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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの基地局と少なくとも１つの移動局とを含む通信システム内で、事前に
定義されたサービス要件を有するトランスペアレント・データ・サービスを提供するため
にリンク・プロトコルを選択する方法において、
　前記事前に定義されたサービス要件および移動局または基地局の少なくとも１つの基本
性能に基づいて、使用可能なリンク・プロトコルの全ての可能な組合せの中からリンク・
プロトコルの事前選択組合せセットを事前選択する段階と、
　１つまたは複数のリンク品質パラメータの測定値と、前記通信システムの瞬間容量及び
前記移動局若しくは前記基地局の瞬間送信電力の少なくともいずれかとに基づいて、リン
ク・プロトコルの事前選択組合せの中からリンク・プロトコルを選択する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　事前に定義された最適化基準に基づいて前記リンク・プロトコルを最適化する段階をさ
らに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記最適化基準は、前記移動局または前記基地局での総送信電力を最小にすることであ
ることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記最適化基準は、タイム・スロットあたりの最大送信電力を最小にすることであるこ
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とを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記最適化基準は、前記事前に定義されたサービス要件を達成するために使用するタイ
ム・スロットの数を最小にすることであることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記事前に定義されたサービス要件は、事前に定義されたサービス品質を有する一定の
ユーザ・ビット・レートを提供する要件を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記事前に定義されたサービス品質は、ＢＥＲまたはＦＥＲサービス品質に対応するこ
とを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記事前選択組合せセットは、変調方式と、チャネル符号化方式と必要なタイム・スロ
ット数との組合せに基づいて事前選択されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの基本性能は、タイム・スロットの数、サポートされた変調方式ま
たはサポートされたチャネル符号化方式のうちの１つまたは複数の通信性能から選択され
ることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの前記リンク品質パラメータは、Ｃ／Ｉ比、ＢＥＲ、ＦＥＲおよび受信
信号強度の中から選択されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　移動局と基地局との間にトランスペアレント・データ・サービスを提供するためにリン
ク・プロトコルを選択する方法であって、
　ＲＦリンクの少なくとも１つのリンク品質パラメータを測定する段階、
　前記測定した少なくとも１つのリンク品質パラメータに基づいて、リンク・プロトコル
の全ての可能な組合せのサービス品質値を推定する段階、
　推定したサービス品質値に基づいて、リンク・プロトコルの事前選択組合せセットを事
前選択する段階、および
　最適化基準に基づいて、前記リンク・プロトコルの事前選択組合せセットの中からリン
ク・プロトコルを選択する段階
　を含み、
　前記リンク・プロトコルを選択する段階は、前記通信システムの瞬間容量及び前記移動
局若しくは前記基地局の瞬間送信電力の少なくともいずれかに基づくものであることを特
徴とする方法。
【請求項１２】
　前記リンク・プロトコルの事前選択組合せセットは、前記移動局または前記基地局の少
なくとも１つの基本性能に基づいて選択されることを特徴とする、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記リンク・プロトコルを選択する段階は、前記リンク・プロトコルの事前選択組合せ
セットのうちの最も少ない数のタイム・スロットを使用するサブセットを選択する段階を
含むことを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記リンク・プロトコルを選択する段階は、前記リンク・プロトコルの事前選択組合せ
セットのうちの総送信電力を最小にするサブセットを選択する段階を含むことを特徴とす
る、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記リンク・プロトコルを選択する段階は、前記リンク・プロトコルの事前選択組合せ
セットのうちのタイム・スロットあたりの最大送信電力を最小にするサブセットを選択す
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る段階を含むことを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記事前選択組合せセットは、変調方式と、チャネル符号化方式と、必要なタイム・ス
ロット数との組合せに基づいて事前選択されることを特徴とする、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの基本性能は、タイム・スロットの数、サポートされた変調方式ま
たはサポートされたチャネル符号化方式のうちの１つまたは複数の通信性能から選択され
ることを特徴とする、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのリンク品質パラメータは、Ｃ／Ｉ比、ＢＥＲ、ＦＥＲおよび受信
信号強度の中から選択されることを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（背景）
本発明は一般に通信システムの分野に関し、具体的には、複数の変調およびチャネル符号
化方式をサポートするディジタル通信システムに関する。
【０００２】
無線ディジタル通信システムでは、標準化されたエア・インタフェースが、変調方式、チ
ャネル符号化方式、バースト・フォーマット、通信プロトコル、シンボル・レートなどを
含むほとんどのシステム・パラメータを規定している。例えば、欧州電気通信標準化機構
（ＥＴＳＩ）は、シンボル・レート２７１ｋｓｐｓのＧＭＳＫ（Ｇａｕｓｓｉａｎ　Ｍｉ
