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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末における送信動作を制御する第１制御信号を該無線端末に直接送信する無線基
地局から該第１制御信号を受信し、該無線端末から該第１制御信号に従って送信される無
線信号を、該第１制御信号に基づいて受信する中継局において、
　該無線端末における前記送信動作を制御する必要があるかを該無線端末からの受信状況
に基づいて判断する判断部と、
　該判断に基づき、該中継局が該無線端末の前記送信動作を制御する第２制御信号を生成
して該無線基地局に送信する送信処理部と、
　該第２制御信号に基づいて生成された前記第１制御信号に従って該無線端末から送信さ
れた無線信号を受信する受信処理部と、
を備えたことを特徴とする中継局。
【請求項２】
　前記第１制御信号は、無線フレームの構造情報であることを特徴とする請求項１記載の
中継局。
【請求項３】
　前記送信動作は受信品質測定結果の送信動作である、
ことを特徴とする請求項１記載の中継局。
【請求項４】
　無線端末における送信動作を制御する第１制御信号を該無線端末に直接送信し、該第１
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制御信号により送信動作の制御を受けた無線端末から送信された無線信号を、中継局を介
して受信する無線基地局において、
　該無線端末における前記送信動作を制御する必要があるかを該無線端末からの受信状況
に基づいて判断する該中継局から、該中継局が該無線端末の前記送信動作を制御する信号
であって該判断に基づく第２制御信号を受信する受信処理部と、
　該第２制御信号に基づいて前記第１制御信号を生成し、送信する送信処理部と、
を備えたことを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を利用する中継局、無線基地局及び通信方法に関し、例えば、ＩＥ
ＥＥ８０２．１６に規定された無線通信システムをベースとして中継局を追加する際に用
いると特に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００等のシステムを代表として現在、無線通信路を介して通
信を行う無線通信システムが世界的に普及している。このような無線通信システムにおい
ては、サービスエリアに対して複数の無線基地局が設置され、無線端末はいずれかの無線
基地局を介して他の通信装置（通信端末）との通信を行う。その際、隣接する無線基地局
が無線通信可能なサービスエリアに重複部分を設け、無線環境の劣化にともない、無線端
末が隣接する無線基地局へハンドオーバすることを可能としている。
【０００３】
　また、無線方式としては、例えば、符号分割多重、時分割多重、周波数多重、ＯＦＤＭ
等の技術が採用され、１つの無線基地局に対して複数の無線端末が同時期に接続可能なこ
とが一般的である。
【０００４】
　しかし、無線基地局が無線通信可能なサービスエリア内であっても、エリアの境界に近
い場所では、無線環境が良好でないために高速通信が困難であることが多い。
【０００５】
　そこで、無線基地局のサービスエリア内に中継局を配置し、無線端末と無線基地局とが
中継局を介して無線通信できるようにする案が提案されている。
【０００６】
　特に、８０２．１６ｊのタスクグループにおいて、そのような中継局（ＲＳ：Ｒｅｌａ
ｙ　Ｓｔａｔｉｏｎ）の導入について、目下検討されている最中である。
【０００７】
　上述した、ＩＥＥＥ８０２．１６に関する事項は、例えば次の非特許文献１、２に開示
されている。
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ８０２．１６ＴＭ－２００４
【非特許文献２】ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ８０２．１６ｅＴＭ－２００５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　先に説明した背景技術によれば、無線端末は無線基地局と直接又は中継局を介して無線
通信を行うとことができるが、中継局は、無線基地局と無線端末との間に介在し、単に信
号の転送を行うだけで、無線端末の送信、受信を制御することができない。
【０００９】
　従って、本発明の目的の１つは、中継局が、中継局と無線端末との間の通信を制御する
ことができるようにすることである。
【００１０】
　尚、上記目的に限らず、後述する発明を実施するための最良の形態に示す各構成により
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導かれる効果であって、従来の技術によっては得られない効果を奏することも本発明の他
の目的の１つとして位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（１）本発明においては、無線端末における送信動作を制御する信号を送信する無線基
地局から該信号を受信し、該無線端末から該信号に従って送信される信号を受信する中継
局において、制御信号を生成して該無線基地局に送信する制御を行う制御部と、該制御信
号に基づいて生成された前記送信動作を制御する信号に従って該無線端末から送信された
無線信号を受信する受信処理部と、を備えたことを特徴とする中継局を用いる。
【００１２】
　（２）好ましくは、前記送信動作を制御する信号は、無線フレームの構造情報である。
【００１３】
　（３）好ましくは、前記送信動作は受信品質測定結果の送信動作である。
【００１４】
　（４）本発明においては、無線端末における送信動作を制御する信号を送信し、該信号
により送信動作の制御を受けた無線端末から送信された無線信号を、中継局を介して受信
する無線基地局において、該中継局から制御信号を受信する受信処理部と、該制御信号に
基づいて前記送信動作を制御する信号を生成し、送信する制御を行う制御部と、を備えた
ことを特徴とする無線基地局を用いる。
【００１５】
　（５）無線端末における受信動作を制御する信号を送信する無線基地局から該信号を受
信し、該無線端末へ無線信号を送信する中継局において、制御信号を生成して該無線基地
局に送信する制御を行う制御部と、該制御信号に基づいて生成された前記受信動作を制御
する信号に基づいて該無線端末に対して無線信号を送信する送信処理部と、を備えたこと
を特徴とする中継局を用いる。
【００１６】
　（６）本発明においては、無線端末における受信動作を制御する信号を送信し、該信号
により受信動作の制御を受けた無線端末に対して無線信号を中継局を介して送信する無線
基地局において、該中継局から制御信号を受信する受信処理部と、該制御信号に基づいて
前記受信動作を制御する信号を生成し、送信する制御を行う制御部と、を備えたことを特
