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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自局のメトリックを計算するメトリック計算手段；
　基地局装置から送信されたメトリックの報告閾値に基づいて、自局のメトリックと、前
記メトリック報告閾値とを比較する比較判定手段；
　前記比較結果に基づいて、自局のメトリックが前記メトリック報告閾値以上である場合
に前記自局のメトリックを前記基地局装置に送信する送信手段；
　を備え、
　前記比較判定手段は、前記メトリックの報告閾値と自局のメトリックとを、前記基地局
装置のスケジューリングアルゴリズムに応じたメトリックに変換し、比較することを特徴
とする移動局装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の移動局装置において：
　前記基地局装置に報告するための報告メトリックを計算する報告メトリック計算手段；
　を備え、
　前記送信手段は、前記比較結果に基づいて、自局のメトリックが前記メトリック報告閾
値以上である場合に、前記報告メトリックを前記基地局装置に送信することを特徴とする
移動局装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の移動局装置において：
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　システム帯域が分割され、これらの分割帯域を単位として各移動局装置に対して割り当
てられ、
　前記メトリック計算手段は、前記分割帯域毎のメトリックを計算し、
　前記比較判定手段は、前記分割帯域毎に、自局のメトリックと、前記メトリック報告閾
値とを比較し、
　前記送信手段は、前記比較結果に基づいて、自局のメトリックが前記メトリック報告閾
値以上である場合に、その分割帯域と、対応する自局のメトリックとを前記基地局装置に
送信することを特徴とする移動局装置。
【請求項４】
　移動局装置から送信されたメトリックに基づいて、次のフレームで下りデータを送信す
る移動局装置を選択するスケジューラ；
　移動局装置から送信されたメトリックに基づいて、前記スケジューラで使用されるスケ
ジューリングアルゴリズムに応じたスケジューリングメトリックを計算するスケジューリ
ングメトリック計算手段；
　移動局装置から送信されたメトリックと、前記スケジューラにより選択された移動局装
置を示す情報に基づいて、移動局装置がメトリックを報告するためのメトリック報告閾値
を計算するメトリック報告閾値計算手段；
　前記メトリック報告閾値を報知する報知手段；
　を備え、
　前記スケジューラは、前記スケジューリングメトリックに基づいて、次のフレームで下
りデータを送信する移動局装置を選択することを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の基地局装置において：
　前記メトリック報告閾値計算手段は、直前のフレームで送信割り当てされた移動局装置
のメトリックに基づいて、メトリック報告閾値を計算することを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の基地局装置において：
　前記メトリック報告閾値計算手段は、送信割り当てされた移動局装置のメトリックの直
近までの所定数の平均値あるいはローパスフィルタにより平滑化した値に基づいて、メト
リック報告閾値を計算することを特徴とする基地局装置。
【請求項７】
　請求項４に記載の基地局装置において：
　メトリックを報告する移動局装置数を測定するメトリック報告量測定手段；
　を備え、
　前記メトリック報告閾値計算手段は、前記移動局装置数が所定の範囲となるように、メ
トリック報告閾値を計算することを特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　請求項４ないし７のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　システム帯域が分割され、これらの分割帯域を単位として各移動局装置に対して割り当
て、
　前記メトリック報告閾値計算手段は、各フレームにおいて、各分割帯域に割り当てられ
た移動局装置に対応するメトリックの最小値を、メトリック報告閾値とすることを特徴と
する基地局装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の基地局装置において：
　前記メトリック報告閾値計算手段は、各フレームにおいて、各分割帯域に割り当てられ
た移動局装置に対応するメトリックの最小値の直近までの所定数の平均値に基づいて、メ
トリック報告閾値を計算することを特徴とする基地局装置。
【請求項１０】
　移動局装置が、自局のメトリックを計算するメトリック計算ステップ；



(3) JP 4812532 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

　移動局装置が、基地局装置から送信されたメトリックの報告閾値に基づいて、自局のメ
トリックと、前記メトリック報告閾値とを、前記基地局装置のスケジューリングアルゴリ
ズムに応じたメトリックに変換し、比較する比較判定ステップ；
　移動局装置が、前記比較結果に基づいて、自局のメトリックが前記メトリック報告閾値
