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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
基地局と、該基地局との間で通信を行なうに際して共通に使用する回線を介しスペクト
ル拡散した情報の遣り取りを行なう複数の端末装置とを有する符号分割多元接続通信シス
テムにおいて、
該基地局が、
上記複数の端末装置からのランダムアクセス時に、該端末装置からのアクセス信号を受
信する受信手段と、
該受信手段にて該端末装置から複数のアクセス信号を受信した場合に、それぞれについ
ての応答情報を１フレーム期間中にそれぞれの受信順に従って端末装置へ送信する応答情
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報送信手段とをそなえ、
該端末装置が、それぞれ、
該基地局の該応答情報送信手段からの上記応答情報を受信する応答情報受信手段と、
該基地局へランダムアクセスした後に、該応答情報受信手段にて該基地局から受信した
自端末装置に相当する応答情報の前記１フレーム期間中での受信タイミングを基準にした
アクセスタイミングで、該基地局へ情報を送信する送信手段とをそなえて構成されたこと
を特徴とする、符号分割多元接続通信システム。
【請求項２】
符号分割多元接続通信システムにおいて、共通に使用する回線を介してスペクトル拡散
した情報の遣り取りを複数の端末装置との間で行なう基地局であって、
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上記複数の端末装置からのランダムアクセス時に、該端末装置からのアクセス信号を受
信する受信手段と、
該受信手段にて該端末装置から複数のアクセス信号を受信した場合に、それぞれについ
ての応答情報を１フレーム期間中にそれぞれの受信順に従って端末装置へ送信する応答情
報送信手段とをそなえて構成されていることを特徴とする、符号分割多元接続システム用
基地局。
【請求項３】
符号分割多元接続通信システムにおける基地局との間で通信を行なうに際して共通に使
用する回線を介しスペクトル拡散した情報の遣り取りを行なう端末装置であって、
該基地局へランダムアクセスするランダムアクセス手段と、
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該基地局へのランダムアクセスを行なうことにより、該基地局から送られてくる応答情
報を受信する応答情報受信手段と、
該基地局へランダムアクセスした後に、該応答情報受信手段にて該基地局から受信した
自端末装置に相当する応答情報の１フレーム期間中での受信タイミングを基準にしたアク
セスタイミングで、該基地局へ情報を送信する送信手段とをそなえて構成されたことを特
徴とする、符号分割多元接続通信システム用端末装置。
【請求項４】
基地局と、該基地局との間で通信を行なう複数の端末装置とをそなえ、共通に使用する
回線を介しスペクトル拡散した情報の遣り取りを上記の基地局と複数の端末装置との間で
行なう符号分割多元接続通信方法において、
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該基地局で、上記端末装置からのランダムアクセス時に、該端末装置から複数のアクセ
ス信号を受信した場合に、それぞれについての応答情報を１フレーム期間中にそれぞれの
受信順に従って端末装置へ送信する応答情報送信ステップと、
上記端末装置が、それぞれ、該基地局へランダムアクセスした後に、該基地局から受信
した各端末装置に相当する応答情報の前記１フレーム期間中での受信タイミングを基準に
したアクセスタイミングで、該基地局へ情報を送信する送信ステップとをそなえて構成さ
れたことを特徴とする、符号分割多元接続通信方法。
【請求項５】
符号分割多元接続通信システムにおける基地局との間で通信を行なうに際して共通に使
用する回線を介しスペクトル拡散した情報の遣り取りを行なう端末装置の通信方法であっ
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て、
該基地局へランダムアクセスするステップと、
該基地局へのランダムアクセスを行なうことにより、該基地局から送られてくる応答情
報を受信するステップと、
該基地局へランダムアクセスした後に、該基地局から受信した自端末装置に相当する応
答情報の１フレーム期間中での受信タイミングを基準にしたアクセスタイミングで、該基
地局へ情報を送信するステップと、をそなえて構成されたことを特徴とする、端末装置の
通信方法。
【請求項６】
基地局と、該基地局との間で通信を行なう複数の端末装置とをそなえ、共通に使用する
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回線を介しスペクトル拡散した情報の遣り取りを上記の基地局と複数の端末装置との間で
行なう符号分割多元接続通信方法において、
該端末装置が該基地局へランダムアクセスするステップと、
該基地局で、上記端末装置からのランダムアクセス時に、該端末装置から複数のアクセ
ス信号を受信した場合に、それぞれについての応答情報を１フレーム期間中にそれぞれの
受信順に従って端末装置へ送信する応答情報送信ステップと、
上記端末装置が、それぞれ、該基地局へランダムアクセスした後に、該基地局から受信
した各端末装置に相当する応答情報を受信すると、その後の１フレーム期間中に、該基地
局へ前記ランダムアクセスした１フレーム期間中でのタイミングに相当するアクセスタイ
ミングで情報を送信する送信ステップとをそなえて構成されたことを特徴とする、符号分
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割多元接続通信方法。
【請求項７】
符号分割多元接続通信システムにおける基地局との間で通信を行なうに際して共通に使
用する回線を介しスペクトル拡散した情報の遣り取りを行なう端末装置の通信方法であっ
て、
該基地局へランダムアクセスするステップと、
該基地局へのランダムアクセスを行なうことにより、該基地局から送られてくる応答情
報を受信するステップと、
該基地局へランダムアクセスした後に、該基地局から受信した自端末装置に相当する応
答情報を受信すると、その後の１フレーム期間中に、該基地局へ前記ランダムアクセスし
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た１フレーム期間中でのタイミングに相当するアクセスタイミングで情報を送信するステ
ップと、をそなえて構成されたことを特徴とする、端末装置の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（目次）
発明の属する技術分野
従来の技術（図２４）
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段（図１）
発明の実施の形態
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（１）第１実施形態の説明（図２〜図８）
（２）第１実施形態の第１変形例の説明（図９及び図１０）
（３）第１実施形態の第２変形例の説明（図１１及び図１２）
（４）第１実施形態の第３変形例の説明（図１３）
（５）第１実施形態の第４変形例の説明（図１４及び図１５）
（６）第１実施形態の第５変形例の説明（図１６〜図１８）
（７）第１実施形態の第６変形例の説明（図１９及び図２０）
（８）第１実施形態の第７変形例の説明（図２１〜図２３）
（９）その他
発明の効果
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【０００２】
【発明の属する技術分野】
本発明は、基地局との間で共通に使用する回線を介してスペクトル拡散した情報の通信
を好適に行なえる、符号分割多元接続通信システム並びに符号分割多元接続通信システム
用基地局及び符号分割多元接続通信システム用端末装置並びに符号分割多元接続通信方法
並びに端末装置の通信方法に関する。
【０００３】
【従来の技術】
近年、携帯電話の需要の高まりにより、移動通信システムにおける周波数の有効利用が大
きな問題になっている。このような中でスペクトル拡散技術を用いた符号分割多元接続（
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Ｃ Ｄ Ｍ Ａ :Code Division Multiple Access) 通 信 シ ス テ ム は 周 波 数 効 率 の 高 い シ ス テ ム と
して注目されており、実用化に向けて研究が盛んに行なわれている。
【０００４】
Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 通 信 シ ス テ ム に お い て 、 ユ ー ザ ー は 、 移 動 端 末 (Mobile Station;以 下 、 「 Ｍ Ｓ 」
と 言 う ） を 使 用 し て 、 例 え ば 携 帯 電 話 を か け る 際 に は 、 基 地 局 (Base Station;以 下 「 Ｂ Ｓ
」と言う）から送信される報知情報より送信できるタイミングを基に、ＢＳへフレームを
送信する。
ここで、携帯電話からＢＳへ送信されるフレームは、図２４（ｂ）に複数の矢印で示すよ
うに、所定の周期内のタイミングで送信される。図２４（ｂ）では、１周期内に例えば、
ＢＳへアクセスできる契機が４タイミングあり、各携帯電話は、いずれかのタイミングを
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ランダムに選択して、ＢＳへフレームを送信するようになっている。
【０００５】
図２４（ｂ）では、ＭＳ１ａ〜４ａが、互いに異なるタイミングでＢＳへフレームを送信
する場合を示している。なお、ＣＤＭＡ通信システムでは、各ＭＳ１ａ〜４ａが送信した
フレームは、拡散コードを用いて拡散されてＢＳへ送信されるが、各ＭＳ１ａ〜４ａがフ
レームを送信するタイミングが異なるため、各ＭＳ１ａ〜４ａが用いる拡散コードの体系
が同じであっても、送信タイミングと共に拡散コードの位相のタイミングもずれるため、
ＢＳは、各ＭＳ１ａ〜４ａから送信されたフレームをそれぞれ位相のずれた拡散コードを
基に逆拡散して、フレームを抽出することができる。
【０００６】
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また、ＢＳでは、各ＭＳ１ａ〜４ａから送信されたフレームを受信したときには、図２４
（ ａ ） に 示 す よ う に 、 各 Ｍ Ｓ １ ａ 〜 ４ ａ （ 送 信 側 ） に 対 す る 応 答 情 報 と し て 、 Ａ Ｃ Ｋ (Ack
nowledge) を 送 信 す る 。 こ こ で 、 Ａ Ｃ Ｋ は 、 複 数 の Ｍ Ｓ １ ａ 〜 ４ ａ へ の 応 答 情 報 を 伝 送 フ
レームにまとめて送信するようになっている。
一方、各ＭＳ１ａ〜４ａは、フレームをＢＳへ送信後に、ＢＳから出力されたフレームを
受信して、先にＢＳへ送信したフレームがＢＳで受信されたかを確認する。受信したフレ
ーム内に、自装置が送信したフレームに対する応答情報があれば、各ＭＳ１ａ〜４ａは、
それぞれＢＳへ向けて送信したフレームがＢＳで受信されたこと確認する。また、各ＭＳ
１ａ〜４ａは、例えば、ＢＳへフレームを送信してから所定時間内に、自装置が送信した
フレームに対する応答情報を受信できないときは、再送の処理を行なう。他方、各ＭＳ１
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ａ〜４ａは、ＢＳへフレームを送信してから所定時間内に、自装置が送信した情報に対す
るＡＣＫを受信したときに、継続して、ＢＳへ送信する残りのフレームがあれば、残りの
フレーム送信処理を行なう。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
各ＭＳ１ａ〜４ａは、複数のフレームをＢＳへ送る場合に、各フレームを送信する毎にＢ
ＳよりＡＣＫを受信してから残りフレームを送信する。
ここで、ＭＳ１ａ〜４ａが、図２４（ｂ）に示すように、１フレームをＢＳへ送信してか
ら図２４（ａ）に示すようなＡＣＫを受信して、ＭＳ１ａとＭＳ２ａとが残りパケットを
送信する場合に、１フレーム内で４つのアクセスタイミングをランダムに選択できるので
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、ＭＳ１ａとＭＳ２ａとがＢＳへアクセスするタイミングが同じ場合もある。
【０００８】
このとき、ＭＳ１ａとＭＳ２ａとから送信される情報は、同じ位相の拡散コードで拡散さ
れた情報であるため、ＢＳでは、ＭＳ１ａとＭＳ２ａとから送信された情報を分離するこ
とができず、情報の喪失を招き、ＭＳ１ａとＭＳ２ａとでは、送信後にＢＳから２番目に
送信したフレームに対する応答情報を受信できないことにより、再送処理を行なわなけれ
ば な ら ず 、 こ れ に よ り 通 信 シ ス テ ム の ス ル ー プ ッ ト (through put) の 低 下 を 招 く と い う 課
題がある。
【０００９】
本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、端末装置が基地局から応答情報を
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受信後に継続して残り情報を送信する際に、受信した応答情報の搭載順に再度アクセスす
ることで、応答情報が搭載された端末装置同士間でのアクセスタイミングの衝突をなくし
、スループットの低下を抑制できるようにした、符号分割多元接続通信システム並びに符
号分割多元接続通信システム用基地局及び符号分割多元接続通信システム用端末装置並び
に符号分割多元接続通信方法並びに端末装置の通信方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
このため、図１に示すように、請求項１記載の符号分割多元接続通信システム１００は、
基地局８０と、該基地局８０との間で通信を行なうに際して共通に使用する回線を介しス
ペクトル拡散した情報の遣り取りを行なう複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉ（Ｉ：２以
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上の整数）とをそなえて構成されている。
【００１１】
さらに、基地局８０は、上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉからのランダムアクセ
ス時に、該端末装置６０−１〜６０−Ｉからのアクセス信号を受信する受信手段８０ａと
、該受信手段８０ａにて該端末装置６０−１〜６０−Ｉから複数のアクセス信号を受信し
た場合に、それぞれについての応答情報を１フレーム期間中にそれぞれの受信順に従って
端末装置６０−１〜６０−Ｉへ送信する応答情報送信手段８０ｂとをそなえて構成されて
いる。
【００１２】
さらに、該端末装置６０−１〜６０−Ｉは、それぞれ、該基地局８０の該応答情報送信
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手段８０ｂからの上記応答情報を受信する応答情報受信手段６０ａと、該基地局８０へラ
ンダムアクセスした後に、該応答情報受信手段６０ａにて該基地局８０から受信した自端
末装置に相当する応答情報の前記１フレーム期間中での受信タイミングを基準にしたアク
セスタイミングで、該基地局８０へ情報を送信する送信手段６０ｂとをそなえて構成され
ている。
【００１３】
さらに、上記端末装置６０−１〜６０−Ｉの送信手段６０ｂを、残り情報を継続して基
地局８０へ送信する際に、上記の自端末装置に相当する応答情報が有する順番に従って設
定された送信タイミング期間内に、該基地局８０へ再度アクセスして該残り情報を送信す
るように構成してもよい。または、上記基地局８０の応答情報送信手段８０ｂを、所定の
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優先順位に従って並び替えられた複数の応答情報を搭載した該伝送フレームを上記複数の
端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信するように構成するのが望ましい。
【００１４】
または、上記基地局８０の応答情報送信手段８０ｂを、所定の優先順位に従って並び替
えられた複数の応答情報を搭載した該伝送フレームを上記複数の端末装置６０−１〜６０
−Ｉに送信するように構成するとともに、上記端末装置６０−１〜６０−Ｉの送信手段６
０ｂが、上記残り情報を継続して基地局８０へ送信する際に、上記の自端末装置に相当す
る応答情報が有する順番に従って設定された送信タイミング期間内に、該基地局８０へ再
度アクセスして該残り情報を送信するように構成することもできる。
【００１５】
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または、該端末装置６０−１〜６０−Ｉに、該基地局８０に初めてランダムアクセスを
行なう前に、該応答情報受信手段６０ａにて、上記伝送フレームを受信するとともに、受
信した上記伝送フレーム内に搭載されている該応答情報の数分だけ送信タイミングをずら
して、該基地局８０へランダムアクセスを行なう手段をそなえて構成することもできる。
【００１６】
また、該基地局８０の応答情報送信手段８０ｂを、上記応答情報と共に、残り情報を送
