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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシングル
キャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定手段；
　決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知手段；
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブ
ロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の周波数ブロックを割り当てる送
信方式であり、前記シングルキャリア方式は、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブ
ロックを割り当てる送信方式であることを特徴とする基地局。
【請求項２】
　移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシングル
キャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定手段；
　決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知手段；
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリア
からなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分散型周波数ブロックを割り当て
る送信方式であり、前記シングルキャリア方式は、１つ以上の連続した分散型周波数ブロ
ックを割り当てる送信方式であることを特徴とする基地局。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の基地局において：
　前記送信方式決定手段は、移動局より通知されるパスロス、最大送信電力値に基づいて
、前記移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシン
グルキャリア方式により送信させるかを決定することを特徴とする基地局。
【請求項４】
　請求項３に記載の基地局において：
　前記送信方式決定手段は、通知されたパスロスに基づいて、予め規定した受信品質とな
るような送信電力を推定し、前記最大送信電力値と該推定値との差が所定の閾値以上であ
る移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させると決定する
ことを特徴とする基地局。
【請求項５】
　請求項１に記載の基地局において：
　マルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅を連続する
周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の
周波数ブロックを割り当て、シングルキャリア方式により送信させると決定された場合に
、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブロックを割り当てる送信帯域決定手段；
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項６】
　請求項２に記載の基地局において：
　マルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅内に離散的
に分散した周波数サブキャリアからなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分
散型周波数ブロックを割り当て、シングルキャリア方式により送信させると決定された場
合に、１つ以上の連続した分散型周波数ブロックを割り当てる送信帯域決定手段；
　を備えることを特徴とする基地局。
【請求項７】
　基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシ
ングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状態測定用信
号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピング手段；
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブ
ロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の周波数ブロックを割り当てる送
信方式であり、前記シングルキャリア方式は、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブ
ロックを割り当てる送信方式であることを特徴とする移動局。
【請求項８】
　基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシ
ングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状態測定用信
号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピング手段；
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリア
からなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分散型周波数ブロックを割り当て
る送信方式であり、前記シングルキャリア方式は、１つ以上の連続した分散型周波数ブロ
ックを割り当てる送信方式であることを特徴とする移動局。
【請求項９】
　請求項７に記載の移動局において：
　前記データマッピング手段は、マルチキャリア方式により送信させると決定された場合
に、システム帯域幅を周波数サブキャリアのブロックに分割した周波数ブロックのうち、
不連続な複数の周波数ブロックに伝搬路状態測定用信号の信号系列をマッピングし、シン
グルキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅を連続する周波
数サブキャリアのブロックに分割した周波数ブロックに伝搬路状態測定用信号の信号系列
をマッピングすることを特徴とする移動局。
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【請求項１０】
　請求項８に記載の移動局において：
