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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相対的に広い第１システム帯域を持つ第１移動通信システムの制御信号及び相対的に狭
い第２システム帯域を持つ第２移動通信システムの制御信号を変調して変調信号とする変
調手段と、予め決められた規則にしたがって、前記変調信号を所定のデータブロック単位
で、前記第２システム帯域を一単位とする少なくとも一つの周波数領域に割り当てる制御
信号割り当て手段と、周波数領域毎に前記変調信号にインターリーブを行うインターリー
バと、インターリーブ後の変調信号を時間・周波数領域にマッピングするマッピング手段
と、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
【請求項２】
　前記予め決められた規則は、特定の移動端末装置に送信する制御信号を、各周波数領域
において同じ番号のデータブロックに割り当てる規則であることを特徴とする請求項１記
載の無線基地局装置。
【請求項３】
　前記予め決められた規則は、特定の移動端末装置に送信する制御信号を、各周波数領域
において同じ番号までのデータブロック範囲内に割り当てる規則であることを特徴とする
請求項１記載の無線基地局装置。
【請求項４】
　前記マッピング手段は、周波数領域毎にマッピングを行うことを特徴とする請求項３記
載の無線基地局装置。
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【請求項５】
　制御信号を割り当てるデータブロックの数をデータブロック範囲内において可変である
ことを特徴とする請求項３又は請求項４記載の無線基地局装置。
【請求項６】
　移動端末装置からの信号の受信品質を判定する品質判定手段を具備し、前記制御信号割
り当て手段は、前記品質判定手段の判定結果に基づいて制御信号を割り当てるデータブロ
ックの数を決定することを特徴とする請求項５記載の無線基地局装置。
【請求項７】
　前記予め決められた規則は、データブロックにシーケンス番号を付し、前記シーケンス
番号順に複数の周波数領域にデータブロックを割り当てる規則であることを特徴とする請
求項１記載の無線基地局装置。
【請求項８】
　前記予め決められた規則は、各データブロックを複数の周波数領域に割り当てる規則で
あることを特徴とする請求項１記載の無線基地局装置。
【請求項９】
　前記各データブロックを複数の周波数領域に割り当てる際に、時間分割多重及び／又は
コード分割多重することを特徴とする請求項８記載の無線基地局装置。
【請求項１０】
　無線基地局装置からの信号を時間・周波数領域からデマッピングするデマッピング手段
と、デマッピング後の信号に前記周波数領域毎にデインターリーブを行うデインターリー
バと、デインターリーブ後の信号を、予め決められた規則にしたがって復調して自装置宛
ての制御信号であるか否かを判断する復調手段と、を具備し、前記予め決められた規則は
、各周波数領域において同じ番号のデータブロックを一度に復調して自装置宛ての制御信
号であるか否かを判断する規則であることを特徴とする移動端末装置。
【請求項１１】
　無線基地局装置からの信号を時間・周波数領域からデマッピングするデマッピング手段
と、デマッピング後の信号に前記周波数領域毎にデインターリーブを行うデインターリー
バと、デインターリーブ後の信号を、予め決められた規則にしたがって復調して自装置宛
ての制御信号であるか否かを判断する復調手段と、を具備し、前記予め決められた規則は
、各周波数領域において同じ番号までのデータブロック範囲内で復調を行って自装置宛て
の制御信号であるか否かを判断する規則であることを特徴とする移動端末装置。
【請求項１２】
　相対的に広い第１システム帯域を持つ第１移動通信システムの制御信号及び相対的に狭
い第２システム帯域を持つ第２移動通信システムの制御信号を変調して変調信号とする変
調手段と、予め決められた規則にしたがって、前記変調信号を所定のデータブロック単位
で、前記第２システム帯域を一単位とする少なくとも一つの周波数領域に割り当てる制御
信号割り当て手段と、周波数領域毎に前記変調信号にインターリーブを行うインターリー
バと、インターリーブ後の変調信号を時間・周波数領域にマッピングするマッピング手段
と、を具備する無線基地局装置と、
　前記無線基地局装置からの信号を時間・周波数領域からデマッピングするデマッピング
手段と、デマッピング後の信号に前記周波数領域毎にデインターリーブを行うデインター
リーバと、デインターリーブ後の信号を、予め決められた規則にしたがって復調して自装
置宛ての制御信号であるか否かを判断する復調手段と、を具備する移動端末装置と、
を備えたことを特徴とする移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、次世代移動通信システムにおける無線基地局装置及び移動端末装置に関する
。
【背景技術】
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【０００２】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）ネットワークにおいて
は、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、ＨＳＤＰＡ（High　Spee
d　Downlink　Packet　Access）やＨＳＵＰＡ（High　Speed　Uplink　Packet　Access）
を採用することにより、Ｗ-ＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）
をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このＵＭＴＳネ
ットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングターム
エボリューション（ＬＴＥ:Long　Term　Evolution）が検討されている（非特許文献１）
。ＬＴＥでは、多重方式として、下り回線（下りリンク）にＷ－ＣＤＭＡとは異なるＯＦ
ＤＭＡ（Orthogonal　Frequency　Division　Multiple　Access）を用い、上り回線（上
りリンク）にＳＣ－ＦＤＭＡ（Single　Carrier　Frequency　Division　Multiple　Acce
ss）を用いている。
【０００３】
　第３世代のシステムは、概して５ＭＨｚの固定帯域を用いて、下り回線で最大２Ｍｂｐ
ｓ程度の伝送レートを実現できる。一方、ＬＴＥのシステムでは、１．４ＭＨｚ～２０Ｍ
Ｈｚの可変帯域を用いて、下り回線で最大３００Ｍｂｐｓ及び上り回線で７５Ｍｂｐｓ程
度の伝送レートを実現できる。また、ＵＭＴＳネットワークにおいては、更なる広帯域化
及び高速化を目的として、ＬＴＥの後継のシステムも検討されている（例えば、ＬＴＥア
ドバンスト（ＬＴＥ－Ａ））。したがって、将来的には、これら複数の移動通信システム
が並存することが予想され、これらの複数のシステムに対応できる構成（無線基地局装置
や移動端末装置など）が必要となることが考えられる。
【非特許文献１】3GPP,　TR25.912　(V7.1.0),　"Feasibility　study　for　Evolved　U
TRA　and　UTRAN",　Sept.　2006
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の移動通信システムが混在する際
