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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局の属するグループを決定するための報知情報を生成する報知情報生成部と、
　該報知情報生成部により生成された報知情報を送信する報知情報送信部と、
　セル内に在圏する移動局のグループ分けを行うグループ決定部と、
　前記グループ決定部によりグループ分けされたグループに対応づけられた無線チャネル
状態の送信タイミングにしたがって移動局から送信される無線チャネル状態を示す情報を
受信する無線チャネル状態受信部と、
　該無線チャネル状態受信部により受信された無線チャネル状態を示す情報に基づいて、
ユーザに割当てる周波数帯を設定する周波数スケジューリング部と
　を備え、
　前記報知情報生成部は、グループ数を含む報知情報を生成し、
　前記グループ決定部は、前記報知情報送信部により送信されるべき報知情報に基づいて
、移動局の属するグループを決定し、
　移動局は、当該基地局により送信された報知情報に基づいて、該移動局の属するグルー
プを決定することを特徴とする基地局。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局において、
　前記無線チャネル状態受信部は、グループ間で共通の無線リソースを時分割し、各グル
ープで異なるタイミングで送信された無線チャネル状態を示す情報を受信することを特徴
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とする基地局。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の基地局において、
　前記報知情報生成部は、先頭グループの無線チャネル状態の報告タイミング、各グルー
プの無線チャネル状態の報告タイミングのパタンおよび無線チャネル状態の報告タイミン
グのパタンを指定した情報のうち少なくとも１つを含む報知情報を生成することを特徴と
する基地局。
【請求項４】
　基地局に無線チャネル状態を通知する移動局であって、
　前記基地局により送信された報知情報を受信する報知情報受信部と、
　無線チャネル状態を測定する無線チャネル状態測定部と、
　前記報知情報受信部により受信された報知情報に含まれるグループ数に基づいて、当該
移動局が属するグループを設定するグループ設定部と、
　前記グループ設定部により設定されたグループに対応づけられた無線チャネル状態の送
信タイミングにしたがって、前記無線チャネル状態測定部により測定された無線チャネル
状態を示す情報を送信する無線チャネル状態送信部と、
　を備え、
　前記基地局は、移動局の属するグループを決定するための報知情報を生成し、該報知情
報を送信し、該送信されるべき報知情報に基づいて、セル内に在圏する移動局のグループ
分けを行い、該グループに対応づけられた無線チャネル状態の送信タイミングにしたがっ
て移動局から送信される無線チャネル状態を示す情報を受信し、該無線チャネル状態を示
す情報に基づいて、ユーザに割当てる周波数帯を設定することを特徴とする移動局。
【請求項５】
　請求項４に記載の移動局において、
　前記グループ設定部は、前記報知情報受信部により受信された報知情報に含まれる先頭
グループの無線チャネル状態の報告タイミング、各グループの無線チャネル状態の報告タ
イミングのパタンおよび無線チャネル状態の報告タイミングのパタンを指定した情報のう
ち少なくとも１つに基づいて、属するグループを設定することを特徴とする移動局。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の移動局において、
　前記無線チャネル状態送信部は、グループ間で共通の無線リソースを時分割し、各グル
ープで異なるタイミングで無線チャネル状態を示す情報を送信することを特徴とする移動
局。
【請求項７】
　基地局に無線チャネル状態を通知する移動局における無線チャネル状態通知方法であっ
て、
　前記基地局により送信された報知情報を受信する報知情報受信ステップと、
　無線チャネル状態を測定する無線チャネル状態測定ステップと、
　前記報知情報受信ステップにより受信された報知情報に含まれるグループ数に基づいて
、当該移動局が属するグループを決定するグループ決定ステップと、
