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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局が複数の移動局の各々に対するチ
ャネル品質測定方法において、
　ａ）前記周波数ブロックのいずれかにおいて、上りデータ信号および／または制御信号
の送信を行う移動局に対して、復調に用いられる復調用のパイロットリソースを割り当て
、
　ｂ）上りデータ信号の送信スケジューリング待ちのいずれかの移動局に対して、チャネ
ル品質測定専用のパイロットリソースを割り当て、
　ｃ）前記復調用のパイロットリソースおよび前記チャネル品質測定専用のパイロットリ
ソースを用いて各移動局のチャネル品質測定を行う、
　ことを特徴としたチャネル品質測定方法。
【請求項２】
　予め決められたチャネル品質測定周期内において、前記復調用のパイロットリソースが
割り当てられない周波数ブロックに前記チャネル品質測定専用パイロットリソースを割り
当てることを特徴とした請求項１のチャネル品質測定方法。
【請求項３】
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースは、所定のパイロットリソースのなか
に予め定められた量だけ確保されたリソースを利用することを特徴とする請求項１または
２に記載のチャネル品質測定方法。
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【請求項４】
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースの割当に新たなパイロットリソースが
必要である場合には、上りデータを送信するためのデータリソースの一部を前記新たなパ
イロットリソースに利用することを特徴とする請求項１－３のいずれか１項に記載のチャ
ネル品質測定方法。
【請求項５】
　前記ｂ）における前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることが
できるか否かを判断し、
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることができない場合には
、前記基地局は前記移動局にその旨を通知し、
　前記通知に応じて前記移動局が自己の送信モードを選択し前記基地局へ通知する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項６】
　前記ｂ）における前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることが
できるか否かを判断し、
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることができない場合には
、前記基地局が前記移動局の送信モードを選択し、前記移動局へ通知する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項７】
　前記送信モードは、前記移動局のデータ送信リクエストのキャンセル、前記チャネル品
質測定専用のパイロットリソースの割当待機、および、スケジューリング方式の変更を含
むことを特徴とする請求項５または６に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項８】
　基地局が複数の移動局に対しチャネル品質に従いデータ送信用のデータリソースを割り
当てるチャネル依存スケジューリングを行う移動通信システムのチャネル品質測定方法で
あって、
　ａ）パイロット信号送信用のパイロットリソースを、データ信号あるいは制御信号と同
一帯域幅の復調用パイロット信号に用いる復調用パイロットリソースと、チャネル品質測
定専用パイロット信号に用いる測定専用パイロットリソースと、に区別し、
　ｂ）前記基地局が任意の移動局に、前記チャネル依存スケジューリングを適用する複数
の周波数ブロックから構成されるスケジューリング帯域を初期設定し、
　ｃ）前記基地局が前記移動局に前記複数の周波数ブロックのうち少なくとも１つの周波
数ブロックにデータリソースを割り当てる場合は、前記データリソースと同一帯域幅の復
調用パイロットリソースを割り当て、
　ｄ）前記基地局が前記移動局に前記複数の周波数ブロックのうちいずれか少なくとも１
つの周波数ブロックに前記制御信号の送信に用いる制御リソースを割り当てる場合は、前
記制御リソースと同一帯域幅の復調用パイロットリソースを割り当て、
　ｅ）前記データリソース、制御リソースおよび復調用パイロットリソースの割当に従っ
て、前記基地局が前記移動局のスケジューリング帯域を更新し、
　ｆ）前記基地局が前記移動局に前記スケジューリング帯域において、予め決められたチ
ャネル品質測定周期内で、前記データリソースおよび前記制御リソースのいずれも割り当
てない周波数ブロックには、前記測定専用パイロットリソースを割り当て、
　ｇ）前記基地局が、前記データリソース、前記制御リソースおよび前記パイロットリソ
ースの割り当てに関するリソース制御信号を前記移動局に通知し、
　ｈ）前記移動局が前記リソース制御信号を用いて前記復調用パイロット信号と前記チャ
ネル品質専用パイロット信号のいずれかまたは両方を前記基地局へ送信し、
　ｉ）前記基地局が、前記復調用パイロット信号と前記チャネル品質専用パイロット信号
のいずれかまたは両方を用いて前記移動局のチャネル品質を測定する、
　ことを特徴とするチャネル品質測定方法。
【請求項９】
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　前記ｅ）において、前記基地局は前記ｂ）で設定されたスケジューリング帯域を保持す
ることを特徴とする請求項８に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項１０】
　前記ｅ）において、前記基地局は、前記ｂ）の初期設定後初めての前記チャネル品質測
定周期内において、前記データリソースおよび前記制御リソースを割り当てた前記周波数
ブロックをスケジューリング帯域として更新することを特徴とする請求項８に記載のチャ
ネル品質測定方法。
【請求項１１】
　前記ｅ）において、前記基地局は、前記チャネル品質測定周期内において、前記データ
リソースおよび前記制御リソースを割り当てた前記周波数ブロックをスケジューリング帯
域として逐次更新することを特徴とする請求項８に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項１２】
　前記ｅ）において、前記基地局は、前記ｂ）の初期設定後初めての前記チャネル品質測
定周期内において、前記データリソースを割り当てた前記周波数ブロックをスケジューリ
ング帯域として更新することを特徴とする請求項８に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項１３】
　前記ｅ）において、前記基地局は、チャネル品質測定周期内において、前記データリソ
ースを割り当てた前記周波数ブロックをスケジューリング帯域として逐次更新することを
特徴とする請求項８に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項１４】
　前記ｃ）、ｄ）およびｆ）において、前記基地局は、前記移動局に対し前記スケジュー
リング帯域の連続する周波数ブロックにパイロットリソースを割り当て、
　前記移動局が前記連続する周波数ブロックにおいて前記パイロット信号をシングルキャ
リア送信することを特徴とする請求項８～１３に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項１５】
　前記基地局は、前記パイロットリソースの中で予め決められた固定量の前記測定専用パ
イロットリソースを確保することを特徴とする請求項８～１４に記載のチャネル品質測定
方法。
【請求項１６】
　前記ｃ）、ｄ）およびｆ）において、前記基地局は、前記測定専用パイロットリソース
を割り当てる移動局数に対しパイロットリソースの空きリソースが不足する場合、データ
リソースをパイロットリソースとして使用することによりパイロットリソースの量を適応
的に制御することを特徴とする請求項８～１５に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項１７】
　前記ｇ）において、前記基地局は、前記測定専用パイロットリソースを割り当て時毎に
前記リソース制御信号を通知することを特徴とした請求項８～１６に記載のチャネル品質
測定方法。
【請求項１８】
　前記ｇ）において、前記基地局は、前記測定専用パイロットリソースを割り当て開始時
に割り当てるリソースのパターンを通知し、前記測定用パイロットリソースの割り当ての
終了を通知することを特徴とした請求項８～１６に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項１９】
　前記ｆ）において、前記基地局は、前記チャネル品質測定周期以上に亘り、前記測定専
用パイロットリソースを割り当てない場合は、前記基地局が前記移動局に前記測定専用パ
イロットリソースを割り当てないことを通知し、
　それに応じて前記移動局が送信モードを選択し、
　前記移動局が前記基地局に前記送信モードを通知する、
　ことを特徴とする請求項８～１６に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項２０】
　前記ｆ）において、前記基地局は、前記チャネル品質測定周期以上に亘り、前記測定用
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パイロットリソースを割り当てない場合は、前記基地局が前記送信モードを選択し、
　前記基地局が前記移動局に前記送信モードを通知することを特徴とする請求項８～１６
に記載のチャネル品質測定方法。
【請求項２１】
　前記送信モードは、リソースリクエストをキャンセルするモード、チャネル品質と独立
にデータ信号を送信するモード、前記測定専用パイロットリソースが割り当てられるまで
待機するモードの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１９または２０に記載の
チャネル品質測定方法。
【請求項２２】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で複数の移動局とそれぞれ通信を行う基地
局において、
　前記周波数ブロックのいずれかにおいて、上りデータ信号および／または制御信号の送
信を行う移動局に対して復調に用いられる復調用のパイロットリソースを割り当て、上り
データ信号の送信スケジューリング待ちのいずれかの移動局に対してチャネル品質測定専
用のパイロットリソースを割り当てるリソース割当制御手段と、
　前記復調用のパイロットリソースおよび前記チャネル品質測定専用のパイロットリソー
スを用いて各移動局のチャネル品質測定を行うチャネル品質測定手段と、
　を有することを特徴とする基地局。
【請求項２３】
　前記リソース割当制御手段は、予め決められたチャネル品質測定周期内において、前記
復調用のパイロットリソースが割り当てられない周波数ブロックに前記チャネル品質測定