徴とする無線基地局を用いる。
【００１７】
　（７）無線端末における受信動作を制御する信号を送信する無線基地局から該信号を受
信し、該無線基地局から受信したデータを該信号に基づいて該無線端末へ送信する中継局
において、受信した該データについて誤りが検出された場合に、制御信号を生成して該無
線基地局に送信する制御を行う制御部と、該無線基地局から前記データの再送に係るデー
タを受信する受信処理部と、該制御信号に基づいて生成された前記受信動作を制御する信
号に従って動作する該無線端末に対して、前記受信動作を制御する信号に基づいて、受信
した該再送に係るデータを該無線端末に送信する送信処理部と、を備えたことを特徴とす
る中継局を用いる。
【００１８】
　（８）無線端末における受信動作を制御する信号を送信する無線基地局から該信号を受
信し、該無線基地局から受信したデータを該無線端末へ送信する中継局において、受信し
た該データを記憶する記憶部と、受信した該データについて誤りが検出されず、該データ
を受信した該無線端末から該データについて謝りを検出した旨の信号を受信した場合に、
制御信号を生成して該無線基地局に送信する制御を行う制御部と、該制御信号に基づいて
生成された前記受信動作を制御する信号に従って動作する該無線端末に対して、該記憶部
に記憶した前記データに用いて再送データを生成し、前記受信動作を制御する信号に基づ
いて、該再送データを該無線端末に送信する送信処理部と、を備えたことを特徴とする中
継局を用いる。
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【００１９】
　（９）本発明においては、無線端末における受信動作を制御する信号を送信し、該無線
端末に対して中継局を介してデータを送信する無線基地局において、該中継局において受
信した該データについて誤りが検出された場合に生成され送信される制御信号を該中継局
から受信する受信処理部と、該制御信号に基づいて生成された前記受信動作を制御する信
号に従って動作する該無線端末に対して、該中継局を介して該データの再送に係るデータ
を送信する送信処理部と、を備えたことを特徴とする無線基地局を用いる。
【００２０】
　（１０）本発明においては、無線端末における受信動作を制御する信号を送信し、該無
線端末に対して中継局を介してデータを送信する無線基地局において、該中継局において
受信した該データについて誤りが検出されず、該無線端末において受信した該データにつ
いて誤りが検出された場合に生成され送信される制御信号を該中継局から受信する受信処
理部と、該制御信号に基づいて前記受信動作を制御する信号を生成して送信するが、該デ
ータの再送に係るデータについては、該中継局への送信は行わない送信処理部、を備えた
ことを特徴とする無線基地局を用いる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、中継局は、中継局と無線端末との間の通信を制御することができるこ
ととなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を用いながら、本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　〔ａ〕第１実施形態の説明
　無線端末が無線基地局から無線により信号を受信する際に同期をとる必要がある。従っ
て、各無線基地局は同期のための信号を自局のサービスエリア内で送信する。例えば、そ
の同期のための信号（同期信号）は、各無線基地局で異なるプリアンブル信号とすること
ができる。無線端末は、予め複数種類のプリアンブル信号のパターンを記憶しておき、各
パターンのうち最も受信品質（例えば受信レベル）が良好なものを通信先の無線基地局と
して選択することができる。
【００２４】
　無線方式として、例えば、ＯＦＤＭを利用する場合には、無線基地局は送信データを各
サブキャリアに割り振って、複数のサブキャリアを用いて送信を行うが、プリアンブルを
所定のパターンで各サブキャリアに割り振り送信することができる。無線端末は、その所
定のサブキャリアの組み合わせを受信して既知のプリアンブル信号とのマッチングをとっ
て、最も良好なプリアンブルを送信する無線基地局に対して同期をとることができる。
【００２５】
　また、無線基地局は、同期信号を基準にフレームを構成して、信号を送信する。無線端
末は、同期信号を利用してフレーム同期を確立し、同期信号を基準としてデータのマッピ
ング（無線フレーム構造）情報（無線端末の送信又は受信動作を制御するデータ；ＭＡＰ
データ）を受信する。例えば、同期信号の直後にＭＡＰデータを配置する。
【００２６】
　ＭＡＰデータには、物理チャネル（下りチャネル（無線基地局から無線端末側へのチャ
ネル）、上りチャネル（無線端末側から無線基地局側へのチャネル））にデータをマッピ
ングする際のタイミング、チャネル情報、変調方式、符号化方式、符号化レート等を含め
ることができ、無線フレームは、ＭＡＰデータに対応した構造を持つ。更には、無線端末
をその端末の識別情報を用いて指定して、無線端末毎に物理チャネルを指定することがで
きる。もちろん、無線端末を特別指定せずに、所定の信号の送受信用として、複数の無線
端末（例えば１つの無線基地局が形成するサービスエリア内の無線端末全て）を対象とし
てマッピング情報を送信することもできる。
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【００２７】
　従って、受信（送信）タイミング、受信（送信）チャネル（受信（送信）サブチャネル
パターン情報）等の受信（送信）に必要なパラメータを端末ＩＤに対応付けて構成される
データをＭＡＰデータの１例として用いることができる。
【００２８】
　無線端末は、ＭＡＰデータにより指定された受信タイミング、受信チャネルにより無線
信号を受信し、ＭＡＰデータにより指定された送信タイミング、送信チャネルにより無線
信号を送信する。これにより、無線基地局との間で直接（中継局を介さずに）無線通信を
行うことができる。
【００２９】
　一方、中継局は、同様に、無線基地局からの同期信号を受信し、同期を確立する。そし
て、同期信号を基準として、ＭＡＰデータを受信し、ＭＡＰデータで指定された送信タイ
ミング、送信チャネル（送信サブチャネルパターン情報）等の送信に必要なパラメータに
従って、無線端末への送信データを送信する。尚、無線端末への送信データは、無線基地
局と中継局との間の通信リンク（ＭＭＲリンク）を用いて取得することができる。尚、中
継局は、ＭＭＲリンクを用いてＭＡＰデータで指定された送信タイミング、チャネル等の
パラメータを予め取得することもできる。
【００３０】
　即ち、中継局は、ＭＡＰデータ又はＭＭＲリンクにより指定された受信タイミング、受
信チャネルにより自局宛の無線信号を受信し、ＭＡＰデータにより指定された送信タイミ
ング、送信チャネルにより自局から送信すべき無線信号を送信する。尚、ＭＭＲリンクは
