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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動局に対する下りリンクのパケットの送信を制御するパケット送信制御装置で
あって、
　前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、前記下りリンクの無線品質情報と、
前記パケットの送信に用いられる送信方法とを関連付けて記憶する記憶部と、
　前記移動局から報告された前記下りリンクの無線品質情報と、前記パケットの送信に使
用可能な送信リソースとに基づいて、前記記憶部を参照して、前記パケットの送信に用い
られる送信方法を決定する決定部と、
　決定された前記送信方法を用いて前記パケットを送信するパケット送信部とを具備し、
　前記決定部は、未だ送信していない前記パケットを初回送信パケットとして送信する場
合に、１つの送信タイミングにおいて、前記パケットの送信に使用可能な送信リソースが
、前記複数の移動局に対して均等に割り当てられるように、前記送信方法を決定すること
を特徴とするパケット送信制御装置。
【請求項２】
　複数の移動局に対する下りリンクのパケットの送信を制御するパケット送信制御装置で
あって、
　前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、前記下りリンクの無線品質情報と、
前記パケットの送信に用いられる送信方法とを関連付けて記憶する記憶部と、
　前記移動局から報告された前記下りリンクの無線品質情報と、前記パケットの送信に使
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用可能な送信リソースとに基づいて、前記記憶部を参照して、前記パケットの送信に用い
られる送信方法を決定する決定部と、
　決定された前記送信方法を用いて前記パケットを送信するパケット送信部とを具備し、
　前記決定部は、以前に送信した前記パケットを再送パケットとして再送する場合に、以
前の下りリンクの無線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報と、以前の前記パケ
ットの送信に使用可能な送信リソースと、現在の前記パケットの送信に使用可能な送信リ
ソースとに基づいて、前記送信方法を決定することを特徴とするパケット送信制御装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、
　前記送信方法として、前記パケットの送信に用いられるトランスポートブロックサイズ
を記憶しており、
　前記記憶部において、前記下りリンクの無線品質情報及び前記パケットの送信に使用可
能なコードリソースが固定されている場合に、前記トランスポートブロックサイズは、所
定のパケット誤り率を満たし、かつ、最大値となるように設定されていることを特徴とす
る請求項１又は請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項４】
　前記記憶部は、前記送信方法として、前記パケットの送信に用いられるトランスポート
ブロックサイズと、前記パケットの送信に用いられる変調方式と、前記パケットの送信に
用いられるコードリソース量と、前記パケットの送信に用いられる電力リソース量とを記
憶することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項５】
　前記決定部は、送信すべきパケットのデータ量が、前記送信方法として決定されたトラ
ンスポートブロックサイズより少ない場合に、該送信方法として決定された電力リソース
量を低減することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項６】
　前記決定部は、「（低減する電力リソース量）＝｛（送信方法として決定されたトラン
スポートブロックサイズに相当する無線品質情報）－（送信すべきパケットのデータ量に
相当する無線品質情報）｝×（任意の係数）」に従って、低減する電力リソース量を決定
することを特徴とする請求項５に記載のパケット送信制御装置。
【請求項７】
　前記任意の係数は、１未満であることを特徴とする請求項６に記載のパケット送信制御
装置。
【請求項８】
　前記決定部は、前記電力リソース量を低減した場合で、かつ、前記パケットの送信に用
いられる電力リソース量が所定の下限値よりも小さい場合に、該所定の下限値を前記パケ
ットの送信に用いられる電力リソース量として決定することを特徴とする請求項５に記載
のパケット送信制御装置。
【請求項９】
　前記決定部は、前記送信方法として決定されたトランスポートブロックサイズが、最小
データ送信単位よりも小さい場合、前記移動局に対して前記下りリンクのパケットを送信
することを中止し、他の移動局に対して前記下りリンクのパケットを送信することを特徴
とする請求項１又は請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項１０】
　前記決定部は、前記送信方法として決定されたトランスポートブロックサイズが、最小
データ送信単位よりも小さい場合、前記最小データ送信単位で前記パケットを送信するこ
とができるように前記送信方法を決定することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
のパケット送信制御装置。
【請求項１１】
　前記決定部は、前記パケットの送信を行う移動局の送信方法を決定する際に、該移動局
の他に前記パケットを送信する移動局の数をＮとし、前記下りリンクの無線品質情報を「
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下りリンクの無線品質情報－１０×ｌｏｇ１０Ｎ」と変更し、前記送信方法として決定さ
れた電力リソース量を「１０×ｌｏｇ１０Ｎ」に相当する量だけ低減することによって、
前記送信方法を決定することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のパケット送信制
御装置。
【請求項１２】
　前記決定部は、以前に送信した前記パケットを再送する場合に、以前の下りリンクの無
線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報と、以前の前記パケットの送信に使用可
能な送信リソースと、現在の前記パケットの送信に使用可能な送信リソースとに基づいて
、以前に前記パケットを送信した時の無線状態よりも、現在の無線状態の方が良いと判断
した場合に、前記送信方法として決定された電力リソース量を低減することを特徴とする
請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項１３】
　前記決定部は、「（低減する電力リソース量）＝｛（現在の下りリンクの無線品質情報
）－（以前の下りリンクの無線品質情報）｝×（任意の係数）＋｛（現在のパケットの送
信に使用可能な電力リソース）－（以前のパケットの送信に使用可能な電力リソース）｝
×（任意の係数）」に従って、低減する前記電力リソース量を決定することを特徴とする
請求項１２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項１４】
　前記任意の係数は、１未満であることを特徴とする請求項１３に記載のパケット送信制
御装置。
【請求項１５】
　前記決定部は、前記電力リソース量を低減した場合で、かつ、前記パケットの送信に用
いられる電力リソース量が所定の下限値よりも小さい場合に、該所定の下限値を前記パケ
ットの送信に用いられる電力リソース量として決定することを特徴とする請求項１２に記
載のパケット送信制御装置。
【請求項１６】
　前記決定部は、以前に送信した前記パケットを再送する場合に、以前の下りリンクの無
線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報と、以前の前記パケットの送信に使用可
能な送信リソースと、現在の前記パケットの送信に使用可能な送信リソースとに基づいて
、以前に前記パケットを送信した時の無線状態よりも、現在の無線状態の方が悪いと判断
した場合に、前記パケットの送信に使用可能な送信リソースを最大限に使用するように前
記送信方法を決定することを特徴とする請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項１７】
　前記決定部は、以前の前記パケットの送信の際に前記送信方法として決定された変調方
式が１６ＱＡＭである場合で、かつ、該変調方式がＱＰＳＫに変更されたときの符号化率
が所定値よりも小さくなる場合に、前記パケットの送信に用いられる変調方式をＱＰＳＫ
に変更することによって、前記パケットの送信に使用可能な送信リソースを最大限に使用
するように前記送信方法を決定することを特徴とする請求項１６に記載のパケット送信制
御装置。
【請求項１８】
　前記決定部は、符号化率が１/３を下回らない範囲で前記パケットの送信に用いられる
コードリソース量を大きくすることによって、前記パケットの送信に使用可能な送信リソ
ースを最大限に使用するように前記送信方法を決定することを特徴とする請求項１６に記
載のパケット送信制御装置。
【請求項１９】
　前記決定部は、前記移動局から報告された前記下りリンクの無線品質情報が、所定の無
線品質情報の上限値よりも大きい場合、前記移動局から報告された前記下りリンクの無線
品質情報を、前記所定の無線品質情報の上限値に変更することによって、前記送信方法を
決定することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項２０】
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　前記決定部は、前記パケットの送信に使用可能な送信リソースに含まれる電力リソース
が残っている場合、前記パケットの送信に用いられる送信方法として決定された電力リソ
ース量に該電力リソースを加えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のパケッ
ト送信制御装置。
【請求項２１】
　前記記憶部は、前記送信方法として、前記パケットの送信に用いられる電力リソース量
のオフセット値を記憶しており、
　前記記憶部において、前記電力リソースのオフセット値のステップ幅は、１ｄＢ未満に
設定されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のパケット送信制御装置。
【請求項２２】
　複数の移動局に対する下りリンクのパケットの送信を制御するパケット送信制御方法で
あって、
　前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、前記下りリンクの無線品質情報と、
前記パケットの送信に用いられる送信方法とを関連付けるテーブルを生成する工程と、
　前記移動局から報告された前記下りリンクの無線品質情報と、前記パケットの送信に使
用可能な送信リソースとに基づいて、前記テーブルを参照して、前記パケットの送信に用
いられる送信方法を決定する工程と、
　決定された前記送信方法を用いて前記パケットを送信する工程とを有し、
　前記送信方法を決定する工程では、未だ送信していない前記パケットを初回送信パケッ
トとして送信する場合に、１つの送信タイミングにおいて、前記パケットの送信に使用可
能な送信リソースが、前記複数の移動局に対して均等に割り当てられるように、前記送信
方法を決定することを特徴とするパケット送信制御方法。
【請求項２３】
　複数の移動局に対する下りリンクのパケットの送信を制御するパケット送信制御方法で
あって、
　前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、前記下りリンクの無線品質情報と、
前記パケットの送信に用いられる送信方法とを関連付けるテーブルを生成する工程と、
　前記移動局から報告された前記下りリンクの無線品質情報と、前記パケットの送信に使
用可能な送信リソースとに基づいて、前記テーブルを参照して、前記パケットの送信に用
いられる送信方法を決定する工程と、
　決定された前記送信方法を用いて前記パケットを送信する工程とを有し、
　前記送信方法を決定する工程では、以前に送信した前記パケットを再送パケットとして
再送する場合に、以前の下りリンクの無線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報
と、以前の前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、現在の前記パケットの送信
に使用可能な送信リソースとに基づいて、前記送信方法の一部として、少なくとも電力リ
ソースを決定することを特徴とするパケット送信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の移動局に対する下りリンクのパケットの送信を制御するパケット送信
制御装置及びパケット送信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線基地局が、当該無線基地局に属する移動局との間で通信を行う際に、下りリ
ンクの無線状態に応じて、適応的に下りリンクのパケットの送信方法（例えば、変調方式
や符号化率等の送信フォーマット等）を変更することによって、下りリンクのパケットの
送信を制御する移動通信システムが知られている。かかる制御方式は、「適応変調・適応
符号化（ＡＭＣ：Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ）方
式」と呼ばれている。
【０００３】
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　かかるＡＭＣ方式が適用されている移動通信システムでは、移動局が、下りリンクの無
線状態を監視しており、監視した下りリンクの無線状態を、上りリンクを用いて無線基地
局に通知するように構成されている。ここで、下りリンクの無線状態には、ＳＩＲやＣＩ
Ｒや受信電力等が含まれる。
【０００４】
　また、無線基地局は、移動局によって通知された下りリンクの無線状態と、下りリンク
のパケットの送信に使用可能な送信リソース（無線リソース）に基づいて、下りリンクの
送信方法（例えば、変調方式や符号化率等の送信フォーマット等）を決定して、決定した
送信方法によって下りリンクのパケットの送信を行うように構成されている。
【０００５】
　このとき、下りリンクの無線状態に応じて無線基地局と移動局との間の通信を行うこと
ができる場合、すなわち、移動局が無線基地局近傍に位置する場合や移動局の移動速度が
小さい場合等のように、下りリンクの無線状態が良い場合には、ＡＭＣ方式が適用されて
いる移動通信システムは、より高速の伝送速度で通信を行うことのできる送信方法を用い
て、下りリンクのパケットの送信を行うように構成されている。
【０００６】
　一方、移動局がセル端に位置する場合や移動局の移動速度が大きい場合等のように、下
りリンクの無線状態が悪い場合には、ＡＭＣ方式が適用されている移動通信システムは、
より低速の伝送速度で通信を行うことのできる送信方法を用いて、下りリンクのパケット
