
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の変調方式夫々に対応させた専用パイロット信号をコード多重して出力するパイロッ
トチャネル生成手段と、
前記パイロットチャネル生成手段で生成されたコード多重信号を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２】
前記送信手段にて前記コード多重信号が送信された後、移動局装置より前記コード多重信
号中の複数の専用パイロット信号夫々に対する受信の可否を示す移動局受信結果が送られ
てくると、その移動局受信結果から前記移動局装置が受信可能な変調方式のうち最大変調
多値数の変調方式を選択する変調方式選択手段をさらに具備することを特徴とする請求項
１記載の基地局装置。
【請求項３】
前記変調方式選択手段は、前記移動局受信結果が前記複数の専用パイロット信号夫々と、
夫々に対して設けられた既知シンボルパターンとの比較において一致／不一致を比較し、
一致状態にある変調方式のうち最大変調多値数の変調方式を選択することを特徴とする請
求項２記載の基地局装置。
【請求項４】
前記変調方式選択手段は、前記移動局受信結果が前記複数の専用パイロット信号夫々と、
夫々に対して設けられた既知シンボルパターンとの比較から求められたビット誤り数をも
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とに最大変調多値数の変調方式を選択することを特徴とする請求項２記載の基地局装置。
【請求項５】
複数の変調方式夫々とビット誤り率とを対応させた対応テーブルを具備し、
前記パイロットチャネル生成手段は、少なくとも１つのビットレートの変調方式に対応さ
せた専用パイロット信号を出力し、
前記変調方式選択手段は、前記移動局受信結果が少なくとも１つの前記専用パイロット信
号とその専用パイロット信号に対して設けられた既知シンボルパターンとの比較からビッ
ト誤り率を求めた後、前記対応テーブルを参照して移動局装置で受信可能な変調方式のう
ち最大変調多値数の変調方式を選択することを特徴とする請求項２記載の基地局装置。
【請求項６】
前記パイロットチャネル生成手段は、前記複数の専用パイロット信号夫々に対して誤り検
出及び誤り訂正符号化処理を行い、前記変調方式選択手段は、前記移動局受信結果が誤り
検出判定結果であれば、その誤り検出判定結果をもとに最大変調多値数の変調方式を選択
することを特徴とする請求項２記載の基地局装置。
【請求項７】
前記変調方式選択手段は、変調方式の選択とともに下り信号に対して誤り訂正符号化する
符号化率を選択することを特徴とする請求項２から請求項６のいずれかに記載の基地局装
置。
【請求項８】
前記パイロットチャネル生成手段は、変調多値数の最も小さい変調方式に対応する専用パ
イロット信号を除くコード多重信号を生成することを特徴とする請求項２から請求項７の
いずれかに記載の基地局装置。
【請求項９】
移動局装置からの移動局受信結果を移動局装置毎に記憶し、パケット送信が空でない移動
局装置のうち前記移動局受信結果が良好な順にパケットスケジューリングを行うパケット
スケジューリング手段を具備することを特徴とする請求項２から請求項８のいずれかに記
載の基地局装置。
【請求項１０】
専用パイロット信号を変調する変調手段と、
前記変調手段の出力を前記変調手段に対応させた拡散コードで拡散する複数の拡散手段と
、
前記複数の拡散手段のうち１つの拡散手段の出力レベルを他の拡散手段夫々の出力レベル
に対して前記他の拡散手段夫々に係る変調方式における出力レベルとなるように調整する
複数の出力レベル調整手段と、
前記１つの拡散手段の出力と前記複数の出力レベル調整手段の少なくとも１つの出力とを
加算する加算手段と、
前記加算手段からのコード多重信号を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】
受信したコード多重信号から複数の変調方式夫々に対応した専用パイロット信号を復調す
る復調手段と、
前記復調手段にて復調された複数の専用パイロット信号夫々を、夫々に対応して設けられ
た既知シンボルパターンと比較して前記複数の専用パイロット信号夫々に対する受信の可
否を示す移動局受信結果を出力する受信結果出力手段と、
前記受信結果出力手段からの移動局受信結果を送信する送信手段と、
を具備することを特徴とする移動局装置。
【請求項１２】
前記受信結果出力手段は、前記復調手段にて復調された複数の専用パイロット信号夫々を
、夫々に対応して設けられた既知シンボルパターンと比較して一致／不一致を判定し、そ
の判定結果を移動局受信結果として出力することを特徴とする請求項１１記載の移動局装
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置。
【請求項１３】
前記受信結果出力手段は、前記復調手段で復調された複数の専用パイロット信号夫々を、
夫々に対応して設けられた既知シンボルパターンと比較してビット誤り数を求め、求めた
各専用パイロット信号に対応するビット誤り数を移動局受信結果として出力することを特
徴とする請求項１１記載の移動局装置。
【請求項１４】
前記受信結果出力手段は、前記復調手段で復調された専用パイロット信号を、それに対応
して設けられた既知シンボルパターンと比較してビット誤り数を求め、求めたビット誤り
数を移動局受信結果として出力することを特徴とする請求項１１記載の移動局装置。
【請求項１５】
受信したコード多重信号から複数の変調方式夫々に対応した専用パイロット信号を復調す
る復調手段と、
前記復調手段で復調された複数の専用パイロット信号夫々に対して誤り訂正復号化処理を
行う誤り訂正復号化処理手段と、
前記誤り訂正復号化処理手段からの誤り訂正復号化処理後の前記複数の専用パイロット信
号夫々に対して誤り検出判定を行い、その結果を移動局受信結果として出力する誤り検出
判定手段と、
前記誤り検出判定手段からの移動局受信結果を送信する送信手段と、
を具備することを特徴とする移動局装置。
【請求項１６】
請求項１又は請求項２記載の基地局装置と、請求項１１記載の移動局装置と、を具備する
ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１７】
請求項３記載の基地局装置と、請求項１２記載の移動局装置と、を具備することを特徴と
する無線通信システム。
【請求項１８】
請求項４記載の基地局装置と、請求項１３記載の移動局装置と、を具備することを特徴と
する無線通信システム。
【請求項１９】
請求項５記載の基地局装置と、請求項１４記載の移動局装置と、を具備することを特徴と
する無線通信システム。
【請求項２０】
請求項６記載の基地局装置と、請求項１５記載の移動局装置と、を具備することを特徴と
する無線通信システム。
【請求項２１】
請求項７から請求項９のいずれかに記載の基地局装置と、請求項１１から請求項１５のい
ずれかに記載の移動局装置と、を具備することを特徴とする無線通信システム。
【請求項２２】
請求項１０記載の基地局装置と、請求項１１から請求項１５のいずれかに記載の移動局装
置と、を具備することを特徴とする無線通信システム。
【請求項２３】
基地局装置は、複数の変調方式夫々に対して適応変調を行うための専用のパイロット信号
を生成し、生成した複数の専用パイロット信号をコード多重して送信し、移動局装置は、
前記基地局装置からのコード多重された受信信号から各専用パイロット信号を逆拡散して
取り出し、取り出した前記複数の専用パイロット信号夫々について既知シンボルパターン
と比較し、前記複数の専用パイロット信号夫々と、夫々に対して設けられた前記既知シン
ボルパターンとの一致／不一致を判定する場合には、各変調方式における一致／不一致判
定結果を前記基地局装置に報告し、前記複数の専用パイロット信号夫々を、夫々に対応し
て設けられた前記既知シンボルパターンと比較してビット誤り数を求め、求めた各専用パ
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イロット信号に対応するビット誤り数を判定して、各変調方式におけるビット誤り数を前
記基地局装置に報告し、前記基地局装置は、前記移動局装置からの報告を受けて、一致／
不一致判定結果又はビット誤り数から前記移動局装置において受信可能な変調方式のうち
最大変調多値数の変調方式を選択する、ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項２４】
基地局装置は、複数の変調方式夫々に対して適応変調を行うための専用のパイロット信号
を生成し、生成した複数の専用パイロット信号夫々に対して誤り訂正符号を付加して誤り
訂正符号化し、誤り訂正符号化した複数の専用パイロット信号をコード多重して送信し、
移動局装置は、前記基地局装置からのコード多重された受信信号から各専用パイロット信
号を逆拡散して取り出し、取り出した前記複数の専用パイロット信号夫々について誤り訂
正復号化した後、誤り検出判定し、その結果を前記基地局装置に報告し、前記基地局装置
は、前記移動局装置からの報告を受けて、誤り検出判定結果から前記移動局装置において
受信可能な変調方式のうち最大変調多値数の変調方式を選択する、ことを特徴とする無線
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、基地局装置、移動局装置、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パケットのスケジューリング方法に関しては、３ＧＰＰ（ 3rd Generation Partner
ship Project：第３世代移動システム用技術仕様の標準化団体）におけるＨＳＤＰＡ（ Hi
gh Speed Downlink Packet Access）において、適応変調の選択方法とともに検討が進め
られている。
【０００３】
３ＧＰＰにおけるテクニカルレポート（ 3GTR V0.1.0）の "12.3.5 Packet Scheduler"では
、無線回線上を送受信される信号をパケットととして捉えたときのパケットスケジューリ
ングに関する方法が提案されている。このなかでは、移動局側でＣＩＲ（ Carrier to Int
erferer Ratio）又はＳＩＲ（ Signal to Interferer Ratio）測定を行い、その測定結果
を基地局側に報告することにより、基地局側ではＣＩＲ又はＳＩＲ値の大きさをもとにパ
ケット送信における移動局の優先順位を付ける。
【０００４】
そして、優先順位の高い移動局の通信の終了を待って次の優先順位の移動局が通信可能と
なる。また、このＣＩＲ又はＳＩＲ値の測定結果に基づいて変調方式を切り替えて最適な
伝送速度を得ることも検討されている。回線状態の良い移動局の通信を優先することで、
通信システムにおける全体的なスループットの向上が図れる。
【０００５】
下りの送信シンボルレートを変更する従来技術として、例えば特開平８－２７４７５６号
公報で開示されたものがある。
図２４は、同公報で開示された従来の無線通信システムの構成を示すブロック図である。
この図において、基地局装置１は、アンテナ２及び９、無線受信部３、復調部４、伝送速
度変更要求信号検出部５、制御部６、変調部７及び無線送信部８を備えて構成される。一
方、移動局装置１０は、アンテナ１１及び１８、無線受信部１２、復調部１３、伝搬路推
定部１４、制御部１５、変調部１６及び無線送信部１７から構成される。
【０００６】
基地局装置１では、移動局装置１０から送信された信号をアンテナ２で捉えて、無線受信
部３で受信した後、復調部４で復調する。伝送速度変更要求信号検出部５は、復調部４の
出力信号より信号伝送速度（基地局装置１から移動局装置１０に対して信号を伝送する際
の下り信号の伝送速度）の変更を要求する信号を抽出して制御部６に入力する。この下り
信号の伝送速度の変更を要求する信号は移動局装置１０から送信される。制御部６は、伝
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送速度変更要求検出部５の出力に応じて下り信号の伝送速度を変更する操作を行う。変調
部７は、制御部６からの信号伝送速度変更信号を変調して変調信号を生成する。無線送信
部８は、変調部７からの変調信号を増幅してアンテナ９から送信する。
【０００７】
移動局装置１０では、基地局装置１から送信された信号をアンテナ１１で捉えて、無線受
信部１２で受信した後、復調部１３で復調する。伝送路推定部１４は、復調部１３の出力
から基地局装置１と自局との間の伝送路の推定を行い、その結果を制御部１５に入力する
。制御部１５は、伝送路推定部１４からの伝送路推定結果より下り信号の伝送速度を変更
するか否かを判定し、伝送速度を変更する場合には変更要求信号を生成して変調部１６に
入力する。変調部１６は変更要求信号を変調して変調信号を生成する。無線送信部１７は
、変調部１６からの変調信号を増幅してアンテナ１８から送信する。以上の構成により、
基地局装置１から移動局装置１０に対する下り信号の伝送速度が変更される。
【０００８】
図２５は、基地局装置１と移動局装置１０との間における伝送速度変更過程を示すシーケ
ンス図である。
基地局装置１から移動局装置１０に伝送される下り信号にはある一定期間毎に伝送路状況
推定用のユニークワード（既知パターン）が挿入されている。移動局装置１０はそのユニ
ークワードとの相関をとる伝送路推定を行う。ここで、伝送路推定には図示せぬ相関器の
出力や図示せぬ受信電界強度測定器の出力などが用いられる。具体的には、▲１▼受信電
界強度、▲２▼アイパターン分散、▲３▼既知パターンの検出、▲４▼移動局装置におけ
る受信後の誤り率などをもとに伝送速度の変更が行われる。
【０００９】
移動局装置１０から基地局装置１への伝送路推定結果の報告は、伝送路推定の実行に応じ
て定期的に行われる。基地局装置１は、移動局装置１０からの伝送路推定の結果を受けて
、下り信号の伝送速度を変更させるか否かを判断する（伝送速度可変の判断４２）。基地
局装置１における伝送速度可変の判断（４２）の結果、下り信号の伝送速度が現状と同じ
である場合には、基地局装置１は移動局装置１０に対して下り信号の伝送速度のみを知ら
せる（伝送速度通知４３）。伝送速度可変の判断（４２）の結果、伝送速度を変化させる
場合には、基地局装置１は伝送速度を変更する旨及び変更後の伝送速度、変更タイミング
を移動局装置１０に知らせる（４４）。
【００１０】
基地局装置１が移動局装置１０に伝送速度を変更する旨を通知（４４）した後から信号伝
送速度を変更するまでの間に、移動局装置１０から伝送路推定結果の報告（４１）が基地
局装置１に到達した場合にはその結果を無視する（４５）。また、移動局装置１０におい
て定期的に行われる伝送路推定（４０）は、下り信号の伝送速度変更直後は行われない（
４６）。基地局装置１では、移動局装置１０から伝送路推定結果の申告（４１）が一定期
間経過後であれば、それを有効として伝送速度可変の判断（４２）を行う。そして、伝送
速度可変の判断（４２）の結果に基づき、伝送速度が現状と同じであれば伝送速度のみを
知らせる（４３）。下り信号の伝送速度を変更させる場合にはこの時点で伝送速度を変更
する旨及び変更後の伝送速度、変更タイミングを移動局装置１０に知らせる（４４）。
【００１１】
この従来技術では、下り送信シンボルレートの変更方法として、以下の２つの方法を用い
ている。
（ｉ）図２６に示すように、基地局装置１は、予め決められた期間Ｔｏ毎に時分割された
伝送速度の異なるユニークワード（既知パターン）を送信し（下り信号）、移動局装置１
０では夫々伝送速度の異なるユニークワードを受信し、その中で受信可能な最大の伝送速
度を判断し、その結果を基地局装置１に報告する（アップリンク）構成を採っている。こ
れにより、下り信号の伝送速度を最適な値に設定することができる。
【００１２】
（ｉｉ）図２７に示すように、基地局装置１は、予め決まっている期間Ｔｏで下り信号の

