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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルにより構成され、各セルに配置された制御局装置が、複数のＯＦＤＭシンボ
ルを含む通信フレームを用いて複数の端末装置へ無線送信を行なうセルラシステムであっ
て、
　前記制御局装置は、前記ＯＦＤＭシンボルを構成し信号を割り当て得るサブキャリアと
呼ばれるリソース単位のうち、一つ以上の前記リソース単位を信号の割り当てを行なわな
いリソース単位とし、前記信号の割り当てを行なわないリソース単位を含む送信信号を前
記複数の端末装置へ向けて送信し、前記複数の端末装置から送信された受信品質情報を受
信し、前記複数の端末装置それぞれの位置に関する端末位置情報を取得し、前記端末位置
情報を用いて、前記複数の端末装置から送信された受信品質情報を平均化することにより
、隣接するセルから到来する干渉に関する情報を生成し、
　前記複数の端末装置は、前記信号の割り当てを行なわないリソース単位における受信品
質を測定し、前記受信品質の測定結果を表す受信品質情報を生成し、前記受信品質情報を
前記制御局装置へ送信することを特徴とするセルラシステム。
【請求項２】
　前記端末位置情報は、前記制御局装置と前記複数の端末装置それぞれの距離を表す情報
であって、前記制御局装置は、前記受信品質情報に前記距離を表す情報に基づく重み付け
を行い、前記重み付けを行った受信品質情報を平均して、隣接するセルから到来する干渉
に関する情報を生成することを特徴とする請求項１記載のセルラシステム。
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【請求項３】
　前記距離を表す情報は、送信電力の大きさを基にしたものであることを特徴とする請求
項２記載のセルラシステム。
【請求項４】
　前記制御局装置は、前記端末位置情報に基づいて、前記複数の端末装置から通知された
受信品質情報を複数のグループに分類し、前記分類されたグループ毎に前記受信品質情報
を平均して、隣接するセルから到来する干渉に関する情報を生成することを特徴とする請
求項１記載のセルラシステム。
【請求項５】
　前記複数の端末装置は、各自の前記端末位置情報を前記制御局装置に送信することを特
徴とする請求項４記載のセルラシステム。
【請求項６】
　前記端末位置情報は、前記複数の端末それぞれがセルサーチの際に受信した制御局装置
の識別子であって、現在、自身宛に無線送信を行っている制御局装置の識別子とは異なる
識別子であることを特徴とする請求項５記載のセルラシステム。
【請求項７】
　前記制御局装置が指向性アンテナを用い、前記セルを複数のセクタに分割する場合に、
前記端末位置情報は、前記複数の端末装置それぞれが収容されるセクタを表す情報であっ
て、前記制御局装置は、同一セクタに収容される前記複数の端末装置から通知された前記
受信品質情報を平均し、隣接するセルから到来する干渉に関する情報をセクタ毎に生成す
ることを特徴とする請求項１に記載のセルラシステム。
【請求項８】
　前記複数の端末装置は、前記信号の割り当てを行なわないリソース単位における受信品
質の測定結果と、前記信号の割り当てを行なわないリソース単位とは異なるリソース単位
における受信品質の測定結果の両方について前記制御局装置へ通知する受信品質情報を生
成することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれかに記載のセルラシステム。
【請求項９】
　複数のセルにより構成され、各セルに配置された制御局装置が、複数のＯＦＤＭシンボ
ルを含む通信フレームを用いて複数の端末装置へ無線送信を行なうセルラシステムにおけ
る制御局装置であって、
　前記ＯＦＤＭシンボルを構成し信号を割り当て得るサブキャリアと呼ばれるリソース単
位のうち、一つ以上の前記リソース単位を信号の割り当てを行なわないリソース単位とし
、前記信号の割り当てを行なわないリソース単位を含む送信信号を前記複数の端末装置へ
向けて送信し、前記複数の端末装置から送信された受信品質情報を受信し、前記複数の端
末装置それぞれの位置に関する端末位置情報を取得し、前記端末位置情報を用いて、前記
複数の端末装置から送信された受信品質情報を平均化することにより、隣接するセルから
到来する干渉に関する情報を生成することを特徴とする制御局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチキャリア伝送方式で無線通信を行なうシステムにおいて、干渉電力を
測定する送信制御方法、端末側送信方法、干渉電力測定方法、制御局装置および端末装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　１セル繰り返しＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）(Orthogonal Frequency Division M
ultiplexing/Time Division MultipleAccess、FrequencyDivision Multiple Access)は、
変調方式としてＯＦＤＭ、アクセス方式としてＴＤＭＡおよびＦＤＭＡを使用し、すべて
のセルにおいて同一周波数を用いて通信を行なうシステムである。このように、すべての
セルで同一周波数を用いる場合には、高い周波数利用効率を達成することができる。以下
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にＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）について簡単に説明する。
【０００３】
　図１１は、ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）２次元のフレーム構成の一例を示す図で
ある。図１１は、縦軸に周波数、横軸に時間を示し、上段にダウンリンクフレーム、下段
にアップリンクフレームを示している。図１１において、フレームを構成する四角の１つ
は、スロットである。スロットは、データ伝送に用いる最小単位であり、複数のＯＦＤＭ
シンボルから構成されるスロットは周期的に配置される。この周期に従ってスロットを並
べたものがフレームである。
【０００４】
　図１１は、１フレーム分の構成の一例を示している。スロットは、制御スロット、ラン
ダムスロット、データスロットに分けられる。図１１では、ダウンリンクフレームは、先
頭に制御スロットが配置され、その後ろにデータスロットが配置される。アップリンクフ
レームは、先頭にランダムスロットが配置され、その後ろにデータスロットが配置される
。図１１では１フレーム中に制御スロットは時間軸方向に対して１つ、ランダムスロット
は３つ、データスロットは８つ配置されているが、システムによってこの数は異なる。ま
た、周波数軸方向へは１２のスロットが配置されているが、この数もシステムによって異
なる。制御スロットは、どの端末装置に対してどのデータスロットを割り当てたかを示す
情報を含む。ランダムスロットは、データスロットを割り当てられていない状態で端末装
置が基地局に対してデータを送信する際に使用する。また、同一時間における周波数軸方
向へのスロットの集まりを、周波数チャネルとし、同一周波数における時間軸方向へのス
ロットの集まりを、時間チャネルとする。
【０００５】
　基地局から端末装置に対する通信を行なう場合、基地局は、制御スロット中に通信相手
の端末装置に対してダウンリンクのスロットを割り当てた旨の情報を示し、割り当てたス
ロットに該当端末装置宛の情報を送信する。端末装置から基地局に対して通信を行なう場
合、端末装置は、まずランダムスロットを使用してスロットの割り当て要求を基地局へ行
なう。このランダムスロットを利用したスロット割り当て要求を基地局が受信したとき、
基地局は、制御スロット中にスロット割り当て要求をした端末装置向けにアップリンクの
スロットを割り当てた旨の情報を示す。端末装置は、制御スロットにアップリンクのスロ
ット割り当てが行われたことを確認して、データスロットを使用して送信を行なう。この
ように、ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）方式は、上述したことを基本に、複数の端末
装置が周波数と時間を変えて基地局とのデータ送受信を行なうシステムである。
【０００６】
　次に、ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）に用いる送信回路、受信回路について説明す
る。図１２は、ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）に用いる送信回路の概略構成を示すブ
ロック図であり、図１３は、同受信回路の概略構成を示すブロック図である。但し、ここ
では、周波数チャネル数を１２、１つの周波数チャネルにおいて伝送されるサブキャリア
数を６４とした場合について示している。
【０００７】
　図１２に示す送信回路は、マルチプレックス部１０００、誤り訂正符号部１００１‐ａ
～１００１‐ｌ、シリアル／パラレル変換部（Ｓ／Ｐ変換部）１００２‐ａ～１００２‐
ｌ、変調方式決定部１００３、マッピング部１００４、送信電力制御部１００５、ＩＦＦ
Ｔ（Inverse Fast Fourier Transform：逆高速フーリエ変換）部１００６、パラレル／シ
リアル変換部（Ｐ／Ｓ変換部）１００７、ガードインターバル挿入部（ＧＩ挿入部）１０
０８、デジタル／アナログ変換部（Ｄ／Ａ変換部）１００９、無線送信部１０１０、アン
テナ部１０１１を備える。誤り訂正符号部１００１‐ａ～１００１‐ｌ、シリアル／パラ
レル変換部（Ｓ／Ｐ変換部）１００２‐ａ～１００２‐ｌは、周波数チャネル数と同数（
ここではａ～ｌで示す１２）備える。
【０００８】
　マルチプレックス部１０００は、制御データや情報データを送信するパケット単位で周
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波数チャネル数分（ここでは１２）の系列に分離する。即ちこのマルチプレックス部１０
００において、制御部（図１２では図示していない）により指定されるＯＦＤＭ／（ＴＤ
ＭＡ、ＦＤＭＡ）のスロットを物理的に指定していることになる。周波数チャネル数分の
系列に分離されたデータは、誤り訂正符号部１００１‐ａ～１００１‐ｌにおいてそれぞ
れ誤り訂正符号化され、Ｓ／Ｐ変換部１００２‐ａ～１００２‐ｌにおいてそれぞれ６４
系統に分離され、マッピング部１００４で各キャリアに変調が施される。マッピング部１
００４では、周波数チャネル毎またはサブキャリア毎に異なる変調方式を用いた変調が施
される場合もある。周波数チャネル毎またはサブキャリア毎に用いる変調方式の選択は変
調方式決定部１００３において行われる。
【０００９】
　変調方式決定部１００３は、受信側における各周波数チャネルまたは各サブキャリアの
受信状況に基づいて、変調方式を選択する。受信状況が著しく悪いサブキャリアについて
は、無伝送（キャリアホール）とすることにより、誤りの発生を防止する手法が用いられ
ることもある。変調方式決定部１００３は、ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）システム
に必須のものではなく、周波数チャネル毎またはサブキャリア毎に異なる変調方式を用い
るシステムを構築する場合に必要となる。また、周波数チャネル毎またはサブキャリア毎
に異なる変調方式を用いる場合、各周波数チャネルまたは各サブキャリアの変調方式の情