ｎｉｍｕｍ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調方式を使用して無線周波（ＲＦ）物理チャ
ネルまたはリンク上で制御情報、音声情報およびデータ情報を伝達する、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）方式を使用したＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）規格を規定している。米国では、ＴＩＡ（Ｔｅｌｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）が、ディ
ファレンシャルＱＰＳＫ（ＤＱＰＳＫ）変調方式を使用してＲＦリンク上でデータを伝達
するＴＤＭＡシステムであるＤ－ＡＭＰＳ（ｄｉｇｉｔａｌ　ａｄｖａｎｃｅｄ　ｍｏｂ
ｉｌｅ　ｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）のさまざまなバージョンを定義したＩＳ－５４、
ＩＳ－１３６などのいくつかの暫定規格を発表している。
【０００３】
ディジタル通信システムは、さまざまな線形および非線形変調方式を使用して、音声情報
またはデータ情報をバースト伝送する。これらの変調方式には、ＧＭＳＫ、４位相偏移変
調（ＱＰＳＫ）、直交振幅変調（ＱＡＭ）などがある。ＧＭＳＫ変調方式は、指定のユー
ザ・ビット・レートをサポートするシンボル・レートを有する非線形の低水準変調（ＬＬ
Ｍ）方式である。ユーザ・ビット・レートを高める目的には、高水準変調（ＨＬＭ）方式
を使用することができる。ＱＡＭ方式などの線形変調方式は、レベルの異なる変調を有す
る場合がある。例えば１６ＱＡＭ方式は、４ビット・データの１６のバリエーションを表
すのに使用される。一方、ＱＰＳＫ変調方式は、２ビット・データの４つのバリエーショ
ンを表すのに使用される。さまざまな変調方式に加えて、ディジタル通信システムは、通
信の信頼性を高めるために使用されるさまざまなチャネル符号化方式をサポートすること
ができる。
【０００４】
チャネル符号化方式は一般に、バーストまたはバースト列のデータ・ビットを符号化およ
びインタリーブし、例えばＲＦリンクがフェージングにさらされている場合などの劣悪な
ＲＦリンク条件下でデータ・ビットが失われるのを防ぐ。データ・ビットのチャネル符号
化に使用される符号化ビットの数は、誤り検出の正確さに対応し、符号化ビットの数が多
いほどビット誤り検出の正確さは高まる。しかし、符号化ビットによって、１バースト中
に伝送することができるユーザ・データ・ビットの数が減るので、全体のビット・レート
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が与えられているとき、符号化ビットの数が多いとユーザ・ビット・レートは低下する。
【０００５】
通信チャネルでは一般に誤りが次々と挿入される。符号化効率を向上させるためには、伝
送前に、符号化されたビットをインタリーブする。インタリーブの目的は、いくつかのコ
ード・ワード上に誤りを分散させることにある。完全インタリーブという用語は、受信し
たデータ・ビットのシーケンスに相関がないときに使用される。受信側で受け取ったデー
タ・ビットの相関が小さいほど、失われたデータ・ビットの回復が容易になる。一方、イ
ンタリーブが有効でない場合には、伝送されたデータ・ビットの大きな部分またはブロッ
クが、劣悪なＲＦリンク条件下で失われることがある。その結果、誤り訂正アルゴリズム
では、失われたデータを回復することができないことがある。
【０００６】
ＴＤＭＡシステムでは、使用可能な周波数帯が１つまたは複数のＲＦチャネルに細分化さ
れる。ＲＦチャネルは、ＴＤＭＡフレーム中のタイム・スロットに対応するいくつかの物
理チャネルに分割される。１つまたは複数の物理チャネルから、変調およびチャネル符号
化方式が指定された論理チャネルが形成される。ＲＦリンクは、論理チャネルを構成する
１つまたは複数の物理チャネルを含む。これらのシステムでは、アップリンクおよびダウ
ンリンクＲＦチャネル上でディジタル情報のバーストを送受信することによって、移動局
が、分散した複数の基地局と通信する。
【０００７】
現在、使用される移動局の数は増え続けており、セルラ電気通信システム内の音声チャネ
ルおよびデータ・チャネル数を増やす必要が生じている。その結果、基地局がより狭い間
隔で配置されるようになり、隣接するまたは近傍のセルで同じ周波数を使用している移動
局間の干渉が増大している。ディジタル技術によって所与の周波数スペクトルからより多
くの有効チャネルが得られるが、干渉を低減させる、詳細には、干渉に対する搬送波信号
強度の比（すなわち搬送波対干渉（Ｃ／Ｉ）比）を高める必要性は依然として残っている
。低いＣ／Ｉ比を扱うことができるＲＦリンクは、高いＣ／Ｉ比しか扱えないＲＦリンク
よりも頑強（ｒｏｂｕｓｔ）であると言える。
【０００８】
変調方式およびチャネル符号化方式に応じ、サービス程度（ｇｒａｄｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖ
ｉｃｅ）はリンク品質の低下につれてより急速に低下する。言い換えると、より頑強なＲ
Ｆリンクのデータ・スループットまたはサービスの程度は、頑強さに劣るＲＦリンクほど
急速には低下しない。高水準変調方式は、低水準変調方式よりもリンク品質の低下の影響
を受けやすい。ＨＬＭ方式を使用する場合、データ・スループットは非常に急速に低下し
、リンク品質が落ちる。一方、ＬＬＭ方式を使用する場合には、スループットおよびサー
ビス程度は同じ干渉条件でそれほど急速には低下しない。
【０００９】
したがって、リンク適応方法は、変調方式、チャネル符号化および／または使用するタイ
ム・スロットの数の組合せによって定義されるリンク・プロトコルを動的に変更する能力
を提供する。リンク・プロトコルは、リンク品質に対してユーザ・ビット・レートのバラ
ンスをとるチャネル条件に基づいて選択される。一般に、これらの方法は、広い範囲のＣ
／Ｉ条件で最適な性能を達成するようシステムのリンク・プロトコルを適応させる。
【００１０】
次世代のセルラ・システムの進化の道筋の１つは、高水準変調（ＨＬＭ）、例えば１６Ｑ
ＡＭ変調方式を使用して、既存の規格に比べて高いユーザ・ビット・レートを提供する方
向に向かうものである。これらのセルラ・システムには、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）拡張機能を備えたＧＳＭシステム、拡張Ｄ－
ＡＭＰＳシステム、ＩＭＴ－２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔ
ｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　２０００）などがある。１６ＱＡＭ変調方式などの
高水準線形変調は、例えば、低水準変調（ＬＬＭ）方式であるＧＭＳＫよりもスペクトル
効率が向上する潜在的可能性を有する。高水準変調方式では、許容される性能が得られる
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最低Ｃ／Ｉ比がより高いことが要求されるので、システムにおける高水準変調方式の可用
性は、より頑強なＲＦリンクが維持されるシステムのある一定のカバー・エリアまたはセ
ルのある部分に限定される。
【００１１】
さまざまな通信サービスを提供するためには、対応する最低ユーザ・ビット・レートが要
求される。音声サービスおよび／またはデータ・サービスでは、ユーザ・ビット・レート
は、音声品質および／またはデータ・スループットに対応し、ユーザ・ビット・レートが
高いほど、良好な音声品質および／または高いデータ・スループットが得られる。総ユー
ザ・ビット・レートは、音声符号化、チャネル符号化、変調方式、およびＴＤＭＡシステ
ムではこれに加えて呼あたりに割当て可能なタイム・スロット数に対して選択する手法の
組合せによって決定される。
【００１２】
データ・サービスには、トランスペアレント・サービスとノントランスペアレント・サー
ビスが含まれる。トランスペアレント・サービスは、最低サービス品質要件を有し、一定
のユーザ・ビット・レートを提供する。トランスペアレント通信サービスを提供するシス
テムは、要求されるサービス品質を有する一定のユーザ・ビット・レートを維持するため
に全体のビット・レートを変化させる。移動局と基地局の間のトランスペアレント・サー
ビスのサービス品質要件は、式（１）で定義されるサービス品質（ＱｏＳ）ベクトルによ
って表される。
【００１３】
（１）ＱｏＳ＝｛Ｒｂｕ＝Ｘ　ｋｂｉｔｓ／ｓ，ＢＥＲまたはＦＥＲ＜Ｙ％｝
上式で、Ｒｂｕは、定ユーザ・ビット・レート、ＢＥＲ、ＦＥＲはそれぞれ、最大ビット
誤り率（ＢＥＲ）、フレーム消去レート（ＦＥＲ）、Ｘ、Ｙはそれぞれ、必要なユーザ・
ビット・レート、サービス品質（％）である。
【００１４】
反対に、ノントランスペアレント・サービス、例えばパケット・データを提供するＧＳＭ
の拡張機能であるＧＰＲＳでは、誤って受け取ったデータ・ビットが再送信されるため、
ユーザ・ビット・レートが変化する可能性がある。ノントランスペアレント・サービスと
は異なり、トランスペアレント・サービスは、誤って受け取ったデータ・ビットを再送信
しない。したがって、トランスペアレント・サービスのポイント・ツー・ポイント伝送遅
延は一定であり、ノントランスペアレント・サービスのポイント・ツー・ポイント伝送遅
延は不定である。
【００１５】
通信システムは、チャネル符号化、音声符号化および／または変調方式の異なる組合せを
サポートするいくつかのＲＦリンクを介してデータ・サービスを提供することができる。
例えば、システムは、オーディオおよびビデオ信号を別々に供給する２つ以上の別個のＲ
Ｆリンクを使用してマルチメディア・サービスを提供する。このシナリオでは、２つのＲ
Ｆリンクの一方がＨＬＭ方式を使用し、他方のリンクがＬＬＭ方式を使用することがあり
得る。ＴＤＭＡシステムで定ユーザ・ビット・レートを提供するのに、ＬＬＭ　ＲＦリン
クは、ＨＬＭリンクよりも多くのタイム・スロットを使用する。
【００１６】
したがって、トランスペアレント・データ・サービスを提供するためには、ディジタル通
信システムが、所与の定ユーザ・ビット・レートに対して所望のサービス品質を達成する
ために、リンク品質に基づく適当なリンク・プロトコルを選択しなければならない。シス
テムのリンク品質、例えばＣ／Ｉ比は急速に変動するため、サービス品質を維持するため
には異なるリンク・プロトコルを使用しなければならない。例えば高品質リンクでは、よ
り少ないチャネル符号化を使用して、ユーザ・ビット・レートを高めることができる。ユ
ーザ・ビット・レートおよびサービス品質要件を満たすことに加え、全体的な干渉の最小
化および／または割当てタイム・スロット数などの通信資源の効率的な割当てに関してシ
ステムの性能を最適化することも重要である。
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【００１７】
したがって、複数の変調およびチャネル符号化方式をサポートするシステムにトランスペ
アレント・サービスを提供し、一方でシステム性能を最適化するリンク・プロトコルを選
択する方法が求められている。
【００１８】
（概要）
簡単には、本発明は、事前に定義されたサービス要件を有するトランスペアレント・デー
タ・サービスに対してリンク・プロトコルを選択する方法で例示される。本発明は、使用
可能なリンク・プロトコルの全ての可能な組合せの中からリンク・プロトコルの事前選択
組合せセットを事前選択する。事前選択組合せセットは、変調方式、チャネル符号化方式
および必要なタイム・スロット数の組合わせ、ならびに事前に定義されたサービス要件に
基づいて選択される。事前に定義されたサービス要件は例えば、ＢＥＲ、ＦＥＲパーセン
テージなどの事前に定義されたサービス品質を有する一定のユーザ・ビット・レートを提
供する要件である。さらに本発明は、事前選択プロセスで、移動局または基地局の少なく
とも１つの基本性能を考慮する。移動局または基地局の複数の基本性能を考慮することが
好ましい。基本性能には、いくつかのタイム・スロット上での移動局または基地局の通信
性能を含めることができる。
【００１９】
次いで本発明は、Ｃ／Ｉ比、ＢＥＲ、ＦＥＲ、受信信号強度などの１つまたは複数のリン
ク品質パラメータの測定値に基づいて、リンク・プロトコルの事前選択組合せセットの中
からリンク・プロトコルを選択する。リンク・プロトコルを選択する際、本発明はさらに
、通信システムの瞬間状態に起因する少なくとも１つの可変制約事項を考慮する。通信シ
ステムの瞬間状態に起因する可変制約事項には、タイム・スロットを割り当てるシステム
の瞬間容量、あるいは、移動局または基地局の瞬間送信電力を含めることができる。本発
明の好ましい実施形態では、本発明がさらに、事前に定義された最適化基準に基づいて選
択されたリンク・プロトコルを最適化する。事前に定義された最適化基準には、移動局ま
たは基地局の送信電力の最小化あるいは使用タイム・スロット数の最小化を含めることが
できる。
【００２０】
本発明のその他の特徴および利点は、以下の好ましい実施形態の説明および本発明の原理
を例を挙げて示す添付図面から明白となろう。
【００２１】
（詳細な説明）
図１を参照する。本発明の例示的な実施形態に基づく通信システム１０は、複数の変調方
式をサポートする。本発明の例示的な実施形態では、システム１０が、３つの変調方式、
すなわち第１のＬＬＭ方式（ＬＬＭ１）、第２のＬＬＭ方式（ＬＬＭ２）およびＨＬＭ方
