
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動体通信システムにおける無線基地装置であって、前記移動体通信システムは前記無線
基地装置に接続可能な無線端末装置を含み、
前記無線基地装置は、
前記無線端末装置からの接続要求を受け付ける受信手段と、
前記接続要求に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適合し
た受信動作を指示する信号を送信する送信手段とを備えた、無線基地装置。
【請求項２】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行し、
前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号
を送信する、請求項１に記載の無線基地装置。
【請求項３】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実行し
、前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示する信号を送
信する、請求項１に記載の無線基地装置。
【請求項４】
移動体通信システムにおける無線端末装置であって、前記移動体通信システムは無線基地
装置を含み、前記無線基地装置は、前記無線端末装置からの接続要求に応じて、前記無線
端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送信

10

20

JP 3540782 B2 2004.7.7



する送信手段を備え、
前記無線端末装置は、
接続すべき前記無線基地装置に対し接続要求を実行する手段と、
前記接続要求に応じて前記無線基地装置から送信される、前記受信動作を指示する信号を
受信する手段と、
前記受信した信号により指示された受信動作を実行可能か否か判定する手段と、
前記指示された受信動作を実行可能と判定した場合、当該受信動作を実行し、実行不能と
判定した場合、所定の受信動作を実行する受信動作制御手段とを備える、無線端末装置。
【請求項５】
前記接続すべき無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作
を実行し、前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指
示する信号を送信する、請求項４に記載の無線端末装置。
【請求項６】
前記無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、前記受信動
作制御手段は、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、前記１本のア
ンテナによる受信動作を実行する、請求項５に記載の無線端末装置。
【請求項７】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であり、
前記受信動作制御手段は、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、前
記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後の
当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作を実行する、請求項５に記載の無線
端末装置。
【請求項８】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置で
あり、前記受信動作制御手段は、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じ
て、アダプティブアレイ受信動作を実行する、請求項５に記載の無線端末装置。
【請求項９】
前記接続すべき無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動
作を実行し、前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示す
る信号を送信する、請求項４に記載の無線端末装置。
【請求項１０】
前記無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、前記受信動
作制御手段は、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、前記１本のアンテナ
による受信動作を実行する、請求項９に記載の無線端末装置。
【請求項１１】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であり、
前記受信動作制御手段は、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダイバー
シチ受信動作を実行する、請求項９に記載の無線端末装置。
【請求項１２】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置で
あり、前記受信動作制御手段は、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダ
イバーシチ受信動作を実行する、請求項９に記載の無線端末装置。
【請求項１３】
前記指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される前記所定の受信動作は、
前記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後
の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作である、請求項８または１２に記
載の無線端末装置。
【請求項１４】
前記指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される前記所定の受信動作は、
アダプティブアレイ受信動作である、請求項８または１２に記載の無線端末装置。
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【請求項１５】
無線基地装置および無線端末装置を備えた移動体通信システムであって、
前記無線基地装置は、
前記無線端末装置からの接続要求を受け付ける受信手段と、
前記接続要求に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適合し
た受信動作を指示する信号を送信する送信手段とを備え、
前記無線端末装置は、
接続すべき前記無線基地装置に対し接続要求を実行する手段と、
前記接続要求に応じて前記無線基地装置から送信される、前記受信動作を指示する信号を
受信する手段と、
前記受信した信号により指示された受信動作を実行可能か否か判定する手段と、
前記指示された受信動作を実行可能と判定した場合、当該受信動作を実行し、実行不能と
判定した場合、所定の受信動作を実行する受信動作制御手段とを備える、移動体通信シス
テム。
【請求項１６】
前記接続すべき無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作
を実行し、前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指
示する信号を送信する、請求項１５に記載の移動体通信システム。
【請求項１７】
前記無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、前記受信動
作制御手段は、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、前記１本のア
ンテナによる受信動作を実行する、請求項１６に記載の移動体通信システム。
【請求項１８】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であり、
前記受信動作制御手段は、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、前
記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後の
当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作を実行する、請求項１６に記載の移
動体通信システム。
【請求項１９】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置で
あり、前記受信動作制御手段は、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じ
て、アダプティブアレイ受信動作を実行する、請求項１６に記載の移動体通信システム。
【請求項２０】
前記接続すべき無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動
作を実行し、前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示す
る信号を送信する、請求項１５に記載の移動体通信システム。
【請求項２１】
前記無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、前記受信動
作制御手段は、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、前記１本のアンテナ
による受信動作を実行する、請求項２０に記載の移動体通信システム。
【請求項２２】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であり、
前記受信動作制御手段は、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダイバー
シチ受信動作を実行する、請求項２０に記載の移動体通信システム。
【請求項２３】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置で
あり、前記受信動作制御手段は、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダ
イバーシチ受信動作を実行する、請求項２０に記載の移動体通信システム。
【請求項２４】
前記指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される前記所定の受信動作は、
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前記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後
の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作である、請求項１９または２３に
記載の移動体通信システム。
【請求項２５】
前記指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される前記所定の受信動作は、
アダプティブアレイ受信動作である、請求項１９または２３に記載の移動体通信システム
。
【請求項２６】
移動体通信システムの無線基地装置において、前記無線基地装置に接続すべき無線端末装
置の受信動作を制御するための受信動作制御プログラムであって、コンピュータに、
前記無線端末装置からの接続要求を受け付けるステップと、
前記接続要求に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適合し
た受信動作を指示する信号を送信するステップとを実行させるための、受信動作制御プロ
グラム。
【請求項２７】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行し、
前記受信動作を指示する信号を送信するステップは、前記無線端末装置に対し、アダプテ
ィブアレイ受信動作を指示する信号を送信するステップを含む、請求項２６に記載の受信
動作制御プログラム。
【請求項２８】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実行し
、前記受信動作を指示する信号を送信するステップは、前記無線端末装置に対し、ダイバ
ーシチ受信動作を指示する信号を送信するステップを含む、請求項２６に記載の受信動作
制御プログラム。
【請求項２９】
移動体通信システムの無線端末装置において受信動作を制御する受信動作制御プログラム
であって、前記移動体通信システムは無線基地装置を含み、前記無線基地装置は、前記無
線端末装置からの接続要求に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信
動作に適合した受信動作を指示する信号を送信する送信手段を備え、
前記受信動作制御プログラムは、コンピュータに、
接続すべき前記無線基地装置に対し接続要求を実行するステップと、
前記接続要求に応じて前記無線基地装置から送信される、前記受信動作を指示する信号を
受信するステップと、
前記受信した信号により指示された受信動作を実行可能か否か判定するステップと、
前記指示された受信動作を実行可能と判定した場合、当該受信動作を実行し、実行不能と
判定した場合、所定の受信動作を実行するステップとを実行させるための、受信動作制御
プログラム。
【請求項３０】
前記接続すべき無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作
を実行し、前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指
示する信号を送信する、請求項２９に記載の受信動作制御プログラム。
【請求項３１】
前記無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、前記受信動
作を実行するステップは、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、前
記１本のアンテナによる受信動作を実行するステップを含む、請求項３０に記載の受信動
作制御プログラム。
【請求項３２】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であり、
前記受信動作を実行するステップは、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に
応じて、前記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナを
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その直後の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作を実行するステップを含
