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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケットデータ通信開始前に受信した受信品質測定用信号より受信品質を示す測定値を
算出する受信品質測定手段と、
　前記受信品質測定手段により測定された前記測定値に基づいて前記パケットデータの伝
送レートを選択する伝送レート選択手段と、
　受信信号よりトラフィック量を示すトラフィック情報を抽出する報知情報復調手段と、
　抽出された前記トラフィック情報と前記伝送レート選択手段にて選択された伝送レート
を所定時間平均して求めた平均伝送レートとに基づいて伝送レート予測値を求める伝送レ
ート予測手段と、
　を具備することを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　前記伝送レート予測手段にて求められた前記伝送レート予測値を表示する表示手段を具
備することを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　受信可能な複数のデータ種別毎の情報量と前記伝送レート予測手段にて求められた前記
伝送レート予測値とよりデータの受信を開始してからデータの受信を終了するまでの受信
時間をデータ種別毎に求めるデータ受信時間計算手段と、
　前記データ受信時間計算手段にて求められた前記受信時間を示す情報である受信時間情
報をデータ種別毎に表示する表示手段と、
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　を具備することを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項４】
　受信可能な複数のデータ種別毎の情報量と前記伝送レート予測手段にて求められた前記
伝送レート予測値とよりデータの受信を開始してからデータの受信を終了するまでの受信
時間をデータ種別毎に求めるデータ受信時間計算手段と、
　前記データ受信時間計算手段にて求められた前記受信時間が所定のしきい値未満のデー
タ種別を示すデータ種別情報をデータ種別毎に表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記伝送レート予測手段は、前記トラフィック量である同一チャネルを用いて通信を行
うユーザ数にて前記平均伝送レートを除算することにより前記伝送レート予測値を求める
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記伝送レート予測手段にて求められた伝送レート予測値の情報である伝送レート予測
値送信情報を送信する送信手段と、
　前記送信手段にて送信された前記伝送レート予測値送信情報とトラフィック情報とに基
づいて通信相手にて求められた伝送レート予測値の情報である伝送レート予測値受信情報
を受信信号より抽出する伝送レート予測値情報抽出手段とを具備し、
　前記伝送レート予測手段は、前記伝送レート予測値送信情報の伝送レート予測値よりも
後に新たに求めた伝送レート予測値と前記伝送レート予測値受信情報とに基づいて前記新
たに求めた伝送レート予測値を補正することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれ
かに記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記伝送レート予測手段は、伝送レート予測値受信情報における伝送レート予測値と前
記送信手段にて前記伝送レート予測値送信情報として送信された前記伝送レート予測値と
の伝送レート比を求め、前記新たに求めた伝送レート予測値に前記伝送レート比を乗算す
ることにより前記新たに求めた伝送レート予測値を補正することを特徴とする請求項６記
載の無線通信装置。
【請求項８】
　パケットデータ通信中に前記パケットデータの伝送レートを所定時間平均して前記パケ
ットデータの伝送レート実測値を求める伝送レート実測手段を具備し、
　前記伝送レート予測手段は、前記伝送レート予測値と前記伝送レート実測値とに基づい
て前記伝送レート予測値を補正することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれかに
記載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記伝送レート予測手段は、前記平均伝送レートにオフセット値を乗算して前記伝送レ
ート予測値を求めるとともに、前記伝送レート予測値と前記伝送レート実測値との伝送レ
ート比を求め、前記伝送レート比を前記オフセット値に乗算することにより前記オフセッ
ト値を補正することを特徴とする請求項８記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　受信信号よりパケットデータ通信開始前の通信端末装置の伝送レート予測値の情報であ
る伝送レート予測値情報を抽出する伝送レート予測値情報抽出手段と、
　受信信号よりパケットデータ通信開始前の各通信端末装置の受信品質を示す測定値を求
めるとともにパケットデータ通信中の各通信端末装置の前記測定値を求める受信品質測定
手段と、
　前記受信品質測定手段にて求められた前記測定値と前記伝送レート予測値情報とより所
定のリソース内に収まるようにパケットデータ通信開始前の各通信端末装置の割り当て頻
度とパケットデータ通信中の各通信端末装置の割り当て頻度とを求める端末割り当て模擬
手段と、
　前記端末割り当て模擬手段にて求められた前記割り当て頻度と前記伝送レート予測値情
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報とに基づいて前記伝送レート予測値情報を補正する伝送レート予測値情報算出手段と、
　前記伝送レート予測値情報算出手段にて補正された前記伝送レート予測値情報をパケッ
トデータ通信開始前の前記通信端末装置へ送信する送信手段と、
　を具備することを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
　前記伝送レート予測情報算出手段は、前記伝送レート予測値情報抽出手段により抽出さ
れた前記伝送レート予測値情報の伝送レート予測値に、パケットデータ通信開始前の前記
通信端末装置の前記割り当て頻度を乗算することにより前記伝送レート予測値情報を補正
することを特徴とする請求項１０記載の基地局装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載の無線通信装置を具備することを特徴とする通
信端末装置。
【請求項１３】
　パケットデータ通信開始前に受信した受信品質測定用信号より受信品質を示す測定値を
算出するステップと、
　前記測定値に基づいて前記パケットデータの伝送レートを選択するステップと、
　受信信号よりトラフィック量を示すトラフィック情報を抽出するステップと、
　抽出された前記トラフィック情報と選択された伝送レートを所定時間平均して求めた平
均伝送レートとに基づいて伝送レート予測値を求めるステップと、
　を具備することを特徴とする伝送レート予測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置及び伝送レート予測方法に関し、例えばＨＳＤＰＡにおいて高
速パケット通信を行う無線通信装置及び伝送レート予測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、データ通信を開始する前において、端末の受信状態をユーザが知る手段としては
、アンテナマークにより受信状態を端末の画面に表示する方法がある。これは、例えばパ
イロットチャネルなどの受信強度によってアンテナ数を変化させて表示するものである（
例えば、特許文献１。）。ユーザは、端末の画面に表示されているアンテナマークの本数
が少なければ受信状態が悪いので、伝送レートが高いデータの受信は困難であると推定す
ることができる。一方、ユーザは、端末の画面に表示されているアンテナマークの本数が
多ければ受信状態が良好なので、伝送レートが高いデータの受信が可能であると推定する
ことができる。このように、アンテナマークの本数により、ユーザは間接的に伝送レート
及びそれにより受けることができるサービスの質を知ることができる。
【０００３】
　一方、データ通信を開始した後において、端末の受信品質に応じて伝送レートを切り替
える通信方式を採用する移動体通信システムとしてＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Pa
cket Access）方式が知られている。ＨＳＤＰＡにおいては、端末は受信品質を測定し、
測定した受信品質に基づいて自分が受信可能な伝送レートを基地局に通知する。ＨＳＤＰ
Ａにおける端末は、基地局から常に送信されている信号であるパイロットチャネルの信号
対雑音比を受信品質として測定し、測定した受信品質の情報を用いて受信可能な伝送レー
トの候補を選択して、選択した伝送レートの情報を基地局へ送信するものである。そして
、基地局は、複数の端末からの伝送レートの情報を受信し、受信状態の良い端末に送信す
るパケットデータに対し適切な変調方式を選択して変調を行うとともに、スケジューリン