式をサポートする。ＬＬＭ１方式は、ＧＳＭシステムで使用されているＧＭＳＫ変調方式
などの非線形変調方式である。ＬＬＭ２方式は、ＱＰＳＫなどの線形変調方式である。Ｈ
ＬＭ方式は、現時点ではまだ標準化されていない拡張ＧＳＭシステムの第２世代でサポー
トされるであろう、より高水準の線形変調方式、例えば１６ＱＡＭ方式である。
【００２２】
通信システム１０はさらに、異なるチャネル符号化方式（ＣＳ）、例えばＣＳ１、ＣＳ２
、ＣＳ３およびＣＳ４チャネル符号化方式をサポートする。ＣＳ１の符号化レートが最も
低く、ＣＳ４の符号化レートが最も高い。システム１０は、上に指定した例示的な変調方
式およびチャネル符号化方式に関して説明されるが、広範囲にわたる変調方式および符号
化方式を本発明の実装に使用できることに留意されたい。
【００２３】
ＧＳＭ通信システムの動作モードは、欧州電気通信標準化機構（ＥＴＳＩ）の文書ＥＴＳ
３００５７３、ＥＴＳ３００５７４およびＥＴＳ３００５７８に記載されている。これら
の文書は、参照によって本明細書に組み込まれる。したがって、ＧＳＭシステムの動作に
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ついては、本発明の理解に必要な程度に説明する。ＧＳＭシステムで実施されるものとし
て説明しはするが、本発明を、ＰＤＣまたはＤ－ＡＭＰＳ規格に基づくシステム、および
これらの拡張システムなどのその他のさまざまなディジタル通信システムで使用すること
ができることを当業者は理解されたい。本発明は、ＣＤＭＡ通信システム、およびＣＤＭ
Ａ／ＴＤＭＡハイブリッド通信システムにも使用することができる。
【００２４】
通信システム１０は、通信セルに細分化された１地域をカバーする。これらの通信セルは
全体として１つのサービス・エリア、例えば１つの都市全体をカバーする。通信セルは、
間隔を置いて配置されたいくつかのセルで同じアップリンクおよびダウンリンクＲＦチャ
ネルを使用することができるセル・パターンに基づいて配置されることが好ましい。シス
テム１０のセル・パターンをこのようにすると、サービス・エリアをカバーするのに必要
なＲＦチャネル数を減らすことができる。システム１０は、例えば「デッドスポット（ｄ
ｅａｄｓｐｏｔ）」を回避するために周波数ホッピング手法を使用することもできる。
【００２５】
本発明によれば、システム１０は、事前に定義されたサービス要件を有するトランスペア
レント・サービスを維持するために、リンク品質パラメータの高速切換えに基づいてＲＦ
リンクのリンク・プロトコルを動的に変更する。事前に定義されるサービス要件は、ＢＥ
Ｒパーセンテージなどの最低サービス品質を有する定ユーザ・ビット・レートで表すこと
ができる。システム１０は、チャネル符号化方式、変調方式、および必要なタイム・スロ
ット（ＴＳ）数などの通信資源の全ての可能な組合せの中から、トランスペアレント・デ
ータ・サービスのサービス要件に基づいて、事前選択組合せセットを事前選択する。
【００２６】
この事前選択プロセスでは、いくつかの移動局または基地局の基本性能も考慮する。次い
で、事前選択した組合せの中から、Ｃ／Ｉ比などの１つまたは複数のリンク品質パラメー
タの測定値、ならびに移動局および／または基地局の性能に関する瞬間状態に起因する可
変制約事項に基づいて１つのリンク・プロトコルを選択する。このような瞬間状態には、
例えば、任意の時刻におけるシステム容量、限界送信電力などが含まれる。最後に、この
選択は、移動局１２での送信電力の最小化、使用タイム・スロット数の最小化など、事前
に定義された最適化基準に基づいて最適化される。
【００２７】
システム１０は、複数のレベルでセルを管理する階層ネットワークとして設計される。シ
ステム１０内で動作するいくつかの移動局１２は、割り当てられたアップリンクおよびダ
ウンリンクＲＦリンク、および割り当てられたタイム・スロットを使用して呼に参加する
。階層の上位レベルでは、一群の移動交換局（ＭＳＣ）１４が、発信元から送信先への呼
の経路指定を担う。具体的にはＭＳＣは、呼のセットアップ、制御および終了を担当する
。ゲートウェイＭＳＣとして知られる１つのＭＳＣ１４は、公衆電話網（ＰＳＴＮ）１８
、またはその他の公衆または専用網との通信を処理する。
【００２８】
異なるオペレータは、異なる変調およびチャネル符号化方式を用いる異なる通信規格をサ
ポートする。同じオペレータが、異なるセルで異なる変調およびチャネル符号化方式をサ
ポートすることもできる。例えば、１つのオペレータが、ＬＬＭ１変調方式およびＣＳ４
チャネル符号化方式だけをサポートするのに対して、別のオペレータは、全ての変調方式
およびチャネル符号化方式をサポートする。
【００２９】
これより下の階層レベルでは、ＭＳＣ１４がそれぞれ、一群の基地局コントローラ（ＢＳ
Ｃ）１６に接続される。ＢＳＣ１６の主な機能は無線資源管理である。例えば、ＢＳＣ１
６は、報告された移動局１２での受信信号強度に基づいて、ハンドオーバを開始するかど
うかを決定する。ＧＳＭ規格では、ＢＳＣ１６が、ＣＣＩＴＴ　Ｎｏ．７信号方式のモバ
イル・アプリケーション・パートに基づく、Ａインタフェースとして知られる標準インタ
フェースでＭＳＣ１４と通信する。
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【００３０】
さらに下の階層レベルでは、ＢＳＣ１６がそれぞれ、一群のトランシーバ基地局（ＢＴＳ
）２０を制御する。ＢＴＳ２０はそれぞれ、アップリンクおよびダウンリンクＲＦチャネ
ルを使用して、共通の特定地域にサービスを提供するいくつかのＴＲＸを含む。ＢＴＳ２
０は主に、指定セル内の移動局１２とデータ・バーストを送受信するためのＲＦリンクを
提供する。例示的な実施形態では、いくつかのＢＴＳ２０が１つの無線基地局（ＲＢＳ）
２２に組み込まれる。ＲＢＳ２２は、エリクソン（Ｅｒｉｃｓｓｏｎ）社から販売されて
いるＲＢＳ－２０００製品群に基づいて構成することができる。
【００３１】
図２を参照する。ＲＦチャネル２６（アップリンクまたはダウンリンク）は、この間に情
報が伝達される繰返し時間フレーム２７に分割される。フレーム２７はさらに、情報パケ
ットを伝えるタイム・スロット２８に分割される。音声またはデータは、情報チャネル（
ＴＣＨ１、．．．、ＴＣＨｎ）と呼ばれるタイム・スロット中に伝送される。開始、ハン
ドオーバおよび終了を含むシステムの呼管理に関係する全ての信号機能は、制御チャネル
上を伝送される制御情報を介して処理される。
【００３２】
移動局１２は、低速付随制御チャネル（ＳＡＣＣＨ）を使用して、いずれもＧＳＭ規格に
定義されている、移動局１２での受信信号強度に対応するＲＸ－ＬＥＶ信号、移動局１２
でのさまざまなレベルのビット誤り率の尺度であるＲＸ－ＱＵＡＬ信号などの関連制御信
