有
する。
【００１４】
本発明の請求項７に係る復号方法は、請求項６に係る復号方法において、受信した個別物
理制御チャネルのデータからＴＦＣＩコードを抽出・分離し、該ＴＦＣＩコードに対して
ＴＦＣＩ復号を行い、ウォルシュ直交ベクトルとの相関値を求めて、順次、記憶し、記憶
した複数の相関値からＴＦＣＩ復号特性を判定し、前記個別物理データチャネルのデータ
補正用の補正値を算出する工程を有する。
【００１５】
本発明の請求項８に係る復号方法は、請求項７に係る復号方法において、受信ＴＦＣＩコ
ードをウォルシュ直交ベクトルとして高速アダマール変換処理可能なようにデータ順序を
入れ替え、入れ替え後のＴＦＣＩコードに対し、あらかじめ設定したＴＦＣＩコード中の
ＭＡＳＫコードのｍｏｄ２加算した１６通りの組み合わせのコードテーブルとの相関を算
出した後、高速アダマール変換を行い、アダマール変換されたデータの絶対値ピーク値と
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ピーク値の正負判定とそのインデックスとを判定し、前記ＴＦＣＩ復号時のウォルシュ直
交ベクトルとの相関値とする工程を有する。
【００１６】
本発明の請求項９に係る復号方法は、請求項８に係る復号方法において、前記アダマール
変換されたデータの絶対値ピーク値とピーク値の正負判定とそのインデックスとの判定結
果から求められたＴＦＣＩ値に従い対応するＴＦＣＩコードを生成し、前記受信ＴＦＣＩ
コードとを比較し誤りがあるかを判断し、該誤り判断結果にしたがって前記補正値の算出
を制御する工程を有する。
【００１７】
本発明の請求項１０に係る復号装置は、請求項１に係る復号装置において、前記個別物理
制御チャネルの既知のパイロットシンボルから受信ＳＩＲを測定する手段を有し、前記Ｔ
ＦＣＩ復号特性の判定結果と前記受信ＳＩＲの測定結果とに基づいて前記個別物理データ
チャネルのデータ補正を行う構成を有する。
【００１８】
本発明の請求項１１に係る無線基地局装置は、第３世代携帯電話システムの基地局に用い
られる無線基地局装置において、請求項１０記載の復号装置を備え、移動機から基地局へ
の上りリンク信号として伝送される同一系列の複素符号化された個別物理制御チャネルの
データと個別物理データチャネルのデータとを受信しそれぞれ復号する際、前記個別物理
制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号特性の判定結果と、既知のパ
イロットシンボルの受信ＳＩＲの測定結果とに基づいて前記個別物理データチャネルのデ
ータ補正を行う構成を有する。
【００１９】
本発明の請求項１２に係る復号方法は、請求項６に係る復号方法において、前記個別物理
制御チャネルの既知のパイロットシンボルから受信ＳＩＲを測定し、前記ＴＦＣＩ復号特
性の判定結果と前記受信ＳＩＲの測定結果とに基づいて前記個別物理データチャネルのデ
ータ補正を行う工程を有する。
【００２０】
【発明の実施の形態】
まず、本発明の概要を説明する。本発明は、次世代（第３世代）携帯電話システムの標準
機構である３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ）の仕様ＴＳ２５．２１２に記載されているＴＦＣＩ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆ
ｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）符号化した情報を復号化す
る方法を用いた装置（無線基地局装置）に関する発明である。
【００２１】
次世代携帯電話システム（Ｗ－ＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）における移動局から基地局への上り個別物理チャ
ネル（ＤＰＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）として、Ｔ
ＦＣＩ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ（トランスポートフォーマットコンビネーションインディケーター））情報、Ｐｉｌ
ｏｔ（パイロット）情報を含む各種制御情報を伝達するための個別物理制御チャネル（Ｄ
ＰＣＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
と、ユーザーデータを伝達するための個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ：Ｄｅｄｉｃ
ａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ、複数可）とがある。これら複
数系列のチャネルのデータは、それぞれ個別の拡散コードによる拡散を受けた後、１系列
の複素符号（Ｉ＋ｊＱ：同相位相成分＝Ｉ軸、直交位相成分＝Ｑ軸）に変調される（個別
物理制御チャネルはＱ、個別物理データチャネルはＩ及びＱに順次割当てる）。この複素
符号は、無線インタフェース上での適切な変調処理を受け、基地局へ送信される。
【００２２】
基地局（無線基地局装置）では、各移動局対応に受信した複素符号から個別物理制御チャ
ネルと個別物理データチャネルとを分離し、それぞれ復号する。
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【００２３】
ところで、ＴＳ２５．２１２で記載されているＴＦＣＩ情報の符号化で生成される符号ベ
クトルは、ウォルシュ行列の行ベクトルすなわち直交ベクトル符号が基本となっている。
そのため個別物理制御チャネル上のＴＦＣＩ値を復号する際に、その直交相関特性を利用
することができる。
【００２４】
そこで本発明では、個別物理制御チャネルの符号化されたＴＦＣＩコードのＴＦＣＩ復号
特性を、個別物理データチャネルにフィードバックすることでデータ補正をおこない、受
信特性を向上させる。このように、ＴＦＣＩ復号特性を利用しフィードバックする方法で
、誤り訂正部の復号特性が向上する。復号特性が向上することは、結果的には開ループ送
信電力制御と呼ばれる所要ＢＥＲ（ＢｉｔＥｒｒｏｒ　Ｒａｔｉｏ）もしくはＢＬＥＲ（
Ｂｌｏｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｉｏ）を満たす目標ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　Ｔｏ　Ｉｎ
ｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅＲａｔｉｏ）を抑えることができるので、所要の通信品質を保つ送
信電力を抑えることができる。また、他ユーザーに対する干渉を軽減することができ、通
信容量を改善することができる。
【００２５】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２６】
図３は、本発明を適用する次世代（第３世代）携帯電話システムの一例を示すシステム構
成図である。図３において本例の携帯電話システムは、ユーザーに携帯され任意の場所に
移動する移動機５０と、自局が管理する無線サービスエリア内に存在する移動機５０（複
数可）と無線（下りリンク及び上りリンク）により各種チャネル信号を送受信する無線基
地局装置６０と、コアネットワークと接続され無線基地局装置６０（複数可）を制御し、
移動機５０と相手先との通信を制御する無線ネットワーク制御装置７０とを備えている。
【００２７】
無線基地局装置６０は、装置全体の制御を行う制御部６１と、アンテナを介して移動機５
０との間で無線搬送波周波数信号を送受信する無線部６２と、無線部６２を通して送受信
する移動機５０に対する信号（ユーザーデータ）をベースバンドで処理するベースバンド
信号処理部６３と、無線ネットワーク制御装置７０との間の有線伝送路のインタフェース
制御を司り、制御部６１に対する制御信号とベースバンド信号処理部６３に対する信号（
ユーザーデータ）とを送受信する有線伝送路インタフェース部６４とを有している。
【００２８】
図４は、移動機５０から無線基地局装置６０への上りリンク上の個別物理チャネル（ＤＰ
ＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ＝個別物理制御チャネル
（ＤＰＣＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）及び個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ））の無線フレーム構成例を示す図である。制御情報伝達用
の個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）はどのような接続形態においても必ず１つ存在す
るが、データ伝達用の個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）は接続形態に応じて、１つ
か複数存在する場合、もしくは存在しない場合がある。これらＤＰＣＣＨとＤＰＤＣＨと
はＩ／Ｑ多重される。
【００２９】