、無線基地局と中継局との間の通信であり、無線端末はこれを受信する必要はない。
【００３１】
　また、ＭＡＰデータについては、中継局は無線端末に対して再送しないこととする。こ
れは、一般の送信データ（ユーザデータ）に対してＭＡＰデータは、その部分だけ送信電
力を上げたり、低速度で送信することで、送信データに対して無線端末に到達しやすいと
考えられるからである。
【００３２】
　無線端末は、無線基地局から直接、ＭＡＰデータを受信し、それに従って、無線信号の
受信を行うことで、中継局から再送された送信データを受信することができる。
【００３３】
　従って、無線端末は、無線基地局から直接データを受信することも可能であるし、中継
局が一旦無線基地局から受信したデータをこの中継局から受信することもできる。
【００３４】
　尚、無線端末は、無線基地局から送信されるＭＡＰデータに従って受信、送信を行うだ
けであり、中継局を介してデータが送受信されることを認識する必要はない。
【００３５】
　以上のように、中継局を利用することで、無線端末の送受信経路の候補が複数となり無
線基地局のサービスエリアの境界付近等における無線端末の無線通信をサポートすること
ができる。
【００３６】
　ここで、中継局は無線基地局から定期的に送信される同期信号については無線端末に対
して転送（送信）しないことが望ましい。即ち、中継局が同期信号を送信することとする
と、無線端末は、中継局からの同期信号を受信して中継局に同期し、その同期信号を基準
にＭＡＰデータを探すものの、みつからないといった事態が生ずるからである。また、無
線基地局とは異なる別個の局の存在を認識する必要が生ずることとなる。
【００３７】
　さて、上述したように、中継局からＭＡＰデータを無線端末に送信しない場合は、中継
局から無線端末の送受信動作を制御する手段が存在しないこととなる。
【００３８】
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　そこで、中継局は、無線端末の送受信動作を制御するための信号を、無線基地局に対し
て送信するようにする。
【００３９】
　以下、更に各部の詳細構成、動作について図面を用いながら説明する。
【００４０】
　図１は、第１実施例における無線通信システムの構成を示す。図において、１はルーテ
ィング装置、２は無線基地局（ＢＳ）、３は中継局（ＲＳ）、４は無線端末（Ｔ）をそれ
ぞれ示す。尚、無線端末４としては、移動した利用に適したいわゆるＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｓｔａｔｉｏｎ）、固定的な利用に適した無線装置のいずれを用いることもできる。
【００４１】
　ここで、無線端末４は、無線基地局２のサービスエリア内で無線基地局２と直接（中継
局を介さずに）無線通信を行うこともできるし、また、中継局３のサービスエリア内で中
継局３を介して無線基地局２と無線通信を行うこともできる。中継局３は、無線基地局２
のサービスエリア内に１又はそれ以上設けられ、無線端末４と無線通信を行うことができ
る。
【００４２】
　無線基地局２は、ルーティング装置１と接続され、無線端末４からデータを受信し、ル
ーティング装置１にそのデータを送出するとともに、逆に、ルーティング装置１から受信
したデータを無線端末４に対して送信する制御を行う。ルーティング装置１は、複数の無
線基地局と接続され、無線基地局２から受信したデータを他のルーティング装置又は他の
無線基地局に送出することで、送信宛先にデータが到達するようにルーティングを行う。
好ましくは、無線基地局２は、データをパケット形式に変換してからルーティング装置に
転送する。尚、ルーティング装置１からアクセス可能となるように、無線端末の位置登録
エリア（複数の無線基地局で構成されるエリア毎における無線端末の在圏情報）、サービ
ス形態等を記憶したデータベースを配置し、ルーティングの際に必要に応じてルーティン
グ装置がこれらの情報を取得可能とすることが望ましい。
【００４３】
　次に、無線基地局２の構成について図２を用いて更に、詳細に説明する。
【００４４】
　図２は無線基地局２の構成を示す図である。
【００４５】
　図において、１０は中継局３、無線端末４との間で無線信号を送受信するためのアンテ
ナ、１１はアンテナ１０を送受信系で共用するためのデュプレクサ、１２は受信部、１３
は受信信号を復調する復調部、１４は復調した受信信号を復号する復号化部、１５は復号
データから制御データを抽出し通信経路決定部１７に転送するとともに、ユーザデータ等
の他のデータをパケット生成部１６に転送する制御データ抽出部、１６は制御データ抽出
部から転送されたデータをパケット化してＮＷインタフェース部に引き渡すパケット生成
部を示す。
【００４６】
　１７はルーティング装置１との間のインタフェース（ここではパケット通信を行うこと
とする）を形成するインタフェース部であり、１８はＮＷインタフェース部２０から受信
したパケットデータに含まれるＩＰアドレスを識別し、ＩＰアドレスデータに基づき宛先
無線端末４を特定（例えば、ＩＰアドレスデータと無線端末４のＩＤの対応を記憶してお
き、対応する無線端末４のＩＤを取得）するとともに、ＩＤに対応するＱＯＳ（同様にＩ
Ｄに対応させて記憶しておく）情報を取得し、ＭＡＰ情報生成部２４にＩＤ、ＱＯＳ情報
を与えて帯域割り当て要求を行い、ＮＷインタフェース部１７から渡されたパケットデー
タをパケットバッファ部１９に格納する。
【００４７】
　２４はＭＡＰ情報生成部を示し、帯域割り当て要求を受けると、無線端末４のＩＤをキ
ーとして検索することで通信経路を特定し、ＱＯＳに応じたマッピングエリアを決定して
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、それに従ったフレームを構成するように、ＰＤＵ生成部２４指示する。その際、送信す
べきデータをパケットバッファ部１９から読み出し、ＭＡＰデータと供にＰＤＵ生成部２
０に引き渡す。尚、無線基地局２と中継局３との間にも通信リンク（ＭＭＲリンク）を設
けるため、同様にＭＡＰデータに、通信対象の中継局３の識別情報、送受信タイミング、
チャネルを含め、対応するタイミング、チャネルで中継局宛にデータを送信することもで
きる。
【００４８】
　また、ＭＡＰ情報生成部２４は、制御部２５からの指示により、中継局３からの制御信
号に基づいてＭＡＰデータを生成する。例えば、上り方向の通信を定義するＵＬ　ＭＡＰ
データを中継局３からの制御信号に基づいて生成したり、下り方向の通信を定義するＤＬ
　ＭＡＰデータを中継局３からの制御信号に基づいて生成する。
【００４９】
　２０はＰＤＵ生成部を示し、同期信号（プリアンブル）を基準として形成される無線フ
レームの各領域にＭＡＰデータ、送信データ（測定制御データも含む）等が格納されるよ
うにＰＤＵを生成し、符号化部２１に送出する。２１は符号化部、２２は変調部、２３は
