
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基地局装置により送信された制御チャネル信号の受信品質を測定する測定手段と、前記基
地局装置により決定された変調方式および符号化方式 前記基地局装置により送信され
たデータチャネル信号を 前記基地局装置における制御チャネル信号

およびデータチャネル信号の送信電力値の情報を受信する受信手段と、前
記測定手段により測定された制御チャネル信号の受信品質と 制
御チャネル信号 およびデータチャネル信号の 送信電力値

とに基づいて、 の受信品質を
推定する推定手段と、を具備することを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
前記推定手段において推定されたデータチャネルの受信品質に基づいて、前記変調方式お
よび前記符号化方式を決定する決定手段を具備することを特徴とする請求項１に記載の通
信端末装置。
【請求項３】
前記推定手段は、制御チャネル信号の送信電力値とデータチャネルの送信電力値の比を、
測定した制御チャネル信号の受信品質に反映した値を推定したデータチャネルの受信品質
とすることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の通信端末装置。
【請求項４】
データチャネル信号の要求先として、すべての基地局装置のうち推定されたデータチャネ
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ル信号の受信品質が良好である対象基地局装置を選択する選択手段を具備し、前記受信手
段は、前記推定手段により推定された前記対象基地局装置に対応するデータチャネル信号
の受信品質に基づいて決定された変調方式および符号化方式が前記対象基地局装置により
用いられたデータチャネル信号を受信することを特徴とする請求項１から請求項３のいず
れかに記載の通信端末装置。
【請求項５】
前記受信手段において受信した信号からデータチャネルの信号を取り出す第１逆拡散手段
と、前記受信手段において受信した信号から前記基地局装置における制御チャネル信号お
よびデータチャネル信号の送信電力値の情報を取り出す第２逆拡散手段と、を具備し、前
記推定手段は、測定手段により測定された制御チャネル信号の受信品質と、前記第２拡散
手段において取り出された制御チャネル信号およびデータチャネル信号の送信電力値の情
報に基づいて、データチャネルの受信品質を推定することを特徴とする請求項１から請求
項４のいずれかに記載の通信端末装置。
【請求項６】
請求項１から請求項５のいずれかに記載の通信端末装置と無線通信を行うことを特徴とす
る基地局装置。
【請求項７】
通信相手により送信された制御チャネル信号の受信品質を測定する測定工程と、前記通信
相手により決定された変調方式および符号化方式 前記通信相手により送信されたデー
タチャネル信号 における制御チャネル信号

およびデータチャネル信号の送信電力値の情報を受信する受信工程と、

の受信品質を推定する推
定工程と、を具備することを特徴とする通信方法。
【請求項８】
前記推定工程において推定されたデータチャネルの受信品質に基づいて、前記変調方式お
よび前記符号化方式を決定する決定工程を具備することを特徴とする請求項７に記載の通
信方法。
【請求項９】
前記推定工程は、制御チャネル信号の送信電力値とデータチャネルの送信電力値の比を、
測定した制御チャネル信号の受信品質に反映した値を推定したデータチャネルの受信品質
とすることを特徴とする請求項７または請求項８に記載の通信方法。
【請求項１０】
データチャネル信号の要求先として、すべての基地局装置のうち推定されたデータチャネ
ル信号の受信品質が良好である対象基地局装置を選択する選択工程を具備し、前記受信工
程は、前記推定工程により推定された前記対象基地局装置に対応するデータチャネル信号
の受信品質に基づいて決定された変調方式および符号化方式が前記対象基地局装置により
用いられたデータチャネル信号を受信することを特徴とする請求項７から請求項９のいず
れかに記載の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタル移動体通信システムに用いられる通信装置に関し、特に、Ｗ－ＣＤ
ＭＡ（Ｗｉｄｅ　ｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）方式のディジタル移動体通信システムに用いられる基地局装置および通信端末装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、Ｗ－ＣＤＭＡ方式のディジタル移動体通信システムにおいては、下り回線を用いた
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高速データ通信（下り高速パケット通信）が提案されている。以下、下り回線を用いた高
速データ通信について、図１８を参照して説明する。図１８は、下り回線を用いた高速デ
ータ通信が行われるシステムの様子を示す模式図である。
【０００３】
図１８において、通信端末装置１３は、基地局装置１１がカバーするエリアと基地局装置
１２がカバーするエリアに存在しているものとする。まず、基地局装置１１は、自局がカ
バーするエリアに存在する通信端末装置に対して、共通制御チャネル（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏ
ｍｍｏｎ　ＰＩｌｏｔ　ＣＨａｎｎｅｌ）を用いて共通既知信号を送信する。同様に、基
地局装置１２は、自局がカバーするエリアに存在する通信端末装置に対して、ＣＰＩＣＨ
を用いて共通既知信号を送信する。
【０００４】
以下、説明の簡略化のために、ＣＰＩＣＨを用いて通信される信号を「ＣＰＩＣＨ信号」
とする。同様に、ダウンリンクシェアードチャネル（ＤＳＣＨ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）を用いて通信される信号を「ＤＳＣＨ信号」とし、個別物理
チャネル（ＤＰＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＣＨａｎｎｅｌ）を用い
て通信される信号を「ＤＰＣＨ信号」とする。
【０００５】
通信端末装置１３は、基地局装置１１により送信されたＣＰＩＣＨ信号および基地局装置
１２により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質を測定する。次に、通信端末装置１３は
、ＤＳＣＨ信号の要求先として、基地局装置１１および基地局装置１２のうち、良好な品
質で受信できたＣＰＩＣＨ信号を送信した基地局装置（ここでは基地局装置１１とする。
）を選択する。
【０００６】
この後、通信端末装置１３は、基地局装置１１により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品
質に基づいて、通信端末装置１３におけるＤＳＣＨ信号の受信品質が所要品質を実現する
ように、ＤＳＣＨ信号に用いことが可能な変調方式および誤り訂正符号化方式を決定する
。通信端末装置１３は、このように決定した変調方式および誤り訂正符号化方式を通知す
るための情報と、ＤＳＣＨ信号の要求先として基地局装置１１を通知するための情報と、
を含むＤＰＣＨ信号を送信する。
【０００７】
なお、通信端末装置１３だけでなく、基地局装置１１がカバーするエリアおよび基地局装
置１２がカバーするエリアに存在する他の通信端末装置も、上述したような手順に従って
、ＤＰＣＨ信号を送信する。
【０００８】
基地局装置１１および基地局装置１２は、通信端末装置１３を含む通信端末装置により送
信されたＤＰＣＨ信号を受信し、自局に対してＤＳＣＨ信号を要求している通信端末装置
を認識する。さらに、基地局装置１２および基地局装置１２は、自局にＤＳＣＨ信号の送
信を要求している通信端末装置のうち、通知された変調方式および誤り訂正符号化方式に
基づいて、下り回線（すなわちＤＳＣＨ）の状況が良く、かつ、下り回線のサービス要求
が良い（遅延時間が短い）通信端末装置を選択する。
【０００９】
この後、基地局装置１１および基地局装置１２は、選択した通信端末装置に対して、この
通信端末装置により通知された変調方式および誤り訂正符号化方式を用いてＤＳＣＨ信号
を送信する。
【００１０】
このようにして、基地局装置１１および基地局装置１２は、下り回線の状況が良く、かつ
、下り回線のサービス要求が良い通信端末装置に対して、高速データ通信を行うことがで
きる。
【００１１】
なお、通信端末装置１３は、１つの基地局装置（一例として基地局装置１１とする。）が

10

20

30

40

50

(3) JP 3583353 B2 2004.11.4



カバーするエリアのみに存在している場合には、基地局装置１１により送信されたＣＰＩ
ＣＨ信号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調方式および誤り
訂正符号化方式を決定する。この後、通信端末装置１３は、決定した変調方式および誤り
訂正符号化方式を通知するための情報を含むＤＰＣＨ信号を送信する。以後、基地局装置
１１においては、上述したようなものと同様の処理が行われる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の下り回線を用いた高速データ通信においては、実際には、基地
局装置におけるＤＳＣＨ信号の送信電力とＣＰＩＣＨ信号の送信電力とが、基地局装置毎
に異なるので、以下に示すような問題がある。
【００１３】
まず、第１に、通信端末装置は、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号に
用いることが可能な変調方式および誤り訂正符号化方式を決定しているが、基地局装置に
おけるＤＳＣＨ信号の送信電力がＣＰＩＣＨ信号の送信電力より小さい場合には、ＤＳＣ
Ｈ信号の受信品質が所要品質を満たすための変調方式および誤り訂正符号化方式よりも高
速な方式を選択することになる。このため、通信端末装置におけるＤＳＣＨ信号の受信品
質が所要品質を下回る可能性がある。
【００１４】
具体例として、基地局装置におけるＤＳＣＨ信号の送信電力がＣＰＩＣＨ信号の送信電力
よりも小さいために、図１９に示すように、通信端末装置におけるＣＰＩＣＨ信号の受信
品質が２５［ｄＢ］となり、通信端末装置におけるＤＳＣＨ信号の受信品質が２０［ｄＢ
］となった場合について説明する。
【００１５】
この場合、通信端末装置は、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号の受信
品質が所要品質を満たすように、ＤＳＣＨ信号に用いる変調方式としてＱＰＳＫ変調方式
を選択する。ところが、実際のＤＳＣＨの受信品質は、ＣＰＩＣＨ信号よりも５［ｄＢ］
だけ低いので、ＱＰＳＫ変調が用いられたＤＳＣＨ信号の受信品質は、所要品質を下回る
ことになる。通信端末装置が、所要品質を満たすＤＳＣＨ信号を受信するためには、ＢＰ
ＳＫ変調が用いられたＤＳＣＨ信号を受信する必要がある。
【００１６】
逆に、通信端末装置は、基地局装置におけるＤＳＣＨ信号の送信電力がＣＰＩＣＨ信号の
送信電力より大きい場合には、ＤＳＣＨ信号の受信品質が所要品質を満たすための変調方
式および誤り訂正符号化方式よりも低速な方式を選択することになる。このため、通信端
末装置は、本来、より高速なデータ通信が可能となるような変調方式および誤り訂正符号
化方式によるＤＳＣＨ信号を受信することができるのにもかかわらず、実際には、推定さ
れたＣＰＩＣＨ信号の受信品質に基づいて決定された変調方式および誤り訂正符号化方式
によるＤＳＣＨ信号を受信することになる。
【００１７】
具体例として、図１９において、通信端末装置におけるＣＰＩＣＨ信号の受信品質が２０
［ｄＢ］となり、通信端末装置におけるＤＳＣＨ信号の受信品質が２５［ｄＢ］となった
場合について説明する。
【００１８】
この場合、この場合、通信端末装置は、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ
信号の受信品質が所要品質を満たすように、ＤＳＣＨ信号に用いる変調方式としてＢＰＳ
Ｋ変調方式を選択する。ところが、実際のＤＳＣＨの受信品質は、ＣＰＩＣＨ信号よりも
５［ｄＢ］だけ高いので、通信端末装置は、ＢＰＳＫ変調よりも高速なＱＰＳＫ変調が用
いられたＤＳＣＨ信号を受信しても、その所要品質を満たすことができる。
【００１９】
第２に、通信端末装置が、複数の基地局装置がカバーするエリアに存在する場合には、通
信端末装置における受信品質が高いＣＰＩＣＨ信号を送信した基地局装置を、ＤＳＣＨ信
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号の要求先として選択するので、上記複数の基地局装置におけるＤＳＣＨ信号の送信電力
とＣＰＩＣＨ信号の送信電力の大きさによっては、最良の品質で受信できるＤＳＣＨ信号
を送信する基地局装置を正確に選択することが不可能となる。
【００２０】
具体的には、図１８において、基地局装置１１におけるＤＳＣＨ信号の送信電力とＣＰＩ
ＣＨ信号の送信電力が同じであり、基地局装置１２におけるＤＳＣＨ信号の送信電力がＣ
ＰＩＣＨ信号の送信電力より１０［ｄＢ］だけ低いものとし、さらに、通信端末装置１３
においては、基地局装置１１から送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質が８［ｄＢ］とな
り、基地局装置１２により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質が１２［ｄＢ］となった
とする。
【００２１】
この場合、従来方式では、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質の良い基地局装置１２をＤＳＣＨ信
号の要求先として選択してしまう。しかしながら、実際には、基地局装置１１からＤＳＣ
Ｈ信号を送信した場合の受信品質は８［ｄＢ］となるのに対して、基地局装置１２からＤ
ＳＣＨ信号を送信した場合の受信品質は２［ｄＢ］となってしまう。よって、本来品質の
よい基地局装置１１から受信していれば得られた８［ｄＢ］の品質に対して６［ｄＢ］も
低い２［ｄＢ］の品質しか得られなくなってしまう。
【００２２】
以上のように、上記従来の下り回線を用いた高速データ通信においては、通信端末装置は
、基地局装置により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を正確に推定することができない
ので、通信端末装置は、最良の品質でＤＳＣＨ信号を受信することができない（基地局装
置は、通信端末装置により最良の品質で受信されるＤＳＣＨ信号を通信端末装置に対して
送信できない）という問題がある。
【００２３】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、最良の品質でＤＳＣＨ信号を受信でき
る通信端末装置、または、通信端末装置に最良の品質で受信されるＤＳＣＨ信号を送信で
きる基地局装置を提供することを目的とする。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
本発明の通信端末装置は、基地局装置により送信された制御チャネル信号の受信品質を測
定する測定手段と、前記基地局装置により決定された変調方式および符号化方式 前記
基地局装置により送信されたデータチャネル信号を 前記基地局装置にお
ける制御チャネル信号 およびデータチャネル信号の送信電力値の情報
を受信する受信手段と、前記測定手段により測定された制御チャネル信号の受信品質と