　前記データマッピング手段は、マルチキャリア方式により送信させると決定された場合
に、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリアからなる分散型周波数ブロ
ックのうち、不連続な複数の分散型周波数ブロックに伝搬路状態測定用信号の信号系列を
マッピングし、シングルキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯
域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリアからなる分散型周波数ブロックに伝搬路状
態測定用信号の信号系列をマッピングすることを特徴とする移動局。
【請求項１１】
　基地局が、移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させる
かシングルキャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定ステップ；
　基地局が、決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知ステッ
プ；
　移動局が、基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信
させるかシングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状
態測定用信号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピングステップ；
　移動局が、前記伝搬路測定用信号を送信する伝搬路測定用信号送信ステップ；
　を有し、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブ
ロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の周波数ブロックを割り当てる送
信方式であり、前記シングルキャリア方式は、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブ
ロックを割り当てる送信方式であることを特徴とする伝搬路測定用信号の送信制御方法。
【請求項１２】
　基地局が、移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させる
かシングルキャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定ステップ；
　基地局が、決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知ステッ
プ；
　移動局が、基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信
させるかシングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状
態測定用信号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピングステップ；
　移動局が、前記伝搬路測定用信号を送信する伝搬路測定用信号送信ステップ；
　を有し、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリア
からなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分散型周波数ブロックを割り当て
る送信方式であり、前記シングルキャリア方式は、１つ以上の連続した分散型周波数ブロ
ックを割り当てる送信方式であることを特徴とする伝搬路測定用信号の送信制御方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載の伝搬路測定用信号の送信制御方法において：
　移動局が、パスロス、最大送信電力値を通知するステップ；
　を有し、
　前記送信方式決定ステップは、移動局より通知されるパスロス、最大送信電力値に基づ
いて、前記移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるか
シングルキャリア方式により送信させるかを決定することを特徴とする伝搬路測定用信号
の送信制御方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の伝搬路測定用信号の送信制御方法において：
　前記送信方式決定ステップは、通知されたパスロスに基づいて、予め規定した受信品質
となるような送信電力を推定し、前記最大送信電力値と該推定値との差が所定の閾値以上
である移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させると決定
することを特徴とする伝搬路測定用信号の送信制御方法。
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【請求項１５】
　請求項１１に記載の伝搬路測定用信号の送信制御方法において：
　マルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅を連続する
周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の
周波数ブロックを割り当て、シングルキャリア方式により送信させると決定された場合に
、連続する１つ以上の周波数ブロックを割り当てる送信帯域決定ステップ；
　を有することを特徴とする伝搬路測定用信号の送信制御方法。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の伝搬路測定用信号の送信制御方法において：
　マルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅内に離散的
に分散した周波数サブキャリアからなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分
散型周波数ブロックを割り当て、シングルキャリア方式により送信させると決定された場
合に、連続した１つ以上の分散型周波数ブロックを割り当てる送信帯域決定手段；
　を備えることを特徴とする伝搬路測定用信号の送信制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、移動局および伝搬路測定用信号の送信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＭＴ－２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　２０００）の次世代の移動通信方式である第４世代移動通信方式（４