以上である場合に前記自局のメトリックを前記基地局装置に送信する送信ステップ；
　前記基地局装置が、移動局装置から送信されたメトリックに基づいて、次のフレームで
下りデータを送信する移動局装置を選択するスケジューリングステップ；
　前記基地局装置が、前記メトリックと、前記スケジューラにより選択された移動局装置
を示す情報に基づいて、移動局装置がメトリックを報告するためのメトリック報告閾値を
計算するメトリック報告閾値計算ステップ；
　前記基地局装置が、前記メトリック報告閾値を報知する報知ステップ；
　を有することを特徴とする下りリソース割り当て方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置および基地局装置並びに下りリソース割り当て方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃ
ｃｅｓｓ）では、全移動局装置は、インターバル毎に、ＣＱＩを基地局装置に報告する。
【０００３】
　ＣＱＩとは、無線チャネルの品質を示す情報である。例えば、基地局装置がパイロット
信号を送信し、移動局装置はそのパイロット信号を受信し、該パイロット信号の受信ＳＩ
Ｒを測定する。ＨＳＤＰＡでは、移動局装置は測定した受信ＳＩＲを３２値に量子化し、
その量子化した値を基地局装置に送信する。
【０００４】
　基地局装置は、移動局装置から通知されたＣＱＩに基づいて、ユーザ間のＣＱＩを比較
して次のフレームで下りデータを送信する移動局装置を選択するスケジューリングを行う
。例えば、基地局装置は、報告されたＣＱＩを基に、プロポーショナルフェアネス（例え
ば、非特許文献１参照）などのスケジューリング方法にしたがって、スケジューリングを
行う。
【０００５】
　例えば、各移動局装置は無線チャネル状態、ＨＡＲＱの状態、割り当て待ち時間、スル
ープットなどに基づいて、ＵＥ　Ｍｅｔｒｉｃ、例えばＨＳＤＰＡではＣＱＩを算出する
。
【０００６】
　各移動局装置は、算出したＭｅｔｒｉｃを基地局装置に送信する。例えば、図１に示す
ように、ＵＥ＃１はＭｅｔｒｉｃ＝１０を送信し、ＵＥ＃２はＭｅｔｒｉｃ＝１５を送信
し、ＵＥ＃３はＭｅｔｒｉｃ＝７を送信し、ＵＥ＃４はＭｅｔｒｉｃ＝５を送信し、ＵＥ
＃５はＭｅｔｒｉｃ＝１２を送信する。
【０００７】
　基地局装置は、各移動局装置から報告されたＭｅｔｒｉｃを比較して、次のフレームで
下りデータを送信する移動局装置を選択する。例えば、報告されたＭｅｔｒｉｃを基にプ
ロポーショナルフェアネスなどのメトリックに変換されスケジューリングが行われる。ま
た、プロポーショナルフェアネスなどのメトリックに変換された後、正規化などの処理を
施すようにしてもよい。また、データの送信優先度、ＱｏＳ、ＨＡＲＱの再送待ち状態、
下りのバッファ滞留量などを加味してスケジューリングが行われるようにしてもよい。図
１の場合、最大のＭｅｔｒｉｃを報告したＵＥ＃２に下りリソースが割り当てられ、デー
タの送信が行われる。
【非特許文献１】Ａ．　Ｊａｌａｌｉ，　Ｒ．　Ｐａｄｏｖａｎｉ，　Ｒ．　Ｐａｎｋａ
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ｊ，　”Ｄａｔａ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ　ｏｆ　ＣＤＭＡ－ＨＤＲ　ａ　Ｈｉｇｈ　Ｅ
ｆｆｉｃｉｅｎｃｙ－Ｈｉｇｈ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍ，　”ＩＥＥＥ　ＶＴＣ２０００，　
ｐｐ．１８５４－１８５８，　２０００
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００９】
　ＨＳＤＰＡなどのシステムでは、全移動局装置がインターバル毎に、Ｍｅｔｒｉｃ、す
なわちＣＱＩを報告しているため、無駄に上りリソースを使用している問題があった。す
なわち、ＣＱＩの低いユーザは次のフレームでスケジュールされる確率が低いため、ＣＱ
Ｉを報告しても、その報告が生かされない。
【００１０】
　また、移動局装置にとっては、ＣＱＩが低い場合に、下りリソースが割り当てられる確
率が低いにも関わらず、ＣＱＩを報告する必要があるため、無駄な電力を消費している問
題がある。
【００１１】
　そこで本発明は、上述した問題点の少なくとも１つを解決するためになされたものであ
り、その目的は、メトリック報告量を削減することができる移動局装置および基地局装置
並びに下りリソース割り当て方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明の移動局装置は、
　自局のメトリックを計算するメトリック計算手段；
　基地局装置から送信されたメトリックの報告閾値に基づいて、自局のメトリックと、前
記メトリック報告閾値とを比較する比較判定手段；
　前記比較結果に基づいて、自局のメトリックが前記メトリック報告閾値以上である場合
に前記自局のメトリックを前記基地局装置に送信する送信手段；
　を備え、
　前記比較判定手段は、前記メトリックの報告閾値と自局のメトリックとを、前記基地局
装置のスケジューリングアルゴリズムに応じたメトリックに変換し、比較する。
【００１３】
　このように構成することにより、移動局装置が基地局装置に報告するメトリックの報告
量を減少させることができる。
【００１４】
　本発明の基地局装置は、