制御チャネル信号 およびデータチャネル
信号の 送信電力値 とに基づいて、

の受信品質を推定する推定手段と、を具備する構成を採る。
【００２５】
この構成によれば、基地局装置は、通信端末装置におけるデータチャネル信号の受信品質
を正確に認識することができるので、データチャネル信号の受信品質が所要品質を満たし
、かつ、最良のデータチャネル信号（最適な変調・符号化方式が用いられたデータチャネ
ル信号）を受信することができるように、データチャネル信号に用いることが可能な変調
・符号化方式を正確に決定することができる。
【００２６】
本発明の通信端末装置は、

構成を採る
。
【００２７】
この構成によれば、通信端末装置は、データチャネル信号の受信品質を正確に認識するこ
とができるので、データチャネル信号の受信品質が所要品質を満たし、かつ、最良のデー

10

20

30

40

50

(5) JP 3583353 B2 2004.11.4

にて
受信するとともに

の送信電力値の情報
前

記受信手段にて受信した の前記送信電力値の情報
前記 の情報 前記基地局装置により送信される前記データ

チャネル信号

前記推定手段において推定されたデータチャネルの受信品質に
基づいて、前記変調方式および前記符号化方式を決定する決定手段を具備する



タチャネル信号（最適な変調・符号化方式が用いられたデータチャネル信号）を受信する
ことができるように、データチャネル信号に用いることが可能な変調・符号化方式を正確
に決定することができる。

【００２８】
本発明の通信端末装置は、データチャネル信号の要求先として、すべての基地局装置のう
ち推定されたデータチャネル信号の受信品質が良好である対象基地局装置を選択する選択
手段 前記推定手段により推定された前記対象基地局装置に対
応するデータチャネル信号の受信品質に基づいて決定された変調方式および符号化方式が
前記対象基地局装置により用いられたデータチャネル信号を受信する構成を採る。
【００２９】
この構成によれば、通信端末装置は、各基地局装置により送信されるデータチャネル信号
の受信品質を正確に推定することができるので、データチャネル信号の要求先として、最
良の品質で受信できるデータチャネル信号を送信する基地局装置を正確に選択することが
できる。さらに、基地局装置は、通信端末装置に送信するデータチャネル信号に用いるこ
とが可能な変調・符号化方式を正確に決定することができる。
【００３０】

【００３１】

【００３２】
本発明の基地局装置は、上記いずれかに記載の通信端末装置と無線通信を行う構成を採る
。
【００３３】
この構成によれば、良好な通信を行う基地局装置を提供することができる。
【００３４】
本発明の通信方法は、通信相手により送信された制御チャネル信号の受信品質を測定する
測定工程と、前記通信相手により決定された変調方式および符号化方式 前記通信相手
により送信されたデータチャネル信号 における制御チャ
ネル信号 およびデータチャネル信号の送信電力値の情報を受信する受
信工程と、
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本発明の通信端末装置は、前記推定手段は、制御チャネル信号の送信電力値とデータチャ
ネルの送信電力値の比を、測定した制御チャネル信号の受信品質に反映した値を推定した
データチャネルの受信品質とする構成を採る。
　この構成によれば、データチャネル信号の受信品質を正確に認識することができるので
、データチャネル信号の受信品質が所要品質を満たし、かつ、最良のデータチャネル信号
（最適な変調・符号化方式が用いられたデータチャネル信号）を受信することができるよ
うに、データチャネル信号に用いることが可能な変調・符号化方式を正確に決定すること
ができる。

を具備し、前記受信手段は、

　本発明の通信端末装置は、前記受信手段において受信した信号からデータチャネルの信
号を取り出す第１逆拡散手段と、前記受信手段において受信した信号から前記基地局装置
における制御チャネル信号およびデータチャネル信号の送信電力値の情報を取り出す第２
逆拡散手段と、を具備し、前記推定手段は、測定手段により測定された制御チャネル信号
の受信品質と、前記第２拡散手段において取り出された制御チャネル信号およびデータチ
ャネル信号の送信電力値の情報に基づいて、データチャネルの受信品質を推定する構成を
採る。

　この構成によれば、符号多重化されたデータチャネルの信号と、基地局装置における制
御チャネル信号およびデータチャネル信号の送信電力値の情報と、を分離することができ
、データチャネル信号の受信品質を正確に認識することができるので、データチャネル信
号の受信品質が所要品質を満たし、かつ、最良のデータチャネル信号（最適な変調・符号
化方式が用いられたデータチャネル信号）を受信することができるように、データチャネ
ル信号に用いることが可能な変調・符号化方式を正確に決定することができる。

にて
を受信するとともに前記通信相手

の送信電力値の情報
前記測定工程により測定された制御チャネル信号の受信品質と前記受信工程に

て受信した制御チャネル信号の前記送信電力値の情報およびデータチャネル信号の前記送



の
受信品質を推定する推定工程と、を具備するようにした。
【００３５】
この方法によれば、基地局装置は、通信端末装置におけるデータチャネル信号の受信品質
を正確に認識することができるので、データチャネル信号の受信品質が所要品質を満たし
、かつ、最良のデータチャネル信号（最適な変調・符号化方式が用いられたデータチャネ
ル信号）を受信することができるように、データチャネル信号に用いることが可能な変調
・符号化方式を正確に決定することができる。
【００３６】
本発明の通信方法は、

ようにした。
【００３７】
この方法によれば、通信端末装置は、各基地局装置により送信されるデータチャネル信号
の受信品質を正確に推定することができるので、データチャネル信号の要求先として、最
良の品質で受信できるデータチャネル信号を送信する基地局装置を正確に選択することが
できる。さらに、基地局装置は、通信端末装置に送信するデータチャネル信号に用いるこ
とが可能な変調・符号化方式を正確に決定することができる。

。
【００３８】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、基地局装置により送信された制御チャネル信号の通信端末装置における
受信品質と、上記基地局装置における制御チャネル信号およびデータチャネル信号の送信
電力値に基づいて、データチャネル信号に用いる変調方式および符号化方式を決定するこ
とである。また、本発明の骨子は、基地局装置により送信された制御チャネル信号の通信
端末装置における受信品質と、上記基地局装置における制御チャネル信号およびデータチ
ャネル信号の送信電力値に基づいて、すべての基地局装置の中からデータチャネル信号の
要求先となる基地局装置を選択することである。
【００３９】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。実施の形態１およ
び実施の形態２では、通信端末装置が、１つの基地局装置がカバーするエリアのみに存在
する場合について説明し、実施の形態３および実施の形態４では、通信端末装置が、複数
の基地局装置がカバーするエリアに存在する場合について説明する。
【００４０】
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信電力値の情報とに基づいて、前記通信相手により送信される前記データチャネル信号

前記推定工程において推定されたデータチャネルの受信品質に基づ
いて、前記変調方式および前記符号化方式を決定する決定工程を具備する

本発明の通信方法は、前記推定工程は、制御チャネル信号の送信電力値とデータチャネル
の送信電力値の比を、測定した制御チャネル信号の受信品質に反映した値を推定したデー
タチャネルの受信品質とするようにした。
　この方法によれば、データチャネル信号の受信品質を正確に認識することができるので
、データチャネル信号の受信品質が所要品質を満たし、かつ、最良のデータチャネル信号
（最適な変調・符号化方式が用いられたデータチャネル信号）を受信することができるよ
うに、データチャネル信号に用いることが可能な変調・符号化方式を正確に決定すること
ができる。
本発明の通信方法は、データチャネル信号の要求先として、すべての基地局装置のうち推
定されたデータチャネル信号の受信品質が良好である対象基地局装置を選択する選択工程
を具備し、前記受信工程は、前記推定工程により推定された前記対象基地局装置に対応す
るデータチャネル信号の受信品質に基づいて決定された変調方式および符号化方式が前記
対象基地局装置により用いられたデータチャネル信号を受信するようにした。
この方法によれば、各基地局装置により送信されるデータチャネル信号の受信品質を正確
に推定することができるので、データチャネル信号の要求先として、最良の品質で受信で
きるデータチャネル信号を送信する基地局装置を正確に選択することができる。さらに、
基地局装置は、通信端末装置に送信するデータチャネル信号に用いることが可能な変調・
符号化方式を正確に決定することができる