　前記グループ決定ステップにより決定されたグループに対応づけられた無線チャネル状
態の送信タイミングにしたがって、前記無線チャネル状態測定ステップにより測定された
無線チャネル状態を示す情報を送信する無線チャネル状態送信ステップと
　を有し、
　前記基地局は、移動局の属するグループを決定するための報知情報を生成し、該報知情
報を送信し、該送信されるべき報知情報に基づいて、セル内に在圏する移動局のグループ
分けを行い、該グループに対応づけられた無線チャネル状態の送信タイミングにしたがっ
て移動局から送信される無線チャネル状態を示す情報を受信し、該無線チャネル状態を示
す情報に基づいて、ユーザに割当てる周波数帯を設定することを特徴とする無線チャネル
状態通知方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、移動局および無線チャネル状態通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＳＤＰＡ（ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐａｃｋｅｔ　ａｃｃｅｓｓ
）などの最近の無線通信方式では、下り回線のリンクアダプテーション、例えば送信電力
制御、適応変復調、適応符号化などやユーザ間のパケットスケジューリングを行うため、
移動局から下り無線チャネルの状態を測定した結果（以下ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕ
ａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）と呼ぶ）を基地局へ報告している（例えば、非特許文
献１参照）。
【非特許文献１】立川敬二監修“Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式”、丸善株式会社、平成１３
年６月、ｐ．４０３－４０４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００４】
　伝搬環境はユーザの移動速度などに応じて高速に変動する。したがって、より効率的に
リンクアダプテーションを行ったり、図１Ａに示すように、スケジューリングによりマル
チユーザダイバーシティの効果を高めたりするためには、より頻繁にＣＱＩの報告を行う
ことが必要となる。図１Ａは、あるサブ帯域のプロファイルであり、時間方向のスケジュ
ーリング（マルチユーザダイバーシチ）を示す。しかし、ＣＱＩの報告量が増えると上り
回線の容量を圧迫したり、移動局のバッテリを消耗したりする問題がある。
【０００５】
　今後の移動通信システムでは、より高い伝送レート、低遅延、大容量を実現するために
、広帯域化されることが予想される。しかし、システムが広帯域化された場合、周波数選
択性フェージングが生じるため、より効率的に伝送するためには、図１Ｂに示すようにユ
ーザ間でそれぞれ状態のよい周波数帯を使い分けた方がよい。図１Ｂは、あるフレーム時
刻のプロファイルであり、周波数方向のスケジューリング（マルチユーザダイバーシチ）
を示す。そのためには、システムの全周波数帯域を幾つかのサブ帯域に分割し、サブ帯域
毎にＣＱＩを測定、報告する必要が出てくる。
【０００６】
　ＣＱＩの報告の仕方は色々あり、例えば最もＣＱＩが高い上位３サブ帯域の番号とＣＱ
Ｉ値を報告する、全帯域の平均値と各サブ帯域の平均値からの差分を報告する、周波数方
向に対して離散コサイン変換（ＤＣＴ：　Ｄｉｓｃｒｅｅｔ　Ｃｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ）を用いて符号化した結果を報告する、といった方法がある。
【０００７】
　いずれの方法においても、広帯域を有効利用するためには、ＣＱＩ報告のための情報量
が増大する問題がある。ＣＱＩ報告のための情報量が増えたことにより、上り回線の容量
を圧迫したり、移動局のバッテリを消耗したり、といった問題が生じる。
【０００８】
　このように、片方のリンクの効率と対向リンクのフィードバック情報量の間にはトレー
ドオフの関係がある。スケジューリングやリンクアダプテーションの時間方向の最小単位
をフレーム、周波数方向の最小単位をサブ帯域、と定義した場合、単純に毎フレーム全サ
ブ帯域のＣＱＩを報告することは非現実的で、上述のトレードオフバランスがよい点で動
作させる必要がある。
【０００９】