専用パイロットリソースを割り当てることを特徴とした請求項２２に記載の基地局。
【請求項２４】
　前記リソース割当制御手段は、前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを所定
のパイロットリソースのなかに予め定められた量だけ確保されたリソースを利用すること
を特徴とする請求項２２または２３に記載の基地局。
【請求項２５】
　前記リソース割当制御手段は、前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースの割当
に新たなパイロットリソースが必要である場合には、上りデータを送信するためのデータ
リソースの一部を前記新たなパイロットリソースに利用することを特徴とする請求項２２
－２４のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項２６】
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることができるか否かを判
断し、前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることができない場合
には、前記移動局にその旨を通知し、前記移動局から返された送信モードに従って動作制
御を行う制御手段を更に有することを特徴とする請求項２２に記載の基地局。
【請求項２７】
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることができるか否かを判
断し、前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てることができない場合
には、前記移動局の送信モードを選択して前記移動局へ通知する制御手段を更に有するこ
とを特徴とする請求項２２に記載の基地局。
【請求項２８】
　前記送信モードは、前記移動局のデータ送信リクエストのキャンセル、前記第２パイロ
ットリソースの割当待機、および、スケジューリング方式の変更を含むことを特徴とする
請求項２６または２７に記載の基地局。
【請求項２９】
　複数の移動局に対しチャネル品質に従いデータ送信用のデータリソースを割り当てるチ
ャネル依存スケジューリングを行う移動通信システムの基地局であって、
　パイロット信号送信用のパイロットリソースが、データ信号あるいは制御信号と同一帯
域幅の復調用パイロット信号に用いる復調用パイロットリソースとチャネル品質測定専用
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パイロット信号に用いる測定専用パイロットリソースとに区別され、
　任意の移動局に前記チャネル依存スケジューリングを適用する複数の周波数ブロックか
ら構成されるスケジューリング帯域を初期設定する初期設定手段と、
　前記移動局に前記複数の周波数ブロックのうち少なくとも１つの周波数ブロックにデー
タリソースを割り当てる場合は前記データリソースと同一帯域幅の復調用パイロットリソ
ースを割り当て、前記移動局に前記複数の周波数ブロックのうちいずれか少なくとも１つ
の周波数ブロックに前記制御信号の送信に用いる制御リソースを割り当てる場合は前記制
御リソースと同一帯域幅の復調用パイロットリソースを割り当てる第１リソース割当手段
と、
　前記データリソース、制御リソースおよび復調用パイロットリソースの割当に従って、
前記移動局のスケジューリング帯域を更新する更新手段と、
　前記移動局に前記スケジューリング帯域において、予め決められたチャネル品質測定周
期内で、前記データリソースおよび前記制御リソースのいずれも割り当てない周波数ブロ
ックには、前記測定専用パイロットリソースを割り当てる第２リソース割当手段と、
　前記データリソース、前記制御リソースおよび前記パイロットリソースの割り当てに関
するリソース制御信号を前記移動局に通知し、当該移動局から前記リソース制御信号に従
った前記復調用パイロット信号と前記チャネル品質専用パイロット信号のいずれかまたは
両方を受信する通信手段と、
　前記移動局から受信した復調用パイロット信号と前記チャネル品質専用パイロット信号
のいずれかまたは両方を用いて当該移動局のチャネル品質を測定するチャネル品質測定手
段と、
　を有することを特徴とする基地局。
【請求項３０】
　前記更新手段は、前記初期設定されたスケジューリング帯域を保持することを特徴とす
る請求項２９に記載の基地局。
【請求項３１】
　前記更新手段は、前記初期設定後、初めての前記チャネル品質測定周期内において、前
記データリソースおよび前記制御リソースを割り当てた前記周波数ブロックをスケジュー
リング帯域として更新することを特徴とする請求項２９に記載の基地局。
【請求項３２】
　前記更新手段は、前記チャネル品質測定周期内において、前記データリソースおよび前
記制御リソースを割り当てた前記周波数ブロックをスケジューリング帯域として逐次更新
することを特徴とする請求項２９に記載の基地局。
【請求項３３】
　前記更新手段は、前記初期設定後、初めての前記チャネル品質測定周期内において、前
記データリソースを割り当てた前記周波数ブロックをスケジューリング帯域として更新す
ることを特徴とする請求項２９に記載の基地局。
【請求項３４】
　前記更新手段は、チャネル品質測定周期内において、前記データリソースを割り当てた
前記周波数ブロックをスケジューリング帯域として逐次更新することを特徴とする請求項
２９に記載の基地局。
【請求項３５】
　前記第１リソース割当手段および前記第２リソース割当手段は、前記移動局に対し前記
スケジューリング帯域の連続する周波数ブロックにパイロットリソースを割り当て、
　前記通信手段は、前記移動局から前記連続する周波数ブロックにおいて前記パイロット
信号をシングルキャリア受信することを特徴とする請求項２９～３４に記載の基地局。
【請求項３６】
　前記第２リソース割当手段は、前記パイロットリソースの中で予め決められた固定量の
前記測定専用パイロットリソースを確保することを特徴とする請求項２９～３５に記載の
基地局。
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【請求項３７】
　前記第１リソース割当手段および前記第２リソース割当手段は、前記測定専用パイロッ
トリソースを割り当てる移動局数に対しパイロットリソースの空きリソースが不足する場
合、データリソースをパイロットリソースとして使用することによりパイロットリソース
の量を適応的に制御することを特徴とする請求項２９～３６に記載の基地局。
【請求項３８】
　前記通信手段は、前記測定専用パイロットリソースを割り当て時毎に前記リソース制御
信号を通知することを特徴とした請求項２９～３７に記載の基地局。
【請求項３９】
　前記通信手段は、前記測定専用パイロットリソースを割り当て開始時に割り当てるリソ
ースのパターンを通知し、前記測定用パイロットリソースの割り当ての終了を通知するこ
とを特徴とした請求項２９～３７に記載の基地局。
【請求項４０】
　前記第２リソース割当手段が、前記チャネル品質測定周期以上に亘り、前記測定専用パ
イロットリソースを割り当てない場合は、前記通信手段が前記移動局に前記測定専用パイ
ロットリソースを割り当てないことを通知し、それに応じて前記移動局から選択された送
信モードを受信する、ことを特徴とする請求項２９～３７に記載の基地局。
【請求項４１】
　さらに送信モード選択手段を有し、
　前記第２リソース割当手段が、前記チャネル品質測定周期以上に亘り、前記測定用パイ
ロットリソースを割り当てない場合は、前記送信モード選択手段が前記送信モードを選択
し、前記通信手段が前記移動局に前記送信モードを通知することを特徴とする請求項２９
～３７に記載の基地局。
【請求項４２】
　前記送信モードは、リソースリクエストをキャンセルするモード、チャネル品質と独立
にデータ信号を送信するモード、前記測定専用パイロットリソースが割り当てられるまで
待機するモードの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項４０または４１に記載の
基地局。
【請求項４３】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局と複数の移動局との間でそれぞれ
通信を行う移動通信システムにおいて、
　前記基地局は、
　前記周波数ブロックのいずれかにおいて、上りデータ信号および／または制御信号の送
信を行う移動局に対して復調に用いられる復調用のパイロットリソースを割り当て、上り
データ信号の送信スケジューリング待ちのいずれかの移動局に対してチャネル品質測定専
用のパイロットリソースを割り当てるリソース割当制御手段と、
　前記復調用のパイロットリソースおよび前記チャネル品質測定専用のパイロットリソー
スを用いて各移動局のチャネル品質測定を行うチャネル品質測定手段と、
　を有し、
　前記複数の移動局の各々は、割り当てられた前記復調用のパイロットリソースまたは前
記チャネル品質測定専用のパイロットリソースにより復調用あるいはチャネル品質測定専
用パイロット信号を前記基地局へ送信するパイロット送信手段を有する、
　ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項４４】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局との間で通信を行う移動局におい
て、
　前記基地局からリソース制御信号を受信する受信手段と、
　前記リソース制御信号のリソース割当情報に従い、復調用パイロット信号あるいは測定
専用パイロット信号を送信するパイロット送信手段と、
　前記基地局からパイロットリソース割当不可通知を受信すると、自己の送信モードを選



(7) JP 4998680 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

択する送信モード選択手段と、
　前記選択モードを前記基地局へ通知する送信手段と、
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項４５】
　前記パイロット送信手段は、前記基地局に割り当てられた連続する周波数ブロックの前
記復調用パイロットリソースおよび前記測定専用パイロットリソースをシングルキャリア
送信することを特徴とする請求項４４の移動局。
【請求項４６】
　前記受信手段が前記基地局から指定送信モードを受信すると、前記指定送信モードに従
って自己の送信モードを設定する制御手段を更に有することを特徴とする請求項４４に記
載の移動局。
【請求項４７】
　前記送信モードは、リソースリクエストをキャンセルするモード、チャネル品質と独立
にデータ信号を送信するモード、前記測定専用パイロットリソースが割り当てられるまで
待機するモードの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項４６に記載の移動局。
【請求項４８】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で複数の移動局の各々に対するチャネル品
質の測定をコンピュータで実現するプログラムにおいて、
　ａ）前記周波数ブロックのいずれかにおいて、上りデータ信号および／または制御信号
