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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービング基地局に、データ送信要求を送信するデータ送信要求送信手段；
　該サービング基地局から通知されるべき送信タイミングを受信する受信手段；
　該サービング基地局と、ノンサービング基地局に、前記受信手段により受信された送信
タイミングを通知する送信タイミング通知手段；
　前記受信手段により受信された送信タイミングに従って、データを前記サービング基地
局と、前記ノンサービング基地局に送信するデータ送信手段；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記サー
ビング基地局によりデータの復号が誤っていると判断された場合に該サービング基地局か
ら送信されるべき再送要求信号に応じて、データの再送を行う再送手段；
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項２】
　請求項１に記載の移動局において：
　前記送信タイミング通知手段は、付随する制御チャネルを介して、前記送信タイミング
を通知することを特徴とする移動局。
【請求項３】
　請求項１に記載の移動局において：
　前記送信タイミング通知手段は、ハンドオーバユーザ間で共通に用いられる付随物理チ
ャネルを介して、前記送信タイミングを通知することを特徴とする移動局。
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【請求項４】
　請求項１に記載の移動局において：
　前記送信タイミング通知手段は、複数の移動局間で共通に用いる制御チャネルを介して
、前記送信タイミングと、移動局識別符号とを通知することを特徴とする移動局。
【請求項５】
　移動局からのデータ送信要求に応じて行われるべきスケジューリングに基づいて、送信
タイミングを決定する送信タイミング決定手段；
　該送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングを前記移動局に通知する送
信タイミング通知手段；
　前記送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングにしたがって、移動局か
らのデータを受信する受信手段；
　ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記受信手段
により受信されたデータの復号が誤っている場合に前記移動局に、再送要求信号を通知す
る再送要求通知手段
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項６】
　請求項５に記載の基地局において：
　前記ノンサービング基地局から転送されるデータを、選択合成する選択合成手段；
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項７】
　請求項６に記載の基地局において：
　前記再送要求通知手段は、前記受信手段により受信されたデータに誤りが検出され、か
つ前記ノンサービング基地局からデータが転送されない場合に、移動局に対して再送要求
を行うことを特徴とする基地局。
【請求項８】
　請求項５に記載の基地局において、
　前記ノンサービング基地局は、
　前記移動局から通知された送信タイミングにしたがって、データを受信する受信手段；
　該受信手段により受信されたデータの誤りが検出されない場合に、復号後のデータを当
該基地局に転送するパケット転送手段；
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項９】
　サービング基地局と、ノンサービング基地局と、該サービング基地局と該ノンサービン
グ基地局との間でハンドオーバを行う移動局とを備える移動通通信システムであって：
　前記移動局は、
　前記サービング基地局に、データ送信要求を送信するデータ送信要求送信手段；
　前記サービング基地局から通知されるべき送信タイミングを受信する受信手段；
　前記サービング基地局と、前記ノンサービング基地局に、前記受信手段により受信され
た送信タイミングを通知する送信タイミング通知手段；
　前記受信手段により受信された送信タイミングに従って、データを前記サービング基地
局と、前記ノンサービング基地局に送信するデータ送信手段；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記サー
ビング基地局によりデータの復号が誤っていると判断された場合に該サービング基地局か
ら送信されるべき再送要求信号に応じて、データの再送を行う再送手段；
　を備え、
　前記サービング基地局は、
　前記移動局からのデータ送信要求に応じて行なわれるべきスケジューリングに基づいて