（実施の形態１）
本実施の形態では、通信端末装置が、変調・符号化方式を決定する場合について説明する
。まず、本実施の形態の概要について図１を参照して説明する。図１は、本発明の実施の
形態１にかかる基地局装置および通信端末装置による無線通信の様子の一例を示す模式図
である。図１において、通信端末装置１０２は、基地局装置１０１がカバーするエリアに
存在し、基地局装置１０１と無線通信を行う。なお、図示されていないが、通信端末装置
１０２以外の通信端末装置も、基地局装置１０１がカバーするエリアに存在し、基地局装
置１０１と無線通信を行う。
【００４１】
まず、基地局装置１０１は、通信端末装置に対して、ＣＰＩＣＨを用いて共通既知信号を
送信する。また、基地局装置１０１は、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
を用いて、自局のＣＰＩＣＨ信号の送信電力とＤＳＣＨ信号の送信電力を示す情報（以下
単に「送信電力情報」という。）および既知信号を含む信号を通信端末装置に対して送信
する。なお、ＢＣＨを用いて通信される信号を「ＢＣＨ信号」とする。
【００４２】
ここで、ＣＰＩＣＨは、基地局装置が各通信端末装置に対して共通既知信号を送信するた
めのチャネルである。ＤＳＣＨは、基地局装置が、高伝送レートのパケット等のデータを
所定の通信端末装置に対して送信するためのチャネルである。上りのＤＰＣＨは、各通信
端末装置が、基地局装置に対して既知信号および音声データ等を含む信号を送信するチャ
ネルであり、下りのＤＰＣＨは、基地局装置が、各通信端末装置に対して、既知信号、Ｄ
ＳＣＨの送信先となる通信端末装置を示す情報や音声データ等を含む信号を送信するチャ
ネルである。
【００４３】
通信端末装置１０２は、基地局装置１０１により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質、
および、基地局装置１０１により送信されたＢＣＨ信号に含まれた送信電力情報を用いて
、基地局装置１０１により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。さらに、通信
端末装置１０２は、推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質に基づいて、このＤＳＣＨ信号に
用いることが可能な変調方式および誤り訂正符号化方式（以下単に「変調・符号化方式」
という。）を決定し、基地局装置１０１に対して、決定した変調・符号化方式を通知する
ための情報（以下「ＭＣＳ１」という。）を含むＤＰＣＨ信号を送信する。
【００４４】
基地局装置１０１は、通信端末装置１０２を含む通信端末装置により送信されたＤＰＣＨ
信号に含まれたＭＣＳ１に基づいて、すべての通信端末装置のうち、下り回線（すなわち
ＤＳＣＨ）の状況が良く、かつ、下り回線のサービス要求が良い（遅延時間が短い）通信
端末装置を選択する。この後、基地局装置１０１は、選択した通信端末装置に対して、こ
の通信端末装置により通知された変調・符号化方式を用いてＤＳＣＨ信号を送信する。以
上が、本実施の形態の概要である。
【００４５】
次いで、上記のような基地局装置および通信端末装置の構成について説明する。まず、本
実施の形態にかかる基地局装置の構成について、図２を参照して説明する。図２は、本発
明の実施の形態１にかかる基地局装置の構成を示すブロック図である。
【００４６】
図２において、ＲＦ部２０２は、アンテナ２０１により受信された信号（受信信号）に対
して、周波数変換等の所定の受信処理を行う。また、ＲＦ部２０２は、後述する多重部２
１０からの多重信号に対して周波数変換等の所定の送信処理を行い、送信処理された多重
信号をアンテナ２０１を介して送信する。
【００４７】
ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～２０３－Ｎは、ＲＦ部２０２により所定の受信処理
がなされた受信信号に対して、それぞれ、通信端末装置１～通信端末装置ＮのＤＰＣＨに
割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理を行う。さらに、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２