10

20

30

40

50

(5) JP 3660278 B2 2005.6.15



伝送速度を、予め設定された伝送速度のうちの高速な方から低速な方に順次切り替えて行
き、移動局装置１０は、基地局装置１から rate4で伝送される信号のパリティチェックを
行い、受信可能であれば、基地局装置１に対して伝送速度を報告し、受信不可能であれば
報告を行わない。基地局装置１は、移動局装置１０から伝送速度の報告を受けると、その
伝送速度に切り替える。この方法では、最速の伝送速度から受信するので、通信時の伝送
路状態において最も速い伝送速度を短い時間で設定可能できる利点を有している。
【００１３】
なお、伝送速度の異なるユニークワードには、シンボルレートが１０Ｍｓｐｓ、２０Ｍｓ
ｐｓ、３０Ｍｓｐｓ、４０Ｍｓｐｓ、５０Ｍｓｐｓ、５３．２４Ｍｓｐｓ、６０Ｍｓｐｓ
、７０Ｍｓｐｓなどがある。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の無線通信システムにおいては、次のような問題がある。すなわち、
各移動局装置毎にＳＩＲ（又はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではないことと
、ＳＩＲ（又はＣＩＲ）を測定する回路を構成する素子にバラツキがあることから、基地
局装置において各移動局装置の下り信号受信品質を正確に比較できない。このため、ＳＩ
Ｒ（又はＣＩＲ）測定結果を用いた変調方式の選択では正確性に欠け、通信品質の低下に
つながる。
【００１５】
また、特開平８－２７４７５６号公報で開示された無線通信システムでは、シンボルレー
トの変更を行っていることから、無線帯域として最高速レートを用いるときの帯域を常に
確保しておかなければならず、低速レートを選択したときには残りの帯域が無駄になって
しまう（即ち無線リソースが無駄になってしまう）。
【００１６】
本発明は係る点に鑑みてなされたものであり、無線リソースを無駄にすることなく、正確
に変調方式の切り替えを行うことができる基地局装置、移動局装置、無線通信システム及
び無線通信方法を提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
本発明の基地局装置は、複数の変調方式夫々に対応させた専用パイロット信号をコード多
重して出力するパイロットチャネル生成手段と、前記パイロットチャネル生成手段で生成
されたコード多重信号を送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
【００１８】
また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、前記送信手段にて前記コード多
重信号が送信された後、移動局装置より前記コード多重信号中の複数の専用パイロット信
号夫々に対する受信の可否を示す移動局受信結果が送られてくると、その移動局受信結果
から前記移動局装置が受信可能な変調方式のうち最大変調多値数の変調方式を選択する変
調方式選択手段をさらに具備する構成を採る。
【００１９】
また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、前記変調方式選択手段は、前記
移動局受信結果が前記複数の専用パイロット信号夫々と、夫々に対して設けられた既知シ
ンボルパターンとの比較において一致／不一致を比較し、一致状態にある変調方式のうち
最大変調多値数の変調方式を選択する。
【００２０】
また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、前記変調方式選択手段は、前記
移動局受信結果が前記複数の専用パイロット信号夫々と、夫々に対して設けられた既知シ
ンボルパターンとの比較から求められたビット誤り数をもとに最大変調多値数の変調方式
を選択する。
【００２１】
上記構成によれば、基地局装置は、複数の変調方式（例えばＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６Ｑ
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ＡＭ、６４ＱＡＭ）夫々に対して適応変調を行うための専用のパイロット信号をコード多
重して送信し、その送信を受信した移動局装置よりコード多重信号中の複数の専用パイロ
ット信号夫々に対する受信の可否を示す移動局受信結果が送られてくると、その移動局受
信結果から受信可能な変調方式のうち最大変調多値数の変調方式を下り信号（送信データ
）に対して選択する。なお、本方式では、拡散率を変える訳ではないので、シンボルレー
トは一定となる。
【００２２】
したがって、移動局装置が専用パイロット信号を受信して復調した結果の受信可否判断で
ある移動局受信結果を用いて変調方式を選択することから、各移動局装置毎にＳＩＲ（又
はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではなく、またＳＩＲ（又はＣＩＲ）を測定
する回路を構成する素子にバラツキがあるような変調方式を選択する方式よりも正確に変
調方式を選択することが可能となり、回線品質の向上が図れる。また、シンボルレートを
変える方法と違って無線リソースを無駄にすることがない。また、特にビット誤り数を扱
う場合、復調後のＭＣＳパイロット信号と既知シンボルパターンとの一致／不一致の２値
をとる場合と比べて中間値を扱うことができるので、下り信号の変調方式の選択幅を広げ
ることが可能である。
【００２３】
また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、複数の変調方式夫々とビット誤
り率とを対応させた対応テーブルを具備し、前記パイロットチャネル生成手段は、少なく
とも１つのビットレートの変調方式に対応させた専用パイロット信号を出力し、前記変調
方式選択手段は、前記移動局受信結果が少なくとも１つの前記専用パイロット信号とその
専用パイロット信号に対して設けられた既知シンボルパターンとの比較からビット誤り率
を求めた後、前記対応テーブルを参照して移動局装置で受信可能な変調方式のうち最大変
調多値数の変調方式を選択する。
【００２４】
この構成によれば、複数の専用パイロット信号夫々に対応する変調方式でのビット誤り率
をもとに最適な変調方式を選択するのではなく、ビット誤り率を少なくとも１つの変調方
式を用いた専用パイロット信号を用いるので、処理の簡略化が図れるとともに、専用パイ
ロットの送信パターン数を減らすことにより、送信回路の簡略化や符号化間干渉の低減化
が図れる。例えば、ＱＰＳＫに着目し、ビット誤り率が６．５×１０ - 4であった場合、図
１２に示すビット誤り率と変調方式の対応テーブルから９．０×１０ - 4以下であるので１
６ＱＡＭを選択する。
【００２５】
また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、前記パイロットチャネル生成手
段は、前記複数の専用パイロット信号夫々に対して誤り検出及び誤り訂正符号化処理を行
い、前記変調方式選択手段は、前記移動局受信結果が誤り検出判定結果であれば、その誤
り検出判定結果をもとに最大変調多値数の変調方式を選択する。
【００２６】
この構成によれば、基地局装置は、各変調方式に対応させたＭＣＳパイロット信号夫々に
誤り訂正符号を付加して誤り訂正符号化処理を行い、その結果を移動局装置に送り、移動
局装置からの誤り訂正符号判定結果をもとに変調方式を選択する。
【００２７】
したがって、移動局装置が誤り訂正符号化処理された専用パイロット信号を受信して復調
した結果の誤り訂正符号判定結果である移動局受信結果を用いて変調方式を選択すること
から、各移動局装置毎にＳＩＲ（又はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではなく
、またＳＩＲ（又はＣＩＲ）を測定する回路を構成する素子にバラツキがあるような変調
方式を選択する方式よりも正確に変調方式を選択することが可能となり、回線品質の向上
が図れる。また、シンボルレートを変える方法と違って無線リソースを無駄にすることが
ない。
【００２８】
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また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、前記変更方式選択手段は、変調
方式の選択とともに下り信号に対して誤り訂正符号化する符号化率を選択する。
【００２９】
この構成によれば、下り信号の誤り訂正符号化の符号化率を選択するので、最適な伝送レ
ートでのデータ受信が可能となる。
【００３０】
また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、前記パイロットチャネル生成手
段は、変調多値数の最も小さい変調方式に対応する専用パイロット信号を除くコード多重
信号を生成する。
【００３１】
この構成によれば、変調多値数の一番小さい変調方式に対応する専用パイロット信号につ
いては送信しないので、複数の専用パイロット信号をコード多重して送信する場合に生ず
るコード間の干渉の低減が図れる。
【００３２】
また、本発明の基地局装置は、上記基地局装置において、移動局装置からの移動局受信結
果を移動局装置毎に記憶し、パケット送信が空でない移動局装置のうち前記移動局受信結
果が良好な順にパケットスケジューリングを行うパケットスケジューリング手段を具備す
る構成を採る。
【００３３】
この構成によれば、移動局装置の復調性能をもとにパケットスケジューリングを行って、
受信の成功率の高い移動局装置への通信の優先度を高めることで、伝送誤りに伴う再送を
減らすことができ、スループットの向上が図れる。
【００３４】
また、本発明の基地局装置は、専用パイロット信号を変調する変調手段と、前記変調手段
の出力を前記変調手段に対応させた拡散コードで拡散する複数の拡散手段と、前記複数の
拡散手段のうち１つの拡散手段の出力レベルを他の拡散手段夫々の出力レベルに対して前
記他の拡散手段夫々に係る変調方式における出力レベルとなるように調整する複数の出力
レベル調整手段と、前記１つの拡散手段の出力と前記複数の出力レベル調整手段の少なく