送信部をそれぞれ示し、順にＰＤＵデータを誤り訂正符号化等の符号化処理を施してから
変調し、送信部２３からアンテナ１０を介して無線信号として送信する。
【００５０】
　２５は制御部を示し、送信処理部、受信処理部を制御して送受信動作を制御するととも
に、制御データ抽出部１５により抽出した中継局３からの制御データを取得し、その制御
データに基づいて、ＭＡＰ情報生成部２４に対してＭＡＰデータの生成指示を行う。
【００５１】
　図３は中継局３の構成を示す図である。
【００５２】
　図において、３０は無線基地局２、無線端末４との間で無線信号を送受信するためのア
ンテナ、３１はアンテナ１０を送受信で共用するためのデュプレクサ、３２は受信部、３
３は受信信号を復調する復調部、３４は復調した受信信号を復号する復号化部、３５は復
号データから（無線基地局２から受信した）ＭＡＰデータを抽出しＭＡＰ情報解析部３６
に与えるとともに、無線基地局２から受信した無線端末４宛のデータをＰＤＵバッファ部
３７に転送する制御データ抽出部３５を示す。無線端末４から無線信号を受信した場合も
同様に、無線基地局２に対して送信すべくＰＤＵバッファ部３７に受信データを転送する
。
【００５３】
　３７はＰＤＵバッファ部を示し、ＭＡＰ情報解析部３６で解析したＭＡＰデータ又はＭ
ＭＲリンクを介して受信したデータに基づいて、無線基地局２が通知した送信タイミング
、チャネルに従って、無線基地局２から受信した無線端末４宛の対応するデータを送信す
るように、格納したデータを符号化部に引き渡す。尚、無線端末４宛のデータは、無線基
地局２と中継局３との間で形成された通信リンク（ＭＭＲリンク）を介して受信される。
尚、無線基地局２から送信されるＭＡＰデータに、中継局３の識別情報と送信タイミング
、チャネルに関する情報が含まれているため、中継局３は指定されたタイミング、チャネ
ルで受信することで、無線基地局２と中継局３間でデータ等の送信が実行される（上り方
向も同様にＭＡＰデータで定義される）。
【００５４】
　３８は符号化部、３９は変調部をそれぞれ示し、ＰＤＵバッファ部３７からの送信デー
タを符号化し、ＭＡＰ情報解析部３６で取得した送信タイミング、チャネルでユーザデー
タの送信を行うように変調処理を施してから送信部４０に引き渡す。
【００５５】
　４０は送信部を示し、送信信号をアンテナ３０を介して無線端末４、無線基地局２宛に
無線信号として送信する。
【００５６】
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　４１は制御部を示し、受信処理部における受信状況等に応じて、中継局３と無線端末４
との間の通信についての制御の必要性を判定し、制御が必要と判定すると、対応する制御
信号（データ）を生成して、ＭＭＲリンクを介して無線基地局２宛に送信するように送信
処理部を制御する。即ち、無線基地局２の制御部２５と中継局３の制御部４１とはＭＭＲ
リンクを介して相互に制御信号を送受信することが可能である。
【００５７】
　尚、制御部４１は、ＭＡＰ情報解析部３６で取得した送受タイミングで送受信を行うよ
うに、送信処理部、受信処理部を制御する。
【００５８】
　図４は無線端末４の構成を示す図である。
【００５９】
　図において、５０は中継局３、無線基地局２との間で無線信号を送受信するためのアン
テナ、５１はアンテナ５０を送受信で共用するためのデュプレクサ、５２は受信部、５３
は受信信号を復調する復調部、５４は復調した受信信号を復号する復号部、５５は復号デ
ータから制御データを抽出し、ＭＡＰデータであればＭＡＰ情報解析部５８に与え、他の
データ（ユーザデータ）をデータ処理部５６へ引き渡す。５６はデータ処理部を示し、受
信データに含まれる各種データの表示処理、音声出力処理等を行う。
【００６０】
　また、データ処理部５６から、通信先の装置に対して送信を希望するユーザデータは、
ＰＤＵバッファ部５７に入力される。
【００６１】
　５７はＰＤＵバッファ部を示し、データ処理部５６からの送信データをＭＡＰデータに
より指定された送信タイミング、送信チャネルで送信可能とすべく、符号化部５９に格納
したデータを出力する。
【００６２】
　５８はＭＡＰ情報解析部を示し、無線基地局２から直接受信したＭＡＰデータを解析し
、解析結果を制御部６２に与える。即ち、各種データの送受信タイミングを制御部６２に
通知する。
【００６３】
　５９は符号化部、６０は変調部を示し、ＰＤＵバッファ部５７からの送信データをＭＡ
Ｐ情報で指定された送信タイミング、送信チャネルで送信するように制御部６２の制御の
下、送信データについて符号化、変調処理を実行する。
【００６４】
　送信部６１は、アンテナ５０を介して無線信号を送信する。
【００６５】
　制御部６２は、ＭＡＰデータに基づいて送信処理部、受信処理部の動作を制御する。
【００６６】
　次に、無線フレームフォーマットの例を提示するとともに、上記システムにおける通信
手順に
　ついて詳細に説明する。尚、ここでは、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ８０２．１６ｄ、ｅに対応し
た無線フレームフォーマットを例としてあげるが実施例は、これに限定されるものではな
い。
【００６７】
　図５は無線基地局、中継局、無線端末間で送受信される無線信号のフレームフォーマッ
トの例を示す図である。尚、ＢＳ２－１、ＲＳ３－１、Ｔ４－１、Ｔ４－３は図１に示し
た配置関係にあるものとする。
【００６８】
　さて、図において、Ｔｘ、Ｒｘはそれぞれ送信、受信を意味する。従って、Ｂ２はプリ
アンブル（Ｐ）をフレームの先頭として、ＤＬ／ＵＬ　ＭＡＰ、ＭＭＲ１（中継局３－１
との間の送受信データ）を順に送信している。プリアンブルは、無線端末４、中継局３が



(9) JP 4952138 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

無線基地局２に同期することを可能とするために送信する所定の既知パターンであり、Ｏ
ＦＤＭを用いる場合には、所定のパターンの信号が各サブチャネルを介して送信されるこ
ととなる。
【００６９】
　そして、プリアンブルの送信に続くのは、ＤＬ／ＵＬ　ＭＡＰであり、中継局３、無線
端末４に対して送信受信タイミング及び送受信チャネルについて通知するための制御デー
タ（ＭＡＰデータ）を格納する領域である。例えば、無線基地局から下りチャネルにより
中継局に対してＭＭＲリンクとして送信するＭＭＲ１の送信タイミング及送信チャネル情
報や、無線端末４－１、４－３に対してデータ送信（Ｔ４－１、Ｔ４－３）を行うタイミ
ング及び送信チャネル情報や、上りチャネルを介してどのタイミング及びどのチャネルで
データ（ＭＭＲ１、Ｔ４－１、Ｔ４－３）を送信すべきかを示す情報であるＭＡＰデータ
（無線フレーム構造情報）を含む。
【００７０】
　従って、各中継局３、無線端末４（４－１、４－３）は無線基地局２から直接プリアン
