
JP 2014-530527 A 2014.11.17

(57)【要約】
【課題】ＬＴＥシステムのフェージング抵抗力を高め、
さらにシステム全体の性能を向上させることができる、
ＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法及び分配装置
を提供すること。
【解決手段】本発明に係る分配方法は、受信したチャネ
ル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報及び自身に記録され
たＲＢＧの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を送信した
端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２
におけるＲＢＧを分配し、新たなダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）フォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに
書き込むことを含む。本発明によれば、一般的なサブフ
レームにおける２つのタイムスロットの信号状況に基づ
いて、それぞれ一般的なサブフレームにおける２つのタ
イムスロットにＲＢＧを分配することで、ＬＴＥシステ
ムのフェージング抵抗力を高め、さらにシステム全体の
性能を向上させることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）
システムにおけるリソースブロックグループ（ＲＢＧＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇ
ｒｏｕｐ）の分配方法であって、
　受信したチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を
送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配し
、新たなダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込むことを含む
　ことを特徴とする分配方法。
【請求項２】
　受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を
送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配す
る前に、この方法は、さらに、
　ＤＣＩフォーマットにおけるリソースブロック分配（ＲＢＡ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌ
ｏｃｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）フィールドの前に、タイムスロットインジケータ（ＴＳ
Ｉ：Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）フィールドを追加し、ＤＣＩフォーマッ
トにおけるほかのフィールドを既存プロトコルの規定に従って設定することによって、新
たなＤＣＩフォーマットを設定するステップを含み、
　前記ＴＳＩフィールドは、分配されたＲＢＧに対応するタイムスロットを示すことに用
いられる
　ことを特徴とする請求項１に記載の分配方法。
【請求項３】
　受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を
送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配す
るステップは、
　ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基
づいて、タイムスロット１における対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、
アイドルである場合、タイムスロット１における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数が
ＣＱＩ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタ
イムスロット１におけるＲＢＧを分配するステップと、
　タイムスロット１における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット１における信号品質のよい周波数帯域に対
応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ
情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基づいて、タイムスロット２における
対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、アイドルである場合、タイムスロッ
ト２における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数がＣＱＩ情報を送信した端末の要求を
満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタイムスロット２におけるＲＢＧを分
配するステップと、
　タイムスロット２における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット２における信号品質のよい周波数帯域に対
応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、タイムスロット１とタイムスロッ
ト２におけるＲＢＧをペアで分配するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の分配方法。
【請求項４】
　ＤＣＩフォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込むステップは、ＲＢＧの分配
結果を新たなＤＣＩフォーマットのＲＢＡフィールドに書き込み、ＴＳＩフィールドにＲ
ＢＧの分配タイムスロットを記入するステップを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の分配方法。
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【請求項５】
　ＲＢＧの分配結果を新たなＤＣＩフォーマットのＲＢＡフィールドに書き込み、ＴＳＩ
フィールドにＲＢＧの分配タイムスロットを記入するステップは、
　分配されたタイムスロットがタイムスロット１である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０
１に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、分配されたタイムスロ
ットがタイムスロット２である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０２に設定され、ＲＢＡフ
ィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、タイムスロット１とタイムスロット２がペアで
分配された場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ００に設定され、ＲＢＡフィールドにタイムス
ロット１とタイムスロット２のペアのＲＢＧの分配結果を書き込むことを含む
　ことを特徴とする請求項４に記載の分配方法。
【請求項６】
　前記新たなＤＣＩフォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込んだ後、この方法
は、さらに、
　ｅＮｏｄｅＢが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いてＤＣＩを、ＣＱＩ情報を送信
した端末に送信し、
　前記端末が予め設定された、新たなＤＣＩフォーマットを復調するプログラムによって
ＤＣＩを復調するステップを含む
