
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動局が収容される基地局を他の基地局に切替える処理をソフトハンドオーバにて行い、
前記基地局が前記移動局での受信状態が最良となるように前記移動局からフィードバック
される送信ダイバーシチの制御情報を基に前記送信ダイバーシチの制御を行う移動通信シ
ステムであって、
前記ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局
から信号の受信状態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第１の決定手
段と、
前記ソフトハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ちによる待機中に前記
ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態に基づいて前記送信
ダイバーシチの制御情報を決定する第２の決定手段とを有することを特徴とする移動通信
システム。
【請求項２】
前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信状況に応じて前記第１及び第２の決定手段の切替えを
制御する制御手段を含むことを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項３】
前記制御手段は、最初のＰＤＳＣＨによるデータの受信処理時に前記第１の決定手段によ
る決定処理を指示し、最後のＰＤＳＣＨデータの受信処理時に前記第２の決定手段による
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決定処理を指示するよう構成したことを特徴とする請求項２記載の移動通信システム。
【請求項４】
前記制御手段は、前記移動局に前記最初のＰＤＳＣＨによるデータが送られてくる前に前
記基地局から送られてくる送信開始タイミング情報を契機として前記第１の決定手段によ
る決定処理を指示するよう構成したことを特徴とする請求項３記載の移動通信システム。
【請求項５】
前記制御手段は、前記最後のＰＤＳＣＨによるデータを受信した後に前記移動局から前記
基地局への応答信号の送信を契機として前記第２の決定手段による決定処理を指示するよ
う構成したことを特徴とする請求項３または請求項４記載の移動通信システム。
【請求項６】
前記制御手段は、前記最後のＰＤＳＣＨによるデータを受信した後に前記移動局から前記
基地局への応答信号の送信から所定時間後に前記第２の決定手段による決定処理を指示す
るよう構成したことを特徴とする請求項３または請求項４記載の移動通信システム。
【請求項７】
前記第１の決定手段は、前記ＰＤＳＣＨの前記送信ダイバーシチの制御情報を決定し、
前記第２の決定手段は、前記ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号であるＤＰ
ＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の前記送信ダイバーシ
チの制御情報を決定するよう構成したことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか
記載の移動通信システム。
【請求項８】
前記第１の決定手段は、前記ＰＤＳＣＨによるデータを受信中の移動局において実行され
、
前記第２の決定手段は、前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ち状態にある多数の移動局
において実行されるよう構成したことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか記載
の移動通信システム。
【請求項９】
前記信号の受信状態としては受信ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｒａｔｉｏ）及びＥｃ／Ｉｏ（チップ当たりのエネルギ／単位周波数当たりの干渉波
電力）のいずれかを用いるよう構成したことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれ
か記載の移動通信システム。
【請求項１０】
自端末が収容される基地局を他の基地局に切替える処理がソフトハンドオーバにて行われ
、前記基地局が自端末での受信状態が最良となるようにフィードバックする送信ダイバー
シチの制御情報を基に前記送信ダイバーシチの制御を行うシステムの移動端末であって、
前記ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局
から信号の受信状態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第１の決定機
能と、
前記ソフトハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ちによる待機中に前記
ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態に基づいて前記送信
ダイバーシチの制御情報を決定する第２の決定機能とを有することを特徴とする移動端末
。
【請求項１１】
前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信状況に応じて前記第１及び第２の決定機能の切替えを
制御する制御手段を含むことを特徴とする請求項１０記載の移動端末。
【請求項１２】
前記制御手段は、最初のＰＤＳＣＨによるデータの受信処理時に前記第１の決定機能によ
る決定処理を指示し、最後のＰＤＳＣＨデータの受信処理時に前記第２の決定機能による
決定処理を指示するよう構成したことを特徴とする請求項１１記載の移動端末。
【請求項１３】
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前記制御手段は、自端末に前記最初のＰＤＳＣＨによるデータが送られてくる前に前記基
