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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号を基地局に無線伝送する移動局であって、
　くし歯形状のスペクトラムを有した信号を生成する生成部と、
　前記生成部において生成した信号を送信する送信部と
　を備え、
　前記生成部は、他セルからの干渉を低減するために、変更前である現在のくし歯の位置
を、他セルからの干渉が小さくなるような変更後の別のくし歯の位置へずらしながら、信
号を生成することを特徴とする移動局。
【請求項２】
　前記生成部は、前記送信部が信号を送信すべき基地局装置において決定されたガードイ
ンターバル長であって、かつセル構成、セル半径、セルにおけるマルチパス遅延の大きさ
、セル内のユーザ数、前記繰り返し数分のチップ繰り返しを行ったチップパターンの大き
さ、のうちの少なくとも１つをもとに決定されたガードインターバル長のガードインター
バルを挿入することを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　前記生成部は、
　入力されたシンボル系列に誤り訂正符号を適用することによって、チャネル符号化を実
行する誤り訂正符号化部と、
　前記誤り訂正符号化部においてチャネル符号化したシンボル系列を変調するデータ変調
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部と、
　前記データ変調部において変調した信号を所定の拡散率にて拡散することによって、拡
散されたチップ系列を生成する拡散部と、
　前記拡散部からの拡散されたチップ系列に対して、所定の繰返し数分のチップ繰返しを
実行することによって、くし歯形状のスペクトラムを有したチップパターンを生成するチ
ップ繰り返し部と
　を備え、
　前記誤り訂正符号化部は、希望電力に対し、他セルからの干渉電力が大きい場合、現在
の符号化率よりも、符号化率を小さくすることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項４】
　前記生成部は、
　入力されたシンボル系列に誤り訂正符号を適用することによって、チャネル符号化を実
行する誤り訂正符号化部と、
　前記誤り訂正符号化部においてチャネル符号化したシンボル系列を変調するデータ変調
部と、
　前記データ変調部において変調した信号を所定の拡散率にて拡散することによって、拡
散されたチップ系列を生成する拡散部と、
　前記拡散部からの拡散されたチップ系列に対して、所定の繰返し数分のチップ繰返しを
実行することによって、くし歯形状のスペクトラムを有したチップパターンを生成するチ
ップ繰り返し部と
　を備え、
　前記データ変調部は、希望電力に対し、他セルからの干渉電力が大きい場合、現在の変
調方式よりも１シンボル当たりの情報ビット数が少ない変調方式へ変更することを特徴と
する請求項１に記載の移動局。
【請求項５】
　前記生成部は、
　入力されたシンボル系列に誤り訂正符号を適用することによって、チャネル符号化を実
行する誤り訂正符号化部と、
　前記誤り訂正符号化部においてチャネル符号化したシンボル系列を変調するデータ変調
部と、
　前記データ変調部において変調した信号を所定の拡散率にて拡散することによって、拡
散されたチップ系列を生成する拡散部と、
　前記拡散部からの拡散されたチップ系列に対して、所定の繰返し数分のチップ繰返しを
実行することによって、くし歯形状のスペクトラムを有したチップパターンを生成するチ
ップ繰り返し部と
　を備え、
　前記拡散部は、希望電力に対して、他セルからの干渉電力が大きい場合、拡散率を現在
の値よりも大きくすることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項６】
　前記生成部は、
　入力されたシンボル系列に誤り訂正符号を適用することによって、チャネル符号化を実
行する誤り訂正符号化部と、
　前記誤り訂正符号化部においてチャネル符号化したシンボル系列を変調するデータ変調
部と、
　前記データ変調部において変調した信号を所定の拡散率にて拡散することによって、拡
散されたチップ系列を生成する拡散部と、
　前記拡散部からの拡散されたチップ系列に対して、所定の繰返し数分のチップ繰返しを
実行することによって、くし歯形状のスペクトラムを有したチップパターンを生成するチ
ップ繰り返し部と
　を備え、
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　前記チップ繰り返し部は、他セルと同一のチップ繰返し数を使用している場合、他セル
と同一のチップ繰返し数から異なるチップ繰返し数への変更を実行することを特徴とする
請求項１に記載の移動局。
【請求項７】
　前記生成部は、
　入力されたシンボル系列に誤り訂正符号を適用することによって、チャネル符号化を実
行する誤り訂正符号化部と、
　前記誤り訂正符号化部においてチャネル符号化したシンボル系列を変調するデータ変調
部と、
　前記データ変調部において変調した信号を所定の拡散率にて拡散することによって、拡
散されたチップ系列を生成する拡散部と、
　前記拡散部からの拡散されたチップ系列に対して、所定の繰返し数分のチップ繰返しを
実行することによって、くし歯形状のスペクトラムを有したチップパターンを生成するチ
ップ繰り返し部と
　を備え、
　前記チップ繰り返し部は、他セルと同一のチップ繰返し周期を使用している場合、他セ
ルと同一のチップ繰返し周期から異なるチップ繰返し周期への変更を実行することを特徴
とする請求項１に記載の移動局。
【請求項８】
　移動局からのくし歯形状のスペクトラムを有した信号を受信する受信部と、
　前記受信部において受信した信号に対する他セルからの干渉を低減するために、変更前
である現在のくし歯の位置を、他セルからの干渉が小さくなるような変更後の別のくし歯
の位置へずらすことを決定する決定部と、
　前記決定部における決定内容を前記移動局へ通知する通知部と、
　を備えることを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、拡散及びチップ繰返しを用いる基地局、移動局、無線通信システム、及び無
線伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＭＴ－２０００(International Mobile Telecommunication 2000)の次世代の移動通
信方式である第４世代移動通信方式の開発が進められている。第４世代移動通信方式では
、セルラシステムを始めとするマルチセル環境から、ホットスポットエリアや屋内などの
孤立セル環境までを柔軟にサポートし、更に双方のセル環境で周波数利用効率の増大を図
ることが望まれている。
【０００３】
　第４世代移動通信方式において移動局から基地局へのリンク（以下、「上りリンク」と
記す。）に適用される無線アクセス方式の候補として、セルラシステムに特に適するとい
う点から、直接拡散符号分割多元接続（ＤＳ－ＣＤＭＡ：Direct Sequence-Code Divisio
n Multiple Access）が有力である。直接拡散符号分割多元接続は、送信信号に拡散符号
を乗算することにより広帯域の信号に拡散して伝送するものである（例えば、非特許文献
１参照）。
【０００４】
　ＤＳ－ＣＤＭＡが、セルラシステムを始めとするマルチセル環境に適する理由を以下に
記載する。第１に、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Orthogonal Frequency Division Mu
ltiplexing）やマルチキャリアＣＤＭＡ（ＭＣ－ＣＤＭＡ：Multi-Carrier Code Divisio
n Multiple Access）などのように多数のサブキャリアを用いる無線アクセス方式と比較
して、ピーク電力対平均電力比を低く抑えることができる。したがって、移動局において
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重要な要求条件の１つである低消費電力化を実現し易い。
【０００５】
　第２に、上りリンクにおいては、個別パイロットチャネルを用いた同期検波復調による
所要送信電力の低減が有効であるが、パイロットチャネル電力が同一であると仮定すると
、ＤＳ－ＣＤＭＡは、ＯＦＤＭやＭＣ－ＣＤＭＡなどと比較して、キャリア当たりのパイ
ロットチャネル電力が大きい。したがって、高精度なチャネル推定を行うことができ、所
要送信電力を低く抑えることが可能となる。
【０００６】
　第３に、ＤＳ－ＣＤＭＡは、マルチセル環境では、同一周波数のキャリアを隣接セルで
使用しても、拡散により得られる拡散利得により、隣接セルからの干渉（以下、「他セル
干渉」と記す。）を低減できる。このため、利用可能な全周波数帯域を各セルに割り当て
る１セル周波数の繰返しを容易に実現することが可能である。したがって、利用可能な全
周波数帯域を分割し、それぞれ異なる周波数帯域を各セルに割り当てることで同一周波数
による他セル干渉の影響を低減するＴＤＭＡ（Time Division Multiple Access）と比較
して、周波数利用効率を増大することができる。
【０００７】
　しかしながら、ＤＳ－ＣＤＭＡはマルチセル環境に適した無線アクセス方式であること
から、以下に示す問題点が懸念される。すなわち、他セル干渉の影響が通常小さいホット
