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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直交周波数分割多重方式を用いると共に、３以上の周波数帯域を用いて通信を行う無線
基地局において、
　前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも１つの周波数帯域を用いて第１のチャンネル
を送信すると共に、前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも残りの１つの周波数帯域を
用いて前記第１のチャンネルより電力の小さい第２のチャンネルの送信を共通する時間内
で行い得る送信手段と、
　自セル内に在圏する１以上の移動局の受信状態を検出する受信状態検出手段と、
　検出した前記受信状態から前記移動局が利用する少なくとも下りリンクについて適用す
るチャンネルを前記第１のチャンネルとするか前記第２のチャンネルとするかの決定、及
び、変調方式、送信電力の決定を行うスケジュール手段と、
を有し、
　前記スケジュール手段は、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネル閾値より小
さい移動局に前記第１のチャンネルを割当て、第２のチャンネルの受信状態が前記チャネ
ル閾値以上の移動局に前記第２のチャンネルを割当てる
こと特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　請求項１記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、受信状態の指標値それぞれに対応する変調方式を予め設定し
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たテーブルと、
　検出した各移動局の受信状態で前記テーブルを検索して変調方式を決定するテーブル検
索手段を
有すること特徴とする無線基地局。
【請求項３】
　請求項１記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネル閾値より小
さい移動局に割当てて残った第１のチャンネルを第２のチャンネルの受信状態が前記チャ
ネル閾値以上の移動局に割当てる
こと特徴とする無線基地局。
【請求項４】
　請求項３記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用する送信電力
が、送信電力閾値を超えないように制限する送信電力制限手段を
有すること特徴とする無線基地局。
【請求項５】
　請求項４記載の無線基地局において、
　前記送信電力制限手段は、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用する送信電力
が前記送信電力閾値を超えたとき、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用する変
調方式をより符号化率の低い変調方式に変更する変調方式変更手段を
有すること特徴とする無線基地局。
【請求項６】
　請求項５記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、自セルの第１のチャンネルと他セルの第２のチャンネル間及
び自セルの第２のチャンネルと他セルの第１のチャンネル間の干渉を補償するため補償値
を決定する補償値決定手段と、
　前記補償値を用いて前記第１のチャンネルを割当てる移動局の受信状態を補正する補正
手段を
有すること特徴とする無線基地局。
【請求項７】
　請求項６記載の無線基地局において、
　前記補正手段は、更に、前記補償値を用いて前記第２のチャンネルを割当てる移動局の
利用する変調方式と送信電力を補正する
こと特徴とする無線基地局。
【請求項８】
　請求項７記載の無線基地局において、
　前記干渉電力補償値決定手段は、パケット誤り率が大きくなると前記干渉電力補償値を
増加させ、パケット誤り率が小さくなると前記干渉電力補償値を減少させる
こと特徴とする無線基地局。
【請求項９】
　直交周波数分割多重方式を用いると共に、３以上の周波数帯域を用いて通信を行う無線
通信システムのスケジューリング方法において、
　前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも１つの周波数帯域を用いて第１のチャンネル
を送信すると共に、前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも残りの１つの周波数帯域を
用いて前記第１のチャンネルより電力の小さい第２のチャンネルの送信を共通する時間内
で行い、
　自セル内に在圏する１以上の移動局の受信状態を検出し、
　検出した前記受信状態から前記移動局が利用する少なくとも下りリンクについて適用す
るチャンネルを前記第１のチャンネルとするか前記第２のチャンネルとするかの決定、及
び、変調方式、送信電力の決定を行い、
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　前記決定の際に、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネル閾値より小さい移動
局に前記第１のチャンネルを割当て、第２のチャンネルの受信状態が前記チャネル閾値以
上の移動局に前記第２のチャンネルを割当てる
こと特徴とするスケジューリング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スケジューリング方法及び無線基地局に関する。本発明は、直交周波数分割
多重方式を用いており、周波数資源を３以上の通信チャネルに分割して使用する無線通信
システムに適用するのが特に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｉｎｇ：直交周波数多重方式）を利用する移動通信システムでは、隣接するセ
ル同士が同じ周波数資源を同時に利用すると相互干渉を引き起こすため、隣接するセル同
士が異なる周波数資源が割当てられるように周波数割当てを設定する必要がある。
【０００３】
　ところが、周波数資源を細かく分割し全セルそれぞれに異なる周波数資源を割当てるこ
とは不可能であるため、隣接していないセル同士が同じ周波数資源を繰り返し利用し、周
波数資源の再利用を行う手法がよく利用される。
【０００４】
　この周波数割当て方式において、更なる周波数利用効率を上げる手段としてＦＦＲ（Ｆ
ｒａｃｔｉｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅｕｓｅ：周波数再利用）が注目されてい
る。このＦＦＲとは移動局と無線基地局との距離に応じて周波数再使用距離（ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ　ｄｉｓｔａｎｃｅ）を変化させる方法であり、無線基地局から遠
い（干渉が大きい）移動局に対しては周波数再使用距離を大きくすることで隣接セル間干
渉を防ぎ、無線基地局から近い（干渉が少ない）移動局に対しては周波数再使用距離を小
さくすることで周波数利用効率を上げ、システム全体の周波数利用効率を向上させる方法
である。