信する端末装置の数を示す情報を該伝送フレームに搭載して該端末装置６０−１〜６０−
Ｉに送信するように構成するとともに、該端末装置６０−１〜６０−Ｉが該基地局８０に
初めてランダムアクセスを行なう前に該応答情報受信手段６０ａにて上記伝送フレームを
受信するとともに、該端末装置６０−１〜６０−Ｉは、受信した上記伝送フレーム内に搭
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載されている残り情報を送信する端末装置の数分だけ送信タイミングをずらして、該基地
局８０へランダムアクセスを行なう手段をそなえて構成することもできる。
【００１７】
また、該基地局８０の応答情報送信手段８０ｂを、残り情報を送信する端末装置順に並
び替えた該応答情報を搭載した伝送フレームを該端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信する
とともに、該残り情報を送信する該端末装置への該応答情報が、一定の範囲内で該端末装
置６０−１〜６０−Ｉが行なう送信タイミング数を超えるときは、超えた分の該応答情報
を次回送信する伝送フレーム内に搭載するように構成することもできる。
【００１８】
または、上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉを、少なくとも２種の異なる拡散情報
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の内の一方の拡散情報を用いてスペクトル拡散された情報を該基地局８０へ送信する第１
端末装置と、上記少なくとも２種の異なる拡散情報の内の他方の拡散情報を用いてスペク
トル拡散された情報を該基地局８０へ送信する第２端末装置として構成し、該基地局８０
の応答情報送信手段８０ｂを、各拡散情報別に該応答情報を該伝送フレームに搭載して、
該一方の拡散情報を用いた情報を送信した該第１端末装置に対する該応答情報の数情報ま
たは該他方の拡散情報を用いた情報を送信した該第２端末装置に対する該応答情報の数情
報を該応答情報とともに該伝送フレームに搭載して上記複数の端末装置６０−１〜６０−
Ｉに送信するように構成するとともに、上記の第１端末装置または第２端末装置の送信手
段６０ｂを、伝送フレーム内の自己が使用する拡散コード別に搭載されている該応答情報
順に該残り情報を送信するように構成することもできる。
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【００１９】
一方、請求項２記載の符号分割多元接続システム用基地局８０は、複数の端末装置６０
−１〜６０−Ｉからのランダムアクセス時に、該端末装置６０−１〜６０−Ｉからのアク
セス信号を受信する受信手段８０ａと、該受信手段８０ａにて該端末装置６０−１〜６０
−Ｉから複数のアクセス信号を受信した場合に、それぞれについての応答情報を１フレー
ム期間中にそれぞれの受信順に従って端末装置６０−１〜６０−Ｉへ送信する応答情報送
信手段８０ｂとをそなえて構成される。
【００２０】
さらに、該応答情報送信手段８０ｂを、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の
応答情報を搭載した該伝送フレームを上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信する
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ように構成するのが望ましい。または、該応答情報送信手段８０ｂを、上記応答情報と共
に、残り情報を送信する端末装置の数を示す情報を該伝送フレームに搭載して該端末装置
６０−１〜６０−Ｉに送信するように構成することもできる。
【００２１】
または、該応答情報送信手段８０ｂを、残り情報を送信する端末装置順に並び替えた該
応答情報を搭載した伝送フレームを該端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信するとともに、
該残り情報を送信する該端末装置への該応答情報が、一定の範囲内で該端末装置６０−１
〜６０−Ｉが行なう送信タイミング数を超えるときは、超えた分の該応答情報を次回送信
する伝送フレーム内に搭載するように構成することもできる。
【００２２】
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または、該応答情報送信手段８０ｂを、各拡散情報別に該応答情報を該伝送フレームに
搭載して、少なくとも２種の異なる拡散情報の内の一方の拡散情報を用いてスペクトル拡
散された情報を送信した上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉのうちの第１端末装置に
対する該応答情報の数情報または他方の拡散情報を用いてスペクトル拡散された情報を送
信した上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉのうちの第２端末装置に対する該応答情報
の数情報を該応答情報とともに該伝送フレームに搭載して上記複数の端末装置６０−１〜
６０−Ｉに送信するように構成することもできる。
【００２３】
他方、請求項３記載の符号分割多元接続通信システム用端末装置６０−１〜６０−Ｉは
、それぞれ、基地局８０へランダムアクセスするランダムアクセス手段６０ｃと、基地局
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８０へのランダムアクセスを行なうことにより、該基地局８０から送られてくる応答情報
を受信する応答情報受信手段６０ａと、該基地局８０へランダムアクセスした後に、該応
答情報受信手段６０ａにて該基地局８０から受信した自端末装置に相当する応答情報の１
フレーム期間中での受信タイミングを基準にしたアクセスタイミングで、該基地局８０へ
情報を送信する送信手段６０ｂとをそなえて構成されている。
【００２４】
さらに、該送信手段６０ｂを、上記残り情報を継続して基地局８０へ送信する際に、上
記の自端末装置に相当する応答情報が有する順番に従って設定された送信タイミング期間
内に、該基地局８０へ再度アクセスして該残り情報を送信するように構成することもでき
る。または、該基地局８０に初めてランダムアクセスを行なう前に、該応答情報受信手段
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６０ａにて、上記伝送フレームを受信するとともに、受信した上記伝送フレーム内に搭載
されている該応答情報の数分だけ送信タイミングをずらして、該基地局８０へランダムア
クセスを行なう手段を該端末装置６０−１〜６０−Ｉにそなえることもできる。
【００２５】
または、該基地局８０に初めてランダムアクセスを行なう前に、該応答情報受信手段６
０ａにて、該応答情報と共に残り情報を送信する端末装置の数を示す情報を搭載した伝送
フレームを受信するとともに、受信した上記伝送フレーム内に搭載されている残り情報を
送信する端末装置の数分だけ送信タイミングをずらして、該基地局８０へランダムアクセ
スを行なう手段を該端末装置６０−１〜６０−Ｉにそなえることもできる。
【００２６】
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並びに、請求項４記載の符号分割多元接続通信方法は、基地局８０で、端末装置６０−
１〜６０−Ｉからのランダムアクセス時に、該端末装置６０−１〜６０−Ｉから複数のア
クセス信号を受信した場合に、それぞれについての応答情報を１フレーム期間中にそれぞ
れの受信順に従って端末装置６０−１〜６０−Ｉへ送信する応答情報送信ステップと、上
記端末装置６０−１〜６０−Ｉが、該基地局８０へランダムアクセスした後に、該基地局
８０から受信した各端末装置に相当する応答情報の前記１フレーム期間中での受信タイミ
ングを基準にしたアクセスタイミングで、該基地局８０へ情報を送信する送信ステップと
をそなえて構成される。
【００２７】
さらに、上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉが残り情報を継続して基地局へ送信す
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る際に、各端末装置に相当する応答情報が有する順番に従って設定された送信タイミング
期間内に、それぞれ該基地局８０へ再度アクセスして該残り情報を送信するように上記複
数の端末装置６０−１〜６０−Ｉを構成することもできる。
【００２８】
または、上記基地局８０は、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の応答情報を
搭載した該伝送フレームを上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信してもよい。ま
たは、上記基地局８０が、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の応答情報を搭載
した該伝送フレームを上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信するとともに、上記
複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉが上記残り情報を継続して該基地局８０へ送信する際
に、各端末装置に相当する応答情報が有する順番に従って設定された送信タイミング期間
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内に、それぞれ該基地局８０へ再度アクセスして該残り情報を送信するように上記複数の
端末装置６０−１〜６０−Ｉを構成してもよい。
【００２９】
または、該端末装置６０−１〜６０−Ｉが該基地局８０に初めてランダムアクセスを行
なう前に、該応答情報受信手段６０ａにて上記伝送フレームを受信するとともに、受信し
た上記伝送フレーム内に搭載されている該応答情報の数分だけ送信タイミングをずらして
、該基地局８０へランダムアクセスを行なうように該端末装置６０−１〜６０−Ｉを構成
してもよい。
【００３０】
または、該基地局８０が、上記応答情報と共に、残り情報を送信する端末装置の数を示
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す情報を該伝送フレームに搭載して該端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信するとともに、
該端末装置６０−１〜６０−Ｉが該基地局８０に初めてランダムアクセスを行なう前に上
記伝送フレームを受信するとともに、受信した上記伝送フレーム内に搭載されている残り
情報を送信する端末装置の数分だけ送信タイミングをずらして、該基地局８０へランダム
アクセスを行なうように該端末装置６０−１〜６０−Ｉを構成することもできる。
【００３１】
または、該基地局８０が、残り情報を送信する端末装置順に並び替えた該応答情報を搭
載した伝送フレームを該端末装置に送信するとともに、該残り情報を送信する該端末装置
への該応答情報が、一定の範囲内で該端末装置６０−１〜６０−Ｉが行なう送信タイミン
グ数を超えるときは、超えた分の該応答情報を次回送信する伝送フレーム内に搭載するよ
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うに構成することもできる。
【００３２】
さらに、上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉが、少なくとも２種の異なる拡散情報
の内の一方の拡散情報を用いてスペクトル拡散された情報を該基地局８０へ送信する第１
端末装置と、上記少なくとも２種の異なる拡散情報の内の他方の拡散情報を用いてスペク
トル拡散された情報を該基地局８０へ送信する第２端末装置とをそなえ、該基地局８０が
、各拡散情報別に該応答情報を該伝送フレームに搭載して、該一方の拡散情報を用いた情
報を送信した該第１端末装置に対する該応答情報の数情報または該他方の拡散情報を用い
た情報を送信した該第２端末装置に対する該応答情報の数情報を該応答情報とともに該伝
送フレームに搭載して上記複数の端末装置６０−１〜６０−Ｉに送信するとともに、上記
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の第１端末装置または第２端末装置の送信手段６０ｂが、伝送フレーム内の自己が使用す
る拡散コード別に搭載されている該応答情報順に該残り情報を送信するように構成するこ
ともできる。
また、請求項５記載の端末装置の通信方法は、基地局８０へランダムアクセスするステ
ップと、該基地局８０へのランダムアクセスを行なうことにより、該基地局８０から送ら
れてくる応答情報を受信するステップと、該基地局８０へランダムアクセスした後に、該
基地局８０から受信した自端末装置に相当する応答情報の１フレーム期間中での受信タイ
ミングを基準にしたアクセスタイミングで、該基地局８０へ情報を送信するステップとを
そなえて構成される。
さらに、請求項６記載の符号分割多元接続通信方法は、端末装置が基地局８０へランダ
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ムアクセスするステップと、該基地局８０で、上記端末装置からのランダムアクセス時に
、該端末装置から複数のアクセス信号を受信した場合に、それぞれについての応答情報を
１フレーム期間中にそれぞれの受信順に従って端末装置へ送信する応答情報送信ステップ
と、上記端末装置が、それぞれ、該基地局８０へランダムアクセスした後に、該基地局８
０から受信した各端末装置に相当する応答情報を受信すると、その後の１フレーム期間中
に、該基地局８０へ前記ランダムアクセスした１フレーム期間中でのタイミングに相当す
るアクセスタイミングで情報を送信する送信ステップとをそなえて構成される。
また、請求項７記載の端末装置の通信方法は、基地局８０へランダムアクセスするステ
ップと、該基地局８０へのランダムアクセスを行なうことにより、該基地局８０から送ら
れてくる応答情報を受信するステップと、該基地局８０へランダムアクセスした後に、該
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基地局８０から受信した自端末装置に相当する応答情報を受信すると、その後の１フレー
ム期間中に、該基地局８０へ前記ランダムアクセスした１フレーム期間中でのタイミング
に相当するアクセスタイミングで情報を送信するステップとをそなえて構成される。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて実施形態を説明する。
（１）第１実施形態の説明
図２は、本発明の第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信システム１の構成を示すブロック図で
あり、この図２に示すように、ＣＤＭＡ通信システム１は、ＢＳ１Ｂと複数のＭＳ１Ａ〜
ｎＡ（ｎは整数）を設けている。
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【００３４】
以下、ＭＳ１Ａ〜ｎＡが、携帯電話である場合を前提に説明を行ない、他のモバイル機器
については説明を省略するが、他のモバイル機器についても同様若しくは同一である。
また、携帯電話間で通話を開始する前の各携帯電話（ＭＳ）と基地局（ＢＳ）との間で情
報を共通の制御チャンネルを用いて送信／受信する場合に関して説明を進める。
【００３５】
ここで、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、移動体通信の子局であり、例えば、ＭＳｉＡ（ｉ；整数）
が、他のＭＳｊＡ〔ｊ（ｊ≠ｉ）；整数〕に電話をかける時は、ＭＳｉＡは、自分の電話
番号等の確認情報をフレーム（上り）に搭載してＢＳ１Ｂに送信するようになっている。
ここで、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、図３（ｂ）に示すように、自分の電話番号等の情報ととも
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に、ユーザ／制御情報（Ｕ／Ｃ），終端する場所を指定する終端ノード情報（ＴＮ），続
けて送信するフレームがある事を示す継続ビット（Ｗ），連続して送信するフレームの続
き 番 号 を 示 す シ ー ケ ン ス ナ ン バ ー (Sequence Number) ， 自 端 末 が 送 信 し た フ レ ー ム を 示 す
識 別 子 と し て の パ ケ ッ ト 番 号 (Packet ID:PID) 等 の 情 報 を フ レ ー ム （ 上 り ） ２ に 搭 載 し て
送信するようになっている。なお、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、他のフォーマット構成の他のフ
レーム（上り）を送信できるようになっている。
【００３６】
また、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、図３（ａ）に示すように、送信フレーム（下り）がＡＣＫで
あ る 事 を 示 す Ａ Ｃ Ｋ モ ー ド （ Ｍ ｏ ） ， Ａ Ｃ Ｋ 搭 載 数 （ Ｎ Ａ ） ， Ａ Ｃ Ｋ 情 報 (Packet ID:PID
) を搭載したフレーム（下り）３をＢＳ１Ｂから受信するようになっている。