スポットエリアや屋内などの孤立セル環境では、拡散により他セル干渉を低減するメリッ
トは低い。このため、ＤＳ－ＣＤＭＡにおいてＴＤＭＡと同様の周波数利用効率を実現す
るためには、多数の信号を収容する必要がある。
【０００８】
　例えば、各移動局が拡散率ＳＦ（Spreading Factor）の拡散符号を送信信号に乗算して
伝送している場合には、情報伝送速度は１／拡散率となるので、ＴＤＭＡと同様の周波数
利用効率を実現するには、ＤＳ－ＣＤＭＡは、拡散率個分の移動局の信号を収容する必要
がある。ところが、実際の上りリンクにおける無線伝搬環境では、各移動局から基地局ま
での伝搬条件の相違（例えば、伝搬遅延時間、伝搬路の変動）に起因して、各移動局から
の信号が相互に干渉し合うマルチプルアクセス干渉（ＭＡＩ：Multiple Access Interfer
ence）の影響が支配的となる。その結果、上記拡散率で正規化された周波数利用効率が２
０％～３０％程度に低減される。
【０００９】
　一方で、上述したＭＡＩを低減可能な無線アクセス方式として、ＩＦＤＭＡ（Interlea
ved Frequency Division Multiple Access）が検討されている（例えば、非特許文献２参
照）。ＩＦＤＭＡは、情報シンボルにシンボル繰返しを適用することにより、一定のシン
ボルパターンが生成されるように並替えを行い、移動局固有の位相を送信信号に乗算して
伝送する。ＩＦＤＭＡでは、一定のシンボルパターンの生成、及び移動局固有の位相の乗
算を行うことで、各移動局からの信号は周波数軸上で相互に重なり合わない様に配置され
るので、ＭＡＩが低減される。
【００１０】
　また、こうしたＭＡＩを低減し、周波数利用効率を向上させる別の方法として、送信タ
イミング制御の検討がなされている（例えば、非特許文献３参照）。図３１は、上りリン
クに送信タイミング制御を適用した場合と適用しない場合の従来技術によるタイムチャー
トを示す図である。同図（ａ）が示すように、送信タイミング制御を適用しない場合には
、各移動局２１０～２３０から送信された信号は、基地局１１０までの伝搬遅延時間の違
いにより、基地局１１０での各移動局２１０～２３０の受信タイミングは一致しない。そ
こで、送信タイミング制御では、各移動局２１０～２３０から送信された信号が基地局１
１０で同一のタイミングで受信されるように、各移動局２１０～２３０の送信タイミング
を制御する。こうした送信タイミング制御を行うことにより、各移動局２１０～２３０か
らの信号が、基地局１１０で同一のタイミングで受信される（同図（ｂ）参照）。このと
き、拡散符号に直交符号を用いていれば、そのタイミングでの異なる移動局間の受信信号
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はお互いに直交し、マルチプルアクセス干渉（ＭＡＩ）が低減される。これにより、周波
数利用効率を向上させることが可能となる。
【００１１】
　また、マルチパス干渉の影響を受けた受信信号に対して、受信部の信号処理によりマル
チパス干渉を抑圧する技術の検討もなされている。例えば、図３２に示されるマルチパス
干渉キャンセラ（例えば、非特許文献４参照）、図３３に示されるチップ等化器（例えば
、非特許文献５参照）、および図３４に示される周波数領域の等化器（例えば、非特許文
献６参照）が代表的な例である。
【００１２】
　図３２に示すマルチパス干渉キャンセラでは、マルチパス干渉を引き起こす信号成分を
マルチパス干渉信号推定部３５１で推定して生成（以下、マルチパス干渉レプリカ）し、
マルチパス干渉信号除去部３５２において、上記推定したマルチパス干渉レプリカを受信
信号から減算する。これにより、マルチパス干渉の影響を低減した受信信号を再生するこ
とができる。
【００１３】
　図３３に示すチップ等化器では、受信信号が伝搬路で受けた変動量を表すチャネル行列
をチャネル行列生成部３６１にて生成し、その行列からマルチパス干渉を低減する重み係
数を重み係数推定部３６２で導出し、チップ等化部３６３において上記重み係数と受信信
号を乗算する（この操作をチップ等化という）。これにより、マルチパス干渉の影響が低
減される。
【００１４】
　図３４に示す周波数領域の等化器では、受信信号を時間・周波数変換部３７１により周
波数領域の信号に変換した後、マルチパス干渉を低減する重み係数を重み係数推定部３７
２で導出し、その重み係数を周波数領域等化部３７３において周波数領域の受信信号に乗
算してから、周波数・時間変換部３７４により時間領域への変換を行う。このような操作
を行うことで、マルチパス干渉の影響を低減することが可能となっている。
【非特許文献１】H.Atarashi, S.Abeta, and M.Sawahashi, "Broadband packet wireless
 access appropriate for high-speed and high-capacity throughput," IEEE VTC2001-S
pring, pp.566-570. May 2001
【非特許文献２】M.Schnell, I.Broek, and U.Sorger, "A promising new wideband mult
iple-access scheme for future mobile communication systems," European Trans, on 
Telecommun(ETT), vol.10, no.4, pp.417-427, July/Aug 1999
【非特許文献３】Een-Kee Hong, Seung-Hoon Hwang and Keum-Chan Whang, "Synchronous
 transmission technique for the reverse link in DS-CDMA terrestrial mobile syste
ms, " pp.1632-1635, vol.46, no.11, IEEE Trans. on Commun., Nov., 1999
【非特許文献４】Kenichi Higuchi, Akihiro Fujiwara and Mamoru Sawahashi, "Multipa
th Interference Canceller for High- Speed Packet Transmission With Adaptive Modu
lation and Coding Scheme in W-CDMA Forward Link," IEEE Selected Area Communicati
ons, Vol 20, No.2, Feb. 2002
【非特許文献５】A. Klein, "Data detection algorithms specially designed for the 
downlink of CDMA mobile radio systems", in Proc. IEEE VTC'97, pp. 203- 207, May 
1997
【非特許文献６】D. Falconer, SL Ariyavisitakul, A. Benyamin-Seeyar and B. Eidson
, "Frequency domain equalization for single-carrier broadband wireless systems",
 IEEE Commun. Mag., vol. 40, no. 4, pp. 58-66, Apr. 2002
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【００１６】
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　ＩＦＤＭＡには拡散利得がないため、マルチセル環境では、ＴＤＭＡと同様に、利用可
能な全周波数帯域を分割して異なる周波数帯域を各セルに割り当てる必要がある。したが
って、かかる無線アクセス方式を採っても、マルチセル環境及び孤立セル環境の双方のセ
ル環境において周波数使用効率の増大を図ることは困難である問題があった。周波数使用
効率の増大は、各セルで基地局に収容可能な移動局数を増加させ、リンクの大容量化を実
現する。
【００１７】
　また、無線通信システムの中の個別要素技術であり、実際に無線通信システムを構築す
る上では、全体的な構成とあわせて、基地局や移動局の具体的な構成についても検討する
ことが必要であり、かつこれらの個別要素技術の具体的な制御方法についても検討する必
要がある。ところが、現状では、上記の点について充分な検討がなされていない問題があ
った。
【００１８】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたもので、その課題とするところは、マ
ルチセル環境での周波数使用効率を改善することができる移動局および基地局を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記課題を解決するため、本発明の移動局は、
　信号を基地局に無線伝送する移動局であって、
　くし歯形状のスペクトラムを有した信号を生成する生成部と、
　前記生成部において生成した信号を送信する送信部と
　を備え、
　前記生成部は、他セルからの干渉を低減するために、変更前である現在のくし歯の位置
を、他セルからの干渉が小さくなるような変更後の別のくし歯の位置へずらしながら、信
号を生成する。
【００２０】
