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(57)【要約】
　送信リソースの利用効率を高めることができる移動局
。この移動局（１００）において、回線品質測定部（１
０５）はパイロットシンボルのＳＩＮＲ測定し、ＣＱＩ
生成部（１０６）はＳＩＮＲに応じたＣＱＩを生成し、
リソース割当部（１０７）は、複数の移動局において共
通の参照テーブルに基づいて、入力されたＣＱＩに対し
、複数のサブキャリア（すなわち、複数のリソース）の
うちそのＣＱＩの内容に応じたサブキャリアを割り当て
る。よって、複数の移動局において、互いに同一内容の
ＣＱＩは互いに同一のサブキャリアにマッピングされる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交し、かつ、複数の無線通信移動局装置間において互いに共通する複数のリソ
ースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信情報に割り当てる割当手段と、
　割り当てられたリソースを用いて前記送信情報を送信する送信手段と、
　を具備する無線通信移動局装置。
【請求項２】
　回線品質に応じたＣＱＩを生成する生成手段、をさらに具備し、
　前記割当手段は、前記複数のリソースのいずれかを前記ＣＱＩの内容に応じて前記ＣＱ
Ｉに割り当てる、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項３】
　他の無線通信移動局装置が前記ＣＱＩに対応する回線品質より低い回線品質に対応する
ＣＱＩを前記ＣＱＩよりも先に送信した場合に前記ＣＱＩの送信を止める制御を行う送信
制御手段、をさらに具備する、
　請求項２記載の無線通信移動局装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、より高い回線品質に対応するＣＱＩほど生成され得る頻度をより低く
する、
　請求項２記載の無線通信移動局装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、
　無線通信基地局装置において検出されたＣＱＩに対応する回線品質が高くなった場合は
、その高くなった回線品質以下の回線品質に対応するＣＱＩのみを生成し、
　前記無線通信基地局装置において検出されたＣＱＩに対応する回線品質が低くなった場
合は、その低くなった回線品質以上の回線品質に対応するＣＱＩのみを生成する、
　請求項２記載の無線通信移動局装置。
【請求項６】
　受信データの誤り検出を行って検出結果情報を生成する検出手段、をさらに具備し、
　前記割当手段は、前記複数のリソースのいずれかを前記検出結果情報の内容に応じて前
記検出結果情報に割り当てる、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項７】
　前記検出手段によって前記検出結果情報としてＡＣＫが生成され、かつ、他の無線通信
移動局装置が前記ＡＣＫよりも先にＮＡＣＫを送信した場合に、前記ＡＣＫの送信を止め
る制御を行う送信制御手段、をさらに具備する、
　請求項６記載の無線通信移動局装置。
【請求項８】
　前記検出手段は、前記検出結果情報としてＡＣＫが生成され得る頻度をＮＡＣＫが生成
され得る頻度よりも低くする、
　請求項６記載の無線通信移動局装置。
【請求項９】
　前記複数のリソースは、互いに直交する複数のサブキャリアである、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項１０】
　前記複数のリソースは、互いに直交する複数のタイムスロットである、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項１１】
　前記複数のリソースは、互いに直交する複数の拡散コードである、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
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【請求項１２】
　互いに直交し、かつ、複数の無線通信移動局装置間において互いに共通する複数のリソ
ースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信情報に割り当てる、
　リソース割当方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信移動局装置およびリソース割当方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信の分野において、マルチメディア・ブロードキャスト／マルチキャスト・サ
ービス（Multimedia Broadcast/Multicast Service：ＭＢＭＳ）に関する技術的な検討が
行われている（例えば、非特許文献１参照）。ＭＢＭＳで行われる通信は、１対１（Poin
t to Point：P-to-P）の通信ではなく、１対多（Point to Multi：P-to-M）の通信となる
。すなわち、ＭＢＭＳでは、１つの無線通信基地局装置（以下、基地局と省略する。）が
複数の無線通信移動局装置（以下、移動局と省略する。）に対して同時に同一のデータ（
ＭＢＭＳデータ）を送信する。
【０００３】
　ＭＢＭＳには、ブロードキャストモード（Broadcast Mode）とマルチキャストモード（
Multicast Mode）とがある。ブロードキャストモードが現在のテレビ放送やラジオ放送の
ように全移動局に対して情報送信するようなモードであるのに対し、マルチキャストモー
ドはニュースグループ等そのサービスに加入している特定の移動局に対してのみ情報送信
するようなモードである。
【０００４】
　現在、移動体通信においては、ＭＢＭＳを、交通情報配信サービス、音楽配信サービス
、ニュース配信サービス、スポーツ中継サービス等に適用することが検討されている。
【０００５】
　一方、ＭＢＭＳデータに対し適応変調を適用することが検討されている（例えば、非特
許文献２参照）。ＭＢＭＳデータに対して適応変調を行うためには、移動局から基地局に
対し、フィードバック情報としてＣＱＩ（Channel Quality Indicator）等の回線品質情
報を送信する必要がある。基地局では、各移動局からのＣＱＩに基づいてＭＢＭＳデータ
に対する適応変調を行う。また、従来、各移動局からのＣＱＩの送信は移動局毎に用意さ
れた移動局毎に異なる送信リソースを用いて行われる。
【非特許文献１】3GPP TS 22.146 V6.0.0(2002-06): 3rd Generation Partnership Proje
ct; Technical Specification Group Services and System Aspects; Multimedia Broadc
ast/Multicast Service; Stage 1(Release 6) 2002年6月
【非特許文献２】3GPP TSG-RAN-WG2 Meeting #52; R2-060955; Athens, Greece, 27th- 3
1stMarch 2006; Motorola
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＭＢＭＳでは上記のように１対多の通信となるため、ＭＢＭＳデータに適応変調を適用
すると、多数の移動局がＣＱＩを送信する必要が生じる。このため、ＣＱＩの送信により
上り回線において多くの送信リソースが消費されてしまい、上り回線でのデータ伝送効率
が低下してしまう。
【０００７】
　本発明の目的は、送信リソースの利用効率を高めることができる移動局およびリソース
割当方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の移動局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数
のリソースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信情報に割り当てる割当手段と、
割り当てられたリソースを用いて前記送信情報を送信する送信手段と、を具備する構成を
採る。
【０００９】
　また、本発明のリソース割当方法は、互いに直交し、かつ、複数の無線通信移動局装置
間において互いに共通する複数のリソースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信
情報に割り当てるようにした。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、送信リソースの利用効率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１のリソース割当例１に係る移動局の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係るＣＱＩ生成部が有する参照テーブル
【図３】実施の形態１のリソース割当例１に係るサブキャリアを示す図
【図４】実施の形態１のリソース割当例１に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図５】実施の形態１のリソース割当例２に係る移動局の構成を示すブロック図
【図６】実施の形態１のリソース割当例２に係るタイムスロットを示す図
【図７】実施の形態１のリソース割当例２に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図８】実施の形態１のリソース割当例３に係る移動局の構成を示すブロック図
【図９】実施の形態１のリソース割当例３に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図１０】実施の形態２に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１１】実施の形態２に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図１２】実施の形態３に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１３】実施の形態３に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図１４】実施の形態４に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１５】実施の形態４に係るＣＱＩの送信順序を示す図
【図１６】実施の形態４に係るＣＱＩの送信制御を示す図
【図１７】実施の形態５に係るＣＱＩの送信制御を示す図
【図１８】実施の形態６に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１９Ａ】実施の形態６に係るＣＱＩの送信制御を示す図（ＣＱＩの番号が増加した場
合）
【図１９Ｂ】実施の形態６に係るＣＱＩの送信制御を示す図（ＣＱＩの番号が減少した場
合）
【図２０】実施の形態７に係る移動局の構成を示すブロック図
【図２１】実施の形態７に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図２２】実施の形態７に係る誤り検出結果情報の送信順序を示す図
【図２３】実施の形態７に係る誤り検出結果情報の送信制御を示す図
【図２４】実施の形態８に係る移動局の構成を示すブロック図
【図２５】実施の形態８に係る誤り検出結果情報の送信制御を示す図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　（実施の形態１）
　本実施の形態では、移動局から基地局への送信情報がＣＱＩであり、各移動局は、互い
に直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリソースのいずれかをＣ
ＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割り当てる。
【００１４】
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　以下、本実施の形態に係るリソース割当について割当例１～３を用いて説明する。
【００１５】
　＜リソース割当例１＞
　本割当例では、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリ
ソースがＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）シンボルを構成する
互いに直交する複数のサブキャリアである場合について説明する。つまり、本割当例に係
る移動局は、周波数軸上において互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共
通する複数のサブキャリアのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割り当てる。
【００１６】
　図１に本割当例に係る移動局１００の構成を示す。
【００１７】
　移動局１００において、無線受信部１０２はアンテナ１０１を介して受信された信号に
