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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信局と受信局との間の伝搬路状態に応じて変調パラメータを変更し、データ伝送量に
応じてマルチコード数を変更して伝送する適応型変調伝送システムに於いて、
　前記送信局は、送信データを前記変調パラメータに従って変調する信号変調部と、前記
マルチコード数に従ってコード多重化を行うコード多重部と、要求伝送情報量に従って前
記マルチコード数を選択するコード多重制御部と、前記変調パラメータと前記マルチコー
ド数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲を定める閾値を、前記変調パラメータと前記
マルチコード数との複数の組合せに対してそれぞれ異なる値として複数設定し、前記伝搬
路品質の情報と前記閾値とを比較した結果に基づいて前記変調パラメータと前記マルチコ
ード数との組合せを選択して前記信号変調部に前記変調パラメータを加える適応変調制御
部とを備えた
　ことを特徴とする適応型変調伝送システム。
【請求項２】
　前記受信局は、該受信局と前記送信局との間の伝搬路品質を測定する測定部と、該測定
部により測定した伝搬路品質の情報を前記送信局へ通知する手段とを備え、前記送信局は
、要求伝送情報量に従って前記マルチコード数を選択するコード多重制御部と、前記変調
パラメータと前記マルチコード数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲を定める閾値を
、前記変調パラメータと前記マルチコード数とに対してそれぞれ設定し、前記伝搬路品質
の情報と前記閾値とを比較した結果に基づいて前記変調パラメータと前記マルチコード数
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との組合せを選択して前記信号変調部に前記変調パラメータを加える適応変調制御部とを
備えたことを特徴とする請求項１記載の適応型変調伝送システム。
【請求項３】
　前記送信局の適応変調制御部は、前記変調パラメータと前記マルチコード数との複数の
組合せの中から、要求伝送情報量を維持できる組合せをグループとし、該グループの中の
組合せを切替える閾値を設定し、該閾値と前記伝搬路品質の情報との比較結果に基づいて
前記グループの中の変調パラメータとマルチコード数との組合せを選択する構成を有する
ことを特徴とする請求項１又は２記載の適応型変調伝送システム。
【請求項４】
　送信局と受信局との間の伝搬路状態に応じて変調パラメータを変更し、データ伝送量に
応じてマルチコード数を変更して伝送する適応型変調制御方法に於いて、
　前記変調パラメータと前記マルチコード数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲を定
める閾値を、前記変調パラメータと前記マルチコード数との複数の組合せに対してそれぞ
れ異なる値として設定し、前記伝搬路品質の情報と前記閾値とを比較した結果に基づいて
前記変調パラメータと前記マルチコード数との組合せを選択し、選択した該組合せによる
前記変調パラメータに従って送信データを変調し、且つ選択した前記マルチコード数に従
ってコード多重化を行う過程を含む
　ことを特徴とする適応型変調制御方法。
【請求項５】
　前記受信局に於いて測定した伝搬路品質の情報を前記送信局へ通知し、該送信局は、前
記変調パラメータと前記マルチコード数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲を定める
閾値を、前記変調パラメータと前記マルチコード数とに対してそれぞれ設定し、前記受信
局からの前記伝搬路品質の情報と前記閾値とを比較した結果に基づいて前記変調パラメー
タと前記マルチコード数との組合せを選択して、該組合せによる前記変調パラメータに従
って送信データを変調し、且つ前記マルチコード数に従ってコード多重化を行う過程を含
むことを特徴とする請求項４記載の適応型変調制御方法。
【請求項６】
　前記伝搬路品質の情報とスループットとに対応した複数の前記変調パラメータと前記マ
ルチコード数との組合せの中の要求伝送情報量を維持できる前記変調パラメータと前記マ
ルチコード数との組合せをグループとし、該グループの中の前記変調パラメータと前記マ
ルチコード数との組合せを、前記伝搬路品質の情報と前記閾値とを比較して選択する過程
を含むことを特徴とする請求項４又は５記載の適応型変調制御方法。
【請求項７】
　前記変調パラメータと前記マルチコード数との組合せによるグループを複数種類設定し
、要求伝送情報量に従ったグループを選択し、該グループに対する閾値と前記伝搬路品質
の情報とを比較して該グループ内の変調パラメータとマルチコード数との組合せを選択す
る過程を含むことを特徴とする請求項４又は５記載の適応型変調制御方法。
【請求項８】
　前記変調パラメータと前記マルチコード数との組合せによるグループを複数種類設定し
、システムから通知される干渉量又は許容伝送情報量に従ったグループを選択し、該グル
ープに対する閾値と前記伝搬路品質の情報とを比較して該グループ内の変調パラメータと
マルチコード数との組合せを選択する過程を含むことを特徴とする請求項４又は５記載の
適応型変調制御方法。
【請求項９】
　変調パラメータとマルチコード数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲を定める閾値
を設定し、且つ該閾値による前記伝搬路品質の範囲内に補助閾値を設定し、該補助閾値を
前記伝搬路品質の情報が超えた時に送信電力を変更することなくマルチコード数を増加し
て変調する過程を含むことを特徴とする請求項４又は５記載の適応型変調制御方法。
【請求項１０】
　スループットが最も高くなる変調パラメータとマルチコード数との組合せのグループを
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設定し、該グループの変調パラメータとマルチコード数の組合せを適用する前記伝搬路品
質の情報の範囲を定める閾値を設定し、前記伝搬路品質の情報と前記閾値とを比較して送
信電力を一定の状態として前記変調パラメータと前記マルチコード数との組合せを選択す
る過程を含むことを特徴とする請求項４又は５記載の適応型変調制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、変調方式を示す変調パラメータと多重度を示すマルチコード数との組合せを、
伝搬路状態やユーザの要求等に対して、最適な伝送制御が可能となる適応型変調伝送シス
テム及び適応型変調制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動通信システムに於いては、各種の要求伝送品質や要求伝送レートに従って効率良く通
信を行うことが要望されている。このような要望に対しては、パケット伝送方式が適して
いる。又移動通信システムに於ける基地局から各移動端末に対する下り回線については、
大容量データを効率良く伝送することが要望されており、パケット伝送方式は、必要時の