の送信を行う移動局に対して、復調に用いられる復調用のパイロットリソースを割り当て
るステップと、
　ｂ）上りデータ信号の送信スケジューリング待ちのいずれかの移動局に対して、チャネ
ル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てるステップと、
　ｃ）前記復調用のパイロットリソースおよび前記チャネル品質測定専用のパイロットリ
ソースを用いて各移動局のチャネル品質測定を行うステップと、
　を含むことを特徴とするプログラム。
【請求項４９】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局が複数の移動局の各々に対するパ
イロットリソース割り当て方法において、
　前記周波数ブロックのいずれかにおいて、上りデータ信号および／または制御信号の送
信を行う移動局に対して上り信号の復調に用いられるパイロット信号を送信するリソース
を割り当て、
　上りデータ信号の送信スケジュール待ちのいずれかの移動局に対してチャネル品質測定
用のパイロット信号を送信するためリソースを割り当てる、
　ことを特徴とするパイロットリソース割り当て方法。
【請求項５０】
　予め決められたチャネル品質測定周期内において、前記復調用のパイロットリソースが
割り当てられない周波数ブロックに前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースを割
り当てることを特徴とした請求項４９のパイロットリソース割り当て方法。
【請求項５１】
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースは、所定のパイロットリソースのなか
に予め定められた量だけ確保されたリソースを利用することを特徴とする請求項４９また
は５０に記載のパイロットリソース割り当て方法。
【請求項５２】
　前記チャネル品質測定専用のパイロットリソースの割当に新たなパイロットリソースが
必要である場合には、上りデータを送信するためのデータリソースの一部を前記新たなパ
イロットリソースに利用することを特徴とする請求項４９－５１のいずれか１項に記載の
パイロットリソース割り当て方法。
【請求項５３】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局が複数の移動局の各々に対するパ
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イロットリソース割り当て装置において、
　前記周波数ブロックのいずれかにおいて、上りデータ信号および／または制御信号の送
信を行う移動局に対して上り信号の復調に用いられるパイロット信号を送信するリソース
を割り当てる第１リソース割当手段と、
　上りデータ信号の送信スケジュール待ちのいずれかの移動局に対してチャネル品質測定
用のパイロット信号を送信するためリソースを割り当てる第２リソース割当制御手段と、
　を有するパイロットリソース割り当て装置。
【請求項５４】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局が複数の移動局の各々に対するチ
ャネル品質を測定する方法において、
　ａ）各移動局に対して、少なくとも、上り信号の復調に用いられる復調用パイロット信
号を送信するための第１パイロットリソースが割り当てられていない周波数ブロックで、
チャネル品質測定専用パイロット信号を送信するための第２パイロットリソースを割り当
て、
　ｂ）少なくとも前記第２パイロットリソースを利用することで前記複数の周波数ブロッ
クにおける各移動局のチャネル品質を測定する、
　ことを特徴とするチャネル品質測定方法。
【請求項５５】
　前記ｂ）において、前記第１パイロットリソースが割り当てられている周波数ブロック
では前記復調用パイロット信号を利用し、前記第２パイロットリソースが割り当てられて
いる周波数ブロックでは前記チャネル品質測定専用パイロット信号を利用することで、各
移動局のチャネル品質を測定することを特徴とする請求項５４に記載のチャネル品質測定
方法。
【請求項５６】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で複数の移動局とそれぞれ通信を行う基地
局において、
　各移動局に対して、少なくとも、上り信号の復調に用いられる復調用パイロット信号を
送信するための第１パイロットリソースが割り当てられていない周波数ブロックで、チャ
ネル品質測定専用パイロット信号を送信するための第２パイロットリソースを割り当てる
リソース割当制御手段と、
　少なくとも前記第２パイロットリソースを利用することで前記複数の周波数ブロックに
おける各移動局のチャネル品質を測定するチャネル品質測定手段と、
　を有することを特徴とする基地局。
【請求項５７】
　前記品質測定手段は、前記第１パイロットリソースが割り当てられている周波数ブロッ
クでは前記復調用パイロット信号を利用し、前記第２パイロットリソースが割り当てられ
ている周波数ブロックでは前記チャネル品質測定専用パイロット信号を利用することで、
各移動局のチャネル品質を測定することを特徴とする請求項５６に記載の基地局。
【請求項５８】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局と複数の移動局との間でそれぞれ
通信を行う移動通信システムにおいて、
　前記基地局は、
　各移動局に対して、少なくとも、上り信号の復調に用いられる復調用パイロット信号を
送信するための第１パイロットリソースが割り当てられていない周波数ブロックで、チャ
ネル品質測定専用パイロット信号を送信するための第２パイロットリソースを割り当てる
リソース割当制御手段と、
　少なくとも前記第２パイロットリソースを利用することで前記複数の周波数ブロックに
おける各移動局のチャネル品質を測定するチャネル品質測定手段と、
　を有し、
　前記複数の移動局の各々は、前記第１パイロットリソースおよび／または前記第２パイ
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ロットリソースが割り当てられたときに、復調用あるいはチャネル品質測定専用パイロッ
ト信号を前記基地局へ送信するパイロット送信手段を有する、
　ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項５９】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で基地局との間で通信を行う移動局におい
て、
　前記基地局からリソース制御信号を受信する受信手段と、
　前記リソース制御信号のリソース割当情報に従い、復調用パイロット信号および測定専
用パイロット信号を送信するパイロット送信手段と、
　前記基地局からパイロットリソース割当不可通知を受信すると、自己の送信モードを選
択する送信モード選択手段と、
　前記選択モードを前記基地局へ通知する送信手段と、
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項６０】
　複数の周波数ブロックからなる周波数帯域内で複数の移動局の各々に対するチャネル品
質の測定をコンピュータで実現するプログラムにおいて、
　ａ）各移動局に対して、少なくとも、上り信号の復調に用いられる復調用パイロット信
号を送信するための第１パイロットリソースが割り当てられていない周波数ブロックで、
チャネル品質測定専用パイロット信号を送信するための第２パイロットリソースを割り当
て、
　ｂ）少なくとも前記第２パイロットリソースを利用することで前記複数の周波数ブロッ
クにおける各移動局のチャネル品質を測定するステップと、
　を含むことを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信システムに係り、特に各移動局のチャネル品質を測定する技術、パイ
ロットリソース割当技術およびそれらを用いた基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの基地局は、無線リソースの効率を高めるために、リソースのスケジ
ューリングを行っており、そのスケジューリング方法は大きく２つの種類に分けられる。
１つは、チャネル品質とは関係なく周期的に、たとえばラウンドロビンなどによりリソー
スを割り当てるチャネル非依存スケジューリングである。他の１つは、チャネル品質を考
慮してチャネルの品質が良い移動局にリソースを割り当てるチャネル依存スケジューリン
グである。チャネル依存スケジューリングは、チャネル非依存スケジューリングと比べ、
マルチユーザダイバーシチ効果が大きいので、スループットを増大できることが報告され
ている（非特許文献１）。また、チャネル依存スケジューリングとしては、Maximum CIR 
(carrier-to-interference power ratio)法やProportional Fairness法などが提案されて
いる。
【０００３】
　チャネル依存スケジューリングを行うためには、基地局はそれぞれの移動局（ユーザ端
末）ＵＥとの間のチャネル品質（以下、ＣＱＩ（Channel Quality Indicator）と記す。
）を測定しておく必要がある。チャネル依存スケジューリングではＣＱＩが最も良い移動
局にリソースを割り当てるので、データ送信している周波数帯域（周波数ブロック）だけ
でなくデータ送信の可能性がある周波数ブロックをスケジューリング帯域としてＣＱＩ測
定範囲にすることが必要である（たとえば非特許文献２を参照）。ＣＱＩ測定には、基地
局がそれぞれの移動局から受信する上りリンクに多重されたパイロット信号（参照信号(R
eference signal)ともいう。以下同様。）を利用する方法が提案されている（非特許文献
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３）。すなわち、上りデータ信号および制御信号の復調を行うためのパイロット信号をＣ
ＱＩ測定に兼用する方法である。
【０００４】
　このような従来の方法によれば、基地局は、移動局からのパイロット信号に基づいてＣ
ＱＩを測定し、ＣＱＩが最大の移動局に対してデータリソースが割り当てられ、下りデー
タがあればその制御信号を送信するための制御リソースが割り当てられる。そして、デー
タリソースあるいは制御リソースの割当てがあれば、それらの復調用のパイロットリソー
スを利用してＣＱＩ測定が実行される。また、移動局は、基地局からのリソースに関する
制御情報を受信すると、その受信リソース情報に従って、データ信号、制御信号およびパ
イロット信号を基地局へ送信する。
【０００５】
【非特許文献１】Jalali, R. Padovani, and R. Pankaj, “Data throughput of CDMA-HD
R a high efficiency-high data rate personal communication wireless system,” Pro
c. Of IEEE VTC2000-Spring, pp. 1854-1858, May 2000.
【非特許文献２】3GPP R1-050701 NTT DoCoMo et al, “Channel-Dependent Scheduling 
