
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

回線状態に応じて 基地局選択情報及び
を上り回線で基地局に送信し、

前記基地局選択情報で選択された基地局 にしたがってパケットを下
り回線で 伝送する
ことを特徴とする高速パケット伝送システム。
【請求項２】

下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ を基
地局に送信する
ことを特徴とする請求項１記載の高速パケット伝送システム。
【請求項３】

【請求項４】
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通信端末と基地局とを具備する高速パケット伝送システムであって、
　通信端末が、 選択した基地局を示す パケットの送
信順序を指示する送信順序情報

が、前記送信順序情報
通信端末に 、

通信端末が、 前記送信順序情報
、

通信端末が、前記送信順序情報としてパケット番号を基地局に送信し、
　基地局が、前記パケット番号のパケットを通信端末に送信する、
　ことを特徴とする請求項１記載の高速パケット伝送システム。

通信端末が、前記送信順序情報として、一定数の連続した複数のパケットが正しく受信さ
れたことを示すチェック信号を基地局に送信し、
　基地局が、受信した前記チェック信号の個数から決定したパケット番号のパケットを通



【請求項５】
通信端末 、 と共に適応変調パタンを基地局に送信する
ことを特徴とする 高速パケット伝送システム。
【請求項６】

下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ、 と
共に 適応変調パタンを基地局に送信する
ことを特徴とする請求項 記載の高速パケット伝送システム。
【請求項７】

下り回線信号を送信する基地局が切り替わり、かつ それ以前に受信したパ
ケットに誤りがあり、切り替わった後の基地局から誤ったパケットの再送を要求する場合
にのみ、 と共に 適応変調パタンを基地局に送信する
ことを特徴とする請求項 記載の高速パケット伝送システム。
【請求項８】

の伝送を他の情報の伝送よりも高い送信電力で行う
ことを特徴とする 高速パケット伝送システム。
【請求項９】

に基づいて送信を行う
ことを特徴とする請求項１記載の高速パケット伝送システム。
【請求項１０】
回線状態に応じて通信端末が選択した 基地局選択情報及び

を受信する受信手段と、
にしたがって送出するパケットを制御する送出制御手段と、

前記基地局選択情報で選択されたときに前記送出制御手段から送出されたパケットを
に送信する送信手段と、

を具備することを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
回線状態に応じて次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択する選択手段と、

を送信データと共に基地局に送信する送信手
段と、
を具備することを特徴とする通信端末装置。
【請求項１２】
下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ を基地局に送信す
る
ことを特徴とする請求項 記載の通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタル無線通信システムにおける高速パケット伝送システムに関し、特に
サイトセレクションダイバーシチによる高速パケット伝送システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年のインターネット関連技術の発達に伴い、インターネットで音楽配信などの種々のサ
ービスを提供できるようになってきている。このようなサービスでは、下り回線の伝送量
が非常に多くなる。下り回線の伝送量が多いサービスを実現するために、下り回線におけ
る高速パケット伝送に大きな期待が寄せられている。そして、この下り回線における高速
パケット伝送について、さまざまな技術開発が行われている。
【０００３】
高速パケットを効率良く伝送するには、回線状態などの情報も利用し、回線状態に応じて
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信端末に送信する、
　ことを特徴とする請求項１記載の高速パケット伝送システム。