みパケットによりデータを送信し、又チャネルを複数のユーザが共有できる利点があるか
ら、無線リソースを有効に利用することができる。
【０００３】
又更に効率良くデータ伝送を行う為に、適応変調，スケジューラ，再送等の手段を適用す
ることができる。又無線伝搬路は、時々刻々と伝搬路状態が変化するから、それに合わせ
た送信手段を用いることが望ましいことになる。一例としては、送信電力を制御する手段
が知られている。例えば、伝搬路状態が悪い場合には送信電力を増加して、受信局側に於
ける受信品質を或るレベルに保証する手段がある。その場合、他の受信局や隣接するセル
に対する干渉特性が変化する。又送信電力を一定として、変調パラメータ（変調方式，符
号化率，拡散率等）を伝搬路状態に合わせて変更する手段がある。これは、適応変調方式
又は適応変復調方式と称されている。
【０００４】
又送信データは、一般には、各種の多値変調方式により変調され、又誤り訂正符号化され
ている。変調多値数が多い程、又誤り訂正符号による符号化率が大きい程、伝送情報量が
多くなる。その反面、伝送誤りに対する耐性が劣化する。そこで、伝搬路状態が良い場合
に、変調多値数を多くし、符号化率を大きくすることにより、伝送情報量を増加して、伝
送スループットを高くする。反対に、伝搬路状態が悪い場合、変調多値数を少なくし、符
号化率を小さくすることにより、伝送情報量を少なくし、伝送誤り率の上昇を防止するこ
とができる。
【０００５】
又適応変調方式に於いては、伝搬路状態に合わせてデータ送信を行うもので、送信時の伝
搬路状態を識別することが必要となる。例えば、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｄｕｐｌｅｘ）システムでは、上下回線の周波数が同一であるから、上下回線の伝搬路状
態は同一と見做すことができる。この為、例えば、基地局に於いて、移動局からの信号を
用いて伝搬路品質（上り回線品質）を測定し、この品質値を伝搬路品質（下り回線品質）
とすることができる。
【０００６】
又ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）システムでは、上下
回線の周波数が異なるから、上下回線の伝搬路状態は異なることになる。そこで、移動局
に於いて測定した伝搬路品質を基地局へ通知し、基地局に於いて上下回線の伝搬路品質を
認識する手段が知られている。その場合、移動局に於ける伝搬路品質測定時間と基地局へ
の通知時間等の時間遅延が生じるから、測定伝搬路品質と、現伝搬路品質とが必ずしも一
致しないことになる。この為、過去の伝搬路品質情報を基に、現伝搬路品質を予測する手
段も提案されている。このような測定された伝搬路品質を基に、最適な変調パラメータを
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割り当てることが考えられている。
【０００７】
変調パラメータとしては、変調多値数と符号化率が一般的であるが、符号分割多重アクセ
ス方式（ＣＤＭＡ：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ＭｕｌｔｉｐｌｅＡｃｃｅｓｓ）等の
データを拡散処理して伝送するシステムに於いては、拡散率（プロセスゲインとも称され
ている）を変調パラメータとすることができる。このように、伝搬路の状態に合わせて変
調パラメータを変更することにより、伝搬路状態に適合したデータ送信が可能となり、そ
の結果、伝送誤り率の改善が可能となって、効率の良い伝送が可能となる（例えば、特許
文献１又は非特許文献１参照）。
【０００８】
又送信伝送量を増加させる手段として、１ユーザに対して複数のチャネルを割当てる手段
が知られている。例えば、複数の周波数チャネルを割当てる手段や、複数の符号チャネル
を割当てる手段がある。符号分割多重アクセス方式に於いては、１ユーザに対して、複数
の符号（コード）チャネルを割当てるマルチコード伝送が一般的である。このマルチコー
ド伝送は、２コードを使用することにより、伝送量を２倍とすることができる。この場合
、使用するコードに直交符号を用いることにより、コード間の直交性が得られて、コード
間の干渉を無くすことができる。又コード多重を行う場合、送信電力はコード多重数分増
加する。例えば、２コード使用時に、送信電力は、１コード使用時の２倍となる。
【０００９】
【特許文献１】
特開平１１－２９８３６９号公報
【非特許文献１】
Ｓ．Ｐａｒｋｕａｌｌ　他著「Ｔｈｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ＷＣＤＭＡ　Ｔｏｗ
ａｒｄ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ａｃ
ｃｅｓｓ」ＩＥＥＥ　ＶＴＣ２００１－Ｓｐｒｉｎｇ
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
伝搬路状態に応じて変調パラメータを変更して送信する適応変調方式に於いて、更に送信
マルチコード数を適応的に組合せることにより、一層柔軟な伝送量として送信することが
可能となる。しかし、実際にマルチコード変調伝送を行う場合、マルチコードに対して直
交符号を適用しても、伝搬路上に於ける例えばマルチパスの存在により、コード間の直交
性が崩れてコード間の干渉が生じることがある。
【００１１】
このように、マルチコード数の増加によるコード間の干渉が生じると、受信信号品質が劣
化するから、より高い伝搬路品質が必要となる。信号品質の劣化の度合いは、マルチコー
ド数によって異なり、コード数が多い程、受信信号品質の劣化の度合いは大きくなる。こ
の為、伝搬路状態に応じて最適な変調パラメータを選択する場合に、マルチコード数の変
更或いはユーザ間のマルチコード数の相違により、最適な変調パラメータを選択すること
が困難となる問題がある。
【００１２】
本発明は、伝搬路品質に対応して最適な変調パラメータとマルチコード数との組合せの選
択を可能とすることを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の適応型変調伝送システムは、図１を参照して説明すると、基地局等の送信局１
と移動局等の受信局２との間の伝搬路状態に応じて変調パラメータを変更し、データ伝送
量に応じてマルチコード数を変更して伝送する適応型変調伝送システムに於いて、送信局
１は、送信データを変調パラメータに従って変調する信号変調部１５と、マルチコード数
に従ってコード多重化を行うコード多重部１６と、要求伝送情報量に従ってマルチコード
数を選択するコード多重制御部１２と、変調パラメータとマルチコード数との組合せを適
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用する伝搬路品質の範囲を定める閾値を、前記変調パラメータと前記マルチコード数との
複数の組合せに対してそれぞれ異なる値として複数設定し、伝搬路品質の情報と閾値とを
比較した結果に基づいて、変調パラメータと前記マルチコード数との組合せを選択して、
信号変調部１５に変調パラメータを加える適応変調制御部１とを備えている。
【００１４】
　又受信局２は、この受信局２と送信局１との間の伝搬路品質を測定する測定部（ＳＩＲ