グと呼ばれる処理を行った後に端末へパケットデータを送信する。
【０００４】
　このようなデータ通信を開始した後に測定した伝送レートを用いてユーザに提供するサ
ービスとして、インターネットなどのベストエフォート型サービスにおいて、ダウンロー
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ド予測時間を表示するものが知られている。これは、実際にダウンロードを開始した後に
定期的に短区間の伝送レートを観測し、残データ量をスループットで除算することによっ
てダウンロード予測時間を得るものである。
【特許文献１】特開２００２－４４０３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の無線通信装置及び伝送レート予測方法においては、データ通信開
始前は、アンテナマークの本数により間接的に伝送レートを推定することができるのみで
あり、またアンテナマークは電波強度を表示することを目的とするものであるので、必ず
しも伝送レートを正確に表しているものではないため、ユーザは正確な伝送レート情報を
得ることができないという問題がある。したがって、例えばユーザがアンテナマークの本
数より推定した伝送レートを考慮してデータのダウンロードを開始した場合に、ダウンロ
ードの時間がユーザの予想よりも長くなることがあり、さらに、ユーザがダウンロードに
要する時間を知ることができるのは、ダウンロードを開始した後であるため、ダウンロー
ドが終了する時間まで待てない場合にはダウンロードを中止する等の処理が必要になって
不便で使い勝手が悪いという問題がある。また、従来の無線通信装置及び伝送レート予測
方法においては、ＨＳＤＰＡにてデータ通信中に測定される伝送レートは、急激なフェー
ジング変動に精度良く追従させる必要があることより、伝送レートも頻繁に変わるもので
あり、通信中に測定された伝送レートをそのまま次回の通信における伝送レートの予測値
として用いると正確な伝送レート予測値を得ることができないという問題がある。
【０００６】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、データ通信開始前に正確な伝送レート
を予測してダウンロードの時間等を知ることができる無線通信装置及び伝送レート予測方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の無線通信装置は、パケットデータ通信開始前に受信した受信品質測定用信号よ
り受信品質を示す測定値を算出する受信品質測定手段と、前記受信品質測定手段により測
定された前記測定値に基づいて前記パケットデータの伝送レートを選択する伝送レート選
択手段と、受信信号よりトラフィック量を示すトラフィック情報を抽出する報知情報復調
手段と、抽出された前記トラフィック情報と前記伝送レート選択手段にて選択された伝送
レートを所定時間平均して求めた平均伝送レートとに基づいて伝送レート予測値を求める
伝送レート予測手段と、を具備する構成を採る。
【０００８】
　この構成によれば、パケットデータ通信開始前の受信品質を示す測定値を用いて求めた
伝送レートを所定時間平均することにより伝送レート予測値を求めるので、パケットデー
タ通信開始前に正確な伝送レートを予測することができることにより、例えばダウンロー
ドに要する時間をダウンロードの開始前に知ることができる。また、トラフィック量を示
すトラフィック情報を考慮して伝送レート予測値を求めるので、精度良く伝送レート予測
値を求めることができる。
【０００９】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、前記伝送レート予測手段にて求められた
前記伝送レート予測値を表示する表示手段を具備する構成を採る。
【００１０】
　この構成によれば、前記効果に加えて、伝送レート予測値を表示するので、各ユーザは
データの受信をやめるかまたは伝送レートの低いサービスに切り替える等の選択を行うこ
とができるので、使い勝手の良い無線通信装置を提供することができる。
【００１１】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、受信可能な複数のデータ種別毎の情報量
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と前記伝送レート予測手段にて求められた前記伝送レート予測値とよりデータの受信を開
始してからデータの受信を終了するまでの受信時間をデータ種別毎に求めるデータ受信時
間計算手段と、前記データ受信時間計算手段にて求められた前記受信時間を示す情報であ
る受信時間情報をデータ種別毎に表示する表示手段と、を具備する構成を採る。
【００１２】
　この構成によれば、前記効果に加えて、データの受信を開始してからデータの受信を終
了するまでの受信時間をデータ種別毎に表示するので、ユーザが時間に余裕がある場合に
は受信時間を犠牲にして大容量のデータを受信するサービスを選択することができ、ユー
ザが時間に余裕がない場合には情報量を犠牲にして早期に受信することができるサービス
を選択することができる等、ユーザは希望にかなったサービスを受けることができる。
【００１３】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、受信可能な複数のデータ種別毎の情報量
と前記伝送レート予測手段にて求められた前記伝送レート予測値とよりデータの受信を開
始してからデータの受信を終了するまでの受信時間をデータ種別毎に求めるデータ受信時
間計算手段と、前記データ受信時間計算手段にて求められた前記受信時間が所定のしきい
値未満のデータ種別を示すデータ種別情報をデータ種別毎に表示する表示手段と、を具備
する構成を採る。
【００１４】
　この構成によれば、前記効果に加えて、ユーザが希望するデータ受信完了時刻を入力す
るだけで自動的にユーザが希望するデータ受信完了時刻までに受信を完了することができ
るサービスのみを表示するので、ユーザはサービスを選択する毎にデータ受信完了時刻を
計算しながら選択する煩わしさを解消することができる。
【００１７】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、前記伝送レート予測手段は、前記トラフ
ィック量である同一チャネルを用いて通信を行うユーザ数にて前記平均伝送レートを除算
することにより前記伝送レート予測値を求める構成を採る。
【００１８】
　この構成によれば、前記効果に加えて、同一チャネルを用いて通信を行うユーザ数にて
平均伝送レートを除算することにより前記伝送レート予測値を求めるので、精度良く伝送
レート予測値を求めることができる。
【００１９】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、前記伝送レート予測手段にて求められた
伝送レート予測値の情報である伝送レート予測値送信情報を送信する送信手段と、前記送
信手段にて送信された前記伝送レート予測値送信情報とトラフィック情報とに基づいて通
信相手にて求められた伝送レート予測値の情報である伝送レート予測値受信情報を受信信
号より抽出する伝送レート予測値情報抽出手段とを具備し、前記伝送レート予測手段は、
前記伝送レート予測値送信情報の伝送レート予測値よりも後に新たに求めた伝送レート予
測値と前記伝送レート予測値受信情報とに基づいて前記新たに求めた伝送レート予測値を
補正する構成を採る。
【００２０】
　この構成によれば、前記効果に加えて、通信相手にてトラフィック量を示すトラフィッ
ク情報を考慮して伝送レート予測値を求め、通信相手にて求めた伝送レート予測値を受信
信号より抽出するだけで正確な伝送レート予測値を取得することができるので、伝送レー
ト予測値を求める際の処理を間単にすることができるとともに、回路を小型化することが
できる。
【００２１】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、前記伝送レート予測手段は、伝送レート
予測値受信情報における伝送レート予測値と前記送信手段にて前記伝送レート予測値送信
情報として送信された前記伝送レート予測値との伝送レート比を求め、前記新たに求めた
伝送レート予測値に前記伝送レート比を乗算することにより前記新たに求めた伝送レート
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予測値を補正する構成を採る。
【００２２】
　この構成によれば、前記効果に加えて、求めた伝送レート比を新たに求めた伝送レート
予測値に乗算して伝送レート予測値を補正するので、伝送レート予測値を求める際の処理
の簡略化と伝送レート予測値を求める精度の向上との両立を図ることができる。
【００２３】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、パケットデータ通信中に前記パケットデ
ータの伝送レートを所定時間平均して前記パケットデータの伝送レート実測値を求める伝
送レート実測手段を具備し、前記伝送レート予測手段は、前記伝送レート予測値と前記伝
送レート実測値とに基づいて前記伝送レート予測値を補正する構成を採る。
【００２４】
　この構成によれば、前記効果に加えて、実際にパケットデータ通信を開始した後の伝送
