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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の時間的なタイミングで設けられたリファレンスリソースの割り当てを行う無線通
信システムにおけるリソース割当方法において、
　ａ）少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
に対しては、前記リファレンスリソースの一部あるいは全部のリソースを割り当て、
　ｂ）復調および検波以外に用いられるチャネル品質推定用リファレンス信号に対しては
、前記リファレンスリソースのうち前記復調／検波用リファレンス信号に割り当てられる
リソース以外のリファレンスリソースが存在すれば、その一部あるいは全部のリソースを
割り当て、
　前記復調／検波用リファレンス信号に対しては、当該復調／検波用リファレンス信号に
より少なくとも復調または検波される送信信号の送信帯域幅に対応するリソースを割り当
て、
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に対しては、前記復調／検波用リファレンス
信号により少なくとも復調または検波される送信信号とは独立して、前記復調／検波用リ
ファレンス信号に割り当てられるリソース以外のリファレンスリソースを割り当て、
　前記復調／検波用リファレンス信号に割り当てられるリファレンスリソースは、前記送
信信号に割り当てられたリソースと時間的に近接した少なくとも１つのリファレンスリソ
ースであり、
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースの空きの有無は、前記
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リファレンスリソースに前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てられるリソ
ースを周波数多重および符号多重のいずれかにより多重可能であるか否かにより判定され
ることを特徴とするリソース割当方法。
【請求項２】
　前記送信信号がデータ信号である場合には、前記復調／検波用リファレンス信号に対し
て、当該データ信号に割り当てられたデータリソースと時間的に最も近い複数のタイミン
グのリファレンスリソースを割り当てることを特徴とする請求項１に記載のリソース割当
方法。
【請求項３】
　前記送信信号が制御信号である場合には、前記復調／検波用リファレンス信号に対して
、当該制御信号に割り当てられた制御リソースと時間的に最も近い１つのタイミングのリ
ファレンスリソースを割り当てることを特徴とする請求項１に記載のリソース割当方法。
【請求項４】
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースは、
　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に
割り当てられることがないリソース、
　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に
割当可能であるが現在割り当てられていないリソース、および、
　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に
既に割り当てられているリソースであって、前記チャネル品質推定用リファレンス信号が
当該復調／検波用リファレンス信号の送信帯域幅と同じ送信帯域幅を有し、かつ、当該リ
ソースに符号多重されたリファレンス信号の数が最大多重数未満であるリソース、
　の少なくとも１つであることを特徴とする請求項１－３に記載のリソース割当方法。
【請求項５】
　フレーム毎に複数の時間的タイミングでリファレンスリソースを設け、
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースの有無の判定は、フレ
ーム毎に、少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス
信号に割り当てたリソースのある第１リファレンスリソースに後続するタイミングの第２
リファレンスリソースで最初に実行されることを特徴とする請求項１－３に記載のリソー
ス割当方法。
【請求項６】
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースの有無の判定は、前記
第２リファレンスリソースにチャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソース
が存在しなかった場合、前記第１リファレンスリソースで実行されることを特徴とする請
求項５に記載のリソース割当方法。
【請求項７】
　前記リファレンスリソースに割り当てられるリファレンス信号は、系列長により確保で
きる系列数が制約されるＣＡＺＡＣ(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列を
用いることを特徴とする請求項１－６のいずれかに記載のリソース割当方法。
【請求項８】
　複数のリファレンス信号を多重するためのショートブロックを複数の時間的タイミング
で含むフレーム単位で通信を行う無線通信システムにおけるリファレンス信号多重方法に
おいて、
　ａ）少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
を前記複数のショートブロックの少なくとも１つに多重し、
　ｂ）チャネル品質推定のためのチャネル品質推定用リファレンス信号を、前記複数のシ
ョートブロックにおける、
　　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
に割り当てられることがないリソース、
　　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
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に割り当て可能であるが現在占有されていないリソース、および、
　　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
に割り当て可能であり現在占有されているリソースであって、前記チャネル品質推定用リ
ファレンス信号の送信帯域幅が前記復調／検波用リファレンス信号の送信帯域幅と同じで
あり、かつ、符号多重方式で多重されたリファレンス信号の数が最大多重可能数より小さ
いという条件を満たすリソース、
　の少なくとも１つに多重し、
　前記復調／検波用リファレンス信号が多重されるショートブロックは、当該復調／検波
用リファレンス信号に対応する送信信号に割り当てられたリソースと時間的に近接した少
なくとも１つのリファレンスリソースであり、
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースは、前記リファレンス
リソースに前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てられるリソースを周波数
多重および符号多重のいずれかにより多重可能であるか否かにより判定されることを特徴
とするリファレンス信号多重方法。
【請求項９】
　前記ａ）において、
　前記復調／検波用リファレンス信号に対応する送信信号が時間領域においてフレームの
所定範囲にわたっている場合には、前記復調／検波用リファレンス信号を当該送信信号の
送信帯域全体にわたって前記複数のショートブロックに多重し、
　前記復調／検波用リファレンス信号に対応する送信信号が時間領域において前記フレー
ムの所定範囲の一部分のみにわたっている場合には、前記復調／検波用リファレンス信号
を前記複数のショートブロックのうち前記送信信号に近い方にのみに多重する、
　ことを特徴とする請求項８に記載のリファレンス信号多重方法。
【請求項１０】
　複数の時間的なタイミングで設けられたリファレンスリソースの割り当てを行う無線通
信システムにおいて、
　リソース割当情報に従って、送信信号、前記送信信号の少なくとも復調または検波のい
ずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号、および、復調および検波以外に用い
られるチャネル品質推定用リファレンス信号を多重して送信する送信装置と、
　前記リソース割当情報に従って、前記送信装置から受信した信号から前記送信信号、前
記復調／検波用リファレンス信号、および、前記チャネル品質推定用リファレンス信号を
分離する信号分離手段と、前記復調／検波用リファレンス信号または前記チャネル品質推
定用リファレンス信号からチャネル品質を測定するチャネル品質測定手段と、を有する受
信装置と、
　前記測定されたチャネル品質に基づいて前記リソース割当情報を生成するリソース割当
手段と、
　を有し、
　前記リソース割当情報は、少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検
波用リファレンス信号に対しては前記リファレンスリソースの一部あるいは全部のリソー
スの割り当てを示し、復調および検波以外に用いるチャネル品質推定用リファレンス信号
に対しては前記リファレンスリソースのうち前記復調／検波用リファレンス信号に割り当
てられるリソース以外のリファレンスリソースが存在すれば、その一部あるいは全部のリ
ソースの割り当てを示し、さらに前記復調／検波用リファレンス信号に対しては当該リフ
ァレンス信号により少なくとも復調または検波される送信信号の送信帯域幅に対応するリ
ソースの割り当てを示し、前記チャネル品質推定用リファレンス信号に対しては当該チャ
ネル品質推定用リファレンス信号の用途に適した送信帯域幅に対応するリソースの割り当
てを示す情報であり、前記復調／検波用リファレンス信号に割り当てられるリファレンス
リソースが前記送信信号に割り当てられたリソースと時間的に近接した少なくとも１つの
リファレンスリソースであり、前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリ
ソースの空きの有無は、前記リファレンスリソースに前記チャネル品質推定用リファレン
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ス信号に割り当てられるリソースを周波数多重および符号多重のいずれかにより多重可能
であるか否かにより判定される、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１１】
　前記リソース割当手段は、前記チャネル品質推定用リファレンス信号に対して、
　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に