　ことを特徴とする請求項１または４に記載の分配方法。
【請求項７】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムにおけるＲＢＧ（Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏｕｐ）の分配装置であって、ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュ
ールとｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールとを備え、
　ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールは、受信したＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ
　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報をｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールに送信することに用
いられ、
　ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールからのＣＱＩ
情報及び自身に記録されたＲＢＧ使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端末にタイ
ムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配し、新たなＤＣＩ（Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）フォーマットでＲＢＧの分
配結果をＤＣＩに書き込むことに用いられる
　ことを特徴とする分配装置。
【請求項８】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、ＤＣＩフォーマットにおけるＲＢＡ（Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）フィールドの前に、ＴＳＩ（Ｔｉ
ｍｅ　Ｓｌｏｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）フィールドが追加され、ＤＣＩフォーマットにお
けるほかのフィールドが既存プロトコルの規定に従って設定された、新たなＤＣＩフォー
マットを保存することに用いられ、
　前記ＴＳＩフィールドは、分配されたＲＢＧに対応するタイムスロットを示すことに用
いられる
　ことを特徴とする請求項７に記載の分配装置。
【請求項９】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、
　ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基
づいて、タイムスロット１における対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、
アイドルである場合、タイムスロット１における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数が
ＣＱＩ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタ
イムスロット１におけるＲＢＧを分配し、
　タイムスロット１における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット１における信号品質のよい周波数帯域に対
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応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ
情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基づいて、タイムスロット２における
対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、アイドルである場合、タイムスロッ
ト２における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数がＣＱＩ情報を送信した端末の要求を
満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタイムスロット２におけるＲＢＧを分
配し、
　タイムスロット２における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット２における信号品質のよい周波数帯域に対
応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、タイムスロット１とタイムスロッ
ト２のＲＢＧをペアで分配することに用いられる
　ことを特徴とする請求項７に記載の分配装置。
【請求項１０】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、ＲＢＧの分配結果を新たなＤＣＩフォー
マットのＲＢＡフィールドに書き込み、ＴＳＩフィールドにＲＢＧの分配タイムスロット
を記入することに用いられる
　ことを特徴とする請求項７に記載の分配装置。
【請求項１１】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、分配されたタイムスロットがタイムスロ
ット１である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０１に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧ
の分配結果を書き込み、分配されたタイムスロットがタイムスロット２である場合、ＴＳ
Ｉフィールドが０ｘ０２に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、
タイムスロット１とタイムスロット２がペアで分配された場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ
００に設定され、ＲＢＡフィールドにタイムスロット１とタイムスロット２のペアのＲＢ
Ｇの分配結果を書き込むことに用いられる
　ことを特徴とする請求項１０に記載の分配装置。
【請求項１２】
　前記分配装置は、さらに、ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールからのＤＣＩを受信し、予め
設定された新たなＤＣＩフォーマットを復調するプログラムによってＤＣＩを復調するこ
とに用いられる端末ＤＣＩ復調モジュールを備え、
　対応して、前記ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールは、さらに、ｅＮｏｄｅＢリソース分配
モジュールからのＤＣＩを受信し、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いてＤＣＩを端末ＤＣＩ復調モジュールに送信す
ることに用いられ、
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、さらに、ＲＢＧの分配結果が含まれるＤ
ＣＩをｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールに送信することに用いられる
　ことを特徴とする請求項１１に記載の分配装置。
【請求項１３】
　前記ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュール及び前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、
ｅＮｏｄｅＢに配置され、前記端末ＤＣＩ復調モジュールは、端末に配置される
　ことを特徴とする請求項１２に記載の分配装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信分野のロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムにおけるリソース分配技術に関し、特にＬＴＥシステ