Ｇ）の開発が進められている。
【０００３】
　第４世代移動通信方式では、セルラシステムを始めとするマルチセル環境から、ホット
スポットエリアや屋内などの孤立セル環境までを柔軟にサポートし、さらに双方のセル環
境で周波数利用効率の増大を図ることが望まれている。
【０００４】
　第４世代移動通信方式において移動局から基地局へのリンク（以下、上りリンクと呼ぶ
）については、以下の無線アクセス方式が提案されている。シングルキャリア伝送方式で
は、例えばＤＳ－ＣＤＭＡ（ｄｉｒｅｃｔ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）方式、ＩＦＤＭＡ（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式、可変
拡散率・チップ繰り返しファクタ（ＶＳＣＲＦ－ＣＤＭＡ：　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｓｐｒ
ｅａｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈｉｐ　Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　Ｆａｃｔｏｒｓ－ＣＤＭＡ）
方式が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　マルチキャリア伝送方式では、例えばＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式、Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ
、マルチキャリア符号分割多元接続（ＭＣ－ＣＤＭＡ：　Ｍｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　
Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ） 方式、ＶＳＦ－Ｓｐ
ｒｅａｄ　ＯＦＤＭ（Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒ　Ｓｐｒｅ
ａｄ　ＯＦＤＭ）方式が提案されている。
【０００６】
　シングルキャリア方式は、端末の消費電力に関して、ピーク電力が小さいので、送信電
力増幅器のバックオフを小さくでき、電力効率がよい。
【０００７】
　また、上りリンクではユーザ端末の送信電力の制限の観点から、ＰＡＰＲ（ｐｅａｋ－
ｔｏ－ａｖｅｒａｇｅ　ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ）が小さく、送信アンプの効率を高く出
来る、シングルキャリア伝送が適している。また、シングルキャリア伝送を適用すること
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により、より遠くまで送信信号が届くため、カバレッジを広げることができる。
【０００８】
　一方、周波数選択性フェージングによる周波数領域の伝搬路変動を利用する、周波数ス
ケジューリング法においては、より良好な受信状態の帯域を用いて、データの伝送を行う
ために、ユーザ端末は広帯域の伝搬路状態測定用信号を送信する必要がある。
【特許文献１】特開２００４－２９７７５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【００１０】
　広帯域で伝搬路状態測定用信号を送信する場合、帯域あたりの送信電力密度、基地局側
では、受信信号電力密度が小さくなるため、基地局における伝搬路状態の測定精度が劣化
する問題がある。
【００１１】
　そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、伝搬路状態の測定精度を向上
させることができる基地局、移動局および伝搬路状態測定用信号の送信方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明の基地局は、
　移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシングル
キャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定手段と、
　決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知手段と
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブ
ロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の周波数ブロックを割り当てる送
信方式であり、前記シングルキャリア方式は、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブ
ロックを割り当てる送信方式である。
　本発明の基地局は、
　移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシングル
キャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定手段と、
　決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知手段と
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリア
からなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分散型周波数ブロックを割り当て
る送信方式であり、前記シングルキャリア方式は、１つ以上の連続した分散型周波数ブロ
ックを割り当てる送信方式である。
【００１３】
　このように構成することにより、移動局に対して、マルチキャリア信号により、周波数
領域で、間隔を開けて、伝搬路状態測定用の信号を送信させることができる。また、伝搬
路状態測定用信号のトータルの送信帯域幅を広げずに、すなわち電力密度を小さくせずに
、周波数領域の広い範囲の受信チャネル状態を測定することができる。
【００１４】
　また、本発明の移動局は、
　基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシ
ングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状態測定用信
号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピング手段