において、それぞれの移動通信システムに対応する無線基地局装置及び移動端末装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の無線基地局装置は、相対的に広い第１システム帯域を持つ第１移動通信システ
ムの制御信号及び相対的に狭い第２システム帯域を持つ第２移動通信システムの制御信号
を変調して変調信号とする変調手段と、予め決められた規則にしたがって、前記変調信号
を所定のデータブロック単位で、前記第２システム帯域を一単位とする少なくとも一つの
周波数領域に割り当てる制御信号割り当て手段と、周波数領域毎に前記変調信号にインタ
ーリーブを行うインターリーバと、インターリーブ後の変調信号を時間・周波数領域にマ
ッピングするマッピング手段と、を具備することを特徴とする。
【０００６】
　本発明の移動端末装置は、無線基地局装置からの信号を時間・周波数領域からデマッピ
ングするデマッピング手段と、デマッピング後の信号に前記周波数領域毎にデインターリ
ーブを行うデインターリーバと、デインターリーブ後の信号を、予め決められた規則にし
たがって復調して自装置宛ての制御信号であるか否かを判断する復調手段と、を具備する
ことを特徴とする。また、前記予め決められた規則は、各周波数領域において同じ番号の
データブロックを一度に復調して自装置宛ての制御信号であるか否かを判断する規則、又
は各周波数領域において同じ番号までのデータブロック範囲内で復調を行って自装置宛て
の制御信号であるか否かを判断する規則であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明においては、無線基地局装置で、予め決められた規則にしたがって、変調信号を
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所定のデータブロック単位で相対的に狭いシステム帯域を一単位とする少なくとも一つの
周波数領域に割り当て、移動端末装置で、予め決められた規則にしたがって復調して自装
置宛ての制御信号であるか否かを判断する。このため、複数の移動通信システムが混在す
る場合においても、それぞれの移動通信システムに対応して移動通信を行うことが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は、下り回線で移動通信が行われる際の周波数使用状態を説明するための図である
。図１に示す例は、相対的に広い第１システム帯域を持つ第１移動通信システムであるＬ
ＴＥ－Ａシステムと、相対的に狭い第２システム帯域を持つ第２移動通信システムである
ＬＴＥシステムが併存する場合の周波数使用状態である。ＬＴＥ－Ａシステムにおいては
、例えば、８０ＭＨｚ以下の可変のシステム帯域幅で移動通信を行い、ＬＴＥシステムに
おいては、２０ＭＨｚ以下の可変のシステム帯域幅で移動通信を行う。ＬＴＥ－Ａシステ
ムのシステム帯域は、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも一つの周
波数領域となっている。図１においては、ＬＴＥ－Ａシステムのシステム帯域は、ＬＴＥ
システムのシステム帯域（ベース帯域：２０ＭＨｚ）を一単位とする４つの周波数帯域を
含むシステム帯域（２０ＭＨｚ×４＝８０ＭＨｚ）となっている。図１においては、ＵＥ
（User　Equipment）＃１は、ＬＴＥ－Ａシステム対応（ＬＴＥシステムにも対応）の移
動端末装置であり、８０ＭＨｚのシステム帯域を持ち、ＵＥ＃２は、ＬＴＥシステム対応
（ＬＴＥ－Ａシステムには対応せず）の移動端末装置であり、２０ＭＨｚ（ベース帯域）
のシステム帯域を持ち、ＵＥ＃３は、ＬＴＥ－Ａシステム対応（ＬＴＥシステムにも対応
）の移動端末装置であり、４０ＭＨｚ（２０ＭＨｚ×２＝４０ＭＨｚ）のシステム帯域を
持つ。
【０００９】
　このように、ＬＴＥ－Ａシステムのシステム帯域を、ＬＴＥシステムのシステム帯域を
一単位とする少なくとも一つの周波数帯域を含むシステム帯域となるように区分する発明
については、本出願人が既に出願している（特願２００８－８８１０３）。なお、ＬＴＥ
－Ａシステムについては、全ての移動端末装置に対して８０ＭＨｚの帯域を使って移動通
信を行う必要はなく、８０ＭＨｚ以下の他のシステム帯域、例えば４０ＭＨｚの帯域を使
って移動通信を行う移動端末装置があっても良い。
【００１０】
　ＬＴＥ－Ａシステム及びＬＴＥシステムにおいては、下り回線でＯＦＤＭＡを用いるの
で、送信信号をシステム帯域の範囲内の周波数領域にマッピングして送信を行う。したが
って、ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、８０ＭＨｚ以下の帯域幅の周波数領域でマッピン
グを行い、ＬＴＥシステムにおいては、２０ＭＨｚ以下の帯域幅の周波数領域でマッピン
グを行うこととなる。ＬＴＥシステムでは、先頭の１個～３個のＯＦＤＭシンボル（ＩＦ
ＦＴ（Inverse　Fast　Fourier　Transform）単位）に制御信号がマッピングされる。
【００１１】
　移動端末装置においては、無線基地局装置からの信号を受信する際に、自装置宛ての制
御信号を復調して、その制御信号に含まれるスケジューリング情報や送信電力制御情報を
用いて制御を行う。この場合において、各システムのシステム帯域の範囲内の周波数領域
にマッピングされた信号をデマッピングし、デマッピング後の信号を復調して自装置宛て
の制御信号であるかどうかを判断する。上述したように、ＬＴＥ－Ａシステムにおいては
、８０ＭＨｚ以下の帯域幅の周波数領域でマッピングを行い、ＬＴＥシステムにおいては
、２０ＭＨｚ以下の帯域幅の周波数領域でマッピングを行う。ＬＴＥシステムでは、２０
ＭＨｚ以下の帯域幅で順次デマッピング後の信号を復調して自装置宛ての制御信号である
かどうかを判断することになる。一方、ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、ＬＴＥシステムと
同様に、８０ＭＨｚ以下の帯域幅で順次デマッピング後の信号を復調して自装置宛ての制
御信号であるかどうかを判断すると、非常に処理時間がかかり、迅速に受信制御を行うこ
とができない恐れがある。



(5) JP 5215101 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

【００１２】
　本発明者らは上記の点に着目して本発明をするに至った。すなわち、本発明の骨子は、
無線基地局装置において、予め決められた規則により制御信号を周波数領域に割り当て、
移動端末装置において、ＬＴＥシステムにおける手順を踏まえた、予め決められた規則に
したがって復調して自装置宛ての制御信号であるか否かを判断することにより、移動端末
装置における自装置宛ての制御信号の取得を迅速に行うことができると共に、複数の移動
通信システム（ＬＴＥ－Ａシステム及びＬＴＥシステム）が混在する場合においても、そ
れぞれの移動通信システムに対応して移動通信を行うことである。
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図２は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示すブロック図である。図
２に示す無線基地局装置は、送受信用のアンテナ１０１と、デュプレクサ１０２と、受信
系処理部と、送信系処理部と、から主に構成されている。
【００１４】
　受信系処理部は、移動端末装置から送られた信号に所定の受信処理を行う無線受信部１