　移動局装置から送信されたメトリックに基づいて、次のフレームで下りデータを送信す
る移動局装置を選択するスケジューラ；
　移動局装置から送信されたメトリックに基づいて、前記スケジューラで使用されるスケ
ジューリングアルゴリズムに応じたスケジューリングメトリックを計算するスケジューリ
ングメトリック計算手段；
　移動局装置から送信されたメトリックと、前記スケジューラにより選択された移動局装
置を示す情報に基づいて、移動局装置がメトリックを報告するためのメトリック報告閾値
を計算するメトリック報告閾値計算手段；
　前記メトリック報告閾値を報知する報知手段；
　を備え、
　前記スケジューラは、前記スケジューリングメトリックに基づいて、次のフレームで下
りデータを送信する移動局装置を選択する。
【００１５】
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　このように構成することにより、移動局装置が送信するメトリックの報告量を減少させ
ることができるため、スケジューラにおいて、スケジューリングの対象となる移動局装置
を減少させることができる。その結果、スケジューリング処理に対する負荷を減少させる
ことができる。
【００１６】
　本発明の下りリソース割り当て方法は、
　移動局装置が、自局のメトリックを計算するメトリック計算ステップ；
　移動局装置が、基地局装置から送信されたメトリックの報告閾値に基づいて、自局のメ
トリックと、前記メトリック報告閾値とを、前記基地局装置のスケジューリングアルゴリ
ズムに応じたメトリックに変換し、比較する比較判定ステップ；
　移動局装置が、前記比較結果に基づいて、自局のメトリックが前記メトリック報告閾値
以上である場合に前記自局のメトリックを前記基地局装置に送信する送信ステップ；
　前記基地局装置が、移動局装置から送信されたメトリックに基づいて、次のフレームで
下りデータを送信する移動局装置を選択するスケジューリングステップ；
　前記基地局装置が、前記メトリックと、前記スケジューラにより選択された移動局装置
を示す情報に基づいて、移動局装置がメトリックを報告するためのメトリック報告閾値を
計算するメトリック報告閾値計算ステップ；
　前記基地局装置が、前記メトリック報告閾値を報知する報知ステップ；
　を有する。

【００１７】
　このようにすることにより、移動局装置においては、送信するメトリックの報告量を減
少させることができる。また、基地局装置においては、スケジューリングの対象となる移
動局装置を減少させることができ、スケジューリング処理に対する負荷を減少させること
ができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施例によれば、メトリック報告量を削減することができる移動局装置および
基地局装置並びに下りリソース割り当て方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
繰り返しの説明は省略する。
【００２０】
　また、説明の便宜上、具体的な数値が使用されるが数値は単なる一例にすぎず、様々な
通知が使用されてもよい。
【００２１】
　本発明の第１の実施例にかかる移動通信システムについて、図２を参照して説明する。
【００２２】
　本実施例にかかる移動通信システムは、基地局装置１００と、基地局装置１００と無線
通信が可能である移動局装置２００（２００１、２００２、２００３、２００４、２００

５）とを備える。
【００２３】
　本実施例にかかる移動通信システムでは、基地局装置１００が移動局メトリック報告閾
値を報知し、各移動局装置２００は、自局のメトリックを示す移動局メトリックが移動局
メトリック報告閾値以上である場合に、自局の報告メトリックを基地局装置１００に報告
する。基地局装置１００は、報告メトリックの報告を行った移動局装置２００の間でスケ
ジューリングを行う。ここで、メトリックとは、無線チャネル状態、ＨＡＲＱの状態、割
り当て待ち時間、スループットのうち少なくとも１つを加味して算出される指標である。



(6) JP 4812532 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

【００２４】
　例えば、図２に示すように、基地局装置１００は移動局メトリック報告閾値を報知する
。例えば、基地局装置１００は、移動局メトリック報告閾値として１３を報知する。
【００２５】
　ここで、各移動局装置２００１、２００２、２００３、２００４および２００５の移動
局メトリックは、それぞれ１０、１５、７、５および１２である。
【００２６】
　各移動局装置２００は、自局の有する移動局メトリックと、報知された移動局メトリッ
ク報告閾値とを比較する。この結果、自局の移動局メトリックが、報知された移動局メト
リック報告閾値以上である移動局装置のみ、自局の移動局メトリックに基づいて、報告メ
トリックを作成し、作成した報告メトリックを基地局装置１００に報告する。図２の場合
、報知された移動局メトリック報告閾値以上の移動局メトリックが１５である移動局装置
２００２のみが報告メトリックを報告する。その結果、基地局装置１００は、移動局装置
２００２に下りリソースの割り当てを行う。
【００２７】
　次に、本実施例にかかる基地局装置１００について、図３を参照して説明する。
【００２８】
　本実施例にかかる基地局装置１００は、アンテナと接続された送受共用器１０２と、受
信アンプ１０４と、報告メトリック受信部１０６と、スケジューリングメトリック計算部