レート実測値を用いて伝送レート予測値を補正して次回の伝送レート予測時に用いるので
、実際にパケットデータ通信を開始した場合の伝送レートを考慮した伝送レート予測値を
求めることができる。
【００２５】
　本発明の無線通信装置は、前記構成において、前記伝送レート予測手段は、前記平均伝
送レートにオフセット値を乗算して前記伝送レート予測値を求めるとともに、前記伝送レ
ート予測値と前記伝送レート実測値との伝送レート比を求め、前記伝送レート比を前記オ
フセット値に乗算することにより前記オフセット値を補正する構成を採る。
【００２６】
　この構成によれば、前記効果に加えて、求めた伝送レート比をオフセット値に乗算する
ことによりオフセット値を補正して伝送レート予測値を補正するので、実際にデータ通信
を開始した場合の伝送レートを考慮した伝送レート予測値を求めることができる。
【００２７】
　本発明の基地局装置は、受信信号よりパケットデータ通信開始前の通信端末装置の伝送
レート予測値の情報である伝送レート予測値情報を抽出する伝送レート予測値情報抽出手
段と、受信信号よりパケットデータ通信開始前の各通信端末装置の受信品質を示す測定値
を求めるとともにパケットデータ通信中の各通信端末装置の前記測定値を求める受信品質
測定手段と、前記受信品質測定手段にて求められた前記測定値と前記伝送レート予測値情
報とより所定のリソース内に収まるようにパケットデータ通信開始前の各通信端末装置の
割り当て頻度とパケットデータ通信中の各通信端末装置の割り当て頻度とを求める端末割
り当て模擬手段と、前記端末割り当て模擬手段にて求められた前記割り当て頻度と前記伝
送レート予測値情報とに基づいて前記伝送レート予測値情報を補正する伝送レート予測値
情報算出手段と、前記伝送レート予測値情報算出手段にて補正された前記伝送レート予測
値情報をパケットデータ通信開始前の前記通信端末装置へ送信する送信手段と、を具備す
る構成を採る。
【００２８】
　この構成によれば、通信端末装置は実際にパケットデータ通信を開始する前に、基地局
装置にて補正された伝送レート予測値情報を参照することにより、正確な伝送レート予測
値を得ることができるので、パケットデータ通信開始前に正確な伝送レートを知ることが
できる。また、基地局装置にて補正された伝送レート予測値をユーザが認識容易な方法に
て表示することにより、各ユーザはデータの受信をやめるかまたは伝送レートの低いサー
ビスに切り替える等の選択を行うことができるので、使い勝手の良い通信端末装置を提供
することができる。
【００２９】
　本発明の基地局装置は、前記構成において、前記伝送レート予測情報算出手段は、前記
伝送レート予測値情報抽出手段により抽出された前記伝送レート予測値情報の伝送レート
予測値に、パケットデータ通信開始前の前記通信端末装置の前記割り当て頻度を乗算する
ことにより前記伝送レート予測値情報を補正する構成を採る。
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【００３０】
　この構成によれば、前記効果に加えて、通信端末装置から送信された伝送レート予測値
情報の伝送レート予測値に基地局装置にて求めた割り当て頻度を乗算することにより、通
信端末装置から送信された伝送レート予測値情報を補正して通信端末装置へ返信するので
、通信端末装置は精度の良い伝送レート予測値を取得することができる。
【００３１】
　本発明の通信端末装置は、前記のいずれかに記載の無線通信装置を具備する構成を採る
。
【００３２】
　この構成によれば、パケットデータ通信開始前の受信品質を示す測定値を用いて求めた
伝送レートを所定時間平均することにより伝送レート予測値を求めるので、パケットデー
タ通信開始前に正確な伝送レートを知ることができる。また、伝送レート予測値をユーザ
が認識容易な方法にて表示することにより、各ユーザはデータの受信をやめるかまたは伝
送レートの低いサービスに切り替える等の選択を行うことができるので、使い勝手の良い
通信端末装置を提供することができる。
【００３３】
　本発明の伝送レート予測方法は、パケットデータ通信開始前に受信した受信品質測定用
信号より受信品質を示す測定値を算出するステップと、前記測定値に基づいて前記パケッ
トデータの伝送レートを選択するステップと、受信信号よりトラフィック量を示すトラフ
ィック情報を抽出するステップと、抽出された前記トラフィック情報と選択された伝送レ
ートを所定時間平均して求めた平均伝送レートとに基づいて伝送レート予測値を求めるス
テップと、を具備するようにした。
【００３４】
　この方法によれば、パケットデータ通信開始前の受信品質を示す測定値を用いて求めた
伝送レートを所定時間平均することにより伝送レート予測値を求めるので、パケットデー
タ通信開始前に正確な伝送レートを知ることができる。また、伝送レート予測値をユーザ
が認識容易な方法にて表示することにより、各ユーザはデータの受信をやめるかまたは伝
送レートの低いサービスに切り替える等の選択を行うことができるので、使い勝手の良い
無線通信装置を提供することができる。また、トラフィック量を示すトラフィック情報を
考慮して伝送レート予測値を求めるので、精度良く伝送レート予測値を求めることができ
る。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、データ通信開始前に正確な伝送レートを予測してダウンロードの時間
等を知ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　本発明の骨子は、パケットデータ通信開始前に受信品質測定手段により測定された測定
値（ＳＩＲ）に基づいてパケットデータの伝送レート（ＣＱＩ）を選択し、選択した伝送
レートを所定時間平均して求めた平均伝送レートより伝送レート予測値を求めるとともに
、求めた伝送レート予測値をパケットデータ通信開始前に通信端末装置の画面に表示する
ことである。
【００３７】
　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。
【００３８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る無線通信装置１００の構成を示すブロック図であ
る。
【００３９】
　ＲＦ送受信部１０２は、アンテナ１０１にて受信した受信信号を無線周波数からベース
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バンド周波数へダウンコンバート等してパケットＣＨ復調部１０３及びパイロットＣＨ復
調部１０４へ出力するとともに、変調部１０７から入力した伝送レート候補の情報を含む
送信信号をベースバンド周波数から無線周波数へアップコンバート等してアンテナ１０１
より送信する。
【００４０】
　パケットＣＨ復調部１０３は、ＲＦ送受信部１０２から入力した受信信号を復調してパ
ケットチャネルのパケットデータを得る。
【００４１】
　パイロットＣＨ復調部１０４は、ＲＦ送受信部１０２から入力した受信品質測定用信号
であるパイロット信号を復調して受信状態測定部１０５へ出力する。
【００４２】
　受信品質測定手段である受信状態測定部１０５は、パイロットＣＨ復調部１０４から入
力したパイロット信号を用いて受信状態を示す値であるＳＩＲ（Signal to Interference
 Ratio）を測定して伝送レート候補選択部１０６へ出力する。パイロット信号から求めら
れるＳＩＲはパイロットチャネルの受信品質を示すものであるので、受信状態測定部１０
５は、受信状態を測定する前にあらかじめ通信相手から無線通信装置１００に伝えられる
パイロットチャネルとパケット伝送チャネルとのパワー比の情報であるパワー比情報より
、パイロットチャネルの受信品質からパケット伝送チャネルの受信品質を求めるための係
数を求めて、パイロットＣＨ復調部１０４から入力したＳＩＲの測定値に求めた係数を乗
算することにより、パケット伝送チャネルにおけるＳＩＲを求める。
【００４３】
　伝送レート選択手段である伝送レート候補選択部１０６は、図２に示すようなＳＩＲと
伝送レートを示すＣＱＩとが関係付けられた計算式を記憶している。即ち、伝送レート候
補選択部１０６は、図２に示すように、ＳＩＲが０以上ＴＨ１（ＴＨ１＞０）未満の場合
はＣＱＩ＝０を選択し、ＳＩＲがＴＨ１以上ＴＨ２（ＴＨ２＞ＴＨ１）未満の場合はＣＱ
Ｉ＝１を選択し、ＳＩＲがＴＨ２以上ＴＨ３（ＴＨ３＞ＴＨ２）未満の場合はＣＱＩ＝２
を選択し、ＳＩＲがＴＨ３以上ＴＨ４（ＴＨ４＞ＴＨ３）未満の場合はＣＱＩ＝３を選択
し、ＳＩＲがＴＨ４以上ＴＨ５（ＴＨ５＞ＴＨ４）未満の場合はＣＱＩ＝４を選択し、Ｓ
ＩＲがＴＨ５以上であればＣＱＩ＝５を選択するような計算式を記憶している。ＣＱＩは
、１から５に向けて徐々にレベルが高くなるものであり、１から５に向けて徐々に受信品
質が良好であることを示すものである。それぞれのＣＱＩ値には、対応するパケット伝送
レートが定義されており、通信相手のパケット送信レートとしての推奨値としての役割が
ある。一般的に、通信相手は、ＣＱＩ値を参考にしながらパケットの送信レートを決定す
る。そして、伝送レート候補選択部１０６は、受信状態測定部１０５から入力したＳＩＲ
の測定値を用いて記憶している計算式にて計算して伝送レートとしてのＣＱＩを選択する
。そして、伝送レート候補選択部１０６は、選択したパケットデータの伝送レートである