０３と、受信された信号にＦＦＴ（Fast　Fourier　Transform）演算を行うＦＦＴ部１０
４と、ＦＦＴ演算後の信号をデマッピングするデマッピング部１０５と、デマッピング後
の信号をデインターリーブするデインターリーバ１０６と、デインターリーブ後の信号を
復調して受信データを得る復調部１０７とから主に構成されている。また、受信系処理部
は、受信信号の品質を測定し、その測定結果に基づいて伝搬環境が良いか悪いかについて
判定する受信品質判定部１１４を有する。なお、受信系処理部は、各移動端末装置に対し
て存在するが、図面を簡略化するために、図２においては、一つの移動端末装置に対する
構成のみを示している。
【００１５】
　送信系処理部は、移動端末装置に送信するデータを変調して変調信号とする変調部１０
８ａ～１０８ｅと、変調信号を、予め決められた規則により制御信号を所定の周波数領域
に割り当てる制御信号割当て手段である制御信号スケジュール部１０９と、所定の周波数
領域に割り当てた後の信号にインターリーブするインターリーバ１１０ａ～１１０ｅと、
インターリーブ後の信号を時間・周波数領域にマッピングするマッピング部１１１と、マ
ッピング後の信号にＩＦＦＴ（Inverse　Fast　Fourier　Transform）演算を行うＩＦＦ
Ｔ部１１２と、ＩＦＦＴ演算後の信号に所定の送信処理を行う無線送信部１１３とから主
に構成されている。
【００１６】
　受信系処理部の無線受信部１０３においては、まず、受信した信号に対して利得制御が
なされてベースバンド信号が得られる。次いで、このベースバンド信号が直交検波処理さ
れた後に不要周波数成分が除去され、その後Ａ／Ｄ変換される。Ａ／Ｄ変換後の信号がＦ
ＦＴ部１０４に出力されると共に、受信品質判定部１１４に出力される。受信品質判定部
１１４においては、ベースバンド信号の受信品質（例えば、受信電力、ＳＩＲ（Signal　
Interference　Ratio）など）を測定し、その測定結果に基づいて移動端末装置との間の
伝搬環境が良いか悪いかを判定する。例えば、受信品質の測定値に対してしきい値判定を
行って、その判定結果により移動端末装置との間の伝搬環境が良いか悪いかを判定する。
この伝搬環境の良し悪しの判定結果は、制御信号の変調部１０８ｂ，１０８ｃ及び／又は
制御信号スケジュール部１０９に出力される。
【００１７】
　ＦＦＴ部１０４においては、無線受信部１０３から出力された、それぞれの移動端末装
置からのベースバンド信号をＦＦＴ演算して、各サブキャリアに割り当てられた信号を得
る。この信号はデマッピング部１０５に出力される。デマッピング部１０５においては、
得られた信号について、移動端末装置側のマッピング規則にしたがってデマッピングを行
う。デマッピング後の信号は、移動端末装置毎のデインターリーバ１０６に出力される。
デインターリーバ１０６においては、デマッピング後の信号にデインターリーブを行う。
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デインターリーブ後の信号は、それぞれ移動端末装置毎の復調部１０７に出力される。復
調部１０７においては、デインターリーブ後の信号を復調して、各移動端末装置の受信デ
ータを得る。
【００１８】
　送信系処理部の変調部１０８ａ～１０８ｅでは、送信データを所定の変調方式でディジ
タル変調して変調信号とする。変調部１０８ａは、ＬＴＥシステム用の移動端末装置用の
共有データを変調する。変調部１０８ｂは、ＬＴＥシステム用の移動端末装置用の制御信
号を変調する。変調部１０８ｃは、ＬＴＥ－Ａシステム用の移動端末装置用の制御信号を
変調する。変調部１０８ｄは、ＬＴＥ－Ａシステム用の移動端末装置用の共有データを変
調する。変調部１０８ｅは、報知チャネルで報知する情報（報知データ）を変調する。共
有データの変調信号は、インターリーバ１１０ｄに出力される。制御信号の変調信号は、
制御信号スケジュール部１０９に出力され、スケジュールされた制御信号は、インターリ
ーバ１１０ａ～１１ｃに出力される。報知データの変調信号は、インターリーバ１１０ｅ
に出力される。変調部１０８ｂ，１０８ｃでは、受信品質判定部１１４における判定結果
に基づいて、変調方式を変更しても良い。例えば、伝搬環境が悪い周波数領域においては
相対的に低いレートの変調方式とする。
【００１９】
　ここで、無線基地局装置から移動端末装置に送信される下り回線信号の制御信号が割り
当てられるシステム帯域について説明する。図３は、ＬＴＥシステムのシステム帯域を説
明するための図である。図３から分るように、ＬＴＥシステムにおいては、２０ＭＨｚ以
下で種々のシステム帯域（図３においては、１．４ＭＨｚ、５ＭＨｚ、２０ＭＨｚ）を用
いる。このシステム帯域は、例えば周波数，セル毎に適宜決定する。このシステム帯域に
おいて、下り回線制御チャネル及び共有データチャネルを用いて移動通信を行う。
【００２０】
　下り回線の制御チャネルの制御信号は、図３に示すような複数のデータブロック（ここ
では、２５個のデータブロック（ＣＣＥ：Control　Channel　Element））に振り分けら
れる１個のデータブロック（１ＣＣＥ）は、３６サブキャリア×１ＯＦＤＭシンボルに相
当する。１サブキャリア×１ＯＦＤＭシンボルをリソースエレメント（Resource　Elemen
t：ＲＥ）といい、４リソースエレメントを１リソースエレメントグループ（Resource　E
lement　Group：ＲＥＧ）という。このデータブロック構成は、システム帯域が異なって
いても同じである。すなわち、制御信号は、ＣＣＥに振り分けられ、このＣＣＥがシステ
ム帯域に割り当てられることとなる。一方、ＬＴＥ－Ａシステムにおいても、ＬＴＥシス
テムと同様に、制御信号がＣＣＥに振り分けられ、このＣＣＥがシステム帯域である８０
ＭＨｚ以下の周波数領域に割り当てられることとなる。したがって、図１を参照して説明
すると、移動端末装置ＵＥ＃１に対する制御信号は、ＣＣＥに振り分けられ、このＣＣＥ
がシステム帯域である８０ＭＨｚに割り当てられ、移動端末装置ＵＥ＃２に対する制御信
号は、ＣＣＥに振り分けられ、このＣＣＥがシステム帯域である２０ＭＨｚに割り当てら
れ、移動端末装置ＵＥ＃３に対する制御信号は、ＣＣＥに振り分けられ、このＣＣＥがシ
ステム帯域である４０ＭＨｚに割り当てられる。なお、ＣＣＥが割り当てられるシステム
帯域がチャネル符号化される単位である。
【００２１】
　制御信号スケジューリング部１０９においては、制御信号の変調信号を、予め決められ
た規則にしたがって所定のデータブロック単位（ＣＣＥ単位）で、ＬＴＥシステムのシス
テム帯域を一単位とする少なくとも一つの周波数領域に割り当てる。例えば、ＬＴＥシス
テムの最大のシステム帯域である２０ＭＨｚを一単位とする周波数領域に制御信号をＣＣ
Ｅ単位で割り当てる。ここでは、ＬＴＥシステムの最大のシステム帯域である２０ＭＨｚ
を一単位として、３つの周波数領域＃１～＃３に制御信号を割り当てる場合について説明
する。
【００２２】
　図４（ａ）～（ｃ）は、制御信号をデータブロック単位で複数の周波数領域に割り当て
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る場合における予め決められた規則を説明するための図である。図４（ａ）～（ｃ）に示
す割り当ての方法は、複数の周波数領域にデータブロックを割り当てることからＬＴＥ－
Ａシステムに対応する移動端末装置への送信の際に適用される方法である。ＬＴＥシステ
ムに対応する移動端末装置への送信においては、一つの周波数領域にＣＣＥを割り当てる
ことになる。
【００２３】