、送信タイミングを決定する送信タイミング決定手段；
　該送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングを前記移動局に通知する送
信タイミング通知手段；



(3) JP 4837957 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

　前記送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングにしたがって、前記移動
局からのデータを受信する受信手段；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記受信
手段により受信されたデータの復号が誤っている場合に、再送要求信号を通知する再送要
求通知手段
　を備え、
　前記ノンサービング基地局は、
　前記移動局により通知された送信タイミングにしたがって、データを受信する受信手段
；
　該受信手段により受信されたデータの誤りが検出されない場合に、復号後のデータを前
記サービング基地局に転送するパケット転送手段；
　を備えることを特徴とする移動通信システム。
【請求項１０】
　サービング基地局と、ノンサービング基地局と、該サービング基地局と該ノンサービン
グ基地局との間でハンドオーバを行う移動局とを備える移動通通信システムにおける通信
方法であって：
　前記移動局は、
　前記サービング基地局に、データ送信要求を送信するデータ送信要求送信ステップ；
　前記サービング基地局から通知されるべき送信タイミングを受信する送信タイミング受
信ステップ；
　前記サービング基地局と、前記ノンサービング基地局に、前記受信ステップにより受信
された送信タイミングを通知する送信タイミング通知ステップ；
　前記受信ステップにより受信された送信タイミングに従って、前記サービング基地局と
、前記ノンサービング基地局に、データを送信するデータ送信ステップ；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記サー
ビング基地局によりデータの復号が誤っていると判断された場合に該サービング基地局か
ら送信されるべき再送要求信号を受信する再送要求信号受信ステップ；
　該再送要求信号受信ステップにより受信された再送要求に従って、データの再送を行う
再送ステップ；
　を有し、
　前記サービング基地局は、
　前記移動局からのデータ送信要求に応じてスケジューリングを行うスケジューリングス
テップ；
　該スケジューリングステップによるスケジューリングに基づいて、送信タイミングを決
定する送信タイミング決定ステップ；
　前記移動局に、該送信タイミング決定ステップにより決定された送信タイミングを通知
する送信タイミング通知ステップ；
　前記送信タイミング決定ステップにより決定された送信タイミングにしたがって、移動
局からのデータを受信するデータ受信ステップ；
　ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記移動局か
らのデータの復号が誤っている場合に、前記移動局に、再送要求信号を通知する再送要求
通知ステップ；
　を有し、
　前記ノンサービング基地局は、
　前記移動局により通知された送信タイミングにしたがって、データを受信するデータ受
信ステップ；
　該データ受信ステップにより受信されたデータの誤りを検出する誤り検出ステップ；
　該誤り検出ステップによりデータの誤りが検出されない場合に、復号後のデータを前記
サービング基地局に転送するパケット転送ステップ；
　を有することを特徴とする通信方法。
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【請求項１１】
　請求項１０に記載の通信方法において：
　前記サービング基地局は、
　前記ノンサービング基地局から転送されるべきデータを受信する転送データ受信ステッ
プ；
　該転送データ受信ステップにより受信されたデータを選択合成する選択合成ステップ；
　を有することを特徴とする通信方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の通信方法において：
　前記再送要求通知ステップは、前記受信ステップにより受信されたデータに誤りが検出
され、かつ前記ノンサービング基地局からデータが転送されない場合に、移動局に対して
再送要求を行うことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局、基地局および移動通信システムならびに通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡにおいて、セル端でのデータレートおよび周波数効率の向上
は、重要な要求条件の一つである。このセル端でのデータレートおよび周波数効率の向上
に関して、マクロダイバーシチは重要な技術の１つである。
【０００３】