の送信を行うように構成されている。
【０００７】
　したがって、ＡＭＣ方式が適用されている移動通信システムは、伝搬環境の変動に応じ
た効率的な通信を行うことが可能となる。
【０００８】
　ところで、第３世代移動通信システム、いわゆる「ＩＭＴ-２０００」の標準化につい
ては、地域標準化機関等により組織された３ＧＰＰ/３ＧＰＰ２（Ｔｈｉｒｄ-Ｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ/Ｔｈｉｒｄ-Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２）において、前者では「Ｗ-ＣＤＭＡ
方式」に係る標準仕様の策定作業がなされており、後者では「ｃｄｍａ２０００方式」に
係る標準仕様の策定作業がなされている。
【０００９】
　３ＧＰＰでは、近年のインターネットの急速な普及に伴い、特に下りリンクにおいてデ
ータベースやＷｅｂサイトからのダウンロード等による高速・大容量のトラヒックが増加
するとの予測に基づき、下り方向の高速パケット伝送方式である「ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式」の標準化が行わ
れている（例えば、非特許文献１及び２参照）。
【００１０】
　また、３ＧＰＰ２でも、上記同様の観点から、下り方向の高速パケット伝送方式「１ｘ
-ＥＶ　ＤＯ」の標準化が行われている（例えば、非特許文献３参照）。なお、ｃｄｍａ
２０００方式の「１ｘ-ＥＶ　ＤＯ」において、「ＤＯ」は「Ｄａｔａ　Ｏｎｌｙ」の意
味である。
【００１１】
　例えば、ＨＳＤＰＡ方式では、移動局と無線基地局との間の無線状態に応じて、無線チ
ャネルの変調方式や符号化率を制御するＡＭＣ方式が用いられている。ここで、移動局は
、上りリンクを介して、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）と呼ばれる制御情報（無線状態情報）を送信することによって、下りリンクの無線状態
を無線基地局に通知するように構成されている。なお、ＣＱＩは、上りリンクのＨＳＤＰ
Ａ用の個別物理制御チャネルＨＳ-ＤＰＣＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ-Ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされている。
【００１２】
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　また、移動局は、下りリンクの共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏｍｍｏｎ　
Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）から求められたＳＩＲに基づいて、上述のＣＱＩを算出す
るように構成されている。例えば、移動局は、受信したパケットの誤り率が１０％となる
ように、ＣＱＩを算出するように構成されている。
【００１３】
　一方、無線基地局は、ＣＱＩ及び下りリンクの無線リソース（すなわち、電力リソース
及びコードリソース）を用いて、下りリンクのパケットの送信に用いられる送信方法（す
なわち、変調方式やコードリソース量やトランスポートブロックサイズ（ＴＢＳ）や電力
リソース量に対するオフセット値等の送信フォーマットや送信リソース）を決定して、か
かる送信方法を用いて下りリンクのパケットの送信を行う。
【００１４】
　また、ＨＳＤＰＡ方式においては、無線基地局及び移動局は、Ｈ-ＡＲＱ制御という再
送制御も同時に行っており、移動局は、下りリンクのパケットを受信して、受信したパケ
ットについての復号結果（ＯＫ又はＮＧ）を、下りリンクに関する送達確認情報として、
ＨＳ-ＤＰＣＣＨにマッピングして上りリンクを介して送信する。一方、無線基地局は、
かかる送達確認情報に基づいて、Ｈ-ＡＲＱ制御による再送制御を行う。
【００１５】
　ここで、下りリンクの送達確認情報としては、Ａｃｋ/Ｎａｃｋ/ＤＴＸがある。「Ａｃ
ｋ」は、パケットの受信に成功したことを示す肯定応答（ＯＫ）であり、「Ｎａｃｋ」は
、パケットの受信が失敗したことを示す否定応答（ＮＧ）であり、「ＤＴＸ」は、移動局
が下り方向の共有制御情報ＨＳ-ＳＣＣＨを何らかの理由で受信することができず、下り
リンクのパケットの受信を行わなかったことを示す。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２５.２１４　Ｖ.５.９.０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ２５.８４８　ｖ４.０.０
【非特許文献３】３ＧＰＰ２　Ｃ.Ｓ００２４　Ｒｅｖ.１.０.０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、従来の移動通信システムでは、パケットの送信に用いられる送信リソー
スの低減と、誤り率の劣化との間のトレードオフの関係を制御することが困難であるとい
う問題点があった。
【００１７】
　また、従来の移動通信システムでは、Ｈ-ＡＲＱ制御における再送時の無線品質と初回
送信時の無線品質との差や、送るべきパケットのデータ量に基づいて、下りリンクのパケ
ットの送信に用いられる送信方法を決定していないため、不必要に送信リソース（コード
リソースや電力リソース等の無線リソース）を消費してしまうという問題点があった。
【００１８】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、パケット誤り率の劣化を抑えつ
つ、送信リソースを効率良く使用することができるパケット送信制御装置及びパケット送
信制御方法を提供することを目的とする。
【００１９】
　また、本発明は、Ｈ-ＡＲＱ制御における再送時の無線品質と初回送信時の無線品質と
の差や、送るべきパケットのデータ量に基づいて、下りリンクのパケットの送信に用いら
れる送信方法を決定することによって、送信リソースを効率よく使用してパケットの送信
を行うことができるパケット送信制御装置及びパケット送信制御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】
【００２０】
　本発明の第１の特徴は、複数の移動局に対する下りリンクのパケットの送信を制御する
パケット送信制御装置であって、前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、前記
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下りリンクの無線品質情報と、前記パケットの送信に用いられる送信方法とを関連付けて
記憶する記憶部と、前記移動局から報告された前記下りリンクの無線品質情報と、前記パ
ケットの送信に使用可能な送信リソースとに基づいて、前記記憶部を参照して、前記パケ
ットの送信に用いられる送信方法を決定する決定部と、決定された前記送信方法を用いて
前記パケットを送信するパケット送信部とを具備することを要旨とする。
【００２１】
　かかる発明によれば、パケットの送信に使用可能な送信リソースと、下りリンクの無線
品質情報と、パケットの送信に用いられる送信方法とを関連付けて記憶している記憶部を
参照することによって、パケットの送信に用いられる送信方法を効率的に決定することが
できる。
【００２２】
　本発明の第１の特徴において、前記記憶部が、前記送信方法として、前記パケットの送
信に用いられるトランスポートブロックサイズを記憶しており、前記記憶部において、前
記下りリンクの無線品質情報及び前記パケットの送信に使用可能なコードリソースが固定
されている場合に、前記トランスポートブロックサイズは、所定のパケット誤り率を満た
し、かつ、最大値となるように設定されていてもよい。
【００２３】
　本発明の第１の特徴において、前記記憶部が、前記送信方法として、前記パケットの送
信に用いられるトランスポートブロックサイズと、前記パケットの送信に用いられる変調
方式と、前記パケットの送信に用いられるコードリソース量と、前記パケットの送信に用
いられる電力リソース量とを記憶するように構成されていてもよい。
【００２４】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、送信すべきパケットのデータ量が、前記
送信方法として決定されたトランスポートブロックサイズより少ない場合に、該送信方法
として決定された電力リソース量を低減するように構成されていてもよい。
【００２５】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、「（低減する電力リソース量）＝｛（送
信方法として決定されたトランスポートブロックサイズに相当する無線品質情報）－（送
信すべきパケットのデータ量に相当する無線品質情報）｝×（任意の係数）」に従って、
低減する電力リソース量を決定するように構成されていてもよい。ここで、前記任意の係
数は、１未満であってもよい。　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、前記電力
リソース量を低減した場合で、かつ、前記パケットの送信に用いられる電力リソース量が
所定の下限値よりも小さい場合に、該所定の下限値を前記パケットの送信に用いられる電
力リソース量として決定するように構成されていてもよい。
【００２６】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、送信方法として決定されたトランスポー
トブロックサイズが、最小データ送信単位よりも小さい場合、前記移動局に対して前記下
りリンクのパケットを送信することを中止し、他の移動局に対して前記下りリンクのパケ
ットを送信するように構成されていてもよい。
【００２７】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、送信方法として決定されたトランスポー
トブロックサイズが、最小データ送信単位よりも小さい場合、最小データ送信単位で前記
パケットを送信することができるように前記送信方法を決定するように構成されていても
よい。
【００２８】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、１つの送信タイミングにおいて、前記パ
ケットの送信に使用可能な送信リソースが、前記複数の移動局に対して均等に割り当てら
れるように、前記送信方法を決定するように構成されていてもよい。
【００２９】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、前記パケットの送信を行う移動局の送信
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方法を決定する際に、該移動局の他に前記パケットを送信する移動局の数をＮとし、前記
下りリンクの無線品質情報を「下りリンクの無線品質情報－１０×ｌｏｇ１０Ｎ」と変更
し、前記送信方法として決定された電力リソース量を「１０×ｌｏｇ１０Ｎ」に相当する
量だけ低減することによって、前記送信方法を決定するように構成されていてもよい。
【００３０】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、以前に送信した前記パケットを再送する
場合に、以前の下りリンクの無線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報と、以前
の前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、現在の前記パケットの送信に使用可
能な送信リソースとに基づいて、以前に前記パケットを送信した時の無線状態よりも、現
在の無線状態の方が良いと判断した場合に、前記送信方法として決定された電力リソース
量を低減するように構成されていてもよい。
【００３１】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、「（低減する電力リソース量）＝｛（現
在の下りリンクの無線品質情報）－（以前の下りリンクの無線品質情報）｝×（任意の係
数）＋｛（現在のパケットの送信に使用可能な電力リソース）－（以前のパケットの送信
に使用可能な電力リソース）｝×（任意の係数）」に従って、低減する前記電力リソース
量を決定するように構成されていてもよい。ここで、前記任意の係数は、１未満であって
もよい。
【００３２】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、前記電力リソース量を低減した場合で、
かつ、前記パケットの送信に用いられる電力リソース量が所定の下限値よりも小さい場合
に、該所定の下限値を前記パケットの送信に用いられる電力リソース量として決定するよ
うに構成されていてもよい。
【００３３】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、以前に送信した前記パケットを再送する
場合に、以前の下りリンクの無線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報と、以前
の前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、現在の前記パケットの送信に使用可
能な送信リソースとに基づいて、以前に前記パケットを送信した時の無線状態よりも、現
在の無線状態の方が悪いと判断した場合に、前記パケットの送信に使用可能な送信リソー
スを最大限に使用するように前記送信方法を決定するように構成されていてもよい。
【００３４】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、以前の前記パケットの送信の際に前記送
信方法として決定された変調方式が１６ＱＡＭである場合で、かつ、該変調方式がＱＰＳ
Ｋに変更されたときの符号化率が所定値よりも小さくなる場合に、前記パケットの送信に
用いられる変調方式をＱＰＳＫに変更することによって、前記パケットの送信に使用可能
な送信リソースを最大限に使用するように前記送信方法を決定するように構成されていて
もよい。
【００３５】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、符号化率が１/３を下回らない範囲で前
記パケットの送信に用いられるコードリソース量を大きくすることによって、前記パケッ
トの送信に使用可能な送信リソースを最大限に使用するように前記送信方法を決定するよ
うに構成されていてもよい。
【００３６】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、前記移動局から報告された前記下りリン
クの無線品質情報が、所定の無線品質情報の上限値よりも大きい場合、前記移動局から報
告された前記下りリンクの無線品質情報を、前記所定の無線品質情報の上限値に変更する
ことによって、前記送信方法を決定するように構成されていてもよい。
【００３７】
　本発明の第１の特徴において、前記決定部が、前記パケットの送信に使用可能な送信リ
ソースに含まれる電力リソースが残っている場合、前記パケットの送信に用いられる送信