　また、本発明にかかる基地局は、
　移動局からのくし歯形状のスペクトラムを有した信号を受信する受信部と、
　前記受信部において受信した信号に対する他セルからの干渉を低減するために、変更前
である現在のくし歯の位置を、他セルからの干渉が小さくなるような変更後の別のくし歯
の位置へずらすことを決定する決定部と、
　前記決定部における決定内容を前記移動局へ通知する通知部と、
　を備える。

【発明の効果】
【００２９】
　本発明の実施例によれば、マルチセル環境での周波数使用効率を改善することができる
移動局および基地局を実現できる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００３１】
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い
、繰り返しの説明は省略する。
【００３２】
　まず、本発明の実施例にかかる無線通信システムの構成を、図１を参照して説明する。
【００３３】
　本実施例にかかる無線通信システムは、様々な異なる環境、例えばマルチセル環境、孤
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立セル環境、ホットスポットエリア、屋内オフィスなどにおいて、ＶＳＣＲＦ－ＣＤＭＡ
(Variable Spreading and Chip Repetition Factors-CDMA)を用いることにより、同一無
線インタフェースを用いつつ、拡散率、チップ繰り返しファクタを適応的に変更、制御す
ることにより、システムスループットを改善するものである。
【００３４】
　本実施例にかかる無線通信システム１は、移動局１０と基地局１００とを備える。移動
局１０は、拡散符号を乗算して拡散された信号を基地局１００に無線伝送する。移動局１
０は、誤り訂正符号化部１０－１と、誤り訂正符号化部１０－１と接続されたデータ変調
部１０－２と、データ変調部１０－２と接続された乗算器１０－４と、乗算器１０－４と
接続された拡散符号生成部１０－３及び乗算器１０－６と、乗算器１０－６と接続された
スクランブルコード生成部１０－５及びチップ繰り返し部１０－７と、チップ繰り返し部
１０－７と接続された乗算器１０－９と、乗算器１０－９と接続された位相系列生成部１
０－８とを備える。
【００３５】
　シンボル系列が誤り訂正符号化部１０－１に入力される。誤り訂正符号化部１０－１で
は、入力されたシンボル系列、例えば２値の情報系列に、例えばターボ符号、畳み込み符
号などの誤り訂正符号が適用されチャネル符号化が行われ、チャネル符号化されたシンボ
ル系列はデータ変調部１０－２に入力される。データ変調部１０－２では、チャネル符号
化されたシンボル系列の変調が行われ、変調された信号が乗算器１０－４に入力される。
拡散符号生成部１０－３は、基地局１００から通知された拡散率に基づいて、拡散符号を
生成し、乗算部１０－４に入力する。
【００３６】
　乗算部１０－４は、変調された信号と拡散符号とを合成し、その合成信号を乗算部１０
－６に入力する。乗算部１０－６は、入力された合成信号とスクランブルコード生成部１
０－５において生成されたスクランブルコードとを合成することにより拡散されたチップ
系列を生成し、このチップ系列をチップ繰り返し部１０－７に入力する。
【００３７】
　チップ繰り返し部１０－７は、拡散されたチップ系列に対して、所定の繰返し数分のチ
ップ繰返しを行うことにより、一定のチップパターンを生成し、乗算部１０－９に入力す
る。乗算部１０－９は、入力されたチップパターンと位相系列生成部１０－８により生成
された移動局固有の位相系列とを合成し、チップ繰り返し後の系列として出力する。
【００３８】
　次に、図２を参照して、本発明にかかる移動局１０の主要な動作を説明する。まず、図
２（ａ）に示す様に、変調された送信信号としてのシンボル系列（ａ１，ａ２，…）に拡
散符号生成部１０－３で生成した拡散符号、例えば拡散率拡散率＝２の拡散符号が乗算部
１０－４で乗算され、さらにスクランブルコード生成部１０－５で生成したスクランブル
コードが乗算部１０－６で乗算され、拡散後のチップ系列“ａ１,１”，“ａ１,２”，“
ａ２,１”，“ａ２,２”，…が生成する（ステップＳ２１）。
【００３９】
　次いで、チップ繰返し部１０－７により、拡散後のチップ系列に対して、例えば繰返し
数ＣＲＦ＝４のチップ繰返しが適用される（ステップＳ２２）。ここで、上記チップ繰返
し数はChip Repetition Factorの略である。
【００４０】
　次に、所定のチップ繰り返しが適用された信号に移動局固有の位相が乗算される（ステ
ップＳ２３）。移動局固有の位相が乗算されたチップ系列は、周波数軸上で、図２（ｂ）
に示すような周波数スペクトラムを示す。当該チップ系列は一定のチップパターンを有す
る信号であるので、その周波数スペクトラムはくしの歯形状のスペクトラムとなる。
【００４１】
　また、乗算器１０－９により、一定のチップパターンを有する信号に、位相系列生成部
１０－８で生成された移動局１０固有の位相が乗算されると、くしの歯形状のスペクトラ
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ムが存在する位置はシフトする。このため、移動局１０の周波数スペクトラムと別の移動
局２００（図１参照）の周波数スペクトラムとは、相互に重なることはない。
【００４２】
　したがって、複数の移動局１０、２００が同一の基地局１００に同時に接続した場合で
あっても、各移動局の周波数スペクトラムは周波数軸上で直交することになり、お互いの
送信信号の干渉を低減できる。このとき、各移動局１０、２００からの送信信号の基地局
１００における受信タイミングが同一であれば、各移動局の周波数スペクトラムは周波数
軸上で完全に直交する。
【００４３】
　このように、本発明の実施例にかかる無線通信システム１によれば、移動局１０は、チ
ップ繰返しと位相乗算を行うことで、他の移動局（例えば移動局２００）の周波数スペク
トラムと周波数軸上で直交する周波数スペクトラムを有する送信信号を生成することがで
きる。したがって、複数の移動局が基地局１００に同時に接続する上りリンクにおいて、
送信信号の干渉を低減し、リンク容量を増大することが可能となる。
【００４４】
　次に、本実施例にかかる基地局１００について説明する。
【００４５】
　本実施例にかかる基地局１００は、図３に示すように、移動局１０，２００が在圏する
セルの構成を示す情報、セル内に在圏している移動局の数を示す情報、移動局の所要の情
報レート、トラヒックのタイプを示す情報、移動局の無線パラメータの情報、伝搬路状況
を示す情報、及び周辺セルからの干渉を示す情報のうち少なくとも１つの情報に基づいて
、各移動局の物理チャネルに対する拡散率及びチップ繰り返し数を決定する拡散率・チッ
プ繰り返し数決定部と、ユーザ固有の位相を決定する位相決定部と、この拡散率・チップ
繰り返し数決定部及び位相決定部と接続され、決定された拡散率、チップ繰り返し数及び
ユーザ固有の位相を移動局１０、２００に通知する通知部とを備える。
【００４６】
　次に、本実施例にかかる無線通信システムの動作について、図３を参照して説明する。
【００４７】
　まず、基地局１００は移動局１０，２００が在圏するセルの構成を示す情報、セル内に
在圏している移動局の数を示す情報、移動局の所要の情報レート、トラヒックのタイプを
示す情報、移動局の無線パラメータの情報、伝搬路状況を示す情報、及び周辺セルからの
干渉を示す情報のうち少なくとも１つの情報を収集し、チップ繰返し数、拡散率及びユー
ザ固有の位相を決定する（ステップＳ３０１）。次に基地局１００は、決定されたチップ
繰返し数、拡散率及びユーザ固有の位相を移動局１０に通知する（ステップＳ３０２）。
【００４８】
　基地局１００からチップ繰返し数、拡散率及びユーザ固有の位相を通知された移動局１
０は、通知されたチップ繰返し数、拡散率及びユーザ固有の位相の値を復号し（ステップ
Ｓ３０３）、復号したチップ繰返し数、拡散率及びユーザ固有の位相に基づいて送信信号
を生成する（ステップＳ３０４）。次に移動局１０は、生成した送信信号を基地局１００
に送信する（ステップＳ３０５）。基地局１００は、移動局１０から送信された信号を受
信する（ステップＳ３０６）。
【００４９】
　本実施例にかかる無線通信システムでは、マルチセル環境への適用に伴い、基地局１０
０は隣接の同一周波数を用いるセルからの干渉に基づいて拡散率及びチップ繰り返し数及
びユーザ固有の位相のうち少なくとも１つを決定する。
【００５０】
　基地局１００では、上述した情報に関して、セル構成に関する情報としてセルラシステ
ム、ホットスポット、屋内環境などの情報が収集され、セル内ユーザ数に関する情報とし
てマルチプルアクセス干渉などの情報が収集され、各ユーザのトラヒックタイプとしてＲ
Ｔ(Real Time)、ＮＲＴ(Non-Real Time)の情報が収集され、無線パラメータとしてＱＰＳ
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Ｋ(Quadrature Phase Shift Keying)、１６ＱＡＭ(Quadrature Amplitude Modulation)な
どのデータ変調、チャネル符号化率などの情報が収集され、伝搬路状況として各ユーザの
マルチパス数、遅延スプレッド、ドップラ周波数などの情報が収集される。
【００５１】
　これらの情報を収集するために、基地局１００は、予約パケットから、セル内に在圏し