　実際には、数フレームに１度、状態のよい上位３サブ帯域のＣＱＩを報告する、などの
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削減方法が有効となる。しかし、各ユーザが様々なタイミングで様々な量のＣＱＩ報告を
行うと、ＣＱＩ報告のために用意すべき無線リソース、例えば無線チャネルが増大する問
題がある。これは、瞬間的なピーク情報量に対応できる能力が必要となるためである。多
数のユーザが同一タイミングで報告した場合、上り干渉量が報告タイミングにバースト的
に増大したり、上り干渉量に打ち勝つためにＣＱＩ報告時の送信電力を増大する必要が生
じたりする恐れがある。
【００１０】
　さらに、ＨＳＤＰＡのようにパケットスケジューリングにより複数のユーザが同一無線
リソース（無線チャネル）をシェアする方式では、Ｍａｘ　Ｃ／ＩやＰｒｏｐｏｒｔｉｏ
ｎａｌ　Ｆａｉｒｎｅｓｓ（ＰＦ）などのルールに基づいたスケジューリングの結果、一
部のユーザしか同一フレームで送信を割り当てられない場合が生じる。この場合、割り当
てられなかった他のユーザは報告したＣＱＩが無駄となってしまう。全ユーザが同一タイ
ミングで周期的に一斉にＣＱＩを報告するような構成では、折角ｕｐ　ｔｏ　ｄａｔｅな
ＣＱＩ報告が得られても、多くのユーザで有効にＣＱＩが利用されなくなってしまう。報
告周期の間の期間はＣＱＩの報告がない状態でスケジューリングする必要が生じ、ｕｐ　
ｔｏ　ｄａｔｅな情報を基にスケジューリングできないため、最適なユーザを選択できず
、マルチユーザダイバーシティのゲインが低下してしまう。さらには、スケジューラが割
り当てたユーザに対してリンクアダプテーションを適切に行うことができなくなってしま
い、伝送効率が低下してしまう。
【００１１】
　なお、上述の問題はＣＱＩのみならず、移動局から定期的に報告するその他の情報にも
当てはまる。例えば、ＨＳＤＰＡで行っている上り送信バッファのステータスが該当する
。ＨＳＤＰＡでは、移動局から報告されたバッファステータスに応じて基地局が各移動局
に割り当てる無線リソースを決定し、無線リソース割当を管理している。ＣＱＩ報告の場
合と同様に、各ユーザが無秩序に様々なタイミングでステータス報告を行うと、報告に必
要な無線リソースが増大したり、上り干渉量や送信電力が増大したり大きく変動する、と
いった問題が生じる。
【００１２】
　そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、無線チャネル状態の報告を効
率的に行うことができる基地局、移動局および無線チャネル状態通知方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本基地局は、
　移動局の属するグループを決定するための報知情報を生成する報知情報生成部と、
　該報知情報生成部により生成された報知情報を送信する報知情報送信部と、
　セル内に在圏する移動局のグループ分けを行うグループ決定部と、
　前記グループ決定部によりグループ分けされたグループに対応づけられた無線チャネル
状態の送信タイミングにしたがって移動局から送信される無線チャネル状態を示す情報を
受信する無線チャネル状態受信部と、
　該無線チャネル状態受信部により受信された無線チャネル状態を示す情報に基づいて、
ユーザに割当てる周波数帯を設定する周波数スケジューリング部と
　を備え、
　前記報知情報生成部は、グループ数を含む報知情報を生成し、
　前記グループ決定部は、前記報知情報送信部により送信されるべき報知情報に基づいて
、移動局の属するグループを決定し、
　移動局は、当該基地局により送信された報知情報に基づいて、該移動局の属するグルー
プを決定する。
【００１４】
　このように構成することにより、移動局をグループ分けでき、グループ毎に無線チャネ
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ル状態の受信タイミングをずらすことができる。
【００１５】
　本移動局は、
　基地局に無線チャネル状態を通知する移動局であって、
　前記基地局により送信された報知情報を受信する報知情報受信部と、
　無線チャネル状態を測定する無線チャネル状態測定部と、
　前記報知情報受信部により受信された報知情報に含まれるグループ数に基づいて、当該
移動局が属するグループを設定するグループ設定部と、