とも１つの出力とを加算する加算手段と、前記加算手段からのコード多重信号を送信する
送信手段と、を具備する構成を採る。
【００３５】
この構成によれば、ＱＰＳＫに対応するＭＣＳパイロット信号の変調後の信号から擬似的
に１６ＱＡＭと６４ＱＡＭ夫々に対応するＭＣＳパイロット信号を生成するようにしたの
で、１６ＱＡＭと６４ＱＡＭ夫々の変調手段が不要になり、その分、コストの削減が可能
となる。
【００３６】
本発明の移動局装置は、受信したコード多重信号から複数の変調方式夫々に対応した専用
パイロット信号を復調する復調手段と、前記復調手段にて復調された複数の専用パイロッ
ト信号夫々を、夫々に対応して設けられた既知シンボルパターンと比較して前記複数の専
用パイロット信号夫々に対する受信の可否を示す移動局受信結果を出力する受信結果出力
手段と、前記受信結果出力手段からの移動局受信結果を送信する送信手段と、を具備する
構成を採る。
【００３７】
また、本発明の移動局装置は、上記移動局装置において、前記受信結果出力手段は、前記
復調手段にて復調された複数の専用パイロット信号夫々を、夫々に対応して設けられた既
知シンボルパターンと比較して一致／不一致を判定し、その判定結果を移動局受信結果と
して出力する。
【００３８】
また、本発明の移動局装置は、上記移動局装置において、前記受信結果出力手段は、前記
復調手段で復調された複数の専用パイロット信号夫々を、夫々に対応して設けられた既知
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シンボルパターンと比較してビット誤り数を求め、求めた各専用パイロット信号に対応す
るビット誤り数を移動局受信結果として出力する。
【００３９】
上記構成によれば、移動局装置は、基地局装置から送られてきたコード多重信号から複数
の変調方式夫々に対応した専用パイロット信号を逆拡散して取り出し、夫々に対する受信
の可否を示す移動局受信結果を生成して、自己が受信可能な変調方式を基地局装置に報告
する。
【００４０】
したがって、基地局装置は、移動局装置が受信可否な変調方式を選択できるので、各移動
局装置毎にＳＩＲ（又はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではなく、またＳＩＲ
（又はＣＩＲ）を測定する回路を構成する素子にバラツキがあるような変調方式を選択す
る方式よりも正確に変調方式を選択することが可能となり、回線品質の向上が図れる。ま
た、シンボルレートを変える方法と違って無線リソースを無駄にすることがない。
【００４１】
また、本発明の移動局装置は、上記移動局装置において、前記受信結果出力手段は、前記
復調手段で復調された専用パイロット信号を、それに対応して設けられた既知シンボルパ
ターンと比較してビット誤り数を求め、求めたビット誤り数を移動局受信結果として出力
する。
【００４２】
この構成によれば、複数の専用パイロット信号夫々に対応する変調方式でのビット誤り率
をもとに最適な変調方式を選択するのではなく、ビット誤り率をどれか１つの変調方式を
用いた専用パイロット信号のみを用いるので、処理の簡略化が図れる。
【００４３】
また、本発明の移動局装置は、受信したコード多重信号から複数の変調方式夫々に対応し
た専用パイロット信号を復調する復調手段と、前記復調手段で復調された複数の専用パイ
ロット信号夫々に対して誤り訂正復号化処理を行う誤り訂正復号化処理手段と、前記誤り
訂正復号化処理手段からの誤り訂正復号化処理後の前記複数の専用パイロット信号夫々に
対して誤り検出判定を行い、その結果を移動局受信結果として出力する誤り検出判定手段
と、前記誤り検出判定手段からの移動局受信結果を送信する送信手段と、を具備する構成
を採る。
【００４４】
この構成によれば、移動局装置は、逆拡散後の信号に誤り訂正復号化処理を行った後の専
用パイロット信号に対する誤り訂正符号判定を行って、自己が受信可能な変調方式を基地
局装置に報告する。
【００４５】
したがって、基地局装置は、移動局装置が受信可否な変調方式を選択できるので、各移動
局装置毎にＳＩＲ（又はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではなく、またＳＩＲ
（又はＣＩＲ）を測定する回路を構成する素子にバラツキがあるような変調方式を選択す
る方式よりも正確に変調方式を選択することが可能となり、回線品質の向上が図れる。ま
た、シンボルレートを変える方法と違って無線リソースを無駄にすることがない。
【００４６】
本発明の無線通信システムは、上記基地局装置と、上記記移動局装置とを具備する構成を
採る。
【００４７】
この構成によれば、基地局装置は、移動局装置が受信可否な変調方式を選択できるので、
各移動局装置毎にＳＩＲ（又はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではなく、また
ＳＩＲ（又はＣＩＲ）を測定する回路を構成する素子にバラツキがあるような変調方式を
選択する方式よりも正確に変調方式を選択することが可能となり、回線品質の良い無線通
信システムを提供できる。また、この無線通信システムは、シンボルレートを変える方法
と違って無線リソースを無駄にすることがない。
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【００４８】
本発明の無線通信方法は、基地局装置は、複数の変調方式夫々に対して適応変調を行うた
めの専用のパイロット信号を生成し、生成した複数の専用パイロット信号をコード多重し
て送信し、移動局装置は、前記基地局装置からのコード多重された受信信号から各専用パ
イロット信号を逆拡散して取り出し、取り出した前記複数の専用パイロット信号夫々につ
いて既知シンボルパターンと比較し、前記複数の専用パイロット信号夫々と、夫々に対し
て設けられた前記既知シンボルパターンとの一致／不一致を判定する場合には、各変調方
式における一致／不一致判定結果を前記基地局装置に報告し、前記複数の専用パイロット
信号夫々を、夫々に対応して設けられた前記既知シンボルパターンと比較してビット誤り
数を求め、求めた各専用パイロット信号に対応するビット誤り数を判定して、各変調方式
におけるビット誤り数を前記基地局装置に報告し、前記基地局装置は、前記移動局装置か
らの報告を受けて、一致／不一致判定結果又はビット誤り数から前記移動局装置において
受信可能な変調方式のうち最大変調多値数の変調方式を選択する。
【００４９】
また、本発明の無線通信方法は、基地局装置は、複数の変調方式夫々に対して適応変調を
行うための専用のパイロット信号を生成し、生成した複数の専用パイロット信号夫々に対
して誤り訂正符号を付加して誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化した複数の専用パイロッ
ト信号をコード多重して送信し、移動局装置は、前記基地局装置からのコード多重された
受信信号から各専用パイロット信号を逆拡散して取り出し、取り出した前記複数の専用パ
イロット信号夫々について誤り訂正復号化した後、誤り検出判定し、その結果を前記基地
局装置に報告し、前記基地局装置は、前記移動局装置からの報告を受けて、誤り検出判定
結果から前記移動局装置において受信可能な変調方式のうち最大変調多値数の変調方式を
選択する。
【００５０】
上記方法によれば、基地局装置は、複数の変調方式（例えばＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６Ｑ
ＡＭ、６４ＱＡＭ）夫々に対して適応変調を行うための専用のパイロット信号を送信し、
移動局装置は、受信信号からコード多重された各専用パイロット信号を逆拡散して取り出
し、夫々について既知シンボルパターンと比較して、複数の専用パイロット信号夫々に対
する受信の可否を示す移動局受信結果（既知シンボルパターンとの一致、ビット誤り数、
誤り検出判定結果等）を基地局装置に報告し、基地局装置は、移動局装置からの移動局受
信結果を受けて、移動局装置において受信可能な変調方式のうち最大変調多値数の変調方
式を選択し、選択した変調方式を用いて移動局装置との間で通信を行う。
【００５１】
したがって、移動局装置が専用パイロット信号を受信して復調した結果の受信可否判断で
ある移動局受信結果を用いて変調方式を選択することから、各移動局装置毎にＳＩＲ（又
はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではなく、またＳＩＲ（又はＣＩＲ）を測定
する回路を構成する素子にバラツキがあるような変調方式を選択する方式よりも正確に変
調方式を選択することが可能となり、回線品質の向上が図れる。また、シンボルレートを
変える方法と違って無線リソースを無駄にすることがない。
【００５２】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、基地局装置に、回線推定に用いられている既存のパイロット信号とは別
に、複数の変調方式（例えばＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ
）夫々に対して、適応変調を行うための専用のパイロット信号（実施の形態ではＭＣＳパ
イロット（ Modulation Coding Scheme）信号と呼んでいる）を設け、移動局装置が専用パ
イロット信号を受信して復調した結果の受信可否判断である移動局受信結果を用いて変調
方式を選択することによって、各移動局装置毎にＳＩＲ（又はＣＩＲ）測定方法が一意に
決まっている訳ではなく、またＳＩＲ（又はＣＩＲ）を測定する回路を構成する素子にバ
ラツキがあるような変調方式を選択する方式よりも正確に変調方式を選択することを可能
とするものである。
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【００５３】
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。
【００５４】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの基地局装置の構成を示すブロッ
ク図である。また、図３は本実施の形態に係る無線通信システムの移動局装置の構成を示
すブロック図である。