地局から送られてくる送信開始タイミング情報を契機として前記第１の決定機能による決
定処理を指示するよう構成したことを特徴とする請求項１２記載の移動端末。
【請求項１４】
前記制御手段は、前記最後のＰＤＳＣＨによるデータを受信した後に自端末から前記基地
局への応答信号の送信を契機として前記第２の決定機能による決定処理を指示するよう構
成したことを特徴とする請求項１２または請求項１３記載の移動端末。
【請求項１５】
前記制御手段は、前記最後のＰＤＳＣＨによるデータを受信した後に自端末から前記基地
局への応答信号の送信から所定時間後に前記第２の決定機能による決定処理を指示するよ
う構成したことを特徴とする請求項１２または請求項１３記載の移動端末。
【請求項１６】
前記第１の決定機能は、前記ＰＤＳＣＨの前記送信ダイバーシチの制御情報を決定し、
前記第２の決定機能は、前記ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号であるＤＰ
ＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の前記送信ダイバーシ
チの制御情報を決定するよう構成したことを特徴とする請求項１０から請求項１５のいず
れか記載の移動端末。
【請求項１７】
前記信号の受信状態としては受信ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｒａｔｉｏ）及びＥｃ／Ｉｏ（チップ当たりのエネルギ／単位周波数当たりの干渉波
電力）のいずれかを用いるよう構成したことを特徴とする請求項１０から請求項１６のい
ずれか記載の移動端末。
【請求項１８】
移動局が収容される基地局を他の基地局に切替える処理をソフトハンドオーバにて行い、
前記基地局が前記移動局での受信状態が最良となるように前記移動局からフィードバック
される送信ダイバーシチの制御情報を基に前記送信ダイバーシチの制御を行う移動通信シ
ステムの送信ダイバーシチ適用方法であって、
前記ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局
から信号の受信状態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第１の決定手
段への切替えを指示する第１のステップと、
前記ソフトハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ちによる待機中に前記
ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態に基づいて前記送信
ダイバーシチの制御情報を決定する第２の決定手段への切替えを指示する第２のステップ
とを有することを特徴とする送信ダイバーシチ適用方法。
【請求項１９】
前記第１及び第２のステップは、前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信状況に応じて前記第
１及び第２の決定手段の切替えを制御するようにしたことを特徴とする請求項１８記載の
送信ダイバーシチ適用方法。
【請求項２０】
前記第１のステップは、最初のＰＤＳＣＨによるデータの受信処理時に前記第１の決定手
段による決定処理を指示し、
前記第２のステップは、最後のＰＤＳＣＨデータの受信処理時に前記第２の決定手段によ
る決定処理を指示するようにしたことを特徴とする請求項１９記載の送信ダイバーシチ適
用方法。
【請求項２１】
前記第１のステップは、前記移動局に前記最初のＰＤＳＣＨによるデータが送られてくる
前に前記基地局から送られてくる送信開始タイミング情報を契機として前記第１の決定手
段による決定処理を指示するようにしたことを特徴とする請求項２０記載の送信ダイバー
シチ適用方法。
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【請求項２２】
前記第２のステップは、前記最後のＰＤＳＣＨによるデータを受信した後に前記移動局か
ら前記基地局への応答信号の送信を契機として前記第２の決定手段による決定処理を指示
するようにしたことを特徴とする請求項２０または請求項２１記載の送信ダイバーシチ適
用方法。
【請求項２３】
前記第２のステップは、前記最後のＰＤＳＣＨによるデータを受信した後に前記移動局か
ら前記基地局への応答信号の送信から所定時間後に前記第２の決定手段による決定処理を
指示するようにしたことを特徴とする請求項２０または請求項２１記載の送信ダイバーシ
チ適用方法。
【請求項２４】
前記第１の決定手段は、前記ＰＤＳＣＨの前記送信ダイバーシチの制御情報を決定し、
前記第２の決定手段は、前記ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号であるＤＰ
ＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の前記送信ダイバーシ
チの制御情報を決定するようにしたことを特徴とする請求項１８から請求項２３のいずれ
か記載の送信ダイバーシチ適用方法。
【請求項２５】
前記第１の決定手段は、前記ＰＤＳＣＨによるデータを受信中の移動局において実行され
、
前記第２の決定手段は、前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ち状態にある多数の移動局
において実行されるようにしたことを特徴とする請求項１８から請求項２４のいずれか記
載の送信ダイバーシチ適用方法。
【請求項２６】
前記信号の受信状態としては受信ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｒａｔｉｏ）及びＥｃ／Ｉｏ（チップ当たりのエネルギ／単位周波数当たりの干渉波
電力）のいずれかを用いるようにしたことを特徴とする請求項１８から請求項２５のいず
れか記載の送信ダイバーシチ適用方法。
【請求項２７】
移動局が収容される基地局を他の基地局に切替える処理をソフトハンドオーバにて行い、
前記基地局が前記移動局での受信状態が最良となるように前記移動局からフィードバック