Method for Single-Carrier FDMA Radio Access in Evolved UTRA Uplink,” August 29 
- September 2, 2005.
【非特許文献３】3GPP R1-060925 Texas Instruments, “Comparison of Proposed Uplin
k Pilot Structures For SC-OFDMA,” March 2006.
【非特許文献４】3GPP R1-060319 NTT DoCoMo et al, “Orthogonal Pilot Channel Stru
cture for E-UTRA Uplink,” Feb. 2006.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の従来の方法では、次に述べるように、パイロットリソースを効率
的に割当てることができない。以下、図を参照しながら説明する。
【０００７】
　図１（ａ）は移動通信システムの一例を示すブロック図であり、図１（ｂ）は移動局の
周波数ブロックの送信状態を示すテーブルである。ここでは１つの基地局１００に複数（
Ｎ個）の移動局（ＵＥ）が接続しているものとする。
【０００８】
　この場合、各移動局の周波数ブロックの送信状態は、図１（ｂ）に示すように４つのグ
ループａ～ｄに分類することができる。ある周波数ブロックでグループａ～ｃに属する移
動局は、上りリンクのデータ信号および制御信号のいずれかまたは両方を送信中であるの
で、これらの復調用パイロット信号を用いてＣＱＩ測定を行うことができる。しかしなが
ら、グループｄに属する移動局は、上りデータの送信リクエスト（リソースリクエスト(R
esource Request)ともいう。以下同様）を基地局へ通知しているが未だ上りデータ信号の
送信待ちであり、また上りリンクの制御信号も送信していない。このようなグループｄに
属する移動局も含めてスケジューリング帯域のＣＱＩ測定を行うために、従来では、次に
述べるように、すべての移動局が実際にデータ信号や制御信号を送信している帯域幅以上
の帯域幅にわたってパイロット信号を送信していた。
【０００９】
　図２（ａ）は、従来のＣＱＩ測定のためのリソース割当を模式的に示す図である。図中
の数字は移動局（図中では適宜「ＵＥ」と記す。）の番号を示している。この例では、制
御信号、パイロット信号およびデータ信号がそれぞれ時間分割多重（ＴＤＭ）されており
、それぞれに割り当てられるリソースを制御リソース、パイロットリソースおよびデータ
リソースとする。また、制御リソースでは複数の移動局の制御信号がスケジューリング帯
域全体を使用したDistributed FDMで多重されており、パイロットリソースでは、複数の
移動局のパイロット信号がそれぞれ符号分割多重（ＣＤＭ）されている。この例における
制御信号は、下りリンクのデータ信号に関する上り制御信号(Data non-associated contr
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ol signalingと呼ばれる)であり、下りリンクのＣＱＩや下りリンクのパケットが正確に
受信できたかを示すＡＣＫ／ＮＡＣＫなどが含まれる。
【００１０】
　制御信号は、データ信号と比べて送信量が小さいが、定期的に送信する必要がある。図
２（ａ）に示すように、従来のリソース割当では、すべての移動局がＣＱＩ測定するスケ
ジューリング帯域全体でパイロット信号を送信している。したがって、図１（ｂ）のグル
ープａ～ｃに属する移動局に関しては、パイロット信号が基地局においてデータ信号ある
いは制御信号の復調とＣＱＩ測定との２つの用途に兼用されるが、グループｄに属する移
動局についてはＣＱＩ測定のためだけにスケジューリング帯域で同様にパイロット信号を
送信している。つまり、これらの移動局に対して、使用する用途がないパイロットリソー
スを割り当てることになる。さらに、グループａ～ｃに属する移動局についても、同一の
帯域全体でパイロット信号を送信しているために、同じく使用する用途のないパイロット
リソースが割り当てられる場合もある。この結果、図２（ａ）に示すようなリソース割当
方法では、オーバーヘッドが大きくなり、パイロットリソースの効率的な割当てができな
いという問題があった。
【００１１】
　また、移動局間でパイロット信号を直交させることが検討されており、直交できる移動
局数は制限があることが知られている（非特許文献４）。この制限のために、パイロット
信号を復調とＣＱＩ測定とに兼用した場合、基地局がＣＱＩ測定する移動局数が少なくな
ってしまうという問題もある。
【００１２】
　本発明の目的は、それぞれの移動局に対するチャネル品質測定を効率的に行うことがで
きる移動通信システム、チャネル品質測定方法および基地局を提供することにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、それぞれの移動局に対するパイロットリソースの割当を効率的に
行うことができる移動通信システムにおけるパイロットリソース割当方法およびそれを用
いた基地局を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、周波数ブロックのいずれかにおいて、上りデータ信号および／または
制御信号の送信を行う移動局に対して、復調に用いられる復調用のパイロットリソースを
割り当て、上りデータ信号の送信スケジューリング待ちのいずれかの移動局に対して、チ
ャネル品質測定専用のパイロットリソースを割り当てる。これら復調用およびチャネル品
質測定専用のパイロットリソースを用いて各移動局のチャネル品質測定を行う。
【００１５】
　本発明の一実施形態によれば、予め決められたチャネル品質測定周期内において、前記
復調用のパイロットリソースが割り当てられない周波数ブロックに前記チャネル品質測定
専用パイロットリソースを割り当てる。
【００１６】
　チャネル品質測定専用パイロットリソースは、所定のパイロットリソースのなかに予め
定められた量だけ確保されてもよい。また、チャネル品質測定専用パイロットリソースの
割当に新たなパイロットリソースが必要である場合には、上りデータを送信するためのデ
ータリソースの一部を新たなパイロットリソースに利用することも可能である。
【００１７】
　本発明の他の実施形態によれば、チャネル品質測定専用パイロットリソースを割り当て
ることができない場合には、基地局は移動局にその旨を通知し、その通知に応じて移動局
が自己の送信モードを選択し基地局へ通知する。これにより移動局が主導で動作モードの
選択を行うことができる。
【００１８】
　本発明の更に別の実施形態によれば、チャネル品質測定専用パイロットリソースを割り
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当てることができない場合には、基地局が前記移動局の送信モードを選択し移動局へ通知
してもよい。これにより基地局が主導で移動局の動作モードを制御することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、すべての移動局にチャネル品質測定専用パイロット信号を送信するリ
ソースを用意するのではなく、復調用パイロット信号でチャネル品質測定が可能な周波数
ブロックであれば復調用パイロット信号を用いてチャネル品質測定を行い、復調用パイロ
ット信号を送信しない周波数ブロックにおいてはチャネル品質測定専用パイロット信号を
送信してチャネル品質測定を行う。これにより複数の周波数ブロック全体にわたって小さ
なオーバーヘッドで効率的なチャネル品質測定を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　１．第１実施形態
　１．１）リソース割当
　図２（ｂ）は、本発明によるチャネル品質測定のためのリソース割当てを模式的に示す
図である。この例では、制御信号、パイロット信号（あるいは参照信号（Reference sign
al）ともいう。）およびデータ信号がそれぞれフレーム（サブフレーム(Sub-frame)とも
いう。以下同様）単位で時間分割多重（ＴＤＭ）されており、各周波数ブロックＦＢにお
いて１つのフレームＦＲに割り当てられるリソースを制御リソース、パイロットリソース
およびデータリソースとする。なお、この例における制御信号は、下りリンクのデータ信
号に関する上り制御信号(Data non-associated control signalingと呼ばれる)であり、
下りリンクのＣＱＩや下りリンクのパケットが正確に受信できたかを示すＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋなどが含まれる。
【００２１】
　また、ここでは説明を簡略化するために４つの周波数帯域（周波数ブロックＦＢ１～Ｆ
Ｂ４）を図示しているが、複数個の周波数ブロックで構成されていてもよく、この例に限
定されるものではない。また各周波数ブロックＦＢが複数のサブキャリアからなるサブキ
ャリア周波数ブロックであってもよい。多重化方法としては、制御リソースにはDistribu
ted ＦＤＭを、パイロットリソースには符号分割多重（ＣＤＭ）あるいはDistributed Ｆ
ＤＭをそれぞれ用いることができる。
【００２２】
　本発明によれば、復調用パイロット信号でＣＱＩ測定が可能なスケジューリング帯域で
は復調用パイロット信号を用いてＣＱＩ測定を行い、復調用パイロット信号を送信しない
スケジューリング帯域においてはＣＱＩ測定専用のパイロット信号を送信してＣＱＩ測定
を行う。本実施形態では、復調用パイロット信号をＣＱＩ測定に兼用する場合には、ＣＱ
Ｉ測定専用パイロット信号を送信する必要はない。
【００２３】
　なお、移動局が制御信号やデータを送信中の周波数ブロック（図１（ｂ）のグループａ
，ｂ，ｃの周波数ブロック）でも、リソースに余りがあればＣＱＩ測定用のパイロットを
割り当ててもよい。後述する他の実施形態でも同様である。
【００２４】
　１．２）フレーム内リソース割当制御
　一つのフレームＦＲにおける各周波数ブロックＦＢ１～ＦＢ４には、図２（ｂ）に示す
ように、制御リソース、パイロットリソースおよびデータリソースが時分割多重される。
上り制御信号あるいは上りデータ信号を送信する場合には復調用パイロット信号を送信す
るので、ある周波数ブロックにおいて制御リソースが割り当てられた移動局には同じ周波
数ブロックでパイロットリソースも割り当てられ、ある周波数ブロックにおいてデータリ
ソースが割り当てられた移動局には同じ周波数ブロックでパイロットリソースも割り当て
られる。
【００２５】
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　たとえば、図２（ｂ）に示す例では、フレームＦＲ１の周波数ブロックＦＢ１において
、移動局ＵＥ１およびＵＥ５に制御リソースが割り当てられ、ＵＥ１、ＵＥ５およびＵＥ
１２にそれぞれパイロットリソースが、ＵＥ１にデータリソースがそれぞれ割り当てられ
ている。すなわち、移動局ＵＥ１は、図１（ｂ）のグループａに属する送信状態であり、
その上りデータおよび制御信号はパイロット信号を用いて復調され、この同じパイロット
信号が当該移動局ＵＥ１のＣＱＩ測定に兼用される。パイロットリソースの帯域幅は、デ