ブルＰを受信することで、無線基地局２のフレームタイミングに同期し、それを基準とし
てＤＬ／ＵＬ　ＭＡＰを受信し、どのようなタイミング、チャネルで送受信を行うべきか
を把握し、対応するタイミング、チャネルで送受信を行う。
【００７１】
　図の例では、無線端末４－３は、無線基地局２から直接Ｔ４－３を受信し、無線基地局
２に対してＴ４－３を直接送信することができる。
【００７２】
　しかし、無線端末４－１については、無線基地局２から直接Ｔ４－１を受信し、無線基
地局２に対してＴ４－１を直接送信することはできない。
【００７３】
　そこで、ＲＳ３－１は、ＤＬ／ＵＬ　ＭＡＰを解析して、自分自身宛のメッセージを含
むＭＭＲ１を受信することで、Ｔ４－１の送信で無線端末４－１に送信するデータを無線
基地局２から受信する。そして、同じくＤＬ／ＵＬ　ＭＡＰにより指定された無線端末４
－１へのデータの送信タイミングが図のＴ４－１であることを把握し、ＭＭＲ１で受信し
たデータをＴ４－１のタイミングで送信する。
【００７４】
　一方、無線端末４－１は無線基地局２から送信されたプリアンブルにより無線基地局２
に同期し、ＤＬ／ＵＬ　ＭＡＰを解析することで、それにより指定されたタイミング（Ｔ
４－１）及びチャネルでデータが送信されることを認識するので、そのタイミング、チャ
ネルにより中継局３から転送されたデータを受信するように動作する。
【００７５】
　従って、無線端末４は、データの送信元を意識せず（無線基地局２であるかＲＳ３であ
るか区別せず）にデータを受信することができる。
【００７６】
　尚、ＲＮＧは、無線端末（Ｔ４－１、４－３）から送信されるレンジング（Ｒａｎｇｉ
ｎｇ）信号を示す。Ｒａｎｇｉｎｇ信号は既知信号であり、無線基地局２又は中継局３に
おいて受信され、受信処理部において、受信タイミングずれ（位相ずれ）、受信周波数ず
れ、必要な送信電力の増減情報が求められ、Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ情報として無線基地局
２に報告される。この例では、無線端末４－３からのＲＮＧは、無線基地局２のＲＮＧ受
信期間で直接受信され、無線端末４－１からのＲＮＧは、中継局３のＲＮＧ受信期間（無
線基地局２のＲＮＧ受信期間と同じ）で受信される。中継局３が受信した無線端末４－１
からのＲＮＧは、ＭＭＲ１で示した上りＭＭＲリンクにより無線基地局２に転送される。
その際、Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ情報は中継局３で生成され、ＲＮＧに付加されることで無
線基地局２に与えられる。
【００７７】
　ＣＱＩは、プリアンブル又はパイロット信号等の既知信号について無線端末が受信品質
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の測定を行った結果を報告するための送信期間を示し、無線基地局２は、受信したＣＱＩ
に基づいて送信処理部を制御して変調方式、符号化方式、符号化レート等の送信パラメー
タを変更する。尚、ＣＱＩもＭＭＲ１で示した上りＭＭＲリンクにより無線基地局２に転
送される。
【００７８】
　ＲＮＧ、ＣＱＩ等の上り方向に送信される信号の送信制御は、ＭＡＰデータを用いて行
われる。例えば、ＭＡＰデータによりＲＮＧ、ＣＱＩの送信を許容するタイミングを短い
周期で設定したり、長い周期で設定するのである。例えば、ＭＡＰデータのＭ回の送信の
うち１回の送信において、ＲＮＧ、ＣＱＩの送信許容期間を１回設ける（定義する）場合
に、このＭの値を切替えるのである。また、ＲＮＧ、ＣＱＩは各無線端末４に対して個別
に送信タイミング、チャネルを指定することもできるし、複数の無線端末４に対して送信
タイミング、チャネルを指定することもできる
　尚、このフレーム構成例においては、ＢＳ２からＲＳ、Ｔに対して送信が行われる期間
、ＢＳ２からＲＳに対して送信が行われる期間（ＭＭＲ期間）、ＲＳ３－１からＴに対し
て送信が行われる期間、ＲＳ３－２からＴに対して送信が行われる期間は時間的に分離さ
れている。更に、上り方向についても、下り方向とは時間的に分離され、同様にＴ、ＲＳ
のそれぞれの送信期間も時間的に分離されている。これは、時分割により各区間の送受信
を分離したもの（同じ周波数帯を利用可能）であるが、周波数分離等の他の分離手法を採
用することもできる。
【００７９】
　次にこのフレーム構成を用いる場合における、中継局３、無線端末４（４－１）間の通
信制御について説明する。
【００８０】
　まず、無線端末４－１の受信処理部は、無線基地局２から送信されるプリアンブルを受
信することで無線基地局２から送信される無線フレームに同期し、プリアンブルを基準と
してＭＡＰデータの受信を行う。ＭＡＰデータは、ＭＡＰデータ情報解析部５８で解析さ
れ、その解析結果が制御部６２に与えられる。従って、制御部６２は、ＭＡＰデータで指
定された各データの送受信タイミングを把握して送信処理部、受信処理部をそれぞれその
指定されたタイミングに従って動作するように制御する。
【００８１】
　一方、中継局３の受信処理部も同様に、無線基地局２から送信されるプリアンブルを受
信することで無線基地局２から送信される無線フレームに同期し、プリアンブルを基準と
してＭＡＰデータの受信を行い、ＭＭＲリンクを介して無線端末４－１宛のデータを受信
し、ＭＡＰデータで無線端末４－１に指定された送信タイミングで、ＭＭＲリンクを介し
て受信したデータを、無線端末４－１宛に送信する。
【００８２】
　さて、中継局３のＭＡＰ情報解析部３６は、ＭＡＰデータ（ＵＬ　ＭＡＰ）を解釈し、
ＭＡＰデータにより指定された上り方向の送信タイミングを制御部４１に与えるため、制
御部６２は、そのタイミングに従って受信処理部を制御することで、無線端末４－１から
送信される無線信号を受信することができる。
【００８３】
　しかし、無線端末４からの無線信号は、無線基地局２のＭＡＰデータに従って送信され
るので、中継局３はその送信を制御することができない。
【００８４】
　そこで、中継局３の制御部４１は、配下の無線端末４（４－１）の送信動作の制御を行
う必要があると判断すると、ＭＡＰデータへ反映を希望する内容を制御信号として生成し
て、送信処理部を介して無線基地局２にＭＭＲリンクを介して送信する。
【００８５】
　制御信号としては、例えば、無線端末４（４－１）におけるＣＱＩ送信動作を制御する
信号に影響を与える信号が考えられる。具体的には、制御部４１は、図７に示した制御信
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号（ＣＱＩ送信制御信号）を生成して、無線基地局２に向けて送信する。
【００８６】
　図において、ＭＳ　Ｂａｓｉｃ　ＣＩＤとは送信動作の制御を行いたい対象の無線端末
の識別情報を示す。尚、対象として配下の無縁端末一般を指定したり、全ての無線端末を
対象とし、特別に１つの無線端末を指定しないこともできる。
【００８７】