10

なお、ＡＣＫ情報（応答情報）は、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡから送信されたフレーム（上り）２
内のＰＩＤが、ＡＣＫ情報としてフレーム（下り）３に搭載され、フレーム（下り）３は
、ＰＩＤを複数ＭＳ分搭載されて送信されるようになっており、フレーム（下り）３内に
搭載されているＰＩＤの数をＡＣＫ搭載数が示すようになっている。なお、以下、各ＡＣ
Ｋ情報としてのＰＩＤを単に応答情報と言う場合があり、説明の便宜上、図中のフレーム
（下り）３内のＰＩＤを「ＭＳ１Ａ」，「ＭＳ２Ａ」等として表記し、例えば、図中のフ
レーム（下り）３内の「ＭＳ１Ａ」は、ＭＳ１ＡのＰＩＤであることを意味する。
【００３７】
以下、例として、１フレーム（下り）３に搭載される応答情報の最大数を

７

として、

説明をする。
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ここで、ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、複数のＭＳ１Ａ〜ｎＡとＢＳ１Ｂとで共通に使用する共通制
御チャンネルを介して複数のＭＳ１Ａ〜ｎＡで拡散コードを用いて拡散したフレーム（上
り）２をＢＳ１Ｂへ送信するものであるとともに、ＢＳ１Ｂから送信されたフレーム（下
り）３を受信するものである。
【００３８】
さらに、ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、フレーム（上り）２をＢＳ１Ｂへ送信後、継続して残りの情
報〔以下、残りの情報を搭載したフレームを「残りのフレーム」と言う〕を送信する場合
は、ＢＳ１Ｂから受信したフレーム（下り）３に搭載されている応答情報の順番で、残り
のフレーム（上り）２の送信アクセスを行なうようになっている。
【００３９】
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また、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を初めて送信するに際して、
ＢＳ１Ｂから送信される報知情報を基に、フレーム（上り）２を送信するアクセスタイミ
ングをランダムに選択して、フレーム（上り）２を送信するようになっている。
なお、例として、アクセスタイミングは、１周期内に４回の場合を前提として説明をする
。さらに、４つのアクセスタイミングに対応して、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡで使用される共通の
体系の拡散コードの位相は、アクセスタイミング毎にずれることで、各異なるアクセスタ
イミングで送信される信号は、それぞれ異なる位相の拡散コードで拡散されており、各周
期内の同じアクセスタイミングでは、同じ位相の拡散コードにより信号は拡散されるよう
になっている。
【００４０】
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ここで、上記の如く各ＭＳ１Ａ〜ｎＡが残りのフレーム２を送信するタイミングは、受信
したフレーム３に搭載されている順番に従って設定され、具体的には、フレーム３内に１
番目に応答情報が搭載されているときは、４つのアクセスタイミングの内の最初のアクセ
スタイミングに設定され、２番目に応答情報が搭載されていれば２番目のアクセスタイミ
ング，４番目に応答情報が搭載されていれば４番目のアクセスタイミング等と設定される
。
【００４１】
なお、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信後、例えば、所定時間
が経過しても送信したフレーム（上り）に対する応答情報が受信されないときは、各ＭＳ
１Ａ〜ｎＡは、再送処理を行なうようになっている。
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これらのために、第１実施形態に係るＭＳは、図４に示すように、受信部１０と送信部２
０とデュプレクサ３０とＣＰＵ４０とアンテナ５０とをそなえて構成されている。
【００４２】
ここで、送信部２０は、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信するものであり、ＣＰＵ４
０からの信号をアクセスタイミング時に対応した位相の拡散コードでスペクトル拡散した
フレームを送信するようになっている他、他のフレーム（上り）を送信できるものでもあ
る。
このため、送信部２０は、図４に示すように、拡散部２１と波形整形用フィルタ２２，２
３とディジタル／アナログ変換器（Ｄ／Ａ）２４，２５と直交変調回路２６と周波数変換
回路２７とをそなえて構成されている。
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【００４３】
拡散部２１がＣＰＵ２０からの信号を拡散コードを用いて拡散した拡散信号は、Ｉチャネ
ル及び、Ｑチャネルの符号がそれぞれフィルタ２２，２３を通して不要帯域が除去される
と、Ｉチャネル成分のディジタル／アナログ変換器（Ｄ／Ａ）２４及びＱチャネル成分の
ディジタル／アナログ変換器（Ｄ／Ａ）２５に入力されて対応するアナログ信号に変換さ
れる。
【００４４】
直交変調回路２６にて、Ｄ／Ａ２４，２５で変換されたＩチャネルアナログ信号及びＱチ
ャネルアナログ信号は、直交変調信号に直交変調された後に、周波数変換回路２７で中間
周波信号（ＩＦ信号）から無線周波数信号（ＲＦ信号）にアップコンバートされ、デュプ
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レクサ３０を通して、アンテナ５０に導かれ送信される。
【００４５】
次に、図４に示す受信部１０は、ＢＳ１Ｂから送信されたフレーム（下り）３を受信する
ものであり、周波数変換回路１１と直交検波回路１２とアナログ／ディジタル変換器（Ａ
／Ｄ）１３，１４とパスサーチ回路１７と逆拡散部１６と波形整形用フィルタ１８，１９
とをそなえて構成されている。なお、受信部１０は、ＢＳ１Ｂから送信されるフレーム（
下り）３とは異なるフォーマット構成の他のフレーム（下り）を受信できるようにもなっ
ている。
【００４６】
アンテナ５０及びデュプレクサ３０を介して受信された信号（無線周波受信信号：ＲＦ信
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号）は周波数変換回路１１において中間周波信号（ＩＦ信号）にダウンコンバートされ、
次いで直交検波回路１２でＩチャネル成分とＱチャネル成分に分離される。Ｉチャネル成
分とＱチャネル成分は、それぞれＩチャネル成分のアナログ／ディジタル変換器（Ａ／Ｄ
）1 3 、Ｑチャネル成分のアナログ／ディジタル変換器（Ａ／Ｄ）１４において、ディジ
タル信号に変換される。
【００４７】
Ａ／Ｄ１３，１４からのディジタル信号は、フィルタ１８，１９を通して不要帯域が除去
されると、逆拡散部１６に入力されて、所定のコードを用いて分離される。分離されたフ
レーム（下り）３の信号は、ＣＰＵ４０へ出力される。なお、逆拡散部１６は、パスサー
チ回路１７からのタイミング設定を基に、逆拡散を行なう。

40

【００４８】
図４に示すＣＰＵ４０は、共通制御チャンネルを介してＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を
送信するとき等に、ＢＳ１Ｂから送信されるＢＳ１Ｂへアクセスするタイミングを知らせ
る情報に基づいた４アクセスタイミングの何れかをランダムに選択して、フレーム（上り
）２をＢＳ１Ｂへ送信するように各部を制御するものであるとともに、受信したフレーム
（下り）３から自装置が送信したフレーム（上り）２に対応する応答情報が有るかを判断
するとともに、続けて残りのフレーム（上り）２を送信する場合には、自装置が先に送信
したフレーム（上り）２に対応する応答情報が搭載されている順番をも判断し、その順番
に従ったアクセスタイミングで残りのフレーム（上り）２を送信するように、拡散部２１
へ送信信号を出力する等行なうようになっている。
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【００４９】
このように、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、ＢＳ１Ｂへランダムアクセスするランダムアクセス手
段の機能をそなえるとともに、ＢＳ１Ｂへのランダムアクセスを行なうことにより、ＢＳ
１Ｂが、ＭＳ１Ａ〜ｎＡからのアクセス信号を受信した場合に、その旨の応答情報を他の
ＭＳの応答情報とまとめてフレーム（下り）３に搭載してＢＳ１Ｂから送信された複数の
応答情報を受信する応答情報受信手段の機能もそなえる他、継続してＢＳ１Ｂへ送信する
残りのフレーム（残り情報）２が有る場合に、ＢＳ１Ｂへランダムアクセスした後に、Ｂ
Ｓ１Ｂから受信した複数の応答情報のうち自端末に相当する応答情報が有する順番に従っ
て、ＢＳ１Ｂへ再度アクセスして残りのフレーム（上り）２を送信する送信手段の機能を
そなえるものである。
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【００５０】
一方、図２に示すＢＳ１Ｂは、移動通信の基地局であり、共通制御チャンネルを介して複
数のＭＳ１Ａ〜ｎＡとの間でフレーム（上り）２を受信し、フレーム（下り）３を送信す
るものであり、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡから送信されたフレーム（上り）２を受信したときには
、応答情報として、図３（ａ）に示すようなデータをＢＳは、送信するようになっている
。なお、ＢＳ１Ｂは、ＡＴＭネットワーク（図２には示さない）等を介して他のＢＳと情
報を遣り取りを行なうことができ、他のＢＳが収容するＭＳと自己が収容するＭＳとの間
で通話回線を設定できるようになっている。また、ＢＳ１Ｂは、図３（ａ）に示すフレー
ム（下り）とは異なるフォーマット構成のフレーム（下り）を送信できる他、他のフレー
ム（上り）をも受信できるようにもなっている。
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【００５１】
このため、ＢＳ１Ｂは、図５に示すように、受信部１０−１と送信部２０−１とデュプレ
クサ３０とＣＰＵ４０−１とアンテナ５０とをそなえて構成されている。
ここで、送信部２０−１は各ＭＳ１Ａ〜ｎＡの送信部２０と同じように拡散部２１とフィ
ルタ２２，２３とＤ／Ａ２４，２５と直交変調回路２６と周波数変換回路２７とをそなえ
て構成されている一方、受信部１０−１も、受信部１０と同じように周波数変換回路１１
と直交検波回路１２とＡ／Ｄ１３，１４とパスサーチ回路１７と波形整形用フィルタ１８
，１９とをそなえて構成されているが、複数の逆拡散部１６−１〜１６−４をそなえて構
成されていることを図４に示す受信部１０の構成と異にする。
【００５２】
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なお、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡがフレーム（上り）２を送信する契機が、１周期内に４アクセス
タイミングあることに対応して、各アクセスタイミングで送信された信号をそれぞれ位相
のずれた拡散コードで逆拡散するために、受信部１０−１は、複数の逆拡散部１６−１〜
１６−４をそなえている。
各ＭＳ１Ａ〜ｎＡが送信した位相のずれた拡散コードを用いて拡散された信号を受信部１
０−１で受信すると、逆拡散部１６−１〜１６−４のいずれかで所望の拡散コードを用い
て受信した信号を逆拡散して抽出した信号をＣＰＵ４０−１に通知する。
【００５３】
ＣＰＵ４０−１は、いずれかの逆拡散部１６−１〜１６−４から受信した信号を基に、Ｃ
ＲＣチェック等を行ない、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡが送信した内容を判断して受信を確認する。
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次いで、ＣＰＵ４０−１は、受信に対する応答情報の送出を行なうために、受信した複数
の信号〔フレーム（上り）２〕内に搭載されているＰＩＤをコピーして、フレーム（下り
）３内に搭載した信号を送信部２０−１へ出力する。
【００５４】
その後、ＣＰＵ４０−１から出力された送信信号は、送信部２０−１で所望の拡散コード
を用いてスペクトル拡散等施されて、アンテナ５０から送信される。このように、ＢＳ１
Ｂは、複数のＭＳ１Ａ〜ｎＡからのランダムアクセス時に、ＭＳ１Ａ〜ｎＡからのフレー
ム（上り）２を受信する受信手段と、フレーム（上り）２を受信した場合に、応答情報を
フレーム（下り）３に複数分まとめて搭載して送信する応答情報送信手段、即ち、ＭＳ１
Ａ〜ｎＡからのアクセス信号を受信した場合に、その旨の応答情報を、継続してＢＳ１Ｂ
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へ送信する残りのフレーム（上り）２が有るＭＳが所定の順番でＢＳ１Ｂへ再度アクセス
して残りのフレーム（上り）２を送信しうるように、ＭＳからのアクセス信号を受信した
順にフレーム（下り）３に複数のＭＳ分まとめて搭載してＭＳ１Ａ〜ａＡへ送信する機能
をそなえるようになっている。
【００５５】
なお、図６は、本発明の実施の形態に係るＣＤＭＡ通信システムの信号シーケンスを説明
するための図であり、この図６に示すように、ＭＳｋＡ（ｋ；ｋ＝１〜ｎ）は、アクセス
タイミングを選択して、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信する。ＢＳ１Ｂでは、ＭＳ
ｋＡから送信されたフレーム（上り）２を受信できると、応答情報をフレーム（下り）３
に搭載してＭＳｋＡへ送信する。
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【００５６】
フレーム（上り）２をＢＳ１Ｂへ送信したＭＳｋＡは、例えば、ＡＣＫの受信を確認する
ために、タイマ監視を行ない、所定時間内に、先に送信したフレーム（上り）２に対する
ＡＣＫを受信できないときには、再送処理を行なう。
一方、ＭＳｋＡは、ＢＳ１Ｂから送信されたフレーム（下り）３を受信して、フレーム（
下り）３に、送信したフレーム（上り）２に対する応答情報の受信を確認すると、続けて
送信する残りのフレーム（上り）２があれば、残りのフレーム（上り）２の送信処理を行
なうようになっている。
【００５７】
そして、このような制御信号の遣り取りの後に、通信が開始される。
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以下、図７（ａ）及び（ｂ）に示すタイムチャートと図８に示すフローチャートを用いて
、第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信システム１の動作を説明する。
以下、各ＭＳ１Ａ〜３Ａが、残りのフレーム（上り）２を送信する場合を前提に説明をす
る。
【００５８】
上述の如く構成された第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信システムによれば、各ＭＳ１Ａ〜
３Ａは、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信する際に、周期内の４アクセスタイミング
の何れかをランダムに選択して、フレーム（上り）２を送信する。
以下、例として、図７（ｂ）に示すように、周期Ｔ−１内でＭＳ１Ａ〜３Ａがそれぞれ異
なるアクセスタイミング（ｔ−１，ｔ−３，ｔ−４）でフレーム（上り）２を送信した場
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合を前提にする。
【００５９】
すなわち、まず各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、フレーム（上り）２を送信後にタイマをスタートさ
せる（ステップＳ１）。
ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜３Ａから送信されたフレーム（上り）２の受信を確認すると、
各ＭＳ１Ａ〜３Ａに対する応答情報を受信した順に下りフレーム（下り）３に搭載して送
信する（例えば、図７（ａ）中の周期Ｔ−ｂ）。
【００６０】
各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、例えば、図７（ｂ）中の周期Ｔ−３でＢＳ１Ｂから送信されたフレ
ーム（下り）３を受信し（ステップＳ２）、周期Ｔ−４内で受信フレーム（下り）３がＡ
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ＣＫモード且つ送信したＰＩＤと同一であるか否かを判断する（ステップＳ３）。
ここで、ＢＳ１Ｂから受信したフレームがＡＣＫモードに該当しないときや送信したＰＩ
Ｄと一致しないときは、始動したタイマが完了しているか判断し（ステップＳ３のＮＯル
ートからステップＳ８）、タイマが最大値までカウントアップされていれば、再送処理を
行なう（ステップＳ８のＹＥＳルートからステップＳ９）一方、タイマが完了していなけ
れば、フレームの受信処理に移行する（ステップＳ８のＮＯルートからステップＳ２）。
【００６１】
なお、タイマは、受信フレーム（下り）３から送信したＰＩＤが検出されると、カウント
値をクリアされるようになっている。
他方、送信したＰＩＤと同一であるときは、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、継続して送信する残り
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のフレーム（上り）２があるか判断し（ステップＳ３のＹＥＳルートからステップＳ４）
、残りのフレーム（上り）２がなければ送信完了とする（ステップＳ４のＮＯルートから
ステップＳ１０）。
【００６２】
一方、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、残りのフレーム（上り）２があれば、受信したフレーム（下
り）３に搭載されている複数の応答情報内で、自分のＰＩＤ（応答情報）の位置（順番）
を検出して（ステップＳ４のＹＥＳルートからステップＳ５）、送信タイミングを検出し
たＰＩＤの位置に設定して（ステップＳ６）、残りのフレーム（上り）２を送信する（ス
テップＳ７）。
【００６３】
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ここで、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、周期Ｔ−３で受信したフレーム（下り）３内に搭載されて
いる自ら送信したフレーム（上り）２に対する応答情報の搭載順〔図７（ａ）参照〕を確
認すると、ＭＳ１Ａに対する応答情報が、１番目に搭載されていることから、ＭＳ１Ａは
、残りのフレーム（上り）２を周期Ｔ−５内のアクセスタイミングｔ−１で送信し、ＭＳ
２Ａは、アクセスタイミングｔ−２で送信し、ＭＳ３Ａは、アクセスタイミングｔ−３で
送信する。
【００６４】
さらに、残りのフレーム（上り）２があれば、上記同様の処理（ステップＳ１〜Ｓ７及び
ステップＳ８〜Ｓ１０）が行なわれる。
このように、本発明の第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信によれば、例えば、フレームを送
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信後に継続して、残りのフレーム（上り）２を送信するＭＳ１Ａ〜３Ａが、ＢＳ１Ｂから
受信したフレーム（下り）３に搭載されている複数の応答情報のうち自端末装置に相当す
る応答情報が有する順番に従って、ＢＳ１Ｂへ再度アクセスして残りのフレーム（上り）
２を送信するので、残りのフレーム（上り）２を送信するＭＳ１Ａ〜３Ａ間の衝突がなく
なり、スループットの低下を抑制できる。
（２）第１実施形態の第１変形例の説明
第１実施形態の第１変形例においても、ＢＳ１ＢやＭＳ１Ａ〜ｎＡの機能は、第１実施形
態にて説明したものとほぼ同じであるが、この第１変形例に係るＣＤＭＡ通信システム（
前記のＣＤＭＡ通信システム１と区別するために符号を付する）１−１は、第１実施形態
に係るＣＤＭＡ通信システム１に比して、設定された送信タイミング期間内に各ＭＳ１Ａ