報を受信側へ通知する必要があり、データスロット内のデータシンボルの前に変調方式情
報通知用のシンボルを設けておかなければならない。このため、変調方式決定部１００３
にて決定された変調方式も変調方式情報としてマルチプレックス部１０００へ入力され、
以降の処理を通じて情報データと共に送信されることとなる。
【００１０】
　マッピング部１００４における変調の後、変調されたデータは、送信電力制御部１００
５は、制御部により指定される周波数チャネル毎の送信電力に変換され、ＩＦＦＴ部１０
０６にてＩＦＦＴ処理が行われる。その後、Ｐ／Ｓ変換部１００７を経由し、ガードイン
ターバル挿入部１００８にてガードインターバルが挿入される。そして、Ｄ／Ａ変換部１
００９にてアナログ信号に変換され、無線送信部１０１０にて送信すべき周波数に変換さ
れた後、アンテナ部１０１１より送信される。
【００１１】
　次に、受信回路について説明する。図１３に示す受信回路は、アンテナ部１１００、無
線受信部１１０１、アナログ／デジタル変換部（Ａ／Ｄ変換部）１１０２、同期部１１０
３、ガードインターバル除去部（ＧＩ除去部）１１０４と、シリアル／パラレル変換部（
Ｓ／Ｐ変換部）１１０５、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform：高速フーリエ変換）部１１
０６、受信電力測定部１１０７、伝送路推定デマッピング部１１０８、パラレル／シリア
ル変換部（Ｐ／Ｓ変換部）１１０９‐ａ～１１０９‐ｌ、誤り訂正復号部１１１０‐ａ～
１１１０‐ｌ、デマルチプレックス部１１１１を備える。
【００１２】
　受信回路ではまず、アンテナ部１１００にて受信された信号が、無線受信部１１０１に
てＡ／Ｄ変換が可能な周波数帯域まで周波数変換される。Ａ／Ｄ変換部１１０２にてデジ
タル信号に変換されたデータは、同期部１１０３においてＯＦＤＭのシンボル同期が取ら
れ、ガードインターバル除去部１１０４においてガードインターバルが除去される。その
後、Ｓ／Ｐ変換部１１０５において１０２４のデータにパラレル化される。ＦＦＴ部１１
０６において１０２４ポイントのＦＦＴが行なわれ、サブキャリア毎の信号に変換される
。受信電力測定部１１０７では、サブキャリア毎の受信信号電力が測定される。受信信号
電力情報は送信側へフィードバックされ、変調方式決定部１１０３において各周波数チャ
ネルまたは各サブキャリアの変調方式を選択する際に用いられる。また、ＦＦＴ後の信号
は、伝搬路推定デマッピング部１１０８に送られ、７６８波のサブキャリアの復調が行な
われる。通常、伝搬路推定は、送信機から受信機に送られる既知の信号を利用することに
より行なわれる。また、デマッピングは、送信側から通知された変調方式情報に基づき行
われる。その後、１２系統のデータ毎にＰ／Ｓ変換部１１０９‐ａ～１１０９－ｌに入力
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される。そして、誤り訂正復号部１１１０‐ａ～１１１０－ｌにより誤り訂正復号処理が
行われ、デマルチプレックス部１１１１に入力される。デマルチプレックス部１１１１に
おいて、制御データや情報データに処理され、出力される。
【００１３】
　ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）システムは、すべてのセルにおいて同一周波数を用
いて通信を行なうため、高い周波数利用効率を達成可能であるが、隣接するセルから到来
する干渉の影響により受信特性が劣化することが考えられる。特開２００３－４６４３７
号公報（特許文献１）には、セル間干渉の影響を軽減する技術の一例が開示されている。
【００１４】
　図１４は、特開２００３－４６４３７号公報（特許文献１）に開示されている技術のセ
ル構成を示す図である。図１４は、実線で示す６角形のセルを一つのセル領域とし、点線
で示す６角形が各セル内に示している。Ｂ０のセルを一例として説明すると、Ｂ０のセル
は、基地局から最も遠いエリアはＴｓ１、その次のエリアはＴｓ２、最も近いエリアはＴ
ｓ３としている。Ｔｓ１～Ｔｓ３は、基地局が通信を行なう時間（時間帯）を表し、Ｔｓ
１～Ｔｓ３で１フレームが構成される。Ｂ０ではＴｓ１中に最も送信電力を高くして通信
を行ない、Ｔｓ２、Ｔｓ３へと電力を低くして通信を行なうことを意味する。同様に各セ
ルは、それぞれの時間に応じて送信電力を変えて通信を行なっている。
【００１５】
　Ｂ０において、Ｔｓ１中に送信電力を高くして通信を行なっているとき、他の隣接する
セルは、送信電力を最も高くして通信を行なう設定になっていないため、Ｂ０は他セルか
らの干渉が少ない状態で通信することが可能である。Ｂ１～Ｂ６のセルについても同様に
、セル間干渉の影響が軽減された状態での通信を行なうことができる。また、特開２００
３－４６４３７号公報（特許文献１）に開示された発明は、各セルにおいて、基地局から
の距離に応じて設定された複数エリアにおける送信電力を時間的に変えておくというもの
であるが、これをＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）システムに適用する場合には、各エ
リアにおける送信電力を時間的に変えておくのではなく、周波数チャネル毎に変えておく
ということも可能となる。
【００１６】
　一方、基地局からの距離に応じて設定されたあるエリアで高い（低い）電力を有する通
信を行なう時間チャネルはセル毎に予め決められているため、サービスが開始された後に
新たな基地局が周辺に建てられた場合等に適応的に対応することができない。この点は、
隣接セルから到来する干渉量を常時または定期的に測定し、干渉量に応じて時間チャネル
の割り当てを変更することにより、周囲の環境の変化にも柔軟に対応することができる。
ダウンリンク通信において、このような適応制御を行なう場合、隣接セルから到来する干
渉量の測定が端末装置側で必要となるが、これは、自セルにおいて端末装置が割り当てら
れていないスロット（空きスロット）の電力を測定することにより実現できる。この干渉
電力の測定は、希望信号電力の測定と同様、図１３に示す受信電力測定部１１０７におい
て行なうことが可能である。
【特許文献１】特開２００３－４６４３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、上述の技術では、セル内のトラフィックが増加し、ほとんどすべてのス
ロットに端末装置が割り当てられ、空きスロットが非常に少ない状況が生じる。このよう
な状況では、端末装置側では、干渉電力の測定を行なうことができず、基地局は、スケジ
ューリング等に用いるための有効な干渉電力情報を得ることができない。従って、周囲の
環境の変化に柔軟に対応したチャネル（スロット）の割り当てができないという問題が生
じる。
【００１８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、マルチキャリア伝送で、空き
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スロットが非常に少ない状況においても、干渉電力の測定を可能とする送信制御方法、端
末側送信方法、干渉電力測定方法、制御局装置および端末装置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】
【００１９】
　（１）本発明に係る送信制御方法は、制御対象となる端末装置へマルチキャリア伝送方
式で無線送信を行なう制御局装置の送信制御方法であって、周辺セルでキャリアホールに
設定されたサブキャリアとは異なる周波数のサブキャリアをキャリアホールに設定し、無
線送信することを特徴としている。
【００２０】
　このように、隣接するセル間でキャリアホールを異なる位置（周波数）に配置するので
、キャリアホールが設定される位置（周波数）が重ならなくなる。その結果、スロットの
空きが少ない状況になっても、隣接するセルからの干渉電力を正確に測定することができ
る。
【００２１】
　（２）また、本発明に係る送信制御方法は、マルチキャリア伝送方式により制御対象と
なる端末装置へ無線送信を行なう制御局装置の送信制御方法であって、一定の時間長で定
められるひとつ以上の時間チャネルと、一定の周波数帯域で定められるひとつ以上の周波
数チャネルとによって特定される複数の通信スロットで構成される通信フレームを用い、
通信スロット毎にキャリアホールを設定し、無線送信することを特徴としている。
【００２２】
　このように、スロット毎にキャリアホールを設定することにより、スロットを割り当て
た端末装置から、干渉電力情報を取得することができる。また、空きスロットが非常に少
ない状況になっても、スロット内に設定したキャリアホールにおいて干渉電力の測定をす
ることができる。その結果、測定した干渉電力情報に基づいて、周囲の環境の変化に柔軟
に対応したスロットの割り当てが可能となる。
【００２３】
　（３）また、本発明に係る送信制御方法において、前記通信スロット毎に、周辺セルで
キャリアホールに設定されたサブキャリアとは異なる周波数のサブキャリアをキャリアホ
ールに設定し、無線送信することを特徴としている。
【００２４】
　このように、隣接するセル間でキャリアホールを異なる位置（周波数）に配置するので
、キャリアホールが設定される位置（周波数）が重ならないため、スロットの空きが少な
い状況になっても、隣接するセルからの干渉電力を正確に測定することができる。
【００２５】
　（４）また、本発明に係る送信制御方法において、前記キャリアホールは、制御局装置
から送信された信号を端末装置において受信した際に、受信状況が悪いと判断されたサブ
キャリアに設定することを特徴としている。
【００２６】
　このように、受信状況が好ましくないサブキャリアをキャリアホールに設定し、干渉電
力を測定することによって、データ伝送量を減らすことなく、干渉電力を測定して受信状
況を改善することが可能となる。
【００２７】
　（５）また、本発明に係る送信制御方法において、前記キャリアホールの位置を示す情
報を前記端末装置へ送信することを特徴としている。
【００２８】
　このように、キャリアホールの位置を示す情報を端末装置に通知することによって、端
末装置がキャリアホールの位置を把握することができる。その結果、キャリアホールの受
信電力を測定し、干渉電力情報として制御局装置へ通知することが可能となる。
【００２９】
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　（６）また、本発明に係る送信制御方法において、前記通信スロット毎に、複数の端末
装置から干渉電力情報を受信し、前記通信スロット毎に、複数の干渉電力情報を平均して
平均干渉電力値を算出することを特徴としている。
【００３０】
　このように、スロット毎に複数の端末装置から、端末装置が測定した干渉電力情報を収
集し、複数の干渉電力情報を平均するので、正確な干渉電力情報を取得することが可能に
なり、精度の高い受信状況に基づいて、スロットの割り当てを行なうことができる。
【００３１】
　（７）また、本発明に係る送信制御方法は、前記複数の端末装置それぞれの距離情報に
基づいて、前記複数の干渉電力情報へ重み付けし、前記重み付けされた複数の干渉電力情
報を平均することを特徴としている。
【００３２】
　このように、干渉電力を測定した端末装置が配置されている距離情報を用いて、干渉電
力情報に重み付けするので、端末装置の置かれている場所を反映した干渉電力情報を取得
することができる。
【００３３】
　（８）また、本発明に係る送信制御方法において、前記距離情報は、前記複数の端末装
置それぞれへの送信電力の大きさであることを特徴としている。
【００３４】