ＣＱＩを伝送レート予測部１０８及び変調部１０７へ出力する。なお、ＣＱＩは５種類に
限らず、５種類以外の任意の種類のＣＱＩを用いることが可能である。
【００４４】
　変調部１０７は、パケットデータの通信を開始した後に、伝送レート候補選択部１０６
より入力したＣＱＩを含む送信信号を変調してＲＦ送受信部１０２へ出力する。
【００４５】
　伝送レート予測部１０８は、伝送レート候補選択部１０６から入力したＣＱＩをしきい
値処理した後に平均化して平均伝送レートである平均したＣＱＩを求め、求めた平均した
ＣＱＩをパケットデータ通信を開始する際の伝送レート予測値として伝送レート予測制御
部１１０へ出力する。なお、伝送レート予測部１０８の詳細については後述する。
【００４６】
　キー入力判定部１０９は、キー入力の有無を検出し、キー入力が検出された場合にはキ
ー入力された旨の信号を伝送レート予測制御部１１０へ出力する。
【００４７】
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　伝送レート予測制御部１１０は、キー入力判定部１０９からキー入力された旨の信号が
入力した場合には、伝送レート予測値の情報をユーザに判りやすい表現のデータに変換し
て表示部１１１へ出力するか、または伝送レート予測部１０８から入力した伝送レート予
測値の情報をそのまま表示部１１１へ出力する。
【００４８】
　表示部１１１は、伝送レート予測制御部１１０から入力した伝送レート予測値の情報を
液晶画面等のディスプレイに表示する。
【００４９】
　次に、伝送レート予測部１０８の詳細について、図３を用いて説明する。図３は、伝送
レート予測部１０８の構成を示すブロック図である。
【００５０】
　しきい値判定部３０１は、伝送レート候補選択部１０６から入力したＣＱＩとしきい値
とを比較して、ＣＱＩがしきい値以上である場合には入力したＣＱＩを伝送レート平均化
部３０２へ出力し、ＣＱＩがしきい値未満である場合には０とする。これは、ＨＳＤＰＡ
においては、スケジューリングによりパケットデータを送信する無線通信装置として伝送
レートの高い無線通信装置を割り当てるため、ＣＱＩが低い場合には、パケットデータを
送信する無線通信装置として割り当てられない可能性を考慮するためである。なお、しき
い値は、その時の伝搬環境またはトラフィック量等に応じて任意の値に設定することがで
きる。
【００５１】
　伝送レート平均化部３０２は、しきい値判定部３０１から入力したＣＱＩに対応する伝
送レートを一定時間平均する。これは、ＨＳＤＰＡにおいては、極めて短時間（２ｍｓ）
毎にＣＱＩを求めるが、このように短時間毎に求めたＣＱＩはフェージング変動により大
きな影響を受けるので、ある程度長い時間において対応する伝送レートを平均する必要が
ある。フェージングの影響をある程度小さくするための平均する時間としては、１００ｍ
ｓ～１ｓ程度が適切である。伝送レート平均化部３０２は、ＣＱＩを平均化して伝送レー
ト予測値を求めた後にオフセット付加部３０３へ出力する。
【００５２】
　オフセット付加部３０３は、所定の定数であるオフセット値をあらかじめ記憶しており
、伝送レート平均化部３０２から入力した平均したＣＱＩにオフセット値を乗算して伝送
レート予測値を求め、求めた伝送レート予測値の情報を伝送レート予測制御部１１０へ出
力する。
【００５３】
　図４は、無線通信装置１００の表示部１１１に伝送レート予測値を表示した状態を示す
ものである。図４に示すように、無線通信装置１００を所有するユーザは、キー入力判定
部１０９を押圧することにより、表示部１１１には伝送レート予測値として「伝送レート
２．８ｋｂｐｓ」のように表示されるので、伝送レートを目で見て直接知ることができる
。
【００５４】
　このように、本実施の形態１によれば、データ伝送前において、ＣＱＩを所定時間平均
化することにより伝送レート予測値を求めることができるので、従来のアンテナマークに
より伝送レートを推定した場合に比べて、データ通信開始前に正確な伝送レートを予測す
ることができる。また、本実施の形態１によれば、求めた伝送レート予測値を用いてデー
タのダウンロードに要する時間を計算することができるので、ユーザはダウンロードを開
始する前にダウンロードに要する時間を知ることができることにより、使い勝手を良くす
ることができる。また、本実施の形態１によれば、既存のパイロットチャネルを用いて伝
送レート予測値を求めるので、伝送レート予測値を求めるための新たなシステムが不要で
あるとともに、受信側においても既存のＨＳＤＰＡ用の回路に伝送レートを予測する回路
を付加するだけで良いので、回路及び装置全体が大型化することを防ぐことができる。
【００５５】
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　なお、本実施の形態１において、伝送レート予測値を数値により表示することとしたが
、これに限らず、伝送レート予測値を色または記号等の数値以外の表現方法により表示し
ても良いし、スピーカより音声にて伝送レート予測値を知らせるものでも良いし、任意の
方法を用いて伝送レート予測値をユーザに知らせることができる。また、本実施の形態１
において、無線通信装置の表示部に伝送レート予測値を表示したが、これに限らず、無線
通信装置をパソコンに接続してパソコンの画面に表示させる等の任意の表示部を用いて伝
送レート予測値を表示させることができる。
【００５６】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の実施の形態２に係る無線通信装置５００の構成を示すブロック図であ
る。
【００５７】
　ＲＦ送受信部５０２は、アンテナ５０１にて受信した受信信号を無線周波数からベース
バンド周波数へダウンコンバート等して報知情報復調部５０３へ出力する。
【００５８】
　報知情報復調部５０３は、ＲＦ送受信部５０２から入力した受信信号を復調して報知情
報を取得して、取得した報知情報を伝送レート予測部５０５へ出力する。図示しない基地
局装置から送信される報知情報には、トラフィック量等を示すトラフィック情報が含まれ
ている。この場合、複数の無線通信装置で共通チャネルを用いて通信リソースを共有する
ことにより通信を行う。トラフィック量とは、実際に共通チャネルを使用している平均の
ユーザ数等である。なお、トラフィック量は共通チャネルを用いる場合に限らず、複数の
ユーザが使用している同一チャネルであれば任意のチャネルのトラフィック量を用いるこ
とができる。
【００５９】
　伝送レート取得部５０４は、あらかじめ複数の伝送レートが設定されており、出力指示
信号が入力した場合には、所定の伝送レートを伝送レート予測部５０５へ出力する。
【００６０】
　伝送レート予測部５０５は、伝送レート取得部５０４から入力した伝送レートの情報と
報知情報復調部５０３から入力した報知情報とに基づいて伝送レート予測値を求める。即
ち、伝送レート予測部５０５は、伝送レート予測値を報知情報より取得した共通チャネル
を使用しているユーザ数で除算することにより伝送レート取得部５０４から入力した伝送
レートを補正して伝送レート予測値を求めることができる。なお、伝送レートをユーザ数
で除算して伝送レート予測値を求める場合に限らず、任意の方法によりユーザ数等の報知
情報を用いて伝送レート予測値を求めることが可能である。
【００６１】
　このように、本実施の形態２によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、報知情報を
用いて伝送レート予測値を求めるので、より正確な伝送レート予測値を求めることができ
る。
【００６２】
　なお、本実施の形態２において、伝送レート予測値を数値により表示することとしたが
、これに限らず、伝送レート予測値を色または記号等の数値以外の表現方法により表示し
ても良いし、スピーカより音声にて伝送レート予測値を知らせるものでも良いし、任意の
方法を用いて伝送レート予測値をユーザに知らせることができる。また、本実施の形態２
において、無線通信装置の表示部に伝送レート予測値を表示したが、これに限らず、無線
通信装置をパソコンに接続してパソコンの画面に表示させる等の任意の表示部を用いて伝
送レート予測値を表示させることができる。
【００６３】
　（実施の形態３）
　図６は、本発明の実施の形態３に係る無線通信装置６００の構成を示すブロック図であ
る。
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【００６４】
　本実施の形態３に係る無線通信装置６００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通信
装置１００において、図６に示すように、報知情報復調部６０１を追加する。なお、図６
においては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【００６５】
　報知情報復調部６０１は、ＲＦ送受信部１０２から入力した受信信号を復調して報知情
報を取得して、取得した報知情報を伝送レート予測部１０８へ出力する。図示しない基地
局装置から送信される報知情報には、トラフィック量等を示すトラフィック情報が含まれ
ている。この場合、無線通信装置６００と基地局装置とは共通チャネルを用いて通信リソ
ースを共有することにより通信を行う。