(9) JP 4568575 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

方法として決定された電力リソース量に該電力リソースを加えるように構成されていても
よい。
【００３８】
　本発明の第１の特徴において、前記記憶部が、前記送信方法として、前記パケットの送
信に用いられる電力リソース量のオフセット値を記憶しており、前記記憶部において、前
記電力リソースのオフセット値のステップ幅が、１ｄＢ未満に設定されていてもよい。
【００３９】
　本発明の第２の特徴は、複数の移動局に対する下りリンクのパケットの送信を制御する
パケット送信制御方法であって、前記パケットの送信に使用可能な送信リソースと、前記
下りリンクの無線品質情報と、前記パケットの送信に用いられる送信方法とを関連付ける
テーブルを生成する工程と、前記移動局から報告された前記下りリンクの無線品質情報と
、前記パケットの送信に使用可能な送信リソースとに基づいて、前記テーブルを参照して
、前記パケットの送信に用いられる送信方法を決定する工程と、決定された前記送信方法
を用いて前記パケットを送信する工程とを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００４０】
　以上説明したように、本発明によれば、パケット誤り率の劣化を抑えつつ、送信リソー
スを効率良く使用することができるパケット送信制御装置及びパケット送信制御方法を提
供することができる。
【００４１】
　また、本発明によれば、Ｈ-ＡＲＱ制御における再送時の無線品質と初回送信時の無線
品質との差や、送るべきパケットのデータ量に基づいて、下りリンクのパケットの送信に
用いられる送信方法を決定することによって、送信リソースを効率よく使用してパケット
の送信を行うことができるパケット送信制御装置及びパケット送信制御方法を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。図１は、本発明の第１の実施形態に係るパケット送信制御方法が適用され
る移動通信システムの構成例を示す図である。
【００４３】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、無線基地局１００と、複数
の移動局（＃１～＃３）１０～１２とを具備している。また、本実施形態に係る移動通信
システムでは、ＨＳＤＰＡ方式が適用されているものとする。
【００４４】
　ＨＳＤＰＡ方式における下りリンクでは、移動局（＃１～＃３）１０～１２で共有して
使用される下り方向の共有チャネルＨＳ-ＤＳＣＨや下り方向の共有制御チャネルＨＳ-Ｓ
ＣＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）等の下り共有チャネルや、移
動局（＃１～＃３）１０～１２に個別に割り当てられる物理チャネルに付随する付随個別
チャネル＃１～＃３（双方向チャネル）等が用いられる。なお、図１の例では、移動局＃
２宛ての下り共有チャネルが実線で表現されているため、移動局＃２に下り共有チャネル
が割り当てられているものとする。
【００４５】
　上り方向の付随個別チャネル＃１～＃３では、ユーザデータ以外に、パイロットシンボ
ルや、下り方向の付随個別チャネルを送信するための電力制御コマンド（ＴＰＣコマンド
）が伝送される。
【００４６】
　一方、下り方向の付随個別チャネル＃１～＃３では、上り方向の付随個別チャネルを送
信するための送信電力制御コマンド等が伝送される。
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【００４７】
　また、上りリンクでは、付随個別チャネルだけでなく、ＨＳＤＰＡ用の個別物理制御チ
ャネル（ＨＳ-ＤＰＣＣＨ）も用いられている。なお、ＨＳＤＰＡ用の個別物理制御チャ
ネル（ＨＳ-ＤＰＣＣＨ）では、共有チャネルのスケジューリング処理やＡＭＣ方式で用
いられる下り方向の無線品質情報（ＣＱＩ）や、Ｈ-ＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ-ＡＲＱ）制御
における送達確認を報告するための送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）等が伝送される。
【００４８】
　本実施形態では、各移動局（＃１～＃３）１０～１２は、同一の構成及び機能を持つ。
また、本実施形態では、無線基地局が、複数の移動局の各々に対して、下りリンクのパケ
ットの送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）を決定する必要がある。したがっ
て、以下、特段の断りがない限り、複数の移動局の中から任意に選択した移動局Ｎに関し
て説明を行うものとする。
【００４９】
　図２は、本実施形態に係る無線基地局１００の構成例を示す機能ブロック図である。図
２に示すように、本実施形態に係る無線基地局１００は、送受信アンテナ１０１と、アン
プ部１０２と、送受信部１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と、呼処理部１０５と
、伝送路インターフェース１０６とを具備している。
【００５０】
　送受信アンテナ１０１は、複数の移動局（＃１～＃３）１０～１２の送受信アンテナと
の間で無線周波数信号の送受信を行う。
【００５１】
　アンプ部１０２は、送受信アンテナ１０１によって受信された上り方向の無線周波数信
号を増幅して送受信部１０３に出力する。また、アンプ部１０２は、送受信部１０３から
出力された下り方向の無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ１０１に出力する。
【００５２】
　送受信部１０３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信号に
対して、無線周波数信号に変換する周波数変換処理を施してアンプ部１０２に出力する。
また、送受信部１０３は、アンプ部１０２から出力された無線周波数信号に対して、ベー
スバンド信号に変換する周波数変換処理を施してベースバンド信号処理部１０４に出力す
る。
【００５３】
　ベースバンド信号処理部１０４は、伝送路インターフェース１０６から出力された下り
リンクのパケットに対して、再送制御（Ｈ-ＡＲＱ制御）処理やスケジューリング処理や
送信方法決定処理やチャネル符号化処理や拡散処理等を施すことによってベースバンド信
号を生成して送受信部１０３に出力する。
【００５４】
　また、ベースバンド信号処理部１０４は、送受信部１０３から出力されたベースバンド
信号に対して、逆拡散処理やＲＡＫＥ合成処理や誤り訂正復号化処理等を施して伝送路イ
ンターフェース１０６に出力する。
【００５５】
　ここで、ベースバンド信号には、後述するＭＡＣ-ｈｓ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ-ＨＳＤＰＡ）処理で使用される各移動局の無線品質情報（ＣＱＩ）やＨ-
ＡＲＱ処理における送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ/ＤＴＸ）等が含まれている。かかる
情報は、後述するように、ベースバンド処理部１０４内のレイヤ－１処理部１１１で復号
化処理が施され、ベースバンド処理部１０４内のＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２において使用
される。
【００５６】
　呼処理部１０５は、伝送路インターフェース１０６を介して、無線基地局１００の上位
に位置する無線制御装置との間で、呼処理制御信号の送受信を行うことによって、無線基
地局１００の状態管理やリソース割り当てを行う。伝送路インターフェース１０６は、無
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線制御装置との間で情報を送受信する。
【００５７】
　図３を参照して、上述のベースバンド信号処理部１０４の構成について詳述する。図３
に示すように、ベースバンド信号処理部１０４は、レイヤー１処理部１１１と、ＭＡＣ-
ｈｓ処理部１１２とを具備している。なお、レイヤー１処理部１１１及びＭＡＣ-ｈｓ処
理部１１２は、それぞれ呼処理部１０５に接続されている。
【００５８】
　レイヤー１処理部１１１は、下り方向のチャネル符号化処理や、上り方向のチャネル復
号化処理や、上り方向及び下り方向の個別チャネルの送信電力制御処理や、ＲＡＫＥ合成
処理や、拡散・逆拡散処理を行うように構成されている。
【００５９】
　また、レイヤー１処理部１１１は、各移動局からの上り方向の個別物理制御チャネル（
ＨＳ-ＤＰＣＣＨ）を用いて報告される下りリンクの無線状態を示す情報（無線品質情報
、ＣＱＩ）やＨ-ＡＲＱ制御における送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ/ＤＴＸ）を受け取
り、ＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２に出力するように構成されている。
【００６０】
　ＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２は、ＨＳＤＰＡ方式における下り方向の共有チャネルにおけ
るＨ-ＡＲＱ制御処理や、送信待ちパケットに対するスケジューリング処理や、下りパケ
ットの送信に用いられる送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）の決定処理を施
すように構成されている。
【００６１】
　図４を参照して、上述のＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２の構成について詳述する。図４に示
すように、ＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２は、ＣＱＩ取得部１１０と、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ/ＤＴ
Ｘ取得部１２０と、スケジューリング部１３０と、ＴＦＲ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒ
ｍａｔ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ）選択部１４０と、ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０と、Ｈ-
ＡＲＱ制御部１６０と、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０とを具備している。
【００６２】
　なお、ＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２は、上述の機能以外にも、フローコントロールを制御
する機能等の諸機能を具備するが、本発明には直接には関係しないため、かかる諸機能に
ついての記載及び説明については省略する。
【００６３】
　ＣＱＩ取得部１１０は、レイヤー１処理部１１１によって復号化処理された下りリンク
の無線品質情報（ＣＱＩ）を取得し、スケジューリング部１３０及びＴＦＲ選択部１４０
に出力するように構成されている。 
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ/ＤＴＸ取得部１２０は、レイヤー１処理部１１１によって復号化処理
されたＨ-ＡＲＱ制御における送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ/ＤＴＸ）を取得し、Ｈ-Ａ
ＲＱ制御部１６０に出力するように構成されている。
【００６４】
　スケジューリング部１３０は、任意のスケジューリングアルゴリズムを用いて、各ＴＴ
Ｉ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）において、ＨＳ-ＤＳＣ
Ｈを割り当てる移動局（下りリンクのパケットを送信する移動局）を決定し、かかる移動
局を識別するための移動局ＩＤをＴＦＲ選択部１４０に通知するように構成されている。
【００６５】
　ここで、スケジューリング部１３０は、当該ＴＴＩにおいて複数の移動局に下りリンク
のパケットを送信するようにスケジューリングした場合には、優先度情報を付加した複数
の移動局ＩＤをＴＦＲ選択部１４０に通知する。
【００６６】
　ＴＦＲ選択部１４０は、各移動局から報告されたＣＱＩ（下りリンクの無線品質情報）
をＣＱＩ取得部１１０から受け取り、Ｈ-ＡＲＱ制御部１６０から再送情報を受け取り、
ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０から無線リソース情報を受け取るように構成されてい
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る。ここで、再送情報は、当該ＴＴＩにおいて送信すべきパケットが、Ｈ-ＡＲＱ制御に
おける初回送信であるか又は再送であるかについて示す情報である。また、無線リソース
情報は、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信に使用可能な送信リソース（コードリソース
量及び電力リソース量）を示す情報である。
【００６７】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０と接続され
ており、受け取ったＣＱＩ及び無線リソース情報に基づいて、送信フォーマット参照テー
ブル保持部１７０に保持されている送信フォーマット参照テーブルを参照して、パケット
(ＨＳ-ＤＳＣＨ)の送信に用いられる送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）を
決定するように構成されている。
【００６８】
　ここで、ＴＦＲ選択部１４０は、送信方法として、パケットの送信に用いられるトラン
スポートブロックサイズや、パケットの送信に用いられる変調方式や、パケットの送信に
用いられるコードリソース量や、パケットの送信に用いられる電力リソース量等について
決定する。
【００６９】
　また、ＴＦＲ選択部１４０が送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）を決定す
る処理の詳細については、後述する。
【００７０】
　ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０は、ＨＳ-ＤＳＣＨ電力リソース計算部１５１と、Ｈ
Ｓ-ＤＳＣＨコードリソース計算部１５２とを具備している。ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部
１５０は、ＨＳ-ＤＳＣＨ電力リソース計算部１５１及びＨＳ-ＤＳＣＨコードリソース計
算部１５２等を用いて、パケット（ＨＳ-ＤＳＣＨ）の送信に使用可能な送信リソース（
例えば、電力リソースやコードリソース等の無線リソース）を計算して、当該ＴＴＩにお
いてパケットの送信に使用可能な送信リソース（例えば、電力リソースやコードリソース
等の無線リソース）をＴＦＲ選択部１４０に通知する。
【００７１】
　ここで、当該ＴＴＩにおいて複数の移動局に対して下りリンクのパケットの送信が行わ
れる場合には、ＴＦＲ選択部１４０が優先度の高い移動局から順番に、送信フォーマット
及び送信リソースの決定を行うため、ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０は、ＴＦＲ選択
部１４０が送信フォーマット及び送信リソースの決定する際に、それぞれの移動局が使用
可能な電力リソース及びコードリソースをＴＦＲ選択部１４０に通知する。
【００７２】
　具体的には、ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０は、最も優先度の高い移動局に対して
は、当該ＴＴＩにおいて使用可能な全ての電力リソース量及びコードリソース量をＴＦＲ
選択部１４０に通知する。
【００７３】
　また、ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０は、２番目に優先度の高い移動局に対しては
、当該ＴＴＩにおいて使用可能な全ての電力リソース量及びコードリソース量から、最も
優先度の高い移動局において使用される電力リソース量及びコードリソース量をそれぞれ
引いた値を、２番目に優先度の高い移動局において使用可能な電力リソース量及びコード
リソース量として、ＴＦＲ選択部１４０に通知する。
【００７４】
　また、ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０は、優先度の高さが３番目以降の移動局に対
しても、２番目に優先度が高い移動局の場合と同様に、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電
力リソース量及びコードリソース量から、当該移動局よりも優先度の高い移動局において
使用される電力リソース量及びコードリソース量をそれぞれ引いた値を、当該移動局にお
いて使用可能な電力リソース量及びコードリソース量としてＴＦＲ選択部１４０に通知す
る。
【００７５】
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　Ｈ-ＡＲＱ制御部１６０は、各移動局のもつ各データキューに関して、上り方向の送達
確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ/ＤＴＸ）のフィードバックに基づいたＨ-ＡＲＱ再送制御を
行うように構成されている。
【００７６】
　図５に、Ｈ-ＡＲＱ制御部１６０で行われるストップアンドウェイトプロトコルの動作
例を示す。ストップアンドウェイトプロトコル（ＡＲＱ）では、受信側（移動局側）は、
送信側（無線基地局側）からの下りリンクのパケットを受け取ると、送達確認情報（ＡＣ
Ｋ/ＮＡＣＫ/ＤＴＸ）を、ＨＳ-ＤＰＣＣＨを用いて返送するように構成されている。
【００７７】
　図５の例では、受信側は、パケット＃１を正しく受け取ることができなかったので、否
定応答（ＮＡＣＫ）を送信側に返送している。また、受信側は、パケット＃２を正しく受
け取ることができたので、肯定応答（ＡＣＫ）を送信側に返送している。以下、受信側で
は、受け取ったパケットの順に、肯定応答（ＡＣＫ）又は否定応答（ＮＡＣＫ）を送信側
に返送する動作を繰り返す。
【００７８】
　また、Ｈ-ＡＲＱ制御部１６０は、ＴＦＲ選択部１４０に、当該ＴＴＩにおいて送信す
るパケットが、Ｈ-ＡＲＱ制御における初回送信であるか又は再送であるか（２回目以降
の送信であるか）を示す情報（再送情報）を通知する。
【００７９】
　送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、パケットの送信に使用可能な送信リソ
ースと、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ）と、パケットの送信に用いられる送信方法
（送信フォーマット及び送信リソース）とを関連付ける送信フォーマット参照テーブルを
保持している。
【００８０】
　具体的には、送信フォーマット参照テーブルは、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信に
使用可能なコードリソース量毎に、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ）と、当該パケッ
トの送信に用いられるトランスポートブロックサイズと、当該パケットの送信に用いられ
るコードリソース量と、当該パケットの送信に用いられる変調方式と、当該パケットの送
信に用いられる電力リソースの電力オフセットとの関係を示すテーブルである。
【００８１】
　図６に、かかる送信フォーマット参照テーブルの一例を示す。
【００８２】
　図６（ａ）に、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信に使用可能なコードリソース量が「
４」の場合の、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ）と、当該パケットの送信に用いられ
るトランスポートブロックサイズと、当該パケットの送信に用いられるコードリソース量
と、当該パケットの送信に用いられる変調方式と、当該パケットの送信に用いられる電力
リソースの電力オフセットとを関連付けるテーブルを示す。
【００８３】
　また、図６（ｂ）に、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信に使用可能なコードリソース
量が「５」の場合の、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ）と、当該パケットの送信に用
