
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基地局制御装置によって制御される基地局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に
用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可能な移動通信システムであって、
前記移動局に設けられかつ前記データ伝送におけるブロック単位の受信誤りの発生を検出
する検出手段と、
前記検出手段で検出される前記受信誤りの発生に基づいて前記変調・符号化モードの切替
えを行う切替え選択手段
とを

移動通信システム。
【請求項２】
前記切替え選択手段は、予め設定した所定時間内の受信誤り率が予め設定した所定値以下
になった時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも高速なモードに切替えるよう
構成したことを特徴とする 移動通信システム。
【請求項３】
前記切替え選択手段は、前記高速なモードへの切替えを前記データ伝送における目標のブ

10

20

JP 3596477 B2 2004.12.2

有する移動通信システムにおいて、
前記切替え選択手段は、前記検出手段での前記受信誤りの発生の検出がｎ回（ｎは１以上
の整数）になった時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも低速なモードに切替
え、前記検出手段での前記データ伝送の受信成功の検出がｍ回（ｍはｎ＜ｍの整数）連続
した時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも高速なモードに切替えることを特
徴とする

請求項１記載の



ロック誤り率に応じて決定するよう構成したことを特徴とする 記
載の移動通信システム。
【請求項４】

前記切替え選択手段は、予め設定した第１の所定ブロック数の間のブロック誤り率が予め
設定した第１の所定ブロック誤り率より大きい時に前記変調・符号化モードを現在のモー
ドよりも低速なモードに切替え、予め設定した第２の所定ブロック数（第２の所定ブロッ
ク数＞第１の所定ブロック数）の間のブロック誤り率が予め設定した第２の所定ブロック
誤り率未満の時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも高速なモードに切替えか
つ予め設定した第３の所定ブロック誤り率以上の時に前記変調・符号化モードを現在のモ
ードよりも低速なモードに切替える
ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項５】
前記切替え選択手段は、前記第１の所定ブロック数、前記第２の所定ブロック数、前記第
１の所定ブロック誤り率、前記第２の所定ブロック誤り率、前記第３の所定ブロック誤り
率を前記データ伝送における目標のブロック誤り率に応じて決定するよう構成したことを
特徴とする請求項 記載の移動通信システム。
【請求項６】

前記切替え選択手段は、予め設定した第１の所定時間のブロック誤り率が予め設定した第
１の所定ブロック誤り率より大きい時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも低
速なモードに切替え、予め設定した第２の所定時間（第２の所定時間＞第１の所定時間）
のブロック誤り率が予め設定した第２の所定ブロック誤り率未満の時に前記変調・符号化
モードを現在のモードよりも高速なモードに切替えかつ予め設定した第３の所定ブロック
誤り率以上の時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも低速なモードに切替える

移動通信システム。
【請求項７】
前記切替え選択手段は、前記高速なモードに切替える条件を前記低速なモードに切替える
条件よりも短くするよう構成したことを特徴とする 移動通信システム。
【請求項８】
前記切替え選択手段は、前記高速なモードに切替える条件と前記低速なモードに切替える
条件との割合をデータ伝送速度の比と等しくするよう構成したことを特徴とする請求項
記載の移動通信システム。
【請求項９】
前記切替え選択手段は、前記第１の所定時間、前記第２の所定時間、前記第１の所定ブロ
ック誤り率、前記第２の所定ブロック誤り率、前記第３の所定ブロック誤り率を前記デー
タ伝送における目標のブロック誤り率に応じて決定するよう構成したことを特徴とする

のいずれか記載の移動通信システム。
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請求項１または請求項２

基地局制御装置によって制御される基地局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に
用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可能な移動通信システムであって、
前記移動局に設けられかつ前記データ伝送におけるブロック単位の受信誤りの発生を検出
する検出手段と、
前記検出手段で検出される前記受信誤りの発生に基づいて前記変調・符号化モードの切替
えを行う切替え選択手段
とを有する移動通信システムにおいて、

４

基地局制御装置によって制御される基地局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に
用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可能な移動通信システムであって、
前記移動局に設けられかつ前記データ伝送におけるブロック単位の受信誤りの発生を検出
する検出手段と、
前記検出手段で検出される前記受信誤りの発生に基づいて前記変調・符号化モードの切替
えを行う切替え選択手段
とを有する移動通信システムにおいて、

ことを特徴とする

請求項６記載の

７

請
求項６から請求項８



【請求項１０】
前記切替え選択手段は、前記基地局制御装置と前記基地局と前記移動局とのうちのいずれ
か一つに配設したことを特徴とする請求項１から のいずれか記載の移動通信シス
テム。
【請求項１１】
基地局制御装置によって制御される基地局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に
用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可能な移動通信システムの変調・符号
化モード切替え方法であって、前記移動局において前記データ伝送におけるブロック単位
の受信誤りの発生を検出する第１のステップと、
前記第１のステップで検出される前記受信誤りの発生に基づいて前記変調・符号化モード
の切替えを行う第２のステップ

変調・符号化モード切替え方法。
【請求項１２】
前記第２のステップは、予め設定した所定時間内の受信誤り率が予め設定した所定値以下
になった時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも高速なモードに切替えるよう
にしたことを特徴とする の変調・符号化モード切替え方法。
【請求項１３】
前記第２のステップは、前記高速なモードへの切替えを前記データ伝送における目標のブ
ロック誤り率に応じて決定するようにしたことを特徴とする

変調・符号化モード切替え方法。
【請求項１４】

前記第２のステップは、予め設定した第１の所定ブロック数の間のブロック誤り率が予め
設定した第１の所定ブロック誤り率より大きい時に前記変調・符号化モードを現在のモー
ドよりも低速なモードに切替え、予め設定した第２の所定ブロック数（第２の所定ブロッ
ク数＞第１の所定ブロック数）の間のブロック誤り率が予め設定した第２の所定ブロック
誤り率未満の時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも高速なモードに切替えか
つ予め設定した第３の所定ブロック誤り率以上の時に前記変調・符号化モードを現在のモ
ードよりも低速なモードに切替えるようにしたことを 変調・符号化モード切替
え方法。
【請求項１５】
前記第２のステップは、前記第１の所定ブロック数、前記第２の所定ブロック数、前記第
１の所定ブロック誤り率、前記第２の所定ブロック誤り率、前記第３の所定ブロック誤り
率を前記データ伝送における目標のブロック誤り率に応じて決定するようにしたことを特
徴とする請求項 記載の変調・符号化モード切替え方法。
【請求項１６】
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請求項９

とを有する変調・符号化モード切替え方法において、
前記第２のステップは、前記第１のステップでの前記受信誤りの発生の検出がｎ回（ｎは
１以上の整数）になった時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも低速なモード
に切替え、前記第１のステップでの前記データ伝送の受信成功の検出がｍ回（ｍはｎ＜ｍ
の整数）連続した時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも高速なモードに切替
えることを特徴とする

請求項１１記載

請求項１１または請求項１２
記載の

基地局制御装置によって制御される基地局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に
用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可能な移動通信システムの変調・符号
化モード切替え方法であって、前記移動局において前記データ伝送におけるブロック単位
の受信誤りの発生を検出する第１のステップと、
前記第１のステップで検出される前記受信誤りの発生に基づいて前記変調・符号化モード
の切替えを行う第２のステップ
とを有する変調・符号化モード切替え方法において、

特徴とする

１４

基地局制御装置によって制御される基地局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に
用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可能な移動通信システムの変調・符号
化モード切替え方法であって、前記移動局において前記データ伝送におけるブロック単位



前記第２のステップは、予め設定した第１の所定時間のブロック誤り率が予め設定した第
１の所定ブロック誤り率より大きい時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも低
速なモードに切替え、予め設定した第２の所定時間（第２の所定時間＞第１の所定時間）
のブロック誤り率が予め設定した第２の所定ブロック誤り率未満の時に前記変調・符号化
モードを現在のモードよりも高速なモードに切替えかつ予め設定した第３の所定ブロック
誤り率以上の時に前記変調・符号化モードを現在のモードよりも低速なモードに切替える
ようにしたことを 変調・符号化モード切替え方法。
【請求項１７】
前記第２のステップは、前記高速なモードに切替える条件を前記低速なモードに切替える
条件よりも短くするようにしたことを特徴とする請求項 記載の変調・符号化モード切
替え方法。
【請求項１８】
前記第２のステップは、前記高速なモードに切替える条件と前記低速なモードに切替える
条件との割合をデータ伝送速度の比と等しくするようにしたことを特徴とする請求項
記載の変調・符号化モード
切替え方法。
【請求項１９】
前記第２のステップは、前記第１の所定時間、前記第２の所定時間、前記第１の所定ブロ
ック誤り率、前記第２の所定ブロック誤り率、前記第３の所定ブロック誤り率を前記デー
タ伝送における目標のブロック誤り率に応じて決定するよう構成したことを特徴とする

のいずれか記載の変調・符号化モード切替え方法。
【請求項２０】
前記第２のステップは、前記基地局制御装置と前記基地局と前記移動局とのうちのいずれ
か一つに配設したことを特徴とする のいずれか記載の変調・符
号化モード切替え方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は移動通信システム及びそれに用いる変調・符号化モード切替え方法並びにそのプ
ログラムに関し、特にＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ－Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：高速下り共用チャネル）を用いるシス
テムにおける変調・符号化モードの切替え方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話機等の移動端末（移動局）においては、データ量の多い静止画や短時間の
動画等を扱うためのマルチメディア対応が進められており、それに伴って大容量かつ高速
のデータ伝送方法が必要となっている。
【０００３】
この大容量かつ高速のデータ伝送方法としては、下り方向（基地局から移動局への方向）
の伝送速度のみを高速化したＰＤＳＣＨ方式やＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ
－Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：高速下り共用
チャネル）方式等が提案されている。
【０００４】
上記のＨＳ－ＰＤＳＣＨを用いて基地局から移動局にデータ送信を行う移動通信システム
においては、１回の変調で２ビット（４値）を伝送可能なＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒ
ｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：４位相変異変調）、１回の変調で４ビット
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の受信誤りの発生を検出する第１のステップと、
前記第１のステップで検出される前記受信誤りの発生に基づいて前記変調・符号化モード
の切替えを行う第２のステップ
とを有する変調・符号化モード切替え方法において、