　例えば、上りリンクのセル間のソフトハンドオーバにより、セル端のデータレートをハ
ードハンドオーバ時に比較して、１０％～１５％程度の増大が可能である。
【０００４】
　したがって、セル間のマクロダイバーシチは、セル端のユーザスループットの増大の観
点から有効な技術である。
【非特許文献１】3PPG TR 25.896
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００６】
　例えば、図１に示すように、移動局は、複数セルサイトからの下りリンクシグナリング
チャネルを同時受信する必要がある。すなわち、サービング基地局（主基地局）(Serving
 Node B)とノンサービング基地局（従基地局）(Non-serving Node B)は、パケットスケジ
ューリングとハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）の観点からは、同等の扱いであり区別され
ない。
【０００７】
　パケット伝送においては、基地局においてＨＡＲＱやパケットスケジューリングなどの
パケットに関する制御が行われており、移動局はそれらの情報を複数の基地局から受信し
制御を行わないとハンドオーバのメリットを受けることができない。したがって、２つの
信号を同時に受信する必要がある。この２基の基地局から同時に受信している状態を、ソ
フトハンドオーバ状態という。ここで、移動局は、２つの基地局からの平均的な受信レベ
ル差（パスロス差）がある閾値内に入った場合にハンドオーバを行う。そのときの平均受
信レベルの大きい方をサービング基地局といい、サービング基地局以外をノンサービング
基地局という。３基以上の基地局から同時に受信している場合には、最大の受信レベルの
基地局をサービング基地局といい、それ以外の基地局をノンサービング基地局という。
【０００８】
　ソフトハンドオーバ状態の場合には、少なくとも２基の基地局により、スケジューリン
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グ、ＨＡＲＱの制御が行われ、そのフィードバック情報が移動局に送信される。したがっ
て、移動局は少なくとも２基の基地局からのフィードバック情報を受信する必要がある。
【０００９】
　また、フィードバック情報を受信するため、付随個別物理チャネル(Associated DPCH)
が必要である。Associated DPCHは、一定期間、送信データがなくても送信される必要が
あるため、基地局および移動局は、Ｗ－ＣＤＭＡと同等数の付随個別物理チャネル(Assoc
iated DPCH)を同時に受信する必要がある。
【００１０】
　また、ノンサービング基地局は，他のハンドオーバユーザに対しても割り当てを行って
いる。したがって、サービング基地局は割り当てを行った移動局に対するデータチャネル
の復調処理を行えばよいが、ノンサービング基地局は、サービング基地局が割り当てを行
った移動局に対するデータチャネルの復調処理と、ノンサービング基地局がサービング基
地局として割り当てを行った他の移動局に対するデータチャネルの復調処理の２つユーザ
からの信号を受信する必要がある。さらに、移動局の位置する場所によって受信タイミン
グが異なるため、異なるタイミングでAssociated DPCHと共有データチャネル(Shared Dat
a Channel)を受信する必要がある。
【００１１】
　したがって、ソフトハンドオーバによりユーザスループットを向上させることができる
が、制御が複雑になる。
【００１２】
　そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、上りリンクにおける複局同時
受信の処理を簡略化できる移動局、基地局および移動通信システムならびに通信方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本移動局は、
　サービング基地局に、データ送信要求を送信するデータ送信要求送信手段；
　該サービング基地局から通知されるべき送信タイミングを受信する受信手段；
　該サービング基地局と、ノンサービング基地局に、前記受信手段により受信された送信
タイミングを通知する送信タイミング通知手段；
　前記受信手段により受信された送信タイミングに従って、データを前記サービング基地
局と、前記ノンサービング基地局に送信するデータ送信手段；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記サー
ビング基地局によりデータの復号が誤っていると判断された場合に該サービング基地局か
ら送信されるべき再送要求信号に応じて、データの再送を行う再送手段；
　を備える。
【００１４】
　このように構成することにより、移動局は、送信タイミングをサービング基地局および
ノンサービング基地局に通知でき、該送信タイミングにしたがってデータの送信を行うこ