対し、ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の受信処理を行って復調部１０３に出力する。本
実施形態において基地局から受信される信号には、ＭＢＭＳデータと、パイロットシンボ
ルと、ＭＢＭＳデータのＭＣＳ（Modulation and Coding Scheme）を示す制御信号とが含
まれている。
【００１８】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのパイロット部分を回線品
質測定部１０５に出力し、データ部分を復号部１０４に出力する。この際、復調部１０３
は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ部分の復調を行う。
【００１９】
　復号部１０４は、ＭＢＭＳデータを復号して出力する。
【００２０】
　回線品質測定部１０５は、パイロットシンボルを用いて下り回線の回線品質を測定する
。ここでは、回線品質測定部１０５は、パイロットシンボルのＳＩＮＲ（Signal to Inte
rference and Noise Ratio）を下り回線の回線品質として測定し、ＣＱＩ生成部１０６に
出力する。
【００２１】
　なお、データ部分のＳＩＮＲを回線品質として測定してもよい。また、ＳＩＮＲの代わ
りに、ＳＮＲ、ＳＩＲ、ＣＩＮＲ、受信電力、干渉電力、ビット誤り率、スループット、
所定の誤り率を達成できるＭＣＳ等により回線品質を測定してもよい。
【００２２】
　ＣＱＩ生成部１０６は、ＳＩＮＲに応じたＣＱＩを生成し、リソース割当部１０７およ
びＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部１０８に出力する。ＣＱＩ生成の詳細
は後述する。
【００２３】
　リソース割当部１０７は、入力されたＣＱＩに対し、複数のサブキャリア（すなわち、
複数のリソース）のうちそのＣＱＩの内容に応じたサブキャリアを割り当て、割当結果を
ＩＦＦＴ部１０８に出力する。サブキャリア割当の詳細は後述する。
【００２４】
　ＩＦＦＴ部１０８は、割当結果に従って、ＣＱＩを複数のサブキャリアのうちリソース
割当部１０７で割り当てられたいずれかのサブキャリアにマッピングしてＩＦＦＴを行う
。このＩＦＦＴにより、いずれかのサブキャリアにＣＱＩがマッピングされたＯＦＤＭシ
ンボルが生成される。このＯＦＤＭシンボルは、ＣＰ（Cyclic Prefix）付加部１０９に
入力される。
【００２５】
　ＣＰ付加部１０９は、ＯＦＤＭシンボルの後尾部分と同じ信号をＣＰとしてＯＦＤＭシ
ンボルの先頭に付加して、無線送信部１１０に出力する。
【００２６】
　無線送信部１１０は、ＣＰ付加後のＯＦＤＭシンボルに対しＤ／Ａ変換、増幅およびア
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ップコンバート等の送信処理を行ってアンテナ１０１から基地局へ送信する。つまり、無
線送信部１１０は、リソース割当部１０７により割り当てられたリソースを用いてＣＱＩ
を送信する。
【００２７】
　次いで、ＣＱＩ生成およびサブキャリア割当の詳細について説明する。
【００２８】
　ＣＱＩ生成部１０６は、図２に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づいて
ＳＩＮＲに応じたＣＱＩを生成する。ここでは、ＳＩＮＲの範囲を８段階に区切り、それ
ら８段階のＳＩＮＲに対応するＣＱＩ１～８を用いる。よって、回線品質測定部１０５か
ら入力されたＳＩＮＲが例えば１.２［ｄＢ］である場合、ＣＱＩ生成部１０６はＣＱＩ
３を生成する。図２に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。
【００２９】
　また、本割当例に係るサブキャリア割当（リソース割当）は以下のようにして行われる
。ここでは、図３に示すように１ＯＦＤＭシンボルがサブキャリアｆ１～ｆ８で構成され
るものとする。なお、ＯＦＤＭシンボルのサブキャリア構成は複数の移動局間において同
一である。
【００３０】
　リソース割当部１０７は、図４に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づい
てＣＱＩの内容に応じたサブキャリア割当を行う。よって、ＣＱＩ生成部１０６から入力
されたＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部１０７は、そのＣＱＩ３にサブキャ
リアｆ３を割り当てる。このように、本割当例ではＣＱＩの内容と各サブキャリアとが対
応する。つまり、本割当例では送信情報の内容と周波数軸上の各送信リソースとが対応す
る。
【００３１】
　また、図４に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よって
、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対してはサブキャリアｆ３が割り当てられる。
つまり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一のサブキャリアに
マッピングされる。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対
しては互いに同一の送信リソースが割り当てられる。
【００３２】
　このようにしてＣＱＩがサブキャリアにマッピングされたＯＦＤＭシンボルを受信した
基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００３３】
　基地局は、ＣＰ除去後のＯＦＤＭシンボルに対してＦＦＴ（Fast Fourier Transform）
を行って、サブキャリア毎の信号を取り出す。なお、基地局にて受信されるＯＦＤＭシン
ボルは、複数の移動局から送信された複数のＯＦＤＭシンボルが伝搬路上で合成されたも
の（合成ＯＦＤＭシンボル）となる。よって、同一サブキャリアを用いて複数の移動局か
らそれぞれ通知された同一内容の複数のＣＱＩは、基地局ではサブキャリア毎に１つのＣ
ＱＩとして検出される。
【００３４】
　次いで、基地局は、合成ＯＦＤＭシンボルの各サブキャリアにマッピングされているＣ
ＱＩ１～８のうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８
のうち、合成ＯＦＤＭシンボルにＣＱＩ３,ＣＱＩ５,ＣＱＩ８が含まれている場合には、
基地局は、ＣＱＩ３を検出する。
【００３５】
　そして、基地局は、その検出したＣＱＩに従ってＭＢＭＳデータのＭＣＳを決定し、そ
の決定したＭＣＳを用いてＭＢＭＳデータの適応変調を行う。ここでは、より番号が小さ
いＣＱＩ、すなわち、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど、より伝送レートが低いＭ
ＣＳに対応する。
【００３６】
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　なお、雑音等の影響によるＣＱＩの誤検出を防止するために、基地局では、合成ＯＦＤ
Ｍシンボルの各サブキャリアのＳＩＮＲを閾値と比較し、ＳＩＮＲが閾値以上となるサブ
キャリアのみを対象としてＣＱＩの上記検出を行ってもよい。
【００３７】
　このように、本割当例によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは互い
に同一のサブキャリアを用いて送信されるため、周波数軸上の送信リソースの利用効率を
高めることができる。
【００３８】
　＜リソース割当例２＞
　本割当例では、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリ
ソースが互いに直交する複数のタイムスロットである場合について説明する。つまり、本
割当例に係る移動局は、時間軸上において互いに直交し、かつ、複数の移動局間において
互いに共通する複数のタイムスロットのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割
り当てる。
【００３９】
　図５に本割当例に係る移動局２００の構成を示す。なお、図５において、図１に示した
構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００４０】
　ＣＱＩ生成部１０６で生成されたＣＱＩはリソース割当部２０１に入力される。
【００４１】
　リソース割当部２０１は、入力されたＣＱＩに対し、複数のタイムスロット（すなわち
、複数のリソース）のうちそのＣＱＩの内容に応じたタイムスロットを割り当て、ＣＱＩ
を含むタイムスロットを無線送信部１１０に出力する。タイムスロット割当の詳細は後述
する。
【００４２】
　無線送信部１１０は、各タイムスロットに対しＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバー
ト等の送信処理を行ってアンテナ１０１から基地局へ送信する。つまり、無線送信部１１
０は、リソース割当部２０１により割り当てられたリソースを用いてＣＱＩを送信する。
【００４３】
　次いで、タイムスロット割当の詳細について説明する。
【００４４】
　本割当例に係るタイムスロット割当（リソース割当）は以下のようにして行われる。こ
こでは、図６に示すように１フレームがタイムスロットＴＳ１～ＴＳ８で構成されるもの
とする。なお、フレームのタイムスロット構成は複数の移動局間において同一である。
【００４５】
　リソース割当部２０１は、図７に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づい
てＣＱＩの内容に応じたタイムスロット割当を行う。よって、ＣＱＩ生成部１０６から入
力されたＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部２０１は、そのＣＱＩ３にタイム
スロットＴＳ３を割り当てる。このように、本割当例ではＣＱＩの内容と各タイムスロッ
トとが対応する。つまり、本割当例では送信情報の内容と時間軸上の各送信リソースとが
対応する。
【００４６】
　また、図７に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よって
、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対してはタイムスロットＴＳ３が割り当てられ
る。つまり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一のタイムスロ
ットに含められる。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対
しては互いに同一の送信リソースが割り当てられる。
【００４７】
　一方、基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００４８】
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　基地局は、受信信号からタイムスロット毎の信号を取り出す。なお、基地局にて受信さ
れる信号は、複数の移動局から送信された複数の信号が伝搬路上で合成されたもの（合成
信号）となる。よって、同一タイムスロットを用いて複数の移動局からそれぞれ通知され
た同一内容の複数のＣＱＩは、基地局ではタイムスロット毎に１つのＣＱＩとして検出さ
れる。
【００４９】
　次いで、基地局は、合成信号の各タイムスロットに含まれているＣＱＩ１～８のうち最
も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８のうち、合成信号に
ＣＱＩ３,ＣＱＩ５,ＣＱＩ８が含まれている場合には、基地局は、ＣＱＩ３を検出する。
以降の処理はリソース割当例１と同じである。
【００５０】
　このように、本割当例によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは互い
に同一のタイムスロットを用いて送信されるため、時間軸上の送信リソースの利用効率を
高めることができる。
【００５１】
　＜リソース割当例３＞
　本割当例では、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリ
ソースが互いに直交する複数の拡散コードである場合について説明する。つまり、本割当
例に係る移動局は、空間軸上において互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互い
に共通する複数の拡散コードのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割り当てる
。
【００５２】
　図８に本割当例に係る移動局３００の構成を示す。なお、図８において、図１に示した
構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００５３】
　ＣＱＩ生成部１０６で生成されたＣＱＩは、リソース割当部３０１および拡散部３０２
に入力される。
【００５４】
　リソース割当部３０１は、入力されたＣＱＩに対し、複数の拡散コード（すなわち、複