特徴とする

１６

１７

請
求項１６から請求項１８

請求項１１から請求項１９



（１６値）を伝送可能な１６ＱＡＭ（１６　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、１回の変調で６ビット（６４値）を伝送可能な６４ＱＡＭ（
６４　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）等の複数の
変調・符号化モードいずれかが選択可能となっている。
【０００５】
この変調・符号化モードの選択例を図４０に示す。図４０においては、例えば移動局１０
２が基地局１０１から距離的に近ければ近いほど高速となるように変調・符号化モードが
選択されるようになっている。つまり、基地局１０１は移動局１０２との距離が近い順に
６４ＱＡＭ、１６ＱＡＭ、ＱＰＳＫの変調・符号化モードを選択している。
【０００６】
上述した６４ＱＡＭ、１６ＱＡＭ、ＱＰＳＫの変調・符号化モードを選択する方法として
は、従来、基地局から移動局に送出されかつ各々の変調・符号化モードを使用する共通パ
イロット信号（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の受信品質［
Ｅｃ／Ｉｏ（チップ当たりのエネルギ／単位周波数当たりの干渉波電力）］の範囲を予め
決定しておき、共通パイロット信号の受信品質に応じて変調・符号化モードを選択する方
法（以下、第１の従来技術とする）がある。
【０００７】
この場合、移動局は基地局からの共通パイロット信号の受信品質を測定して基地局に通知
する。基地局は移動局から通知される共通パイロット信号の受信品質に応じて変調・符号
化モードを選択する。例えば、図４１に示すように、基地局は移動局から通知される共通
パイロット信号の受信品質が大きい順に、６４ＱＡＭ、１６ＱＡＭ、ＱＰＳＫの変調・符
号化モードを選択する。
【０００８】
また、６４ＱＡＭ、１６ＱＡＭ、ＱＰＳＫの変調・符号化モードを選択する他の方法とし
ては、基地局から移動局にブロックとして送出されるＨＳ－ＰＤＳＣＨデータの誤りを移
動局で検出し、そのブロック誤り率に応じて変調・符号化モードを選択する方法（以下、
第２の従来技術とする）がある。
【０００９】
この場合、移動局は基地局からのＨＳ－ＰＤＳＣＨデータブロックの誤りを検出する。基
地局または移動局はそのＨＳ－ＰＤＳＣＨデータのブロック誤り率を予め設定された所定
周期で計算し、このブロック誤り率に応じて変調・符号化モードを選択する。
【００１０】
例えば、図４２に示すように、基地局または移動局は計算したブロック誤り率が所定のブ
ロック誤り率Ｔより大きければ低速なモードに切替える。図４２においては、１６ＱＡＭ
の変調・符号化モードからＱＰＳＫの変調・符号化モードに切替えている。
【００１１】
また、基地局または移動局は計算したブロック誤り率が所定のブロック誤り率Ｔより小さ
ければ高速なモードに切替える。図４２においては、ＱＰＳＫの変調・符号化モードから
１６ＱＡＭの変調・符号化モードに切替えている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の移動通信システムでは、第１の従来技術の場合、各々の変調・符号化モー
ドに対応する共通パイロット信号の受信品質の範囲（しきい値）の最適な設定が難しいと
いう問題がある。
【００１３】
また、第１の従来技術の場合には、受信品質に測定誤差が含まれるため、その測定誤差に
よっても最適な変調・符号化モードの選択が困難であるという問題がある。共通パイロッ
ト信号の受信品質の測定誤差を小さくするために測定時間を長くすると、伝搬路の条件の
変化に追従しながら変調・符号化モードを選択することができない。
【００１４】
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ここで、伝搬路の状態を決定する要因としては、伝搬損失、マルチパス環境（パスの数及
び各パスの大きさ）、雑音電力（干渉波電力及び熱雑音電力）、移動局の移動速度等があ
る。そのため、共通パイロット信号の受信品質の同一であっても、上記の要因が異なるこ
とがあり、特にマルチパス環境や移動局の移動速度によってＨＳ－ＰＤＳＣＨの最適なモ
ードが異なることとなる。尚、最適なモードとは、目標の通信品質（ブロック誤り率等）
を満足させることができるモードの中で、データ伝送速度が最大となるモードである。
【００１５】
さらに、共通パイロット信号の送信電力を一定としながら、ＨＳ－ＰＤＳＣＨの送信電力
を変更した場合には、移動局がモード選択を行うのであれば、基地局がＨＳ－ＰＤＳＣＨ
の送信電力の変更情報を移動局に通知し、移動局がその変更情報に基づいてモードの選択
を行う必要がある。この時、基地局から移動局に通知する制御情報が増加し、またその制
御情報の通知を行っている間、最適なモードを選択することができない。これに対し、基
地局がモード選択を行うのであれば、基地局がＨＳ－ＰＤＳＣＨの送信電力の変更に応じ
て各モードの閾値を変更する必要がある。
【００１６】
一方、第２の従来技術ではブロック誤り率の測定精度を高めるために、ブロック誤り率の
測定時間を長くする必要があるので、伝搬路の状態が変化した時に、最適なモードに変更
する時間が長くなる。特に、最適なモードが低速なモードとなった時に、ブロック誤り率
が目標値を越えている状態が長時間続きやすい。また、この問題を解決するために、ブロ
ック誤り率の測定時間を短くすると、ブロック誤り率の測定誤差が大きくなってしまう。
【００１７】
所定のブロック誤り率を満足する時間と満足しない時間との割合がほぼ等しくなると、全
体のブロック誤り率は所定のブロック誤り率よりも大きくなることがある。そのため、所
定のブロック誤り率は目標のブロック誤り率よりも大きく設定する必要があるので、所定
のブロック誤り率の最適化が難しくなる。よって、第２の従来技術でも最適なモードの選
択が困難になるという問題がある。
【００１８】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、最適な変調・符号化モードの選択を容易
に行うことができる移動通信システム及びそれに用いる変調・符号化モード切替え方法並
びにそのプログラムを提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
本発明による移動通信システムは、基地局制御装置によって制御される基地局と移動局と
の間のブロック単位のデータ伝送に用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可
能な移動通信システムであって、前記移動局に設けられかつ前記データ伝送におけるブロ
ック単位の受信誤りの発生を検出する検出手段と、前記検出手段で検出される前記受信誤
りの発生に基づいて前記変調・符号化モードの切替えを行う切替え選択手段とを備えてい
る。
【００２０】
本発明による変調・符号化モード切替え方法は、基地局制御装置によって制御される基地
局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に用いる複数の変調・符号化モードのいず
れかが選択可能な移動通信システムの変調・符号化モード切替え方法であって、前記移動
局において前記データ伝送におけるブロック単位の受信誤りの発生を検出する第１のステ
ップと、前記第１のステップで検出される前記受信誤りの発生に基づいて前記変調・符号
化モードの切替えを行う第２のステップとを備えている。
【００２１】
本発明による変調・符号化モード切替え方法のプログラムは、基地局制御装置によって制
御される基地局と移動局との間のブロック単位のデータ伝送に用いる複数の変調・符号化
モードのいずれかが選択可能な移動通信システムの変調・符号化モード切替え方法のプロ
グラムであって、コンピュータに、前記移動局において前記データ伝送におけるブロック
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単位の受信誤りの発生を検出する処理と、その検出される前記受信誤りの発生に基づいて
前記変調・符号化モードの切替えを行う処理とを実行させている。
【００２２】
すなわち、本発明の移動通信システムは、複数の変調・符号化モードのいずれかが選択可
能な移動通信システムにおいて、変調・符号化モードの切替えを受信誤りの発生に基づい
て行っている。
【００２３】
具体的に説明すると、本発明の移動通信システムでは、基地局が移動局に情報ブロックを
送信すると、移動局がその情報ブロックを受信し、その情報ブロックの受信に誤りがある
場合にその情報ブロックの受信に失敗したことを基地局に通知する。
【００２４】
基地局ではその情報ブロックの受信の失敗が所定回数（１または複数）になった時に、変
調・符号化モードを現在のモードよりも低速なモードに切替える。また、基地局ではその
情報ブロックの受信の成功が他の所定回数（上記の所定回数よりも大なる数）になった時
に、変調・符号化モードを現在のモードよりも高速なモードに切替える。
【００２５】
この高速なモードへの切替えは所定時間内の受信誤り率が所定値以下になった時に行って
もよい。また、受信誤りに基づく変調・符号化モードの切替えの要求／決定は、基地局で
はなく、移動局や基地局制御装置で行ってもよい。
【００２６】
つまり、本発明の第１の方法では、変調・符号化モードの切替えを受信誤りの発生に基づ
いて行い、現在のモードよりも高速なモードに切替える条件と、現在のモードよりも低速
なモードに切替える条件とを異なるようにしている。
【００２７】
情報ブロックの受信に失敗した場合には低速なモードに切替え、情報ブロックの受信に所
定ブロック数Ｎｓ（または所定時間Ｔｓ）以上連続して成功した場合には高速なモードに
切替える。この場合、所定時間Ｔｓを用いるのであれば、高速なモードに切替える条件を
低速なモードに切替える条件よりも短くする。この短くする割合はデータ伝送速度の比と
等しくする。
【００２８】
また、所定ブロック数Ｎｓまたは所定時間Ｔｓは目標のブロック誤り率に応じて決定する
。この場合、所定ブロック数Ｎｓを用いるのであれば、１／（Ｎｓ＋ａ）を目標のブロッ
ク誤り率と等しくする。例えば、ａ＝１とした時、目標のブロック誤り率が０．１であれ
ば、所定ブロック数Ｎｓ＝９とする。尚、ａ≧１である。
【００２９】
これによって、１ブロックの誤り発生で低速なモードに切替えることで、伝搬路の状態が
悪くなった時に、迅速に低速なモードに切替えることが可能となる。また、目標のブロッ
ク誤り率を満足すれば、直ちに高速なモードに切替えることが可能となる。よって、最適
なモードに迅速に切替えることが可能となる。
【００３０】
一方、本発明の第２の方法では、第１の所定ブロック数Ｎ１（または第１の所定時間Ｔ１
）の間のブロック誤り率が第１の所定ブロック誤り率Ｒ１より大きい時に低速なモードに
切替え、第２の所定ブロック数Ｎ２（または第２の所定時間Ｔ２）の間のブロック誤り率
が第２の所定ブロック誤り率Ｒ２未満の時に高速なモードに切替え、第３の所定ブロック
誤り率Ｒ３以上の時に低速なモードに切替えている。この場合、第１の所定ブロック数Ｎ
１＜第２の所定ブロック数Ｎ２（または第１の所定時間Ｔ１＜第２の所定時間Ｔ２）とす
る。
【００３１】
この場合、第１の所定時間Ｔ１及び第２の所定時間Ｔ２を用いるのであれば、高速なモー
ドに切替える条件を低速なモードに切替える条件よりも短くする。この短くする割合はデ
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ータ伝送速度の比と等しくする。
【００３２】
また、第１の所定ブロック数Ｎ１及び第２の所定ブロック数Ｎ２（または第１の所定時間
Ｔ１及び第２の所定時間Ｔ２）、第１の所定ブロック誤り率Ｒ１、第２の所定ブロック誤
り率Ｒ２、第３の所定ブロック誤り率Ｒ３は目標のブロック誤り率に応じて決定する。
【００３３】
上記のように、ブロック誤り率の増加に対して、少ない第１の所定ブロック数Ｎ１で低速
なモードに切替えるため、伝搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速なモードに切替える
ことが可能となる。
【００３４】
また、ブロック誤り率の減少に対して、第１の所定ブロック数Ｎ１よりも大きな第２の所
定ブロック数Ｎ２で高速なモードに切替えるため、目標のブロック誤り率を満足させるこ
とが可能となる。この場合、長い周期でブロック誤り率を監視しているので、ブロック誤
りの発生による無駄な切替えを減少させることが可能となる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施の形態
による移動通信システムの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の実施の
形態による移動通信システムは基地局１と、移動局２と、基地局制御装置［例えば、ＲＮ
Ｃ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）］３とから構成されている。
【００３６】
基地局１はＨＳ－ＰＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ－Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：高速下り共用チャネル）のデータをブロックに分
けて移動局２に送信する。このブロックにはＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃ
ｙ　Ｃｈｅｃｋ）符号（誤り検出符号）が付加されている。移動局２はＨＳ－ＰＤＳＣＨ
のデータブロックを受信すると、ＣＲＣ符号を用いて各データブロックの受信誤りの有無