割り当てられることがないリソース、
　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に
割当可能であるが現在割り当てられていないリソース、および、
　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に
既に割り当てられているリソースであって、前記チャネル品質推定用リファレンス信号が
当該復調／検波用リファレンス信号の送信帯域幅と同じ送信帯域幅を有し、かつ、当該周
波数リソースに符号多重されたリファレンス信号の数が最大多重数未満であるリソース、
　の少なくとも１つを割り当てる、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の無線通信システム。
【請求項１２】
　移動局との間で無線通信を行い、複数の時間的なタイミングで設けられたリファレンス
リソースの割り当てを行う基地局において、
　下りリソース割当情報に従って、下り信号、その下りの少なくとも復調または検波のい
ずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号、および、復調および検波される下り
信号とは独立して送信され少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる下りチャネ
ル品質推定用リファレンス信号を多重して各移動局へ送信する送信手段と、
　上りリソース割当情報に従って、各移動局から受信した信号から、上りの少なくとも復
調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号および復調および検
波される上り信号とは独立して送信される上りチャネル品質推定用リファレンス信号を分
離する信号分離手段と、
　前記上り復調／検波用リファレンス信号または前記上りチャネル品質推定用リファレン
ス信号から上りチャネル品質を測定するチャネル品質測定手段と、
　前記上りチャネル品質に基づいて前記上りリソース割当情報を生成し、各移動局で測定
された下りチャネル品質に基づいて前記下りリソース割当情報を生成するリソース割当手
段と、
　を有し、
　前記上りおよび下りリソース割当情報の各々は、少なくとも復調または検波のいずれか
１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に対しては前記リファレンスリソースの一部
あるいは全部のリソースの割り当てを示し、復調および検波以外に用いるチャネル品質推
定用リファレンス信号に対しては前記リファレンスリソースのうち前記復調／検波用リフ
ァレンス信号に割り当てられるリソース以外のリファレンスリソースが存在すれば、その
一部あるいは全部のリソースの割り当てを示し、さらに前記復調／検波用リファレンス信
号に対しては当該リファレンス信号により少なくとも復調または検波される送信信号の送
信帯域幅に対応するリソースの割り当てを示し、前記独立リファレンス信号に対しては当
該独立リファレンス信号の用途に適した送信帯域幅に対応するリソースの割り当てを示す
情報であり、前記復調／検波用リファレンス信号に割り当てられるリファレンスリソース
が前記送信信号に割り当てられたリソースと時間的に近接した少なくとも１つのリファレ
ンスリソースであり、前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースの
空きの有無は、前記リファレンスリソースに前記チャネル品質推定用リファレンス信号に
割り当てられるリソースを周波数多重および符号多重のいずれかにより多重可能であるか
否かにより判定される、
　ことを特徴とする基地局。
【請求項１３】
　基地局との間で無線通信を行う移動局において、



(5) JP 5077525 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　前記基地局から通知された下りリソース割当情報に従って、前記基地局から受信した信
号から、下りの少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレ
ンス信号および復調および検波される下り信号とは独立して送信される下りチャネル品質
推定用リファレンス信号を分離する信号分離手段と、
　前記下り復調／検波用リファレンス信号または前記下りチャネル品質推定用リファレン
ス信号から下りチャネル品質を測定するチャネル品質測定手段と、
　前記基地局から通知された上りリソース割当情報に従って、上り信号、その上りの少な
くとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号、および、
復調および検波される上り信号とは独立して送信され復調および検波以外に用いる上りチ
ャネル品質推定用リファレンス信号を多重して前記基地局へ送信する送信手段と、
　を有し、
　前記送信手段は前記下りチャネル品質を前記基地局へ通知し、
　前記上りおよび下りリソース割当情報の各々は、複数の時間的なタイミングで設けられ
たリファレンスリソースの割り当て情報であって、少なくとも復調または検波のいずれか
１つに用いる復調／検波用リファレンス信号に対しては前記リファレンスリソースの一部
あるいは全部のリソースの割り当てを示し、復調および検波以外に用いる独立リファレン
ス信号に対しては前記リファレンスリソースのうち前記復調／検波用リファレンス信号に
割り当てられるリソース以外のリファレンスリソースが存在すれば、その一部あるいは全
部のリソースの割り当てを示し、さらに前記復調／検波用リファレンス信号に対しては当
該リファレンス信号により少なくとも復調または検波される送信信号の送信帯域幅に対応
するリソースの割り当てを示し、前記チャネル品質推定用リファレンス信号に対しては当
該チャネル品質推定用リファレンス信号の用途に適した送信帯域幅に対応するリソースの
割り当てを示す情報であり、前記復調／検波用リファレンス信号に割り当てられるリファ
レンスリソースが前記上り信号に割り当てられたリソースと時間的に近接した少なくとも
１つのリファレンスリソースであり、前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当
てるリソースの空きの有無は、前記リファレンスリソースに前記チャネル品質推定用リフ
ァレンス信号に割り当てられるリソースを周波数多重および符号多重のいずれかにより多
重可能であるか否かにより判定される、
　ことを特徴とする移動局。
【請求項１４】
　複数の時間的なタイミングで設けられたリファレンスリソースの割り当てを行う無線通
信システムにおけるリソース割当動作をコンピュータに実行させるためのプログラムにお
いて、
　ａ）少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
に対しては、前記リファレンスリソースの一部あるいは全部のリソースを割り当て、
　ｂ）復調および検波以外に用いるチャネル品質推定用リファレンス信号に対しては、前
記リファレンスリソースのうち前記復調／検波用リファレンス信号に割り当てられるリソ
ース以外のリファレンスリソースが存在すれば、その一部あるいは全部のリソースを割り
当て、
　前記復調／検波用リファレンス信号に対しては、当該復調／検波用リファレンス信号に
より少なくとも復調または検波される送信信号の送信帯域幅に対応するリソースを割り当
て、
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に対しては、前記復調／検波用リファレンス
信号により少なくとも復調または検波される送信信号とは独立して、前記復調／検波用リ
ファレンス信号に割り当てられるリソース以外のリファレンスリソースを割り当て、
　前記復調／検波用リファレンス信号に割り当てられるリファレンスリソースは、前記送
信信号に割り当てられたリソースと時間的に近接した少なくとも１つのリファレンスリソ
ースであり、
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースの空きの有無は、前記
リファレンスリソースに前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てられるリソ
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ースを周波数多重および符号多重のいずれかにより多重可能であるか否かにより判定され
ることを特徴とするリソース割当プログラム。
【請求項１５】
　複数のリファレンス信号を多重するためのショートブロックを複数の時間的なタイミン
グで含むフレーム単位で通信を行う無線通信システムにおけるリファレンス信号の多重動
作をコンピュータに実行させるプログラムにおいて、
　ａ）少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
を前記複数のショートブロックの少なくとも１つに多重し、
　ｂ）チャネル品質推定のためのチャネル品質推定用リファレンス信号を、前記複数のシ
ョートブロックにおける、
　　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
に割り当てられることがないリソース、
　　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
に割り当て可能であるが現在占有されていないリソース、および、
　　・少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる復調／検波用リファレンス信号
に割り当て可能であり現在占有されているリソースであって、前記チャネル品質推定用リ
ファレンス信号の送信帯域幅が前記復調／検波用リファレンス信号の送信帯域幅と同じで
あり、かつ、符号多重方式で多重されたリファレンス信号の数が最大多重可能数より小さ
いという条件を満たすリソース、
　の少なくとも１つに多重し、
　前記復調／検波用リファレンス信号が多重されるショートブロックは、当該復調／検波
用リファレンス信号に対応する送信信号に割り当てられたリソースと時間的に近接した少
なくとも１つのリファレンスリソースであり、
　前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てるリソースの空きの有無は、前記
リファレンスリソースに前記チャネル品質推定用リファレンス信号に割り当てられるリソ
ースを周波数多重および符号多重のいずれかにより多重可能であるか否かにより判定され
ることを特徴とするリファレンス信号多重プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システムに係り、特に送信信号にリファレンス信号（Reference sign