１０８と、移動局メトリック報告閾値計算部１１６と、スケジューラ１１４と、報知情報
作成部１１８と、送信データが入力される送信バッファ１１０と、送信信号処理部１１２
と、多重部１２０と、送信アンプ１２２とを備える。
【００２９】
　移動局装置２００が送信した報告メトリックは、送受共用器１０２および受信アンプ１
０４を介して、報告メトリック受信部１０６に受信され、スケジューリングメトリック計
算部１０８および移動局メトリック報告閾値計算部１１６に入力される。
【００３０】
　例えば、基地局装置１００にリンクアダプテーションを行うための無線チャネル状態を
提供する観点からは、移動局装置２００から送信される報告メトリックは受信品質を示す
情報、例えばＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）であるこ
とが望ましい。ＣＱＩとは、上述したように、移動局装置２００において、パイロット信
号の受信ＳＩＲを測定し、その受信ＳＩＲを３２値に量子化した値である。基地局装置１
００では、移動局装置２００に対してリンクアダプテーションをしなければならないので
、無線チャネルの品質が分かる必要がある。
【００３１】
　スケジューリングメトリック計算部１０８は、入力された報告メトリックからスケジュ
ーリングを行うためのスケジューリングメトリックを計算し、スケジューラ１１４に入力
する。例えば、スケジューリングメトリック計算部１０８は、スケジューラ１１４におい
て使用されるスケジューラに応じて、該スケジューラで使用されるスケジューリングメト
リックを計算する。
【００３２】
　具体的には、スケジューラ１１４で使用されるスケジューラのアルゴリズムがプロポー
ショナルフェアネスである場合には、そのアルゴリズムで使用されるメトリックであるプ
ロポーショナルフェアネスメトリックを計算し、Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌである場合には
、そのアルゴリズムで使用されるＥｘｐｏｎｅｎｔｉａｌメトリックを計算し、Ｍ－ＬＷ
ＤＦで（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　－　Ｌａｒｇｅｓｔ　Ｗｅｉｇｈｔｅｄ　Ｄｅｌａｙ　Ｆｉ
ｒｓｔ）ある場合には、そのアルゴリズムで使用されるＭ－ＬＷＤＦメトリックを計算す
る。また、スケジューリングメトリック計算部１０８は、スケジューリングメトリックを
計算する場合、送信バッファ１１０のデータ滞留量に基づいて、計算するようにしてもよ
い。この場合、例えばデータ滞留時間に基づいて、滞留時間が長いユーザに優先的に割り
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当てるようにスケジューリングメトリックを補正する。
【００３３】
　スケジューラ１１４は、スケジューリングメトリック計算部１０８により入力されたス
ケジューリングメトリックに基づいて、スケジューリングを行う。すなわち、次のフレー
ムで下りデータを送信する移動局装置を選択する。例えば、スケジューラ１１４は、プロ
ポーショナルフェアネス、Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ、Ｍ－ＬＷＤＦなどのスケジューリン
グアルゴリズムにより、スケジューリングを行う。スケジューラ１１４は、スケジューリ
ングの結果、次のフレームで下りデータを送信する移動局装置を示す情報を移動局メトリ
ック報告閾値計算部１１６および送信信号処理部１１２に入力する。
【００３４】
　移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、報告メトリック受信部１０６により入力さ
れた報告メトリックと、スケジューラ１１４により入力された次のフレームで下りデータ
を送信する移動局装置を示す情報に基づいて、移動局メトリック報告閾値を計算し、その
値を報知情報作成部１１８に入力する。例えば、移動局メトリック報告閾値計算部１１６
は、直前のフレームで送信割当された移動局装置に対応する（直前のフレームの）移動局
メトリックを、報告する移動局メトリック報告閾値とする。また、移動局メトリック報告
閾値が増加し続けるのを防止する観点から、移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、
直前のフレームで送信割当された移動局装置に対応する報告メトリックにマージンを持た
せた値を、移動局メトリック報告閾値とするほうが望ましい。例えば、直前のフレームで
送信割当された移動局装置に対応する報告メトリックをマージンだけ減少させた値を移動
局メトリック報告閾値とする。
【００３５】
　また、移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、送信割当された移動局装置に対応す
る移動局メトリック報告閾値の直近までの所定数の平均値（あるいは、ローパスフィルタ
により平滑化した値）を、移動局メトリック報告閾値とするようにしてもよい。また、移
動局メトリック報告閾値が増加し続けるのを防止する観点から、移動局メトリック報告閾
値計算部１１６は、送信割当された移動局装置に対応する移動局メトリック報告閾値の直
近までの所定数の平均値（あるいは、ローパスフィルタにより平滑化した値）にマージン