　前記グループ設定部により設定されたグループに対応づけられた無線チャネル状態の送
信タイミングにしたがって、前記無線チャネル状態測定部により測定された無線チャネル
状態を示す情報を送信する無線チャネル状態送信部と、
　を備え、
　前記基地局は、移動局の属するグループを決定するための報知情報を生成し、該報知情
報を送信し、該送信されるべき報知情報に基づいて、セル内に在圏する移動局のグループ
分けを行い、該グループに対応づけられた無線チャネル状態の送信タイミングにしたがっ
て移動局から送信される無線チャネル状態を示す情報を受信し、該無線チャネル状態を示
す情報に基づいて、ユーザに割当てる周波数帯を設定する。
【００１６】
　このように構成することにより、グループ毎に無線チャネル状態の報告タイミングをず
らすことができる。
【００１７】
　本無線チャネル状態通知方法は、
　基地局に無線チャネル状態を通知する移動局における無線チャネル状態通知方法であっ
て、
　前記基地局により送信された報知情報を受信する報知情報受信ステップと、
　無線チャネル状態を測定する無線チャネル状態測定ステップと、
　前記報知情報受信ステップにより受信された報知情報に含まれるグループ数に基づいて
、当該移動局が属するグループを決定するグループ決定ステップと、
　前記グループ決定ステップにより決定されたグループに対応づけられた無線チャネル状
態の送信タイミングにしたがって、前記無線チャネル状態測定ステップにより測定された
無線チャネル状態を示す情報を送信する無線チャネル状態送信ステップと
　を有し、
　前記基地局は、移動局の属するグループを決定するための報知情報を生成し、該報知情
報を送信し、該送信されるべき報知情報に基づいて、セル内に在圏する移動局のグループ
分けを行い、該グループに対応づけられた無線チャネル状態の送信タイミングにしたがっ
て移動局から送信される無線チャネル状態を示す情報を受信し、該無線チャネル状態を示
す情報に基づいて、ユーザに割当てる周波数帯を設定する。

【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施例によれば、無線チャネル状態の報告を効率的に行うことができる基地局
、移動局および無線チャネル状態通知方法を実現できる。
【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】
　本発明の実施例にかかる無線通信システムについて説明する。
【００２１】
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　本実施例にかかる無線通信システムは、基地局と移動局とを備える。
【００２２】
　ここで、ＨＳＤＰＡでは、ＣＱＩは共通パイロットチャネルのＥｃ／Ｉｏ（受信チップ
エネルギ対干渉電力密度比）に相当するが、本実施例においては、Ｅｃ／Ｉｏに限らず伝
搬損失、受信電力、信号対干渉電力比など、無線チャネルの状態を表す指標を総じてＣＱ
Ｉと呼ぶこととする。
【００２３】
　次に、本実施例にかかる基地局１００について説明する。
【００２４】
　基地局１００は、ユーザをグループ分けし、各ユーザに対して対応するグループを示す
情報を通知する。移動局において、各グループは無線チャネル状態を報告できるタイミン
グと対応づけられる。移動局は、報告されたグループを示す情報に基づいて、該グループ
に対応するタイミングで無線チャネル状態の報告を行う。
【００２５】
　また、基地局１００において、各グループと無線チャネル状態を報告できるタイミング
とを対応づけ、無線チャネル状態を報告できるタイミングを示す情報を移動局２００に通
知するようにしてもよい。この場合、移動局２００は、報告された無線チャネル状態を報
告できるタイミングに基づいて、無線チャネル状態の報告を行う。
【００２６】
　例えば、図２に示すように、移動局２００は、自移動局が属するグループに対応するタ
イミングにしたがって、無線チャネル状態、例えばＣＱＩの報告を行う。すなわち、グル
ープ毎に無線チャネル状態を報告できるタイミングが異なる。
【００２７】
　例えばグループ１に属するユーザは、グループ１の報告タイミングで毎回無線チャネル
状態の報告を行う。また、グループ２に属するユーザは、グループ１の報告タイミングと
は異なる報告タイミングで毎回無線チャネル状態の報告を行う。また、グループ３に属す
るユーザは、グループ１および２の報告タイミングとは異なる報告タイミングで毎回無線
