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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信パケットに誤りがないことを示すＡＣＫ信号と誤りが含まれていることを示すＮＡ
ＣＫ信号を、受信側から送信側に送信して、自動再送要求を行うＣＤＭＡパケット通信方
法において、
　前記受信側で、前記受信パケットの復調の際に受信パケットの信頼度を求め、更に、受
信したパケットの受信レベルに基づいて、送信側の送信電力を制御する送信電力制御コマ
ンドを生成し、
　前記受信側は、前記送信側に、前記受信パケットの信頼度を３段階以上の段階をもって
示す前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と、前記送信電力制御コマンドとを送信し、
　前記送信側は、受信した前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と前記送信電力制御コマンドとに基
づいて、送信パラメータの制御を行い、
　前記送信側は、一のパケットをｎパケット用いて再送する場合、ｎ個の再送パケットに
別々の拡散符号を割当て、同時に再送することを特徴とするＣＤＭＡパケット通信方法。
【請求項２】
　請求項１記載のＣＤＭＡパケット通信方法において、
　前記受信パケットに誤りが含まれている場合、
　前記受信パケットの信頼度に基づいて、再送パケットと合成するために前記受信パケッ
トを保存するか否かを決定することを特徴とするＣＤＭＡパケット通信方法。
【請求項３】
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　受信側での受信品質が一定になるように、送信側の電力制御を行う移動通信方式におけ
るＣＤＭＡパケット通信方法であって、受信パケットに誤りがないことを示すＡＣＫ信号
と、３段階以上の段階をもって誤りが含まれていることを示すＮＡＣＫ信号とを、受信側
から送信側に送信して、自動再送要求を行うＣＤＭＡパケット通信方法において、
　前記送信側で、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と送信電力制御信号を用いて、前記送信側の
送信パラメータの制御を行い、
　更に、前記送信側は、一のパケットをｎパケット用いて再送する場合、ｎ個の再送パケ
ットに別々の拡散符号を割当て、同時に再送することを特徴とするＣＤＭＡパケット通信
方法。
【請求項４】
　請求項３記載のＣＤＭＡパケット通信方法において、
　前記送信側における送信パラメータ制御により、前記送信側から送信される情報伝送速
度が変更された場合、
　前記受信側で既送信パケットと合成できるように、再構築した再送パケットを再送する
ことを特徴とするＣＤＭＡパケット通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は移動通信環境下において、自動再送要求(ＡＲＱ)を用いるパケット伝送に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネットの普及に伴い、移動通信におけるデータ通信の需要が飛躍的に伸び
てきており、次世代移動通信方式(IMT-2000)よりもさらに高速、大容量の移動通信の実現
が期待されている。データ通信においては、様々な伝送速度、要求品質を有する情報の伝
送が要求されるため、データを一定量のパケットに分割して送信するパケット伝送が有効
である。
【０００３】
また、データ通信では、音声通信と異なりデータに誤りが存在することが許されないこと
を考慮すると、自動再送要求(ＡＲＱ：Automatic　Repeat　reQuest)が有効な方法である
(参考文献"Automatic repeat request error control　schemes、"S.Lin、D.J.Costello
、and M.J. Miller、IEEE Trans.Commun.Mag.、vol.22、PP.5-17、Dec.1984)。ＡＲＱは
、送信側で、情報信号系列に誤り検出符号を付加したパケットを送信し、受信側において
、受信パケットに誤りが検出された場合、そのパケットの再送要求を送信側へ行う。送信
側では、再送要求を受けたパケットを再度送信し、受信側で誤りが検出されなくなるまで
繰り返す技術である。これにより、エラーフリー伝送が実現できる。
【０００４】
ＡＲＱでは、伝搬路環境が悪い場合、再送要求が頻発し、特性が大幅に劣化する。これを
改善するため、誤り検出符号に加え、誤り訂正符号を用いて、誤りの発生を低減するHybr
id ＡＲＱが提案されている。Hybrid ＡＲＱには、既送信パケットと同一のパケットを送
信するType-Iと、既送信パケットと再送パケットでは、異なる消去規則によるパンクチャ
ド符号を用いて送信するType-II/IIIがある。受信側の処理は、Type-Iでは、受信パケッ
トに誤りを含む場合、受信側で保存しておき、再送パケットが受信された後、両パケット
をシンボル毎に合成することにより、受信信号電力対雑音電力比(ＳＮＲ)の向上を図るパ
ケット合成（Packet Combining）を行う方法が検討されている(参考文献"A Diversity Co