数のリソース）のうちそのＣＱＩの内容に応じた拡散コードを割り当て、割当結果を拡散
部３０２に出力する。拡散コード割当の詳細は後述する。
【００５５】
　拡散部３０２は、割当結果に従って、複数の拡散コードのうちリソース割当部３０１で
割り当てられたいずれかの拡散コードでＣＱＩを拡散して無線送信部１１０に出力する。
【００５６】
　無線送信部１１０は、拡散されたＣＱＩに対しＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバー
ト等の送信処理を行ってアンテナ１０１から基地局へ送信する。つまり、無線送信部１１
０は、リソース割当部３０１により割り当てられたリソースを用いてＣＱＩを送信する。
【００５７】
　次いで、拡散コード割当の詳細について説明する。本割当例に係る拡散コード割当（リ
ソース割当）は以下のようにして行われる。
【００５８】
　リソース割当部３０１は、図９に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づい
てＣＱＩの内容に応じた拡散コード割当を行う。よって、ＣＱＩ生成部１０６から入力さ
れたＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部３０１は、そのＣＱＩ３に拡散コード
Ｃ３を割り当てる。このように、本割当例ではＣＱＩの内容と各拡散コードとが対応する
。つまり、本割当例では送信情報の内容と空間軸上の各送信リソースとが対応する。
【００５９】
　また、図９に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よって
、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対しては拡散コードＣ３が割り当てられる。つ
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まり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一の拡散コードで拡散
される。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対しては互い
に同一の送信リソースが割り当てられる。
【００６０】
　一方、基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００６１】
　基地局は、受信信号を拡散コードＣ１～Ｃ８のそれぞれで逆拡散して拡散コード毎の信
号を取り出す。なお、基地局にて受信される信号は、複数の移動局から送信された複数の
信号が伝搬路上で合成されたもの（合成信号）となる。よって、複数の移動局において同
一拡散コードで拡散され、それら複数の移動局からそれぞれ通知された同一内容の複数の
ＣＱＩは、基地局では拡散コード毎に１つのＣＱＩとして検出される。
【００６２】
　次いで、基地局は、合成信号における拡散コード毎のＣＱＩ１～８のうち最も低いＳＩ
ＮＲに対応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８のうち、合成信号にＣＱＩ３,
ＣＱＩ５,ＣＱＩ８が含まれている場合には、基地局は、ＣＱＩ３を検出する。以降の処
理はリソース割当例１と同じである。
【００６３】
　このように、本割当例によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは互い
に同一の拡散コードで拡散されて送信されるため、空間軸上の送信リソースの利用効率を
高めることができる。
【００６４】
　以上、リソース割当例１～３について説明した。
【００６５】
　このように、本実施の形態によれば、各移動局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局
間において互いに共通する複数のリソースのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩ
に割り当てるため、送信リソースの利用効率を高めることができる。
【００６６】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、移動局－基地局間でＭＩＭＯ（Multi-Input/Multi-Output）通信を
行う場合について説明する。
【００６７】
　ＭＩＭＯ通信では、送信側は複数のアンテナからそれぞれ異なる情報（サブストリーム
）を送信し、受信側は伝搬路上で混ざり合った複数の情報を伝搬路推定値を用いて元の情
報に分離する（例えば、特開２００２－４４０５１号公報参照）。ＭＩＭＯ通信では、受
信側は、送信側から送信された情報を、送信側での数と同数またはそれより多い数のアン
テナで受信し、各アンテナによって受信された信号にそれぞれ挿入されているパイロット
シンボルに基づいてアンテナ間の伝搬路特性Ｈを推定する。この伝搬路特性（伝搬路推定
値）Ｈは、例えば送信側のアンテナが２つであり、受信側のアンテナが２つである場合に
は、２×２の行列によって表される。ＭＩＭＯ通信では、受信側は、伝搬路特性Ｈの逆行
列と、各アンテナで受信された情報とに基づいて、送信側の各アンテナから送信された情
報（サブストリーム）を求める。本実施の形態では、ＭＩＭＯ通信における情報送信側が
移動局となり、情報受信側が基地局となる。
【００６８】
　図１０に本実施の形態に係る移動局４００の構成を示す。なお、図１０において、図１
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００６９】
　ＣＱＩ生成部１０６で生成されたＣＱＩは無線送信部１１０に入力される。
【００７０】
　無線送信部１１０は、各ＣＱＩに対しＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバート等の送
信処理を行ってリソース割当部４０１に出力する。
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【００７１】
　リソース割当部４０１は、入力されたＣＱＩに対し、複数のアンテナＡＮＴ１～８のう
ちそのＣＱＩの内容に応じたアンテナを割り当て、割り当てたアンテナからＣＱＩを送信
する。本実施の形態に係るアンテナ割当は以下のようにして行われる。
【００７２】
　リソース割当部４０１は、図１１に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づ
いてＣＱＩの内容に応じたアンテナ割当を行う。よって、無線送信部１１０から入力され
たＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部４０１は、そのＣＱＩ３にアンテナＡＮ
Ｔ３を割り当てる。このように、本実施の形態ではＣＱＩの内容と各アンテナとが対応す
る。つまり、本実施の形態では送信情報の内容と空間軸上の各送信リソースとが対応する
。
【００７３】
　また、図１１に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よっ
て、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対してはアンテナＡＮＴ３が割り当てられる
。つまり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一のアンテナから
送信される。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対しては
互いに同一の送信リソースが割り当てられる。
【００７４】
　一方、基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００７５】
　基地局は、複数のアンテナで受信された信号から移動局側でのアンテナ毎の信号を取り
出す。なお、基地局にて受信される信号は、複数の移動局から送信された複数の信号が伝
搬路上で合成されたもの（合成信号）となる。よって、複数の移動局からそれぞれ通知さ
れた同一内容の複数のＣＱＩは、基地局ではアンテナ毎に１つのＣＱＩとして検出される
。
【００７６】
　次いで、基地局は、合成信号のアンテナ毎のＣＱＩ１～８のうち最も低いＳＩＮＲに対
応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８のうち、合成信号にＣＱＩ３,ＣＱＩ５,
ＣＱＩ８が含まれている場合には、基地局は、ＣＱＩ３を検出する。以降の処理は実施の
形態１のリソース割当例１と同じである。
【００７７】
　このように、本実施の形態によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは
互いに同一のアンテナを用いて送信されるため、空間軸上の送信リソースの利用効率を高
めることができる。
【００７８】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、移動局から基地局への送信情報が誤り検出結果情報、具体的には、
ＡＣＫ（ACKnowledgment）またはＮＡＣＫ（Negative ACKnowledgment）であり、各移動
局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリソースのい
ずれかを誤り検出結果情報の内容に応じてその誤り検出結果情報に割り当てる。
【００７９】
　以下、本実施の形態に係るリソース割当について説明する。
【００８０】
　図１２に本実施の形態に係る移動局５００の構成を示す。なお、図１２において、図１
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００８１】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのデータ部分を復号部１０
４に出力する。この際、復調部１０３は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ
部分の復調を行う。
【００８２】
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　復号部１０４は、ＭＢＭＳデータを復号して誤り検出部５０１に出力する。
【００８３】
　誤り検出部５０１は、例えばＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）等により、ＭＢＭＳ
データの誤り検出を行い、検出結果情報としてＡＣＫまたはＮＡＣＫを生成する。誤り検
出部５０１は、ＭＢＭＳデータに誤りが無い場合はＡＣＫを生成し、ＭＢＭＳデータに誤
りが有る場合はＮＡＣＫを生成する。このようにして生成された誤り検出結果情報は、リ
ソース割当部５０２およびＩＦＦＴ部１０８に入力される。
【００８４】
　なお、誤り検出部５０１は、ＭＢＭＳデータに誤りが無い場合はその誤りが無いＭＢＭ
Ｓデータを受信データとして出力する。一方、ＭＢＭＳデータに誤りが有る場合は、誤り
検出部５０１は、その誤りが有る受信データを受信データとしてそのまま出力するか、ま
たは、廃棄する。
【００８５】
　リソース割当部５０２は、入力された誤り検出結果情報に対し、複数のサブキャリア（
すなわち、複数のリソース）のうちその誤り検出結果情報の内容に応じたサブキャリアを
割り当て、割当結果をＩＦＦＴ部１０８に出力する。サブキャリア割当の詳細は後述する
。
【００８６】
　ＩＦＦＴ部１０８は、割当結果に従って、誤り検出結果情報を複数のサブキャリアのう
ちリソース割当部５０２で割り当てられたいずれかのサブキャリアにマッピングしてＩＦ
ＦＴを行う。このＩＦＦＴにより、いずれかのサブキャリアに誤り検出結果情報がマッピ
ングされたＯＦＤＭシンボルが生成される。このＯＦＤＭシンボルは、ＣＰ付加部１０９
に入力される。
【００８７】
　次いで、サブキャリア割当の詳細について説明する。本実施の形態に係るサブキャリア
割当（リソース割当）は以下のようにして行われる。
【００８８】
　リソース割当部５０２は、図１３に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づ
いて誤り検出結果情報の内容に応じたサブキャリア割当を行う。よって、誤り検出部５０
１から入力された誤り検出結果情報がＡＣＫである場合、リソース割当部５０２は、その
ＡＣＫにサブキャリアｆ１を割り当てる。一方、誤り検出部５０１から入力された誤り検
出結果情報がＮＡＣＫである場合、リソース割当部５０２は、そのＮＡＣＫにサブキャリ
アｆ２を割り当てる。このように、本実施の形態では誤り検出結果情報の内容と各サブキ
ャリアとが対応する。つまり、本実施の形態では送信情報の内容と周波数軸上の各送信リ
ソースとが対応する。
【００８９】
　また、図１３に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よっ
て、複数の移動局のいずれでも、ＡＣＫに対してはサブキャリアｆ１が割り当てられ、Ｎ
ＡＣＫに対してはサブキャリアｆ２が割り当てられる。つまり、複数の移動局において、
互いに同一内容の誤り検出結果情報は互いに同一のサブキャリアにマッピングされる。換
言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対しては互いに同一の送