【００６６】
　次に、伝送レート予測部１０８の詳細について、図７を用いて説明する。図７は、伝送
レート予測部１０８の構成を示すブロック図である。
【００６７】
　本実施の形態３に係る伝送レート予測部１０８は、図３に示す実施の形態１に係る伝送
レート予測部１０８において、図７に示すように、ユーザ伝送レート予測部７０１を追加
する。なお、図７においては、図３と同一構成である部分には同一の符号を付してその説
明は省略する。
【００６８】
　ユーザ伝送レート予測部７０１は、オフセット付加部３０３から入力した伝送レート予
測値と報知情報復調部６０１から入力した報知情報とに基づいて伝送レート予測値を求め
る。即ち、ユーザ伝送レート予測部７０１は、伝送レート予測値を報知情報より取得した
共通チャネルを使用しているユーザ数で除算することによりオフセット付加部３０３から
入力した伝送レート予測値を補正して最終的な伝送レート予測値を求め、求めた伝送レー
ト予測値の情報を伝送レート予測制御部１１０へ出力する。なお、伝送レートをユーザ数
で除算して伝送レート予測値を求める場合に限らず、任意の方法によりユーザ数等の報知
情報を用いて伝送レート予測値を求めることが可能である。
【００６９】
　このように、本実施の形態３によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、報知情報を
用いて伝送レート予測値を求めるので、より正確な伝送レート予測値を求めることができ
る。
【００７０】
　なお、本実施の形態３において、伝送レート予測値を数値により表示することとしたが
、これに限らず、伝送レート予測値を色または記号等の数値以外の表現方法により表示し
ても良いし、スピーカより音声にて伝送レート予測値を知らせるものでも良いし、任意の
方法を用いて伝送レート予測値をユーザに知らせることができる。また、本実施の形態３
において、無線通信装置の表示部に伝送レート予測値を表示したが、これに限らず、無線
通信装置をパソコンに接続してパソコンの画面に表示させる等の任意の表示部を用いて伝
送レート予測値を表示させることができる。
【００７１】
　（実施の形態４）
　図８は、本発明の実施の形態４に係る無線通信装置８００の構成を示すブロック図であ
る。
【００７２】
　本実施の形態４に係る無線通信装置８００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通信
装置１００において、図８に示すように、伝送レート予測値情報復調部８０１を追加する
。なお、図８においては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は
省略する。
【００７３】
　伝送レート予測値情報抽出手段である伝送レート予測値情報復調部８０１は、ＲＦ送受
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信部１０２から入力した受信信号を復調して伝送レート予測値受信情報である伝送レート
予測値情報を抽出して伝送レート予測部１０８へ出力する。
【００７４】
　伝送レート予測部１０８は、伝送レート候補選択部１０６から入力した伝送レート候補
の情報をしきい値処理した後に平均化して伝送レート予測値を求めるとともに、求めた伝
送レート予測値と伝送レート予測値情報復調部８０１から入力した伝送レート予測値情報
との伝送レート比を求める。そして、伝送レート予測部１０８は、求めた伝送レート比を
伝送レート予測値に乗算して伝送レート予測値を補正し、補正した伝送レート予測値の情
報を変調部１０７及び伝送レート予測制御部１１０へ出力する。ここで、補正対象の伝送
レート予測値は、伝送レート予測値情報復調部８０１にて抽出した伝送レート予測値情報
を生成する際に用いた伝送レート予測値よりも後に求めたものである。なお、伝送レート
予測部１０８の詳細については後述する。
【００７５】
　変調部１０７は、伝送レート候補選択部１０６から入力した伝送レート候補の情報及び
伝送レート予測部１０８から入力した伝送レート予測値の情報である伝送レート予測値送
信情報を含む送信信号を変調してＲＦ送受信部１０２へ出力する。
【００７６】
　次に、基地局装置９００の構成について、図９を用いて説明する。図９は、基地局装置
９００の構成を示すブロック図である。
【００７７】
　ＲＦ送受信部９０２は、アンテナ９０１にて受信した受信信号を無線周波数からベース
バンド周波数にダウンコンバート等して伝送レート予測値受信部９０３へ出力する。
【００７８】
　伝送レート予測値受信部９０３は、受信信号に含まれる伝送レート予測値の情報を抽出
して伝送レート予測値情報算出部９０７へ出力する。
【００７９】
　データ送信部９０４－１～９０４－ｎは、通信可能なユーザの無線通信装置の数と同一
数設けられるものであり、サービス中の複数の各無線通信装置宛ての送信データを一時的
に蓄積して、所定のタイミングにて変調部９０５へ出力する。また、データ送信部９０４
－１～９０４－ｎは、サービス中の複数の各無線通信装置宛の送信データ量及び送信デー
タ種別等の送信データ情報をトラフィック監視部９０６へ出力する。
【００８０】
　変調部９０５は、データ送信部９０４－１～９０４－ｎから入力した送信データ及び伝
送レート予測値情報算出部９０７から入力した伝送レート予測値情報を含む送信信号を変
調してＲＦ送受信部９０２へ出力する。
【００８１】
　トラフィック監視部９０６は、データ送信部９０４－１～９０４－ｎから入力した送信
データ情報よりトラフィック量を測定する。トラフィック量とは、共通チャネルを使用し
ている平均のユーザ数であってもよいし、より高度なトラフィック予測やネットワーク側
でのレート制限情報などを加味したものでもよい。そして、トラフィック監視部９０６は
、測定したトラフィック量の情報であるトラフィック情報を伝送レート予測値情報算出部
９０７へ出力する。
【００８２】
　伝送レート予測値情報算出部９０７は、伝送レート予測値受信部９０３から入力した伝
送レート予測値情報とトラフィック監視部９０６から入力したトラフィック情報とに基づ
いて伝送レート予測値を求めて、求めた伝送レート予測値の情報である伝送レート予測値
情報を変調部９０５へ出力する。即ち、伝送レート予測値情報算出部９０７は、報知情報
より取得した共通チャネルを使用しているユーザ数で伝送レート予測値を除算することに
より、伝送レート予測値受信部９０３から入力した伝送レート予測値を補正して新たな伝
送レート予測値を求めることができる。なお、伝送レート予測値をユーザ数で除算して伝
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送レート予測値を求める場合に限らず、任意の方法によりユーザ数等の報知情報を用いて
伝送レート予測値を求めることが可能である。
【００８３】
　次に、伝送レート予測部１０８の詳細について、図１０を用いて説明する。図１０は、
伝送レート予測部１０８の構成を示すブロック図である。
【００８４】
　本実施の形態４に係る伝送レート予測部１０８は、図３に示す実施の形態１に係る伝送
レート予測部１０８において、図１０に示すように、ユーザ伝送レート予測部１００１を
追加する。なお、図１０においては、図３と同一構成である部分には同一の符号を付して
その説明は省略する。
【００８５】
　オフセット付加部３０３は、伝送レート平均化部３０２から入力した伝送レート予測値
の情報より、伝送レートの予測値に所定の定数を乗算して最終的な伝送レート予測値を求
め、求めた伝送レート予測値を変調部１０７及びユーザ伝送レート予測部１００１へ出力
する。
【００８６】
　ユーザ伝送レート予測部１００１は、オフセット付加部３０３から入力した伝送レート
予測値と伝送レート予測値情報復調部８０１から入力した伝送レート予測値情報とに基づ
いて最終的な伝送レート予測値を求める。即ち、ユーザ伝送レート予測部１００１は、伝
送レート予測値情報復調部８０１から入力した伝送レート予測値情報の伝送レート予測値
とオフセット付加部３０３から入力した伝送レート予測値情報の伝送レート予測値との伝
送レート比を求め、求めた伝送レート比をオフセット付加部３０３から入力した伝送レー
ト予測値に乗算することにより、最終的な伝送レート予測値を求める。そして、ユーザ伝
送レート予測部１００１は、補正された伝送レート予測値の情報を伝送レート予測制御部
１１０へ出力する。
【００８７】
　次に、無線通信装置８００及び基地局装置９００の動作について、図８及び図９を用い
て説明する。
【００８８】
　最初に、無線通信装置８００において、パイロットＣＨ復調部１０４は、ＲＦ送受信部
１０２から入力したパイロット信号を復調して受信状態測定部１０５へ出力する。
【００８９】
　次に、受信状態測定部１０５は、パイロットＣＨ復調部１０４から入力したパイロット
信号を用いて受信状態を示すＳＩＲを測定する。
【００９０】
　次に、伝送レート候補選択部１０６は、ＳＩＲの測定値を用いて伝送レート候補を選択
する。
【００９１】
　次に、伝送レート予測部１０８は、伝送レート候補の情報をしきい値処理した後に平均
化して伝送レート予測値を求めるとともに、求めた伝送レート予測値を記憶しておく。
【００９２】
　次に、変調部１０７は、伝送レート候補の情報及び伝送レート予測値の情報を含む送信
信号を変調し、ＲＦ送受信部１０２を介してアンテナ１０１より送信する。