図１において、基地局装置４９は、送受信アンテナ５０、共用器５１、無線受信部５２、
逆拡散部５３、回線推定部５４、歪補正部５５、復調部５６、分離部５７、変調方式選択
部５８、適応変調部５９、変調部６０、多重部６１、拡散部６２、ＭＣＳパイロットチャ
ネル生成部６３、加算部６４及び無線送信部６５を備えて構成される。
【００５５】
共用器５１は、送受信アンテナ５０を送信側と受信側に切り替える。無線受信部５２は、
送受信アンテナ５０を介して無線信号を受信する。逆拡散部５３は、無線受信部５２から
の受信信号を逆拡散して１次変調波を抽出する。回線推定部５４は、逆拡散部５３で抽出
された１次変調波に基づいてＩＱ成分のずれ（歪み）を推定し、その結果を出力する。歪
補正部５５は、逆拡散部５３からの１次変調波を回線推定部５４からの回線推定値に基づ
いて歪みを補正する。復調部５６は、歪補正部５５で歪み補正された１次変調波を復調し
て移動局装置９９からの送信情報を得る。分離部５７は、復調部５６で復調された移動局
装置９９からの送信データから移動局受信結果（詳細は後述する）と受信データを分離す
る。
【００５６】
変調方式選択部５８は、分離部５７で分離された移動局受信結果から変調方式を選択する
。すなわち、移動局装置９９からの応答結果をもとに受信可能な最大変調多値の変調方式
を選択する。適応変調部５９は、変調方式選択部５８で選択された変調方式で送信データ
を変調する。変調部６０は、回線推定用の既存のパイロット信号を変調する。多重部６１
は、適応変調部５９からの１次変調波と変調部６０からの１次変調波を多重する。拡散部
６２は、多重部６１からの多重化された１次変調波を拡散コードＰＮ０で２次変調し、２
次変調波を生成する。
【００５７】
ＭＣＳパイロットチャネル生成部６３は、４通りの変調方式（ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６
ＱＡＭ、６４ＱＡＭ）夫々に対応させた適応変調専用のパイロット信号（以下、ＭＣＳパ
イロット信号という）を同時に出力するＭＣＳパイロット信号出力部６９と、ＭＣＳパイ
ロット信号出力部６９から出力される各変調方式に対応するＭＣＳパイロット信号を変調
する４個の変調部７０～７３と、各変調部７０～７３に対応して設けられた拡散部７５～
７８と、各拡散部７５～７８の出力を加算する加算部８０とを備えて構成される。
【００５８】
ＭＣＳパイロット信号出力部６９は、ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ夫々
に対応させたＭＣＳパイロット信号を出力する。なお、各ＭＣＳパイロット信号は、デー
タの形でメモリ等の記憶媒体に記憶させたものであっても良いし、プログラムで生成する
ようにしたものであっても良い。
【００５９】
変調部７０は、ＭＣＳパイロット信号出力部６９から出力されるＱＰＳＫに対応するＭＣ
Ｓパイロット信号を変調する。変調部７１（図示略）は、ＭＣＳパイロット信号出力部６
９から出力される８ＰＳＫに対応するＭＣＳパイロット信号を変調する。変調部７２（図
示略）は、ＭＣＳパイロット信号出力部６９から出力される１６ＱＡＭに対応するＭＣＳ
パイロット信号を変調する。変調部７３は、ＭＣＳパイロット信号出力部６９から出力さ
れる６４ＱＡＭに対応するＭＣＳパイロット信号を変調する。
【００６０】
拡散部７５は、拡散コードＰＮ１を用いて変調部７０からの変調波信号を拡散する。拡散
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部７６（図示略）は、拡散コードＰＮ２を用いて変調部７１（図示略）からの変調波信号
を拡散する。拡散部７７（図示略）は、拡散コードＰＮ３を用いて変調部７２（図示略）
からの変調波信号を拡散する。拡散部７８は、拡散コードＰＮ４を用いて変調部７３から
の変調波信号を拡散する。
【００６１】
加算部８０は、拡散部７５～７８夫々から出力される変調波信号を加算する。加算部６４
は、ＭＣＳパイロットチャネル生成部６３の加算部８０からの変調波信号と拡散部６２か
らの２次変調波信号を加算する。無線送信部６５は、加算部６４からの変調波信号を所定
の無線周波数にアップコンバートした後、所定レベルまで電力増幅して出力する。無線送
信部６５から出力される無線信号は共用器５１を介して送受信アンテナ５０から放出され
る。図２はＭＣＳパイロットチャネル信号の送信パターンの概念図である。この図に示す
ように、ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ夫々のＭＣＳパイロットチャネル
信号がコード多重されている。
【００６２】
一方、図３において、移動局装置９９は、送受信アンテナ１００、共用器１０１、無線受
信部１０２、ＭＣＳパイロットチャネル復調部１０３、逆拡散部１０４、回線推定部１０
５、歪補正部１０６、復調方式選択部１０７、適応復調部１０８、分離部１０９、多重部
１１０、変調部１１１、拡散部１１２及び無線送信部１１３を備えて構成される。
【００６３】
共用器１０１は、送受信アンテナ１００を送信側と受信側に切り替える。無線受信部１０
２は送受信アンテナ１００を介して無線信号を受信する。ＭＣＳパイロットチャネル復調
部１０３は、受信信号から各変調方式に対応するＭＣＳパイロット信号を復調し、復調し
た各ＭＣＳパイロット信号と、各ＭＣＳパイロット信号に対応して設けられた既知シンボ
ルパターンとの比較を行い、一致／不一致の形で比較結果（移動局受信結果という）を出
力するものであり、逆拡散部１１５～１１８と、歪補正部１２０～１２３と、復調部１２
５～１２８と、比較部１３０～１３３とを備えて構成される。
【００６４】
逆拡散部１１５～１１８は、受信信号を拡散コードＰＮ１～ＰＮ４により逆拡散してコー
ド多重された信号を抽出する。歪補正部１２０～１２３は、夫々逆拡散後の信号を回線推
定部１０５にて得られる回線推定値に基づいて歪補正する。復調部１２５は、歪補正され
た逆拡散後の信号からＱＰＳＫに対応するＭＣＳパイロット信号を復調する。復調部１２
６（図示略）は、歪補正された逆拡散後の信号から８ＰＳＫに対応するＭＣＳパイロット
信号を復調する。復調部１２７（図示略）は、歪補正された逆拡散後の信号から１６ＱＡ
Ｍに対応するＭＣＳパイロット信号を復調する。復調部１２８は、歪補正された逆拡散後
の信号から６４ＱＡＭに対応するＭＣＳパイロット信号を復調する。
【００６５】
比較部１３０は、ＱＰＳＫに対応するＭＣＳパイロット信号に対応させた既知シンボルパ
ターンを有し、この既知シンボルパターンと復調部１２５で復調されたＱＰＳＫに対応す
るＭＣＳパイロット信号を比較し、一致／不一致を判定する。比較部１３１（図示略）は
、８ＰＳＫに対応するＭＣＳパイロット信号に対応させた既知シンボルパターンを有し、
この既知シンボルパターンと復調部１２６（図示略）で復調された８ＰＳＫに対応するＭ
ＣＳパイロット信号を比較し、一致／不一致を判定する。比較部１３２（図示略）は、１
６ＱＡＭＫに対応するＭＣＳパイロット信号に対応させた既知シンボルパターンを有し、
この既知シンボルパターンと復調部１２７（図示略）で復調された１６ＱＡＭに対応する
ＭＣＳパイロット信号を比較し、一致／不一致を判定する。
【００６６】
比較部１３３は、６４ＱＡＭに対応するＭＣＳパイロット信号に対応させた既知シンボル
パターンを有し、この既知シンボルパターンと復調部１２８で復調された６４ＱＡＭに対
応するＭＣＳパイロット信号を比較し、一致／不一致を判定する。比較部１３０～１３３
夫々における既知シンボルパターンとＭＣＳパイロット信号との比較において、一致して
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いれば "１ "を出力し、一致していなければ "０ "を出力する。
【００６７】
比較器１３０～１３３からの比較結果が上述した移動局受信結果として基地局装置４９に
報告される。ここで、図４は移動局受信結果の一例を示すものであり、ＱＰＳＫと８ＰＳ
Ｋ夫々においてＭＣＳパイロット信号と既知シンボルパターンとが一致し、１６ＱＡＭと
６４ＱＡＭ夫々においてＭＣＳパイロット信号と既知シンボルパターンとが不一致となっ
て、ＱＰＳＫと８ＰＳＫでの受信結果が夫々 "１ "（ＯＫ）、１６ＱＡＭと６４ＱＡＭでの
受信結果が夫々 "０ "（ＮＧ）となっている。因みに、以下で説明するが、基地局装置４９
はこの移動局受信結果を受けとると、移動局装置９９で受信可能な最大変調多値数の変調
方式、即ち図４の例では８ＰＳＫを選択し、移動局装置９９に対して変更する変調方式と
変更するタイミングを通知する。
【００６８】
逆拡散部１０４は、ベースバンドの受信データを拡散コードＰＮ０により逆拡散して受信
情報を抽出する。回線推定部１０５は、逆拡散部１０４で抽出された受信情報に基づいて
ＩＱ成分のずれ（歪み）を推定し、その結果を出力する。歪補正部１０６は、逆拡散部１
０４からの受信情報を回線推定部１０５からの回線推定値に基づいて歪補正する。適応復
調部１０８は、復調方式選択部１０７で選択された復調方式を用いて歪み補正された受信
情報を復調し、基地局装置４９より送信された送信データを得る。分離部１０９は、適応
復調部１０８で得られた基地局装置４９より送信された送信データから受信データと復調
方式を指定する制御データを分離する。
【００６９】
復調方式選択部１０７は、復調方式を指定する制御データから復調方式を選択する。すな
わち、基地局装置４９からの応答結果（上述した移動局受信結果に対する応答）に従って
復調方式を選択する。多重部１１０は、基地局装置４９に向けて送信する送信データと、
ＭＣＳパイロットチャネル復調部１０３の各比較部１３０～１３４の比較結果（即ち移動
局受信結果）とを多重する。ここで、図５は、移動局受信結果を基地局装置４９に報告す
る場合の情報多重化の一例である。本実施の形態では時間軸方向に多重している。なお、
通信用のデータとＡＣＫ（ Acknowledgment）用のデータをＩＱ多重するようにしても構わ
ない。
【００７０】
図３に戻り、変調部１１１は、多重部１１０からの多重データを１次変調する。拡散部１
１２は、変調部１１からの１次変調波を拡散コードＰＮ０で２次変調する。無線送信部１
１３は、拡散部１１２からの２次変調波をアップコンバートし、さらに所定レベルまで電