10

20

30

40

50

(8) JP 3583353 B2 2004.11.4



０３－１～２０３－Ｎは、逆拡散処理により得られた信号に対して復調処理を行うことに
より復調信号を生成し、生成された復調信号からＭＣＳ１を抽出して割り当て部２０４に
出力する。
【００４８】
割り当て部２０４は、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～２０３－ＮからのＭＣＳ１を
用いて、通信端末装置１～Ｎのうち最も高速にＤＳＣＨ信号を送信できる通信端末装置を
選択する。さらに、割り当て部２０４は、選択した通信端末装置をバッファ２０５および
ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎに報知し、選択した通信端末装置およびこ
の通信端末装置により通知された変調・符号化方式を、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７に報
知する。
【００４９】
バッファ２０５は、有線網を介して各通信端末装置に対する送信データを保持し、保持し
た送信データのうち割り当て部２０４により報知された通信端末装置の送信データをＤＳ
ＣＨ変調・拡散部２０７に出力する。ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７は、バッファ２０５か
らの送信データに対して、割り当て部２０４により報知された変調・符号化方式に対応す
る誤り訂正符号化処理、変調処理および拡散処理を行い、割り当て部２０４により報知さ
れた通信端末装置のＤＳＣＨ信号を生成する。
【００５０】
ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎは、それぞれ、通信端末装置１～Ｎの送信
データ、割り当て部２０４により報知された通信端末装置をＤＳＣＨ信号の送信先とする
旨を示す情報（以下「ＭＣＳ２」という。）、および、既知信号を含む信号に対して、変
調処理を行う。さらに、ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎは、変調された信
号に対して、それぞれ、通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨに割り当てられた拡散符号を用い
て逆拡散処理を行うことにより、通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号を生成する。
【００５１】
ＢＣＨ変調・拡散部２０８は、ＣＰＩＣＨ信号の送信電力およびＤＳＣＨ信号の送信電力
を用いて送信電力情報を生成し、この送信電力情報および既知信号を含む信号に対して変
調処理を行う。さらに、ＢＣＨ変調・拡散部２０８は、変調処理された信号に対して、Ｂ
ＣＨに割り当てられた拡散符号を用いて拡散処理を行うことにより、ＢＣＨ信号を生成す
る。
【００５２】
ＣＰＩＣＨ変調・拡散部２０９は、既知信号を含む信号に対して変調処理を行う。さらに
、ＣＰＩＣＨ変調・拡散部２０９は、変調処理された信号に対してＣＰＩＣＨに割り当て
られた拡散符号を用いて拡散処理を行うことにより、ＣＰＩＣＨ信号を生成する。
【００５３】
多重部２１０は、ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎのそれぞれにより生成さ
れた通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７により生成された
ＤＳＣＨ信号、ＢＣＨ変調・拡散部２０８により生成されたＢＣＨ信号、および、ＣＰＩ
ＣＨ変調・拡散部２０９により生成されたＣＰＩＣＨ信号を多重することにより、多重信
号を生成する。多重部２１０は、生成した多重信号を上述したＲＦ部２０２に出力する。
【００５４】
次に、本実施の形態にかかる通信端末装置の構成について、図３を参照して説明する。図
３は、本発明の実施の形態１にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【００５５】
図３において、ＲＦ部３０２は、アンテナ３０１により受信された信号（受信信号）に対
して、周波数変換等の所定の受信処理を行う。また、ＲＦ部３０２は、後述するＤＰＣＨ
変調・拡散部３１０からのＤＰＣＨ信号に対して、周波数変換等の所定の送信処理を行い
、送信処理がなされたＤＰＣＨ信号をアンテナ３０１を介して送信する。
【００５６】
ＣＰＩＣＨ逆拡散部３０３は、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して、Ｃ
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ＰＩＣＨに割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理を行う。測定部３０４は、ＣＰＩ
ＣＨ逆拡散部３０３により逆拡散処理された信号（すなわちＣＰＩＣＨ信号）の受信品質
（例えばＳＩＲ等）を測定し、測定されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質をＳＩＲ推定部３０
５に出力する。
【００５７】
ＢＣＨ逆拡散部３０６は、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して、ＢＣＨ
に割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理を行う。ＢＣＨ復調部３０７は、ＢＣＨ逆
拡散部３０６により逆拡散処理された受信信号に対して復調処理を行うことにより、復調
信号を生成する。また、ＢＣＨ復調部３０７は、生成された復調信号から送信電力情報を
抽出し、抽出した送信電力情報をＳＩＲ推定部３０５に出力する。
【００５８】
ＳＩＲ推定部３０５は、測定部３０４からのＣＰＩＣＨ信号の受信品質、および、ＢＣＨ
復調部３０７からの送信電力情報を用いて、ＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。
【００５９】
ＭＣＳ１決定部３０８は、推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号
に用いることが可能な変調・符号化方式を決定し、決定結果に従ってＭＣＳ１を作成して
多重部３０９に出力する。
【００６０】
多重部３０９は、既知信号、送信データ、およびＭＣＳ１決定部３０８からのＭＣＳ１を
多重することにより、多重信号を生成する。ＤＰＣＨ変調・拡散部３１０は、多重部３０
９からの多重信号に対して、変調処理を行う。また、ＤＰＣＨ変調・拡散部３１０は、変
調処理された多重信号に対して、本通信端末装置のＤＰＣＨに割り当てられた拡散符号を
用いて拡散処理を行うことにより、ＤＰＣＨ信号を生成する。さらに、ＤＰＣＨ変調・拡
散部３１０は、生成したＤＰＣＨ信号を上述したＲＦ部３０２に出力する。
【００６１】
一方、ＤＰＣＨ逆拡散部３１１は、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して
、本通信端末装置に割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理を行う。ＤＰＣＨ復調部
３１２は、ＤＰＣＨ逆拡散部３１１により逆拡散処理された信号に対して復調処理を行う
ことにより、復調信号を生成する。また、ＤＰＣＨ復調部３１２は、生成された復調信号
からＭＣＳ２を抽出することにより、いずれの通信端末装置に対してＤＳＣＨ信号が送信
されたかを認識する。さらに、ＤＰＣＨ復調部３１２は、認識結果をＤＳＣＨ逆拡散部３
１３およびＤＳＣＨ復調部３１４に出力する。
【００６２】
ＤＳＣＨ逆拡散部３１３は、ＤＰＣＨ復調部３１２からの認識結果により、本通信端末装
置に対してＤＳＣＨ信号が送信された旨を認識した場合には、ＲＦ部３０２により受信処
理された受信信号に対して、ＭＣＳ１決定部３０８で決定された変調・符号化方式に対応
する逆拡散処理を行う。ＤＳＣＨ復調部３１４は、ＤＳＣＨ逆拡散部３１３により逆拡散
された受信信号に対して、ＭＣＳ１決定部３０８で決定された変調・符号化方式に対応す
る復調処理を行うことにより、受信データを生成する。
【００６３】
次いで、上記構成を有する基地局装置および通信端末装置の動作について、図１～図３に
加えて、図４および図５を参照して説明する。図４は、本発明の実施の形態１にかかる基
地局装置に用いられるフレームフォーマットの一例を示す模式図である。図５は、本発明
の実施の形態１にかかる通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォーマットの一
例を示す模式図である。
【００６４】
基地局装置において、ＣＰＩＣＨ変調・拡散部２０９では、図４に示すような既知信号（
ＰＩＬＯＴ）は、変調された後、ＣＰＩＣＨに割り当てられた拡散符号を用いて拡散処理
される。これによりＣＰＩＣＨ信号が生成される。生成されたＣＰＩＣＨ信号は、多重部
２１０に出力される。
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【００６５】
ＢＣＨ変調・拡散部２０８では、ＣＰＩＣＨ信号の送信電力およびＤＳＣＨ信号の送信電
力を用いて送信電力情報が生成され、この送信電力情報および既知信号は、図４に示すよ
うに時間多重される。なお、図４に示すように、ＢＣＨ信号、ＣＰＩＣＨ信号、ＤＰＣＨ
信号およびＤＳＣＨ信号は、同一周波数帯域に符号（コード）多重されていることが明か
である。さらに、時間多重された信号は、変調された後、ＢＣＨに割り当てられた拡散符
号を用いて拡散処理される。これによりＢＣＨ信号が生成される。生成されたＢＣＨ信号
は、多重部２１０に出力される。
【００６６】
ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７により生成されたＤＳＣＨ信号は、多重部２１０に出力され
る。ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎにより生成されたＤＰＣＨ信号は、多
重部２１０に出力される。なお、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７により生成されるＤＳＣＨ
信号およびＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎにより生成されるＤＰＣＨ信号
の詳細については後述する。
【００６７】
多重部２１０では、ＢＣＨ信号、ＣＰＩＣＨ信号、ＤＳＣＨ信号、および、通信端末装置
１～ＮのＤＰＣＨ信号は、図４に示すように符号多重される。これにより、多重信号が生
成される。生成された多重信号は、ＲＦ部２０２により所定の送信処理がなされた後、ア
ンテナ２０１を介して送信される。このように送信された信号は、通信端末装置１～Ｎ（
図３に示した構成を有する通信端末装置）により受信される。
【００６８】
通信端末装置１～Ｎにおいて、上記のように基地局装置により送信された信号は、アンテ
ナ３０１により受信された後、ＲＦ部３０２により受信処理される。受信処理された受信
信号は、ＣＰＩＣＨ逆拡散部３０３、ＢＣＨ逆拡散部３０６、ＤＰＣＨ逆拡散部３１１お
よびＤＳＣＨ逆拡散部３１３に出力される。なお、ＤＰＣＨ逆拡散部３１１およびＤＳＣ
Ｈ逆拡散部３１３における処理の詳細については後述する。
【００６９】
ＣＰＩＣＨ逆拡散部３０３では、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して、
本通信端末装置に割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理がなされた後、復調処理が
なされる。これにより、復調信号すなわちＣＰＩＣＨ信号が生成される。生成されたＣＰ
ＩＣＨ信号は、測定部３０４に出力される。
【００７０】
測定部３０４では、生成されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質（例えばＳＩＲ等）が測定され
る。測定されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質は、ＳＩＲ推定部３０５に出力される。
【００７１】
ＢＣＨ逆拡散部３０６では、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して、ＢＣ
Ｈに割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理がなされる。ＢＣＨ復調部３０７では、
ＢＣＨ逆拡散部３０６により逆拡散された受信信号に対して復調処理がなされることによ
り、復調信号が生成される。さらに、生成された復調信号から送信電力情報が抽出され、
抽出された送信電力情報は、ＳＩＲ推定部３０５に出力される。
【００７２】
ＳＩＲ推定部３０５では、測定部３０４からのＣＰＩＣＨ信号の受信品質、および、ＢＣ
Ｈ復調部３０７からの送信電力情報を用いて、ＤＳＣＨ信号の受信品質（受信ＳＩＲ）が
推定される。なお、ここで推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質とは、基地局装置により送
信されるＤＳＣＨ信号の本通信端末装置における受信品質に相当する。具体的には、次に
示す式によりＤＳＣＨ信号の受信品質が測定される。
【００７３】
ＤＳＣＨ信号のＳＩＲの推定値［ｄＢ］＝
ＣＰＩＣＨ信号の受信ＳＩＲ［ｄＢ］＋ＤＳＣＨ信号の送信電力［ｄＢ］
－ＣＰＩＣＨ信号の送信電力［ｄＢ］　　　－▲１▼
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ＳＩＲ推定部３０５により推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質は、ＭＣＳ１決定部３０８
に出力される。
【００７４】
ＭＣＳ１決定部３０８では、ＳＩＲ推定部３０５により推定されたＤＳＣＨ信号の受信品
質に基づいて、ＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式が決定される。具体
的には、例えば、（推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質）対（所要サービス品質を実現す
るための変調・符号化方式）を示すテーブルをあらかじめ作成しておき、このテーブルを