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブ
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ロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の周波数ブロックを割り当てる送
信方式であり、前記シングルキャリア方式は、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブ
ロックを割り当てる送信方式である。
　本発明の移動局は、
　基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシ
ングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状態測定用信
号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピング手段
　を備え、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリア
からなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分散型周波数ブロックを割り当て
る送信方式であり、前記シングルキャリア方式は、１つ以上の連続した分散型周波数ブロ
ックを割り当てる送信方式である。
【００１５】
　このように構成することにより、マルチキャリア信号により、周波数領域で、間隔を開
けて、伝搬路状態測定用の信号を送信することができる。
【００１６】
　また、本発明の伝搬路測定用信号の送信制御方法は、
　基地局が、移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させる
かシングルキャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定ステップと、
　基地局が、決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知ステッ
プと、
　移動局が、基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信
させるかシングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状
態測定用信号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピングステップと、
　移動局が、前記伝搬路測定用信号を送信する伝搬路測定用信号送信ステップと
　を有し、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアからなるブ
ロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の周波数ブロックを割り当てる送
信方式であり、前記シングルキャリア方式は、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブ
ロックを割り当てる送信方式である。
　本発明の伝搬路測定用信号の送信制御方法は、
　基地局が、移動局に対して、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させる
かシングルキャリア方式により送信させるかを決定する送信方式決定ステップと、
　基地局が、決定された送信方式を示す情報を前記移動局に通知する送信方式通知ステッ
プと、
　移動局が、基地局により通知された伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信
させるかシングルキャリア方式により送信させるかを示す送信方式に基づいて、伝搬路状
態測定用信号の信号系列をサブキャリアにマッピングするデータマッピングステップと、
　移動局が、前記伝搬路測定用信号を送信する伝搬路測定用信号送信ステップと
　を有し、
　前記マルチキャリア方式は、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリア
からなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分散型周波数ブロックを割り当て
る送信方式であり、前記シングルキャリア方式は、１つ以上の連続した分散型周波数ブロ
ックを割り当てる送信方式である。
【００１７】
　このようにすることにより、基地局は、移動局に対して、マルチキャリア信号により、
周波数領域で、間隔を開けて、伝搬路状態測定用の信号を送信させることができる。また
、基地局は、伝搬路状態測定用信号のトータルの送信帯域幅を広げずに、すなわち電力密
度を小さくせずに、周波数領域の広い範囲の受信チャネル状態を測定することができる。
【発明の効果】



(7) JP 5065609 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

【００１８】
　本発明の実施例によれば、伝搬路状態の測定精度を向上させることができる基地局、移
動局および伝搬路状態測定用信号の送信方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
繰り返しの説明は省略する。
【００２０】
　本発明の実施例にかかる無線通信システムについて説明する。
【００２１】
　本実施例にかかる無線通信システムは、基地局１００と移動局２００とを備える。
【００２２】
　次に、本実施例にかかる基地局１００について、図１を参照して説明する。
【００２３】
　基地局１００は送信装置を備え、送信装置は、移動局２００より通知されるパスロス、
最大送信電力値が入力される送信方式決定部１０２と、送信方式決定部１０２の出力信号
が入力される送信帯域決定部１０４と、送信帯域決定部１０４と接続された送信帯域管理
部１０８と、送信帯域決定部１０４の出力信号が入力される送信方式通知手段としての符
号割り当て部１０６と、符号割り当て部１０６と接続された符号管理部１１０とを備える
。
【００２４】
　送信方式決定部１０２は、移動局２００が送信する伝搬路状態測定用信号の送信方式を
決定する。例えば、送信方式決定部１０２は、各ユーザに対してシングルキャリア送信方
式により伝搬路状態測定用信号を送信させるか、マルチキャリア送信方式により伝搬路状
態測定用信号を送信させるかを決定する。
【００２５】
　例えば、送信方式決定部１０２は、基地局の近傍に位置するユーザに対してマルチキャ