【００９３】
　次に、伝送レート候補の情報及び伝送レート予測値の情報を受信した基地局装置９００
において、伝送レート予測値受信部９０３は、受信信号に含まれる伝送レート予測値の情
報を抽出する。
【００９４】
　一方、データ送信部９０４－１～９０４－ｎは、サービス中の複数の各無線通信装置宛
ての送信データを一時的に蓄積して所定のタイミングにて出力する。
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【００９５】
　次に、トラフィック監視部９０６は、データ送信部９０４－１～９０４－ｎから入力し
た送信データ情報よりトラフィック量を測定する。
【００９６】
　次に、伝送レート予測値情報算出部９０７は、伝送レート予測値情報とトラフィック情
報とに基づいて伝送レート予測値を求める。
【００９７】
　次に、変調部９０５は、送信データ及び伝送レート予測値情報を含む送信信号を変調し
、ＲＦ送受信部９０２を介してアンテナ９０１より送信する。
【００９８】
　送信データ及び伝送レート予測値情報を受信した無線通信装置８００において、伝送レ
ート予測値情報復調部８０１は、受信信号を復調して伝送レート予測値情報を抽出する。
【００９９】
　一方、パイロットＣＨ復調部１０４は、ＲＦ送受信部１０２から入力したパイロット信
号を復調する。
【０１００】
　次に、受信状態測定部１０５は、パイロット信号を用いて受信状態を示すＳＩＲを測定
する。
【０１０１】
　次に、伝送レート候補選択部１０６は、ＳＩＲの測定値を用いて伝送レート候補を選択
し、選択した伝送レート候補の情報を伝送レート予測部１０８及び変調部１０７へ出力す
る。
【０１０２】
　次に、伝送レート予測部１０８は、伝送レート候補の情報をしきい値処理した後に平均
化して伝送レート予測値を求めるとともに、伝送レート予測値情報復調部８０１から入力
した伝送レート予測値情報より基地局装置９００にて補正された伝送レート予測値を、記
憶してある前回送信した伝送レート予測値にて除算することにより伝送レート比を求める
。
【０１０３】
　次に、伝送レート予測部１０８は、求めた伝送レート比を求めた伝送レート予測値に乗
算することにより伝送レート予測値を補正して最終的な伝送レート予測値を求め、求めた
伝送レート予測値を表示する。
【０１０４】
　このように、本実施の形態４によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、トラフィッ
ク量を考慮して伝送レート予測値を求めるので、精度の良い伝送レート予測値を求めるこ
とができる。また、本実施の形態４によれば、基地局装置がトラフィック量を考慮した伝
送レート予測値を求めるとともに、無線通信装置は基地局装置から送られてきた伝送レー
ト予測値の情報と自分が測定した伝送レート予測値との差に応じて補正を行うだけで正確
な伝送レート予測値を求めることができるので、簡単な処理にて正確な伝送レート予測値
を求めることができる。また、本実施の形態４によれば、伝送レート予測値を求める処理
が簡単であることより伝送レート予測値を求める回路を小型化することができる。
【０１０５】
　なお、本実施の形態４において、伝送レート予測値を数値により表示することとしたが
、これに限らず、伝送レート予測値を色または記号等の数値以外の表現方法により表示し
ても良いし、スピーカより音声にて伝送レート予測値を知らせるものでも良いし、任意の
方法を用いて伝送レート予測値をユーザに知らせることができる。また、本実施の形態４
において、無線通信装置の表示部に伝送レート予測値を表示したが、これに限らず、無線
通信装置をパソコンに接続してパソコンの画面に表示させる等の任意の表示部を用いて伝
送レート予測値を表示させることができる。
【０１０６】
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　（実施の形態５）
　図１１は、本発明の実施の形態５に係る基地局装置１１００の構成を示すブロック図で
ある。
【０１０７】
　本実施の形態５に係る基地局装置１１００は、図９に示す実施の形態４に係る基地局装
置９００において、図１１に示すように、受信状態復調部１１０１－１～１１０１－ｎ、
割り当て部１１０２及び割り当て模擬部１１０３を追加する。なお、図１１においては、
図９と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。また、無線通信
装置の構成は図８と同一構成であるので、その説明は省略する。
【０１０８】
　伝送レート予測値情報抽出手段である伝送レート予測値受信部９０３は、受信信号に含
まれる伝送レート予測値の情報を抽出して伝送レート予測値情報算出部９０７へ出力する
。伝送レート予測値受信部９０３にて抽出される伝送レート予測値の情報は、データ通信
開始前の無線通信装置から送信されたものである。
【０１０９】
　受信状態復調部１１０１－１～１１０１－ｎは、ＲＦ送受信部９０２から入力した受信
信号より各無線通信装置から報告されたＣＱＩを復調して抽出し、抽出したＣＱＩを割り
当て部１１０２及び割り当て模擬部１１０３へ出力する。
【０１１０】
　割り当て部１１０２は、図１２に示すようなＣＱＩと変調方式情報等とを関係付けたス
ケジューリング情報を保存した参照テーブルを有しており、受信状態復調部１１０１－１
～１１０１－ｎから入力したＣＱＩを用いて変調方式及び符号化率等を決定する。さらに
、割り当て部１１０２は、パケットデータを送信する無線通信装置を選択する処理である
スケジューリングを行う。そして、割り当て部１１０２は、決定した変調方式にて適応変
調するように変調部９０５に指示するとともに、スケジューリングにより割り当てられた
無線通信装置へ送信するパケットデータを蓄積するデータ送信部９０４－１～９０４－ｎ
に対して、パケットデータを出力するように制御する。
【０１１１】
　端末割り当て模擬手段である割り当て模擬部１１０３は、図１２に示すようなＣＱＩと
変調方式情報等とを関係付けたスケジューリング情報を保存した参照テーブルを有してお
り、受信状態復調部１１０１－１～１１０１－ｎから入力したＣＱＩを用いて変調方式及
び符号化率等を決定する。さらに、割り当て模擬部１１０３は、受信状態復調部１１０１
－１～１１０１－ｎから入力したＣＱＩとトラフィック監視部９０６から入力したトラフ
ィック情報より、パケットデータを送信する無線通信装置を選択する処理であるスケジュ
ーリングを行い、データ通信開始前の無線通信装置とデータ通信中の無線通信装置とを含
む全ての無線通信装置に対して、所定のリソース内に収まるようにパケットデータを割り
当てる割り当て頻度を求める。割り当て模擬部１１０３は、現在データ伝送を行っている
各無線通信装置のＣＱＩも入力するので、各無線通信装置にどの程度の頻度でパケットデ
ータを割り当てられるかの予測が可能である。そして、割り当て模擬部１１０３は、パケ
ットデータが割り当てられる割り当て頻度の情報を伝送レート予測値情報算出部９０７へ
出力する。
【０１１２】
　伝送レート予測値情報算出部９０７は、伝送レート予測値受信部９０３から入力した伝
送レート予測値情報と割り当て模擬部１１０３から入力したパケットデータが割り当てら
れる割り当て頻度の情報とに基づいて伝送レート予測値を求めて、求めた伝送レート予測
値の情報である伝送レート予測値情報を変調部９０５へ出力する。即ち、伝送レート予測
値情報算出部９０７は、無線通信装置から送られてきた伝送レート予測値の情報より、伝
送レート予測値に割り当て頻度を乗じることにより伝送レート予測値を求める。
【０１１３】
　次に、無線通信装置８００及び基地局装置１１００の動作について、図８及び図１１を
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用いて説明する。
【０１１４】
　最初に、無線通信装置８００において、パイロットＣＨ復調部１０４は、ＲＦ送受信部
１０２から入力したパイロット信号を復調して受信状態測定部１０５へ出力する。
【０１１５】
　次に、受信状態測定部１０５は、パイロットＣＨ復調部１０４から入力したパイロット
信号を用いて受信状態を示すＳＩＲを測定する。
【０１１６】
　次に、伝送レート候補選択部１０６は、ＳＩＲの測定値を用いて伝送レート候補を選択
する。
【０１１７】
　次に、伝送レート予測部１０８は、伝送レート候補の情報をしきい値処理した後に平均
化して伝送レート予測値を求める。
【０１１８】
　次に、変調部１０７は、伝送レート候補の情報及び伝送レート予測値の情報を含む送信
信号を変調し、ＲＦ送受信部１０２を介してアンテナ１０１より送信される。
【０１１９】
　次に、伝送レート候補の情報及び伝送レート予測値の情報を受信した基地局装置１１０
０において、伝送レート予測値受信部９０３は、受信信号に含まれる伝送レート予測値の
情報を抽出する。
【０１２０】
　一方、データ送信部９０４－１～９０４－ｎは、サービス中の複数の各無線通信装置宛
ての送信データを一時的に蓄積して所定のタイミングにて出力する。
【０１２１】
　次に、トラフィック監視部９０６は、データ送信部９０４－１～９０４－ｎから入力し
た送信データ情報よりトラフィック量を測定する。
【０１２２】
　次に、伝送レート予測値情報算出部９０７は、伝送レート予測値情報とトラフィック情