　図４（ａ）は、予め決められた規則が、特定の移動端末装置に送信する制御信号を、各
周波数領域において同じ番号のデータブロックに割り当てる規則である場合を示す図であ
る。例えば、この規則においては、あるＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置への
制御信号を、すべての周波数領域の３番目のＣＣＥ（ＣＣＥ＃３）に割り当てる。この場
合において、一つの周波数領域に割り当てる前記移動端末装置へのＣＣＥは一つとしてい
る。
【００２４】
　この規則でデータブロックを周波数領域に割り当てておくことにより、移動端末装置に
おいては、各周波数領域の特定の順番のＣＣＥがすべて自装置宛の制御信号となる。した
がって、各周波数領域において同じ番号のＣＣＥを一度に復調することにより自装置宛て
の制御信号であるか否かを判断することができる。これにより、複数の周波数領域に制御
信号が割り当てられていても、迅速に自装置宛の制御信号を取得することが可能となる。
【００２５】
　図４（ｂ）は、予め決められた規則が、特定の移動端末装置に送信する制御信号を、各
周波数領域において同じ番号までのデータブロック範囲内に割り当てる規則である場合を
示す図である。図４（ｂ）は、複数の（ここでは２つの）ＣＣＥブロック（データブロッ
ク範囲）内に割り当てる場合について示している。例えば、この規則においては、あるＬ
ＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置への制御信号を、すべての周波数領域にわたっ
てＣＣＥブロック範囲（図４（ｂ）においては最初のＣＣＥブロック範囲）内に割り当て
る。この場合において、一つの周波数領域に割り当てる前記移動端末装置へのＣＣＥは一
つとしている。
【００２６】
　この規則でデータブロックを周波数領域に割り当てておくことにより、移動端末装置に
おいては、各周波数領域において特定のＣＣＥブロック範囲に自装置宛の制御信号が含ま
れる。したがって、各周波数領域において特定のＣＣＥブロック範囲を復調し，自装置に
割り当てられたＩＤ番号と一致するかを確認することにより自装置宛ての制御信号である
か否かを判断することができる。したがって、各周波数領域において同じ番号までのデー
タブロック範囲内で復調を行うことにより、複数の周波数領域に制御信号が割り当てられ
ていても、迅速に自装置宛の制御信号を取得することが可能となる。このような規則にお
いては、図４（ａ）に示す規則よりもフレキシビリティが大きくなる。
【００２７】
　図４（ｃ）は、予め決められた規則が、特定の移動端末装置に送信する制御信号を、各
周波数領域において同じ番号までのデータブロック範囲内に割り当てる規則であって、制
御信号を割り当てるデータブロックの数をデータブロック範囲内で可変とする場合を示す
図である。図４（ｃ）は、複数の（ここでは２つの）ＣＣＥブロック（データブロック範
囲）内に割り当てる場合について示している。例えば、この規則においては、あるＬＴＥ
－Ａシステムに対応する移動端末装置への制御信号を、すべての周波数領域にわたってＣ
ＣＥブロック範囲（図４（ｃ）においては最初のＣＣＥブロック範囲）内に割り当てる。
この場合において、周波数領域＃１の伝搬環境が悪く、周波数領域＃２，＃３の伝搬環境
が良いので、周波数領域＃１において２つのＣＣＥを割り当て、周波数領域＃２，＃３に
おいて１つのＣＣＥを割り当てている。
【００２８】
　なお、周波数領域の伝搬環境が良いか悪いかは、受信品質判定部１１４における判定結
果に基づく。したがって、制御信号スケジューリング部１０９は、受信品質判定部１１４
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の判定結果に基づいて制御信号を割り当てるデータブロックの数を決定する。
【００２９】
　この規則でデータブロックを周波数領域に割り当てておくことにより、移動端末装置に
おいては、各周波数領域において特定のＣＣＥブロック範囲に自装置宛の制御信号が含ま
れる。したがって、各周波数領域において特定のＣＣＥブロック範囲を復調することによ
り自装置宛ての制御信号であるか否かを判断することができる。したがって、各周波数領
域において同じ番号までのデータブロック範囲内で復調を行うことにより、複数の周波数
領域に制御信号が割り当てられていても、迅速に自装置宛の制御信号を取得することが可
能となる。この場合においては、伝搬環境の悪い周波数領域＃１には、２つのＣＣＥに制
御信号を割り当てて伝送レートを下げているので、受信品質を向上させることができる。
したがって、周波数領域において部分的に伝搬環境が悪くても高効率で移動通信を行うこ
とが可能となる。このような規則においては、図４（ａ）に示す規則よりもフレキシビリ
ティが大きくなる。
【００３０】
　無線基地局装置が、制御信号をデータブロック単位で複数の周波数領域に割り当てる場
合、ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置用の制御信号と、ＬＴＥシステムに対応
する移動端末装置用の制御信号を、上述した規則にしたがって割り当てる。この場合にお
いては、制御信号スケジュール部１０９が、図５に示すように、ＬＴＥ－Ａシステムに対
応する移動端末装置用の制御信号を、周波数ダイバーシチ効果が発揮されるように、可能
な限り広帯域の周波数領域にわたって割り当て、ＬＴＥシステムに対応する移動端末装置
用の制御信号を、一つの周波数領域に割り当てる。すなわち、制御信号スケジュール部１
０９は、周波数領域＃１に、ＬＴＥ－Ａシステムの＃１ＵＥ用の制御信号の一つのＣＣＥ
ブロックと、ＬＴＥシステムの＃２ＵＥ用のすべての制御信号（４つのＣＣＥブロック）
とを割り当てる。また、周波数領域＃２に、ＬＴＥ－Ａシステムの＃１ＵＥ用の制御信号
の一つのＣＣＥブロックを割り当てる。また、周波数領域＃３に、ＬＴＥ－Ａシステムの
＃１ＵＥ用の制御信号の一つのＣＣＥブロックと、ＬＴＥ－Ａシステムの＃３ＵＥ用の制
御信号の２つのＣＣＥブロックとを割り当てる。周波数領域＃４に、ＬＴＥ－Ａシステム
の＃１ＵＥ用の制御信号の一つのＣＣＥブロックと、ＬＴＥ－Ａシステムの＃３ＵＥ用の
制御信号の２つのＣＣＥブロックとを割り当てる。このようにして、無線基地局装置にお
いて、ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置用の制御信号及びＬＴＥシステムに対
応する移動端末装置用の制御信号を周波数領域に割り当てることができる。
【００３１】
　また、無線基地局装置が、制御信号をデータブロック単位で複数の周波数領域に割り当
てる場合、データブロックにシーケンス番号を付与し、複数の周波数領域にわたってシー
ケンス番号順にデータブロックを割り当てることが好ましい。例えば、図６（ａ）に示す
ように、２つの周波数領域＃１，＃２にわたって２つのデータブロックをそれぞれ割り当
てる。すなわち、データブロックＣＣＥ＃１，ＣＣＥ＃２を周波数領域＃１，＃２にそれ
ぞれ割り当て、データブロックＣＣＥ＃３，ＣＣＥ＃４を周波数領域＃１，＃２にそれぞ
れ割り当て、データブロックＣＣＥ＃５，ＣＣＥ＃６を周波数領域＃１，＃２にそれぞれ
割り当て、データブロックＣＣＥ＃７，ＣＣＥ＃８を周波数領域＃１，＃２にそれぞれ割
り当てる。また、図６（ｂ）に示すように、４つの周波数領域＃１～＃４にわたって４つ
のデータブロックをそれぞれ割り当てる。すなわち、データブロックＣＣＥ＃１～ＣＣＥ
＃４を周波数領域＃１～＃４にそれぞれ割り当て、データブロックＣＣＥ＃５～ＣＣＥ＃
８を周波数領域＃１～＃４にそれぞれ割り当て、データブロックＣＣＥ＃９～ＣＣＥ＃１