ムにおけるリソースブロックグループ（ＲＢＧ:Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏ
ｕｐ）の分配方法及び分配装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信分野の第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ：Ｔｈｅ　３ｒｄ　
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Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）におけるＬＴＥプロ
ジェクトは、３Ｇの発展型であり、３Ｇのエアアクセス技術を改善及び強化し、直交波周
波数分割多重（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）／周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）をコアとする技術を採
用している。
【０００３】
　ＬＴＥ技術において、スケジューリング単位は、１つのサブフレーム、即ち１ｍｓであ
り、サブフレームには、一般的なサブフレームと特殊なサブフレームの２種類の構造が存
在する。一般的なサブフレームは、２つのタイムスロットを含み、各タイムスロットは０
．５ｍｓである。一般的なサブフレームにおける２つのタイムスロットは、各タイムスロ
ットの順番に応じて時系列順にそれぞれタイムスロット１とタイムスロット２と称される
。特殊なサブフレームは、３つの特殊なタイムスロットを含む。一般的なサブフレームの
それぞれでアップ／ダウンリンクサービス伝送を行うとき、ＲＢＧを基本的な単位として
物理リソースの分配が行われる。ＲＢＧは、複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ：Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）で構成され、１つのＰＲＢは、周波数領
域でその帯域幅が１８０ｋＨｚである。
【０００４】
　ＬＴＥシステムにおける発展型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、自身が管理する任意の１つ
の端末に対して以下のような方法によりＲＢＧを分配する。ｅＮｏｄｅＢは、チャネル品
質インジケータ（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報
を送信した端末に対して、プロトコルに規定されたリソース分配アルゴリズムに基づいて
端末にタイムスロット１とタイムスロット２のＲＢＧ分配をペアで行う。また、ｅＮｏｄ
ｅＢは、ＲＢＧの分配結果をダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を介して端末に告知する。端末は、ＤＣＩに従って
指定されたＲＢＧ位置においてアップ及びダウンリンクサービスデータの送受信を行う。
ｅＮｏｄｅＢがＲＢＧの分配結果をＤＣＩを介して端末に告知するとき、ｅＮｏｄｅＢは
、端末の伝送モードに応じて対応するＤＣＩフォーマットを選択し、この端末のＲＢＧの
分配結果をＤＣＩにおけるリソースブロック分配（ＲＢＡ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃ
ｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）フィールドに書き込み、ＤＣＩを物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）を介して端末に送信する。端末の伝送モードに応じて対応するＤＣＩフォーマット
を選択するとき、ｅＮｏｄｅＢは、プロトコルに従って関連付けられた、伝送モードに対
応するＤＣＩフォーマットを選択する。例えば、ｅＮｏｄｅＢは、伝送モード２に対応す
るＤＣＩフォーマットとしてＤＣＩ１ａを選択する。
【０００５】
　しかしながら、上述のＲＢＧの分配方法では、タイムスロット１とタイムスロット２の
ＲＢＧ分配をペアで行うので、ｅＮｏｄｅＢがＣＱＩ情報における、一般的なサブフレー
ムにおける２つのタイムスロットの各信号品質状況に基づいて柔軟に２つのタイムスロッ
トに対してそれぞれＲＢＧを分配することができない。このような分配方法においては、
指定されたＲＢＧを１つのタイムスロットで使用する場合には信号品質がよく、指定され
たＲＢＧリソースを別のタイムスロットで使用する場合には信号品質が悪いといった現象
が現れることがある。このような場合、いったん信号フェージングが発生すると、信号品
質の悪いタイムスロットで受信された信号の品質に影響を与えてしまい、さらにシステム
性能に影響を与えてしまう。
【０００６】
　以上の説明から理解されるように、ｅＮｏｄｅＢが自身により管理される任意の１つの
端末に対してＲＢＧを分配する、ＬＴＥシステムにおける既存の分配方法では、一般的な
サブフレームにおける２つのタイムスロットの異なる信号品質状況に基づいて２つのタイ
ムスロットにＲＢＧを柔軟に分配することができない。従って、ＬＴＥシステムにおいて
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フェージングに対する抵抗力が低く、さらにフェージングがシステム全体の性能に影響を
及ぼしてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これに鑑みて、本発明の目的は、一般的なサブフレームにおける２つのタイムスロット
の信号品質に基づいて、それぞれ一般的なサブフレームにおける２つのタイムスロットに
ＲＢＧを分配することによって、ＬＴＥシステムのフェージング抵抗力を高め、さらにシ
ステム全体の性能を向上させることができる、ＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法
及び分配装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の技術的スキームは、以下のように実現される。
【０００９】
　本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法は、
　受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を
送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配し
、新たなＤＣＩフォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込むことを含む。
【００１０】
　上記分配方法において、受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に
基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２
におけるＲＢＧを分配する前に、この方法は、さらに、
　ＤＣＩフォーマットにおけるＲＢＡフィールドの前に、タイムスロットインジケータ（
ＴＳＩ：Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）フィールドを追加し、ＤＣＩフォー
マットにおけるほかのフィールドを既存プロトコルの規定に従って設定することによって
、新たなＤＣＩフォーマットを設定するステップを含み、
　前記ＴＳＩフィールドは、分配されたＲＢＧに対応するタイムスロットを示すことに用
いられる。
【００１１】
　上記分配方法において、受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に
基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２
におけるＲＢＧを分配する記ステップは、
　ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基
づいて、タイムスロット１における対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、
アイドルである場合、タイムスロット１における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数が
ＣＱＩ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタ
イムスロット１のＲＢＧを分配するステップと、
　タイムスロット１における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット１における信号品質のよい周波数帯域に対
応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ
情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基づいて、タイムスロット２における
対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、アイドルである場合、タイムスロッ
ト２における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数がＣＱＩ情報を送信した端末の要求を
満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタイムスロット２のＲＢＧを分配する
ステップと、
　タイムスロット２における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット２における信号品質のよい周波数帯域に対
応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、タイムスロット１とタイムスロッ
ト２におけるＲＢＧをペアで分配するステップとを含む。
【００１２】
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　上記分配方法において、ＤＣＩフォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込むス
テップは、ＲＢＧの分配結果を新たなＤＣＩフォーマットのＲＢＡフィールドに書き込み
、ＴＳＩフィールドにＲＢＧの分配タイムスロットを記入することを含む。
【００１３】
　上記分配方法において、ＲＢＧの分配結果を新たなＤＣＩフォーマットのＲＢＡフィー
ルドに書き込み、ＴＳＩフィールドにＲＢＧの分配タイムスロットを記入するステップは
、
　分配されたタイムスロットがタイムスロット１である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０
１に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、分配されたタイムスロ
ットがタイムスロット２である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０２に設定され、ＲＢＡフ
ィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、タイムスロット１とタイムスロット２がペアで
分配された場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ００に設定され、ＲＢＡフィールドにタイムス
ロット１とタイムスロット２のペアのＲＢＧの分配結果を書き込むことを含む。
【００１４】
　上記分配方法において、前記新たなＤＣＩフォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに
書き込んだ後、この方法は、さらに、
　ｅＮｏｄｅＢが物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を用いてＤＣＩを、ＣＱ
Ｉ情報を送信した端末に送信し、前記端末が予め設定された、新たなＤＣＩフォーマット
を復調するプログラムによってＤＣＩを復調するステップを含む。
【００１５】
　本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配装置は、ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュ
ールとｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールを備える。
　ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールは、受信したＣＱＩ情報をｅＮｏｄｅＢリソース分配モ
ジュールに送信することに用いられる。
　ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールからのＣＱＩ
情報及び自身に記録されたＲＢＧ使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端末にタイ
ムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配し、新たなＤＣＩフォ
ーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込むことに用いられる。
【００１６】
　上記分配装置において、前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、ＤＣＩフォーマ
ットにおけるＲＢＡフィールドの前に、ＴＳＩフィールドが追加され、ＤＣＩフォーマッ
トにおけるほかのフィールドが既存プロトコルの規定に従って設定された、新たなＤＣＩ
フォーマットを保存することに用いられる。
　前記ＴＳＩフィールドは、分配されるＲＢＧに対応するタイムスロットを示すことに用
いられる。
【００１７】
　上記分配装置において、前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、
　ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基
づいて、タイムスロット１における対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、
アイドルである場合、タイムスロット１における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数が
このＣＱＩ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末
にタイムスロット１のＲＢＧを分配し、
　タイムスロット１における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット１における信号品質のよい周波数帯域に対
応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、ＣＱＩ情報に記録された、このＣ
ＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基づいて、タイムスロット２にお
ける対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、アイドルである場合、タイムス
ロット２における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数がＣＱＩ情報を送信した端末の要
求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタイムスロット２のＲＢＧを分配
し、
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　タイムスロット２における前記端末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがア
イドルではない場合、あるいはタイムスロット２における信号品質のよい周波数帯域に対
応するＲＢＧの数が前記端末の要求を満たさない場合、タイムスロット１とタイムスロッ
ト２のＲＢＧをペアで分配することに用いられる。
【００１８】
　上記分配装置において、前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、ＲＢＧの分配結
果を新たなＤＣＩフォーマットのＲＢＡフィールドに書き込み、ＴＳＩフィールドにＲＢ
Ｇの分配タイムスロットを記入することに用いられる。
【００１９】
　上記分配装置において、前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、分配されたタイ
ムスロットがタイムスロット１である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０１に設定され、Ｒ
ＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、分配されたタイムスロットがタイムスロ
ット２である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０２に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧ
の分配結果を書き込み、タイムスロット１とタイムスロット２がペアで分配された場合、
ＴＳＩフィールドが０ｘ００に設定され、ＲＢＡフィールドにタイムスロット１とタイム
スロット２のペアのＲＢＧの分配結果を書き込むことに用いられる。
【００２０】
　上記分配装置は、さらに、ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールからのＤＣＩを受信し、予め
設定された、新たなＤＣＩフォーマットを復調するプログラムによってＤＣＩを復調する
ことに用いられる端末ＤＣＩ復調モジュールを備える。
　対応して、前記ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールは、さらに、ｅＮｏｄｅＢリソース分配
モジュールからのＤＣＩを受信し、ＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを端末ＤＣＩ復調モジュー
ルに送信することに用いられる。
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュールは、さらに、ＲＢＧの分配結果が含まれるＤ
ＣＩをｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールに送信することに用いられる。
【００２１】
　上記分配装置において、前記ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュールと前記ｅＮｏｄｅＢリソー
ス分配モジュールは、ｅＮｏｄｅＢに配置され、前記端末ＤＣＩ復調モジュールは、端末
に配置される。
【００２２】
　本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法及び分配装置は、受信したＣＱ
Ｉ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端末の
一般的なサブフレームにおける２つのタイムスロットの信号状況を確認し、ＣＱＩ情報を
送信した端末にそれぞれタイムスロット１またはタイムスロット２におけるＲＢＧ、ある
いは、タイムスロット１とタイムスロット２におけるＲＢＧをペアで分配する。さらに、
本発明においては、ＤＣＩフォーマットを改善して新たなＤＣＩフォーマットを取得し、
これによりＤＣＩがタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧの分
配結果を伝送することが可能となる。このように、本発明によれば、異なるタイムスロッ
トにおけるＲＢＧを分配することでＬＴＥシステムのフェージング抵抗力を高めることが
でき、さらにシステム全体の性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法のフローチャートである
。
【図２】本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法の実施例１のフローチャ
ートである。
【図３】本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法の実施例２のフローチャ
ートである。
【図４】本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２４】
　本発明の基本的な着想は、受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況
に基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット
２におけるＲＢＧを分配し、新たなＤＣＩフォーマットでＲＢＧ分配結果をＤＣＩに書き
込むというものである。
【００２５】
　以降では添付図面及び具体的な実施例を組み合わせて本発明を更に詳しく説明する。
【００２６】
　ＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法は、図１に示すように、以下のステップを含
む。
【００２７】
　ステップ１０１：新たなＤＣＩフォーマットを設定する。
【００２８】
　ここで、前記新たなＤＣＩフォーマットは、プロトコルに規定されたＤＣＩフォーマッ
トにおけるＲＢＡフィールドの前に、ＴＳＩフィールドを追加し、ＤＣＩフォーマットに
おけるほかのフィールドを既存プロトコルの規定に従って設定する。前記ＴＳＩフィール
ドは、この端末にＲＢＧを分配するためのタイムスロットを示すことに用いられ、その長
さは２バイトである。ＴＳＩフィールドにおいて、０ｘ００はタイムスロット１とタイム
スロット２にペアで分配することを示し、０ｘ０１はタイムスロット１のみに分配するこ
とを示し、０ｘ０２はタイムスロット２のみに分配することを示すことが定義されている
。
【００２９】
　ステップ１０２：受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に基づい
て、ＣＱＩ情報を送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけ
るＲＢＧを分配する。
【００３０】
　ここで、前記ＣＱＩ情報は、端末によりモニタリングされたその所在基地局のダウンリ
ンクチャネルの信号品質状況の情報である。ＣＱＩ情報の生成方法及び送信フォーマット
は全て既存技術であり、ここではその詳細な説明については省略する。ＣＱＩ情報につい
ては端末が予め設定された周期に従って、周期的にＣＱＩ情報をｅＮｏｄｅＢに送信して
もよいし、端末がｅＮｏｄｅＢからのＣＱＩ情報報告指令を受信した後、ｅＮｏｄｅＢに
ＣＱＩ情報を送信してもよい。
【００３１】
　ステップ１０３：新たなＤＣＩフォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込む。
【００３２】
　ここで、前記書き込みは、ＲＢＧの分配結果を新たなＤＣＩフォーマットのＲＢＡフィ
ールドに書き込み、そしてＴＳＩフィールドにＲＢＧの分配タイムスロットを記入するこ
とを含む。具体的には、分配されたタイムスロットがタイムスロット１である場合、ＴＳ
Ｉフィールドが０ｘ０１に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、
分配されたタイムスロットがタイムスロット２である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０２
に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、タイムスロット１とタイ
ムスロット２がペアで分配される場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ００に設定され、ＲＢＡ