が 前記送信順序情報 、
請求項１記載の

通信端末が、 前記送信順序情報
前記 、

５

通信端末が、 、

前記送信順序情報 前記 、
５

通信端末が、前記送信順序情報 、
請求項１記載の

基地局が、基地局と制御局との間に設けられた同期用の制約 、

基地局を示す パケットの送信順
序を指示する送信順序情報
前記送信順序情報

通信
端末

パケットの送信順序を指示する送信順序情報

前記送信順序情報
、

１１



チャネルコーデック、拡散率、多重数、（多値）変調方式などを変更することにより、伝
送レートを適宜変更して平均スループットを向上させることが考えられている。
【０００４】
高速パケットは、シンボルレートが高いため、所要送信パワが他のチャネルに比べて大き
い。このため、シンボルレートが低い音声サービスのエリアと同一エリアで高速パケット
サービスをカバーするには、かなりの送信パワが必要となる。
【０００５】
ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システムで
は、このような高速パケットを伝送するチャネルは、他のチャネルに対して大きな干渉を
与えることとなり、システム容量の減少の要因になる。
【０００６】
特に、図１０に示すように、セル１の基地局（ＢＴＳ１）及びセル２の基地局（ＢＴＳ２
）と通信端末（ＭＳ）が通信を行うソフトハンドオーバ（ＳＨＯ、ＤＨＯ（Ｄｉｖｅｒｓ
ｉｔｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ）ともいう）の場合には、複数基地局から同時に送信すること
は、他のチャネルに対して大きな干渉となる。一方、パケットは、音声などの回線交換信
号に比べて伝送遅延が許容できる。このため、一般には、ＳＨＯは行わず、図１１（ａ）
，（ｂ）に示すように、セル１のＢＴＳ１とセル２のＢＴＳ２とで送信を切り替えるハー
ドハンドオーバ（ＨＨＯ：Ｈａｒｄ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ）を行う（例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ
システムにおけるＤＳＣＨ（Ｄｏｗｎ－ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ））。
なお、図１０及び図１１において、ＣＮはコアネットワークを意味する。
【０００７】
しかしながら、ＨＨＯを行う場合でも、エリアに穴を空けない、すなわちどこでも常時受
信できるためには、カバーエリアのエッジまで回線を保持し、隣りのエリアとある程度オ
ーバーラップさせる必要がある。これは、通信端末が元のエリアで終話した後、直ちに先
のエリアの回線を張るためである。通信端末が元のエリアにいる間は、先のエリアへの与
干渉は何ら考慮されない。すなわち、ＳＨＯ時は送信電力制御によって、必要以上のパワ
が届いたときに送信パワを低減し、先のエリアへの必要以上の干渉を防止できるのに対し
て、ＨＨＯでは、セクタ間での与干渉を何ら考慮していないために、他チャネルに対して
干渉を及ぼすことになる。また、ＨＨＯは、上位レイヤを介して制御するためＳＨＯに比
べて切替速度が遅い。このため、将来において伝送遅延の少ないパケット伝送（音声パケ
ットや画像パケットなどリアルタイム性がある程度要求されるパケット）を行う場合に不
向きである。
【０００８】
これらの課題に対して、最近では下り回線の高速パケット伝送において、ＤＨＯ状態を実
現しつつも、実際に送信する基地局を複数の基地局から高速に選択して切り替える方式が
提案されている。この場合、通信端末は、最も高いレベルの基地局を選択して上り回線で
通知する。基地局は、受信した選択信号から、自分が選択された基地局であるかを判断す
る。そして、基地局は、自局が選択されたと判断した場合のみデータを送信し、それ以外
は送信を停止する。
【０００９】
これにより、ＤＨＯにより回線状態の良くない複数の基地局から高速パケットという極め
て高いパワの信号が送信されることを防止し、他局に大きな干渉を与えることを回避する
と共に、自局の伝送のスループットを改善することができる。これは、平均的に回線状態
の良い複数の基地局から高速パケットを同時に送信する（ＳＨＯ状態）のでは、極めて大
きな与干渉になるので、ＳＨＯ状態にした状態で、ある瞬間（例えば、フレーム単位）で
は１つの基地局のみが送信するという高速なサイトセレクションダイバーシチの考えを導
入するものである。
【００１０】
従来の高速サイトセレクションダイバーシチであるＳＳＤＴ（Ｓｉｔｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎＤｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ）は、ＤＰＣ
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Ｈ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）を対象にしたもので、送
信スケジューリングを含めたタイミング管理をＲＮＣにおいて決定し、複数のＢＴＳが常
時同一のタイミングで送信するように管理する。このため、送信を行うＢＴＳが高速に切
り替わっても、通信端末ではフレーム番号がずれることなく受信することが可能である。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来のシステムでは、下り回線の伝送における各チャネルのフレーム番
号などの伝送タイミングを管理するスケジューリング機能を制御局（ＲＮＣ：Ｒａｄｉｏ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）で行うことが一般的である。これは、回線状
態とは無関係に単に通信サービス自体の品質（ＱｏＳ：Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｏｆ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ）に応じて管理するためであり、また、ソフトハンドオーバにおいても複数の基地
局からの送信タイミングを容易に管理・制御することを可能にするためである。
【００１２】
しかしながら、上記の構成では、パケットの伝送効率を向上させるために、回線状態も考
慮してスケジューリングを行うことが困難である。これは、回線状態の変動に対して基地
局－制御局間の制御遅延が大きいためである。したがって、スケジューリング機能を基地
局に保有させることにより、従来のＱｏＳに加えて回線状態も考慮してスケジューリング
を行うことが考えられている。
【００１３】
高速パケット伝送において、回線状態に応じて、基地局毎に独立したスケジューリング機
能を保有させる場合には、高速に送信基地局を切り替えたときに、通信端末において受信
するパケットの順序（番号）がずれてしまう課題が生じる。これは、基地局間でパケット
番号などの送信順序の同期を制御する機能がないためである。
【００１４】
この現象について図１２を用いて説明する。なお、ここでは、説明を簡略化するために、
再送による誤り訂正アルゴリズムはＧｏ　Ｂａｃｋ　Ｎ方式を採用し、基地局の選択信号
及び下り回線の高速パケット信号が誤りなく伝送されていることとする。図１２において
、破線は、上り回線におけるＡＣＫ信号が基地局に正しく伝送されないことを示す。また
、太線は、通信端末による基地局選択の切り替えタイミング及びその選択情報に基づいて
１フレームの制御遅延を伴って下り回線の送信基地局が切り替わるタイミングを示してい
る。
【００１５】
まず、図１２において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたＢＴＳ１からフ
レーム１～４においてパケット１～４を送信する。通信端末では、フレーム１においてパ
ケット番号１を受信し、パケット番号１に対するＡＣＫ信号をフレーム２の上り回線で送
信する。このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ１には誤りなく到達したが、回線状態
が悪いＢＴＳ２には誤って到達したとする（図中左から１番目の破線）。ＢＴＳ２では、
パケット番号１に対するＡＣＫ信号を受信しなかったので、パケット番号１が届かなかっ
たと判断して、フレーム３ではもう一度パケット番号１を準備する。
【００１６】
次に、通信端末では、フレーム２でパケット番号２を受信し、パケット番号２に対するＡ
ＣＫ信号をフレーム３の上り回線で送信する。このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ
１には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢＴＳ２には再び誤って到達したとする（図
中左から２番目の破線）。ＢＴＳ２では、ＢＴＳ１から再送されたはずのパケット番号１
に対するＡＣＫ信号を受信しなかったので、パケット番号１がまだ届いていないと判断し
て、フレーム４でもう一度パケット番号１を準備する。そして、ＢＴＳ２はフレーム４の
ＡＣＫ信号を受信して始めてパケット番号１がようやく正しく受信されたと考え、フレー
ム５以降パケット番号２から順にパケットを準備することになる。
【００１７】
通信端末がフレーム４～６においてＢＴＳ２を選択した場合、フレーム５～７においては
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下りパケットはＢＴＳ２から送信されることになる。このとき、ＢＴＳ２は、ＢＴＳ１で
パケット番号１～４まで送信が行われたことを知らないので、フレーム４の切り替えの前
のパケット番号１に続けて、フレーム５ではパケット番号２を送信する。
【００１８】
通信端末では、フレーム４においてパケット番号４を受信し、パケット番号４に対するＡ
ＣＫ信号をフレーム５の上り回線で送信する。このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ
２には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢＴＳ１には誤って到達したとする（図中左
から３番目の破線）。ＢＴＳ１では、パケット番号４に対するＡＣＫ信号を受信しなかっ
たので、パケット番号４が届かなかったと判断して、フレーム６においてもう一度パケッ
ト番号４を準備する。そして、ＢＴＳ１はその後パケット番号４から順にパケットを準備
する。
【００１９】
通信端末がフレーム７，８においてＢＴＳ１を選択した場合、フレーム８，９においては
下りパケットはＢＴＳ１から送信されることになる。このとき、ＢＴＳ１は、ＢＴＳ２で
パケット番号２～４まで送信が行われたことを知らないので、切り替えの前のパケット番
号５に続けてパケット番号６を送信する。
【００２０】
通信端末では、フレーム７でパケット番号４を受信し、パケット番号４に対するＡＣＫ信
号をフレーム８の上り回線で送信する。このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ１には
誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢＴＳ２には誤って到達したとする（図中左から４
番目の破線）。ＢＴＳ２では、パケット番号４に対するＡＣＫ信号を受信しなかったので
、パケット番号４が届かなかったと判断して、フレーム９においてもう一度パケット番号
４を準備する。そして、ＢＴＳ２はその後パケット番号４から順にパケットを準備する。
上記のような動作がフレーム１０以降も行われるものとする。
【００２１】
このように基地局でスケジューリング機能を保有させる場合、基地局間でパケット番号な
どの送信順序の同期を制御する機能がないために、図１２の受信パケット番号から分かる
ように、通信端末において受信するパケットの順序（番号）が著しくずれてしまうだけで
なく、同じパケット番号の情報を複数回も受信することになり、伝送効率が極めて悪いこ
とが分かる。
【００２２】
一般に、パケット受信においては、受信側である通信端末は、パケットの受信の成功／不
成功を表すＡＣＫ又はＮＡＣＫ信号を送信するので、この課題に対しては、この信号が複
数の基地局に誤りなく伝送されればパケットの送出順序がずれることはない。
【００２３】
しかしながら、これを実現するためには、上り回線でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信パワを
極めて高くするか、極めて低い符号化率の誤り訂正で保護する必要がある。いずれの方法
においても、他局に対して大きな干渉となり、周波数利用効率を著しく低下させることに
なるため実現は困難である。
【００２４】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、基地局でスケジューリング機能を保有さ
せつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる高速パケ
ット伝送システムを提供することを目的とする。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
本発明の高速パケット伝送システムは、