al、あるいはパイロット信号ともいう。）を多重する方式の無線通信システム、そのリフ
ァレンス信号多重技術およびこれを用いた無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信では、一般に、送信信号が無線伝搬路におけるフェージングの影響を受けるの
で、送信信号にリファレンス信号を多重して送信する方式が採用されている。すなわち、
受信したリファレンス信号を用いて、正しい復調／検波（復調、検波、または復調および
検波、以下同様。）のためのチャネル推定、リンクアダプテーションあるいはスケジュー
リングのためのチャネル品質（ＣＱＩ：Channel Quality Indicator）測定が行われる。
【０００３】
　特に、基地局が複数の移動局に対してチャネル依存スケジューリングを行う移動通信シ
ステムでは、通常、ＣＱＩが最も良い移動局にリソースを割り当てるために、待機中の移
動局に関してはデータ送信の可能性がある周波数帯域の全体でＣＱＩ測定を行う。ＣＱＩ
測定には、基地局がそれぞれの移動局から受信する上りリンクに多重されたリファレンス
信号が利用されるが、上りデータ信号や上り制御信号の復調を行うためのリファレンス信
号が多重されている場合には、それをＣＱＩ測定に兼用することができる。
【０００４】
　リファレンス信号を用いてチャネル推定などを行うには、受信側でも送信されるリファ
レンス信号の系列が既知であることが必要であるが、このような系列として、近年、ＣＡ
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ＺＡＣ(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列が注目されている。ＣＡＺＡＣ
系列は、時間領域において振幅が一定であるためにピーク対平均雑音電力比（ＰＡＰＲ）
を小さく抑えることができ、さらに、周波数領域においても振幅が一定であるために周波
数領域における伝搬路推定に優れている、という特徴を有する（たとえば非特許文献１を
参照）。このために、ＣＡＺＡＣ系列は３ＧＰＰのLong Term Evolutionにおいても上り
のリファレンス信号系列として用いられる（非特許文献２）。
【０００５】
　このようなリファレンス信号は、各伝搬路のフェージングによる変動を正しく推定でき
るように、フレーム毎に周期的に多重されており、通常、時間的に離散したタイミングで
送信される複数のリファレンス信号を用いて対応する伝搬路のチャネル推定やＣＱＩ測定
が行われる。
【０００６】
　図１０（Ａ）は、非特許文献３に記載されたフレーム構成の一例を示すフォーマット図
である。この例における１フレーム（サブフレーム）は０．５ｍｓｅｃのフレーム長を有
し、制御信号あるいはデータ信号を送信するための６つのロングブロックＬＢ＃１～ＬＢ
＃６と、リファレンス信号を送信するための２つのショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ
＃２より構成され、さらにブロック毎にサイクリックプレフィックス（ＣＰ）が付加され
ている。すなわち、リファレンス信号はフレーム内で制御信号およびデータ信号と時間多
重されている。リファレンス信号に割り当てられるショートブロックＳＢの個数はフレー
ム長に依存し、ショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２のフレーム内でのタイミングも
リファレンス信号を有効に機能させるように決定されれば良く、図１０（Ａ）の構成に限
定されるものではない。
【０００７】
　さらに、ショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２に割り当てられるリファレンス信号
は、一定の周波数帯域内で周波数多重されることで複数の直交したリファレンス信号を同
一のショートブロックで送信することができ、それぞれを異なるユーザ端末に割り当てる
ことができる。しかしながら、それぞれのユーザ端末が必要とするリファレンス信号の送
信帯域幅が同一とは限らないし、リファレンス信号の使用目的（データ信号の復調／検波
用、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用、ＣＱＩ測定用）によりそれに適した送信帯域幅
は異なっている。
【０００８】
　たとえば１０ＭＨｚの周波数帯域内で、送信帯域幅５ＭＨｚのデータあるいはＬ１／Ｌ
２（物理層／データリンク層）制御信号を送信する場合には、高い信頼性で復調／検波す
るために同じ送信帯域幅５ＭＨｚのリファレンス信号を用いるのが望ましいが、ＣＱＩ測
定用のリファレンス信号では、復調／検波用ではないので送信帯域幅の制約は緩くなる。
【０００９】
　このように、送信帯域幅が異なるリファレンス信号間の直交性を確保しつつ、できるだ
け多数のリファレンス信号を多重するために、いくつかの多重方法が提案されている。
【００１０】
　１）離散周波数多重
　図１０（Ｂ）は、リファレンス信号の離散周波数多重(Distributed FDM)の一例を示す
リファレンス信号構造図である。ここでは１０ＭＨｚの周波数帯域が４個の２．５ＭＨｚ
周波数ブロックから構成され、各周波数ブロックに６個のサブキャリアを周波数多重でき
るものとし、各周波数ブロックの６個のサブキャリアは３種類の送信帯域幅Δｆ（ａ）、
Δｆ（ｂ）およびΔｆ（ｃ）にそれぞれ２個ずつ割り当てられるものとする。
【００１１】
　この例では、１０ＭＨｚの送信帯域幅Δｆ（ａ）に対応する１組の離散リファレンス信
号(Distributed reference signals)は、２．５ＭＨｚブロックごとに１組のユーザ端末
ＵＥ１ａおよびＵＥ２ａに割り当てられる。ここで、たとえばユーザ端末１ａに割り当て
られた４つの周波数ブロックにおけるサブキャリア（４つの櫛歯状のスペクトル）が１つ
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の周波数リソースである。以下、同様に、５ＭＨｚの送信帯域幅Δｆ（ｂ）に対応する２
組の離散リファレンス信号は２組のユーザ端末：ＵＥ１ｂおよびＵＥ２ｂとＵＥ３ｂおよ
びＵＥ４ｂとにそれぞれ割り当てられ、２．５ＭＨｚの送信帯域幅Δｆ（ｃ）に対応する
４組の離散リファレンス信号は４組のユーザ端末：ＵＥ１ｃおよびＵＥ２ｃ；ＵＥ３ｃお
よびＵＥ４ｃ；ＵＥ５ｃおよびＵＥ６ｃ；およびＵＥ７ｃおよびＵＥ８ｃにそれぞれ割り
当てられている。すなわち、離散周波数多重では、リファレンス信号の送信帯域幅が異な
る場合であっても、各リファレンス信号が周波数軸上で分離しているために送信帯域幅の
異なるリファレンス信号間においても直交性を確保することができる。
【００１２】
　しかしながら、離散周波数多重では、一定の周波数帯域に多重されるリファレンス信号
の数が増加した場合、確保できるＣＡＺＡＣ系列の数も減少するというデメリットがある
。これは、確保できるＣＡＺＡＣ系列の最大数が（系列長－１）であり、一定の周波数帯
域に多重されるリファレンス信号の数が増加するに伴って各リファレンス信号の系列長が
短くなるためである。
【００１３】
　たとえば、図１０（Ｂ）に示すように、２．５ＭＨｚ帯域（周波数ブロック）毎に、１
０ＭＨｚ、５ＭＨｚおよび２．５ＭＨｚの送信帯域幅Δｆを持つ３種類の離散リファレン
ス信号がそれぞれ２個、計６個が多重された場合、１つの離散リファレンス信号に割り当
てられる周波数成分は、２．５ＭＨｚを連続して占有する場合（局部リファレンス信号の
場合）の１／６となる。リファレンス信号の系列長はサブキャリア数に対応するので、割
り当てられる周波数成分が１／６になると、リファレンス信号の系列長も１／６となり、
これに比例して確保できるＣＡＺＡＣ系列数も減少する。このような系列数の減少は、移
動通信システムに適用した場合、隣接セル間で同一系列が選択される確率が高くなること
を意味する。
【００１４】
　２）ハイブリッド方式（符号多重＋離散周波数多重）
　上述した離散周波数多重におけるＣＡＺＡＣ系列数の制約を解決するために、符号多重
と離散周波数多重とのハイブリッド方式が提案されている（非特許文献４）。この方式で
は、送信帯域幅が同一であるリファレンス信号の多重に関しては符号多重を用い、送信帯
域幅が異なるリファレンス信号間の多重のみに離散周波数多重を用いる。これにより、離
散周波数多重のみを用いた場合と比較して、各リファレンス信号の系列長を全体として長
くすることができ、ＣＡＺＡＣ系列数の制約を軽減することができる。
【００１５】
　図１０（Ｃ）は、符号多重と離散周波数多重とのハイブリッド方式の一例を示すリファ
レンス信号構造図である。ハイブリッド方式では、図１０（Ｂ）と同様に、２．５ＭＨｚ
ブロック毎に１０ＭＨｚ、５ＭＨｚおよび２．５ＭＨｚの送信帯域幅Δｆを持つ離散リフ
ァレンス信号がそれぞれ２個、計６個多重された場合であっても、同一送信帯域幅の離散
リファレンス信号（ここでは、"1a, 2a"、 "1b, 2b"など）は符号多重されるため、１つ
の離散リファレンス信号に割り当てられる周波数成分は、図１０（Ｂ）の離散周波数多重
のみを用いた場合に比べて、最大２倍となる。従って、系列長も２倍となり、これに比例
して確保できるＣＡＺＡＣ系列数も増加する。
【００１６】
【非特許文献１】K. Fazel and S. Keiser, "Multi-Carrier and Spread Spectrum Syste
ms" (John Willey and Sons, 2003)
【非特許文献２】3GPP TR 25.814 v2.0.0, June, 2006.
【非特許文献３】3GPP R1-051033 Motorola, ”Further Topics on Uplink DFT-SOFDM fo
r E-EUTRA,” October 10 - 14, 2005.
【非特許文献４】3GPP R1-060319 NTT DoCoMo et al, ”Orthogonal Pilot Channel Stru
cture for E-UTRA Uplink,” Feb. 2006.
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、上述したハイブリッド方式は、同一送信帯域幅のリファレンス信号を符
号多重することで系列長を長くするのであるから、異なる送信帯域幅のリファレンス信号
の種類が多い場合は、このメリットを生かすことができなくなる。すなわち、異なる送信
帯域幅の離散リファレンス信号が多い場合には、各リファレンス信号の系列長が短くなり
、確保できる系列数の制約を十分に軽減できない。
【００１８】
　本発明の目的は、確保できるリファレンス信号の系列数の制約を緩和してリファレンス
信号の多重数の低下を抑制することができる新たなリソース割当方法、リファレンス信号
多重方法、それを用いた無線通信システムを提供することにある。
【００１９】