号を送信する。高速付随制御チャネル（ＦＡＣＣＨ）は、ＴＣＨに割り当てられたタイム
・スロットを盗用することによって、ハンドオーバなどの制御機能を実行する。
【００３３】
ＢＳＣ１６は、移動局１２とＲＢＳ２２の間のＲＦリンクのチャネル特性の測定値に基づ
いてＲＢＳ２２に命令を発する。後に詳細に説明するように、チャネル特性は、受信信号
強度、ビット誤り率、アップリンクＲＦチャネルの多重路伝搬特性（例えば時間分散）、
およびこれらの組合せを含むいくつかのパラメータに基づいて測定することができる。
【００３４】
システム１０は、１タイム・スロット中に、事前に定義された数の符号化ビットを含むバ
ーストで情報を伝送する。ＧＳＭ規格は、さまざまな種類のバースト、すなわちノーマル
・バースト（ＮＢ）、周波数補正バースト（ＦＢ）、同期バースト（ＳＢ）、アクセス・
バースト（ＡＢ）およびダミー・バーストを定義している。持続時間５７６μｓの標準バ
ーストは、トラフィック・チャネルといくつかの制御信号チャネルで使用される。残りの
バーストは主に、アクセスおよび保守信号ならびにシステム内の周波数同期に使用される
。
【００３５】
図３に示すように、ノーマル・バースト２９は、ディジタル・データ・ビットが伝達され
る２つの別個のデータ部分３０を含む。ガード・セクション３２は特に、バーストのアッ
プランピングおよびダウンランピングを可能にするために使用される。テール・セクショ
ン３１は復調目的に使用される。ダミー・バースト伝送を除く全てのバースト伝送は、ト
レーニング・シーケンスを含む。トレーニング・シーケンスは、事前に定義された自己相
関特性を用いてパターン化される。復調プロセス中、トレーニング・シーケンスの自己相
関特性は、バーストの受信ビット・シーケンスの同期に役立つ。ノーマル・バースト２９
では、トレーニング・シーケンス３３がバーストの中央、データ部分の間に置かれる。
【００３６】
ＲＦリンクの伝搬遅延を補償するため、通信システム１０は時間調整プロセスを使用する
。移動局１２はこれによって、自体のバーストが他のバースト伝送に対して適当な時間関
係でＢＴＳ２０に到着するようバースト伝送を調整する。後に説明するとおり、移動局１
２およびＲＢＳ２２には、アップリンクまたはダウンリンクＲＦチャネル上で受信したベ
ースバンド・ビット・シーケンスとトレーニング・シーケンスとの相関をとり多重路伝搬
特性に対応した相関器応答を生成する等化器が組み込まれる。この相関器応答に基づいて
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、ＢＴＳ２０の受信セクションは、タイミング・アドバンス（ＴＡ）パラメータを生成す
る。移動局１２は、ＲＢＳ２２から伝送されたＴＡパラメータを使用して、そのバースト
伝送を時間基準に対して進めるか、または遅らせる。
【００３７】
図４に、移動局１２のブロック図を示す。移動局１２は、送受切換器３９を介してアンテ
ナ３８に結合された受信器セクション３４および送信器セクション３６を含む。アンテナ
３８は、割り当てられたアップリンクおよびダウンリンクＲＦチャネルを介してＢＴＳ２
０から／へＲＦ信号を受信／送信するのに使用される。受信器セクション３４はＲＦ受信
器４０を含む。ＲＦ受信器４０は、周知の方法で配置された局部発振器４１、ミクサ４２
および選択フィルタ４３を含み、受信信号をダウンコンバートしてベースバンド・レベル
に復調する。ＲＦ受信器４０は、局部発振器４１によってダウンリンク・チャネルに同調
され、さらに、移動局１２での受信信号強度に対応するＲＸ－ＬＥＶ信号を線４４上に供
給する。
【００３８】
ＲＦ受信器は、受信した音声、データおよび信号情報を表す符号化データ・ビットを復調
する復調器４６にベースバンド信号を供給する。移動局１２の種類に応じ、復調器４６は
、ＬＬＭ１、ＬＬＭ２およびＨＬＭ方式に対応する１つまたは複数の復調方式をサポート
することができる。例えば、ＬＬＭ１方式をサポートするオペレータに加入した移動局１
２の復調器は、ＬＬＭ１方式で変調された信号のみを復調することができる。一方、３つ
の変調方式を全てサポートしたオペレータに加入した移動局１２の復調器は、ＬＬＭ１、
ＬＬＭ２およびＨＬＭ方式で変調された信号を復調することができることが好ましい。
【００３９】
先に説明したとおり復調器４６は、トレーニング・シーケンス上に置かれた符号化ビット
・パターンを処理し、ベースバンド信号の予測復調に使用する相関器応答を生成する等化
器（図示せず）を含む。等化器は、相関器応答を使用して、復調に対して最も確からしい
ビット・シーケンスを決定する。ＧＳＭ規格に定義されているとおり、チャネル・デコー
ダ／デインタリーバ５０は、移動局１２でのさまざまなレベルのビット誤り率の尺度であ
るＲＸ－ＱＵＡＬ信号を線４８上に供給する。移動局１２は、これらのＲＸ－ＱＵＡＬ信
号およびＲＸ－ＬＥＶ信号をＳＡＣＣＨチャネル上でＢＳＣ１６に報告する。
【００４０】
チャネル・デコーダ／デインタリーバ５０は、復調された信号を復号し、デインタリーブ
（ｄｅ－ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）する。チャネル・デコーダ／デインタリーバ５０は、Ｃ
Ｓ１ないしＣＳ４復号方式を含むさまざまなチャネル復号方式を使用することができる。
音声データ・ビットは、サポートされたさまざまな音声復号方式の１つを使用して音声パ
ターンを復号する音声デコーダ５２に加えられる。復号の後、音声デコーダ５２はアナロ
グ音声信号を、音声増幅器５４を介してスピーカなどの出力装置５３に供給する。チャネ
ル・デコーダ５０は、復号されたデータおよび信号情報を、ユーザへのデータの表示など
の後段の処理のためにマイクロプロセッサ５６に供給する。
【００４１】
送信器セクション３６は、音声またはデータ情報を入力する入力装置５７、例えばマイク
ロホンおよび／またはキーパッドを含む。音声コーダ５８は、指定の音声／データ符号化
手法に従い、サポートされたさまざまな音声符号化方式に基づいて音声信号をディジタル
化および符号化する。チャネル・コーダ／インタリーバ６２は、ＣＳ１ないしＣＳ４符号
化方式を含む指定の符号化／インタリーブ・アルゴリズムに基づいてアップリンク・デー
タを符号化する。チャネル・コーダ／インタリーバ６２は、アップリンク・ベースバンド
信号を変調器６４に供給する。変調器６４は、サポートされた１つまたは複数の変調方式
に従ってアップリンク・ベースバンド信号を変調する。復調器４６と同様に、移動局１２
の変調器６４は、ＬＬＭ１、ＬＬＭ２およびＨＬＭ方式のうちの１つまたは複数の方式を
サポートすることができる。
【００４２】
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変調器６４は、符号化された信号を、アップコンバートされた信号局部発振器４１から搬