mbining　DS/CDMA system with convolutional encoding and Viterbi decoding、"S.Sou
issi and S.Wicker IEEE Trans.Veh. Techol.、vol.44、No.2、PP.304-312、May 1995)。
【０００５】
一方、Type-II/IIIでは、既送信パケットと再送パケットの消去規則に基づき、原符号を
復元し、低い符号化率の原符号で復号することにより、符号化率の向上を図ることができ
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る符号合成（Code　Combining）を行う(参考文献、"Rate-compatible punctured convolu
tional codes and their applications ,”J.Hagenauer, IEEE Trans.Commun.、vol.36、
pp.389-400、April 1988)。
【０００６】
また、IMT-2000では、最大２Ｍbpsの情報伝送が実現されるが、今後の需要を考えると、
さらなる高速化が必要である。そこで、伝搬路状況が良好な場合には、変調多値数、符号
化率を変更することにより、帯域を広げることなく、伝送速度を向上させることのできる
、可変レート方式の適用が検討されている(参考文献、"可変シンボルレート・変調多値数
適応変調方式の伝送特性、"上豊樹、三瓶政一、森永規彦、RCS95-30、1995)。また、可変
レート方式を用いた場合のＡＲＱに関しては、"適応変調方式を用いたパンクチャド符号
化Type-II Hybid ＡＲＱ方式、"内條正志、三瓶政一、森永規彦、神尾享秀、RCS96-20. 1
996において、検討されている。この文献では、受信側で伝搬路状況を推定し、その結果
に基づいて、変調多値数、符号化率、シンボルレートといった送信パラメータを決定して
いる。
【０００７】
一方で、IMT-2000とのコモナリテイを考えると、アクセス方式としてはＣＤＭＡが有力で
あり、ＣＤＭＡ特有の技術である、送信電力制御、サイトダイバーシチとＡＲＱとの複合
的な技術が要求されている。ＣＤＭＡは、同一周波数を他ユーザと共有するため、所要以
上の電力を送信すると、その帯域を使えるユーザ数が減少する。そこで、送信電力を必要
以上に送信しないために、送信電力制御を行っている。例えば、受信側での受信電力が、
均一になるように、受信側から送信側に送信電力制御信号（例えば、送信側の電力を上げ
るコマンド又は送信側の電力を下げるコマンド；ＴＰＣ）を送信して、送信側の送信電力
を制御する。
【０００８】
また、ＣＤＭＡでは、１周波数繰り返しであるために、２つ以上のセルからの信号を時間
的にオーバーラップして受信/送信するサイトダイバーシチを行っている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従来、自動再送要求において送信側ヘフイードバックされるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、再
送要求の制御信号としてしか用いられていない。しかしながら、ＡＣＫ信号が連続してフ
ィードバックされた場合、その送受信間の通信状況が良いことを示しており、ＮＡＣＫ信
号が連続する場合は、通信状況が悪いことを示している。
【００１０】
そこで、本発明は、ＡＲＱ方式におけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を利用して、伝送特性を改
善することを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本件発明は、以下の特徴を有する課題を解決するための手段
を採用している。
【００１２】
　請求項１に記載された発明は、受信パケットに誤りがないことを示すＡＣＫ信号と誤り
が含まれていることを示すＮＡＣＫ信号を、受信側から送信側に送信して、自動再送要求
を行うＣＤＭＡパケット通信方法において、
　前記受信側で、前記受信パケットの復調の際に受信パケットの信頼度を求め、更に、受
信したパケットの受信レベルに基づいて、送信側の送信電力を制御する送信電力制御コマ
ンドを生成し、
　前記受信側は、前記送信側に、前記受信パケットの信頼度を３段階以上の段階をもって
示す前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と、前記送信電力制御コマンドとを送信し、前記送信側は
、受信した前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と前記送信電力制御コマンドとに基づいて、送信パ
ラメータの制御を行い、前記送信側は、一のパケットをｎパケット用いて再送する場合、
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ｎ個の再送パケットに別々の拡散符号を割当て、同時に再送することを特徴とする。
【００１３】
　請求項１記載の発明によれば、受信側の受信パケットの信頼度に応じて、送信側で、伝
送状態に適合した送信制御を行うことができるようになる。