　このように、端末装置との距離情報を送信電力の大きさとすることによって、端末装置
の位置の違いにより生じる干渉電力情報のレベル差を補正することができる。
【００３５】
　（９）また、本発明に係る送信制御方法において、前記複数の干渉電力情報のうち、前
記通信スロット毎に所定の数の干渉電力情報を選択して平均することを特徴としている。
【００３６】
　このように、複数の干渉電力情報のうち、所定の数の干渉電力情報を選択して平均する
ので、シャドウイングや距離の影響などにより正確に干渉電力を測定できない端末装置の
測定結果を除外することができる。
【００３７】
　（１０）また、本発明に係る送信制御方法において、前記複数の端末装置それぞれから
位置情報を受信し、前記平均干渉電力算出部は、前記複数の干渉電力情報を前記位置情報
に対応づけて分類し、分類した干渉電力情報を平均して干渉電力値を算出することを特徴
としている。
【００３８】
　このように、複数の干渉電力情報を位置情報に対応づけて分類し、分類した干渉電力情
報を平均して干渉電力値を算出するので、端末装置との位置関係に基づいて、特定の方向
から到来する干渉電力をスロット毎に算出することができる。
【００３９】
　（１１）また、本発明に係る送信制御方法において、前記位置情報は、前記複数の端末
装置それぞれがセルサーチの際に受信した複数の制御局装置の識別子であり、複数の端末
装置のうち、識別子が一致する端末装置によって測定された干渉電力情報を平均すること
を特徴としている。
【００４０】
　このように、隣接するセルの制御局装置の識別子を用いることによって、同じ方向に存
在する端末装置同士を分類することが可能となり、端末装置においても、セルサーチの結
果を用いることになるため、処理の簡略化を図ることができる。
【００４１】
　（１２）また、本発明に係る送信制御方法は、前記制御局装置が指向性アンテナを用い
、前記セル内を複数のセクタに分割して無線通信を行ない、同じセクタに配置される端末
装置から受信した干渉電力情報を前記通信スロット毎に平均することを特徴としている。
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【００４２】
　このように、指向性アンテナを用いる場合は、セルを分割するセクタを用いて、端末装
置が存在する方向を把握し、ある方向から到来する干渉電力をスロット毎に算出すること
ができる。
【００４３】
　（１３）　また、本発明に係る端末送信方法は、マルチキャリア伝送方式により制御局
装置から送信された信号を受信する端末装置の端末側送信方法であって、前記制御局装置
からキャリアホールを特定する情報を受信し、前記キャリアホールにおける受信電力を測
定し、測定した受信電力の平均値を算出し、前記受信電力の平均値を干渉電力情報として
前記制御局装置へ送信することを特徴としている。
【００４４】
　このように、制御局装置からキャリアホールを特定する情報を受信するので、キャリア
ホールに設定されたサブキャリアの位置（周波数）を特定してキャリアホールの干渉電力
を測定することができる。これにより、空きスロットが少ない状況であっても干渉電力の
測定を可能とし、制御局装置において、周囲の環境の変化に柔軟に対応したスロットの割
り当てが可能となる。
【００４５】
　（１４）また、本発明に係る端末送信方法において、前記制御局装置が複数の端末装置
それぞれへ通信スロットを割り当てたスロット割り当て情報を受信し、前記スロット割り
当て情報に基づいて、どの端末装置に対しても割り当てられてない通信スロットにおいて
、複数のサブキャリアそれぞれの受信電力を測定し、またはいずれかの端末装置に対して
割り当てられている通信スロットにおいて、キャリアホールに設定されたサブキャリアの
受信電力を測定し、通信スロット毎に測定した受信電力の平均値を算出し、前記受信電力
の平均値を干渉電力情報として前記制御局装置へ送信することを特徴としている。
【００４６】
　このように、どの端末装置に対しても割り当てられてない通信スロットにおいて、複数
のサブキャリアそれぞれの受信電力を測定し、またはいずれかの端末装置に対して割り当
てられている通信スロットにおいて、キャリアホールに設定されたサブキャリアの受信電
力を測定するので、空きスロットが存在する場合はその空きスロットで受信電力を測定す
る一方、空きスロットが少ないかまたは存在しない場合は、いずれかの端末装置に既に割
り当てられている通信スロットに強制的に設定されたキャリアホールで受信電力を測定す
ることが可能となる。これにより、空きスロットが少ない状況となっても、より精度の高
い干渉電力情報を制御局装置に集めることができ、受信状況をよりよくすることが可能と
なる。
【００４７】
　（１５）また、本発明に係る端末送信方法において、前記制御局装置の制御範囲内にお
ける位置を示す位置情報を前記制御局装置へ送信することを特徴としている。
【００４８】
　このように、端末装置は、位置情報を制御局装置へ通知することによって、制御局装置
へ端末装置が存在する位置情報を通知することが可能となり、制御局装置は、端末装置の
位置情報を用いて、干渉電力情報を利用することができるため、受信状況を向上させるこ
とができる。
【００４９】
　（１６）また、本発明に係る端末送信方法において、前記位置情報は、セルサーチの際
に受信した少なくとも一つの制御局装置の識別子であることを特徴としている。
【００５０】
　このように、端末装置は、セルサーチの結果を用いることになるため、処理の簡略化を
図ることができる。また、制御局装置は、隣接するセルの制御局装置の識別子を用いるこ
とによって、同じ方向に存在する端末装置同士を分類することが可能となり、より柔軟に
受信状況の改善が可能となる。
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【００５１】
　（１７）また、本発明に係る干渉電力方法は、マルチキャリア伝送方式で、制御局装置
とその制御対象となる端末装置との間で無線通信を行なう場合干渉電力測定方法であって
、前記制御局装置において、データを割り当て得る少なくとも一つのサブキャリアをキャ
リアホールへ設定し、設定されたキャリアホールを特定する情報を前記端末装置へ送信す
ることを特徴としている。
【００５２】
　このように、データの送信に使用し得るサブキャリアの少なくとも一つを、強制的にキ
ャリアホールとするので、空きスロットが非常に少ない状況になっても、キャリアホール
において干渉電力の測定をすることができる。その結果、測定した干渉電力情報に基づい
て、周囲の環境の変化に柔軟に対応したスロットの割り当てが可能となる。
【００５３】
　（１８）また、本発明に係る干渉電力方法は、マルチキャリア伝送方式で、制御局装置
とその制御対象となる端末装置との間で無線通信を行なう場合干渉電力測定方法であって
、前記端末装置において、前記制御局装置から、データを割り当て得る少なくとも一つの
サブキャリアに設定されたキャリアホールを特定する情報を受信し、前記キャリアホール
における受信電力を測定し、測定した受信電力の平均値を算出し、前記受信電力の平均値
を干渉電力情報として前記制御局装置へ送信することを特徴としている。
【００５４】
　このように、制御局装置からキャリアホールを特定する情報を受信するので、キャリア
ホールに設定されたサブキャリアの位置（周波数）を特定してキャリアホールの干渉電力
を測定することができる。これにより、空きスロットが少ない状況であっても干渉電力の
測定を可能とし、制御局装置において、周囲の環境の変化に柔軟に対応したスロットの割
り当てが可能となる。
【００５５】
　（１９）また、本発明に係る制御局装置は、一定の時間長で定められるひとつ以上の時
間チャネルと、一定の周波数帯域で定められるひとつ以上の周波数チャネルとによって特
定される複数の通信スロットで構成される通信フレームをマルチキャリア伝送方式により
制御対象となる端末装置へ無線送信を行なう制御局装置であって、前記通信スロット毎に
キャリアホールを設定するキャリアパターン設定部を備えることを特徴としている。
【００５６】
　このように、スロット毎にキャリアホールを設定することにより、スロットを割り当て
た端末装置から、干渉電力情報を取得することができる。また、空きスロットが非常に少
ない状況になっても、スロット内に設定したキャリアホールにおいて干渉電力の測定をす
ることができる。その結果、測定した干渉電力情報に基づいて、周囲の環境の変化に柔軟
に対応したスロットの割り当てが可能となる。
【００５７】
　（２０）また、本発明に係る端末装置は、マルチキャリア伝送方式により制御局装置か
ら送信された信号を受信する端末装置であって、前記制御局装置からキャリアホールを特
定する情報を受信する端末側受信部と、前記キャリアホールにおける受信電力を測定し、
測定した受信電力の平均値を干渉電力情報として算出する受信電力測定部と、前記干渉電
力情報を前記制御局装置へ送信する送信部と、を備えることを特徴としている。
【００５８】
　このように、制御局装置からキャリアホールを特定する情報を受信するので、キャリア
ホールに設定されたサブキャリアの位置（周波数）を特定してキャリアホールの干渉電力
を測定することができる。これにより、空きスロットが少ない状況であっても干渉電力の
測定を可能とし、制御局装置において、周囲の環境の変化に柔軟に対応したスロットの割
り当てが可能となる。
【発明の効果】
【００５９】
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　本発明によれば、マルチキャリア伝送で、空きスロットが非常に少ない状況においても
、干渉電力の測定が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　次に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明
する実施形態は、本発明の一例に過ぎず、これらに限定されるものではない。
【００６１】
　本発明では、制御局装置は、データを割り当て得る少なくとも一つのサブキャリアをキ
ャリアホールに設定し、キャリアホールを特定する情報を端末装置へ通知し、そして、端
末装置がキャリアホールにおける受信電力を測定する。そして、制御局装置は、端末装置
から干渉電力情報を受信する。あるいは、制御局装置は、複数のサブキャリアのうち予め
データを割り当てないことが決められているサブキャリアの周波数帯域で測定した隣接セ
ルからの干渉電力を示す干渉電力情報を、前記端末装置から受信する。これらにより、ス
ロットの空きの少ない状況であっても干渉電力の測定を可能とするものである。
【００６２】
　制御局装置は、無線通信を行なう端末装置を制御する。制御局装置は、無線通信の基地
局、無線ＬＡＮ（Local Area Network）のアクセスポイントを含む。
【００６３】
　端末装置は、制御局装置の制御のもとで、無線通信を行なう。端末装置は、固定端末装
置、移動端末装置を問わず、セルラーシステムにおける移動局、無線ＬＡＮシステムにお
けるステーションを含む。
【００６４】
　マルチキャリア伝送は、データを割り当てる複数のサブキャリアから構成されるキャリ
アを用いるものであり、サブキャリア毎の符号化・送信電力の変更を可能にする複数のサ
ブキャリアから構成されるキャリア（周波数帯域）を用いてデータを伝送する。
【００６５】
　キャリアホールは、データを割り当てないサブキャリアをいう。また、通信スロットは
、データ伝送に用いる最小単位であり、一定の時間長で定められるひとつ以上の時間チャ
ネルと、一定の周波数帯域で定められるひとつ以上の周波数チャネルとによって特定され
る。通信スロットは、スロットとも記す。また、通信フレームは、複数の通信スロットに