　本発明の他の目的は、限られた周波数帯域内で異なる送信帯域幅のリファレンス信号を
効率的に割り当てることができる新たなリソース割当方法、リファレンス信号多重方法、
それを用いた無線通信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明によれば、リファレンス信号に割り当てられるリソースの大きさがその使用目的
や重要性の程度によって異なる点に着目することで、リファレンス信号の多重を効率化し
、確保できるリファレンス信号の系列数の制約緩和を可能にする。たとえば、データ信号
あるいはＬ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用のリファレンス信号は、これらデータ信号や
Ｌ１／Ｌ２制御信号の送信帯域幅と同じ帯域幅に渡って離散周波数多重される。さらに、
データ信号の送信では複数のタイミングで復調／検波用リファレンス信号を多重し、Ｌ１
／Ｌ２制御信号の送信では時間的に近接した１つのタイミングで復調／検波用リファレン
スを多重する。これに対して、チャネル品質推定用のリファレンス信号は、データ信号や
Ｌ１／Ｌ２制御信号とは独立に、チャネル品質測定範囲で有効なチャネル品質測定が可能
となる帯域幅およびタイミングで多重すればよい。なお、以下では、データ信号の復調／
検波用リファレンス信号またはＬ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号のい
ずれかを示したい場合は、表記を簡略化するために、単に「復調／検波用のリファレンス
信号」と記載することがある。
【００２１】
　すなわち、所定の周波数ブロック毎に同一タイミングで離散周波数多重されるリファレ
ンス信号の数を、確保できるリファレンス信号系列数が十分な数となるように予め小さい
値に設定する。そして、リファレンス信号の使用目的や重要性に応じて、それぞれのリフ
ァレンス信号を複数のリファレンス信号用タイミング（後述する実施形態では、ショート
ブロックＳＢ＃１、ＳＢ＃２）における複数の周波数リソースに時間多重および／または
周波数多重する。複数のリファレンス信号用タイミングにおけるリファレンス信号のリソ
ース割当は次のように実行される。
【００２２】
　本発明によれば、リファレンスリソースの割り当てを行う無線通信システムにおけるリ
ソース割当方法において、ａ）少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いるリファ
レンス信号に対しては、前記リファレンスリソースの一部あるいは全部のリソースを割り
当て、ｂ）復調および検波以外に用いる独立リファレンス信号に対しては、前記リファレ
ンスリソースのうち前記少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いるリファレンス
信号に割り当てられるリソース以外のリファレンスリソースの一部あるいは全部のリソー
スを割り当てる、ことを特徴とする。
【００２３】
　少なくとも復調または検波のいずれか１つに用いる（復調／検波用）リファレンス信号
は、対応する送信信号が時間領域においてフレーム内のチャネル品質の変動を無視できな
い信号であれば、当該送信信号の送信帯域全体にわたって複数のリファレンス信号用タイ
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ミングで時間多重され、対応する送信信号が時間領域においてフレーム内のチャネル品質
の変動を無視できる信号であれば、前記複数のリファレンス信号用タイミングのいずれか
１つのタイミングで時間多重される。
【００２４】
　復調／検波用リファレンス信号とは独立に送信されるチャネル品質推定用リファレンス
信号は、前記複数のリファレンス信号用タイミングの少なくとも１つのタイミングで、
１）復調／検波用リファレンス信号に割り当てられることがない周波数リソースに多重さ
れる；
２）復調／検波用リファレンス信号に割り当て可能であり、復調／検波用のリファレンス
信号によって現在占有されていない周波数リソースに多重される；または
３）復調／検波用のリファレンス信号によって現在占有されている周波数リソースに対し
て、以下の条件ＡおよびＢの両方を満たす場合のみ符号多重方式で多重される：
　　条件Ａ）前記チャネル品質推定用のリファレンス信号の送信帯域幅が前記復調／検波
用のリファレンス信号の送信帯域幅と同じ：および
　　条件Ｂ）符号多重方式で多重されたリファレンス信号の数が最大多重可能数より小さ
い。
【００２５】
　本発明の別の側面によれば、データ信号およびＬ１／Ｌ２制御信号の有無とは独立に送
信されるリファレンス信号（以下、独立リファレンス信号という。）を、その送信帯域内
における同一タイミングで、データ信号の復調／検波用リファレンス信号およびＬ１／Ｌ
２制御信号の復調／検波用リファレンス信号の少なくとも一方が送信されていないリソー
スに割り当てる。
【００２６】
　より具体的には、リファレンス信号の多重方法において、データ信号の復調／検波用リ
ファレンス信号には、データ信号が割り当てられるリソースに時間軸上で近い位置にある
複数のリファレンス信号用リソースを割り当て、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リフ
ァレンス信号には、Ｌ１／Ｌ２制御信号が割り当てられるリソースに時間軸上で近い位置
にある単数のリファレンス信号用リソースを割り当て、独立リファレンス信号には、その
送信帯域内における同一タイミングで、データ信号の復調／検波用リファレンス信号およ
びＬ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号の少なくとも一方が送信されてい
ないリソースに割り当てる。そして、データ信号の復調／検波用リファレンス信号、Ｌ１
／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号および独立リファレンス信号を周波数多
重および／または時間多重する。
【発明の効果】
【００２７】
　上述したように、本発明によれば、リファレンス信号の使用目的や重要性に応じて周波
数多重および／または時間多重を行うことで、その送信帯域内における同一タイミングで
離散周波数多重されるリファレンス信号の個数を削減することができ、その分、確保でき
るリファレンス信号系列の数を増加させることができる。すなわち、確保できるリファレ
ンス信号の系列数の制約を十分に小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　１．第１実施形態
　１．１）リソース割当
　図１は、本発明の第１実施形態によるリファレンス信号多重方法の一例を模式的に示す
図である。この例では、図１０（Ａ）に示すフレーム構成を用い、１フレーム（サブフレ
ーム）がロングブロックＬＢ＃１～ＬＢ＃６、ショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２
、およびサイクリックプレフィックス（ＣＰ）により構成され、ここではロングブロック
ＬＢ＃１とＬＢ＃２の間にショートブロックＳＢ＃１が挿入され、ロングブロックＬＢ＃
２～ＬＢ＃５とＬＢ６との間にショートブロックＳＢ＃２が挿入された構成を有するもの
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とする。また、ロングブロックＬＢ＃１にＬ１／Ｌ２制御信号が、ショートブロックＳＢ
＃１およびＳＢ＃２にリファレンス信号（パイロット信号ともいう。）が、ロングブロッ
クＬＢ＃２～ＬＢ＃６にデータ信号がそれぞれ割り当てられるものとする。リファレンス
信号が割り当てられるショートブロックＳＢ＃１とＳＢ＃２との時間的な間隔は、データ
送信において伝搬路のフェージング変動に追従可能な間隔に設定される。なお、図１では
、図１０（Ａ）に示すサイクリックプレフィックス（ＣＰ）は省略されている。
【００２９】
　なお、各ショートブロックＳＢのサブキャリア帯域幅は、各ロングブロックＬＢのそれ
の２倍であり、離散周波数多重されるリファレンス信号の個数は、リファレンス信号の系
列数が十分な数となるように設定されている。離散周波数多重されるリファレンス信号の
個数を２に設定するのが望ましい。
【００３０】
　なお、ここでは説明を簡略化するために、あるユーザ端末のＬ１／Ｌ２制御信号、リフ
ァレンス信号あるいはデータ信号に割り当てられるリソースを「リソースブロック」と呼
び、１つのショートブロックにおける周波数領域の割当リソースを「周波数リソース」と
呼ぶ。たとえば、図１０（Ｂ）において、ユーザ端末１ａに割り当てられた４つの周波数
ブロックにおけるサブキャリア（４つの櫛歯状のスペクトル）が１つの「周波数リソース
」である。
【００３１】
　また、Ｌ１／Ｌ２制御信号、リファレンス信号およびデータ信号がそれぞれフレーム単
位で時間方向に多重され、１つのフレームＦＲでそれぞれに割り当てられるリソースを制
御リソース、リファレンスリソースおよびデータリソースとする。なお、この例における
Ｌ１／Ｌ２制御信号は、下りリンクのデータ信号に関する上り制御信号(Data non-associ
ated control signalingと呼ばれる)であり、下りリンクのＣＱＩや下りリンクのパケッ
トが正確に受信できたかを示すＡＣＫ／ＮＡＣＫなどが含まれる。
【００３２】
　１．２）復調／検波用リファレンス信号の多重
　復調／検波用のリファレンス信号はショートブロックＳＢ＃１および／またはＳＢ＃２
に多重される。対応する送信信号が時間領域においてサブフレームにわたる場合、すなわ
ち時間領域においてサブフレームの期間内でチャネル品質の変動を無視できない場合（た
とえば、図１のＵＥ１、ＵＥ２のデータ信号）、復調／検波用のリファレンス信号は、当
該送信信号の送信帯域全体にわたってショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２の両方に
多重される。他方、対応する送信信号が時間領域においてサブフレームの一部分にわたる
場合、すなわち時間領域においてサブフレームの一部分の期間でチャネル品質の変動を無
視できる場合（たとえば、図１のＵＥ３－ＵＥ６のＬ１／Ｌ２制御信号）、復調／検波用
のリファレンス信号は、ショートブロックＳＢ＃１またはＳＢ＃２にのみ多重される（図
１では、ショートブロックＳＢ＃１）。
【００３３】
　たとえば、上りＬ１／Ｌ２制御信号あるいは上りデータ信号を送信する場合には復調／
検波用リファレンス信号を送信するので、ある周波数ブロックにおいて制御リソースが割
り当てられたユーザ端末には同じ周波数ブロック内でリファレンスリソースも割り当てら
れ、ある周波数ブロックにおいてデータリソースが割り当てられたユーザ端末には同じ周
波数ブロック内でリファレンスリソースも割り当てられる。
【００３４】