送波信号を受け取るアップコンバータ６７に供給する。ＲＦ増幅器６５は、アップコンバ
ートされた信号を、アンテナ３８を介して送信するため増幅する。周知の周波数シンセサ
イザ６６がマイクロプロセッサ５６の制御下で、動作周波数情報を局部発振器４１に供給
する。マイクロプロセッサ５６は、ＲＸ－ＱＵＡＬおよびＲＸ－ＬＥＶパラメータをＳＡ
ＣＣＨを介して移動局１２からＲＢＳ２２に送信させる。
【００４３】
図５に、異なる地域にサービスを提供する複数のＢＴＳ２０を含むＲＢＳ２２の例示的な
ブロック図を示す。ＢＴＳ２０は、タイミング・バス７２を介して互いに同期される。音
声およびデータ情報は、トラフィック・バス７４を介してＲＢＳ２２に／から供給される
。トラフィック・バス７４を、Ａ－ｂｉｓインターフェースを介してＴ１線などの公衆ま
たは専用音声／データ伝送線（図示せず）に結合することができる。ＢＴＳ２０はそれぞ
れ、移動局１２と通信するＴＲＸ７５および７６を含む。図示のとおり、２４Ａおよび２
４Ｂで示した２本のアンテナが間隔を置いて配置され、セル７７および７８をカバーする
。ＴＲＸ７６は、ＴＲＸ７６からのダウンリンク伝送信号を結合し、移動局１２からのア
ップリンク受信信号を分配するコンバイナ／送受切換器８０を介してアンテナ２４に結合
される。ＲＢＳ２２はさらに、ＲＢＳ２２の動作および保守を制御する基地局共通機能（
ＢＣＦ）ブロック６８を含む。
【００４４】
図６に、ＴＲＸ７６のブロック図を示す。ＴＲＸ７６は、送信器セクション８６、受信器
セクション８７、ベースバンド・プロセッサ８８およびＴＲＸコントローラ９０を含む。
受信器セクション８７は、対応するアンテナ２４（図６参照）を介して移動局１２からア
ップリンク信号を受信する。ダウンコンバージョン・ブロック９１は受信した信号をダウ
ンコンバートする。受信信号をダウンコンバートした後、受信器セクション８７はサンプ
ラ・ブロック９２を介して受信信号の位相および大きさをサンプリングし、受信ビット・
シーケンスをベースバンド・プロセッサ８８に供給する。ＲＳＳＩエスティメータ９４は
、受信信号強度の尺度であるＲＳＳＩ信号を線９５上に供給する。ＲＳＳＩエスティメー
タ９４がさらに、空きチャネル中の雑音外乱レベルを測定してもよい。ＴＲＸコントロー
ラ９０は、トラフィック・バス７４に結合され、ＢＳＣ１６から受信したコマンドを処理
し、各種ＴＲＸ測定値などのＴＲＸ関連情報をＢＳＣ１６に送信する。この構成の下でＴ
ＲＸ７６は、ＲＳＳＩ信号および雑音外乱レベルを周期的にＢＳＣ１６に報告する。
【００４５】
ベースバンド・プロセッサ８８は、受信器セクション８７からアップリンク・ベースバン
ド・データを受け取る復調器９６を含む。復調器９６は、周知の方法で処理された相関器
応答を生成し、アップリンク・ベースバンド・データを取り出す。復調器９６は、ＬＬＭ
１、ＬＬＭ２およびＨＬＭ方式のうちの１つまたは複数の方式を使用して変調された信号
の復調をサポートすることができる。アップリンク・ベースバンド・データは、ＣＳ１な
いしＣＳ４復号方式を含む、サポートされた１つまたは複数のチャネル復号方式に基づい
てベースバンド信号を復号するチャネル・デコーダ９７に加えられる。チャネル・デコー
ダ９７は、復号されたベースバンド信号を、ＢＳＣ１６による後段の処理のためにトラフ
ィック・バス７８に送出する。
【００４６】
ダウンリンク・ベースバンド・データの送信では、ベースバンド・プロセッサ８８は、適
切に符号化されたデータまたはディジタル化された音声情報をトラフィック・バス７４を
介してＢＳＣ１６から受け取り、これらを、ＣＳ１ないしＣＳ４チャネル符号化方式を含
む、サポートされた１つまたは複数のチャネル符号化方式に基づいて音声およびデータを
符号化し、インタリーブするチャネル・コーダ１０２に供給する。送信器セクションは、
供給されたデータ・ビットを、ＬＬＭ１、ＬＬＭ２およびＨＬＭ方式のうちの１つまたは
複数の方式に基づいて変調する変調器１０４を含む。変調器１０４は、ダウンリンク・ベ
ースバンド信号を、アップコンバージョンを実施するアップコンバージョン・ブロック１
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０６に供給する。電力増幅器１０８は、アップコンバートされた信号を、対応するアンテ
ナを介して送信するため増幅する。
【００４７】
システム１０は例えば、ＲＦリンクのリンク品質パラメータの尺度であるＲＸ－ＱＵＡＬ
、ＲＸ－ＬＥＶおよび時間分散パラメータのうちの１つ、またはこれらの組合せを使用し
て、ＲＦリンク上での変調方式とチャネル符号化方式の最適な組合せを選択する。システ
ム１０は、これらのパラメータを使用してさらに、リンク適応手順を開始するか否かを決
定する。ＢＳＣ１６は、チャネル特性パラメータを対応するしきい値と比較し、ＬＬＭ１
、ＬＬＭ２およびＨＬＭ方式をサポートするカバー・エリア内でリンク適応手順を開始す
る。
【００４８】
図７に、本発明に基づくリンク・プロトコル選択方法の流れ図を示す。この方法は、ＲＦ
リンク上でのユーザ・ビット・レートおよびサービス品質に関する事前に定義されたサー
ビス要件を有するトランスペアレント・サービスを提供する。本発明の選択方法は、チャ
ネル符号化方式、変調方式および必要なタイム・スロット数の全ての可能な組合せから、
事前選択組合せセットを事前選択することから出発する（ブロック８０１）。表１に、２
つのチャネル符号化方式ＣＳ１およびＣＳ４、ならびに２つの変調方式ＨＬＭおよびＬＬ
Ｍ２の異なる組合せの例を示す。表１には、ｋｂｐｓで表されたそれぞれの組合せで達成
可能なユーザ・ビット・レート（Ｒｂｕ）、およびこのＲｂｕを達成するために必要なタ
イム・スロット数が示されている。表１を拡張して、変調方式、チャネル符号化方式、お
よび必要なタイム・スロット上でのユーザ・ビット・レートＲｂｕの組合せを下記の例示
的な組合せに示すよりもはるかに広い範囲からとることも可能であることを理解されたい
。
【００４９】
【表１】

【００５０】
それぞれの接続に対して事前選択組合せセットを決定するのに、本発明の方法は、移動局
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１２およびＢＴＳ２０の基本性能を考慮する（ブロック８０３）。例えば、移動局１２お
よびＢＴＳ２０がサポートすることができる可能な組合せが、それらのハードウェアまた
はソフトウェアの性能によって限定されることがある。基本性能には、移動局１２および
／またはＢＴＳ２０が使用することができるサポートされたチャネル符号化方式、変調方
式およびタイム・スロット数の組合せが含まれる。移動局１２またはＢＴＳ２０が例えば
、変調方式および／またはチャネル符号化方式の限られたサブセットしかサポートしない
場合がある。さらに、データを受信または送信するのに移動局１２が使用できるタイム・