報とに基づいて伝送レート予測値を求める。
【０１２３】
　次に、変調部９０５は、送信データ及び伝送レート予測値情報を含む送信信号を変調し
、ＲＦ送受信部９０２を介してアンテナ９０１より送信される。
【０１２４】
　送信データ及び伝送レート予測値情報を受信した無線通信装置８００において、伝送レ
ート予測値受信部９０３は、受信信号に含まれる伝送レート予測値の情報を抽出する。
【０１２５】
　次に、割り当て模擬部１１０３は、ＣＱＩを用いて変調方式及び符号化率等を決定する
とともに、ＣＱＩとトラフィック情報より、パケットデータを送信する無線通信装置を選
択する処理であるスケジューリングを行う。
【０１２６】
　次に、割り当て模擬部１１０３は、パケットデータが割り当てられる割り当て頻度を求
める。
【０１２７】
　次に、伝送レート予測値情報算出部９０７は、伝送レート予測値情報とパケットデータ
が割り当てられる割り当て頻度の情報とに基づいて伝送レート予測値を求める。
【０１２８】
　次に、変調部９０５は、送信データと伝送レート予測値の情報とを含む送信信号を変調
して、ＲＦ送受信部９０２を介してアンテナ９０１より送信する。
【０１２９】
　送信データ及び伝送レート予測値情報を受信した無線通信装置８００において、伝送レ
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ート予測値情報復調部８０１は、受信信号を復調して伝送レート予測値情報を抽出する。
【０１３０】
　一方、パイロットＣＨ復調部１０４は、ＲＦ送受信部１０２から入力したパイロット信
号を復調する。
【０１３１】
　次に、受信状態測定部１０５は、パイロット信号を用いて受信状態を示すＳＩＲを測定
する。
【０１３２】
　次に、伝送レート候補選択部１０６は、ＳＩＲの測定値を用いて伝送レート候補を選択
する。
【０１３３】
　次に、伝送レート予測部１０８は、伝送レート候補の情報をしきい値処理した後に平均
化して伝送レート予測値を求めるとともに、求めた伝送レート予測値と伝送レート予測値
情報復調部８０１から入力した伝送レート予測値情報とに基づいて伝送レート予測値を補
正する。
【０１３４】
　次に、伝送レート予測部１０８は、求めた伝送レート予測値を表示する。
【０１３５】
　このように、本実施の形態５によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、データ通信
中の無線通信装置も含めた全ての無線通信装置のＳＩＲを用いてスケジューリングを行っ
てパケットデータが割り当てられる割り当て頻度を求め、求めた割り当て頻度を考慮して
伝送レート予測値を求めるので、精度の良い伝送レート予測値を求めることができる。ま
た、本実施の形態５によれば、基地局装置がスケジューリングを行ってパケットデータが
割り当てられる割り当て頻度を考慮した伝送レート予測値を求めるとともに、無線通信装
置は基地局装置から送られてきた伝送レート予測値の情報と自分が測定した伝送レート予
測値とに基づいて補正を行うだけで正確な伝送レート予測値を求めることができるので、
簡単な処理にて正確な伝送レート予測値を求めることができる。また、本実施の形態５に
よれば、伝送レート予測値を求める処理が簡単であることより伝送レート予測値を求める
回路を小型化することができる。
【０１３６】
　なお、本実施の形態５において、伝送レート予測値を数値により表示することとしたが
、これに限らず、伝送レート予測値を色または記号等の数値以外の表現方法により表示し
ても良いし、スピーカより音声にて伝送レート予測値を知らせるものでも良いし、任意の
方法を用いて伝送レート予測値をユーザに知らせることができる。また、本実施の形態５
において、無線通信装置の表示部に伝送レート予測値を表示したが、これに限らず、無線
通信装置をパソコンに接続してパソコンの画面に表示させる等の任意の表示部を用いて伝
送レート予測値を表示させることができる。
【０１３７】
　（実施の形態６）
　図１３は、本発明の実施の形態６に係る無線通信装置１３００の構成を示すブロック図
である。
【０１３８】
　本実施の形態６に係る無線通信装置１３００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１３に示すように、伝送レート測定部１３０１を追加する。な
お、図１３においては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省
略する。
【０１３９】
　伝送レート測定部１３０１は、実際に伝送されたパケットデータの伝送レートを測定し
、伝送レート予測部１０８へ出力する。伝送レート測定部１３０１にて測定された伝送レ
ート実測値は、データ通信中の伝送レートを示すものであり、実際に伝送されるパケット
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データのデータ量から求めることができる。
【０１４０】
　伝送レート予測部１０８は、伝送レート候補選択部１０６から入力したＣＱＩをしきい
値処理した後に平均化して伝送レート予測値を求めるとともに、求めた伝送レート予測値
と伝送レート測定部１３０１から入力した伝送レート実測値の情報とより、伝送レート予
測値と伝送レート実測値との伝送レート比を求める。そして、伝送レート予測部１０８は
、求めた伝送レート比に基づいて伝送レート候補選択部１０６から入力した伝送レート予
測値を補正し、補正した伝送レート予測値を伝送レート予測制御部１１０へ出力する。
【０１４１】
　次に、伝送レート予測部１０８の詳細について、図１４を用いて説明する。図１４は、
伝送レート予測部１０８の構成を示すブロック図である。
【０１４２】
　本実施の形態６に係る伝送レート予測部１０８は、図３に示す実施の形態１に係る伝送
レート予測部１０８において、予測差分算出部１４０１を追加する。なお、図１４におい
ては、図３と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【０１４３】
　オフセット付加部３０３は、あらかじめ記憶しているオフセット値に予測差分算出部１
４０１から入力した伝送レート予測値と伝送レート実測値との伝送レート比情報より、記
憶しているオフセット値に伝送レート比を乗算することにより、あらたなオフセット値を
設定する。そして、オフセット付加部３０３は、伝送レート平均化部３０２から入力した
平均したＣＱＩにオフセット値を乗算して伝送レート予測値を補正し、補正した伝送レー
ト予測値の情報を伝送レート予測制御部１１０へ出力する。
【０１４４】
　予測差分算出部１４０１は、オフセット付加部３０３から入力した伝送レート予測値の
情報と伝送レート測定部１３０１から入力した伝送レート実測値の情報とより、伝送レー
ト予測値と伝送レート実測値との伝送レート比を求め、求めた伝送レート比の情報をオフ
セット付加部３０３へ出力する。
【０１４５】
　このように、本実施の形態６によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、データ通信
中の伝送レートを用いてオフセット値を補正して、次に伝送レート予測値を求める際に用
いるオフセット値を順次補正するので、精度良く伝送レート予測値を求めることができる
。
【０１４６】
　なお、本実施の形態６において、伝送レート予測値を数値により表示することとしたが
、これに限らず、伝送レート予測値を色または記号等の数値以外の表現方法により表示し
ても良いし、スピーカより音声にて伝送レート予測値を知らせるものでも良いし、任意の
方法を用いて伝送レート予測値をユーザに知らせることができる。また、本実施の形態６
において、無線通信装置の表示部に伝送レート予測値を表示したが、これに限らず、無線
通信装置をパソコンに接続してパソコンの画面に表示させる等の任意の表示部を用いて伝
送レート予測値を表示させることができる。
【０１４７】
　（実施の形態７）
　図１５は、本発明の実施の形態７に係る無線通信装置１５００の構成を示すブロック図
である。
【０１４８】
　本実施の形態７に係る無線通信装置１５００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１５に示すように、キー入力判定部１５０１、サービス情報量
取得部１５０２、サービス予測完了時刻計算部１５０３及び表示部１５０４を追加する。
なお、図１５においては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は
省略する。
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【０１４９】
　キー入力判定部１５０１は、ユーザによるサービスを受けたい旨の意思表示のキー入力
及びユーザによる所望のサービスを受ける際の希望するデータ取得完了時刻を指定するキ
ー入力の有無を検出し、キー入力が検出された場合にはキー入力された旨の信号をサービ
ス予測完了時刻計算部１５０３へ出力する。
【０１５０】
　サービス情報量取得部１５０２は、ユーザに提供可能な全てのサービスの情報量をあら
かじめ記憶しており、サービス予測完了時刻計算部１５０３からサービス情報量の情報の
読み出しが行われた場合には、各サービスの情報量の情報をサービス予測完了時刻計算部
１５０３へ出力する。また、サービス情報量取得部１５０２は、各サービスについて異な