フィールドにタイムスロット１とタイムスロット２のペアのＲＢＧの分配結果を書き込む
。前記ＲＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込む方法は、既存技術による書き込み
方法と同じであり、この書き込み方法は、既存技術に規定されたリソースビットマップに
おいて、今回分配されたＲＢＧに占有マークを付し、且つ分配された端末の識別子をマー
クすることであってもよい。
【００３３】
　受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を
送信した端末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配す
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る上記ステップ１０２は、以下のステップを含む。
【００３４】
　ステップａ：ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよい周
波数帯域基づいて、タイムスロット１における対応するＲＢＧがアイドルであるかどうか
を確認し、アイドルである場合、ステップｂを実行し、アイドルではない場合、ステップ
ｃを実行する。
【００３５】
　ここで、端末の信号品質がよいかどうかは、予め設定された信号品質閾値によって判断
される。ＣＱＩ情報にアップロードされた任意の１つの周波数帯域の信号強度が信号品質
閾値より高い場合、信号品質がよい周波数帯域であると判定される。信号品質閾値は実際
の状況に応じて予め設定される。
【００３６】
　前記ＲＢＧリソースがアイドルであるかどうかは、ｅＮｏｄｅＢに記録されたＲＢＧリ
ソースに占用マークが付されているかどうかによって判断される。
【００３７】
　ステップｂ：タイムスロット１における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数が、ＣＱ
Ｉ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタイム
スロット１のＲＢＧを分配して、ステップ１０３を実行し、満たさない場合、ステップｃ
を実行する。
【００３８】
　ここで、ＣＱＩ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断するステップにおい
て、ｅＮｏｄｅＢは、ＣＱＩ情報における端末識別子に応じて、自身に記録された前記端
末に必要なＲＢＧの数を確認し、現在のｅＮｏｄｅＢにより管理されているタイムスロッ
ト１における信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧの数がこの端末の要求を満たす
かどうかを判断する。ｅＮｏｄｅＢ自身に記録された端末に必要なＲＢＧの数の情報は、
既存技術に規定された、ｅＮｏｄｅＢが記録及び管理する必要がある端末の情報であり、
ここでの詳細な説明については省略する。
【００３９】
　ステップｃ：ＣＱＩ情報に記録された、このＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよ
い周波数帯域に基づいて、タイムスロット２における対応するＲＢＧがアイドルであるか
どうかを確認し、アイドルである場合、ステップｄを実行し、アイドルでない場合、ステ
ップｅを実行する。
【００４０】
　ステップｄ：タイムスロット２における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数が、ＣＱ
Ｉ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタイム
スロット２におけるＲＢＧを分配して、ステップ１０３を実行し、満たさない場合、ステ
ップｅを実行する。
【００４１】
　ステップｅ：タイムスロット１とタイムスロット２におけるＲＢＧをペアで分配し、ス
テップ１０３を実行する。
【００４２】
　ここで、タイムスロット１とタイムスロット２におけるＲＢＧをペアで分配するステッ
プでは、既存プロトコルに従って分配が行われる。従って、この分配については、その詳
細な説明を省略する。
【００４３】
　さらに、端末が本発明に係る新たなＤＣＩフォーマットを復調できるようにするために
、上記ステップ１０１の前に、ｅＮｏｄｅＢにより管理される端末を改善する必要がある
。端末の改善方法は、端末に予め新たなＤＣＩフォーマットを復調する復調プログラムを
設定することであってもよい。新たなＤＣＩフォーマットを復調するプログラムの書き込
み及びプリセット方法は、全て既存技術と同じであり、ここでの詳細な説明については省



(11) JP 2014-530527 A 2014.11.17

10

20

30

40

50

略する。
【００４４】
　また、ｅＮｏｄｅＢは、自身により管理される端末が本発明に係る新たなＤＣＩフォー
マットを復調可能なように改善されることに応じて、新たなＤＣＩフォーマットを設定す
るために採用される方法を確定する必要がある。ｅＮｏｄｅＢにより現在管理されている
端末のほとんどを、新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な端末に改善することができる
場合、方法１を用いて新たなＤＣＩフォーマットを設定し、新たなＤＣＩフォーマットを
復調可能な端末に改善することができる端末がほとんどの端末ではない場合、方法２を用
いて新たなＤＣＩフォーマットを設定する。改善され得る端末がほとんどの端末であるか
どうかの判断について、ｅＮｏｄｅＢにより管理されている端末のうち改善され得る端末
の割合が予め設定された割合（例えば、９８％）よりも高い割合である場合には、改善さ
れ得る端末がほとんどの端末であると判断される。
【００４５】
　前記方法１を用いて新たなＤＣＩフォーマットが設定される場合、プロトコルに規定さ
れた既存のＤＣＩフォーマットが、対応する新たなＤＣＩフォーマットに全て改修され、
且つ、新たなＤＣＩフォーマットが元のＤＣＩフォーマットに対応する伝送モードと依然
として関連付けられる。前記新たなＤＣＩフォーマットに対応する伝送モードの設定は、
既存技術によって行われる。例えば、既存技術においてＤＣＩ１ａフォーマットに対応す
る伝送モードが伝送モード２であれば、本実施例では依然として新たなＤＣＩ１ａフォー
マットに対応する伝送モードが伝送モード２に設定される。これ以外の新たなＤＣＩフォ
ーマットに対応する伝送モードの設定方法は、これによって類推することができ、従って
、ここでの詳細な説明については省略する。
【００４６】
　前記方法２を用いて新たなＤＣＩフォーマットが設定される場合、新たなＤＣＩフォー
マットを追加で定義することにより、新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な端末とｅＮ
ｏｄｅＢとの間で新たなＤＣＩフォーマットを使用する。そして端末の伝送モードを新た
な伝送モードで定義し、ｅＮｏｄｅＢは、新たなＤＣＩフォーマットと新たな伝送モード
を関連付ける。前記新たなＤＣＩフォーマットを定義することは、既存のＤＣＩ１ａフォ
ーマットに基づいて改修を行い、ＤＣＩ１ａフォーマットのＲＳＡフィールドの前にＴＳ
Ｉフィールドを追加し、改修されたＤＣＩ１ａフォーマットをＤＣＩ７フォーマットとし
て定義することである。新たな伝送モードを定義する上述の方法は、既存技術であり、例
えば、新たな伝送モードを伝送モード１２に定義することができる。
【００４７】
　さらに、ステップ１０１で方法１を用いて新たなＤＣＩフォーマットを設定する場合、
上記ステップ１０２の前に、ｅＮｏｄｅＢは、既存技術に従って、自身により管理されて
いる、新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な端末の伝送モードを取得し、そして新たな
ＤＣＩフォーマットを復調可能な端末に対応する新たなＤＣＩフォーマットを確定する必
要がある。そして、ｅＮｏｄｅＢは、ステップ１０３を実行する場合に、確定された新た
なＤＣＩフォーマットを用い、ＲＧＢの分配結果をＤＣＩに書き込んで対応する端末に送