　図１において、移動局（ユーザ端末）ＵＥ１およびＵＥ２に、それぞれデータ信号用の
周波数帯域幅ＢＷ１およびＢＷ２（たとえば６．２５ＭＨｚおよび３．７５ＭＨｚ）が割
り当てられているものとすると、移動局ＵＥ１の復調／検波用の離散リファレンス信号は
同じ周波数帯域幅ＢＷ１内でショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２にそれぞれ割り当
てられ、移動局ＵＥ２の復調／検波用の離散リファレンス信号は同じ周波数帯域幅ＢＷ２
内でショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２にそれぞれ割り当てられる。図中のショー
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トブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２内の数字は移動局（ＵＥ）の番号を示している（ロン
グブロックＬＢ＃１においても同様）。
【００３５】
　また、移動局ＵＥ３およびＵＥ４には、ロングブロックＬＢ＃１にＬ１／Ｌ２制御信号
用として同じ周波数帯域幅ＢＷ３／４が割り当てられ、Ｌ１／Ｌ２制御信号が同一帯域Ｂ
Ｗ３／４内で離散周波数多重されているものとする。この場合、移動局ＵＥ３およびＵＥ
４の復調／検波用の離散リファレンス信号は、同じ周波数帯域幅ＢＷ３／４内において、
ロングブロックＬＢ＃１に時間軸上で近いショートブロック（この場合はＳＢ＃１）に割
り当てられる。
【００３６】
　移動局ＵＥ３およびＵＥ４にはＬ１／Ｌ２制御信号用として同じ周波数帯域幅ＢＷ３／
４内に離散周波数多重されており、かつ、ショートブロックＳＢ＃１の符号多重の最大数
を２以上とすれば、移動局ＵＥ３用の離散リファレンス信号とＵＥ４用の離散リファレン
ス信号とはショートブロックＳＢ＃１内の同じ周波数帯域幅ＢＷ３／４内で符号多重され
る（図中の番号「３／４」で示す。）。
【００３７】
　同様に、移動局ＵＥ５およびＵＥ６にはＬ１／Ｌ２制御信号用として同じ周波数帯域幅
ＢＷ５／６内に離散周波数多重されており、かつ、ショートブロックＳＢ＃１の符号多重
の最大数を２以上とすれば、移動局ＵＥ５用の離散リファレンス信号とＵＥ６用の離散リ
ファレンス信号とはショートブロックＳＢ＃１内の同じ周波数帯域幅ＢＷ５／６内で離散
的に符号多重される（図中の番号「５／６」で示す。）。
【００３８】
　１．３）チャネル品質推定用リファレンス信号の多重
　復調／検波用のリファレンス信号とは独立に送信されるチャネル品質（ＣＱＩ）推定用
リファレンス信号は、一般化すれば、次のような３種類のショートブロックの周波数リソ
ースのいずれかに多重される。
【００３９】
１）復調／検波用のリファレンス信号に割り当てられることがない周波数リソース、
２）復調／検波用のリファレンス信号に割り当て可能であり、復調／検波用のリファレン
ス信号によって現在占有されていない（割り当てられていない）周波数リソース、または
３）復調／検波用のリファレンス信号によって現在占有されているが、以下の条件Ａおよ
びＢの両方を満たす周波数リソース：
　　条件Ａ）チャネル品質推定用のリファレンス信号の送信帯域幅が当該復調／検波用の
リファレンス信号の送信帯域幅と同じ；および
　　条件Ｂ）符号多重方式で多重された場合のリファレンス信号の数が最大多重数より小
さい。
【００４０】
　上記１）の「復調／検波用のリファレンス信号に割り当てられることがない周波数リソ
ース」とは、ショートブロックの空いている周波数リソースであって、データ信号の復調
／検波用リファレンス信号およびＬ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号の
いずれも割り当てない周波数リソースをいう。
【００４１】
　たとえば、図１に示すように、移動局ＵＥ１およびＵＥ２のデータ信号復調／検波用リ
ファレンス信号、移動局ＵＥ３およびＵＥ４と移動局ＵＥ５およびＵＥ６とのＬ１／Ｌ２
制御信号復調／検波用リファレンス信号に対して、それぞれショートブロックＳＢ＃１お
よびＳＢ＃２の周波数リソースが割り当てられている場合、空いているリソースは、図中
で「７」とラベルされた１０ＭＨｚ周波数帯域幅の周波数リソースである。しかしながら
、すでに２つの移動局ＵＥ１、ＵＥ２がデータ信号用にショートブロックＳＢ＃１および
ＳＢ＃２に割り当てられ、さらに、移動局ＵＥ３－ＵＥ６がＬ１／Ｌ２制御信号用にショ
ートブロックＳＢ＃１に割り当てられているために、図中で「７」とラベルされた１０Ｍ
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Ｈｚ周波数帯域幅の周波数リソースは、他の復調／検波用リファレンス信号に割り当てる
ことができない。
【００４２】
　よって、上記１）の空き周波数リソースを、図１に示すように、移動局ＵＥ７のチャネ
ル品質推定用に割り当てる。以下、上記２）さらに上記３）の空き周波数リソースの有無
がチェックされ、空き周波数リソースがあれば、チャネル品質推定用リファレンス信号に
割り当てられる。以下、具体例を示す。
【００４３】
　（第１例）
　上記１．２）で述べた復調／検波用リファレンス信号が多重された状態において、例え
ば移動局ＵＥ７がチャネル品質推定範囲を帯域幅ＢＷ７＝１０ＭＨｚとしてチャネル依存
スケジューリングにエントリした場合、移動局ＵＥ７のチャネル品質推定を行うためのリ
ファレンス信号がショートブロックに割り当てられるべきである。
【００４４】
　この場合、まず、ショートブロックＳＢ＃１の次のショートブロックＳＢ＃２における
空き周波数リソースの有無をチェックする。上記１）復調／検波用のリファレンス信号に
割り当てられることがない周波数リソース、あるいは上記２）復調／検波用のリファレン
ス信号に割り当て可能であるが現在占有されていない周波数リソース、である可能性がシ
ョートブロックＳＢ＃１よりも高いからである。ショートブロックＳＢ＃２は、移動局Ｕ
Ｅ１およびＵＥ２のそれぞれのデータ信号復調／検波用リファレンス信号が割り当てられ
ているだけであり、データ信号およびＬ１／Ｌ２制御信号の少なくとも一方の復調／検波
用リファレンス信号が割り当てられていない空き周波数帯域幅が存在する。したがって、
この空き周波数帯域幅が必要とされる帯域幅以上であれば、この空き周波数帯域幅に移動
局ＵＥ７のチャネル品質推定用リファレンス信号を割り当てることができる。たとえば、
図１に示すようにショートブロックＳＢ＃２の空き周波数帯域幅が１０ＭＨｚであれば、
移動局ＵＥ７のチャネル品質推定用リファレンス信号をショートブロックＳＢ＃２の空き
周波数帯域幅にわたって割り当てることができる。
【００４５】
　あるいは、ショートブロックＳＢ＃１から先に空きの有無をチェックすることもできる
。この場合、ショートブロックＳＢ＃１は全てデータ信号および制御信号の復調／検波用
リファレンス信号で占有されており、かつ、いずれの復調／検波用リファレンス信号の送
信帯域幅も移動局ＵＥ７の必要とする帯域幅ＢＷ７＝１０ＭＨｚと一致しない。すなわち
、上述した条件Ａを満たさないので、移動局ＵＥ７のチャネル品質推定用リファレンス信
号をショートブロックＳＢ＃１に割り当てる余地はない。
【００４６】
　（第２例）
　たとえば移動局ＵＥ７のチャネル品質推定範囲である帯域幅ＢＷ７が移動局ＵＥ１の周
波数帯域幅ＢＷ１と同じ６．２５ＭＨｚであると仮定する。ショートブロックＳＢ＃２に
必要な空きがなかった場合にショートブロックＳＢ＃１の空きの有無がチェックされる。
ショートブロックＳＢ＃１は全てデータ信号および制御信号復調／検波用リファレンス信
号で占有されているが、データ信号復調／検波用リファレンス信号の送信帯域幅ＢＷ１が
移動局ＵＥ７が必要とする送信帯域幅ＢＷ７と一致し、かつ、ショートブロックＳＢ＃１
の符号多重の最大数が２以上である。したがって、上述した条件Ａを満たすこととなり、
移動局ＵＥ７のチャネル品質推定用リファレンス信号は、ショートブロックＳＢ＃１の移
動局ＵＥ１の復調／検波用リファレンス信号と符号多重することにより割り当てられる。
【００４７】
　（第３例）
　たとえば２つの移動局ＵＥ７およびＵＥ８のチャネル品質推定範囲である帯域幅ＢＷ７
およびＢＷ８が同じ１０ＭＨｚであると仮定する。この場合、ショートブロックＳＢ＃２
は、移動局ＵＥ１およびＵＥ２のデータ信号の復調／検波用リファレンス信号が割り当て
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られているだけであり、データ信号およびＬ１／Ｌ２制御信号の少なくとも一方の復調／
検波用リファレンス信号が割り当てられていない空き周波数帯域幅１０ＭＨｚが存在する
。ショートブロックＳＢ＃２の符号多重の最大数も２以上であれば、この空き周波数帯域
幅に移動局ＵＥ７およびＵＥ８のチャネル品質推定用リファレンス信号を符号多重により
割り当てることができる。
【００４８】
　１．４）効果
　上述した本発明の第１実施形態によれば、リファレンス信号を送信しようとする周波数
帯域内における同一ショートブロックで離散周波数多重されるリファレンス信号の数を小
さい数に設定することが可能となる。たとえば、このリファレンス信号の離散周波数多重
数を２に設定すれば、リファレンス信号の系列長は同一帯域の周波数全体を占有する場合
に比べて１／２となり、確保できるリファレンス信号の系列数を大きな値に設定すること
が可能である。
【００４９】
　また、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号は、Ｌ１／Ｌ２制御信号が
割り当てられるロングブロックＬＢ＃１に時間方向で近いショートブロックＳＢ＃１に割
り当てられるので、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調に用いるチャネル推定を高い精度で実行で
きる。
【００５０】
　更に、チャネル品質推定用の独立リファレンス信号は、ショートブロックＳＢ＃１に割
り当てることができない場合、時間軸上で次フレームに近いショートブロックＳＢ＃２に
割り当てられるので、対応する移動局ＵＥのチャネル品質測定が処理遅延の影響を受けに
くくなる。
【００５１】
　２．第２実施形態
　上述した第１実施形態では、チャネル品質推定用の独立リファレンス信号の周波数帯域
幅は１種類であったが、本発明は異なる周波数帯域幅の独立リファレンス信号であっても
リソース割当を行うことができる。
【００５２】
　２．１）チャネル品質推定用リファレンス信号のフレーム間多重
　図２は、本発明の第２実施形態によるリファレンス信号多重方法の一例を模式的に示す
図である。この例では、チャネル品質推定用の独立リファレンス信号の周波数帯域幅が２
種あるものとする。具体的には、移動局ＵＥ７に対しては第１実施例と同様に周波数帯域