　また、Ｐｅｒｉｏｄは、特定の信号の送信を行わせる周期を示し、先に示した、Ｍを指
定することができる。
【００８８】
　Ｆｒａｍｅ　Ｏｆｆｓｅｔは、今回の制御による送信を開始させるタイミングを指定す
るもので、送信中の無線フレームのフレーム番号を基準としてどれだけ遅延させたフレー
ム番号から開始するのかをＦｒａｍｅ　Ｏｆｆｓｅｔとして指定する。開始するフレーム
番号そのものとすることもできる。
【００８９】
　Ｄｕｒａｔｉｏｎは、今回の制御を有効とする期間を示し、例えば、無線フレームのＮ
個の間実施するように指示することができる。
【００９０】
　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎは、無線端末４に送信させたい情報や無線
端末４の内部動作を指示するもので、例えば、送信させたいデータの種類を指定したり、
無線端末４に送信させたいＣＱＩ情報であれば、どの信号について受信品質を測定し、ど
のような形式のＣＱＩ情報として送信させたいかを指定することができる。
【００９１】
　さて、無線基地局２の制御部２５は、中継局３からその制御信号を受信すると、その制
御信号の内容をその後に送信するＭＡＰデータに反映するように、ＭＡＰ情報生成部２４
に指示する。好ましくは、中継局３の要求内容を全て反映するが、スケジュール上全てを
反映することが困難な場合もある。従って、可能な範囲でＭＡＰデータに反映するように
することが好ましい。
【００９２】
　例えば、ＭＡＰデータにより、無線端末４に対して（場合によっては４－１に対してだ
け）送信を許容する頻度を高める。即ち、送信するＭＡＰデータのＭ回に１回だけ無線端
末４に送信を認めるデータを設定していたのに対して、Ｍ＋Ｐ（又はＭ－Ｐ）回に１回（
Ｐは正の数）無線端末４に送信を認めるデータを設定することで送信頻度を制御すること
ができる。また、ＭＡＰデータにより指定する送信タイミングを中継局３にとって都合の
よいタイミングとなるように設定することもできる。また、このような反映ルールをＭＡ
ＰデータをＮ回送信するまで継続することもできる。更に、ＭＡＰデータにより、無線端
末４に対して送信すべきデータの種別、内部動作を指定可能な場合は、ＭＡＰデータを中
継局３からの制御信号に基づいて設定する。例えば、ＭＡＰデータをその制御信号で要求
された内容となるように調整し、送信するＭＡＰデータとして生成する。
【００９３】
　そして、中継局３からの制御信号の内容が反映されたＭＡＰデータが無線基地局２から
送信されると、無線端末４－１はそれを受信し、制御部６２は、その反映されたＭＡＰデ
ータに基づいて、内部動作、送信動作を制御する。
【００９４】
　例えば、指定された信号を対象として受信品質（ＣＩＮＲ）を測定し、指定されたタイ
ミングで測定した受信品質に対応するＣＱＩデータを送信する。
【００９５】
　中継局３は、無線基地局２からのＭＡＰデータにより特定したタイミング、チャネルで
、無線端末４から送信される無線信号を受信するので、制御信号により変更を求めた目的
の送信信号を受信することができる。
【００９６】
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　上記、中継局３の制御部４１における処理フローを図８に示した。
【００９７】
　即ち、中継局３の制御部４１は、配下の無線端末４（例えば４－１だけ）について送信
動作の制御が必要か否か判定し、必要であると判定した場合は、変更を希望するパラメー
タを決定する。例えば、ＭＳ　Ｂａｓｉｃ　ＣＩＤ、Ｐｅｒｉｏｄ、Ｆｒａｍｅ　Ｏｆｆ
ｓｅｔ、Ｄｕｒａｔｉｏｎ、Ｒｅｐｏｒｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ等のパラメータ
である。そして、そのパラメータを含む制御信号を無線基地局２に送信し、これが反映さ
れたＭＡＰデータ（特にＵＬ　ＭＡＰデータ）を受信する。そして、そのＵＬ　ＭＡＰデ
ータに従って無線端末４から送信された無線信号を中継局３の受信処理部が受信する。
【００９８】
　例えば、受信処理部において、受信した無線信号の受信品質を測定し、その後に無線端
末４宛に送信する際の変調方式、符号化方式、符号化レート等を受信品質に基づいて変更
する。
【００９９】
　また、単に受信だけ行い、受信信号を制御部４１が有する記憶部に記憶こととしてもよ
い。後の解析に利用でき、また、必要に応じてＭＭＲリンクを介して無線基地局２に報告
できるからである。
【０１００】
　〔ｂ〕第２実施形態の説明
　第１実施形態においては、無線端末の送信動作を制御したが、この実施形態では、無線
端末の受信動作を制御する。
【０１０１】
　即ち、中継局３の制御部４１が、配下の無線端末４（４－１）の受信動作の制御を行う
必要があると判断すると、ＭＡＰデータへの反映を希望する内容を制御信号として生成し
て、送信処理部を介して無線基地局２にＭＭＲリンクを介して送信する。
【０１０２】
　すると、無線基地局２の制御部２５は、この制御信号を受信し、その制御信号の内容を
その後送信するＭＡＰデータ（特にＤＬ　ＭＡＰ）に反映させる。
【０１０３】
　従って、中継局３からの制御信号が反映されたＭＡＰデータが無線基地局２から送信さ
れ、その反映されたＭＡＰデータを受信した無線端末４（４－１）は、その反映されたＭ
ＡＰデータに基づいて受信動作（受信処理）を行うこととなる。制御信号の内容は第１実
施形態と同様なものを用いることができ、反映させる対象をＤＬ　ＭＡＰデータとすれば
よい。
【０１０４】
　以下、再送制御（特にＷＣＤＭＡシステムにも採用されているＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ
　Ａｕｔｏ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ））機能を無線端末４が備えている場合を例
に挙げ、無線端末の受信動作の制御について図９を用いて説明する。
【０１０５】
　尚、無線基地局２、中継局３－１、無線端末４－１の構成は、図２～４に示したものと
同様の構成を用いることができる。
【０１０６】
　図９は、再送制御を行う際のシーケンスを示す図である。
【０１０７】
　まず、無線端末４－１の受信処理部は、無線基地局２から送信されるプリアンブルを受
信することで無線基地局２から送信される無線フレームに同期し、プリアンブルを基準と
してＭＡＰデータの受信を行う。ＭＡＰデータは、ＭＡＰデータ情報解析部５８で解析さ
れ、その解析結果が制御部６２に与えられる。従って、制御部６２は、ＭＡＰデータで指
定されたデータ（例えばユーザデータ）の送受信タイミングを把握して送信処理部、受信
処理部をそれぞれその指定されたタイミングに従って動作するように制御する。ここでは
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、ＭＡＰデータにより指定されたユーザデータを受信する。
【０１０８】