ている移動局の数を示す情報、移動局の所要の情報レート、トラヒックのタイプを示す情
報、移動局の無線パラメータの情報のうち少なくとも１つを収集する情報収集部、伝搬路
状況、及び周辺セルからの干渉を測定する伝搬路状況測定部を備える。
【００５２】
　次に、拡散率・チップ繰り返し数の適用方法について説明する。
【００５３】
　チップ繰り返しファクタの適用の有無を、セル構成に応じて決定するようにしてもよい
。例えば、図４（ａ）に示すように、拡散率・チップ繰り返し数決定部は、チップ繰り返
しファクタを、他セルからの干渉が小さい孤立セル環境で適用し、マルチセル環境におい
ては適用しない（チップ繰り返し数＝１）ように制御する。
【００５４】
　まず、セル構成に基づいて、チップ繰り返しファクタを制御する場合の動作を、図４（
ｂ）を参照して説明する。
【００５５】
　基地局１００においてセル構成を認識する（ステップＳ４１１）。次に、認識の結果、
セル構成が孤立セル、ホットスポット、屋内などであるか否かを判断する（ステップＳ４
１２）。セル構成が孤立セル、ホットスポット、屋内などである場合には（ステップＳ４
１２：Ｙｅｓ）、チップ繰り返しを適用する（ステップＳ４１４）。一方、セル構成が孤
立セル、ホットスポット、屋内などでない場合には（ステップＳ４１２：Ｎｏ）、チップ
繰り返しを適用しない（ステップＳ４１３）。
【００５６】
　次に、他セル干渉電力に基づいて、チップ繰り返しファクタを制御する場合について、
図４（ｃ）を参照して説明する。
【００５７】
　基地局１００において他セル干渉電力を測定する（ステップＳ４２１）。次に、測定の
結果、他セル干渉電力が任意のしきい値より小さいか否かを判断する（ステップＳ４２２
）。他セル干渉電力が任意のしきい値より小さい場合には（ステップＳ４２２：Ｙｅｓ）
、チップ繰り返しを適用する（ステップＳ４２４）。一方、他セル干渉電力が任意のしき
い値より小さくない場合には（ステップＳ４２２：Ｎｏ）、チップ繰り返しを適用しない
（ステップＳ４２３）。
【００５８】
　次に、移動局１０の拡散符号生成部１０－３に対して行われる拡散率の制御、チップ繰
り返し部１０－７に対して行われるチップ繰返し数の制御範囲（単位）について、図５及
び図６を参照して説明する。
【００５９】
　マルチセル環境における、チップ繰返し数、拡散率の制御に関して、セルラシステム全
体で同一の制御を行う場合（図５（ａ））、複数の基地局を単位として同一の制御を行う
場合（図５（ｂ））、１つの基地局を単位として同一の制御を行う場合（図５（ｃ））、
１つのセクタを単位として同一の制御を行う場合（図６（ａ））、マルチビームにおける
１つのビームを単位として同一の制御を行う場合（図６（ｂ））があるがどの単位を用い
て、チップ繰返し数、拡散率の制御を行うようにしてもよい。マルチビームとは、基地局
で複数アンテナによる指向性を持ったビームを意味する。但し、セルラシステム全体で同
一の制御を行うことにより、粗い制御となるため制御が容易にでき、１つのビームを単位
として同一の制御を行うことにより、きめ細やかな制御ができるため、システム容量を大
きくすることができる。
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【００６０】
　例えば、１セル毎で独立にチップ繰り返し数を制御する場合に、あるセルではチップ繰
返し数について物理チャネル毎に独立した制御を行い、あるセルではアクセスユーザ数、
即ちアクセスしている移動局の数によらずセル固有の例えばチップ繰返し数＝４とし、あ
るセルでは同時アクセスユーザ数に応じてチップ繰返し数を制御、例えば同時アクセスユ
ーザ数が８である場合にチップ繰返し数＝８とする制御を行う。
【００６１】
　次に、拡散率及びチップ繰り返し数の決定方法について説明する。
【００６２】
　セル内のユーザ数、同時アクセスユーザ数、高速情報レートのユーザ数に基づいて拡散
率及びチップ繰り返し数を決定する場合について説明する。ここで、ユーザ数と同時アク
セスユーザ数との違いは、前者はセル内に在圏するユーザ数であり、通信をしていない移
動局を含み、後者はセル内で実際に通信を行っているユーザ数を示す。この場合、ユーザ
数が多いほどチップ繰返し数の値を大きくする。このようにすることにより、セル内のユ
ーザ同士の干渉を低減することができるため、高品質な通信が可能となる。また、ユーザ
数が少ないほど拡散率の値を大きくする。このようにすることにより、マルチパス干渉を
低減することができるため、高品質な通信が可能となる。
【００６３】
　次に、セル内の同時アクセスユーザ数に基づいて拡散率及びチップ繰り返し数を決定す
る場合について説明する。この場合、チップ繰返し数をセル内の同時アクセスユーザ数以
上の値にする。このようにすることにより、同時にアクセスしているユーザを周波数領域
で直交化することができるため、ユーザ同士の干渉を低減できる。
【００６４】
　次に、セル内の同時にアクセスする高速情報レートのユーザ数に基づいて拡散率及びチ
ップ繰り返し数を決定する場合について説明する。この場合、チップ繰返し数をセル内の
同時にアクセスする高速情報レートのユーザ数以上の値にする。このようにすることによ
り、同時にアクセスしている干渉電力の大きなユーザを周波数領域で直交化することがで
きるため、ユーザ間干渉の大きなユーザ同士の干渉を低減できる。
【００６５】
　次に、マルチパス数に基づいて拡散率及びチップ繰り返し数を決定する場合について説
明する。この場合、マルチパス数が大きい程拡散率を大きくする。このようにすることに
より、マルチパス数が多い場合にはマルチパス干渉の影響が顕著となるため、拡散率の値
を大きくすることによりマルチパス干渉に耐性を持たせることができる。また、マルチパ
ス数が小さい程チップ繰返し数を大きくする。このようにすることにより、マルチパス数
が少ない場合にはチップ繰り返しによるユーザ間の周波数領域の直交化を優先する。
【００６６】
　次に、隣接セルからの干渉に基づいて拡散率及びチップ繰り返し数を決定する場合につ
いて説明する。この場合、隣接セルからの干渉が大きいほど、チップ繰返し数及び拡散率
の値を大きくする。このようにすることにより、隣接セルからの干渉の影響を抑圧するこ
とができる。
【００６７】
　次に、各物理チャネルにおけるチップ繰り返しファクタの制御方法の詳細について、図
７、図８を参照して説明する。
【００６８】
　まず、複数のアクセスユーザ毎、或いは複数の物理チャネル毎で共通（同一のチップ繰
り返し数を用いる）の制御を行う場合について説明する。図７（ａ）に示すように、例え
ばチップ繰り返し数が４である場合、周波数軸上での無線リソースの割当が各グループ内
の全物理チャネル間で共通となる。このため、複数の物理チャネルより形成される各グル
ープ内で、各物理チャネルの周波数軸上での無線リソースの配分が均等、即ちチップ繰り
返し数分の１となる。
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【００６９】
　次に、物理チャネル毎で独立の制御を行う場合について説明する。図８（ａ）に示すよ
うに、チップ繰り返し数が、Ａについては２、Ｂについては４、Ｃ、Ｄについては８であ
る場合、周波数軸上での無線リソースの割当が物理チャネル間で可変となる。このため、
各物理チャネルにおけるチップ繰り返し数の違いにより周波数軸上での無線リソースの配
分が可能となる。
【００７０】
　次に、各物理チャネルにおけるチップ繰り返しファクタの制御方法について、図７（ｂ
）、図８（ｂ）を参照して説明する。
【００７１】
　まず、基地局１００又は無線制御局（図示なし）において、チップ繰り返し数について
独立して制御を行う範囲を決定する（ステップＳ７０１）。次に、基地局１００又は無線
制御局において、各物理チャネルについて物理チャネルの種類、情報レート、トラヒック
、ユーザ情報などにより、１又は複数のグループにマッピングする（ステップＳ７０２）
。次に、各グループで、同一のチップ繰り返し数をグループ内の全物理チャネルに割り当
てるか否かを判断する（ステップＳ７０３）。
【００７２】
　各グループで、同一のチップ繰り返し数をグループ内の全物理チャネルに割り当てる場
合（ステップＳ７０３：Ｙｅｓ）、各グループで同一のチップ繰り返し数を割り当てる（
ステップＳ７０４）。一方、各グループで、同一のチップ繰り返し数をグループ内の全物
理チャネルに割り当てない場合（ステップＳ７０３：Ｎｏ）には、図８（ｂ）に示すよう
に、基地局１００又は無線制御局において、各グループ内の物理チャネル間で所要情報レ
ートが大きい順にランキングする（ステップＳ８０１）。次に、各グループ内の物理チャ
ネル間で（Ｑ×チップ繰返し数）を一定（Ｑを変化）とするか否かを判断する（ステップ
Ｓ８０２）。
【００７３】
　各グループ内の物理チャネル間で（Ｑ×チップ繰返し数）を一定（Ｑを変化）とする場
合（ステップＳ８０２：Ｙｅｓ）、情報レートの大きいチャネル程チップ繰返し数を小さ
く（Ｑを大きく）する（ステップＳ８０３）。このようにすることにより、グループ内の
全物理チャネル間で周波数軸上での直交性を保つことができる。
【００７４】
　一方、各グループ内の物理チャネル間で（Ｑ×チップ繰返し数）を一定（Ｑを変化）と
しない場合（ステップＳ８０２：Ｎｏ）、情報レートの大きいチャネル程チップ繰返し数
を小さく（Ｑは一定）する（ステップＳ８０４）。即ち、グループにおいて、情報レート