いられるトランスポートブロックサイズと、当該パケットの送信に用いられるコードリソ
ース量と、当該パケットの送信に用いられる変調方式と、当該パケットの送信に用いられ
る電力リソースの電力オフセットとを関連付けるテーブルを示す。
【００８４】
　実際には、ＨＳ-ＰＤＳＣＨの取り得るコード数が「１～１５」であるため、送信フォ
ーマット参照テーブル保持部１７０は、１５通りの使用可能なコードリソース量毎のテー
ブルを保持する。
【００８５】
　送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、引数が「当該ＴＴＩにおいて使用可能
なコードリソース量」及び「ＣＱＩ」である場合、関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_ＴＢＳ(コ
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ードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、当該ＴＴＩにおけるパケットの送信に用いられるト
ランスポートブロックサイズをＴＦＲ選択部１４０に出力することができる。
【００８６】
　あるいは、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、引数が「当該ＴＴＩにおい
て使用可能なコードリソース量」及び「ＣＱＩ」である場合、関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_
Ｃｏｄｅ(コードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、当該ＴＴＩにおけるパケットの送信に用
いられるコードリソース量をＴＦＲ選択部１４０に出力することができる。
【００８７】
　あるいは、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、引数が「当該ＴＴＩにおい
て使用可能なコードリソース量」及び「ＣＱＩ」である場合、関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_
Ｍｏｄ(コードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、当該ＴＴＩにおけるパケットの送信に用い
られる変調方式をＴＦＲ選択部１４０に出力することができる。
【００８８】
　あるいは、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、引数が「当該ＴＴＩにおい
て使用可能なコードリソース量」及び「ＣＱＩ」である場合、関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_
Ｏｆｆｓｅｔ(コードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、当該ＴＴＩにおけるパケットの送信
に用いられる電力リソース量のオフセット値をＴＦＲ選択部１４０に出力することができ
る。
【００８９】
　あるいは、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、引数が「当該ＴＴＩにおい
て使用可能なコードリソース量」及び「当該ＴＴＩにおいて用いられるトランスポートブ
ロックサイズ」である場合、関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_ＣＱＩ(コードリソース量，トラ
ンスポートブロックサイズ)を通じて、当該ＴＴＩにおけるパケットの送信に用いられる
送信方法に相当するＣＱＩをＴＦＲ選択部１４０に出力することができる。
【００９０】
　ここで、「当該ＴＴＩにおけるパケットの送信に用いられる送信方法に相当するＣＱＩ
」とは、「当該ＴＴＩにおけるパケットの送信に用いられるトランスポートブロックサイ
ズを送信可能な最小のＣＱＩ」のことである。
【００９１】
　ここで、パケットの送信に使用可能なコードリソース量毎の送信フォーマット参照テー
ブルにおけるＣＱＩは、パケットの送信に用いられるトランスポートブロックサイズや、
パケットの送信に用いられるコードリソース量や、パケットの送信に用いられる変調方式
や、パケットの送信に用いられる電力リソース量のオフセット値に基づいて決定される送
信方法で送信した場合に必要となるＳＩＲに相当する値である。
【００９２】
　しかしながら、特定のＣＱＩに対する上述のトランスポートブロックサイズとコードリ
ソース量と変調方式と電力リソース量のオフセット値との組み合わせは複数存在するため
、これらの組み合わせの中で、トランスポートブロックサイズが最大となる組み合わせが
、送信フォーマット参照テーブルに設定されている。
【００９３】
　すなわち、ＣＱＩ（下りリンクの無線品質情報）及びパケットの送信に使用可能なコー
ドリソースが固定されている場合に、トランスポートブロックサイズは、所定のパケット
誤り率を満たし、かつ、最大値となるように設定されている。
【００９４】
　以下に、送信フォーマット参照テーブルの具体的な参照方法を詳述する。
【００９５】
　例えば、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコードリソース量が「４」で、ＣＱＩが「１５
」である場合、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、図６（ａ）を参照して、
関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_ＴＢＳ(コードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、「トランスポー
トブロックサイズＴＢＳ＝２８７６」を出力する。
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【００９６】
　また、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコードリソース量が「５」で、ＣＱＩが「１０」
である場合、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、図６（ｂ）を参照して、関
数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｃｏｄｅ(コードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、「パケットの送
信に用いられるコードリソース量＝４」を出力する。
【００９７】
　また、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコードリソース量が「４」で、ＣＱＩが「２０」
である場合、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、図６（ａ）を参照して、関
数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｍｏｄ(コードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、「パケットの送信
に用いられる変調方式＝１６ＱＡＭ」を出力する。
【００９８】
　さらに、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコードリソース量が「５」で、ＣＱＩが「２８
」である場合、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、図６（ｂ）を参照して、
関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｏｆｆｓｅｔ(コードリソース量，ＣＱＩ)を通じて、「パケッ
トの送信に用いられる電力リソース量のオフセット値＝－６」を出力する。
【００９９】
　また、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコードリソース量が「４」で、トランスポートブ
ロックサイズが「４２６５」である場合、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は
、図６（ａ）を参照して、関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_ＣＱＩ(コードリソース量，トラン
スポートブロックサイズ)を通じて、「パケットの送信に用いられる送信方法に相当する
ＣＱＩ＝１８」を出力する。
【０１００】
　また、トランスポートブロックサイズが「４５８１」である場合、送信フォーマット参
照テーブル保持部１７０は、図６（ａ）を参照して、関数ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_ＣＱＩ（
コードリソース量,トランスポートブロックサイズ）を通じて、「ＣＱＩ＝１９」が「ト
ランスポートブロックを送信可能な最小のＣＱＩ」であると判断し、「パケットの送信に
用いられる送信方法に相当するＣＱＩ＝１９」を出力する。
【０１０１】
　なお、図６に示した送信フォーマット参照テーブルは、変調方式としてＱＰＳＫ及び１
６ＱＡＭが混在するテーブルであるが、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、
能力的にＱＰＳＫのみに対応可能な移動局をサポートするために、ＱＰＳＫのみで構成さ
れた送信フォーマット参照テーブルを保持するように構成されていてもよい。
【０１０２】
　なお、送信フォーマット参照テーブルにおいて、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ）
及びパケットの送信に使用可能なコードリソースが固定されている場合に、トランスポー
トブロックサイズは、所定のパケット誤り率を満たし、かつ、最大値となるように設定さ
れている。
【０１０３】
　なお、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、送信すべきパケットのデータ量が、前
記送信方法として決定されたトランスポートブロックサイズ（ＴＢＳ０）より少ない場合
に、該送信方法として決定された電力リソース量（Ｐｏｗｅｒ０）を低減するように構成
されていてもよい（図９のステップＳ３１参照）。
【０１０４】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、「（低減する電力リソース量Ｐｏｗｅ
ｒ１）＝｛（送信方法として決定されたトランスポートブロックサイズに相当する無線品
質情報ＣＱＩ０）－（送信すべきパケットのデータ量に相当する無線品質情報ＣＱＩ１）
｝×（任意の係数α）」に従って、低減する電力リソース量（Ｐｏｗｅｒ１）を決定する
ように構成されていてもよい（図９のステップＳ３１参照）。
【０１０５】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、電力リソース量を低減した場合で、か
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つ、前記パケットの送信に用いられる電力リソース量（Ｐｏｗｅｒ１）が所定の下限値（
ＰｏｗｅｒＭＩＮ）よりも小さい場合に、該所定の下限値（ＰｏｗｅｒＭＩＮ）を前記パ
ケットの送信に用いられる電力リソース（Ｐｏｗｅｒ１）として決定するように構成され
ていてもよい（図９のステップＳ３２参照）。
【０１０６】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、前記送信方法として決定されたトラン
スポートブロックサイズ（ＴＢＳ０）が、最小データ送信単位（ＴＢＳＭＩＮ）よりも小
さい場合、当該移動局に対して下りリンクのパケットを送信することを中止し、他の移動
局に対して下りリンクのパケットを送信するように構成されていてもよい（図９のステッ
プＳ２７参照）。
【０１０７】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、前記送信方法として決定されたトラン
スポートブロックサイズ（ＴＢＳ０）が、送信すべきデータ量の最小単位よりも小さい場
合、最小データ送信単位（ＴＢＳＭＩＮ）で前記パケットを送信することができるように
前記送信方法を決定するように構成されていてもよい。
【０１０８】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、１つの送信タイミングにおいて、パケ
ットの送信に使用可能な送信リソースが、複数の移動局に対して均等に割り当てられるよ
うに、送信方法を決定するように構成されていてもよい。
【０１０９】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、パケットの送信を行う移動局の送信方
法を決定する際に、当該移動局の他にパケットを送信する移動局の数をＮとし、下りリン
クの無線品質情報を「下りリンクの無線品質情報－１０×ｌｏｇ１０Ｎ」と変更し、送信
方法として決定された電力リソース量を「１０×ｌｏｇ１０Ｎ」に相当する量だけ低減す
ることによって、送信方法を決定するように構成されていてもよい。
【０１１０】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、以前に送信したパケットを再送する場
合に、以前の下りリンクの無線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報と、以前の
パケットの送信に使用可能な送信リソースと、現在のパケットの送信に使用可能な送信リ
ソースとに基づいて、以前にパケットを送信した時の無線状態よりも、現在の無線状態の
方が良いと判断した場合に、送信方法として決定された電力リソース量を低減するように
構成されていてもよい。
【０１１１】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、「（低減する電力リソース量）＝｛（
現在の下りリンクの無線品質情報）－（以前の下りリンクの無線品質情報）｝×（任意の
係数）＋｛（現在のパケットの送信に使用可能な電力リソース）－（以前のパケットの送
信に使用可能な電力リソース）｝×（任意の係数）」に従って、低減する前記電力リソー
ス量を決定するように構成されていてもよい。
【０１１２】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、電力リソース量を低減した場合で、か
つ、パケットの送信に用いられる電力リソース量が所定の下限値よりも小さい場合に、当
該所定の下限値をパケットの送信に用いられる電力リソース量として決定するように構成
されていてもよい。
【０１１３】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、以前に送信したパケットを再送する場
合に、以前の下りリンクの無線品質情報と、現在の下りリンクの無線品質情報と、以前の
パケットの送信に使用可能な送信リソースと、現在のパケットの送信に使用可能な送信リ
ソースとに基づいて、以前にパケットを送信した時の無線状態よりも、現在の無線状態の
方が悪いと判断した場合に、パケットの送信に使用可能な送信リソースを最大限に使用す
るように、上述の送信方法を決定してもよい。
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【０１１４】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、以前のパケットの送信の際に送信方法
として決定された変調方式が１６ＱＡＭである場合で、かつ、当該変調方式がＱＰＳＫに
変更されたときの符号化率が所定値よりも小さくなる場合に、パケットの送信に用いられ
る変調方式をＱＰＳＫに変更することによって、パケットの送信に使用可能な送信リソー
スを最大限に使用するように、上述の送信方法を決定してもよい。
【０１１５】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、符号化率が１/３を下回らない範囲で
パケットの送信に用いられるコードリソース量を大きくすることによって、パケットの送
信に使用可能な送信リソースを最大限に使用するように、上述の送信方法を決定してもよ
い。
【０１１６】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、後述するように、移動局から報告された下りリンクの無
線品質情報が、所定の無線品質情報の上限値よりも大きい場合、当該移動局から報告され
た下りリンクの無線品質情報を、所定の無線品質情報の上限値に変更することによって、
上述の送信方法を決定してもよい。
【０１１７】
　この結果、当該ＴＴＩにおいて、下りリンクのパケットは、ＴＦＲ選択部１４０によっ
て決定された送信方法を用いて、所定の移動局に対して送信される。
【０１１８】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図７及び図８を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、ＭＡＣ-ｈｓ
処理部１１２が、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信に用いられる送信方法（送信フォー
マット及び送信リソース）決定する動作について説明する。
【０１１９】
　本実施形態では、スケジューリング部１３０で決定された移動局（以後、当該移動局と
呼ぶ）に対する下りリンクのパケットの送信に用いられる送信方法（送信フォーマット及
び送信リソース）を決定する動作について説明する。また、本実施形態では、当該ＴＴＩ
において、複数の移動局に対して下りリンクのパケットを送信する場合に、優先度の高い
移動局から順に、本動作を適用するものとする。
【０１２０】
　ここで、ＴＦＲ選択部１４０で決定された送信方法（送信フォーマット及び送信リソー
ス）のうち、トランスポートブロックサイズを「ＴＢＳ１」とし、コードリソース量を「
Ｃｏｄｅ１」とし、変調方式を「Ｍｏｄ１」とし、電力リソース量を「Ｐｏｗｅｒ１」と
し、及び、決定された送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）に相当するＣＱＩ
を「ＣＱＩ１」とする。
【０１２１】
　また、本実施形態では、ＣＱＩ及び電力リソース量は、「ｄＢ」の領域で計算されるも
のとする。
【０１２２】
　図７に示すように、ステップＳ１において、ＴＦＲ選択部１４０は、各移動局から報告
されたＣＱＩをＣＱＩ取得部１１０から取得すると共に、当該ＴＴＩにおいて使用可能な
コードリソース量及び電力リソース量をＭＡＣ-ｈｓリソース計算部１５０から取得する
。ここで、ＴＦＲ選択部１４０は、取得したＣＱＩを「ＣＱＩ０」とし、取得したコード
リソース量を「Ｃｏｄｅ０」とし、取得した電力リソース量を「Ｐｏｗｅｒ０」とする。
【０１２３】
　ステップＳ２において、「Ｃｏｄｅ０」が、当該移動局が受信可能なコードリソース量
よりも大きい場合には、本動作はステップＳ３に進み、それ以外の場合には、本動作はス
テップＳ４に進む。
【０１２４】
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　ステップＳ３において、ＴＦＲ選択部１４０は、当該移動局が受信可能なコードリソー
ス量を「Ｃｏｄｅ０」とする。
【０１２５】
　ステップＳ４において、「ＣＱＩ０」が、ＣＱＩの上限値である「ＣＱＩＭＡＸ」より
も大きい場合には、本動作はステップＳ５に進み、それ以外の場合には、本動作はステッ
プＳ６に進む。
【０１２６】
　ステップＳ５において、ＴＦＲ選択部１４０は、「ＣＱＩＭＡＸ」を「ＣＱＩ０」とす
る。
【０１２７】
　なお、ＣＱＩは、定義上「１～３０」の範囲の値で報告されるが、移動局の能力によっ
ては、例えば、「１～２５」までの値については精度の高いＣＱＩを報告できるが、「２
６～３０」の値については精度の低いＣＱＩしか報告できないという場合が存在する。
【０１２８】
　このとき、「２６～３０」の値のＣＱＩが報告された場合に、ＴＦＲ選択部１４０は、
精度の低いＣＱＩを用いて送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）を決定し、結
果として、パケット誤り率が増加してしまうという問題が存在する。したがって、ＣＱＩ
の上限値「ＣＱＩＭＡＸ」を「２５」と設定することにより、ＴＦＲ選択部１４０が、精
度の低いＣＱＩを用いて送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）を決定すること
を回避することが可能となる。
【０１２９】
　ＣＱＩは、移動局において、下り方向の共有チャネルの全送信電力を「ＰｏｗｅｒＤｅ