測定部２３）と、この測定部により測定した伝搬路品質の情報を送信局１へ通知する手段
とを備え、送信局１は、要求伝送情報量に従ってマルチコード数を選択するコード多重制
御部１２と、変調パラメータとマルチコード数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲を
定める閾値を、変調パラメータとマルチコード数とに対してそれぞれ設定し、伝搬路品質
の情報と閾値とを比較した結果に基づいて変調パラメータとマルチコード数との組合せを
選択して信号変調部１５に変調パラメータを加える適応変調制御部１１とを備えている。
【００１５】
又送信局１の適応変調制御部１１は、変調パラメータとマルチコード数との複数の組合せ
の中から、要求伝送情報量を維持できる組合せをグループとし、このグループの中の組合
せを切替える閾値を設定し、この閾値と伝搬路品質情報との比較結果に基づいて、グルー
プの中の変調パラメータとマルチコード数との組合せを選択する構成を備えることができ
る。
【００１６】
又本発明の適応型変調制御方法は、送信局１と受信局２との間の伝搬路状態に応じて変調
パラメータを変更し、伝送量に応じてマルチコード数を変更して伝送する適応型変調制御
方法であって、変調パラメータとマルチコード数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲
を定める閾値を設定し、伝搬路品質の情報と閾値とを比較した結果により、変調パラメー
タとマルチコード数との組合せを選択し、この組合せによる変調パラメータに従って送信
データを変調し、且つマルチコード数に従ってコード多重化を行う過程を含むものである
。
【００１７】
又受信局２に於いて測定した伝搬路品質の情報を送信局１へ通知し、送信局１は、受信局
２からの伝搬路品質情報と、変調パラメータとマルチコード数との組合せを適用する範囲
を設定した閾値と比較して、変調パラメータとマルチコード数との組合せを選択し、この
組合せによる変調パラメータに従って送信データを変調し、且つマルチコード数に従って
コード多重化を行う過程を含むことができる。
【００１８】
又伝搬路品質情報とスループットとに対応した複数の変調パラメータとマルチコード数と
の組合せの中の要求伝送情報量を維持できる変調パラメータとマルチコード数との組合せ
をグループとし、このグループの中の変調パラメータとマルチコード数との組合せを、伝
搬路品質情報と閾値とを比較して選択する過程を含むことができる。又変調パラメータと
マルチコード数との組合せによるグループを複数種類設定し、要求伝送情報量に従ったグ
ループを選択し、このグループに対する閾値と伝搬路品質情報とを比較して、グループ内
の変調パラメータとマルチコード数との組合せを選択する過程を含むことができる。又変
調パラメータとマルチコード数との組合せによるグループを複数種類設定し、システムか
ら通知される干渉量又は許容伝送情報量に従ったグループを選択し、このグループに対す
る閾値と伝搬路品質情報とを比較して、グループ内の変調パラメータとマルチコード数と
の組合せを選択する過程を含むことができる。
【００１９】
又変調パラメータとマルチコード数との組合せを適用する伝搬路品質の範囲を定める閾値
を設定し、且つ閾値による伝搬路品質の範囲内に補助閾値を設定し、この補助閾値を伝搬
路品質情報が超えた時に送信電力を変更することなくマルチコード数を増加して変調する
過程を含むことができる。又スループットが最も高くなる変調パラメータとマルチコード
数との組合せのグループを設定し、このグループの変調パラメータとマルチコード数の組
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合せを適用する伝搬路品質情報の範囲を定める閾値を設定し、伝搬路品質情報と閾値とを
比較して送信電力を一定の状態として、変調パラメータとマルチコード数との組合せを選
択する過程を含むことができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の形態の適応型変調伝送システムの要部説明図であり、１は基地局
等の送信局、２は移動局等の受信局、１１は適応変調制御部、１２はコード多重制御部、
１３はスケジューラ、１４は送信データ制御部、１５は信号変調部、１６はコード多重部
、１７は信号送信部、１８は送信データ、１９はユーザ要求、２１は信号受信部、２２は
同期部、２３はＳＩＲ測定部、２４は信号復調部、２５はパラメータ判定部を示す。
【００２１】
送信局１と受信局２とに於いて、点線矢印は信号の転送経路を示し、又送信局１と受信局
２とは無線の伝搬路を介して通信を行うものであり、例えば、ＦＤＤ方式により通信を行
う。又適応変調方式とマルチコード伝送方式とを組合せて、伝搬路品質に従って、変調パ
ラメータとマルチコード数との組合せの最適化を図るものである。又送信局１の適応変調
制御部１１とコード多重制御部１２と信号変調部１５とコード多重部１６とを含む構成に
より送信局１のデータ変調部を構成している。
【００２２】
又前述のように、送信局１と受信局２との間の伝搬路品質に従って最適な変調パラメータ
とマルチコード数との組合せを選択するもので、この場合、受信局２に於いて測定した伝
搬路品質情報を送信局１に通知する場合を示すもので、受信局２は、信号受信部２１によ
り送信局１からの信号を受信し、同期部２２に於いて受信同期をとり、ＳＩＲ（Ｓｉｇｎ
ａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ；希望波信号電力対干
渉波信号電力比）測定部２３と信号復調部２４とに転送する。信号復調部２４により復調
された信号は、パケット判定部２５に於いてデータ受信処理等を行う。又ＳＩＲ測定部２
３に於いて、送信局１との間の伝搬路による希望波信号電力と干渉波信号電力との比を測
定し、測定結果のＳＩＲ値を、伝搬路品質情報として送信局１へ上り回線の制御チャネル
等により通知する。なお、ＴＤＤ方式の場合、送信局１に於いて受信局２からの信号受信
により伝搬路品質の測定が可能である。
【００２３】
この実施の形態に於いては、送信局１の図示を省略した信号受信部により受信した受信局
２からのＳＩＲ値を、適応変調制御部１１とスケジューラ１３とに入力する。又ユーザ要
求１９の伝送レート等により、コード多重制御部１２からマルチコード数を適応変調制御
部１１とコード多重部１６とに入力する。適応変調制御部１１は、変調パラメータ（ＱＰ
ＳＫ，１６値ＱＡＭ等の変調方式，誤り訂正符号化等による符号化率，コード拡散率等）
と、マルチコード数との組合せを適用する範囲を定める閾値を設定し、コード多重制御部
１２からのマルチコード数に従った変調パラメータとの組合せを適用する閾値と、ＳＩＲ
値とを比較して、変調パラメータとマルチコード数との組合せを選択し、選択された組合
せの変調パラメータを信号変調部１５に入力する。
【００２４】
又送信データ１８は、送信データ制御部１４と信号変調部１５とコード多重部１６とによ
り処理されて、信号送信部１７から送信される。その時、信号変調部１５に於いては、変
調パラメータに従った変調が行われ、コード多重部１６に於いては、コード多重制御部１
２からのマルチコード数に従ったコード多重処理が行われて、信号送信部１７から無線伝