む、請求項３０に記載の受信動作制御プログラム。
【請求項３３】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置で
あり、前記受信動作を実行するステップは、前記アダプティブアレイ受信動作を指示する
信号に応じて、アダプティブアレイ受信動作を実行するステップを含む、請求項３０に記
載の受信動作制御プログラム。
【請求項３４】
前記接続すべき無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動
作を実行し、前記送信手段は、前記無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示す
る信号を送信する、請求項２９に記載の受信動作制御プログラム。
【請求項３５】
前記無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、前記受信動
作を実行するステップは、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、前記１本
のアンテナによる受信動作を実行するステップを含む、請求項３４に記載の受信動作制御
プログラム。
【請求項３６】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であり、
前記受信動作を実行するステップは、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて
、ダイバーシチ受信動作を実行するステップを含む、請求項３４に記載の受信動作制御プ
ログラム。
【請求項３７】
前記無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置で
あり、前記受信動作を実行するステップは、前記ダイバーシチ受信動作を指示する信号に
応じて、ダイバーシチ受信動作を実行するステップを含む、請求項３４に記載の受信動作
制御プログラム。
【請求項３８】
前記指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される前記所定の受信動作は、
前記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後
の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作である、請求項３３または３７に
記載の受信動作制御プログラム。
【請求項３９】
前記指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される前記所定の受信動作は、
アダプティブアレイ受信動作である、請求項３３または３７に記載の受信動作制御プログ
ラム。
【請求項４０】
移動体通信システムにおける無線基地装置であって、前記移動体通信システムは前記無線
基地装置に接続可能な無線端末装置を含み、前記無線端末装置は、前記無線基地局に対し
、前記無線端末装置の受信動作の種別を識別する端末動作情報を送信する手段を備え、
前記無線基地装置は、
前記無線端末装置からの接続要求および前記端末動作情報を受信する受信手段と、
前記端末動作情報に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適
合した受信動作を指示する信号を送信する指示信号送信手段とを備えた、無線基地装置。
【請求項４１】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行し、
前記指示信号送信手段は、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでダイバーシチ受信が
可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置に対し
、前記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直
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後の当該無線基地局からの受信動作に使用する受信動作を指示する信号を送信する手段と
、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ
受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線
端末装置であるか否かを判定する手段と、
１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、前記１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末
装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を
行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、前記無線端末装置に対し、特
定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む、請求項４０に
記載の無線基地装置。
【請求項４２】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実行し
、前記指示信号送信手段は、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでダイバーシチ受信が
可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置に対し
、ダイバーシチ受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ
受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線
端末装置であるか否かを判定する手段と、
１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、前記１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末
装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を
行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、前記無線端末装置に対し、特
定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む、請求項４０に
記載の無線基地装置。
【請求項４３】
移動体通信システムにおける無線端末装置であって、前記移動体通信システムは無線基地
装置を含み、前記無線基地装置は、前記無線端末装置からの前記無線端末装置の受信動作
の種別を識別する端末動作情報に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の
送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送信する送信手段を備え、
前記無線端末装置は、
接続すべき前記無線基地装置に対し接続要求を実行する手段と、
前記接続すべき無線基地局に対し、前記端末動作情報を送信する手段と、
前記端末動作情報に応じて前記無線基地装置から送信される、前記受信動作を指示する信
号を受信する手段と、
前記受信した信号により指示された受信動作を実行する手段とを備える、無線端末装置。
【請求項４４】
無線基地装置および無線端末装置を備えた移動体通信システムであって、
前記無線基地装置は、
前記無線端末装置からの接続要求および前記無線端末装置の受信動作の種別を識別する端
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末動作情報を受信する受信手段と、
前記端末動作情報に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適
合した受信動作を指示する信号を送信する指示信号送信手段とを備え、
前記無線端末装置は、
接続すべき前記無線基地装置に対し前記接続要求を実行する手段と、
前記接続すべき無線基地局に対し、前記端末動作情報を送信する手段と、
前記端末動作情報に応じて前記無線基地装置から送信される、前記受信動作を指示する信
号を受信する手段と、
前記受信した信号により指示された受信動作を実行する手段とを備える、移動体通信シス
テム。
【請求項４５】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行し、
前記指示信号送信手段は、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでダイバーシチ受信が
可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置に対し
、前記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直
後の当該無線基地局からの受信動作に使用する受信動作を指示する信号を送信する手段と
、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ
受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線
端末装置であるか否かを判定する手段と、
１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、前記１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末
装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を
行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、前記無線端末装置に対し、特
定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む、請求項４４に
記載の移動体通信システム。
【請求項４６】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実行し
、前記指示信号送信手段は、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでダイバーシチ受信が
可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置に対し
、ダイバーシチ受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ
受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線
端末装置であるか否かを判定する手段と、
１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、前記１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段と、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末
装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を
行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、前記無線端末装置に対し、特
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定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む、請求項４４に
記載の移動体通信システム。
【請求項４７】
移動体通信システムの無線基地装置において、前記無線基地装置に接続すべき無線端末装
置の受信動作を制御するための受信動作制御プログラムであって、前記無線端末装置は、
前記無線基地局に対し、前記無線端末装置の受信動作の種別を識別する端末動作情報を送
信する手段を備え、
前記受信動作制御プログラムは、コンピュータに、
前記無線端末装置からの接続要求および前記端末動作情報を受信するステップと、
前記端末動作情報に応じて、前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適
合した受信動作を指示する信号を送信するステップとを実行させるための、受信動作制御
プログラム。
【請求項４８】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行し、
前記指示信号を送信するステップは、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでダイバーシチ受信が
可能な無線端末装置であるか否かを判定するステップと、
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置に対し
、前記複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直
後の当該無線基地局からの受信動作に使用する受信動作を指示する信号を送信するステッ
プと、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ
受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定するステップと、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信するステップと、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線
端末装置であるか否かを判定するステップと、
１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、前記１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信するステップと、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末
装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を
行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、前記無線端末装置に対し、特