チャネル状態の報告を行う。また、グループ４に属するユーザは、グループ１、２および
３の報告タイミングとは異なる報告タイミングで毎回無線チャネル状態の報告を行う。各
グループにおいて、無線チャネル状態を報告する周期は同一である。
【００２８】
　基地局１００について、図３を参照して説明する。
【００２９】
　基地局１００は、送信装置を備え、送信装置は、アンテナ１０２と、アンテナ１０２と
接続された送受共用部１０４と、送受共用部１０４からの受信信号が入力される受信ＲＦ
部１０６と、受信ＲＦ部１０６からの出力信号が入力される多重分離部１０８と、多重分
離部１０８からＣＱＩ情報が入力されるＣＱＩ処理部１１０と、多重分離部１０８からの
出力信号が入力されるグループ決定部１１２と、ＣＱＩ処理部１１０およびグループ決定
部１１２からの出力信号が入力される制御部１１４と、グループ決定部１１２および制御
部１１４からの出力信号が入力される送信信号生成部１１６と、送信信号生成部１１６か
らの出力信号が入力される多重合成部１１８と、多重合成部１１８からの出力信号が入力
される送信ＲＦ部１２０とを備える。送信ＲＦ部１２０の出力信号は送受共用部１０４に
入力される。
【００３０】
　受信ＲＦ部１０６は、移動局２００からの上り信号に同調して受信し、受信データを多
重分離部１０８に入力する。受信データには、例えば、ＣＱＩ情報、上りユーザデータ、
他ユーザデータ、制御信号などが格納される。
【００３１】
　多重分離部１０８は、受信した信号からＣＱＩ情報を取り出し、該ＣＱＩ情報をＣＱＩ
処理部１１０に入力する。また、多重分離部１０８は、受信した信号から、移動局のＩＤ
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などの移動局を識別する情報をグループ決定部１１２に入力する。
【００３２】
　ＣＱＩ処理部１１０は、ＣＱＩに対して所定の処理を行い、処理結果を示す情報を制御
部１１４に入力する。
【００３３】
　グループ決定部１１２は、入力された移動局を識別する情報に基づいて、複数の移動局
のグループ分けを行う。例えば、移動局２００から報告された移動局のＩＤに基づいて、
グループ分けを行う。例えば、グループ決定部１１２は、報告された移動局のＩＤに基づ
いて、例えばＮ個にグループ分けを行う場合、報告された移動局のＩＤをグループ数によ
って除算された後の、剰余（モジュロ）により、グループ分けする。
【００３４】
　また、グループ決定部１１２は、呼制御を行う際の無線プロトコル制御により、移動局
の属するグループを決定するようにしてもよい。
【００３５】
　また、グループ決定部１１２は、ネットワークが割り当てた該移動局を識別する情報に
基づいて、移動局の属するグループを決定するようにしてもよい。
【００３６】
　また、グループ決定部１１２は、決定したグループを示す情報を、制御部１１４および
送信信号生成部１１６に入力する。
【００３７】
　送信信号生成部１１６は、入力されたグループを示す情報を対応する移動局に通知する
ための制御情報を生成し、多重合成部１１８に入力する。例えば、グループ決定部１１２
において、呼制御を行う際の無線プロトコル制御により、移動局の属するグループが決定
された場合、該グループを示す制御情報を生成する。
【００３８】
　制御部１１４は、入力された各移動局の属するグループに応じて、受信タイミングの制
御を行う。例えば、制御部１１４は、移動局のグループと各グループに属する移動局が無
線チャネル状態の報告を行うタイミングとの対応を示す対応表を備え、該対応表に基づい
て、受信タイミングの制御を行う。また、制御部１１４は、送信信号生成部１１６に対し
て、制御情報の送信制御を行う。
【００３９】
　多重合成部１１８は、制御信号を、同時に送信する下りユーザデータや他ユーザの下り
信号と多重合成し、送信ＲＦ部１２０に入力する。
【００４０】
　送信ＲＦ部１２０は、送信信号をＲＦに変換してアンテナを励起する。その結果、デー
タが送信される。
【００４１】
　次に、本実施例にかかる移動局２００について、図４を参照して説明する。
【００４２】
　移動局２００は、基地局１００により通知されたグループを示す情報に基づいて、該グ
ループに対応するタイミングで無線チャネル状態を示す情報の報告を行う。
【００４３】
　移動局２００は、受信装置を備え、受信装置はアンテナ２０２と、アンテナ２０２と接