　また、ｎ個の再送パケットに別々の拡散符号を割り当て、同時に送信することにより、
遅延時間を削減することもできる。
【００１４】
　請求項２に記載された発明は、請求項１記載のＣＤＭＡパケット通信方法において、前
記受信パケットに誤りが含まれている場合、前記受信パケットの信頼度に基づいて、再送
パケットと合成するために前記受信パケットを保存するか否かを決定することを特徴とす
る。
【００１５】
請求項２記載の発明によれば、信頼度の低い受信パケットを使用して合成することに伴う
、信号の劣化を防止することができる。
【００１８】
　請求項３に記載された発明は、受信側での受信品質が一定になるように、送信側の電力
制御を行う移動通信方式におけるＣＤＭＡパケット通信方法であって、受信パケットに誤
りがないことを示すＡＣＫ信号と、３段階以上の段階をもって誤りが含まれていることを
示すＮＡＣＫ信号とを、受信側から送信側に送信して、自動再送要求を行うＣＤＭＡパケ
ット通信方法において、前記送信側で、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と送信電力制御信号を
用いて、前記送信側の送信パラメータの制御を行い、更に、前記送信側は、一のパケット
をｎパケット用いて再送する場合、ｎ個の再送パケットに別々の拡散符号を割当て、同時
に再送することを特徴とする。
【００１９】
　請求項３記載の発明によれば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と送信電力制御信号を用いること
により、精度の高い送信制御を行うことができる。
　また、ｎ個の再送パケットに別々の拡散符号を割り当て、同時に送信することにより、
遅延時間を削減することもできる。
【００２０】
　請求項４に記載された発明は、請求項３記載のＣＤＭＡパケット通信方法において、前
記送信側における送信パラメータ制御により、前記送信側から送信される情報伝送速度が
変更された場合、前記受信側で既送信パケットと合成できるように、再構築した再送パケ
ットを再送することを特徴とする。
【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、受信側で既送信パケットと合成できるように、再構築し
た再送パケットを再送することにより、受信側で既送信パケットと受信パケットを合成す
ることができ、信頼性の高い信号を受信することができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
【００３３】
図１は、３段階以上で示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を生成することを特徴とする自動再
送要求における送信側、受信側の制御フローの一実施例を表した図である。
【００３４】
送信側では、送信バッファから新規パケット又は再送パケットを送信する（Ｓ１１）。受
信側では、そのパケットを受信し（Ｓ２１）、復調を行うとともにその復調パケットの信
頼度を表す信頼度を計算し信頼度情報を得る（Ｓ２２）。
【００３５】
信頼度を求める方法としては、例えばパケットが畳み込み符号による誤り訂正符号化が行
われている場合には、復号の際にビタビ復号を用いていればその復号の過程で計算される
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パスメトリックの値を用いることができる。最終のパスメトリック値が小さいほど、その
復号信号が、より確からしいことを示すため、この値を受信パケットの信頼度として用い
ることができる。また、その他の信頼度としては、そのパケットを受信したときの受信信
号電力のレベル、又は、そのパケットを受信したときの希望受信信号電力対干渉電力比(
ＳＩＲ)を用いることができる。受信電力が大きい、又は、ＳＩＲが大きいときには、信
頼度が高いと判断し、その逆であれば信頼度が低いと判断できる。
【００３６】
続いて、復調パケットに誤りが含まれるかどうかを、例えば、誤り検出符号を用いて検出
する（Ｓ２３）。この誤り検出結果と、パケット信頼度を用いて、３段階以上で示される
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を生成し（Ｓ２４、Ｓ２５）、送信側ヘフイードバックする。
【００３７】
従来の２段階、つまりパケット内の誤りの有無でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を生成し送信側ヘ
フィードバックする場合には、例えばＡＣＫに０の信号を、ＮＡＣＫに１の信号を割り当
てればよい。それに対して、３段階以上でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を生成する場合には、例
えば表１に示されるように、誤りが検出されず信頼度が最も高い場合には、000で示され
るＡＣＫ信号を割り当て、以下は信頼度に応じてＮＡＣＫ(０)からＮＡＣＫ(６)までそれ
ぞれ001から111に対応する信号を割り当てることができる。
【００３８】
【表１】

このようにして、受信パケットの信頼度に応じて３段階以上で示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号を生成することができる。表１では８段階のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を生成する例を示