２を周波数領域＃１～＃４にそれぞれ割り当て、データブロックＣＣＥ＃１３～ＣＣＥ＃
１６を周波数領域＃１～＃４にそれぞれ割り当てる。この場合、データブロックであるＣ
ＣＥの定義については、図３を用いて説明したものに変わりはない。このような割り当て
方法においては、データブロックが２つ以上であれば、周波数ダイバーシチ効果が得られ
る。
【００３２】
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　また、ＣＣＥブロックの構成を、図７（ａ），（ｂ）に示すように変更しても良い。こ
の場合、一つのＣＣＥブロックに格納されるデータビット数は予め決められているので、
そのデータビット数を変えることなく、ＣＣＥブロックの構成を変更する。例えば、一つ
のＣＣＥブロックが占有する周波数領域を広くし、ＣＣＥブロック範囲を狭くする。例え
ば、図７（ａ）に示すように、一つのＣＣＥブロックの構成を、図５に示すＣＣＥブロッ
クの構成に対して４倍の周波数領域で１／４のＣＣＥブロック範囲とする。図７（ａ）に
示す１ＣＣＥブロックと図５に示す１ＣＣＥブロックとは、格納するデータビット数は同
じである。図７（ａ）に示すＣＣＥブロック構成とすることにより、ＣＣＥブロック数の
少ない制御信号であっても周波数ダイバーシチを発揮させるようにできる。また、当然に
、図７（ｂ）に示すように、図５に示すＣＣＥブロック構成と、図７（ａ）に示すＣＣＥ
ブロック構成とを共存させた状態でＣＣＥブロックを周波数領域に割り当てるようにして
も良い。すなわち、データ量が多いＬＴＥ－Ａシステム用の制御信号は、図５に示すＣＣ
Ｅブロック構成を用いて割り当て（図７（ｂ）において中央の領域）、データ量が少ない
ＬＴＥ－Ａシステム用の制御信号は、図７（ａ）に示すＣＣＥブロック構成を用いて割り
当てる（図７（ｂ）において両側の領域）。これにより、制御信号のデータ量に応じて、
効率良くＣＣＥブロックを周波数領域に割り当てることができる。
【００３３】
　この場合においても、データブロックにシーケンス番号を付与し、複数の周波数領域に
わたってデータブロックを割り当てることが好ましい。例えば、図８（ａ）に示すように
、２つの周波数領域＃１，＃２にわたって１つのデータブロック（ＣＣＥ）を割り当てる
。この場合においては、データブロックであるＣＣＥの定義を変更する。すなわち、１Ｃ
ＣＥは９ＲＥＧで構成されているので、図８（ａ）に示すように１つのデータブロックを
２つの周波数領域にわたって割り当てるので、１ＣＣＥ当たり一つの周波数領域に４ＲＥ
Ｇ、もしくは、５ＲＥＧが割り当てられる。また、図８（ｂ）に示すように、４つの周波
数領域＃１～＃４にわたって１つのデータブロック（ＣＣＥ）を割り当てる。この場合に
おいても、データブロックであるＣＣＥの定義を変更する。すなわち、１ＣＣＥは９ＲＥ
Ｇで構成されているので、図８（ｂ）に示すように１つのデータブロックを４つの周波数
領域にわたって割り当てるので、１ＣＣＥ当たり一つの周波数領域に２ＲＥＧ、もしくは
３ＲＥＧが割り当てられる。このような割り当て方法においては、１つのデータブロック
でも周波数ダイバーシチ効果が得られる。
【００３４】
　図８に示すように、ＣＣＥの定義を変更する場合においては、例えば、図９（ａ）に示
すような時間分割多重（Time　Division　Multiplex）方式、図９（ｂ）に示すようなコ
ード分割多重（Code　Division　Multiplex）方式、図９（ｃ）に示すようなレピテーシ
ョン（繰り返し）方式などが挙げられる。
【００３５】
　図９（ａ）に示すようなＴＤＭ方式でＣＣＥを定義する場合においては、上述したよう
に１ＣＣＥは９ＲＥＧで構成されているので、割り当てる周波数領域の数が３以外の場合
には、端数となるＲＥＧができる。この端数となるＲＥＧをどのように割り当てるかにつ
いて、周波数領域に割り当てられるＲＥＧ数が周波数領域で異なってもそのままＲＥＧを
割り当てる方法（第１方法）と、１ＣＣＥを構成するＲＥＧ数を、周波数領域に割り当て
られるＲＥＧ数が各周波数領域で同じとなるように割り当てる方法（第２方法）とが考え
られる。
【００３６】
　第１方法では、図１０（ｂ）に示すようにＲＥＧを割り当てる周波数領域の数が３つで
ある場合には、各周波数領域に割り当てられるＲＥＧ数が同じであるが、図１０（ａ），
（ｃ），（ｄ）に示すように、周波数領域の数が３つ以外である場合には、周波数領域に
割り当てられるＲＥＧ数が異なる。図１０（ｃ）に示す場合を例にとると、ＣＣＥ＃１に
ついては、周波数領域＃１のＲＥＧ数が他の周波数領域＃２，＃３，＃４のＲＥＧ数と異
なり、ＣＣＥ＃２については、周波数領域＃２のＲＥＧ数が他の周波数領域＃１，＃３，
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＃４のＲＥＧ数と異なり、ＣＣＥ＃３については、周波数領域＃３のＲＥＧ数が他の周波
数領域＃１，＃２，＃４のＲＥＧ数と異なり、ＣＣＥ＃４については、周波数領域＃４の
ＲＥＧ数が他の周波数領域＃１，＃２，＃３のＲＥＧ数と異なる。
【００３７】
　第２方法では、図１１（ａ）～（ｄ）に示すように、１ＣＣＥを構成するＲＥＧ数を、
周波数領域に割り当てられるＲＥＧ数が各周波数領域で同じとなるように割り当てる。図
１１（ａ）に示す場合においては、１ＣＣＥを構成するＲＥＧ数を４つとして周波数領域
に割り当てられるＲＥＧ数が各周波数領域で同じとし、図１１（ｂ）に示す場合において
は、１ＣＣＥを構成するＲＥＧ数を３つとして周波数領域に割り当てられるＲＥＧ数が各
周波数領域で同じとし、図１１（ｃ），（ｄ）に示す場合においては、１ＣＣＥを構成す
るＲＥＧ数を２つとして周波数領域に割り当てられるＲＥＧ数が各周波数領域で同じとす
る。なお、図１１（ａ），（ｃ），（ｄ）に示す場合においては、ブランクとなるＲＥＧ
が存在することとなる。なお、ブランクとなるＲＥＧが存在しないように、予めＣＣＥに
対してレートマッチングしても良い。
【００３８】
　図９（ｂ）に示すようなＣＤＭ方式でＣＣＥを定義する場合においては、図１２に示す
ように、ＣＣＥ（９ＲＥＧ）を拡散変調し、その拡散変調信号をコード多重してマッピン
グする。ここでは、拡散率（Spreading　Factor：ＳＦ）が４である。すなわち、図１２
においては、ＣＣＥ＃１を拡散符号＃１で拡散し、ＣＣＥ＃２を拡散符号＃２で拡散し、
ＣＣＥ＃３を拡散符号＃３で拡散し、ＣＣＥ＃４を拡散符号＃４で拡散する。このとき、
拡散率が４であるので、それぞれのＣＣＥは４倍に拡散される。そして、４倍に拡散され
たＣＣＥを４つの周波数領域＃１～＃４に割り当てる。
【００３９】
　ＣＤＭ方式を採用する場合においては、逆拡散処理の際にチャネル変動の影響で直交性
が崩れない条件で採用する必要がある。ＬＴＥシステム、ＬＴＥ－Ａシステムにおいては
、ＲＥＧ単位でインターリーブして周波数割り当てを行う。ＲＥＧは４つのＲＥ（サブキ
ャリア）で構成されているので、この４つのサブキャリアは並んだ状態でインターリーブ
され周波数割り当てされる。したがって、この４サブキャリアの中で拡散されるようにす
れば直交性が保たれる。これを考慮すると、拡散率は４の約数である２又は４であること
が望ましい。
【００４０】
　また、ＣＤＭ方式を採用する場合において、４つ以外の周波数領域に割り当てるときに
は、例えば、５つ以上の周波数領域にＣＣＥを割り当てることも想定される。この場合に
おいては、図１３に示すように、レートマッチングを行った後に拡散変調し、その後に拡
散変調信号を各周波数領域に割り当てることが好ましい。この場合において、レートマッ