30

〜ｎＡが残りのフレーム（上り）２を送信することを異にする。なお、本第１変形例の説
明において、前述の第１実施形態にて記述した符号と同じ符号を付したものは、同一若し
くはぼ同様のものとする。
【００６５】
このため、ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、送信したフレーム（上り）２に対する応答情報を受信して
、残りのフレーム２を送信するアクセスタイミングをフレーム（下り）３に応答情報が搭
載されている順番に従って、設定されたアクセスタイミング期間内に残りのフレーム（上
り）２を送信するようになっている。
例えば、残りのフレーム（上り）２を送信するアクセスタイミング期間は、フレーム（下
り）３に搭載されている応答情報の順番に従って、それぞれ異なる周期に設定することが

40

できる。残りのフレーム（上り）２を送信するアクセスタイミングは、各周期内の４アク
セスタイミングからランダムに選択されるようになっている。
【００６６】
以下、このような例を前提として、説明を進める。
なお、図４に示すＣＰＵ４０が、残りのフレーム（上り）２を送信するタイミングを設定
するようになっている。
ここで、図９（ａ）及び（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第１変形例に係るＣＤＭＡ通
信システム１−１の動作を説明するためのタイムチャートであり、ＭＳ１Ａ〜３Ａがフレ
ーム（上り）２を送信した後に、継続して残りのフレーム（上り）２を送信する場合を前
提に説明をする。図９（ｂ）に示すように、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、残りのフレーム（上り
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）２を送信するアクセスタイミグをフレーム（下り）３に応答情報が搭載されている順番
に従って、異なる周期Ｔ１−５，Ｔ１−６，Ｔ１−７内で選択して、残りのフレーム（上
り）２を送信するようになっている。
【００６７】
以下、図９（ａ）及び（ｂ）のタイムチャートと図１０のフローチャートを用いて、第１
実施形態の第１変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−１に係るＭＳの動作を説明する。
上述の如く構成される第１実施形態の第１変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−１によ
れば、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信する際に、周期内の４
アクセスタイミングの何れかをランダムに選択する。
【００６８】

10

以下、例として、図９（ｂ）に示すように、周期Ｔ１−１内でＭＳ１Ａ〜３Ａがそれぞれ
異なるアクセスタイミング（ｔ−１，ｔ−３，ｔ−４）でフレーム（上り）２を送信した
場合を前提にする。
各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、フレーム（上り）２を送信後にタイマをスタートさせる（ステップ
Ａ１）。
【００６９】
ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜３Ａから送信されたフレーム（上り）２の受信を確認すると、
各ＭＳ１Ａ〜３Ａに対する応答情報を受信した順にフレーム（下り）３に搭載して送信す
る。
各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、周期Ｔ１−３でＢＳ１Ｂから送信されたフレーム（下り）３を受信

20

し（ステップＡ２）、周期Ｔ−４内で受信したフレーム（下り）３がＡＣＫモード且つ送
信したＰＩＤと同一であるか否かを判断する（ステップＡ３）。
【００７０】
ここで、ＢＳ１Ｂから受信したフレーム（下り）３がＡＣＫモードに該当しないときや送
信したＰＩＤと一致しないときは、始動したタイマが完了しているか判断し（ステップＡ
３のＮＯルートからステップＡ９）、タイマが最大値までカウントアップされていれば、
再送処理を行なう（ステップＡ９のＹＥＳルートからステップＡ１０）一方、タイマが完
了していなければ、フレームの受信処理に移行する（ステップＡ９のＮＯルートからステ
ップＡ２）。
【００７１】
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なお、タイマは、受信フレーム（下り）３から送信したＰＩＤが検出されると、カウント
値をクリアされるようになっている。
他方、送信したＰＩＤと同一であるときは、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、継続して送信する残り
のフレーム（上り）２があるか判断し（ステップＡ３のＹＥＳルートからステップＡ４）
、残りのフレーム（上り）２がなければ送信完了とする（ステップＡ４のＮＯルートから
ステップＡ１１）。
【００７２】
一方、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、残りのフレーム（上り）２があれば、受信したフレーム（下
り）３に搭載されている複数の応答情報内で、自分のＰＩＤの位置（順番）を検出して（
ステップＡ４のＹＥＳルートからステップＡ５）、検出したＰＩＤの順番に従って、送信

40

可能な周期を設定し（ステップＡ６）、設定された周期内の４アクセスタイミングからい
ずれかを選択して設定する（ステップＡ７）。
【００７３】
その後、設定したアクセスタイミングになると、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、残りのフレーム（
上り）２をＢＳ１Ｂへ送信する（ステップＡ８）。
図９（ｂ）に示すように、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、周期Ｔ１−３で受信したフレーム（下り
）３内に搭載されている自ら送信したフレーム（上り）２に対する応答情報の搭載順〔図
９（ａ）参照〕に従って、ＭＳ１Ａは、残りのフレーム（上り）２を周期Ｔ１−５内でラ
ンダムに選択したアクセスタイミングｔ−３で送信し、ＭＳ２Ａは、周期Ｔ１−６内でラ
ンダムに選択したアクセスタイミングｔ−１で送信し、ＭＳ３Ａは、周期Ｔ１−７内でラ
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ンダムに選択したアクセスタイミングｔ−４で送信する。
【００７４】
さらに、残りのフレーム（上り）２があれば、上記同様の処理（ステップＡ１〜Ａ８及び
ステップＡ９〜Ａ１１）が行なわれる。
このように、第１実施形態の第１変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−１によれば、前
記の第１実施形態の説明で述べた他、ＭＳ１Ａ〜３Ａが、残りのフレーム（上り）２を送
信するアクセスタイミングが局所的に集まらずに、例えば、異なる周期毎に設定されて、
分散されるので、図９（ｂ）に示すように、周期Ｔ１−５で他のＭＳ６Ａ，７Ａがアクセ
スするタイミングｔ−２，ｔ−４と衝突することを減少できて、さらにスループットの低
下を抑制できる。

10

（３）第１実施形態の第２変形例の説明
第１実施形態の第２変形例においても、ＢＳ１ＢやＭＳ１Ａ〜ｎＡの機能は、第１実施形
態にて説明したものとほぼ同じであるが、この第２変形例に係るＣＤＭＡ通信システム（
前記のＣＤＭＡ通信システム１と区別するために符号を付する）１−２は、所定の優先順
位に従って並び替えられた複数の応答情報を搭載したフレーム（下り）３を複数のＭＳ１
Ａ〜ｎＡに送信する点で、第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信システム１と異なる。
【００７５】
なお、第１実施形態にて記述の符号と同じ符号を付したものは、同一若しくはほぼ同一の
ものとする。
このため、ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡから送信されたフレーム（上り）２に対する応

20

答情報を所定の優先順位に従って並び替えてフレーム（下り）３に搭載して送信するよう
に構成されている。
【００７６】
ここで、ＢＳ１Ｂは、例えば、受信したフレーム（上り）２内の継続ビットＷ（図３（ｂ
）参照）を用いて優先順位を判断するようになっている。
この優先順位の例としては、下記の表１に示すように、継続して送信するフレーム（上り
）２があるフレームが優先度が高い一方で、継続して送信するフレームがないフレームの
優先度が低くなっている。
【００７７】
【表１】
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【００７８】
なお、ＣＰＵ４０−１が、このような優先順位に従った応答情報の並び替えを行なうよう
になっている。
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以下、図１１（ａ），（ｂ）のタイムチャートと図１２を用いて、第１実施形態に係る第
２変形例に係るＣＤＭＡ通信システムの動作を説明をする。
上述の如く構成された、第１実施形態に係る第２変形例に係るＣＤＭＡ通信システムによ
れば、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、フレーム（上り）２を送信する際に、周期内の４アクセスタ
イミングからいずれかを選択する。
【００７９】
以下、図１１（ｂ）に示す周期Ｔ２−１で、各ＭＳ１Ａ〜３Ａが、それぞれ異なるアクセ
スタイミング（ｔ−１，ｔ−３，ｔ−４）でフレーム（上り）２を送信し、ＭＳ１Ａが送
信したフレーム（上り）２の継続ビットＷが
り）２の継続ビットＷが

０１

１０

，ＭＳ２Ａが送信したフレーム（上

，ＭＳ３Ａが送信したフレームの継続ビットＷが

００

40

の場合を前提とする他、ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜３Ａから出力されたフレーム（上り
）２をそれぞれ受信して、応答情報を同じフレーム（下り）３に搭載して送信する場合を
前提に説明をする。
【００８０】
ＢＳ１Ｂは、フレーム（上り）２を受信すると（ステップＢ１）、ＣＲＣチェックを行な
いチェック結果が正常であるか判断する（ステップＢ２）。
ここで、チェック結果が正常でなければ、フレーム（下り）３を送信するタイミングか判
断する（ステップＢ２のＮＯルートからステップＢ１０）。
一方、ＢＳ１Ｂは、ＣＲＣチェック結果が正常であれば、継続ビットＷを検出する（ステ
ップＢ２のＹＥＳルートからステップＢ３）。
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【００８１】
その後、ＢＳ１Ｂは、検出した継続ビットＷを基に、受信したフレーム（上り）２の次に
継続して受信するフレーム（上り）２があるかを判断し（ステップＢ４）、継続して受信
するフレーム（上り）２がなければ、優先度を

３

に設定する（ステップＢ４のＮＯル

ートからステップＢ８）。例えば、受信したフレーム（上り）２の継続ビットＷが
，

０１

あるときに、優先度を

３

１１

に設定する。

【００８２】
一方、継続して受信するフレーム（上り）２があると判断したとき、ＢＳ１Ｂは、さらに
受信フレーム（上り）２が継続して受信したフレーム（上り）２であるか否かを判断する
（ステップＢ４のＹＥＳルートからステップＢ５）し、受信フレーム（上り）２が継続し
て受信したフレーム（上り）２であるときは、ＢＳ１Ｂは、優先度を

１

10

に設定する（

ステップＢ５のＹＥＳルートからステップＢ６）。例えば、受信したフレーム（上り）２
の継続ビットＷが

００

あるときは、優先度を

１

に設定する。

【００８３】
他方、ＢＳ１Ｂは、継続して受信したフレーム（上り）２に該当しないときは、優先度を
２

に設定する（ステップＢ５のＮＯルートからステップＢ７）。例えば、受信したフ

レーム（上り）２の継続ビットＷが

１０

であるときは、優先度を

２

に設定する。

ここで、ＢＳ１Ｂは、ＭＳ１Ａから送信されたフレーム（上り）２の優先度を
Ｓ２Ａから送信されたフレーム（上り）２の優先度を
フレーム（上り）２の優先度を

１

３

２

，Ｍ

及びＭＳ３Ａから送信された

に設定する。
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ＢＳ１Ｂは、設定した優先度とＰＩＤを保存し（ステップＢ６〜Ｂ８のいずれかからステ
ップＢ９）、フレーム（下り）３を送信するタイミングであるか否かを判断する（ステッ
プＢ２のＮＯルート或いはステップＢ９からステップＢ１０）。
【００８４】
ここで、フレーム（下り）３を送信するタイミングであると判断したとき（ステップＢ１
０でＹＥＳと判断されたとき）、ＢＳ１Ｂは、送信する応答情報があるか否かを判断する
（ステップＢ１０のＹＥＳルートからステップＢ１１）。ＢＳ１Ｂは、送信する応答情報
がないと判断したときは、送信する応答情報が有ると判断するまで（ステップＢ１１でＹ
ＥＳと判断するまで）、上記の処理（ステップＢ１〜ステップＢ１１）を繰り返す。
【００８５】
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他方、送信する応答情報があるとき、ＢＳ１Ｂは、設定した優先度に従って、フレーム（
下り）３に搭載する応答情報の順番を並び替えて（ステップＢ１１のＹＥＳルートからス
テップＢ１２）、フレーム（下り）３を送信する（ステップＢ１３）。
例えば、図１１（ａ）に示すように、各ＭＳ１Ａ〜３Ａから送信されたフレーム（上り）
２に対する応答情報は、設定された優先度に従って、フレーム（下り）３に搭載される順
番が並び替えられて送信される。
【００８６】
その後、ＢＳ１Ｂは、保存していた優先度やＰＩＤの情報等をクリアし（ステップＢ１４
）、再びフレーム（上り）２の受信処理等の処理を行なう（ステップＢ１）。
一方、各ＭＳ１Ａ〜３Ａでは、図８に示す処理が行なわれて、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、図１
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１（ａ）に示すように、残りのフレーム（上り）２を周期Ｔ２−５内で受信したフレーム
（下り）３に応答情報が搭載されている順番で残りのフレーム（上り）２を送信する。
【００８７】
このように、第１実施形態の第２変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−２によれば、第
１実施形態のに係るＣＤＭＡ通信システム１と同様の効果が得られる他、ＢＳ１Ｂが、優
先順位に従って並び替えられた複数の応答情報を搭載したフレーム（下り）３を各ＭＳ１
Ａ〜ｎＡに送信するので、優先度の高い情報（複数フレームを送信する）を送信するＭＳ
３Ａのアクセス時間を短縮できる。
（４）第１実施形態の第３変形例の説明
第１実施形態の第３変形例においても、ＢＳ１ＢやＭＳ１Ａ〜ｎＡの機能は、第１実施形
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態にて説明したものとほぼ同じであるが、この第３変形例に係るＣＤＭＡ通信システム（
前記のＣＤＭＡ通信システム１−２と区別するために符号を付する）１−３は、設定され
た送信タイミング期間内に各ＭＳ１Ａ〜ｎＡが残りのフレーム（上り）２を送信する点で
、前述の第１実施形態の第２変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−２と異なる。
【００８８】
なお、第１実施形態の第３変形例の説明においては、第１実施形態の第２変形例の説明に
て記述の符号と同じ符号を付したものは、同一若しくはほぼ同一のものとする。
このため、ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、送信したフレーム（上り）２に対する応答情報を受信して
、残りのフレーム（上り）２を送信するアクセスタイミングをフレーム（下り）３に応答
情報が搭載されている順番に従って、設定されたアクセスタイミング期間内に残りのフレ