が大きいチャネルは周波数軸上での直交性を保てるが、情報レートが小さいチャネルは周
波数軸上での直交性を保てないため、情報レートが小さいチャネルの拡散率を大きくする
。
【００７５】
　また、上述した各物理チャネルにおけるチップ繰り返しファクタの制御方法のステップ
Ｓ７０４において、図９（ｃ）に示すように、基地局１００又は無線制御局が各グループ
において制御範囲内で固有とするチップ繰り返し数をグループ内の全物理チャネルに割り
当てる（ステップＳ９０１）ようにしてもよい。
【００７６】
　例えば、所定の範囲におけるチップ繰り返し数の固有の値が８である場合には、図９（
ａ）に示すように、所定の範囲内の全同時アクセスユーザ数が２、４、８に対して、チッ
プ繰り返し数が８、８、８となる。これらのチップ繰り返し数は、各グループ内の全物理
チャネル間で同一とする。この場合、アクセスユーザ数がチップ繰り返し数よりも小さい
場合、１ユーザ内で周波数多重を行う。
【００７７】
　また、所定の範囲における、チップ繰り返し数の固有の値が２である場合には、図９（
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ｂ）に示すように、所定の範囲内の全同時アクセスユーザ数が２、４、８に対して、チッ
プ繰り返し数が２、２、２となる。これらのチップ繰り返し数は、各グループ内の全物理
チャネル間で同一とする。この場合、アクセスユーザ数がチップ繰り返し数よりも大きい
場合、異なるユーザ間でコード多重を行う。
【００７８】
　また、上述した各物理チャネルにおけるチップ繰り返しファクタの制御方法のステップ
Ｓ７０４において、図１０（ｂ）に示すように、基地局１００又は無線制御局において、
移動局１０、２００からの予約パケット、例えばトラヒック種別（ＲＴ、ＮＲＴ）、デー
タ量の情報などに基づいて、制御範囲内で同時アクセスする全ユーザ数を決定し（ステッ
プＳ１００１）、同時アクセスする全ユーザ数に対応するチップ繰り返し数をグループ内
の全物理チャネルに割り当てる（ステップＳ１００２）ようにしてもよい。
【００７９】
　例えば、図１０（ａ）に示すように、所定の範囲内の全同時アクセスユーザ数が２、４
、８に対して、チップ繰り返し数を２、４、８とする。これらのチップ繰り返し数は、各
グループ内の全物理チャネル間で同一とする。
【００８０】
　また、上述した各物理チャネルにおけるチップ繰り返しファクタの制御方法のステップ
Ｓ７０４において、図１１（ｂ）に示すように基地局１００又は無線制御局において、移
動局１０、２００からの予約パケット、例えばトラヒック種別（ＲＴ、ＮＲＴ）、データ
量の情報などに基づいて、制御範囲内で同時アクセスする全ユーザ数及び高速情報レート
を送信するユーザ数を決定し（ステップＳ１１０１）、同時アクセスする高速レートユー
ザ数に対応するチップ繰り返し数をグループ内の全物理チャネルに割り当てる（ステップ
Ｓ１１０２）ようにしてもよい。
【００８１】
　例えば、図１１（ａ）に示すように、所定の範囲内の全同時アクセスユーザ数が２、４
、４、８、８に対して、所定の範囲内の高速レートアクセスユーザ数を２、２、４、４、
８、チップ繰り返し数を２、２、４、４、８とする。これらのチップ繰り返し数は、各グ
ループ内の全物理チャネル間で同一とする。この場合、同時アクセスユーザ数、或いは高
速レートとなる全物理チャネル数に応じた制御を行う。
【００８２】
　またこの場合、例えば図１２に示すように、全ユーザ数８人の内、高速レートユーザ数
が４人（ユーザＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄに対応）、低速ユーザ数が４人（ユーザＥ，Ｆ，Ｇ，Ｈに
対応）である場合、チップ繰り返し数を８から４に変更する。このようにすることにより
、高速レートユーザのレートを２倍にすることができ、低速レートユーザと高速レートユ
ーザをコード多重することができ、無線リソースの無駄を無くすことができる。
【００８３】
　また、上述した各物理チャネルにおけるチップ繰り返しファクタの制御方法のステップ
Ｓ７０４において、図１３（ｂ）に示すように、基地局１００又は無線制御局において、
移動局１０、２００からの予約パケット、例えばトラヒック種別（ＲＴ、ＮＲＴ）、デー
タ量の情報などに基づいて、制御範囲内で同時アクセスする全ユーザ数を決定し（ステッ
プＳ１３０１）、同時アクセスする全ユーザ数より大きなチップ繰り返し数をグループ内
の全物理チャネル割当（ステップＳ１３０２）、同時アクセスするユーザ間で所要の情報
レートが大きい順にランキングし（ステップＳ１３０３）、情報レートが大きい程、１ユ
ーザ内周波数多重数を大きくする（ステップ１３０４）ようにしてもよい。
【００８４】
　例えば、図１３（ａ）に示すように、所定の範囲内の全同時アクセスユーザ数が２、４
、８に対して、チップ繰り返し数を４、８、１６とする。これらのチップ繰り返し数は、
各グループ内の全物理チャネル間で同一とする。この場合、チップ繰り返し数を同時アク
セスユーザ数の２倍とする。このようにすることにより、１ユーザ内周波数多重と組み合
わせることにより、各ユーザの周波数軸上での無線リソースを可変にできる。
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【００８５】
　またこの場合、例えば図１４に示すように、全ユーザ数８人の内、高速レートユーザ数
が４人（ユーザＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄに対応）、低速ユーザ数が４人（ユーザＥ，Ｆ，Ｇ，Ｈに
対応）である場合、チップ繰り返し数を同時アクセスユーザ数の２倍に変更する。このよ
うにすることにより、くしの歯の間隔を細かくでき、１ユーザ内で周波数多重することで
、無線リソースの無駄を無くすことができる。
【００８６】
　次に、各物理チャネルにおける拡散率及びコード多重数を、各物理チャネルで独立に制
御する方法について説明する。基地局１００の拡散率・チップ繰り返し数決定部は、チッ
プ繰り返し数、ガードインターバル長、ユーザ固有の位相系列の決定後、各物理チャネル
における拡散率及びコード多重数を、各物理チャネルで独立に所要の情報レートを満たす
ように制御する。
【００８７】
　図１５（ｂ）に示すように、各ユーザ（各物理チャネル）のチップ繰返し数が決定され
（ステップＳ１５０１）、各ユーザ（各物理チャネル）のガード区間が決定され（ステッ
プＳ１５０２）、各ユーザ（各物理チャネル）のユーザ固有の位相が決定される（ステッ
プＳ１５０３）。
【００８８】
　一方、基地局１００又は無線制御局において移動局１０、２００からの予約パケット、
例えばトラヒック種別（ＲＴ、ＮＲＴ）、データ量の情報などに基づいて、各物理チャネ
ルの所要情報レートが測定される（ステップＳ１５０４）。
【００８９】
　次に、基地局１００又は無線制御局において、決定されたチップ繰返し数、ガード区間
を考慮し、各物理チャネルで所要の情報レートを満たす拡散率及びコード多重数が決定さ
れる（ステップＳ１５０５）。
【００９０】
　次に、各物理チャネルにおいて、情報レートや受信品質に応じて変調方式、チャネル符
号率が決定される（ステップＳ１５０６）。
【００９１】
　ここで、ステップＳ１５０５において決定される拡散率は、例えば図１５（ａ）に示す
ように、情報レートが高い場合には小さい値、情報レートが低い場合には大きい値が決定
される。また、チップ繰り返しを用いない場合の所要の情報レートを満たす拡散率をＳＦ

ＤＳとすると、チップ繰り返しを用いる場合の所要の情報レートを満たす拡散率ＳＦＶＳ

ＣＲＦはＳＦＶＳＣＲＦ＝ＳＦＤＳ／チップ繰返し数となる。但し、ガード区間がない場
合である。
【００９２】
　次に、各物理チャネルにおける拡散率及びコード多重数を、各物理チャネルで独立に任
意の受信Ｅｂ／Ｉ０、あるいは受信ＳＩＲ（ＩはＮ雑音を含む）において所要の受信品質
、例えばパケット誤り率を満たすように制御する方法について説明する。基地局１００の
拡散率・チップ繰り返し数決定部は、チップ繰り返し数、ガードインターバル長、ユーザ
固有の位相系列の決定後、各物理チャネルで独立に任意の受信Ｅｂ／Ｉ０、あるいは受信
ＳＩＲ（ＩはＮ雑音を含む）において所要の受信品質、例えばパケット誤り率を満たすよ
うに拡散率及びコード多重数を決定する。
【００９３】
　図１６（ｂ）に示すように、各ユーザ（各物理チャネル）のチップ繰返し数が決定され
（ステップＳ１６０１）、各ユーザ（各物理チャネル）のガード区間が決定され（ステッ
プＳ１６０２）、各ユーザ（各物理チャネル）のユーザ固有の位相が決定される（ステッ
プＳ１６０３）。
【００９４】
　一方、基地局１００において、希望波受信信号電力伝搬路状況、他セル干渉電力などが
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チップ繰返し数個のくしの歯スペクトラム毎で測定される（ステップＳ１６０４）。
【００９５】
　次に、基地局１００又は無線制御局において、測定されたＥｂ／Ｉ０に基づき、各物理
チャネルで所要の受信品質を満たす拡散率及びコード多重数が決定される（ステップＳ１
６０５）。
【００９６】
　次に、各物理チャネルにおいて、情報レートや受信品質に応じて変調方式、チャネル符
号率が決定される（ステップＳ１６０６）。ここで、ステップＳ１３０５において決定さ
れる拡散率は、例えば図１６（ａ）に示すように、干渉電力が小さい場合には小さい値、
干渉電力が大きい場合には大きい値が決定される。また、拡散率及びコード多重数を例え