定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信するステップとを含む、請求項４
７に記載の受信動作制御プログラム。
【請求項４９】
前記無線基地装置は、前記無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実行し
、前記指示信号を送信するステップは、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでダイバーシチ受信が
可能な無線端末装置であるか否かを判定するステップと、
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置に対し
、ダイバーシチ受信動作を指示する信号を送信するステップと、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ
受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定するステップと、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信するステップと、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線
端末装置であるか否かを判定するステップと、
１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、前記無線端末装置
に対し、前記１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信するステップと、
前記端末動作情報に基づいて、前記無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末
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装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を
行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、前記無線端末装置に対し、特
定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信するステップとを含む、請求項４
７に記載の受信動作制御プログラム。
【請求項５０】
移動体通信システムの無線端末装置において受信動作を制御する受信動作制御プログラム
であって、前記移動体通信システムは無線基地装置を含み、前記無線基地装置は、前記無
線端末装置からの前記無線端末装置の受信動作の種別を識別する端末動作情報に応じて、
前記無線端末装置に対し、前記無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信
号を送信する送信手段を備え、
前記受信動作制御プログラムは、コンピュータに、
接続すべき前記無線基地装置に対し接続要求を実行するステップと、
前記接続すべき無線基地局に対し、前記端末動作情報を送信するステップと、前記端末動
作情報に応じて前記無線基地装置から送信される、前記受信動作を指示する信号を受信す
るステップと、
前記受信した信号により指示された受信動作を実行するステップとを実行させるための、
受信動作制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、無線基地装置、無線端末装置、移動体通信システム、およびその受信動作制
御プログラムに関し、特に、無線端末装置の接続に応じて、無線基地装置の送信動作に適
合した受信動作を当該無線端末装置に指示する無線基地装置、そのような指示に応じて受
信動作を実行するための無線端末装置、そのような無線基地局および無線端末装置を備え
る移動体通信システム、およびそのような動作を制御する受信動作制御プログラムに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
近年、急速に発達しつつある移動体通信システム（たとえば、 Personal Handyphone Syst
em：以下、ＰＨＳ）では、電波の周波数利用効率を高めるために、同一周波数の同一タイ
ムスロットを空間的に分割することにより複数ユーザの無線端末装置（端末）を無線基地
装置（基地局）に空間多重接続させることができるＰＤＭＡ（ Path Division Multiple A
ccess）方式が提案されている。
【０００３】
このＰＤＭＡ方式では、現在のところアダプティブアレイ技術が採用されており、各ユー
ザの端末アンテナからの上り信号は、基地局のアレイアンテナによって受信されアダプテ
ィブアレイ処理により受信指向性を伴って分離抽出される。一方、基地局から当該端末へ
の下り信号は、端末のアンテナに対する送信指向性を伴ってアレイアンテナから送信され
る。
【０００４】
このようなアダプティブアレイ処理は周知の技術であり、たとえば菊間信良著の「アレー
アンテナによる適応信号処理」（科学技術出版）の第３５頁～第４９頁の「第３章　ＭＭ
ＳＥアダプティブアレー」に詳細に説明されているので、ここではその動作原理について
の説明を省略する。また、アダプティブアレイ処理を用いた無線装置の具体的な構成は、
たとえば本願の出願人による国際公開番号ＷＯ００／７９７０２号に詳細に開示されてい
るように、当該技術分野において周知である。
【０００５】
なお、以下の説明においては、このようなアダプティブアレイ処理を用いて下りの送信指
向性制御を行なう基地局をアダプティブアレイ基地局と称する。
【０００６】
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一方、端末としては、複数のアンテナを用いて選択ダイバーシチ受信（以下、ダイバーシ
チ受信）を行なうものが知られている。このような端末においては、受信時に、たとえば
２本のアンテナのうち受信レベルの高い方のアンテナを受信用のアンテナとして選択する
ように動作する。このような従来のダイバーシチ受信端末は、接続する相手先の基地局が
送信指向性制御を行なうアダプティブアレイ基地局であるか、それ以外の無指向性の基地
局であるかに関わりなく、上述のダイバーシチ受信を実行する。
【０００７】
図２６は、端末と基地局との接続状態を模式的に示す図であり、（ａ）は、ダイバーシチ
受信をしない端末とアダプティブアレイ基地局との接続状態を示し、（ｂ）は、ダイバー
シチ受信をする端末とアダプティブアレイ基地局との接続状態を示す。
【０００８】
図２６の（ａ）を参照して、ダイバーシチ受信をしない端末３は、太線の矢印で示すよう
に、所望のアダプティブアレイ基地局１に接続され、アダプティブアレイ基地局１のアレ
イアンテナからは、端末３の、上り信号を送信した１本のアンテナに向けて下り信号が送
信指向性を伴って送信される。アダプティブアレイ基地局１から端末３に向かって信号電
波のビームが向けられている様子を斜線の領域Ｄ（Ｄ： Desired）で示す。
【０００９】
この場合、端末３では、所望のアダプティブアレイ基地局１の送信指向性により、最大電
力でアダプティブアレイ基地局１からの下り信号を受信することができる。ダイバーシチ
受信をしない端末４と、その所望のアダプティブアレイ基地局２との間の関係も同様であ
る。
【００１０】
ここで、端末３にとって、破線の矢印Ｕ（Ｕ： Undesired）で示すアダプティブアレイ基
地局２からの信号電波は干渉波として機能するが、図２６（ａ）の信号電波の射出状態か
ら理解されるように、端末３で受信されるアダプティブアレイ基地局２からの干渉波の信
号電力は最小のものである。ダイバーシチ受信をしない端末４と、その不所望のアダプテ
ィブアレイ基地局１との間の関係も同様である。
【００１１】
以上のように、ダイバーシチ受信をしない端末と所望のアダプティブアレイ基地局との間
では、干渉の少ない良好な接続状態を実現することができる。
【００１２】
これに対し、図２６の（ｂ）を参照すると、たとえばダイバーシチ受信をする端末５は、
一方のアンテナ５ａで上り信号を送信し、太線の矢印で示すように、アダプティブアレイ
基地局１との間に、図２６の（ａ）で示した関係と同じ接続関係が確立される。すなわち
、端末５のアンテナ５ａにおいては、所望のアダプティブアレイ基地局１からの下り信号
は最大電力で受信され、破線の矢印（細）で示す不所望のアダプティブアレイ基地局２か
らの送信信号（干渉波）は最小電力で受信される。
【００１３】
一方、端末５のアンテナのうち、上り信号を送信しない他方のアンテナ５ｂには、所望の
アダプティブアレイ基地局１からの信号電波のビームＤは向けられていないため、アダプ
ティブアレイ基地局１からの受信信号の電力は低下する。このため、アンテナ５ｂにおい
ては、破線の矢印（太）で示す不所望のアダプティブアレイ基地局２からの干渉波Ｕの電
力が相対的に増大することになる。
【００１４】
ダイバーシチ受信をする端末６のアンテナ６ａおよび６ｂにおいても、アダプティブアレ
イ基地局１および２との間で同様の状態が生じる。
【００１５】
なお、このようなアダプティブアレイ処理を用いて空間多重接続を実現している空間多重
基地局においても同様の問題が生じる。図２７は、端末と基地局との接続状態を模式的に
示す図であり、（ａ）は、ダイバーシチ受信をしない端末と空間多重基地局との接続状態
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を示し、（ｂ）は、ダイバーシチ受信をする端末と空間多重基地局との接続状態を示す。
【００１６】
図２７の（ａ）を参照して、ダイバーシチ受信をしない端末３０および４０は、太線の矢
印で示すように、アダプティブアレイ処理により所望の基地局１０に空間多重接続され、
空間多重基地局１０のアレイアンテナからは、端末３０および４０の、上り信号を送信し
た１本のアンテナに向けて下り信号が送信指向性を伴って送信される。空間多重基地局１
０から端末３０および４０に向かって信号電波のビームが向けられている様子を斜線の領
域Ｄで示す。
【００１７】
この場合、端末３０および４０では、所望の基地局１０の送信指向性により、最大電力で
基地局１０からの下り信号を受信することができる。
【００１８】
以上のように、ダイバーシチ受信をしない端末と所望の空間多重基地局との間では、干渉
の少ない良好な接続状態を実現することができる。
【００１９】
これに対し、図２７の（ｂ）を参照すると、たとえばダイバーシチ受信をする端末５０は
、一方のアンテナ５０ａで上り信号を送信し、太線の矢印で示すように、空間多重基地局
１０との間に、図２７の（ａ）で示した関係と同じ接続関係が確立される。すなわち、端
末５０のアンテナ５０ａにおいては、所望の空間多重基地局１０からの下り信号は最大電
力で受信される。
【００２０】
一方、端末５０のアンテナのうち、上り信号を送信しない他方のアンテナ５０ｂには、所
望の空間多重基地局１０からの信号電波のビームＤは向けられていないため、空間多重基
地局１０からの受信信号Ｕの電力は低下する。このため、アンテナ５０ｂにおいては、図
示しない不所望の基地局からの干渉波の電力が相対的に増大することになる。
【００２１】
ダイバーシチ受信をする端末６０のアンテナ６０ａおよび６０ｂにおいても同様の状態が
生じる。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
前述のように、ダイバーシチ受信を行なう端末では、所望の基地局が下り送信指向性の制
御を行なうアダプティブアレイ基地局であるか否かに関わらず、２本のアンテナのうち受
信レベルの高い方のアンテナを受信用のアンテナとして選択する。したがって、たとえば
図２６（ｂ）の端末５の、上り信号を送信したアンテナ５ａで受信した所望のアダプティ
ブアレイ基地局１からの受信電力を、上り信号を送信していないアンテナ５ｂで受信した
、所望のアダプティブアレイ基地局１からの低い受信電力と不所望のアダプティブアレイ
基地局２からの大きな干渉波Ｕとの合計電力が上回った場合、アンテナ５ｂが受信用アン
テナとして選択されてしまうことになる。
【００２３】
この場合、アンテナ５ｂで受信した信号は、所望のアダプティブアレイ基地局１からの下
り受信信号に対して、不所望のアダプティブアレイ基地局２からの干渉波Ｕの電力が相対
的に大きく、干渉成分の大きい信号、いわゆるＤＵ（ Desired user's power: Undesired 
user's power）比が低い信号となっている。
【００２４】
端末５において、このようなＤＵ比の低い受信信号を復調しようとしても、復調信号のフ
レームにエラーが発生し、正確な復調はできない。特に、不所望のアダプティブアレイ基
地局２からの下り信号（干渉波）Ｕの電力レベルが大きくなれば、最悪の場合、アダプテ
ィブアレイ基地局２から別ユーザの端末６に向けて送信された下り信号を端末５が誤って
復調することさえ考えられる。
【００２５】
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同様の問題は、図２７に示した空間多重基地局の場合にも生じる。
このように、従来の移動体通信システムでは、ダイバーシチ受信する端末がアダプティブ
アレイ基地局（または空間多重基地局）と接続したときには、端末におけるＤＵ比が低下
し、干渉波によってその受信性能が劣化することになる。したがって、周波数再利用距離
（同じ周波数を使用し得る基地局間の最短距離）の短縮というアダプティブアレイ技術に
よる効果が低減してしまうという問題点があった。
【００２６】
なお、移動体通信システムの端末には、上述のダイバーシチ端末の他に、１本のアンテナ
で送受信するタイプの端末が存在し、またアダプティブアレイ受信が可能な端末も考えら
れる。一方、基地局には、上述のアダプティブアレイ基地局のように下り送信指向性を制
御する基地局の他に、そのような指向性制御を行なわない無指向性の基地局も存在する。
【００２７】
このような移動体通信システムにおいては、基地局の送信動作にできる限り適合した受信
動作を端末に実行させる必要があり、図２６および図２７に示した例は、端末の受信動作
が基地局の送信動作に適合していない場合の例示にすぎない。
【００２８】
それゆえに、この発明の目的は、基地局の送信動作にできるだけ適合した受信動作を端末
に実行させることができる、無線基地装置、無線端末装置、移動体通信システム、および
その受信動作制御プログラムを提供することである。
【００２９】
この発明のさらなる目的は、アダプティブアレイ基地局、空間多重基地局など、下り送信
指向性を制御する基地局に端末が接続したときでも、端末における受信性能が劣化するこ
とのない、無線基地装置、無線端末装置、移動体通信システム、およびその受信動作制御
プログラムを提供することである。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