続された送受共用部２０４と、送受共用部２０４からの受信信号が入力される受信ＲＦ部
２０６と、受信ＲＦ部２０６からの出力信号が入力されるＣＱＩ測定部２０８および制御
情報受信部２１０と、制御情報受信部２１０の出力信号が入力される制御部２１２と、Ｃ
ＱＩ測定部２０８および制御部２１２からの出力信号が入力される送信信号生成部２１４
と、送信信号作成部２１４の出力信号が入力される多重合成部２１６と、多重合成部２１
６の出力信号が入力される送信ＲＦ部２１８とを備える。送信ＲＦ部２１８の出力信号は
送受共用部２０４に入力される。
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【００４４】
　受信ＲＦ部２０６は、受信したいシステム・周波数に同調して信号を受信し、受信デー
タをＣＱＩ測定部２０８および制御情報受信部２１０に入力する。
【００４５】
　ＣＱＩ測定部２０８は、現在通信中のセルの受信信号、例えば共通パイロットチャネル
から無線チャネル状態、例えばＣＱＩを測定し、ＣＱＩを示す情報を送信信号作成部２１
４に入力する。
【００４６】
　制御情報受信部２１０は、移動局から送信された制御情報、例えば決定されたグループ
を示す情報を受信し、制御部２１２に入力する。
【００４７】
　制御部２１０は、入力されたグループを示す情報に基づいて、該グループに対応するタ
イミングで無線チャネル状態の報告を行うように制御する。例えば、制御部２１０は、基
地局と同様に、移動局のグループと各グループに属する移動局がＣＱＩの報告を行うタイ
ミングとの対応を示す対応表を備え、該対応表に基づいて、送信タイミングの制御を行う
。
【００４８】
　また、制御部２１０は、自移動局に割り当てられているＩＤにより、基地局と同様の計
算方法により、自移動局が属するグループを決定するようにしてもよい。
例えば、制御部２１０は、自移動局のＩＤに基づいて、例えばＮ個にグループ分けを行う
場合、移動局のＩＤをグループ数によって除算された後の、剰余（モジュロ）により、属
するグループを決定する。この場合、グループ数は、システムで予め決定するようにして
もよいし、基地局１００から通知するようにしてもよい。
【００４９】
　送信信号作成部２１４は、入力された無線チャネル状態を通知するための送信信号を作
成し、多重合成部２１６に入力する。
【００５０】
　多重合成部１２４は、ＣＱＩの報告値（瞬時ＣＱＩ）と、上りユーザデータを多重合成
し、送信ＲＦ部２１８に入力する。
【００５１】
　送信ＲＦ部２１８は、送信信号をＲＦ信号に変換してアンテナを励起する。その結果、
データが送信される。
【００５２】
　次に、本実施例にかかる無線通信システムの動作について、図５を参照して説明する。
【００５３】
　移動局２００は、基地局１００または制御装置に対して接続要求を行う（ステップＳ５
０２）。例えば、送信信号作成部２１４は、接続要求信号を生成し、送信する。
【００５４】
　基地局１００は、移動局２００から接続要求信号を受信すると、呼制御を行う際の無線
プロトコル制御により、移動局のグループ分けを行う（ステップＳ５０４）。また、基地
局１００は、ネットワークが割り当てた該移動局を識別する情報に基づいて、移動局のグ
ループ分けを行うようにしてもよい。
【００５５】
　次に、基地局１００は、各移動局に対して、対応するグループを示す情報をグループＩ
Ｄとして、送信する（ステップＳ５０６）。
【００５６】
　次に、移動局２００は、グループＩＤを受信した場合に、受信応答を行う（ステップＳ
５０８）。
【００５７】
　以降、移動局２００は、属するグループに対応するタイミングで無線チャネル状態を示
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す情報の報告を行う。
【００５８】
　上述した実施例においては、移動局２００が、自移動局が属するグループに対応する全
てのタイミングで無線チャネル状態を示す情報の報告を行う場合について説明したが、自
移動局が属するグループに対応するタイミングのうち所定の回数おき、例えば１回おきに
報告を行うようにしてもよい。
【００５９】
　例えば、グループ１に属するユーザＡおよびユーザＢについて、図６を参照して説明す
る。グループ１に属するユーザＡは、全てのタイミングで無線チャネル状態を示す情報の
報告を行う。一方、同じグループ１に属するユーザＢは、全てのタイミングのうち、１回