信リソースが割り当てられる。
【００９０】
　このようにして誤り検出結果情報がサブキャリアにマッピングされたＯＦＤＭシンボル
を受信した基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータの送信を行う。
【００９１】
　基地局は、ＣＰ除去後のＯＦＤＭシンボルに対してＦＦＴを行って、サブキャリア毎の
信号を取り出す。なお、基地局にて受信されるＯＦＤＭシンボルは、複数の移動局から送
信された複数のＯＦＤＭシンボルが伝搬路上で合成されたもの（合成ＯＦＤＭシンボル）
となる。よって、同一サブキャリアを用いて複数の移動局からそれぞれ通知された同一内
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容の複数の誤り検出結果情報は、基地局ではサブキャリア毎に１つの誤り検出結果情報と
して検出される。
【００９２】
　次いで、基地局は、合成ＯＦＤＭシンボルのサブキャリアｆ１,ｆ２にマッピングされ
るＡＣＫ,ＮＡＣＫの有無を検出する。
【００９３】
　そして、基地局は、（１）ＡＣＫが有り、かつ、ＮＡＣＫが無い場合は、次のＭＢＭＳ
データを送信する。また、（２）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が有る場合、（３）ＡＣＫ
が無く、かつ、ＮＡＣＫが有る場合、（４）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が無い場合は、
基地局は、前回送信したＭＢＭＳデータと同一のＭＢＭＳデータを再送する。
【００９４】
　なお、上記説明では、実施の形態１のリソース割当例１同様、周波数軸上の送信リソー
スの利用効率を高めることができる実施の形態について説明したが、誤り検出結果情報に
対し実施の形態１のリソース割当例２,３または実施の形態２と同様のリソース割当を行
うことにより、時間軸上の送信リソースの利用効率または空間軸上の送信リソースの利用
効率を高めることができる。
【００９５】
　つまり、本実施の形態によれば、各移動局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局間に
おいて互いに共通する複数のリソースのいずれかを誤り検出結果情報の内容に応じてその
誤り検出結果情報に割り当てるため、送信リソースの利用効率を高めることができる。
【００９６】
　（実施の形態４）
　ＭＢＭＳではセル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータを受信させることが望ま
しい。このため、ＭＢＭＳでは通常、基地局は回線品質が最も低い移動局を基準にしてＭ
ＢＭＳデータに対する適応変調を行う。すなわち、基地局は、上記のように、互いに異な
る複数のＣＱＩを受信した場合には受信されたＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応する
ＣＱＩを検出し、その検出したＣＱＩに従ってＭＢＭＳデータのＭＣＳを決定する。上記
のように、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど伝送レートがより低いＭＣＳに対応す
るため、基地局がこのようなＣＱＩ検出を行うことで、セル内のすべての移動局に確実に
ＭＢＭＳデータを受信させることができる。このように、ＭＢＭＳでは、基地局は、互い
に異なる複数のＣＱＩを受信した場合には、ＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定にあたって、
それらのＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩだけしか使用しないことになる
。
【００９７】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲ
より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信した場合に、自局のＣＱＩの送
信を止める。
【００９８】
　図１４に本実施の形態に係る移動局６００の構成を示す。なお、図１４において、図５
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００９９】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのパイロット部分を回線品
質測定部１０５に出力し、データ部分を復号部１０４に出力する。この際、復調部１０３
は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ部分の復調を行う。また、復調部１０
３は、制御信号により示されるＭＣＳを送信制御部６０１に出力する。
【０１００】
　上記のようにＣＱＩ１～８が存在する場合は、それらのＣＱＩにそれぞれ対応するＭＣ
Ｓ１～８が存在する。よって、送信制御部６０１は、復調部１０３から入力されたＭＣＳ
から、基地局がＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用したＣＱＩ、すなわち、基地局が検
出したＣＱＩを把握することができる。
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【０１０１】
　また、送信制御部６０１には、リソース割当部２０１によりタイムスロットを割り当て
られたＣＱＩが入力される。
【０１０２】
　ここで、本実施の形態では、図１５に示すように、移動局が上り回線にて送信するＣＱ
Ｉの送信順序がＣＱＩの内容に従って予め決められており、送信制御部６０１は、この送
信順序に従ってＣＱＩの送信制御を行う。図１５においてＣＱＩ１,２,３の送信順序とな
っていることから明らかなように、本実施の形態では、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱ
Ｉほどより早く送信される。また、この送信順序は予め送信制御部６０１に設定されてお
り、また、複数の移動局が共通のものを使用する。よって、複数の移動局のいずれの送信
制御部６０１も、ＣＱＩ１が時刻ｔ１で、ＣＱＩ２が時刻ｔ３で、ＣＱＩ３が時刻ｔ５で
それぞれ送信されるように送信制御する。すなわち、送信制御部６０１は、ＣＱＩ１を含
むタイムスロットＴＳ１と、ＣＱＩ２を含むタイムスロットＴＳ２と、ＣＱＩ３を含むタ
イムスロットＴＳ３とをそれぞれの間に時間間隔を設けて無線送信部１１０に出力する。
【０１０３】
　また、本実施の形態では、基地局は、上記のようにして検出したＣＱＩに従って決定し
たＭＣＳをＣＱＩ１,２,３の送信時刻ｔ１,ｔ３,ｔ５の直後の時刻ｔ２,ｔ４,ｔ６ですべ
ての移動局へ通知する。すなわち、基地局は、ＣＱＩ１に対応するＭＣＳ１を時刻ｔ２で
、ＣＱＩ２に対応するＭＣＳ２を時刻ｔ４で、ＣＱＩ３に対応するＭＣＳ３を時刻ｔ６で
すべての移動局へ通知する。
【０１０４】
　なお、上記実施の形態１～３ではＣＱＩ１～８を用いた説明を行ったが、本実施の形態
では説明を簡単にするために、ＣＱＩ１～３を用いて説明する。以下の実施の形態５,６
でも同様である。
【０１０５】
　送信制御部６０１は、リソース割当部２０１から入力されたＣＱＩ（つまり、ＣＱＩ生
成部１０６により生成されたＣＱＩ）と、基地局がＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用
したＣＱＩ（つまり、基地局から通知されたＭＣＳに対応するＣＱＩ）とを比較し、その
比較結果から、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応す
るＣＱＩを自局よりも先に送信したか否か判断する。
【０１０６】
　上記のようにＭＢＭＳでは、基地局は、互いに異なる複数のＣＱＩを受信した場合には
、ＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定にあたって、それらのＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに
対応するＣＱＩだけしか使用しない。よって、各移動局では、他の移動局が自局のＣＱＩ
に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信していた場
合には、自局のＣＱＩは基地局でのＭＣＳの決定には使用されないこととなるため、結局
、自局のＣＱＩの送信は無駄となる。
【０１０７】
　そこで、送信制御部６０１は、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲより低い
ＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信していた場合は、リソース割当部２０１
から入力されたＣＱＩの送信を止める制御を行う。具体的には、この場合、送信制御部６
０１は、リソース割当部２０１から入力されたＣＱＩを無線送信部１１０に出力せず廃棄
する。よって、この場合にはＣＱＩの送信はなされない。
【０１０８】
　一方、送信制御部６０１は、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲより低いＳ
ＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信していない場合、換言すれば、他の移動局
が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲ以上のＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局と同時または
自局よりも後に送信する可能性がある場合には、リソース割当部２０１から入力されたＣ
ＱＩを無線送信部１１０に出力して送信させる。
【０１０９】



(14) JP WO2008/018462 A1 2008.2.14

10

20

30

40

50

　図１６を用いて本実施の形態に係るＣＱＩの送信制御をより具体的に説明する。図１６
では、移動局１,２において共にＣＱＩ２が生成され、移動局３においてＣＱＩ３が生成
された場合を想定する。
【０１１０】
　この場合、移動局１～３から基地局へのＣＱＩ１の送信はないため、基地局から移動局
１～３へのＭＣＳ１の通知もない。時刻ｔ２でＭＣＳ１の通知がないことにより、移動局
１は、他の移動局２,３が自局のＣＱＩ２に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応す
るＣＱＩ１を自局よりも先に送信していないことが分かり、同様に、移動局２は、他の移
動局１,３が自局のＣＱＩ２に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩ１を
自局よりも先に送信していないことが分かる。そこで、移動局１および２は共に、送信制
御部６０１の送信制御により、ＣＱＩ２をタイムスロットＴＳ２を用いて時刻ｔ３で基地
局へ送信する。
【０１１１】
　基地局では、図１５に示す送信順序から、ＣＱＩ１～３のうち最も早く受信されたＣＱ
Ｉが移動局１～３から送信されるＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩである
ことが分かる。また、図１６においてＣＱＩ１～３のうち基地局に最も早く受信されるの
はＣＱＩ２である。そこで、基地局は、ＣＱＩ２に対応するＭＣＳ２を、時刻ｔ８で送信
されるＭＢＭＳデータのＭＣＳに決定し、ＭＣＳ２を下り回線の制御信号を用いて時刻ｔ
４で移動局１～３へ通知する。
【０１１２】
　時刻ｔ４でＭＣＳ２の通知を受けた移動局３は、その通知により、他の移動局１,２が
自局のＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩ２を自局よりも先
に送信したことが分かる。そこで、移動局３は、送信制御部６０１の送信制御により、時
刻ｔ５でのＣＱＩ３の送信を止める。
【０１１３】
　このように、本実施の形態によれば、移動局は、基地局においてＭＢＭＳデータのＭＣ
Ｓの決定に使用されることがない無駄なＣＱＩの送信を止めるため、基地局におけるＭＣ
Ｓの決定に悪影響を与えることなく、送信リソースの利用効率をさらに高めることができ
る。
【０１１４】
　（実施の形態５）
　ＭＢＭＳでは、基地局は、上記のように、互いに異なる複数のＣＱＩを受信した場合に
は受信されたＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを検出し、その検出したＣ
ＱＩに従ってＭＢＭＳデータのＭＣＳを決定する。よって、基地局では、ＭＣＳの決定の
ために、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど検出される頻度がより高くなり、より高
いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど検出される頻度がより低くなる。
【０１１５】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、基地局での検出頻度に合わせ、より低いＳＩＮ