される送信ダイバーシチの制御情報を基に前記送信ダイバーシチの制御を行う移動通信シ
ステムの送信ダイバーシチ適用方法のプログラムであって、コンピュータに、前記ソフト
ハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局から信号の
受信状態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第１の決定手段への切替
えを指示する処理と、前記ソフトハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待
ちによる待機中に前記ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状
態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第２の決定手段への切替えを指
示する処理とを実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は移動通信システム、移動端末及びそれらに用いる送信ダイバーシチ適用方法並び
にそのプログラムに関し、特にＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：下り共用チャネル）及びＤＰＣＨ［Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：個別（物理）チャネル］の双方に閉ループ型の送信ダ
イバーシチを適用する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話機等の移動端末（移動局）においては、大容量の静止画や短時間の動画等
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を扱うためのマルチメディア対応が進められており、それに伴って大容量かつ高速のデー
タ伝送方法が必要となっている。
【０００３】
この大容量かつ高速のデータ伝送方法としては、下り方向（基地局から移動局への方向）
の伝送速度のみを高速化したＰＤＳＣＨ方式やＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ
－Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：高速下り共用
チャネル）方式等が提案されている。
【０００４】
ＰＤＳＣＨ方式を用いたシステムとしては、ＰＤＳＣＨデータの受信待ち状態にある多数
の移動局に対して基地局からＤＰＣＨを送信し、ＰＤＳＣＨデータを受信中の移動局に対
して基地局からＰＤＳＣＨとＤＰＣＨとを送信するシステムがある。
【０００５】
このシステムにおいて、ＰＤＳＣＨ及びＤＰＣＨの双方に閉ループ型の送信ダイバーシチ
を適用する場合、移動局はダイバーシチ合成後のＣＰＩＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ
　Ｃｈａｎｎｅｌ：共通パイロットチャネル）またはＤＰＣＨの受信品質に基づいてＤＰ
ＣＨの送信ダイバーシチの制御情報を決定し、ＰＤＳＣＨを送信している基地局のＣＰＩ
ＣＨまたはＤＰＣＨの受信品質に基づいてＰＤＳＣＨの送信ダイバーシチの制御情報を決
定する。その後に、移動局はＤＰＣＨの送信ダイバーシチの制御情報及びＰＤＳＣＨの送
信ダイバーシチの制御情報の両方の制御情報を基地局に通知する。
【０００６】
また、このシステムではある基地局の制御範囲であるセルから他の基地局のセルに移動局
が移動する場合に基地局の他の基地局への切替えをソフトハンドオーバで行っている時、
ＰＤＳＣＨとＤＰＣＨとで、送信ダイバーシチのために基地局にフィードバックする制御
情報が異なる。
【０００７】
ここで、送信ダイバーシチの動作を図１２に示す。この送信ダイバーシチを行う場合には
、基地局４の合成部４１，４２でＣＰＩＣＨ＃１１，＃１２とＤＰＣＨ及びＰＤＳＣＨと
がそれぞれ合成され、アンテナ４３，４４から移動局３に送信される。
【０００８】
移動局３ではＣＰＩＣＨ＃１１，＃１２の位相差を検出しており、その位相差の情報を送
信ダイバーシチの制御情報として基地局４にフィードバックする。基地局４ではそのフィ
ードバックされた制御情報を基に移動局３での受信状態が最良となるように送信を制御す
る。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来のＰＤＳＣＨ方式を用いたシステムでは、ＰＤＳＣＨ及びＤＰＣＨの双方に
閉ループ型の送信ダイバーシチを適用する場合にソフトハンドオーバ中、ＰＤＳＣＨとＤ
ＰＣＨとで異なる制御情報が必要となるので、ＰＤＳＣＨ及びＤＰＣＨ各々制御情報を基
地局にフィードバックするために、基地局への制御情報のビット数が増加することとなる
。
【００１０】
また、基地局への制御情報のビット数を一定にしようとすると、ＰＤＳＣＨ及びＤＰＣＨ
各々制御情報が基地局へ別々に送られることとなるため、フィードバックの周期を長くす
る必要があり、比較的高速なフェージング環境での特性が劣化し、回線容量が減少するこ
ととなる。
【００１１】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、基地局にフィードバックする制御情報の
ビット数を増やすことなくかつフィードバックの周期を長くすることなく、ＰＤＳＣＨ及
びＤＰＣＨの送信ダイバーシチを効率的に行うことができる移動通信システム、移動端末
及びそれらに用いる送信ダイバーシチ適用方法並びにそのプログラムを提供することにあ
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る。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明による移動通信システムは、移動局が収容される基地局を他の基地局に切替える処
理をソフトハンドオーバにて行い、前記基地局が前記移動局での受信状態が最良となるよ