おきに無線チャネル状態を示す情報の報告を行う。このように、ユーザによって実際に報
告するタイミングは異なるようにしてもよい。しかし、そのユーザが報告できるタイミン
グは該ユーザが属するグループの報告タイミングに限られる。
【００６０】
　この場合、移動局２００の制御部２１２は、ユーザが利用するサービス、無線ベアラの
ＱｏＳ、移動局の能力、移動速度、今までの平均スループット、平均遅延のうち少なくと
も１つに基づいて、実際に報告するタイミングを制御する。また、制御部２１２は、送信
データの有無によって、実際に報告するタイミングを制御するようにしてもよい。その結
果、ユーザＥのように報告タイミングをダイナミックに変化させるようにしてもよい。そ
の場合も、報告できるタイミングはグループの報告タイミングに限られる。
【００６１】
　また、上述した実施例においては、全グループで同一の周期で、報告タイミングを制御
する場合について説明したが、グループによって周期やパタンを変えるようにしてもよい
。
【００６２】
　例えば、図７に示すように、グループ１とグループ２に属する移動局は同一の周期で報
告タイミングの制御が行うが、グループ３とグループ４に属する移動局は、グループ１と
グループ２に属する移動局とは異なる周期で報告タイミングの制御が行われる。
【００６３】
　この場合、基地局１００の制御部１１４は、サービスや無線ベアラのＱｏＳに応じて、
報告タイミングを変更し、移動局２００に通知する。また、制御部１１４は、平均スルー
プット、平均遅延、平均ＣＱＩ、移動速度に応じて、報告タイミングを変更するようにし
てもよい。
【００６４】
　また、これらが変化した場合に、移動局の属するグループを変更し、変更したグループ
を示す情報を移動局に通知することにより、報告タイミングを変更するようにしてもよい
。
【００６５】
　次に、本発明の他の実施例にかかる無線通信システムついて、説明する。
【００６６】
　本実施例にかかる無線通信システムは、上述した実施例と、移動局の構成が異なる。
【００６７】
　移動局２００は、図８に示すように、図４を参照して説明した移動局において、制御部
２１２と接続されたグループ決定部２２０を備える。
【００６８】
　グループ決定部２２０は、基地局１００からの報知情報に基づいて、自移動局の属する
グループを決定し、該グループを示す情報を制御部２１２に入力する。
【００６９】
　基地局１００が、図９Ａに示すように、グループ数Ｎと、同期を取るために先頭グルー
プ、例えばグループ１の報告フレーム番号を報知している場合、グループ決定部２２０は
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、グループ数Ｎと、報告フレーム番号とに基づいて、自移動局の属するグループを決定す
る。例えば、報告フレーム番号は、システムフレーム番号（ＳＦＮ）をグループ数によっ
て除算された後の、剰余（モジュロ）、ＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｎの値とする。
【００７０】
　この場合、基地局のグループ決定部１１２においても同様の処理が行われ、移動局の属
するグループが決定される。
【００７１】
　また、基地局１００が、図９Ｂに示すように、グループ数Ｎと、グループ間のフレーム
数Ｍ、例えば２，３，・・・と、グループ、例えばグループ１の報告フレーム番号を報知
している場合、グループ決定部２２０は、報告されたグループ数Ｎと、グループ間のフレ
ーム数Ｍと、グループの報告フレーム番号に基づいて、自移動局の属するグループを決定
する。例えば、報告フレーム番号は、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を報告周期Ｔによ
って除算された後の、剰余（モジュロ）、ＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｔの値とする。このようにす
ることにより、グループ間で数フレームオフセットがある場合に、それをパラメタで指定
できる。
【００７２】
　この場合、基地局のグループ決定部１１２においても同様の処理が行われ、移動局の属
するグループが決定される。
【００７３】
　また、基地局１００が、図９Ｃに示すように、グループ数Ｎと、報告周期Ｔと、グルー
プ、例えばグループ１の報告フレーム番号を報知している場合、グループ決定部２２０は