スロットの最大数に制限がある場合もある。
【００５１】
事前選択プロセスではさらに、サービス要件を考慮する（ブロック８０５）。事前に定義
されるサービス要件には例えば以下のようなものがある。
【００５２】
－定ユーザ・ビット・レートおよび最低サービス品質要件。
－準一定ビット・レート（ある期間のみ一定）および最低サービス品質要件。
－最低ビット・レートおよびサービス品質が保証される最大ユーザ・ビット・レート要件
。
－ＲＦリンクに関する別個の要件。例えば、マルチメディア・サービスが、オーディオ伝
送およびビデオ伝送に対して異なる２つ以上の要件を有するなど。
例示的な事前選択プロセスを説明するため、トランスペアレント・サービスが、１４４ｋ
ｂｐｓの定ユーザ・ビット・レートを必要とすると仮定する。表１の第２列に、指定の変
調方式とチャネル符号化方式の組合せ全てに対する最大ユーザ・ビット・レート（Ｒｂｕ

）を示す。見て分かるとおり、行１ないし５の組合せは、ユーザ・ビット・レートの最低
要件１４４ｋｂｐｓを満たしておらず、したがって事前選択プロセス中に破棄される。
【００５３】
表１の第３列にチャネル符号化方式を示す。同じ変調方式および同じタイム・スロット数
を使用する２つ以上の組合せがユーザ・ビット・レート要件を満たす場合、システム１０
は、最も低いチャネル符号化レートを使用する組合せを選択することが好ましい。これは
、チャネル符号化レートが高いほど、より頑強なリンクを必要とし、リンクが頑強である
ほど高い送信電力を必要とし、必要以上に高いユーザ・ビット・レートを提供するからで
ある。例えば行８の組合せは、ＣＳ４符号化方式とＨＬＭ変調方式の組合せを使用して２
つのスロット上で２４０ｋｂｐｓと不必要に高いユーザ・ビット・レートを提供する。し
たがってシステム１０は、事前選択プロセス中に行番号８の組合せも破棄する。
【００５４】
表１の第５列に、変調方式とチャネル符号化方式の組合せに対して対応するユーザ・ビッ
ト・レートを提供するのに必要なタイム・スロット数を示す。変調方式とチャネル符号化
方式の組合せが、指定された数のタイム・スロットを使用して十分に高いユーザ・ビット
・レートを提供する場合、システム１０は、最も少ない数のタイム・スロットを使用する
組合せを選択して、割り当てる通信資源の数を低減させる。以上に述べた事前選択プロセ
ス中に組合せを破棄する基準は、トランスペアレント・サービスのユーザ・ビット・レー
ト要件に依存する。
【００５５】
先に説明したとおり、移動局１２およびＢＴＳ２０の基本性能も、可能な組合せの事前選
択を限定する可能性がある。例えば、移動局１２が、ハードウェアまたはソフトウェアの
限界のために、３つ以上のタイム・スロットで送信または受信ができないと仮定する。こ
の限界のために、事前選択プロセスで可能な組合せの数はさらに減少する。表１の行９な
いし１２の組合せの変調方式およびチャネル符号化方式は、指定のユーザ・ビット・レー
トをサポートするのに３タイム・スロットを必要とする。移動局１２が２タイム・スロッ
トしかサポートしないため、これらの組合せは破棄される。したがって、以上に説明した
事前選択プロセスに基づき、事前選択組合せセットには、表１の行６および７の組合せが
含まれる。
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【００５６】
以下の例示的な基準を、事前選択プロセスでの変調方式、チャネル符号化方式およびタイ
ム・スロット数の可能な組合せの破棄に使用することができる。以下に説明する事前選択
基準を適用する順序は、事前選択組合せセットの決定にとって重要ではないことに留意さ
れたい。これらの基準には以下のものが含まれる。
【００５７】
－全ての可能な組合せのうち、ユーザ・ビット・レート要件を満たさない組合せを破棄す
る。
－同じ変調方式および同じ数のタイム・スロットを使用する組合せのうち、チャネル符号
化レートがより高い組合せを破棄する。
－同じ変調方式および同じチャネル符号化方式を使用する組合せのうち、タイム・スロッ
ト数がより多い組合せを破棄する。
－移動局１２および／またはＢＴＳ２０の基本性能に基づき、サポートされていない組合
せを破棄する。
事前選択組合せセットを選択した後、本発明の方法は最適なリンク・プロトコルを選択す
る（ブロック８０７）。最適なリンク・プロトコルを選択するため、システム１０は、１
つのリンク品質パラメータ、またはリンク品質パラメータの組合せの測定値を考慮する（
ブロック８０９）。これらの測定値には、使用可能な全てのＲＦリンクのＣ／Ｉ比、受信
信号強度、および使用可能な全てのＲＦリンクの干渉を含めることができる。さらにシス
テム１０は、移動局１２および／またはＢＴＳ２０の性能に関する瞬間状態に起因する可
変制約事項も考慮する（ブロック８１１）。例えば、移動局１２は、下式で定義される限
界総送信電力を有する。
【００５８】
【数１】

【００５９】
移動局１２がいくつかのタイム・スロットで伝送を実施する場合、これらのタイム・スロ
ットでの移動局の総伝送信電力が指定の限界を超える場合が出てくる。この限界を超える
と、移動局１２は、所望のサービス品質を達成するのに必要な送信電力よりも低い送信電
力で送信を実施する。さらに、任意の時刻におけるシステム容量の制約のために、システ
ム１０が、移動局１２またはＢＴＳ２０に割り当てることができるタイム・スロットの数
を減らす可能性がある。したがって本発明の選択方法は、システムの瞬間可変制約事項を
考慮する。これらの制約事項は、ＲＦリンクに対して最適なリンク・プロトコルを選択す
る際に、移動局１２およびＢＴＳ２０の通信性能に制限を課す。
【００６０】
最後にシステム１０は、事前に定義された最適化基準に基づいて選択されたリンク・プロ
トコルを最適化する（ブロック８１３）。最適化基準は例えば、移動局１２および／また
はＢＴＳ２０の送信電力の最小化、または通信資源要求の最小化、例えば割当てタイム・
スロット数の最小化に基づく。このようにして、トランスペアレント・サービスの提供に
使用されるタイム・スロットの数、ならびに／もしくは移動局１２および／またはＢＴＳ
２０の送信電力が最小になるような最適なリンク・プロトコルが選択される。ただし、本
発明の方法を、単一のタイム・スロットによる送受信をサポートするシステム、ならびに
移動局１２およびＢＴＳ２０に電力制御機能を付与しないシステムにも使用することがで
きることに留意されたい。
【００６１】
例示的な一動作ではシステム１０が、ＲＦリンクのリンク品質パラメータを測定する。リ
ンク品質パラメータの中では特に、受信器側で測定したＣ／Ｉ比、あるいはＲＦリンクを
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以前に使用したときのＢＥＲまたはＦＥＲである。次いで、変調方式とチャネル符号化方