この発明の１つの局面は、移動体通信システムにおける無線基地装置であって、移動体通
信システムは無線基地装置に接続可能な無線端末装置を含む。無線基地装置は、無線端末
装置からの接続要求を受け付ける受信手段と、接続要求に応じて、無線端末装置に対し、
無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送信する送信手段とを備え
る。
【００３１】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行
し、送信手段は、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送
信する。
【００３２】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実
行し、送信手段は、無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示する信号を送信す
る。
【００３３】
この発明の他の局面は、移動体通信システムにおける無線端末装置であって、移動体通信
システムは無線基地装置を含む。無線基地装置は、無線端末装置からの接続要求に応じて
、無線端末装置に対し、無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送
信する送信手段を備える。無線端末装置は、接続すべき無線基地装置に対し接続要求を実
行する手段と、接続要求に応じて無線基地装置から送信される、受信動作を指示する信号
を受信する手段と、受信した信号により指示された受信動作を実行可能か否か判定する手
段と、指示された受信動作を実行可能と判定した場合、当該受信動作を実行し、実行不能
と判定した場合、所定の受信動作を実行する受信動作制御手段とを備える。
【００３４】
好ましくは、接続すべき無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信
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動作を実行し、送信手段は、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示す
る信号を送信する。
【００３５】
好ましくは、無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、受
信動作制御手段は、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、１本のアンテ
ナによる受信動作を実行する。
【００３６】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置
であり、受信動作制御手段は、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、複
数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後の当該
無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作を実行する。
【００３７】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端
末装置であり、受信動作制御手段は、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じ
て、アダプティブアレイ受信動作を実行する。
【００３８】
好ましくは、接続すべき無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送
信動作を実行し、送信手段は、無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示する信
号を送信する。
【００３９】
好ましくは、無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、受
信動作制御手段は、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、１本のアンテナによ
る受信動作を実行する。
【００４０】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置
であり、受信動作制御手段は、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダイバー
シチ受信動作を実行する。
【００４１】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端
末装置であり、受信動作制御手段は、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダ
イバーシチ受信動作を実行する。
【００４２】
好ましくは、指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される所定の受信動作
は、複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後
の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作である。
【００４３】
好ましくは、指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される所定の受信動作
は、アダプティブアレイ受信動作である。
【００４４】
この発明のさらに他の局面は、無線基地装置および無線端末装置を備えた移動体通信シス
テムである。無線基地装置は、無線端末装置からの接続要求を受け付ける受信手段と、接
続要求に応じて、無線端末装置に対し、無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指
示する信号を送信する送信手段とを備える。無線端末装置は、接続すべき無線基地装置に
対し接続要求を実行する手段と、接続要求に応じて無線基地装置から送信される、受信動
作を指示する信号を受信する手段と、受信した信号により指示された受信動作を実行可能
か否か判定する手段と、指示された受信動作を実行可能と判定した場合、当該受信動作を
実行し、実行不能と判定した場合、所定の受信動作を実行する受信動作制御手段とを備え
る。
【００４５】
好ましくは、接続すべき無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信
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動作を実行し、送信手段は、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示す
る信号を送信する。
【００４６】
好ましくは、無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、受
信動作制御手段は、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、１本のアンテ
ナによる受信動作を実行する。
【００４７】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置
であり、受信動作制御手段は、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、複
数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後の当該
無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作を実行する。
【００４８】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端
末装置であり、受信動作制御手段は、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じ
て、アダプティブアレイ受信動作を実行する。
【００４９】
好ましくは、接続すべき無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送
信動作を実行し、送信手段は、無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示する信
号を送信する。
【００５０】
好ましくは、無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、受
信動作制御手段は、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、１本のアンテナによ
る受信動作を実行する。
【００５１】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置
であり、受信動作制御手段は、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダイバー
シチ受信動作を実行する。
【００５２】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端
末装置であり、受信動作制御手段は、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、ダ
イバーシチ受信動作を実行する。
【００５３】
好ましくは、指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される所定の受信動作
は、複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後
の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作である。
【００５４】
好ましくは、指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される所定の受信動作
は、アダプティブアレイ受信動作である。
【００５５】
この発明のさらに他の局面は、移動体通信システムの無線基地装置において、無線基地装
置に接続すべき無線端末装置の受信動作を制御するための受信動作制御プログラムであっ
て、コンピュータに、無線端末装置からの接続要求を受け付けるステップと、接続要求に
応じて、無線端末装置に対し、無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信
号を送信するステップとを実行させる。
【００５６】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行
し、受信動作を指示する信号を送信するステップは、無線端末装置に対し、アダプティブ
アレイ受信動作を指示する信号を送信するステップを含む。
【００５７】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実
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行し、受信動作を指示する信号を送信するステップは、無線端末装置に対し、ダイバーシ
チ受信動作を指示する信号を送信するステップを含む。
【００５８】
この発明のさらに他の局面は、移動体通信システムの無線端末装置において受信動作を制
御する受信動作制御プログラムであって、移動体通信システムは無線基地装置を含み、無
線基地装置は、無線端末装置からの接続要求に応じて、無線端末装置に対し、無線基地装
置の送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送信する送信手段を備える。受信動作
制御プログラムは、コンピュータに、接続すべき無線基地装置に対し接続要求を実行する
ステップと、接続要求に応じて無線基地装置から送信される、受信動作を指示する信号を
受信するステップと、受信した信号により指示された受信動作を実行可能か否か判定する
ステップと、指示された受信動作を実行可能と判定した場合、当該受信動作を実行し、実
行不能と判定した場合、所定の受信動作を実行するステップとを実行させる。
【００５９】
好ましくは、接続すべき無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信
動作を実行し、送信手段は、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示す
る信号を送信する。
【００６０】
好ましくは、無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、受
信動作を実行するステップは、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に応じて、１
本のアンテナによる受信動作を実行するステップを含む。
【００６１】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置
であり、受信動作を実行するステップは、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号に
応じて、複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその
直後の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作を実行するステップを含む。
【００６２】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端
末装置であり、受信動作を実行するステップは、アダプティブアレイ受信動作を指示する
信号に応じて、アダプティブアレイ受信動作を実行するステップを含む。
【００６３】
好ましくは、接続すべき無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送
信動作を実行し、送信手段は、無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信動作を指示する信
号を送信する。
【００６４】
好ましくは、無線端末装置は、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であり、受
信動作を実行するステップは、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて、１本のア
ンテナによる受信動作を実行するステップを含む。
【００６５】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置