より構成される。通信フレームは、フレームとも記す。
【００６６】
　なお、以下の実施形態では、１セル繰り返しＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）システ
ムにおける無線通信について本発明を適用し、制御局装置としての基地局と、端末装置（
移動局）とが無線通信を行なう場合を例にとって説明する。しかしながら、本発明は、こ
れらの無線通信の適用に限られるわけではなく、制御局装置としてのアクセスポイントが
端末装置としてのステーションを制御して無線通信を実施する場合、例えば、無線ＬＡＮ
などにも適用することができる。
【００６７】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態は、セル内のトラフィックが増加し、空きスロットが非常に少ない状況
においても、各端末装置が割り当てられているスロットにおいて各端末装置が受ける干渉
電力を測定する場合を説明する。
【００６８】
　図１は、本発明の実施形態に係る基地局がキャリアホールを設定したシンボル構成の一
例を示す図である。図１の下段は、ＯＦＤＭシンボルを構成する、ダウンリンク通信の２
つのフレームを示す。また、図１上段は、２つのフレームそれぞれについて、フレームの
先頭データスロットと２番目のデータスロットの先頭シンボルについてサブキャリアの配
置を示している。なお、他のシンボル、並びに、他のデータスロットについても同様のサ
ブキャリア配置となっているものとする。



(11) JP 4641877 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

【００６９】
　図１に示すシンボル構成は、基地局から端末装置へのダウンリンク通信において、１周
波数チャネル（６４サブキャリア）当たり８サブキャリア（図１に矢印にて指し示してあ
るサブキャリア位置）がキャリアホールとして設定されている。また、フレーム内の各ス
ロットは、同一のパターンでキャリアホールが設定され、各フレームは、一つ前に伝送さ
れるフレームとは異なるサブキャリア位置へキャリアホールを設定するパターンを用いて
、キャリアホールが配置されている。図１では、基地局は、（式１）を満たすｎが特定す
るサブキャリア位置をキャリアホールとして設定している。
（ｎ＋ｘ＋ｂ）ｍｏｄ８＝０　　　（式１）
　ここで、ｎは、１周波数チャネルを構成するサブキャリアの番号であり、６４個のサブ
キャリアのいずれかを特定する。図１に示すように、各周波数チャネル中の各サブキャリ
アには、あらかじめ０から６３までの整数が振られているものとする。ｘは、伝送するフ
レームが何フレーム目かを表すフレーム番号であり、ｘ≧１の整数である。ｘの値は、あ
る一定時間経過する（一定数のフレームの伝送が行われる）と再び１にリセットされるも
のとし、さらにすべての基地局で共通の値が用いられるものとする。ｂは、あらかじめ各
基地局に割り振られた番号であり、隣り合う基地局では必ず差が８（図１では、８サブキ
ャリア毎に１つのキャリアホールを設定しているため）未満の異なる番号であるものとす
る。
【００７０】
　このようにｂの値を隣り合う基地局において異なる値とすることにより、各基地局にお
いて設定されるキャリアホールも異なるサブキャリア位置とすることができる。従って、
（式１）を満たすｎがサブキャリア番号として割り当てられているサブキャリアの位置を
キャリアホールとすることにより、８サブキャリア当たり１つのキャリアホールをフレー
ム毎および隣接する基地局毎にずれた位置に配置することができる。なお、（式１）は、
８サブキャリア毎にキャリアホールを設定する例を示しているが、これに限られるわけで
はない。
【００７１】
　キャリアホールが設定された信号を受信した端末装置では、ＦＦＴ後に得られる周波数
領域の信号について、キャリアホールとなっているサブキャリア位置における受信電力の
測定を行なう。そして、１周波数チャネル当たり８つ配置されたキャリアホールにおける
受信電力を平均し、この平均値をセル間の干渉電力情報とする。このように測定された干
渉電力情報を端末装置から基地局へ通知することにより、該当スロットに割り当てられた
端末装置が受ける干渉量を、基地局において把握することができる。
【００７２】
　このように、第１の実施形態は、ダウンリンク伝送におけるシンボル内のサブキャリア
を、（式１）で表されるあらかじめ決められたパターンに基づきキャリアホールに設定・
伝送し、キャリアホールに設定されたサブキャリア位置における電力を、端末装置におい
て測定することにより、隣接セルから到来する干渉量の推定を行なう手法である。このよ
うなキャリアホールを利用した干渉電力の測定は、キャリアホールに設定されたサブキャ
リアは無伝送となるため自セルの信号が含まれず、該当サブキャリア（キャリアホール）
の位置には干渉成分のみが観測されるために可能となる手法である。
【００７３】
　次に、第１の実施形態における基地局並びに端末装置の構成を説明する。図２は、第１
の実施形態に係る基地局の概略構成の一例を示すブロック図である。図３は、第１の実施
形態に係る端末装置の概略構成の一例を示すブロック図である。
【００７４】
　図２に示す基地局は、マルチプレックス部１００、誤り訂正符号部１０１‐ａ～１０１
‐ｌ、シリアル／パラレル変換部（Ｓ／Ｐ変換部）１０２‐ａ～１０２‐ｌ、変調方式決
定部１０３、マッピング部１０４、送信電力制御部１０５、ＩＦＦＴ部１０６、パラレル
／シリアル変換部（Ｐ／Ｓ変換部）１０７、ガードインターバル挿入部（ＧＩ挿入部）１
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０８、デジタル／アナログ変換部（Ｄ／Ａ変換部）１０９、無線送信部（送信部）１１０
、アンテナ部１１１、無線受信部（受信部）１１２、アップリンク受信機１１３、キャリ
アホール設定部１１４、スロット割り当て部１１５を備える。誤り訂正符号部１０１‐ａ
～１０１‐ｌ、Ｓ／Ｐ変換部１０２‐ａ～１０２‐ｌは、周波数チャネル数と同数（ここ
ではａ～ｌで示す１２）備える。
【００７５】
　マルチプレックス部１００は、制御データや情報データを送信するパケット単位で周波
数チャネル数分（ここでは１２）の系列に分離し、誤り訂正符号部１０１‐ａ～１０１‐
ｌは、分離されたデータそれぞれを誤り訂正符号化し、Ｓ／Ｐ変換部１０２‐ａ～１０２
‐ｌは、誤り訂正符号化されたデータを６４系統に分離する。
【００７６】
　変調方式決定部１０３は、端末装置側受信電力情報とキャリアホールパターンとを用い
て、変調方式情報を作成する。第１の実施形態では、変調方式決定部１０３は、端末装置
側の受信電力情報を用いてデータを割り当てるサブキャリアについて変調方式を選択し、
キャリアホールパターンを用いてキャリアホールとするサブキャリアにはキャリアホール
であることを設定する変調方式情報を作成する。
【００７７】
　マッピング部１０４は、変調方式情報に基づいて、サブキャリア毎に変調を施す。
【００７８】
　送信電力制御部１０５は、変調されたサブキャリアを、送信電力制御情報に基づいて、
定められた送信電力に変換する。送信電力制御情報は、予め制御部（図２に図示せず）に
よって作成される。制御部は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）の制御のもとで実行
されるモジュールである。ＩＦＦＴ部１０６は、変換されたデータをＩＦＦＴ処理し、Ｐ
／Ｓ変換部１０７は、データをシリアル変換し、ＧＩ挿入部１０８は、ガードインターバ
ルを挿入し、Ｄ／Ａ変換部１０９は、データをアナログ信号に変換する。
【００７９】
　無線送信部１１０は、アンテナ部１１１を介して、信号（制御信号、データ）を送信す
る。
【００８０】
　無線受信部１１２は、アンテナ部１１１を介して、各端末装置から送信される信号（制
御信号、データ）を受信する。
【００８１】
　アップリンク受信機１１３は、無線受信部１１２が受信した信号を変換処理（復調・復
号等）し、情報データと端末装置毎の干渉電力情報、端末装置側の受信電力情報を取り出
す。
【００８２】
　キャリアホール設定部１１４は、データを割り当て得る少なくとも一つのサブキャリア
をキャリアホールとする。すなわち、キャリアホール設定部１１４は、キャリアホールと
するサブキャリアの位置を設定し、キャリアホールに設定したサブキャリアを特定するキ
ャリアホールパターンを作成する。この実施形態では、キャリアホール設定部１１４は、
（式１）を用いて、キャリアホールを設定する。キャリアホール設定部１１４は、「デー
タを割り当て得る少なくとも一つのサブキャリア」、すなわち、データの送信に使用する
サブキャリアの少なくとも一つを、強制的にキャリアホールとする。これにより、キャリ
アホールは、データを割り当て得るサブキャリアへ強制的に設定される。
【００８３】
　また、第１の実施形態では、キャリアホール設定部１１４は、（式１）を用いて、隣接
するセルでキャリアホールに設定されたサブキャリアとは異なる周波数のサブキャリアを
キャリアホールに設定し、データを割り当て得る複数のサブキャリアのうちキャリアホー
ルに設定されたサブキャリアを特定するキャリアホールパターンを作成する。作成したキ
ャリアホールパターンは、変調方式設定部１０３へ出力され、変調方式情報へ組み込まれ
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る。
【００８４】
　スロット割り当て部１１５は、アップリンク受信機１１３から入力される端末装置側の
受信電力情報と、他端末への割り当て状況や送信を行なう情報データ量に基づいて、各端
末装置が使用するスロット割り当てを決定し、スロット割り当て情報を作成する。
【００８５】
　次に、端末装置について説明する。図３に示す端末装置は、アンテナ部２００、無線受
信部（端末装置側受信部）２０１、アナログ／デジタル変換部（Ａ／Ｄ変換部）２０２、
同期部２０３、ガードインターバル除去部（ＧＩ除去部）２０４と、シリアル／パラレル
変換部（Ｓ／Ｐ変換部）２０５、ＦＦＴ部２０６、受信電力測定部２０７、伝送路推定デ
マッピング部２０８、パラレル／シリアル変換部（Ｐ／Ｓ変換部）２０９‐ａ～２０９‐
ｌ、誤り訂正復号部２１０‐ａ～２１０‐ｌ、デマルチプレックス部２１１、アップリン
ク送信機２１２、無線送信部（端末装置側送信部）２１３、制御部２１４を備える。Ｐ／
Ｓ変換部２０９‐ａ～２０９‐ｌ、誤り訂正復号部２１０‐ａ～２１０‐ｌは、周波数チ
ャネル数と同数（ここではａ～ｌで示す１２）備える。
【００８６】
　無線受信部（端末装置側受信部）２０１は、アンテナ部２００を介して、基地局から送
信される信号（制御信号、データ）を受信する。
【００８７】
　Ａ／Ｄ変換部２０２は、信号をデジタル信号に変換し、同期部２０３は、ＯＦＤＭのシ
ンボル同期を取り、ＧＩ除去部２０４は、ガードインターバルを除去し、Ｓ／Ｐ変換部２
０５は、１０２４のデータにパラレル化する。ＦＦＴ部２０６は、１０２４ポイントのＦ
ＦＴを行ない、サブキャリア毎の信号に変換する。
【００８８】
　受信電力測定部２０７は、キャリアホールパターンに基づいて、キャリアホールに設定
されているサブキャリアの受信電力を測定し、測定した受信電力の平均値を干渉電力情報
として算出する。接続先の基地局では、キャリアホールに設定されているサブキャリアに
ついて、送信電力を零とするため、キャリアホールの受信電力は、隣接セルからの干渉電
力となる。
【００８９】
　伝搬路推定デマッピング部２０８は、ＦＦＴ処理された７６８波のサブキャリアを復調
する。Ｐ／Ｓ変換部２０９‐ａ～２０９－ｌは、１２系統のデータ毎に変換し、誤り訂正
復号部２１０‐ａ～２１０－ｌは、誤り訂正復号処理を行なう。