力増幅して無線信号として出力する。無線送信部１１３からの無線信号は共用器１０１を
介して送受信アンテナ１００から放出される。
【００７１】
次に、基地局装置４９及び移動局装置９９の変調方式切替え時の動作について、図６～図
８を参照しながら説明する。
図６は、基地局装置４９における変調方式切替え時の動作を示すフロー図である。
この図において、まず、ＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ夫々の変調方式に対
応するＭＣＳパイロット信号をコード多重して送信する（ステップ１０）。このコード多
重したＭＣＳパイロット信号の送信後、移動局装置９９（１台の場合もあるが、殆どの場
合複数台ある）からの移動局受信結果のＡＣＫを受信すると（ステップ１２）、その移動
局受信結果をもとに各移動局装置９９で受信可能な最大変調多値数の変調方式を移動局装
置９９毎に選択する（ステップ１４）。
【００７２】
なお、各移動局装置９９に対する変調方式の選択において、各移動局装置９９からの１ス
ロット分のＡＣＫ信号をパラメータとして用いても良いし、複数スロット分のＡＣＫ信号
を平均し、平均したＡＣＫ信号をパラメータとして用いても良い。図１において、基地局
装置９９の変調方式選択部５８に入力される「平均化制御切替」と記載した信号が複数ス
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ロット分の平均を指示するものであり、変調方式選択部５８は、この「平均化制御切替」
信号が入力されると、移動局装置９９からの複数スロット分のＡＣＫ信号を平均し、平均
したＡＣＫ信号をパラメータとして変調方式の選択を行う。
【００７３】
基地局装置４９は、移動局装置９９毎に最大変調多値数の変調方式を選択した後、変調方
式とそれの切り替えタイミングとを移動局装置９９毎に通知する（ステップ１６）。この
通知を行った後、指定したタイミングにて変調方式の切り替えを行う（ステップ１８）。
【００７４】
次に、図７は移動局装置９９における変調方式切替え時の動作を示すフロー図である。
この図において、基地局装置４９から送信されたコード多重されたＭＣＳパイロット信号
を受信（ステップ２０）した後、各変調方式毎にＭＣＳパイロット信号の復調結果と既知
シンボルパターンとの比較を行う（ステップ２２）。この比較を行った後、移動局受信結
果を基地局装置４９に報告する（ステップ２４）。その後、基地局装置４９から変調方式
及び切替えタイミングの指定を受けとると（ステップ２６）、指定されたタイミングで指
定された復調方式に切り替える（ステップ２８）。
【００７５】
次に、図８は基地局装置４９と２台の移動局装置９９－１、９９－２との間における伝送
速度変更過程を示すシーケンス図である。
基地局装置４９から送信されたコード多重されたＭＣＳパイロット信号が移動局装置９９
－１、９９－２にて受信されると、各移動局装置９９－１、９９－２は各変調方式のＭＣ
Ｓパイロット信号毎に既知シンボルパターンと比較し、受信結果報告を基地局装置９９に
対して行う。なお、この場合、各移動局装置９９－１、９９－２夫々における最初の変調
方式がＱＰＳＫであるとする。
【００７６】
基地局装置４９は、各移動局装置９９－１、９９－２より受信結果報告を受けとると、各
移動局装置９９－１、９９－２の受信状況により、夫々の変調方式を選択するとともに変
更開始タイミングを各移動局装置９９－１、９９－２に通知する。各移動局装置９９－１
、９９－２は、基地局装置４９からの通知があると、変調方式切り替えの有無を確認する
。
【００７７】
基地局装置４９は、各移動局装置９９－１、９９－２に通知した変更開始タイミングで変
調方式の切り替えを行う。また、このタイミングと同時に各移動局装置９９－１、９９－
２も変調方式の切り替えを行う。この場合、例えば、各移動局装置９９－１、９９－２か
らの受信結果報告により、各移動局装置９９－１、９９－２において受信可能な最大変調
多値数の変調方式が８ＰＳＫであれば、現状のＱＰＳＫから８ＰＳＫに切り替わる。基地
局装置４９は変調方式の切り替えを行った後、再度、各変調方式に対応するＭＣＳパイロ
ット信号の送信を行い、各移動局装置９９－１、９９－２とともに上記同様の処理を行う
。
【００７８】
変調方式を現状のままで切り替える必要がない場合には、変更開始タイミングと同じタイ
ミングでＭＣＳパイロット信号の送信を行う。すなわち、所定の間隔毎にＭＣＳパイロッ
ト信号の送信を行って、変調方式を切り替える必要があるかどうかを判定し、切り替える
必要があれば新たな変調方式に切り替える。切り替える必要がなければ次回ＭＣＳパイロ
ット信号を送信するまでの間、現状の変調方式を維持する。
【００７９】
このように、本実施の形態の無線通信システムによれば、基地局装置４９は、回線推定に
用いられている既存のパイロット信号とは別に複数の変調方式（例えばＱＰＳＫ、８ＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ）夫々に対して適応変調を行うための専用のＭＣＳパイロッ
ト信号を送信し、移動局装置９９は、受信信号からコード多重された各ＭＣＳパイロット
信号を逆拡散して取り出し、夫々について既知シンボルパターンと比較して、一致するＭ
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ＣＳパイロット信号を移動局受信結果として基地局装置４９に報告し、基地局装置４９は
、移動局装置９９からの移動局受信結果の報告を受けて、既知シンボルパターンと一致す
るＭＣＳパイロット信号に対応する変調方式のうち最大変調多値数の変調方式を下り信号
に対して選択し、選択した変調方式を移動局装置９９に通知し、その変調方式を用いて移
動局装置９９との間で通信を行う。
【００８０】
したがって、移動局装置９９が専用パイロット信号を受信して復調した結果の受信可否判
断である移動局受信結果を用いて変調方式を選択することから、
各移動局装置毎にＳＩＲ（又はＣＩＲ）測定方法が一意に決まっている訳ではなく、また
ＳＩＲ（又はＣＩＲ）を測定する回路を構成する素子にバラツキがあるような変調方式を
選択する方式よりも正確に変調方式を選択することが可能となり、回線品質の向上が図れ
る。また、シンボルレートを変える方法と違って無線リソースを無駄にすることがない。
【００８１】
なお、上記実施の形態１においては、ＭＣＳパイロット信号をスロット毎に同じ電力で送
信するようにしたが、最初は小さめの電力で送信し、その後、徐々に大きくなるようにし
ても良い。
【００８２】
また、上記実施の形態１においては、基地局装置４９は、ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡ
Ｍ及び６４ＱＡＭの全ての変調方式におけるＭＣＳパイロット信号をコード多重して送信
するため、少なからずコード間で干渉が生じてしまう。そこで、図９に示すように、変調
多値数の一番小さいＱＰＳＫについては送信しないようにすれば、その分、コード間の干
渉を低減できる。
【００８３】
また、上記実施の形態１においては、図５に示すように移動局装置９９からのＡＣＫを時
間軸方向に多重させたが、図１０に示すように符号方向に多重するようにしても良い。こ
のようにすると、時間軸方向に多重する場合と比べて１スロットで送る送信データ量を多
くとることが可能となる。
【００８４】
また、上記実施の形態１においては、変調方式として、ＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ及
び６４ＱＡＭの４通り用意したが、当然ながら他の変調方式（例えば１６ＰＳＫ）を加え
ても構わない。
【００８５】
（実施の形態２）
図１１は、本発明の実施の形態２に係る無線通信システムの移動局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル復調部１３９の構成を示すブロック図である。なお、この図において、
前述した図３のＭＣＳパイロットチャネル復調部１０３と共通する部分には同一の符号を
付けてその説明を省略する。また、ＭＣＳパイロットチャネル復調部１３９以外の部分に
ついては同一であるので図３を援用するものとする。また、基地局装置及び移動局装置に
付与する符号も実施の形態１と同様に基地局装置を "４９ "、移動局装置を "９９ "とする。
【００８６】
本実施の形態の移動局装置９９は、図１１に示すように、復調部１２５～１２８夫々の出
力からビット誤り数又はビット誤り率を求めるＢＥＲ測定部１４０～１４３を備えたＭＣ
Ｓパイロットチャネル復調部１３９を有している。移動局装置９９では、各ＢＥＲ測定部
１４０～１４３で測定された結果即ちＢＥＲ測定結果を基地局装置４９に報告する。この
場合、各ＢＥＲ測定部１４０～１４３は、夫々の復調方式により復調された受信データと
既知シンボルパターンとの比較を行って誤ったビット数（ビット誤り数）をカウントし、
そのカウント値を出力する。このカウント値は移動局受信結果として送信データとともに
基地局装置４９に送られる。
【００８７】
基地局装置４９では、移動局装置９９から報告を受けたビット誤り数をパラメータとして
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下り信号の変調方式を選択する。なお、この場合、ビット誤り数÷送信ビット数により、
ビット誤り率を移動局装置９９又は基地局装置４９で求めて、それをパラメータとして用
いても良い。例えばビット誤り率をもとに変調方式を選択する場合を考えると、移動局装
置９９からの応答結果としてビット誤り数の報告を受けた基地局装置４９は、ビット誤り
数÷送信ビット数によりビット誤り率を求める。そして、求めたビット誤り率から予め用
意されたビット誤り率と変調方式の対応テーブル（図１２のビット誤り率と変調方式の対
応テーブルの一例を参照）より変調方式を選択し、選択した変調方式とそれの変更を実施
するタイミングを移動局装置９９に通知する。移動局装置９９はその通知を受けると、変
更を実施するタイミングで、指定された変調方式に切り替える。
【００８８】
ここで、今、移動局装置９９からの移動局受信結果をもとに基地局装置４９で求めた各変
調方式に対するビット誤り率が、
ＱＰＳＫ＝１．５×１０ - 3