搬路に送信される。又スケジューラ１３は、パケットの送信順序やタイミングの決定又は
パケットを送信するユーザを決定する処理を行う。このスケジューラ１３の機能は既に各
種提案されており、伝搬路状態が良いユーザ又は時間には多くのパケットを割当てる為に
、通常は伝搬路品質を示すＳＩＲ値を用いる。
【００２５】
又送信データ１８は、送信データ制御部１４内のバッファに一時的に蓄積され、スケジュ
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ーラ１３により決定されたユーザ／時間に於いて信号変調部１５とコード多重部１６とに
転送されて、送信処理されることになる。即ち、スケジューラ１３により選択されたユー
ザからのユーザ要求１９等に従って適応変調制御部１１とコード多重制御部１２とに於け
る処理が行われる。又適応変調制御部１１に於いては、ユーザ要求や伝搬路品質情報のＳ
ＩＲ値を基に変調パラメータを決定する。この変調パラメータに従って信号変調部１５は
ＱＰＳＫ変調や多値直交変調等の変調を行う。又コード多重制御部１２に於いては、主と
してユーザ要求１９を基にマルチコード数を決定する。コード多重部１２に於いては、マ
ルチコード数分の多重化を行って送信する。
【００２６】
図２の（Ａ）は伝搬路品質としてのＳＩＲを横軸、パケット受信成功確率を縦軸に示し、
（Ｂ）はＳＩＲを横軸に、スループットを縦軸に示し、ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）は、変調方式（ＱＰＳＫ，１６ＱＡＭ等）と符号
化率の組合せを示す。又ＭＣＳ１＜ＭＣＳ２＜ＭＣＳ３＜ＭＣＳ４・・・の関係で伝送レ
ートが高くなる変調パラメータを示す。又スループットは、受信局２に於いて正常に復調
できた情報伝送量を表す。
【００２７】
例えば、現在の伝搬路品質のＳＩＲ値対して、高伝送レートのＭＣＳを割当てた場合、例
えば、ＱＰＳＫ変調より高伝送レートとなる１６値ＱＡＭ変調の変調パラメータを割当て
た場合、パケットの受信成功確率は低下する。反対に、低伝送レートのＭＣＳを割当てる
と、受信成功確率は１００％となる。この場合は、現在の伝搬路状態に於いて伝送可能な
最大伝送レートより低いレートで送信することになるから、無線リソースを有効に利用で
きないことになる。従って、伝搬路品質に対応して適切なＭＣＳを選択することが必要と
なる。
【００２８】
又伝送レートをＤＲとし、スループットをＴＰとすると、ＴＰ＝ＤＲ×（パケット受信成
功率）で表される。図２の（Ｂ）に於いては、例えば、ＭＣＳ１に於ける伝送レートをＤ
Ｒとし、ＭＣＳ２はＤＲの１．５倍、ＭＣＳ３はＤＲの２倍、ＭＣＳ４はＤＲの２．５倍
となる場合を示している。パケット受信成功確率がＳＩＲに依存するから、スループット
特性もＳＩＲにより変化する。従って、本発明に於いては、曲線ｂに示すように、最大ス
ループットが得られるようにＭＣＳを選択する。
【００２９】
そこで、図３に示すように、ＭＣＳ１，ＭＣＳ２，ＭＣＳ３，ＭＣＳ４，・・・を選択す
る為の閾値ＴＨ１，ＴＨ２，ＴＨ３，・・・を設定し、測定されたＳＩＲ値と閾値とを比
較する。この場合、理想的な閾値を示し、例えば、ＳＩＲ値が閾値ＴＨ１以下の場合は、
ＭＣＳ１を割当て、伝搬路状態が良くなって、ＳＩＲ値が閾値ＴＨ１を超えると、ＭＣＳ
２を割当てて伝送レートを高くする。更に伝搬路状態が良くなって、ＳＩＲ値が閾値ＴＨ
２を超えると、ＭＣＳ３を割当てることにより、更に伝送レートを高くする。
【００３０】
又ＳＩＲ測定の遅延や伝搬路状態の変動が大きい等の条件を含めて閾値を設定することが
できる。例えば、伝搬路状態の変動が激しい環境に於いては、測定されたＳＩＲ値と現在
の状態との差が大きく、最適なＭＣＳ割当てが困難となる可能性がある。その場合は、閾
値を高めに設定することにより、パケット受信失敗の確率を低減することができる。又パ
ケットの受信再送制御を行うシステムに於いては、多少のパケット受信失敗を許容できる
から、閾値を低めに設定して、より高い伝送レートで伝送することができる。逆に、リア
ルタイム性を重視する伝送サービスについては、閾値を高めに設定して、パケット受信失
敗の発生を防止し、再送処理の発生が生じないように制御することができる。又パケット
受信成功確率等の測定結果を含めて閾値の決定或いは調整を行うことも可能である。
【００３１】
又マルチコード数を変更した場合のパケット受信成功確率を図４に示し、マルチコード数
Ａ＜マルチコード数Ｂの関係を有する場合のＳＩＲを横軸に、パケット受信成功確率を縦
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軸として、ＭＣＳ１，ＭＣＳ２，ＭＣＳ３，ＭＣＳＲとの関係を示している。マルチコー
ドを用いた場合、マルチコード間で直交符号を用いることにより、理想的にはコード間の
干渉は生じないものである。しかし、マルチパスにより直交性が崩れて、コード間の干渉
が生じる。このような干渉の増加により、或るパケット受信成功確率を得る為には、必要
とするＳＩＲ値が高い状態であることが必要となる。例えば、マルチコード数Ａの場合の
ＳＩＲの閾値を用いて、マルチコード数Ｂの場合のＭＣＳ切替えを行うと、最適なＭＣＳ
選択ができないことになる。即ち、最適なＭＣＳを割当てる為のＳＩＲに対する閾値を、
マルチコード数に対応して変更することが必要となる。
【００３２】
そこで、本発明の一実施の形態として、図５に示すように、マルチコード数と適応変調Ｍ
ＣＳとの組合せに対応したＳＩＲに対する閾値を設定する。即ち、横軸をＳＩＲ、縦軸を
スループットとして、前述のＭＣＳ１～ＭＣＳ４とマルチコード数１～４との組合せの範
囲を定める閾値ＴＨ１－１，ＴＨ２－１，ＴＨ３－１，ＴＨ４－１，ＴＨ２－１，・・・
ＴＨ３－１，・・を設定する。
【００３３】
又ＭＣＳ１に対してＭＣＳ２は１．５倍の伝送レート、ＭＣＳ３は２倍の伝送レート、Ｍ
ＣＳ４は２．５倍の伝送レートとし、マルチコード数２のＭＣＳ３の場合、マルチコード
数１のＭＣＳ１の場合を基準とすると、この基準の４倍の伝送レートで送信を行うことが
できる。マルチコード数が大きい程、所望のＳＩＲ値が高くなる。例えば、マルチコード
数１で、ＭＣＳ１とＭＣＳ２との閾値をＴＨ１－１として示し、ＭＣＳ２とＭＣＳ３との
閾値をＴＨ１－２として示している。又マルチコード数２では、ＭＣＳ１とＭＣＳ２との
閾値をＴＨ２－１として示している。このように、変調パラメータとマルチコード数との
組合せにより、伝搬路の状態に対応して最適な伝送レートの設定が可能となる。
【００３４】
図６は、ＭＣＳ１～ＭＣＳ３と、マルチコード数Ｍｃｏｄ１～Ｍｃｏｄ３との組合せに対
応したＳＩＲに対する閾値と伝送レートＤＲＴとの関係の一例を示す。又マルチコード数
１に於けるＭＣＳ１～ＭＣＳ３の伝送レートをＤＲ１～ＤＲ３として示す。又例えば、Ｍ
ＣＳ３，Ｍｃｏｄ３の組合せは、ＳＩＲ値がＴＨ３－２～ＴＨ３－３の区間である場合に
選択することができる。この時の伝送レートＤＲＴは、ＤＲ３×Ｍｃｏｄ３＝２×３＝６
となる。即ち、基準の伝送レートの６倍の伝送レートとなる。
【００３５】
又ＭＣＳ１，Ｍｃｏｄ３の組合せの場合と、ＭＣＳ２，Ｍｃｏｄ２の組合せの場合とに於
いては、伝送レートが等しくなり、必要なＳＩＲ値の範囲が重なることになる。この状態