チングは、割り当てる周波数領域の数（Ｎ）と、拡散率（ＳＦ）を用いて行う。すなわち
、図１３に示すように、ＣＣＥを割り当てる周波数領域数がＮであり、拡散率がＳＦであ
れば、係数（Ｎ／ＳＦ）を用いてレートマッチングする。このようにレートマッチングし
ておくことにより、拡散変調でＮ倍のＣＣＥが得られるので、そのＮ倍のＣＣＥをそれぞ
れＮ個の周波数領域に割り当てる。
【００４１】
　上述したＴＤＭ方式とＣＤＭ方式は、単独で用いても良く、組み合わせて用いても良い
。例えば、ＣＣＥを６つの周波数領域に割り当てる場合に、２つの周波数領域にＴＤＭ方
式で割り当て、残りの４つの周波数領域にＣＤＭ方式で割り当てることができる。
【００４２】
　上記のような規則で割り当てがなされた信号及び共有データ、並びに報知データの変調
信号は、それぞれインターリーバ１１０ａ～１１０ｅに出力される。インターリーバ１１
０ａ～１１０ｃにおいては、各周波数領域＃１～＃３毎にインターリーブが行われる。イ
ンターリーブされた信号は、マッピング部１１１に出力される。マッピング部１１１にお
いては、インターリーブ後の信号を時間・周波数領域にマッピングする。なお、上記図４
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（ｂ），（ｃ）に示す規則の場合においては、マッピング部１１１でのマッピングは、周
波数領域＃１～＃３毎に行われる。マッピングされた信号は、ＩＦＦＴ部１１２に出力さ
れる。
【００４３】
　また、ＣＣＥの割り当てについてＴＤＭ方式、ＣＤＭ方式を採用する場合においては、
制御信号スケジュール部１０９は、上述したレートマッチングするときに、ＣＣＥに対し
てレートマッチング処理する。また、ＣＣＥの割り当てについてＣＤＭ方式を採用する場
合においては、レートマッチングしたＣＣＥあるいはレートマッチングしていないＣＣＥ
に対して拡散変調処理する。すなわち、ＣＣＥの割り当てについてＣＤＭ方式を採用する
場合においては、制御信号スケジュール部１０９で、必要に応じてレートマッチング、拡
散変調、マッピングする。
【００４４】
　ＩＦＦＴ部１１２においては、マッピングされた信号をＩＦＦＴ演算してＯＦＤＭ信号
とする。このＯＦＤＭ信号は、無線送信部１１３に出力される。無線送信部１１３におい
ては、ＯＦＤＭ信号にＣＰ（cyclic　prefix）を付与し、Ｄ／Ａ変換されてベースバンド
信号となり、ローパスフィルタで不要成分を除去した後に、アンプで増幅されて送信信号
となる。この送信信号は、デュプレクサ１０２を経てアンテナ１０１を介して送信される
。
【００４５】
　上述したＣＣＥの定義を変更する場合において、報知データに、少なくとも割り当て周
波数領域数（Ｎ）を含める。例えば、ＣＤＭ方式の場合については、割り当て周波数領域
（Ｎ）と拡散率（ＳＦ）を報知データに含める。この報知データをＢＣＨ（Broadcast　C
hannel）で受信した移動端末装置は、この報知データ（周波数領域（Ｎ）と拡散率（ＳＦ
））を用いて逆拡散処理、デマッピングする。なお、予め割り当て周波数領域数（Ｎ）に
拡散率（ＳＦ）を関連付けておくことにより、報知データに割り当て周波数領域数（Ｎ）
を含めるだけで移動端末装置で逆拡散処理、デマッピングすることができる。
【００４６】
　図１４は、本発明の実施の形態に係る移動端末装置の構成を示すブロック図である。な
お、図１４に示す移動端末装置は、ＬＴＥ－Ａシステム及びＬＴＥシステムの両方のシス
テムに対応できる移動端末装置である。図１４に示す移動端末装置は、送受信用のアンテ
ナ２０１と、デュプレクサ２０２と、受信系処理部と、送信系処理部と、から主に構成さ
れている。
【００４７】
　受信系処理部は、無線基地局装置から送られた信号に所定の受信処理を行う無線受信部
２０３と、受信された信号にＦＦＴ演算を行うＦＦＴ部２０４と、ＦＦＴ演算後の信号を
デマッピングするデマッピング部２０５と、デマッピング後の信号をデインターリーブす
るデインターリーバ２０６ａ～２０６ｅと、デインターリーブ後の信号を復調して受信デ
ータを得る復調部２０７ａ～２０７ｃとから主に構成されている。
【００４８】
　送信系処理部は、無線基地局装置に送信するデータを変調して変調信号とする変調部２
０８ａ，２０８ｂと、変調信号に所定の送信処理を行う無線送信部２０９とから主に構成
されている。
【００４９】
　受信系処理部の無線受信部２０３においては、まず、受信した信号に対して利得制御が
なされてベースバンド信号が得られる。次いで、このベースバンド信号が直交検波処理さ
れた後に不要周波数成分が除去され、その後Ａ／Ｄ変換される。Ａ／Ｄ変換後の信号がＦ
ＦＴ部２０４に出力される。
【００５０】
　ＦＦＴ部２０４においては、無線受信部２０３から出力された無線基地局装置からのベ
ースバンド信号をＦＦＴ演算して、各サブキャリアに割り当てられた信号を得る。この信
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号はデマッピング部２０５に出力される。デマッピング部２０５においては、得られた信
号について、無線基地局装置側のマッピング規則にしたがって時間・周波数領域からデマ
ッピングを行う。デマッピング後の信号は、周波数領域毎のデインターリーバ２０６ａ～
２０６ｅに出力される。デインターリーバ２０６ａ～２０６ｅにおいては、デマッピング
後の信号にデインターリーブを行う。デインターリーブ後の信号は、復調部２０７ａ～２
０７ｃに出力される。
【００５１】
　復調部２０７ａにおいては、デインターリーブ後の信号を復調して受信データ（共有デ
ータ）とし、復調部２０７ｂにおいては、デインターリーブ後の信号を復調して制御信号
を得る。復調部２０７ｂにおいては、予め決められた規則にしたがって復調して自装置宛
ての制御信号であるか否かを判断する。例えば、図４（ａ）に示す規則でデータブロック
が割り当てられた場合には、各周波数領域において同じ番号のＣＣＥを一度に復調するこ
とにより自装置宛ての制御信号であるか否かを判断する。また、図４（ｂ），（ｃ）に示
す規則でデータブロックが割り当てられた場合には、各周波数領域において特定のＣＣＥ
ブロック範囲を復調することにより自装置宛ての制御信号であるか否かを判断する。また
、復調部２０７ｃにおいては、報知チャネルで報知された報知データを復調する。これに
より、移動端末装置は、少なくとも割り当て周波数領域数（Ｎ）を含む報知データを取得
することができ、これにより、デマッピング部２０５で逆拡散処理、デマッピングするこ
とができる。
【００５２】
　送信系処理部の変調部２０８ａ，２０８ｂでは、送信データ及び制御信号を所定の変調
方式でディジタル変調して変調信号とする。この変調信号は、無線送信部２０９に出力さ
れる。無線送信部２０９においては、変調信号に所定の送信処理が施される。このように
して得られた送信信号は、デュプレクサ２０２を経てアンテナ２０１を介して送信される
。
【００５３】
　次に、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置及び移動端末装置で構成される移動通
信システムにおける実施例について説明する。
【００５４】
（実施例１）
　本実施例においては、データブロックを割り当てる規則が、特定の移動端末装置に送信
する制御信号を、各周波数領域において同じ番号のデータブロックに割り当てる規則であ
る場合について説明する。ここでは、ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置の制御