用いて、推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質に対応する変調・符号化方式を決定すること
ができる。
【００７５】
さらに、ＭＣＳ１決定部３０８では、決定された変調・符号化方式を通知するための情報
（すなわちＭＣＳ１）が作成される。作成されたＭＣＳ１は、多重部３０９に出力される
。
【００７６】
多重部３０９では、既知信号、送信データ、および、ＭＣＳ１決定部３０８からのＭＣＳ
１が多重されることにより、多重信号が生成される。すなわち、例えば、図５に示すよう
に、ＰＩＬＯＴの部分に既知信号が挿入され、ＭＣＳ１の部分にＭＣＳ１が挿入され、Ｄ
ＡＴＡの部分に送信データが挿入されることにより、多重信号が生成される。生成された
多重信号は、ＤＰＣＨ変調・拡散部３１０において、本通信端末装置のＤＰＣＨに割り当
てられた拡散符号を用いて拡散処理される。これにより、ＤＰＣＨ信号が生成される。生
成されたＤＰＣＨ信号は、ＲＦ部３０２により送信処理がなされた後、アンテナ３０１を
介して基地局装置に送信される。
【００７７】
このように通信端末装置１～Ｎにより送信された信号は、基地局装置により受信される。
基地局装置において、上記のように通信端末装置１～Ｎに送信された信号は、アンテナ２
０１を介して受信された後、ＲＦ部２０２により受信処理される。ＲＦ部２０２により受
信処理された受信信号は、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～２０３－Ｎに出力される
。
【００７８】
ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～２０３－Ｎでは、まず、ＲＦ部２０２により受信処
理された受信信号に対して、それぞれ、通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨに割り当てられた
拡散符号を用いて逆拡散処理がなされる。さらに、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～
２０３－Ｎでは、逆拡散処理により得られた信号に対して復調処理がなされることにより
復調信号が生成される。この後、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～２０３－Ｎでは、
復調信号からそれぞれ通信端末装置１～ＮのＭＣＳ１が抽出される。抽出された通信端末
装置１～ＮのＭＣＳ１は、割り当て部２０４に出力される。
【００７９】
割り当て部２０４では、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～２０３－ＮからのＭＣＳ１
を用いて、通信端末装置１～Ｎのうち最も高速にＤＳＣＨ信号を送信できる通信端末装置
が選択される。この後、割り当て部２０４からバッファ２０５およびＤＰＣＨ変調・拡散
部２０６－１～２０６－Ｎに対して、ＤＳＣＨ信号の送信先としていずれの通信端末装置
が選択されたが報知される。また、割り当て部２０４からＤＳＣＨ変調・拡散部２０７に
対して、ＤＳＣＨ信号の送信先としていずれの通信端末装置が選択されたか、および、こ
の通信端末装置により通知された変調・符号化方式が報知される。
【００８０】
バッファ２０５からＤＳＣＨ変調・拡散部２０７に対して、割り当て部２０４から報知さ
れた通信端末装置に対応する送信データが出力される。バッファ２０５により出力された
送信データは、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７において、バッ割り当て部２０４により報知
された変調・符号化方式に対応する誤り訂正符号化処理、変調処理および拡散処理がなさ
れる。これにより、割り当て部２０４により報知された通信端末装置のＤＳＣＨ信号が生
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成される。生成されたＤＳＣＨ信号は、多重部２１０に出力される。
【００８１】
ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎでは、それぞれ、通信端末装置１～Ｎの送
信データ、割り当て部２０４により報知された通信端末装置をＤＳＣＨ信号の送信先とす
る旨を示すＭＣＳ２、および、既知信号を含む信号が生成される。すなわち、例えば、Ｄ
ＰＣＨ変調・拡散部２０６－１（２０６－Ｎ）では、図４を参照するに、既知信号がＰＩ
ＬＯＴ部分に挿入され、ＭＣＳ２がＭＣＳ２の部分に挿入され、通信端末装置１（通信端
末装置Ｎ）の送信データがＤＡＴＡの部分に挿入される。
【００８２】
さらに、ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎでは、上記のように生成された信
号は、変調処理がなされた後、それぞれ、通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨに割り当てられ
た拡散符号を用いて逆拡散処理がなされる。これにより、ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－
１～２０６－Ｎでは、それぞれ通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号が生成される。生成さ
れた通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号は、多重部２１０に出力される。
【００８３】
多重部２１０では、ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎのそれぞれにより生成
された通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７により生成され
たＤＳＣＨ信号、ＢＣＨ変調・拡散部２０８により生成されたＢＣＨ信号、および、ＣＰ
ＩＣＨ変調・拡散部２０９により生成されたＣＰＩＣＨ信号が多重されることにより、多
重信号が生成される。なお、ＣＰＩＣＨ信号およびＢＣＨ信号の生成については、上述し
た通りである。
【００８４】
多重部２１０により生成された多重信号は、ＲＦ部２０２により送信処理された後、アン
テナ２０１を介して送信される。このように送信された信号は、通信端末装置１～Ｎによ
り受信される。
【００８５】
通信端末装置１～Ｎにおいて、上記のように基地局装置により送信された信号は、アンテ
ナ３０１により受信され、ＲＦ部３０２により受信処理された後、ＣＰＩＣＨ逆拡散部３
０３、ＢＣＨ逆拡散部３０６、ＤＰＣＨ逆拡散部３１１およびＤＳＣＨ逆拡散部３１３に
出力される。ＢＣＨ逆拡散部３０６およびＣＰＩＣＨ逆拡散部３０３における処理につい
ては、上述した通りである。
【００８６】
ＤＰＣＨ逆拡散部３１１では、ＲＦ部３０２により受信処理された信号に対して、本通信
端末装置に割り当てられた拡散符号を用いた逆拡散処理がなされる。ＤＰＣＨ逆拡散部３
１１により逆拡散処理された受信信号は、ＤＰＣＨ復調部３１２により復調される。これ
により復調信号が生成される。
【００８７】
さらに、ＤＰＣＨ復調部３１２では、生成された復調信号からＭＣＳ２が抽出される。Ｄ
ＰＣＨ復調部３１２では、このＭＣＳ２を用いて、基地局装置からいずれの通信端末装置
に対してＤＳＣＨ信号が送信されたかが認識される。ＤＰＣＨ復調部３１２からＤＳＣＨ
逆拡散部３１３およびＤＳＣＨ復調部３１４に対して、認識結果が出力される。
【００８８】
ＤＳＣＨ逆拡散部３１３では、ＤＰＣＨ復調部３１２からの認識結果により、本通信端末
装置に対してＤＳＣＨ信号が送信された旨が認識された場合には、ＲＦ部３０２により受
信処理された受信信号に対して、ＭＣＳ１決定部３０８で決定された変調・符号化方式に
対応する逆拡散処理がなされる。逆拡散処理がなされた受信信号は、ＤＳＣＨ復調部３１
４において、ＭＣＳ１決定部３０８で決定された変調・符号化方式に対応する復調処理が
なされる。これにより、受信データが生成される。以上が、本実施の形態にかかる基地局
装置および通信端末装置の動作である。
【００８９】
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次いで、本実施の形態にかかる基地局装置および通信端末装置による効果について、上述
した図１９を参照して説明する。なお、基地局装置におけるＣＰＩＣＨ信号の送信電力が
５０［ｄＢ］であり、基地局装置におけるＤＳＣＨ信号の送信電力が４５［ｄＢ］であり
、通信端末装置におけるＣＰＩＣＨ信号の受信品質が２５［ｄＢ］であるものとする。
【００９０】
この場合、通信端末装置においては、上記▲１▼式に従って、ＤＳＣＨ信号の受信品質は
、２５（ＣＰＩＣＨ信号の受信品質）＋４５（ＤＳＣＨ信号の送信電力）－５０（ＣＰＩ
ＣＨ信号の送信電力）＝２０［ｄＢ］として推定される。すなわち、図１９に示すように
、ＤＳＣＨ信号の受信品質が正確に推定される。
【００９１】
このように、本実施の形態においては、基地局装置がＤＳＣＨ信号とＣＰＩＣＨ信号の送
信電力に関する送信電力情報を通信端末装置に報知し、通信端末装置が、ＣＰＩＣＨ信号
の受信品質、および、基地局装置から報知された送信電力情報を用いて、ＤＳＣＨ信号の
受信品質を推定し、推定した受信品質に基づいてＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調
・符号化方式を決定する。これにより、通信端末装置は、ＤＳＣＨ信号の受信品質を正確
に認識することができるので、ＤＳＣＨ信号の受信品質が所要品質を満たし、かつ、最良
のＤＳＣＨ信号（最適な変調・符号化方式が用いられたＤＳＣＨ信号）を受信することが
できるように、ＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を正確に決定するこ
とができる。
【００９２】
したがって、通信端末装置に最良の品質で受信されるＤＳＣＨ信号を送信できる基地局装
置を提供することができるとともに、最良の品質でＤＳＣＨ信号を受信できる通信端末装
置を提供することができる。
【００９３】
（実施の形態２）
本実施の形態では、基地局装置が変調・符号化方式を決定する場合について説明する。本
実施の形態の概要について、図１０を参照して説明する。図１０は、本発明の実施の形態
２にかかる基地局装置および通信端末装置による無線通信の様子の一例を示す模式図であ
る。
【００９４】
まず、図１０において、通信端末装置１００２がＣＰＩＣＨ信号の受信品質を基地局装置
に報知し、基地局装置１００１は、通信端末装置１００２におけるＣＰＩＣＨ信号の受信
品質と、基地局装置１００１におけるＤＳＣＨ信号とＣＰＩＣＨ信号の送信電力の比とを
用いて、通信端末装置１００２におけるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。
【００９５】
また、基地局装置１００１は、推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質に基づいて、すべての
通信端末装置のうち、下り回線（すなわちＤＳＣＨ）の状況が良く、かつ、下り回線のサ
ービス要求が良い（遅延時間が短い）通信端末装置（ここでは通信端末装置１００２とす
る）を選択する。
【００９６】
この後、基地局装置１００１は、選択された通信端末装置１００２におけるＣＰＩＣＨ信
号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を決定す
る。さらに、基地局装置１００１は、選択された通信端末装置１００２に対して、決定さ
れた変調・符号化方式を用いてＤＳＣＨ信号を送信する。以上が、本実施の形態の概要で
ある。
【００９７】
次いで、上記のような基地局装置および通信端末装置の構成について説明する。まず、本
実施の形態にかかる基地局装置の構成について、図６を参照して説明する。図６は、本発
明の実施の形態２にかかる基地局装置の構成を示すブロック図である。なお、図６におけ
る実施の形態１（図２）と同様の構成については、図２におけるものと同一の符号を付し
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て、詳しい説明を省略する。
【００９８】
ＤＰＣＨ逆拡散・復調部６０１－１～６０１－Ｎは、ＲＦ部２０２により所定の受信処理
がなされた受信信号に対して、それぞれ、通信端末装置１～通信端末装置ＮのＤＰＣＨに
割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理を行う。さらに、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部６
０１－１～６０１－Ｎは、逆拡散処理により得られた信号に対して復調処理を行うことに
より復調信号を生成し、生成された復調信号からＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す情報を
抽出しそれぞれ選択部６０２－１～６０２－Ｎに出力する。
【００９９】
選択部６０２－１～６０２－Ｎは、それぞれ、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部６０１－１～６０
１－ＮからのＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す情報を用いて、通信端末装置１～Ｎに対す
るＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を決定し、決定結果を割り当て部
６０３に出力する。
【０１００】
割り当て部６０３は、選択部６０２－１～６０２－Ｎによる決定結果を用いて、通信端末
装置１～Ｎのうち最も高速にＤＳＣＨ信号を送信できる通信端末装置を選択する点を除い
て、実施の形態１における割り当て部２０４と同一の構成を有する。
【０１０１】
多重部６０４は、ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎのそれぞれにより生成さ
れた通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７により生成された
ＤＳＣＨ信号、および、ＣＰＩＣＨ変調・拡散部２０９により生成されたＣＰＩＣＨ信号
を多重することにより、多重信号を生成する。
【０１０２】
次に、本実施の形態にかかる通信端末装置の構成について、図７を参照して説明する。図