を持たせた値を、移動局メトリック報告閾値とする方が望ましい。例えば、送信割当され
た移動局装置に対応する移動局メトリック報告閾値の直近までの所定数の平均値（あるい
は、ローパスフィルタにより平滑化した値）をマージンだけ減少させた値を移動局メトリ
ック報告閾値とする。
【００３６】
　また、移動局装置１００において同様のメトリックを計算できる観点からは、移動局メ
トリック報告閾値は、プロポーショナルフェアネスメトリックである方が望ましい。
【００３７】
　報知情報作成部１１８は、入力された移動局メトリック報告閾値に基づいて、報知情報
のパターンにしたがって報知情報を作成し、多重部１２０に入力する。
【００３８】
　一方、送信データは送信バッファ１１０にバッファリングされる。
【００３９】
　送信信号処理部１１２は、スケジューラ１１４により入力された次のフレームで下りデ
ータを送信する移動局装置を示す情報に基づいて、その移動局装置宛のデータを送信バッ
ファ１１０から取り出し、多重部１２０に入力する。
【００４０】
　多重部１２０は、報知情報作成部１１８により入力された移動局メトリック報告閾値を
含む報知情報と次のフレームで下りデータを送信する移動局装置宛のデータとを多重し、
送信アンプ１２２を介して送信する。
【００４１】
　次に、本実施例にかかる移動局装置２００について、図４を参照して説明する。
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【００４２】
　本実施例にかかる移動局装置２００は、アンテナと接続された送受共用器２０２と、受
信アンプ２０４と、移動局メトリック報告閾値受信部２０６と、移動局メトリック計算部
２０８と、報告メトリック計算部２１０と、比較判定部２１２と、スイッチ２１４と、送
信信号処理部２１６と、送信アンプ２１８と、送信データが入力される送信バッファ２２
０とを備える。
【００４３】
　基地局装置１００が送信した移動局メトリック報告閾値は、送受共用器２０２および受
信アンプ２０４を介して、移動局メトリック報告閾値受信部２０６に受信される。移動局
メトリック報告閾値受信部２０６は、受信した移動局メトリック報告閾値を比較判定部２
１２に入力する。
【００４４】
　一方、基地局装置１００が送信したパイロットチャネルは、送受共用器２０２および受
信アンプ２０４を介して、移動局メトリック計算部２０８および報告メトリック計算部２
１０に入力される。
【００４５】
　移動局メトリック計算部２０８は、入力されたパイロットチャネルに基づいて、基地局
装置１００に報告メトリックを報告するか否かを判定するために用いるメトリックである
移動局メトリックを計算し、比較判定部２１２に入力する。例えば、移動局メトリック計
算部２０８は、入力されたパイロットチャネルに基づいて、該パイロット信号の受信ＳＩ
Ｒを測定し、該受信ＳＩＲを３２値に量子化し、その量子化した値を移動局メトリックと
する。この場合、移動局メトリック計算部２０８は、ＣＱＩの計算を行う。
【００４６】
　報告メトリック計算部２１０は、入力されたパイロットチャネルに基づいて、基地局装
置１００に報告するメトリックを示す報告メトリックを計算する。例えば、基地局装置１
００がリンクアダプテーションを行うために送信する受信品質を示す情報、例えばＣＱＩ
と共通化する観点から、報告メトリック計算部２１０は、ＣＱＩを計算する方が望ましい
。
【００４７】
　比較判定部２１２は、移動局メトリック報告閾値受信部２０６により入力された移動局
メトリック報告閾値と、移動局メトリック計算部２０８により入力された移動局メトリッ
クとを比較する。比較判定部２１２は、移動局メトリックが、移動局メトリック報告閾値
以上である場合、スイッチ２１４をオンにする。その結果、報告メトリック計算部２１０
から、報告メトリックが送信信号処理部２１６に入力される。一方、比較判定部２１２は
、移動局メトリックが、移動局メトリック報告閾値未満である場合には何もしない（スイ
ッチ２１４をオフにする）。
【００４８】
　送信信号処理部２１６は、報告メトリック計算部２１０により入力された報告メトリッ
クを、送信アンプ２１８を介して送信する。
【００４９】
　一方、送信データは送信バッファ２２０にバッファリングされる。
【００５０】
　送信信号処理部２１６は、他の移動局装置宛のデータを送信バッファ２２０から取り出
し、送信アンプ２１８を介して送信する。
【００５１】
　ＬＴＥでは、システム帯域、例えば２０ＭＨｚを、例えば３７５ｋＨｚ毎に分割し、こ
れらの分割帯域を１ＲＢ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）とし、この１ＲＢを単位とし
て各移動局装置に対して割り当てられる。
【００５２】
　上述した実施例では、１個のＲＢに対して移動局装置を割り当てる場合について説明し
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たが、このようなＬＴＥシステムに適用する場合には、移動局メトリック計算部１０８は
、周波数ブロック毎に移動局メトリックを計算するようにしてもよい。そして、周波数ブ
ロック毎の移動局メトリックの最大値或いは平均値を移動局メトリックの代表値として、
上述の実施例の制御を行ってもよい。すなわち、このようにして得られた移動局メトリッ
クの代表値が移動局メトリック報告閾値以上であった場合に、移動局メトリックの代表値
、或いは周波数ブロック毎の移動局メトリックを報告するよう制御してもよい。あるいは