であり、受信動作を実行するステップは、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に応じて
、ダイバーシチ受信動作を実行するステップを含む。
【００６６】
好ましくは、無線端末装置は、複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端
末装置であり、受信動作を実行するステップは、ダイバーシチ受信動作を指示する信号に
応じて、ダイバーシチ受信動作を実行するステップを含む。
【００６７】
好ましくは、指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される所定の受信動作
は、複数のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後
の当該無線基地装置からの受信動作に使用する受信動作である。
【００６８】
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好ましくは、指示された受信動作を実行不能と判定した場合に実行される所定の受信動作
は、アダプティブアレイ受信動作である。
【００６９】
この発明のさらに他の局面は、移動体通信システムにおける無線基地装置であって、移動
体通信システムは無線基地装置に接続可能な無線端末装置を含む。無線端末装置は、無線
基地局に対し、無線端末装置の受信動作の種別を識別する端末動作情報を送信する手段を
備える。無線基地装置は、無線端末装置からの接続要求および端末動作情報を受信する受
信手段と、端末動作情報に応じて、無線端末装置に対し、無線基地装置の送信動作に適合
した受信動作を指示する信号を送信する指示信号送信手段とを備える。
【００７０】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行
し、指示信号送信手段は、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が複数のアンテナでダ
イバーシチ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、ダイバーシチ受信
が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、複数のアンテナのう
ち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後の当該無線基地局からの
受信動作に使用する受信動作を指示する信号を送信する手段と、端末動作情報に基づいて
、無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置である
か否かを判定する手段と、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定さ
れると、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手
段と、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線端
末装置であるか否かを判定する手段と、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置で
あると判定されると、無線端末装置に対し、１本のアンテナに固定した受信動作を指示す
る信号を送信する手段と、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が、ダイバーシチ受信
が可能な無線端末装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のア
ンテナで送受信を行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、無線端末装
置に対し、特定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む。
【００７１】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実
行し、指示信号送信手段は、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が複数のアンテナで
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、ダイバーシチ受
信が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信
動作を指示する信号を送信する手段と、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が複数の
アンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と
、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に
対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手段と、端末動作情報に基
づいて、無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であるか否かを判
定する手段と、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、無
線端末装置に対し、１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段と
、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を行なう
無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、無線端末装置に対し、特定のアンテ
ナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む。
【００７２】
この発明のさらに他の局面によれば、移動体通信システムにおける無線端末装置であって
、移動体通信システムは無線基地装置を含む。無線基地装置は、無線端末装置からの無線
端末装置の受信動作の種別を識別する端末動作情報に応じて、無線端末装置に対し、無線
基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送信する送信手段を備える。無
線端末装置は、接続すべき無線基地装置に対し接続要求を実行する手段と、接続すべき無
線基地局に対し、端末動作情報を送信する手段と、端末動作情報に応じて無線基地装置か
ら送信される、受信動作を指示する信号を受信する手段と、受信した信号により指示され
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た受信動作を実行する手段とを備える。
【００７３】
この発明のさらに他の局面は、無線基地装置および無線端末装置を備えた移動体通信シス
テムである。無線基地装置は、無線端末装置からの接続要求および無線端末装置の受信動
作の種別を識別する端末動作情報を受信する受信手段と、端末動作情報に応じて、無線端
末装置に対し、無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送信する指
示信号送信手段とを備える。無線端末装置は、接続すべき無線基地装置に対し接続要求を
実行する手段と、接続すべき無線基地局に対し、端末動作情報を送信する手段と、端末動
作情報に応じて無線基地装置から送信される、受信動作を指示する信号を受信する手段と
、受信した信号により指示された受信動作を実行する手段とを備える。
【００７４】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行
し、指示信号送信手段は、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が複数のアンテナでダ
イバーシチ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、ダイバーシチ受信
が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、複数のアンテナのう
ち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後の当該無線基地局からの
受信動作に使用する受信動作を指示する信号を送信する手段と、端末動作情報に基づいて
、無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置である
か否かを判定する手段と、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定さ
れると、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手
段と、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線端
末装置であるか否かを判定する手段と、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置で
あると判定されると、無線端末装置に対し、１本のアンテナに固定した受信動作を指示す
る信号を送信する手段と、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が、ダイバーシチ受信
が可能な無線端末装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のア
ンテナで送受信を行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、無線端末装
置に対し、特定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む。
【００７５】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実
行し、指示信号送信手段は、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が複数のアンテナで
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と、ダイバーシチ受
信が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、ダイバーシチ受信
動作を指示する信号を送信する手段と、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が複数の
アンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定する手段と
、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に
対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信する手段と、端末動作情報に基
づいて、無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であるか否かを判
定する手段と、１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、無
線端末装置に対し、１本のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段と
、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置、
アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を行なう
無線端末装置のいずれでもないことが判定されると、無線端末装置に対し、特定のアンテ
ナに固定した受信動作を指示する信号を送信する手段とを含む。
【００７６】
この発明の他の局面は、移動体通信システムの無線基地装置において、無線基地装置に接
続すべき無線端末装置の受信動作を制御するための受信動作制御プログラムであって、無
線端末装置は、無線基地局に対し、無線端末装置の受信動作の種別を識別する端末動作情
報を送信する手段を備える。受信動作制御プログラムは、コンピュータに、無線端末装置
からの接続要求および端末動作情報を受信するステップと、端末動作情報に応じて、無線
端末装置に対し、無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示する信号を送信する
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ステップとを実行させる。
【００７７】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有する送信動作を実行
し、指示信号を送信するステップは、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が複数のア
ンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定するステップと、ダ
イバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、複数
のアンテナのうち当該無線基地装置への信号送信に使用したアンテナをその直後の当該無
線基地局からの受信動作に使用する受信動作を指示する信号を送信するステップと、端末
動作情報に基づいて、無線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な
無線端末装置であるか否かを判定するステップと、アダプティブアレイ受信が可能な無線
端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指
示する信号を送信するステップと、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が１本のアン
テナで送受信を行なう無線端末装置であるか否かを判定するステップと、１本のアンテナ
で送受信を行なう無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、１本のアン
テナに固定した受信動作を指示する信号を送信するステップと、端末動作情報に基づいて
、無線端末装置が、ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置、アダプティブアレイ受信が
可能な無線端末装置、および１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置のいずれでも