を判定し、その判定結果を基地局１に対して通知する。
【００３７】
上記の移動通信システムでは、１回の変調で２ビット（４値）を伝送可能なＱＰＳＫ（Ｑ
ｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：４位相変異変調）、１回
の変調で４ビット（１６値）を伝送可能な１６ＱＡＭ（１６Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍ
ｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、１回の変調で６ビット（６４値）を伝送可能
な６４ＱＡＭ（６４　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ）等の複数の変調・符号化モードの選択が可能となっている。上記の変調・符号化モー
ドの切替えの決定は基地局１、移動局２、基地局制御装置３のいずれが行ってもよい。
【００３８】
基地局１または基地局制御装置３が変調・符号化モードの切替えを決定する場合には下り
のＤＰＣＨ［Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：個別（物理）チ
ャネル］（ＤＬ：ｄｏｗｎ　ｌｉｎｋ）を用いて移動局２に通知し、移動局２が変調・符
号化モードの切替えを決定する場合には上りのＤＰＣＨ（ＵＬ：ｕｐ　ｌｉｎｋ）を用い
て基地局１に通知する。基地局１は上記のモード切替えの通知後、所定のタイミングで変
調・符号化モードを切替える。
【００３９】
図２は本発明の第１の実施例による基地局１の構成を示すブロック図である。図２におい
て、基地局１はアンテナ１１と、送受信共用器（ＤＵＰ：ｄｕｐｌｅｘｅｒ）１２と、受
信部１３と、ユーザ情報・制御情報分離部１４と、変調・符号化モード切替え選択部１５
と、制御部１６と、変調・符号化部１７と、合成部１８と、送信部１９と、記録媒体２０
とを含んで構成されている。尚、基地局１の呼制御部分、音声入出力部分、表示部分につ
いては、公知の技術が適用可能であるので、それらの構成及び動作についての説明は省略
する。
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【００４０】
受信部１３はアンテナ１１及び送受信共用器１２を介して受信した信号［ＤＰＣＨ（ＵＬ
）等］をユーザ情報・制御情報分離部１４に送出する。ユーザ情報・制御情報分離部１４
は受信部１３からの受信信号をユーザ情報（音声信号、画像信号等）と制御情報とに分離
し、ユーザ情報を上述した基地局１の呼制御部分、音声出力部分、表示部分に送出し、制
御情報を変調・符号化モード切替え選択部１５と制御部１６とにそれぞれ送出する。
【００４１】
変調・符号化モード切替え選択部１５は記録媒体２０に格納されたプログラムを実行する
ことで、図示せぬ移動局からの受信誤り通知を監視し、受信誤り通知を受取ると、現在の
変調・符号化モードよりも低速なモードに切替えるよう切替え指示を制御部１６及び変調
・符号化部１７にそれぞれ送出する。
【００４２】
また、変調・符号化モード切替え選択部１５は受信誤り通知を受取った後に、受信誤り通
知を所定ブロック数Ｎｓだけ連続して受取らなければ、現在の変調・符号化モードよりも
高速なモードに切替えるよう切替え指示を制御部１６及び変調・符号化部１７にそれぞれ
送出する。
【００４３】
ここで、変調・符号化モード切替え選択部１５は１／（ａ＋Ｎｓ）が目標のブロック誤り
率に等しくなるように制御する。尚、ａ≧１であり、例えばａ＝１の時、目標のブロック
誤り率が０．１であれば、所定ブロック数Ｎｓ＝９とする。
【００４４】
制御部１６は記録媒体２０に格納されたプログラムを実行することで、ユーザ情報・制御
情報分離部１４からの制御情報及び外部からの入力情報（例えば、図示せぬ基地局制御装
置からの制御情報等）を基に各種制御信号を生成して基地局１内の各部に出力して制御す
る。尚、記録媒体２０には制御部１６を含む基地局１の各部が実行するプログラムが格納
されている。
【００４５】
また、制御部１６は変調・符号化モード切替え選択部１５からの切替え指示によって変調
・符号化部１７でモード切替えが行われると、そのモード切替えの情報を含む制御情報を
生成して合成部１８に送出する。
【００４６】
変調・符号化部１７はＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ：４位相変異変調）変調・符号化回路１７１と、１６ＱＡＭ（１６　Ｑｕａｄｒ
ａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）変調・符号化回路１７２と、
６４ＱＡＭ（６４　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
）変調・符号化回路１７３とを含んで構成されている。
【００４７】
変調・符号化部１７は変調・符号化モード切替え選択部１５からの切替え指示に応答して
これらＱＰＳＫ変調・符号化回路１７１と１６ＱＡＭ変調・符号化回路１７２と６４ＱＡ
Ｍ変調・符号化回路１７３とのいずれかへの切替えを行い、切替えた回路で変調・符号化
を行い、ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデータとして合成部１８に送出する。
【００４８】
合成部１８は制御部１６からのモード切替えの情報を含む制御情報、変調・符号化部１７
からのＨＳ－ＰＤＳＣＨのデータ、基地局１の呼制御部分や音声入力部分等の外部からの
入力信号等を合成し、ＤＰＣＨ（ＵＬ），ＨＳ－ＰＤＳＣＨとして送信部１９及び送受信
共用器１２を介してアンテナ１１から発信する。
【００４９】
図３は本発明の第１の実施例による移動局２の構成を示すブロック図である。図３におい
て、移動局２はアンテナ２１と、送受信共用器（ＤＵＰ：ｄｕｐｌｅｘｅｒ）２２と、受
信部２３と、ユーザ情報・制御情報分離部２４と、制御部２５と、復調・復号化部２６と
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、誤り検出部２７と、合成部２８と、送信部２９と、記録媒体３０とを含んで構成されて
いる。尚、移動局２の呼制御部分、音声入出力部分、表示部分については、公知の技術が
適用可能であるので、それらの構成及び動作についての説明は省略する。
【００５０】
受信部２３はアンテナ２１及び送受信共用器２２を介して受信した信号｛ＣＰＩＣＨ（Ｃ
ｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ：共通パイロットチャネル），ＤＰＣＨ，ＨＳ
－ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：
高速下り共用チャネル）｝をユーザ情報・制御情報分離部２４に送出する。
【００５１】
ユーザ情報・制御情報分離部２４は受信部２３からの受信信号をユーザ情報（音声信号、
画像信号等）と制御情報とに分離し、ユーザ情報を復調・復号化部２６、上述した移動局
２の呼制御部分、音声出力部分、表示部分にそれぞれ送出し、制御情報を制御部２５に送
出する。
【００５２】
制御部２５は記録媒体３０に格納されたプログラムを実行することで、ユーザ情報・制御
情報分離部２４からの制御情報及び外部からの入力情報（例えば、テンキーや音声入部分
からのユーザ情報等）を基に各種制御信号を生成して移動局２内の各部に出力して制御す
るとともに、基地局１への制御情報を生成して合成部２８に送出する。尚、記録媒体３０
には制御部２５を含む移動局２の各部が実行するプログラムが格納されている。
【００５３】
復調・復号化部２６はＱＰＳＫ復調・復号化回路２６１と、１６ＱＡＭ復調・復号化回路
２６２と、６４ＱＡＭ復調・復号化回路２６３とを含んで構成され、制御部２５からの切
替え指示に応答してこれらＱＰＳＫ復調・復号化回路２６１と１６ＱＡＭ復調・復号化回
路２６２と６４ＱＡＭ復調・復号化回路２６３とのいずれかへの切替えを行い、切替えた
回路で復調・復号化を行い、ＨＳ－ＰＤＳＣＨのデータを誤り検出部２７及び移動局２内
の各部に出力する。
【００５４】
誤り検出部２７は復調・復号化部２６で復号化されたＨＳ－ＰＤＳＣＨのデータを、その
データに付加されたＣＲＣ符号を用いて各データブロックの受信誤りの有無を判定し、そ
の判定結果を合成部２８に出力する。
【００５５】
合成部２８は制御部２５からの制御情報、誤り検出部２７からの判定結果、移動局２の呼
制御部分や音声入力部分等の外部からの入力信号等を合成し、ＤＰＣＨ（ＵＬ），ＨＳ－
ＰＤＳＣＨとして送信部２９及び送受信共用器２２を介してアンテナ２１から発信する。
【００５６】
図４は図２の変調・符号化モード切替え選択部１５の構成を示すブロック図である。図４
において、変調・符号化モード切替え選択部１５は選択制御部１５１と、カウンタ１５２
とから構成されている。
【００５７】
図５は図４の変調・符号化モード切替え選択部１５による変調・符号化モード切替え選択
の動作を示すフローチャートである。これら図４及び図５を参照して変調・符号化モード
切替え選択部１５による変調・符号化モード切替え選択の動作について説明する。
【００５８】
変調・符号化モード切替え選択部１５の選択制御部１５１は移動局２から受信誤り通知が
入力されると（図５ステップＳ１）、該当する移動局２に対する変調・符号化モードとし
てより低速なモードへ切替え（図５ステップＳ２）、カウンタ１５２のカウンタ値Ｃをク
リアする（Ｃ←０）（図５ステップＳ３）。
【００５９】
選択制御部１５１は移動局２から受信誤り通知が入力されなければ（図５ステップＳ１）
、カウンタ１５２のカウンタ値Ｃをインクリメントする（Ｃ←Ｃ＋１）（図５ステップＳ
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４）。選択制御部１５１はインクリメントしたカウンタ１５２のカウンタ値Ｃが所定ブロ
ック数Ｎｓに等しくなると（Ｃ＝Ｎｓ）（図５ステップＳ５）、該当する移動局２に対す
る変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替え（図５ステップＳ６）、カウンタ
１５２のカウンタ値Ｃをクリアする（Ｃ←０）（図５ステップＳ７）。
【００６０】
すなわち、選択制御部１５１は移動局２からの受信誤り通知を受取ると低速なモードに切
替え、その切替えを行った後に所定ブロック数Ｎｓ以上連続してデータブロックの受信に
成功すると高速なモードに切替える。
【００６１】
図６は本発明の第１の実施例による変調・符号化モード切替え動作を示す図である。図６
においては、１６ＱＡＭ変調・符号化モードが選択されている時にブロック誤りが発生し
てより低速なＱＰＳＫ変調・符号化モードに切替え、その後、所定ブロック数Ｎｓ以上連
続してブロック誤りが発生せずにより高速な１６ＱＡＭ変調・符号化モード、６４ＱＡＭ
変調・符号化モードへと切替えていく動作を示している。
【００６２】
尚、より高速な１６ＱＡＭ変調・符号化モードへ切替える際に、選択制御部１５１は１／
（Ｎｅ＋Ｎｓ）が目標のブロック誤り率に等しくなるように制御している。図６では、Ｎ
ｅ＝１の時、目標のブロック誤り率が０．１であり、所定ブロック数Ｎｓ＝９としている
。
【００６３】
このように、基地局１は１ブロックの誤りで変調・符号化モードを切替えているので、伝
搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速なモードに切替えることができる。また、基地局
１は目標のブロック誤り率を満足すると、直ちに高速なモードに切替えることができる。
よって、本発明の第１の実施例では最適なモードに迅速に切替えることができる。この場
合、目標のブロック誤り率によって所定ブロック数Ｎｓを決定しているので、目標のブロ
ック誤り率を満足させることができる。
【００６４】
図７は本発明の第２の実施例による変調・符号化モード切替え選択部１５の構成を示すブ
ロック図である。図７において、変調・符号化モード切替え選択部１５は選択制御部１５
１と、タイマ１５３とから構成されている。尚、図示していないが、本発明の第２の実施
例は図１に示す移動通信システムと同様の構成であり、図２に示す本発明の第１の実施例
による基地局１及び図３に示す本発明の第１の実施例による移動局２と同様の構成となっ
ているので、それらの説明については省略する。
【００６５】
図８は図７の変調・符号化モード切替え選択部１５による変調・符号化モード切替え選択
の動作を示すフローチャートである。これら図７及び図８を参照して本発明の第２の実施
例による変調・符号化モード切替え選択部１５による変調・符号化モード切替え選択の動
作について説明する。
【００６６】
変調・符号化モード切替え選択部１５の選択制御部１５１は移動局２から受信誤り通知が
入力されると（図８ステップＳ１１）、該当する移動局２に対する変調・符号化モードと
してより低速なモードへ切替え（図８ステップＳ１２）、タイマ１５３をリセットする（
図８ステップＳ１３）。
【００６７】
選択制御部１５１は移動局２から受信誤り通知が入力されなければ（図８ステップＳ１１
）、タイマ１５３のタイマ値が所定時間Ｔｓ以上になると（図８ステップＳ１４）、該当
する移動局２に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替え（図８ステッ
プＳ１５）、タイマ１５３をリセットする（図８ステップＳ１６）。
【００６８】
すなわち、選択制御部１５１は移動局２からの受信誤り通知を受取ると低速なモードに切
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替え、その切替えを行った後に所定時間Ｔｓ以上連続してデータブロックの受信に成功す