、周波数ブロック毎に報告判定を行い、報告メトリックを報告する周波数ブロックをダイ
ナミックに制御してもよい。このようにすることにより、移動局装置２００は、移動局メ
トリックが、移動局メトリック報告閾値以上となる周波数ブロックに対応する報告メトリ
ックを報告するだけでよくなる。すなわち、全周波数ブロックに対する報告メトリックを
報告する必要がなくなるため、移動局装置２００におけるメトリックの報告量を減少させ
ることができる。
【００５３】
　この場合、報告メトリック計算部２１０は、周波数ブロック毎に報告メトリックを計算
する。
【００５４】
　周波数ブロック毎に移動局メトリックの計算が行われた場合、比較判定部２１２は、各
周波数ブロックに対応する移動局メトリックと移動局メトリック報告閾値とを比較する。
比較判定部２１２は、周波数ブロックに対応する移動局メトリックが報告閾値以上である
場合には、スイッチ２１４をオンにする。その結果、報告メトリック計算部２１０から、
移動局メトリック報告閾値以上である移動局メトリックを有する周波数ブロックの情報が
送信信号処理部２１６に入力される。
【００５５】
　送信信号処理部２１６は、報告メトリック計算部２１０により入力された移動局メトリ
ック報告閾値以上である移動局メトリックを有する周波数ブロックの情報に基づいて、報
告メトリック送信信号を作成する。例えば、送信信号処理部２１６は、報告フォーマット
として、報告周波数ブロック数、周波数ブロックのＩＤ、報告メトリックを含む報告メト
リック送信信号を作成する。具体的には、報告フォーマットとして、報告周波数ブロック
数、周波数ブロックＩＤ１、ＩＤ１の報告メトリック、周波数ブロックＩＤ２、ＩＤ２の
報告メトリック、・・・である報告メトリック送信信号を作成する。この報告フォーマッ
トにおいて、周波数ブロックのＩＤ順ではなく、報告メトリックの高い順にソートするよ
うにしてもよい。
【００５６】
　一例として、各移動局装置において、図５に示すように、周波数ブロック毎に移動局メ
トリックが計算され、移動局メトリック報告閾値が１０である場合について説明する。こ
こでは、一例として移動局メトリックと報告メトリックとが等しい場合について説明する
が、異なる場合においても適用できる。
【００５７】
　この場合、移動局装置＃１（ＵＥ＃１）は、報告周波数ブロック数が３、周波数ブロッ
クＩＤが１、ＩＤ１の報告メトリックが１５、周波数ブロックＩＤが４、ＩＤ４の報告メ
トリックが１２、周波数ブロックＩＤが５、ＩＤ５の報告メトリックが１３の情報を含む
報告メトリック送信信号を作成する。
【００５８】
　移動局装置＃２（ＵＥ＃２）は、報告周波数ブロック数が２、周波数ブロックＩＤが４
、ＩＤ４の報告メトリックが１１、周波数ブロックＩＤが５、ＩＤ５の報告メトリックが
１１の情報を含む報告メトリック送信信号を作成する。
【００５９】
　移動局装置＃５（ＵＥ＃５）は、報告周波数ブロック数が３、周波数ブロックＩＤが１
、ＩＤ１の報告メトリックが１４、周波数ブロックＩＤが２、ＩＤ２の報告メトリックが
１８、周波数ブロックＩＤが３、ＩＤ３の報告メトリックが１２の情報を含む報告メトリ
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ック送信信号を作成する。
【００６０】
　移動局装置＃８（ＵＥ＃８）は、報告周波数ブロック数が３、周波数ブロックＩＤが１
、ＩＤ１の報告メトリックが１０、周波数ブロックＩＤが３、ＩＤ３の報告メトリックが
１６、周波数ブロックＩＤが４、ＩＤ４の報告メトリックが１０の情報を含む報告メトリ
ック送信信号を作成する。
【００６１】
　このような、報告メトリック送信信号が送信された場合、基地局装置１００は、スケジ
ューリングメトリック計算部１０８において、受信した周波数ブロックに対応する報告メ
トリックをスケジューリングメトリックに変換し、スケジューラ１１４に入力する。
【００６２】
　スケジューラ１１４は、周波数ブロック毎のスケジューリングメトリックに基づいて、
周波数ブロック毎に、次のフレームで下りデータを送信する移動局装置を選択する。
【００６３】
　例えば、スケジューリングメトリックが、図５を参照して説明した報告メトリックと同
様の値であると仮定した場合について説明する。スケジューリングメトリックが、報告メ
トリックと異なる値である場合でも適用できる。
【００６４】
　周波数ブロックＩＤ１に対する報告メトリックを送信した移動局装置は、ＵＥ＃１、Ｕ
Ｅ＃５およびＵＥ＃８であり、これらのＵＥにおけるスケジューリングメトリックは、１
５、１４および１０である。したがって、スケジューラ１１４は、周波数ブロックＩＤ１
に対応する周波数ブロックにＵＥ＃１を割り当てる。
【００６５】
　また、周波数ブロックＩＤ２に対する報告メトリックを送信した移動局装置は、ＵＥ＃
５であり、このＵＥにおけるスケジューリングメトリックは、１８である。したがって、
スケジューラ１１４は、周波数ブロックＩＤ２に対応する周波数ブロックにＵＥ＃５を割
り当てる。
【００６６】
　同様にして、図６に示すように、スケジューラ１１４は、周波数ブロックＩＤ３、４お
よび５に対応する周波数ブロックにＵＥ＃８、１および１を割り当てる。
【００６７】
　移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、報告メトリック受信部１０６により入力さ