各無線フレーム（１０ｍｓ）は１５個のスロット（＃０～＃１４）に分割され、１スロッ
トは２５６０チップ（ｃｈｉｐ）で構成される。１スロット当りのシンボル用のビット数
は、拡散率（ＳＦ：Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒ＝チップレートとシンボルレート
との比）に対応したパラメータｋ（ＳＦ＝２５６／２のｋ乗、ｋ＝０～６）で決められる
。
【００３０】
例えばスロットフォーマット（ｓｌｏｔ　ｆｏｒｍａｔ）２の場合は、個別物理制御チャ
ネル（ＤＰＣＣＨ）は、ＳＦが固定値（＝２５６）であり、１スロット当り１０ビット固
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定となる。その内訳は、パイロット情報（ｐｉｌｏｔ）が５ビット、トランスポートフォ
ーマットコンビネーションインディケーター情報（ＴＦＣＩ）が２ビット、フィードバッ
ク情報（ＦＢＩ）が１ビット、送信電力制御コマンド（ＴＰＣ）が２ビットである。
【００３１】
ｐｉｌｏｔは、同期検波でのチャネル推定用の既知のビットパターン情報である。
【００３２】
ＴＦＣＩ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）とは、上りリンクのＤＰＤＣＨの受信フレームに、いくつのトランスポートチャ
ネルが多重されているか、各トランスポートチャネルがどのトランスポートフォーマット
を使用しているかを示す情報である。
【００３３】
ＦＢＩ情報には、閉ループ送信ダイバーシティやサイト選択ダイバーシティの制御のため
の情報を含む。
【００３４】
図５は移動機５０における、上りリンク用の個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）と、個
別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）とに対する拡散・変調処理によるＩ／Ｑ多重例を説
明するための図である。
【００３５】
図５において、１つの個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）と６つまで（ｎ＝０～６のい
ずれか）の個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）との複数系列のデータが同時に送信可
能である。なお、これらのデータは実数の系列として表現される。すなわち、論理値（２
値論理値）０は実数値の＋１、論理値１は実数値の－１にマッピングされる。
【００３６】
ＤＰＣＣＨのデータはチャネライゼーションコード（Ｃｈａｎｎｅｌｉｚａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｄｅ）Ｃｃにより拡散され、ゲインファクタ（ｇａｉｎ　ｆａｃｔｏｒ）βｃによる重
み付けを受け、Ｑ信号の加算器に入力される。ｎ番目（ｎ＝１～６）のＤＰＤＣＨのデー
タはそれぞれ対応するチャネライゼーションコードＣｄ，ｎにより拡散され、ゲインファ
クタβｄによる重み付けを受け、奇数番目（ｎ＝１，３，５）はＩ信号の加算器に、偶数
番目（ｎ＝２．４．６）はＱ信号の加算器に入力される。
【００３７】
Ｉ信号の加算器出力ＤＩと、Ｑ信号の加算器出力ＤＱとは、ＨＰＳＫ変調器において互い
に関連付けられながら特別な複素関数により、ＨＰＳＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｓ
ｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ハイブリッド位相シフト・キーイング）スクランブリングを受
け、１系列のＨＰＳＫ複素符号（同相成分ＳＩ，直交成分ＳＱ）として出力される。この
ＨＰＳＫ拡散変調方式では、ＱＰＳＫ拡散変調方式に比べて１８０度の位相遷移の確率を
低減することにより、送信信号のピーク電力を低減する効果がある。ＨＰＳＫ変調器の出
力信号（ＳＩ，ＳＱ）は、無線周波数搬送波を変調し、無線基地局装置６０へ向けて送信
される。
【００３８】
図１は、本発明の復号装置の一実施の形態を示すブロック構成図である。本例の復号装置
は、図３に示す無線基地局装置６０のベースバンド処理部６３に設けられている。図示し
ていないがこの復号装置の前段に設けられた適切な回路により、移動機５０から送信され
受信した無線周波数搬送波上の個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）と、個別物理データ
チャネル（ＤＰＤＣＨ）とは分離されているものとする。
【００３９】