８ＰＳＫ＝４．０×１０ - 3

１６ＱＡＭ＝１．５×１０ - 2

６４ＱＡＭ＝２．０×１０ - 1

であったとすると、図１２の対応テーブルからＱＰＳＫのみビット誤り率を満足している
ので、変調方式は８ＰＳＫに切り替わる。
【００８９】
このように、本実施の形態によれば、移動局装置９９は、ＭＣＳパイロット信号の復調結
果からビット誤り数を求めて、この結果を基地局装置４９に送り、基地局装置４９は、移
動局装置９９からのビット誤り数からビット誤り率を求め、求めたビット誤り率もとに下
り信号の変調方式を選択するようにしたので、実施の形態１と同様の効果が得られる。特
に、本実施の形態では、ビット誤り率といった中間値を扱うことができるので、復調後の
ＭＣＳパイロット信号と既知シンボルパターンとの一致／不一致の２値をとる実施の形態
１と比べて、下り信号の変調方式の選択幅を広げることが可能である。
【００９０】
なお、本実施の形態においては、各ＭＣＳパイロット信号夫々に対応する変調方式でのビ
ット誤り率をもとに最適な変調方式を選択するようにしたが、この処理を簡略化するため
にビット誤り率（又はビット誤り数）を、少なくとも１つの変調方式を用いたＭＣＳパイ
ロット信号を用いても良い。例えば、ＱＰＳＫに着目し、ビット誤り率が６．５×１０ - 4