７は、本発明の実施の形態２にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図である。なお
、図７における実施の形態１（図３）と同様の構成については、図３におけるものと同一
の符号を付して、詳しい説明を省略する。多重部７０１は、既知信号、送信データ、およ
び、測定部３０４からのＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す情報を多重することにより、多
重信号を生成する。
【０１０３】
次いで、上記構成を有する基地局装置および通信端末装置の動作について、図６および図
７に加えて、図８および図９を参照して説明する。図８は、本発明の実施の形態２にかか
る基地局装置に用いられるフレームフォーマットの一例を示す模式図である。図９は、本
発明の実施の形態２にかかる通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォーマット
の一例を示す模式図である。なお、本実施の形態における実施の形態１と同様になされる
動作については、詳しい説明を省略する。
【０１０４】
基地局装置において、多重部６０４では、ＣＰＩＣＨ信号、ＤＳＣＨ信号、および、通信
端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号は、図８に示すように符号多重される。これにより、多重
信号が生成される。生成された多重信号は、ＲＦ部２０２およびアンテナ２０１を介して
送信される。このように送信された信号は、通信端末装置１～Ｎ（図７に示した構成を有
する通信端末装置）により受信される。
【０１０５】
通信端末装置１～Ｎにおいて、測定部３０４では、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質が測定され
、測定されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す情報が生成される。ＣＰＩＣＨ信号の受信
品質を示す情報は、多重部７０１に出力される。
【０１０６】
多重部７０１では、既知信号、送信データ、および、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す情
報が多重されることにより、多重信号が生成される。すなわち、例えば、図９に示すよう
に、ＰＩＬＯＴの部分に既知信号が挿入され、ＳＩＲの部分にＣＰＩＣＨ信号の受信品質
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が挿入され、ＤＡＴＡの部分に送信データが挿入されることにより、多重信号が生成され
る。以後、上述したように、ＤＰＣＨ変調・拡散部３１０によりＤＰＣＨ信号が生成され
、生成されたＤＰＣＨ信号は、ＲＦ部３０２およびアンテナ３０１を介して基地局装置に
送信される。
【０１０７】
このように通信端末装置１～Ｎにより送信された信号は、基地局装置により受信される。
基地局装置において、上記のように通信端末装置１～Ｎに送信された信号は、アンテナ２
０１およびＲＦ部２０２を介して、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部６０１－１～６０１－Ｎに出
力される。
【０１０８】
ＤＰＣＨ逆拡散・復調部６０１－１～６０１－Ｎでは、ＲＦ部２０２からの受信信号に対
して逆拡散処理がなされた後、逆拡散処理により得られた信号に対して復調処理が行われ
ることにより復調信号が生成される。さらに、生成された復調信号からＣＰＩＣＨ信号の
受信品質を示す情報が抽出される。ＤＰＣＨ逆拡散・復調部６０１－１～６０１－Ｎのそ
れぞれにより抽出された通信端末装置１～ＮのＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す情報は、
それぞれ選択部６０２－１～６０２－Ｎに出力される。
【０１０９】
選択部６０２－１～６０２－Ｎでは、それぞれ、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部６０１－１～６
０１－ＮからのＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す情報、および、ＣＰＩＣＨ信号およびＤ
ＳＣＨ信号の送信電力を用いて、通信端末装置１～ＮにおけるＤＳＣＨ信号の受信品質が
推定される。ＤＳＣＨ信号の受信品質の推定方法は、実施の形態１（図３）における通信
端末装置のＳＩＲ推定部３０５によるものと同一である。
【０１１０】
さらに、選択部６０２－１～６０２－Ｎでは、推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質に基づ
いて、それぞれ、通信端末装置１～Ｎに対するＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・
符号化方式が決定される。変調・符号化方式の決定方法は、実施の形態１（図３）におけ
る通信端末装置のＭＣＳ１決定部３０８によるものと同一である。選択部６０２－１～６
０２－Ｎのそれぞれにより決定された通信端末装置１～Ｎに対応する変調・符号化方式は
、割り当て部６０３に出力される。
【０１１１】
割り当て部６０３では、選択部６０２－１～６０２－Ｎのそれぞれからの通信端末装置１
～Ｎに対応する変調・符号化方式を用いて、通信端末装置１～Ｎのうち最も高速にＤＳＣ
Ｈ信号を送信できる通信端末装置が選択される。この後、割り当て部６０３からバッファ
２０５およびＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎに対して、ＤＳＣＨ信号の送
信先としていずれの通信端末装置が選択されたが報知される。また、割り当て部６０３か
らＤＳＣＨ変調・拡散部２０７に対して、ＤＳＣＨ信号の送信先としていずれの通信端末
装置が選択されたか、および、この通信端末装置により通知された変調・符号化方式が報
知される。
【０１１２】
以後、バッファ２０５、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７、および、ＤＰＣＨ変調・拡散部２
０６－１～２０６－Ｎでは、実施の形態１で説明したような処理がなされる。
【０１１３】
多重部６０４では、ＤＰＣＨ変調・拡散部２０６－１～２０６－Ｎのそれぞれにより生成
された通信端末装置１～ＮのＤＰＣＨ信号、ＤＳＣＨ変調・拡散部２０７により生成され
たＤＳＣＨ信号、および、ＣＰＩＣＨ変調・拡散部２０９により生成されたＣＰＩＣＨ信
号が多重されることにより、多重信号が生成される。
【０１１４】
生成された多重信号は、ＲＦ部２０２およびアンテナ２０１を介して、通信端末装置１～
Ｎに送信される。このように送信された信号は、通信端末装置１～Ｎにより受信される。
以後の通信端末装置１～Ｎにおける処理については、実施の形態１におけるものと同様で
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あるので、詳しい説明を省略する。
【０１１５】
このように、本実施の形態においては、通信端末装置が、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質を基
地局装置に報知し、基地局装置は、通信端末装置により報知されたＣＰＩＣＨ信号の受信
品質と、基地局装置におけるＤＳＣＨ信号およびＣＰＩＣＨ信号の送信電力とを用いて、
通信端末装置におけるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。さらに、基地局装置は、推定
された通信端末装置におけるＤＳＣＨ信号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号に用いる
ことが可能な変調・符号化方式を決定する。これにより、基地局装置は、通信端末装置に
おけるＤＳＣＨ信号の受信品質を正確に認識することができるので、ＤＳＣＨ信号の受信
品質が所要品質を満たし、かつ、最良のＤＳＣＨ信号（最適な変調・符号化方式が用いら
れたＤＳＣＨ信号）を受信することができるように、ＤＳＣＨ信号に用いることが可能な
変調・符号化方式を正確に決定することができる。
【０１１６】
したがって、通信端末装置に最良の品質で受信されるＤＳＣＨ信号を送信できる基地局装
置を提供することができるとともに、最良の品質でＤＳＣＨ信号を受信できる通信端末装
置を提供することができる。
【０１１７】
（実施の形態３）
実施の形態３および実施の形態４では、通信端末装置が、複数の基地局装置がカバーする
エリアに存在する場合について説明する。本実施の形態では、通信端末装置が、ＤＳＣＨ
信号の要求先となる基地局装置、および、変調・符号化方式を決定する場合について説明
する。まず、本実施の形態の概要について図１１を参照して説明する。図１１は、本発明
の実施の形態３にかかる基地局装置および通信端末装置による無線通信の様子の一例を示
す模式図である。
【０１１８】
図１１において、通信端末装置１１０３は、複数の基地局装置がカバーするエリア（ここ
では、基地局装置１１０１がカバーするエリアおよび基地局装置１１０２がカバーするエ
リア）に存在する。なお、図示されていないが、通信端末装置１１０３以外の通信端末装
置も、基地局装置１１０１がカバーするエリアおよび基地局装置１１０２がカバーするエ
リアに存在しているものとする。
【０１１９】
まず、基地局装置１１０１および基地局装置１１０２は、それぞれ、固有のＢＣＨ信号を
送信する。また、基地局装置１１０１および基地局装置１１０２は、それぞれ、固有のＣ
ＰＩＣＨ信号を送信する。なお、ＢＣＨ信号およびＣＰＩＣＨ信号は実施の形態１におけ
るものと同一である。
【０１２０】
通信端末装置１１０３は、基地局装置１１０１により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品
質、および、基地局装置１１０１により送信されたＢＣＨ信号に含まれた送信電力情報を
用いて、基地局装置１１０１により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。また
、通信端末装置１１０３は、基地局装置１１０２により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信
品質、および、基地局装置１１０２により送信されたＢＣＨ信号に含まれた送信電力情報
を用いて、基地局装置１１０２により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。
【０１２１】
さらに、通信端末装置１１０３は、ＤＳＣＨ信号の要求先として、推定された受信品質が
最良となったＤＳＣＨ信号に対応する基地局装置（ここでは、基地局装置１１０１とする
。）を選択する。また、通信端末装置１１０３は、選択された基地局装置１１０１に対応
するＤＳＣＨ信号の推定された受信品質に基づいて、このＤＳＣＨ信号に用いることが可
能な変調・符号化方式を決定する。
【０１２２】
この後、通信端末装置１１０３は、ＤＳＣＨ信号の要求先を通知するための情報（以下「
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基地局選択情報」という。）と、ＭＣＳ１（すなわち、決定した変調・符号化方式を通知
するための情報）とを含むＤＰＣＨ信号を送信する。
【０１２３】
基地局装置１１０１および基地局装置１１０２は、各通信端末装置からのＤＰＣＨ信号を
受信し、ＤＰＣＨ信号に含まれた基地局選択情報を用いて、自局にＤＳＣＨ信号の送信を
要求している通信端末装置を認識する。さらに、基地局装置１１０１および基地局装置１
１０２は、自局にＤＳＣＨ信号の送信を要求しているすべての通信端末装置のうち、下り
回線（すなわちＤＳＣＨ）の状況が良く、かつ、下り回線のサービス要求が良い（遅延時
間が短い）通信端末装置を選択する。
【０１２４】
この後、基地局装置１１０１および基地局装置１１０２は、選択した通信端末装置に対し
て、この通信端末装置により通知された変調・符号化方式を用いてＤＳＣＨ信号を送信す
る。ここでは、通信端末装置１１０３は、基地局装置１１０１からＤＳＣＨ信号を受信す
ることになる。以上が、本実施の形態の概要である。
【０１２５】
次いで、上記のような基地局装置および通信端末装置の構成について説明する。まず、本
実施の形態にかかる通信端末装置の構成について、図１２を参照して説明する。図１２は
、本発明の実施の形態３にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図である。なお、図
１２における実施の形態１（図３）と同様の構成については、図３におけるものと同一の
符号を付して、詳しい説明を省略する。
【０１２６】
図１２において、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２０１は、ＲＦ部３０２により受信処理された受
信信号に対して、各基地局装置のＣＰＩＣＨに割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処
理を行うことにより、基地局装置毎にＣＰＩＣＨ信号を生成する。
【０１２７】
測定部１２０２は、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２０１により生成された基地局装置毎のＣＰＩ
ＣＨ信号の受信品質（例えばＳＩＲ等）を測定し、測定された基地局装置毎のＣＰＩＣＨ
信号の受信品質をＳＩＲ推定部１２０５に出力する。
【０１２８】
ＢＣＨ逆拡散部１２０３は、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して、各基
地局装置のＢＣＨに割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理を行う。ＢＣＨ復調部１
２０４は、ＢＣＨ逆拡散部１２０３により逆拡散処理された受信信号に対して復調処理を
行うことにより、基地局装置毎の復調信号を生成する。また、ＢＣＨ復調部１２０４は、
生成された基地局装置毎の復調信号から送信電力情報を抽出し、抽出した基地局装置毎の
送信電力情報をＳＩＲ推定部１２０５に出力する。
【０１２９】
ＳＩＲ推定部１２０５は、測定部１２０２からの基地局装置毎のＣＰＩＣＨ信号の受信品
質、および、ＢＣＨ復調部１２０４からの基地局装置毎の送信電力情報を用いて、ＤＳＣ