うに前記移動局からフィードバックされる送信ダイバーシチの制御情報を基に前記送信ダ
イバーシチの制御を行う移動通信システムであって、
前記ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局
から信号の受信状態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第１の決定手
段と、
前記ソフトハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ちによる待機中に前記
ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態に基づいて前記送信
ダイバーシチの制御情報を決定する第２の決定手段とを備えている。
【００１３】
本発明による移動端末は、自端末が収容される基地局を他の基地局に切替える処理がソフ
トハンドオーバにて行われ、前記基地局が自端末での受信状態が最良となるようにフィー
ドバックする送信ダイバーシチの制御情報を基に前記送信ダイバーシチの制御を行うシス
テムの移動端末であって、
前記ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局
から信号の受信状態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第１の決定機
能と、
前記ソフトハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ちによる待機中に前記
ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態に基づいて前記送信
ダイバーシチの制御情報を決定する第２の決定機能とを備えている。
【００１４】
本発明による送信ダイバーシチ適用方法は、移動局が収容される基地局を他の基地局に切
替える処理をソフトハンドオーバにて行い、前記基地局が前記移動局での受信状態が最良
となるように前記移動局からフィードバックされる送信ダイバーシチの制御情報を基に前
記送信ダイバーシチの制御を行う移動通信システムの送信ダイバーシチ適用方法であって
、
前記ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局
から信号の受信状態に基づいて前記送信ダイバーシチの制御情報を決定する第１の決定手
段への切替えを指示する第１のステップと、
前記ソフトハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ちによる待機中に前記
ソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態に基づいて前記送信
ダイバーシチの制御情報を決定する第２の決定手段への切替えを指示する第２のステップ
とを備えている。
【００１５】
本発明による送信ダイバーシチ適用方法のプログラムは、移動局が収容される基地局を他
の基地局に切替える処理をソフトハンドオーバにて行い、前記基地局が前記移動局での受
信状態が最良となるように前記移動局からフィードバックされる送信ダイバーシチの制御
情報を基に前記送信ダイバーシチの制御を行う移動通信システムの送信ダイバーシチ適用
方法のプログラムであって、コンピュータに、前記ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳ
ＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるデ
ータ受信中に前記ＰＤＳＣＨを送信する基地局から信号の受信状態に基づいて前記送信ダ
イバーシチの制御情報を決定する第１の決定手段への切替えを指示する処理と、前記ソフ
トハンドオーバ中に前記ＰＤＳＣＨによるデータの受信待ちによる待機中に前記ソフトハ
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ンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態に基づいて前記送信ダイバー
シチの制御情報を決定する第２の決定手段への切替えを指示する処理とを実行させている
。
【００１６】
すなわち、本発明の移動通信システムは、移動局が収容される基地局を他の基地局に切替
える処理を行うためのソフトハンドオーバ中において、ＰＤＳＣＨデータを受信中の移動
局が、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ：下り共用チャネル）を送信するセルの信号［通常、ＣＰＩＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉ
ｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ：共通パイロットチャネル）＃１］の受信状態に基づいて基地局
にフィードバックするＰＤＳＣＨの送信ダイバーシチの制御情報を決定する。
【００１７】
一方、ＰＤＳＣＨデータの受信待ち状態にある多数の移動局は、アクティブセット（Ａｃ
ｔｉｖｅ　Ｓｅｔ）のセルの信号（通常、ＣＰＩＣＨ＃１，ＣＰＩＣＨ＃２）の合成後の
受信状態に基づいて基地局にフィードバックするＤＰＣＨ［Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：個別（物理）チャネル］の送信ダイバーシチの制御情報を
決定する。
【００１８】
この場合、受信状態としては、通常、受信ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）、またはＥｃ／Ｉｏ（チップ当たりのエネルギ／単位周波数当
たりの干渉波電力）を用いる。
【００１９】
これによって、基地局にフィードバックする制御情報のビット数を増やすことなく、フィ
ードバックの周期を長くすることなく、ＰＤＳＣＨ及びＤＰＣＨの送信ダイバーシチを効
率的に行うことが可能となる。尚、上記の処理は高速セル選択（ＦＣＳ：Ｆａｓｔ　Ｃｅ
ｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）を行うシステムにも適用することが可能である。
【００２０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例による
移動局の構成を示すブロック図である。図１において、移動局（移動端末）１はアンテナ
１１と、送受信共用器（ＤＵＰ：ｄｕｐｌｅｘｅｒ）１２と、受信部１３と、フィードバ
ック情報生成部１４と、ユーザ情報・制御情報分離部１５と、制御部１６と、合成部１７
と、送信部１８と、記録媒体１９とを含んで構成されている。尚、移動局１の呼制御部分
、音声入出力部分、表示部分については、公知の技術が適用可能であるので、それらの構
成及び動作についての説明は省略する。
【００２１】
受信部１３はアンテナ１１及び送受信共用器１２を介して受信した信号｛ＣＰＩＣＨ（Ｃ
ｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ：共通パイロットチャネル）＃１，ＣＰＩＣＨ
＃２，ＤＰＣＨ［Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：個別（物理
）チャネル］＃１，ＤＰＣＨ＃２，ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：下り共用チャネル）｝をフィードバック情報生成部１４
とユーザ情報・制御情報分離部１５とにそれぞれ送出する。
【００２２】
フィードバック情報生成部１４は制御部１６からの切替指示に基づいて、受信部１３から
の受信信号から図示せぬ基地局に送信するフィードバック情報（ＦＢＩ：ｆｅｅｄ－ｂａ
ｃｋ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を生成し、そのフィードバック情報を合成部１７に送出
する。
【００２３】
つまり、フィードバック情報生成部１４は移動局１が収容される基地局を他の基地局に切
替える処理を行うためのソフトハンドオーバ中において最初のＰＤＳＣＨデータを受信す
る時（ＰＤＳＣＨデータの受信中）の制御部１６からの切替指示に応答して、ＰＤＳＣＨ
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データを送信するセルの信号（通常、ＣＰＩＣＨ＃１）の受信状態に基づいてＰＤＳＣＨ
の送信ダイバーシチの制御情報を決定し、その決定した情報をフィードバック情報として
合成部１７に送出する。
【００２４】
また、フィードバック情報生成部１４はソフトハンドオーバ中において最後のＰＤＳＣＨ
データを受信する時（ＰＤＳＣＨデータの受信待ち状態）の制御部１６からの切替指示に
応答して、アクティブセット（Ａｃｔｉｖｅ　Ｓｅｔ）のセルの信号（通常、ＣＰＩＣＨ
＃１，ＣＰＩＣＨ＃２）の合成後の受信状態に基づいてＤＰＣＨの送信ダイバーシチの制
御情報を決定し、その決定した情報をフィードバック情報として合成部１７に送出する。
【００２５】
この場合、受信状態としては、通常、受信ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）、またはＥｃ／Ｉｏ（チップ当たりのエネルギ／単位周波数当
たりの干渉波電力）を用いる。
【００２６】
ユーザ情報・制御情報分離部１５は受信部１３からの受信信号をユーザ情報（音声信号、
画像信号等）と制御情報とに分離し、ユーザ情報を上述した移動局１の呼制御部分、音声
出力部分、表示部分に送出し、制御情報を制御部１６に送出する。
【００２７】
制御部１６は記録媒体１９に格納されたプログラムを実行することで、ユーザ情報・制御
情報分離部１５からの制御情報及び外部からの入力情報（例えば、テンキー等の押下情報
）を基に各種制御信号を生成して移動局１内の各部に出力して制御する。尚、記録媒体１
９には制御部１６を含む移動局１の各部が実行するプログラムが格納されている。
【００２８】
また、制御部１６は制御情報がＰＤＳＣＨデータ送信タイミングの場合、ＰＤＳＣＨデー
タの受信中の切替指示をフィードバック情報生成部１４に送り、最後のＰＤＳＣＨデータ
を示す情報の場合または受信すべきＰＤＳＣＨデータを全て受信した場合、ＰＤＳＣＨデ
ータの受信待ち状態の切替指示をフィードバック情報生成部１４に送る。このＰＤＳＣＨ
データ受信時に、制御部１６はＰＤＳＣＨデータ受信時の応答信号（ＡＣＫ：ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）を生成して合成部１７に送出する。
【００２９】
合成部１７はフィードバック情報生成部１４からのフィードバック情報、制御部１６から
のＰＤＳＣＨデータ受信時の応答信号、移動局１の呼制御部分や音声入力部分等の外部か
らの入力信号等を合成し、ＤＰＣＨ＃１（ＵＬ：ｕｐ　ｌｉｎｋ），ＤＰＣＨ＃２（ＵＬ
）として送信部１８及び送受信共用器１２を介してアンテナ１１から発信する。
【００３０】
図２は図１のフィードバック情報生成部１４の構成を示すブロック図である。図２におい
て、フィードバック情報生成部１４はＣＰＩＣＨ＃１分離部１４１と、ＣＰＩＣＨ＃２分
離部１４２と、スイッチ１４３，１４４と、加算器１４５と、制御情報決定部（ＦＢＩ生
成部）１４６とから構成されている。
【００３１】
ＣＰＩＣＨ＃１分離部１４１は受信部１３の受信信号からＣＰＩＣＨ＃１を分離してスイ
ッチ１４３に出力する。ＣＰＩＣＨ＃２分離部１４２は受信部１３の受信信号からＣＰＩ
ＣＨ＃２を分離してスイッチ１４４に出力する。
【００３２】
スイッチ１４３，１４４は制御部１６からの切替信号に応答してオンオフし、オンの場合
にそれぞれＣＰＩＣＨ＃１分離部１４１及びＣＰＩＣＨ＃２分離部１４２を加算器１４５
に接続する。ここで、制御部１６からの切替信号はＰＤＳＣＨデータの受信中の時にスイ
ッチ１４３をオンとし、スイッチ１４４をオフとするような指示内容であり、ＰＤＳＣＨ
データの受信待ち状態の時にスイッチ１４３，１４４を両方ともオンとするような指示内
容である。