は、図５の例１として示す範囲であり、何れの組合せを選択するかは、要求伝送レート以
外の他の情報を用いて決定することもできる。例えば、マルチコード数の少ない方を選択
するように設定した場合は、ＭＣＳ２，Ｍｃｏｄ２の組合せを選択することになる。又パ
ケット受信失敗を少なくする場合は、ＭＣＳ１，Ｍｃｏｄ３の組合せを選択する。
【００３６】
図７の（Ａ）は、図１に於ける適応変調制御部１１と信号変調部１５とコード多重制御部
１２とコード多重部１６とを含むコード変調部の本発明の一実施の形態の説明図であり、
図１と同一符号は同一部分を示し、又（Ｂ）は適応変調制御部の機能ブロックを示し、３
１は比較器、３２はＳＩＲ閾値選択部、３３はＭＣＳ番号選択部を示す。
【００３７】
適応変調制御部１１は、伝搬路品質情報のＳＩＲ値を基に変調パラメータを決定して信号
変調部１５に於ける変調方式や符号化率等の選択する。又コード多重制御部１２は、ユー
ザからの要求、例えば、マルチコード数やスループットを基にマルチコード数を決定する
。又受信局側で受信可能のコード数に上限がある場合は、最大マルチコード数を超えない
ように制御される。又ユーザが要求する伝送レート或いはスループット情報からマルチコ
ード数を決定することもできる。又適応変調制御部１１とコード多重制御部１２との間で
相互に情報を交換し、最終的な変調パラメータとマルチコード数とを決定する。
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【００３８】
即ち、図７の（Ｂ）に示すように、適応変調制御部１１は、コード多重制御部１２からの
マルチコード数に対応するＳＩＲ閾値をＳＩＲ閾値選択部３２によって選択し、この選択
した閾値と、伝搬路品質情報のＳＩＲ値とを比較器３１に於いて比較し、変調パラメータ
とマルチコード数との組合せを適用するＳＩＲ値の範囲を判定し、その変調パラメータと
マルチコード数との組合せの変調パラメータを示すＭＣＳ番号を出力して信号変調部１５
に入力する。このＳＩＲ閾値選択部３２には、例えば、変調パラメータとマルチコード数
との組合せに対応した図６に示す閾値ＴＨ１－１，ＴＨ１－２，・・・等が格納されてお
り、マルチコード数２が入力されると、閾値ＴＨ２－１，ＴＨ２－２，ＴＨ２－３，・・
・が選択されて比較器３１に入力される。
【００３９】
図８はＭＣＳ決定手順の説明図であり、（ａ）は、ユーザからの要求コード数の通知によ
り、そのコード数がコード多重制御部１２に入力され、伝搬路品質情報のＳＩＲから変調
パラメータＭＣＳを決定する手順を示す。又（ｂ）は、ユーザからの要求伝送レートが通
知された場合、適応変調制御部１１は、ＳＩＲに従ってＭＣＳを仮に決定し、コード多重
制御部１２にこの仮ＭＣＳを通知する。コード多重制御部１２は、その仮ＭＣＳを基に、
要求伝送レートを満足するコード数を決定し、このコード数を適応変調制御部１１に通知
する。それにより、適応変調制御部１１は、ＭＣＳを決定する。そして、変調パラメータ
に対応するＭＣＳ番号を信号変調部１５に通知し、コード数をコード多重部１６に通知す
る手順により、送信データをユーザの要求と伝搬路の状態とに対応して適応的に変調して
送信する。
【００４０】
図９は、本発明の他の実施の形態のマルチコード数と閾値との説明図であり、図５と同様
なマルチコード数１～４とＭＣＳ１～ＭＣＳ４との組合せに従ったスループットの特性を
有する場合に、ユーザが点線で示す伝送レートＤＲを要求した場合、この要求送信伝送レ
ートＤＲを維持できる変調パラメータとマルチコード数との組合せセットを割当てる。即
ち、ＳＩＲが閾値ＴＨ３－１以下の場合、マルチコード数３とＭＣＳ１、閾値ＴＨ２－２
以下の場合、マルチコード数２とＭＣＳ２、閾値ＴＨ２－３以下の場合、マルチコード数
２とＭＣＳ３、ＳＩＲが閾値ＴＨ２－３を超えた場合、マルチコード数２とＭＣＳ４との
組合せを、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループとして割当てることができる。この場合のＭＣＳ／
Ｍｃｏｄグループとしての特性を一点鎖線で示す。
【００４１】
又送信時の伝送レートが要求伝送レートＤＲ以上であるとしても、受信側のスループット
は、伝搬路状態の変動によって、要求伝送レートＤＲ以下となる可能性がある。例えば、
一点鎖線で示すＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループの特性が、点線で示す要求送信伝送レートＤＲ
以下となると、スループットが低下することになるが、その場合は、送信タイミングを早
める等の措置を講じることにより、一定の伝送レートによる受信を維持することが可能と
なる。
【００４２】
又、例えば、マルチコード数１，ＭＣＳ１のセットに於ける伝送レートを１とすると、ユ
ーザがＤＲ＝３．５を要求した場合、このユーザに対するパケット送信時に、伝搬路状態
が悪く、ＭＣＳ１を割当てたとすると、要求送信伝送レートＤＲを維持する為には、マル
チコード数４を割当てることになる。又ＭＣＳ２（ＭＣＳ１の１．５倍の伝送レート）を
割当てた場合は、マルチコード数２を用いることにより、伝送レートは４．５となり、要
求送信伝送レートＤＲの３．５を満足することができる。この場合のＭＣＳ１，ＭＣＳ２
の切替えの為の閾値はＴＨ３－１とすれば良いことになる。
【００４３】
又ＭＣＳ３（ＭＣＳ１の２倍の伝送レート）を割当てた場合、マルチコード数２を用いる
ことにより、伝送レートは４となり、要求送信伝送レートＤＲ＝３．５を満足することに
なる。又伝搬路状態が良く、ＭＣＳ４（ＭＳＣ１の２．５倍の伝送レート）を割当てた場
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合、マルチコード数２を用いることにより、伝送レートは５となり、要求送信伝送レート
ＤＲ＝３．５を満足することになる。この場合、ＭＣＳ３とＭＣＳ４とに於いて、同じマ
ルチコード数２とし、閾値ＴＨ２－３を用いることになる。このように、ＭＣＳ／Ｍｃｏ
ｄのセットを選択して割当てることにより、常に要求伝送レートＤＲを満足する最小の伝
送レートによる伝送が可能となる。
【００４４】
又伝搬路のＳＩＲ値は、フェージング等により時々刻々と変動するが、ユーザ（移動局）
の位置にも関係し、基地局（送信局）から近い移動局（受信局）では、平均ＳＩＲ値が高
く、例えば、ＭＣＳ４が割当られる確率が高い。マルチコード数一定のシステムに於いて
は、基地局に近いユーザに対しては高い伝送レートによって伝送され、遠いユーザに対し
ては低い伝送レートによって伝送される。このような点を解消するには、遠いユーザに対
して送信回数を増加する措置を講ずることが考えられるが、前述の本発明の実施の形態の
ように、マルチコード数をＭＣＳに対応して変更することにより、移動局の位置に関係な
く、均等な伝送レートで伝送することが可能となる。
【００４５】
図１０は、本発明の更に他の実施の形態のマルチコード数と閾値との説明図であり、図９
に示す場合と同様に、ユーザの要求送信伝送レートＤＲに対して、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄグル
ープを割当てた場合に於いて、閾値ＴＨ１，ＴＨ２，ＴＨ２－３を設定する。この場合の
閾値ＴＨ１，ＴＨ２は、図９に於ける閾値ＴＨ３－１，ＴＨ３－２より高めに設定する。
それにより、一点鎖線で示すＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループの特性は、点線で示すユーザの要
求送信伝送レートＤＲ以下とならないようにすることができる。即ち、閾値を高めに設定
することにより、パケット受信失敗率が減少するような変調パラメータとマルチコード数
との組合せを割当てて、スループットが要求送信伝送レートＤＲ以下となる確率を低減し
、安定な伝送を可能とすることができる。又図９に示す場合に比較して、より低いＭＣＳ
を使用し、より高いマルチコード数を使用することになる。この場合、マルチコード数の
増加は、隣接セルへの干渉の増加の原因となるから、隣接セルへの影響も考慮して閾値を
設定することになる。
【００４６】
図１１の（Ａ）は、図１に於ける適応変調制御部１１と信号変調部１５とコード多重制御
部１２とコード多重部１６とを含むコード変調部の本発明の他の実施の形態の説明図であ
り、図１と同一符号は同一部分を示し、１２ａはＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部を示す。
又（Ｂ）は適応変調制御部の機能ブロックを示し、４１は比較器、４２はＳＩＲ閾値選択
部、４３はＭＣＳ番号／コード数選択部を示す。
【００４７】
適応変調制御部１１は、伝搬路品質情報のＳＩＲ値を基に変調パラメータを決定して信号
変調部１５に於ける送信データに対する変調方式を制御する。又ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット
算出部１２ａは、ユーザの要求送信伝送レートに従った変調パラメータとマルチコード数
との組合せ、即ち、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセットを選択して、適応変調制御部１１へ通知する
。この場合、要求送信伝送レートに対して、図９又は図１０に於ける一点鎖線で示すＭＣ
Ｓ／Ｍｃｏｄグループを選択して、適応変調制御部１１へ通知する構成とすることもでき
る。
【００４８】
適応変調制御部１１は、伝搬路品質情報のＳＩＲ値と、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１
２ａから通知されたＭＣＳ／Ｍｃｏｄセットとを基に、ＭＣＳ番号を信号変調部１５へ、
又コード数をコード多重部１６へ転送し、送信データを変調して信号送信部１７から送信
する。
【００４９】
適応変調制御部１１は、図１１の（Ｂ）に示すように、比較器４１とＳＩＲ閾値選択部４
２とＭＣＳ番号／コード数選択部４３とを含む構成を有し、ＳＩＲ閾値選択部４２は、Ｍ
ＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１２ａからのＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット番号に従った閾値を比
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較器４１に転送する。例えば、図９に於ける送信要求送信伝送レートＤＲに対して、ＳＩ
Ｒ閾値選択部４２は、閾値ＴＨ３－１，ＴＨ２－２，ＴＨ２－３を選択して比較器４１に
通知する。
【００５０】
比較器４１は、伝搬路品質情報のＳＩＲ値と閾値とを比較して、ＭＣＳ番号／コード数選
択部４３に、ＳＩＲ値が何れの閾値の範囲かを通知する。ＭＣＳ番号／コード数選択部４
３は、例えば、図９に於いて、ＳＩＲ値が閾値ＴＨ２－２を超え、閾値ＴＨ２－３以下の
場合、ＭＣＳ３をＭＣＳ番号として信号変調部１５へ通知し、マルチコード数２をコード
数として、コード多重部１６へ通知する。その場合、信号変調部１５は、ＭＣＳ番号のＭ
ＣＳ３に従った変調方式により変調し、コード多重部１６により、マルチコード数２に従
った多重化処理を行い、信号送信部１７から送信することになる。
【００５１】
図１２は、図９及び図１０に示す実施の形態と同様に、横軸をＳＩＲ、縦軸をスループッ
トとして、適応変調／適応マルチコード数セットについて示すもので、マルチコード数１
～マルチコード数４とＭＣＳ１～ＭＣＳ４とのそれぞれの組合せがあり、その中で、要求
送信伝送レートＤＲ１に対して、マルチコード数２とＭＣＳ１、マルチコード数２とＭＣ
Ｓ２、マルチコード数１とＭＣＳ３、マルチコード数１とＭＣＳ４との組合せを含むＭＣ
Ｓ／Ｍｃｏｄグループ１、又要求送信伝送レートＤＲ２に対して、マルチコード数３とＭ
ＣＳ１、マルチコード数３とＭＣＳ２、マルチコード数３とＭＣＳ３、マルチコード数２
とＭＣＳ４の組合せを含むＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループ２をそれぞれ設定した場合を示す。
なお、閾値については図示を省略している。
【００５２】
従って、一点鎖線で示すＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループ１を割当てた場合、（ＭＣＳ１／Ｍｃ
ｏｄ２），（ＭＣＳ２／Ｍｃｏｄ２），（ＭＣＳ３／Ｍｃｏｄ１），（ＭＣＳ４／Ｍｃｏ
ｄ１）のそれぞれのセットを含み、ＳＩＲ値に従って何れかのセットが選択される。又二
点鎖線で示すＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループ２を割当てた場合、（ＭＣＳ１／Ｍｃｏｄ４），
（ＭＣＳ２／Ｍｃｏｄ３），（ＭＣＳ３／Ｍｃｏｄ３），（ＭＣＳ４／Ｍｃｏｄ２）のそ
れぞれのセットを含み、ＳＩＲ値に従って何れかのセットが選択される。
【００５３】
例えば、ユーザが要求する伝送レートについて、高レートユーザと低レートユーザとに分
けて、要求送信伝送レートがＤＲ２等の高レートユーザに対しては、二点鎖線で示すＭＣ
Ｓ／Ｍｃｏｄグループ２を割当てることにより、高スループットの状態を維持し、又要求
送信伝送レートがＤＲ１等の低レートユーザに対しては、一点鎖線で示すＭＣＳ／Ｍｃｏ
ｄグループ１を割当てることができる。なお、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループは、更に多種類
用意して、ユーザの要求に対応したＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループを選択して割当てることも
できる。
【００５４】
又同一のユーザであっても、時間の経過に従って伝送情報量が増加して、要求送信伝送レ
ートを変更する要望が生じることがある。そのような場合、ユーザからの送信伝送レート
の変更通知等に従って、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループの割当てを変更することができる。又
重要なデータ等を伝送する場合に、時間の制約がなく、正確な伝送を要望する場合には、
例えば、低伝送レートのＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループ１を割当てる。又伝送情報量が多く、