【０００５】
　このＦＦＲにおいて、更に周波数利用効率を向上させる手段として、送信電力制御と併
用する方式が非特許文献１で提案されている。
【０００６】
　この非特許文献１では無線基地局から遠い（干渉が大きい）移動局に対しては、隣接セ
ルと異なる周波数帯域（優先チャネル）を利用し、無線基地局から近い（干渉が小さい）
移動局に対しては、送信電力を隣接セルに干渉を及ぼさない程度に抑え、隣接セルが利用
している帯域（非優先チャネル）に割当てる。つまり、送信電力を抑え隣接セルへの干渉
を抑圧することで、従来利用していない帯域を利用し、周波数利用効率を向上させること
を提案している。
【０００７】
　また、特許文献１には、一般的な周波数繰り返し距離が３のＦＦＲにおいて、移動局の
無線基地局からの距離に応じて周波数繰り返し距離を変更する手法が記載されている。こ
こでは、周波数帯域を４つの通信チャネルに分け、３つの通信チャネルはセル端付近の端
末用に用いられる時間的に周波数繰り返し＝３の領域に利用し、残りの１つの通信チャネ
ルはセル中心付近の端末用に用いられる周波数繰り返し距離＝１の領域に利用する。そう
することで、隣接干渉による品質の劣化を抑えつつ、周波数利用効率を上げている。
【０００８】
　特許文献２には、隣接セルと同一周波数を使用する場合、セルを同心円状に中心エリア
と周辺エリアに分け、中心エリアは隣接セルと干渉しない程度に送信電力を抑圧すること
が記載されている。
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【特許文献１】特開２００４－１５９３４５号公報
【特許文献２】特開２００７－２３５２０１号公報
【非特許文献１】Ｓａｍｓｕｎｇ，“Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅｕｓｅ　Ａｐｐｒｏ”，　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ
ｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＴＳＧ－ＲＡＮ　ＷＧ１，　Ｒ１－０５１３４１，　
８．２，　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２００５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　非特許文献１には、非優先チャネルに割当てる場合は、その送信電力を隣接セルに影響
を及ぼさない程度に設定するとしか記載されておらず、優先チャネルと非優先チャネル間
の干渉を含めた制御方法については開示がない。そのため、最適な変調方式（ＭＣＳ：Ｍ
ｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）を設定することができず、
スループットが低下する等の問題があった。
【００１０】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、移動局毎に好適な変調方式を設定でき
スループットを向上できるスケジューリング方法及び無線基地局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】
【００１１】
　本発明の一実施態様では、直交周波数分割多重方式を用いると共に、３以上の周波数帯
域を用いて通信を行う無線基地局において、
　前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも１つの周波数帯域を用いて第１のチャンネル
を送信すると共に、前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも残りの１つの周波数帯域を
用いて前記第１のチャンネルより電力の小さい第２のチャンネルの送信を共通する時間内
で行い得る送信手段と、
　自セル内に在圏する１以上の移動局の受信状態を検出する受信状態検出手段と、
　検出した前記受信状態から前記移動局が利用する少なくとも下りリンクについて適用す
るチャンネルを前記第１のチャンネルとするか前記第２のチャンネルとするかの決定、及
び、変調方式、送信電力の決定を行うスケジュール手段と、
を有し、
　前記スケジュール手段は、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネル閾値より小
さい移動局に前記第１のチャンネルを割当て、第２のチャンネルの受信状態が前記チャネ
ル閾値以上の移動局に前記第２のチャンネルを割当てる。
【００１２】
　好ましくは、前記スケジュール手段は、受信状態の指標値それぞれに対応する変調方式
を予め設定したテーブルと、
　検出した各移動局の受信状態で前記テーブルを検索して変調方式を決定するテーブル検
索手段を有する。
【００１４】
　好ましくは、前記スケジュール手段は、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネ
ル閾値より小さい移動局に割当てて残った第１のチャンネルを第２のチャンネルの受信状
態が前記チャネル閾値以上の移動局に割当てる。
【００１５】
　好ましくは、前記スケジュール手段は、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用
する送信電力が、送信電力閾値を超えないように制限する送信電力制限手段を有する。
【００１６】
　好ましくは、前記送信電力制限手段は、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用
する送信電力が前記送信電力閾値を超えたとき、前記第２のチャンネルを割当てた移動局
の利用する変調方式をより符号化率の低い変調方式に変更する変調方式変更手段を有する
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。
【００１７】
　好ましくは、前記スケジュール手段は、自セルの第１のチャンネルと他セルの第２のチ
ャンネル間及び自セルの第２のチャンネルと他セルの第１のチャンネル間の干渉を補償す
るため補償値を決定する補償値決定手段と、
　前記補償値を用いて前記第１のチャンネルを割当てる移動局の受信状態を補正する補正
手段を有する。
【００１８】
　好ましくは、前記補正手段は、更に、前記補償値を用いて前記第２のチャンネルを割当
てる移動局の利用する変調方式と送信電力を補正する。
【００１９】
　好ましくは、前記干渉電力補償値決定手段は、パケット誤り率が大きくなると前記干渉
電力補償値を増加させ、パケット誤り率が小さくなると前記干渉電力補償値を減少させる
。
【００２０】
　本発明の一実施態様では、直交周波数分割多重方式を用いると共に、３以上の周波数帯
域を用いて通信を行う無線通信システムのスケジューリング方法において、
　前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも１つの周波数帯域を用いて第１のチャンネル
を送信すると共に、前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも残りの１つの周波数帯域を
用いて前記第１のチャンネルより電力の小さい第２のチャンネルの送信を共通する時間内
で行い、
　自セル内に在圏する１以上の移動局の受信状態を検出し、