ｆａｕｌｔ」と仮定して算出されているため、ステップＳ６において、ＴＦＲ選択部１４
０は、「ＣＱＩ０」を、「Ｐｏｗｅｒ０」に基づく値に読み替える。具体的には、ＴＦＲ
選択部１４０は、「ＣＱＩ０＋Ｐｏｗｅｒ０－ＰｏｗｅｒＤｅｆａｕｌｔ」によって算出
される値を「ＣＱＩ０」とする。
【０１３０】
　ステップＳ７において、ＴＦＲ選択部１４０は、Ｈ-ＡＲＱ制御部１６０から送信され
た再送情報に基づいて、送信するパケットが、Ｈ-ＡＲＱ制御における初回送信であるか
否かについて判断する。Ｈ-ＡＲＱ制御における初回送信である場合には、本動作はステ
ップ２１（図９参照）に進み、それ以外の場合（すなわち、再送である場合）には、本動
作はステップＳ８（図８参照）に進む。
【０１３１】
　図８に示すように、Ｈ-ＡＲＱ制御における再送時には、ステップＳ８において、ＴＦ
Ｒ選択部１４０は、再送するパケットの初回送信時のトランスポートブロックサイズ「Ｔ
ＢＳ２」とＣＱＩ「ＣＱＩ２」とコードリソース量「Ｃｏｄｅ２」と変調方式「Ｍｏｄ２