ると高速なモードに切替える。
【００６９】
このように、基地局１は１ブロックの誤りで変調・符号化モードを切替えているので、伝
搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速なモードに切替えることができる。また、基地局
１は目標のブロック誤り率を満足すると、直ちに高速なモードに切替えることができる。
よって、本発明の第２の実施例では最適なモードに迅速に切替えることができる。この場
合、所定時間Ｔｓを所定ブロック数Ｎｓの送信にかかる時間とすれば、目標のブロック誤
り率によって所定時間Ｔｓを決定することとなるので、目標のブロック誤り率を満足させ
ることができる。
【００７０】
図９は本発明の第３の実施例による変調・符号化モード切替え選択部１５の構成を示すブ
ロック図である。図９において、変調・符号化モード切替え選択部１５は選択制御部１５
４と、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５と、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ
２）１５６と、ブロック数カウンタ（Ｎ１）１５７と、ブロック数カウンタ（Ｎ２）１５
８とから構成されている。尚、図示していないが、本発明の第３の実施例は図１に示す移
動通信システムと同様の構成であり、図２に示す本発明の第１の実施例による基地局１及
び図３に示す本発明の第１の実施例による移動局２と同様の構成となっているので、それ
らの説明については省略する。
【００７１】
図１０及び図１１は図９の変調・符号化モード切替え選択部１５による変調・符号化モー
ド切替え選択の動作を示すフローチャートである。これら図９～図１１を参照して本発明
の第３の実施例による変調・符号化モード切替え選択部１５による変調・符号化モード切
替え選択の動作について説明する。
【００７２】
変調・符号化モード切替え選択部１５の選択制御部１５４は基地局１から移動局２へのデ
ータブロックの送信が開始されると（図１０ステップＳ２１）、受信失敗ブロック数カウ
ンタ（Ｃ２）１５６を起動する（図１０ステップＳ２２）。選択制御部１５４は受信失敗
ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６の起動に伴って、ブロック数カウンタ（Ｎ２）１５８
も起動しておき、データブロックの送信が行われる毎にブロック数カウンタ（Ｎ２）１５
８をインクリメントする。
【００７３】
その後に、選択制御部１５４は移動局２から受信誤り通知が入力されると（図１０ステッ
プＳ２３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５を起動してインクリメントする
とともに（Ｃ１←Ｃ１＋１）（図１０ステップＳ２４）、受信失敗ブロック数カウンタ（
Ｃ２）１５６をインクリメントする（Ｃ２←Ｃ２＋１）（図１０ステップＳ２５）。尚、
選択制御部１５４は受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５の起動に伴って、ブロッ
ク数カウンタ（Ｎ１）１５７も起動しておき、データブロックの送信が行われる毎にブロ
ック数カウンタ（Ｎ１）１５７をインクリメントする。
【００７４】
選択制御部１５４はブロック数カウンタ（Ｎ１）１５７がカウントアップすると（送信ブ
ロック数＝Ｎ１）（図１０ステップＳ２６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５
５のカウント値Ｃ１を送信ブロック数＝Ｎ１で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ１／Ｎ１）
が予め設定したブロック誤り率Ｒ１より小さければ（図１０ステップＳ２７）、受信失敗
ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）（図１０ステップＳ２８）
、ステップＳ２１に戻る。
【００７５】
また、選択制御部１５４はブロック誤り率＝（Ｃ１／Ｎ１）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ１より大きければ（図１０ステップＳ２７）、該当する移動局２に対する変調・符号
化モードとしてより低速なモードへ切替え（図１０ステップＳ２９）、受信失敗ブロック
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数カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ
２）１５６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図１０ステップＳ３０）、ステップＳ
２１に戻る。
【００７６】
選択制御部１５４はブロック数カウンタ（Ｎ２）１５８がカウントアップすると（送信ブ
ロック数＝Ｎ２）（図１１ステップＳ３１）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５
６のカウント値Ｃ２を送信ブロック数＝Ｎ２で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ２／Ｎ２）
が予め設定したブロック誤り率Ｒ２より小さければ（図１１ステップＳ３２）、該当する
移動局２に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替え（図１１ステップ
Ｓ３３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）、受信
失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図１１ス
テップＳ３４）、ステップＳ２１に戻る。
【００７７】
また、選択制御部１５４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ３以上であれば（図１１ステップＳ３５）、該当する移動局２に対する変調・符号化
モードとしてより低速なモードへ切替え（図１１ステップＳ３６）、受信失敗ブロック数
カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２
）１５６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図１１ステップＳ３７）、ステップＳ２
１に戻る。
【００７８】
選択制御部１５４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ３
未満であれば（図１１ステップＳ３５）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６を
リセットし（Ｃ２←０）（図１１ステップＳ３８）、ステップＳ２１に戻る。
【００７９】
図１２は本発明の第３の実施例による変調・符号化モード切替え動作を示す図である。図
１２においては、１６ＱＡＭ変調・符号化モードが選択されている時にブロック誤りが発
生してから所定ブロック数Ｎ１の間のブロック誤り率が予め設定したブロック誤り率Ｒ１
よりも大きければ、より低速なＱＰＳＫ変調・符号化モードに切替える動作を示している
。
【００８０】
図１３は本発明の第３の実施例による変調・符号化モードの切替え条件を示す図である。
これら図１２及び図１３を参照して本発明の第３の実施例による変調・符号化モードの切
替えについて説明する。
【００８１】
基地局１は移動局２から受信誤り通知を受取ると、受信に失敗したブロック数を計数する
受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５を起動し、そのブロックから所定ブロック数
Ｎ１（例えば、１０ブロック）の間の受信誤りの発生数をカウントする。その結果、基地
局１はＣ１／Ｎ１がＲ１（例えば、０．３）より大きい場合に変調・符号化モードを低速
なモードに切替え、Ｃ１／Ｎ１がＲ１未満であれば変調・符号化モードの切替えを行わな
い。
【００８２】
一方、基地局１はブロックの送信を開始する時、または変調・符号化モードを切替えた時
に、受信に失敗したブロック数を計数する受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６を
起動し、そのブロックから所定ブロック数Ｎ２（例えば、１００ブロック）の間の受信誤
りの発生数をカウントする。その結果、基地局１はＣ２／Ｎ２がＲ２（例えば、０．１）
未満の場合に変調・符号化モードを高速なモードに切替え、Ｃ２／Ｎ２がＲ３（例えば、
０．２）より大きい場合に変調・符号化モードを低速なモードに切替え、Ｃ２／Ｎ２がＲ
２以上でＲ３未満であれば変調・符号化モードの切替えを行わない。
【００８３】
この場合、所定ブロック数Ｎ２は所定ブロック数Ｎ１より大きな値とし、所定ブロック数
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Ｎ１を小さくするほど、ブロック誤り率の増加に対して迅速に変調・符号化モードを切替
えることができる。
【００８４】
このように、基地局１はブロック誤り率の増加に対して少ない所定ブロック数Ｎ１で変調
・符号化モードを低速なモードに切替えているので、伝搬路の状態が悪くなった時に迅速
に低速なモードに切替えることができる。
【００８５】
また、基地局１はブロック誤り率の減少に対して所定ブロック数Ｎ１よりも大きな所定ブ
ロック数Ｎ２で変調・符号化モードを高速なモードに切替えているので、目標のブロック
誤り率を満足させることができる。よって、本発明の第３の実施例では最適なモードに迅
速に切替えることができる。この場合、高速なモードへの切替えを長い周期で監視してい
るので、無駄なモードの切替えを減少させることができる。しかも、低速なモードへの切
替えを複数のブロック誤りで決定することによっても、無駄なモードの切替えを減少させ
ることができる。
【００８６】
図１４は本発明の第４の実施例による変調・符号化モード切替え選択部１５の構成を示す
ブロック図である。図１４において、本発明の第４の実施例による変調・符号化モード切
替え選択部１５はブロック数カウンタ（Ｎ１）１５７とブロック数カウンタ（Ｎ２）１５
８との代わりにタイマ（Ｔ１）１５９及びタイマ（Ｔ２）１６０を設けた以外は図９に示
す本発明の第３の実施例による変調・符号化モード切替え選択部１５と同様の構成となっ
ており、同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の
第３の実施例と同様である。
【００８７】
図１５及び図１６は図１４の変調・符号化モード切替え選択部１５による変調・符号化モ
ード切替え選択の動作を示すフローチャートである。これら図１４～図１６を参照して本
発明の第４の実施例による変調・符号化モード切替え選択部１５による変調・符号化モー
ド切替え選択の動作について説明する。
【００８８】
変調・符号化モード切替え選択部１５の選択制御部１５４は基地局１から移動局２へのデ
ータブロックの送信が開始されると（図１５ステップＳ４１）、受信失敗ブロック数カウ
ンタ（Ｃ２）１５６を起動する（図１５ステップＳ４２）。選択制御部１５４は受信失敗
ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６の起動に伴って、タイマ（Ｔ２）１６０を起動してお
く。
【００８９】
その後に、選択制御部１５４は移動局２から受信誤り通知が入力されると（図１５ステッ
プＳ４３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５を起動してインクリメントする
とともに（Ｃ１←Ｃ１＋１）（図１５ステップＳ４４）、受信失敗ブロック数カウンタ（
Ｃ２）１５６をインクリメントする（Ｃ２←Ｃ２＋１）（図１５ステップＳ４５）。尚、
選択制御部１５４は受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５の起動に伴って、タイマ
（Ｔ１）１５９を起動しておく。
【００９０】
選択制御部１５４はタイマ（Ｔ１）１５９がタイムアップすると（タイマ値≧Ｔ１）（図
１５ステップＳ４６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５のカウント値Ｃ１を
所定時間Ｔ１の間に送信されるブロック数＝Ｎ１で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ１／Ｎ
１）が予め設定したブロック誤り率Ｒ１より小さければ（図１５ステップＳ４７）、受信
失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）（図１５ステップＳ４
８）、ステップＳ４１に戻る。
【００９１】
また、選択制御部１５４はブロック誤り率（＝Ｃ１／Ｎ１）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ１より大きければ（図１５ステップＳ４７）、該当する移動局２に対する変調・符号
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化モードとしてより低速なモードへ切替え（図１５ステップＳ４９）、受信失敗ブロック
数カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ
２）１５６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図１５ステップＳ５０）、ステップＳ
４１に戻る。
【００９２】
選択制御部１５４はタイマ（Ｔ２）１６０がタイムアップすると（タイマ値≧Ｔ２）（図