【００９０】
　デマルチプレックス部２１１は、誤り訂正されたデータを制御データや情報データに処
理することに加え、キャリアホールパターン（変調方式情報に含まれている場合もある）
を受信電力測定部２０７へ出力する。
【００９１】
　アップリンク送信機２１２は、端末装置から送信する情報を、送信用の信号へ変換処理
（符号化、変調等）し、変換処理した信号を、無線送信部２１３へ出力する。
【００９２】
　無線送信部２１３は、アンテナを介して、信号（制御信号、データ）を基地局へ送信す
る。
【００９３】
　制御部２１４は、制御データを入力し、制御データに含まれるスロット割り当て情報に
基づいて、自己の端末装置が割り当てられたスロットの情報を検出する。検出した情報は
、受信電力測定部２０７へ出力される。
【００９４】
　次に、第１の実施形態の干渉電力測定の動作を説明する。図４は、第１の実施形態にお
ける干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートである。フローチャートは、左側に
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基地局側処理を示し、右側に端末装置側処理を示し、矢印は、基地局と端末装置との間で
情報が送受信される様子を示す（他の図面のフローチャートも同様の形式をとる）。
【００９５】
　まず、基地局は、端末装置へ制御信号を伝送する（ステップＳ１００）。制御信号は、
セル内のすべての端末装置が受信できるようにあらかじめ決められた全サブキャリア共通
の変調方式によって変調された信号である。次に、基地局は、キャリアホールに設定する
サブキャリア番号を決定する（ステップＳ１０１）。具体的には、キャリアホール設定部
１１４は、（式１）を満たすｎを求め、キャリアホールパターンを作成し、作成したキャ
リアホールパターンを変調方式決定部１０３へ受け渡す。次に、変調方式決定部１０３は
、キャリアホールパターンに基づいて、ｎに対応するサブキャリア番号が割り当てられて
いるサブキャリアをキャリアホールに設定し、さらにキャリアホール以外のサブキャリア
の変調方式を決定し、変調方式情報を作成する（ステップＳ１０２）。このようにして作
成された変調方式情報は、キャリアホールの位置を示すキャリアホール情報と、変調方式
とを含む。変調方式情報は、キャリアホールに設定されたサブキャリアに特定の記号（マ
ーク）を付す等、予め端末装置との間で取り決めた手法で、変調方式情報の中にキャリア
ホールを特定する。次いで、各サブキャリアは、変調方式情報を基に変調され（ステップ
Ｓ１０３）、各サブキャリアの変調方式を受信側へ通知するために必要な変調方式情報が
データへ付加され、データが無線送信部１１０から端末装置へ送信される（ステップＳ１
０４）。
【００９６】
　端末装置は、まず、送信された制御信号を受信し、スロット割り当て情報を取得する（
ステップＳ１１０）。また、端末装置は、その後送信されるデータを受信する（ステップ
Ｓ１１１）。データは、付加された変調方式情報を基に復調が行われる（ステップＳ１１
２）。次に、端末装置の受信電力測定部２０７は、変調方式情報に含まれているキャリア
ホール情報からキャリアホールに設定されているサブキャリアの位置を特定し、キャリア
ホールに設定されたサブキャリアの受信電力（干渉電力）を測定する。また、受信電力測
定部２０７は、データが割り当てられているサブキャリア（キャリアホールに設定されて
いないサブキャリア）について、受信電力を測定して受信電力情報を算出する（ステップ
Ｓ１１３）。
【００９７】
　次に、受信電力測定部２０７は、１周波数チャネル当たりに８つ設けられたキャリアホ
ールにおける受信電力を平均して平均値を算出し、算出した平均値を、該当スロットに割
り当てられた端末装置が受ける該当スロットにおけるセル間の干渉電力情報とする（ステ
ップＳ１１４）。アップリンク送信機２１２は、受信電力情報と干渉電力情報とを、送信
用の信号へ変換処理し、無線送信部２１３から基地局へ送信する（ステップＳ１１５）。
【００９８】
　基地局の無線受信部１１２は、変換された信号を受信し、アップリンク受信機１１３は
、受信した信号を変換処理し、受信電力情報と干渉電力情報とを取得する（ステップＳ１
０５）。
【００９９】
　このようにして、基地局は、１フレームに含まれる複数のスロットそれぞれについて、
スロットを割り当てられた端末装置から干渉電力情報を取得することができる。基地局が
取得した干渉電力情報は、次のように用いられる。スロット割り当て部１１５は、取得し
た複数の干渉電力情報を用いて隣接セルの影響を考慮して、スロットのスケジューリング
等を実施する。また、スロット割り当て部１１５は、複数の端末装置それぞれから、割り
当てられたスロットについて、干渉電力情報と共に、各サブキャリアの受信電力情報を取
得する。取得した各サブキャリアの受信電力情報は次フレームを伝送する際の、各サブキ
ャリアの変調方式の決定等に用いられる。以上の手順により、複数のサブキャリアをキャ
リアホールに設定し、設定されたキャリアホールによって隣接セルから到来する干渉の電
力を測定することができる。
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【０１００】
　このように、基地局がデータを割り付けうるサブキャリアへキャリアホールを強制的に
設定することによって、キャリアホールにおける干渉電力情報の測定が可能となる。従っ
て、基地局は、空きスロットが非常に少ない状況になっても、干渉電力情報を取得し、周
囲の環境の変化に柔軟に対応したスロットの割り当てが可能となる。
【０１０１】
　なお、あらかじめ決められたパターンによりキャリアホールを設定する場合に、図１に
示すキャリアホール設定パターンではなく、別のパターンによるキャリアホールの設定を
行なっても同様の干渉電力の測定を行なうことが可能である。この場合、図１に示すよう
に、所定の間隔を空けてキャリアホールを設定することにより、より正確な干渉電力を測
定することができる。これは、隣接するサブキャリアの受信電力は相関が高くなるため、
キャリアホールをまとめて設けた場合には、フェージングの影響により、干渉電力が非常
に高く測定される場合や、逆に非常に低く測定される場合があり、該当スロットが平均的
に受ける干渉の影響を正しく評価することができないためである。これに対し、図１に示
すように、ある間隔でキャリアホールを設定する場合にも、フェージングの影響により干
渉電力が高く測定されるキャリアホールと低く測定されるキャリアホールが存在するが、
これらを平均することにより、該当スロットにおいて測定端末装置が受ける干渉電力を、
より正確に求めることができる。
【０１０２】
　また、端末装置において複数のアンテナを用いたダイバーシチ受信を行なう場合には、
アンテナ毎に異なる受信電力を平均した後、基地局へ報告する構成とする。さらにこれと
は別に、各アンテナにおいてキャリアホール毎に観測された干渉電力のうち、最も大きい
値をキャリアホール毎に選択し平均した後、基地局に報告する構成としてもよい。このよ
うな構成とすることにより、フェージングの影響により干渉電力が低く見積もられること
を回避することができる。
【０１０３】
　また、キャリアホール設定部１１４は、（式１）を用い、１つのフレーム内では、スロ
ット毎に同じキャリアホールパターンを作成したが、スロット毎に異なるキャリアホール
パターンを作成してもよい。キャリアホール設定部１１４は、各周波数チャネル内の相対
的な位置が異なるサブキャリアへキャリアホールを設定することもできるし、各時間チャ
ネル内の相対的な位置が異なるサブキャリアにキャリアホールを設定することもできる。
【０１０４】
　さらに、以上の説明では、基地局を送信側、端末装置を受信側として説明したが、本発
明はこれに限定されるわけではない。例えば、基地局に受信電力測定部を設け、端末装置
にキャリアホール設定部を設ける構成を採る。そして、基地局からどのサブキャリアをキ
ャリアホールとすべきかを示すリクエスト情報を端末装置に送信し、端末装置でキャリア
ホールを設定してアップリンク通信を行ない、基地局ではキャリアホールにおいて干渉電
力を測定するという形態を採ることも可能である。
【０１０５】
　また、第１の実施形態を、無線ＬＡＮを用いる通信に適用する場合は、隣接するセルの
キャリアホールパターンを考慮する必要はない。制御局装置は、データを割り当て得るサ
ブキャリアへ強制的に設定するキャリアホール設定部を備えていることによって、本発明
を適用することが可能となる。
【０１０６】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、１つのスロットにおける干渉電力を複数の端末装置が測定し、各
端末装置において測定された干渉電力情報を基地局に通知する場合について説明する。
【０１０７】
　図５は、第１の実施形態に係る基地局の概略構成の一例を示すブロック図である。基地
局は、図３に示した構成に加え、切り替えスイッチ３１６、重み付け部３１７、干渉電力
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算出部３１８が追加された構成となっている。また、キャリアホール設定部３１４には、
機能が追加されている。
【０１０８】
　キャリアホール設定部３１４は、図２で説明した機能に加え、作成したキャリアホール
パターンを切り替えスイッチ３１６へ出力する。また、キャリアホール設定部３１４は、
第１の実施形態と同様に、（式１）を用いて、キャリアホールパターンを作成することを
前提とする。
【０１０９】
　切り替えスイッチ３１６は、変調方式決定部１０３が作成する変調方式情報とキャリア
ホール設定部３１４が作成するキャリアホールパターンとのいずれかを選択してマルチプ
レックス部１００へ受け渡す。切り替えスイッチ３１６は、マルチプレックス部１００へ
入力されるデータとして、制御データが入力される場合はキャリアホールパターンを選択
し、情報データが入力される場合は、変調方式情報を選択する。すなわち、切り替えスイ
ッチ３１６は、基地局から端末装置へ送信するデータによって、制御データの送信時には
キャリアホールパターンを選択し、情報データの送信時には各サブキャリアの変調方式情
報を選択してマルチプレックス部１００へ受け渡す。
【０１１０】
　重み付け部３１７は、複数の端末装置から送信された干渉電力情報を、端末装置に関す
る所定の情報を用いて重み付けする。所定の情報には、各端末装置と基地局との距離情報
、各端末装置の位置情報等が含まれる。第２の実施形態では、重み付け部３１７は、距離
情報に応じた重み付けを行なう場合を説明する。具体的には、重み付け部３１７は、１周
波数チャネル当たりに基地局が送信することができる最大送信電力Ｐｍａｘと各端末装置
への１周波数チャネル当たりのダウンリンク伝送に要する送信電力Ｐｉ（ｉは端末装置番
号：ｉ＝１、２、…、端末装置数）の比（Ｐｍａｘ／Ｐｉ）を、それぞれ測定された干渉
電力情報に乗算する。但し、基地局から各端末装置へのダウンリンク伝送では、端末にお
ける受信電力が一定となるように送信電力制御が行なわれるものとする。
【０１１１】
　重み付けは、セル内の各端末装置へのダウンリンク伝送において正しく送信電力制御が
行われている場合、セルエッジ付近に位置する（ダウンリンク伝送に要する送信電力が最
大送信電力に近い）端末装置が報告した干渉電力情報には１に近い値の重み（ほぼ重みな
し）が乗算され、逆に、基地局周辺に位置する（ダウンリンク伝送に要する送信電力は最
大送信電力よりも非常に低い）端末装置が報告した干渉電力情報には非常に大きい値の重
みが乗算されることとなる。隣接セルのダウンリンク伝送による干渉は、通常、セルエッ