Ｒに対応するＣＱＩほど生成され得る頻度をより高くし、より高いＳＩＮＲに対応するＣ
ＱＩほど生成され得る頻度をより低くする。
【０１１６】
　本実施の形態に係る移動局の構成は図５に示すものと同一であり、ＣＱＩ生成部１０６
におけるＣＱＩ生成についてのみ実施の形態１と異なるため、以下その点についてのみ説
明する。
【０１１７】
　図１７に示すように、本実施の形態に係るＣＱＩ生成部１０６は、基地局から時刻ｔ４
で送信されるＭＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１～３を生成対象として
生成する。よって、時刻ｔ１～ｔ３では、ＣＱＩ１～３のいずれかが生成されて基地局へ
送信される。
【０１１８】
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　また、ＣＱＩ生成部１０６は、基地局から時刻ｔ８で送信されるＭＢＭＳデータのＭＣ
Ｓ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１,２を生成対象として生成する。よって、時刻ｔ５～ｔ７
では、ＣＱＩ１,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩ
がある場合は、その対応するＣＱＩが生成されて基地局へ送信される。しかし、ＣＱＩ１
,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩがない場合、つ
まり、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである
場合は、ＣＱＩ生成部１０６はＣＱＩを生成しない。よって、時刻ｔ５～ｔ７では、回線
品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである場合は、基
地局へのＣＱＩの送信は行われない。
【０１１９】
　さらに、ＣＱＩ生成部１０６は、基地局から時刻ｔ１２で送信されるＭＢＭＳデータの
ＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１を生成対象として生成する。よって、時刻ｔ９～ｔ１
１では、ＣＱＩ１が回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩである
場合は、ＣＱＩ１が生成されて基地局へ送信される。しかし、ＣＱＩ１が回線品質測定部
１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩでない場合、つまり、回線品質測定部１０
５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ２またはＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである場合は、Ｃ
ＱＩ生成部１０６はＣＱＩを生成しない。よって、時刻ｔ９～ｔ１１では、回線品質測定
部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ２またはＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである場合
は、基地局へのＣＱＩの送信は行われない。
【０１２０】
　ＣＱＩ生成部１０６は以上の動作を繰り返すことにより、より低いＳＩＮＲに対応する
ＣＱＩほど生成され得る頻度をより高くし、より高いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど生成
され得る頻度をより低くする。
【０１２１】
　なお、基地局では、ＣＱＩ１～３のいずれも受信されない場合には、ＭＢＭＳデータの
ＭＣＳをＣＱＩ１に対応するＭＣＳ１に決定する。これにより、ＭＣＳ２またはＭＣＳ３
の場合よりも伝送レートは低下するが、セル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータ
を受信させることはできる。
【０１２２】
　このようにして、移動局は、基地局においてＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用され
る可能性が少ないＣＱＩの送信頻度を低くすることができる。よって、本実施の形態によ
れば、基地局におけるＭＣＳの決定に悪影響を与えることなく、送信リソースの利用効率
をさらに高めることができる。
【０１２３】
　（実施の形態６）
　セル内には多数の移動局が存在するため、基地局がＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定の際
に上記のようにして検出したＣＱＩを使用する場合、ＭＣＳの決定のために使用されるＣ
ＱＩの番号が複数回連続して増加または複数回連続して減少することは稀であると予想さ
れる。
【０１２４】
　例えば、基地局がＭＢＭＳデータ１に対してＣＱＩ１を検出した後にＭＢＭＳデータ２
に対してＣＱＩ２を検出した場合には、基地局は、その後のＭＢＭＳデータ３に対しては
、ＣＱＩ３を検出することは稀であり、ＣＱＩ１またはＣＱＩ２を検出する可能性が高い
ものと予想される。一方、基地局がＭＢＭＳデータ１に対してＣＱＩ３を検出した後にＭ
ＢＭＳデータ２に対してＣＱＩ２を検出した場合には、基地局は、その後のＭＢＭＳデー
タ３に対しては、ＣＱＩ１を検出することは稀であり、ＣＱＩ２またはＣＱＩ３を検出す
る可能性が高いものと予想される。
【０１２５】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が増加
した場合は、その増加した番号以下の番号のＣＱＩのみを生成し、基地局において検出さ



(16) JP WO2008/018462 A1 2008.2.14

10

20

30

40

50

れたＣＱＩの番号が減少した場合は、その減少した番号以上の番号のＣＱＩのみを生成す
る。図２に示すように、より大きい番号のＣＱＩほどより高いＳＩＮＲに対応するので、
ＣＱＩの番号が増加した場合とはＳＩＮＲが高くなった場合に相当し、ＣＱＩの番号が減
少した場合とはＳＩＮＲが低くなった場合に相当する。よって換言すれば、移動局は、基
地局において検出されたＣＱＩに対応するＳＩＮＲが高くなった場合は、その高くなった
ＳＩＮＲ以下のＳＩＮＲに対応するＣＱＩのみを生成し、基地局において検出されたＣＱ
Ｉに対応するＳＩＮＲが低くなった場合は、その低くなったＳＩＮＲ以上のＳＩＮＲに対
応するＣＱＩのみを生成する。
【０１２６】
　図１８に本実施の形態に係る移動局７００の構成を示す。なお、図１８において、図５
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【０１２７】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのパイロット部分を回線品
質測定部１０５に出力し、データ部分を復号部１０４に出力する。この際、復調部１０３
は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ部分の復調を行う。また、復調部１０
３は、制御信号により示されるＭＣＳをＣＱＩ生成部７０１に出力する。
【０１２８】
　ＣＱＩ生成部７０１は、復調部１０３から入力されたＭＣＳから、基地局がＭＢＭＳデ
ータのＭＣＳの決定に使用したＣＱＩ、すなわち、基地局が検出したＣＱＩを把握するこ
とができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、前回入力されたＭＣＳと今回入力されたＭ
ＣＳとを比較する。そして、ＣＱＩ生成部７０１は、その比較結果から、基地局において
検出されたＣＱＩの番号が増加したと判断される場合は、その増加した番号以下の番号の
ＣＱＩのみを生成する。一方、ＣＱＩ生成部７０１は、その比較結果から、基地局におい
て検出されたＣＱＩの番号が減少したと判断される場合は、その減少した番号以上の番号
のＣＱＩのみを生成する。
【０１２９】
　図１９Ａ，Ｂを用いて本実施の形態に係るＣＱＩ生成をより具体的に説明する。図１９
ＡにはＣＱＩの番号が増加した場合を示し、図１９ＢにはＣＱＩの番号が減少した場合を
示す。
【０１３０】
　図１９Ａに示すように、基地局から時刻ｔ４で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳがＭ
ＣＳ１で、基地局から時刻ｔ８で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳがＭＣＳ２である場
合、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が増加したと判断す
ることができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局から時刻ｔ１２で送信されるＭ
ＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１,２を生成対象として生成する。よっ
て、時刻ｔ９～ｔ１１では、ＣＱＩ１,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩ
ＮＲに対応するＣＱＩがある場合は、その対応するＣＱＩが生成されて基地局へ送信され
る。しかし、ＣＱＩ１,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応する
ＣＱＩがない場合、つまり、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対
応するＳＩＮＲである場合は、ＣＱＩ生成部７０１はＣＱＩを生成しない。よって、時刻
ｔ９～ｔ１１では、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対応するＳ
ＩＮＲである場合は、基地局へのＣＱＩの送信は行われない。このように、ＣＱＩ生成部
７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が増加した場合は、その増加した番号
以下の番号のＣＱＩのみを生成する。
【０１３１】
　一方、図１９Ｂに示すよう、基地局から時刻ｔ４で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳ
がＭＣＳ３で、基地局から時刻ｔ８で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳがＭＣＳ２であ
る場合、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が減少したと判
断することができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局から時刻ｔ１２で送信され
るＭＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ２,３を生成対象として生成する。
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よって、時刻ｔ９～ｔ１１では、ＣＱＩ２,３の中に回線品質測定部１０５で測定された
ＳＩＮＲに対応するＣＱＩがある場合は、その対応するＣＱＩが生成されて基地局へ送信
される。しかし、ＣＱＩ２,３の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応
するＣＱＩがない場合、つまり、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ１
に対応するＳＩＮＲである場合は、ＣＱＩ生成部７０１はＣＱＩを生成しない。よって、
時刻ｔ９～ｔ１１では、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ１に対応す
るＳＩＮＲである場合は、基地局へのＣＱＩの送信は行われない。このように、ＣＱＩ生
成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が減少した場合は、その減少した
番号以上の番号のＣＱＩのみを生成する。
【０１３２】
　なお、図１９Ａおよび図１９Ｂに示すように、基地局から時刻ｔ８で送信されたＭＢＭ
ＳデータのＭＣＳがＭＣＳ２で、基地局から時刻ｔ１２で送信されたＭＢＭＳデータのＭ
ＣＳがＭＣＳ２である場合、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの
番号が変化しなかったと判断することができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局
から時刻ｔ１６で送信されるＭＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１～３の
すべてのＣＱＩを生成対象として生成する。よって、時刻ｔ１３～ｔ１５では、ＣＱＩ１
～３のいずれかのＣＱＩが生成されて基地局へ送信される。
【０１３３】
　このようにして、移動局は、基地局においてＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用され