、報告されたグループ数Ｎと、報告周期Ｔと、グループの報告フレーム番号に基づいて、
自移動局の属するグループを決定する。この場合、周期Ｔ内の各グループの報告タイミン
グの割り当ては、予め仕様化しておく必要がある。
【００７４】
　この場合、基地局のグループ決定部１１２においても同様の処理が行われ、移動局の属
するグループが決定される。
【００７５】
　また、基地局１００が、図９Ｄに示すように、グループ数Ｎと、全体のパタン周期Ｔと
、グループ１のパタン開始フレームと、グループ１のパタン番号と、グループ２のパタン
開始フレームと、グループ２のパタン番号と、・・・、グループＮのパタン開始フレーム
と、グループＮのパタン番号とを報知している場合、グループ決定部２２０は、報告され
たグループ数Ｎと、全体のパタン周期Ｔと、グループのパタン開始フレームと、グループ
のパタン番号に基づいて、自移動局の属するグループを決定する。例えば、グループ１の
パタン開始フレームは、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を報告周期Ｔによって除算され
た後の、剰余（モジュロ）、ＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｔの値とし、グループ２以降のパタン開始
フレームは、前のグループからのオフセットとする。このようにすることにより、各グル
ープの報告タイミングパタンを柔軟に設定することができる。
【００７６】
　この場合、基地局のグループ決定部１１２においても同様の処理が行われ、移動局の属
するグループが決定される。
【００７７】
　また、基地局１００が、図９Ｅに示すように、デフォルトの設定番号を報知している場
合、グループ決定部２２０は、報告されたデフォルトの設定番号に基づいて、自移動局の
属するグループを決定する。このようにすることにより、報知情報量を低減できる。
【００７８】
　この場合、基地局のグループ決定部１１２においても同様の処理が行われ、移動局の属
するグループが決定される。
【００７９】
　上述した実施例においては、無線チャネル状態、例えばＣＱＩを報告する場合について
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説明したが、上り送信バッファステータスの報告などにも同様に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明にかかる基地局、移動局および無線チャネル状態通知方法は、無線通信システム
に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１Ａ】時間方向のスケジューリングを示す説明図である。
【図１Ｂ】周波数方向のスケジューリングを示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる無線チャネル状態の報告タイミングを示す説明図であ
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を示す部分ブロック図である。
【図５】本発明の一実施例にかかる無線通信システムの動作を示すフロー図である。
【図６】本発明の一実施例にかかる無線チャネル状態の報告タイミングを示す説明図であ
る。
【図７】本発明の一実施例にかかる無線チャネル状態の報告タイミングを示す説明図であ
る。
【図８】本発明の一実施例にかかる移動局を示す部分ブロック図である。
【図９Ａ】報知情報の構成例を示す説明図である。
【図９Ｂ】報知情報の構成例を示す説明図である。
【図９Ｃ】報知情報の構成例を示す説明図である。
【図９Ｄ】報知情報の構成例を示す説明図である。
【図９Ｅ】報知情報の構成例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８２】
１００　基地局
２００　移動局
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【図６】 【図７】
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【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図９Ｅ】
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