幅ＢＷ７（たとえば１０ＭＨｚ）、移動局ＵＥ８～ＵＥ１１に対してはそれぞれ周波数帯
域幅ＢＷ８＝ＢＷ９＝ＢＷ１０＝ＢＷ１１（たとえば２．５ＭＨｚ）とする。
【００５３】
　この場合、第１のフレームＦＲ１については、図１のリソース割当と同一である。すな
わち、ＵＥ７用の独立リファレンス信号は図１と同様にフレームＦＲ１のショートブロッ
クＳＢ＃２に割り当てられる。
【００５４】
　しかしながら、移動局ＵＥ８～ＵＥ１１用の独立リファレンス信号は、移動局ＵＥ１や
ＵＥ２のデータ信号復調／検波用リファレンス信号の送信帯域幅ＢＷ１、ＢＷ２とも一致
しないし、ＵＥ７用の独立リファレンス信号の送信帯域幅ＢＷ７とも一致しない。したが
って、移動局ＵＥ８～ＵＥ１１用の独立リファレンス信号については上記条件Ａを満たさ
ないので、ショートブロックＳＢ＃１にもＳＢ＃２にも割り当てることができない。
【００５５】
　しかしながら、フレームＦＲ１のショートブロックＳＢ＃２に割り当てられた移動局Ｕ
Ｅ７については、連続してチャネル品質を測定する必要はない。したがって、この場合、
移動局ＵＥ８～ＵＥ１１用の独立リファレンス信号は、次のフレームＦＲ２のショートブ
ロックＳＢ＃２に割り当てることが可能である。フレームＦＲ２のショートブロックＳＢ
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＃１については上記条件Ａを満たさないからである。
【００５６】
　このように送信帯域幅の異なる複数の独立リファレンス信号であっても、時間方向に多
重することによりリソース割当を行うことができる。
【００５７】
　２．２）チャネル品質測定の周期
　上述したように、チャネル品質（ＣＱＩ）の測定をフレーム毎に実行する必要はない。
ただし、チャネル品質測定周期が短くなれば、より高速に移動する移動局に対し的確なス
ケジューリングが可能となるが、オーバーヘッドが大きくなってしまう。逆に、チャネル
品質測定周期が長くなれば、高速移動する移動局に対し的確なスケジューリングができな
くなるが、オーバーヘッドは小さく抑えられる。したがって、どの程度の移動速度の移動
局に最適化するかを考えてチャネル品質測定周期を決定することが望ましい。
【００５８】
　たとえば、想定される移動局のチャネル変動を一定とみなすことができる時間をコヒー
レント時間とすれば、チャネル品質測定周期がコヒーレント時間よりも長い場合、チャネ
ル依存スケジューリングによる効果が期待できない。したがって、チャネル品質測定周期
は想定されるコヒーレント時間以下に設定することが望ましい。
【００５９】
　２．３）効果
　上述したように本実施形態によれば、送信帯域幅の異なる複数の独立リファレンス信号
であっても、時間方向に多重することによりリソース割当を行うことができる。
【００６０】
　従って、上述した第１実施形態と同様に、リファレンス信号を送信しようとする周波数
帯域内における同一ショートブロックで離散周波数多重されるリファレンス信号の数を小
さい数に設定することが可能となる。たとえば、このリファレンス信号の離散周波数多重
数を２に設定すれば、リファレンス信号の系列長は同一帯域の周波数全体を占有する場合
に比べて１／２となり、確保できるリファレンス信号の系列数を大きな値に設定すること
が可能である。
【００６１】
　また、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号は、Ｌ１／Ｌ２制御信号が
割り当てられるロングブロックＬＢ＃１に時間方向で近いショートブロックＳＢ＃１に割
り当てられるので、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調に用いるチャネル推定を高い精度で実行で
きる。
【００６２】
　更に、チャネル品質推定用の独立リファレンス信号は、ショートブロックＳＢ＃１に割
り当てることができない場合、時間軸上で次フレームに近いショートブロックＳＢ＃２に
割り当てられるので、対応する移動局ＵＥのチャネル品質測定が処理遅延の影響を受けに
くくなる。
【実施例１】
【００６３】
　３．無線通信システム
　３．１）システム構成
　図３は本発明の一実施例による無線通信システムにおける基地局の主要な構成を示すブ
ロック図である。ここでは、基地局１０が複数の移動局ＵＥ１、ＵＥ２・・・を収容して
いるものとする。本実施例に関連する基地局１０の主な構成部は、無線送受信部（Ｔｘ／
Ｒｘ）１０１、受信処理部Ｒ、制御部１０６、リソース管理部１０７、および、送信処理
部Ｔである。
【００６４】
　無線送受信部（Ｔｘ／Ｒｘ）１０１は、複数の移動局ＵＥとの間で、たとえば図１ある
いは図２に示す周波数／時間多重構成でそれぞれのチャネルを通して無線信号を送受信す
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る。無線送受信部１０１は複数の移動局ＵＥからの多重された受信信号ＳRXを受信処理部
Ｒへ出力し、送信処理部Ｔからの多重された送信信号ＳTXを無線信号に変換して送信する
。
【００６５】
　受信処理部Ｒは、信号分離部１０２、データ信号再生部１０３、Ｌ１／Ｌ２制御信号再
生部１０４、および、伝搬路品質測定部１０５を含む。
【００６６】
　信号分離部１０２は、サイクリックプレフィックス（ＣＰ）を除去すると共に、たとえ
ば図１のように時間多重された受信信号ＳRXからロングブロックＬＢ＃２－ＬＢ＃６のデ
ータ信号、ロングブロックＬＢ＃１のＬ１／Ｌ２制御信号、ショートブロックＳＢ＃１お
よびＳＢ＃２のリファレンス信号を時間領域でそれぞれ分離する。さらに、信号分離部１
０２は、リソース管理部１０７からの上りリソース割当情報ＳRAL#Uに従って、各移動局
ＵＥに割り当てられたリソースブロックを特定し、それぞれの移動局ＵＥから受信したデ
ータ信号ＳRDATA、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号ＳRCTL、および、３種類のリファレンス信号
（受信データ復調／検波用リファレンス信号ＳDREF、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号復調／検波
用リファレンス信号ＳCREF、チャネル品質推定用の独立リファレンス信号ＳIREF）を分離
する。
【００６７】
　データ信号再生部１０３は、各移動局ＵＥからの受信データ信号ＳRDATAとその復調／
検波用リファレンス信号ＳDREFとを入力して受信データＳDATAを復調／検波し制御部１０
６へ出力する。Ｌ１／Ｌ２制御信号再生部１０４は、各移動局ＵＥからの受信Ｌ１／Ｌ２
制御信号ＳRCTLとその復調／検波用リファレンス信号ＳCREFとを入力してＬ１／Ｌ２制御
信号ＳCTLを復調／検波し制御部１０６へ出力する。
【００６８】
　伝搬路品質測定部１０５は、受信データ復調／検波用リファレンス信号ＳDREF、受信Ｌ
１／Ｌ２制御信号復調／検波用リファレンス信号ＳCREFおよびチャネル品質推定用の独立
リファレンス信号ＳIREFを入力し、保持されたリファレンス信号の系列を用いて各移動局
ＵＥの上りチャネル品質ＳCQI#Uを測定して制御部１０６およびリソース管理部１０７へ
出力する。
【００６９】
　リソース管理部１０７は、各移動局ＵＥの上りチャネル品質ＳCQI#Uを入力して比較す
ることで、データ信号、Ｌ１／Ｌ２制御信号あるいはリファレンス信号に関して各移動局
ＵＥにどのリソースブロックを割り当てるかを示す上りリソース割当情報ＳRAL#Uを生成
する。上述したように、信号分離部１０２はこの上りリソース割当情報ＳRAL#Uに従って
信号分離を実行する。
【００７０】
　送信処理部Ｔは、データ信号生成部１０８、Ｌ１／Ｌ２制御信号生成部１０９、リファ
レンス信号生成部１１０、および、信号多重部１１１を含む。
【００７１】
　データ信号生成部１０８は、リソース管理部１０７から入力した下りリソース割当情報
ＳRAL#Dに従って、下りデータを送信すべき移動局ＵＥに対する下りデータ信号ＳTDATAを
生成し信号多重部１１１へ出力する。Ｌ１／Ｌ２制御信号生成部１０９は、リソース管理
部１０７から入力した下りリソース割当情報ＳRAL#Dに従って、下りＬ１／Ｌ２制御信号
を送信すべき移動局ＵＥに対する下りＬ１／Ｌ２制御信号ＳTCTLを生成し信号多重部１１
１へ出力する。リファレンス信号生成部１１０は、リソース管理部１０７から入力した下
りリソース割当情報ＳRAL#Dに従ってリファレンス信号ＳTREFを生成し信号多重部１１１
へ出力する。上述したように、リファレンス信号生成部１１０では、下りデータ信号ある
いは下りＬ１／Ｌ２制御信号がある移動局ＵＥに対しては復調／検波用リファレンス信号
を、チャネル依存スケジューリングにエントリしている移動局ＵＥに対してはチャネル品
質推定用リファレンス信号を、それぞれ下りリソース割当情報ＳRAL#Dに従って生成する
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。後述するが、リソース管理部１０７は、各移動局で測定された下りチャネル品質ＳCQI#

Dを受信して下りリソース割当情報ＳRAL#Dを生成する。
【００７２】
　信号多重部１１１は、上述のように生成された各移動局ＵＥに対する下りデータ信号Ｓ

TDATA、下りＬ１／Ｌ２制御信号ＳTCTL、および、リファレンス信号ＳTREFを下りリソー
ス割当情報ＳRAL#Dに従って周波数多重および／または時間多重することで送信信号ＳTX

を生成し無線送受信部１０１から送信する。
【００７３】
　なお、リソース管理部１０７により生成された上りリソース割当情報ＳRAL#Uおよび下
りリソース割当情報ＳRAL#Dは、制御部１０６の制御に従って、Ｌ１／Ｌ２制御信号生成
部１０９によりＬ１／Ｌ２制御信号に乗せて各移動局ＵＥへ送信される。各移動局ＵＥは
、これら受信した上りおよび下りリソース割当情報ＳRAL#UおよびＳRAL#Dに従って、自局
と基地局１０との間の上りおよび下り通信にそれぞれ使用するリソースブロックを決定す
る。
【００７４】
　また、制御部１０６は基地局全体の動作制御を実行するが、プログラム制御プロセッサ
リソース管理部１０７の機能はプログラム制御プロセッサ上でリソース管理プログラムを
実行することにより実現することもできる。
【００７５】
　図４は本実施例による無線通信システムにおける移動局の構成を示すブロック図である
。移動局ではリソース管理を行わないので、送受信に使用するリソースは、基地局１０か
ら受信した上りおよび下りリソース割当情報ＳRAL#UおよびＳRAL#Dに従って設定される。
以下、移動局の構成を簡単に説明する。
【００７６】
　図４において、本実施例に関連する移動局２０の主な構成部は、無線送受信部（Ｔｘ／
Ｒｘ）２０１、受信処理部Ｒ、制御部２０６、および、送信処理部Ｔである。無線送受信
部２０１は指定されたチャネルを通して基地局１０との間で無線信号を送受信する。受信