」とを取得する。ここで、「ＴＢＳ２」と「ＣＱＩ２」と「Ｃｏｄｅ２」と「Ｍｏｄ２」
は、それぞれ、初回送信時の「ＴＢＳ１」と「ＣＱＩ１」と「Ｃｏｄｅ１」と「Ｍｏｄ１

」に相当する。
【０１３２】
　再送時のトランスポートブロックサイズは、初回送信時のトランスポートブロックサイ
ズと同一であるため、ステップＳ９において、ＴＦＲ選択部１４０は、再送するパケット
のトランスポートブロックサイズ「ＴＢＳ１」を「ＴＢＳ２」とする。
【０１３３】
　ステップＳ１０において、「ＣＱＩ０＞ＣＱＩ１かつＣｏｄｅ０≧Ｃｏｄｅ１」が成立
する場合には、本動作はステップＳ１１に進み、それ以外の場合には、本動作はステップ
Ｓ１１に進む。
【０１３４】
　ここで、「ＣＱＩ０」は、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信に使用可能な電力リソー
スを考慮したＣＱＩであり、「ＣＱＩ１」は、初回送信時においてパケットの送信に使用
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可能な電力リソースを考慮したＣＱＩであるため、「ＣＱＩ０＞ＣＱＩ１」は、電力リソ
ースの観点から、初回送信時における無線品質よりも当該ＴＴＩにおける無線品質の方が
良くなっていることを示す。また、同様に、「Ｃｏｄｅ０≧Ｃｏｄｅ１」は、コードリソ
ースの観点から、初回送信時における無線品質よりも当該ＴＴＩにおける無線品質の方が
良くなっていることを示す。
【０１３５】
　ステップＳ１１において、ＴＦＲ選択部１４０は、パケットの送信に用いられる電力リ
ソース量を、初回送信時から当該ＴＴＩにかけて無線品質が良くなった分だけ低減する。
具体的には、ＴＦＲ選択部１４０は、パケットの送信に用いられる電力リソース量「Ｐｏ
ｗｅｒ１」を、「Ｐｏｗｅｒ１＝Ｐｏｗｅｒ０＋(ＣＱＩ２－ＣＱＩ０)×α」によって算
出する。ここで、αは、所定の定数である。また、定義上、ＣＱＩの単位は、電力リソー
ス量の単位と同じ「ｄＢ」であるため、αを「１」とする。
【０１３６】
　かかる処理によって、無線品質が良くなった分だけ、パケットの送信に用いられる電力
リソース量が低減するため、効率よく電力リソースを使用してパケットの送信を行うこと
が可能となると共に、他のセルへの干渉量を低減することも可能となる。
【０１３７】
　ステップＳ１２において、「Ｐｏｗｅｒ１」が、所定の電力リソース量の下限値「Ｐｏ
ｗｅｒＭＩＮ」よりも小さい場合には、本動作はステップＳ１３に進み、それ以外の場合
には、本動作はステップＳ１４に進む。
【０１３８】
　ステップＳ１３において、ＴＦＲ選択部１４０は、「ＰｏｗｅｒＭＩＮ」の値を「Ｐｏ
ｗｅｒ１」に設定する。
【０１３９】
　パケットの送信に用いられる電力リソース量が、「ＰｏｗｅｒＤｅｆａｕｌｔ」と比較
して過度に小さい値の場合に、ＣＱＩと電力リソース量との間の線形性が崩れ、パケット
誤り率が激しく劣化する場合が存在する。
【０１４０】
　例えば、ステップＳ１１において、「ＣＱＩ２＝２」で、かつ、「ＣＱＩ０＝２２」で
、かつ、「Ｐｏｗｅｒ０＝ＰｏｗｅｒＤｅｆａｕｌｔ＝４０ｄＢｍ」で、かつ、「α＝１
」であった場合に、「Ｐｏｗｅｒ１＝２０ｄＢｍ」となるが、「Ｐｏｗｅｒ１」の値が過
度に小さすぎるために、パケット誤り率が劣化する場合がある。
【０１４１】
　したがって、パケットの送信に用いられる電力リソース量の所定の下限値「Ｐｏｗｅｒ

ＭＩＮ」を設定し、パケットの送信に用いられる電力リソース量が「ＰｏｗｅｒＭＩＮ」
よりも小さくならないようにすることにより、パケット誤り率の劣化を防ぐことが可能と
なる。
【０１４２】
　例えば、「ＰｏｗｅｒＭＩＮ＝２５ｄＢｍ」と設定することにより、「ＣＱＩ２」に相
当する送信方法で、電力リソース量を「２０ｄＢｍ」ではなく「２５ｄＢｍ」で送信を行
うことが可能となり、パケット誤り率の劣化を防ぐことが可能となる。
【０１４３】
　ステップＳ１４において、ＴＦＲ選択部１４０は、パケットの送信に用いられるコード
リソース量「Ｃｏｄｅ１」及び変調方式「Ｍｏｄ１」を、初回送信時のコードリソース量
「Ｃｏｄｅ２」及び変調方式「Ｍｏｄ２」と同一にする。
【０１４４】
　ステップＳ１５において、初回送信時の変調方式「Ｍｏｄ２」が「ＱＰＳＫ」である場
合には、本動作はステップＳ１７に進み、それ以外の場合（すなわち、初回送信時の変調
方式「Ｍｏｄ２」が「１６ＱＡＭ」である場合）には、本動作はステップＳ１６に進む。
【０１４５】
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　ステップＳ１６において、変調方式を「ＱＰＳＫ」に変更して、コードリソース量を最
大限に使用した場合に、送信するパケットの符号化率が所定の符号化率の上限値「ＣＲＭ

ＡＸ」よりも小さい場合には、本動作はステップＳ１８に進み、それ以外の場合には、本
動作はステップＳ１７に進む。
【０１４６】
　ここで、符号化率とは、送信するパケットのビット数（ＣＲＣの２４ビットを含む）と
、送信するパケットの物理チャネルにおけるビット数の比のことを指す。変調方式が「Ｑ
ＰＳＫ」である場合で、「ＳＦ＝１６」で「ＴＴＩ＝３スロット」である場合に、「送信
するパケットの物理チャネルにおけるビット数」は、「２５６０[ｃｈｉｐｓ/ｓｌｏｔ]
×３[ｓｌｏｔｓ]／１６[ｃｈｉｐｓ/ｓｙｍｂｏｌ]×２ [ｂｉｔｓ/ｓｙｍｂｏｌ]×(コ
ードリソース量)＝９６０×「Ｃｏｄｅ０」となる。
【０１４７】
　ステップＳ１７において、ＴＦＲ選択部１４０は、できるだけ符号化率が１/３に近く
なるように、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」を算出する。
【０１４８】
　変調方式が「ＱＰＳＫ」である場合、符号化率を１/３とすると、「１/３＝(ＴＢＳ１

＋２４)／(９６０×(コードリソース量))であるため、ＴＦＲ選択部１４０は、「Ｃｏｄ
ｅ１ ＝Ｒｏｕｎｄｄｏｗｎ((ＴＢＳ１＋２４)／３２０)」に従って、「Ｃｏｄｅ１」を
算出する。
【０１４９】
　一方、変調方式が「１６ＱＡＭ」である場合、符号化率を１/３とすると、「１/３＝(
ＴＢＳ１＋２４)／(１９２０×(コードリソース量))であるため、ＴＦＲ選択部１４０は
、「Ｃｏｄｅ１ ＝Ｒｏｕｎｄｄｏｗｎ((ＴＢＳ１＋２４)／６４０)」に従って、「Ｃｏ
ｄｅ１」を算出する。
【０１５０】
　ここで、関数Ｒｏｕｎｄｄｏｗｎ（ｘ）は、引数「ｘ」を切り下げる関数である。
【０１５１】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」が「１」以上となるよ
うに、かつ、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」が初回送信時のコードリソース量「Ｃｏｄ
ｅ２」以上となるように、かつ、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」が使用可能なコードリ
ソース量「Ｃｏｄｅ０」以下となるように、「Ｃｏｄｅ１＝Ｍｉｎｉｍｕｍ（Ｃｏｄｅ０

，Ｍａｘｉｍｕｍ（Ｃｏｄｅ２，Ｃｏｄｅ１，１））に従って、「Ｃｏｄｅ１」を算出す
る。
【０１５２】
　ここで、関数Ｍｉｎｉｍｕｍ（ｘ，ｙ，ｚ，…）及び関数Ｍａｘｉｍｕｍ（ｘ，ｙ，ｚ
，…）は、それぞれ、引数ｘ，ｙ，ｚ，…のうちの最小値及び最大値を示す関数である。
【０１５３】
　ステップＳ１８において、ＴＦＲ選択部１４０は、パケットの送信に用いられる電力リ
ソース量「Ｐｏｗｅｒ１」を、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電力リソース量「Ｐｏｗｅ
ｒ０」と同一とし、パケットの送信に用いられる変調方式「Ｍｏｄ１」を、初回送信時に
用いられた変調方式「Ｍｏｄ２」と同一とする。
【０１５４】
　ステップＳ１９において、ＴＦＲ選択部１４０は、変調方式を「ＱＰＳＫ」とした場合
に、できるだけ符号化率が１/３に近くなるように、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」を
算出する。
【０１５５】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」が「１」以上となるよ
うに、かつ、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」が初回送信時のコードリソース量「Ｃｏｄ
ｅ２」以上となるように、かつ、コードリソース量「Ｃｏｄｅ１」が使用可能なコードリ
ソース量「Ｃｏｄｅ０」以下となるように、「Ｃｏｄｅ１＝Ｍｉｎｉｍｕｍ（Ｃｏｄｅ０
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，Ｍａｘｉｍｕｍ（Ｃｏｄｅ２，Ｃｏｄｅ１，１））に従って、「Ｃｏｄｅ１」を算出す
る。
【０１５６】
　ステップＳ２０において、ＴＦＲ選択部１４０は、パケットの送信に用いられる電力リ
ソース量「Ｐｏｗｅｒ１」を、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電力リソース量「Ｐｏｗｅ
ｒ０」と同一にし、パケットの送信に用いられる変調方式「Ｍｏｄ１」を「ＱＰＳＫ」と
する。
【０１５７】
　このように、電力リソース又はコードリソースの観点から、初回送信時の無線品質より
も当該ＴＴＩにおける無線品質の方が悪くなっている場合には、パケットを送信するため
にできるだけ多くの電力リソース量を使用し、符号化的に効果がある領域までできるだけ
多くのコードリソース量を使用することにより、再送時におけるパケット誤り率を低減す
ることが可能となる。
【０１５８】
　また、初回送信時に使用された変調方式が「１６ＱＡＭ」であった場合には、パケット
の送信に用いられる変調方式を「ＱＰＳＫ」として、コードリソース量を最大限使用した
ときに適切な符号化率となる場合には、変調方式を「ＱＰＳＫ」に変更する。
【０１５９】
　このように、フェージング変動やマルチパス干渉に対する耐性が強い変調方式である「
ＱＰＳＫ」を使用することにより、再送時におけるパケット誤り率を低減することが可能
となる。
【０１６０】
　図９に示すように、Ｈ-ＡＲＱ制御における初回送信時には、ステップＳ２１において
、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコードリソース量「Ｃｏｄｅ０」が、所定の閾値「Ｃｏ
ｄｅｔｈ」より大きい場合で、かつ、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電力リソース量「Ｐ
ｏｗｅｒ０」を考慮したＣＱＩである「ＣＱＩ０」が、所定の閾値「ＣＱＩｔｈ」より大
きい場合で、かつ、当該移動局の他にパケットを送信すべき移動局が存在する場合には、
本動作はステップＳ２２に進み、それ以外の場合には本動作はステップＳ２４に進む。
【０１６１】
　ここで、「当該移動局の他にパケットを送信すべき移動局が存在する場合」とは、送る
べきデータキューを持つ移動局が存在し、かつ、かかる移動局へのパケット送信に関する
制御情報を伝送するＨＳ-ＳＣＣＨが存在する場合のことを指す。
【０１６２】
　ステップＳ２２において、ＴＦＲ選択部１４０は、当該移動局の他にパケットを送信す
べき移動局の数を「ｎ」とすると、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電力リソース量がｎ等
分されるように「ＣＱＩ０」の値を低減する。具体的には、ＴＦＲ選択部１４０は、「Ｃ
ＱＩ１＝ＣＱＩ０－ｍｉｎｕｓ（ｎ）」を計算する。
【０１６３】
　ここで、関数ｍｉｎｕｓ（ｎ）は、当該移動局の他にパケットを送信すべき移動局の数
「ｎ」を引数とする関数である。ＣＱＩの単位は「ｄＢ」であるため、例えば、ＴＦＲ選
択部１４０は、「ｎ＝２」の場合には、電力リソースが２等分されるように「ＣＱＩ０」
の値を低減するために「ｍｉｎｕｓ（２）＝３」と設定し、「ｎ＝３」の場合には、電力
リソースが３等分されるように「ＣＱＩ０」の値を低減するために「ｍｉｎｕｓ（３）＝
４.７」と設定し、「ｎ＝４」の場合には、電力リソースが４等分されるように「ＣＱＩ