　検出した前記受信状態から前記移動局が利用する少なくとも下りリンクについて適用す
るチャンネルを前記第１のチャンネルとするか前記第２のチャンネルとするかの決定、及
び、変調方式、送信電力の決定を行い、
　前記決定の際に、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネル閾値より小さい移動
局に前記第１のチャンネルを割当て、第２のチャンネルの受信状態が前記チャネル閾値以
上の移動局に前記第２のチャンネルを割当てる。
【発明の効果】
【００２１】
　このような無線基地局によれば、移動局毎に好適な変調方式を設定できスループットを
向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について説明する。
【００２３】
　本発明の実施形態として、繰り返し周波数距離が３のときのＦＦＲ手法について説明す
る。なお、繰り返し周波数距離は４，５，６等の３以上であれば良い。また、受信状態の
指標としてＣＩＮＲ（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏ
ｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ），ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）のどちらを利用しても良いが、本実施形態ではＣＩＮＲを利用した場合の手順について
説明する。
【００２４】
　＜周波数割当て＞
　まず、セル設計時にＯＦＤＭの周波数帯域（Ｆ１＋Ｆ２＋Ｆ３）を３つの通信チャネル
（Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３）に分け、図１に示すように、隣接セルが利用する通信チャネルと重
ならないように第１のチャンネルとしての優先チャネルを各セルに割当てる。セル１ａに
はハッチングで示す優先チャネル（Ｆ１）を割当ててグレーで示す第２のチャンネルとし
ての非優先チャネル（Ｆ２＋Ｆ３）を割当てる。セル１ｂには梨地で示す優先チャネル（
Ｆ２）を割当ててグレーで示す非優先チャネル（Ｆ３＋Ｆ１）を割当てる。セル１ｃには
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メッシュで示す優先チャネル（Ｆ３）を割当ててグレーで示す非優先チャネル（Ｆ１＋Ｆ
２）を割当てる。
【００２５】
　図２に、ＦＦＲを適用した場合のＯＦＤＭＡ（ＯＦＤＭ　Ａｃｃｅｓｓ）無線フレーム
の下りリンクサブフレームの一例を示す。なお、ＩＥＥＥ８０２．１６ｄ／ｅの場合には
、ＦＣＨ（Ｆｒａｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｈｅａｄｅｒ）、ＵＬ－ＭＡＰその他の制御情
報領域が存在するが、この図では省略している。また、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）では下りリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ；無線基地局から移動局
への下り方向）のサブフレーム、上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ；移動局から無線基地局への
上り方向）のサブフレームに分割されるが、この図では簡単のため、共通的な構成例とし
て１つのみ示している。横軸はシンボルを単位とする時間方向を、縦軸はサブチャネルを
単位とする周波数方向を表している。
【００２６】
　図２に示すように、セル１ａの無線基地局ＢＳ１ではＤＬ－ＭＡＰ及び下りリンク（Ｄ
Ｌ）をハッチングで示す優先チャネル（Ｆ１）により大きいパワーで送信し、別の下りリ
ンクをグレーで示す非優先チャネル（Ｆ２＋Ｆ３）により小さいパワーで送信する。セル
１ｂの無線基地局ＢＳ２ではＤＬ－ＭＡＰ及び下りリンクを梨地で示す優先チャネル（Ｆ
２）により大きいパワーで送信し、別の下りリンクをグレーで示す非優先チャネル（Ｆ３
＋Ｆ１）により小さいパワーで送信する。セル１ｃの無線基地局ＢＳ３ではＤＬ－ＭＡＰ
及び下りリンクをメッシュで示す優先チャネル（Ｆ３）により大きいパワーで送信し、別
の下りリンクをグレーで示す非優先チャネル（Ｆ１＋Ｆ２）により小さいパワーで送信す
る。なお、図２の右端に示すＢＳ１～ＢＳ３の周波数／パワー特性は、中央に示すＢＳ１
～ＢＳ３のマッピングにおける時間Ｔ２の部分の周波数／パワー特性を示している。
【００２７】
　図３に、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏ
ｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）におけるＯＦＤＭＡ無線フレームの一例の構成
図を示す。同図中、横軸はＯＦＤＭＡシンボル番号（ＯＦＤＭＡ　ｓｙｍｂｏｌ　ｎｕｍ
ｂｅｒ）を示しており、時間軸方向を示している。縦軸はサブチャネル論理番号（ｓｕｂ
ｃｈａｎｎｅｌ　ｌｏｇｉｃａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）を示している。
【００２８】
　ＯＦＤＭＡのフレームは、下りリンクのサブフレーム、及び、上りリンクのサブフレー
ム、及び、ＴＴＧ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｇａｐ
）、及び、ＲＴＧ（Ｒｅｃｅｉｖｅ／Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｇａｐ
）から構成される。
【００２９】
　更に、ＤＬサブフレームは、プリアンブル（Ｐｒｅａｍｂｌｅ）、ＦＣＨ（Ｆｒａｍｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｈｅａｄｅｒ）、ＤＬ－ＭＡＰ、ＵＬ－ＭＡＰ、複数のＤＬバースト
（ＤＬ　ｂｕｒｓｔ）から構成される。プリアンブルは、移動局がフレーム同期を実現す
るために必要なプリアンブルパターンを含む。ＦＣＨは、使用するサブチャネルや直後に
位置するＤＬ－ＭＡＰに関する情報が含まれる。ＤＬ－ＭＡＰは、ＤＬサブフレームのＤ
Ｌバーストのマッピング情報を含み、これを受信し、解析することによって、移動局は、
ＵＬ－ＭＡＰ（ＤＬバースト＃１で送信）、ＤＬバースト（＃２～＃６）を識別すること
ができる。
【００３０】
　ＵＬ－ＭＡＰは、ＵＬサブフレームのレンジング領域（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｇｉｏｎ
）及びＵＬバーストのマッピング情報を含む。これを読むことによって、移動局は、レン
ジング領域及びＵＬバースト（＃１～＃４）を識別することができる。
【００３１】
　バーストとは、ＭＳ宛の下りユーザデータや制御メッセージ、及びＭＳ発の上りユーザ
データや制御メッセージについて、無線フレームにおける下りサブフレーム及び上りサブ
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フレーム上のスロットの割当及び配置であり、同一の変調方式と同一のＦＥＣ（Ｆｏｒｗ
ａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ；前方エラー訂正）の組合せを有する領域で