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【００３３】
加算器１４５はスイッチ１４３，１４４を介して入力されるＣＰＩＣＨ＃１分離部１４１
で分離されたＣＰＩＣＨ＃１とＣＰＩＣＨ＃２分離部１４２で分離されたＣＰＩＣＨ＃２
とを加算し、その加算結果を制御情報決定部１４６に送る。但し、ＰＤＳＣＨデータの受
信中の時にはスイッチ１４４がオフとなっているので、ＣＰＩＣＨ＃１分離部１４１で分
離されたＣＰＩＣＨ＃１をそのまま制御情報決定部１４６に送る。
【００３４】
制御情報決定部１４６は加算器１４５の加算結果を基に送信ダイバーシチの制御情報を決
定する。つまり、制御情報決定部１４６はソフトハンドオーバ中において最初のＰＤＳＣ
Ｈデータを受信する時（ＰＤＳＣＨデータの受信中）、ＰＤＳＣＨデータを送信するセル
の信号であるＣＰＩＣＨ＃１の受信状態に基づいてＰＤＳＣＨの送信ダイバーシチの制御
情報を決定し、その決定した情報をフィードバック情報として合成部１７に送出する。
【００３５】
また、制御情報決定部１４６はソフトハンドオーバ中において最後のＰＤＳＣＨデータを
受信する時（ＰＤＳＣＨデータの受信待ち状態）、アクティブセットのセルの信号である
ＣＰＩＣＨ＃１及びＣＰＩＣＨ＃２の合成後の受信状態に基づいてＤＰＣＨの送信ダイバ
ーシチの制御情報を決定し、その決定した情報をフィードバック情報として合成部１７に
送出する。尚、受信状態としては、通常、受信ＳＩＲ、またはＥｃ／Ｉｏを用いる。
【００３６】
図３は本発明の一実施例による移動通信システムにおけるフィードバック情報の切替を示
す図である。図３において、本発明の一実施例による移動通信システムではＰＤＳＣＨデ
ータ受信待ちの場合、移動局１がＤＰＣＨ＃１（ＤＬ：ｄｏｗｎ　ｌｉｎｋ）とＤＰＣＨ
＃２（ＤＬ）とを受信し、移動局１のフィードバック情報として「ＣＰＩＣＨ＃１＋ＣＰ
ＩＣＨ＃２」の受信状態に基づいたＤＰＣＨの送信ダイバーシチの制御情報が基地局に送
られる。これによって、基地局はこの送信ダイバーシチの制御情報を基に移動局３での受
信状態が最良となるように送信を制御する。
【００３７】
また、本発明の一実施例による移動通信システムではＰＤＳＣＨデータ受信中の場合、移
動局１がＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とＰＤＳＣＨとを受信し、移動局
１のフィードバック情報として「ＣＰＩＣＨ＃１」の受信状態に基づいたＰＤＳＣＨの送
信ダイバーシチの制御情報が基地局に送られる。これによって、基地局はこれらの送信ダ
イバーシチの制御情報を基に移動局３での受信状態が最良となるように送信を制御する。
【００３８】
図４（ａ）は本発明の一実施例による上りのＤＰＣＨのフォーマットを示す図であり、図
４（ｂ）は本発明の一実施例による下りのＤＰＣＨのフォーマットを示す図である。
【００３９】
図４（ａ）において、上りのＤＰＣＨは個別パイロット（所定のビット系列）と、フィー
ドバック情報（ＦＢＩ）と、ＴＰＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ：送信電力制御）ビットとからなる。
【００４０】
図４（ｂ）において、下りのＤＰＣＨはデータ１と、ＴＰＣビットと、制御情報（ＰＤＳ
ＣＨデータ送信タイミング）と、データ２と、個別パイロット（所定のビット系列）とか
らなる。
【００４１】
図５（ａ）は本発明の一実施例による移動通信システムにおけるＰＤＳＣＨ受信待ちの状
態を示す図であり、図５（ｂ）は本発明の一実施例による移動通信システムにおけるＰＤ
ＳＣＨ受信中の状態を示す図である。
【００４２】
本発明の一実施例による移動通信システムではＰＤＳＣＨデータ受信待ちの場合、移動局
１が基地局２－１，２－２からＣＰＩＣＨ＃１とＣＰＩＣＨ＃２とＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）
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とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを受信し、移動局１のフィードバック情報として「ＣＰＩＣＨ
＃１＋ＣＰＩＣＨ＃２」の受信状態に基づいたＤＰＣＨの送信ダイバーシチの制御情報が
ＤＰＣＨ＃１（ＵＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＵＬ）とによってそれぞれ基地局２－１，２－２
に送られる［図５（ａ）参照］。
【００４３】
また、本発明の一実施例による移動通信システムではＰＤＳＣＨデータ受信中の場合、移
動局１が基地局２－１からＣＰＩＣＨ＃１とＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）とＰＤＳＣＨとを受信
し、基地局２－２からＣＰＩＣＨ＃２とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを受信する。
【００４４】
そこで、移動局１のフィードバック情報としては「ＣＰＩＣＨ＃１」の受信状態に基づい
たＰＤＳＣＨの送信ダイバーシチの制御情報がＤＰＣＨ＃１（ＵＬ）によって基地局２－
１に送られる［図５（ｂ）参照］。これによって、基地局２－１，２－２はこれらの送信
ダイバーシチの制御情報を基に移動局３での受信状態が最良となるように送信を制御する
。
【００４５】
図６は本発明の一実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャーとであり
、図７は図１の移動局１の動作を示すフローチャートである。これら図１～図７を参照し
て本発明の一実施例による移動通信システムの動作について説明する。図７に示す処理動
作は制御部１６が記録媒体１９に格納されたプログラムを実行することで実現される。
【００４６】
尚、説明を簡単化するために、移動局１と基地局２－１とについて以下説明するが、基地
局２－１，２－２は移動局１の移動によってソフトハンドオーバ中であるものとする。