る可能性が少ないＣＱＩの送信を止めることができる。よって、本実施の形態によれば、
基地局におけるＭＣＳの決定に悪影響を与えることなく、送信リソースの利用効率をさら
に高めることができる。
【０１３４】
　（実施の形態７）
　ＭＢＭＳではセル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータを受信させることが望ま
しい。このため、基地局は、上記のように、（１）ＡＣＫが有り、かつ、ＮＡＣＫが無い
場合は、次のＭＢＭＳデータを送信し、（２）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が有る場合、
（３）ＡＣＫが無く、かつ、ＮＡＣＫが有る場合、（４）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が
無い場合は、前回送信したＭＢＭＳデータと同一のＭＢＭＳデータを再送する。よって、
同一のＭＢＭＳデータに対し複数の移動局のうちＮＡＣＫを送信する移動局が１つでも存
在する場合は、基地局はＭＢＭＳデータの再送を行う。
【０１３５】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、同一のＭＢＭＳデータに対し、他の移動局が自
局のＡＣＫよりも先にＮＡＣＫを送信した場合に、自局のＡＣＫの送信を止める。
【０１３６】
　図２０に本実施の形態に係る移動局８００の構成を示す。なお、図２０において、図１
２に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【０１３７】
　本実施形態において基地局から受信される信号には、ＭＢＭＳデータと、ＭＢＭＳデー
タのＭＣＳを示す制御信号と、基地局がＮＡＣＫを受信したことを移動局に通知するため
の状態通知信号とが含まれている。
【０１３８】
　復調部８０１は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのデータ部分を復号部１０
４に出力する。この際、復調部８０１は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ
部分の復調を行う。また、復調部８０１は、状態通知信号を送信制御部８０３に出力する
。
【０１３９】
　リソース割当部８０２には、誤り検出部５０１から、誤り検出結果情報としてＡＣＫま
たはＮＡＣＫが入力される。
【０１４０】
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　リソース割当部８０２は、入力された誤り検出結果情報に対し、複数のタイムスロット
（すなわち、複数のリソース）のうちその誤り検出結果情報の内容に応じたタイムスロッ
トを割り当て、ＡＣＫまたはＮＡＣＫを含むタイムスロットを送信制御部８０３に出力す
る。
【０１４１】
　リソース割当部８０２は、図２１に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づ
いて誤り検出結果情報の内容に応じたタイムスロット割当を行う。よって、誤り検出部５
０１から入力された誤り検出結果情報がＮＡＣＫである場合、リソース割当部８０２は、
そのＮＡＣＫにタイムスロットＴＳ１を割り当てる。一方、誤り検出部５０１から入力さ
れた誤り検出結果情報がＡＣＫである場合、リソース割当部８０２は、そのＡＣＫにタイ
ムスロットＴＳ２を割り当てる。
【０１４２】
　また、図２１に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よっ
て、複数の移動局のいずれでも、ＮＡＣＫに対してはタイムスロットＴＳ１が割り当てら
れ、ＡＣＫに対してはタイムスロットＴＳ２が割り当てられる。
【０１４３】
　ここで、本実施の形態では、図２２に示すように、移動局が上り回線にて送信する誤り
検出結果情報の送信順序が誤り検出結果情報の内容に従って予め決められており、送信制
御部８０３は、この送信順序に従って誤り検出結果情報の送信制御を行う。図２２に示す
ように、本実施の形態では、同一のＭＢＭＳデータに対して、ＮＡＣＫがＡＣＫより早く
送信される。また、この送信順序は予め送信制御部８０３に設定されており、また、複数
の移動局が共通のものを使用する。よって、複数の移動局のいずれの送信制御部８０３も
、同一のＭＢＭＳデータに対して、ＮＡＣＫが時刻ｔ２で、ＡＣＫが時刻ｔ４でそれぞれ
送信されるように送信制御する。つまり、送信制御部８０３は、ＮＡＣＫを含むタイムス
ロットＴＳ１と、ＡＣＫを含むタイムスロットＴＳ２とをそれらの間に時間間隔を設けて
無線送信部１１０に出力する。
【０１４４】
　また、本実施の形態では、基地局は、いずれかの移動局からＮＡＣＫを受信した場合に
は、その旨を通知する状態通知信号を、ＮＡＣＫの送信時刻ｔ２の直後の時刻ｔ３ですべ
ての移動局へ送信する。
【０１４５】
　送信制御部８０３は、その状態通知信号の有無により、他の移動局が自局のＡＣＫより
も先にＮＡＣＫを送信したか否か判断する。
【０１４６】
　上記のようにＭＢＭＳでは、基地局は、同一のＭＢＭＳデータに対しＡＣＫおよびＮＡ
ＣＫの双方を受信する場合には、ＮＡＣＫだけしか使用しない。よって、各移動局では、
他の移動局がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信していた場合には、自局のＡＣＫの
送信は無駄となる。
【０１４７】
　そこで、送信制御部８０３は、他の移動局がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信し
ていた場合は、リソース割当部８０２から入力されたＡＣＫの送信を止める制御を行う。
具体的には、この場合、送信制御部８０３は、リソース割当部８０２から入力されたＡＣ
Ｋを無線送信部１１０に出力せず廃棄する。よって、この場合にはＡＣＫの送信はなされ
ない。
【０１４８】
　一方、送信制御部８０３は、他の移動局がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信して
いない場合、換言すれば、他の移動局が自局と同時にＡＣＫを送信する可能性がある場合
には、リソース割当部８０２から入力されたＡＣＫを無線送信部１１０に出力して送信さ
せる。
【０１４９】
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　図２３を用いて本実施の形態に係る誤り検出結果情報の送信制御をより具体的に説明す
る。図２３では、時刻ｔ１で基地局から送信されたＭＢＭＳデータに対し、移動局１,２
において共にＮＡＣＫが生成され、移動局３においてＡＣＫが生成された場合を想定する
。
【０１５０】
　この場合、時刻ｔ２で移動局１,２から基地局へ共にタイムスロットＴＳ１を用いてＮ
ＡＣＫが送信される。
【０１５１】
　よって時刻ｔ３で基地局から移動局１～３に状態通知信号が送信される。移動局３は、
その状態通知信号により、他の移動局１,２がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信し
たことが分かる。そこで、移動局３は、送信制御部８０３の送信制御により、時刻ｔ４で
のＡＣＫの送信を止める。
【０１５２】
　そして、時刻ｔ２でＮＡＣＫを受信した基地局は、時刻ｔ５でＭＢＭＳデータを再送す
る。
【０１５３】
　このように、本実施の形態によれば、移動局は、基地局における再送制御に使用される
ことがない無駄なＡＣＫの送信を止めるため、基地局における再送制御に悪影響を与える
ことなく、送信リソースの利用効率をさらに高めることができる。
【０１５４】
　（実施の形態８）
　ＭＢＭＳでは、上記のように基地局は、（１）ＡＣＫが有り、かつ、ＮＡＣＫが無い場
合は、次のＭＢＭＳデータを送信し、（２）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が有る場合、（
３）ＡＣＫが無く、かつ、ＮＡＣＫが有る場合、（４）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が無
い場合は、前回送信したＭＢＭＳデータと同一のＭＢＭＳデータを再送する。つまり、基
地局では、ＮＡＣＫが有る場合にはＡＣＫの有無にかかわらず再送が行われる。また、上
記のようにＭＢＭＳではセル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータを受信させるこ
とが望ましい。よって、ＮＡＣＫの送信を間引くことはできないのに対し、ＡＣＫの送信
を間引くことは可能である。
【０１５５】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、検出結果情報としてＡＣＫが生成され得る頻度
をＮＡＣＫが生成され得る頻度よりも低くする。
【０１５６】
　図２４に本実施の形態に係る移動局９００の構成を示す。なお、図２４において、図１
２または図２０に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【０１５７】
　移動局９００における誤り検出部９０１は、図２５に示すように、基地局から時刻ｔ１
で送信されるＭＢＭＳデータに対する誤り検出結果情報を、ＮＡＣＫおよびＡＣＫの双方
を生成対象として生成する。よって、時刻ｔ２～ｔ３では、ＮＡＣＫまたはＡＣＫのいず
れかが生成されて基地局へ送信される。
【０１５８】
　また、誤り検出部９０１は、基地局から時刻ｔ４で送信されるＭＢＭＳデータに対する
誤り検出結果情報を、ＮＡＣＫのみを生成対象として生成する。よって、時刻ｔ５～ｔ６
では、誤り検出結果情報としてＮＡＣＫが生成される可能性はあるがＡＣＫが生成される
可能性はなく、よって、ＭＢＭＳデータに誤りが無い場合でも基地局へのＡＣＫの送信は
なされない。
【０１５９】
　誤り検出部９０１は以上の動作を繰り返すことにより、ＡＣＫが生成され得る頻度をＮ
ＡＣＫが生成され得る頻度よりも低くする。
【０１６０】
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　このようにして、移動局はＡＣＫの送信頻度をＮＡＣＫの送信頻度よりも低くすること
ができる。よって、本実施の形態によれば、基地局における再送制御に悪影響を与えるこ
となく、送信リソースの利用効率をさらに高めることができる。
【０１６１】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０１６２】
　なお、本明細書において「直交」とは「分離可能」と同じ意味である。つまり、本明細
書において、「互いに直交する複数のリソース」は、「互いに分離可能な複数のリソース
」のことである。よって、上記実施の形態においては「直交」を「分離可能」と読み替え
てもよい。
【０１６３】
　また、上記実施の形態では、移動局が基地局へ送信する情報に対するリソース割当、つ
まり、上り回線でのリソース割当について説明したが、本発明は、基地局が移動局へ送信
する情報に対するリソース割当、つまり、下り回線でのリソース割当にも適用することが
できる。
【０１６４】
　また、ＣＰはガードインターバル（Guard Interval：ＧＩ）と称されることがある。ま
た、サブキャリアはトーンと称されることがある。また、基地局はNode B、移動局はUEと
表されることがある。
【０１６５】
　また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【０１６６】
　また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを含
むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、Ｉ
Ｃ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１６７】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０１６８】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１６９】
　２００６年８月８日出願の特願２００６－２１６１４９および２００６年１０月２５日
出願の特願２００６－２８９４２３の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開
示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１７０】
　本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月14日(2009.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直交し、かつ、複数の無線通信移動局装置間において互いに共通する複数のリソ
ースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信情報に割り当てる割当手段と、
　割り当てられたリソースを用いて前記送信情報を送信する送信手段と、
　を具備する無線通信移動局装置。
【請求項２】
　回線品質に応じたＣＱＩを生成する生成手段、をさらに具備し、