信する。
【００４８】
　ステップ１０１で方法２を用いて新たなＤＣＩフォーマットを設定する場合、上記ステ
ップ１０２の前に、ｅＮｏｄｅＢは、既存技術に従って、自身により管理されている全て
の端末の伝送モードを取得し、ＣＱＩ情報を送信した端末が新たなＤＣＩフォーマットを
復調可能な端末であるかどうかを判断する。ｅＮｏｄｅＢは、ＣＱＩ情報を送信した端末
が新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な端末である場合、ステップ１０２を実行し、Ｃ
ＱＩ情報を送信した端末が新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な端末ではない場合、既
存技術に従って後続のＲＢＧの分配動作を実行する。この後続のＲＢＧ分配動作について
は、詳細な説明を省略する。
【００４９】
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　上記ステップ１０３が完了した後、ｅＮｏｄｅＢは、ＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを端末
に送信し、端末は、予め設定された、新たなＤＣＩフォーマットを復調するプログラムに
よってＤＣＩを復調し、ＤＣＩにおけるＲＢＧの分配結果に応じて既存技術に従って後続
の動作を行う。
【００５０】
　実施例１
　ｅＮｏｄｅＢにより管理されている端末が全て新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な
端末に改善され、ｅＮｏｄｅＢが方法１を用いて新たなＤＣＩフォーマットを設定し、Ｃ
ＱＩ情報を送信した端末が端末１であり、端末１の転送モードが２であると仮定する。こ
の場合、本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法は、、図２に示すように
、以下のステップを含む。
【００５１】
　ステップ２０１：ｅＮｏｄｅＢは、方法１を用いて新たなＤＣＩフォーマットを設定す
る。
【００５２】
　ステップ２０２：ｅＮｏｄｅＢは、自身により管理される端末１の伝送モードが２であ
ることに基づいて、端末１に対応する新たなＤＣＩフォーマットが新たなＤＣＩ１ａフォ
ーマットであると判断する。
【００５３】
　ここで、前記端末の伝送モードは、ｅＮｏｄｅＢによって保存された、その自身により
管理される端末のパラメータであり、ｅＮｏｄｅＢが端末の伝送モードを取得する方法は
、既存技術であり、ここでの詳細な説明については省略する。
【００５４】
　ステップ２０３：ｅＮｏｄｅＢが自身により管理される端末１からのＣＱＩ情報を受信
する。
【００５５】
　ステップ２０４：ｅＮｏｄｅＢは、受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの
使用状況に基づいて、端末１にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２における
ＲＢＧを分配する。
【００５６】
　ステップ２０５：ｅＮｏｄｅＢは、新たなＤＣＩ１ａフォーマットでＲＢＧの分配結果
をＤＣＩに書き込んで端末１に送信する。
【００５７】
　実施例２
　ｅＮｏｄｅＢにより現在管理されている端末のうち、新たなＤＣＩフォーマットを復調
可能な端末に改善することができる端末がほとんどの端末ではなく、ｅＮｏｄｅＢが方法
２を用いて新たなＤＣＩフォーマットをＤＣＩ７に設定すると仮定する。また、ＤＣＩ７
に対応する伝送モードが１２であり、ＣＱＩ情報を送信した端末がＤＣＩ７フォーマット
を復調可能な端末２であり、端末２の伝送モードが１２であると仮定する。この場合、本
発明にかかるＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配方法は、図３に示すように、以下のス
テップを含む。
【００５８】
　ステップ３０１：ｅＮｏｄｅＢは、方法２を用いて新たなＤＣＩフォーマットをＤＣＩ
７フォーマットに設定し、そして対応する伝送モードを伝送モード１２に定義する。
【００５９】
　ステップ３０２：ｅＮｏｄｅＢは、自身により管理される端末２の伝送モードが１２で
あることに基づいて、端末２に対応する新たなＤＣＩフォーマットがＤＣＩ７フォーマッ
トであると判断する。
【００６０】
　ステップ３０３：ｅＮｏｄｅＢは、受信したＣＱＩ情報が端末２からの情報であるかど
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うかを判断し、端末２からの情報である場合、ステップ３０４を実行する。端末２からの
情報ではない場合、既存技術に従って後続の処理を行い、この処理と並行してステップ３
０３を繰り返して実行する。
【００６１】
　ステップ３０４：ｅＮｏｄｅＢは、受信したＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧの
使用状況に基づいて、端末２にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２における
ＲＢＧを分配する。
【００６２】
　ステップ３０５：ｅＮｏｄｅＢは、ＤＣＩ７フォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩ
に書き込んで端末２に送信する。
【００６３】
　本発明に係るＬＴＥシステムにおけるＲＢＧの分配装置は、図４に示すように、ｅＮｏ
ｄｅＢリソース分配モジュール４１とｅＮｏｄｅＢ送受信モジュール４２とを備える。
【００６４】
　ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュール４２は、受信したＣＱＩ情報をｅＮｏｄｅＢリソース分
配モジュール４１に送信することに用いられる。
【００６５】
　ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュール４２から
のＣＱＩ情報及び自身に記録されたＲＢＧ使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端
末にタイムスロット１及び／またはタイムスロット２におけるＲＢＧを分配し、新たなＤ
ＣＩフォーマットでＲＢＧの分配結果をＤＣＩに書き込むことに用いられる。
【００６６】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、さらに新たなＤＣＩフォーマットを
保存することに用いられる。
【００６７】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、具体的に、新たなＤＣＩフォーマッ
トのＲＢＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、そしてＴＳＩフィールドにＲＢＧ
の分配タイムスロットを記入することに用いられる。より具体的には、分配されたタイム
スロットがタイムスロット１である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０１に設定され、ＲＢ
ＡフィールドにＲＢＧの分配結果を書き込み、分配されたタイムスロットがタイムスロッ
ト２である場合、ＴＳＩフィールドが０ｘ０２に設定され、ＲＢＡフィールドにＲＢＧの
分配結果を書き込み、タイムスロット１とタイムスロット２がペアで分配される場合、Ｔ
ＳＩフィールドが０ｘ００に設定され、ＲＢＡフィールドにタイムスロット１とタイムス
ロット２のペアのＲＢＧの分配結果を書き込むことに用いられる。
【００６８】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、具体的に、ＣＱＩ情報に記録された
、ＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよい周波数帯域に基づいて、タイムスロット１
における対応するＲＢＧがアイドルであるかどうかを確認し、アイドルである場合、タイ
ムスロット１における信号品質がよいアイドルのＲＢＧの数がＣＱＩ情報を送信した端末