図１において本例の復号装置は、移動機から受信した個別物理データチャネル（ＤＰＤＣ
Ｈ）のデータに対して制御チャネルの復号特性からフィードバックされた補正値を処理す
るデータ補正部１と、符号化された個別物理データチャネルに対して復号パラメータに基
づいてチャネルデコーディングをおこなうデインタリーブ・レートデマッチング部２と、
誤り訂正部（ビタビ復号器・ターボ復号器）３と、復号されたデータのビットエラーレー
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トおよびブロックエラーレートを測定するＢＥＲ／ＢＬＥＲ算出部５と、個別チャネルの
サービスに応じてＴＦＣＩ数を通知する機能、得られたＴＦＣＩ値から復号パラメータを
通知する機能、及びＢＥＲ／ＢＬＥＲ算出部５から得られた通信品質から目標ＳＩＲを送
信ＴＰＣビット判定部６に通知する機能をもつ個別チャネル制御部４、と個別物理制御チ
ャネル（ＤＰＣＣＨ）のデータからＰＩＬＯＴ（パイロット）シンボルとＴＦＣＩコード
とを抽出・分離するシンボルデータ判定部８と、ＰＩＬＯＴシンボルから受信ＳＩＲを算
出する受信ＳＩＲ測定部７と、目標ＳＩＲと受信ＳＩＲで閉ループ送信電力制御を行う送
信ＴＰＣビット判定部６と、ＴＦＣＩコードからＴＦＣＩ復号を行う軟判定ＴＦＣＩ復号
部１１と、補正値を算出するための相関値特性記憶部１０及び補正値算出部９とを有して
いる。なお、補正値算出部９、相関値特性記憶部１０、及び軟判定ＴＦＣＩ復号部１１で
ＴＦＣＩ復号特性フィードバック部１２を構成する。
【００４０】
図２は、図１に示すＴＦＣＩ復号特性フィードバック部１２の詳細構成例を示す図である
。図２において本例のＴＦＣＩ復号特性フィードバック部１２は、軟判定ＴＦＣＩ復号部
１１に、受信ＴＦＣＩコードを高速アダマール変換部１１４に入力するためのデータ入れ
替え部１１１と、ＭＡＳＫコード（図６のＭｉ，６、Ｍｉ，７、Ｍｉ，８、Ｍｉ，９）の
ｍｏｄ２加算した１６通りの組み合わせのコードテーブルであるＭＡＳＫコード相関テー
ブル１１３と、データ入れ替え部１１１の出力コードとＭＡＳＫコード相関テーブル１１
３との相関を算出するＭＡＳＫコード相関算出部１１２と、入力されたコードにアダマー
ル変換を行う高速アダマール変換部１１４と、アダマール変換されたデータの絶対値ピー
ク値とピーク値の正負判定とそのインデックスとを判定するピーク相関値判定部１１５と
、その結果からＴＦＣＩ値を決定するＴＦＣＩ判定部１１６と、得られたＴＦＣＩ値から
ＴＳ２５．２１２で記載されている方法で対応するＴＦＣＩコードを発生させるＴＦＣＩ
コード発生器１１７と、ＴＦＣＩコード発生器から生成されたＴＦＣＩコードと軟判定Ｔ
ＦＣＩ復号部１１に入力されたＴＦＣＩコードとを比較し誤りがあるかを判断する硬判定
ＴＦＣＩコード比較部１１８とを有している。
【００４１】
ＴＦＣＩ復号特性フィードバック部１２はさらに、高速アダマール変換部１１４で得られ
た相関値特性を保持しておく相関値特性記憶部１０と、その相関値特性記憶部１０から得
られた情報と硬判定ＴＦＣＩコード比較部１１８から得られた情報とから補正値を算出す
る補正値算出部９とを備えている。
【００４２】
次に本発明の動作について詳細に説明する。
【００４３】
はじめに、３ＧＰＰのＴＳ２５．２１２に記載されているＴＦＣＩ符号化方法（Ｃｏｄｉ
ｎｇ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ－Ｆｏｒｍａｔ－Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒを参照）とその特徴から復号装置のデータの流れについて述べる。
【００４４】
図１，２には示されていないが送信側（すなわち移動機５０）では、送信するＴＦＣＩ情
報ビット（１０ビット）ａ９…ａ０を以下の式（数１）で３２ビット、ｂ０からｂ３１に
符号化する。
【００４５】
【数１】
　
　
　
　
【００４６】
ここで、Ｍｉ，ｎは図６に示すＢａｓｉｓ　ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｆｏｒ　（３２，１０
）　ＴＦＣＩ　ｃｏｄｅを参照のこと。送信側でこの符号化されたＴＦＣＩコードがＤＰ
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ＣＣＨにマッピングされ、拡散される。
【００４７】
受信側（すなわち無線基地局装置６０）では、受信した信号に逆拡散を施さした軟判定後
のＤＰＣＣＨのデータが、シンボルデータ判定部８によってＰＩＬＯＴシンボルとＴＦＣ