ないことが判定されると、無線端末装置に対し、特定のアンテナに固定した受信動作を指
示する信号を送信するステップとを含む。
【００７８】
好ましくは、無線基地装置は、無線端末装置に対する送信指向性を有さない送信動作を実
行し、指示信号を送信するステップは、端末動作情報に基づいて、前線端末装置が複数の
アンテナでダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であるか否かを判定するステップと、
ダイバーシチ受信が可能な無線端末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、ダ
イバーシチ受信動作を指示する信号を送信するステップと、端末動作情報に基づいて、無
線端末装置が複数のアンテナでアダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であるか否
かを判定するステップと、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置であると判定さ
れると、無線端末装置に対し、アダプティブアレイ受信動作を指示する信号を送信するス
テップと、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が１本のアンテナで送受信を行なう無
線端末装置であるか否かを判定するステップと、１本のアンテナで送受信を行なう無線端
末装置であると判定されると、無線端末装置に対し、１本のアンテナに固定した受信動作
を指示する信号を送信するステップと、端末動作情報に基づいて、無線端末装置が、ダイ
バーシチ受信が可能な無線端末装置、アダプティブアレイ受信が可能な無線端末装置、お
よび１本のアンテナで送受信を行なう無線端末装置のいずれでもないことが判定されると
、無線端末装置に対し、特定のアンテナに固定した受信動作を指示する信号を送信するス
テップとを含む。
【００７９】
この発明のさらに他の局面は、移動体通信システムの無線端末装置において受信動作を制
御する受信動作制御プログラムであって、移動体通信システムは無線基地装置を含む。無
線基地装置は、無線端末装置からの無線端末装置の受信動作の種別を識別する端末動作情
報に応じて、無線端末装置に対し、無線基地装置の送信動作に適合した受信動作を指示す
る信号を送信する送信手段を備える。受信動作制御プログラムは、コンピュータに、接続
すべき無線基地装置に対し接続要求を実行するステップと、接続すべき無線基地局に対し
、端末動作情報を送信するステップと、端末動作情報に応じて無線基地装置から送信され
る、受信動作を指示する信号を受信するステップと、受信した信号により指示された受信
動作を実行するステップとを実行させる。
【００８０】
したがって、この発明によれば、端末が接続しようとする基地局の送信動作に適合した受
信動作を端末に実行させることができるので、端末における受信性能を改善することがで
きる。
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【００８１】
さらに、この発明によれば、端末から基地局への接続に応答して、基地局の送信動作に適
合した受信動作を基地局から端末に指示することにより、アダプティブアレイ基地局、空
間多重基地局など、下り送信指向性を制御する基地局に端末が接続したときでも、端末に
おける受信性能の劣化を防ぐことができる。
【００８２】
さらに、この発明によれば、端末から基地局へ送信される端末動作情報に基づいて、基地
局の送信動作により適合した受信動作を基地局から端末に指示することにより、アダプテ
ィブアレイ基地局、空間多重基地局など、下り送信指向性を制御する基地局に端末が接続
したときでも、端末における受信性能の劣化を防ぐことができる。
【００８３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相
当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００８４】
［実施の形態１］
図１は、この発明の実施の形態１の動作原理を例示的に説明する概念図であり、より詳細
には、複数のアンテナを用いてダイバーシチ受信が可能な端末とアダプティブアレイ基地
局との接続状態を示している。
【００８５】
図１を参照して、たとえばアダプティブアレイ基地局１および２は、それぞれ、接続を要
求してきた端末に対し、下り送信指向性制御を行なうアダプティブアレイ基地局の送信動
作に適合した端末の受信動作を指示する信号を送信する。
【００８６】
たとえば端末７および８は、通常はダイバーシチ受信を行なう端末であるが、接続しよう
としている所望の基地局から、端末の受信動作を指示する上述の信号を受信すると、図２
６の（ｂ）に示したような受信レベルに基づく選択ダイバーシチ受信は停止し、たとえば
下記の受信動作に移行する。
【００８７】
すなわち、送信指向性を伴ったアダプティブアレイ基地局との送受信では、端末側の上り
信号を送信したアンテナに対し、アダプティブアレイ基地局のアレイアンテナからの下り
信号の送信指向性が向けられることになる。
【００８８】
したがって、この発明の実施の形態１では、接続相手先であるアダプティブアレイ基地局
による送信指向性を有する送信動作に対応した端末受信動作を指示する信号を当該基地局
から受けて、端末は、受信レベルに応じて受信アンテナを切替えるダイバーシチ受信を停
止し、ダイバーシチ用の複数（たとえば２本）のアンテナのうち、あるフレームで基地局
への上り信号の送信に使用したいずれかのアンテナを常に、その直後のフレームにおける
基地局からの下り信号の受信に使用するようにアンテナ選択を制御するように構成したも
のである。
【００８９】
たとえば、図１の例において、端末７が、接続しようとする所望の基地局１から、アダプ
ティブアレイ処理による下り送信指向性を有する送信動作に適した端末受信動作を指示す
る信号を受信したときには、あるフレームで上り信号の送信に使用した一方のアンテナ７
ａを、その直後のフレームにおいて基地局１のアレイアンテナからの下り信号の受信に使
用する。この結果、信号電波のビームＤはアンテナ７ａに向けられ、太線の矢印で示すよ
うに端末７と基地局１との間に良好な接続が確立され、不所望の基地局２からの干渉波Ｕ
のレベルは最小となる。
【００９０】
なお、図示しないが、同様に、他方のアンテナ７ｂで基地局１に上り信号を送信したとき
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には、そのアンテナ７ｂがその直後の基地局１からの下り信号の受信に使用され、基地局
１の信号電波のビームＤはアンテナ７ｂに向けられ、良好な接続が確立される。
【００９１】
ダイバーシチ受信可能な端末８と、その所望のアダプティブアレイ基地局２との関係も同
様である。
【００９２】
なお、図１の例では、端末７および８は、ダイバーシチ受信可能な端末であったが、複数
のアンテナを用いて、ダイバーシチ受信のみならず、アダプティブアレイ受信も可能な端
末も実現可能である。すなわち、ダイバーシチ受信およびアダプティブアレイ受信の動作
は周知の技術であり、ダイバーシチ受信およびアダプティブアレイ受信を選択的に実行す
る端末は、複数のアンテナおよびデジタルシグナルプロセッサを用いてソフトウェアで容
易に実現することができる。
【００９３】
そのような端末では、アダプティブアレイ受信を選択することにより、受信指向性に優れ
、不所望の干渉波を除去したより良好な受信が可能となる。したがって、アダプティブア
レイ基地局は、端末に対し、基地局の送信動作に適した端末受信動作として、アダプティ
ブアレイ受信を指示することも可能である。
【００９４】
これら様々な場合の基地局および端末の具体的な動作については、後で詳細に説明する。
【００９５】
図２～図４は、この発明の実施の形態１で、端末受信動作指示のために利用されるフレー
ムフォーマットの例を示す模式図である。
【００９６】
上述のように、この発明の実施の形態１では、移動体通信システムを構成する各基地局は
、端末からの接続の要求があれば、当該基地局の送信動作の種別、より特定的には、当該
基地局が下りの送信指向性制御を行なうアダプティブアレイ基地局であれば、そのような
送信動作に適した端末での受信動作を指示する信号を所定のタイミングで送信している。
【００９７】
図２は、そのような端末受信動作指示信号を含む、各基地局から送信される下りリンクチ
ャネルＬＣＨ割当て指示の１フレームのフォーマットを概略的に示している。
【００９８】
図２を参照して、基地局からのＬＣＨ割当て指示の１フレームは、スタートシンボルＳＳ
と、プリアンブルＰＲと、ユニークワードＵＷと、リンクチャネルＬＣＨのデータと、誤
り検査用ビットＣＲＣとから構成される。
【００９９】
リンクチャネルＬＣＨのデータは、さらに、端末の受信動作を指示するための情報ビット
と、リンクチャネルＬＣＨ用の所用のデータとに分けられる。
【０１００】
図３は、そのような端末受信動作指示ビットを含む、各基地局から送信される下り下り同
期バーストの１フレームのフォーマットを概略的に示している。
【０１０１】
図３を参照して、基地局からの下り同期バーストの１フレームは、スタートシンボルＳＳ
と、プリアンブルＰＲと、ユニークワードＵＷと、データと、誤り検査用ビットＣＲＣと
から構成される。
【０１０２】
データは、さらに、端末の受信動作を指示するための情報ビットと、下り同期バーストの
データとに分けられる。
【０１０３】
図４は、そのような端末受信動作指示ビットを含む、各基地局から送信される下り通話チ
ャネルＴＣＨの１フレームのフォーマットを概略的に示している。
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【０１０４】
図４を参照して、基地局からのＴＣＨの１フレームは、スタートシンボルＳＳと、プリア
ンブルＰＲと、ユニークワードＵＷと、低速付随制御チャネルＳＡＣＣＨと、データと、
誤り検査用ビットＣＲＣとから構成される。
【０１０５】
低速付随制御チャネルＳＡＣＣＨは、さらに、端末の受信動作を指示するための情報ビッ
トと、ＳＡＣＣＨ用の所用のデータとに分けられる。
【０１０６】
なお、図２～図４に示した識別情報の挿入場所は、例示に過ぎず、下り送信信号のどのフ
レームのどの場所に挿入してもよい。
【０１０７】
次に、図５～図７は、この発明の実施の形態１による端末（特にダイバーシチ端末）と基
地局との間の信号の授受の態様を表わすタイミング図である。
【０１０８】
図５を参照して、端末側では、ダイバーシチ受信用の複数のアンテナのうち、ある特定の
アンテナで、リンクチャネルＬＣＨ割当て要求を基地局に送信する。
【０１０９】
アダプティブアレイ基地局はこの上り信号をアダプティブアレイ動作により受信し、次の
フレームでＬＣＨ割当て指示を適当なアンテナを用いて送信する。このＬＣＨ割当て指示
は、図２に示したフレームフォーマットを有しており、端末受信動作指示ビットを含めて
送信される。
【０１１０】
端末側では、適当なアンテナで、基地局側から送信された、端末受信動作指示ビットを含
むＬＣＨ割当て指示を受信する。
【０１１１】
これを受けた端末側では、基地局側からの指示に適合した受信方法に移行する。すなわち
、これ以後、上り信号の送信に用いたアンテナを、次のフレームにおける下り信号の受信
に用いるように制御する。
【０１１２】
まず、ダイバーシチ受信用の複数のアンテナのうち、ある特定のアンテナで、上り同期バ
ーストを基地局に送信する。
【０１１３】
アダプティブアレイ基地局はこの上り同期バーストをアダプティブアレイ動作により受信
し、次のフレームで下り同期バーストをアダプティブアレイ動作により送信する。
【０１１４】
端末側では、前のフレームで上り同期バーストを送信したアンテナで、基地局側から送信
指向性を伴って送信されたこの下り同期バーストを受信する。
【０１１５】
これを受けた端末側では、ダイバーシチ受信用の複数のアンテナのうち、ある特定のアン
テナで、通話チャネルＴＣＨ起動プロセスを基地局に送信する。
【０１１６】
アダプティブアレイ基地局はこのＴＣＨ起動プロセスをアダプティブアレイ動作により受
信し、次のフレームで下り通話チャネルＴＣＨをアダプティブアレイ動作により送信する
。
【０１１７】
端末側では、前のフレームでＴＣＨ起動プロセスを送信したアンテナで、基地局側から送
信指向性を伴って送信されたこの下りＴＣＨを受信する。
【０１１８】
次に、図６に示すタイミング図は、以下の点で、図５に示したタイミング図と異なってい
る。すなわち、図６の例では、基地局から送信される下り同期バーストに端末受信動作指
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示ビットを含めて端末に送信しており、この下り同期バーストは、図３に示すフレームフ
ォーマットを有している。
【０１１９】
この端末受信動作指示ビットを含む下り同期バーストを受信した端末では、以後、上り信
号の送信に用いたアンテナを、次のフレームにおける下り信号の受信に用いるように制御
する。
【０１２０】
次に、図７に示すタイミング図は、以下の点で、図５および図６に示したタイミング図と
異なっている。すなわち、図７の例では、基地局から送信される通話チャネルＴＣＨ（よ
り具体的にはその中の低速付随制御チャネルＳＡＣＣＨ）に端末受信動作指示ビットを含
めて端末に送信しており、このＴＣＨは、図４に示すフレームフォーマットを有している
。
【０１２１】
この端末受信動作指示ビットを含むＴＣＨを受信した端末では、以後、通話チャネルにお
いて、上り信号の送信に用いたアンテナを、次のフレームにおける下り信号の受信に用い
るように制御する。
【０１２２】
図８は、上述の動作原理を実現するための、この発明の実施の形態１による基地局のシス
テム構成を示す機能ブロック図である。
【０１２３】
図８を参照して、基地局の複数本のアンテナ、たとえば４本のアンテナＡ１～Ａ４でそれ
ぞれ受信された端末からの受信信号からなる受信信号ベクトルは、スイッチ回路ＳＷ１～
ＳＷ４で受信回路側に切替えられ、図示しないＡ／Ｄ変換機でそれぞれデジタル信号に変
換される。
【０１２４】
これらのデジタル信号は、基地局の図示しないＤＳＰに与えられ、図８に示す機能ブロッ
ク図にしたがって以後ソフトウェア的にアダプティブアレイ処理が施される。
【０１２５】
図８を参照して、スイッチ回路ＳＷ１～ＳＷ４で受信回路側に切替えられた受信信号ベク
トルは、乗算器ＭＲ１～ＭＲ４のそれぞれの一方入力に与えられるとともに、ウェイトベ
クトル計算機１００に与えられる。
【０１２６】
ウェイトベクトル計算機１００は、後述するアダプティブアレイアルゴリズムにより、ア
ンテナごとのウェイトからなるウェイトベクトルを算出し、乗算器ＭＲ１～ＭＲ４のそれ