　前記割当手段は、前記複数のリソースのいずれかを前記ＣＱＩの内容に応じて前記ＣＱ
Ｉに割り当てる、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項３】
　他の無線通信移動局装置が前記ＣＱＩに対応する回線品質より低い回線品質に対応する
ＣＱＩを前記ＣＱＩよりも先に送信した場合に前記ＣＱＩの送信を止める制御を行う送信
制御手段、をさらに具備する、
　請求項２記載の無線通信移動局装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、より高い回線品質に対応するＣＱＩほど生成され得る頻度をより低く
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する、
　請求項２記載の無線通信移動局装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、
　無線通信基地局装置において検出されたＣＱＩに対応する回線品質が高くなった場合は
、その高くなった回線品質以下の回線品質に対応するＣＱＩのみを生成し、
　前記無線通信基地局装置において検出されたＣＱＩに対応する回線品質が低くなった場
合は、その低くなった回線品質以上の回線品質に対応するＣＱＩのみを生成する、
　請求項２記載の無線通信移動局装置。
【請求項６】
　受信データの誤り検出を行って検出結果情報を生成する検出手段、をさらに具備し、
　前記割当手段は、前記複数のリソースのいずれかを前記検出結果情報の内容に応じて前
記検出結果情報に割り当てる、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項７】
　前記検出手段によって前記検出結果情報としてＡＣＫが生成され、かつ、他の無線通信
移動局装置が前記ＡＣＫよりも先にＮＡＣＫを送信した場合に、前記ＡＣＫの送信を止め
る制御を行う送信制御手段、をさらに具備する、
　請求項６記載の無線通信移動局装置。
【請求項８】
　前記検出手段は、前記検出結果情報としてＡＣＫが生成され得る頻度をＮＡＣＫが生成
され得る頻度よりも低くする、
　請求項６記載の無線通信移動局装置。
【請求項９】
　前記複数のリソースは、互いに直交する複数のサブキャリアである、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項１０】
　前記複数のリソースは、互いに直交する複数のタイムスロットである、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項１１】
　前記複数のリソースは、互いに直交する複数の拡散コードである、
　請求項１記載の無線通信移動局装置。
【請求項１２】
　互いに直交し、かつ、複数の無線通信移動局装置間において互いに共通する複数のリソ
ースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信情報に割り当てる、
　リソース割当方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信移動局装置およびリソース割当方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信の分野において、マルチメディア・ブロードキャスト／マルチキャスト・サ
ービス（Multimedia Broadcast/Multicast Service：ＭＢＭＳ）に関する技術的な検討が
行われている（例えば、非特許文献１参照）。ＭＢＭＳで行われる通信は、１対１（Poin
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t to Point：P-to-P）の通信ではなく、１対多（Point to Multi：P-to-M）の通信となる
。すなわち、ＭＢＭＳでは、１つの無線通信基地局装置（以下、基地局と省略する。）が
複数の無線通信移動局装置（以下、移動局と省略する。）に対して同時に同一のデータ（
ＭＢＭＳデータ）を送信する。
【０００３】
　ＭＢＭＳには、ブロードキャストモード（Broadcast Mode）とマルチキャストモード（
Multicast Mode）とがある。ブロードキャストモードが現在のテレビ放送やラジオ放送の
ように全移動局に対して情報送信するようなモードであるのに対し、マルチキャストモー
ドはニュースグループ等そのサービスに加入している特定の移動局に対してのみ情報送信
するようなモードである。
【０００４】
　現在、移動体通信においては、ＭＢＭＳを、交通情報配信サービス、音楽配信サービス
、ニュース配信サービス、スポーツ中継サービス等に適用することが検討されている。
【０００５】
　一方、ＭＢＭＳデータに対し適応変調を適用することが検討されている（例えば、非特
許文献２参照）。ＭＢＭＳデータに対して適応変調を行うためには、移動局から基地局に
対し、フィードバック情報としてＣＱＩ（Channel Quality Indicator）等の回線品質情
報を送信する必要がある。基地局では、各移動局からのＣＱＩに基づいてＭＢＭＳデータ
に対する適応変調を行う。また、従来、各移動局からのＣＱＩの送信は移動局毎に用意さ
れた移動局毎に異なる送信リソースを用いて行われる。
【非特許文献１】3GPP TS 22.146 V6.0.0(2002-06): 3rd Generation Partnership Proje
ct; Technical Specification Group Services and System Aspects; Multimedia Broadc
ast/Multicast Service; Stage 1(Release 6) 2002年6月
【非特許文献２】3GPP TSG-RAN-WG2 Meeting #52; R2-060955; Athens, Greece, 27th- 3
1stMarch 2006; Motorola
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＭＢＭＳでは上記のように１対多の通信となるため、ＭＢＭＳデータに適応変調を適用
すると、多数の移動局がＣＱＩを送信する必要が生じる。このため、ＣＱＩの送信により
上り回線において多くの送信リソースが消費されてしまい、上り回線でのデータ伝送効率
が低下してしまう。
【０００７】
　本発明の目的は、送信リソースの利用効率を高めることができる移動局およびリソース
割当方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の移動局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数
のリソースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信情報に割り当てる割当手段と、
割り当てられたリソースを用いて前記送信情報を送信する送信手段と、を具備する構成を
採る。
【０００９】
　また、本発明のリソース割当方法は、互いに直交し、かつ、複数の無線通信移動局装置
間において互いに共通する複数のリソースのいずれかを送信情報の内容に応じて前記送信
情報に割り当てるようにした。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、送信リソースの利用効率を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　（実施の形態１）
　本実施の形態では、移動局から基地局への送信情報がＣＱＩであり、各移動局は、互い
に直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリソースのいずれかをＣ
ＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割り当てる。
【００１３】
　以下、本実施の形態に係るリソース割当について割当例１～３を用いて説明する。
【００１４】
　＜リソース割当例１＞
　本割当例では、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリ
ソースがＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）シンボルを構成する
互いに直交する複数のサブキャリアである場合について説明する。つまり、本割当例に係
る移動局は、周波数軸上において互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共
通する複数のサブキャリアのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割り当てる。
【００１５】
　図１に本割当例に係る移動局１００の構成を示す。
【００１６】
　移動局１００において、無線受信部１０２はアンテナ１０１を介して受信された信号に
対し、ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の受信処理を行って復調部１０３に出力する。本
実施形態において基地局から受信される信号には、ＭＢＭＳデータと、パイロットシンボ
ルと、ＭＢＭＳデータのＭＣＳ（Modulation and Coding Scheme）を示す制御信号とが含
まれている。
【００１７】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのパイロット部分を回線品
質測定部１０５に出力し、データ部分を復号部１０４に出力する。この際、復調部１０３
は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ部分の復調を行う。
【００１８】
　復号部１０４は、ＭＢＭＳデータを復号して出力する。
【００１９】
　回線品質測定部１０５は、パイロットシンボルを用いて下り回線の回線品質を測定する
。ここでは、回線品質測定部１０５は、パイロットシンボルのＳＩＮＲ（Signal to Inte
rference and Noise Ratio）を下り回線の回線品質として測定し、ＣＱＩ生成部１０６に
出力する。
【００２０】
　なお、データ部分のＳＩＮＲを回線品質として測定してもよい。また、ＳＩＮＲの代わ
りに、ＳＮＲ、ＳＩＲ、ＣＩＮＲ、受信電力、干渉電力、ビット誤り率、スループット、
所定の誤り率を達成できるＭＣＳ等により回線品質を測定してもよい。
【００２１】
　ＣＱＩ生成部１０６は、ＳＩＮＲに応じたＣＱＩを生成し、リソース割当部１０７およ
びＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部１０８に出力する。ＣＱＩ生成の詳細
は後述する。
【００２２】
　リソース割当部１０７は、入力されたＣＱＩに対し、複数のサブキャリア（すなわち、
複数のリソース）のうちそのＣＱＩの内容に応じたサブキャリアを割り当て、割当結果を
ＩＦＦＴ部１０８に出力する。サブキャリア割当の詳細は後述する。
【００２３】
　ＩＦＦＴ部１０８は、割当結果に従って、ＣＱＩを複数のサブキャリアのうちリソース
割当部１０７で割り当てられたいずれかのサブキャリアにマッピングしてＩＦＦＴを行う
。このＩＦＦＴにより、いずれかのサブキャリアにＣＱＩがマッピングされたＯＦＤＭシ
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ンボルが生成される。このＯＦＤＭシンボルは、ＣＰ（Cyclic Prefix）付加部１０９に
入力される。
【００２４】
　ＣＰ付加部１０９は、ＯＦＤＭシンボルの後尾部分と同じ信号をＣＰとしてＯＦＤＭシ
ンボルの先頭に付加して、無線送信部１１０に出力する。
【００２５】
　無線送信部１１０は、ＣＰ付加後のＯＦＤＭシンボルに対しＤ／Ａ変換、増幅およびア
ップコンバート等の送信処理を行ってアンテナ１０１から基地局へ送信する。つまり、無
線送信部１１０は、リソース割当部１０７により割り当てられたリソースを用いてＣＱＩ
を送信する。
【００２６】
　次いで、ＣＱＩ生成およびサブキャリア割当の詳細について説明する。
【００２７】
　ＣＱＩ生成部１０６は、図２に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づいて
ＳＩＮＲに応じたＣＱＩを生成する。ここでは、ＳＩＮＲの範囲を８段階に区切り、それ
ら８段階のＳＩＮＲに対応するＣＱＩ１～８を用いる。よって、回線品質測定部１０５か
ら入力されたＳＩＮＲが例えば１.２［ｄＢ］である場合、ＣＱＩ生成部１０６はＣＱＩ
３を生成する。図２に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。
【００２８】
　また、本割当例に係るサブキャリア割当（リソース割当）は以下のようにして行われる
。ここでは、図３に示すように１ＯＦＤＭシンボルがサブキャリアｆ１～ｆ８で構成され
るものとする。なお、ＯＦＤＭシンボルのサブキャリア構成は複数の移動局間において同
一である。
【００２９】
　リソース割当部１０７は、図４に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づい