あり、ＤＬ－ＭＡＰ／ＵＬ－ＭＡＰが、各バーストの変調方式とＦＥＣの組合せを指定す
る。無線基地局がスケジューリングした結果は、フレーム毎に、ＤＬサブフレーム先頭に
設定されるＤＬ－ＭＡＰ，ＵＬ－ＭＡＰを用いて全ての移動局に通知される。
【００３２】
　ここで、図３におけるＯＦＤＭＡシンボル番号ｋ＋１，ｋ＋２のＤＬ－ＭＡＰ（ＦＣＨ
を除く）が、図２のマッピングにおける時間Ｔ１に相当し、また、図３におけるＯＦＤＭ
Ａシンボル番号ｋ＋３～ｋ＋１のＤＬバーストが、図２のマッピングにおける時間Ｔ２に
相当する。
【００３３】
　＜無線基地局側の構成＞
　図４は、無線基地局の一実施形態のブロック構成図を示す。同図中、プリアンブル生成
部１０は自セルＩＤとセグメント番号に応じたプリアンブル信号を生成してマッピング部
１１に供給する。セグメント番号とは、例えば図１においてセル１ａ，１ｂ，１ｃを区別
する番号である。
【００３４】
　パイロット生成部１２はパイロット信号を生成して電力制御部１４に供給する。変調部
１３は下りデータと報知情報の変調処理を行う。このときの変調方式（ＭＣＳ）はスケジ
ューラ２０から指示される。変調部１３は変調によって得た変調信号を電力制御部１４に
供給する。電力制御部１４は、スケジューラ２０から指示された送信電力となるよう上記
のパイロット信号及び変調信号を増幅してマッピング部１１に供給する。
【００３５】
　マッピング部１１は、スケジューラ２０から指示されたマッピング情報にしたがってプ
リアンブル信号とパイロット信号及び変調信号のマッピングを行う。マッピング部１１の
出力信号はＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　ＦＦＴ）部１５でＩＦＦＴ変換されて時間領域の
信号とされ、ＤＡＣ１６でデジタル／アナログ変換され、送信側増幅器１７で高周波信号
とされると共に増幅され、無線共用部１８を経てアンテナ１９から送信される。
【００３６】
　また、アンテナ１９で受信された移動局（ＭＳ）からの高周波信号は無線共用部１８を
経て受信側増幅器２１で増幅されると共にベースバンドの信号とされ、ＡＤＣ２２でアナ
ログ／デジタル変換され、ＦＦＴ部２３でＦＦＴ変換されて周波数領域の信号とされ、デ
マッピング部２４に供給される。
【００３７】
　デマッピング部２４は、上記周波数領域の信号からプリアンブル信号とパイロット信号
及び上りデータと制御情報の変調信号を抽出し、パイロット信号をパイロット電力測定部
２５に供給し、上りデータと制御情報の変調信号を復調部２７に供給する。なお、デマッ
ピング情報はスケジューラ２０から指示されている。
【００３８】
　パイロット電力測定部２５は、パイロット信号の電力を測定することで上りリンクのＣ
ＩＮＲ（又はＣＱＩ）情報を得て、移動局毎に記憶部２６のＭＳプロファイルリストに書
き込む。上りリンクのＣＩＮＲとしては、ＣＩＮＲＰｉｌｏｔがある。
【００３９】
　復調部２７は、上りデータと制御情報の変調信号を復調し、復調した上りデータを図示
しない後続回路に供給すると共に、復調した制御情報を制御情報読込部２８に供給する。
【００４０】
　制御情報読込部２８は復調した制御情報を図示しない後続回路に供給すると共に、制御
情報中の下りリンクのＣＩＮＲ（又はＣＱＩ）情報を得て、移動局毎に記憶部２６のＭＳ
プロファイルリストに書き込む。下りリンクのＣＩＮＲとしては、ＣＩＮＲ１Ｒ，ＣＩＮ
Ｒ３Ｒ，ＣＩＮＲＰｉｌｏｔがある。
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【００４１】
　スケジューラ２０は、自無線基地局に無線接続されている各移動局のＩＤ等の下りスケ
ジューリング情報を上位回路から供給されており、記憶部２６のＭＳプロファイルリスト
及びスケジューリングテーブルを参照して各移動局が使用する通信チャネルと変調方式（
ＭＣＳ）と送信電力を決定して変調部１３，電力制御部１４，マッピング部１１，デマッ
ピング部２４それぞれの制御を行う。
【００４２】
　＜移動局の構成＞
　図５は、移動局の一実施形態のブロック構成図を示す。同図中、アンテナ３１で受信さ
れた無線基地局からの高周波信号は無線共用部３２を経て受信側増幅器３３で増幅される
と共にベースバンドの信号とされ、ＡＤＣ３４でアナログ／デジタル変換され、ＦＦＴ部
３５でＦＦＴ変換されて周波数領域の信号とされ、デマッピング部３６に供給される。
【００４３】
　デマッピング部３６は、上記周波数領域の信号からプリアンブル信号とパイロット信号
及び下りデータと報知情報の変調信号を抽出し、プリアンブル信号とパイロット信号をプ
リアンブル／パイロット電力測定部３８に供給し、下りデータと報知情報の変調信号を復
調部３７に供給する。なお、デマッピング情報は受信したＤＬ－ＭＡＰに基づいて図示し
ない制御部から指示されている。
【００４４】
　復調部３７は、上りデータと報知情報の変調信号を復調し、復調した上りデータ及び報
知情報を図示しない後続回路に供給する。
【００４５】
　プリアンブル／パイロット電力測定部３８は、プリアンブル信号とパイロット信号の電
力を測定することで下りリンクのＣＩＮＲ（又はＣＱＩ）情報を得て、制御情報生成部３
９に供給する。制御情報生成部３９は下りリンクのＣＩＮＲ（又はＣＱＩ）情報と上位回
路から指示されるＡｃｋ／ＮＡｃｋ等の情報から制御情報を生成して変調部４１に供給す
る。
【００４６】
　パイロット生成部４２はパイロット信号を生成して電力制御部４３に供給する。
【００４７】
　変調部４１は上りデータと制御情報の変調処理を行う。このときの変調方式（ＭＣＳ）
は受信したＵＬ－ＭＡＰに基づいて図示しない制御部から指示されている。変調部４１は
変調によって得た変調信号を電力制御部４３に供給する。
【００４８】
　電力制御部４３は、指示された送信電力となるよう上記のパイロット信号及び変調信号
を増幅してマッピング部４４に供給する。マッピング部４４は、指示されたマッピング情
報にしたがってプリアンブル信号とパイロット信号及び変調信号のマッピングを行う。な
お、送信電力及びマッピング情報は受信したＵＬ－ＭＡＰに基づいて図示しない制御部か
ら指示されている。
【００４９】
　マッピング部４４の出力信号はＩＦＦＴ部４５でＩＦＦＴ変換されて時間領域の信号と
され、ＤＡＣ４６でデジタル／アナログ変換され、送信側増幅器４７で高周波信号とされ
ると共に増幅され、無線共用部３２を経てアンテナ３１から送信される。
【００５０】
　＜周波数割当てと干渉対策の事前準備＞
　優先チャネルの送信パワーは固定値を用い、非優先チャネルの送信パワーは以下のよう
にして求める。自セルの優先チャネル（又は非優先チャネル）と、他セルの非優先チャネ
ル（又は優先チャネル）間の干渉を補償するため、非優先チャネルからの干渉の干渉許容
電力値Ｐｌｉｍｉｔ［ｄＢｍ］を固定的に設定し、各セルのセル端の干渉電力がその許容
電力値を超えないように、非優先チャネルの送信電力閾値Ｔｒ［ｄＢｍ］を次式より導出
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する。ここで、ＢＷは非優先チャネルの帯域幅、ｃは減衰定数、ｄはセルのカバーエリア
の半径、αは減衰指数である。
【００５１】
　Ｔｒ＝Ｐｌｉｍｉｔ／［Γ（ｒｅｄｇｅ）×ＢＷ］
　Γ（ｄ）＝ｃ／ｄα