１６ステップＳ５１）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６のカウント値Ｃ２を
所定時間Ｔ２の間に送信されるブロック数＝Ｎ２で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ２／Ｎ
２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ２より小さければ（図１６ステップＳ５２）、該当
する移動局２に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替え（図１６ステ
ップＳ５３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）、
受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図１
６ステップＳ５４）、ステップＳ４１に戻る。
【００９３】
また、選択制御部１５４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ３以上であれば（図１６ステップＳ５５）、該当する移動局２に対する変調・符号化
モードとしてより低速なモードへ切替え（図１６ステップＳ５６）、受信失敗ブロック数
カウンタ（Ｃ１）１５５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２
）１５６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図１６ステップＳ５７）、ステップＳ４
１に戻る。
【００９４】
選択制御部１５４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ３
未満であれば（図１６ステップＳ５５）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）１５６を
リセットし（Ｃ２←０）（図１６ステップＳ５８）、ステップＳ４１に戻る。
【００９５】
このように、基地局１はブロック誤り率の増加に対して少ない所定時間Ｔ１で変調・符号
化モードを低速なモードに切替えているので、伝搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速
なモードに切替えることができる。
【００９６】
また、基地局１はブロック誤り率の減少に対して所定時間Ｔ１よりも大きな所定時間Ｔ２
で変調・符号化モードを高速なモードに切替えているので、目標のブロック誤り率を満足
させることができる。よって、本発明の第４の実施例では最適なモードに迅速に切替える
ことができる。この場合、高速なモードへの切替えを長い周期で監視しているので、無駄
なモードの切替えを減少させることができる。しかも、低速なモードへの切替えを複数の
ブロック誤りで決定することによっても、無駄なモードの切替えを減少させることができ
る。
【００９７】
図１７は本発明の第５の実施例による基地局の構成を示すブロック図である。図１７にお
いて、本発明の第５の実施例による基地局４は変調・符号化モード切替え選択部１５の代
わりに変調・符号化モード切替え判定部４１を設けた以外は図２に示す本発明の第１の実
施例による基地局１と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付してある
。また、同一構成要素の動作は本発明の第１の実施例と同様である。
【００９８】
変調・符号化モード切替え判定部４１は記録媒体２０に格納されたプログラムを実行する
ことで、図示せぬ移動局からの切替え指示通知を監視し、切替え指示通知を受取ると、現
在の変調・符号化モードよりも低速なモードに切替えるよう切替え指示を制御部１６及び
変調・符号化部１７にそれぞれ送出する。
【００９９】
図１８は本発明の第５の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。図１８にお
いて、本発明の第５の実施例による移動局５は変調・符号化モード切替え選択部５１を設
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けた以外は図３に示す本発明の第１の実施例による移動局２と同様の構成となっており、
同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の第１の実
施例と同様である。
【０１００】
誤り検出部２７は復調・復号化部２６で復号化されたＨＳ－ＰＤＳＣＨのデータを、その
データに付加されたＣＲＣ符号を用いて各データブロックの受信誤りの有無を判定し、そ
の判定結果を変調・符号化モード切替え選択部５１に出力する。
【０１０１】
変調・符号化モード切替え選択部５１は記録媒体３０に格納されたプログラムを実行する
ことで、誤り検出部２７からの判定結果を監視し、判定結果が受信誤りであれば、現在の
変調・符号化モードよりも低速なモードに切替えるよう切替え指示通知を合成部２８に送
出する。
【０１０２】
また、変調・符号化モード切替え選択部５１は受信誤りの後に、受信誤りが所定ブロック
数Ｎｓだけ連続して発生しなければ、現在の変調・符号化モードよりも高速なモードに切
替えるよう切替え指示通知を合成部２８に送出する。
【０１０３】
合成部２８は制御部２５からの制御情報、変調・符号化モード切替え選択部５１からの切
替え指示通知、移動局２の呼制御部分や音声入力部分等の外部からの入力信号等を合成し
、ＤＰＣＨ（ＵＬ），ＨＳ－ＰＤＳＣＨとして送信部２９及び送受信共用器２２を介して
アンテナ２１から発信する。
【０１０４】
図１９は図１８の変調・符号化モード切替え選択部５１の構成を示すブロック図である。
図１９において、変調・符号化モード切替え選択部５１は選択制御部５１１と、カウンタ
５１２とから構成されている。
【０１０５】
図２０は図１９の変調・符号化モード切替え選択部５１による変調・符号化モード切替え
選択の動作を示すフローチャートである。これら図１９及び図２０を参照して変調・符号
化モード切替え選択部５１による変調・符号化モード切替え選択の動作について説明する
。
【０１０６】
変調・符号化モード切替え選択部５１の選択制御部５１１は誤り検出部２７からの判定結
果が受信誤りであれば（図２０ステップＳ６１）、自局に対する変調・符号化モードとし
てより低速なモードへ切替えるよう基地局４に切替え指示を通知し（図２０ステップＳ６
２）、カウンタ５１２のカウンタ値Ｃをクリアする（Ｃ←０）（図２０ステップＳ６３）
。
【０１０７】
選択制御部５１１は誤り検出部２７からの判定結果が受信誤りでなければ（図２０ステッ
プＳ６１）、カウンタ５１２のカウンタ値Ｃをインクリメントする（Ｃ←Ｃ＋１）（図２
０ステップＳ６４）。選択制御部５１１はインクリメントしたカウンタ５１２のカウンタ
値Ｃが所定ブロック数Ｎｓに等しくなると（Ｃ＝Ｎｓ）（図２０ステップＳ６５）、自局
に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替えるよう基地局４に切替え指
示を通知し（図２０ステップＳ６６）、カウンタ５１２のカウンタ値Ｃをクリアする（Ｃ
←０）（図２０ステップＳ６７）。
【０１０８】
すなわち、選択制御部５１１は誤り検出部２７からの判定結果が受信誤りであれば低速な
モードに切替え、その切替えを行った後に所定ブロック数Ｎｓ以上連続してデータブロッ
クの受信に成功すると高速なモードに切替える。
【０１０９】
このように、移動局５は１ブロックの誤りで変調・符号化モードを切替えているので、伝
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搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速なモードに切替えることができる。また、移動局
５は目標のブロック誤り率を満足すると、直ちに高速なモードに切替えることができる。
よって、本発明の第５の実施例では最適なモードに迅速に切替えることができる。この場
合、目標のブロック誤り率によって所定ブロック数Ｎｓを決定しているので、目標のブロ
ック誤り率を満足させることができる。
【０１１０】
図２１は本発明の第６の実施例による変調・符号化モード切替え選択部５１の構成を示す
ブロック図である。図２１において、変調・符号化モード切替え選択部５１は選択制御部
５１１と、タイマ５１３とから構成されている。尚、図示していないが、本発明の第６の
実施例は図１に示す移動通信システムと同様の構成であり、図１７に示す本発明の第５の
実施例による基地局４及び図１８に示す本発明の第５の実施例による移動局５と同様の構
成となっているので、それらの説明については省略する。
【０１１１】
図２２は図２１の変調・符号化モード切替え選択部５１による変調・符号化モード切替え
選択の動作を示すフローチャートである。これら図２１及び図２２を参照して本発明の第
６の実施例による変調・符号化モード切替え選択部５１による変調・符号化モード切替え
選択の動作について説明する。
【０１１２】
変調・符号化モード切替え選択部５１の選択制御部５１１は誤り検出部２７からの判定結
果が受信誤りであれば（図２２ステップＳ７１）、自局に対する変調・符号化モードとし
てより低速なモードへ切替えるよう基地局４に切替え指示を通知し（図２２ステップＳ７
２）、タイマ５１３をリセットする（図２２ステップＳ７３）。
【０１１３】
選択制御部５１１は誤り検出部２７からの判定結果が受信誤りでなければ（図２２ステッ
プＳ７１）、タイマ５１３のタイマ値が所定時間Ｔｓ以上になると（図２２ステップＳ７
４）、自局に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替えるよう基地局４
に切替え指示を通知し（図２２ステップＳ７５）、タイマ５１３をリセットする（図２２
ステップＳ７６）。
【０１１４】
すなわち、選択制御部５１１は誤り検出部２７からの判定結果が受信誤りであれば低速な
モードに切替え、その切替えを行った後に所定時間Ｔｓ以上連続してデータブロックの受
信に成功すると高速なモードに切替える。
【０１１５】
このように、移動局５は１ブロックの誤りで変調・符号化モードを切替えているので、伝
搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速なモードに切替えることができる。また、移動局
５は目標のブロック誤り率を満足すると、直ちに高速なモードに切替えることができる。
よって、本発明の第６の実施例では最適なモードに迅速に切替えることができる。この場
合、所定時間Ｔｓを所定ブロック数Ｎｓの送信にかかる時間とすれば、目標のブロック誤
り率によって所定時間Ｔｓを決定することとなるので、目標のブロック誤り率を満足させ
ることができる。
【０１１６】
図２３は本発明の第７の実施例による変調・符号化モード切替え選択部５１の構成を示す
ブロック図である。図２３において、変調・符号化モード切替え選択部５１は選択制御部
５１４と、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５と、受信失敗ブロック数カウンタ
（Ｃ２）５１６と、ブロック数カウンタ（Ｎ１）５１７と、ブロック数カウンタ（Ｎ２）
５１８とから構成されている。尚、図示していないが、本発明の第７の実施例は図１に示
す移動通信システムと同様の構成であり、図１７に示す本発明の第５の実施例による基地
局４及び図１８に示す本発明の第５の実施例による移動局５と同様の構成となっているの
で、それらの説明については省略する。
【０１１７】
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図２４及び図２５は図２３の変調・符号化モード切替え選択部５１による変調・符号化モ
ード切替え選択の動作を示すフローチャートである。これら図２３～図２５を参照して本
発明の第７の実施例による変調・符号化モード切替え選択部５１による変調・符号化モー
ド切替え選択の動作について説明する。
【０１１８】
変調・符号化モード切替え選択部５１の選択制御部５１４は基地局４から移動局５へのデ
ータブロックの送信が開始されると（図２４ステップＳ８１）、受信失敗ブロック数カウ
ンタ（Ｃ２）５１６を起動する（図２４ステップＳ８２）。選択制御部５１４は受信失敗
ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６の起動に伴って、ブロック数カウンタ（Ｎ２）５１８
も起動しておき、データブロックの送信が行われる毎にブロック数カウンタ（Ｎ２）５１
８をインクリメントする。
【０１１９】
その後に、選択制御部５１４は誤り検出部２７からの判定結果が受信誤りであれば（図２
４ステップＳ８３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５を起動してインクリメ
ントするとともに（Ｃ１←Ｃ１＋１）（図２４ステップＳ８４）、受信失敗ブロック数カ
ウンタ（Ｃ２）５１６をインクリメントする（Ｃ２←Ｃ２＋１）（図２４ステップＳ８５
）。尚、選択制御部５１４は受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５の起動に伴って
、ブロック数カウンタ（Ｎ１）５１７も起動しておき、データブロックの送信が行われる
毎にブロック数カウンタ（Ｎ１）５１７をインクリメントする。
【０１２０】
選択制御部５１４はブロック数カウンタ（Ｎ１）５１７がカウントアップすると（送信ブ
ロック数＝Ｎ１）（図２４ステップＳ８６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１