ば各ユーザのマルチパス数、遅延スプレッド、ドップラ周波数などの伝搬路状況、他セル
干渉電力により予め作成されたテーブルにより決定するようにしてもよい。
【００９７】
　また、図１７（ａ）に示すように、情報レートに応じて、拡散率のみでなく変調方式、
チャネル符号化率も併せて制御するようにしてもよい。この場合、情報レートが高い場合
には、拡散率としては小さい値、変調方式として１６ＱＡＭ、符号化率としては大きい値
に制御し、情報レートが低い場合には、拡散率としては大きい値、変調方式としてＱＰＳ
Ｋ、符号化率としては小さい値に制御する。
【００９８】
　また、図１７（ｂ）に示すように、所要の品質例えば干渉電力に応じて、拡散率のみで
なく変調方式、チャネル符号化率も併せて制御するようにしてもよい。この場合、干渉電
力が小さい場合には、拡散率としては小さい値、変調方式として１６ＱＡＭ、符号化率と
しては大きい値に制御し、干渉電力が大きい場合には、拡散率としては大きい値、変調方
式としてＱＰＳＫ、符号化率としては小さい値に制御する。
【００９９】
　次に、移動局１０、２００固有の位相を、１ユーザ当たり複数割り当てる、即ち各物理
チャネルに割り当てることで１ユーザ内で周波数多重を行う場合について説明する。
【０１００】
　図１８に示すように、移動局１０の位相系列生成部１０－８は、移動局固有の位相を１
ユーザ当たり複数割り当て、各チャネル（チャネルＡ、チャネルＢ）の位相系列乗算後の
系列に対して周波数多重を行う。
【０１０１】
　次に、隣接セルの干渉を低減する制御について、図１９、図２０を参照して説明する。
【０１０２】
　まず、隣接セルの干渉を低減するために、くしの歯の配置を変える制御について、図１
９を参照して説明する。移動局１０の位相系列生成部１０－８は、任意のくしの歯におい
て、自セルの希望電力に対し隣接セルからの干渉電力が大きい場合、干渉電力が小さいく
しの歯に配置を変えるように制御される。
【０１０３】
　例えば、自セルのくしの歯に空きがある場合には干渉局から近いユーザＡのくしの歯の
配置を干渉電力の小さい空いたくしの歯の位置にずらす。また、自セルのくしの歯に空き
がない場合には干渉局から近いユーザＡのくしの歯の配置を干渉電力が小さいユーザＢの
くしの歯の配置と変更することにより、干渉局からの干渉を抑圧する。
【０１０４】
　このように、移動局固有の位相について、隣接セルのくしの歯と重ならないように制御
することで、チップ繰返しによる直交化の効果により同一周波数を用いる隣接セルからの
干渉を低減できる。さらに、異なるセル間の（セル端）ユーザ同士が大きな電力を送信し
、お互いが干渉し合うのを防ぎ、自セルにおいて干渉を低減するだけでなく、他セルへの
干渉を低減することができる。
【０１０５】
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　次に、隣接セルの干渉を低減するために、チップ繰返し数の値を変更する制御について
、図２０を参照して説明する。移動局１０のチップ繰り返し部１０－７は、隣接セルと同
一のチップ繰返し数から異なるチップ繰返し数を用いるように制御される。例えば、チッ
プ繰返し数を４から２に変更する。このようにすることにより、隣接するセル間で、くし
の歯の最も強めあう周波数位置をすらすことができ、干渉の影響を低減できる。
【０１０６】
　次に、隣接セルの干渉を低減するために、拡散率値を変更する制御について説明する。
移動局１０の拡散符号生成部１０－３は、任意のくしの歯において、自セルの希望電力に
対し、隣接セルからの干渉電力が大きい場合、拡散率を大きくする。このようにすること
により、情報レートを下げることができるため、拡散利得を大きくでき、隣接セルからの
干渉を低減できる。
【０１０７】
　次に、隣接セルの干渉を低減するために、Ｑ値を変更する制御について説明する。チッ
プ繰り返し部１０－７は、隣接セルと同一のＱである場合、異なるＱを用いるように制御
される。このようにすることにより、隣接セル間で、くしの歯の最も強め合う周波数位置
をずらすことで、干渉の影響を低減できる。
【０１０８】
　次に、隣接セルの干渉を低減するために、データ変調方式を変更する制御について説明
する。データ変調部１０－２は、任意のくしの歯において、自セルの希望電力に対し、隣
接セルからの干渉電力が大きい場合、１シンボル当たりの情報ビット数が少ない変調方式
（ＱＰＳＫ変調方式など）を用いるように制御される。このようにすることにより、情報
レートを下げ、干渉に強いデータ変調方式を用いることで、隣接セルからの干渉の影響を
低減できる。
【０１０９】
　次に、隣接セルの干渉を低減するために、誤り訂正符号化率を変更する制御について説
明する。誤り訂正符号化部１０－１は、任意のくしの歯において、自セルの希望電力に対
し、隣接セルからの干渉電力が大きい場合、符号化率を小さくするように制御される。こ
のようにすることにより、情報レートを下げ、干渉に強い符号化率を用いることで、隣接
セルからの干渉の影響を低減できる。
【０１１０】
　上述した隣接セルからの干渉を低減する制御においては、基地局において測定された隣
接セルからの干渉の測定結果に基づいて、くしの歯の配置を変える、チップ繰返し数の値
を変更する、拡散率の値を変更する、Ｑの値を変更する、データ変調方式を変更する、誤
り訂正符号化の符号化率を変更する場合に説明したが、これらの少なくとも２つを組み合
わせて制御するようにしてもよい。
【０１１１】
　次に、隣接するセル同士において、セル端、即ちセル周縁の領域に在圏する大きな電力
を送信するユーザ同士が同一の移動局固有の位相系列を用いないように制御する場合につ
いて、図２１を参照して説明する。
【０１１２】
　図２１（ａ）に示すように、チップ繰返し数決定後、移動局固有の位相を各ユーザに割
り当てる（ステップＳ２１０１）。この場合、ランダムに割り当てるようにしてもよいし
、基地局からの距離に基づいて割り当てるようにしてもよい。
【０１１３】
　次に、隣接セルにセル端に在圏する干渉ユーザの情報、例えば位相などを通知する（ス
テップＳ２１０２）。一方、干渉ユーザの情報を通知されたか否かを判断する（ステップ
Ｓ２１０３）。
【０１１４】
　干渉ユーザの情報を通知された場合には（ステップＳ２１０３：Ｙｅｓ）、通知された
位相を用いる移動局について基地局に近い移動局と位相系列を交換する。この場合、最も
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干渉電力が大きい位相を最も基地局に近い移動局に割り当てる。一方、干渉ユーザの情報
を通知されない場合には（ステップＳ２１０３：Ｎｏ）、移動局固有の位相系列は変更し
ない。
【０１１５】
　例えば、図２１（ｂ）に示すように、干渉ユーザの属する基地局は、セル端ユーザの情
報、例えば位相、電力、位置などを、影響を与える隣接セルに通知する（１）。通知され
た方の基地局では、その位相を基地局から近い移動局に割り当てる（２）。このようにす
ることにより、異なるセル間のセル端ユーザ同士が大きな電力を送信し、お互いが干渉し
合うのを防ぎ、自セルにおいて干渉を低減するだけでなく他セル干渉を低減する。
【０１１６】
　ここで、隣接セルの干渉の測定方法について説明する。
(a) 上りリンク個別パイロットチャネルを用いる場合
 個別パイロットチャネルにより、自セル内全ユーザにおける全ての受信パスの電力を求
め，全受信電力から差し引く。
(b) 任意のくしの歯を用いるユーザのみの上りリンク個別パイロットチャネルを用いる場
合
個別パイロットチャネルにより、自セル内任意のくしの歯ユーザにおける全ての受信パス
の電力を求め、受信信号のくしの歯間を直交化した後の信号の全電力から差し引く。
(c) 任意のくしの歯を用いるユーザのみの上りリンク個別パイロットチャネルを用いる場
合
個別パイロットチャネルにより、自セル内任意のくしの歯ユーザにおける全ての受信パス
の電力を求め、くしの歯間を直交化した後のパイロットシンボルの分散から差し引く。
(d) 上りリンク共通パイロットチャネルを用いる場合
セル固有の共通パイロットチャネルを逆拡散（スライディング相関）することで他セル干
渉信号を求める。
【０１１７】
　以上の測定方法のうちどの方法を用いて隣接セルの干渉を測定してもよい。
【０１１８】
　次に、各くしの歯における他セル干渉を測定することにより、自立分散的に他セル干渉
が小さい位相に各くしの歯を移動させる場合について、図２２を参照して説明する。
【０１１９】
　基地局１００の拡散率・チップ繰り返し数及び移動局固有の位相系列決定部は、他セル
干渉に基づいて、移動局固有の位相系列を交換する制御を行う。
【０１２０】
　まず、チップ繰返し数を決定後、チップ繰返し数個のくしの歯毎に他セル干渉電力が測
定される（ステップＳ２２０１）。次に、各くしの歯で、他セル干渉電力が任意のしきい
値より大きいか否かが判断される（ステップＳ２２０２）。
【０１２１】
　各くしの歯で、他セル干渉電力が任意のしきい値より大きくない場合（ステップＳ２２
０２：Ｎｏ）、移動局固有の位相系列について変更を行わない（ステップＳ２２０３）。
一方、各くしの歯で、他セル干渉電力が任意のしきい値より大きい場合（ステップＳ２２
０２：Ｙｅｓ）、しきい値より小さいユーザに低速レートユーザ（未使用のくしの歯を含
む）が存在するか否かが判断される（ステップＳ２２０４）。
【０１２２】
　しきい値より小さいユーザに低速レートユーザ（未使用のくしの歯を含む）が存在する