回線状態に応じて 基地局選択情報
及び を上り回線で基地局に送信し、前記基地
局選択情報で選択された基地局 にしたがってパケットを下り回線で

伝送する構成を採る。
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通信端末と基地局とを具備する高速パケット伝送
システムであって、通信端末が、 選択した基地局を示す

パケットの送信順序を指示する送信順序情報
が、前記送信順序情報

通信端末に



【００２６】
この構成によれば、サイトセレクションダイバーシチによる下り回線の高速パケット伝送
を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序を管理するための
情報を送信し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、基地局間でのパ
ケットの順序合せ（同期）を行うので、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ
、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。
【００２７】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、 下り回線信号を
送信する基地局が切り替わるときのみ を基地局に送信する構成を採る。
【００２８】
この構成によれば、基地局を切り替える以外では、パケット番号を伝送しないので、伝送
効率を向上させることができる。
【００２９】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、

構成を採る。

【００３０】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、通信端末が、

と共に適応変調パタンを基地局に送信する構成を採る。
【００３１】
この構成によれば、たとえ新たに選択した基地局からの最初の送信がその前に選択してい
た基地局で送ったパケットの再送のときでも、適応変調パタンを送信することで、新たな
基地局では同一の適応変調パタンで再送することができる。
【００３２】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、 下り回線信号を
送信する基地局が切り替わるときのみ、 と共に 適応変調パタンを基
地局に送信する構成を採る。
【００３３】
この構成によれば、新たな基地局では同一の適応変調パタンで再送することができる。こ
のため、受信側の通信端末ではパケット合成（前に受信した信号の軟判定値と再送された
受信信号の軟判定値を合成して復調する手法）が可能になりスループットを向上させるこ
とができる。
【００３４】
本発明の高速パケット伝送システムは、 下り回線信号を送信する基地局が切
り替わり、かつ それ以前に受信したパケットに誤りがあり、切り替わった後の基地局か
ら誤ったパケットの再送を要求する場合にのみ、 と共に 適応変調パ
タンを基地局に送信する構成を採る。
【００３５】
この構成によれば、再送でなければ適応変調パタンを新たな基地局に送る必要はないので
、受信パケットがＯＫの時（ＡＣＫ時）には適応変調パタンを送信せず、受信パケットが
ＮＧの時（ＮＡＣＫ時）のみ適応変調パタンを送信することができる。これにより、無駄
な情報ビットの伝送を防止し周波数利用効率を向上することができる。
【００３６】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、

の伝送を他の情報の伝送よりも高い送信電力で行う構成を採る。
【００３７】
この構成によれば、送信順序を管理する情報の伝送誤りを低減又は防止することができ、
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さらなる伝送効率の向上を図ることができる。
【００３８】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、

に基づいて送信を行う構成を採る。
【００３９】
この構成によっても、基地局間で送信順序がずれることを防止できる。また、再送も新た
なパケット単位として扱って制御局から基地局に伝送することにより、再送によるずれを
防止することができる。
【００４０】
本発明の基地局装置は、回線状態に応じて通信端末が選択した 基地局選択情
報及び を受信する受信手段と、