ジ付近に位置する端末装置においては大きく観測されるが、干渉源（隣接セルの基地局）
との距離が離れている自セルの基地局周辺ではセルエッジ付近ほど大きくは観測されない
。しかし、自セルの基地局周辺に位置する端末装置にて干渉が観測されない（または非常
に弱い）からといって、隣接セルから到来する干渉電力が必ずしも弱いとは限らず、干渉
源から遠く離れた基地局周辺に位置する端末装置において、わずかでも干渉が観測される
スロットは、隣接セルの基地局から大きな電力の信号が送信されているスロットであると
考えることもできる。重み付けは、測定端末装置の位置の違いにより生じる測定干渉電力
のレベル差を、基地局‐端末装置間距離に応じて補正する。
【０１１２】
　平均干渉電力算出部３１８は、各端末装置が測定した複数の干渉電力情報を平均して、
平均干渉電力値を算出し、算出した平均干渉電力値を各スロットの干渉電力情報としてス
ロット割り当て部１１５へ出力する。また、平均干渉電力算出部３１８は、各端末装置か
ら通知される各スロットの干渉電力情報は、サンプル数が多くなるため次のような処理を
行なう。平均干渉電力算出部３１８は、重み付け部３１７から入力された各スロットの干
渉電力情報について、数値が大きい干渉電力情報の順にあらかじめ決められたサンプル数
だけスロット毎に抽出する。次に、抽出した干渉電力情報をスロット毎に平均して、各ス
ロットの干渉電力の算出を行なう。
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【０１１３】
　このように、平均干渉電力算出部３１８に入力される各スロットの干渉電力情報の中か
ら、数値が大きいものだけを抽出することにより、隣接セルの基地局が信号（干渉）を送
信しているにも関わらずシャドウイングや距離の影響によりその干渉を全く観測できない
端末装置による測定結果を除外し、干渉電力が実際より低く見積もられることを回避する
ことができる。
【０１１４】
　なお、図５中、図２と同じ符号を付した構成要素は、同じ名称、同様の機能を有するた
め、説明を省略する。また、端末装置は、図３に示す端末装置と同様の構成で実現できる
。
【０１１５】
　第２の実施形態では、各端末装置は他端末装置が割り当てられているスロットにおいて
もキャリアホールを利用した干渉の測定を行なうため、端末装置が割り当てられているす
べてのスロットにおけるキャリアホールの設定状況をすべての端末装置が把握する必要が
ある。また、空きスロット（どの端末装置も割り当てられていないスロット）がある場合
には、空きスロットの全サブキャリアについて干渉電力の測定を行なう（空きスロットに
おける干渉電力の測定は従来と同様の手法）こととする。このため、端末装置は自分の割
り当てスロット以外の割り当て状況もすべて把握しておく。ここで、第２の実施形態にお
いても第１の実施形態と同様に、フレーム内の各スロットは同一のパターンでキャリアホ
ールを設定するものとすると、各フレームの先頭の制御スロット中に各スロットの割り当
て情報と共にキャリアホールパターンを示す情報を入れておくことにより、全スロットの
キャリアホールパターンをすべての端末装置において簡単に把握することができる。また
、フレーム内の各スロットにおいて異なるキャリアホールパターンを設定する場合にも、
キャリアホールパターンを示す情報の情報量は増加するものの、制御スロットにそれらの
情報を入れておくことにより、すべての端末装置において全スロットのキャリアホールの
位置を把握することができる。このような構成とすることにより、フレーム内の全スロッ
トの割り当て情報やキャリアホールパターンを含む制御データを全端末装置に向けて送信
することができる。
【０１１６】
　また、各端末装置はそれぞれが受信可能な周波数チャネル数を超えない範囲で可能な限
りのスロットにおいて干渉電力を測定し、その測定結果をすべて基地局に報告することを
前提とする。
【０１１７】
　図６は、第２の実施形態に係る端末装置の受信電力測定部の構成の一例を示す図である
。図６は、第２の実施形態の干渉電力を測定する機能を実現する受信電力測定部２０７の
構成の一例を示す図であり、受信電力測定部２０７と、アップリンク送信機２１２、並び
に、制御部２１４との関係を示す。受信電力測定部２０７は、測定部５０１、選択部５０
２、自スロット処理部５０３、空きスロット処理部５０４、他スロット処理部５０５を有
する。
【０１１８】
　アップリンク送信機２１２は、図３と同様の機能を備える。制御部２１４は、制御デー
タに含まれるスロット割り当て情報に基づいて、スロット種別を判断し、受信電力測定部
２０７の選択部５０２へ出力する。スロット種別は、自己の端末装置が割り当てられてい
る自スロット、他の端末装置が割り当てられている他スロット、端末装置が割り当てられ
ていない空きスロットのいずれかを指定する。測定部５０１は、ＦＦＴ部２０６から入力
される信号の受信電力を測定する。図６に示す例では、測定部５０１は、各サブキャリア
の受信電力を測定し、測定した受信電力を、選択部５０２を経由して、自スロット処理部
５０３、空きスロット処理部５０４、他スロット処理部５０５のいずれかに受け渡す構成
例を示している。
【０１１９】
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　選択部５０２は、スロット種別を制御部２１４から入力し、入力したスロット種別に基
づいて、自スロット処理部５０３、空きスロット処理部５０４、他スロット処理部５０５
のいずれかの処理機能を選択し、選択した処理機能へ、測定部５０１が測定した受信電力
を受け渡す。選択部５０２は、処理機能を選択するスイッチの役割を果たす。
【０１２０】
　自スロット処理部５０３は、自スロットの信号を測定した受信電力および変調方式情報
を用いて、受信電力情報、干渉電力情報とを算出し、アップリンク送信機２１２へ出力す
る。
【０１２１】
　空きスロット処理部５０４、空きスロットを構成するサブキャリアそれぞれの受信電力
を平均して受信電力情報を算出する。
【０１２２】
　他スロット処理部５０５は、他スロットの信号を測定した受信電およびキャリアホール
パターンを用いて、干渉電力情報を算出する。キャリアホールパターンは、端末装置に送
信された制御データから取得され、他スロット処理部５０５へ入力される。
【０１２３】
　このような構成を採ることにより、各スロットの干渉電力情報が複数の端末装置から報
告される場合にも、測定端末装置の位置の違いによる測定結果のレベル差を補正し、スケ
ジューリング等に用いる場合に有効な干渉電力の情報を算出することができる。
【０１２４】
　次に、第２の実施形態の干渉電力測定の動作を説明する。図７は、第２の実施形態にお
ける干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートである。基地局において、キャリア
ホール設定部３１４は、キャリアホールに設定するサブキャリア番号を算出し、キャリア
ホールパターンを作成する（ステップＳ２００）。ここでは、第１の実施形態と同様に、
（式１）を利用する。次に、切り替えスイッチ３１６は、作成されたキャリアホールパタ
ーンを、制御データが送信されるタイミングで、マルチプレックス部１００へ入力する。
キャリアホールパターンは、制御データ、並びに、スロット割り当て情報とともに制御信
号に変換され、基地局から端末装置へ送信される（ステップＳ２０１）。送信された制御
信号は、セル内に存在する複数の端末装置に受信され、送信されたフレームにおけるキャ
リアホールパターンとスロット割り当て情報が通知される。
【０１２５】
　各端末装置は、受信した制御信号から、キャリアホールパターンと、スロット割り当て
情報とを取得する（ステップＳ２１０）。スロット割り当て情報から情報信号を復調すべ
きスロットおよび空きスロットを認識する。端末装置内では、スロット割り当て情報は、
制御部２１４へ出力され、キャリアホールパターンは、受信電力測定部２０７へ出力され
る。制御部２１４は、スロット割り当て情報を入力し、スロット種別を判別する。
【０１２６】
　一方、基地局では、制御信号の伝送に続いて、変調方式決定部１０３は、各サブキャリ
アの変調方式を決定し、キャリアホールパターンに基づくキャリアホールを設定して変調
方式情報を作成する（ステップＳ２０２）。切り替えスイッチ３１６は、作成された変調
方式情報を、情報データが送信されるタイミングで、マルチプレックス部１００へ入力す
る。各サブキャリアの変調方式情報は、情報データに付加され、変調方式情報が付加され
た情報データは、変調方式情報に基づいて変調され、情報信号に変換される（ステップＳ
２０３）。情報信号は、時間チャネル毎に順次、基地局から端末装置へ送信される（ステ
ップＳ２０４）。
【０１２７】
　基地局から送信された情報信号は、端末装置において順次受信される。選択部５０２は
、制御部２１４からスロット種別を入力し、スロット割り当て情報に基づいて、送信され
た情報信号のスロットが、自己の端末装置に割り当てられたスロットであるか否かを判断
する（ステップＳ２１１）。自己の端末装置に割り当てられていないスロットであると判
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断した場合（ステップＳ２１１でＮＯ）、スロットが空きスロットかどうかの判断を行な
う（ステップＳ２１２）。空きスロットである場合（ステップＳ２１２でＮＯ）、測定部
５０１は、空きスロットのサブキャリア全部の受信電力（干渉電力）を測定し、空きスロ
ット処理部５０４は、測定された各サブキャリアの干渉電力を平均して、空きスロットの
干渉電力情報を算出する（Ｓ２１３）。一方、他の端末装置が割り当てられている（空き
スロットでない）場合（ステップＳ２１２でＹＥＳ）、他スロット処理部５０５は、キャ
リアホールパターンを用いて、キャリアホールに設定されたサブキャリアを検出して、測
定部５０１が測定した受信電力から、キャリアホールの受信電力（干渉電力）を取得する
（ステップＳ２１４）。次に、他スロット処理部５０５は、測定した複数のキャリアホー
ルの干渉電力を平均し、該当スロットにおける干渉電力情報を算出する（ステップＳ２１
５）。算出された干渉電力情報は、アップリンク送信機２１２へ出力され、各端末装置か
ら基地局へ通知される（ステップＳ２１６）。
【０１２８】
　また、選択部５０２は、スロット種別に基づいて、自己の端末装置に割り当てられたス
ロットであると判断した場合（ステップＳ２１１でＹｅｓ）、端末装置は、受信した情報
信号を復調する（ステップＳ２１８）。自スロット処理部５０３は、測定部５０１が測定
したスロットの受信電力から、キャリアホールにおける受信電力（干渉電力）並びに各サ
ブキャリアの受信電力を取得する（Ｓ２１９）。次に、自スロット処理部５０３は、測定
した干渉電力を平均し該当スロットにおける干渉電力を算出する（ステップＳ２２０）。
算出されたスロット毎の干渉電力情報と各サブキャリアの受信信号電力は、アップリンク
送信機２１２へ出力され、各端末装置から基地局へ通知される（ステップＳ２２１）。な
お、ステップＳ２１１～ステップＳ２２１に示す処理は、端末装置において各周波数チャ
ネルの各スロットにおいて繰り返し行われる。
【０１２９】
　基地局は、各スロットにおける干渉電力情報（および各サブキャリアの受信信号電力）
を各端末装置から取得する（ステップＳ２０５）。重み付け部３１７は、取得した複数の
干渉電力情報へ基地局‐測定端末装置間距離に応じた重み付けを行なう（ステップＳ２０
６）。平均干渉電力算出部３１８は、重み付けされた複数の干渉電力情報について、スロ
ット毎に数値が大きいものから順番にＮサンプル（Ｎはあらかじめ決められた１以上の整