ータリソースの帯域幅と同じである。
【００２６】
　また移動局ＵＥ５は図１（ｂ）のグループｃに属する送信状態であり、その上り制御信
号はパイロット信号を用いて復調され、同じパイロット信号が当該移動局ＵＥ５のＣＱＩ
測定に利用される。
【００２７】
　これに対して、図中で下線を付された移動局ＵＥ１２は図１（ｂ）のグループｄに属す
る送信状態であり、上りデータの送信リクエスト（リソースリクエスト(Resource Reques
t)ともいう。以下同様）を発しているが、上り制御信号も上りデータ信号の何れも送信し
ておらず、したがって復調用パイロット信号も送信していない。このような移動局ＵＥ１
２に対して、本発明による基地局は、後述する割当て制御に従ってチャネル品質測定専用
のパイロットリソースを割り当て、当該移動局ＵＥ１２のＣＱＩ測定を可能にする。この
ようにＣＱＩ測定専用のパイロットリソースが割り当てられた移動局は、図中において当
該移動局の番号に下線を付して表示する（以下同様）。
【００２８】
　また、移動局ＵＥ３に注目すると、移動局ＵＥ３には周波数ブロックＦＢ３の制御リソ
ースと周波数ブロックＦＢ３およびＦＢ４のパイロットリソースおよびデータリソースと
がそれぞれ割り当てられている。すなわち、移動局ＵＥ３は周波数ブロックＦＢ３では図
１（ｂ）のグループａに属し、周波数ブロックＦＢ４では図１（ｂ）のグループｂに属す
る送信状態である。周波数ブロックＦＢ３における移動局ＵＥ３からの上りデータおよび
制御信号は同じ周波数ブロックのパイロット信号を用いて復調され、同じパイロット信号
がＣＱＩ測定に兼用される。周波数ブロックＦＢ４における移動局ＵＥ３からの上りデー
タは同じ周波数ブロックのパイロット信号を用いて復調され、同じパイロット信号がＣＱ
Ｉ測定に兼用される。
【００２９】
　これに対して、図中で下線を付された移動局ＵＥ１１は、当該周波数ブロックＦＢ３お
よびＦＢ４の当該フレームにおいて制御信号およびデータの何れも送信しておらず、した
がって復調用パイロット信号を送信していない。すなわち、移動局ＵＥ１１は図１（ｂ）
のグループｄに属する送信状態である。このような移動局ＵＥ１１に対して、本発明によ
る基地局は、後述する割当て制御に従ってＣＱＩ測定専用のパイロットリソースを割り当
て、周波数ブロックＦＢ３およびＦＢ４における当該移動局ＵＥ１１のＣＱＩを測定する
。
【００３０】
　続くフレームＦＲ２においても同様である。たとえば、周波数ブロックＦＢ１では、移
動局ＵＥ１およびＵＥ６に制御リソースが割り当てられ、ＵＥ１、ＵＥ６、ＵＥ１０にパ
イロットリソース、ＵＥ１にデータリソースがそれぞれ割り当てられている。たとえば移
動局ＵＥ１からの上りデータおよび制御信号はパイロット信号を用いて復調され、同じパ
イロット信号）がＣＱＩ測定に兼用される。また、図中で下線を付された移動局ＵＥ１０
に対して、本発明による基地局は、後述する割当て制御に従ってＣＱＩ測定専用のパイロ
ットリソースを割り当て、当該移動局ＵＥ１０のＣＱＩを測定する。
【００３１】
　このように各フレームにおいて、後述するようにリソースに余裕がある限り、図１（ｂ
）のグループｄに属する送信状態である移動局に対してＣＱＩ測定専用パイロットリソー
スを割り当てる。
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【００３２】
　１．３）フレーム間リソース割当制御
　図２（ｂ）において、たとえば移動局１２に注目すると、最初のフレームＦＲ１では、
上述したように周波数ブロックＦＢ１においてＣＱＩ測定専用パイロットリソースが割り
当てられていたが、続くフレームＦＲ２では周波数ブロックＦＢ２においてＣＱＩ測定専
用のパイロットリソースが割り当てられＣＱＩが測定される。同様に、移動局９に注目す
ると、フレームＦＲ１では、上述したように周波数ブロックＦＢ２においてＣＱＩ測定専
用のパイロットリソースが割り当てられていたが、続くフレームＦＲ２では周波数ブロッ
クＦＢ３およびＦＢ４においてＣＱＩ測定専用のパイロットリソースが割り当てられＣＱ
Ｉが測定される。なお、フレーム毎に同じ移動局のＣＱＩ測定をする必要はないので、Ｃ
ＱＩ測定専用パイロットリソースは状況に応じて複数フレーム毎に割り当てることができ
る。
【００３３】
　このようにフレーム毎に、図１（ｂ）のグループｄに属する送信状態にある移動局に対
してＣＱＩ測定専用パイロットリソースを順次割り当てることで、１つの移動局のＣＱＩ
測定を所定の周期で実行することができる。図１（ｂ）のグループｄに属する送信状態に
ある移動局が複数存在する場合には、たとえば待機時間が長い順で優先的に割り当てる方
式を採用することで公平を図ることができる。
【００３４】
　また、フレームＦＲ１の周波数ブロックＦＢ２で制御信号およびデータ信号を送信して
いた移動局ＵＥ２（図１（ｂ）のグループａ）は同じ帯域幅の復調用パイロット信号を送
信するが、次のフレームＦＲ２では周波数ブロックＦＢ３で制御信号を送信するデータ送
信待ち状態（グループｃ）となり、同じ帯域幅の復調用パイロット信号を送信する。この
ようにクレーム毎に周波数ブロックが変化する復調用パイロット信号がＣＱＩ測定に利用
される。
【００３５】
　以下同様にして、各移動局が復調用パイロット信号を送信していない周波数ブロックに
おいてＣＱＩ測定専用のパイロットリソースが当該移動局に順次割り当てられ、設定され
たＣＱＩ測定周期でＣＱＩ測定を行い、また復調用パイロット信号を送信している周波数
ブロックでは、その復調用パイロット信号を利用してＣＱＩ測定が行われる。このように
、従来方法（図２（ａ）参照）のパイロット送信帯域はすべての移動局で一定であったの
に対し、本発明による各移動局のパイロット送信帯域幅は、図２（ｂ）に示すように、送
信状態によって可変となっている。
【００３６】
　１．２）ＣＱＩ測定周期
　ＣＱＩ測定周期が短くなれば、より高速に移動する移動局に対し的確なスケジューリン
グが可能となるが、オーバーヘッドが大きくなってしまう。逆に、ＣＱＩ測定周期が長く
なれば、高速移動する移動局に対し的確なスケジューリングができなくなるが、オーバー
ヘッドは小さく抑えられる。したがって、どの程度の移動速度の移動局に最適化するかを
考えてＣＱＩ測定周期は決定されることが望ましい。
【００３７】
　たとえば、想定される移動局のチャネル変動を一定とみなすことができる時間をコヒー
レント時間とすれば、ＣＱＩ測定周期がコヒーレント時間よりも長い場合、チャネル依存
スケジューリングによる効果が期待できない。したがって、ＣＱＩ測定周期は想定される
コヒーレント時間以下に設定することが望ましい。
【００３８】
　なお、コヒーレント時間は移動速度に依存し、１／２ｆDで定義される。ｆDは最大ドッ
プラ周波数であり、ｆD＝ｖ／λ（ただしｖ：移動速度、λ：搬送波の波長）で定義され
る。例えば、搬送波周波数を２ＧＨｚとすると、移動速度ｖ＝３ｋｍ／ｈの場合、ｆD＝
５．５Ｈｚとなるので、コヒーレント時間は９０ｍｓとなる。また、移動速度ｖ＝１２０



(15) JP 4998680 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

ｋｍ／ｈであれば、ｆD＝２２２Ｈｚとなるのでコヒーレント時間は２．２５ｍｓとなる
。例えば、ＣＱＩ測定周期は、チャネル依存スケジューリングの適用を想定する移動局の
移動速度を考慮して、予め設定しておく。または、ＣＱＩ測定周期を各移動局の移動速度
に合わせて、適宜選択するようにしても良い。
【００３９】
　１．３）効果
　上述したように、復調用パイロット信号をＣＱＩ測定用に兼用する場合には、ＣＱＩ測
定専用パイロット信号の送信を行わないように制御することができ、すべての移動局にＣ
ＱＩ測定専用のパイロットリソースを用意する必要はない。すなわち、復調用パイロット
信号を送信している場合にはそれをＣＱＩ測定に兼用し、復調用パイロット信号を送信し
ないスケジューリング帯域においてはＣＱＩ測定専用パイロットリソースを用意してＣＱ
Ｉ測定を行う。これにより複数の周波数ブロック全体にわたって小さなオーバーヘッドで
効率的なチャネル品質測定を行うことができる。
【００４０】
　また、ＣＱＩ測定周期内においてデータリソースおよび制御リソースを割り当てないス
ケジューリング帯域のみにＣＱＩ測定専用パイロットリソースを割り当てることにより、
パイロット信号を復調とＣＱＩ測定とに兼用した場合であってもＣＱＩ測定する移動局数
を増加させることができ、かつオーバーヘッドを削減することができる。
【００４１】
　また、移動局が送信するパイロットリソースを連続する周波数ブロックに割り当てるこ
とで、シングルキャリア伝送すると、Peak to average power ratio(PAPR)を抑えること
が可能となる。
【００４２】
　さらに、本実施形態ではチャネル依存スケジューリングの具体的な手法は問わない。た
とえばMaximum CIR法や、その他チャネル依存スケジューリングの方法を用いた場合にお
いても同様の効果が期待できる。
【００４３】
　１．２）基地局
　図３は本発明の第１実施形態による移動通信システムにおける基地局の構成を示すブロ
ック図である。ここでは、基地局１００がＮ個の移動局１～Ｎを収容しているものとする
。
【００４４】
　基地局１００の無線通信部１０１は、移動局から受信した上り制御信号および／または
上りデータを、同じく受信したパイロット信号に従って復調し、制御信号を制御信号抽出
部１０２へ、パイロット信号をＣＱＩ測定部１０５へそれぞれ出力する。
【００４５】
　制御情報抽出部１０２は、ここではリソースの割り当て依頼などのリソース割当情報を
抽出し、スケジューラ１０３へ出力する。スケジューラ１０３は、後述するリソース管理
部１０４を有する。リソース管理部１０４は各周波数ブロックにおける各基地局の過去の
リソース割当情報を管理し、制御情報抽出部１０２から新しいリソース割当情報が入力さ
れると、そのリソース情報を随時更新する。
【００４６】
　ＣＱＩ管理部１０５は、スケジューラ１０３が指定した移動局のＣＱＩ測定依頼に応じ
て、無線通信部１０１から得られたパイロット信号を用いてＣＱＩ測定を行い、測定した
ＣＱＩ値をスケジューラ１０３に戻す。スケジューラ１０３はＣＱＩ測定値とリソース管
理部１０４の情報とから当該移動局に対するリソース割当を行い、そのリソース割当情報
を制御信号生成部１０６へ出力する。制御信号生成部１０６は、当該移動局に対するリソ
ース割当情報を含む制御信号を生成し、無線通信部１０１を通して当該移動局へ送信する
。
【００４７】
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　なお、基地局１００には基地局全体の動作制御を行う制御部１０７が設けられ、スケジ
ューラ１０３のチャネル依存／非依存スケジューリングおよびリソース管理部１０４のリ
ソース管理は制御部１０７の制御の下で行われる。たとえば図２（ｂ）に示すようなリソ
ース割当制御に従って、無線通信部１０１は移動局１～Ｎの各々との間で制御信号、パイ
ロット信号およびデータの送受信を行う。一般的に、制御部１０７はプログラム制御プロ
セッサ上で制御プログラムを実行することでパイロットリソース割当て制御等の各種制御
を行う。スケジューラ１０３およびリソース管理部１０４も同じプログラム制御プロセッ