しているが、その段階数は自由に設定することが可能である。
【００３９】
この後、送信側では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信して、ＡＣＫかＮＡＣＫかの識別を行
う（Ｓ１２）。ＡＣＫ信号を受信した場合は、送信バッファから送信したパケットを削除
して、送信パケットを新規パケットに設定する（Ｓ１３）。また、ＮＡＣＫ信号を受信し
た場合は、送信パケットを再送パケットに設定する（Ｓ１４）。従って、ＡＣＫ信号を受
信した場合は、新規パケットを送信し、ＮＡＣＫ信号を受信した場合は、再送パケットが
送信される。
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【００４０】
図２は、受信パケットの信頼度に応じて、受信パケットを保存するか、破棄するかを決定
することを特徴とする自動再送制御方式の制御フローを示した図の一実施例である。
【００４１】
送信側では、図１と同様の方法で、新規パケット又は再送パケットを送信する。送信側で
は、受信側でそのパケットが新規であるのか再送であるのかを判断できるように、パケッ
ト内の制御情報として、新規パケットか再送パケットかの識別信号を含めた信号を送信す
る（Ｓ３１）。受信側では、パケットを受信し（Ｓ４１）、そのパケットを前述の識別信
号から、新規パケットであるか再送パケットであるかを判断する（Ｓ４２）。初めて受信
した新規パケットであると判断した場合は、次の処理へ進むが、再送パケットと判断した
場合には、受信バッファに保存してある過去に受信された同一のパケットとの合成を行う
（Ｓ４３）。
【００４２】
このパケットの合成を行うことにより、より信頼度の高い受信パケットを生成することが
できる。今回受信したパケットと過去に受信した同一のパケットの合成法としては、例え
ば、上記のパケット合成、符号合成などを用いることができる。さらに、新規パケットで
あれば受信パケット、再送パケットであれば合成パケットの復調を行うとともに、図１の
説明で示したのと同様にそれらのパケットの信頼度を計算し信頼度情報を得る（Ｓ４４）
。
【００４３】
続いて、復調パケットに誤りが含まれるかどうかを、例えば、誤り検出符号を用いて検出
する（Ｓ４５）。誤りがない場合にはＡＣＫ信号を生成し（Ｓ４６）、更に、再送パケッ
トである場合にはバッファに保存しておいたパケットを削除する（Ｓ４７）。
【００４４】
誤りが検出された場合には、ＮＡＣＫ信号を生成し（Ｓ４８）、受信パケットの信頼度情
報に応じて、誤りの検出されたパケットを受信側のバッファに保存しておくかの判断を行
う。これは、受信パケットの信頼度が非常に低い場合、そのパケットを保存し、再送パケ
ットと合成しても、合成の効果は少ない。逆に合成により、誤りを発生させる可能性が高
くなる場合もあるため、受信パケットの信頼度に応じて、信頼性が高い場合には保存し、
低い場合には破棄する（Ｓ４９）。以下の処理フローは、図１と同じであるので、説明を
省略する。
【００４５】
このように信頼度があるしきい値以上のパケットのみをバッファに保存することにより、
バッファの必要な容量を削減することも可能であり、有効である。
【００４６】
図３は、受信側からフィードバックされるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に応じて、送信側におい
て、送信パラメータを制御することを特徴としたパケット伝送の制御フローの一実施例を
示した図である。
【００４７】
図３における送信側における新規パケット又は再送パケットの送信（Ｓ６１）及び受信側
におけるパケットの受信（Ｓ７１）、パケットの復調（Ｓ７２）、誤りの有無（Ｓ７３）
、ＡＣＫ信号生成（Ｓ７４）、ＮＡＣＫ信号生成（Ｓ７５）及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の
送信側への送信（Ｓ７６）は、一般のＡＲＱ方式と同じであるので、説明を省略する。
【００４８】
受信したＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に基づいて、送信側の変調パラメータを変更する（Ｓ６２
）点が、この実施例の特徴である。
【００４９】
つまり、受信したＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に基づいて、伝送回線の通信状態のレベルを判定
し、このレベルに応じて、送信側で送信パラメータを制御するものである。
【００５０】
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り、例えば表２から６に示されるように、レベル数に対応したパラメータを設定する。
【００５１】
表２は、レベル数に対応して変調多値数を設定するものであり、表３は、レベル数に対応
して符号化率を設定するものであり、表４は、レベル数に対応してシンボルレートを設定
するものであり、表５は、レベル数に対応して送信電力値を設定するものである。
【００５２】
【表２】

【００５３】
【表３】

【００５４】
【表４】