れた周波数ブロック毎の報告メトリックと、スケジューラ１１４により入力された周波数
ブロック毎の次のフレームで下りデータを送信する移動局装置を示す情報に基づいて、移
動局メトリック報告閾値を計算し、その値を報知情報作成部１１８に入力する。例えば、
移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、前フレームで割り当てられた報告メトリック
の最小値、すなわち周波数ブロックが割り当てられた移動局装置が報告したその周波数ブ
ロックに対応する報告メトリックの最小値を移動局メトリック報告閾値とする。例えば、
図６に示す場合には、周波数ブロックＩＤ４に割り当てられた移動局装置＃１のその周波
数ブロックＩＤ４に対応する報告メトリック１２が最小となるため、１２を移動局メトリ
ック報告閾値とする。
【００６８】
　また、移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、移動局メトリック報告閾値の変動を
低減する観点からは、この報告メトリックの最小値の最近の所定数の平均値を算出し、移
動局メトリック報告閾値とする方が望ましい。
【００６９】
　また、移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、移動局メトリック報告閾値が増加し
ていくのを防止する観点からは、報告メトリックの最小値の最近の平均値にマージンを持
たせた値を移動局メトリック報告閾値とする方が望ましい。例えば、報告メトリックの最
小値の最近の平均値をマージンだけ減少させた値を移動局メトリック報告閾値とする。
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【００７０】
　また、上述した移動局メトリック報告閾値の計算方法を予め規定し、それらを選択でき
るようにしてもよい。この場合、オペレータが使用する移動局メトリック報告閾値の計算
方法を選択する。
【００７１】
　次に、本実施例にかかる基地局装置１００の動作について、図７を参照して説明する。
【００７２】
　報告メトリック受信部１０６は、報告メトリックを受信する（ステップＳ７０２）。
【００７３】
　次に、スケジューリングメトリック計算部１０８は、報告メトリックに基づいて、スケ
ジューリングメトリックを計算する（ステップＳ７０４）。
【００７４】
　次に、スケジューラ１１４は、スケジューリングメトリックに基づいて、スケジューリ
ングを行う（ステップＳ７０６）。
【００７５】
　次に、移動局メトリック報告閾値計算部１１６は、報告メトリックと、次のフレームで
下りデータを送信する移動局装置を示す情報に基づいて、移動局メトリック報告閾値の計
算を行い（ステップＳ７０８）、該移動局メトリック報告閾値を報知する（ステップＳ７
１０）。
【００７６】
　次に、本実施例にかかる移動局装置２００の動作について、図８を参照して説明する。
【００７７】
　移動局メトリック報告閾値受信部２０６は、移動局メトリック報告閾値を受信する（ス
テップＳ８０２）。
【００７８】
　次に、移動局メトリック計算部２０８は、移動局メトリックを計算する（ステップＳ８
０４）。
【００７９】
　次に、報告メトリック計算部２１０は、報告メトリックを計算する（ステップＳ８０６
）。
【００８０】
　次に、比較判定部２１２は、移動局メトリックが移動局メトリック報告閾値以上である
か否かを判定する（ステップＳ８０８）。
【００８１】
　移動局メトリックが移動局メトリック報告閾値以上である場合（ステップＳ８０８：Ｙ
ＥＳ）、送信信号処理部２１６は、報告メトリックを基地局装置１００に送信する。
【００８２】
　その後、ステップＳ８０２に戻る。
【００８３】
　一方、移動局メトリックが移動局メトリック報告閾値以上でない場合（ステップＳ８０
８：ＮＯ）、ステップＳ８０２に戻る。
【００８４】
　次に、本発明の第２の実施例にかかる移動通信システムについて説明する。
【００８５】
　本実施例にかかる移動通信システムの構成は、第１の実施例にかかる移動通信システム
と同様の構成であるため、その説明を省略する。
【００８６】
　次に、本実施例にかかる移動通信システムでは、基地局装置１００の構成が第１の実施
例にかかる移動通信システムと異なる。
【００８７】
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　本実施例にかかる基地局装置１００について、図９を参照して説明する。
【００８８】
　本実施例にかかる基地局装置１００は、アンテナと接続された送受共用器１０２と、受
信アンプ１０４と、報告メトリック受信部１０６と、スケジューリングメトリック計算部
１０８と、スケジューラ１１４と、報知情報作成部１１８と、送信データが入力される送
信バッファ１１０と、送信信号処理部１１２と、多重部１２０と、送信アンプ１２２と、
報告メトリック報告量測定部１２４と、移動局メトリック報告閾値制御部１２６とを備え
る。
【００８９】
　移動局装置２００が送信した報告メトリックは、送受共用器１０２および受信アンプ１
０４を介して、報告メトリック受信部１０６に受信され、スケジューリングメトリック計
算部１０８および報告メトリック報告量測定部１２４に入力される。
【００９０】
　スケジューリングメトリック計算部１０８は、入力された報告メトリックからスケジュ
ーリングを行うためのスケジューリングメトリックを計算し、スケジューラ１１４に入力