にしたがって送出するパケットを制御する送出制御手段と、前記基地局選択情報で選
択されたときに前記送出制御手段から送出されたパケットを に送信する送信手段
と、を具備する構成を採る。
【００４１】
この構成によれば、サイトセレクションダイバーシチによる下り回線の高速パケット伝送
を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序を管理するための
情報を送信し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、基地局間でのパ
ケットの順序合せ（同期）を行うので、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ
、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。
【００４２】
本発明の通信端末装置は、回線状態に応じて次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択
する選択手段と、 を送信データと共に基地局
に送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
【００４３】
この構成によれば、送信順序を管理する情報を基地局に送信して、基地局間でのパケット
の順序合せ（同期）を行わせることができるので、各基地局にスケジューリング機能を保
有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を実現することができる。
【００４４】
本発明の通信端末装置は、上記構成において、下り回線信号を送信する基地局が切り替わ
るときのみ を基地局に送信する構成を採る。
【００４５】
この構成によれば、基地局を切り替える以外では、パケット番号を伝送しないので、伝送
効率を向上させることができる。
【００４６】
【発明の実施の形態】
本発明者らは、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番
号などの送信順序の同期を制御する場合に、各基地局で次に自局が選択されて通信端末に
送信を行う際に、次に送信すべきパケット番号を認識していれば良いことに着目し、確認
信号であるＡＣＫ信号又はＮＡＣＫ信号と共に、パケットの送信順序を管理するための情
報を送信することにより、次に自局が選択されて通信端末に送信を行うときに、パケット
の送信順序を送信基地局に認識させることができ、パケットの送信順序の同期を制御する
ことができることを見出し本発明をするに至った。
【００４７】
すなわち、本発明の骨子は、高速なサイトセレクションダイバーシチによる下り高速パケ
ット伝送を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序を管理す
るための情報、例えばＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パケット番号自体又
は無線伝送用に新たに付与した番号を制御信号に付与し、各基地局においてこの情報を個
々に管理することにより、基地局間でのパケットの送信順序合せ（同期）を行うことであ
る。
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【００４８】
これにより、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号
などの送信順序の同期を制御することができる。その結果、高速パケット伝送において、
セルエッジや伝搬環境に応じてレートが低下することを抑制し、伝送のスループットを上
げ、かつ他局に与える干渉を抑圧して、チャネル当りの高速伝送とシステム容量の増加を
実現することができる。
【００４９】
基地局がパケットの送信順序を管理するための情報を送信する場合のチャネル構成は、特
に制限はない。例えば、図１（ａ），（ｂ）に示すように、高速パケット伝送用チャネル
（図中の高速パケットＣＨ、Ｗ－ＣＤＭＡではＤＳＣＨ）に付随制御チャネルを設け、そ
の付随制御チャネル（下り回線：細実線）で、基地局がパケットの送信順序を管理するた
めの情報を送信しても良い。また、この付随制御チャネルで、変調パタン、伝送レートな
どを送信する。
【００５０】
上り回線については、付随制御チャネルでＡＣＫ信号／ＮＡＣＫ信号の伝送、基地局選択
信号、下り回線要求伝送レート情報、パケット番号（又はチェック信号）などの情報を伝
送する。これらの情報は、複数チャネル（コード）で伝送することも有り得る。例えば、
伝送エラーを考慮して、基地局選択信号とパケット番号については伝送エラーの極めて低
いチャネルで伝送し、残りの情報については信頼性の比較的高くない別のチャネルで伝送
する。
【００５１】
また、ＤＳＣＨでは、図３に示すように、付随制御チャネルが個別物理チャネル（ＤＰＣ
Ｈ）である。この場合、付随制御チャネルとして、他ユーザと共通の制御チャネルを時分
割して使用するようにしても良い。
【００５２】
なお、付随制御チャネルとしては、Ｗ－ＣＤＭＡでは、例えば個別制御チャネル（ＤＰＣ
Ｈ）や共通制御チャネルなどを挙げることができる。
【００５３】
ここで、従来の高速サイトセレクションダイバーシチであるＳＳＤＴについて説明する。
ＳＳＤＴは、図２に示すように、ＤＨＯ中に各基地局との回線状態を通信端末が測定し（
例えば、ＣＰＩＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　ＣＨａｎｎｅｌのＲＳＣＰ（受信パワ
））、最も高いレベルの基地局を選択し（Ｐｒｉｍａｒｙ　ＢＴＳと呼ぶ）、そのＩＤコ
ードを上り回線の信号（ＦＢＩ（ＦｅｅｄＢａｃｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）として送信す
る。
【００５４】
基地局は、受信したＦＢＩ信号（ＩＤコード）から、自局が選択されたかを判断する。自
局が選択されたと判断した場合は、データ（ＤＰＤＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｄａｔａ　ＣＨａｎｎｅｌ）を送信し、それ以外は送信停止又は制御信号（Ｄ
ＰＣＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）
のみを伝送する。
【００５５】
これにより、ＤＨＯ中に回線状態の良くない基地局から高いパワで送信し、他局に大きな
干渉を与える割には、自局の回線品質を向上させる効果が小さいというシステム的な無駄
を削除することができる。ただし、上り回線のＦＢＩの誤り率が高いため、自分が選択さ
れたにも拘わらず、誤って判断した場合には、その選択周期の間はどの基地局からもデー
タが送信されないことになる。その場合、音声伝送などのリアルタイム伝送においては回
線品質を劣化させる事態になることが懸念される。そのため、複数の条件から自基地局が
Ｐｒｉｍａｒｙ　ＢＴＳではないと判断された場合のみ、送信停止又は制御信号（ＤＰＣ
ＣＨ）のみを伝送するようにしている。なお、ＳＳＤＴは、ＦＢＩを含むＤＰＣＣＨ及び
ＤＰＤＣＨを有するＤＰＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＣＨａｎｎｅｌ
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）への適用が規定されている。
【００５６】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
（実施の形態１）
本実施の形態では、通信端末からの上り回線の制御信号の中に基地局がパケットの送信順
序を管理するための情報、例えばＩＰパケット番号自体又は無線伝送用に新たに付与した
番号を付与し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、複数の基地局間
での同期を可能にする場合について説明する。
【００５７】
図４は、本発明の実施の形態１に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構
成を説明するためのブロック図である。なお、図４においては、高速パケットを伝送する
チャネル用の送信系のみを表記し、付随制御チャネル用の送信系は省略している。
【００５８】
図４に示す基地局装置（以下、基地局と省略する）は、通信相手である通信端末装置（以
下、通信端末と省略する）からの上り回線信号をアンテナ１０１を介して無線回路１０２
で受信する。無線回路１０２では、受信信号に対して所定の無線受信処理（ダウンコンバ
ート、Ａ／Ｄ変換など）を行う。無線受信処理された信号は、相関器１０４に送られる。
【００５９】
相関器１０４では、通信端末における拡散変調処理で使用した拡散符号を用いて無線受信
処理された信号に対して逆拡散処理を行う。逆拡散処理後の信号は、復調回路１０５に送
られる。復調回路１０５では、逆拡散処理後の信号を用いて復調を行う。復調後の信号（
復調データ）は分離回路１０６に送られる。なお、無線受信処理された信号は、同期回路
１０３に送られ、同期回路１０３で逆拡散処理や復調のタイミングが制御される。そのタ
イミング情報は、相関器１０４及び復調回路１０５に送られる。したがって、相関器１０
４及び復調回路１０５では、タイミング情報にしたがって逆拡散処理や復調が行われる。
【００６０】
分離回路１０６では、復調データのうち、通信端末が要求する伝送レートの情報、送信を
行うことを要求する基地局の情報、ＡＣＫ信号、パケット番号などの情報などのデータと
、受信データとを分離する。通信端末が要求する伝送レート（変調パタンやチャネルコー
デックパタンと、多重コード数とを含めた送信パタン：適応変調パタン）の情報は、要求
伝送レート判定回路１０７に出力され、送信を行うことを要求する基地局の情報は、送信
ＢＴＳ判定回路１０８に出力され、ＡＣＫ信号は、ＡＣＫ検出回路１０９に出力され、パ
ケット番号などの情報は、パケット番号検出回路１１０にそれぞれ出力される。
【００６１】
要求伝送レート判定回路１０７では、受信信号から分離された伝送レートの情報から通信
端末が要求する伝送レートを判定し、その判定した伝送レートの情報を送出制御回路１１
１に出力する。
【００６２】
送信ＢＴＳ判定回路１０８では、受信信号から分離された、送信を行うことを要求する基
地局の情報に基づいて、次の伝送単位で送信を行う基地局を判定し、その判定した基地局
の情報を送出制御回路１１１に出力する。
【００６３】
ＡＣＫ検出回路１０９では、受信信号から分離されたＡＣＫ信号を検出し、その検出した
結果を送出制御回路１１１に出力する。パケット番号検出回路１１０では、受信信号から
分離された、通信端末から要求されたパケット番号などの情報を検出し、その検出した結
果を送出制御回路１１１に出力する。
【００６４】
なお、同期回路１０３から送出制御回路１１１までの回路はユーザ毎に設けられている。
【００６５】
送出制御回路１１１では、判定した伝送レートの情報、判定した基地局の情報、ＡＣＫ信