処理部Ｒは、信号分離部２０２、データ信号再生部２０３、Ｌ１／Ｌ２制御信号再生部２
０４および伝搬路品質測定部２０５を含む。
【００７７】
　信号分離部２０２は、制御部２０６により指定された下りリソース割当情報ＳRAL#Dに
従って、当該移動局２０に割り当てられたリソースブロックを特定し、受信データ信号Ｓ

RDATA、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号ＳRCTL、および、３種類のリファレンス信号（受信デー
タ復調／検波用リファレンス信号ＳDREF、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号復調／検波用リファレ
ンス信号ＳCREF、チャネル品質推定用の独立リファレンス信号ＳIREF）を分離する。
【００７８】
　データ信号再生部２０３は、受信データ信号ＳRDATAとその復調／検波用リファレンス
信号ＳDREFとを入力して受信データＳDATAを復調／検波し制御部２０６へ出力する。Ｌ１
／Ｌ２制御信号再生部２０４は、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号ＳRCTLとその復調／検波用リフ
ァレンス信号ＳCREFとを入力してＬ１／Ｌ２制御信号ＳCTLを復調／検波し制御部２０６
へ出力する。伝搬路品質測定部２０５は、受信データ復調／検波用リファレンス信号ＳDR

EF、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号復調／検波用リファレンス信号ＳCREFおよびチャネル品質推
定用の独立リファレンス信号ＳIREFを入力し、自局の下りチャネル品質ＳCQI#Dを測定し
て制御部２０６へ出力する。
【００７９】
　制御部２０６は、基地局１０から受信したＬ１／Ｌ２制御信号ＳCTLに上りおよび下り
リソース割当情報ＳRAL#UおよびＳRAL#Dが含まれる場合には、上述したように下りリソー
ス割当情報ＳRAL#Dに従って信号分離部２０２を制御し、後述するように上りリソース割
当情報ＳRAL#Uに従って送信処理部Ｔを制御する。
【００８０】
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　送信処理部Ｔは、データ信号生成部２０７、Ｌ１／Ｌ２制御信号生成部２０８、リファ
レンス信号生成部２０９、および、信号多重部２１０を含む。
【００８１】
　データ信号生成部２０７は、制御部２０６から入力した上りリソース割当情報ＳRAL#U

に従って、上りデータを送信する場合には上りデータ信号ＳTDATAを生成し信号多重部２
１０へ出力する。Ｌ１／Ｌ２制御信号生成部２０８は、上りリソース割当情報ＳRAL#Uに
従って、上りＬ１／Ｌ２制御信号を送信する場合には上りＬ１／Ｌ２制御信号ＳTCTLを生
成し信号多重部２１０へ出力する。リファレンス信号生成部２０９は、上りリソース割当
情報ＳRAL#Uに従ってリファレンス信号ＳTREFを生成し信号多重部２１０へ出力する。上
述したように、リファレンス信号生成部２０９では、上りデータ信号あるいは上りＬ１／
Ｌ２制御信号がある場合には復調／検波用リファレンス信号を、チャネル依存スケジュー
リングにエントリしている場合にはチャネル品質推定用リファレンス信号を、それぞれ上
りリソース割当情報ＳRAL#Uに従って生成する。
【００８２】
　信号多重部２１０は、上述のように生成された上りデータ信号ＳTDATA、上りＬ１／Ｌ
２制御信号ＳTCTL、および／または、リファレンス信号ＳTREFを上りリソース割当情報Ｓ

RAL#Uにより指定されたリソースブロックに多重することで送信信号ＳTXを生成し無線送
受信部２０１から基地局１０へ送信する。
【００８３】
　３．２）動作
　図５は本実施例による無線通信システムにおける動作を説明するための概略的システム
構成図である。ここでは、送信装置Ｔが図４に示す移動局２０に対応し、受信装置Ｒが図
３に示す基地局１０に対応する。同様の機能を有するブロックにはそれぞれ図３および図
４と同じ参照番号を付して説明は省略する。以下、図５のブロック図と図６および図７の
フローチャートとを参照しながら送信装置Ｔおよび受信装置Ｒの動作を説明する。なお、
図５では、送信装置Ｔから受信装置Ｒへ信号が送信されるので、上りおよび下りのリソー
ス割当情報ＳRAL#UおよびＳRAL#Dを単に「リソース割当情報ＳRAL」と記す。
【００８４】
　図６は本実施例における移動局の動作を示すフローチャートである。まず、移動局の制
御部２０６は基地局１０から受信したリソース割当情報ＳRALを設定すると（ステップＳ
３０１）、データ信号用のリソース割当があるかどうかを判断する（ステップＳ３０２）
。データ信号用のリソース割当があれば（ステップＳ３０２のＹＥＳ）、制御部２０６は
データ信号生成部２０７およびリファレンス信号生成部２０９を制御してデータ信号ＳDA

TAおよびリファレンス信号ＳREFを生成する（ステップＳ３０３）。データ信号用のリソ
ース割当がなければ（ステップＳ３０２のＮＯ）、制御部２０６はステップＳ３０３を実
行しない。
【００８５】
　続いて、制御部２０６は、Ｌ１／Ｌ２制御信号用のリソース割当があるかどうかを判断
する（ステップＳ３０４）。Ｌ１／Ｌ２制御信号用のリソース割当があれば（ステップＳ
３０４のＹＥＳ）、制御部２０６はＬ１／Ｌ２制御信号用生成部２０８およびリファレン
ス信号生成部２０９を制御してＬ１／Ｌ２制御信号ＳCTLおよびリファレンス信号ＳREFを
生成する（ステップＳ３０５）。Ｌ１／Ｌ２制御信号用のリソース割当がなければ（ステ
ップＳ３０４のＮＯ）、制御部２０６はステップＳ３０５を実行しない。
【００８６】
　続いて、制御部２０６は、チャネル品質推定用リファレンス信号（独立リファレンス信
号）のリソース割当があるかどうかを判断する（ステップＳ３０６）。独立リファレンス
信号用のリソース割当があれば（ステップＳ３０６のＹＥＳ）、制御部２０６はリファレ
ンス信号生成部２０９を制御して独立リファレンス信号ＳREFを生成する（ステップＳ３
０７）。独立リファレンス信号用のリソース割当がなければ（ステップＳ３０６のＮＯ）
、制御部２０６はステップＳ３０７を実行しない。
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【００８７】
　こうして、データ信号生成部２０７、Ｌ１／Ｌ２制御信号用生成部２０８および／また
はリファレンス信号生成部２０９により生成された信号は、既に述べたようにリソース割
当情報ＳRALに従って周波数多重および／または時間多重され、送信信号ＳTXが生成され
る（ステップＳ３０８）。送信信号ＳTXは無線送受信部２０１を通して基地局へ送信され
る（ステップＳ３０９）。
【００８８】
　図７は本実施例における基地局の動作を示すフローチャートである。まず、基地局１０
の制御部１０６は、複数の移動局から信号を受信すると（ステップＳ４０１）、リソース
割当情報ＳRALを用いて信号分離部１０２を制御する。これにより信号分離部１０２は、
各移動局ＵＥに割り当てられたリソースブロックを特定し、それぞれの移動局ＵＥに対応
する受信データ信号ＳRDATA、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号ＳRCTL、および、３種類のリファ
レンス信号（受信データ復調／検波用リファレンス信号ＳDREF、受信Ｌ１／Ｌ２制御信号
復調／検波用リファレンス信号ＳCREF、チャネル品質推定用の独立リファレンス信号ＳIR

EF）を分離する（ステップＳ４０２）。
【００８９】
　続いて、制御部１０６はリソース管理部１０７を制御し、それぞれの移動局ＵＥについ
て、データ信号用のリソース割当があるかどうかを判断する（ステップＳ４０３）。各移
動局ＵＥについてデータ信号用のリソース割当があれば（ステップＳ４０３のＹＥＳ）、
制御部１０６はデータ信号再生部１０３を制御して当該移動局ＵＥからの上りデータ信号
ＳDATAを再生し、伝搬路品質測定部１０５を制御して当該受信データの復調／検波用リフ
ァレンス信号ＳDREFから当該移動局ＵＥのチャネル品質ＳCQIを測定する（ステップＳ４
０４）。データ信号用のリソース割当がない移動局に関しては（ステップＳ４０３のＮＯ
）、制御部１０６はステップＳ４０４を実行しない。
【００９０】
　続いて、制御部１０６はリソース管理部１０７を制御し、それぞれの移動局ＵＥについ
て、Ｌ１／Ｌ２制御信号用のリソース割当があるかどうかを判断する（ステップＳ４０５
）。各移動局ＵＥについてＬ１／Ｌ２制御信号用のリソース割当があれば（ステップＳ４
０５のＹＥＳ）、制御部１０６はＬ１／Ｌ２制御信号再生部１０４を制御して当該移動局
ＵＥからの上りＬ１／Ｌ２制御信号ＳCTLを再生し、伝搬路品質測定部１０５を制御して
当該Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号ＳCREFから当該移動局ＵＥのチ
ャネル品質ＳCQIを測定する（ステップＳ４０６）。Ｌ１／Ｌ２制御信号用のリソース割
当がない移動局に関しては（ステップＳ４０３のＮＯ）、制御部１０６はステップＳ４０
６を実行しない。
【００９１】
　続いて、制御部１０６は、チャネル品質推定用リファレンス信号（独立リファレンス信
号）のリソース割当があるかどうかを判断する（ステップＳ４０７）。独立リファレンス
信号用のリソース割当があれば（ステップＳ４０７のＹＥＳ）、制御部１０６は伝搬路品
質測定部１０５を制御して当該独立リファレンス信号ＳIREFから当該移動局ＵＥのチャネ
ル品質ＳCQIを測定する（ステップＳ４０８）。独立リファレンス信号用のリソース割当
がない移動局に関しては（ステップＳ４０７のＮＯ）、制御部１０６はステップＳ４０８
を実行しない。
【００９２】
　続いて、制御部１０６はリソース管理部１０７を制御して、伝搬路品質測定部１０５に
より出力された各移動局のチャネル品質ＳCQIに基づいて各移動局のリソース割当（リソ
ース割当情報ＳRAL）を決定する（ステップＳ４０９）。そして、既に述べたように、各
移動局に対して、対応するリソース割当情報ＳRALを通知する（ステップＳ４１０）。
【００９３】
　３．３）リソース割当
　以下、図１に示すリソース割当を例にとって、基地局によるリファレンス信号用のリソ
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ース割当動作を説明する。
【００９４】
　図８（Ａ）は図１に示すリソース割当を示すフレーム構成図であり、（Ｂ）はデータ送
信を行う移動局のリファレンス信号割当を示すシーケンス図、（Ｃ）はＬ１／Ｌ２制御信
号の送信を行う移動局のリファレンス信号割当を示すシーケンス図、（Ｄ）は独立リファ
レンス信号の送信を行う移動局のリファレンス信号割当を示すシーケンス図である。
【００９５】