サ上あるいは別個のプログラム制御プロセッサ上でそれぞれのスケジューリングプログラ
ムおよびリソース管理プログラムを実行することで実現することができる。
【００４８】
　１．３）リソース管理テーブル
　図４は本実施形態で採用されるリソースブロックの構成を示す模式図である。各移動局
に割り当てられるべきリソースブロックは、図４に示すように、周波数方向のＭ個の周波
数ブロック１～Ｍと時間方向の制御リソース、パイロットリソースおよびデータリソース
とによって分割されたブロックを単位とする。ただし、最小周波数ブロック単位を定義し
ておき、１つのリソースブロックを複数の最小周波数ブロック単位から構成することもで
きる。
【００４９】
　周波数ブロック１～Ｍの各々における制御リソースおよびパイロットリソースでは、直
交パイロットチャネルの数が限定されるので、多重できる移動局の個数の上限が予め決め
られている。多重された移動局数がこの上限値より少ない場合には、上述するＣＱＩ測定
専用パイロット信号を送信するためのリソースを割り当てることが可能である。
【００５０】
　図５はリソース管理部１０４で用いられるリソース管理テーブルの情報の一例を示す模
式図である。リソース管理テーブルは移動局ごとに例えば、スケジューリング帯域やＣＱ
Ｉ測定範囲でのパイロットリソースの有無などが管理される。ここで、スケジューリング
帯域でパイロットリソースがない場合に、ＣＱＩ測定専用パイロットリソースが割り当て
られることになる。
【００５１】
　たとえば、移動局１のスケジューリング帯域が周波数ブロック１～３である場合、この
例では周波数ブロック１および２でパイロットリソースが割り当てられており（たとえば
制御信号あるいはデータの送信中）、周波数ブロック３では割り当てられていない。従っ
て、基地局は、チャネル依存スケジューリングを行う場合、周波数ブロック３でのＣＱＩ
測定を行う必要があり、そのために周波数ブロック３に移動局１のＣＱＩ測定専用パイロ
ットリソースが割り当てられることになる。
【００５２】
　以下、このようなリソース管理テーブルを更新しながら、基地局が移動局に対してＣＱ
Ｉ測定専用パイロット信号を送信するためのリソースを割り当てＣＱＩ測定を行う動作制
御をフローチャートを参照しながら詳細に説明する。
【００５３】
　１．４）リソース割当制御
　図６は第１実施形態による基地局のリソース割当制御方法を示すフローチャートである
。ここでは、任意の移動局のスケジューリング帯域に対するリソース割当制御について説
明する。
【００５４】
　まず、ある移動局のデータ送信リクエストが発生すると、すなわちスケジューラ１０３
が制御信号抽出部１０２からデータ送信リクエストを入力すると（ステップＳ３０１）、
スケジューラ１０３は、現時点で当該移動局に対する有効なＣＱＩ測定値が存在するか否
かを判断し（ステップＳ３０２）、このようなＣＱＩ測定値が存在しなければ、当該移動
局に対するスケジューリング帯域の初期設定を行うためにステップＳ３１１へ移行する（
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ステップＳ３０２のＹＥＳ）。この初期設定はＣＱＩ測定専用パイロットリソースを割り
当てることで現時点で有効なＣＱＩ測定値を得る動作である。
【００５５】
　当該移動局に対する有効なＣＱＩ測定値が存在する場合には（ステップＳ３０２のＮＯ
）、スケジューラ１０３は、すべての移動局のＣＱＩ測定値を比較し、この比較結果に基
づいて当該移動局に対して割り当てられる周波数ブロックを決定する（ステップＳ３０３
）。この決定方法としては、スケジューリング帯域で当該移動局のＣＱＩ測定値が最大と
なる周波数ブロックを決定する方法、１つの周波数ブロックにおいて当該移動局のＣＱＩ
測定値が最大であれば当該周波数ブロックを決定する方法、ある基準ＣＱＩ以上であれば
どの周波数ブロックでも選択できるようにする方法、あるいは、これらを組み合わせた方
法が考えられる。図６では、一例として、スケジューリング帯域で当該移動局のＣＱＩ測
定値が最大となる周波数ブロックを決定する方法を示している。
【００５６】
　当該移動局のＣＱＩ測定値が特定の周波数ブロックで最大であれば（ステップＳ３０３
のＹＥＳ）、スケジューラ１０３は、データリソースと、当該データリソースと同一帯域
幅の復調用パイロットリソースとを割り当て（ステップＳ３０４）、リソース管理部１０
４はリソース割当情報をリソース管理テーブルに登録する（ステップＳ３０５）。このリ
ソース割当情報は、スケジューリング帯域の更新やＣＱＩ測定専用パイロットリソースを
割り当てるかどうかの判断に使用される。当該移動局のＣＱＩ測定値が最大ではないと判
断されると（ステップＳ３０３のＮＯ）、処理はステップＳ３０６へ移行する。
【００５７】
　続いて、スケジューラ１０３は、当該移動局からの制御信号が存在するか、ここでは下
りリンクのデータが存在するか否かを判定する（ステップＳ３０６）。このような制御信
号が存在する場合（ステップＳ３０６のＹＥＳ）、スケジューラ１０３は、所定フレーム
毎に異なる周波数ブロックにおいて、制御リソースとこの制御リソースと同一帯域幅の復
調用パイロットリソースとを当該移動局に割り当て（ステップＳ３０７）、リソース管理
部１０４はこのリソース割当情報をリソース管理テーブルに登録する（ステップＳ３０８
）。リソース管理テーブルへの登録が終了した場合あるいは当該移動局からの制御信号が
存在しない場合には（ステップＳ３０６のＮＯ）、スケジューラ１０３はスケジューリン
グ帯域の更新を行う（ステップＳ３０９）。
【００５８】
　ここで、スケジューリング帯域の更新方法としては、初期設定をしたスケジューリング
帯域をそのまま維持する方法、スケジューリング帯域の初期設定後の最初のＣＱＩ測定周
期内にデータリソースおよび制御リソースを割り当てた周波数ブロックに１回だけ更新す
る方法、ＣＱＩ測定周期内にデータリソースおよび制御リソースを割り当てた周波数ブロ
ックに逐次更新する方法、ＣＱＩ測定周期内にデータリソースを割り当てた周波数ブロッ
クに１回だけ更新する方法、ＣＱＩ測定周期内にデータリソースを割り当てた周波数ブロ
ックに逐次更新する方法などが考えられる。
【００５９】
　続いて、スケジューリング帯域においてＣＱＩ測定周期内にデータリソースまたは制御
リソースの割当処理（ステップＳ３０４あるいはＳ３０７）があったか否かを判定する（
ステップＳ３１０）。データリソースまたは制御リソースを割り当てていない場合（ステ
ップＳ３１０のＮＯ）、すなわち当該移動局が図１（ｂ）のグループｄに該当する場合、
スケジューラ１０３は当該移動局に対するＣＱＩ測定専用パイロットリソースを割り当て
（ステップＳ３１１）、リソース管理部１０４はこのリソース割当情報をリソース管理テ
ーブルに登録する（ステップＳ３１２）。なお、図１（ｂ）のグループｄに該当する移動
局が複数存在する場合には、所定の基準を定めて選択すればよい。たとえば、待機時間が
長い順に優先的に割り当てるようにすることができる。
【００６０】
　スケジューリング帯域において当該移動局にデータリソースまたは制御リソースが割り
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当てられている場合には（ステップＳ３１０のＹＥＳ）、処理はステップＳ３１３へ移行
する。
【００６１】
　続いて、スケジューラ１０３はリソース管理テーブルの対応するリソース情報を制御信
号生成部１０６へ出力し、このリソース情報を下りリンク制御信号で当該移動局へ通知す
る（ステップＳ３１３）。この移動局からパイロット信号を受信すると（ステップＳ３１
４）、移動局からの送信データがあるか否かを判断し（ステップＳ３１５）、送信データ
があれば、スケジューラ１０３はＣＱＩ測定部１０５に依頼して当該移動局からのパイロ
ット信号を用いてＣＱＩ測定を行い（ステップＳ３１６）、その結果を受け取ると、処理
をステップＳ３０２へ戻す。移動局からの送信データがない場合にはＣＱＩ測定を行わず
に終了する。
【００６２】
　このように、スケジューリング帯域においてＣＱＩ測定周期内にデータリソースまたは
制御リソースの割当がされていれば、ＣＱＩ測定専用パイロット信号の送信を行わず、そ
の復調用パイロット信号をＣＱＩ測定に兼用する。これに対して、データリソースおよび
制御リソースのいずれも割り当てられていない場合には、復調用パイロット信号が送信さ
れないので、スケジューラ１０３は、ＣＱＩ測定専用パイロットリソースを当該移動局に
割り当ててＣＱＩ測定を行う。これによりスケジューリング帯域全体に渡って小さなオー
バーヘッドで効率的なチャネル品質測定を行うことができる。
【００６３】
　１．５）移動局
　図７は本発明の第１実施形態による移動通信システムにおける移動局の構成を示すブロ
ック図である。移動局２００は基地局１００との間で無線信号を送受信できる無線通信部
２０１を有し、基地局１００から受信した制御信号を制御信号抽出部２０２へ出力し、制
御信号抽出部２０２はリソース割当に関する制御情報を抽出して制御部２０３へ出力する
。
【００６４】
　制御部２０３は、無線通信部２０１、パイロット生成部２０４、制御信号生成部２０５
およびデータ生成部２０６を制御し、後述する送受信動作を行う。パイロット生成部２０
４は、基地局からのＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当情報に従ってＣＱＩ測定専用
パイロット信号を生成する。制御信号生成部２０５は、データ送信リクエストや、その他
基地局から受信した制御リソースの割当情報に従った制御信号を生成する。データ生成部
２０６は、基地局から割り当てられたデータリソースを用いて送信すべき上りデータを生
成する。
【００６５】
　なお、移動局２００の送受信動作は制御部２０３により制御される。基地局１００から
のリソース割当情報に従って、たとえば図２（ｂ）に示すように制御信号、パイロット信
号およびデータの送受信を行う。一般的に、制御部２０３はプログラム制御プロセッサ上
でプログラムを実行することでパイロット生成、制御信号生成などの各種制御を行う。パ
イロット生成部２０４、制御信号生成部２０５およびデータ生成部２０６も同じプログラ
ム制御プロセッサ上あるいは別個のプログラム制御プロセッサ上でそれぞれのプログラム
を実行することで実現することができる。
【００６６】
　図８は図７に示す移動局の動作を示すフローチャートである。まず、移動局１００に送
信すべき上りデータが存在する場合、制御部２０３は制御信号生成部２０５に指示してデ
ータ送信リクエストの制御信号を生成させ、無線通信部２０１を通して基地局へ送信する
。
【００６７】
　このデータ送信リクエストに対して、基地局１００からリソース割当情報を受信すると
（ステップＳ４０１）、制御部２０３は、受信したリソース割当情報を参照してパイロッ
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トリソースが割り当てられているか否かを判断する（ステップＳ４０２）。もしパイロッ
トリソースの割当がなければ（ステップＳ４０２のＮＯ）、処理を終了する。パイロット
リソースの割当がある場合は（ステップＳ４０２のＹＥＳ）、制御部２０３はパイロット
生成部２０４に指示してパイロット信号を生成させる（ステップＳ４０３）。