信号がデータブロック＃３（ＣＣＥ＃３）に含まれており、ＬＴＥシステムに対応する移
動端末装置の制御信号がデータブロック＃１（ＣＣＥ＃１）に含まれており、ＬＴＥ－Ａ
システムのシステム帯域が周波数領域＃１～＃３にわたっており、ＬＴＥシステムのシス
テム帯域が周波数領域＃２であるとする。
【００５５】
　まず、無線基地局装置において、ＬＴＥ－Ａシステムの制御信号と、ＬＴＥシステムの
制御信号とをそれぞれ変調部１０８ｃ，１０８ｂで変調して変調信号とする。この変調信
号は制御信号スケジュール部１０９に出力される。制御信号スケジュール部１０９におい
ては、ＬＴＥ－Ａシステムの制御信号を周波数領域＃１～＃３にわたってデータブロック
＃３（ＣＣＥ＃３）に割り当て、ＬＴＥシステムの制御信号を周波数領域＃２のデータブ
ロック＃１（ＣＣＥ＃１）に割り当てる。割り当てられた制御信号は、インターリーバ１
１０ａ～１１０ｃに出力される。
【００５６】
　また、無線基地局装置において、ＬＴＥ－Ａシステムの共有データと、ＬＴＥシステム
の共有データとをそれぞれ変調部１０８ｄ，１０８ａで変調して変調信号とする。この変
調信号はインターリーバ１１０ｄに出力される。
【００５７】
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　インターリーバ１１０ａにおいては、周波数領域＃１に割り当てられた制御信号をイン
ターリーブし、インターリーブ後の制御信号がマッピング部１１１に出力される。インタ
ーリーバ１１０ｂにおいては、周波数領域＃２に割り当てられた制御信号をインターリー
ブし、インターリーブ後の制御信号がマッピング部１１１に出力される。インターリーバ
１１０ｃにおいては、周波数領域＃３に割り当てられた制御信号をインターリーブし、イ
ンターリーブ後の制御信号がマッピング部１１１に出力される。したがって、ＬＴＥ－Ａ
システムの制御信号は、インターリーバ１１０ａ～１１０ｃでインターリーブされ、ＬＴ
Ｅシステムの制御信号は、インターリーバ１１０ｂでインターリーブされる。インターリ
ーブされた制御信号はマッピング部１１１に出力される。インターリーバ１１０ｄにおい
ては、共有データをインターリーブし、インターリーブ後の信号がマッピング部１１１に
出力される。インターリーバ１１０ｅにおいては、報知データをインターリーブし、イン
ターリーブ後の信号がマッピング部１１１に出力される。
【００５８】
　マッピング部１１１においては、インターリーブ後の信号を時間・周波数領域にマッピ
ングする。マッピングされた信号は、ＩＦＦＴ部１１２に出力される。ＩＦＦＴ部１１２
においては、マッピングされた信号をＩＦＦＴ演算してＯＦＤＭ信号とする。このＯＦＤ
Ｍ信号は、無線送信部１１３に出力され、上述した所定の送信処理がなされて送信信号と
なる。この送信信号は、デュプレクサ１０２を経てアンテナ１０１を介して送信される。
【００５９】
　ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置においては、無線受信部２０３で受信信号
に上述した所定の受信処理がなされてベースバンド信号とする。このベースバンド信号が
ＦＦＴ部２０４に出力され、ＦＦＴ演算されて、各サブキャリアに割り当てられた信号が
得られる。この信号はデマッピング部２０５に出力される。デマッピング部２０５におい
ては、得られた信号について、無線基地局装置側のマッピング規則にしたがって時間・周
波数領域からデマッピングを行う。デマッピング後の信号は、周波数領域＃１～＃３のデ
インターリーバ２０６ａ～２０６ｅに出力され、デマッピング後の信号にデインターリー
ブが行われる。デインターリーブ後の信号は、復調部２０７ａ～２０７ｃに出力される。
【００６０】
　復調部２０７ａにおいては、デインターリーブ後の信号を復調して受信データ（共有デ
ータ）とし、復調部２０７ｂにおいては、デインターリーブ後の信号を復調して制御信号
とし、復調部２０７ｃにおいては、デインターリーブ後の信号を復調して報知データとす
る。復調部２０７ｂにおいては、図１５に示すように、周波数領域＃１～＃３で同じ番号
のデータブロック（ＣＣＥ）を一度に復調する。すなわち、まず、周波数領域＃１～＃３
でＣＣＥ＃１を一度に復調し、次に、周波数領域＃１～＃３でＣＣＥ＃２を一度に復調し
、その次に周波数領域＃１～＃３でＣＣＥ＃３を一度に復調する。この移動端末装置の制
御信号が含まれるデータブロックはＣＣＥ＃３（図１５の黒い部分）であるので、復調部
２０７ｂは、周波数領域＃１～＃３のＣＣＥ＃３を復調したときに、自装置宛ての制御信
号として取得する。この制御信号を用いて共有データの処理を行う。
【００６１】
　一方、ＬＴＥシステムに対応する移動端末装置においては、上記と同様にして、受信信
号に対して所定の受信処理、ＦＦＴ演算、デマッピング及びデインターリーブし、デイン
ターリーブ後の信号を復調部に出力する。復調部においては、デインターリーブ後の信号
を復調して制御信号を得る。復調部においては、周波数領域＃２においてデータブロック
（ＣＣＥ）を順々に復調する。すなわち、まず、周波数領域＃２でＣＣＥ＃１を復調し、
次に、周波数領域＃２でＣＣＥ＃２を復調し、その次に周波数領域＃２でＣＣＥ＃３を復
調する。この移動端末装置の制御信号が含まれるデータブロックはＣＣＥ＃１（図１５の
斜線部分）であるので、復調部は、周波数領域＃２のＣＣＥ＃１を復調したときに、自装
置宛ての制御信号として取得する。この制御信号を用いて共有データの処理を行う。
【００６２】
　このように、本実施例においては、各周波数領域において同じ番号のＣＣＥを一度に復
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調することにより自装置宛ての制御信号であるか否かを判断することができるので、複数
の周波数領域に制御信号が割り当てられていても、迅速に自装置宛の制御信号を取得する
ことが可能となる。なお、移動端末装置の制御信号が含まれるデータブロックの番号（Ｃ
ＣＥ＃Ｎ）は、移動端末装置が無線基地局装置と通信を開始する際に、無線基地局装置が
報知する報知チャネル（ＢＣＨ）により取得することができる。
【００６３】
（実施例２）
　制御信号スケジュール部１０９におけるＬＴＥ－Ａシステムの制御信号の割り当て規則
を図４（ｂ）に示すようにすること、周波数領域＃１～＃３毎にマッピングを行うこと、
以外は実施例１と同様にして共有データ及び制御信号を無線基地局装置から移動端末装置
に送信する。
【００６４】
　ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置においては、実施例１と同様にして、受信
信号に対して所定の受信処理、ＦＦＴ演算、デマッピング及びデインターリーブし、デイ
ンターリーブ後の信号を復調部に出力する。復調部においては、各周波数領域において特
定のデータブロック範囲（ＣＣＥブロック範囲）を復調する。すなわち、まず、周波数領
域＃１～＃３でＣＣＥ＃１及びＣＣＥ＃２のＣＣＥブロック範囲を復調し、次に、周波数
領域＃１～＃３でＣＣＥ＃３及びＣＣＥ＃４のＣＣＥブロック範囲を復調し、その次に周
波数領域＃１～＃３でＣＣＥ＃５及びＣＣＥ＃６のＣＣＥブロック範囲を復調する。この
移動端末装置の制御信号が含まれるデータブロックはＣＣＥ＃１及びＣＣＥ＃２のＣＣＥ
ブロック範囲であるので（周波数領域＃１，＃３についてはＣＣＥ＃１に含まれ、周波数
領域＃２についてはＣＣＥ＃２に含まれる）、復調部は、周波数領域＃１～＃３のＣＣＥ
＃１及びＣＣＥ＃２を復調したときに、自装置宛ての制御信号として取得する。この制御
信号を用いて共有データの処理を行う。