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
　＜無線基地局の通信チャネル選択及び初期スケジューリング処理＞
　まず、無線基地局は各移動局がプリアンブル信号より求めた優先チャネル（繰り返し周
波数＝３）のＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲ３Ｒ）並びに非優先チャネル（繰り返し周波数＝１）
のＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲ１Ｒ）と、パイロット信号より求めた下りリンク及び上りリンク
のＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ）とを移動局毎に取得し、それらの値を記憶部２６の
ＭＳプロファイルリストに書き込む。また、各移動局から返送されるＡｃｋ，ＮＡｃｋ回
数の平均値をＭＳプロファイルリストに書き込む。
【００５２】
　図６に、ＭＳプロファイルリストの一例のフォーマットを示す。ＭＳプロファイルリス
トには、移動局（ＭＳ１，ＭＳ２～ＭＳｎ）毎に、下りリンクのＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲ１

Ｒ）、下りリンクのＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲ３Ｒ）、下りリンクのＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲＰ

ｉｌｏｔ）、上りリンクのＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ）、ＦＦＲゾーンすなわち優
先チャネルか非優先チャネルかの区別、当該移動局から返送されたＡｃｋ又はＮＡｃｋの
区別、ＭＣＳ、ＮＡｃｋ率が格納される。
【００５３】
　なお、プリアンブル信号より取得するＣＩＮＲ１Ｒ、ＣＩＮＲ３Ｒの違いは他セルから
の干渉を含んでいるかいないかの違いであり、図７に示すように自セルの希望信号電力と
他セルから干渉電力の比より求める。
すなわち、
　Ｃ：自セル（Ｓｅｇｍｅｎｔ　＃０　ＩＤ＿ｃｅｌｌ＝０）からの信号レベル
　Ｉ１：最も近い他セル（Ｓｅｇｍｅｎｔ　＃０　ＩＤ＿ｃｅｌｌ≠０）からの干渉レベ
ル
　Ｉ２：隣接する他セル（Ｓｅｇｍｅｎｔ　＃１）からの干渉レベル
　Ｉ３：隣接する他セル（Ｓｅｇｍｅｎｔ　＃２　）からの干渉レベル
　Ｎ：ノイズレベル
としたとき、ＣＩＮＲ１Ｒは（２）式、ＣＩＮＲ３Ｒは（３）式で表される。
【００５４】
　ＣＩＮＲ１Ｒ＝Ｃ／（Ｉ１＋Ｉ２＋Ｉ３＋Ｎ）　　　　…（２）
　ＣＩＮＲ３Ｒ＝Ｃ／（Ｉ１＋Ｎ）　　　　　　　　　…（３）
　＜無線基地局側の通信チャネル選択及び下りリンクの初期スケジューリング処理＞
　図８は、無線基地局の通信チャネル選択及び下りリンクの初期スケジューリング処理の
一実施形態のフローチャートを示す。同図中、ステップＳ１でスケジューラ２０は最初に
ＭＳプロファイルリストから、各移動局の下りリンクのプリアンブルのＣＩＮＲ情報（Ｃ
ＩＮＲ３Ｒ，ＣＩＮＲ１Ｒ）を取得する。
【００５５】
　ステップＳ２で、各移動局のＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲ１Ｒ）がチャネル閾値Ｔｃｈより小
さい移動局郡Ａと、閾値Ｔｃｈ以上の移動局郡Ｂに分け、その情報（移動局郡Ａ又はＢ）
をＭＳプロファイルリストのＦＦＲゾーン欄に書き込む。これは、受信状態が悪い場合は
、他セルからの干渉が多いので隣接セルからの干渉が少ない優先チャネルに割り当て、逆
に、受信状態が良好な場合は、他セルからの干渉が少ないので隣接セルへの干渉が及ぼさ
ない程度の送信電力を設定し非優先チャネルに割当てるためである。
【００５６】
　なお、チャネル閾値Ｔｃｈ［ｄＢ］は、送信電力を送信電力閾値Ｔｒ［ｄＢｍ］以下に
設定しても、十分ロバスト性（外乱等に対する頑強性）が高い移動局を選択できるように
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次式のように定義する。
【００５７】
　Ｔｃｈ＞ＣＩＮＲ（ＭＣＳｍｉｎ）－（Ｔｒ－ＰＰＲＥ）
　ＣＩＮＲ（ＭＣＳｍｉｎ）：符号化率が最も低いＭＣＳの所要ＣＩＮＲ［ｄＢ］
　ＰＰＲＥ：プリアンブル信号の送信電力値［ｄＢｍ］
　ステップＳ３でＭＳプロファイルリストから移動局郡Ａの中から１つの移動局を選択し
、優先チャネルの帯域に割当てる。ステップＳ４で隣接セルの非優先チャネルからの干渉
を考慮するため（４）式にてマージンの意味を持つ干渉電力補正値βだけ優先チャネルの
ＣＩＮＲ３Ｒの補正を行って、送信電力ＰにＰＰｒｉｏｒを設定する。
【００５８】
　ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ＝ＰＰｒｉｏｒ－ＰＰＲＥ＋ＣＩＮＲ３Ｒ－β　［ｄＢ］…（４
）
　Ｐ＝ＰＰｒｉｏｒ