ぞれの他方入力に与えて、対応するアンテナからの受信信号ベクトルとそれぞれ複素乗算
する。加算器１１０によりその複素乗算結果の総和であるアレイ出力信号が得られる。
【０１２７】
上述のような複素乗算和の結果は、復調回路１２０によってビットデータに復調された後
、アレイ出力信号として供給される。
【０１２８】
ウェイトベクトル計算機１００では、ＲＬＳ（ Recursive Least Squares）アルゴリズム
やＳＭＩ（ Sample Matrix Inversion）アルゴリズムのようなアダプティブアレイアルゴ
リズムを使用している。
【０１２９】
このようなＲＬＳアルゴリズムやＳＭＩアルゴリズムは、アダプティブアレイ処理の分野
では周知の技術であり、先に述べたように菊間信良著の「アレーアンテナによる適応信号
処理」（科学技術出版）の第３５頁～第４９頁の「第３章　ＭＭＳＥアダプティブアレー
」に詳細に説明されているので、ここではその説明を省略する。
【０１３０】
さらに、図示しない送信信号源からの送信信号が、後述する端末受信動作指示信号付加装
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置１３０を介して、変調回路１４０によって変調され、乗算器ＭＴ１～ＭＴ４のそれぞれ
の一方入力端子に与えられ、乗算器ＭＴ１～ＭＴ４のそれぞれの他方入力端子には、ウェ
イトベクトル計算機１００で計算されたウェイトベクトルがコピーされて印加される。
【０１３１】
このように、ウェイトベクトルとの複素乗算で重み付けされた送信信号は、スイッチ回路
ＳＷ１～ＳＷ４で選択されて、アンテナＡ１～Ａ４を介して送信される。
【０１３２】
受信時と同じアンテナＡ１～Ａ４を介して送信される信号には、受信信号と同様に特定の
端末をターゲットとするウェイトベクトルによる重み付けがされているため、これらのア
ンテナから送信された電波信号は、この特定の端末をターゲットとする送信指向性を伴っ
て飛ばされることになる。
【０１３３】
なお、端末受信動作指示信号付加装置１３０は、図２～図４に示したように、下り送信信
号フレームの所定の位置に、端末受信動作指示ビットを挿入するための装置である。
【０１３４】
次に、図９～図１１は、上述の動作原理を実現するための、この発明の実施の形態１によ
る端末のシステム構成を示す機能ブロック図である。
【０１３５】
まず図９に示す端末は、１本のアンテナＡ１０で送受信を行なうタイプの端末であり、送
信時には、変調回路１５の出力がスイッチ１１で選択されてアンテナＡ１０から送信され
、受信時には、アンテナＡ１０の受信信号がスイッチ１１を介して復調回路１６に与えら
れる。
【０１３６】
次に、図１０に示す端末は、ダイバーシチ受信を行なう端末であり、２本のアンテナＡ１
１，Ａ１２は、アンテナ選択スイッチ１９の２個の固定端子に接続され、スイッチ１９の
可動端子は送受信信号切替えスイッチ１１に接続される。
【０１３７】
スイッチ１１には、変調回路１５および復調回路１６が接続される。復調回路１６の出力
は、デジタルシグナルプロセッサＤＳＰ１２に与えられる。
【０１３８】
一方、アンテナＡ１１，Ａ１２の出力は、受信レベル比較装置１３に与えられる。受信レ
ベル比較装置１３の出力もＤＳＰ１２に与えられる。破線１２で表わされたＤＳＰの内部
は、ＤＳＰによってソフトウェアで実現される処理を機能ブロックで示したものである。
【０１３９】
すなわち、復調回路１６の出力は、受信動作指示信号解析装置１２ａに与えられ、その出
力はアンテナ選択スイッチ制御装置１２ｂに与えられる。また、受信レベル比較装置１３
の出力もアンテナ選択スイッチ制御装置１２ｂに与えられる。
【０１４０】
アンテナ選択スイッチ制御装置１２ｂの出力は、アンテナ選択スイッチ１９の切替え制御
入力に与えられる。
【０１４１】
図１０の端末の動作について、より詳細に説明する。この端末は、ダイバーシチ受信が可
能な端末であり、通常のダイバーシチ動作について説明する。
【０１４２】
まず、送信時は、マイクなどの図示しない信号源からの信号は、変調回路１５で変調され
、スイッチ１１を介してアンテナ選択スイッチ１９の可動端子に与えられる。
【０１４３】
アンテナＡ１１，Ａ１２のうち、このスイッチ１９で選択された一方のアンテナによって
、上り信号が送信される。
【０１４４】
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一方、受信時には、アンテナＡ１１，Ａ１２でそれぞれ受信された信号の受信レベルが、
受信レベル比較装置１３で互いに比較され、比較結果がアンテナ選択スイッチ制御装置１
２ｂに与えられる。制御装置１２ｂは、受信レベルが大きい方のアンテナ出力を選択する
ように、スイッチ１９を制御する。
【０１４５】
選択された一方のアンテナからの受信信号は、スイッチ１１を介して復調回路１６に与え
られ、復調される。復調された信号は、図示しないスピーカなどに与えられ再生される。
【０１４６】
復調された信号は、受信動作指示信号解析装置１２ａに与えられる。受信動作指示信号解
析装置１２ａは、図８の基地局の端末受信動作指示信号付加装置１３０によって、図２～
図４のフレームフォーマットに含まれる態様で下り信号に付加される端末受信動作指示信
号（ビット）を抽出してその指示内容を解析する。アンテナ選択スイッチ制御装置１２ｂ
はその解析結果を受けて、それ以後、指示に基づく受信動作を実行する。
【０１４７】
次に、図１１に示す端末は、ダイバーシチ受信およびアダプティブアレイ受信に選択的に
対応可能な端末である。
【０１４８】
図１１を参照して、破線で表わされたＤＳＰ１４の内部は、ＤＳＰによってソフトウェア
で実現される処理を機能ブロックで示したものであり、受信動作指示信号解析装置１４ａ
と、アダプティブアレイ受信およびダイバーシチ受信対応送受信装置１４ｂとから構成さ
れている。
【０１４９】
複数のアンテナ（図９の例ではたとえば２本のアンテナ）Ａ１１，Ａ１２が、アダプティ
ブアレイ受信およびダイバーシチ受信対応送受信装置１４ｂに接続されるとともに、受信
レベル比較装置１３に与えられる。
【０１５０】
受信時には、アンテナＡ１１，Ａ１２でそれぞれ受信された信号の受信レベルが、受信レ
ベル比較装置１３で互いに比較され、比較結果が出力される。受信レベル比較装置１３の
出力もアダプティブアレイ受信およびダイバーシチ受信対応送受信装置１４ｂに与えられ
る。この比較結果は、たとえば当該端末が選択ダイバーシチ受信を行なう際のアンテナ選
択の基準として用いられる。
【０１５１】
この図１１に示す端末は、複数のアンテナを用いて、少なくともダイバーシチ受信および
アダプティブアレイ受信を選択的に行なうことができる端末である。すなわち、ダイバー
シチ受信およびアダプティブアレイ受信は、アダプティブアレイ受信およびダイバーシチ
受信対応送受信装置１４ｂによってソフトウェアにより、選択的に実行されるものとする
。また、この送受信装置１４ｂにより、ダイバーシチ受信およびアダプティブアレイ受信
によらない、特定のアンテナを選択した受信も選択的に実行されるものとする。
【０１５２】
なお、前述のように、ダイバーシチ受信およびアダプティブアレイ受信の動作は周知であ
り、ＤＳＰ（ソフトウェア）を用いて、容易に選択的に実現することができる。
【０１５３】
まず、送信時には、マイクなどの図示しない信号源からの信号は、変調回路１５で変調さ
れ、アダプティブアレイ受信およびダイバーシチ受信対応送受信装置１４ｂによって選択
された送信方法でアンテナＡ１１，Ａ１２の少なくとも一方を用いて送信される。
【０１５４】
受信時には、アンテナＡ１１，Ａ１２、および受信レベル比較回路１３の出力に基づいて
、アダプティブアレイ受信およびダイバーシチ受信対応送受信装置１４ｂにより、選択的
に、アダプティブアレイ受信、ダイバーシチ受信、または特定のアンテナによる受信が行
なわれる。
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【０１５５】
アダプティブアレイ受信およびダイバーシチ受信対応送受信装置１４ｂにより受信された
信号は、復調回路１６によって復調され、たとえば図示しないスピーカなどに与えられて
再生される。
【０１５６】
また、復調回路１６の出力は、ＤＳＰ１４の受信動作指示信号解析装置１４ａに与えられ
る。受信動作指示信号解析装置１４ａは、図８の基地局の端末受信動作指示信号付加装置
１３０によって、図２～図４のフレームフォーマットに含まれる態様で下り信号に付加さ
れる端末受信動作指示信号（ビット）を抽出してその指示内容を解析する。
【０１５７】
アダプティブアレイ受信およびダイバーシチ受信対応送受信装置１４ｂはその解析結果を
受けて、それ以後、指示に基づく受信動作を実行する。
【０１５８】
次に、図１２は、図８に示した基地局を構成するＤＳＰによってソフトウェアで実行され
る動作（特に端末受信動作指示信号付加装置１３０の動作）を示すフロー図である。
【０１５９】
より詳細に、図１２は、図８に示すようにアダプティブアレイ処理により下り送信指向性
制御を行なうアダプティブアレイ基地局の場合、基地局（端末受信動作指示信号付加装置
１３０）が、接続を要求している端末に対して行なう指示動作を示している。
【０１６０】
すなわち、図１２を参照して、基地局がアダプティブアレイ基地局のような下り送信指向
性制御を行なう場合、基地局は、接続を要求している端末に対し、アダプティブアレイ受
信動作を指示する（ステップＳ１）。
【０１６１】
一方、図８のアダプティブアレイ基地局のような下り送信指向性の制御を行なわない、い
わゆる無指向性の図示しない基地局は、接続を要求している端末に対し、図１３のフロー
図に示すような受信動作指示を行なう。
【０１６２】
すなわち、図１３を参照して、基地局が下り送信指向性制御を行なわない場合、基地局は
、接続を要求している端末に対し、ダイバーシチ受信動作を指示する（ステップＳ２）。
【０１６３】
次に、図１４～図１７は、図９～図１１に示した端末によって実行される動作を示すフロ
ー図である。
【０１６４】
図１４は、図９に示した１本のアンテナで送受信を行なうタイプの端末が、各種の基地局
から下り信号を受信した場合の動作を示すフロー図である。
【０１６５】
まず、当該端末が、図８に示すような下り送信指向性制御を行なうアダプティブアレイ基
地局から、動作指示信号（図１２のステップＳ１で示すアダプティブアレイ受信動作の指
示）を受けると（ステップＳ１１）、当該端末は１本のアンテナではアダプティブアレイ
受信は不可能なので、当該１アンテナに固定した受信動作を実行する（ステップＳ１２）
。
【０１６６】
一方、当該端末が、図示しないような下り送信指向性制御を行なわない無指向性基地局か
ら、動作指示信号（図１３のステップＳ２で示すダイバーシチ受信動作の指示）を受ける
と（ステップＳ１１）、当該端末は１本のアンテナではダイバーシチ受信は不可能なので
、当該１アンテナに固定した受信動作を実行する（ステップＳ１２）。
【０１６７】
次に、図１５は、図１０に示した、２本のアンテナでダイバーシチ受信を行なうがアダプ
ティブアレイには未対応の図示しない端末のＤＳＰ１２が、各種の基地局から下り信号を
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受信した場合のソフトウェアによる動作を示すフロー図である。
【０１６８】
まず、当該端末が、図８に示すような下り送信指向性制御を行なうアダプティブアレイ基
地局から、動作指示信号（図１２のステップＳ１で示すアダプティブアレイ受信動作の指
示）を受けると（ステップＳ２１）、当該端末はアダプティブアレイ受信設定は不可能で
あることが判定されるので（ステップＳ２２）、当該端末は、図１に関連して説明したよ
うに直前の送信時に使用したアンテナを受信アンテナとして固定する受信動作を実行する
（ステップＳ２４）。
【０１６９】
これによって、当該ダイバーシチ端末は、より特性の良いアダプティブアレイ受信は不可
ではあるが、下り送信指向性制御に対応したアンテナ制御が可能となり、アダプティブア
レイ基地局に接続した場合の端末の受信性能の劣化を防ぐことができる。
【０１７０】
一方、当該ダイバーシチ端末が、図示しないような下り送信指向性制御を行なわない無指
向性基地局から、動作指示信号（図１３のステップＳ２で示すダイバーシチ受信動作の指
示）を受けると（ステップＳ２１）、当該端末はダイバーシチ受信設定が可能であること
が判定されるので（ステップＳ２２）、受信動作指示に従いダイバーシチ受信動作を実行
する（ステップＳ２３）。
【０１７１】
次に、図１６は、図１１に示すアダプティブアレイ受信まで対応可能な端末が、各種の基
地局から下り信号を受信した場合の動作を示すフロー図である。
【０１７２】
まず、当該端末が、図８に示すような下り送信指向性制御を行なうアダプティブアレイ基
地局から、動作指示信号（図１２のステップＳ１で示すアダプティブアレイ受信動作の指
示）を受けると（ステップＳ３１）、当該端末はアダプティブアレイ受信設定が可能であ
ることが判定されるので（ステップＳ３２）、当該端末は、受信動作指示に従い、アダプ
ティブアレイ受信動作を実行する（ステップＳ３３）。
【０１７３】
これによって、当該端末は、不所望の干渉波を除去するアダプティブアレイ受信を実行し
、アダプティブアレイ基地局に接続した場合の端末の受信性能の劣化を防ぐことができる
。
【０１７４】
一方、当該端末が、図示しないような下り送信指向性制御を行なわない無指向性基地局か
ら、動作指示信号（図１３のステップＳ２で示すダイバーシチ受信動作の指示）を受ける
と（ステップＳ３１）、当該端末はダイバーシチ受信設定が可能であることが判定される
ので（ステップＳ３２）、受信動作指示に従いダイバーシチ受信動作を実行する（ステッ
プＳ３３）。
【０１７５】
なお、当該端末において、いずれかの基地局から、アダプティブアレイ受信でもなくダイ
バーシチ受信でもない他の何らかの受信動作指示信号を受けた場合（ステップＳ３１）、
そのような受信動作は設定不能なので（ステップＳ３２）、この例では、たとえば当該端
末は、図１に関連して説明したように直前の送信時に使用したアンテナを受信アンテナと
して固定する受信動作を実行する（ステップＳ３４）。
【０１７６】
これによって、当該端末は、下り送信指向性制御に対応したアンテナ制御が可能となり、
アダプティブアレイ基地局に接続した場合には端末の受信性能の劣化を防ぐことができる
。
【０１７７】
さらに図１７に示すフロー図は、基本的に図１６に示したフロー図と同じであり、前述の
ように、当該端末において、いずれかの基地局から、アダプティブアレイ受信でもなくダ
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イバーシチ受信でもない他の何らかの受信動作指示信号を受けた場合の動作が異なってい
る。
【０１７８】