５のカウント値Ｃ１を送信ブロック数＝Ｎ１で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ１／Ｎ１）
が予め設定したブロック誤り率Ｒ１より小さければ（図２４ステップＳ８７）、受信失敗
ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５をリセットし（Ｃ１←０）（図２４ステップＳ８８）
、ステップＳ８１に戻る。
【０１２１】
また、選択制御部５１４はブロック誤り率＝（Ｃ１／Ｎ１）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ１より大きければ（図２４ステップＳ８７）、自局に対する変調・符号化モードとし
てより低速なモードへ切替えるよう基地局４に切替え指示を通知し（図２４ステップＳ８
９）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗
ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図２４ステッ
プＳ９０）、ステップＳ８１に戻る。
【０１２２】
選択制御部５１４はブロック数カウンタ（Ｎ２）５１８がカウントアップすると（送信ブ
ロック数＝Ｎ２）（図２５ステップＳ９１）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１
６のカウント値Ｃ２を送信ブロック数＝Ｎ２で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ２／Ｎ２）
が予め設定したブロック誤り率Ｒ２より小さければ（図２５ステップＳ９２）、自局に対
する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替えるよう基地局に切替え指示を通
知し（図２５ステップＳ９３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５をリセット
し（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６をリセットし（Ｃ２←０）
、再起動し（図２５ステップＳ９４）、ステップＳ８１に戻る。
【０１２３】
また、選択制御部５１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ３以上であれば（図２５ステップＳ９５）、自局に対する変調・符号化モードとして
より低速なモードへ切替えるよう基地局４に切替え指示を通知し（図２５ステップＳ９６
）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブ
ロック数カウンタ（Ｃ２）５１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図２５ステップ
Ｓ９７）、ステップＳ８１に戻る。
【０１２４】
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選択制御部５１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ３
未満であれば（図２５ステップＳ９５）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６を
リセットし（Ｃ２←０）（図２５ステップＳ９８）、ステップＳ８１に戻る。
【０１２５】
このように、移動局５はブロック誤り率の増加に対して少ない所定ブロック数Ｎ１で変調
・符号化モードを低速なモードに切替えているので、伝搬路の状態が悪くなった時に迅速
に低速なモードに切替えることができる。
【０１２６】
また、移動局５はブロック誤り率の減少に対して所定ブロック数Ｎ１よりも大きな所定ブ
ロック数Ｎ２で変調・符号化モードを高速なモードに切替えているので、目標のブロック
誤り率を満足させることができる。よって、本発明の第７の実施例では最適なモードに迅
速に切替えることができる。この場合、高速なモードへの切替えを長い周期で監視してい
るので、無駄なモードの切替えを減少させることができる。しかも、低速なモードへの切
替えを複数のブロック誤りで決定することによっても、無駄なモードの切替えを減少させ
ることができる。
【０１２７】
図２６は本発明の第８の実施例による変調・符号化モード切替え選択部５１の構成を示す
ブロック図である。図２６において、本発明の第８の実施例による変調・符号化モード切
替え選択部５１はブロック数カウンタ（Ｎ１）５１７とブロック数カウンタ（Ｎ２）５１
８との代わりにタイマ（Ｔ１）５１９及びタイマ（Ｔ２）５２０を設けた以外は図２３に
示す本発明の第７の実施例による変調・符号化モード切替え選択部５１と同様の構成とな
っており、同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明
の第７の実施例と同様である。
【０１２８】
図２７及び図２８は図２６の変調・符号化モード切替え選択部５１による変調・符号化モ
ード切替え選択の動作を示すフローチャートである。これら図２６～図２８を参照して本
発明の第８の実施例による変調・符号化モード切替え選択部５１による変調・符号化モー
ド切替え選択の動作について説明する。
【０１２９】
変調・符号化モード切替え選択部５１の選択制御部５１４は基地局４から移動局５へのデ
ータブロックの送信が開始されると（図２７ステップＳ１０１）、受信失敗ブロック数カ
ウンタ（Ｃ２）５１６を起動する（図２７ステップＳ１０２）。選択制御部５１４は受信
失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６の起動に伴って、タイマ（Ｔ２）５２０を起動し
ておく。
【０１３０】
その後に、選択制御部５１４は誤り検出部２７からの判定結果が受信誤りであれば（図２
７ステップＳ１０３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５を起動してインクリ
メントするとともに（Ｃ１←Ｃ１＋１）（図２７ステップＳ１０４）、受信失敗ブロック
数カウンタ（Ｃ２）５１６をインクリメントする（Ｃ２←Ｃ２＋１）（図２７ステップＳ
１０５）。尚、選択制御部５１４は受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５の起動に
伴って、タイマ（Ｔ１）５１９を起動しておく。
【０１３１】
選択制御部５１４はタイマ（Ｔ１）５１９がタイムアップすると（タイマ値≧Ｔ１）（図
２７ステップＳ１０６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５のカウント値Ｃ１
を所定時間Ｔ１の間に送信されるブロック数＝Ｎ１で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ１／
Ｎ１）が予め設定したブロック誤り率Ｒ１より小さければ（図２７ステップＳ１０７）、
受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５をリセットし（Ｃ１←０）（図２７ステップ
Ｓ１０８）、ステップＳ１０１に戻る。
【０１３２】
また、選択制御部５１４はブロック誤り率（＝Ｃ１／Ｎ１）が予め設定したブロック誤り
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率Ｒ１より大きければ（図２７ステップＳ１０７）、自局に対する変調・符号化モードと
してより低速なモードへ切替えるよう基地局４に切替え指示を通知し（図２７ステップＳ
１０９）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５をリセットし（Ｃ１←０）、受信
失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図２７ス
テップＳ１１０）、ステップＳ１０１に戻る。
【０１３３】
選択制御部５１４はタイマ（Ｔ２）５２０がタイムアップすると（タイマ値≧Ｔ２）（図
２８ステップＳ１１１）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６のカウント値Ｃ２
を所定時間Ｔ２の間に送信されるブロック数＝Ｎ２で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ２／
Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ２より小さければ（図２８ステップＳ１１２）、
自局に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替えるよう基地局４に切替
え指示を通知し（図２８ステップＳ１１３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１
５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６をリセットし
（Ｃ２←０）、再起動し（図２８ステップＳ１１４）、ステップＳ１０１に戻る。
【０１３４】
また、選択制御部５１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ３以上であれば（図２８ステップＳ１１５）、自局に対する変調・符号化モードとし
てより低速なモードへ切替えるよう基地局４に切替え指示を通知し（図２８ステップＳ１
１６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）５１５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失
敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図２８ステ
ップＳ１１７）、ステップＳ１０１に戻る。
【０１３５】
選択制御部５１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ３
未満であれば（図２８ステップＳ１１５）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）５１６
をリセットし（Ｃ２←０）（図２８ステップＳ１１８）、ステップＳ１０１に戻る。
【０１３６】
このように、移動局５はブロック誤り率の増加に対して少ない所定時間Ｔ１で変調・符号
化モードを低速なモードに切替えているので、伝搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速
なモードに切替えることができる。
【０１３７】
また、移動局５はブロック誤り率の減少に対して所定時間Ｔ１よりも大きな所定時間Ｔ２
で変調・符号化モードを高速なモードに切替えているので、目標のブロック誤り率を満足
させることができる。よって、本発明の第８の実施例では最適なモードに迅速に切替える
ことができる。この場合、高速なモードへの切替えを長い周期で監視しているので、無駄
なモードの切替えを減少させることができる。しかも、低速なモードへの切替えを複数の
ブロック誤りで決定することによっても、無駄なモードの切替えを減少させることができ
る。
【０１３８】
図２９は本発明の第９の実施例による基地局の構成を示すブロック図である。図２９にお
いて、本発明の第９の実施例による基地局６は変調・符号化モード切替え選択部１５の代
わりに変調・符号化モード切替え判定部６１を設けた以外は図２に示す本発明の第１の実
施例による基地局１と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付してある
。また、同一構成要素の動作は本発明の第１の実施例と同様である。
【０１３９】
変調・符号化モード切替え判定部６１は記録媒体２０に格納されたプログラムを実行する
ことで、図示せぬ移動局からの受信誤り通知を監視し、受信誤り通知を受取ると、その受
信誤り通知をそのまま図示せぬ基地局制御装置に転送する。
【０１４０】
また、変調・符号化モード切替え判定部６１は基地局制御装置からの切替え指示通知を監
視し、切替え指示通知を受取ると、現在の変調・符号化モードよりも低速なモードに切替
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えるよう切替え指示を制御部１６及び変調・符号化部１７にそれぞれ送出する。尚、上記
の移動局は図３に示す本発明の第１の実施例による移動局２と同様の構成及び動作となっ
ている。
【０１４１】
図３０は本発明の第９の実施例による基地局制御装置の構成を示すブロック図である。図
３０において、基地局制御装置７は変調・符号化モード切替え選択部７１を備えており、
変調・符号化モード切替え選択部７１は選択制御部７１１と、カウンタ７１２とから構成
されている。尚、基地局制御装置７の他の制御部分等については公知の技術が適用可能な
ので、その構成及び動作についての説明は省略する。
【０１４２】
図３１は図３０の変調・符号化モード切替え選択部７１による変調・符号化モード切替え
選択の動作を示すフローチャートである。これら図３０及び図３１を参照して本発明の第
９の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１での変調・符号化モード切替え選
択の動作について説明する。
【０１４３】
変調・符号化モード切替え選択部７１の選択制御部７１１は基地局６を介して移動局２か
らの受信誤り通知を受取ると（図３１ステップＳ１２１）、該当する移動局２に対する変
調・符号化モードとしてより低速なモードへ切替えるよう基地局６に切替え指示を通知し
（図３１ステップＳ１２２）、カウンタ７１２のカウンタ値Ｃをクリアする（Ｃ←０）（