Ｈ信号の受信品質を基地局装置毎に推定する。ＳＩＲ推定部１２０５は、推定された基地
局装置毎のＤＳＣＨ信号の受信品質を、基地局決定部１２０６およびＭＣＳ１決定部１２
０７に出力する。
【０１３０】
基地局決定部１２０６は、推定された基地局装置毎のＤＳＣＨ信号の受信品質を用いて、
ＤＳＣＨ信号の要求先として、推定された受信品質が最良となったＤＳＣＨ信号に対応す
る基地局装置を選択する。この基地局決定部１２０６は、選択結果をＭＣＳ１決定部１２
０７に出力するとともに、ＤＳＣＨ信号の要求先を通知するための基地局選択情報を生成
して多重部１２０８に出力する。
【０１３１】
ＭＣＳ１決定部１２０７は、ＳＩＲ推定部１２０５により推定された基地局装置毎のＤＳ
ＣＨ信号の受信品質、および、基地局決定部１２０６からの選択結果に基づいて、まず、
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ＤＳＣＨ信号の要求先として選択された基地局装置に対応するＤＳＣＨ信号の受信品質を
取り出す。さらに、ＭＣＳ１決定部１２０７は、取り出した受信品質を用いて、ＤＳＣＨ
信号に用いることが可能な変調・符号化方式を決定し、決定した変調・符号化方式を通知
するためのＭＣＳ１を生成する。
【０１３２】
多重部１２０８は、送信データ、基地局選択情報およびＭＣＳ１を多重することにより、
多重信号を生成する。
【０１３３】
次に、本実施の形態にかかる基地局装置の構成について、図１３を参照して説明する。図
１３は、本発明の実施の形態３にかかる基地局装置の構成を示すブロック図である。なお
、図１３における実施の形態１（図２）と同様の構成については、図２におけるものと同
一の符号を付して、詳しい説明を省略する。
【０１３４】
図１３において、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０１－１～１３０１－Ｎは、それぞれ、復
調信号からＭＣＳ１および基地局選択情報を抽出して判定部１３０２－１～１３０２－Ｎ
に出力する点を除いて、実施の形態１（図２）におけるＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－
１～２０３－Ｎと同様の構成を有する。
【０１３５】
判定部１３０２－１～１３０２－Ｎは、それぞれ、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０１－１
～１３０１－Ｎからの基地局選択情報が自局にＤＳＣＨ信号の送信を要求している旨を示
す場合には、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０１－１～１３０１－ＮからのＭＣＳ１を割り
当て部２０４に出力する。
【０１３６】
次いで、上記構成を有する基地局装置および通信端末装置の動作について、図１２および
図１３に加えて、図１４を参照して説明する。図１４は、本発明の実施の形態３にかかる
通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォーマットの一例を示す模式図である。
なお、本実施の形態における実施の形態１と同様になされる動作については、詳しい説明
を省略する。
【０１３７】
通信端末装置１～Ｎにおいて、基地局装置により送信された信号は、上述したように、ア
ンテナ３０１およびＲＦ部３０２を介して、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２０１、ＢＣＨ逆拡散
部１２０３、ＤＰＣＨ逆拡散部３１１およびＤＳＣＨ逆拡散部３１３に出力される。ＤＰ
ＣＨ逆拡散部３１１およびＤＳＣＨ逆拡散部３１３における処理は、実施の形態１で説明
した通りである。
【０１３８】
ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２０１では、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して
、各基地局装置のＣＰＩＣＨに割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理が行われる。
これにより、基地局装置毎にＣＰＩＣＨ信号が生成される。
【０１３９】
測定部１２０２では、ＣＰＩＣＨ逆拡散部１２０１により生成された基地局装置毎のＣＰ
ＩＣＨ信号の受信品質（例えばＳＩＲ等）が測定される。測定された基地局装置毎のＣＰ
ＩＣＨ信号の受信品質は、ＳＩＲ推定部１２０５に出力される。
【０１４０】
ＢＣＨ逆拡散部１２０３では、ＲＦ部３０２により受信処理された受信信号に対して、各
基地局装置のＢＣＨに割り当てられた拡散符号を用いて逆拡散処理が行われる。ＢＣＨ復
調部１２０４では、ＢＣＨ逆拡散部１２０３により逆拡散処理された受信信号に対して復
調処理が行われることにより、基地局装置毎の復調信号が生成される。さらに、生成され
た基地局装置毎の復調信号から送信電力情報が抽出され、抽出された基地局装置毎の送信
電力情報は、ＳＩＲ推定部１２０５に出力される。なお、送信電力情報については、実施
の形態１で説明したものと同様なものである。
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【０１４１】
ＳＩＲ推定部１２０５では、測定部１２０２からの基地局装置毎のＣＰＩＣＨ信号の受信
品質、および、ＢＣＨ復調部１２０４からの基地局装置毎の送信電力情報を用いて、基地
局装置毎にＤＳＣＨ信号の受信品質が推定される。推定された基地局装置毎のＤＳＣＨ信
号の受信品質は、基地局決定部１２０６およびＭＣＳ１決定部１２０７に出力される。
【０１４２】
基地局決定部１２０６では、推定された基地局装置毎のＤＳＣＨ信号の受信品質を用いて
、ＤＳＣＨ信号の要求先として、推定された受信品質が最良となったＤＳＣＨ信号に対応
する基地局装置が選択される。さらに、選択結果に基づいて、ＤＳＣＨ信号の要求先を通
知するための基地局選択情報が生成される。この後、選択結果がＭＣＳ１決定部１２０７
に出力されるとともに、生成された基地局選択情報が多重部１２０８に出力される。
【０１４３】
ＭＣＳ１決定部１２０７では、ＳＩＲ推定部１２０５により推定された基地局装置毎のＤ
ＳＣＨ信号の受信品質、および、基地局決定部１２０６からの選択結果に基づいて、まず
、ＤＳＣＨ信号の要求先として選択された基地局装置に対応するＤＳＣＨ信号の受信品質
が取り出される。さらに、取り出された受信品質を用いて、ＤＳＣＨ信号に用いることが
可能な変調・符号化方式が決定され、決定された変調・符号化方式を通知するためのＭＣ
Ｓ１が生成される。なお、ＭＣＳ１の生成については、実施の形態１におけるＭＣＳ１決
定部３０８によるものと同様であるので、詳しい説明を省略する。生成されたＭＣＳ１は
、多重部１２０８に出力される。
【０１４４】
多重部１２０８では、既知信号、送信データ、ＭＣＳ１決定部１２０７からのＭＣＳ１、
および、基地局決定部１２０６からの基地局選択情報が多重されることにより、多重信号
が生成される。すなわち、例えば、図１４に示すように、ＰＩＬＯＴの部分に既知信号が
挿入され、ＭＣＳ１の部分にＭＣＳ１が挿入され、ＢＳ番号の部分に基地局選択情報が挿
入され、ＤＡＴＡの部分に送信データが挿入されることにより、多重信号が生成される。
生成された多重信号は、実施の形態１で説明したように、ＤＰＣＨ変調・拡散部３１０、
ＲＦ部３０２およびアンテナ３０１を介して送信される。
【０１４５】
このように通信端末装置１～Ｎにより送信された信号は、基地局装置により受信される。
基地局装置において、上記のように通信端末装置１～Ｎに送信された信号は、アンテナ２
０１およびＲＦ部２０２を介して、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０１－１～１３０１－Ｎ
に出力される。
【０１４６】
ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０１－１～１３０１－Ｎでは、それぞれ、まず、実施の形態
１（図２）のＤＰＣＨ逆拡散・復調部２０３－１～２０３－Ｎにおけるものと同様の処理
がなされることにより、復調信号が生成される。さらに、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０
１－１～１３０１－Ｎでは、復調信号からＭＣＳ１および基地局選択情報が抽出される。
ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０１－１～１３０１－Ｎにより抽出されたＭＣＳ１および基
地局選択情報は、それぞれ、判定部１３０２－１～１３０２－Ｎに出力される。
【０１４７】
判定部１３０２－１～１３０２－Ｎでは、まず、それぞれＤＰＣＨ逆拡散・復調部１３０
１－１～１３０１－Ｎからの基地局選択情報が、自局にＤＳＣＨ信号の送信を要求する旨
を示しているか否かの判定がなされる。判定部１３０２－１～１３０２－Ｎのうち、自局
にＤＳＣＨ信号の送信を要求する旨を示す基地局選択情報が得られた判定部により、その
判定部が有するＭＣＳ１が割り当て部２０４に出力される。
【０１４８】
割り当て部２０４では、実施の形態１で説明したものと同様の処理がなされることにより
、通信端末装置１～Ｎのうち最も高速にＤＳＣＨ信号を送信できる通信端末装置が選択さ
れる。以後、実施の形態１と同様に、多重部２１０により多重信号が生成され、生成され
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た多重信号は、ＲＦ部２０２およびアンテナ２０１を介して通信端末装置に送信される。
【０１４９】
次いで、本実施の形態にかかる基地局装置および通信端末装置による効果について、具体
例を挙げて説明する。基地局装置ＡにおけるＤＳＣＨ信号の送信電力とＣＰＩＣＨ信号の
送信電力が同じであり、基地局装置ＢにおけるＤＳＣＨ信号の送信電力がＣＰＩＣＨ信号
の送信電力より１０［ｄＢ］だけ低いものとし、さらに、通信端末装置においては、基地
局装置Ａおよび基地局装置Ｂにより送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品質が同一であるも
のとする。
【０１５０】
この場合には、基地局装置Ａにより送信されたＤＳＣＨ信号の受信品質は、５０＋０＝５
０［ｄＢ］として推定され、基地局装置Ｂにより送信されたＤＳＣＨ信号の受信品質は、
５０－１０＝４０［ｄＢ］として推定される。この結果、通信端末装置は、ＤＳＣＨ信号
の要求先として、基地局装置Ａを選択する。
【０１５１】
したがって、ＣＰＩＣＨ信号の受信品質は同一であっても、通信端末装置は、ＤＳＣＨ信
号の要求先として、より受信品質の良いＤＳＣＨ信号を送信する基地局装置を選択するこ
とができる。
【０１５２】
このように、本実施の形態においては、各基地局装置は、ＣＰＩＣＨ信号、および、ＤＳ
ＣＨ信号とＣＰＩＣＨ信号の送信電力に関する送信電力情報を通信端末装置に報知し、通
信端末装置は、各基地局装置により送信されたＣＰＩＣＨ信号および送信電力情報を用い
て、各基地局装置により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。さらに、通信端
末装置は、すべての基地局装置のうち、推定された受信品質が最良となったＤＳＣＨ信号
に対応する基地局装置を、ＤＳＣＨ信号の要求先として選択する。これにより、通信端末
装置は、各基地局装置により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を正確に推定することが
できるので、ＤＳＣＨ信号の要求先として、最良の品質で受信できるＤＳＣＨ信号を送信
する基地局装置を正確に選択することができる。
【０１５３】
さらに、通信端末装置は、選択された基地局装置に対応するＤＳＣＨ信号の推定された受
信品質に基づいて、このＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を決定する
。これにより、通信端末装置は、選択された基地局装置により送信されるＤＳＣＨ信号に
用いることが可能な変調・符号化方式を正確に決定することができる。
【０１５４】
したがって、通信端末装置に最良の品質で受信されるＤＳＣＨ信号を送信できる基地局装
置を提供することができるとともに、最良の品質でＤＳＣＨ信号を受信できる通信端末装
置を提供することができる。
【０１５５】
（実施の形態４）
本実施の形態では、通信端末装置がＤＳＣＨ信号の要求先となる基地局装置を決定し、基
地局装置が変調・符号化方式を決定する場合について説明する。本発明の概要について、
再度図１１を参照して説明する。
【０１５６】
図１１において、まず、基地局装置１１０１および基地局装置１１０２は、それぞれ、固
有のＢＣＨ信号を送信する。また、基地局装置１１０１および基地局装置１１０２は、そ
れぞれ、固有のＣＰＩＣＨ信号を送信する。なお、ＢＣＨ信号およびＣＰＩＣＨ信号は実
施の形態１におけるものと同一である。
【０１５７】
通信端末装置１１０３は、基地局装置１１０１により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信品
質、および、基地局装置１１０１により送信されたＢＣＨ信号に含まれた送信電力情報を
用いて、基地局装置１１０１により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。また
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、通信端末装置１１０３は、基地局装置１１０２により送信されたＣＰＩＣＨ信号の受信
品質、および、基地局装置１１０２により送信されたＢＣＨ信号に含まれた送信電力情報
を用いて、基地局装置１１０２により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。
【０１５８】
さらに、通信端末装置１１０３は、ＤＳＣＨ信号の要求先として、推定された受信品質が
最良となったＤＳＣＨ信号に対応する基地局装置（ここでは、基地局装置１１０１とする
。）を選択し、基地局装置１１０１に対して、推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質を報知
する。
【０１５９】
選択された基地局装置１１０１は、通信端末装置により報知されたＤＳＣＨ信号の受信品
質に基づいて、すべての受信品質のうち、下り回線（すなわちＤＳＣＨ）の状況が良く、