10

ーム（上り）２を送信するようになっている。なお、このフレーム（下り）３に搭載され
ている応答情報は、ＢＳ１Ｂで、表１に示す優先度に従って並び替えられている。
【００８９】
例えば、残りのフレーム（上り）２を送信するアクセスタイミング期間は、フレーム（下
り）３に搭載されている応答情報の順番に従って、それぞれ異なる周期に設定することが
できる。残りのフレーム（上り）２を送信するアクセスタイミングは、各周期内の４アク
セスタイミングからランダムに選択されるようになっている。
【００９０】
なお、残りのフレーム（上り）２を送信するアクセスタイミングの設定等をＣＰＵ４０（
図４参照）が行なうようになっている。
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以下、このような例を前提として、説明を進める。
ここで、図１３（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第３変形例に係るＣＤＭＡ通
信システム１−２の動作を説明するためのタイムチャートであり、ＭＳ１Ａ〜３Ａがフレ
ーム（上り）２を送信した後に、ＭＳ１Ａ，３Ａが継続して残りのフレーム（上り）２を
送信する場合を前提に説明をする。
【００９１】
なお、図１３（ａ），（ｂ）に示すように、各ＭＳ１Ａ，３Ａは、残りのフレーム（上り
）２を送信するアクセスタイミグをフレーム（下り）３に応答情報が搭載されている順番
に従って、異なる周期Ｔ３−５，Ｔ３−６内で選択して、残りのフレーム（上り）２を送
信するようになっている。
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上述の如く構成される第１実施形態の第３変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−３によ
れば、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信する際に、周期内の４
アクセスタイミングの何れかをランダムに選択して、フレーム（上り）２を送信する。
【００９２】
以下、例として、図１３（ｂ）に示すように、周期Ｔ３−１内でＭＳ１Ａ〜３Ａがそれぞ
れ異なるアクセスタイミング（ｔ−１，ｔ−３，ｔ−４）でフレーム（上り）２を送信し
た場合を前提にするとともに、図１０のフローチャートを用いて、説明する。
各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、フレーム（上り）２を送信後にタイマをスタートさせる（ステップ
Ａ１）。
【００９３】

40

一方、ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜３Ａから送信されたフレーム（上り）２の受信を確認す
ると、各ＭＳ１Ａ〜３Ａに対する応答情報を表１に示す優先順位に従って並び替えて搭載
したフレーム（下り）３を送信する。ここで、周期Ｔ３−１内で、ＭＳ１Ａが送信したフ
レーム（上り）２の継続ビットＷが
が

０１

１０

，ＭＳ２Ａが送信したフレームの継続ビット

，ＭＳ３Ａが送信したフレーム（上り）２の継続ビットＷが

００

である場

合を例として説明をする。
【００９４】
このような継続ビットＷを基に、ＢＳ１Ｂは、並び替えを行ない、優先順位に従って、フ
レーム（上り）２に搭載順を並び替える。ＢＳ１Ｂは、ＭＳ１Ａ，２Ａから送信されたフ
レーム（上り）２に対する応答情報をフレーム（上り）２を受信した順にフレーム（下り
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）３に搭載した後に、ＭＳ３Ａから送信されたフレーム（上り）２に対する応答情報を下
りフレーム（上り）２に搭載するときは、ＭＳ３Ａからのフレーム（上り）２の優先度が
１

で先にフレーム（下り）３に搭載した応答情報の優先度

２

及び

３

より高い

ため、ＭＳ１Ａ，２Ａに対する応答情報より前に搭載するように、並び替えを行なう。そ
して、フレーム（下り）３を送信するタイミング（例えば、図１３（ａ）に示す周期Ｔ３
−ｂ）になると、ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３を送信する。
【００９５】
次いで、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、周期Ｔ３−３でＢＳ１Ｂから送信されたフレーム（下り）
３を受信し（ステップＡ２）、周期Ｔ３−４内で受信したフレーム（下り）３がＡＣＫモ
ード且つ送信したＰＩＤと同一であるか否かを判断する（ステップＡ３）。

10

ここで、ＢＳ１Ｂから受信したフレーム（下り）３がＡＣＫモードに該当しないときや送
信したＰＩＤと一致しないときは、始動したタイマが完了しているか判断し（ステップＡ
３のＮＯルートからステップＡ９）、タイマが最大値までカウントアップされていれば、
再送処理を行なう（ステップＡ９のＹＥＳルートからステップＡ１０）一方、タイマが完
了していなければ、フレームの受信処理に移行する（ステップＡ９のＮＯルートからステ
ップＡ２）。
【００９６】
なお、タイマは、受信フレーム（下り）３から送信したＰＩＤが検出されると、カウント
値をクリアされるようになっている。
他方、送信したＰＩＤと同一であるときは、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、継続して送信する残り

20

のフレーム（上り）２があるか判断し（ステップＡ３のＹＥＳルートからステップＡ４）
、残りのフレーム（上り）２がなければ送信完了とする（ステップＡ４のＮＯルートから
ステップＡ１１）。
【００９７】
一方、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、残りのフレーム（上り）２があれば、受信したフレーム（下
り）３に搭載されている複数の応答情報内で、自分のＰＩＤの位置（順番）を検出して（
ステップＡ４のＹＥＳルートからステップＡ５）、検出したＰＩＤの順番に従って、送信
可能な周期を設定し（ステップＡ６）、設定された周期内の４アクセスタイミングからい
ずれかを選択して設定する（ステップＡ７）。
【００９８】

30

その後、設定したアクセスタイミングになると、各ＭＳ１Ａ〜３Ａは、残りのフレーム（
上り）２をＢＳ１Ｂへ送信する（ステップＡ８）。
図１３（ｂ）に示すように、各ＭＳ１Ａ，３Ａは、周期Ｔ３−４で受信したフレーム（下
り）３内に搭載されている自ら送信したフレーム（上り）２に対する応答情報の搭載順〔
図９（ａ）参照〕に従って、ＭＳ１Ａは、残りのフレーム（上り）２を周期Ｔ３−６内で
ランダムに選択したアクセスタイミングｔ−１で送信し、ＭＳ３Ａは、周期Ｔ３−５内で
ランダムに選択したアクセスタイミングｔ−３で送信する。
【００９９】
さらに、残りのフレーム（上り）２があれば、上記同様の処理（ステップＡ１〜Ａ８及び
ステップＡ９〜Ａ１１）が行なわれる。

40

このように、第１実施形態の第３変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−３によれば、前
記の第１実施形態の第２変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−２と同様の効果が得られ
る他、ＭＳ１Ａ〜３Ａが、残りのフレーム（上り）２を送信するアクセスタイミングが局
所的に集まらずに、例えば、異なる周期毎に設定されて、分散されるので、図１３（ｂ）
に示すように、周期Ｔ３−５で他のＭＳ６Ａ，７Ａがアクセスするタイミングと衝突する
ことを減少できて、さらにスループットの低下を抑制できる。
（５）第１実施形態の第４変形例の説明
第１実施形態の第４変形例においても、ＢＳ１ＢやＭＳ１Ａ〜ｎＡの機能は、第１実施形
態にて説明したものとほぼ同じであるが、この第４変形例に係るＣＤＭＡ通信システム（
前記のＣＤＭＡ通信システム１と区別するために符号を付する）１−４は、フレーム（上
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り）２を送信するＭＳ１Ａ〜ｎＡが、ランダムアクセスを開始する前に、フレーム（下り
）３を受信したときには、受信したフレーム（下り）３内に搭載されている応答情報の数
分だけ送信タイミングをずらして、ＢＳ１Ｂへランダムアクセスを行なう点で、第１実施
形態に係るＣＤＭＡ通信システム１と異なる。
【０１００】
なお、第１実施形態にて記述の符号と同じ符号を付したものは、同一若しくはほぼ同一の
ものとする。
このため、ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、フレーム（上り）２を送信するに際して、ＢＳ１Ｂから送
信される信号を受信して、フレーム（下り）３であるか判断し、フレーム（下り）３であ
る場合には、そのフレーム（下り）３に搭載されている応答情報の数分だけ送信タイミン

10

グをずらして、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信するようになっている。
【０１０１】
また、ＣＰＵ４０（図４参照）が、受信したフレーム（下り）３等を基に最初のフレーム
（上り）２を送信する時のランダムアクセスのタイミングの設定等を行なうようになって
いる。
以下、図１４（ａ），（ｂ）のタイムチャートと図１５を用いて、上述の如く構成された
第１実施形態に係る第４変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−６の動作を説明をする。
【０１０２】
なお、例として、図１４（ｂ）に示す周期Ｔ４−１内で、各ＭＳ１Ａ〜３Ａが、それぞれ
異なるアクセスタイミング（ｔ−１，ｔ−３，ｔ−４）でフレーム（上り）２を送信し、

20

ＢＳ１Ｂが、各ＭＳ１Ａ〜３Ａに対する応答情報を搭載したフレーム（下り）３を周期Ｔ
４−ｂで送信した場合を前提に説明をする他、他の周期Ｔ４−２でＭＳ６Ａがランダムア
クセス発生が有る場合を前提に説明をする。
【０１０３】
ＭＳ６Ａは、周期Ｔ４−２でランダムアクセス処理の発生があると（ステップＣ１）、先
ずＢＳ１Ｂから送信されたフレームを受信する（ステップＣ２）。
そして、ＭＳ１Ａは、受信したフレームのＣＲＣチェックを行なって、ＣＲＣチェックが
正常であるか判断するとともに、受信したフレームがＡＣＫモードであるかを判断する（
ステップＣ３）。
【０１０４】

30

ここで、受信したフレームのＣＲＣのチェックが正常でないときや、受信したフレーム（
下り）がＡＣＫモードに該当しないとき、ＭＳ６Ａは、ランダムアクセスを開始する（ス
テップＣ３のＮＯルートからステップＣ６）。一方、ＭＳ６Ａは、ＣＲＣチェックが正常
且つ受信フレームがＡＣＫモードであるとき（フレーム（下り）３であるとき）は、受信
したフレーム（下り）３からＡＣＫ搭載数を検出し（ステップＣ３のＹＥＳルートからス
テップＣ４）、ＡＣＫ搭載数分だけ送信タイミングを遅延するように送信タイミングを設
定する（ステップＣ５）。そして、ＭＳ６Ａは、設定された送信タイミングになると、ラ
ンダムアクセスを開始する（ステップＣ６）。
【０１０５】
ＭＳ６Ａは、図１４（ｂ）に示す周期Ｔ４−３でフレーム（下り）３を受信して（ステッ
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プＣ２）、受信内容の確認等の処理（ステップＣ３，４）を周期Ｔ４−４内で行ない、フ
レーム（下り）３に搭載されているＡＣＫ搭載数が
セスを周期Ｔ４−５内でＡＣＫ搭載数

３

３

であることから、ランダムアク

分（図１４（ｂ）中にＴ４ｄと表記）遅延さ

せてＴ４ｓのタイミングから開始するようになっている。即ち、ＭＳ６Ａは、Ｔ４Ｓのタ
イミング以降のタイミングのいずれかをランダムに選択して、フレーム（上り）２をＢＳ
１Ｂへ送信する。
【０１０６】
このように、第１実施形態の第４変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−４によれば、前
記の第１実施形態の説明で述べた他、ＭＳ６Ａが、基地局に初めてランダムアクセスを行
なう前に、ＢＳ１Ｂからフレームを受信するとともに、受信したフレーム（上り）２内に
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搭載されている応答情報の数分だけ送信タイミングをずらして、ＢＳ１Ｂへランダムアク
セスを行なうので、初めてＢＳ１ＢへアクセスするＭＳ６Ａと、残りのフレーム（上り）
２を送信するＭＳ１Ａ，ＭＳ２Ａとの間の衝突をも減少でき、さらにシステムのスループ
ットの低下を抑制できる。
（６）第１実施形態の第５変形例の説明
第１実施形態の第５変形例においても、ＢＳ１ＢやＭＳ１Ａ〜ｎＡの機能は、第１実施形
態にて説明したものとほぼ同じであるが、この第５変形例に係るＣＤＭＡ通信システム（
前記のＣＤＭＡ通信システム１と区別するために符号を付する）１−５は、所定の優先順
位に従って並び替えられた応答情報とともに、継続してフレーム（上り）２を送信するＭ
Ｓの数を示す第２ＡＣＫ情報をフレーム（下り）３に搭載してＢＳ１Ｂから各ＭＳ１Ａ〜

10

ｎＡへ送信する他、フレーム（上り）２を送信するＭＳ１Ａ〜ｎＡが、ランダムアクセス
を開始する前に、フレーム（下り）３を受信したときには、受信したフレーム（下り）３
内に搭載されている第２ＡＣＫ情報が示すＡＣＫの搭載数分だけ送信タイミングをずらし
て、ＢＳ１Ｂへランダムアクセスを行なう点を異で、第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信シ
ステム１と異なる。
【０１０７】
なお、第１実施形態にて記述の符号と同じ符号を付したものは、同一若しくはほぼ同一の
ものとする。
このため、ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡから送信されたフレーム（上り）２内に搭載さ
れている継続ビットＷ〔図３（ｂ）参照〕に基づき、フレーム（下り）３に搭載する応答

20

情報の順番を並び替えるとともに、フレーム（下り）３に搭載する継続してフレーム（上
り）２を送信するＭＳの数を示す第２ＡＣＫ情報を応答情報とともにフレーム（下り）３
に搭載して送信するようになっている。
【０１０８】
なお、図３（ａ）に示すＡＣＫフォーマットにおいて、

ＮＡ

を第２ＡＣＫ情報

Ｎ

に代えてフレーム（下り）３を構成することができる。
以下、例として、ＢＳ１Ｂが

ＮＡ

を第２ＡＣＫ情報

Ｎ

に代えたフレーム（下り）

３を送信する場合を前提に説明をする。
また、ＣＰＵ４０−１（図５参照）が、フレーム（下り）３に搭載する第２ＡＣＫ情報等
を受信したフレーム（上り）２内の継続ビットＷ〔図３（ｂ）参照〕に基づき、所望のも

30

のを搭載するようになっている。
【０１０９】
例えば、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡから送信したフレーム（上り）２内に搭載されている継続ビッ
トＷが、前記表１に示すビット構成の場合に、ＢＳ１Ｂは、継続ビットＷ
０