【００４７】
まず、基地局２－１は移動局１からの要求によってＰＤＳＣＨデータを送信する場合、Ｐ
ＤＳＣＨデータを送信する前に送信開始タイミング情報をＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）によって
移動局１に通知する。
【００４８】
移動局１の制御部１６は基地局２－１からの送信開始タイミング情報を受信すると（図７
ステップＳ１）、ＰＤＳＣＨデータを受け入れる状態に移り、最初のＰＤＳＣＨデータを
受信すると（図７ステップＳ２）、上述したＰＤＳＣＨデータ受信中のフィードバック情
報の生成を行うようフィードバック情報生成部１４に切替指示を出力する（図７ステップ
Ｓ３）。
【００４９】
制御部１６は基地局２－１からのＰＤＳＣＨデータを順次受信し、最後のＰＤＳＣＨデー
タを受信すると（図７ステップＳ４）、上述したＰＤＳＣＨデータの受信待ち状態のフィ
ードバック情報の生成を行うようフィードバック情報生成部１４に切替指示を出力する（
図７ステップＳ５）。この後、制御部１６はＰＤＳＣＨデータに対する応答信号（ＡＣＫ
）を基地局２－１に送信する。
【００５０】
ここで、制御部１６が最後のＰＤＳＣＨデータを識別する方法としては、最後のＰＤＳＣ
Ｈデータに付与されている最後のデータであることを示す情報（フラグ）で識別してもよ
いし、予め送信するＰＤＳＣＨデータの大きさを基地局２－１から移動局１に通知してお
いてその大きさで識別してもよい。また、これ以外の方法でも最後のＰＤＳＣＨデータは
識別可能である。
【００５１】
図８は本発明の他の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャーとであ
り、図９は本発明の他の実施例による移動局の動作を示すフローチャートである。本発明
の他の実施例では移動局の構成が図１に示す本発明の一実施例と同様の構成であるので、
図１と図８と図９とを参照して本発明の他の実施例による移動通信システムの動作につい
て説明する。図９に示す処理動作は制御部１６が記録媒体１９に格納されたプログラムを
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実行することで実現される。
【００５２】
尚、説明を簡単化するために、移動局１と基地局２－１とについて以下説明するが、基地
局２－１，２－２は移動局１の移動によってソフトハンドオーバ中であるものとする。
【００５３】
まず、基地局２－１は移動局１からの要求によってＰＤＳＣＨデータを送信する場合、Ｐ
ＤＳＣＨデータを送信する前に送信開始タイミング情報をＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）によって
移動局１に通知する。
【００５４】
移動局１の制御部１６は基地局２－１からの送信開始タイミング情報を受信すると（図９
ステップＳ１１）、上述したＰＤＳＣＨデータ受信中のフィードバック情報の生成を行う
ようフィードバック情報生成部１４に切替指示を出力する（図９ステップＳ１２）。この
後、制御部１６はＰＤＳＣＨデータを受け入れる状態に移ってＰＤＳＣＨデータを順次受
信する。
【００５５】
制御部１６は基地局２－１からのＰＤＳＣＨデータを順次受信し、最後のＰＤＳＣＨデー
タを受信し（図９ステップＳ１３）、ＰＤＳＣＨデータに対する応答信号（ＡＣＫ）を基
地局２－１に送信すると（図９ステップＳ１４）、上述したＰＤＳＣＨデータの受信待ち
状態のフィードバック情報の生成を行うようフィードバック情報生成部１４に切替指示を
出力する（図９ステップＳ１５）。
【００５６】
ここで、制御部１６が最後のＰＤＳＣＨデータを識別する方法としては、最後のＰＤＳＣ
Ｈデータに付与されている最後のデータであることを示す情報（フラグ）で識別してもよ
いし、予め送信するＰＤＳＣＨデータの大きさを基地局２－１から移動局１に通知してお
いてその大きさで識別してもよい。また、これ以外の方法でも最後のＰＤＳＣＨデータは
識別可能である。
【００５７】
図１０は本発明の別の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャーとで
あり、図１１は本発明の別の実施例による移動局の動作を示すフローチャートである。本
発明の別の実施例では移動局の構成が図１に示す本発明の一実施例と同様の構成であるの
で、図１と図１０と図１１とを参照して本発明の他の実施例による移動通信システムの動
作について説明する。図１１に示す処理動作は制御部１６が記録媒体１９に格納されたプ
ログラムを実行することで実現される。
【００５８】
尚、説明を簡単化するために、移動局１と基地局２－１とについて以下説明するが、基地
局２－１，２－２は移動局１の移動によってソフトハンドオーバ中であるものとする。
【００５９】
まず、基地局２－１は移動局１からの要求によってＰＤＳＣＨデータを送信する場合、Ｐ
ＤＳＣＨデータを送信する前に送信開始タイミング情報をＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）によって
移動局１に通知する。
【００６０】
移動局１の制御部１６は基地局２－１からの送信開始タイミング情報を受信すると（図１
１ステップＳ２１）、上述したＰＤＳＣＨデータ受信中のフィードバック情報の生成を行
うようフィードバック情報生成部１４に切替指示を出力する（図１１ステップＳ２２）。
この後、制御部１６はＰＤＳＣＨデータを受け入れる状態に移ってＰＤＳＣＨデータを順
次受信する。
【００６１】
制御部１６は基地局２－１からのＰＤＳＣＨデータを順次受信し、最後のＰＤＳＣＨデー
タを受信し（図１１ステップＳ２３）、ＰＤＳＣＨデータに対する応答信号（ＡＣＫ）を
基地局２－１に送信してから予め設定された所定時間が経過すると（図１１ステップＳ２
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４）、上述したＰＤＳＣＨデータの受信待ち状態のフィードバック情報の生成を行うよう
フィードバック情報生成部１４に切替指示を出力する（図１１ステップＳ２５）。