であった場合、図１２の対応テーブルから９．０×１０ - 4以下であるので１６ＱＡＭを選
択する。このように、少なくとも１つの変調方式を用いたＭＣＳパイロット信号に注目す
ることで、処理の簡略化が図れるとともに、ＭＣＳパイロットの送信パターン数を減らす
ことにより、送信回路の簡略化や符号化間干渉の低減化が図れる。
【００９１】
（実施の形態３）
図１３は、本発明の実施の形態３に係る無線通信システムの基地局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル生成部１４９の構成を示すブロック図である。また、図１５は、本実施
の形態に係る無線通信システムの移動局装置におけるＭＣＳパイロットチャネル復調部１
６９の構成を示すブロック図である。なお、これらの図において、前述した図１のＭＣＳ
パイロットチャネル生成部６３並びに図３のＭＣＳパイロットチャネル復調部１０３夫々
と共通する分には同一の符号を付けてその説明を省略する。また、ＭＣＳパイロットチャ
ネル生成部６３以外の部分については図１を援用するものとし、またＭＣＳパイロットチ
ャネル復調部１０３以外の部分については図３を援用するものとする。また、基地局装置
及び移動局装置に付与する符号も実施の形態１と同様に基地局装置を "４９ "、移動局装置
を "９９ "とする。
【００９２】
本実施の形態の基地局装置４９は、移動局装置９９からの誤り検出ＣＲＣ（ Cyclic Redun
dancy Check）結果をもとに変調方式を選択する機能を有するものであり、図１３に示す
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ように、ＭＣＳパイロット信号出力部６９から出力される各変調方式に対応したＭＣＳパ
イロット信号夫々にＣＲＣ符号を付加するＣＲＣ付加部１５０～１５３と、各ＣＲＣ付加
部１５０～１５３の出力を誤り訂正符号（ＥＣＣ： Error Correcting Code）化する誤り
訂正符号化部１５５～１５８とを備えたＭＣＳパイロットチャネル生成部１４９を有して
いる。図１４は、誤り訂正符号化部１５５～１５８夫々の出力である誤り訂正符号化後の
ＭＣＳパイロット信号の送信フォーマットを示す図であり、ＭＣＳパイロット信号にＣＲ
ＣとＥＣＣを付加した構成となっている。
【００９３】
一方、本実施の形態の移動局装置９９は、各復調方式により復調された受信データのＣＲ
Ｃ判定結果を基地局装置４９にＡＣＫ信号として報告する機能を有するものであり、図１
５に示すように、復調部１２５～１２８夫々の出力を誤り訂正復調する誤り訂正復号化部
１７０～１７３と、各誤り訂正復号化部１７０～１７３の出力をＣＲＣ（誤り検出）判定
し、そのＣＲＣ判定結果を出力するＣＲＣ判定部１７５～１７８とを備えたＭＣＳパイロ
ットチャネル復調部１６９を有している。ＣＲＣ判定部１７５～１７８からのＣＲＣ判定
結果が基地局装置４９に報告される。
【００９４】
移動局装置９９からは各復調方式により復調された受信データのＣＲＣ判定結果が基地局
装置４９にＡＣＫ信号として報告されるが、報告の仕方は上述した実施の形態１と同様で
あり、図４における「受信結果」を「ＣＲＣ判定結果」に置き換えて考えれば良い。基地
局装置４９は、ＣＲＣ判定結果をパラメータとして、それが良好な最大変調多値数の変調
方式を選択し、移動局装置９９に対して変更する変調方式と変更するタイミングを通知す
る。なお、瞬時ＣＲＣ判定結果を複数スロット平均化し、平均化後のＣＲＣ判定結果を変
調方式選択のパラメータとして用いても良い。
【００９５】
このように、本実施の形態によれば、基地局装置４９は、各変調方式に対応させたＭＣＳ
パイロット信号夫々にＣＲＣ符号を付加して誤り訂正符号化を行ってその結果を移動局装
置９９に送り、移動局装置９９は、逆拡散後の信号に誤り訂正復号化処理を行った後のＭ
ＣＳパイロット信号に対するＣＲＣ判定を行ってその結果を基地局装置４９に送り、基地
局装置４９は、移動局装置９９からのＣＲＣ判定結果をもとに変調方式を選択するように
したので、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【００９６】
（実施の形態４）
図１６は、本発明の実施の形態４に係る無線通信システムの基地局装置の構成を示すブロ
ック図である。また、図１７は本実施の形態に係る無線通信システムの移動局装置の構成
を示すブロック図である。なお、これらの図において、前述した図１の基地局装置４９並
びに図３の移動局装置９９夫々と共通する分には同一の符号を付けてその説明を省略する
。また、基地局装置及び移動局装置に付与する符号も実施の形態１と同様に基地局装置を
"４９ "、移動局装置を "９９ "とする。
【００９７】
本実施の形態の基地局装置４９は、移動局装置９９における受信状態をもとに誤り訂正符
号化の符号化率を選択する機能を有するものであり、図１６に示すように、移動局受信結
果から変調方式を選択するとともに符号化率を選択する符号化率／変調方式選択部１９０
と、この符号化率／変調方式選択部１９０からの符号化率選択結果に基づいて送信データ
を誤り訂正符号化する誤り訂正符号化部１９１とを備えている。誤り訂正符号化部１９１
にて誤り訂正符号化された送信データは適応変調部５９に入力される。
【００９８】
一方、本実施の形態の移動局装置９９は、基地局装置４９にて選択された符号化率に基づ
いて誤り訂正符号化する機能を有するものであり、図１７に示すように分離部１０９で分
離された制御データに従って符号化率と復調方式を選択する符号化率／復調方式選択部１
９３と、この符号化率／復調方式選択部１９３で選択された符号化率に基づいて受信デー
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タを誤り訂正復号化する誤り訂正復号化部１９４とを備えている。
【００９９】
基地局装置４９の符号化率／変調方式選択部１９３には、ビット誤り率における誤り訂正
符号化率及び変調方式の対応をテーブル化した誤り訂正符号化率及び変調方式選択テーブ
ルが設けられており、そのテーブルに基づいて誤り訂正符号化率及び変調方式が選択され
る。図１８にビット誤り率と符号化率及び変調方式の対応テーブルの一例を示す。
【０１００】
基地局装置４９は、移動局装置９９からのビット誤り数の報告を受けてビット誤り率を求
める。そして、求めたビット誤り率をもとに、図１８に示すビット誤り率と符号化率及び
変調方式の対応テーブルルから符号化率及び変調方式を選択する。ここで、例えば各変調
方式により変調されたＭＣＳパイロット信号のビット誤り率を求めた結果が、
ＱＰＳＫ＝１．５×１０ - 3