　図８（Ｂ）において、たとえば移動局ＵＥ１は、上記１．３）の第１例～第３例に示し
たように、基地局１０からのリソース割当情報ＳRALに従ってチャネル品質推定用リファ
レンス信号ＳIREFをショートブロックＳＢ＃１あるいはＳＢ＃２の空き周波数リソースを
利用して送信しているものとする。基地局１０は、このチャネル品質推定用リファレンス
信号ＳIREFから移動局ＵＥ１のチャネル品質ＳCQIを測定し、移動局ＵＥ１に図８（Ａ）
に示すデータ信号用のリソースを割り当てる決定をすると、割り当てられる送信周波数帯
域幅およびそれに対応するショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２の周波数リソースを
示すリソース割当情報ＳRALを移動局ＵＥ１へ通知する。移動局ＵＥ１は、そのリソース
割当情報ＳRALに従って、上りデータＳDATAとその復調／検波用リファレンス信号ＳREFを
生成し、図８（Ａ）に示すように復調／検波用リファレンス信号ＳREFをショートブロッ
クＳＢ＃１およびＳＢ＃２の両方に離散周波数多重および時間多重して、基地局へ送信す
る。
【００９６】
　図８（Ｃ）において、たとえば移動局ＵＥ３は、上記１．３）の第１例～第３例に示し
たように、基地局１０からのリソース割当情報ＳRALに従ってチャネル品質推定用リファ
レンス信号ＳIREFをショートブロックＳＢ＃１あるいはＳＢ＃２の空き周波数リソースを
利用して送信しているものとする。基地局１０は、このチャネル品質推定用リファレンス
信号ＳIREFから移動局ＵＥ３のチャネル品質ＳCQIを測定し、移動局ＵＥ３に図８（Ａ）
に示すＬ１／Ｌ２制御信号用のリソースを割り当てる決定をすると、割り当てられる送信
周波数帯域幅およびそれに対応するショートブロックＳＢ＃１の周波数リソースを示すリ
ソース割当情報ＳRALを移動局ＵＥ３へ通知する。移動局ＵＥ３は、そのリソース割当情
報ＳRALに従って、上りＬ１／Ｌ２制御信号ＳCTLとその復調／検波用リファレンス信号Ｓ

REFを生成し、図８（Ａ）に示すように復調／検波用リファレンス信号ＳREFをショートブ
ロックＳＢ＃１に離散周波数多重および時間多重して、基地局へ送信する。
【００９７】
　図８（Ｄ）において、移動局ＵＥ７が基地局１０に対してデータ送信要求を行い、基地
局１０のリソース管理部１０７においてチャネル依存スケジューリングにエントリしたも
のとする。この場合、移動局ＵＥ７は、上記１．３）の第１例～第３例に示したように、
基地局１０からのリソース割当情報ＳRALに従ってチャネル品質推定用リファレンス信号
ＳIREFをショートブロックＳＢ＃１あるいはＳＢ＃２の空き周波数リソースを利用して送
信する。ここでは、基地局１０は、図８（Ａ）に示すショートブロックＳＢ＃２の全周波
数帯域を示すリソース割当情報ＳRALを移動局ＵＥ７へ通知し、移動局ＵＥ７は、そのリ
ソース割当情報ＳRALに従って、チャネル品質推定用リファレンス信号ＳIREFを生成し、
ショートブロックＳＢ＃２に離散周波数多重および時間多重して基地局へ送信する。
【００９８】
　３．４）チャネル品質推定用リファレンス信号へのリソース割当
　次に本実施例によるチャネル品質推定用リファレンス信号へのリソース割当手順を示す
が、以下に述べるステップの順序はあくまでも一例であり、これに限定されるものではな
い。
【００９９】
　図９は本実施例によるチャネル品質推定用リファレンス信号へのリソース割当制御を示
すフローチャートである。本実施例では、フレーム毎に復調／検波用およびチャネル品質
推定用のリファレンス信号へのショートブロックＳＢ＃１およびＳＢ＃２における周波数
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リソースの割当動作が繰り返される（ステップＳ５０１）。
【０１００】
　１つのフレームにおいて、通信中の移動局があれば、それらのリファレンス信号に対し
て必要な送信帯域幅の周波数リソースを割り当てる（ステップＳ５０２）。具体的には、
データ通信中の移動局の復調／検波用リファレンス信号にはショートブロックＳＢ＃１お
よびＳＢ＃２の両方の周波数リソースを割り当て、Ｌ１／Ｌ２制御信号通信中の移動局の
復調／検波用リファレンス信号にショートブロックＳＢ＃１の周波数リソースを割り当て
る。
【０１０１】
　続いて、ショートブロックＳＢ＃２における空き周波数リソースの有無をチェックする
（ステップＳ５０３）。空き周波数リソースの有無をチェックは、既に１．３）項で説明
したように、たとえば次のような順で実行されうる。
【０１０２】
１）復調／検波用のリファレンス信号に割り当てられることがない周波数リソースがある
かどうか、
２）上記１）の空きが無い場合には、復調／検波用のリファレンス信号に割り当て可能で
あるが現在占有されていない周波数リソースがあるかどうか、
３）上記２）の空きが無い場合には、復調／検波用のリファレンス信号によって現在占有
されているが、以下の条件ＡおよびＢの両方を満たす周波数リソースがあるかどうか：
　条件Ａ）チャネル品質推定用のリファレンス信号の送信帯域幅が当該復調／検波用のリ
ファレンス信号の送信帯域幅と同じ；および
　条件Ｂ）符号多重方式で多重された場合のリファレンス信号の数が最大多重数より小さ
い。
【０１０３】
　ショートブロックＳＢ＃２にこのような空き周波数リソースが有れば（ステップＳ５０
３のＹＥＳ）、当該空き周波数リソースの帯域幅に応じて、チャネル依存スケジューリン
グで待機中の１つまたは複数の移動局のチャネル品質推定用リファレンス信号にショート
ブロックＳＢ＃２の当該空き周波数リソースを割り当てる（ステップＳ５０４）。
【０１０４】
　ショートブロックＳＢ＃２に上記空き周波数リソースが無ければ（ステップＳ５０３の
ＮＯ）、続いて、ショートブロックＳＢ＃１における空き周波数リソースの有無をチェッ
クする（ステップＳ５０５）。空き周波数リソースの有無をチェックは、上述の手順と同
じである。
【０１０５】
　ショートブロックＳＢ＃１にこのような空き周波数リソースが有れば（ステップＳ５０
５のＹＥＳ）、当該空き周波数リソースの帯域幅に応じて、チャネル依存スケジューリン
グで待機中の１つまたは複数の移動局のチャネル品質推定用リファレンス信号にショート
ブロックＳＢ＃１の当該空き周波数リソースを割り当てる（ステップＳ５０６）。ショー
トブロックＳＢ＃１にも空き周波数リソースが無ければ（ステップＳ５０５のＮＯ）、次
のフレームで同様の処理を繰り返す。
【０１０６】
　なお、チャネル品質推定用リファレンス信号にショートブロックＳＢ＃２の当該空き周
波数リソースを割り当て（ステップＳ５０４）、それに続いて、ショートブロックＳＢ＃
１における空き周波数リソースの有無をチェックするステップＳ５０５を実行してもよい
。
【０１０７】
　３．５）効果
　以上説明したように、本発明を無線通信システムの移動局および基地局に適用すること
で、リファレンス信号を送信しようとする周波数帯域内における同一ショートブロックで
離散周波数多重されるリファレンス信号の数を十分に小さい数に設定することが可能とな
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り、確保できるリファレンス信号の系列数の制約を十分に小さくすることができる。
【０１０８】
　また、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調／検波用リファレンス信号は、Ｌ１／Ｌ２制御信号が
割り当てられるロングブロックＬＢ＃１に時間方向で近いショートブロックＳＢ＃１に割
り当てられるので、Ｌ１／Ｌ２制御信号の復調に用いるチャネル推定を高い精度で実行で
きる。
【０１０９】
　更に、チャネル品質推定用リファレンス信号は、ショートブロックＳＢ＃１に割り当て
ることができない場合、時間軸上で次フレームに近いショートブロックＳＢ＃２に割り当
てられるので、チャネル品質測定が処理遅延の影響を受けにくくなる。
【０１１０】
　したがって、データ信号やＬ１／Ｌ２制御信号の復調精度、および、チャネル品質の測
定精度を高く保ちつつ、確保できるリファレンス信号の系列数の制約を十分に小さくする
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明は、無線通信システム、特にリファレンス信号（パイロット信号）をデータや成
語信号に多重する方式の移動通信システム、その基地局、移動局、基地局の動作プログラ
ム、移動局の動作プログラムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の第１実施形態によるリファレンス信号多重方法の一例を模式的に示す図
である。
【図２】本発明の第２実施形態によるリファレンス信号多重方法の一例を模式的に示す図
である。
【図３】本発明の一実施例による無線通信システムにおける基地局の主要な構成を示すブ
ロック図である。
【図４】本実施例による無線通信システムにおける移動局の構成を示すブロック図である
。
【図５】本実施例による無線通信システムにおける動作を説明するための概略的システム
構成図である。
【図６】本実施例における移動局の動作を示すフローチャートである。
【図７】本実施例における基地局の動作を示すフローチャートである。
【図８】（Ａ）は図１に示すリソース割当を示すフレーム構成図であり、（Ｂ）はデータ
送信を行う移動局のリファレンス信号割当を示すシーケンス図、（Ｃ）はＬ１／Ｌ２制御
信号の送信を行う移動局のリファレンス信号割当を示すシーケンス図、（Ｄ）は独立リフ
ァレンス信号の送信を行う移動局のリファレンス信号割当を示すシーケンス図である。
【図９】本実施例によるチャネル品質推定用リファレンス信号へのリソース割当制御を示
すフローチャートである。
【図１０】（Ａ）は非特許文献３に記載されたフレーム構成の一例を示すフォーマット図
、（Ｂ）はリファレンス信号の離散周波数多重(Distributed FDM)の一例を示すリファレ
ンス信号構造図、（Ｃ）は符号多重と離散周波数多重とのハイブリッド方式の一例を示す
リファレンス信号構造図である。
【符号の説明】
【０１１３】
１０　基地局
２０　移動局
１０１、２０１　無線送受信部
１０２、２０２　信号分離部
１０３、２０３　データ信号再生部
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１０４、２０４　L1/L2制御信号生成部
１０５、２０５　伝搬路品質測定部
１０６、２０６　制御部
１０７　リソース管理部
１０８、２０７　データ信号生成部
１０９、２０８　L1/L2制御信号生成部
１１０、２０９ リファレンス信号生成部
１１１、２１０　信号多重部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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