の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場合、この端末にタイムスロット１におけるＲ
ＢＧを分配することに用いられる。
【００６９】
　また、ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、タイムスロット１における前記端
末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがアイドルではない場合、あるいはタイ
ムスロット１における信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧの数が前記端末の要求
を満たさない場合、ＣＱＩ情報に記録された、ＣＱＩ情報を送信した端末の信号品質のよ
い周波数帯域に基づいて、タイムスロット２における対応するＲＢＧがアイドルであるか
どうかを確認し、アイドルである場合、タイムスロット２における信号品質がよいアイド
ルのＲＢＧの数がＣＱＩ情報を送信した端末の要求を満たすかどうかを判断し、満たす場
合、この端末にタイムスロット２のＲＢＧを分配することに用いられる。
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【００７０】
　また、ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、タイムスロット２における前記端
末の信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧがアイドルではない場合、あるいはタイ
ムスロット２における信号品質のよい周波数帯域に対応するＲＢＧの数が前記端末の要求
を満たさない場合、タイムスロット１とタイムスロット２におけるＲＢＧをペアで分配す
ることに用いられる。
【００７１】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、さらに、自身により管理される端末
が本発明に係る新たなＤＣＩフォーマットを復調可能なように改善されることに応じて、
新たなＤＣＩフォーマットを設定するために採用される方法を確定することに用いられる
。具体的には、ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、ｅＮｏｄｅＢにより現在管
理されている端末のうちほとんどの端末が新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な端末に
改善することができる場合、方法１を用いて新たなＤＣＩフォーマットを設定し、新たな
ＤＣＩフォーマットを復調可能な端末に改善することができる端末がほとんどの端末では
ない場合、方法２を用いて新たなＤＣＩフォーマットを設定することに用いられる。改善
され得る端末がほとんどの端末であるかどうかの判断について、ｅＮｏｄｅＢにより管理
されている端末のうち改善され得る端末の割合が予め設定された割合（例えば、９８％）
よりも高い割合である場合には、改善され得る端末がほとんどの端末であると判断される
。
【００７２】
　前記方法１を用いて新たなＤＣＩフォーマットが設定される場合、プロトコルに規定さ
れた既存ＤＣＩフォーマットが、対応する新たなＤＣＩフォーマットに全て改修され、且
つ、新たなＤＣＩフォーマットが元のＤＣＩフォーマットに対応する伝送モードと依然と
して関連つけられる。前記新たなＤＣＩフォーマットに対応する伝送モードの設定は、既
存技術に従って行われる。例えば、既存技術においてＤＣＩ１ａフォーマットに対応する
伝送モードが伝送モード２であれば、本実施例では依然として新たなＤＣＩ１ａフォーマ
ットに対応する伝送モードを伝送モード２に設定する。これ以外の新たなＤＣＩフォーマ
ットに対応する伝送モードの設定方法は、これによって類推することができ、従って、こ
こでの詳細な説明については省略する。
【００７３】
　前記方法２を用いて新たなＤＣＩフォーマットが設定される場合、新たなＤＣＩフォー
マットを追加で定義することにより、新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な端末とｅＮ
ｏｄｅＢとの間で新たなＤＣＩフォーマットを使用する。そして端末の伝送モードを新た
な伝送モードで定義し、ｅＮｏｄｅＢが新たなＤＣＩフォーマットと新たな伝送モードを
関連付ける。前記新たなＤＣＩフォーマットを定義することは、既存のＤＣＩ１ａフォー
マットに基づいて改修を行い、ＤＣＩ１ａフォーマットのＲＳＡフィールドの前にＴＳＩ
フィールドを追加し、改修されたＤＣＩ１ａフォーマットをＤＣＩ７フォーマットとして
定義することである。新たな伝送モードを定義する上述の方法は既存技術であり、例えば
、新たな伝送モードを伝送モード１２として定義してもよい。
【００７４】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、さらに、方法１を用いて新たなＤＣ
Ｉフォーマットを設定する場合、自身により管理されている、新たなＤＣＩフォーマット
を復調可能な端末の伝送モードを取得し、そして新たなＤＣＩフォーマットを復調可能な
端末に対応する新たなＤＣＩフォーマットを確定することに用いられる。
【００７５】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、さらに、方法２を用いて新たなＤＣ
Ｉフォーマットを設定する場合、既存技術に従って、自身により管理されている全ての端
末の伝送モードを取得し、ＣＱＩ情報を送信した端末が新たなＤＣＩフォーマットを復調
可能な端末であるかどうかを判断する。ＣＱＩ情報を送信した端末が新たなＤＣＩフォー
マットを復調可能な端末である場合、受信したＣＱＩ情報及び自身により記録されたＲＢ
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Ｇの使用状況に基づいて、ＣＱＩ情報を送信した端末にタイムスロット１及び／またはタ
イムスロット２におけるＲＢＧを分配し、ＣＱＩ情報を送信した端末が新たなＤＣＩフォ
ーマットを復調可能な端末ではない場合、既存技術に従って後続のＲＢＧの分配動作を実
行する。この後続のＲＢＧ分配動作については、詳細な説明を省略する。
【００７６】
　前記分配装置は、さらに、予め設定された、新たなＤＣＩフォーマットを復調する復調
プログラムを保存することに用いられる端末ＤＣＩ復調モジュール４３を備える。新たな
ＤＣＩフォーマットを復調するプログラムの書き込み及びプリセット方法は、全て既存技
術であり、ここでの詳細な説明については省略する。
【００７７】
　前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１は、さらに、ＤＣＩをｅＮｏｄｅＢ送受
信モジュール４２に送信することに用いられる。対応して、前記ｅＮｏｄｅＢ送受信モジ
ュール４２は、さらに、ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４１からのＤＣＩを受信し
、ＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを端末ＤＣＩ復調モジュール４３に送信すること用いられる
。前記端末ＤＣＩ復調モジュール４３は、さらに、前記ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュール４
２からのＤＣＩを受信し、予め設定された新たなＤＣＩフォーマットを復調するプログラ
ムによってＤＣＩを復調し、そしてＤＣＩ中の分配結果に応じて既存技術に従って後続の
動作を行う。
【００７８】
　上記ｅＮｏｄｅＢ送受信モジュール４２と前記ｅＮｏｄｅＢリソース分配モジュール４
１は、ｅＮｏｄｅＢに配置され、前記端末ＤＣＩ復調モジュール４３は、端末に配置され
る。
【００７９】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。

【図１】 【図２】
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