10

20

30

40

50

(9) JP 3545682 B2 2004.7.21



号があったかどうか、パケット番号を用いて、通信端末に送信するデータの送出の制御を
行う。ユーザ毎の各データ送出の情報は、それぞれスケジューリング回路１１２に出力さ
れる。
【００６６】
スケジューリング回路１１２では、ユーザ毎の各データ送出の情報に基づいて、データ送
信の割り当てを行う。この場合、ＱｏＳや回線状態やシステムの容量を考慮してデータ送
信の割り当て（どの通信端末にどのパケットを送信するか）を行う。この割り当ての情報
（どのタイミングでどの通信端末にどのような送信パタンで送信するかなどのスケジュー
リング情報）は、メモリ１１３、変調回路１１４に出力される。
【００６７】
メモリ１１３は、送信データ（パケットデータ）を格納し、スケジューリング回路１１２
からのスケジューリング情報にしたがってデータを変調回路１１４に出力する。変調回路
１１４は、スケジューリング情報にしたがった変調方式でメモリ１１３から出力されたデ
ータを変調処理する。変調処理後のデータは、拡散回路１１５に出力され、拡散回路１１
５で所定の拡散符号を用いて拡散変調処理される。拡散変調処理されたデータは、乗算器
１１６で所定の送信電力制御され、すなわちスケジューリング情報にしたがって送信電力
制御された後に、加算器１１７に出力される。
【００６８】
なお、メモリ１１３、変調回路１１４、拡散回路１１５、乗算器１１６は、ユーザ毎に設
けられている。
【００６９】
加算器１１７では、それぞれのユーザ用のデータを多重し、例えば時間多重やコード多重
する。これにより、高速パケット信号となる。この高速パケット信号と他のチャネルの信
号とを多重して無線回路１０２に出力する。無線回路１０２では、送信するデータに対し
て所定の無線送信処理（Ｄ／Ａ変換、アップコンバートなど）を行う。無線送信処理され
た信号は、アンテナ１０１を介して通信端末に送信される。
【００７０】
図５は、本発明の高速パケット伝送システムにおける通信端末装置の構成を説明するため
のブロック図である。ここでは、伝送レート判定、高速パケット受信、ＢＴＳ選択を同じ
チャネル（コード）で行う場合について説明するが、本発明では、それぞれ別々の相関器
を設けて、伝送レート判定、高速パケット受信、ＢＴＳ選択を異なるチャネル（コード）
で行うようにしても良い。
【００７１】
図５に示す通信端末装置（以下、通信端末と省略する）は、通信相手である基地局からの
下り回線信号をアンテナ２０１を介して無線回路２０２で受信する。無線回路２０２では
、受信信号に対して所定の無線受信処理（ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換など）を行う。
無線受信処理された信号は、相関器２０４に送られる。
【００７２】
相関器２０４では、基地局における拡散変調処理で使用した拡散符号を用いて無線受信処
理された信号に対して逆拡散処理を行う。逆拡散処理後の信号は、伝送レート判定回路２
０５、復調回路２０６、ＢＴＳ選択・要求レート判定回路２０９にそれぞれ出力される。
【００７３】
伝送レート判定回路２０５では、逆拡散処理後の信号を用いて伝送レートを判定する。伝
送レートとは、変調パタンやチャネルコーデックパタンと、多重コード数とを含めた送信
パタン（適応変調パタン）をいう。判定した伝送レートの情報は、復調回路２０６に出力
される。復調回路２０６では、逆拡散処理後の信号を用い、伝送レート判定回路２０５で
判定された適応変調パタンにしたがって復調を行う。復調後の信号（復調データ）は、誤
り検出回路２０７に送られる。
【００７４】
なお、無線受信処理された信号は、同期回路２０３に送られ、同期回路２０３で逆拡散処
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理や伝送レート判定のタイミングが制御される。そのタイミング情報は、相関器２０４及
び伝送レート判定回路２０５に送られる。したがって、相関器２０４及び伝送レート判定
回路２０５では、タイミング情報にしたがって逆拡散処理や伝送レート判定が行われる。
【００７５】
誤り検出回路２０７では、復調データに対して誤り検出が行われ、受信データが得られる
。誤り検出としては、例えば、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃ
ｋ）を用いることができる。また、誤り検出後のデータは、判定回路２０８に出力される
。判定回路２０８では、受信データ（パケット）に付与されているパケット番号を判定す
る。また、判定回路２０８は、パケットに誤りが検出されなかったときにはＡＣＫ信号を
多重回路２１０に出力し、パケットに誤りが検出されたときにはＮＡＣＫ信号を多重回路
２１０に出力する。さらに、判定回路２０８は、受信したパケット番号（後述する実施の
形態２ではチェック信号）を多重回路２１０に出力する。
【００７６】
一方、逆拡散処理された信号は、ＢＴＳ選択・要求レート決定回路２０９に出力される。
ＢＴＳ選択・要求レート決定回路２０９では、逆拡散処理後の信号を用いて回線状態を推
定し、その推定結果に基づいて次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択する。また、
ＢＴＳ選択・要求レート決定回路２０９では、推定した回線状態に基づいて基地局から送
信してもらう際の伝送レート（適応変調パタン）を決定する。このＢＴＳ選択信号や要求
レートの情報は、多重回路２１０に出力される。
【００７７】
多重回路２１０は、送信データと、ＢＴＳ選択信号、要求レート情報、ＡＣＫ信号／ＮＡ
ＣＫ信号、パケット番号又はチェック信号とを多重して変調回路２１１に出力する。変調
回路２１１は、伝送レート（適応変調パタン）にしたがって、送信データ及び上記各種の
情報に対して変調処理をする。変調処理後のデータは、拡散回路２１２に出力され、拡散
回路２１２で所定の拡散符号を用いて拡散変調処理される。拡散変調処理されたデータは
、無線回路２０２に出力される。無線回路２０２では、送信するデータに対して所定の無
線送信処理（Ｄ／Ａ変換、アップコンバートなど）を行う。無線送信処理された信号は、
アンテナ２０１を介して通信端末に送信される。
【００７８】
次に、上記構成を有する高速パケット伝送システムの動作について説明する。ここで、基
地局選択とは、サイト又はセクタの選択を意味し、１基地局で複数のサイト又はセクタを
有する場合では、最適なサイト又はセクタを選択することである。したがって、本発明に
おける基地局選択は、単に物理的な基地局装置を選択している場合に限られない。
【００７９】
まず、通信端末において、受信信号から回線状態を推定し、その推定結果から次の伝送単
位で送信してもらう基地局を選択し、送信の際の伝送レート（適応変調パタン）を決定す
る。そして、このＢＴＳ選択信号と要求レートを通信端末から基地局に送信する。このと
き、次の伝送単位で要求するパケット番号の情報も送信する。
【００８０】
基地局では、受信信号から分離された、送信を行うことを要求する基地局の情報に基づい
て、次の伝送単位で送信を行う基地局を判定し、その判定した基地局の情報を送出制御回
路１１１に出力する。また、受信信号から分離されたＡＣＫ信号を検出し、その検出した
結果を送出制御回路１１１に出力する。また、受信信号から分離された、通信端末から要
求されたパケット番号などの情報を検出し、その検出した結果を送出制御回路１１１に出
力する。
【００８１】
送出制御回路１１１では、判定した基地局の情報、ＡＣＫ信号があったかどうか、パケッ
ト番号を用いて、通信端末に送信するデータの送出の制御を行う。この送出制御について
、図６を用いて説明する。図６は、本発明の実施の形態１に係る高速パケット伝送システ
ムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図である。ここでは、説明を簡略化する
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ために、再送による誤り訂正アルゴリズムはＧｏ　Ｂａｃｋ　Ｎ方式を採用し、基地局の
選択信号及び下り高速パケット信号並びに基地局選択の切り替え時における要求パケット
番号は誤りなく伝送されていることとする。図６において、破線の矢印は、上り回線にお
けるＡＣＫが基地局に正しく伝送されないことを示す。また、太線は、通信端末による基