かつ、下り回線のサービス要求が良い（遅延時間が短い）通信端末装置（ここでは通信端
末装置１１０３とする）を選択する。
【０１６０】
この後、基地局装置１１０１は、選択された通信端末装置１１０３におけるＣＰＩＣＨ信
号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を決定す
る。さらに、基地局装置１１０１は、選択された通信端末装置１００２に対して、決定さ
れた変調・符号化方式を用いてＤＳＣＨ信号を送信する。以上が、本実施の形態の概要で
ある。
【０１６１】
次いで、上記のような基地局装置および通信端末装置の構成について説明する。まず、本
実施の形態にかかる通信端末装置の構成について、図１５を参照して説明する。図１５は
、本発明の実施の形態４にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図である。なお、図
１５における実施の形態３（図１２）と同様の構成については、図１２におけるものと同
一の符号を付して、詳しい説明を省略する。
【０１６２】
図１５において、基地局決定部１５０１は、ＳＩＲ推定部１２０５により推定された基地
局装置毎のＤＳＣＨ信号の受信品質を用いて、ＤＳＣＨ信号の要求先として、推定された
受信品質が最良となったＤＳＣＨ信号に対応する基地局装置を選択する。さらに、基地局
決定部１５０１は、ＤＳＣＨ信号の要求先を通知するための基地局選択情報を生成し、こ
の基地局選択情報と、選択された基地局装置により送信されるＤＳＣＨ信号の推定された
受信品質を示す情報とを多重部１５０２に出力する。
【０１６３】
多重部１５０２は、既知信号、送信データ、ならびに、基地局決定部１５０１からのＤＳ
ＣＨ信号の推定された受信品質を示す情報および基地局選択情報を多重することにより、
多重信号を生成する。
【０１６４】
次に、本実施の形態にかかる基地局装置の構成について、図１６を参照して説明する。図
１６は、本発明の実施の形態４にかかる基地局装置の構成を示すブロック図である。なお
、図１６における実施の形態３（図１３）と同様の構成については、図１３におけるもの
と同一の符号を付して、詳しい説明を省略する。
【０１６５】
図１６において、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１６０１－１～１６０１－Ｎは、それぞれ、復
調信号から基地局選択情報およびＤＳＣＨ信号の受信品質を示す情報を抽出して判定部１
６０２－１～１６０２－Ｎに出力する点を除いて、実施の形態３におけるＤＰＣＨ逆拡散
・復調部１３０１－１～１３０１－Ｎと同様の構成を有する。
【０１６６】
判定部１６０２－１～１６０２－Ｎは、それぞれ、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１６０１－１
～１６０１－Ｎからの基地局選択情報が自局にＤＳＣＨ信号の送信を要求している旨を示
す場合には、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１６０１－１～１６０１－ＮからのＤＳＣＨの受信
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品質を示す情報を、選択部１６０３－１～１６０３－Ｎに出力する。
【０１６７】
選択部１６０３－１～１６０３－Ｎは、それぞれ、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１６０１－１
～１６０１－ＮからのＤＳＣＨ信号の受信品質を示す情報を用いて、通信端末装置１～Ｎ
に対するＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を決定し、決定結果を割り
当て部１６０４に出力する。
【０１６８】
割り当て部１６０４は、選択部１６０３－１～１６０３－Ｎによる決定結果を用いて、通
信端末装置１～Ｎのうち最も高速にＤＳＣＨ信号を送信できる通信端末装置を選択する点
を除いて、実施の形態１における割り当て部２０４と同一の構成を有する。
【０１６９】
次いで、上記構成を有する基地局装置および通信端末装置の動作について、図１５および
図１６に加えて、図１７を参照して説明する。図１７は、本発明の実施の形態４にかかる
通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォーマットの一例を示す模式図である。
なお、本実施の形態における実施の形態１と同様になされる動作については、詳しい説明
を省略する。
【０１７０】
通信端末装置１～Ｎにおいて、基地局決定部１５０１では、ＳＩＲ推定部１２０５により
推定された基地局装置毎のＤＳＣＨ信号の受信品質を用いて、ＤＳＣＨ信号の要求先とし
て、推定された受信品質が最良となったＤＳＣＨ信号に対応する基地局装置が選択される
。さらに、基地局決定部１５０１では、ＤＳＣＨ信号の要求先を通知するための基地局選
択情報が生成し、この基地局選択情報と、選択された基地局装置により送信されるＤＳＣ
Ｈ信号の推定された受信品質を示す情報とが多重部１５０２に出力される。
【０１７１】
多重部１５０２では、既知信号、送信データ、ＤＳＣＨ信号の受信品質を示す情報、およ
び、基地局選択情報が多重されることにより、多重信号が生成される。すなわち、例えば
、図１７に示すように、ＰＩＬＯＴの部分に既知信号が挿入され、ＳＩＲの部分にＤＳＣ
Ｈ信号の受信品質が挿入され、ＢＳ番号の部分に基地局選択情報が挿入され、ＤＡＴＡの
部分に送信データが挿入されることにより、多重信号が生成される。以後、上述したよう
に、ＤＰＣＨ変調・拡散部３１０によりＤＰＣＨ信号が生成され、生成されたＤＰＣＨ信
号は、ＲＦ部３０２およびアンテナ３０１を介して基地局装置に送信される。
【０１７２】
このように通信端末装置１～Ｎにより送信された信号は、基地局装置により受信される。
基地局装置において、上記のように通信端末装置１～Ｎに送信された信号は、アンテナ２
０１およびＲＦ部２０２を介して、ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１６０１－１～１６０１－Ｎ
に出力される。
【０１７３】
ＤＰＣＨ逆拡散・復調部１６０１－１～１６０１－Ｎでは、それぞれ、復調信号から基地
局選択情報およびＤＳＣＨ信号の受信品質を示す情報が抽出される。ＤＰＣＨ逆拡散・復
調部１６０１－１～１６０１－Ｎにより抽出された基地局選択情報およびＤＳＣＨ信号の
受信品質を示す情報は、それぞれ、判定部１６０２－１～１６０２－Ｎに出力される。
【０１７４】
判定部１６０２－１～１６０２－Ｎでは、まず、それぞれＤＰＣＨ逆拡散・復調部１６０
１－１～１６０１－Ｎからの基地局選択情報が、自局にＤＳＣＨ信号の送信を要求する旨
を示しているか否かの判定がなされる。判定部１６０２－１～１６０２－Ｎのうち、自局
にＤＳＣＨ信号の送信を要求する旨を示す基地局選択情報が得られた判定部により、その
判定部が有するＤＳＣＨの受信品質を示す情報が、後段に設けられた選択部に出力される
。
【０１７５】
選択部１６０３－１～１６０３－Ｎのうち前段の判定部からＤＳＣＨ信号の受信信号が出
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力された選択部では、ＤＳＣＨ信号の受信品質に基づいて、ＤＳＣＨ信号に用いることが
可能な変調・符号化方式が決定される。なお、変調・符号化方式の決定方法については、
実施の形態１（図３）におけるＭＣＳ１決定部３０８によるものと同様であるので、詳細
な説明を省略する。選択部１６０３－１～１６０３－Ｎにおける決定結果は、割り当て部
１６０４に出力される。
【０１７６】
割り当て部１６０４では、選択部１６０３－１～１６０３－Ｎのそれぞれからの通信端末
装置１～Ｎに対応する変調・符号化方式を用いて、通信端末装置１～Ｎのうち最も高速に
ＤＳＣＨ信号を送信できる通信端末装置が選択される。以後、実施の形態１で説明したよ
うに、多重部２１０により多重信号が生成される。生成された多重信号は、ＲＦ部２０２
およびアンテナ２０１を介して通信端末装置に送信される。
【０１７７】
このように、本実施の形態においては、各基地局装置は、ＣＰＩＣＨ信号、および、ＤＳ
ＣＨ信号とＣＰＩＣＨ信号の送信電力に関する情報を通信端末装置に報知し、通信端末装
置は、各基地局装置により送信されたＣＰＩＣＨ信号および送信電力を用いて、各基地局
装置により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を推定する。さらに、通信端末装置は、す
べての基地局装置のうち、推定された受信品質が最良となったＤＳＣＨ信号に対応する基
地局装置を、ＤＳＣＨ信号の要求先として選択する。これにより、通信端末装置は、各基
地局装置により送信されるＤＳＣＨ信号の受信品質を正確に推定することができるので、
ＤＳＣＨ信号の要求先として、最良の品質で受信できるＤＳＣＨ信号を送信する基地局装
置を正確に選択することができる。
【０１７８】
さらに、通信端末装置は、選択された基地局装置に対して、この基地局装置により送信さ
れるＤＳＣＨ信号の推定された受信品質を報知する。これにより、基地局装置は、通信端
末装置に送信するＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を正確に決定する
ことができる。
【０１７９】
したがって、通信端末装置に最良の品質で受信されるＤＳＣＨ信号を送信できる基地局装
置を提供することができるとともに、最良の品質でＤＳＣＨ信号を受信できる通信端末装
置を提供することができる。
【０１８０】
なお、上記実施の形態１～４においては、送信側におけるＤＳＣＨ信号とＣＰＩＣＨ信号
の送信電力と、受信側におけるＣＰＩＣＨ信号の受信品質とを用いて、受信側におけるＤ
ＳＣＨ信号の受信品質を推定し、さらに、推定されたＤＳＣＨ信号の受信品質に基づいて
、送信側におけるＤＳＣＨ信号に用いることが可能な変調・符号化方式を決定する場合に
ついて説明した。ただし、本発明は、以下の条件を満たす限りにおいては、データチャネ
ル（上記実施の形態では「ＤＳＣＨ」）の名前、データチャネルを推定するために用いる
制御チャネル（上記実施の形態では「ＣＰＩＣＨ」）、およびこれらのチャネルにより通
信される情報の種類等が、適宜変更された場合についても適用可能なものである。すなわ
ち、データチャネルと制御チャネルは、時間多重または符号多重されている必要がある。
【０１８１】
また、上記実施の形態１～４においては、送信側が、送信側のデータチャネルおよび制御
チャネルの送信電力を受信側に報知するための報知チャネルとして、ＢＣＨを用いた場合
について説明したが、データチャネルおよび制御チャネルに多重（時間多重または符号多
重）されるチャネルＤＰＣＨ等のその他のチャネルを、報知チャネルとして用いることも
可能である。
【０１８２】
さらに、上記実施の形態３および４においては、通信端末装置が、２つの基地局装置がカ
バーするエリアに存在する場合を例にとり説明したが、本発明は、通信端末装置が、１つ
の基地局装置がカバーするエリア、または、３つ以上の基地局装置がカバーするエリアに
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存在する場合についても適用可能なものである。
【０１８３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、最良の品質でＤＳＣＨ信号を受信できる通信端末
装置、または、通信端末装置に最良の品質で受信されるＤＳＣＨ信号を送信できる基地局
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる基地局装置および通信端末装置による無線通信の
様子の一例を示す模式図
【図２】上記実施の形態１にかかる基地局装置の構成を示すブロック図
【図３】上記実施の形態１にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図
【図４】上記実施の形態１にかかる基地局装置に用いられるフレームフォーマットの一例
を示す模式図
【図５】上記実施の形態１にかかる通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォー
マットの一例を示す模式図
【図６】本発明の実施の形態２にかかる基地局装置の構成を示すブロック図
【図７】上記実施の形態２にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図
【図８】上記実施の形態２にかかる基地局装置に用いられるフレームフォーマットの一例
を示す模式図
【図９】上記実施の形態２にかかる通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォー
マットの一例を示す模式図
【図１０】上記実施の形態２にかかる基地局装置および通信端末装置による無線通信の様
子の一例を示す模式図
【図１１】本発明の実施の形態３にかかる基地局装置および通信端末装置による無線通信
の様子の一例を示す模式図
【図１２】上記実施の形態３にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図
【図１３】上記実施の形態３にかかる基地局装置の構成を示すブロック図
【図１４】上記実施の形態３にかかる通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォ
ーマットの一例を示す模式図
【図１５】本発明の実施の形態４にかかる通信端末装置の構成を示すブロック図
【図１６】上記実施の形態４にかかる基地局装置の構成を示すブロック図
【図１７】上記実施の形態４にかかる通信端末装置に用いられるＤＰＣＨのフレームフォ
ーマットの一例を示す模式図
【図１８】従来の基地局装置および通信端末装置による無線通信の様子の一例を示す模式
図
【図１９】通信端末装置におけるＤＳＣＨ信号およびＣＰＩＣＨ信号の受信品質を示す模
式図
【符号の説明】
２０３－１～２０３－Ｎ　ＤＰＣＨ逆拡散・復調部
２０４　割り当て部
３０３　ＣＰＩＣＨ逆拡散部
３０４　測定部
３０５　ＳＩＲ推定部
３０８　ＭＣＳ１決定部
３１３　ＤＳＣＨ逆拡散部
３１４　ＤＳＣＨ復調部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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