式の全ての可能な組合せについて、システム１０は、サービス品質の尺度、例えばＢＥＲ
またはＦＥＲパーセンテージを推定する。システム１０は、測定したリンク品質パラメー
タに基づいてサービス品質を推定する。サービス品質を推定する好ましい一方法が、参照
によって本明細書に組み込まれる同時提出の「Ａ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＳＥＬＥＣＴ
ＩＮＧ　Ａ　ＣＯＭＢＩＮＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＭＯＤＵＬＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＣＨＡＮ
ＮＥＬ　ＣＯＤＩＮＧ　ＳＣＨＥＭＥＳ　ＩＮ　Ａ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＣＯＭＭＵＮＩＣ
ＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ」という名称の特許出願に開示されている。
【００６２】
サービス品質の推定に基づいてシステム１０は、瞬間可変制約事項および最適化基準、例
えばシステム容量または移動局１２の最大総電力を使用することによって、サービス要件
を実現するのに最適なリンク・プロトコルを選択する。先に説明したとおり、２つの最適
化基準には例えば、移動局１２および／またはＢＴＳ２０の送信電力の最小化、あるいは
通信資源要求の最小化、例えば割当てタイム・スロット数の最小化が含まれる。必要なタ
イム・スロット数の最小化が主たる最適化基準であると仮定した場合、システム１０は、
最も少ない数のタイム・スロットを使用してサービス要件を満たすリンク・プロトコルを
選択する。タイム・スロット数が同じである２つ以上の組合せがサービス要件を満たす場
合、システム１０は、総送信電力またはタイム・スロットあたりの送信電力が最も小さい
タイム・スロットを選択する。チャネル数および送信電力が同じ２つ以上のリンク・プロ
トコルがサービス要件を満たす場合、システム１０は、最も良好なサービス品質を提供す
るリンク・プロトコルを選択する。
【００６３】
移動局１２またはＢＴＳ２０の送信電力の最小化が主たる最適化基準であると仮定すると
、システム１０は、サービス要件を満たし、移動局１２および／またはＢＴＳ２０の送信
電力が最も低いリンク・プロトコルを選択する。最も低い送信電力が総送信電力であって
もよいし、またはタイム・スロットあたりの送信電力であってもよい。２つ以上のリンク
・プロトコルが同じ送信電力を使用してサービス要件を満たす場合、システム１０は、最
も少ない数のタイム・スロットを使用するリンク・プロトコルを選択する。送信電力およ
びタイム・スロット数が同じである２つ以上のリンク・プロトコルがサービス要件を満た
す場合、システム１０は、最も良好なサービス品質を提供するリンク・プロトコルを選択
する。
【００６４】
例示的な動作において、移動局１２が３タイム・スロットで送信または受信を実施できる
と仮定する。その場合、先に説明した事前選択プロセスによって、表２に示す３つの可能
な事前選択組合せが生じる。
【００６５】
【表２】

【００６６】
最適化基準が必要なタイム・スロット数を最小化すると仮定すると、システム１０は、最
大の送信電力を使用するＣＳ１／ＨＬＭ方式を使用する組合せを選択する。この選択に基
づいてシステム１０は、少なくとも１つのリンク品質パラメータ、例えばＣ／Ｉ比をモニ
タし、サービス品質、例えばＢＥＲパーセンテージを推定する。表３は、頑強なＲＦリン
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クと頑強でないＲＦリンクでサービス品質要件を満たすのに必要な送信電力を表す。
【００６７】
【表３】

【００６８】
例えば列２の値は、頑強なＲＦリンクでサービス品質のＢＥＲパーセンテージ推定を満足
する送信電力値に対応する。列３は、頑強でないＲＦリンクでサービス品質を満足するの
に必要な送信電力値を示す。最適化基準が使用するタイム・スロット数を最小化すると仮
定すると、システム１０は、ＣＳ１／ＬＬＭ２の組合せ（行３）を選択する。これはこの
組合わせが、サービス品質を満たすのに２タイム・スロットで中位の電力を必要とするか
らである。最適化基準が代わりに送信電力を最小化する場合、３タイム・スロットを必要
とするが、最も低い送信電力、すなわち０．４を使用するシステム１０はＣＳ１／ＬＬＭ
２の組合せ（行３）を選択する。しかし、システム容量の可変制約事項によって３タイム
・スロットの使用が妨げられる場合、システム１０は、２タイム・スロットのみを必要と
する行２のＣＳ１／ＨＬＭの組合せを選択する。
【００６９】
移動局１２の最大送信電力が２．０で、リンク品質が頑強でないためにＣＳ１／ＨＬＭの
組合せを選択できないと仮定すると、システム１０は、送信電力は最大であってもこの最
大送信電力で３タイム・スロットを使用するＣＳ１／ＬＬＭ２の組合せ（行３）を選択す
る。通信資源を最小にすることが最適化基準である場合、システム１０は、２タイム・ス
ロットを使用するＣＳ４／ＬＬＭ２の組合せ（行１）を選択する。
【００７０】
最後にシステム１０は、選択された最適リンク・プロトコルを使用するためにリンク適応
手順を実行する（ブロック８１５）。次いで、選択されたチャネル符号化方式、変調方式
およびタイム・スロット割当ての組合せで受信器の変更が確立される。以上のことから、
本発明が、複数の変調および符号化方式をサポートするシステムにおけるリンク・プロト
コル選択プロセスをかなり容易にすることが理解される。このようにして本発明は、変調
方式と符号化方式の複数の組合せをサポートするシステムの通信品質を向上させる。
【００７１】
本発明を、好ましい実施形態のみを参照して詳細に説明してきたが、本発明から逸脱する
ことなくさまざまな変更を実施できることを当業者は理解されたい。したがって本発明は
、本発明の全ての等価物を包含することを意図した以下の請求項によってのみ定義される
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の使用に有利な通信システムのブロック図である。
【図２】　図１の通信システムで使用される細分化されたＲＦチャネルを示す図である。
【図３】　図２のＲＦチャネル上を伝送されるノーマル伝送バーストを示す図である。
【図４】　図１の通信システムで使用される移動ユニットのブロック図である。
【図５】　図１の通信システムで使用される無線基地局のブロック図である。
【図６】　図５の基地局で使用される無線トランシーバのブロック図である。
【図７】　本発明の例示的な実施形態に基づくリンク選択方法の流れ図である。
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