数）を抽出し（ステップＳ２０７）、抽出されたサンプルについてスロット毎に平均を算
出し、該当スロットの干渉電力情報とする（ステップＳ２０８）。算出された各スロット
の干渉電力情報は、スロット割り当て部１１５へ出力され、隣接セルの影響を考慮したス
ケジューリング等へ使用する。
【０１３０】
　このように、第２の実施形態では、それぞれ異なる場所に位置する複数の端末装置が各
スロットにおける干渉電力を測定し、測定された干渉電力情報を基地局に通知する。つま
り、各端末装置は、自己の端末装置が割り当てられていないスロットについても干渉電力
の測定を行なう。これにより、各スロットにおける干渉電力をより正確に測定することが
可能になる。第１の実施形態では、スロットに割り当てられている端末装置が、割り当て
られたスロットにおける干渉電力を測定するため、１つのスロットについて、１つの端末
装置が干渉電力を測定することになる。しかしながら、干渉電力は、測定を行なう端末装
置の位置（干渉源からの距離）等に大きく依存するため、該当スロットが受ける干渉電力
を正しく表しているとは限らないが、この実施形態によれば、このような問題が解消でき
ることになる。
【０１３１】
　なお、この実施形態で説明した重み付け方法は一例であり、これ以外にも様々な重み付
け方法が考えられる。また、重み付けをしないで干渉電力情報の平均値を算出することも
可能である。
【０１３２】
　また、図６で示した受信電力測定部２０７の構成は一例であり、これに限られるわけで
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はない。図６では、測定部５０１で測定した受信電力を、選択部５０２が各処理部（自ス
ロット処理部５０３、空きスロット処理部５０４、他スロット処理部５０５のいずれか）
に振り分ける例を示したが、測定部５０１は、各処理部それぞれに測定結果を出力する構
成にしてもよい。また、各処理部が測定部５０１の機能を備えるようにしてもよく、その
他の構成であってもかまわない。
【０１３３】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、基地局と端末装置との位置関係を考慮して干渉電力を測定する場
合について説明する。
【０１３４】
　図８は、第３の実施形態に係る基地局の概略構成の一例を示すブロック図である。基地
局は、図５に示す基地局の構成から重み付け部３１７が除かれるとともに、各端末装置が
セルサーチの際に受信した基地局ＩＤ（基地局識別子）をアップリンク通信により接続先
の基地局へ報告するため、基地局ＩＤ情報を受信する機能を備える。
【０１３５】
　アップリンク４１３は、無線受信部１１２が受信した信号を変換処理（復調、復号等）
し、情報データと端末装置毎の干渉電力情報、端末装置側の受信電力情報、各端末装置の
受信基地局ＩＤ情報を取り出す。
【０１３６】
　平均干渉電力算出部４１８は、各端末装置が測定した複数の干渉電力情報と、各端末装
置から報告された基地局ＩＤ(位置情報)とを入力し、複数の干渉電力情報を基地局ＩＤに
対応づけて分類し、分類した干渉電力情報を平均して干渉電力値を算出する。すなわち、
平均干渉電力算出部４１８は、基地局ＩＤが一致する端末装置同士を端末装置群として扱
い、同一の端末装置群に属する端末装置から報告された干渉電力情報をスロット毎に平均
する。これにより、ある方向から到来する干渉電力をスロット毎に算出することができる
。
【０１３７】
　なお、図８中、図２または図５と同じ符号を付した構成要素は、同じ名称、同様の機能
を有するため、説明を省略する。
【０１３８】
　また、この第３の実施形態における端末装置は、図３に示す第１の実施形態における端
末装置とほぼ同じ構成により実現できる。但し、第３の実施形態では、各端末装置はセル
サーチの際に受信した制御信号に含まれる基地局ＩＤを接続先の基地局へ通知するため、
復調された基地局ＩＤを図３のアップリンク送信機２１２に入力し、基地局ＩＤ情報をア
ップリンク通信により基地局へ通知できる構成が必要となる。
【０１３９】
　第３の実施形態では、セル内に分散する複数の端末装置を、基地局に対する方向によっ
て分類する手段として、端末装置がセルサーチを行なう際に受信する制御信号に含まれる
基地局ＩＤを利用するものとする。具体的には、セル内の端末装置のうち、セルサーチの
際に受信した制御信号に含まれる基地局ＩＤが一致する端末装置を、同じ方向に位置する
端末装置とし、それら同じ方向に位置する端末装置から報告された干渉電力を平均した結
果を、それらの端末装置が位置する方向へ到来する干渉電力とする。これは、基地局から
見て同じ方向に位置する端末装置では、セルサーチの際に同じ隣接基地局からの制御信号
を受信することが多くなり、受信した基地局ＩＤが一致する端末装置は同じ方向に位置す
る端末装置であると判断することができることによる。また、この実施形態においても上
記実施形態と同様、端末装置が割り当てられているスロットにおいては既知のパターンに
よるキャリアホールを設定し、干渉電力の測定は設定されたキャリアホールにおいて行な
うものとする。
【０１４０】
　次に、第３の実施形態の干渉電力測定の動作を説明する。図９は、第２の実施形態にお
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ける干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートである。端末装置は、通信の開始に
当たり、セルサーチを行なう（ステップＳ３１０）。一般に、セルサーチは、複数の基地
局から送信される制御信号を受信し、接続すべき基地局、すなわち、最も高い受信電力が
得られた信号を送信した基地局を探す処理である。セルサーチ後、端末装置は接続要求と
ともにセルサーチの間に受信したすべての制御信号に含まれていた送信元基地局ＩＤを、
接続すべき基地局へ通知する（ステップＳ３１１）。
【０１４１】
　基地局は、端末装置から接続要求と基地局ＩＤとを受信する（ステップＳ３００）。基
地局において、スロット割り当て部１１５は、接続要求を通知した端末装置に対してスロ
ットの割り当てを行なう（ステップＳ３０１）。スロット割り当ては、任意の手法でよい
ものとする。割り当てスロットの決定後、キャリアホール設定部３１４は、キャリアホー
ルパターンを作成する（ステップＳ３０２）。ここでは、第１の実施形態と同様、（式１
）を利用してキャリアホールを設定することを前提とする。次に、スロットの割り当て情
報をキャリアホールパターンと共に、制御信号としてセル内の全端末装置に送信する（ス
テップＳ３０３）。次いで、キャリアホールを設定し、適応変調を行ったデータ信号を送
信する（ステップＳ３０４～ステップＳ３０６）。ステップＳ３０３～ステップＳ３０６
の各ステップは、図７のステップＳ２０１～ステップＳ２０４の各ステップと同様の動作
を実施する。
【０１４２】
　端末装置は、ステップＳ３０３で送信された制御信号を受信し、キャリアホールパター
ンとスロット割り当て情報とを取得する（ステップＳ３１２）。ステップＳ３１２のステ
ップは、図７のステップＳ２１０のステップと同様の処理を実施する。また、ステップＳ
３０６で送信されたデータ信号に対して、端末装置は、図７のステップＳ２１１～ステッ
プＳ２２１の各ステップを実施する（ステップＳ３１３）。これらのステップにより、端
末装置は、キャリアホールまたは空きスロットにて測定した干渉電力情報を基地局へ通知
する。
【０１４３】
　基地局は、各端末装置における干渉電力情報と受信電力情報の測定結果を受信し、先に
通知された基地局ＩＤが一致する端末装置を選択し、それらの端末装置から報告された干
渉電力の平均値を算出する（ステップＳ３０８）。このような処理を行なうことにより、
セルサーチの際に受信する信号の送信元基地局ＩＤが一致する端末装置、つまり基地局か
ら見て同じような方向に位置する端末装置から報告される干渉電力をスロット毎に算出す
ることが可能となり、隣接セルから到来する干渉電力を方向毎に求めることができる。な
お、図９に示す制御フローは、新規に接続を要求する端末装置とそれに対応する基地局に
ついて接続後の最初のフレームにおける制御を示しており、接続済みの端末装置に対して
はステップＳ３０２～ステップＳ３０８、ステップＳ３１２～ステップＳ３１３がフレー
ム毎に繰り返されることとなる。
【０１４４】
　このように、第３の実施形態では、接続先の基地局から見て同じ方向に位置する端末装
置から報告された干渉電力情報をまとめ、それぞれの方向から到来するセル間干渉の電力
を算出することができる。これによって、隣接セルから到来する干渉の到来方向を考慮し
たスケジューリング等を行なうために、どの方向からどれくらいの干渉が到来するかを把
握することができる。従って、基地局‐端末装置間の距離だけでなく測定端末装置が位置
する方向にも考慮した干渉電力を測定することができる。
【０１４５】
　なお、基地局において指向性を有するセクタアンテナが用いられ、セル内がセクタ化さ
れている場合に、同一セクタに収容されている複数の端末装置は基地局から見て同じよう
な方向に位置するものと考えられる。そこで、平均干渉電力算出部４１８は、同じセクタ
に配置される端末装置から受信した干渉電力情報をスロット毎に平均する。このようにし
て、各セクタに収容されている端末装置から報告される干渉電力情報をセクタ毎、スロッ
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ト毎に平均することにより、ある程度まとまった方向から到来する干渉電力の算出を行な
うこともできる。
【０１４６】
　また、図８に示した基地局の概略構成へ、図５に示した重み付け部３１７を追加し、第
２の実施形態に示したような重み付けを行なうことにより、より精度良く干渉電力を求め
ることが可能となる。
【０１４７】
　（第４の実施形態）
　第４の実施形態では、あらかじめ決められたパターンによるキャリアホールを設定する
のではなく、端末装置における受信電力が著しく低く、受信状況が悪いと判断されるサブ
キャリアを基地局にてキャリアホールに設定し、そのキャリアホールにおける干渉電力を
端末装置にて測定する構成とする。
【０１４８】
　基地局は、図２に示した構成、端末装置は、図３に示した構成を用いることができるが
、次の点が異なる。基地局は、キャリアホール設定部１１４の機能を使用しない。また、
変調方式決定部１０３は、受信電力情報を用いて、キャリアホールに設定するサブキャリ
アを決定し、キャリアホールに設定したサブキャリアを特定できる記号等を変調方式情報
に挿入する。記号等は、予め端末装置との間で取り決めたものを用い、キャリアホールで
あることが特定できればよい。また、変調方式決定部１０３は、キャリアホールパターン
の入力を必要としない。端末装置の受信電力測定部２０７は、変調方式情報に挿入された
記号等よって、キャリアホールに設定されたサブキャリアの位置を特定する。
【０１４９】
　次に、第４の実施形態の干渉電力測定の動作を説明する。図１０は、第１の実施形態に
おける干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートである。基地局は、制御信号を送
信する（ステップＳ４００）。制御信号は、全サブキャリア共通の変調方式によって変調
された信号である。基地局の変調方式決定部１０３は、端末装置から通知された各サブキ
ャリアの受信状況を基に、各サブキャリアの変調方式を決定する。この時、変調方式決定
部１０３は、端末装置における受信状況が著しく悪い（受信電力が著しく低い）サブキャ
リアを、キャリアホールとする（ステップＳ４０１）。
【０１５０】
　このようにして、変調方式決定部１０３は、キャリアホールを記号等によって特定する