図３１ステップＳ１２３）。
【０１４４】
選択制御部７１１は基地局６を介して移動局２からの受信誤り通知を受取らなければ（図
３１ステップＳ１２１）、カウンタ７１２のカウンタ値Ｃをインクリメントする（Ｃ←Ｃ
＋１）（図３１ステップＳ１２４）。選択制御部７１１はインクリメントしたカウンタ７
１２のカウンタ値Ｃが所定ブロック数Ｎｓに等しくなると（Ｃ＝Ｎｓ）（図３１ステップ
Ｓ１２５）、該当する移動局２に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切
替えるよう基地局６に切替え指示を通知し（図３１ステップＳ１２６）、カウンタ７１２
のカウンタ値Ｃをクリアする（Ｃ←０）（図３１ステップＳ１２７）。
【０１４５】
すなわち、選択制御部７１１は基地局６を介して移動局２からの受信誤り通知を受取ると
低速なモードに切替え、その切替えを行った後に所定ブロック数Ｎｓ以上連続してデータ
ブロックの受信に成功すると高速なモードに切替える。
【０１４６】
このように、基地局制御装置７は１ブロックの誤りで変調・符号化モードを切替えている
ので、伝搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速なモードに切替えることができる。また
、基地局制御装置７は目標のブロック誤り率を満足すると、直ちに高速なモードに切替え
ることができる。よって、本発明の第９の実施例では最適なモードに迅速に切替えること
ができる。この場合、目標のブロック誤り率によって所定ブロック数Ｎｓを決定している
ので、目標のブロック誤り率を満足させることができる。
【０１４７】
図３２は本発明の第１０の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１の構成を示
すブロック図である。図３２において、変調・符号化モード切替え選択部７１は選択制御
部７１１と、タイマ７１３とから構成されている。尚、図示していないが、本発明の第１
０の実施例は図１に示す移動通信システムと同様の構成であり、図２９に示す本発明の第
９の実施例による基地局６及び図３に示す本発明の第１の実施例による移動局２と同様の
構成となっているので、それらの説明については省略する。
【０１４８】
図３３は図３２の変調・符号化モード切替え選択部７１による変調・符号化モード切替え
選択の動作を示すフローチャートである。これら図３２及び図３３を参照して本発明の第
１０の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１による変調・符号化モード切替
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え選択の動作について説明する。
【０１４９】
変調・符号化モード切替え選択部７１の選択制御部７１１は基地局６を介して移動局２か
らの受信誤り通知を受取ると（図３３ステップＳ１３１）、該当する移動局２に対する変
調・符号化モードとしてより低速なモードへ切替えるよう基地局６に切替え指示を通知し
（図３３ステップＳ１３２）、タイマ７１３をリセットする（図３３ステップＳ１３３）
。
【０１５０】
選択制御部５１１は基地局６を介して移動局２からの受信誤り通知を受取らなければ（図
３３ステップＳ１３１）、タイマ７１３のタイマ値が所定時間Ｔｓ以上になると（図３３
ステップＳ１３４）、該当する移動局２に対する変調・符号化モードとしてより高速なモ
ードへ切替えるよう基地局６に切替え指示を通知し（図３３ステップＳ１３５）、タイマ
７１３をリセットする（図３３ステップＳ１３６）。
【０１５１】
すなわち、選択制御部７１１は基地局６を介して移動局２からの受信誤り通知を受取ると
低速なモードに切替え、その切替えを行った後に所定時間Ｔｓ以上連続してデータブロッ
クの受信に成功すると高速なモードに切替える。
【０１５２】
このように、基地局制御装置７は１ブロックの誤りで変調・符号化モードを切替えている
ので、伝搬路の状態が悪くなった時に迅速に低速なモードに切替えることができる。また
、基地局制御装置７は目標のブロック誤り率を満足すると、直ちに高速なモードに切替え
ることができる。よって、本発明の第１０の実施例では最適なモードに迅速に切替えるこ
とができる。この場合、所定時間Ｔｓを所定ブロック数Ｎｓの送信にかかる時間とすれば
、目標のブロック誤り率によって所定時間Ｔｓを決定することとなるので、目標のブロッ
ク誤り率を満足させることができる。
【０１５３】
図３４は本発明の第１１の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１の構成を示
すブロック図である。図３４において、変調・符号化モード切替え選択部７１は選択制御
部７１４と、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５と、受信失敗ブロック数カウン
タ（Ｃ２）７１６と、ブロック数カウンタ（Ｎ１）７１７と、ブロック数カウンタ（Ｎ２
）７１８とから構成されている。尚、図示していないが、本発明の第１０の実施例は図１
に示す移動通信システムと同様の構成であり、図２９に示す本発明の第９の実施例による
基地局６及び図３に示す本発明の第１の実施例による移動局２と同様の構成となっている
ので、それらの説明については省略する。
【０１５４】
図３５及び図３６は図３４の変調・符号化モード切替え選択部７１による変調・符号化モ
ード切替え選択の動作を示すフローチャートである。これら図３４～図３６を参照して本
発明の第１１の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１による変調・符号化モ
ード切替え選択の動作について説明する。
【０１５５】
変調・符号化モード切替え選択部７１の選択制御部７１４は基地局６から移動局２へのデ
ータブロックの送信が開始されると（図３５ステップＳ１４１）、受信失敗ブロック数カ
ウンタ（Ｃ２）７１６を起動する（図３５ステップＳ１４２）。選択制御部７１４は受信
失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６の起動に伴って、ブロック数カウンタ（Ｎ２）７
１８も起動しておき、データブロックの送信が行われる毎にブロック数カウンタ（Ｎ２）
７１８をインクリメントする。
【０１５６】
その後に、選択制御部７１４は基地局６を介して移動局２からの受信誤り通知を受取ると
（図３５ステップＳ１４３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５を起動してイ
ンクリメントするとともに（Ｃ１←Ｃ１＋１）（図３５ステップＳ１４４）、受信失敗ブ
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ロック数カウンタ（Ｃ２）７１６をインクリメントする（Ｃ２←Ｃ２＋１）（図３５ステ
ップＳ１４５）。尚、選択制御部７１４は受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５の
起動に伴って、ブロック数カウンタ（Ｎ１）７１７も起動しておき、データブロックの送
信が行われる毎にブロック数カウンタ（Ｎ１）７１７をインクリメントする。
【０１５７】
選択制御部７１４はブロック数カウンタ（Ｎ１）７１７がカウントアップすると（送信ブ
ロック数＝Ｎ１）（図３５ステップＳ１４６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７
１５のカウント値Ｃ１を送信ブロック数＝Ｎ１で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ１／Ｎ１
）が予め設定したブロック誤り率Ｒ１より小さければ（図３５ステップＳ１４７）、受信
失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５をリセットし（Ｃ１←０）（図３５ステップＳ１
４８）、ステップＳ１４１に戻る。
【０１５８】
また、選択制御部７１４はブロック誤り率＝（Ｃ１／Ｎ１）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ１より大きければ（図３５ステップＳ１４７）、該当する移動局２に対する変調・符
号化モードとしてより低速なモードへ切替えるよう基地局６に切替え指示を通知し（図３
５ステップＳ１４９）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５をリセットし（Ｃ１
←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動
し（図３５ステップＳ１５０）、ステップＳ１４１に戻る。
【０１５９】
選択制御部７１４はブロック数カウンタ（Ｎ２）７１８がカウントアップすると（送信ブ
ロック数＝Ｎ２）（図３６ステップＳ１５１）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７
１６のカウント値Ｃ２を送信ブロック数＝Ｎ２で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ２／Ｎ２
）が予め設定したブロック誤り率Ｒ２より小さければ（図３６ステップＳ１５２）、該当
する移動局２に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替えるよう基地局
に切替え指示を通知し（図３６ステップＳ１５３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１
）７１５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６をリセ
ットし（Ｃ２←０）、再起動し（図３６ステップＳ１５４）、ステップＳ１４１に戻る。
【０１６０】
また、選択制御部７１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ３以上であれば（図３６ステップＳ１５５）、該当する移動局２に対する変調・符号
化モードとしてより低速なモードへ切替えるよう基地局に切替え指示を通知し（図３６ス
テップＳ１５６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５をリセットし（Ｃ１←０
）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（
図３６ステップＳ１５７）、ステップＳ１４１に戻る。
【０１６１】
選択制御部７１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ３
未満であれば（図３６ステップＳ１５５）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６
をリセットし（Ｃ２←０）（図３６ステップＳ１５８）、ステップＳ１４１に戻る。
【０１６２】
このように、基地局制御装置７はブロック誤り率の増加に対して少ない所定ブロック数Ｎ
１で変調・符号化モードを低速なモードに切替えているので、伝搬路の状態が悪くなった
時に迅速に低速なモードに切替えることができる。
【０１６３】
また、基地局制御装置７はブロック誤り率の減少に対して所定ブロック数Ｎ１よりも大き
な所定ブロック数Ｎ２で変調・符号化モードを高速なモードに切替えているので、目標の
ブロック誤り率を満足させることができる。よって、本発明の第１１の実施例では最適な
モードに迅速に切替えることができる。この場合、高速なモードへの切替えを長い周期で
監視しているので、無駄なモードの切替えを減少させることができる。しかも、低速なモ
ードへの切替えを複数のブロック誤りで決定することによっても、無駄なモードの切替え
を減少させることができる。
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【０１６４】
図３７は本発明の第１２の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１の構成を示
すブロック図である。図３７において、本発明の第１２の実施例による変調・符号化モー
ド切替え選択部７１はブロック数カウンタ（Ｎ１）７１７とブロック数カウンタ（Ｎ２）
７１８との代わりにタイマ（Ｔ１）７１９及びタイマ（Ｔ２）７２０を設けた以外は図３
４に示す本発明の第１１の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１と同様の構
成となっており、同一構成要素には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は
本発明の第１１の実施例と同様である。
【０１６５】
図３８及び図３９は図３７の変調・符号化モード切替え選択部７１による変調・符号化モ
ード切替え選択の動作を示すフローチャートである。これら図３７～図３９を参照して本
発明の第１２の実施例による変調・符号化モード切替え選択部７１による変調・符号化モ
ード切替え選択の動作について説明する。
【０１６６】
変調・符号化モード切替え選択部７１の選択制御部７１４は基地局６から移動局２へのデ
ータブロックの送信が開始されると（図３８ステップＳ１６１）、受信失敗ブロック数カ
ウンタ（Ｃ２）７１６を起動する（図３８ステップＳ１６２）。選択制御部７１４は受信
失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６の起動に伴って、タイマ（Ｔ２）７２０を起動し
ておく。
【０１６７】
その後に、選択制御部７１４は基地局６を介して移動局２からの受信誤り通知を受取ると