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【００５５】
【表５】

これらの表において、レベルの数が大きいほど送信側と受信側の通信状態が良い場合であ
り、それに見合ったパラメータが設定される。送信側でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に基づいて
変調パラメータを操作する方法として、例えばＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の履歴を用いて制御
を行うことができる。これは、ＡＣＫ信号が連続するということは送受信間の通信状況が
良い場合であり、ＮＡＣＫ信号が連続する場合は通信状況が劣化していることを示してい
る。従って、ＡＣＫ信号がある回数連続して受信された場合には表２から表５に示された
各パラメータにおけるレベルを、現状のレベルよりも上げる操作を行い、逆にＮＡＣＫ信
号がある回数連続して受信された場合には、逆に現在のレベルよりも下げる操作を行う。
また、この制御は受信側で生成されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に基づいて行われるため、変
調パラメータの変更方法を送信側、受信側で決めておけば、送信側から送信パケットの変
調パラメータを通知する必要がなく、有効である。
【００５６】
図４は、ＣＤＭＡパケット伝送において、受信側で受信品質が一定となるよう周期的に送
信側の送信電力を制御する場合に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と、送信側の送信電力を補正制
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御する信号(送信電力制御コマンド)の両信号を複合的に用いることを特徴とする送信電力
制御フローを表した一実施例である。
【００５７】
送信側では、送信バッファから新規パケット又は再送パケットを送信する（Ｓ８１）。受
信側では、そのパケットを受信する（Ｓ９１）。
【００５８】
例えば、受信レベルから、送信側の送信電力を制御するコマンドを生成する（Ｓ９６）。
受信側で受信品質が一定となるように、送信側の送信電力を制御するコマンドを生成する
。
【００５９】
なお、受信品質とは、受信側で測定される誤り率、信号電力対干渉電力比(ＳＩＲ)値、受
信信号電力レベルなどである。これらの測定値に対して、目標値を設定し、測定値が目標
品質を満たしていない場合には、送信電力を増加させるため、送信電力制御コマンドＵｐ
を、品質を満たしている場合には、送信電力を減少させる命令としてＤｏｗｎを設定する
。
【００６０】
また、同時に、受信側では、受信した信号からパケットの復調を行い（Ｓ９２）、復調パ
ケットに誤りが含まれるかどうかを、例えば、誤り検出符号を用いて検出する（Ｓ９３）
。誤りがない場合にはＡＣＫ信号を生成し（Ｓ９４）、再送パケットである場合にはバッ
ファに保存しておいたパケットを削除する。誤りが検出された場合には、ＮＡＣＫ信号を
生成する（Ｓ９５）。このＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と上記送信電力制御コマンドを送信側へ
送信する（Ｓ９７）。
【００６１】
受信側では、送信電力制御コマンド・ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信して、送信電力を変更
する（Ｓ８２）。
【００６２】
この送信電力制御コマンドと、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号との複合的に用いる送信電力制御方
法としては、次のような方法が考えられる。
【００６３】
一実施例として、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と送信電力制御コマンド（ＴＰＣ）との組み合わ
せは、表６に示すように４通りの場合が考えられる。
【００６４】
【表６】

送信電力制御コマンドがＤｏｗｎでかつＡＣＫ信号である場合には、４通りの中で通信品
質が最も良いと判断できる状況であり、逆に送信電力制御コマンドがＵｐでかつＮＡＣＫ
信号である場合には４通りの中で通信品質が最も悪い状況と判断できる。
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【００６５】
また、表６においてｘ0＝０(dB)に設定すれば送信電力制御コマンドから判断される通信
状況とＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号から判断される通信状況が一致する場合にのみ、送信電力制
御が行われることになる。
【００６６】
これにより、送信電力制御コマンドだけでなく、通信状況の判断基準としてＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を用いることで、より確実な通信品質の判断が可能となり、ＣＤＭＡパケット伝
送における電力制御に有効である。
【００６７】