とができる。
【００１５】
　本基地局は、
　移動局からのデータ送信要求に応じて行われるべきスケジューリングに基づいて、送信
タイミングを決定する送信タイミング決定手段；
　該送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングを前記移動局に通知する送
信タイミング通知手段；
　前記送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングにしたがって、移動局か
らのデータを受信する受信手段；
　ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断された場合に、前記移動
局に、再送要求信号を通知する再送要求通知手段
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　を備える。
【００１６】
　このように構成することにより、移動局に対してスケジューリングを行い、送信タイミ
ングを決定することができ、該送信タイミングにしたがってデータを受信できる。
【００１９】
　本移動通信システムは、
　サービング基地局と、ノンサービング基地局と、該サービング基地局と該ノンサービン
グ基地局との間でハンドオーバを行う移動局とを備える移動通通信システムであって：
　前記移動局は、
　前記サービング基地局に、データ送信要求を送信するデータ送信要求送信手段；
　前記サービング基地局から通知されるべき送信タイミングを受信する受信手段；
　前記サービング基地局と、前記ノンサービング基地局に、前記受信手段により受信され
た送信タイミングを通知する送信タイミング通知手段；
　前記受信手段により受信された送信タイミングに従って、データを前記サービング基地
局と、前記ノンサービング基地局に送信するデータ送信手段；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記サー
ビング基地局によりデータの復号が誤っていると判断された場合に該サービング基地局
から送信されるべき再送要求信号に応じて、データの再送を行う再送手段；
　を備え、
　前記サービング基地局は、
　前記移動局からのデータ送信要求に応じて行なわれるべきスケジューリングに基づいて
、送信タイミングを決定する送信タイミング決定手段；
　該送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングを前記移動局に通知する送
信タイミング通知手段；
　前記送信タイミング決定手段により決定された送信タイミングにしたがって、前記移動
局からのデータを受信する受信手段；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記受信
手段により受信されたデータの復号が誤っている場合に、再送要求信号を通知する再送要
求通知手段
　を備え、
　前記ノンサービング基地局は、
　前記移動局により通知された送信タイミングにしたがって、データを受信する受信手段
；
　該受信手段により受信されたデータの誤りが検出されない場合に、復号後のデータを前
記サービング基地局に転送するパケット転送手段；
　を備える。
【００２０】
　このように構成することにより、移動局は、送信タイミングをサービング基地局および
ノンサービング基地局に通知でき、該送信タイミングにしたがってデータの送信を行うこ
とができる。また、サービング基地局は、移動局に対してスケジューリングを行い、送信
タイミングを決定することができ、該送信タイミングにしたがってデータを受信できる。
また、ノンサービング基地局は、送信タイミングにしたがって、データを受信でき、デー
タの誤りが検出されない場合に、復号後のデータをサービング基地局に転送することがで
きる。
【００２１】
　本通信方法は、
　サービング基地局と、ノンサービング基地局と、該サービング基地局と該ノンサービン
グ基地局との間でハンドオーバを行う移動局とを備える移動通通信システムにおける通信
方法であって：
　前記移動局は、
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　前記サービング基地局に、データ送信要求を送信するデータ送信要求送信ステップ；
　前記サービング基地局から通知されるべき送信タイミングを受信する送信タイミング受
信ステップ；
　前記サービング基地局と、前記ノンサービング基地局に、前記受信ステップにより受信
された送信タイミングを通知する送信タイミング通知ステップ；
　前記受信ステップにより受信された送信タイミングに従って、前記サービング基地局と
、前記ノンサービング基地局に、データを送信するデータ送信ステップ；
　前記ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記サー
ビング基地局によりデータの復号が誤っていると判断された場合に該サービング基地局か