（図３８ステップＳ１６３）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５を起動してイ
ンクリメントするとともに（Ｃ１←Ｃ１＋１）（図３８ステップＳ１６４）、受信失敗ブ
ロック数カウンタ（Ｃ２）７１６をインクリメントする（Ｃ２←Ｃ２＋１）（図３８ステ
ップＳ１６５）。尚、選択制御部７１４は受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５の
起動に伴って、タイマ（Ｔ１）７１９を起動しておく。
【０１６８】
選択制御部７１４はタイマ（Ｔ１）７１９がタイムアップすると（タイマ値≧Ｔ１）（図
３８ステップＳ１６６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５のカウント値Ｃ１
を所定時間Ｔ１の間に送信されるブロック数＝Ｎ１で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ１／
Ｎ１）が予め設定したブロック誤り率Ｒ１より小さければ（図３８ステップＳ１６７）、
受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５をリセットし（Ｃ１←０）（図３８ステップ
Ｓ１６８）、ステップＳ１６１に戻る。
【０１６９】
また、選択制御部７１４はブロック誤り率（＝Ｃ１／Ｎ１）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ１より大きければ（図３８ステップＳ１６７）、該当する移動局２に対する変調・符
号化モードとしてより低速なモードへ切替えるよう基地局６に切替え指示を通知し（図３
８ステップＳ１６９）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５をリセットし（Ｃ１
←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動
し（図３８ステップＳ１７０）、ステップＳ１６１に戻る。
【０１７０】
選択制御部７１４はタイマ（Ｔ２）７２０がタイムアップすると（タイマ値≧Ｔ２）（図
３９ステップＳ１７１）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６のカウント値Ｃ２
を所定時間Ｔ２の間に送信されるブロック数＝Ｎ２で除した値（ブロック誤り率＝Ｃ２／
Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ２より小さければ（図３９ステップＳ１７２）、
該当する移動局２に対する変調・符号化モードとしてより高速なモードへ切替えるよう基
地局６に切替え指示を通知し（図３９ステップＳ１７３）、受信失敗ブロック数カウンタ
（Ｃ１）７１５をリセットし（Ｃ１←０）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６
をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（図３９ステップＳ１７４）、ステップＳ１６１に
戻る。
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【０１７１】
また、選択制御部７１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り
率Ｒ３以上であれば（図３９ステップＳ１７５）、該当する移動局２に対する変調・符号
化モードとしてより低速なモードへ切替えるよう基地局に切替え指示を通知し（図３９ス
テップＳ１７６）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）７１５をリセットし（Ｃ１←０
）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６をリセットし（Ｃ２←０）、再起動し（
図３９ステップＳ１７７）、ステップＳ１６１に戻る。
【０１７２】
選択制御部７１４はブロック誤り率（＝Ｃ２／Ｎ２）が予め設定したブロック誤り率Ｒ３
未満であれば（図３９ステップＳ１７５）、受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）７１６
をリセットし（Ｃ２←０）（図３９ステップＳ１７８）、ステップＳ１６１に戻る。
【０１７３】
このように、基地局制御装置７はブロック誤り率の増加に対して少ない所定時間Ｔ１で変
調・符号化モードを低速なモードに切替えているので、伝搬路の状態が悪くなった時に迅
速に低速なモードに切替えることができる。
【０１７４】
また、基地局制御装置７はブロック誤り率の減少に対して所定時間Ｔ１よりも大きな所定
時間Ｔ２で変調・符号化モードを高速なモードに切替えているので、目標のブロック誤り
率を満足させることができる。よって、本発明の第１２の実施例では最適なモードに迅速
に切替えることができる。この場合、高速なモードへの切替えを長い周期で監視している
ので、無駄なモードの切替えを減少させることができる。しかも、低速なモードへの切替
えを複数のブロック誤りで決定することによっても、無駄なモードの切替えを減少させる
ことができる。
【０１７５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、基地局制御装置によって制御される基地局と移動局
との間のブロック単位のデータ伝送に用いる複数の変調・符号化モードのいずれかが選択
可能な移動通信システムにおいて、データ伝送におけるブロック単位の受信誤りの発生を
移動局で検出し、その検出される受信誤りの発生に基づいて変調・符号化モードの切替え
を行うことによって、最適な変調・符号化モードの選択を容易に行うことができるという
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態による移動通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施例による基地局の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。
【図４】図２の変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブロック図である。
【図５】図４の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選択の
動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施例による変調・符号化モード切替え動作を示す図である。
【図７】本発明の第２の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブロ
ック図である。
【図８】図７の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選択の
動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第３の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブロ
ック図である。
【図１０】図９の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選択
の動作を示すフローチャートである。
【図１１】図９の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選択
の動作を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第３の実施例による変調・符号化モード切替え動作を示す図である。
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【図１３】本発明の第３の実施例による変調・符号化モードの切替え条件を示す図である
。
【図１４】本発明の第４の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブ
ロック図である。
【図１５】図１４の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図１６】図１４の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の第５の実施例による基地局の構成を示すブロック図である。
【図１８】本発明の第５の実施例による移動局の構成を示すブロック図である。
【図１９】図１８の変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブロック図である。
【図２０】図１９の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の第６の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブ
ロック図である。
【図２２】図２１の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図２３】本発明の第７の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブ
ロック図である。
【図２４】図２３の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図２５】図２３の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図２６】本発明の第８の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示すブ
ロック図である。
【図２７】図２６の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図２８】図２６の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図２９】本発明の第９の実施例による基地局の構成を示すブロック図である。
【図３０】本発明の第９の実施例による基地局制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３１】図３０の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図３２】本発明の第１０の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示す
ブロック図である。
【図３３】図３２の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図３４】本発明の第１１の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示す
ブロック図である。
【図３５】図３４の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図３６】図３４の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図３７】本発明の第１２の実施例による変調・符号化モード切替え選択部の構成を示す
ブロック図である。
【図３８】図３７の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図３９】図３７の変調・符号化モード切替え選択部による変調・符号化モード切替え選
択の動作を示すフローチャートである。
【図４０】従来の変調・符号化モード切替え選択の動作例を示す図である。
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【図４１】第１の従来技術の変調・符号化モード切替え選択の動作例を示す図である。
【図４２】第２の従来技術の変調・符号化モード切替え選択の動作例を示す図である。
【符号の説明】
１，４，６　基地局
２，５　移動局
３，７　基地局制御装置
１１，２１　アンテナ
１２，２２　送受信共用器
１３，２３　受信部
１４，２４　ユーザ情報・制御情報分離部
１５，５１，７１　変調・符号化モード切替え選択部
１６，２５　制御部
１７　変調・符号化部
１８，２８　合成部
１９，２９　送信部
２０，３０　記録媒体
２６　復調・復号化部
２７　誤り検出部
４１，６１　変調・符号化モード切替え判定部
１５１，１５４，５１１，５１４，７１１，７１４　選択制御部
１５２，５１２，７１２　カウンタ
１５３，５１３，７１３　タイマ
１５５，５１５，７１５　受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ１）
１５６，５１６，７１６　受信失敗ブロック数カウンタ（Ｃ２）
１５７，５１７，７１７　ブロック数カウンタ（Ｎ１）
１５８．５１８，７１８　ブロック数カウンタ（Ｎ２）
１５９，５１９，７１９　タイマ（Ｔ１）
１６０，５２０，７２０　タイマ（Ｔ２）
１７１　ＱＰＳＫ変調・符号化回路
１７２　１６ＱＡＭ変調・符号化回路
１７３　６４ＱＡＭ変調・符号化回路
２６１　ＱＰＳＫ復調・復号化回路
２６２　１６ＱＡＭ復調・復号化回路
２６３　６４ＱＡＭ復調・復号化回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

(34) JP 3596477 B2 2004.12.2



【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】

【 図 ４ ２ 】
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