ここで、ＰＰＲＥはプリアンブルの送信電力（固定値）、ＰＰｒｉｏｒは優先チャネルの
送信電力（自セル内に在圏する全移動局が十分受信可能な固定値）であり、プリアンブル
と優先チャネルの送信電力の誤差分だけＣＩＮＲ３Ｒの補正を行っている。
【００５９】
　ステップＳ５で、図９に示すスケジューリングテーブルから、ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔに
対応する所要ＣＩＮＲの行を選択し、選択した所要ＣＩＮＲの行に対応するＭＣＳを当該
移動局の下りリンクのＭＣＳとする。例えばスケジューリングテーブルのＣＩＮＲ３が選
択された場合には、ＭＣＳは、ＱＰＳＫ，ＣＴＣ（畳み込みターボ符号），Ｒ（符号化率
）＝１／２，Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ（繰り返し回数）＝１となる。
【００６０】
　スケジューリングテーブルは、図９に示すように、各ＭＣＳの所要ＣＩＮＲがＣＩＮＲ

０からＣＩＮＲ５まで受信状態が徐々に良くなる順に並べられ、各ＣＩＮＲ値に対応する
変調方式つまり１６ＱＡＭ又はＱＰＳＫ，ＣＴＣ（誤り訂正符号），Ｒ（符号化率）と、
Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ（繰り返し回数）が予め登録されている。
【００６１】
　ステップＳ６で移動局群Ａにおける帯域割当てが済んでいない移動局がいなくなるか、
もしくは優先チャネルが全て割当てられたと判別されるまで、ステップＳ３～Ｓ５を繰り
返す。
【００６２】
　ステップＳ７では、移動局郡Ｂから移動局を１つ選び、上記ステップＳ３で割当てられ
ずに残った優先チャネルの帯域、もしくは、非優先チャネルの帯域に割当てる。ここでは
、残った優先チャネルの帯域を優先して割当てる。
【００６３】
　ステップＳ８で割当てる帯域は優先チャネルであるか否かを判別し、優先チャネルであ
ればステップＳ９で隣接セルの非優先チャネルからの干渉を考慮するため（４）式にて干
渉電力補正値βだけ、優先チャネルのＣＩＮＲ３Ｒの補正を行って、送信電力ＰにＰＰｒ

ｉｏｒを設定する。
【００６４】
　ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ＝ＰＰｒｉｏｒ－ＰＰＲＥ＋ＣＩＮＲ３Ｒ－β　［ｄＢ］…（４
）
　Ｐ＝ＰＰｒｉｏｒ