ら送信されるべき再送要求信号を受信する再送要求信号受信ステップ；
　該再送要求信号受信ステップにより受信された再送要求に従って、データの再送を行う
再送ステップ；
　を有し、
　前記サービング基地局は、
　前記移動局からのデータ送信要求に応じてスケジューリングを行うスケジューリングス
テップ；
　該スケジューリングステップによるスケジューリングに基づいて、送信タイミングを決
定する送信タイミング決定ステップ；
　前記移動局に、該送信タイミング決定ステップにより決定された送信タイミングを通知
する送信タイミング通知ステップ；
　前記送信タイミング決定ステップにより決定された送信タイミングにしたがって、移動
局からのデータを受信するデータ受信ステップ；
　ノンサービング基地局によりデータの復号が誤っていると判断され、且つ前記移動局か
らのデータの復号が誤っている場合に、前記移動局に、再送要求信号を通知する再送要求
通知ステップ；
　を有し、
　前記ノンサービング基地局は、
　前記移動局により通知された送信タイミングにしたがって、データを受信するデータ受
信ステップ；
　該データ受信ステップにより受信されたデータの誤りを検出する誤り検出ステップ；
　該誤り検出ステップによりデータの誤りが検出されない場合に、復号後のデータを前記
サービング基地局に転送するパケット転送ステップ；
　を有する。

【００２２】
　このようにすることにより、移動局は、送信タイミングをサービング基地局およびノン
サービング基地局に通知でき、該送信タイミングにしたがってデータの送信を行うことが
できる。また、サービング基地局は、移動局に対してスケジューリングを行い、送信タイ
ミングを決定することができ、該送信タイミングにしたがってデータを受信できる。また
、ノンサービング基地局は、送信タイミングにしたがって、データを受信でき、データの
誤りが検出されない場合に、復号後のデータをサービング基地局に転送することができる
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の実施例によれば、上りリンクにおける複局同時受信の処理を簡略化できる移動
局、基地局および移動通信システムならびに通信方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
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繰り返しの説明は省略する。
【００２５】
　本発明にかかる移動通信システムについて、図２を参照して説明する。
【００２６】
　本実施例にかかる移動通信システムは、移動局１００と基地局２００とを備える。
【００２７】
　本実施例においては、移動局１００は、サービング基地局２００１とノンサービング基
地局２００２との間でハンドオーバ状態であり、サービング基地局２００１とノンサービ
ング基地局２００２と同時に通信できる状態である場合について説明する。
【００２８】
　本実施例においては、移動局１００は１つの基地局、すなわちサービング基地局２００

１により制御が行われる。サービング基地局２００１は、移動局１００に対してスケジュ
ーリングおよび再送制御を行う。
【００２９】
　サービング基地局２００１は、スケジューリングを行い、ユーザの割り当てを行うと、
データの送信タイミングを示す送信タイミングと、ＭＣＳとを予約情報として、移動局１
００に通知する。
【００３０】
　移動局１００は、サービング基地局２００１からの予約情報を受信すると、付随する制
御チャネル、例えば付随個別物理チャネルにより、サービング基地局２００１およびノン
サービング基地局２００２に、割り当てられたことを確認する確認情報、送信タイミング
、ＭＣＳなどの情報を送信する。
【００３１】
　移動局１００は、送信タイミングにしたがって、データチャネルにより、サービング基
地局２００１およびノンサービング基地局２００２にデータを送信する。
【００３２】
　ノンサービング基地局２００２は受信したパケットの復号と、ＨＡＲＱの受信処理のみ
を行う。ノンサービング基地局２００２は受信したパケットの復号が正しくできた場合に
、サービング基地局２００１にそのパケットを転送する。ノンサービング基地局２００２

は復号した結果誤っていた場合には、一時的にバッファに保存し、待機する。
【００３３】
　サービング基地局２００１は、受信したデータチャネルの復調・復号処理を行い、正し
く受信できない場合には、一時的にバッファに保存し、待機する。サービング基地局２０
０１は、ノンサービング基地局２００２から正しく受信できた場合に送信されるパケット
が受信されるか否かを判断する。一定時間経過しても、ノンサービング基地局からパケッ
トが受信されない場合、再送処理を行う。この場合、サービング基地局２００１は、再送
要求情報を移動局１００に送信する。
【００３４】
　再送要求が行われた場合に、サービング基地局２００１およびノンサービング基地局２