且つ短時間でデータを伝送する要望の場合には、例えば、高伝送レートのＭＣＳ／Ｍｃｏ
ｄグループ２を割当てることができる。
【００５５】
図１３は、図１１に於ける適応変調制御部１１とＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１２ａを
含むデータ変調部の本発明の実施の形態の説明図であり、要求スループット５１とサービ
ス情報５２と要求送信伝送レート５３とは、図１に於けるユーザ要求１９に相当し、ユー
ザの要求スループット５１と、ユーザに対するサービス情報５２とを基に要求送信伝送レ
ート５３を求めて、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１２ａに入力する。
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【００５６】
このＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１２ａは、前述のように、要求送信伝送レート５３に
従ったＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット又はＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループを選択して、適応変調制御
部１１に、ＳＩＲ値に対する閾値を含むＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット又はＭＣＳ／Ｍｃｏｄグ
ループを通知する。それにより、適応変調制御部１１は、伝搬路品質情報のＳＩＲ値を、
閾値と比較して、ＭＣＳ番号とコード数とを選択して、ＭＣＳ番号を信号変調部１５（図
１１参照）に通知し、コード数をコード多重部１６（図１１参照）に通知する。それによ
り、図１２について説明したように、要求送信伝送レートと、伝搬路品質のＳＩＲ値とに
従って、適応変調と適応マルチコード変調との組合せを最適化することができる。
【００５７】
図１４は、図１１に於ける適応変調制御部１１とＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１２ａを
含むデータ変調部の本発明の実施の形態の説明図であり、要求スループット６１とトラヒ
ック情報６２と受信スループット６４と要求送信伝送レート６３とは、図１に於けるユー
ザ要求１９に相当する。
【００５８】
要求送信伝送レート６３は、要求スループット６１と、トラヒック情報６２と、受信スル
ープット６４とを基に、ユーザの要求送信伝送レート６３として、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセッ
ト算出部１２ａに入力する。送信局（基地局）から受信局（移動局）へ、要求送信伝送レ
ート６３により送信しても、伝搬路の状態の変動等によっては、受信局に於いて正常に受
信復調ができないことがあり、受信スループットが低下する。
【００５９】
そこで、送信局は、受信局から通知される受信スループット６４と、ユーザの要求スルー
プット６１とを比較して、受信スループット６４が要求スループット６１を満足していな
い場合に、要求送信伝送レート６３を現在の値より高くして、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算
出部１２ａに入力する。それにより、ユーザに於ける受信スループット６４を要求スルー
プット６１に引き上げるように、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセットを切替える。従って、ユーザは
、要求スループットを満足するような受信スループットの状態でデータを受信できること
になる。
【００６０】
図１５は、図１１に於ける適応変調制御部１１とＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１２ａを
含むデータ変調部の本発明の実施の形態の説明図であり、図１４に於ける受信スループッ
ト６４の代わりに、システム干渉量６５を用いる場合を示す。伝送レートを上げる為に、
マルチコード数を増加すると、隣接セルに対する干渉量が増加する。それによって、シス
テム全体としても干渉量が増加する。
【００６１】
そこで、システムの統括局或いは監視局に於いて求めたシステム干渉量６５をを基に、要
求送信伝送レート６３を調整して通知する。このシステム干渉量６５としては、隣接セル
に於ける干渉量の増加を検出して通知するように構成することも可能である。そして、シ
ステム干渉量６５の増加を抑制する為に、要求送信伝送レート６３を現在の値より低くし
て、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット算出部１２ａに通知する。それよって、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄセ
ット算出部１２ａは、低減した伝送レートに対応したＭＣＳ／Ｍｃｏｄセットを求めて適
応変調制御部１１に通知する。このような制御処理により、システム干渉量の増加を抑制
して、システム全体の効率化を図ることができる。なお、この場合、ユーザが要求する伝
送レート（スループット）を満足することができなくなるが、例えば、ベストエフォート
等の伝搬路状態に対応して伝送レートを変更するサービスに対しては有効である。
【００６２】
又ユーザが要求する伝送レート、受信スループット、システム情報等の要素を複合的に考
慮して、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループを決定することもできる。このように、各ユーザの要
求送信伝送レートとシステム情報とを考慮することにより、各ユーザの要求送信伝送レー
トを或る程度満足させ、且つシステム全体として効率的な運用が可能となる。この場合、
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何れの要素を優先させるかは、システム側で選定することができる。或いはサービスの種
類により、例えば、リアルタイムトラヒックに対しては、ユーザ要求を優先し、非リアル
タイムトラヒックに対しては、システム効率を優先するように制御処理することも可能で
ある。
【００６３】
図１６は、送信電力を一定として、ＳＩＲ値に対応してスループットの向上を図る本発明
の実施の形態の説明図である。前述の図５，図９，図１０に示す各実施の形態に於いては
、変調パラメータを変更しても送信電力は一定とし、マルチコード数の変更により、マル
チコード数分の送信電力が増加する場合について示すものである。これに対して、この実
施の形態に於いては、同一のＭＣＳ／Ｍｃｏｄセット内でも、ＳＩＲ値が低い領域と高い
領域とが存在するから、ＳＩＲ値が高い領域では更に高い伝送レートで送信することを可
能とするものである。その為に、送信電力は一定のままマルチコード数を増加する。その
場合、１コード当たりの送信電力は減少して、必要とするＳＩＲ値も高くなる。
【００６４】
図１６に於いて、横軸をＳＩＲ、縦軸をスループットとし、例えば、マルチコード数を４
とし、ＭＣＳ１は閾値ＴＨ１以下、ＭＣＳ２は閾値ＴＨ１～ＴＨ２の範囲、それよりＳＩ