場合（ステップＳ２２０４：Ｙｅｓ）、移動局固有の位相系列について、低速レートユー
ザの位相（未使用のくしの歯を含む）を使用、或いは、割り当てる位相を交換する（ステ
ップＳ２２０５）。一方、しきい値より小さいユーザに低速レートユーザ（未使用のくし
の歯を含む）が存在しない場合（ステップＳ２２０４：Ｎｏ）、自移動局より、基地局に
近いユーザがいるか否かが判断される（ステップＳ２２０６）。
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【０１２３】
　自移動局より、基地局に近いユーザがいる場合（ステップＳ２２０６：Ｙｅｓ）、移動
局固有の位相系列について基地局に近いユーザの位相と交換する（ステップＳ２２０７）
。一方、自移動局より、基地局に近いユーザがいない場合（ステップＳ２２０６：Ｎｏ）
、移動局固有の位相系列について交換を行わない。（ステップＳ２２０８）。この場合、
拡散による制御により低速レート化、或いは送信をストップする。
【０１２４】
　このようにすることにより、各希望ユーザ（移動局）にとって他セルからの干渉が大き
い位相系列を選択しないよう、他セル干渉が小さい位相系列を選択するようにできる。
【０１２５】
　この場合、移動局固有の位相系列を制御するため、基地局間でチップ繰返し数の値、各
位相系列におけるくしの歯ユーザにおける送信電力、位相情報などを通知するようにして
もよい。また、基地局において、各々の位相系列における他セルからの干渉電力を測定す
るようにしてもよい。この場合、他セル干渉は、基地局間で通知されたチップ繰返し数、
各くしの歯ユーザにおける送信電力、位置情報などに基づいて測定するようにしてもよい
し、セル固有のスクランブルコードを用いた共通パイロットチャネルを用い、例えばセル
毎の遅延プロファイルを作成する測定法により測定するようにしてもよい。
【０１２６】
　次に、本実施例にかかる無線通信システムにおいて、様々な情報レートを有する複数の
ユーザ（移動局）を収容する場合について説明する。
【０１２７】
　同時にアクセスするユーザ間でチップ繰り返しの値（ＣＲＦ）を同一とする場合につい
て説明する。この場合、各ユーザの情報レートは拡散率、コード多重数、データ変調方式
及び符号化率のうち少なくとも１つで調節する。
【０１２８】
　例えば、図２３に示すように、全ユーザに対してチップ繰返し数＝２の場合、例えばｕ
ｓｅｒＡ、ｕｓｅｒＢのチップ繰返し数として２が用いられた場合、各ユーザの周波数軸
上の割当は全体の１／２ずつとなる。また、全ユーザに対してチップ繰返し数＝４の場合
、例えばｕｓｅｒＡ、ｕｓｅｒＢ、ｕｓｅｒＣ、ｕｓｅｒＤのチップ繰返し数として４が
用いられた場合、各ユーザの周波数軸上の割当は全体の１／４ずつとなる。
【０１２９】
　次に、同時にアクセスするユーザ間で異なる値のチップ繰り返しの値（ＣＲＦ）を用い
る場合について説明する。この場合、各ユーザの情報レートはチップ繰り返し数、拡散率
、コード多重数、データ変調方式、符号化率のうち少なくとも１つで調節する。
【０１３０】
　例えば、図２４に示すように、各ユーザに対して異なるチップ繰返し数、例えばｕｓｅ
ｒＡに対して２、ｕｓｅｒＢに対して４、ｕｓｅｒＣに対して８、ｕｓｅｒＤに対して８
が用いられた場合、各ユーザの周波数軸上の割当は、ｕｓｅｒＡが全体の１／２、ｕｓｅ
ｒＢが全体の１／４、ｕｓｅｒＣが全体の１／８、ｕｓｅｒＤが全体の１／８となる。
【０１３１】
　次に、同時にアクセスするユーザ数よりも大きいチップ繰り返しの値を用いる場合につ
いて説明する。この場合、各ユーザの情報レートはチップ繰り返し数、用いるくしの歯の
セットの数、拡散率、コード多重数、データ変調方式、符号化率のうち少なくとも１つで
調節する。
【０１３２】
　例えば、図２５に示すように、同時アクセスユーザ数が４で、全ユーザがチップ繰返し
数＝８を用い、くしの歯セットの数を各ユーザで異なる値とした場合、例えば、各ユーザ
に対するくしの歯セットの数をｕｓｅｒＡに対して４、ｕｓｅｒＢに対して２、ｕｓｅｒ
Ｃに対して１、ｕｓｅｒＤに対して１が用いられた場合、各ユーザの周波数軸上の割当は
、ｕｓｅｒＡが全体の１／２、ｕｓｅｒＢが全体の１／４、ｕｓｅｒＣが全体の１／８、
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ｕｓｅｒＤが全体の１／８となる。
【０１３３】
　次に、本発明の実施例にかかる無線通信システムの移動局１０のスクランブルコード生
成部１０－５について説明する。図２６に示すように、スクランブルコード生成部１０－
５では、基地局１００から通知される制御情報に基づいて、セル固有のスクランブルコー
ドあるいはユーザ固有のスクランブルコードが選択される。スクランブルコードを適用す
ることにより、他セル干渉をランダム化、即ち周波数軸上で平滑化することができる。
【０１３４】
　次に、ガードインターバルについて説明する。ここでは、ガードインターバル長がセル
構成、セル半径に応じて決定される場合について説明する。この場合、セル半径が小さい
ほどガードインターバル長は小さくされる。異なるユーザの最大遅延波がガードインター
バル内に収まる場合には、周波数領域のユーザ間の直交化が完全に保たれる。そのため、
セル半径が大きい場合にはガード区間を大きくし、セル半径が小さい場合にはガード区間
を小さくする。但し、ガード区間を小さくする場合にはガード区間がない場合も含む。
【０１３５】
　例えば、図２７（ａ）に示すように、セル半径が小さい場合には遅延スプレッドも小さ
くなるため、ガード区間を小さくする。また、セル半径が大きい場合には遅延スプレッド
も大きくなるため、ガード区間を大きくする。
【０１３６】
　次に、ガードインターバルを設ける方法について、図２７（ｂ）を参照して説明する。
【０１３７】
　まず、基地局１００又は無線制御局は、自セルのセル半径を認識する（ステップＳ２７
０１）。次に、予め作成されたテーブルにより、セル半径に対応するガードインターバル
長を一定の繰り返しパターン（Ｑ×チップ繰返し数）毎に全アクセスユーザに均一に設け
る（ステップＳ２７０２）。
【０１３８】
　次に、ガードインターバル長が一定の繰り返しパターンの大きさに応じて決定される場
合について説明する。この場合、一定の繰返しパターンが小さいほど、ガードインターバ
ル長は小さくされる。
【０１３９】
　例えば、図２８（ａ）に示すように、一定の繰り返しパターン（チップ繰返し数×Ｑ）
が小さい程、ガード挿入によるフレーム効率の劣化が大きいため、ガード区間長を小さく
し、一定の繰り返しパターン（チップ繰返し数×Ｑ）が大きい程、ガード挿入によるフレ
ーム効率の劣化が小さいため、ガード区間長を大きくする。但し、ガード区間を小さくす
る場合にはガード区間がない場合も含む。
【０１４０】
　次に、ガードインターバルを設ける方法について、図２８（ｂ）を参照して説明する。
【０１４１】
　まず、基地局において、各ユーザのＱ及びチップ繰返し数を決定する（ステップＳ２８
０１）。次に、予め作成されたテーブルにより、一定の繰り返しパターン（Ｑ×チップ繰
返し数）の大きさに対応するガードインターバル長を一定の繰り返しパターン（Ｑ×チッ
プ繰返し数）毎に全アクセスユーザに均一に設ける（ステップＳ２８０２）。
【０１４２】
　次に、ガードインターバル長が一定の繰り返しパターンの大きさに応じて決定される場
合について説明する。この場合、一定の繰り返しパターンが小さい程、ガードインターバ
ル長は大きくされる。
【０１４３】
　例えば、図２９（ａ）に示すように、一定の繰り返しパターン（チップ繰返し数×Ｑ）
が大きい程、周波数軸上での直交性の崩れの影響が小さいため、ガード区間長を小さくし
、一定の繰り返しパターン（チップ繰返し数×Ｑ）が小さい程、周波数軸上での直交性の
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崩れの影響が大きいため、ガード区間長を大きくする。但し、ガード区間を小さくする場
合にはガード区間がない場合も含む。
【０１４４】
　次に、ガードインターバルを設ける方法について、図２９（ｂ）を参照して説明する。
【０１４５】
　まず、基地局において、各ユーザのＱ及びチップ繰返し数を決定する（ステップＳ２９
０１）。次に、予め作成されたテーブルにより、一定の繰り返しパターン（Ｑ×チップ繰
返し数）の大きさに対応するガードインターバル長を一定の繰り返しパターン（Ｑ×チッ
プ繰返し数）毎に全アクセスユーザに均一に設ける（ステップＳ２９０２）。
【０１４６】
　上述の他、ガードインターバル長を、（ａ）セルによるマルチパスの遅延時間の大きさ
、（ｂ）セル内のユーザ数、（ｃ）チップ繰り返し数の値、（ｄ）データ変調方式、チャ
ネル符号化率に基づいて決定するようにしてもよい。
【０１４７】
　（ａ）については、マルチパスの遅延時間が大きいほど、ガードインターバルの大きさ
を大きくする。このようにすることにより、大きなマルチパス遅延によるブロック間干渉
、マルチプルアクセス干渉を低減できる。
【０１４８】
　（ｂ）については、セル内のユーザ数が大きいほど、ガードインターバルの大きさを大
きくする。このようにすることにより、多ユーザによるマルチプルアクセス干渉を低減で
きる。
【０１４９】
　（ｃ）については、チップ繰り返し数が小さい程、ガードインターバルの大きさを大き
くする。このようにすることにより、一定のチップパターン長が短くなるため、相対的な
遅延が大きく見えることによる周波数軸上での直交性の崩れを低減できる。また、チップ