する。例えば、スケジューリングメトリック計算部１０８は、スケジューラ１１４におい
て使用されるスケジューラに応じて、該スケジューラで使用されるメトリックを計算する
。具体的には、スケジューラ１１４で使用されるスケジューラがプロポーショナルフェア
ネスである場合にはプロポーショナルフェアネスメトリックを計算し、Ｅｘｐｏｎｅｎｔ
ｉａｌである場合にはＥｘｐｏｎｅｎｔｉａｌメトリックを計算し、Ｍ－ＬＷＤＦである
場合にはＭ－ＬＷＤＦメトリックを計算する。また、スケジューリングメトリック計算部
１０８は、スケジューリングメトリックを計算する場合、送信バッファ１１０のデータ滞
留量に基づいて、計算するようにしてもよい。
【００９１】
　スケジューラ１１４は、スケジューリングメトリック計算部１０８により入力されたス
ケジューリングメトリックに基づいて、スケジューリングを行う。すなわち、次のフレー
ムで下りデータを送信する移動局装置を選択する。例えば、スケジューラ１１４は、プロ
ポーショナルフェアネスメトリック、Ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ、Ｍ－ＬＷＤＦなどのスケ
ジューリングアルゴリズムにより、スケジューリングを行う。
【００９２】
　報告メトリック報告量測定部１２４は、報告メトリック受信部１０６により入力された
報告メトリックに基づいて、全体の報告量、例えば報告メトリックを報告した移動局装置
数を測定し、移動局メトリック報告閾値制御部１２６に入力する。
【００９３】
　移動局メトリック報告閾値決定部１２６は、報告メトリック報告量測定部１２４により
入力された報告量に基づいて、該報告量が一定範囲内になるように移動局メトリック報告
閾値を決定し、報知情報作成部１１８に入力する。例えば、報告量、すなわち報告するユ
ーザがある所定数より増加したら、移動局メトリック報告閾値を増加させ、報告するユー
ザがある所定数より減少したら、移動局メトリック報告閾値を減少させる。このようにす
ることにより、無駄な報告量が一定範囲内になるように制御することができる。
【００９４】
　報知情報作成部１１８は、入力された移動局メトリック報告閾値に基づいて、情報パタ
ーンにしたがって報知情報を作成し、多重部１２０に入力する。
【００９５】
　一方、送信データは送信バッファ１１０にバッファリングされる。
【００９６】
　送信信号処理部１１２は、スケジューラ１１４により入力された次のフレームで下りデ
ータを送信する移動局装置を示す情報に基づいて、その移動局装置宛のデータを送信バッ
ファ１１０から取り出し、多重部１２０に入力する。
【００９７】
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　多重部１２０は、報知情報作成部１１８により入力された報知情報と次のフレームで下
りデータを送信する移動局装置宛のデータとを多重し、送信アンプ１２２を介して送信す
る。
【００９８】
　本実施例にかかる移動局装置の構成は、第１の実施例にかかる移動局装置の構成と同様
であるため、その説明を省略する。
【００９９】
　上述した実施例において、移動局メトリックは、報告メトリックと異なる場合について
説明したが、同様の値であるようにしてもよい。このようにすることにより、移動局２０
０の報告メトリック計算部２１０を省略することができる。
【０１００】
　本発明の実施例によれば、移動局装置の報告メトリックの報告量を効果的に削減できる
ため、バッテリーセービングを行うことができる。
【０１０１】
　また、統計多重効果により、報告に必要な上りリソース量を減少させることができる。
【０１０２】
　また、基地局装置においては、スケジューリングの対象となる移動局装置を減少させる
ことができ、スケジューリング処理に対する負荷を減少させることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明にかかる移動局装置および基地局装置並びに下りリソース割り当て方法は、無線
通信システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】従来の下りリソース割り当て方法を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる下りリソース割り当て方法を示す説明図である。
【図３】本発明の一実施例にかかる基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図４】本発明の一実施例にかかる移動局装置を示す部分ブロック図である。
【図５】各移動局装置における周波数ブロック毎の移動局メトリックを示す説明図である
。
【図６】各移動局装置に対する周波数ブロックの割り当て例を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施例にかかる基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図８】本発明の一実施例にかかる移動局装置の動作を示すフロー図である。
【図９】本発明の一実施例にかかる基地局装置を示す部分ブロック図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１００　基地局装置
２００　移動局装置
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