また、直前のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号だけではなく、過去のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の履歴も
送信電力制御コマンドと併用して判断基準とすることもできる。
【００６８】
この後、送信側では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信して、ＡＣＫかＮＡＣＫかの識別を行
う（Ｓ８３）。ＡＣＫ信号を受信した場合は、送信バッファから送信したパケットを削除
して、次に送信する送信パケットを新規パケットに設定する（Ｓ８４）。また、ＮＡＣＫ
信号を受信した場合は、送信パケットを再送パケットに設定する（Ｓ８５）。
【００６９】
図５、６、７、８は、自動再送要求を用いたパケット伝送において、受信側からフィード
バックされるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に基づく送信パラメータ制御において、情報伝送速度
が変更された場合、送信側でパケットを再構築して再送し、既送信パケットと再構築再送
パケットを用いて合成することを特徴とするパケット伝送におけるパケット構成例を示し
た一実施例である。
【００７０】
既送信パケットの情報伝送速度をＭ、１パケット当りに含まれる情報量をｍ、１パケット
の時間軸上の長さを１パケット周期と定義し、１パケット周期をＬとする。このパケット
に誤りが含まれ、再送パケットが送信される場合を考える。まず、図３に示した送信パラ
メータ制御により、再送時の情報伝送速度がＭ／ｎに減少したとする。このとき、既送信
パケットと、再送パケットを受信側で合成するために、再送パケットのパケット構成を以
下のように再構築する。
【００７１】
図５に示すように、再送パケットの１パケットのパケット周期を既送信パケットと同様に
Ｌとする。この場合、１パケット当りに含まれる情報量がｍ/ｎとなるため、１パケット
の再送では、情報量が１／ｎとなり、合成を行うことが難しい。そのため、図５に示すよ
うに、ｎパケット用いることにより、既送信パケットと同量の情報を伝送することができ
る。このようにすることにより、受信側では、１個の既送信パケットとｎ個の再送パケッ
トを合成することが可能となる。この例では、再送パケットを既送信パケットのシンボル
１からｍまでを順に並べた構成としているが、インターリーブを掛けることも可能である
。
【００７２】
ただし、この場合、ｎ個の再送パケットがすべて受信されるまでパケット合成を行うこと
ができない。この遅延時間を減少させるため、ＣＤＭＡパケット伝送においては、拡散率
を低下させることにより、遅延時間を削減することができる。
【００７３】
また、図６に示すように、ｎ個の再送パケットに別々の拡散符号（符号１～符号ｎ）を割
り当て、同時に送信することにより、遅延時間を削減することもできる。
【００７４】
続いて、再送時の伝送速度が、ｎ×Ｍに上昇したとする。このとき、既送信パケットと、
再送パケットを受信側で合成するために、再送パケットのパケット構成を以下のように再
構築する。
【００７５】
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図７に示すように、再送パケットの１パケットのパケット周期を既送信パケットと同様に
Ｌとする。この場合、１パケット当りに含まれる情報量がｎ×ｍとなるため、既送信パケ
ットの情報量と比較して、ｎ倍の情報伝送が可能となる。そのため、図７に示すように、
例えば、同一情報をｎ回繰り返すパケット構成とする。また、この場合もインターリーブ
を掛けることが可能である。
【００７６】
また、再送時の伝送速度が、ｎ×Ｍに上昇する場合の別のパケット構成例を図８に示す。
上述の場合とは異なり、この図８に示すように、パケット周期をL/ｎとする。これにより
、１パケットに含まれる情報量が、既送信パケットと同様にｍとなるため、受信側で、１
個の既送信パケットと、１個の再送パケットを合成することが可能となる。
【００７７】
図９は、ＣＤＭＡパケット伝送において、移動局から送信された信号を複数の基地局が同
時に受信する上りリンクサイトダイバーシチ受信を行う場合に、各基地局でＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を生成して移動局にフィードバックし、移動局側で複数基地局(基地局数：Ｍ)か
らのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を用いて再送制御を行う自動再送要求の制御フローを表した一
実施例である。
【００７８】
移動局では、送信バッファから新規パケット又は再送パケットを送信する（Ｓ１０１）。
基地局側では、そのパケットを受信し（Ｓ１１１、Ｓ１２１）、復調し（Ｓ１１２、Ｓ１
２２）、誤りの有無を検出し（Ｓ１１３、Ｓ１２３）、ＡＣＫ信号（Ｓ１１４、Ｓ１２４
）又はＮＡＣＫ信号（Ｓ１１５、Ｓ１２５）を生成し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信側と
上位局へ送信（Ｓ１１６、Ｓ１２６）する。
【００７９】
各基地局は、サイトダイバーシチを行わない場合と同様に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を移動