８ＰＳＫ＝４．０×１０ - 3

１６ＱＡＭ＝１．５×１０ - 2

６４ＱＡＭ＝２．０×１０ - 1

という結果であったとすると、上記ビット誤り率と符号化率及び変調方式の対応テーブル
から変調方式１６ＱＡＭ、符号化率１／２が選択される。
【０１０１】
図１９は、本実施の形態に係る無線通信システムの移動局装置と基地局装置との間におけ
る伝送速度変更過程を示すシーケンス図である。
図１９において、基地局装置４９から送信されたＭＣＳパイロット信号が移動局装置９９
－１、９９－２夫々にて受信されると、各移動局装置９９－１、９９－２は、各変調方式
のＭＣＳパイロット信号毎に既知シンボルパターンとを比較し、各変調方式における受信
誤りビット数を基地局装置４９に報告する。なお、各移動局装置９９－１、９９－２夫々
における最初の変調方式はＱＰＳＫで、符号化率Ｋが１／４であるとする。
【０１０２】
基地局装置４９は、各移動局装置９９－１、９９－２より、各変調方式毎のビット誤り数
の報告を受けると、報告を受けたビット誤り数よりビット誤り率を求める。そして、各移
動局装置９９－１、９９－２の変調方式と誤り訂正符号化率をビット誤り率と符号化率及
び変調方式の対応テーブル（図１８参照）より選択し、さらに選択した変調方式と誤り訂
正符号化率と、これらの変更開始タイミングを各移動局装置９９－１、９９－２に通知す
る。各移動局装置９９－１、９９－２は、基地局装置４９からの通知を受けると、変調方
式切り替えの有無を確認する。
【０１０３】
基地局装置４９は、各移動局装置９９－１、９９－２に通知した変更開始タイミングを行
う時刻になると、変調方式と誤り訂正符号化率の切り替えを行う。また、各移動局装置９
９－１、９９－２も指定されたタイミングで変調方式と誤り訂正符号化率の切り替えを行
う。例えば、各移動局装置９９－１、９９－２からの受信結果報告により、各移動局装置
９９－１、９９－２において受信可能な最大変調多値数の変調方式が８ＰＳＫで、誤り訂
正符号化率Ｋが３／４であれば、現状のＱＰＳＫ、Ｋ＝１／４から８ＰＳＫ、Ｋ＝３／４
に切り替わる。
【０１０４】
基地局装置４９は、変調方式と誤り訂正符号化率の切り替えを行った後、再度、ＭＣＳパ
イロット信号の送信を行い、各移動局装置９９－１、９９－２とともに上記同様の処理を
行う。一方、変調方式と誤り訂正符号化率を現状のままで切り替える必要がない場合には
、変更開始タイミングと同じタイミングでＭＣＳパイロット信号の送信を行う。すなわち
、所定の間隔毎にＭＣＳパイロット信号の送信を行って、変調方式と誤り訂正符号化率を
切り替える必要があるかどうかを判定し、切り替える必要があれば新たな変調方式と誤り
訂正符号化率に切り替え、切り替える必要がなければ次回ＭＣＳパイロット信号を送信す
るまでの間、現状の変調方式と誤り訂正符号化率を維持する。
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【０１０５】
このように、本実施の形態によれば、移動局装置９９は、ＭＣＳパイロット信号の復調結
果からビット誤り数を求めてこの結果を基地局装置４９に送り、基地局４９は、移動局９
９からのビット誤り数からビット誤り率を求め、求めたビット誤り率もとに下り信号の誤
り訂正符号化の符号化率を選択するので、最適な伝送レートでのデータ受信が可能となる
。
【０１０６】
なお、上記実施の形態において、移動局装置９９からの移動局受信結果の情報としてビッ
ト誤り数を用いたが、ビット誤り率、ＣＲＣ判定結果、ＭＣＳパイロット信号と既知のシ
ンボルパターンとの一致／不一致結果を用いても良い。
【０１０７】
また、実施の形態２で説明したように、本実施の形態においても、各ＭＣＳパイロット信
号夫々に対応する変調方式でのビット誤り率をもとに誤り訂正符号化の符号化率を選択す
る必要はなく、少なくとも１つの変調方式でのビット誤り率をもとにして誤り訂正符号化
の符号化率を選択するようにしても良い。例えば、ＱＰＳＫに着目し、ビット誤り率が６
．５×１０ - 4であった場合、図１８の対応テーブルから９．０×１０ - 4以下であるので、
符号化率３／４、１６ＱＡＭを選択する。このように、少なくとも１つの変調方式を用い
たＭＣＳパイロット信号に注目することで、処理の簡略化が可能となるとともに、ＭＣＳ
パイロットの送信パターン数を減らすことにより、送信回路の簡略化や符号化間干渉の低
減化が図れる。
【０１０８】
また、本実施の形態においても、各移動局装置９９に対する誤り訂正符号化の符号化率及
び変調方式の選択において、各移動局装置９９からの１スロット分のＡＣＫ信号をパラメ
ータとして用いても良いし、複数スロット分のＡＣＫ信号を平均し、平均したＡＣＫ信号
をパラメータとして用いても良い。図１６において、基地局装置９９の符号化率／変調方
式選択部１９０に入力される「平均化制御切替」と記載した信号が複数スロット分の平均
を指示するものであり、符号化率／変調方式選択部１９０は、この「平均化制御切替」信
号が入力されると、移動局装置９９からの複数スロット分のＡＣＫ信号を平均し、平均し
たＡＣＫ信号をパラメータとして誤り訂正符号化の符号化率及び変調方式の選択を行う。
【０１０９】
（実施の形態５）
図２０は、本発明の実施の形態５に係る無線通信システムの基地局装置の構成を示すブロ
ック図である。なお、この図において、前述した図１の基地局装置４９と共通する分には
同一の符号を付けてその説明を省略する。また、基地局装置付与する符号も実施の形態１
と同様に "４９ "とする。また、移動局装置においては、図１１を援用するものとする。
【０１１０】
本実施の形態の基地局装置４９は、ビット誤り率をもとにパケットスケジューリングをす
る機能を有するものである。
移動局装置９９は、復調した各変調方式におけるＭＣＳパイロット信号と既知のシンボル
パターンとの比較を行ってビット誤り数を求め、この結果を基地局装置４９に報告する。
基地局装置４９は、ユーザ選択部（パケットスケジューリング手段）１９９によって、移
動局装置９９からのビット誤り数の報告を受けてビット誤り率を求め、このビット誤り率
を移動局装置９９毎に記憶しておく。そして、パケット送信データが空でない移動局装置
９９のうちビット誤り率の良好な順に各ユーザの送信データ１、２…、ｎの配信を行う。
なお、ビット誤り率以外にパケット一致、ＣＲＣ判定結果を用いても構わない。
【０１１１】
このように、移動局装置９９の復調性能をもとにパケットスケジューリングを行って、受
信の成功率の高い移動局装置９９への通信の優先度を高めることで、伝送誤りに伴う再送
を減らすことができ、スループットの向上が図れる。
【０１１２】
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（実施の形態６）
図２１は、本発明の実施の形態６に係る無線通信システムの基地局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル生成部２００の構成を示すブロック図である。なお、この図において、
前述した図１のＭＣＳパイロットチャネル生成部６３と共通する分には同一の符号を付け
てその説明を省略する。また、ＭＣＳパイロットチャネル生成部２００以外の部分につい
ては図１を援用するものとする。また、基地局装置及び移動局装置に付与する符号も実施
の形態１と同様に基地局装置を "４９ "、移動局装置を "９９ "とする。
【０１１３】
６４ＱＡＭ、１６ＱＡＭ、ＱＰＳＫの各変調方式のＭＣＳパイロット信号を多重する場合
、ＭＣＳパイロット信号として図２２に示す原点最近傍の４点を送信する構成を考えると
、出力振幅のみ変更すれば擬似的にＱＰＳＫから１６ＱＡＭと６４ＱＡＭのＭＣＳパイロ
ット信号を生成できるので、ＭＣＳパイロットチャネル生成回路の簡略化が図れる。図２
１に示すように、ＱＰＳＫのＭＣＳパイロット信号については、拡散部７５からの信号を
そのまま出力するが、１６ＱＡＭのＭＣＳパイロット信号については、拡散部７７からの
信号を増幅器２０２で拡散部７５の出力レベルに対して１６ＱＡＭにおける出力レベル（
具体的には０．３３倍）となるように調整し、６４ＱＡＭのＭＣＳパイロット信号につい
ては、拡散部７８からの信号を増幅器２０３で散部７５の出力レベルに対して６４ＱＡＭ
における出力レベル（具体的には０．１４倍）となるように調整する。
【０１１４】
拡散部７５の出力と増幅器２０２の出力は加算器２０４で加算され、加算器２０４の出力
と増幅器２０３の出力は加算器２０５で加算される。一方、８ＰＳＫのＭＣＳパイロット
信号については、専用の変調部７１と拡散部７６があり、拡散部７６の出力が加算器２０
５の出力と加算器２０６にて加算される。
【０１１５】
このように、本実施の形態によれば、基地局装置４９において、ＱＰＳＫに対応するＭＣ
Ｓパイロット信号の変調後の信号から擬似的に１６ＱＡＭと６４ＱＡＭ夫々に対応するＭ
ＣＳパイロット信号を生成するようにしたので、１６ＱＡＭと６４ＱＡＭ夫々の変調部が
不要になり、その分、コストの削減が可能となる。
【０１１６】
なお、上記各実施の形態において、周波数方向のマルチキャア通信方式を採用することに
よって、図２３に示すように、周波数方向にもＭＣＳパイロット信号を並行して送ること
ができるので、ＭＣＳパイロット信号の送信時間の短縮化が図れる。
【０１１７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、無線リソースを無駄にすることなく、正確に且つ
容易に変調方式の切り替えを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの基地局装置の構成を示すブロッ
ク図
【図２】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの基地局装置におけるＭＣＳパイ
ロットチャネル信号の送信パターンの概念図
【図３】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの移動局装置の構成を示すブロッ
ク図
【図４】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの移動局装置における移動局受信
結果の一例を示す図
【図５】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの移動局装置における移動局受信
結果の送信パターンの概念図
【図６】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの基地局装置における変調方式切
り替え時の動作を示すフロー図
【図７】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの移動局装置における変調方式切
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り替え時の動作を示すフロー図
【図８】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの移動局装置と基地局装置との間
における伝送速度変更過程を示すシーケンス図
【図９】図２に示すＭＣＳパイロットチャネル信号の送信パターンの他の例の概念図
【図１０】図５に示す移動局受信結果の送信パターンの他の例の概念図
【図１１】本発明の実施の形態２に係る無線通信システムの移動局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル復調部の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態２に係る無線通信システムにおけるビット誤り率と変調方
式の対応テーブルの一例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態３に係る無線通信システムの基地局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル生成部の構成を示すブロック図
【図１４】本発明の実施の形態３に係る無線通信システムの基地局装置におけるＭＣＳパ
イロット信号の送信フォーマットを示す図
【図１５】本発明の実施の形態３に係る無線通信システムの移動局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル復調部の構成を示すブロック図
【図１６】本発明の実施の形態４に係る無線通信システムの基地局装置の構成を示すブロ
ック図
【図１７】本発明の実施の形態４に係る無線通信システムの移動局装置の構成を示すブロ
ック図
【図１８】本発明の実施の形態４に係る無線通信システムにおけるビット誤り率と符号化
率及び変調方式の対応テーブルの一例を示す図
【図１９】本発明の実施の形態４に係る無線通信システムの移動局装置と基地局装置との
間における伝送速度変更過程を示すシーケンス図
【図２０】本発明の実施の形態５に係る無線通信システムの基地局装置の構成を示すブロ
ック図
【図２１】本発明の実施の形態６に係る無線通信システムの基地局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル生成部の構成を示すブロック図
【図２２】本発明の実施の形態６に係る無線通信システムの基地局装置におけるＭＣＳパ
イロットチャネル生成部の機能を説明するための図
【図２３】本発明を周波数方向のマルチキャア通信方式に採用した場合のＭＣＳパイロッ
トチャネル信号の送信パターンの概念図
【図２４】従来の無線通信システムの構成を示すブロック図
【図２５】従来の無線通信システムの移動局装置と基地局装置との間における伝送速度変
更過程を示すシーケンス図
【図２６】従来の無線通信システムにおける下り送信シンボルレートの変更方法を説明す
るための図
【図２７】従来の無線通信システムにおける下り送信シンボルレートの変更方法を説明す
るための図
【符号の説明】
４９　基地局装置
５０、１００　送受信アンテナ
５１、１０１　共用器
５２、１０２　無線受信部
５３、１０４　逆拡散部
５４、１０５　回線推定部
５５、１０６　歪補正部
５６　復調部
５７、１０９　分離部
５８　変調方式選択部
５９　適応変調部
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６０、１１１　変調部
６１、１１０　多重部
６２、１１２　拡散部
６３、１４９、２００　ＭＣＳパイロットチャネル生成部
６４、８０、２０４、２０５、２０６　加算器
６５、１１３　無線送信部
６９、２０１　ＭＣＳパイロット信号出力部
７０、７１、７２、７３　変調部
７５、７６、７７、７８　拡散部
９９　移動局装置
１０３、１３９、１６９　ＭＣＳパイロットチャネル復調部
１０７　復調方式選択部
１０８　適応復調部
１１５、１１６、１１７、１１８　逆拡散部
１２０、１２１、１２２、１２３　歪補正部
１２５、１２６、１２７、１２８　復調部
１３０、１３１、１３２、１３３　比較部
１４０、１４１、１４２、１４３　ＢＥＲ測定部
１５５、１５６、１５７、１５８　誤り訂正符号化部
１５０、１５１、１５２、１５３　ＣＲＣ付加部
１７０、１７１、１７２、１７３　誤り訂正復号化部
１７５、１７６、１７７、１７８　ＣＲＣ判定部
１９０　符号化率／変調方式選択部
１９１　誤り訂正符号化部
１９３　符号化率／復調方式選択部
１９４　誤り訂正復号部
１９９　ユーザ選択部
２０２、２０３　増幅器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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