Ｒが良い場合はＭＣＳ３とした場合に於いて、ＭＣＳ１内で補助閾値ＴＨ１ａを設け、又
ＭＣＳ２内で補助閾値ＴＨ２ａを設ける。そして、ＳＩＲ値が、補助閾値ＴＨ１ａ，ＴＨ
２ａを超えた時に、マルチコード数を増加する。しかし、この場合に送信電力は変更しな
い。そして、マルチコード数の増加により、斜線で示す領域のように、スループットは増
加する。
【００６５】
又ＳＩＲ値が補助閾値を超えた時に、マルチコード数を増加しても送信電力は変更しない
から、１コード当たりの送信電力は減少し、その時に必要とするＳＩＲ値は高くなる。こ
のような点を考慮して、補助閾値ＴＨ１ａ，ＴＨ２ａを設定する。例えば、マルチコード
数４でＭＣＳ１の変調パラメータの場合、ＳＩＲ値が補助閾値ＴＨ１ａを超えると、マル
チコード数を４より増加する。この増加数は、システム対応に選定することができる。そ
れにより、マルチコード数の増加分だけスループットは斜線で示す領域のように増加する
。又更にＳＩＲ値が良くなって、閾値ＴＨ１を超えると、ＭＣＳ２とマルチコード数４と
の組合せとし、更に補助閾値ＴＨ２ａを超えると、マルチコード数を４より増加し、斜線
で示す領域のようにスループットは増加する。従って、きめ細かなスループット向上の制
御が可能となる。
【００６６】
図１７は、図１６に示すマルチコード数変更処理を行う本発明の実施の形態の適応変調制
御部１１（図１参照）の構成を示し、７１，７２は比較器、７３はＳＩＲＳ閾値選択部、
７４はマルチコード数閾値設定部、７５はＭＣＳ番号選択部を示す。伝搬路品質情報のＳ
ＩＲを比較器７１に入力し、又基準コード数をＳＩＲ閾値選択部７３に入力する。ＳＩＲ
閾値選択部７３は、入力された基準コード数を基に、例えば、図５に示す閾値を選択して
比較器７１に入力する。比較器７１は、入力されたＳＩＲ値と閾値とを比較し、比較結果
を比較器７２とＭＣＳ番号選択部７５とに入力する。
【００６７】
ＭＣＳ番号選択部７５は、ＳＩＲ値と閾値との比較結果の情報に従ってＭＣＳ番号を選択
し、そのＭＣＳ番号を比較器７２と、図示を省略した信号変調部とに入力し、比較器７２
は、このＭＣＳ番号に対するマルチコード数を増加できるか否かをマルチコード数閾値設
定部７４からのマルチコード数閾値と比較し、コード数を決定する。前述のように、比較
器７１からＳＩＲ値が補助閾値ＴＨ１ａを超え且つ閾値ＴＨ２以下の比較結果により、Ｍ
ＣＳ番号選択部７５からＭＣＳ１のＭＳＣ番号を選択出力し、比較器７２は、マルチコー
ド数閾値設定部７４からマルチコード数閾値を例えば６とした時、マルチコード数を６に
決定する。それにより、伝送レートを増加することができる。なお、送信電力は一定とす
る。この場合、現在のマルチコード数に対する閾値を設定することができるものであり、
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増加数可能数を閾値とすることも可能である。
【００６８】
図１８は、送信電力を一定としてマルチコード数を変更する場合の本発明の実施の形態の
スループット特性説明図であり、横軸はＳＩＲ、縦軸はスループットとし、マルチコード
数１～４と、ＭＣＳ１～４とのセットに対応したスループット特性を示し、又一点鎖線は
、ＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループの特性を示す。そして、閾値ＴＨ１，ＴＨ２，ＴＨ３を設定
し、ＳＩＲ値が、閾値ＴＨ１以下では、マルチコード数１／ＭＣＳ１のセットとし、閾値
ＴＨ１～ＴＨ２の範囲に於いては、マルチコード数２／ＭＣＳ１、閾値ＴＨ２～ＴＨ３の
範囲に於いては、マルチコード数３／ＭＣＳ２、閾値ＴＨ３以上に於いては、マルチコー
ド数３又はマルチコード数４／ＭＣＳ３又はＭＣＳ４のセットを割当てる。
【００６９】
従って、一点鎖線で示すＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループを選択することにより、送信電力を一
定した場合のスループットの増加が可能となる。なお、送信電力を一定とする条件である
から、前述の図５，図９，図１０に示す場合に比較して、スループットは低くなる。又こ
の実施の形態に於いては、基準マルチコード数を１として示すものであるが、要求送信伝
送レートに従って、基準マルチコード数を変更することも可能である。
【００７０】
本発明は、前述の実施の形態のみに限定されるものではなく、それぞれの実施の形態の組
合せや他の機能及び条件を付加することも可能である。又主として、ＦＤＤ方式の場合に
ついての実施の形態を示すが、ＴＤＤ方式に於いても適用することができる。
【００７１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、変調パラメータとマルチコード数との組合せを適用する
伝搬路品質情報（ＳＩＲ）の範囲を決める閾値を設定し、ユーザの要求やシステム状態等
を考慮し、且つ伝搬路品質情報を基に最適な変調パラメータとマルチコード数との組合せ
を選択するもので、基地局等の送信局と移動局等の受信局との間の伝搬路状態が変動して
も、無線リソースを有効に利用して、ユーザの要求送信伝送レートに対しても対応できる
利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の要部説明図である。
【図２】パケット受信成功確率とスループットとの説明図である。
【図３】閾値の説明図である。
【図４】パケット受信成功確率とマルチコード数との説明図である。
【図５】本発明の一実施の形態のマルチコード数と閾値との説明図である。
【図６】閾値と伝送レートとの説明図である。
【図７】データ変調部の説明図である。
【図８】ＭＣＳ決定手順の説明図である。
【図９】本発明の他の実施の形態のマルチコード数と閾値との説明図である。
【図１０】本発明の更に他の実施の形態のマルチコード数と閾値との説明図である。
【図１１】データ変調部の説明図である。
【図１２】本発明の更に他の実施の形態のＭＣＳ／Ｍｃｏｄグループの説明図である。
【図１３】データ変調部の説明図である。
【図１４】データ変調部の説明図である。
【図１５】データ変調部の説明図である。
【図１６】本発明の更に他の実施の形態のスループット向上の説明図である。
【図１７】適応変調制御部の説明図である。
【図１８】本発明の更に他の実施の形態の送信電力一定の場合のスループット特性の説明
図である。
【符号の説明】
１　送信局
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２　受信局
１１　適応変調制御部
１２　コード多重制御部
１３　スケジューラ
１４　送信データ制御部
１５　信号変調部
１６　コード多重部
１７　信号送信部
２１　信号受信部
２２　同期部
２３　ＳＩＲ測定部
２４　信号復調部
２５　パケット判定部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(19) JP 4250002 B2 2009.4.8

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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