【００６５】
　このように、本実施例においては、各周波数領域において特定のデータブロック範囲を
復調することにより自装置宛ての制御信号であるか否かを判断することができるので、複
数の周波数領域に制御信号が割り当てられていても、迅速に自装置宛の制御信号を取得す
ることが可能となる。本実施例においては、実施例１よりもフレキシビリティが大きいシ
ステムとなる。なお、移動端末装置の制御信号が含まれるデータブロック範囲は、移動端
末装置が無線基地局装置と通信を開始する際に、無線基地局装置が報知する報知チャネル
（ＢＣＨ）により取得することができる。
【００６６】
（実施例３）
　制御信号スケジュール部１０９におけるＬＴＥ－Ａシステムの制御信号の割り当て規則
を図４（ｃ）に示すようにすること、周波数領域＃１～＃３毎にマッピングを行うこと、
以外は実施例１と同様にして共有データ及び制御信号を無線基地局装置から移動端末装置
に送信する。
【００６７】
　ＬＴＥ－Ａシステムに対応する移動端末装置においては、実施例１と同様にして、受信
信号に対して所定の受信処理、ＦＦＴ演算、デマッピング及びデインターリーブし、デイ
ンターリーブ後の信号を復調部に出力する。復調部においては、各周波数領域において特
定のデータブロック範囲（ＣＣＥブロック範囲）を復調する。すなわち、まず、周波数領
域＃１～＃３でＣＣＥ＃１及びＣＣＥ＃２のＣＣＥブロック範囲を復調し、次に、周波数
領域＃１～＃３でＣＣＥ＃３及びＣＣＥ＃４のＣＣＥブロック範囲を復調し、その次に周
波数領域＃１～＃３でＣＣＥ＃５及びＣＣＥ＃６のＣＣＥブロック範囲を復調する。この
移動端末装置の制御信号が含まれるデータブロックはＣＣＥ＃１及びＣＣＥ＃２のＣＣＥ
ブロック範囲であるので（周波数領域＃１についてはＣＣＥ＃１，ＣＣＥ＃２に含まれ、
周波数領域＃２についてはＣＣＥ＃２に含まれ、周波数領域＃１についてはＣＣＥ＃１に
含まれる）、復調部は、周波数領域＃１～＃３のＣＣＥ＃１及びＣＣＥ＃２を復調したと
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きに、自装置宛ての制御信号として取得する。この制御信号を用いて共有データの処理を
行う。なお、周波数領域＃１の伝搬環境が悪いので、ＣＣＥ＃１及びＣＣＥ＃２の両方を
復調し、周波数領域＃２のＣＣＥ＃２と周波数領域＃３のＣＣＥ＃１を復調して、これら
により自装置宛ての制御信号を取得する。
【００６８】
　このように、本実施例においては、各周波数領域において特定のデータブロック範囲を
復調することにより自装置宛ての制御信号であるか否かを判断することができるので、複
数の周波数領域に制御信号が割り当てられていても、迅速に自装置宛の制御信号を取得す
ることが可能となる。本実施例においては、実施例１よりもフレキシビリティが大きいシ
ステムとなる。また、本実施例においては、伝搬環境の悪い周波数領域＃１には、２つの
ＣＣＥに制御信号を割り当てて伝送レートを下げているので、受信品質を向上させること
ができる。したがって、周波数領域において部分的に伝搬環境が悪くても高効率で移動通
信を行うことが可能となる。なお、移動端末装置の制御信号が含まれるデータブロック範
囲は、移動端末装置が無線基地局装置と通信を開始する際に、無線基地局装置が報知する
報知チャネル（ＢＣＨ）により取得することができる。
【００６９】
　このように本発明によれば、複数の移動通信システムが混在する際において、それぞれ
の移動通信システムに対応することができる。特に、無線基地局装置において、制御信号
の変調信号を、予め決められた規則にしたがって所定のデータブロック単位（ＣＣＥ単位
）で、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも一つの周波数領域に割り
当て、移動端末装置において、予め決められた規則で復調することにより自装置宛ての制
御信号であるか否かを判断するので、複数の周波数領域に制御信号が割り当てられていて
も、迅速に自装置宛の制御信号を取得することが可能となる。
【００７０】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例え
ば、上記実施の形態においては、共有データについて、送信側でインターリーブして送信
し、受信側でインターリーブする場合について説明しているが、本発明はこれに限定され
ず、共有データについてインターリーブしない場合にも同様に適用することができる。ま
た、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明におけるデータブロック割り当て
規則、処理部の数、処理手順、周波数領域やデータブロックの数、データブロック範囲に
ついては適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しないで
適宜変更して実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】下り回線で移動通信が行われる際の周波数使用状態を説明するための図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の概略構成を示す図である。
【図３】ＬＴＥシステムのシステム帯域を説明するための図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、制御信号をデータブロック単位で複数の周波数領域に割り当
てる場合における予め決められた規則を説明するための図である。
【図５】制御信号の周波数領域への割り当てを説明するための図である。
【図６】（ａ），（ｂ）は、制御信号の周波数領域への割り当てを説明するための図であ
る。
【図７】（ａ），（ｂ）は、制御信号の周波数領域への割り当ての他の例を説明するため
の図である。
【図８】（ａ），（ｂ）は、制御信号の周波数領域への割り当てを説明するための図であ
る。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、図８に示す態様における多重方式を説明するための図である
。
【図１０】（ａ）～（ｄ）は、ＴＤＭ方式の周波数領域割り当てを説明するための図であ
る。
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【図１１】（ａ）～（ｄ）は、ＴＤＭ方式の周波数領域割り当てを説明するための図であ
る。
【図１２】ＣＤＭ方式の周波数領域割り当てを説明するための図である。
【図１３】ＣＤＭ方式の周波数領域割り当てを説明するための図である。
【図１４】本発明の実施の形態に係る移動端末装置の概略構成を示す図である。
【図１５】本発明における制御信号割り当て規則にしたがって復調を行う場合を説明する
ための図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１０１，２０１　アンテナ
　１０２，２０２　デュプレクサ
　１０３，２０３　無線受信部
　１０４，２０４　ＦＦＴ部
　１０５，２０５　デマッピング部
　１０６，２０６ａ～２０６ｄ　デインターリーバ
　１０７，２０７ａ～２０７ｃ　復調部
　１０８ａ～１０８ｅ，２０８ａ，２０８ｂ　変調部
　１０９　制御信号スケジュール部
　１１０ａ～１１０ｄ　インターリーバ
　１１１　マッピング部
　１１２　ＩＦＦＴ部
　１１３，２０９　無線送信部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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