局ヘフイードバックする。さらに上位局へも、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号及びＡＣＫ信号の場
合は、復調パケットを送信する。
【００８０】
上位局では、Ｍ個の基地局から送られてくるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号のうち、ｎ個(１≦ｎ
≦Ｍ)以上のＡＣＫ信号があるか否かを判断する（Ｓ１３１）。ＡＣＫ信号がｎ個以上受
信された場合には（Ｓ１３２）、復調パケットが正しく受信されたと判断して、ＡＣＫ（
ＲＮＣ）信号を、ｎ個未満の場合は（Ｓ１３３）、正しく復調されなかったと判断してＮ
ＡＣＫ（ＲＮＣ）信号を、各基地局ヘフィードバックする（Ｓ１３４）。
【００８１】
基地局側では、このＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号（ＲＮＣ）信号を受信して（Ｓ１１７、Ｓ１２
７）、受信バッファの管理に用いる。これにより、基地局間で同一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号に従うため、受信バッファ管理が可能となる。
【００８２】
一方移動局は、複数の基地局(基地局数Ｍ)からフィードバックされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号のみを用いて、上位局と同様の判断により再送制御を行う。つまり、ＡＣＫ信号がｎ個
(１≦ｎ≦Ｍ)以上受信された場合には、そのパケットは受信側で正しく復調されたと判断
し、送信パケットを新規パケットに設定し（Ｓ１０４）、ｎ個未満の場合は、正しく復調
されなかったとして、送信パケットを再送パケットに設定して再送を行う（Ｓ１０４）。
【００８３】
これにより、上りリンクサイトダイバーシチ受信を行っている場合でも、上位局と移動局
がパケット誤りの有無の判断を独立に行うことが可能となる。特に移動局では、上位局か
らの最終的な判断を待つことなく独立に再送制御を行うことができるため、処理遅延を低
減できると共に、送信バッファ量を削減できる。
【００８４】
また、伝送路中の誤りの発生により、移動局と基地局間において、送受バッファ管理が異
なる可能性がある。このような場合に対応するため、例えば、基地局においてタイマーを
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設置し、一定期間経過しても受信バッファに蓄えたパケットが受信されない場合、そのパ
ケットを破棄する、又は、移動局側へそのパケットの再送要求を行う制御を加えることも
できる。
【００８５】
図１０は、ＣＤＭＡパケット伝送において、移動局から送信された信号を複数の基地局(
基地局数：Ｍ)が同時に受信する上りリンクサイトダイバーシチ受信を行う場合に、基地
局よりも上位にある上位局においてＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を生成し、複数の基地局を通じ
て、上位局で生成された同一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を移動局へ送信することにより、再
送制御を行う自動再送要求の制御フローを表した一実施例である。
【００８６】
各基地局は、受信パケットを受信すると（Ｓ１５１、Ｓ１６１）、上位局へ受信パケット
を送信する（Ｓ１５２、１６２）。上位局において、複数の基地局から送信された受信パ
ケットを受信して（Ｓ１７１）、合成し（Ｓ１７２）、復調し（Ｓ１７３）、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ信号を生成する（Ｓ１７４、Ｓ１７５、Ｓ１７６）。基地局では、上位基地局から
の同一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信して（Ｓ１５３、Ｓ１６３）、基地局は、その信号
を、移動局に送信する（ＳＳ１５４、Ｓ１６４）。
【００８７】
移動局は、複数の基地局からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信して、合成し（Ｓ１４２）、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを判定する（Ｓ１４３）。
【００８８】
ここでは、複数の基地局からのパケットが合成されるため、受信パケットの信頼度が向上
し有効である。上位局で生成されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、サイトダイバーシチ受信を
行っている複数の基地局を通じて、移動局へ送信する。移動局では、複数基地局から送信
される同一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を用いて再送制御を行う。
【００８９】
図１１は、ＣＤＭＡパケット伝送において、複数の基地局から送信された信号を移動局が
同時に受信する下りリンクサイトダイバーシチ受信を行う場合に、移動局からフィードバ
ックされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、複数の基地局(基地局数Ｍ)が受信した後、それぞれ
がＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を上位局へ送信し、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を合成して、再
送制御を行う自動再送要求の制御フローを表した一実施例である。
【００９０】
移動局からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が受信されると、各基地局は、上位局へＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を転送する（Ｓ１９２、Ｓ２０２）。上位局において、ＡＣＫ信号がｎ個(１≦
ｎ≦Ｍ)以上受信された場合には、そのパケットは、移動局側で正しく復調されたとしＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ（ＲＮＣ）信号をＡＣＫ（ＲＮＣ）と設定し（Ｓ２１１、Ｓ２１２）、ｎ
個未満の場合は、正しく復調されなかったとして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＲＮＣ）信号をＮ
ＡＣＫと設定する（Ｓ２１１、Ｓ２１３）。
【００９１】
これにより、下りリンクサイトダイバーシチのために送信を行っている複数の基地局が同
一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＲＮＣ）信号に従って送信を行うため、移動局においてサイトダ
イバーシチ効果を得ることができる。
【００９２】
【発明の効果】
　上述の如く本発明によれば、次に述べる種々の効果を奏することができる。
　請求項１記載の発明によれば、受信側の受信パケットの信頼度に応じて、送信側で、伝
送状態に適合した送信制御を行うことができるようになる。
　また、ｎ個の再送パケットに別々の拡散符号を割り当て、同時に送信することにより、
遅延時間を削減することもできる。
【００９３】
請求項２記載の発明によれば、信頼度の低い受信パケットを使用して合成することに伴う
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、信号の劣化を防止することができる。
【００９４】
　請求項３記載の発明によれば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と送信電力制御信号を用いること
により、精度の高い送信制御を行うことができる。
　また、ｎ個の再送パケットに別々の拡散符号を割り当て、同時に送信することにより、
遅延時間を削減することもできる。
【００９５】
　請求項４記載の発明によれば、受信側で既送信パケットと合成できるように、再構築し
た再送パケットを再送することにより、受信側で既送信パケットと受信パケットを合成す
ることができ、信頼性の高い信号を受信することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】受信側で、３段階以上で示されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を生成する場合を説明す
るための図である。
【図２】受信パケットの信頼度に応じて、受信パケットを保存するか、破棄するかを決定
する場合を説明するための図である。
【図３】受信側からフィードバックされるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に応じて、送信側におい
て、送信パラメータを制御する場合を説明するための図である。
【図４】ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号と送信電力制御コマンドの両信号を複合的に用いる場合を
説明するための図である。
【図５】情報伝送速度が減少した場合、送信側でパケットを再構築して再送する場合を説
明するための図（その１）である。
【図６】情報伝送速度が減少した場合、送信側でパケットを再構築して再送する場合を説
明するための図（その２）である。
【図７】情報伝送速度が上昇した場合、送信側でパケットを再構築して再送する場合を説
明するための図（その１）である。
【図８】情報伝送速度が上昇した場合、送信側でパケットを再構築して再送する場合を説
明するための図（その２）である。
【図９】ＣＤＭＡパケット伝送において、移動局から送信された信号を複数の基地局が同
時に受信する上りリンクサイトダイバーシチ受信を行う場合を説明するための図（その１
）である。
【図１０】ＣＤＭＡパケット伝送において、移動局から送信された信号を複数の基地局が
同時に受信する上りリンクサイトダイバーシチ受信を行う場合を説明するための図（その
２）である。
【図１１】複数の基地局から送信された信号を移動局が同時に受信する下りリンクサイト
ダイバーシチ受信を行う場合を説明するための図である。
【符号の説明】
ＡＣＫ　　受信パケットに誤りがないことを示すＡＣＫ信号
ＮＡＣＫ　　誤りが含まれていることを示すＮＡＣＫ信号
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