Ｉコードに分離される。分離された軟判定ＴＦＣＩコードはデータビット入れ替え部１１
１でビット入れ替え処理を施され、ＭＡＳＫコード相関算出部１１２に入力される。
【００４８】
このデータビット入れ替え部１１１では、図６に示すようにｉ＝３０をｉ＝０の前に入れ
替え挿入、ｉ＝３１をｉ＝１４とｉ＝１５の間に入れ替え挿入することにより、Ｍｉ，０
、Ｍｉ，１、Ｍｉ，２、Ｍｉ，３、Ｍｉ，４が、３２次ウォルシュ直交行列の行ベクトル
となるように処理を施している。
【００４９】
ＭＡＳＫコード相関算出部１１２では、通知されたＴＦＣＩ数によりビット入れ替え後の
ＴＦＣＩコードに相関処理をほどこし、必要な相関算出をおこなった後に高速アダマール
変換部１１４に入力する。この際、ＴＦＣＩ数に応じて相関算出に用いるコードのみがＭ
ＡＳＫコード相関テーブル１１３から選出されてＭＡＳＫコード相関算出部１１２に入力
される。
【００５０】
個別チャネル制御部４から通知されたＴＦＣＩ数が６４以下の場合には、ウォルシュ直交
ベクトルと無関係なコードＭｉ，６、Ｍｉ，７、Ｍｉ，８、Ｍｉ，９は使用されていない
ので、アダマール変換とその相関ピークの正負判定のみでＴＦＣＩ復号することができる
ことから、この場合にはＭＡＳＫコード相関算出部１１２は動作せずに、データビット入
れ替え部１１１で処理された出力データが高速アダマール変換部１１４に入力される。
【００５１】
個別チャネル制御部４から通知されるＴＦＣＩ数が６５以上の場合には、Ｍｉ，６、Ｍｉ
，７、Ｍｉ，８、Ｍｉ，９のコードが使用されている場合があり、このＭｉ，６、Ｍｉ，
７、Ｍｉ，８、Ｍｉ，９はＭＡＳＫコードと呼ばれウォルシュ直交ベクトルとは直交しな
いランダムコードであるため、あらかじめＭｉ，６、Ｍｉ，７、Ｍｉ，８、Ｍｉ，９の組
み合わせで（１６通り）ｍｏｄ２加算（ＥＸ－ＯＲ）したＭＡＳＫコード相関テーブル１
１３を保持しておき、データビット入れ替え部１１１でデータ入れ替えをおこなったコー
ドはこのＭＡＳＫコード相関テーブル１１３とあらかじめ相関をとってから高速アダマー
ル変換部１１４に入力する。
【００５２】
個別チャネル制御部４から通知されたＴＦＣＩ数が６５以上１２８以下の場合には、Ｍｉ
，６の有無（ａ６＝０，１）の２通り、ＴＦＣＩ数が１２９以上２５６以下の場合には、
Ｍｉ，６、Ｍｉ，７の有無（ａ６＝０，１、ａ７＝０，１）の４通り、ＴＦＣＩ数が２５
７以上５１２以下の場合には、Ｍｉ，６、Ｍｉ，７、Ｍｉ，８の有無（ａ６＝０，１、ａ
７＝０，１、ａ８＝０，１）の８通り、Ｍｉ，６、Ｍｉ，７、Ｍｉ，８、Ｍｉ，９の有無
（ａ６＝０，１、ａ７＝０，１、ａ８＝０，１、ａ９＝０，１）の１６通りだけをＭＡＳ
Ｋコード相関テーブル１１３から選出し、データ入れ替え部１１１で出力されたデータと
ＭＡＳＫコード相関算出部１１２で相関をとってから高速アダマール変換部１１４に入力
する。このようにすることで、高速アダマール変換部１１４は１つでよく、通知されるＴ
ＦＣＩ数によって、ＭＡＳＫコード相関算出部１１２を制御すれば、無駄な演算を省くこ
とができる。
【００５３】
高速アダマール変換部１１４ではウォルシュ直交ベクトルとの相関値を求める。これは、
数１のｎ＝０～４の組み合わせ３２通りのＭｉ，０、Ｍｉ，１、Ｍｉ，２、Ｍｉ，３、Ｍ
ｉ，４のｍｏｄ２加算で生成されるコードｂｉもまた３２次ウォルシュ直交行列の行ベク
トルとなるからである。したがって高速アダマール変換部１１４を用いることにより少な
い演算量でＴＦＣＩ値を算出することができる。
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【００５４】
このＴＦＣＩ値算出の主要な部分である高速アダマール変換部１１４の動作について以下
に説明する。説明の便宜上８ｂｉｔの高速アダマール変換（ＦＨＴ：Ｆａｓｔ　Ｈａｄａ
ｍａｒｄ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）を図７を用いて説明する。
【００５５】
数１の式のｎ＝０～４の組み合わせである３２通りのＭｉ，０、Ｍｉ，１、Ｍｉ，２、Ｍ
ｉ，３、Ｍｉ，４のｍｏｄ２加算で生成されるコードもまた３２次ウォルシュ直交行列の
行ベクトルとなることから、符号化されたＴＦＣＩを復号するにはウォルシュ行列と相関
をとりピーク値を検出することが等価であることがいえる。但し、ウォルシュ行列と相関
をとるには、多くの積和演算が必要となり、ウォルシュ行列の大きさが大きいほどその演
算量がおおきくなる。そこでこのウォルシュ行列と等価となるような行列Ｇ１，Ｇ２，Ｇ
３に行列分解することで、積和演算がなくなり、加減算のみの構成（バタフライ演算）と