　一方、中継局３の受信処理部も同様に、無線基地局２から送信されるプリアンブルを受
信することで無線基地局２から送信される無線フレームに同期し、プリアンブルを基準と
してＭＡＰデータの受信を行い、ＭＭＲリンクを介して無線端末４－１宛のユーザデータ
を受信する。そして、ＭＡＰデータにより無線端末４－１に指定された送信タイミングで
、受信したユーザデータを無線端末４－１宛に送信する。但し、その際、中継局３の制御
部４１は、送信データの控えを記憶部（又はＰＤＵバッファ部３７）に保存しておくよう
に制御する。また、受信処理部により得られたユーザデータの復号結果について誤り検出
処理を行う。尚、復号の結果得られるデータは、誤り検出符号化されている。即ち、送信
側である無線基地局２又は中継局３の送信処理部において（誤り訂正）符号化前に誤り検
出符号化（例えばＣＲＣビットの付加）がなされている。そして、誤り検出の結果と受信
したユーザデータとを無線フレーム番号等の識別データとともに制御部４１が有する記憶
部に記憶しておく。
【０１０９】
　さて、中継局３－１からユーザデータを受信した無線端末４－１は、受信処理部により
復調、（誤り訂正）復号化し、復号結果についてＣＲＣビット等を用いて誤り検出処理を
行う。
【０１１０】
　ここで、誤り無しであれば、ＭＡＰデータで指定されたタイミングでＡＣＫ信号を中継
局３を介して送信し、有りであればＮＡＣＫ信号を送信する。尚、ＮＡＣＫ信号送信時で
あっても、無線端末４－１は、受信データを制御部６２が有する記憶部に保持（記憶）し
ておく。
【０１１１】
　さて、ＡＣＫ信号を受信した中継局３の制御部４１は、それを無線基地局２に転送する
ことで、データが無線端末４－１正しく届いたことを無線基地局２に通知することができ
る。
【０１１２】
　一方、ＮＡＣＫ信号を受信した場合は、中継局３は、無線端末４－１に対してユーザデ
ータの再送信を実行する必要があるが、ＭＡＰデータを制御しなければ送信を行うことが
できない。
【０１１３】
　そこで、中継局３の制御部４１は、制御信号を生成し、ＭＭＲリンクを介して無線基地
局２に対して送信する。制御信号の例を図１０に示した。
【０１１４】
　この例では、制御信号は、Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ、Ｉｎｄｅｘ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
（ＢＳ、ＲＳ間）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＲＳ、Ｔ間）を含む。
【０１１５】
　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ、Ｉｎｄｅｘは、どのユーザデータについての情報であるか
を特定するための情報であり、データが送信された際の無線フレームの番号、同じ無線フ
レーム内において送信されたユーザデータがいずれに該当するのかを示す番号である。Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ（ＢＳ、ＲＳ間）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＲＳ、Ｔ間）は、それぞれユーザ
データがＢＳ、ＲＳ間の送信が正常に（誤り検出無しとして）受信されたか、ＲＳ、Ｔ間
間の送信が正常に（誤り検出無しとして）受信されたかを、ＡＣＫ、ＮＡＣＫによって通
知するためのデータである。尚、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＢＳ、ＲＳ間）は、既に制御部４１
が有する記憶部に記憶している誤り検出結果に応じて設定可能である。即ち、誤り無しで
あれば、ＡＣＫ、有りであればＮＡＣＫとしてこのデータ領域が設定される。ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ（ＲＳ、Ｔ間）の領域は無線端末４－１からの受信内容に応じて設定される。即ち
、中継局３がＡＣＫを受信すればＡＣＫが設定され、ＮＡＣＫを受信すればＮＡＣＫが設
定される。
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【０１１６】
　従って、無線基地局２の制御部２５は、この制御信号をＭＭＲリンクを介して中継局３
の制御部４１から受信し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＢＳ、ＲＳ間）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＲＳ
、Ｔ間）を、その後送信するＭＡＰデータに反映させる。
【０１１７】
　即ち、ＢＳ、ＲＳ間がＮＡＣＫであれば、無線基地局２の制御部２５は、ＭＡＰ情報生
成部２４に、データの無線端末４－１に対するデータの送信を行うためのタイミングを割
り当てたＭＡＰデータを生成させ、送信処理部から送信させる。
【０１１８】
　この場合は、先と同様にして無線基地局２からそのＭＡＰデータに従ってユーザデータ
の再送を行い、中継局３はそれを転送し、無線端末４－１は、再送データを中継局３を介
して受信し、先に受信し記憶したデータと合成してから再度、誤り訂正復号化、誤り検出
を行う。
【０１１９】
　また、ＢＳ、ＲＳ間がＡＣＫを示し、ＲＳ、Ｔ間がＮＡＣＫを示す場合は、無線基地局
２の制御部２５は、ＭＡＰ情報生成部２４に、無線端末４－１に対するデータの送信を行
うためのタイミングを割り当てたＭＡＰデータを生成させ、送信処理部から送信させる。
【０１２０】
　但し、この場合は、無線基地局２からそのＭＡＰデータに従ったユーザデータの再送を
行わない。その代わり、中継局３が、このＭＡＰデータに従って、制御部４１が有する記
憶部に記憶しておいたユーザデータを無線端末４に対して送信するように送信処理部を制
御する。このようにすることで、無線基地局２から再度再送信を行う必要がなくなる。
【０１２１】
　無線端末４－１は、中継局３から送信された再送データを受信し、先に受信し記憶した
データと合成してから再度、誤り訂正復号化、誤り検出を行う。
【０１２２】
　無線基地局４－１の制御部２５は、ＢＳ、ＲＳ間とＲＳ、Ｔ間が供にＡＣＫを示す場合
は、無線端末４において正常に受信が完了したと判断し、必要に応じて次のデータの送信
のための処理を行う。
【０１２３】
　以上のようにすることで、中継局３は、制御信号を無線基地局２に送信することで、無
線端末４の受信動作を制御することができることとなる。
【０１２４】
　図１１、図１２にそれぞれ中継局３における処理フロー、無線基地局２における処理フ
ローをそれぞれ示す。
【０１２５】
　図１１は、中継局３における処理フローを示す。
【０１２６】
　中継局３は無線基地局２からＭＡＰを受信し無線端末４宛ての送信タイミング（Ｆｒａ
ｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ　ｎ、Ｉｎｄｅｘ　ｉ）、チャネルを取得し、ＭＭＲリンクを介して
そのタイミングで送信するユーザデータ（ＨＡＲＱデータ）を受信し、そのユーザデータ
を取得した送信タイミング、チャネルで送信する。
【０１２７】
　そして、受信したユーザデータ（ＨＡＲＱデータ）の復調、復号を行う。尚、ユーザデ
ータの無線端末４へのデータ転送（送信）の際には、無線基地局２から受信したユーザデ
ータについては、復号を省略し、復調データを符号化せずに、変調部３９で変調して送信
することもできる。この場合、この段階（無線端末４へのデータ転送後）で初めて復号が
実行されることとなるが、送信までに間に合うのであれば、復号（誤り訂正復号）し、誤
り訂正後の信号を再度符号化、変調してから送信することが望ましい。
【０１２８】
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　さて、中継局３は復号を終えると、誤りがあるか否かの判定を行う。ここで誤り有りで
あれば、無線基地局２に制御信号（Ａ）を送信する。制御信号Ａの内容は、Ｆｒａｍｅ　
Ｎｕｍｂｅｒ：ｎ、Ｉｎｄｅｘ：ｉ、ＢＳとＲＳ間：ＮＡＣＫ、ＲＳとＴ４－１間：ＮＡ
ＣＫである。
【０１２９】
　また誤りが無しとすると、受信したユーザデータ（ＨＡＲＱデータ）を制御部４１が有
する記憶部に保持し、無線端末４－１からの受信結果の受信を待つ。
【０１３０】
　受信結果を受信すると、ＡＣＫであるか否か判定し、ＡＣＫである場合は、無線基地局
２に制御信号Ｂを送信する。制御信号Ｂの内容は、Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ：ｎ、Ｉｎ
ｄｅｘ：ｉ、ＢＳとＲＳ間：ＡＣＫ、ＲＳとＴ４－１間：ＡＣＫである。
【０１３１】
　一方、受信結果がＮＡＣＫであれば、ＨＡＲＱデータを保持しているか否かを判定しＮ
ｏであれば処理を終了し、保持していると判定すると、無線基地局２に対して制御信号Ｃ
を送信する。制御信号Ｃの内容は、Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ：ｎ、Ｉｎｄｅｘ：ｉ、Ｂ
ＳとＲＳ間：ＡＣＫ、ＲＳとＴ４－１間：ＮＡＣＫである。
【０１３２】
　そして、その後無線基地局２から送信されるＭＡＰデータを受信し、記憶部に保持して
おいたＨＡＲＱデータを読み出し、再送する。尚、その際の再送は、ＭＡＰデータにより
指定されたタイミングで行われ、ここでは、Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ：ｎ＋ｑ、Ｉｎｄ
ｅｘ：ｊである。
【０１３３】
　図１２は、無線基地局２における処理フローを示す。
【０１３４】
　ユーザデータ送信後無線基地局２は、ＲＳから制御信号を受信する。制御信号がＢＳと
ＲＳとの間の受信結果が、ＮＡＣＫであることを示す場合は、無線基地局２は、ＭＡＰデ
ータにより再送用のデータ送信タイミングを定義し、再送にかかるＨＡＲＱデータを中継
局３を介して無線端末４に再送する。一方、制御信号がＢＳとＲＳとの間の受信結果が、
ＡＣＫであることを示す場合は、無線基地局２は、ＲＳとＭＳ間の受信結果をチェックし
、ＡＣＫであればそのユーザの再送処理は行わず、次のデータの送信処理に取り掛かり、
ＮＡＣＫであればＭＡＰデータにより再送用のデータ送信タイミングを定義する。但しこ
の場合は、再送は、中継局３に記憶したデータを用いるため、無線基地局２から中継局３
への再送信を行わないこととする。
【０１３５】
　尚、無線基地局２から受信したユーザデータについて中継局３が誤り有りを検出した場
合については、中継局３は、無線端末４に対するユーザデータの送信処理を行なわず、Ｆ
ｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ、Ｉｎｄｅｘに対応する情報を格納し、ＢＳとＲＳ間の受信結果
としてＮＡＣＫを格納した制御信号を無線基地局２にＭＭＲリンクを介して送信すること
が好ましい。中継局３において誤り訂正が困難なデータを無線端末４に送信したとしても
、無縁端末４において誤り訂正が成功する可能性は低いからである。
【０１３６】
　但し、ＨＡＲＱを利用する場合は、既に受信したデータを再送データと合成することで
復号の成功率が高まるため、ＢＳとＲＳ間の受信結果がＮＡＣＫであっても、無線端末４
に誤りのあるデータを送信することもできる。即ち、無線端末４の制御部６２は、誤りの
ある受信データを記憶部に記憶しておき、再送されたデータと合成してから復号を行うこ
とで、誤りのある受信データも有意義に利用することができる。
【０１３７】
　尚、無線端末４だけでなく、中継局３も、既に受信したデータを再送データと合成（各
ビットの確からしさの平均ととる等種々の合成が考えられる）してから復号することで復
号の可能性を高めることができる。
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【０１３８】
　また、この実施例では、ＮＡＣＫ信号を送信することとしたが、データ送信からＡＣＫ
信号が所定時間内に受信できないことをもって、ＮＡＣＫ信号が送信されたものと同義で
あると解釈し、同様の制御を行うこともできる。
【０１３９】
　また、ＢＳとＲＳ間、ＲＳとＭＳ間の双方がＮＡＣＫの場合は、集約した１つのＮＡＣ
Ｋ情報として中継局３から無線基地局２に送信することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】無線通信システム
【図２】無線基地局２
【図３】中継局３
【図４】無線端末４
【図５】無線フレームフォーマット
【図６】上り通信制御シーケンス
【図７】制御信号（ＣＱＩ送信制御信号）
【図８】上り通信制御シーケンス
【図９】再送制御シーケンス
【図１０】制御信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージ）
【図１１】中継局３における処理フロー
【図１２】無線基地局２における処理フロー
【符号の説明】
【０１４１】
　１　　ルーティング装置
　２　　無線基地局
　３　　中継局
　４　　無線端末
　１０、３０、５０　アンテナ
　１１、３１、５１　デュプレクサ
　１２、３２、５２　受信部
　１３、３３、５３　復調部
　１４、３４、５４　復号化部
　１５、３５、５５　制御データ抽出部
　１６　パケット生成部
　１７　ＮＷインタフェース部
　１８　パケット識別部
　１９　パケットバッファ部
　２０　ＰＤＵ生成部
　２１、３８、５９　符号化部
　２２、３９、６０　変調部
　２３、４０、６１　送信部
　２４　ＭＡＰ情報生成部
　２５、４１、６２　制御部
　３６、５８　ＭＡＰ情報解析部
　３７、５７　ＰＤＵバッファ部
　５６　データ処理部
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