地局選択の切り替えタイミング及びその選択情報に基づいて１フレームの制御遅延を伴っ
て下り回線の送信基地局が切り替わるタイミングを示している。
【００８２】
この送出制御では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫによる順序管理のようにパケット番号は常時複数の
基地局に正確に伝送される必要は必ずしも必須ではなく、次の伝送単位（送信タイミング
）で送信を行う基地局だけが上記パケット番号を誤らずに受信することにより、容易に送
信順序の基地局間同期を実現する。
【００８３】
まず、図６において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたＢＴＳ１からフレ
ーム１～４においてパケット１～４を送信する。通信端末では、パケット番号１を受信し
、パケット番号１に対するＡＣＫ信号をフレーム２の上り回線で送信する。このとき、Ａ
ＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択信号（ＢＴＳ１）及び要求パケット番号（パケット番号３）
を送信する。
【００８４】
このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ１には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢ
ＴＳ２には誤って到達したとする（図中左から１番目の破線）。ＢＴＳ２では、パケット
番号１に対するＡＣＫ信号を受信しなかったので、パケット番号１が届かなかったと判断
して、もう一度パケット番号１を準備する（１）＊ （非選択時にＡＣＫ信号のみで判断し
たパケット番号）。このとき、上り回線信号で通信端末が要求するパケット番号３が送信
されるので、ＢＴＳ２はこの伝送単位で通信端末がパケット番号３を要求していることを
認識することができる。これにより、要求パケット番号を誤ったにも拘わらず、ＢＴＳ２
において送信順序を修正して、ＢＴＳ１とＢＴＳ２の送信における同期を取ることができ
る。
【００８５】
次に、通信端末では、フレーム２でパケット番号２を受信し、パケット番号２に対するＡ
ＣＫ信号をフレーム３の上り回線で送信する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択
信号（ＢＴＳ１）及び要求パケット番号（パケット番号４）を送信する。このＡＣＫ信号
は、回線状態の良いＢＴＳ１には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢＴＳ２には再び
誤って到達したとする（図中左から２番目の破線）。ＢＴＳ２では、パケット２に対する
ＡＣＫ信号を受信しなくても、通信端末がパケット番号４を要求していることを認識して
いるので次の伝送単位でパケット番号４を準備する。
【００８６】
次に、通信端末では、フレーム３でパケット番号３を受信し、パケット番号３に対するＡ
ＣＫ信号をフレーム４の上り回線で送信する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択
信号（ＢＴＳ２）及び要求パケット番号（パケット番号５）を送信する。ここで、通信端
末がフレーム４～６においてＢＴＳ２を選択した場合、フレーム５～７においては下りパ
ケットはＢＴＳ２から送信されることになる。
【００８７】
ＢＴＳ１は、通信端末が要求しているパケットがパケット番号４であることを認識してい
るので、フレーム４においてパケット番号４を通信端末に送信する。通信端末では、パケ
ット番号４を受信し、パケット番号４に対するＡＣＫ信号をフレーム５の上り回線で送信
する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択信号（ＢＴＳ２）及び要求パケット番号
（パケット番号６）を送信する。
【００８８】
このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ２には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢ
ＴＳ１には誤って到達したとする（図中左から３番目の破線）。ＢＴＳ１では、パケット
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４に対するＡＣＫ信号を受信しなくても、通信端末がパケット番号６を要求していること
を認識できるので次の伝送単位でパケット番号６を準備する。これにより、要求パケット
番号を誤ったにも拘わらず、ＢＴＳ１において送信順序を修正して、ＢＴＳ１とＢＴＳ２
の送信における同期を取ることができる。
【００８９】
次に、通信端末では、フレーム６でパケット番号６を受信し、パケット番号６に対するＡ
ＣＫ信号をフレーム７の上り回線で送信する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択
信号（ＢＴＳ１）及び要求パケット番号（パケット番号８）を送信する。ここで、通信端
末がフレーム７，８においてＢＴＳ１を選択した場合、フレーム８，９においては下りパ
ケットはＢＴＳ１から送信されることになる。
【００９０】
ＢＴＳ２は、通信端末が要求しているパケットがパケット番号７であることを認識してい
るので、フレーム７においてパケット番号７を通信端末に送信する。通信端末では、パケ
ット番号７を受信し、パケット番号７に対するＡＣＫ信号をフレーム８の上り回線で送信
する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択信号（ＢＴＳ１）及び要求パケット番号
（パケット番号９）を送信する。
【００９１】
このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ１には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢ
ＴＳ２には誤って到達したとする（図中左から４番目の破線）。ＢＴＳ２では、パケット
７に対するＡＣＫ信号を受信しなくても、通信端末がパケット番号９を要求していること
を認識できるので次の伝送単位でパケット番号９を準備する。これにより、要求パケット
番号を誤ったにも拘わらず、ＢＴＳ２において送信順序を修正して、ＢＴＳ１とＢＴＳ２
の送信における同期を取ることができる。
上記のような動作がフレーム１０以降も行われるものとする。
【００９２】
このように、上記のような送出制御を行うことにより、高速パケット伝送システムにおい
て、基地局でスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信
順序の同期を制御することができる。
【００９３】
本実施の形態において、通信端末が要求するパケット番号は、ＢＴＳ選択信号と同時に上
り回線信号として送信しても良く、ＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ信号と同時に上り回線信号
として送信しても良い。このように、通信端末が要求するパケット番号をＢＴＳ選択信号
やＡＣＫ信号／ＮＡＣＫ信号と同時に上り回線信号として送信し、ＡＣＫ信号に比べて誤
りなく伝送することにより、従来例に示したようなＡＣＫ信号のみで各基地局のパケット
信号の送信順序の同期を取る場合に比べて、基地局間の送信パケットの順序（番号）のず
れを防止し、通信端末における同一パケット番号の複数回受信をなくすなどの、伝送効率
の改善（スループットの向上）を図ることができる。
【００９４】
また、本実施の形態では、下りパケット信号に誤りがあり、ＡＣＫ信号を返さない場合に
も、通信端末が要求するパケット番号を上り回線信号として送信しても良い。この場合、
基地局はＡＣＫ信号が来ないことを下りパケット信号の伝送エラーとして判断することが
できるので、通信端末は必ずしもＮＡＣＫ信号を送信する必要はない。
【００９５】
本実施の形態においては、図７に示すように、送信する基地局を切り替える場合にのみパ
ケット番号を送信するようにしても良い。これにより、基地局を切り替える以外では、パ
ケット番号を伝送しないので、周波数利用効率を向上させることができる。このとき、他
の情報を伝送するチャネルに比べて、パケット番号の情報を高めの送信電力（パワ）で送
信することにより、パケット番号の伝送誤りを低減又は防止することができ、さらなる伝
送効率の向上を図ることができる。
【００９６】