のフレーム（上り）２の優先度を

ムの数

Ｎ

１

３

，

１

に設定するとともに継続して送信するフレー

のカウントアップを行なう他、継続ビットＷ

（上り）２の優先度を

００

０１

，

１１

のフレーム

に設定して、優先度に従ってフレーム（下り）３に搭載する

応答情報の順番を並び替えるようになっている。
【０１１０】
また、ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、フレーム（上り）２を送信するに際して、ＢＳ１Ｂから送信さ
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れる信号を受信して、フレーム（下り）３であるか判断し、フレーム（下り）３である場
合には、そのフレーム（下り）３に搭載されている応答情報の数分だけ送信タイミングを
ずらして、ＢＳ１Ｂへフレーム（上り）２を送信するようになっている。
【０１１１】
なお、ＣＰＵ４０（図４参照）が、受信したフレーム（下り）３を基に、最初に送信する
フレーム（上り）２を送信するタイミング等の設定を行なうようになっている。
以下、図１６（ａ），（ｂ）のタイムチャートと図１７及び図１８を用いて、上述の如く
構成された第１実施形態に係る第５変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−５の動作を説
明をする。
【０１１２】
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なお、例として、図１６（ｂ）に示す周期Ｔ５−１内で、各ＭＳ１Ａ〜３Ａが、それぞれ
異なるアクセスタイミング（ｔ−１，ｔ−３，ｔ−４）で送信し、ＢＳ１Ｂが、各ＭＳ１
Ａ〜３Ａに対する応答情報を搭載したフレーム（下り）３を周期Ｔ５−ｂで送信した場合
を前提に説明をする他、他の周期Ｔ５−２でＭＳ６Ａがランダムアクセス発生が有る場合
を前提に説明をする。
【０１１３】
図１８に示すように、ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３の送信処理を開始する（ステップ
Ｄ１）と、残りのフレーム（上り）２を送信するＭＳの数
０

Ｎ

（第２ＡＣＫ情報）を

にクリアする（ステップＤ２）。

そして、ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡから送信されたフレームを受信すると（ステップ

10

Ｄ３）、ＣＲＣチェックを行なってＣＲＣチェック結果が正常であるかを判断し（ステッ
プＤ４）、チェック結果が正常でないときは、フレーム（下り）３を送信するタイミング
であるかを更に判断する（ステップＤ４のＮＯルートからステップＤ１１）。
【０１１４】
一方、ＢＳ１Ｂは、ＣＲＣチェック結果が正常であるときは、受信したフレーム（上り）
２から継続ビットＷを検出し（ステップＤ４のＹＥＳルートからステップＤ５）、さらに
継続して受信するフレーム（上り）２があるかを判断する（ステップＤ６）。
ここで、継続して受信するフレーム（上り）２がないと判断したとき、ＢＳ１Ｂは、優先
度を

３

に設定する（ステップＤ６のＮＯルートからステップＤ９）一方、継続して受

信するフレーム（上り）２が有ると判断したときは、残りのフレーム（上り）２を送信す

20

るＭＳの数（Ｎ）のカウントアップするとともに（ステップＤ６のＹＥＳルートからステ
ップＤ７）優先度を

１

に設定して（ステップＤ８）、優先度とＰＩＤを保存する（ス

テップＤ８或いはステップＤ９からステップＤ１０）。
【０１１５】
例えば、周期Ｔ５−１内でＭＳ１Ａが送信したフレーム（上り）２の継続ビットＷが
０

で、ＭＳ２Ａが送信したフレーム（上り）２の継続ビットＷが

３Ａが送信したフレーム（上り）２の継続ビットＷが
Ｎ

を

２

１１

１０

０

であり、ＭＳ

のときは、第２ＡＣＫ情報

とカウントし、各フレーム（上り）２の優先度とともに保存する。

【０１１６】
次いで、ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３を送信するタイミングであるかを判断し（ステ
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ップＤ４のＮＯルート或いはステップＤ１０からステップＤ１１）、送信タイミングでな
ければ送信タイミングに至るまで（ステップＤ１１でＹＥＳと判断されるまで）上記の処
理を繰り返す（ステップＤ１１のＮＯルートからステップＤ３）。
【０１１７】
一方、ＢＳ１Ｂは、送信タイミングと判断したときは、送信する応答情報があるかを判断
し（ステップＤ１１のＹＥＳルートからステップＤ１２）、送信する応答情報がなければ
、送信する応答情報が有ると判断されるまで（ステップＤ１２でＹＥＳと判断されるまで
）上記の処理を繰り返す（ステップＤ１２のＮＯルートからステップＤ３）一方、送信す
る応答情報があれば優先度の高いＰＩＤから順に並び替えて、第２ＡＣＫ情報（Ｎ）とと
もに、フレーム（下り）３に搭載して（ステップＤ１２のＹＥＳルートからステップＤ１

40

３）送信する（ステップＤ１４）。フレーム（下り）３を送信後、ＢＳ１Ｂは、保存して
いる優先度等の情報をクリアする（ステップＤ１５）。
【０１１８】
例えば、ＭＳ１Ａ〜３Ａが送信したフレーム（上り）２に対する応答情報は、図１６（ａ
）に示すように、優先度の高いものから順に並び替えられて、第２ＡＣＫ情報

Ｎ

とと

もに、周期Ｔ５−ｂで送信される。
一方、図１７に示すように、ＭＳ６Ａは、周期Ｔ５−２でランダムアクセス処理の発生が
あると（ステップＥ１）、先ずＢＳ１Ｂから送信されたフレームを受信する（ステップＥ
２）。
【０１１９】
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そして、ＭＳ６Ａは、受信したフレームのＣＲＣチェックを行なって、ＣＲＣチェックが
正常であるか判断するとともに、受信したフレームがＡＣＫモードであるかを判断する（
ステップＥ３）。
ここで、受信したフレームのＣＲＣのチェックが正常でないときや、受信したフレーム（
下り）がＡＣＫモードに該当しないとき、ＭＳ６Ａは、ランダムアクセスを開始する（ス
テップＥ３のＮＯルートからステップＥ６）。
【０１２０】
一方、ＭＳ６Ａは、ＣＲＣチェックが正常且つ受信フレームがＡＣＫモードであるとき（
フレーム（下り）３であるとき）は、受信したフレーム（下り）３から第２ＡＣＫ情報
Ｎ

を検出し（ステップＥ３のＹＥＳルートからステップＥ４）し、第２ＡＣＫ情報

Ｎ

10

分だけ送信タイミングを遅延するように送信タイミングを設定する（ステップＥ５）。
そして、ＭＳ６Ａは、設定された送信タイミングになると、ランダムアクセスを開始する
（ステップＥ６）。
【０１２１】
ＭＳ６Ａは、図１６（ｂ）に示す周期Ｔ５−３でフレーム（下り）３を受信して（ステッ
プＥ２）、受信内容の確認等の処理（ステップＥ３，Ｅ４）を周期Ｔ５−４内で行ない、
フレーム（下り）３に搭載されている第２ＡＣＫ情報
ンダムアクセスを周期Ｔ５−５内で第２ＡＣＫ情報

Ｎ
Ｎ

が

２

であることから、ラ

分（図１６（ｂ）中にＴ５ｄと

表記）遅延させてＴ５ｓのタイミングから開始するようになっている。
【０１２２】

20

即ち、ＭＳ６Ａは、Ｔ５Ｓのタイミング以降のタイミングのいずれかをランダムに選択し
て、フレーム（上り）２をＢＳ１Ｂへ送信する。
このように第１実施形態の第５変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−５によれば、第１
実施形態に係るＣＤＭＡ通信システム１と同様の効果が得られる他、ＢＳ１Ｂが所定の優
先順位に従って並び替えられた応答情報を搭載したフレーム（下り）３をＭＳ１Ａ〜３Ａ
に送信するので、優先度の高い情報（複数フレームを送信する）を送信するＭＳ１Ａ等の
アクセス時間を短縮できる。
【０１２３】
さらに、ＢＳ１Ｂが、応答情報と共に、残り情報を送信するＭＳの数を示す第２ＡＣＫ情
報

Ｎ

をフレーム（下り）３に搭載してＭＳ１Ａ〜ｎＡに送信し、ＭＳ６Ａ等が、ＢＳ

30

１Ｂへ初めてランダムアクセスを行なう前に、フレーム（下り）３を受信するとともに、
受信したフレーム（下り）３内に搭載されている第２ＡＣＫ情報

Ｎ

の数分だけ送信タ

イミングをずらして、ＢＳ１Ｂへランダムアクセスを行なうので、初めてＢＳ１Ｂへアク
セスするＭＳ６Ａと、継続してフレーム（上り）２を送信するＭＳ１Ａ，２Ａとの間の衝
突をもなくすことができるので、さらにスループットの低下を抑制できる。
【０１２４】
（７）第１実施形態の第６変形例の説明
第１実施形態の第６変形例においても、ＢＳ１ＢやＭＳ１Ａ〜ｎＡの機能は、第１実施形
態にて説明したものとほぼ同じであるが、この第６変形例に係るＣＤＭＡ通信システム（
前記のＣＤＭＡ通信システム１−２と区別するために符号を付する）１−６は、優先順位

40

に従って並び替えた複数応答情報のうち継続してフレーム（上り）２を送信するＭＳへの
応答情報の数

Ｍ（Ｍ：１以上の整数）が１周期内でのアクセスできる最大数４を超える

ときは、超える応答情報を次に送信するフレーム（下り）３に搭載して送信する点で、第
１実施形態の第２変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−２と異なる。
【０１２５】
なお、第１実施形態の第２変形例の説明にて記述の符号と同じ符号を付したものは、同一
若しくはほぼ同一のものとする。
このため、ＢＳ１Ｂは、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡからフレーム（上り）２に対する応答情報を所
定の優先順位に従って優先度を決めるとともに、継続してフレーム（上り）２を送信する
ＭＳに対する応答情報の数

Ｍ

をカウントし、カウントした

Ｍ

が

４

を超えたと
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きには、超えた分の応答情報を次のフレーム（下り）３に搭載して送信するものである。
【０１２６】
例えば、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡから送信したフレーム（上り）２内に搭載されている継続ビッ
トＷが、前記表１に示すビット構成の場合に、ＢＳ１Ｂは、継続ビットＷ
０

のフレーム（上り）２の優先度を

）２を送信するＭＳの数
１１

Ｍ

１

，

１

に設定するとともに継続してフレーム（上り

のカウントアップを行なう他、継続ビットＷ

のフレーム（上り）２の優先度を

００

３

０１

，

に設定して、優先度に従ってフレーム（下

り）３に搭載する応答情報の順番を並び替えるようになっている。
【０１２７】
なお、ＣＰＵ４０−１（図５参照）が、このような優先順位に従った応答情報の並び替え

10

を行なうようになっている。
以下、図１９（ａ），（ｂ）のタイムチャートと図２０を用いて、第１実施形態に係る第
６変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−６の動作を説明をする。
上述の如く構成された、第１実施形態に係る第６変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−
６によれば、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、フレーム（上り）２を送信する際に、周期内の４アク
セスタイミングからいずれかを選択して、選択したタイミングでフレーム（上り）２を送
信する。
【０１２８】
以下、図１９（ｂ）に示す周期Ｔ６−１，Ｔ６−２で、各ＭＳ１Ａ〜７Ａが、それぞれ異
なるアクセスタイミングでフレーム（上り）２を送信し、ＭＳ１Ａ，２Ａ，４Ａ，５Ａ，
７Ａが送信したフレーム（上り）２の継続ビットＷが
したフレーム（上り）２の継続ビットＷが

１１

１０

20

及びＭＳ３Ａ，６Ａが送信

の場合を前提とする他、ＢＳ１Ｂは、

各ＭＳ１Ａ〜７Ａから出力されたフレーム（上り）２をそれぞれ受信して、応答情報を同
じフレーム（下り）３に搭載して送信する処理を行なう際を前提に説明をする。
【０１２９】
ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３送信処理を開始後（ステップＦ１）、継続してフレーム
（上り）２を送信するＭＳの数

Ｍ

を

０＋ｍ

に更新し（ステップＦ２）、フレーム

（上り）２を受信すると（ステップＦ３）、ＣＲＣチェックを行ないチェック結果が正常
であるか判断する（ステップＦ４）。
ここで、ＢＳ１Ｂは、チェック結果が正常でなければ、フレーム（下り）３を送信するタ

30

イミングか判断する（ステップＦ４のＮＯルートからステップＦ１１）。
【０１３０】
一方、ＢＳ１Ｂは、ＣＲＣチェック結果が正常であれば、継続ビットＷを検出し（ステッ
プＦ４のＹＥＳルートからステップＦ５）、検出した継続ビットＷを基に、継続して受信
するフレーム（上り）２があるかを判断する（ステップＦ６）。
ここで、継続して受信するフレーム（上り）２がないと判断したとき、ＢＳ１Ｂは、優先
度を

３

に設定する（ステップＦ６のＮＯルートからステップＦ９）一方、継続して受

信するフレーム（上り）２が有ると判断したときは、継続してフレーム（上り）２を送信
するＭＳの数

Ｍ

をカウントアップするとともに（ステップＦ６のＹＥＳルートからス

テップＦ７）優先度を

１

に設定して（ステップＦ８）、優先度とＰＩＤを保存する（

40

ステップＦ８或いはステップＦ９からステップＦ１０）。
【０１３１】
例えば、周期Ｔ６−１，周期Ｔ６−２内でＭＳ１Ａ，２Ａ，４Ａ，５Ａ，７Ａが送信した
フレーム（上り）２の継続ビットＷが

１０

であることから、ＢＳ１Ｂは、ＭＳ７Ａが

送信したフレーム（上り）２に対する応答情報を搭載する処理を行なうに際して継続して
フレーム（上り）２を送信するＭＳの数

Ｍ

を

５

とカウントする。

【０１３２】
次いで、ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３を送信するタイミングであるかを判断し（ステ
ップＦ４のＮＯルート或いはステップＦ１０からステップＦ１１）、送信タイミングでな
ければ送信タイミングに至るまで（ステップＦ１１でＹＥＳと判断されるまで）上記の処
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理を繰り返す（ステップＦ１１のＮＯルートからステップＦ３）。
【０１３３】
一方、ＢＳ１Ｂは、送信タイミングと判断したときは、送信する応答情報があるかを判断
し（ステップＦ１１のＹＥＳルートからステップＦ１２）、送信する応答情報がなければ
、送信する応答情報が有ると判断されるまで（ステップＦ１２でＹＥＳと判断されるまで
）上記の処理を繰り返す（ステップＦ１２のＮＯルートからステップＦ３）一方、送信す
る応答情報があれば、継続してフレーム（上り）２を送信するＭＳの数

Ｍ

が

４

を

超えているか判断する（ステップＦ１２のＹＥＳルートからステップＦ１３）。
【０１３４】
ここで、継続してフレーム（上り）２を送信するＭＳの数

Ｍ

が

４

を超えていない

10

とき、ＢＳ１Ｂは、優先度の高い順に応答情報を並びかえて現送信用のフレーム（下り）
３に搭載する（ステップＦ１３のＮＯルートからステップＦ１５）一方、
いるときは、現送信用のＰＩＤ等とは別に
下り）３に搭載するために

４

を超えて

４

を超える分の応答情報を次のフレーム（

ｍ（ｍ＝Ｍ−４）

とともに保存して（ステップＦ１３のＹ

ＥＳルートからステップＦ１４）、これから送信する現送信用のフレーム（下り）３に優
先度の高い順に応答情報を搭載する（ステップＦ１４からステップＦ１５）。
【０１３５】
そして、ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３を送信し（ステップＦ１６）、現送信のために
保存していたものをクリアする（ステップＦ１７）。なお、フレーム（下り）３を送信後
、ＢＳ１Ｂは、継続してフレーム（上り）２を送信するＭＳの数