キャリアホール情報を含む変調方式情報を作成する。次に、決められた変調方式により各
サブキャリアの変調が行われ（ステップＳ４０２）、各サブキャリアの変調方式を受信側
へ通知するために必要な変調情報が付加されたデータが送信される（ステップＳ４０３）
。ステップＳ４０４、ステップＳ４１１～ステップＳ４１５の各ステップは、図４のステ
ップＳ１０５、ステップＳ１１１～ステップＳ１１５の各ステップそれぞれと同様である
。端末装置においてキャリアホールを利用した干渉電力の測定、各サブキャリアの受信電
力の測定が行われ、その結果が基地局へ通知される。
【０１５１】
　このように、第４の実施形態と第１の実施形態の違いは、第１の実施形態では、キャリ
アホール設定部１１４が、図４のステップＳ１００に示すように、（式１）により得られ
るフレーム毎に決められたキャリアホールパターンを作成するのに対し、第４の実施形態
では伝搬路状況が著しく悪いサブキャリアを干渉電力測定用のキャリアホールとするため
、キャリアホールに設定されるサブキャリアが適応的に変わることである。
【０１５２】
　このように、第４の実施形態では、受信状況が著しく悪いと判断されるサブキャリアを
キャリアホールに設定するが、周波数選択性フェージング環境下の１つの周波数チャネル
において受信状況が著しく悪くなるサブキャリア数はさほど多くなく、さらに、ある程度
まとまって分布するため、設定されたキャリアホールにおける干渉電力を測定しても、該
当スロットが平均的に受ける干渉の影響を正しく評価することができないことが考えられ
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る。しかし、第２の実施形態のように、セル内の異なる地点に位置する複数の端末装置に
よる測定結果をあわせて評価することにより、該当スロットが隣接セルから受ける干渉電
力をより正確に算出することが可能となる。
【０１５３】
　また、先に述べた第１の実施形態では所定のパターンに従ってキャリアホールを設定す
るため、受信状況の良いサブキャリアがキャリアホールに設定されることも多く、その場
合には１シンボルで送信することができるデータ量が減少するが、第２の実施形態では受
信状況の著しく悪いサブキャリア、つまり、誤りの原因となる可能性が高いサブキャリア
をキャリアホールとし、受信状況の良いサブキャリアについてはデータ伝送に用いられる
ことから、誤りを軽減しつつ１シンボルで送信することができるデータ量を維持すること
もできる。
【０１５４】
　（第５の実施形態）
　第５の実施形態では、キャリアホールを設定せずに干渉電力を測定する手法について示
す。一般に、到来する信号に対して同期が確立できている場合のＦＦＴの出力信号は、送
信時に信号を割り当てた各サブキャリア位置に現れるが、同期が確立できていない場合の
ＦＦＴの出力信号は受信機が観測できる全帯域（ＦＦＴポイント全て）に広がってしまう
。つまり、接続先の基地局から到来する希望信号と、隣接セルの基地局から到来する干渉
信号が同期していない場合には、受信機は希望信号に同期して受信動作を行なうため、干
渉信号は受信機が観測できる全帯域に広がって観測されることとなる。このような性質に
基づき、第５の実施形態では、希望信号と干渉信号の受信タイミングがずれている場合に
ついて、帯域内で情報信号の伝送に用いられないサブキャリア位置（周波数領域のサンプ
ル点）において干渉電力を測定するものとする。
【０１５５】
　第５の実施形態では、基地局は、図２に示した構成、端末装置は、図３に示した構成を
用いることができるが、次の点が異なる。キャリアホール設定部１１４の機能を使用しな
い。また、変調方式決定部１０３は、キャリアホールパターンの入力を必要とせず、キャ
リアホールを示す情報を端末側へ通知する必要がない。従って、基地局では、少なくとも
、無線送信部１１０は、データを割り当て得る複数のサブキャリアを用いて端末装置へデ
ータを送信し、無線受信部１１２は、端末装置が、観測できる全帯域におけるサンプル点
のうち予めデータを割り当てないことが決められているサンプル点で測定した隣接セルか
らの干渉電力を示す干渉電力情報を、端末装置から受信する、という機能を備えていれば
よい。
【０１５６】
　また、端末装置の受信電力測定部２０７は、予め、定められている伝送に用いられない
サブキャリア位置（サンプル点）における電力を測って行なう。すなわち、受信電力測定
部２０７は、観測できる全帯域におけるサンプル点のうち予めデータを割り当てないこと
が決められているサンプル点で、隣接セルからの受信電力を測定し、測定した受信電力の
平均値を求める。また、無線送信部２１３は、受信電力の平均値を干渉電力情報として基
地局へ送信する。例えば、図３では、ＦＦＴポイント数が１０２４であるのに対し、情報
伝送に用いられるサブキャリア数は７６８（６４×１２）であり、伝送に用いられないサ
ンプルが１０２４－７６８＝２５６だけあることとなり、本実施例ではこの２５６のサン
プル点において干渉電力の測定を行なう。
【０１５７】
　このような手法は、各セルの基地局が非同期であるシステムではすべての端末装置にお
いて用いることができるが、隣接セルと同期しているシステムでは、すべての端末装置に
おいて用いることはできない。隣接セルと同期しているシステムにおいては、基地局間が
同期しているにも関わらず希望信号と干渉信号の受信タイミングにずれが生じる端末装置
においてのみ干渉電力の測定を行なうことができるが、ここで、このような干渉電力の測
定が可能となる端末装置の条件について簡単に説明する。
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【０１５８】
　一般に、すべてのセルの基地局が完全に同期している場合に、接続先の基地局と干渉源
となる隣接基地局の中間地点付近に位置する端末装置には、ほぼ同時に希望信号と干渉信
号が到来する。しかし、端末装置が接続先の基地局周辺に位置し干渉源から遠く離れてい
る場合には、希望信号と干渉信号は時間的にずれて到来するため、同期して復調（ＦＦＴ
）を行なうことができない。従って、本実施例における干渉電力の測定法を、接続先の基
地局周辺に位置する端末装置において用いることにより、干渉電力の測定が精度良く行え
る。
【０１５９】
　このような基地局と端末装置の距離を判断する基準のひとつとしては、送信電力制御を
行なう際の送信電力値がある。例えば、アップリンク通信に必要な送信電力と、あらかじ
め決められた閾値の比較を行ない、必要な送信電力があらかじめ決められた閾値より小さ
いと判断された場合には、該当端末装置は基地局から遠くない地点に位置するものと考え
られるため、干渉電力の測定を行ない、その結果を基地局へ報告する。逆に、送信電力が
閾値より大きいと判断された場合には、該当端末装置は基地局から離れた地点（セルエッ
ジ付近）に位置するものと考えられるため、干渉電力の測定は行わないこととなる。
【０１６０】
　また別の判断基準として、他セルから到来する干渉信号の伝搬路が観測できるか否かと
いうことが挙げられる。これは、他セルから到来する信号の伝搬路変動が観測できる場合
には、端末装置における受信タイミングと干渉信号が到来するタイミングが一致している
ものと考えられるためであり、このような端末装置においては干渉信号の測定を行わない
よう制御する。
【０１６１】
　このような条件を満たす端末装置において、常に情報伝送に用いられないサブキャリア
位置（サンプル点）における受信電力を測定することにより、隣接セルから到来する干渉
信号の電力を測定することが可能となる。そして、それらの端末装置から報告された干渉
電力を第２の実施形態や第３の実施形態に示す手順により基地局において平均することに
より、スケジューリングを行なう際に有効な干渉電力の算出を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の実施形態に係る基地局がキャリアホールを設定したシンボル構成の一例
を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る基地局の概略構成の一例を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態に係る端末装置の概略構成の一例を示すブロック図である。
【図４】第１の実施形態における干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートである
。
【図５】第２の実施形態に係る基地局の概略構成の一例を示すブロック図である。
【図６】第２の実施形態に係る端末装置の受信電力測定部の構成の一例を示すブロック図
である。
【図７】第２の実施形態における干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートである
。
【図８】第３の実施形態に係る基地局の概略構成の一例を示すブロック図である。
【図９】第３の実施形態における干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートである
。
【図１０】第４の実施形態における干渉電力測定の動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１１】ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）２次元のフレーム構成の一例を示す図であ
る。
【図１２】ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）に用いる送信回路の概略構成を示すブロッ
ク図である。
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【図１３】ＯＦＤＭ／（ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ）に用いる受信回路の概略構成を示すブロッ
ク図である。
【図１４】特許文献１に開示されているセル構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１６３】
１００　マルチプレックス部
１０１‐ａ～１０１‐ｌ　誤り訂正符号部
１０２‐ａ～１０２‐ｌ　シリアル／パラレル変換部（Ｓ／Ｐ変換部）
１０３　変調方式決定部
１０４　マッピング部
１０５　送信電力制御部
１０６　ＩＦＦＴ部
１０７　パラレル／シリアル変換部（Ｐ／Ｓ変換部）
１０８　ガードインターバル挿入部（ＧＩ挿入部）
１０９　デジタル／アナログ変換部（Ｄ／Ａ変換部）
１１０　無線送信部（送信部）
１１１　アンテナ部
１１２　無線受信部（受信部）
１１３、４１３　アップリンク受信機
１１４、３１４　キャリアホール設定部
１１５　スロット割り当て部
２００　アンテナ部
２０１　無線受信部（端末装置側受信部）
２０２　アナログ／デジタル変換部（Ａ／Ｄ変換部）
２０３　同期部
２０４　ガードインターバル除去部（ＧＩ除去部）
２０５　シリアル／パラレル変換部（Ｓ／Ｐ変換部）
２０６　ＦＦＴ部
２０７　受信電力測定部
２０８　伝送路推定デマッピング部
２０９‐ａ～２０９‐ｌ　パラレル／シリアル変換部（Ｐ／Ｓ変換部）
２１０‐ａ～２１０‐ｌ　誤り訂正復号部
２１１　デマルチプレックス部
２１２　アップリンク送信機
２１３　無線送信部（端末装置側送信部）
２１４　制御部
３１６　切り替えスイッチ
３１７　重み付け部
３１８、４１８　平均干渉電力算出部
５０１　測定部
５０２　選択部
５０３　自スロット処理部
５０４　空きスロット処理部
５０５　他スロット処理部
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