10

20

30

40

50

(13) JP 3545682 B2 2004.7.21



図７において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたＢＴＳ１からパケット１
～４を送信する。通信端末では、フレーム１においてパケット番号１を受信し、パケット
番号１に対するＡＣＫ信号をフレーム２の上り回線で送信する。
【００９７】
このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ１には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢ
ＴＳ２には誤って到達したとする（図中左から１番目の破線）。ＢＴＳ２では、パケット
番号１に対するＡＣＫ信号を受信しなかったので、パケット番号１が届かなかったと判断
して、フレーム３ではもう一度パケット番号１を準備する。
【００９８】
次に、通信端末では、フレーム３でパケット番号３を受信し、パケット番号３に対するＡ
ＣＫ信号をフレーム４の上り回線で送信する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択
信号（ＢＴＳ２）及び要求パケット番号（パケット番号５）を送信する。ここで、通信端
末がフレーム４～６においてＢＴＳ２を選択した場合、フレーム５～７においては下りパ
ケットはＢＴＳ２から送信されることになる。
【００９９】
このとき、上り回線信号で通信端末が要求するパケット番号５が送信されるので、ＢＴＳ
２はこの伝送単位で通信端末がパケット番号５を要求していることを認識することができ
る。これにより、ＢＴＳ２において送信順序を修正して、ＢＴＳ１とＢＴＳ２の送信にお
ける同期を取ることができる。ただし、このときＢＴＳ１では要求パケット番号の受信が
誤り、ＡＣＫ信号のみから判断してパケット番号５を準備している。
【０１００】
次に、通信端末では、フレーム４でパケット番号４を受信する。そして、パケット番号４
に対するＡＣＫ信号をフレーム５の上り回線で送信し、ＡＣＫ信号と共に基地局選択信号
（ＢＴＳ２）を送信する。このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ２には誤りなく到達
したが、回線状態が悪いＢＴＳ１には誤って到達したとする（図中左から３番目の破線）
。
【０１０１】
次に、通信端末では、フレーム６でパケット番号６を受信し、パケット番号６に対するＡ
ＣＫ信号をフレーム７の上り回線で送信する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択
信号（ＢＴＳ１）及び要求パケット番号（パケット番号８）を送信する。ここで、通信端
末がフレーム７，８においてＢＴＳ１を選択した場合、フレーム８，９においては下りパ
ケットはＢＴＳ１から送信されることになる。
【０１０２】
ＢＴＳ１は、通信端末が要求しているパケットがパケット番号８であることを認識してい
るので、フレーム８においてパケット番号８を準備し、通信端末に送信する。通信端末で
は、パケット番号８を受信し、パケット番号８に対するＡＣＫ信号をフレーム９の上り回
線で送信する。このとき、ＡＣＫ信号と共に、ＢＴＳ選択信号（ＢＴＳ２）及び要求パケ
ット番号（パケット番号１０）を送信する。
【０１０３】
ＢＴＳ２では、フレーム８のＡＣＫ信号を誤って受信したため、フレーム９ではパケット
番号７を送信する準備していたが、フレーム９において通信端末が要求しているパケット
がパケット番号１０であることを認識したので、フレーム１０においてはパケット番号１
０を準備し、通信端末に送信することができるようになる。通信端末では、パケット番号
１０を受信し、パケット番号１０に対するＡＣＫ信号をフレーム１１の上り回線で送信す
る。これにより、非送信時にパケット番号を誤ったにも拘わらず、送信時にはＢＴＳ２に
おいて送信順序を修正して、ＢＴＳ１とＢＴＳ２の送信における同期を取ることができる
。
上記のような動作がフレーム１１以降も行われるものとする。
【０１０４】
この場合、適応変調パタンを新たな基地局に送信することにより、たとえ新たに選択した