Ｍ

を

０＋ｍ

に更

20

新する等同様の処理を行なう（ステップＦ１７からステップＦ２）。
【０１３６】
例えば、ＭＳ１Ａ〜７Ａが送信したフレーム（上り）２に対する送信処理に際して、継続
してフレーム（上り）２を送信するＭＳの数

Ｍ

が

４

を超える分に相当するＭＳ７

Ａに対する応答情報は、図１９中のタイミングＴ６−ｂ１で送信するフレーム（下り）３
に搭載されずに、別に保持され、次のタイミングＴ６−ｂ２で送信するフレーム（下り）
３に搭載されて送信される。
【０１３７】
また、ＢＳ１Ｂは、タイミングＴ６−ｂ１でフレーム（下り）３を送信後、継続してフレ
ーム（上り）２を送信するＭＳの数

５

を

１

に更新し（ステップＦ１７からステッ

30

プＦ２）、フレーム（上り）２を受信すると上記と同様の処理を行なう（ステップＦ３〜
Ｆ１０）。
次いで、ＢＳ１Ｂは、所望の送信タイミングになる（ステップＦ１１でＹＥＳと判断され
る）と、継続してフレーム（上り）２を送信するＭＳの数

Ｍ

を基に、ＭＳ７Ａが送信

したフレーム（上り）２等に対する応答情報をフレーム（下り）３に搭載する数を判断し
（ステップＦ１３，Ｆ１４）、優先度に従った順番にフレーム（下り）３に搭載して送信
する（ステップＦ１５〜ステップ１７）。
【０１３８】
一方、図１９（ａ）中のタイミングＴ６−ｂ１で送信されたフレーム（下り）３を受信し
たＭＳ１Ａ，２Ａ，４Ａ，５Ａは、継続してフレームを送信する際に、ＢＳ１Ｂで優先度

40

に従って並び替えられた応答情報の順番で図１９（ｂ）中の周期Ｔ６−６内でフレーム（
上り）２を継続して送信する。また、ＭＳ７Ａは、図１９（ａ）中のタイミングＴ６−ｂ
２で送信されたフレーム（下り）３を受信して、図１９（ｂ）中の周期Ｔ６−６内でＢＳ
１Ｂで優先度に従って並び替えられた応答情報の順番でフレーム（上り）２を継続して送
信する。
【０１３９】
このように、第１実施形態の第６変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−６によれば、第
２変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−２と同様の効果が得られる他、ＢＳ１Ｂが、継
続してフレーム（上り）２に送信するＭＳに対する応答情報の数
ときには、

４

Ｍ

が

４

を超えた

を超えた分の応答情報を図１９（ａ）中のタイミングＴ６−ｂ２で送信
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されるので、フレーム（下り）３内に継続してフレーム（下り）３を送信するＭＳに対す
る応答情報の数が１周期でのアクセスタイミング数を超えて搭載されて、図１９（ａ）中
のタイミングＴ６−ｂ１で送信され、その次のタイミングで継続してフレーム（上り）２
を送信するＭＳに対する応答情報を搭載されたフレーム（下り）３が送信された場合等に
、図１９（ｂ）の周期Ｔ６−７のタイミングＴ６ｃで、継続してフレームを送信するＭＳ
のアクセスの衝突の発生を回避できて、更にスループットの低下を抑制できる。
【０１４０】
（８）第１実施形態の第７変形例の説明
第１実施形態の第７変形例においても、ＢＳ１ＢやＭＳ１Ａ〜ｎＡの機能は、第１実施形
態にて説明したものとほぼ同じであるが、この第７変形例に係るＣＤＭＡ通信システム（

10

前記のＣＤＭＡ通信システム１と区別するために符号を付する）１−７は、２つの体系の
拡散コードを用いてスペクトル拡散した信号をＢＳ１ＢとＭＳ１Ａ〜ｎＡとの間で送信／
受信する点で、第１実施形態のＣＤＭＡ通信システム１と異なる。なお、第１実施形態の
説明にて記述の符号と同じ符号を付したものは、同一若しくはほぼ同一のものとする。
【０１４１】
このため、各端末ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、それぞれ、２種の拡散コード（♯１，♯２）のいず
れかを用いるようになっているとともに、フレーム（下り）３内の自己が使用する拡散コ
ード（♯１又は♯２）に搭載されている応答情報の順に継続して残りのフレーム（上り）
２を送信するようになっている。
また、各端末ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、ＢＳ１Ｂから受信したフレーム（下り）３に搭載されて

20

いる後述する拡散コード♯１を用いた信号を送信したＭＳに対する応答情報の数情報（以
下、「第３ＡＣＫ情報」と言う）

Ｌ

を基に、自己が、残りのフレーム（上り）２を送

信する順番を判断するようになっている。具体的には、ＣＰＵ４０（図４参照）が、上記
のような判断を行なうようになっている。
【０１４２】
なお、例として、以下、ＭＳ１Ａ，４Ａが、拡散コード♯１を用いてスペクトル拡散した
信号を送信する他、ＭＳ２Ａ，３Ａ，５Ａが、拡散コード♯２を用いてスペクトル拡散し
た信号を送信する場合を前提に説明をする。即ち、ＭＳ１Ａ，４Ａは、２種の異なる拡散
コード♯１，♯２の内の一方の拡散コード♯１を用いてスペクトル拡散された信号をＢＳ
１Ｂへ送信する第１端末装置を構成し、ＭＳ２Ａ，３Ａ，５Ａは、２種の異なる拡散コー

30

ド♯１，♯２の内の他方の拡散コード♯２を用いてスペクトル拡散された信号をＢＳ１Ｂ
へ送信する第２端末装置を構成する。
【０１４３】
また、ＢＳ１Ｂは、各拡散コード♯１，♯２別に応答情報をフレーム（下り）３に搭載す
るとともに第３ＡＣＫ情報

Ｌ

をフレーム（下り）３に搭載して送信するものである。

なお、例えば、図３（ａ）に示すＡＣＫフォーマットにおいて、
報

Ｌ

ＮＡ

を第３ＡＣＫ情

に代えてフレーム（下り）３を構成することができる。

【０１４４】
また、ＢＳ１Ｂは、各拡散コード♯１，♯２によりスペクトル拡散された信号を受信して
、所望の位相の拡散コード♯１，♯２を用いて逆拡散の処理を行なうため、拡散コード♯

40

１，♯２毎に複数の逆拡散部１６−１〜１６−４を備えて構成されている点で、前記の受
信部１０−１（図５）と異なる。
以下、例として、ＢＳ１Ｂが

ＮＡ

を第３ＡＣＫ情報

Ｌ

に代えたフレーム（下り）

３を送信する場合を前提に説明をする。
【０１４５】
このため、ＢＳ１Ｂは、各拡散コード♯１，♯２を用いて送信したフレーム（上り）２に
対する応答情報をフレーム（下り）３に搭載するに当たり、各拡散コード♯１，♯２別に
応答情報の数

Ｌ

，

Ｐ

をカウントして保持するようになっている。

なお、上記の各拡散コード♯１，♯２別のカウントや、フレーム（下り）３へ搭載する処
理は、ＣＰＵ４０−１（図５参照）が行なうようになっている。
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【０１４６】
以下、図２１（ａ），（ｂ）のタイムチャートと図２２，図２３を用いて、第１実施形態
に係る第７変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−７の動作を説明をする。
上述の如く構成された、第１実施形態に係る第７変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−
７によれば、各ＭＳ１Ａ〜ｎＡは、フレーム（上り）２を送信する際に、周期内の４アク
セスタイミングからいずれかを選択して、選択したタイミングでフレーム（上り）２を送
信する。
【０１４７】
以下、図２１（ｂ）に示す周期Ｔ７−１で、各ＭＳ１Ａ，４Ａが、それぞれ異なるアクセ
スタイミングで位相のずれた拡散コード♯１を用いてフレーム（上り）２を送信する他、

10

ＭＳ２Ａ，３Ａ，５Ａが、それぞれ異なるアクセスタイミングで位相のずれた拡散コード
♯２を用いてフレーム（上り）２を送信し、並びに、ＢＳ１Ｂが、各ＭＳ１Ａ〜５Ａから
出力されたフレーム（上り）２をそれぞれ受信して、各応答情報を同じフレーム（下り）
３に搭載して送信する処理を行なう事を前提に説明をする。
【０１４８】
各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、フレーム（上り）２を送信（図２２中ステップＧ１）後にタイマを
スタートさせる（ステップＧ２）。
一方、図２３に示すように、ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３の送信処理を開始（ステッ
プＨ１）後、

Ｌ

，

Ｐ

のカウント値をクリアする（ステップＨ２）。

ＢＳ１Ｂは、拡散コード♯１のフレーム（上り）２を受信すると（ステップＨ３）、ＣＲ

20

Ｃチェックを行なって、チェック結果が正常であるかを判断する（ステップＨ４）。
【０１４９】
ここで、受信したフレーム（上り）２のＣＲＣチェック結果が正常でないとき、ＢＳ１Ｂ
は、応答情報を送信するタイミングか判断する（ステップＨ４のＮＯルートからステップ
Ｈ１１）一方、拡散コード♯１を用いた信号を送信したＭＳに対する応答情報の数情報
Ｌ

（第３ＡＣＫ情報）をカウントアップする（ステップＨ４のＹＥＳルートからステッ

プＨ５）とともに、ＰＩＤを拡散コード♯１用に保存して（ステップＨ６）、応答情報を
送信するタミングであるか判断する（ステップＨ１１）。
【０１５０】
他方、拡散コード♯２のフレーム（上り）２を受信したときも（ステップＨ７）、ＢＳ１

30

Ｂは、ＣＲＣチェックを行なって、チェック結果が正常であるかを判断する（ステップＨ
８）。
ここでも、受信したフレーム（上り）２のＣＲＣチェック結果が正常でないとき、ＢＳ１
Ｂは、応答情報を送信するタイミングか判断する（ステップＨ８のＮＯルートからステッ
プＨ１１）一方、拡散コード♯２を用いた信号を送信したＭＳに対する応答情報の数情報
Ｐ

をカウントアップする（ステップＨ８のＹＥＳルートからステップＨ９）とともに

、ＰＩＤを拡散コード♯２用に保存して（ステップＨ１０）、応答情報を送信するタミン
グであるか判断する（ステップＨ１１）。
【０１５１】
次いで、ＢＳ１Ｂは、応答情報を送信するタイミングに該当しないときは、応答情報を送

40

信するタイミングで判断するまで（ステップＨ１１でＹＥＳと判断されるまで）、上記の
処理を繰り返す（ステップＨ３〜Ｈ６或いはステップＨ７〜Ｈ１０）。
応答情報を送信するタイミングであるとき、ＢＳ１Ｂは、
値が
、

０
Ｌ

Ｌ

或いは

Ｐ

のカウント

より大きいかを判断し（ステップＨ１１のＹＥＳルートからステップＨ１２）
及び

Ｐ

のカウントがそれぞれ

０

のときは、上記の処理を繰り返す（ステ

ップＨ１２のＮＯルートからステップＨ３或いはＨ７）。
【０１５２】
Ｌ

又は

Ｐ

のカウントが

０

より大きいとき、ＢＳ１Ｂは、コード♯１用の応答

情報を先頭にして並べ（ステップＨ１２のＹＥＳルートからステップＨ１３）、次いで、
コード♯２用の応答情報を続けて並べる（ステップＨ１４）と共に、第３ＡＣＫ情報

Ｌ
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もフレーム（下り）３に搭載する（ステップＨ１５）。
【０１５３】
その後、ＢＳ１Ｂは、フレーム（下り）３を送信し（ステップＨ１６）、フレーム（下り
）３に応答情報等を搭載するに用いたものをクリアする（ステップＨ１７）。
以後、ＢＳ１Ｂは、フレーム（上り）２を受信する毎に、上記の処理を行なう（ステップ
Ｈ１７からステップＨ２）。
【０１５４】
例えば、ＢＳ１Ｂは、図２１（ａ）中に示すように、各ＭＳ１Ａ〜５Ａへの応答情報をフ
レーム（下り）３に搭載するにあたり、拡散コード♯１を用いた信号を送信したＭＳ１Ａ
，４Ａに対する応答情報を先頭にして、次いで拡散コード♯２を用いた信号を送信したＭ

10

Ｓ２Ａ，３Ａ，５Ａに対する応答情報を拡散コード別に順番に並べてフレーム（下り）３
に搭載する他、拡散コード♯１を用いた信号を送信したＭＳ１Ａ，４Ａに対する応答情報
の数を示す第３ＡＣＫ情報

Ｌ（＝２）

も搭載して、所望の送信タイミングになると（

例えば、図２１（ａ）中のタイミングＴ７−ｂ）、フレーム（下り）３を送信する。
【０１５５】
一方、各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、周期Ｔ７−ｂでＢＳ１Ｂから送信されたフレーム（下り）３
を受信し（ステップＧ３）、周期Ｔ７−４内で受信フレーム（下り）３がＡＣＫモード且
つ送信したＰＩＤと同一であるか否かを判断する（ステップＧ４）。
ここで、ＢＳ１Ｂから受信したフレームがＡＣＫモードに該当しないときや送信したＰＩ
Ｄと一致しないときは、始動したタイマが完了しているか判断し（ステップＧ４のＮＯル

20

ートからステップＧ５）、タイマが最大値までカウントアップされていれば、再送処理を
行なう（ステップＧ５のＹＥＳルートからステップＧ６）一方、タイマが完了していなけ
れば、フレームの受信処理に移行する（ステップＧ５のＮＯルートからステップＧ３）。
【０１５６】
なお、タイマは、受信フレーム（下り）３から送信したＰＩＤが検出されると、カウント
値をクリアされるようになっている。
他方、送信したＰＩＤと同一であるときは、各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、継続して送信する残り
のフレーム（上り）２があるか判断し（ステップＧ４のＹＥＳルートからステップＧ７）
、残りのフレーム（上り）２がなければ送信完了とする（ステップＧ７のＮＯルートから
ステップＧ１３）。

30

【０１５７】
一方、各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、残りのフレーム（上り）２があれば、受信したフレーム（下
り）３に搭載されている複数の応答情報内で、自分のＰＩＤの位置（順番）と第３ＡＣＫ
情報

Ｌ

を検出する（ステップＧ７のＹＥＳルートからステップＧ８）。

次いで、各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、自身がコード♯１を用いて送信したのか判断し（ステップ
Ｇ９）、コード♯１を用いてフレーム（上り）２を送信した場合は、フレーム（下り）３
に自身の応答情報が搭載されている順番を継続して送信する残りのフレーム（上り）２を
送信するタイミングに設定する（ステップＧ９のＹＥＳルートからステップＧ１０）。
【０１５８】
一方、自身がコード♯２を用いて送信した場合、例えば、ＭＳ２Ａ，３Ａ，５Ａは、第３
ＡＣＫ情報