０」の値を低減するために「ｍｉｎｕｓ（４）＝６」と設定する。
【０１６４】
　また、ＴＦＲ選択部１４０は、「ｍｉｎｕｓ（ｘ）＝１０×ｌｏｇ１０Ｎ」としてもよ
い。
【０１６５】
　ステップＳ２３において、ＴＦＲ選択部１４０は、ステップＳ２２で「ＣＱＩ０」の値
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を低減した際に、低減後のＣＱＩの値である「ＣＱＩ１」が、所定の閾値「ＣＱＩｔｈ」
よりも小さくならないようにする。
【０１６６】
　ステップＳ２４において、当該移動局の他にパケットを送信すべき移動局が存在しない
場合には、ＴＦＲ選択部１４０は、「ＣＱＩ１=ＣＱＩ０」とする。
【０１６７】
　ステップＳ２１～Ｓ２４の処理により、ＴＦＲ選択部１４０は、当該ＴＴＩにおいて複
数の移動局に対して下りリンクのパケットを送信する際に、複数の移動局に対して均等に
電力リソース量を割り当てることが可能となる。
【０１６８】
　ステップＳ２５において、ＴＦＲ選択部１４０は、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコー
ドリソース量「Ｃｏｄｅ０」と「ＣＱＩ１」とに基づいて、送信フォーマット参照テーブ
ルを参照して、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信に用いられるトランスポートブロック
サイズ「ＴＢＳ０」を算出する。
【０１６９】
　ステップＳ２６において、「ＴＢＳ０」が「ＴＢＳＭＩＮ」よりも小さい場合には、本
動作はステップＳ２７に進み、それ以外の場合には、本動作はステップＳ２８に進む。
【０１７０】
　ここで、「ＴＢＳＭＩＮ」は、「（上位レイヤーにおける１つのパケットのデータ量）
＋（ヘッダのデータ量）」によって構成される最小データ送信単位である。
【０１７１】
　なお、ＭＡＣ-ｈｓレイヤー及びレイヤー１において送信するパケットは、上位レイヤ
ーにおけるパケットとヘッダとによって構成されているため、上位レイヤーにおける１つ
のパケットのデータ量とヘッダのデータ量とを足し合わせた値「ＴＢＳＭＩＮ」よりも小
さなトランスポートブロックサイズでは、どのようなパケットも送信することができない
。
【０１７２】
　ステップＳ２７において、ＴＦＲ選択部１４０は、当該ＴＴＩにおいてパケットの送信
に用いられるトランスポートブロックサイズ「ＴＢＳ０」が小さい場合、上位レイヤーの
パケットを１つも送ることができないため、当該移動局に対するパケットの送信を中止し
、スケジューリング部１３０が、再度、当該ＴＴＩにおいてパケットを送信すべき移動局
の選定を行う。
【０１７３】
　ここで、スケジューリング部１３０は、ステップＳ２７において、その都度、上述のよ
うな移動局の再選定を行う代わりに、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電力リソース量及び
コードリソース量を仮定して、予め「上位レイヤーのパケットを１つも送ることができな
い移動局」を選定し、スケジューリング対象から外すという処理を行ってもよい。
【０１７４】
　また、スケジューリング部１３０が、再度、当該ＴＴＩにおいてパケットを送信すべき
移動局の選定を行う代わりに、ＴＦＲ選定部１４０は、「ＴＢＳ０」を、上位レイヤーの
パケットを１つだけ送ることができるトランスポートブロックサイズ（最小データ送信単
位）に変更し、その後、ステップＳ２８以降の処理を行ってもよい。
【０１７５】
　この場合、実際のパケット誤り率が所望のパケット誤り率よりも劣化するが、当該移動
局に対してパケットが送信されるため、当該移動局に対して全くパケットが送信されない
という事態を回避することが可能となる。
【０１７６】
　ステップＳ２８において、当該ＴＴＩにおいて当該移動局に対して送信を行うべきパケ
ットのデータ量（データの大きさ）が「ＴＢＳ０」よりも大きい場合には、本動作はステ
ップＳ２９ａに進み、それ以外の場合には、本動作はステップＳ３０に進む。
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【０１７７】
　ステップＳ２９ａにおいて、ＴＦＲ選定部１４０は、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電
力リソース「Ｐｏｗｅｒ０」と、ステップＳ２１～Ｓ２４で算出した「ＣＱＩ０」及び「
ＣＱＩ１」とに基づいて、送信フォーマット参照テーブルを参照して、パケットの送信に
用いられる電力リソース「Ｐｏｗｅｒ１」を算出する。
【０１７８】
　具体的には、ＴＦＲ選定部１４０は、以下の式を用いて、「Ｐｏｗｅｒ１」を算出する
。
【０１７９】
　Ｐｏｗｅｒ１＝Ｐｏｗｅｒ０－（ＣＱＩ０－ＣＱＩ１）＋ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｏｆｆ
ｓｅｔ（Ｃｏｄｅ０，ＣＱＩ１）
　また、ＴＦＲ選定部１４０は、前記送信フォーマット参照テーブルを参照して、パケッ
トの送信に用いられる変調方式「Ｍｏｄ１」及びコードリソース量「Ｃｏｄｅ１」を算出
する。
【０１８０】
　具体的には、ＴＦＲ選定部１４０は、以下の式を用いて、「Ｍｏｄ１」及び「Ｃｏｄｅ

１」を算出する。
【０１８１】
　Ｍｏｄ１＝ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｍｏｄ（Ｃｏｄｅ０，ＣＱＩ１）
　Ｃｏｄｅ１＝ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｃｏｄｅ（Ｃｏｄｅ０，ＣＱＩ１）
　さらに、ＴＦＲ選定部１４０は、パケットの送信に用いられるトランスポートブロック
サイズ「ＴＢＳ１」を「ＴＢＳ０」とする。
【０１８２】
　ステップＳ２９ｂにおいて、「Ｐｏｗｅｒ１」が、所定の電力リソース量の下限値「Ｐ
ｏｗｅｒＭＩＮ」よりも小さい場合には、本動作はステップＳ２９ｃに進み、それ以外の
場合には、本動作は終了する。
【０１８３】
　ステップＳ２９ｃにおいて、ＴＦＲ選択部１４０は、「ＰｏｗｅｒＭＩＮ」の値を「Ｐ
ｏｗｅｒ１」に設定する。
【０１８４】
　ステップＳ３０において、ＴＦＲ選定部１４０は、当該ＴＴＩにおいて使用可能なコー
ドリソース量「Ｃｏｄｅ０」と、送信すべきパケットを送信可能な最小のトランスポート
ブロックサイズとに基づいて、送信フォーマット参照テーブルを参照して、送信すべきデ
ータを送信可能な最小のトランスポートブロックサイズに対応するＣＱＩである「ＣＱＩ

１」を算出する。
【０１８５】
　具体的には、ＴＦＲ選定部１４０は、以下の式を用いて、「ＣＱＩ１」を算出する。
【０１８６】
　ＣＱＩ１＝ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_ＣＱＩ（Ｃｏｄｅ０，送信すべきパケットを送信可能
な最小のトランスポートブロックサイズ）
　ステップＳ３１において、ＴＦＲ選定部１４０は、当該ＴＴＩにおいて使用可能な電力
リソース量「Ｐｏｗｅｒ０」と、「ＣＱＩ０」及び「ＣＱＩ１」とに基づいて、パケット
の送信に用いられる電力リソース量「Ｐｏｗｅｒ１」を算出する。
【０１８７】
　具体的には、ＴＦＲ選定部１４０は、以下の式を用いて、「Ｐｏｗｅｒ１」を算出する
。
【０１８８】
　Ｐｏｗｅｒ１＝Ｐｏｗｅｒ０－（ＣＱＩ０－ＣＱＩ１）×α 
　ここで、αは所定の定数である。定義上、ＣＱＩの単位は、電力リソース量の単位と同
じ「ｄＢ」であるため、αを「１」とする。
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【０１８９】
　かかる処理によって、送信するパケットのデータ量が小さくなった分だけ、パケットの
送信に用いられる電力リソース量が低減するため、効率よく電力リソースを使用してパケ
ットの送信を行うことが可能となると共に、他のセルへの干渉量を低減することも可能と
なる。
【０１９０】
　ステップＳ３２において、「Ｐｏｗｅｒ１」が、所定の電力リソース量の下限値「Ｐｏ
ｗｅｒＭＩＮ」よりも小さい場合には、本動作はステップＳ３３に進み、それ以外の場合
には、本動作はステップＳ３４に進む。
【０１９１】
　ステップＳ３３において、ＴＦＲ選択部１４０は、「ＰｏｗｅｒＭＩＮ」の値を「Ｐｏ
ｗｅｒ１」に設定する。
【０１９２】
　パケットの送信に用いられる電力リソース量が、「ＰｏｗｅｒＤｅｆａｕｌｔ」と比較
して過度に小さい値の場合に、ＣＱＩと電力リソース量との間の線形性が崩れ、パケット
誤り率が激しく劣化する場合が存在する。
【０１９３】
　例えば、ステップＳ３１において、「ＣＱＩ１＝２」で、かつ、「ＣＱＩ０＝２２」で
、かつ、「Ｐｏｗｅｒ０＝ＰｏｗｅｒＤｅｆａｕｌｔ＝４０ｄＢｍ」で、かつ、「α＝１
」であった場合に、「Ｐｏｗｅｒ１＝２０ｄＢｍ」となるが、「Ｐｏｗｅｒ１」の値が過
度に小さすぎるために、パケット誤り率が劣化する場合がある。
【０１９４】
　したがって、パケットの送信に用いられる電力リソース量の所定の下限値「Ｐｏｗｅｒ