10

20

30

40

50

(14) JP 3545682 B2 2004.7.21



基地局からの最初の送信がその前に選択していた基地局で送ったパケットの再送のときで
も、例えば、下り送信の基地局が切り替わり、かつその前に受信したパケットがＮＧ（エ
ラー）で、再送するパケット番号を要求する場合でも、このときに適応変調パタンを送信
することで、新たな基地局では同一の適応変調パタンで再送することができる。このため
、受信側の通信端末ではパケット合成（前に受信した信号の軟判定値と再送された受信信
号の軟判定値を合成して復調する手法）が可能になりスループットを向上させることがで
きる。したがって、これを考慮すると、再送でなければ適応変調パタンを新たな基地局に
送る必要はないので、受信パケットがＯＫの時（ＡＣＫ時）には適応変調パタンを送信せ
ず、受信パケットがＮＧの時（ＮＡＣＫ時）のみ適応変調パタンを送信することが望まし
い。これにより、無駄な情報ビットの伝送を防止し周波数利用効率を向上することができ
る。
【０１０５】
本実施の形態では、送信順序を管理する情報としてパケット番号を用いた場合について説
明しているが、本発明では、送信順序を管理する情報として他の識別番号を用いても良い
。
【０１０６】
（実施の形態２）
本実施の形態では、通信端末からの上り回線を通じて、希望するパケット番号を直接伝送
して送信順序を管理するのではなく、周期的に通信端末から受信状況を表す何らかのチェ
ック信号（送信順序を管理するための情報）を送信して、基地局間でパケット番号の送信
順序の同期を取る方法について説明する。
【０１０７】
図８は、本発明の実施の形態２に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構
成を説明するためのブロック図である。図８において、図４と同一の部分については図４
と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１０８】
図８に示す基地局装置は、図４に示す基地局装置のパケット番号検出回路１１０の代わり
にチェック信号検出回路３０１を設けている。このチェック信号検出回路３０１は、受信
信号から分離されたチェック信号（フラグ）を検出し、その検出した結果を送出制御回路
１１１に出力する。
【０１０９】
次に、上記構成を有する高速パケット伝送システムの動作について説明する。
まず、通信端末において、受信信号から回線状態を推定し、その推定結果から次の伝送単
位で送信してもらう基地局を選択し、送信の際の伝送レート（適応変調パタン）を決定す
る。そして、このＢＴＳ選択信号と要求レートを通信端末から基地局に送信する。このと
き、パケット番号が数個進む毎にそれを示すチェック信号（フラグ）を送信する。
【０１１０】
基地局では、受信信号から分離された、送信を行うことを要求する基地局の情報に基づい
て、次の伝送単位で送信を行う基地局を判定し、その判定した基地局の情報を送出制御回
路１１１に出力する。また、受信信号から分離されたＡＣＫ信号を検出し、その検出した
結果を送出制御回路１１１に出力する。また、受信信号から分離されたチェック信号を検
出し、その検出した結果を送出制御回路１１１に出力する。
【０１１１】
送出制御回路１１１では、判定した基地局の情報、ＡＣＫ信号があったかどうか、チェッ
ク信号を用いて、通信端末に送信するデータの送出の制御を行う。この送出制御について
、図９を用いて説明する。図９は、本発明の実施の形態２に係る高速パケット伝送システ
ムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図である。ここでは、説明を簡略化する
ために、再送による誤り訂正アルゴリズムはＧｏ　Ｂａｃｋ　Ｎ方式を採用し、基地局の
選択信号及び下り高速パケット信号並びにチェック信号が誤りなく伝送されていることと
する。また、ここでは、パケット番号が２個正しく受信できる毎に通信端末がチェック信
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号を送信することとする。なお、チェック信号を送信する間隔（パケット数）については
特に制限はない。図９において、破線は、上り回線におけるＡＣＫが基地局に正しく伝送
されないことを示す。また、太線は、通信端末による基地局選択の切り替えタイミング及
びその選択情報に基づいて１フレームの制御遅延を伴って下り回線の送信基地局が切り替
わるタイミングを示している。また、丸数字は、修正されたパケット番号を示す。
【０１１２】
図９において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたＢＴＳ１からフレーム１
～４においてパケット１～４を送信する。通信端末では、フレーム１においてパケット番
号１を受信し、パケット番号１に対するＡＣＫ信号を上り回線で送信する。
【０１１３】
このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ１には誤りなく到達したが、回線状態が悪いＢ
ＴＳ２には誤って到達したとする（図中左から１番目の破線）。ＢＴＳ２では、パケット
番号１に対するＡＣＫ信号を受信しなかったので、パケット番号１が届かなかったと判断
して、フレーム３ではもう一度パケット番号１を準備する。
【０１１４】
このとき、通信端末は、パケット番号１，２が正しく受信されたときに、次のフレーム３
でチェック信号（２）を送信する。ＢＴＳ２は、フレーム３においてチェック信号（２）
を受信することにより、パケット番号１，２が通信端末で受信されたことが認識できるの
で、次の伝送単位で送信するパケット番号を修正してフレーム４においてパケット番号４
とする。これにより、パケット番号を誤ったにも拘わらず、ＢＴＳ２において送信順序を
修正して、ＢＴＳ１とＢＴＳ２の送信における同期を取ることができる。
【０１１５】
通信端末がフレーム４～６においてＢＴＳ２を選択した場合、フレーム５～７においては
下りパケットはＢＴＳ２から送信されることになる。通信端末では、フレーム４において
パケット番号４を受信し、パケット番号４に対するＡＣＫ信号をフレーム５の上り回線で
送信する。このＡＣＫ信号は、回線状態の良いＢＴＳ２には誤りなく到達したが、回線状
態が悪いＢＴＳ１には誤って到達したとする（図中左から３番目の破線）。
【０１１６】
通信端末は、パケット番号３，４が正しく受信されたときに、チェック信号（４）をフレ
ーム５で送信する。ＢＴＳ１は、フレーム５においてチェック信号（４）を受信すること
により、パケット番号３，４が通信端末で受信されたことが認識できるので、本来ＡＣＫ
信号が受信できないために次の伝送単位フレーム６で送信するパケット番号を４とすると
ころを、このチェック信号により修正してフレーム６においてパケット番号６とすること
ができる。これにより、パケット番号を誤ったにも拘わらず、ＢＴＳ１において送信順序
を修正して、ＢＴＳ１とＢＴＳ２の送信における同期を取ることができる。
上記のような動作がフレーム７以降も行われるものとする。
【０１１７】
このように、基地局側では、ＡＣＫ信号が正しく受信されずに送信順序が乱れたとしても
、チェック信号により送信順序を修正することが可能となる。したがって、多少パケット
番号の重複は発生するものの、同期ずれからの復帰が可能になり、通信端末において一定
時間内で一定番号内のパケットの受信が可能となる。その結果、伝送遅延が小さくなりス
ループットを向上させることができる。
【０１１８】
本実施の形態では、パケットを２個正しく受信したときにチェック信号を上り回線で送信
する場合について説明しているが、複数フレームに１回の割合で、送信順序の同期を取る
ためのリセット区間を設けるようにしても良い。
【０１１９】
また、本実施の形態を実施の形態１と併用することにより、実施の形態１の方式において
パケット番号の伝送誤りによって発生する基地局間での送信順序の同期ずれを修復させる
ことも可能となる。
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【０１２０】
（実施の形態３）
本実施の形態では、通信端末と基地局との間で、無線でパケット番号やチェック信号など
の制御信号をやり取りすることなく、基地局間でパケット番号の送信順序の同期を取らせ
るように、基地局と制御局との間で伝送ルールを設定する場合について説明する。
【０１２１】
例えば、規定された複数フレーム間に制御局から伝送された全パケットの送信を終了させ
るように、基地局でのスケジュール管理に制約を設ける（基地局間で同期をとるための制
約を設ける）。極端な場合として、１パケット単位でしか制御局から基地局に伝送を行わ
ない。この制約条件の情報は、例えば図４及び図８に示す基地局装置のスケジューリング
回路１１２に入力される。そして、スケジューリング回路１１２は、制約条件の情報にし
たがって送信のスケジューリングを行う。
【０１２２】
この場合、１パケット単位は必ず同一基地局から送信することが前提となり、基地局は他
チャネルとの多重及び伝送レートの制御を行うことでスケジューリングを行う。１パケッ
ト単位の伝送が終了し、次のＢＴＳ選択信号を受信して次のパケットを伝送するときには
、新たに制御局から次のパケットが伝送される。
【０１２３】
これによれば、基地局間で送信順序がずれることはない。また、再送も新たな１パケット
単位として扱って制御局から基地局に伝送することにより、再送によるずれは生じない。
【０１２４】
本実施の形態の方式は、上記実施の形態１，２と組み合わせて実施することが可能である
。すなわち、上記実施の形態１，２における制御信号のやり取りを行うと同時に、上記伝
送ルールを導入することにより、より高い同期を実現することができる。
【０１２５】
本発明は上記実施の形態１～３に限定されず、種々変更して実施することが可能である。
例えば、上記実施の形態１～３では、２つの基地局を切り替える場合について説明してい
るが、本発明では、３つ以上の基地局を切り替える場合にも適用することができる。
【０１２６】
また、上記実施の形態１～３では、再送による誤り訂正アルゴリズムがＧｏ　Ｂａｃｋ　
Ｎ　ＡＲＱである場合について説明しているが、本発明においては、再送による誤り訂正
アルゴリズムが、Ｓｔｏｐ　ａｎｄ　Ｗａｉｔ　ＡＲＱ、Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｒｅｐｅ
ａｔ　ＡＲＱ、ハイブリッドＡＲＱなどであっても同様に適用することができる。
【０１２７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、サイトセレクションダイバーシチによる下り回線の
高速パケット伝送を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序
を管理するための情報、例えばＩＰパケット番号自体又は無線伝送用に新たに付与した番
号を制御信号に付与し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、基地局
間でのパケットの順序合せ（同期）を行うので、各基地局にスケジューリング機能を保有
させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。
【０１２８】
その結果、高速パケット伝送において、セルエッジや伝搬環境に応じてレートが低下する
ことを抑制し、伝送のスループットを上げ、かつ他局に与える干渉を抑圧して、チャネル
当りの高速伝送とシステム容量の増加を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の高速パケット伝送システムにおけるチャネル構成を説明するための図
【図２】本発明の高速パケット伝送システムにおけるチャネル構成を説明するための図
【図３】本発明の高速パケット伝送システムにおけるチャネル構成を説明するための図
【図４】本発明の実施の形態１に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構
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成を説明するためのブロック図
【図５】本発明の高速パケット伝送システムにおける通信端末装置の構成を説明するため
のブロック図
【図６】本発明の実施の形態１に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送
状態を説明するための図
【図７】本発明の実施の形態１に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送
状態を説明するための図
【図８】本発明の実施の形態２に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構
成を説明するためのブロック図
【図９】本発明の実施の形態２に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送
状態を説明するための図
【図１０】ソフトハンドオーバを説明するための図
【図１１】ハードハンドオーバを説明するための図
【図１２】従来の高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送状態を説明するため
の図
【符号の説明】
１０１，２０１　アンテナ
１０２，２０２　無線回路
１０３，２０３　同期回路
１０４，２０４　相関器
１０５，２０６　復調回路
１０６　分離回路
１０７　要求伝送レート判定回路
１０８　送信ＢＴＳ判定回路
１０９　ＡＣＫ検出回路
１１０　パケット番号検出回路
１１１　送出制御回路
１１２　スケジューリング回路
１１３　メモリ
１１４，２１１　変調回路
１１５，２１２　拡散回路
１１６　乗算器
１１７　加算器
２０５　伝送レート判定回路
２０７　誤り検出回路
２０８　判定回路
２０９　ＢＴＳ選択・要求レート決定回路
２１０　多重回路
３０１　チェック信号検出回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

(19) JP 3545682 B2 2004.7.21



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

(20) JP 3545682 B2 2004.7.21



【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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