００２は、ＨＡＲＱ処理を行い、再送されたパケットと合成する処理が行われる。
【００３５】
　本実施例では、下りの制御チャネル（フィードバックシグナリング）は、サービング基
地局２００１からのみ送信され、移動局１００に受信される。すなわち、ノンサービング
基地局２００２は、下りの制御チャネル（フィードバックシグナリング）を送信しない。
【００３６】
　したがって、ノンサービング基地局２００２から移動局１００に再送要求を示す制御情
報が送信されることがなく、移動局１００は、複数のサイトからフィードバックチャネル
を同時に受信する必要がないため制御を簡略化できる。
【００３７】
　Ｗ－ＣＤＭＡでは、図３に示すように、両基地局、すなわちサービング基地局およびノ
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ンサービング基地局からＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報が移動局に通知される。
【００３８】
　また、Ｗ－ＣＤＭＡでは、サービング基地局は、スケジューリングを行い、その割り当
て情報を移動局およびノンサービング基地局に通知する。移動局は、その割り当て情報に
したがってデータチャネルの送信を行う。
【００３９】
　移動局から送信されたデータチャネルは両基地局で受信され、両基地局で復調・復号処
理が行われる。その結果、どちらか一方の基地局で正しく受信されていれば上位局で合成
できるため、再送処理は行われない。両基地局で誤りである場合のみ再送処理が行われる
。この場合、両基地局からＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報が移動局に通知される。
【００４０】
　これに対し、本実施例においては、ノンサービング基地局２００２から、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫの情報が移動局１００に送信されない。
【００４１】
　次に、本実施例にかかる移動局１００について、図４を参照して説明する。
【００４２】
　本実施例にかかる移動局１００は、データ送信要求送信部１０２と、データ送信要求送
信部１０２と接続された送信タイミング通知手段としての制御部１０４と、制御部１０４
と接続されたデータ送信部１０６とを備える。
【００４３】
　データ送信要求送信部１０２は、送信データが生じた場合に、データ送信要求をサービ
ング基地局２００１に送信する。
【００４４】
　制御部１０４は、サービング基地局２００１から通知された送信タイミングを、サービ
ング基地局２００１およびノンサービング基地局２００２に通知する。
【００４５】
　データ送信部１０６は、送信タイミングに基づいて、データをサービング基地局２００

１およびノンサービング基地局２００２に送信する。
【００４６】
　次に、本実施例にかかる基地局２００について、図５Ａおよび図５Ｂを参照して説明す
る。
【００４７】
　本実施例においては、基地局２００をサービング基地局２００１とサービング基地局２
００２とに分けて説明するが、基地局２００としては、両方の機能を備える。
【００４８】
　サービング基地局２００１は、受信部２０２と、受信部２０２と接続された制御部２０
４と、制御部２０４と接続された選択合成部２０６および再送要求通知部２０８とを備え
る。
【００４９】
　受信部２０２は、移動局１００から送信されたパケットの復調・復号処理を行い誤り検
出を行う。また、受信部２０２は、再送パケットを受信した場合に再送パケットの合成を
行う。
【００５０】
　制御部２０４は、受信部２０２において受信されたパケットが誤りを含むものである場
合所定の時間待機し、該所定の時間待機後、ノンサービング基地局２００２から正しく受
信されたパケットフレーム、もしくはＩＰパケットが転送されない場合には、ノンサービ
ング基地局２００２においても正しく受信されていないと判断し、再送要求通知部２０８
に再送要求を行うように命令する。この所定の時間は、サービング基地局２００１とノン
サービング基地局２００２との距離、伝送レート、処理遅延に基づいて予め決定される。
例えば、処理遅延は、上位局を複数経由する場合に大きくなる。言い換えれば、所定の時
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間は、経路の状態に基づいて予め決定される。
【００５１】
　再送要求通知部２０８は、制御部２０４からの再送要求を行うことを示す命令にしたが
って、移動局１００に対して再送要求を通知する。
【００５２】
　選択合成部２０６は、ノンサービング基地局２００２から送信されたパケットフレーム
、もしくはＩＰパケットを受信した場合に、該パケットの選択合成を行う。選択合成部２
０６は、復号されたパケットフレーム、もしくはＩＰパケットを受信した場合に、選択合
成を行う。