リア送信方式により伝搬路状態測定用信号を送信させると決定する。また、送信方式決定
部１０２は、基地局の近傍に位置するユーザ以外のユーザに対して、シングルキャリア送
信方式により伝搬路状態測定用信号を送信させると決定する。
【００２６】
　例えば、送信方式決定部１０２は、移動局２００より通知されるパスロス、最大送信電
力値に基づいて、伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させるかシングルキ
ャリア方式により送信させるかを決定する。
【００２７】
　移動局２００が、広い帯域で伝搬路測定用信号を送信した場合、単位帯域当たりの送信
電力は小さくなる。したがって、基地局１００においては受信される伝搬路測定用信号の
受信レベルが低くなり、測定精度が悪くなる。この場合、基地局１００において、伝搬路
測定用信号の受信レベルが悪くならない移動局を選択するようにした場合、広い帯域で送
信できる移動局が限定される。
【００２８】
　そこで、本実施例においては、マルチキャリア方式により送信する移動局と、シングル
キャリア方式により送信する移動局とを周波数分割多重（ＦＤＭ）する。
【００２９】
　この場合、マルチキャリア方式により送信する移動局間を符号分割多重接続（ＣＤＭＡ
）するようにしてもよい。さらに、マルチキャリア方式により送信する移動局間を周波数
分割多元接続（ＦＤＭＡ）するようにしてもよい。
【００３０】
　また、シングルキャリア方式により送信する移動局間を周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ
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）および符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）するようにしてもよい。
【００３１】
　また、マルチキャリア方式により送信する移動局と、シングルキャリア方式により送信
する移動局とをＩＦＤＭＡするようにしてもよい。
【００３２】
　この場合、マルチキャリア方式により送信する移動局間を周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）および符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）するようにしてもよい。
シングルキャリア方式により送信する移動局間を周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）および
符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）するようにしてもよい。
【００３３】
　このようにすることにより、基地局１００は、伝搬路状態測定用信号のトータルの送信
帯域幅を広げずに、すなわち電力密度を小さくせずに、周波数領域の広い範囲の受信チャ
ネル状態を測定することができる。
【００３４】
　例えば、送信電力に余裕のあるユーザ端末に対して、マルチキャリア方式により、周波
数領域で間隔を空けて、伝搬路状態測定用の信号を送信させる。この場合、送信方式決定
部１０２は、通知されたパスロスに基づいて、予め規定した受信品質となるような送信電
力を推定し、最大送信電力値と該推定値との差が所定の閾値以上である移動局に対して、
伝搬路測定用信号をマルチキャリア方式により送信させると決定する。
【００３５】
　送信帯域決定部１０４は、伝搬路状態測定用信号の送信帯域を決定する。
【００３６】
　例えば、送信帯域決定部１０４は、送信方式決定部１０２によりマルチキャリア送信方
式により伝搬路状態測定用信号を送信させると決定した移動局に対し、連続した帯域では
なく周波数軸上で不連続な帯域を割り当てる。また、送信帯域決定部１０４は、送信方式
決定部１０２によりシングルキャリア送信方式により伝搬路状態測定用信号を送信させる
と決定した移動局に対し、帯域を狭めて連続した帯域を割り当てる。
【００３７】
　例えば、マルチキャリア方式により送信する移動局と、シングルキャリア方式により送
信する移動局とを周波数分割多重するシステムの場合、送信帯域決定部１０４は、図２に
示すように、マルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅
を連続する周波数サブキャリアからなるブロックに分割した周波数ブロックのうち、不連
続な複数の周波数ブロックを割り当て（送信電力に余裕のあるＵＥ）、シングルキャリア
方式により送信させると決定された場合に、周波数領域で連続する１つ以上の周波数ブロ
ックを割り当てる（送信電力に余裕のないＵＥ）。
【００３８】
　移動局２００は、割り当てられた帯域を使用して伝搬路測定用信号を送信する。基地局
１００は、伝搬路測定用信号の受信状態に基づいてスケジューリングを実行し、各移動局
が伝搬路測定用信号を送信している帯域の範囲内で、データチャネルの送信用の帯域を割
り当てる。
【００３９】
　また、例えばマルチキャリア方式により送信する移動局と、シングルキャリア方式によ
り送信する移動局とをＩＦＤＭＡするシステムの場合、送信帯域決定部１０４は、図３に
示すように、マルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅
内に離散的に分散した周波数サブキャリアからなる分散型周波数ブロックのうち、不連続
な複数の分散型周波数ブロックを割り当て（送信電力に余裕のあるＵＥ）、シングルキャ
リア方式により送信させると決定された場合に、１つ以上の連続した分散型周波数ブロッ
クを割り当てる（送信電力に余裕のないＵＥ）。
【００４０】
　移動局２００は、割り当てられた帯域を使用して伝搬路測定用信号を送信する。基地局
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１００は、伝搬路測定用信号の受信状態に基づいてスケジューリングを実行し、各移動局
が伝搬路測定用信号を送信している帯域の範囲内で、データチャネルの送信用の帯域を割
り当てる。
【００４１】
　送信帯域管理部１０８は、送信帯域決定部１０４により割り当てられた周波数帯域の割
り当て状況を管理する。すなわち、送信帯域管理部１０８は、現在の帯域のユーザによる
使用状況、どの帯域をどのユーザが使用しているかを管理する。
【００４２】
　符号割り当て部１０６は、伝搬路状態測定用信号の符号を決定する。例えば、符号割り
当て部１０６は、伝搬路測定用信号を送信する各移動局を、周波数軸上で直交させるよう
に符号を割り当てる。また、符号割り当て部１０６は、移動局２００へ、伝搬路状態測定
用信号の送信方式、送信帯域および符号を通知する。