Ｌ

40

を用いて、継続して送信する残りのフレーム（上り）２を送信するタイ

ミングに設定する（ステップＧ９のＮＯルートからステップＧ１１）。即ち、ＭＳ２Ａ，
３Ａ，５Ａは、ＢＳ１Ｂから受信したフレーム内２搭載されている第３ＡＣＫ情報

Ｌ

の値の分の応答情報を省いて、自身の応答情報が搭載されている順番に従って、継続して
送信するフレーム（上り）２を送信するタイミングを設定する。
【０１５９】
各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、それぞれ設定された所望のアクセスタイミングになると、各拡散コ
ード（♯１或いは♯２）を用いてスペクトル拡散された信号を送信する（ステップＧ１２
）。
図２１（ｂ）では、各ＭＳ１Ａ，４Ａは、周期Ｔ７−５内の４アクセスタイミングのうち

50

(29)

JP 4037965 B2 2008.1.23

、受信したフレーム（下り）３に搭載されている応答情報の順番に従ったアクセスタイミ
ングで残りのフレーム（上り）２を位相のずれた拡散コード♯１を用いてスペクトル拡散
して送信し、各ＭＳ２Ａ，３Ａ，５Ａは、受信したフレーム（下り）３に搭載されている
応答情報のうち第３ＡＣＫ情報

Ｌ（＝２）

分の応答情報を除いた応答情報の順番に従

ったアクセスタイミングで、残りのフレーム（上り）２を位相のずれた拡散コード♯２を
用いてスペクトル拡散して送信する。
【０１６０】
以後、継続して送信したフレーム（上り）２に対しても、各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、上記の処
理を行なう（ステップＧ１２からステップＧ２）。
このように、本発明の第１実施形態の第７変形例に係るＣＤＭＡ通信システム１−７によ
れば、ＢＳ１Ｂが、第３ＡＣＫ情報

Ｌ

10

を各応答情報とともに伝送フレーム（下り）３

に搭載して送信し、各ＭＳ１Ａ〜５Ａは、第３ＡＣＫ情報

Ｌ

を基に、自身の応答情報

がフレーム（下り）３中に自身が用いる拡散コード（♯１或いは♯２）を用いて送信した
フレーム（上り）２に対する応答情報のうちの何番目に搭載されているか分かるので、２
種類の拡散コード（♯１，♯２）を用いたＣＤＭＡ通信においても、継続して残りのフレ
ーム（上り）２を送信するアクセスタイミングの衝突を回避して、スループットの低下を
抑制できる。
（９）その他
上記詳述した以外に、本発明は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる
。

20

【０１６１】
【発明の効果】
以上詳述したように、端末装置が、それぞれ、応答情報受信手段にて基地局から受信し
た複数の応答情報の１フレーム期間中での受信タイミングを基準にしたアクセスタイミン
グで、基地局へ再度アクセスして残り情報を送信するので、残り情報を送信する端末装置
間の衝突がなくなり、スループットの低下を抑制できる。
【０１６２】
また、残り情報を継続して基地局へ送信する際に、自端末装置に相当する応答情報が有
する順番に従って設定された送信タイミング期間内に、基地局へ再度アクセスして残り情
報を送信するので、他の端末装置との衝突をも減らすことができる。

30

または、基地局の応答情報送信手段が、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の
応答情報を搭載した伝送フレームを複数の端末装置に送信するので、優先度の高い情報（
複数フレームを送信する）を送信する端末装置のアクセス時間を短縮できる。
【０１６３】
または、基地局の応答情報送信手段が、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の
応答情報を搭載した伝送フレームを複数の端末装置に送信するとともに、端末装置が、残
り情報を継続して基地局へ送信する際に、自端末装置に相当する応答情報の１フレーム期
間中での受信タイミングを基準にしたアクセスタイミングで、基地局へ再度アクセスして
残り情報を送信するので、他の端末装置との衝突を減少できるとともに、優先度の高い情
報（複数フレームを送信する）を送信する端末装置のアクセス時間を短縮できる。

40

【０１６４】
または、端末装置が、基地局に初めてランダムアクセスを行なう前に、応答情報受信手
段にて、伝送フレームを受信するとともに、受信した伝送フレーム内に搭載されている応
答情報の数分だけ送信タイミングをずらして、基地局へランダムアクセスを行なうので、
初めて基地局へアクセスする端末装置と、残りの情報を送信する端末装置との間の衝突を
も減少でき、システムのスループットの低下を抑制できる。
【０１６５】
または、基地局の応答情報送信手段が、応答情報と共に、残り情報を送信する端末装置
の数を示す情報を伝送フレームに搭載して端末装置に送信するように構成されるとともに
、端末装置が、基地局に初めてランダムアクセスを行なう前に、応答情報受信手段にて、
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伝送フレームを受信するとともに、受信した伝送フレーム内に搭載されている残り情報を
送信する端末装置の数分だけ送信タイミングをずらして、基地局へランダムアクセスを行
なうので、初めて基地局へアクセスする端末装置と、残りの情報を送信する端末装置との
間の衝突をも減少できるとともに、遅延時間を減少できる。
【０１６６】
または、基地局の応答情報送信手段が、残り情報を送信する端末装置順に並び替えた応
答情報を搭載した伝送フレームを端末装置に送信するとともに、残り情報を送信する端末
装置への応答情報が、一定の範囲内で端末装置が行なう送信タイミング数を超えるときは
、超えた分の応答情報を次回送信する伝送フレーム内に搭載するので、同一の伝送フレー
ム内に、送信タイミング数を超えて応答情報を搭載したときの残り情報を送信する端末間

10

の衝突を回避できる。
【０１６７】
または、第１端末装置または第２端末装置が、伝送フレーム内の自己が使用する拡散コ
ード別に搭載されている応答情報順に残り情報を送信するので、同一の体系の拡散コード
を用いて情報を送信する端末装置間の衝突を回避できて、スループットの低下を抑制でき
る。
【０１６８】
一方、継続して基地局へ送信する残り情報が有る複数の端末装置が所定の順番で基地局
へ再度アクセスして残り情報を送信しうるように、端末装置からのアクセス信号を受信し
た順に伝送フレームに複数の端末装置分まとめて搭載して複数の端末装置へ送信するので

20

、残り情報を送信する端末装置間の衝突がなくなり、スループットの低下を抑制できる。
【０１６９】
さらに、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の応答情報を搭載した伝送フレー
ムを複数の端末装置に送信するので、優先度の高い情報（複数フレームを送信する）を送
信する端末装置のアクセス時間を短縮できる。
または、応答情報と共に、残り情報を送信する端末装置の数を示す情報を伝送フレーム
に搭載して端末装置に送信するので、これから基地局へアクセスする端末装置が残り情報
を送信する端末装置の数を知ることができるので、受信した応答情報の端末装置との衝突
を回避できるとともに、遅延時間を減少できる。
【０１７０】
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または、残り情報を送信する端末装置順に並び替えた応答情報を搭載した伝送フレーム
を端末装置に送信するとともに、残り情報を送信する端末装置への応答情報が、一定の範
囲内で端末装置が行なう送信タイミング数を超えるときは、超えた分の応答情報を次回送
信する伝送フレーム内に搭載するので、同一の伝送フレーム内に、送信タイミング数を超
えて応答情報を搭載したときの残り情報を送信する端末間の衝突を回避できる。
【０１７１】
または、応答情報送信手段が、各拡散情報別に応答情報を伝送フレームに搭載して、少
なくとも２種の異なる拡散情報の内の一方の拡散情報を用いてスペクトル拡散された情報
を送信した複数の端末装置のうちの第１端末装置に対する応答情報を数情報または他方の
拡散情報を用いてスペクトル拡散された情報を送信した複数の端末装置のうちの第２端末
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装置に対する応答情報の数情報を応答情報とともに伝送フレームに搭載して複数の端末装
置に送信するので、同一の体系の拡散コードを用いて情報を送信する端末装置間の衝突を
回避できて、スループットの低下を抑制できる。
【０１７２】
他方、基地局へランダムアクセスした後に、応答情報受信手段にて基地局から受信した
複数の応答情報のうち自端末装置に相当する応答情報が有する順番に従って、送信手段が
基地局へ再度アクセスして残り情報を送信するので、残り情報を送信する端末装置間の衝
突をなくして、スループットの低下を抑制できる。
【０１７３】
または、送信手段が、残り情報を継続して基地局へ送信する際に、自端末装置に相当す
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る応答情報が有する順番に従って設定された送信タイミング期間内に、基地局へ再度アク
セスして残り情報を送信するので、ランダムアクセスを行なう他の端末装置との衝突をも
減少できて、スループットの低下を抑制できる。
【０１７４】
または、基地局に初めてランダムアクセスを行なう前に、応答情報受信手段にて、伝送
フレームを受信するとともに、受信した伝送フレーム内に搭載されている応答情報の数分
だけ送信タイミングをずらして、基地局へランダムアクセスを行なうので、初めて基地局
へアクセスする端末装置と、残りの情報を送信する端末装置との間の衝突をも減少でき、
システムのスループットの低下を抑制できる。
【０１７５】
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または、基地局に初めてランダムアクセスを行なう前に、応答情報受信手段にて、応答
情報と共に残り情報を送信する端末装置の数を示す情報を搭載した伝送フレームを受信す
るとともに、受信した伝送フレーム内に搭載されている残り情報を送信する端末装置の数
分だけ送信タイミングをずらして、基地局へランダムアクセスを行なうので、初めて基地
局へアクセスする端末装置と、残りの情報を送信する端末装置との間の衝突をも減少でき
るとともに、遅延時間を減少できる。
【０１７６】
並びに、複数の端末装置が、送信ステップにより、継続して基地局へ送信する残り情報
が有る場合に、基地局へランダムアクセスした後に、基地局から受信した複数の応答情報
のうち各端末装置に相当する応答情報が有する順番に従って、基地局へ再度アクセスして
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残り情報を送信するので、残り情報を送信する端末装置間の衝突がなくなり、スループッ
トの低下を抑制できる。
【０１７７】
さらに、複数の端末装置が、残り情報を継続して基地局へ送信する際に、各端末装置に
相当する応答情報が有する順番に従って設定された送信タイミング期間内に、それぞれ基
地局へ再度アクセスして残り情報を送信するので、他の端末装置との衝突をも減らすこと
ができる。
【０１７８】
または、基地局が、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の応答情報を搭載した
伝送フレームを複数の端末装置に送信するので、優先度の高い情報（複数フレームを送信
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する）を送信する端末装置のアクセス時間を短縮できる。
または、基地局が、所定の優先順位に従って並び替えられた複数の応答情報を搭載した
伝送フレームを複数の端末装置に送信するとともに、複数の端末装置が、残り情報を継続
して基地局へ送信する際に、各端末装置に相当する応答情報が有する順番に従って設定さ
れた送信タイミング期間内に、それぞれ基地局へ再度アクセスして残り情報を送信するの
で、他の端末装置との衝突を減少できるとともに、優先度の高い情報（複数フレームを送
信する）を送信する端末装置のアクセス時間を短縮できる。
【０１７９】
または、端末装置が、基地局に初めてランダムアクセスを行なう前に、応答情報受信手
段にて、伝送フレームを受信するとともに、受信した伝送フレーム内に搭載されている応
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答情報の数分だけ送信タイミングをずらして、基地局へランダムアクセスを行なうので、
初めて基地局へアクセスする端末装置と、残りの情報を送信する端末装置との間の衝突を
も減少でき、システムのスループットの低下を抑制できる。
【０１８０】
または、基地局が、応答情報と共に、残り情報を送信する端末装置の数を示す情報を伝
送フレームに搭載して端末装置に送信するとともに、端末装置が、基地局に初めてランダ
ムアクセスを行なう前に、伝送フレームを受信するとともに、受信した伝送フレーム内に
搭載されている残り情報を送信する端末装置の数分だけ送信タイミングをずらして、基地
局へランダムアクセスを行なうので、初めて基地局へアクセスする端末装置と、残りの情
報を送信する端末装置との間の衝突をも減少できるとともに、遅延時間を減少できる。
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【０１８１】
または、基地局が、残り情報を送信する端末装置順に並び替えた応答情報を搭載した伝
送フレームを端末装置に送信するとともに、残り情報を送信する端末装置への応答情報が
、一定の範囲内で端末装置が行なう送信タイミング数を超えるときは、超えた分の応答情
報を次回送信する伝送フレーム内に搭載するので、同一の伝送フレーム内に、送信タイミ
ング数を超えて応答情報を搭載したときの残り情報を送信する端末間の衝突を回避できる
。
【０１８２】
または、第１端末装置または第２端末装置の送信手段が、伝送フレーム内の自己が使用
する拡散コード別に搭載されている応答情報順に残り情報を送信するので、同一の体系の
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拡散コードを用いて情報を送信する端末装置間の衝突を回避できて、スループットの低下
を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理ブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図３】（ａ），（ｂ）は、ＭＳとＢＳとの間で送受されるフレームの構成例である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るＭＳの構成例を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るＢＳの構成例を示すブロック図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信システムの信号シーケンスを説明する
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ための図である。
【図７】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態に係るＣＤＭＡ通信システムの動作を
説明するためのタイムチャートである。
【図８】本発明の第１実施形態に係るＭＳの動作を説明するためのフローチャートである
。
【図９】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第１変形例に係るＣＤＭＡ通信シス
テムの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図１０】本発明の第１実施形態の第１変形例に係るＭＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図１１】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第２変形例に係るＣＤＭＡ通信シ
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ステムの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図１２】本発明の第１実施形態の第２変形例に係るＢＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図１３】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第３変形例に係るＣＤＭＡ通信シ
ステムの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図１４】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第４変形例に係るＣＤＭＡ通信シ
ステムの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図１５】本発明の第１実施形態の第４変形例に係るＭＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図１６】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第５変形例に係るＣＤＭＡ通信シ
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ステムの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図１７】本発明の第１実施形態の第５変形例に係るＭＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図１８】本発明の第１実施形態の第５変形例に係るＢＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図１９】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第６変形例に係るＣＤＭＡ通信シ
ステムの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図２０】本発明の第１実施形態の第５変形例に係るＢＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図２１】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態の第７変形例に係るＣＤＭＡ通信シ
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ステムの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図２２】本発明の第１実施形態の第７変形例に係るＭＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図２３】本発明の第１実施形態の第７変形例に係るＢＳの動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図２４】（ａ），（ｂ）は、一般のＣＤＭＡ通信システムの動作を説明するためのタイ
ムチャートである。
【符号の説明】
１，１−１，１−２，１−３，１−４，１−５，１−６，１−７，１００
システム

10

１Ａ〜ｎＡ
１Ｂ

ＭＳ

ＢＳ

１０，１０−１

受信部

１１

周波数変換回路

１２

直交検波回路

１３，１４

Ａ／Ｄ

１６，１６−１〜１６−４
１７

２０，２０−１

フィルタ

送信部

Ｄ／Ａ

２６

直交変調回路

２７

周波数変換回路

３０

デュプレクサ

４０，４０−１

ＣＰＵ

アンテナ

６０−１〜６０−Ｉ

端末装置

６０ａ

応答情報受信手段

６０ｂ

送信手段

６０ｃ

ランダムアクセス手段

８０

20

拡散部

２４，２５

５０

逆拡散部

パスサーチ回路

１８，１９，２２，２３
２１

ＣＤＭＡ通信

基地局

８０ａ

受信手段

８０ｂ

応答情報送信手段
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