【００６２】
ここで、制御部１６が最後のＰＤＳＣＨデータを識別する方法としては、最後のＰＤＳＣ
Ｈデータに付与されている最後のデータであることを示す情報（フラグ）で識別してもよ
いし、予め送信するＰＤＳＣＨデータの大きさを基地局２－１から移動局１に通知してお
いてその大きさで識別してもよい。また、これ以外の方法でも最後のＰＤＳＣＨデータは
識別可能である。
【００６３】
このように、移動局１はＰＤＳＣＨデータの受信中に、ＣＰＩＣＨ＃１の受信状態に基づ
いて送信ダイバーシチの制御情報を基地局２－１に通知するが、ＣＰＩＣＨ＃１はＰＤＳ
ＣＨと伝搬路が同じであるため、ＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを合わ
せた伝送効率が最良とはならないが、ＰＤＳＣＨの伝送効率は最良となる。この時、ＰＤ
ＳＣＨの送信電力はＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを合わせた送信電力
よりも大きいため、ＰＤＳＣＨとＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを合わ
せた全体の伝送効率（情報ビット当たりの平均送信電力）は最良となる。
【００６４】
一方、移動局１はＰＤＳＣＨデータを受信していない待機中に、ＣＰＩＣＨ＃１とＣＰＩ
ＣＨ＃２との合成後の受信状態に基づいて送信ダイバーシチの制御情報を基地局２－１，
２－２に通知するが、ＣＰＩＣＨ＃１とＣＰＩＣＨ＃２とを合成した信号の伝搬路はＤＰ
ＣＨ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを合わせた信号の伝搬路と同じであるため、
ＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを合わせた伝送効率が最良となる。この
時、ＰＤＳＣＨは送信されていないため、ＰＤＳＣＨとＤＰＣＨ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ
＃２（ＤＬ）とを合わせた全体の伝送効率は最良となる。
【００６５】
したがって、ＰＤＳＣＨデータの受信中と待機中との両方において、ＰＤＳＣＨとＤＰＣ
Ｈ＃１（ＤＬ）とＤＰＣＨ＃２（ＤＬ）とを合わせた全体の伝送効率は最良となる。特に
、ＰＤＳＣＨデータを受信中の移動局１はセルに１つだけ存在し、他の多数の移動局はＰ
ＤＳＣＨデータの待機中となっているシステムでは、上述したような送信ダイバーシチの
制御情報の決定方法をＰＤＳＣＨデータの受信中と待機中とで切替ることによる効果が大
きくなる。
【００６６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、移動局が基地局の電波到達範囲外への移動による基
地局の切替えをソフトハンドオーバにて行い、基地局が移動局での受信状態が最良となる
ように移動局からフィードバックされる送信ダイバーシチの制御情報を基に送信ダイバー
シチの制御を行う移動通信システムにおいて、ソフトハンドオーバ中においてＰＤＳＣＨ
によるデータ受信中にＰＤＳＣＨを送信する基地局から信号の受信状態に基づいて送信ダ
イバーシチの制御情報を決定し、ソフトハンドオーバ中にＰＤＳＣＨによるデータの受信
待ちによる待機中にソフトハンドオーバの対象基地局各々からの信号の合成後の受信状態
に基づいて送信ダイバーシチの制御情報を決定することによって、基地局にフィードバッ
クする制御情報のビット数を増やすことなくかつフィードバックの周期を長くすることな
く、ＰＤＳＣＨ及びＤＰＣＨの送信ダイバーシチを効率的に行うことができるという効果
がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による移動局の構成を示すブロック図である。
【図２】図１のフィードバック情報生成部の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例による移動通信システムにおけるフィードバック情報の切替を
示す図である。
【図４】（ａ）は本発明の一実施例による上りのＤＰＣＨのフォーマットを示す図、（ｂ
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）は本発明の一実施例による下りのＤＰＣＨのフォーマットを示す図である。
【図５】（ａ）は本発明の一実施例による移動通信システムにおけるＰＤＳＣＨ受信待ち
の状態を示す図、（ｂ）は本発明の一実施例による移動通信システムにおけるＰＤＳＣＨ
受信中の状態を示す図である。
【図６】本発明の一実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャーとであ
る。
【図７】図１の移動局の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャーとで
ある。
【図９】本発明の他の実施例による移動局の動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の別の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャーと
である。
【図１１】本発明の別の実施例による移動局の動作を示すフローチャートである。
【図１２】従来の送信ダイバーシチの制御を示す図である。
【符号の説明】
１　移動局
２－１，２－２　基地局
１１　アンテナ
１２　送受信共用器
１３　受信部
１４　フィードバック情報生成部
１５　ユーザ情報・制御情報分離部
１６　制御部
１７　合成部
１８　送信部
１９　記録媒体
１４１　ＣＰＩＣＨ＃１分離部
１４２　ＣＰＩＣＨ＃２分離部
１４３，１４４　スイッチ
１４５　加算器
１４６　制御情報決定部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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