【００６８】
　続いて、制御部２０３は、前記受信したリソース割当情報を参照してデータリソースの
割り当てがあるか否かを判断する（ステップＳ４０４）。データリソースの割当がなけれ
ば（ステップＳ４０４のＮＯ）、後述するステップＳ４０６へ処理を移行する。データリ
ソースの割当がある場合は（ステップＳ４０４のＹＥＳ）、データ生成部２０６に指示し
てデータ信号を生成させる（ステップＳ４０５）。
【００６９】
　続いて、制御部２０３は前記受信したリソース割当情報を参照して制御リソースの割り
当てがあるか否かを判断する（ステップＳ４０６）。制御リソースの割当がなければ（ス
テップＳ４０６のＮＯ）、ステップＳ４０３および／またはＳ４０５で生成した信号を無
線通信部２０１を通して基地局１００へ送信する（ステップＳ４０８）。制御リソースの
割当がある場合は（ステップＳ４０６のＹＥＳ）、制御部２０３は制御信号生成部２０５
に指示して制御信号を生成させ（ステップＳ４０７）、ステップＳ４０３および／または
Ｓ４０５で生成した信号とともに制御信号を無線通信部２０１を通して基地局１００へ送
信する（ステップＳ４０８）。
【００７０】
　既に述べたように、基地局１００からパイロットリソース割当のみを受信した場合には
、制御リソースもデータリソースも割り当てられないので、図８の制御ではステップＳ４
０３、ステップＳ４０４のＮＯおよびステップＳ４０６のＮＯを経て、パイロット信号が
ＣＱＩ測定専用に基地局１００へ送信されることになる。
【実施例１】
【００７１】
　図９（ａ）は本発明の第１実施例によるパイロットリソースの割当を示す模式図であり
、図９（ｂ）は第１実施例によるリソース割当の一例を示す模式図である。ここでも説明
を簡略化するために４つの周波数帯域（周波数ブロックＦＢ１～ＦＢ４）を図示している
が、複数個の周波数ブロックで構成されていてもよく、この例に限定されるものではない
。また各周波数ブロックＦＢが複数のサブキャリアからなるサブキャリア周波数ブロック
であってもよい。多重化方法としては、制御リソースにはDistributed ＦＤＭを、パイロ
ットリソースには符号分割多重（ＣＤＭ）あるいはDistributed ＦＤＭをそれぞれ用いる
ことができる。
【００７２】
　図９（ａ）に示すように、本実施例では、パイロットリソースの中で予め決められた量
がＣＱＩ測定専用に確保されている。この例では、パイロットリソースの１／４をＣＱＩ
測定専用パイロットリソースに確保している。
【００７３】
　図９（ｂ）に示す例では、各周波数ブロックにおいて図中で下線を付した移動局にＣＱ
Ｉ測定専用パイロットリソースが割り当てられている。各移動局はデータ信号および制御
信号を送る帯域と同一帯域幅で復調用パイロット信号を送信する。特に、制御信号のみ送
る移動局は小さい量の送信となるので、ＣＱＩ測定する帯域幅よりも狭い帯域で送信する
ことになる。さらに、データ信号や制御信号の送信帯域外でＣＱＩ測定を行いたい移動局
に対して、基地局はＣＱＩ測定周期内においてＣＱＩ測定専用パイロットリソースを割り
当てる。
【００７４】
　従来方法（図２（ａ）参照）のパイロット送信帯域はすべての移動局で一定であったの
に対し、本実施例による各移動局のパイロット送信帯域幅は、図９（ｂ）に示すように、
送信状態によって可変となっている。
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【００７５】
　なお、ＣＱＩ測定専用パイロット信号のリソースの割り当てを開始するときに、下りリ
ンクの制御信号で割り当てたリソースパターン（例えば、使用する周波数や送信周期）だ
けを通知し、リソース割当を終了するときに下りリンク制御信号で移動局に通知すること
により、制御信号のオーバーヘッドを削減することが可能となる。
【実施例２】
【００７６】
　図１０（ａ）は本発明の第２実施例によるパイロットリソースの割当を示す模式図であ
り、図１０（ｂ）は第２実施例によるリソース割当の一例を示す模式図である。
【００７７】
　図１０（ａ）に示すように、本実施例によれば、ＣＱＩ測定パイロットを割り当てる移
動局数に対しパイロットリソースの空きリソースが不足する場合、データリソースをパイ
ロットリソースとして使用することによりパイロットリソースの量を適応的に制御するこ
とができる。したがって、本実施例によれば、状況に応じたリソースの割り当て可能だが
、割り当てるリソース情報をその都度、下りリンク制御信号で送る必要があるため、予め
決められたリソースを割り当てる場合と比べて、下りリンク制御信号のオーバーヘッドが
大きくなる。なお、ここでの下りリンク制御信号は、例えば、Shared Control Channel(S
CCH)またはBroadcast Channel (BCH) などで送信される。
【００７８】
　図１０（ｂ）に示す最初のフレームでは、第１実施例で示すような上述したＣＱＩ測定
専用パイロットリソースの割当であるが（下線を付した番号のＵＥ）、次のフレームでは
パイロットリソースの空きリソースが不足したために、データリソースの一部を利用して
、ＣＱＩ測定専用パイロットリソースを追加的に割り当てている。このようにＣＱＩ測定
専用パイロットリソースを柔軟に割り当てることができるので、有効なチャネル依存スケ
ジューリングを行うことができる。
【００７９】
　なお、第１実施例のようにＣＱＩ測定専用パイロットリソースが固定量だけ確保された
場合であっても、第２実施例を適用可能である。
【００８０】
　２．第２実施形態
　図１１は本発明の第２実施形態による移動通信システムにおける基地局および移動局の
構成を示すブロック図である。ただし、基地局１００の構成は、図３に示す第１実施形態
の基地局と同じであるから、同じ参照番号を付して説明は省略する。また、移動局２００
の構成も図７に示す第１実施形態の移動局と基本的には同じであるが、送信モード選択部
２０７を有する点で異なっている。したがって、図７に示す第１実施形態の移動局と同じ
機能を有するブロックには同一の参照番号を付して説明は省略する。
【００８１】
　上述した第１実施形態では、ＣＱＩ測定周期でデータ信号または制御信号を送信しない
スケジューリング帯域にＣＱＩ測定専用パイロットリソースを割り当てる方法であったが
、本発明の第２実施形態によれば、ＣＱＩ測定周期を超えてＣＱＩ測定専用パイロットリ
ソースの割当を行わない場合、基地局が移動局にリソース割当をしないことを通知する。
移動局は、それを受けて自局の送信モードを選択し、選択した送信モードを基地局に通知
する。以下詳細に説明する。
【００８２】
　２．１）基地局の動作
　図１２は本発明の第２実施形態による移動通信システムの基地局の動作を示すフローチ
ャートである。ただし、ステップＳ３０１～Ｓ３１６は、図６に示す第１実施形態の場合
と基本的の同じであるから、同一の参照符号を付して詳細な説明は省略する。図５に示す
第１実施形態と異なるのはステップＳ３２０であるから、これを中心に説明する。
【００８３】
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　まず、図１２のステップＳ３１０では、スケジューリング帯域においてＣＱＩ測定周期
内にデータリソースまたは制御リソースの割当処理（ステップＳ３０４あるいはＳ３０７
）があったか否かを判定する。そして、データリソースまたは制御リソースを割り当てて
いない場合には（ステップＳ３１０のＮＯ）、ＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当不
可通知／モード選択プロセスが実行される（ステップＳ３２０）。
【００８４】
　このステップＳ３２０のプロセスによって、移動局２００により選択された送信モード
が実行される。ここでは、リソースリクエストキャンセル、チャネル非依存スケジューリ
ング、ＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当待機の３つの送信モードを例示する。移動
局２００がデータ送信リクエストをキャンセルした場合はそのまま処理を終了し、チャネ
ル非依存スケジューリングを希望した場合には、スケジューラ１０３は当該移動局２００
に対してチャネル非依存スケジューリングを実行する。また、移動局２００が待機中にＣ
ＱＩ測定専用パイロットリソースが割り当てられた場合には、既に述べたように、ＣＱＩ
測定専用パイロットリソース割当が行われ（ステップＳ３１１）、以下上述したステップ
Ｓ３１２以降の処理が実行される。
【００８５】
　（第１例）
　図１３は、図１２のステップＳ３２０のプロセスの第１例を示すフローチャートである
。まず、スケジューラ１０３は、ＣＱＩ測定専用パイロットリソースを割当可能であるか
否かを判断する（ステップＳ３２１）。割当可能であれば（ステップＳ３２１のＹＥＳ）
、図１２のステップＳ３１１へ戻り、ＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当が行われ（
ステップＳ３１１）、以下上述したステップＳ３１２以降の処理が実行される。
【００８６】
　リソース不足などの理由でＣＱＩ測定専用パイロットリソースの割当が不可能であれば
（ステップＳ３２１のＮＯ）、スケジューラ１０３は制御信号生成部１０６を制御してＣ
ＱＩ測定専用パイロットリソースを割り当てない旨の下りリンク制御信号を生成して移動
局２００へ送信し（ステップＳ３２２)、当該移動局２００からの応答を待つ。ここでの
下りリンクの制御信号は、例えばSCCHまたはBCHで送信される。
【００８７】
　移動局２００からの送信モードに関する上りリンクの制御信号を受信すると（ステップ
Ｓ３２３）、スケジューラ１０３は、移動局２００が選択した送信モードに従った処理を
行う（ステップＳ３２４）。
【００８８】
　移動局２００がリソースリクエストキャンセルを選択した場合には、そのまま図１２の
処理を終了する。移動局がチャネル非依存スケジューリングを選択した場合には、スケジ
ューラ１０３は、当該移動局２００については、ＣＱＩとは関係なく、たとえばラウンド
ロビンなどにより周期的にリソースを割り当てるチャネル非依存スケジューリングを実行
する。
【００８９】
　また、移動局２００がＣＱＩ測定専用パイロットリソースの割当待機を選択した場合に
は、スケジューラ１０３は移動局２００に関して待機モードになる（ステップＳ３２５）
。待機モードでは、例えば移動局２００からのリソースリクエストキャンセルが受信され
るまで、あるいはタイマが所定時間が経過するまで、ＣＱＩ測定専用パイロットリソース
の割当を待つように動作してもよい。あるいは、待機モードでは、所定時間後にステップ
Ｓ３２１に戻ってＣＱＩ測定専用パイロットリソースが割当可能であるか否かを判断し、
所定時間のタイマがタイムアウトするまで、ステップＳ３２１～Ｓ３２４を所定時間間隔
で繰り返すこともできる。
【００９０】
　（第２例）
　図１４は、図１２のステップＳ３２０のプロセスの第２例を示すフローチャートである
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。図１４におけるステップＳ３２１～Ｓ３２４は第１例と同様であるから説明は省略する
。
【００９１】
　この第２例では、ステップＳ３２４においてＣＱＩ測定専用パイロットリソースの割当