繰り返し数が大きい程、ガードインターバルの大きさを大きくする。このようにすること
により、ガードインターバルの挿入によるフレーム効率の劣化を低減できる。
【０１５０】
　（ｄ）については、多値変調、例えば１６ＱＡＭなどが使用された場合に、チャネル符
号化率が大きい程、ガードインターバルの大きさを大きくする。このようにすることによ
り、干渉に弱い、変調方式とチャネル符号化率の組み合わせを用いる場合に、ガードイン
ターバルにより干渉の低減ができる。
【０１５１】
　次に、上述したガードインターバルについて、一定の繰り返しパターン毎にガードイン
ターバルを挿入する例を説明する。
【０１５２】
　図３０に示すように、一定の繰り返しパターン毎にガードインターバルを挿入すること
により、マルチプルアクセス干渉を低減することができ、さらに一定繰り返しパターンの
ブロック間における干渉の低減を図ることができる。
【０１５３】
　本実施例にかかる無線通信システムによれば、様々な異なる環境、例えばマルチセル環
境において、ＶＳＣＲＦ－ＣＤＭＡ(Variable Spreading and Chip Repetition Factors-
CDMA)を用いることにより、同一インタフェースを用いつつ、拡散率、チップ繰り返しフ
ァクタを適応的に変更、制御することにより、システムスループットを改善できる。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　本発明にかかる基地局、移動局及び無線通信システム並びに無線伝送方法は、マルチセ
ル環境における無線通信システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
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【図１】本発明の実施例にかかる無線通信システムの構成を説明するためのブロック図で
ある。
【図２】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける移動局の主要動作を示す図で
あり、（ａ）は位相系列乗算後の系列の生成過程を説明するための説明図、（ｂ）は移動
局が送信する信号の周波数スペクトラムの一例を説明するための説明図である。
【図３】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図である
。
【図４】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するため
の説明図であり、（ａ）はチップ繰り返しファクタの適用を説明するための説明図、（ｂ
）はセル構成に基づいて、チップ繰り返しファクタを適用する場合の動作を示すフローチ
ャート、（ｃ）は他セル干渉電力に基づいて、チップ繰り返しファクタを適用する場合の
動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であり
、（ａ）はセルラシステムで同一の制御を行う場合の説明図、（ｂ）は複数の基地局を単
位として制御を行う場合の説明図、（ｃ）は１つの基地局を単位として制御する場合の説
明図である。
【図６】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であり
、（ａ）は１つのセクタを単位として制御を行う場合の説明図、（ｂ）は１つのビームを
単位として制御を行う場合の説明図である。
【図７】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するため
の説明図であり、（ａ）はチップ繰り返しファクタの制御を行う範囲を説明するための説
明図であり、（ｂ）はチップ繰り返しファクタの制御を行う範囲を決定する場合の動作を
示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するため
の説明図であり、（ａ）はチップ繰り返しファクタの制御を行う範囲を説明するための説
明図であり、（ｂ）はチップ繰り返しファクタの制御を行う範囲を決定する場合の動作を
示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するため
の説明図であり、（ａ）、（ｂ）はチップ繰り返し数を説明するための説明図であり、（
ｃ）はチップ繰り返し数を割り当てる場合の動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）はチップ繰り返し数を説明するための説明図であり、（ｂ）は
チップ繰り返し数を割り当てる場合の動作を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）はチップ繰り返し数を説明するための説明図であり、（ｂ）は
チップ繰り返し数を割り当てる場合の動作を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図である。
【図１３】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）はチップ繰り返し数を説明するための説明図であり、（ｂ）は
チップ繰り返し数を割り当てる場合の動作を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図である。
【図１５】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）は拡散率を説明するための説明図であり、（ｂ）は拡散率を決
定する場合の動作を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）は拡散率を説明するための説明図であり、（ｂ）は拡散率を決
定する場合の動作を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
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めの説明図であり、（ａ）、（ｂ）は拡散率、変調方式、符号化率を説明するための説明
図である。
【図１８】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であ
る。
【図１９】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であ
る。
【図２０】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であ
る。
【図２１】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）は位相系列を制御する場合の動作を示すフローチャートであり
、（ｂ）は、位相系列の制御を説明するための説明図である。
【図２２】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するためのフローチャ
ートである。
【図２３】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であ
る。
【図２４】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であ
る。
【図２５】本発明の実施例にかかる無線通信システムの動作を説明するための説明図であ
る。
【図２６】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける移動局の動作を説明するた
めの説明図である。
【図２７】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）はガードインターバル長の制御を説明するための説明図であり
、（ｂ）はガードインターバル長を制御する場合の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図２８】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）はガードインターバル長の制御を説明するための説明図であり
、（ｂ）はガードインターバル長を制御する場合の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図２９】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図であり、（ａ）はガードインターバル長の制御を説明するための説明図であり
、（ｂ）はガードインターバル長を制御する場合の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図３０】本発明の実施例にかかる無線通信システムにおける基地局の動作を説明するた
めの説明図である。
【図３１】上りリンクに送信タイミング制御を適用した場合と適用しない場合の従来技術
によるタイムチャートを示す説明図である。
【図３２】従来のマルチパス干渉キャンセラの構成例を示すブロック図である。
【図３３】従来のチップ等化器の構成例を示すブロック図である。
【図３４】従来の周波数領域の等化器の構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１５６】
１０、２００　移動局
１００　基地局
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