なり演算量を減らすことができる。
【００５６】
この高速アダマール変換部１１４で算出された相関値とそのインデックスとは、ピーク相
関値判定部１１５に入力され、ピーク相関値判定部１１５では絶対値の最大値をとるイン
デックスとその正負相関を判定して、ＴＦＣＩ判定部に通知する。この高速アダマール変
換部１１４で得られるインデックスは送信側のａ０～ａ４の下位５ビットの０から３１値
である。
【００５７】
ピーク相関判定部１１５で正負相関を判定するのは、Ｍｉ，５のコードがＡＬＬ１である
ためで、このコードがｍｏｄ２加算して使われている場合にはアダマール変換で相関算出
された結果が負の相関ピーク値となる。
【００５８】
ＴＦＣＩ判定部１１６では、ピーク相関値判定部１１５から通知されたインデックスから
ａ０～ａ４を決定し、通知された正負相関から正のピーク値の場合にはａ５＝０、負のピ
ーク値の場合にはａ５＝１と決定している。
【００５９】
個別チャネル制御部４から通知されたＴＦＣＩ数が６４以下の場合には、１つのインデッ
クスと正負相関とからＴＦＣＩ値がＴＦＣＩ判定部１１６で決定される。
【００６０】
一方、ＴＦＣＩ数６５以上１２８以下の場合にはＭｉ，６の有無（ａ６＝０，１）の２通
り、ＴＦＣＩ数１２９以上２５６以下の場合には、Ｍｉ，６、Ｍｉ，７の有無（ａ６＝０
，１、ａ７＝０，１）の４通り、ＴＦＣＩ数２５７以上５１２以下の場合には、Ｍｉ，６
、Ｍｉ，７、Ｍｉ，８の有無（ａ６＝０，１、ａ７＝０，１、ａ８＝０，１）の８通り、
Ｍｉ，６、Ｍｉ，７、Ｍｉ，８、Ｍｉ，９の有無（ａ６＝０，１、ａ７＝０，１、ａ８＝
０，１、ａ９＝０，１）の１６通りだけの相関をとってから高速アダマール変換部１１４
に入力しているので、ＴＦＣＩ判定部１１６では、ピーク相関値判定部１１５から通知さ
れたインデックスのうち絶対値の最大値をとるものからａ６，ａ７，ａ８，ａ９を決定し
、そのときのインデックスをａ０～ａ４、正負判定をａ５としている。
【００６１】
ここで、別の図と例を用いてここまでの動作をより詳細に説明する。
【００６２】
図８～図１６は、高速アダマール変換部１１４の入出力の特性を示し、各図の分図（ａ）
はアダマール変換後の相関値を、分図（ｂ）はアダマール変換前の入力を示したものであ
る。図１に示している相関値特性記憶部１０は、この各分図（ａ）に示すアダマール変換
後の相関値を保持しておくものである。
【００６３】
図８は、あるＴＦＣＩ値を数１の式でＴＦＣＩコードを発生させ、論理値０を１（＋１）
、論理値１を－１として基準値レベル３２を積算したものを高速アダマール変換部１１４
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に入力し、アダマール変換後の相関値出力を示したものである（雑音レベル±０）。この
図８からわかるように、分図（ａ）に示すアダマール変換後の相関値のピーク値を検出し
、そのインデックスを算出することでＴＦＣＩ値を復号することができる。この処理を図
２に示すピーク相関値判定部１１５とＴＦＣＩ判定部１１６とで行っている。また、分図
（ａ）に示すアダマール変換後の相関値は、図１，２に示す相関値特性記憶部１０に保持
しておく。
【００６４】
図９～図１６はそれぞれ、図５の分図（ｂ）に示すアダマール変換前入力の基準値レベル
３２に対して雑音レベル±Ｎ（Ｎ＝４，８，１６，３２，４８，６４，８０，９６）を加
算した場合のアダマール変換前入力を分図（ｂ）として示し、そのアダマール変換後の相
関値出力を分図（ａ）として示したものである。なお、ここでは、雑音レベルとして±Ｎ
の範囲のランダム値を用いた。
【００６５】
図８～図１６を参照すると、雑音レベルＮが大きくなるにつれ、分図（ａ）に示すアダマ
ール変換後の相関値において、所望のインデックスに対して、他のインデックス（他のウ
ォルシュ直交行ベクトル）との相関値が大きくなっていることが分かる。
【００６６】
このことを用いて、ＴＦＣＩの復号特性を数値的にどのような指標とするかを提案する。
その処理を行うのが、補正値算出部９であり、図９～図１６の分図（ａ）アダマール変換
後の相関値は、相関値特性記憶部１０に保持され、補正値算出部９で計算される。
【００６７】
補正値算出部９では、相関値特性記憶部１０に保持している相関特性から特性指標値Ａを
以下の式（数２，数３）で算出する。この特性指標値Ａは補正値算出部９で決定する補正
値を制御する情報として用いる。
【００６８】
アダマール変換後の相関値の絶対値の総和をＢとしアダマール変換後の相関値の絶対値の
ピーク値をＣとすると、雑音成分の平均Ｄは数２に示すようになる。