そして、ステップＳ１０で、図９に示すスケジューリングテーブルから、ＣＩＮＲａｄｊ

ｕｓｔに対応する所要ＣＩＮＲの行を選択し、選択した所要ＣＩＮＲの行に対応するＭＣ
Ｓを当該移動局の下りリンクのＭＣＳとする。
【００６５】
　一方、非優先チャネルに割当てる場合はステップＳ１１に進み、送信電力をできるだけ
抑えるため、初めに図９に示すスケジューリングテーブルの例えばＣＩＮＲ３に対応する
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ＭＣＳ（ＱＰＳＫ，ＣＴＣ，Ｒ＝１／２，Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ＝１）等の符号化率が十
分低いものを初期値として選択する。
【００６６】
　そして、ステップＳ１１で選択したＭＣＳの所要ＣＩＮＲをＣＩＮＲＭＣＳとし、ＣＩ
ＮＲＭＣＳを干渉電力補正値βで補正して、非優先チャネルのＣＩＮＲ値（ＣＩＮＲ１Ｒ

）との差分ΔＰを計算し、その差分ΔＰだけプリアンブルの送信電力ＰＰＲＥを弱めるこ
とで、最適な送信電力Ｐを求める（（５）式）。
【００６７】
　Ｐ＝ＰＰＲＥ－（ＣＩＮＲ１Ｒ－ＣＩＮＲＭＣＳ＋β）　　　　［ｄＢｍ］　…（５）
　非優先チャネルでは送信電力閾値Ｔｒより低い送信電力値を設定する必要があるため、
ステップＳ１３で送信電力Ｐが送信電力閾値Ｔｒ以上となった場合は、ステップＳ１４で
符号化率を更に低いＭＣＳに選択しなおし、ステップＳ１１，Ｓ１２を実行して送信電力
Ｐの再計算を行う。
【００６８】
　ステップＳ１５で全帯域が全て埋まった、もしくは移動局部Ｂに属する移動局が全て割
当て終わったと判別されるまで、ステップＳ７～Ｓ１４を繰り返してスケジューリングを
終了する。なお、ステップＳ９，Ｓ１０を実行する際に、移動局郡Ｂであったのに優先チ
ャネルを割当てた移動局についてはＭＳプロファイルリストのＦＦＲゾーン欄をＢからＡ
に書き替える。
【００６９】
　上記プロセスにて下りリンクのスケジューリングが終了後、変調部１３にてスケジュー
リンラ２０で求めたＭＣＳに従い送信データの各種変調処理を行い、電力制御部１４にて
非優先チャネル部の下りデータ及びパイロット信号の送信電力をスケジューラ２０で求め
た値に合わせる。そしてマッピング部１１にて帯域割当てを行う。
【００７０】
　＜無線基地局側の通信チャネル選択後の下りリンクのスケジューリング処理＞
　図１０は、無線基地局の通信チャネル選択後の下りリンクのスケジューリング処理の一
実施形態のフローチャートを示す。ステップＳ２１でスケジューラ２０は最初にＭＳプロ
ファイルリストから、各移動局の下りリンクのパイロット信号のＣＩＮＲ情報（ＣＩＮＲ

Ｐｉｌｏｔ）を取得する。
【００７１】
　非優先チャネルに所属する移動局の伝搬状態が悪化し、送信電力閾値以下の送信電力で
送信できない場合があるため、ステップＳ２２において移動局郡Ｂの移動局であり、かつ
、ＣＩＮＲＰｉｌｏｔがチャネル閾値Ｔｃｈ以下の移動局があれば、ステップＳ２３で該
当移動局を移動局郡Ａに変更する。なお、利用する通信チャネルが変化したときは、パイ
ロット信号のＣＩＮＲではなく、プリアンブルのＣＩＮＲ値を用いる。
【００７２】
　ステップＳ２４でＭＳプロファイルリストから移動局郡Ａの中から１つの移動局を選択
し、優先チャネルの帯域に割当てる。ステップＳ２５でＣＩＮＲと送信電力Ｐを設定する
。
【００７３】
　ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ＝ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ

　Ｐ＝ＰＰｒｉｏｒ

　ステップＳ２６で、図９に示すスケジューリングテーブルから、ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ

に対応する所要ＣＩＮＲの行を選択し、選択した所要ＣＩＮＲの行に対応するＭＣＳを当
該移動局の下りリンクのＭＣＳとする。
【００７４】
　ステップＳ２７で移動局群Ａにおける帯域割当てが済んでいない移動局がいなくなるか
、もしくは優先チャネルが全て割当てられたと判別されるまで、ステップＳ２４～Ｓ２６
を繰り返す。
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【００７５】
　ステップＳ２８では、移動局郡Ｂから移動局を１つ選び、上記ステップＳ２４で割当て
られていない優先チャネルの帯域、もしくは、非優先チャネルの帯域に割当てる。
【００７６】
　ステップＳ２９で割当てる帯域は優先チャネルであるか否かを判別し、優先チャネルで
あればステップＳ３０でＣＩＮＲと送信電力Ｐを設定する。
【００７７】
　ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ＝ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ

　Ｐ＝ＰＰｒｉｏｒ

そして、ステップＳ３１で、図９に示すスケジューリングテーブルから、ＣＩＮＲａｄｊ

ｕｓｔに対応する所要ＣＩＮＲの行を選択し、選択した所要ＣＩＮＲの行に対応するＭＣ
Ｓを当該移動局の下りリンクのＭＣＳとする。
【００７８】
　一方、非優先チャネルに割当てる場合はステップＳ３２に進み、送信電力をできるだけ
抑えるため、初めに図９に示すスケジューリングテーブルの例えばＣＩＮＲ３に対応する
ＭＣＳ（ＱＰＳＫ，ＣＴＣ，Ｒ＝１／２，Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ＝１）等の符号化率が十
分低いものを初期値として選択する。
【００７９】
　そして、ステップＳ３２で選択したＭＳＣの所要ＣＩＮＲをＣＩＮＲＭＣＳとし、ＣＩ
ＮＲＭＣＳとパイロットのＣＩＮＲ情報（ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ）との差分ΔＰを計算し、
その差分ΔＰだけプリアンブルの送信電力閾値Ｔｒを弱めることで、最適な送信電力Ｐを
求める（（６）式）。
【００８０】
　Ｐ＝Ｔｒ－（ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ－ＣＩＮＲＭＣＳ）　　　　［ｄＢｍ］　…（６）
　非優先チャネルでは送信電力閾値Ｔｒより低い送信電力値を設定する必要があるため、
ステップＳ３４で送信電力Ｐが送信電力閾値Ｔｒ以上となった場合は、ステップＳ３５で
符号化率を更に低いＭＣＳに選択しなおし、ステップＳ３２，Ｓ３３を実行して送信電力
Ｐの再計算を行う。
【００８１】
　ステップＳ３６で全帯域が全て埋まった、もしくは移動局部Ｂに属する移動局が全て割
当て終わったと判別されるまで、ステップＳ２８～Ｓ３５を繰り返して下りリンクのスケ
ジューリングを終了する。
【００８２】
　＜無線基地局側の上りリンクのスケジューリング処理＞
　図１１は、無線基地局の上りリンクのスケジューリング処理の一実施形態のフローチャ
ートを示す。同図中、ステップＳ４１でスケジューラ２０は最初にＭＳプロファイルリス
トから、各移動局の上りリンクのパイロット信号のＣＩＮＲ情報（ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ）
を取得する。
【００８３】
　ステップＳ４３でＭＳプロファイルリストから移動局郡Ａの中から１つの移動局を選択
し、優先チャネルの帯域に割当てる。ステップＳ４４でＣＩＮＲと送信電力Ｐを設定する
。
【００８４】
　ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ＝ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ

　Ｐ＝ＰＰｒｉｏｒ

　ステップＳ４５で、図９に示すスケジューリングテーブルから、ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ

に対応する所要ＣＩＮＲの行を選択し、選択した所要ＣＩＮＲの行に対応するＭＣＳを当
該移動局の下りリンクのＭＣＳとする。
【００８５】
　ステップＳ４６で移動局群Ａにおける帯域割当てが済んでいない移動局がいなくなるか
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、もしくは優先チャネルが全て割当てられたと判別されるまで、ステップＳ４３～Ｓ４５
を繰り返す。
【００８６】
　ステップＳ４７では、移動局郡Ｂから移動局を１つ選び、上記ステップＳ４３で割当て
られていない優先チャネルの帯域、もしくは、非優先チャネルの帯域に割当てる。
【００８７】
　ステップＳ４８で割当てる帯域は優先チャネルであるか否かを判別し、優先チャネルで
あればステップＳ４９でＣＩＮＲと送信電力Ｐを設定する。
【００８８】
　ＣＩＮＲａｄｊｕｓｔ＝ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ

　Ｐ＝ＰＰｒｉｏｒ

そして、ステップＳ５０で、図９に示すスケジューリングテーブルから、ＣＩＮＲａｄｊ

ｕｓｔに対応する所要ＣＩＮＲの行を選択し、選択した所要ＣＩＮＲの行に対応するＭＣ
Ｓを当該移動局の上りリンクのＭＣＳとする。
【００８９】
　一方、非優先チャネルに割当てる場合はステップＳ５１に進み、送信電力をできるだけ
抑えるため、初めに図９に示すスケジューリングテーブルの例えばＣＩＮＲ３に対応する
ＭＣＳ（ＱＰＳＫ，ＣＴＣ，Ｒ＝１／２，Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ＝１）等の符号化率が十
分低いものを初期値として選択する。
【００９０】
　そして、ステップＳ５１で選択したＭＣＳの所要ＣＩＮＲをＣＩＮＲＭＣＳとし、ＣＩ
ＮＲＭＣＳとパイロットのＣＩＮＲ情報（ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ）との差分ΔＰを計算し、
その差分ΔＰだけプリアンブルの送信電力閾値Ｔｒを弱めることで、最適な送信電力Ｐを
求める（（６）式）。
【００９１】
　Ｐ＝Ｔｒ－（ＣＩＮＲＰｉｌｏｔ－ＣＩＮＲＭＣＳ）　　　　［ｄＢｍ］　…（６）
　非優先チャネルでは送信電力閾値Ｔｒより低い送信電力値を設定する必要があるため、
ステップＳ５３で送信電力Ｐが送信電力閾値Ｔｒ以上となった場合は、ステップＳ５４で
符号化率を更に低いＭＣＳに選択しなおし、ステップＳ５１，Ｓ５２を実行して送信電力
Ｐの再計算を行う。
【００９２】
　ステップＳ５５で全帯域が全て埋まった、もしくは移動局部Ｂに属する移動局が全て割
当て終わったと判別されるまで、ステップＳ４７～Ｓ５４を繰り返してスケジューリング
を終了する。
【００９３】
　上記図８又は図１０及び図１１の処理にて上りリンク及び下りリンクのスケジューリン
グが終了後、変調部１３にてスケジューリンラ２０で決定された下りリンクのＭＣＳに従
い各種変調処理を行い、電力制御部１４にて非優先チャネル部の下りデータ及びパイロッ
ト信号の送信電力をスケジューラ２０で求めた下りリンク送信電力に合わせる。そしてマ
ッピング部１１にて帯域割当てを行う。なお、上りリンクのスケジュール情報については
移動局側変調部４１と電力制御部４３に必要となるため、ＢＳは上りリンクのスケジュー
ル情報を制御情報としてＵＬ－ＭＡＰに載せ送信し、各移動局に伝える。
【００９４】
　図１２に図８又は図１０でスケジューリングされた下りリンクのＢＳ１～ＢＳ３の周波
数／パワー特性を示す。図１２において、優先チャネルは一定パワーとされ、非優先チャ
ネルは送信電力閾値Ｔｒ未満のパワーとされている。
【００９５】
　＜干渉電力補正値βと送信電力閾値Ｔｒの修正＞
　スケジューラ２０は、所定時間毎に図１３に示す干渉電力補正値修正処理を実行する。
同図中、ステップＳ６１で移動局毎に記憶部２６のＭＳプロファイルリストからＡｃｋ回
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数とＮａｃｋ回数を読み出してＰＥＲ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ：パケット
誤り率）としてのＮａｃｋ率を求めＭＳプロファイルリストに書き込む。また、ステップ
Ｓ６２で移動局（ＭＳ１～ＭＳｎ）のＮａｃｋ率の平均値ＮＡＶＥを求める。
【００９６】
　次に、ステップＳ６３，Ｓ６４で平均値ＮＡＶＥを通信品質閾値ＴＲＭＡＸ，ＴＲＭＩ
Ｎと比較する。通信品質閾値ＴＲＭＡＸ，ＴＲＭＩＮは、ＴＲＭＡＸ＞ＴＲＭＩＮとして
予め設定された固定値である。
【００９７】
　この結果、ＮＡＶＥ≧ＴＲＭＡＸであれば、すなわちＮａｃｋが多く平均値ＮＡＶＥが
悪化していれば、ステップＳ６５で干渉電力補正値βを修正量Δβ（微少固定値）だけ増
加させ、また送信電力閾値Ｔｒは修正量ΔＴｒ（微少固定値）だけ減少させる。一方、Ｎ
ＡＶＥ＜ＴＲＭＩＮであれば、すなわちＮａｃｋが少なく平均値ＮＡＶＥが向上していれ
ば、ステップＳ６５で干渉電力補正値βは修正量Δβ（微少固定値）だけ減少させ、その
一方で送信電力閾値Ｔｒは修正量ΔＴｒ（微少固定値）だけ増加させる。
【００９８】
　これにより、干渉電力補正値βと送信電力閾値Ｔｒを最適化することができる。
（付記１）
　直交周波数分割多重方式を用いると共に、３以上の周波数帯域を用いて通信を行う無線
基地局において、
　前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも１つの周波数帯域を用いて第１のチャンネル
を送信すると共に、前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも残りの１つの周波数帯域を
用いて前記第１のチャンネルより電力の小さい第２のチャンネルの送信を共通する時間内
で行い得る送信手段と、
　自セル内に在圏する１以上の移動局の受信状態を検出する受信状態検出手段と、
　検出した前記受信状態から前記移動局が利用する少なくとも下りリンクについて適用す
るチャンネルを前記第１のチャンネルとするか前記第２のチャンネルとするかの決定、及
び、変調方式、送信電力の決定を行うスケジュール手段と、
を有すること特徴とする無線基地局。
（付記２）
　付記１記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、受信状態の指標値それぞれに対応する変調方式を予め設定し
たテーブルと、
　検出した各移動局の受信状態で前記テーブルを検索して変調方式を決定するテーブル検
索手段を
有すること特徴とする無線基地局。
（付記３）
　付記２記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネル閾値より小
さい移動局に前記第１のチャンネルを割当て、第２のチャンネルの受信状態が前記チャネ
ル閾値以上の移動局に前記第２のチャンネルを割当てる
こと特徴とする無線基地局。
（付記４）
　付記３記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、移動局の第２のチャンネルの受信状態がチャネル閾値より小
さい移動局に割当てて残った第１のチャンネルを第２のチャンネルの受信状態が前記チャ
ネル閾値以上の移動局に割当てる
こと特徴とする無線基地局。
（付記５）
　付記３又は４記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用する送信電力
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が、送信電力閾値を超えないように制限する送信電力制限手段を
有すること特徴とする無線基地局。
（付記６）
　付記５記載の無線基地局において、
　前記送信電力制限手段は、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用する送信電力
が前記送信電力閾値を超えたとき、前記第２のチャンネルを割当てた移動局の利用する変
調方式をより符号化率の低い変調方式に変更する変調方式変更手段を
有すること特徴とする無線基地局。
（付記７）
　付記６記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、自セルの第１のチャンネルと他セルの第２のチャンネル間及
び自セルの第２のチャンネルと他セルの第１のチャンネル間の干渉を補償するため補償値
を決定する補償値決定手段と、
　前記補償値を用いて前記第１のチャンネルを割当てる移動局の受信状態を補正する補正
手段を
有すること特徴とする無線基地局。
（付記８）
　付記７記載の無線基地局において、
　前記補正手段は、更に、前記補償値を用いて前記第２のチャンネルを割当てる移動局の
利用する変調方式と送信電力を補正する
こと特徴とする無線基地局。
（付記９）
　付記８記載の無線基地局において、
　前記干渉電力補償値決定手段は、パケット誤り率が大きくなると前記干渉電力補償値を
増加させ、パケット誤り率が小さくなると前記干渉電力補償値を減少させる
こと特徴とする無線基地局。
（付記１０）
　直交周波数分割多重方式を用いると共に、３以上の周波数帯域を用いて通信を行う無線
通信システムのスケジューリング方法において、
　前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも１つの周波数帯域を用いて第１のチャンネル
を送信すると共に、前記３以上の周波数帯域のうち少なくとも残りの１つの周波数帯域を
用いて前記第１のチャンネルより電力の小さい第２のチャンネルの送信を共通する時間内
で行い、
　自セル内に在圏する１以上の移動局の受信状態を検出し、
　検出した前記受信状態から前記移動局が利用する少なくとも下りリンクについて適用す
るチャンネルを前記第１のチャンネルとするか前記第２のチャンネルとするかの決定、及
び、変調方式、送信電力の決定を行う
こと特徴とするスケジューリング方法。
（付記１１）
　付記１乃至９のいずれか１項記載の無線基地局において、
　前記スケジュール手段は、前記各移動局が利用する下りリンク及び上りリンクの通信チ
ャネルと変調方式と送信電力を決定する
こと特徴とする無線基地局。
（付記１２）
　付記３又は４記載の無線基地局において、
　前記チャネル閾値は、各セルのカバーエリア半径と第２のチャンネルの帯域幅に基づい
て設定する
こと特徴とする無線基地局。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
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【図１】本発明の実施形態で繰り返し周波数距離が３のときの周波数割当て例を示す図で
ある。
【図２】ＦＦＲを適用した場合のＯＦＤＭＡ無線フレームの下りリンクサブフレームの一
例を示す図である。
【図３】ＯＦＤＭＡ無線フレームの一例の構成図である。
【図４】無線基地局の一実施形態のブロック構成図である。
【図５】移動局の一実施形態のブロック構成図である。
【図６】ＭＳプロファイルリストの一例のフォーマットを示す図である。
【図７】ＣＩＮＲ１Ｒ、ＣＩＮＲ３Ｒを説明するための図である。
【図８】無線基地局の通信チャネル選択及び下りリンクの初期スケジューリング処理の一
実施形態のフローチャートである。
【図９】スケジューリングテーブルの一例を示す図である。
【図１０】無線基地局の通信チャネル選択後の下りリンクのスケジューリング処理の一実
施形態のフローチャートである。
【図１１】無線基地局の上りリンクのスケジューリング処理の一実施形態のフローチャー
トである。
【図１２】下りリンクのＢＳ１～ＢＳ３の周波数／パワー特性を示す図である。
【図１３】干渉電力補正値修正処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【０１００】
　１０　プリアンブル生成部
　１１　マッピング部
　１２　パイロット生成部
　１３　変調部
　１４　電力制御部
　１５　ＩＦＦＴ部
　１６　ＤＡＣ
　１７　送信側増幅器
　１８　無線共用部
　１９　アンテナ
　２０　スケジューラ
　２１　受信側増幅器
　２２　ＡＤＣ
　２３　ＦＦＴ部
　２４　デマッピング部
　２５　パイロット電力測定部
　２６　記憶部
　２７　復調部
　２８　制御情報読込部
　３８　プリアンブル／パイロット電力測定部
　３９　制御情報生成部
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【図１１】 【図１２】
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