【００４３】
　符号管理部１１０は、伝搬路状態測定用信号用に対する符号の割り当て状況を管理する
。すなわち、符号管理部１１０は、符号の使用状況を管理する。
【００４４】
　次に、本実施例にかかる移動局２００について、図４を参照して説明する。
【００４５】
　移動局２００は受信装置を備え、受信装置は、基地局１００により通知される伝搬路状
態測定用の符号を示す情報が入力される送信信号系列生成部２０２と、送信信号系列生成
部２０２の出力信号が入力されるＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ）部２０４と、ＤＦＴ部２０４の出力信号と、基地局１００により通知される
帯域を示す情報および送信方式を示す情報が入力されるデータマッピング部２０６と、デ
ータマッピング部２０６の出力信号が入力されるＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　
Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）部２０８とを備える。
【００４６】
　送信信号系列生成部２０２は、通知された符号に基づき、伝搬路状態測定用信号の信号
系列を生成し、ＤＦＴ部２０４に入力する。
【００４７】
　ＤＦＴ部２０４は、入力された伝搬路状態測定用信号の信号系列に対して、離散的フー
リエ変換処理を行い、信号系列を生成し、データマッピング部２０６に入力する。例えば
、ＤＦＴ部２０４は、時間領域の波形を周波数領域の波形に変換する。
【００４８】
　データマッピング部２０６は、通知された送信方式、送信帯域に基づき、生成した信号
系列をサブキャリアにマッピングし、ＩＦＦＴ部２０８に入力する。
【００４９】
　例えば、マルチキャリア方式により送信する移動局と、シングルキャリア方式により送
信する移動局とを周波数分割多重するシステムの場合、データマッピング部２０６は、マ
ルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅を周波数サブキ
ャリアのブロックに分割した周波数ブロックのうち、不連続な複数の周波数ブロックに伝
搬路状態測定用信号の信号系列をマッピングし、シングルキャリア方式により送信させる
と決定された場合に、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアのブロックに分割し
た周波数ブロックに伝搬路状態測定用信号の信号系列をマッピングする。
【００５０】
　また、例えばマルチキャリア方式により送信する移動局と、シングルキャリア方式によ
り送信する移動局とをＩＦＤＭＡするシステムの場合、データマッピング部２０６は、マ
ルチキャリア方式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅内に離散的に分
散した周波数サブキャリアからなる分散型周波数ブロックのうち、不連続な複数の分散型
周波数ブロックに伝搬路状態測定用信号の信号系列をマッピングし、シングルキャリア方
式により送信させると決定された場合に、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サ
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ブキャリアからなる分散型周波数ブロックに伝搬路状態測定用信号の信号系列をマッピン
グする。
【００５１】
　ＩＦＦＴ部２０８は、サブキャリアにマッピングされた信号系列に対し、逆フーリエ変
換処理を行い、送信する。
【００５２】
　次に、本実施例にかかる無線通信システムの動作について、図５を参照して説明する。
【００５３】
　移動局２００は、基地局１００が常に送信している下りパイロット信号を用いて、その
送信電力を測定することにより、移動局２００と基地局１００間のパスロスを測定し、移
動局の最大送信電力値と共に、基地局１００に通知する（ステップＳ５０２）。
【００５４】
　次に、基地局１００は、移動局２００から通知された移動局と基地局間のパスロスおよ
び移動局の最大送信電力値に基づいて、伝搬路状態測定用信号の送信方式を決定する（ス
テップＳ５０４）。
【００５５】
　次に、基地局１００は、移動局２００の伝搬路状態測定用信号の送信帯域および符号を
決定する（ステップＳ５０６）。基地局１００は、ある所定の周期で伝搬路状態測定用信
号の送信帯域および符号を決定する。基地局１００は、測定用信号を送信させる場合、周
波数軸上で、各移動局を直交させように符号を割り当てる。
【００５６】
　次に、基地局１００から移動局２００に、伝搬路状態測定用信号の送信方式、送信帯域
および符号を通知する（ステップＳ５０８）。
【００５７】
　次に、移動局２００は、基地局１００から通知された送信方式、送信帯域および符号を
用いて伝搬路状態測定用信号を送信する（ステップＳ５１０）。
【００５８】
　次に、基地局１００は、各移動局の伝搬路状態測定用信号の受信状態に基づいて、スケ
ジューリングを実行し、各移動局が伝搬路状態測定用信号を送信している帯域の範囲で、
データチャネルの送信用の帯域を割り当てる（ステップＳ５１２）。
【００５９】
　本実施例によれば、帯域あたりの電力密度を高く保ちつつ、（周波数領域で）広範囲の
伝搬路状態を測定することが可能となる。
【００６０】
　その結果、周波数スケジューリングを適用することにより、より伝搬路状態のよい帯域
を用いて、データチャネルを送信することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明にかかる基地局、移動局および伝搬路測定用信号の送信制御方法は、無線通信シ
ステムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる伝搬路状態測定用信号の送信帯域の割り当てを示す説
明図である。
【図３】本発明の一実施例にかかる伝搬路状態測定用信号の送信帯域の割り当てを示す説
明図である。
【図４】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す部分ブロック図である。
【図５】本発明の一実施例にかかる無線通信システムの動作を示すフロー図である。
【符号の説明】
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【００６３】
１０　送信装置
２０　受信装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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