すなわち、図１６の例ではそのような場合、直前の送信に使用したアンテナを受信アンテ
ナとして固定する制御を行なっているが（ステップＳ３４）、図１７の例ではそのような
場合、アダプティブアレイ受信を行なうように構成している（ステップＳ３５）。
【０１７９】
これによって、当該端末は、最も特性の良い受信動作であるアダプティブアレイ受信によ
り、いずれかの基地局に接続した場合の端末の受信性能の劣化を防ぐことができる。
【０１８０】
なお、アダプティブアレイ基地局が、図２７に関連して説明したように、アダプティブア
レイ技術を用いて、複数の端末と空間多重接続している空間多重基地局である場合にも上
述の実施の形態１の処理を適用することができる。
【０１８１】
以上のように、この発明の実施の形態１によれば、端末が接続しようとする基地局が下り
送信指向性制御を行なうアダプティブアレイ基地局（または空間多重基地局）であるかそ
うでないかに応じて、端末における受信動作が指示され、端末においては、基地局からの
指示に応じて最適の受信動作を自動的に選択するように構成されている。したがって、端
末におけるＤＵ比の改善を図り、受信性能を向上させることができる。
【０１８２】
［実施の形態２］
次に、図１８～図２０は、この発明の動作原理を実現するための、この発明の実施の形態
２による端末のシステム構成を示す機能ブロック図である。
【０１８３】
図１８～図２０に示した端末は、以下の点を除いて、図９～図１１に示した実施の形態１
による端末と同じ構成を有している。
【０１８４】
すなわち、図９～図１１に示した端末に加えて、図１８～図２０の端末では、変調回路の
前段に、端末受信情報付加装置１７が設けられている。この端末受信情報付加装置１７は
、当該端末が対応している受信動作に関する情報を、基地局へ送信される上り信号に付加
する。
【０１８５】
この受信動作情報は、たとえば、図５～図７に示したタイミング図において、基地局から
端末に対し、受信動作指示信号（ビット）が送信されるそれぞれのタイミングに先行する
タイミングで、いずれかの上り信号フレームのいずれかの場所に挿入されて、当該端末か
ら、接続しようとする基地局に送信される。
【０１８６】
これらの端末のその他の動作は、図９～図１１に関連して説明したとおりである。
【０１８７】
次に、図２１は、この発明の動作原理を実現するための、この発明の実施の形態２による
基地局のシステム構成を示す機能ブロック図である。図２１に示した基地局は、以下の点
を除いて、図８に示した実施の形態１による基地局と同じ構成を有している。
【０１８８】
すなわち、図８に示した基地局に加えて、図２１の基地局では、復調回路１２０の後段に
、端末受信動作情報解析装置１５０が設けられている。この端末受信動作情報解析装置１
５０は、図１８～図２０に示す構成の端末が当該基地局に接続しようとする場合、これら
の端末の端末受信動作情報付加装置１７で上り送信信号に付加されて送信された端末動作
情報を解析し、その結果抽出された端末受信動作情報を、端末受信動作指示信号付加装置
１３０に与える。端末受信動作指示信号付加装置１３０は、この端末受信動作情報に基づ
いて、当該基地局の送信動作に適合する受信動作を指示する信号を、当該端末へ送信され
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る下り信号に付加する。
【０１８９】
次に、図２２は、図２１に示した基地局を構成するＤＳＰによってソフトウェアで実行さ
れる動作（特に端末受信動作情報解析装置１５０および端末受信動作指示信号付加装置１
３０の動作）を示すフロー図である。
【０１９０】
より詳細に、図２２は、図２１に示すようにアダプティブアレイ処理により下り送信指向
性制御を行なうアダプティブアレイ基地局の場合、基地局（端末受信動作情報解析装置１
５０および端末受信動作指示信号付加装置１３０）が、接続を要求している端末に対して
行なう指示動作を示している。
【０１９１】
すなわち、図２２を参照して、基地局がアダプティブアレイ基地局のような下り送信指向
性制御を行なう場合、基地局はまず、接続を要求している端末の端末受信動作情報付加装
置１７から送られてきた端末受信動作情報を、端末受信動作情報解析装置１５０で受信し
、端末の受信動作を特定する（ステップＳ４１）。
【０１９２】
接続しようとしている端末が、図１９に示すようなダイバーシチ端末であるか否かが判定
され（ステップＳ４２）、ダイバーシチ端末であることが判定されると、図２６に関連し
て説明したようにアダプティブアレイ基地局との間では端末の特性が劣化するので、図１
に関連して説明したような直前の送信アンテナを受信アンテナに設定するよう指示する信
号を生成し（ステップＳ４３）、端末受信動作指示信号付加装置１３０によって下り送信
信号に挿入する。
【０１９３】
一方、ステップＳ４２において当該端末がダイバーシチ端末でないことが判定されると、
次に当該端末が、図２０に示すようなアダプティブアレイ端末であるか否かが判定される
（ステップＳ４４）。
【０１９４】
アダプティブアレイ端末であることが判定されると、アダプティブアレイ受信を端末に指
示する信号を生成し（ステップＳ４５）、端末受信動作指示信号付加装置１３０によって
下り送信信号に挿入する。
【０１９５】
一方、ステップＳ４４において当該端末がアダプティブアレイ端末でないことが判定され
ると、次に当該端末が、図１８に示すような１アンテナの端末であるか否かが判定される
（ステップＳ４６）。
【０１９６】
１アンテナ端末であることが判定されると、１アンテナを受信アンテナに固定するように
指示する信号を生成し（ステップＳ４７）、端末受信動作指示信号付加装置１３０によっ
て下り送信信号に挿入する。
【０１９７】
一方、１アンテナ端末でもないことが判定されると（ステップＳ４６）、とりあえず端末
の特定のアンテナを受信アンテナに固定するように指示する信号を生成し（ステップＳ４
８）、端末受信動作指示信号付加装置１３０によって下り送信信号に挿入する。
【０１９８】
一方、図２１のアダプティブアレイ基地局のような下り送信指向性の制御を行なわない、
いわゆる無指向性の図示しない基地局は、接続を要求している端末に対し、図２３のフロ
ー図に示すような受信動作指示を行なう。
【０１９９】
接続しようとしている端末が、図１９に示すダイバーシチ端末であるか否かが判定され（
ステップＳ５２）、ダイバーシチ端末であることが判定されると、ダイバーシチ受信を指
示する信号を生成し（ステップＳ５３）、下り送信信号に挿入する。
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【０２００】
一方、ステップＳ５２において当該端末がダイバーシチ端末でないことが判定されると、
次に当該端末が、図２０に示すようなアダプティブアレイ端末であるか否かが判定される
（ステップＳ５４）。
【０２０１】
アダプティブアレイ端末であることが判定されると、アダプティブアレイ受信を端末に指
示する信号を生成し（ステップＳ５５）、下り送信信号に挿入する。
【０２０２】
一方、ステップＳ５４において当該端末がアダプティブアレイ端末でないことが判定され
ると、次に当該端末が、図１８に示すような１アンテナの端末であるか否かが判定される
（ステップＳ５６）。
【０２０３】
１アンテナ端末であることが判定されると、１アンテナを受信アンテナに固定するように
指示する信号を生成し（ステップＳ５７）、下り送信信号に挿入する。
【０２０４】
一方、１アンテナ端末でもないことが判定されると（ステップＳ５６）、とりあえず端末
の特定のアンテナを受信アンテナに固定するように指示する信号を生成し（ステップＳ５
８）、下り送信信号に挿入する。
【０２０５】
次に、図２４は、図１９に示すようなダイバーシチ端末および図２０に示すようなアダプ
ティブアレイ端末（特にそれらの受信動作指示信号解析装置）が、図２２および図２３に
示す各種の基地局からの受信動作指示信号を受信した場合の動作を示すフロー図である。
【０２０６】
図２４を参照して、まず、対応する端末から受信動作指示信号を受信し抽出すると（ステ
ップＳ６１）、その指示内容（図２２のステップＳ４３および４５、図２３のステップＳ
５３および５５）に従い、指示された受信動作を実行するように設定される。
【０２０７】
次に、図２５は、図１８に示すような１アンテナの端末が、図２２および図２３に示す各
種の基地局からの受信動作指示信号を受信した場合の動作を示すフロー図である。
【０２０８】
すなわち、前述の図２２のステップＳ４７および図２３のステップＳ５７で、１アンテナ
端末に対し、受信アンテナの固定が指示されるが、図１８の１アンテナ端末はそもそも１
アンテナで送受信を行なうものであり、この指示に対しても１本のアンテナに固定した受
信動作が実行される（ステップＳ６０）。
【０２０９】
なお、アダプティブアレイ基地局が、図２７に関連して説明したように、アダプティブア
レイ技術を用いて、複数の端末と空間多重接続している空間多重基地局である場合にも上
述の実施の形態２の処理を適用することができる。
【０２１０】
以上のように、この発明の実施の形態２によれば、端末から受信した端末動作情報に基づ
いて基地局が対応する端末の最適の受信動作を指示するように構成されている。したがっ
て、端末におけるＤＵ比の改善を図り、受信性能を向上させることができる。
【０２１１】
なお、上述の各実施の形態では、複数の端末が接続する空間多重基地局として、アダプテ
ィブアレイ処理によって空間多重接続を行なうアダプティブアレイ基地局を用いた場合に
ついて説明したが、アダプティブアレイ処理に限らず、下り指向性制御を伴って空間多重
接続を可能とする基地局であれば、どのような処理技術を用いた基地局であっても、この
発明は適用することができる。
【０２１２】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
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るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【０２１３】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、端末は、接続しようとする基地局からの端末受信動作
指示信号に応じて、端末側の受信動作を自動的に選択することにより、基地局の送信動作
種別（下り送信指向性の制御を行なう基地局か否か）に対応した最適の受信方法を実現す
ることができ、端末における受信性能の劣化を防ぐことができる。
【０２１４】
さらに、この発明によれば、端末は、接続しようとする基地局からの、端末動作情報を考
慮した端末受信動作指示信号に応じて、端末側の受信動作を自動的に選択することにより
、基地局の送信動作種別（下り送信指向性の制御を行なう基地局か否か）により的確に対
応した最適の受信方法を実現することができ、端末における受信性能の劣化を防ぐことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態１の動作原理を例示的に説明する概念図である。
【図２】この発明の実施の形態１で用いられるフレームフォーマットの例を示す模式図で
ある。
【図３】この発明の実施の形態１で用いられるフレームフォーマットの他の例を示す模式
図である。
【図４】この発明の実施の形態１で用いられるフレームフォーマットのさらに他の例を示
す模式図である。
【図５】この発明の実施の形態１による端末と基地局との間の信号の授受の態様を表わす
タイミング図である。
【図６】この発明の実施の形態１による端末と基地局との間の信号の授受の他の態様を表
わすタイミング図である。
【図７】この発明の実施の形態１による端末と基地局との間の信号の授受のさらに他の態
様を表わすタイミング図である。
【図８】この発明の実施の形態１による基地局のシステム構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図９】この発明の実施の形態１による端末のシステム構成を示す機能ブロック図である
。
【図１０】この発明の実施の形態１による他の端末のシステム構成を示す機能ブロック図
である。
【図１１】この発明の実施の形態１によるさらに他の端末のシステム構成を示す機能ブロ
ック図である。
【図１２】この発明の実施の形態１による基地局の動作を示すフロー図である。
【図１３】この発明の実施の形態１による他の基地局の動作を示すフロー図である。
【図１４】この発明の実施の形態１による端末の動作を示すフロー図である。
【図１５】この発明の実施の形態１による他の端末の動作を示すフロー図である。
【図１６】この発明の実施の形態１によるさらに他の端末の動作を示すフロー図である。
【図１７】この発明の実施の形態１によるさらに他の端末の動作を示すフロー図である。
【図１８】この発明の実施の形態２による端末のシステム構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図１９】この発明の実施の形態２による他の端末のシステム構成を示す機能ブロック図
である。
【図２０】この発明の実施の形態２によるさらに他の端末のシステム構成を示す機能ブロ
ック図である。
【図２１】この発明の実施の形態２による基地局のシステム構成を示す機能ブロック図で
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ある。
【図２２】この発明の実施の形態２による基地局の動作を示すフロー図である。
【図２３】この発明の実施の形態２による他の基地局の動作を示すフロー図である。
【図２４】この発明の実施の形態２による端末の動作を示すフロー図である。
【図２５】この発明の実施の形態２による他の端末の動作を示すフロー図である。
【図２６】従来の端末と基地局との接続状態を模式的に示す図である。
【図２７】従来の端末と基地局との接続状態の他の例を模式的に示す図である。
【符号の説明】
１，２　アダプティブアレイ基地局、３，４，５，６，７，８，３０，４０，５０，６０
　端末、１０　空間多重基地局、１１　送受信信号切替えスイッチ、１２，１４　ＤＳＰ
、１３　受信レベル比較装置、１５　変調回路、１６　復調回路、１７　端末受信動作情
報付加装置、１９　アンテナ選択スイッチ、１００ウェイトベクトル計算機、１１０　加
算器、１２０　復調回路、１３０　端末受信動作指示信号付加回路、１４０　変調回路、
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ１０，Ａ１１，Ａ１２　アンテナ、ＭＲ１，ＭＲ２，ＭＲ３
，ＭＲ４，ＭＴ１，ＭＴ２，ＭＴ３，ＭＴ４　乗算器。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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