る品質のデータの情報量を取得する。
【０１５１】
　データ受信時間計算手段であるサービス予測完了時刻計算部１５０３は、キー入力判定
部１５０１からキー入力された旨の信号が入力した場合には、伝送レート予測部１０８か
ら伝送レート予測値の情報を読み出すとともに、サービス情報量取得部１５０２から各サ
ービスの情報量の情報を読み出す。そして、サービス予測完了時刻計算部１５０３は、各
サービスの情報量を伝送レート予測値で除算することにより、データの受信を開始してか
らデータの受信を終了するまでの時間である受信時間を計算し、キー入力判定部１５０１
から入力したユーザが希望するデータ取得完了時刻までにデータの取得が終了するか否か
を判定する。サービス予測完了時刻計算部１５０３は、ユーザが希望する時刻までにデー
タの取得が完了しない場合にはそのサービスの記憶は行わず、ユーザが希望する時刻まで
にデータの取得が完了する場合にはそのサービスを記憶する。サービス予測完了時刻計算
部１５０３は、全てのサービスについてのデータの完了する時刻の計算が終了した後に、
ユーザが希望する時刻までにデータの取得が完了するサービスとして記憶されているサー
ビスのデータ種別情報と、記憶されているサービスのデータの受信に要する時間（予測時
間）若しくは記憶されているサービスのデータの受信が終了する時間等の受信時間情報と
を表示部１５０４へ出力する。この時、サービス予測完了時刻計算部１５０３は、例えば
ユーザが画像データの取得を希望している場合には、同一画像の異なる品質のデータの中
から、ユーザが希望するデータ取得完了時刻までに取得できる品質のデータを選択する。
【０１５２】
　表示部１５０４は、サービス予測完了時刻計算部１５０３から入力したデータ種別情報
と受信時間情報を液晶画面等のディスプレイに表示する。
【０１５３】
　次に、無線通信装置１５００の動作について、図１６を用いて説明する。図１６は、無
線通信装置１５００の動作を示すフロー図である。
【０１５４】
　最初に、ユーザは無線通信装置１５００の所定のキーを押圧することによりサービス候
補を選択し、キー入力判定部１５０１は、ユーザが選択したサービスの情報をサービス予
測完了時刻計算部１５０３へ出力する（ステップＳＴ１６０１）。
【０１５５】
　次に、ユーザは無線通信装置１５００の所定のキーを押圧することにより、選択したサ
ービスを受ける際のユーザが希望するデータ取得完了時刻を入力し、キー入力判定部１５
０１は、ユーザが希望するデータ取得完了時刻の情報をサービス予測完了時刻計算部１５
０３へ出力する（ステップＳＴ１６０２）。
【０１５６】
　次に、受信状態測定部１０５は受信信号よりＳＩＲを測定し、伝送レート候補選択部１
０６は測定したＳＩＲよりＣＱＩを選択し、伝送レート予測部１０８は選択したＣＱＩを
所定時間平均することにより伝送レート予測値を算出する（ステップＳＴ１６０３）。
【０１５７】
　次に、サービス予測完了時刻計算部１５０３は、ユーザが選択したサービスの情報量及
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び伝送レート予測値情報を取得して予測時間を算出する。そして、サービス予測完了時刻
計算部１５０３は、現在時刻と算出した予測時間とを加算した結果がデータ取得完了時刻
（しきい値）よりも小さいか否か（データ取得完了時刻までにデータ取得が完了するか否
か）を判定する。サービス予測完了時刻計算部１５０３は、現在時刻と算出した予測時間
とを加算した結果がデータ取得完了時刻よりも小さい場合にはそのサービスを記憶し、現
在時刻と算出した予測時間とを加算した結果がデータ取得完了時刻よりも小さくない場合
にはそのサービスを記憶しない。サービス予測完了時刻計算部１５０３は、これらの処理
をユーザが選択した全てのサービスについて行う（ステップＳＴ１６０４）。
【０１５８】
　次に、サービス予測完了時刻計算部１５０３は、記憶しているサービスのみを表示部１
５０４に表示させる（ステップＳＴ１６０５）。
【０１５９】
　図１７は、ユーザが希望するデータ取得完了時刻までにデータの取得を完了することが
できるサービス及び予測完了時刻を表示部１５０４に表示した状態を示すものである。ユ
ーザは、図１７に示すように、表示された複数のサービスの中から所望のサービスを選択
することができる。
【０１６０】
　このように、本実施の形態７によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、ユーザが無
線通信装置に希望するサービスと希望するデータ取得完了時刻とを入力することにより、
希望するデータ取得完了時刻までにデータの取得を完了することができるサービスの一覧
を表示するので、ユーザはデータ取得完了時刻を見ながら希望するサービスを選択するこ
とができて、極めて使い勝手の良い無線通信装置を提供することができる。
【０１６１】
　なお、本実施の形態７において、ユーザが希望するデータ取得完了時刻を満たすサービ
スのみを表示することとしたが、これに限らず、ユーザが選択した全てのサービスとユー
ザが選択した全てのサービスのデータ取得完了時刻とを表示するようにしても良い。また
、本実施の形態７において、データ種別と受信時間情報とを文字及び数値により表示する
こととしたが、これに限らず、データ種別と受信時間情報とを色または記号等の文字及び
数値以外の表現方法により表示しても良いし、スピーカより音声にてデータ種別と受信時
間情報とを知らせるものでも良いし、任意の方法を用いてデータ種別と受信時間情報とを
ユーザに知らせることができる。また、本実施の形態７において、無線通信装置の表示部
にデータ種別と受信時間情報とを表示したが、これに限らず、無線通信装置をパソコンに
接続してパソコンの画面に表示させる等の任意の表示部を用いてデータ種別と受信時間情
報とを表示させることができる。
【０１６２】
　上記実施の形態１～実施の形態７において、伝送レート及び伝送レート予測値としてＣ
ＱＩを用いることとしたが、これに限らず、ＭＣＳ等の任意の伝送レートを示す情報を用
いることができる。また、上記実施の形態１～実施の形態７において、ＣＱＩを計算式に
より求めることとしたが、これに限らず、ＳＩＲ等の受信品質を示す測定値とＣＱＩとを
関係付けたＣＱＩ選択用情報を保存する参照テーブルを記憶しておいて、測定したＳＩＲ
を用いてＣＱＩを選択するようにしても良い。また、上記実施の形態１～実施の形態７の
無線通信装置は通信端末装置に適用することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
　本発明にかかる無線通信装置及び伝送レート予測方法は、データ通信開始前に正確な伝
送レートを予測してダウンロードの時間等を知る効果を有し、伝送レートを予測するのに
有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
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【図２】本発明の実施の形態１に係るＣＱＩとＳＩＲとの関係を示す図
【図３】本発明の実施の形態１に係る伝送レート予測部の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の外観を示す図
【図５】本発明の実施の形態２に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態３に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態３に係る伝送レート予測部の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態４に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態４に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態４に係る伝送レート予測部の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態５に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態５に係るＣＱＩと変調方式等との関係を示す図
【図１３】本発明の実施の形態６に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１４】本発明の実施の形態６に係る伝送レート予測部の構成を示すブロック図
【図１５】本発明の実施の形態７に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１６】本発明の実施の形態７に係る無線通信装置の動作を示すフロー図
【図１７】本発明の実施の形態７に係る表示部の表示を示す図
【符号の説明】
【０１６５】
　１００　無線通信装置
　１０２　ＲＦ送受信部
　１０３　パケットＣＨ復調部
　１０４　パイロットＣＨ復調部
　１０５　受信状態測定部
　１０６　伝送レート候補選択部
　１０７　変調部
　１０８　伝送レート予測部
　１０９　キー入力判定部
　１１０　伝送レート予測制御部
　１１１　表示部
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