【００６９】
【数２】
　
　
　
　
　
【００７０】
絶対値のピーク値Ｃと雑音成分の平均Ｄとの相対値を特性指標値Ａとすると、数３により
算出される。
【００７１】
【数３】
　
　
　
　
　
【００７２】
表１に、図９から図１６における雑音レベルＮの場合の特性指標値Ａを示す。補正値算出
部９はこの特性指標値Ａの情報を基にデータ補正部１の補正値を決定し、ＴＦＣＩ復号特
性から得られた情報を個別物理データにフィードバックすることで、受信特性を向上させ
るものである。
【００７３】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７４】
さらに補正値算出部９で補正値を制御する情報として、ＴＦＣＩ判定部１１６で復号され
たＴＦＣＩ値から復元したＴＦＣＩコードと、シンボルデータ判定部８から入力されたＴ
ＦＣＩコードとを比較した結果を用いることができる。
【００７５】
すなわち図２に示すように、ＴＦＣＩ判定部１１６の復号結果から、ＴＦＣＩコード発生
器１１９で再度ＴＦＣＩ符号化をおこない、硬判定ＴＦＣＩコード比較部１１８へ入力す
る。
【００７６】
硬判定ＴＦＣＩコード比較部１１８では、図１のシンボルデータ判定部８で分離されたＴ
ＦＣＩコードと、ＴＦＣＩコード発生器１１７で再生したＴＦＣＩコードのＴＦＣＩビッ
トの誤りを算出し、その情報を補正値算出部９にフィードバックすることで、どのスロッ
ト位置で誤りとなったかが判定でき、有用な情報として活用する。
【００７７】
なお、ＴＦＣＩビットの詳細なマッピング挿入スロット位置は、３ＧＰＰ　ＴＳ２５．２
１１に記述されているので、説明は省略する。
【００７８】
ここで、補正値算出部９及びデータ補正部１による個別物理データチャネルのデータの補
正処理の様子を図１７を参照して説明する。
【００７９】
図１７において、（ａ）は個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）、（ｂ）は個別物理制
御チャネル（ＤＰＣＣＨ）のＴＦＣＩビット部分のみ、（ｃ）は受信ＴＦＣＩビットから
算出した特性指標値Ａを示しており、それぞれフレームごとの状態を示している。
【００８０】
予め特性指標値Ａの基準となる基準特性指標値Ｓを定めておく。すなわち、基準特性指標
値Ｓは、サービスの所要とする通信品質に応じて適当な値を持つパラメータとする。例え
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ば、上位装置から通知される目標ＳＩＲに比例した値を持つパラメータとする。
【００８１】
数２及び数３の式により、各フレームごとに特性指標値Ａ（Ａ１～Ａ４）を算出し、基準
特性指標値Ｓと比較する。
【００８２】
Ｓ－Ａ＜０（特性指標値Ａが基準特性指標値Ｓより大きい）の場合は、受信特性状態は良
好と考え特に補正を施すことは行わない（Ｓ－Ａ＝０（特性指標値Ａが基準特性指標値Ｓ
に一致）の場合は、上記場合に含めてもよいし、下記場合に含めてもよい）。
【００８３】
Ｓ－Ａ＞０（特性指標値Ａが基準特性指標値Ｓより小さい）の場合は、受信特性状態は劣
化していると考え、受信したＴＦＣＩビットと、ＴＦＣＩ復号して再度ＴＦＣＩ符号化し
たビットとを硬判定する。硬判定の結果、誤りがなかった場合には、符号そのものはあっ
ているがレベル変動をしていると考え、ＤＰＤＣＨの振幅レベルを平滑するように補正す
る。平滑する度合いはＳ－Ａの値が大きいほど、大きくする。
【００８４】
受信したＴＦＣＩビットと、ＴＦＣＩ復号して再度ＴＦＣＩ符号化したビットとの硬判定
の結果、誤りがある場合には、大きなレベル変動および位相反転があると考え、誤りの位
置と時間的に同じ位置となるＤＰＤＣＨの振幅データに対しては、符号を反転する補正を
施す。
【００８５】
次に、補正値算出部９で補正値を制御する情報として、さらに受信ＳＩＲ値を使用する他
の実施の形態を説明する。
【００８６】
受信ＳＩＲ測定部７は、シンボルデータ判定部８で個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）
から抽出された既知のビットパターンのパイロットシンボルに基づいて受信ＳＩＲを算出
し、補正値算出部９へ通知する。
【００８７】
補正値算出部９は、ＴＦＣＩ復号特性に、受信ＳＩＲ測定部７から通知された受信ＳＩＲ
の良否結果を加味して、データの補正制御を行う。またこの場合も、ＴＦＣＩビットの硬
判定結果を利用することができる。
【００８８】
以上説明したように、同一系列の同相位相成分（Ｉ軸）及び直交位相成分（Ｑ軸）にそれ