待機が選択された場合、スケジューラ１０３は待機モードではなく、図１２のステップＳ
３０２に戻り、現時点で当該移動局２００に対する有効なＣＱＩ測定値が存在するか否か
を判断する。その際、ステップＳ３０３以降の繰り返し動作は、スケジューラ１０３のタ
イマにより制限されるのが望ましい。
【００９２】
　２．２）移動局の動作
　図１５は本発明の第２実施形態による移動通信システムの移動局の動作を示すフローチ
ャートである。ただし、ステップＳ４０１～Ｓ４０８は、図８に示す第１実施形態の場合
と同じであるから説明は省略する。
【００９３】
　図１５において、制御部２０３は受信したリソース割当情報を参照してパイロットリソ
ースが割り当てられているか否かを判断する（ステップＳ４０２）。その時、パイロット
リソースの割当がなければ（ステップＳ４０２のＮＯ）、制御部２０３は、基地局１００
からＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当不可通知を受信したか否かを判断する（ステ
ップＳ４１０)。そのような通知がなければ処理を終了するが、通知がある場合は（ステ
ップＳ４１０のＹＥＳ）、制御部２０３は送信モード選択部２０７に指示して送信モード
を選択する（ステップＳ４１１）。上述したように、送信モードは、リソースリクエスト
キャンセル、チャネル非依存スケジューリング、ＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当
待機を含む複数モードから選択される。
【００９４】
　送信モードが選択されると、制御部２０３は、制御信号生成部２０５に指示して選択さ
れた送信モードを示す上りリンク制御信号を生成し、無線通信部２０１を通して基地局１
００へ送信する（ステップＳ４１２）。ここでの上りリンクの制御信号は、例えばRACHま
たはSCCHなどで送信される。
【００９５】
　なお、上述したように、ＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当待機を選択した場合、
制御部２０３はタイマをスタートさせる。そして、所定時間経過しても基地局１００から
パイロットリソース割当がない場合には、リソースリクエストキャンセルを基地局１００
へ通知してもよい。
【００９６】
　２．３）効果
　本発明の第２実施形態によれば、既に述べた第１実施形態と同様の効果に加えて、さら
に、ＣＱＩ測定周期以上に亘りＣＱＩ測定専用パイロットリソースが割り当てられないと
きには、基地局が移動局にリソースを割り当てないことを下りリンクの制御信号で通知し
、移動局は送信モードを基地局に制御信号として送信する。すなわち、移動局が主体とな
って送信モードを選択することができる。
【００９７】
　３．第３実施形態
　図１６は、本発明の第３実施形態による移動通信システムにおける基地局および移動局
の構成を示すブロック図である。基地局１００の構成は、図３に示す第１実施形態の基地
局と基本的には同じであるが、スケジューラ１０３に送信モード選択部１０７が設けられ
ている点で異なっている。また、移動局２００の構成は図７に示す第１実施形態の移動局
と同じである。したがって、図３および図７に示す第１実施形態の基地局および移動局と
同じ機能を有するブロックには同一の参照番号を付して説明は省略する。
【００９８】
　基地局がＣＱＩ測定専用パイロット信号のリソースを割り当てない場合には、上述した
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第２実施形態では移動局が主導して送信モードを選択しているが、第３実施形態では基地
局が移動局に制御信号を通知し、移動局はその制御信号に従う。基地局が移動局へ指示す
る送信モードとしては、第２実施形態において述べたリソースリクエストキャンセル、チ
ャネル非依存スケジューリング、あるいはＣＱＩ測定専用パイロットリソース割当待機な
どを考えることができるが、リソースリクエストキャンセルが最も簡単で制御負荷も軽減
されるので、以下この例を説明する。
【００９９】
　３．１）基地局の動作
　図１７は本発明の第３実施形態による移動通信システムの基地局の動作を示すフローチ
ャートである。ただし、ステップＳ３０１～Ｓ３１６は、図１２に示す第２実施形態の場
合と基本的の同じであるから、同一の参照符号を付して詳細な説明は省略する。図１２に
示す第２実施形態と異なるのはステップＳ３３０～Ｓ３３１であるから、これを中心に説
明する。
【０１００】
　まず、図１７のステップＳ３１０では、スケジューリング帯域においてＣＱＩ測定周期
内にデータリソースまたは制御リソースの割当処理（ステップＳ３０４あるいはＳ３０７
）があったか否かを判定する。そして、データリソースまたは制御リソースを割り当てて
いない場合には（ステップＳ３１０のＮＯ）、ＣＱＩ測定専用パイロットリソースを割当
可能であるか否かを判断する（ステップＳ３３０）。割当可能であれば（ステップＳ３３
０のＹＥＳ）、図１７のステップＳ３１１へ戻り、ＣＱＩ測定専用パイロットリソース割
当が行われ（ステップＳ３１１）、以下上述したステップＳ３１２以降の処理が実行され
る。
【０１０１】
　リソース不足などの理由でＣＱＩ測定専用パイロットリソースの割当が不可能であれば
（ステップＳ３３０のＮＯ）、スケジューラ１０３は制御信号生成部１０６を制御してリ
ソースリクエストキャンセルを指示する下りリンク制御信号を生成して移動局２００へ送
信し（ステップＳ３３１)、処理を終了する。ここでの下りリンクの制御信号はSCCHまた
はBCHなどで送信される。このリソースリクエストキャンセルを指示する下りリンク制御
信号を受信した移動局２００は、次のように動作する。
【０１０２】
　３．２）移動局の動作
　図１８は本発明の第３実施形態による移動通信システムの移動局の動作を示すフローチ
ャートである。ただし、ステップＳ４０１～Ｓ４０８は、図１５に示す第２実施形態の場
合と同じであるから説明は省略する。
【０１０３】
　図１８において、制御部２０３は受信したリソース割当情報を参照してパイロットリソ
ースが割り当てられているか否かを判断する（ステップＳ４０２）。その時、パイロット
リソースの割当がなければ（ステップＳ４０２のＮＯ）、制御部２０３は、基地局１００
からリソースリクエストキャンセルの制御信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ
４２０）。そのような通知がなければ処理を終了するが、通知がある場合は（ステップＳ
４２０のＹＥＳ）、リソースリクエストをキャンセルする（ステップＳ４２１）。そして
、たとえば一定時間経過後に、再度、リソースリクエストを基地局１００へ送信する。
【０１０４】
　３．３）効果
　上述したように第３実施形態によれば、第１実施形態に効果に加えて、ＣＱＩ測定周期
以上に亘りＣＱＩ測定専用パイロットリソースが割り当てないとき、基地局が主導して移
動局の送信モードを制御可能となる。特に、ＣＱＩ測定専用パイロットリソースが割り当
てないときに、移動局のリソースリクエストをキャンセルさせることで制御負荷を軽減す
ることができる。
【０１０５】
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　なお、図１７および図１８で示した例では、リソースリクエストをキャンセルする通知
をする場合について説明したが、第２実施形態で説明したチャネル非依存スケジューリン
グ、またはＣＱＩ測定専用のパイロットリソース割当待機などを指示する制御信号により
移動局２００を制御してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、無線通信システム、そのＣＱＩを測定するパイロット信号送信方法、基地局
、移動局、基地局の動作プログラム、移動局の動作プログラムの用途に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】（ａ）は移動通信システムの一例を示すブロック図であり、（ｂ）は移動局の周
波数ブロックの送信状態を示すテーブルである。
【図２】（ａ）は、従来のＣＱＩ測定のためのリソース割当を模式的に示す図であり、（
ｂ）は、本発明によるチャネル品質測定のためのリソース割当てを模式的に示す図である
。
【図３】本発明の第１実施形態による移動通信システムにおける基地局の構成を示すブロ
ック図である。
【図４】（ａ）は本実施形態によるリソース割当制御を説明するための移動局の送信状態
を示すテーブルであり、（ｂ）は本実施形態で採用されるリソースブロックの構成を示す
模式図である。
【図５】リソース管理部１０４で用いられるリソース管理テーブルの情報の一例を示す模
式図である。
【図６】第１実施形態による基地局のリソース割当制御方法を示すフローチャートである
。
【図７】本発明の第１実施形態による移動通信システムにおける移動局の構成を示すブロ
ック図である。
【図８】図７に示す移動局の動作を示すフローチャートである。
【図９】（ａ）は本発明の第１実施例によるパイロットリソースの割当を示す模式図であ
り、（ｂ）は第１実施例によるリソース割当の一例を示す模式図である。
【図１０】（ａ）は本発明の第２実施例によるパイロットリソースの割当を示す模式図で
あり、（ｂ）は第２実施例によるリソース割当の一例を示す模式図である。
【図１１】本発明の第２実施形態による移動通信システムにおける基地局および移動局の
構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第２実施形態による移動通信システムの基地局の動作を示すフローチ
ャートである。
【図１３】図１２のステップＳ３２０のプロセスの第１例を示すフローチャートである。
【図１４】図１２のステップＳ３２０のプロセスの第２例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第２実施形態による移動通信システムの移動局の動作を示すフローチ
ャートである。
【図１６】本発明の第３実施形態による移動通信システムにおける基地局および移動局の
構成を示すブロック図である。
【図１７】本発明の第３実施形態による移動通信システムの基地局の動作を示すフローチ
ャートである。
【図１８】本発明の第３実施形態による移動通信システムの移動局の動作を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【０１０８】
ＦＢ１－ＦＢ４　周波数ブロック
ＦＲ１、ＦＲ２　フレーム
ＵＥ　移動局／ユーザ端末
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１００　基地局
１０１　無線通信部
１０２　制御信号抽出部
１０３　スケジューラ
１０４　リソース管理部
１０５　ＣＱＩ測定部
１０６　制御信号生成部
１０７　送信モード選択部
２００　移動局
２０１　無線通信部
２０２　制御信号抽出部
２０３　制御部
２０４　パイロット生成部
２０５　制御信号生成部
２０６　データ生成部
２０７　送信モード選択部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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