【００５３】
　ノンサービング基地局２００２は、受信部２１０と、受信部２１０と接続された制御部
２１２と、制御部２１２と接続されたパケット転送部２１４とを備える。
【００５４】
　受信部２１０は、移動局１００から送信されたパケットの復調・復号処理を行い誤り検
出を行う。また、受信部２０２は、再送パケットを受信した場合に再送パケットの合成を
行う。
【００５５】
　制御部２１２は、受信部２１０において受信されたパケットが誤りを含むものである場
合には待機し、誤りを含まず復調・復号できる場合には、該パケットを、パケットフレー
ム、もしくはＩＰパケットを単位として、パケット転送部２１４を介して、サービング基
地局２００１に転送する。
【００５６】
　パケット転送部２１４は、正しく復調・復号されたパケットフレーム、もしくは結合後
のＩＰパケットの単位で、Ｌ２アドレス、もしくはＬ３アドレスを用いて、有線伝送路(b
ackhaul)を介して、サービング基地局２００１へ転送する。パケット転送部２１４は、直
接サービング基地局２００１に転送してもよいし、上位局を経由して転送するようにして
もよい。
【００５７】
　次に、本実施例にかかる移動通信システムの動作について、図６を参照して説明する。
【００５８】
　移動局１００に対する、サービング基地局２００１およびノンサービング基地局２００

２はすでに決定されている。
【００５９】
　移動局１００のデータ送信要求送信部１０２は、送信データがあることを示す情報をサ
ービング基地局２００１に送信する（ステップＳ６０２）。
【００６０】
　サービング基地局２００１は、制御部２０４において、スケジューリングを行う（ステ
ップＳ６０４）。サービング基地局２００１は、ハンドオーバユーザに対し割り当てを行
った場合には、ハンドオーバユーザに対し予約情報を送信する（ステップＳ６０６）。こ
の予約情報には、ハンドオーバユーザに対し割り当てたことを示す割り当て情報例えば、
割り当て時間スロット，周波数情報など、共有データチャネルを送信するタイミングを示
す送信タイミング、ＭＣＳなどの情報が含まれる。このようにすることにより、移動局は
割り当てられたことを知ることができる。
【００６１】
　移動局１００は、予約情報を受信すると、制御部１０４において、付随する制御チャネ
ル、例えば付随個別物理チャネル(Associated DPCH)により、割り当てられたことを確認
する割り当て確認情報(Acknowledge information)、送信タイミング、ＭＣＳなどを示す
情報を、サービング基地局２００１およびノンサービング基地局２００２に送信する（ス
テップＳ６０８、ステップＳ６１０）。このように共有データチャネル(Shared data cha
nnel)の送信前に送信タイミングを通知することにより、ノンサービング基地局２００２
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は、ハンドオーバユーザの共有データチャネルの受信タイミング、ＭＣＳ情報を事前に認
識することができる。また、この場合、移動局１００（ハンドオーバユーザ）に対しては
、追加の制御遅延(Additional scheduling delay)を許容させることになる。
【００６２】
　ノンサービング基地局２００２において、共有データチャネルを受信するためには、付
随個別物理チャネルの受信が必要である。この付随個別物理チャネルとして、例えば共通
付随物理チャネルを使用する。この共通付随物理チャネルは、ハンドオーバユーザ間で共
有するものであり、ユーザ間で共通に用いられる。この共通付随物理チャネルは、個別チ
ャネルをまとめて共通で使用するようにしたものである。
【００６３】
　ユーザは、例えば、サブフレーム、パケット毎にユーザを変える時間多重、周波数領域
で多重する周波数多重、符号を変えて複数のユーザが使用できるようにする符号多重のい
ずれか１つの方法により多重される。
【００６４】
　また、付随個別物理チャネルを用いるようにしてもよい。この付随個別物理チャネルを
用いる場合に、個別のチャネルを使用するようにしてもよいし、共通のチャネルを使用す
るようにしてもよい。
【００６５】
　個別のチャネルを使用することにより、割り当てられたユーザが必ず使用できる。共通
のチャネルを使用することにより、ユーザ数を増やすことができる。
【００６６】
　共通のチャネルを使用し、周波数ダイバーシチのような送信方法を用いることにより全
ユーザがある程度の受信品質で受信できる。また、送信電力制御を行うことにより受信品
質を改善できる。
【００６７】
　共通のチャネル間の多重方法には上述した時間多重、周波数多重、符号多重がある。
【００６８】
　移動局１００は、送信タイミングにしたがって、共有データチャネルによりデータの送
信を行う（ステップＳ６１２、ステップＳ６１４）。送信されたデータは、サービング基
地局２００１およびノンサービング基地局２００２で受信される。