ＭＩＮ」を設定し、パケットの送信に用いられる電力リソース量が「ＰｏｗｅｒＭＩＮ」
よりも小さくならないようにすることにより、パケット誤り率の劣化を防ぐことが可能と
なる。
【０１９５】
　例えば、「ＰｏｗｅｒＭＩＮ＝２５ｄＢｍ」と設定することにより、「ＣＱＩ２」に相
当する送信方法で、電力リソース量を「２０ｄＢｍ」ではなく「２５ｄＢｍ」で送信を行
うことが可能となり、パケット誤り率の劣化を防ぐことが可能となる。
【０１９６】
　ステップＳ３４において、ＴＦＲ選択部１４０は、送信フォーマット参照テーブルを参
照して、パケットの送信に用いられる変調方式「Ｍｏｄ１」及びコードリソース量「Ｃｏ
ｄｅ１」を算出する。
【０１９７】
　具体的には、ＴＦＲ選択部１４０は、以下の式を用いて、「Ｍｏｄ１」及び「Ｃｏｄｅ

１」を算出する。
【０１９８】
　Ｍｏｄ１＝ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｍｏｄ(Ｃｏｄｅ０，ＣＱＩ１)
　Ｃｏｄｅ１＝ＴＦ_Ｒｅｌａｔｅｄ_Ｃｏｄｅ(Ｃｏｄｅ０，ＣＱＩ１)
　さらに、ＴＦＲ選択部１４０は、パケットの送信に用いられるトランスポートブロック
サイズ「ＴＢＳ１」に「ＴＢＳ１」の値を設定する。
【０１９９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、パケットの送信に使用可能
な送信リソースと、下りリンクの無線品質情報と、パケットの送信に用いられる送信方法
とを関連付けて記憶している送信フォーマット参照テーブル保存部１７０に保存されてい
る送信フォーマット参照テーブルを参照することによって、パケットの送信に用いられる
送信方法（送信フォーマット及び送信リソース）を効率的に決定することができる。
【０２００】
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（変更例１）
　上述の第１の実施形態では、図６に示すように、送信フォーマット参照テーブルにおけ
る電力リソース量のオフセット値のステップ幅は、ＣＱＩの単位が１ｄＢであるために、
１ｄＢに設定されている。
【０２０１】
　しかしながら、本発明は、かかる場合に限定されるものではなく、図１０に示すように
、電力リソース量のオフセット値を、「１ｄＢ」ではなく「０.７ｄＢ」等の「１ｄＢ」
より小さい値をした場合にも適用可能である。すなわち、本変更例１では、送信フォーマ
ット参照テーブルにおいて、電力リソースのオフセット値のステップ幅が、１ｄＢ未満に
設定されている。
【０２０２】
　本変更例１によれば、電力リソース量のオフセット値を適切な値に設定することが可能
となる。この結果、パケットの送信に用いられる電力リソースが、上述の「ＰｏｗｅｒＤ

ｅｆａｕｌｔ」と比較して過度に小さい値の場合であっても、ＣＱＩと電力リソース量と
間の線形性が崩れ、パケットの誤り率が激しく劣化することを回避することができる。
【０２０３】
（変更例２）
　また、例えば、図８のステップＳ１１において、「ＣＱＩ２－ＣＱＩ０」の値が大きい
時、又は、図９のステップＳ３１において、「ＣＱＩ０－ＣＱＩ１」の値が大きい時には
、ＣＱＩと電力リソース量との間の線形性が崩れることにより、αを「１」と設定した場
合、過剰に電力リソースを低減することがある。このとき、電力リソース量が所望の値よ
りも小さくなるため、パケット誤り率が劣化するという問題が存在する。
【０２０４】
　そこで、本変更例２では、αを「１」ではなく、例えば、「０.７」と設定することに
より、低減する電力リソース量が過剰に大きくなることを防ぐことが可能となり、結果と
して、パケット誤り率の劣化を防ぐことが可能となる。
【０２０５】
　すなわち、所定の定数αを用いて、効率よく送信リソースを使用するために低減する電
力リソース量と、過剰に電力リソース量を低減することによるパケット誤り率の劣化度合
いを制御することが可能となる。
【０２０６】
（変更例３）
　本変更例３では、ＴＦＲ選択部１４０は、パケットの送信に使用可能な送信リソースに
含まれる電力リソースが残っている場合、パケットの送信に用いられる送信方法として決
定された電力リソース量に当該電力リソースを加える。
【０２０７】
　ここで、複数の移動局に対して下りリンクのパケットを送信する場合には、ＴＦＲ選択
部１４０は、均等に、残りの電力リソースを足し合わせる。また、ＴＦＲ選択部１４０は
、上記のように「均等」ではなく、最も優先度の高い移動局に対して優先的に、残りの電
力リソースを割り当ててもよい。
【０２０８】
　本変更例３によれば、本来よりも多めに電力リソース量を割り当てることにより、パケ
ット誤り率を引き下げることが期待できる。
【０２０９】
（変更例４）
　また、ＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２は、例えば、ＣＰＵやデジタルシグナルプロセッサ（
ＤＳＰ）やＦＰＧＡ等のプログラムの書き換えが可能なプログラマブルデバイスで構成さ
れており、上述した処理を実行するプログラムが所定のメモリ領域に記憶されており、パ
ラメータ又は関数（ＣＱＩＭＡＸ、α、ＰｏｗｅｒＭＩＮ、ＣＲＭＡＸ、Ｃｏｄｅｔｈ、
ＣＱＩｔｈ、ｍｉｎｕｓ（ｎ））がダウンロードによって書き換えられる構成がとられて
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いてもよい。
【０２１０】
　この時、ＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２は、上述のパラメータ又は関数を無線基地局１００
の上位ノードからダウンロードするように構成されていてもよいし、ＴＦＲ選択部１４０
及びＴＢＳ再選択部１８０に端末Ｉ/Ｆ（外部インターフェース機能）を設け、直接、端
末から上述のパラメータ又は関数を読み込むように構成されていてもよい。
【０２１１】
　また、ＭＡＣ-ｈｓ処理部１１２の各機能ブロックは、ハードウェアで分割されていて
もよいし、プロセッサ上のプログラムでソフトウェアとして分割されていてもよい。
【０２１２】
　また、上述の実施形態では、３ＧＰＰにおける高速パケット伝送方式であるＨＳＤＰＡ
方式に関して記述したが、本発明は、ＨＳＤＰＡ方式に限定されるものではなく、移動通
信システムにおける下りパケットの送信制御（特にＡＭＣ方式）を行う他の高速パケット
伝送方式に適用することが可能である。
【０２１３】
　例えば、他の高速パケット伝送方式としては、３ＧＰＰ２におけるｃｄｍａ２０００方
式の１ｘＥＶ-ＤＯ方式やＴＤＤ方式における高速パケット伝送方式等が挙げられる。
【０２１４】
（変更例５）
　上述の第１の実施形態に係る送信フォーマット参照テーブルは、ＣＱＩと、トランスポ
ートブロックサイズと、コードリソース量と、変調方式と、電力リソースのオフセット値
とを関連付けていたが、本変更例５に係る送信フォーマット参照テーブルは、下りリンク
の無線品質情報として、ＣＱＩの代わりに、ＳＩＲを保持するように構成されている。
【０２１５】
　すなわち、本変更例５に係る送信フォーマット参照テーブルは、ＳＩＲと、トランスポ
ートブロックサイズと、コードリソース量と、変調方式と、電力リソースの電力オフセッ
トとを関連付けている。
【０２１６】
　ここで、ＴＦＲ選択部１４０における下りリンクのパケットの送信方法を決定する動作
においては、送信フォーマット参照テーブル保持部１７０は、所定の計算式を用いて、Ｃ
ＱＩの値をＳＩＲの値に変換する。かかる計算式としては、例えば、「ＳＩＲ＝ＣＱＩ－
４.５」のような式が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０２１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局の機能ブロック図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベースバンド信号処
理部の機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベースバンド信
号処理部のＭＡＣ-ｈｓ処理部の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移移動通信システムの無線基地局のベースバンド
信号処理部のＭＡＣ-ｈｓ処理部のＨ-ＡＲＱ制御部で行われるストップアンドウェイトプ
ロトコルの動作の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移移動通信システムの無線基地局のベースバンド
信号処理部のＭＡＣ-ｈｓ処理部の送信フォーマット参照テーブル保持部で保持される送
信フォーマット参照テーブルの一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移移動通信システムの無線基地局のベースバンド
信号処理部のＭＡＣ-ｈｓ処理部のＴＦＲ選択部において、下りリンクのパケットの送信
方法を決定する動作を示すフローチャートである。
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【図８】本発明の第１の実施形態に係る移移動通信システムの無線基地局のベースバンド
信号処理部のＭＡＣ-ｈｓ処理部のＴＦＲ選択部において、下りリンクのパケットの送信
方法を再決定する動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移移動通信システムの無線基地局のベースバンド
信号処理部のＭＡＣ-ｈｓ処理部のＴＦＲ選択部において、下りリンクのパケットの送信
方法を再決定する動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の変更例１に係る移移動通信システムの無線基地局のベースバンド信号
処理部のＭＡＣ-ｈｓ処理部の送信フォーマット参照テーブル保持部で保持される送信フ
ォーマット参照テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【０２１８】
１０、１１、１２…移動局
１００…無線基地局
１０１…送受信アンテナ
１０２…アンプ部
１０３…送受信部
１０４…ベースバンド信号処理部
１０５…呼処理部
１０６…伝送路インターフェース
１１１…レイヤー１処理部
１１２…ＭＡＣ-ｈｓ処理部
１１０…ＣＱＩ取得部
１２０…ＡＣＫ/ＮＡＣＫ/ＤＴＸ取得部
１３０…スケジューリング部
１４０…ＴＦＲ選択部
１５０…ＭＡＣ-ｈｓリソース計算部
１５１…ＨＳ-ＤＳＣＨ電力リソース計算部
１５２…ＨＳ-ＤＳＣＨコードリソース計算部
１６０…Ｈ-ＡＲＱ制御部
１７０…送信フォーマット参照テーブル保持部
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