ぞれマッピングされて伝送されるＴＦＣＩ情報を含む各種制御情報を伝達するための個別
物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）と、ユーザーデータを伝達するための個別物理データチ
ャネル（ＤＰＤＣＨ）とを復号する際、ＴＦＣＩ符号化がウォルシュ直交コード用いてい
ることを利用して、アダマール変換から得られた相関値の特性の情報を個別物理データチ
ャネルにフィードバックして、特性の良否により個別物理データチャネルに最適な補正値
を制御するので、個別物理データチャネルの受信特性を向上させることができる。
【００８９】
【発明の効果】
本発明によれば、ＴＦＣＩ符号化がウォルシュ直交コード用いていることを利用して、ア
ダマール変換から得られた相関値の特性の情報を個別物理データチャネルにフィードバッ
クして、特性の良否により個別物理データチャネルに最適な補正値を制御するので、個別
物理データチャネルの受信特性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の復号装置の一実施の形態を示すブロック構成図である。
【図２】図１に示すＴＦＣＩ復号特性フィードバック部の詳細構成例を示す図である。
【図３】本発明を適用する次世代（第３世代）携帯電話システムの一例を示すシステム構
成図である。
【図４】上りリンク上の個別物理チャネルの無線フレーム構成例を示す図である。
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【図５】上りリンク用の個別物理制御チャネル及び個別物理データチャネルに対するＩ／
Ｑ多重例を説明するための図である。
【図６】図２に示すデータビット入れ替え部の動作を説明するための図である。
【図７】図２に示す高速アダマール変換部の動作を説明するための図である。
【図８】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±０
の場合を示す。
【図９】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±４
の場合を示す。
【図１０】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±
８の場合を示す。
【図１１】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±
１６の場合を示す。
【図１２】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±
３２の場合を示す。
【図１３】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±
４８の場合を示す。
【図１４】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±
６４の場合を示す。
【図１５】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±
８０の場合を示す。
【図１６】図２に示す高速アダマール変換部の入出力特性を示す図であり、雑音レベル±
９６の場合を示す。
【図１７】個別物理データチャネルのデータの補正処理を説明するための図である。
【符号の説明】
１　　データ補正部
２　　デインタリーブ・レートデマッチング部
３　　誤り訂正部（ビタビ復号器・ターボ復号器）
４　　個別チャネル制御部
５　　ＢＥＲ／ＢＬＥＲ算出部
６　　送信ＴＰＣビット判定部
７　　受信ＳＩＲ測定部
８　　シンボルデータ判定部
９　　補正値算出部
１０　　相関値特性記憶部
１１　　軟判定ＴＦＣＩ復号部
１２　　ＴＦＣＩ復号特性フィードバック部
５０　　移動機
６０　　無線基地局装置
６１　　制御部
６２　　無線部
６３　　ベースバンド信号処理部
６４　　有線伝送路インタフェース部
７０　　無線ネットワーク制御装置
１１１　　データ入れ替え部
１１２　　ＭＡＳＫコード相関算出部
１１３　　ＭＡＳＫコード相関テーブル
１１４　　高速アダマール変換部
１１５　　ピーク相関値判定部
１１６　　ＴＦＣＩ判定部
１１７　　ＴＦＣＩコード発生器
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１１８　　硬判定ＴＦＣＩコード比較部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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