【００６９】
　サービング基地局２００１およびノンサービング基地局２００２は、受信したパケット
の復号を行う（ステップＳ６１６、ステップＳ６１８）。
【００７０】
　ノンサービング基地局２００２は、パケットが正しく復調・復号できた場合には、復号
されたパケットフレーム、もしくは結合後のＩＰパケットを、サービング基地局２００１

に送信する。
【００７１】
　ノンサービング基地局２００２は、パケットが正しく復号できなかった場合は何もしな
い。
【００７２】
　一方、サービング基地局２００１は、パケットが正しく復号できない場合には、ノンサ
ービング基地局２００２から、正しく受信されたパケットフレーム、もしくは結合後のＩ
Ｐパケットが転送されるのを待つ。サービング基地局２００１は、所定時間経過しても正
しく受信されたパケットフレーム、もしくは結合後のＩＰパケットが送信されない場合、
ノンサービング基地局２００２においてもパケットが正しく受信できなかったと判断し、
再送制御を行う。
【００７３】
　また、ノンサービング基地局２００２は、パケットが正しく受信できなかった場合は正
しく受信できなかったことを示す情報をサービング基地局２００１に通知するようにして
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もよい。このようにすることにより、サービング基地局２００１は、自サービング基地局
２００１でのパケットの受信結果に基づいて、再送制御を早く行うことができる。
【００７４】
　本実施例によれば、パケットスケジューリングは、移動局とサービング基地局間でのみ
実行される。このため、ノンサービング基地局は、共有データチャネルの復号を行うだけ
でよく、移動局へのフィードバック情報を送信する必要はない。この場合、ノンサービン
グ基地局は、移動局からの共有データチャネルの受信タイミング、ＭＣＳ情報を事前に付
随する制御チャネル、例えば付随個別物理チャネル(Associated DPCH)を介して通知され
る。
【００７５】
　また、ノンサービング基地局２００２において、付随個別物理チャネルと、共通データ
チャネルの数を低減するために、送信を行うユーザを示すＵＥ　ＩＤ、送信タイミング、
ＭＣＳ情報は、共通付随物理チャネルにより予め受信されるようにしてもよい。例えば、
制御部１０４は、送信タイミングおよび移動局識別符号（UE　ID）を複数の移動局間で共
通に用いる制御チャネルを介して通知する。ＵＥ　ＩＤが含まれているため、複数のユー
ザ間で共通に使われる制御チャネルを用いても、ノンサービング基地局２００２で対応す
るユーザを識別することができる。
【００７６】
　ノンサービング基地局２００２は、後続する共有データチャネルを受信し、復号（再送
時はパケット合成型ＨＡＲＱ）し、ＣＲＣがＯＫだった場合、復号したパケットを転送す
る。例えば、Ｌ２アドレスまたはＬ３アドレスを使用して、サービング基地局２００１に
転送する
　共有データチャネルは、回線交換でなくパケットモード伝送であるため、 ノンサービ
ング基地局２００２における受信カード数、例えばボード数はそれほど大きくはならない
。
【００７７】
　本実施例によれば、移動局において，複数サイトからのフィードバックチャネルの同時
受信を必要とせずに、ソフトハンドオーバと同等のマクロダイバーシチゲインを得ること
ができるハンドオーバを実現できる。また、上りリンクにおけるベストエフォート型の複
局同時受信(Complementary HHO)を実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明にかかる移動局、基地局および移動通信システムならびに通信方法は、移動通信
システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】ソフトハンドオーバ状態を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる移動通信システムを示す説明図である。
【図３】Ｗ－ＣＤＭＡ方式の移動通信システムを示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施例にかかる移動局を示すブロック図である。
【図５Ａ】本発明の一実施例にかかるサービング基地局を示すブロック図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施例にかかるノンサービング基地局を示すブロック図である。
【図６】本発明の一実施例にかかる移動通信システムの動作を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００８０】
１００　移動局
２００　基地局
２００１　サービング基地局
２００２　ノンサービング基地局
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