てＣＱＩの内容に応じたサブキャリア割当を行う。よって、ＣＱＩ生成部１０６から入力
されたＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部１０７は、そのＣＱＩ３にサブキャ
リアｆ３を割り当てる。このように、本割当例ではＣＱＩの内容と各サブキャリアとが対
応する。つまり、本割当例では送信情報の内容と周波数軸上の各送信リソースとが対応す
る。
【００３０】
　また、図４に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よって
、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対してはサブキャリアｆ３が割り当てられる。
つまり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一のサブキャリアに
マッピングされる。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対
しては互いに同一の送信リソースが割り当てられる。
【００３１】
　このようにしてＣＱＩがサブキャリアにマッピングされたＯＦＤＭシンボルを受信した
基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００３２】
　基地局は、ＣＰ除去後のＯＦＤＭシンボルに対してＦＦＴ（Fast Fourier Transform）
を行って、サブキャリア毎の信号を取り出す。なお、基地局にて受信されるＯＦＤＭシン
ボルは、複数の移動局から送信された複数のＯＦＤＭシンボルが伝搬路上で合成されたも
の（合成ＯＦＤＭシンボル）となる。よって、同一サブキャリアを用いて複数の移動局か
らそれぞれ通知された同一内容の複数のＣＱＩは、基地局ではサブキャリア毎に１つのＣ
ＱＩとして検出される。
【００３３】
　次いで、基地局は、合成ＯＦＤＭシンボルの各サブキャリアにマッピングされているＣ
ＱＩ１～８のうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８
のうち、合成ＯＦＤＭシンボルにＣＱＩ３,ＣＱＩ５,ＣＱＩ８が含まれている場合には、
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基地局は、ＣＱＩ３を検出する。
【００３４】
　そして、基地局は、その検出したＣＱＩに従ってＭＢＭＳデータのＭＣＳを決定し、そ
の決定したＭＣＳを用いてＭＢＭＳデータの適応変調を行う。ここでは、より番号が小さ
いＣＱＩ、すなわち、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど、より伝送レートが低いＭ
ＣＳに対応する。
【００３５】
　なお、雑音等の影響によるＣＱＩの誤検出を防止するために、基地局では、合成ＯＦＤ
Ｍシンボルの各サブキャリアのＳＩＮＲを閾値と比較し、ＳＩＮＲが閾値以上となるサブ
キャリアのみを対象としてＣＱＩの上記検出を行ってもよい。
【００３６】
　このように、本割当例によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは互い
に同一のサブキャリアを用いて送信されるため、周波数軸上の送信リソースの利用効率を
高めることができる。
【００３７】
　＜リソース割当例２＞
　本割当例では、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリ
ソースが互いに直交する複数のタイムスロットである場合について説明する。つまり、本
割当例に係る移動局は、時間軸上において互いに直交し、かつ、複数の移動局間において
互いに共通する複数のタイムスロットのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割
り当てる。
【００３８】
　図５に本割当例に係る移動局２００の構成を示す。なお、図５において、図１に示した
構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００３９】
　ＣＱＩ生成部１０６で生成されたＣＱＩはリソース割当部２０１に入力される。
【００４０】
　リソース割当部２０１は、入力されたＣＱＩに対し、複数のタイムスロット（すなわち
、複数のリソース）のうちそのＣＱＩの内容に応じたタイムスロットを割り当て、ＣＱＩ
を含むタイムスロットを無線送信部１１０に出力する。タイムスロット割当の詳細は後述
する。
【００４１】
　無線送信部１１０は、各タイムスロットに対しＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバー
ト等の送信処理を行ってアンテナ１０１から基地局へ送信する。つまり、無線送信部１１
０は、リソース割当部２０１により割り当てられたリソースを用いてＣＱＩを送信する。
【００４２】
　次いで、タイムスロット割当の詳細について説明する。
【００４３】
　本割当例に係るタイムスロット割当（リソース割当）は以下のようにして行われる。こ
こでは、図６に示すように１フレームがタイムスロットＴＳ１～ＴＳ８で構成されるもの
とする。なお、フレームのタイムスロット構成は複数の移動局間において同一である。
【００４４】
　リソース割当部２０１は、図７に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づい
てＣＱＩの内容に応じたタイムスロット割当を行う。よって、ＣＱＩ生成部１０６から入
力されたＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部２０１は、そのＣＱＩ３にタイム
スロットＴＳ３を割り当てる。このように、本割当例ではＣＱＩの内容と各タイムスロッ
トとが対応する。つまり、本割当例では送信情報の内容と時間軸上の各送信リソースとが
対応する。
【００４５】
　また、図７に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よって
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、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対してはタイムスロットＴＳ３が割り当てられ
る。つまり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一のタイムスロ
ットに含められる。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対
しては互いに同一の送信リソースが割り当てられる。
【００４６】
　一方、基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００４７】
　基地局は、受信信号からタイムスロット毎の信号を取り出す。なお、基地局にて受信さ
れる信号は、複数の移動局から送信された複数の信号が伝搬路上で合成されたもの（合成
信号）となる。よって、同一タイムスロットを用いて複数の移動局からそれぞれ通知され
た同一内容の複数のＣＱＩは、基地局ではタイムスロット毎に１つのＣＱＩとして検出さ
れる。
【００４８】
　次いで、基地局は、合成信号の各タイムスロットに含まれているＣＱＩ１～８のうち最
も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８のうち、合成信号に
ＣＱＩ３,ＣＱＩ５,ＣＱＩ８が含まれている場合には、基地局は、ＣＱＩ３を検出する。
以降の処理はリソース割当例１と同じである。
【００４９】
　このように、本割当例によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは互い
に同一のタイムスロットを用いて送信されるため、時間軸上の送信リソースの利用効率を
高めることができる。
【００５０】
　＜リソース割当例３＞
　本割当例では、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリ
ソースが互いに直交する複数の拡散コードである場合について説明する。つまり、本割当
例に係る移動局は、空間軸上において互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互い
に共通する複数の拡散コードのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩに割り当てる
。
【００５１】
　図８に本割当例に係る移動局３００の構成を示す。なお、図８において、図１に示した
構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００５２】
　ＣＱＩ生成部１０６で生成されたＣＱＩは、リソース割当部３０１および拡散部３０２
に入力される。
【００５３】
　リソース割当部３０１は、入力されたＣＱＩに対し、複数の拡散コード（すなわち、複
数のリソース）のうちそのＣＱＩの内容に応じた拡散コードを割り当て、割当結果を拡散
部３０２に出力する。拡散コード割当の詳細は後述する。
【００５４】
　拡散部３０２は、割当結果に従って、複数の拡散コードのうちリソース割当部３０１で
割り当てられたいずれかの拡散コードでＣＱＩを拡散して無線送信部１１０に出力する。
【００５５】
　無線送信部１１０は、拡散されたＣＱＩに対しＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバー
ト等の送信処理を行ってアンテナ１０１から基地局へ送信する。つまり、無線送信部１１
０は、リソース割当部３０１により割り当てられたリソースを用いてＣＱＩを送信する。
【００５６】
　次いで、拡散コード割当の詳細について説明する。本割当例に係る拡散コード割当（リ
ソース割当）は以下のようにして行われる。
【００５７】
　リソース割当部３０１は、図９に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づい
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てＣＱＩの内容に応じた拡散コード割当を行う。よって、ＣＱＩ生成部１０６から入力さ
れたＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部３０１は、そのＣＱＩ３に拡散コード
Ｃ３を割り当てる。このように、本割当例ではＣＱＩの内容と各拡散コードとが対応する
。つまり、本割当例では送信情報の内容と空間軸上の各送信リソースとが対応する。
【００５８】
　また、図９に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よって
、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対しては拡散コードＣ３が割り当てられる。つ
まり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一の拡散コードで拡散
される。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対しては互い
に同一の送信リソースが割り当てられる。
【００５９】
　一方、基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００６０】
　基地局は、受信信号を拡散コードＣ１～Ｃ８のそれぞれで逆拡散して拡散コード毎の信
号を取り出す。なお、基地局にて受信される信号は、複数の移動局から送信された複数の
信号が伝搬路上で合成されたもの（合成信号）となる。よって、複数の移動局において同
一拡散コードで拡散され、それら複数の移動局からそれぞれ通知された同一内容の複数の
ＣＱＩは、基地局では拡散コード毎に１つのＣＱＩとして検出される。
【００６１】
　次いで、基地局は、合成信号における拡散コード毎のＣＱＩ１～８のうち最も低いＳＩ
ＮＲに対応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８のうち、合成信号にＣＱＩ３,
ＣＱＩ５,ＣＱＩ８が含まれている場合には、基地局は、ＣＱＩ３を検出する。以降の処
理はリソース割当例１と同じである。
【００６２】
　このように、本割当例によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは互い
に同一の拡散コードで拡散されて送信されるため、空間軸上の送信リソースの利用効率を
高めることができる。
【００６３】
　以上、リソース割当例１～３について説明した。
【００６４】
　このように、本実施の形態によれば、各移動局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局
間において互いに共通する複数のリソースのいずれかをＣＱＩの内容に応じてそのＣＱＩ
に割り当てるため、送信リソースの利用効率を高めることができる。
【００６５】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、移動局－基地局間でＭＩＭＯ（Multi-Input/Multi-Output）通信を
行う場合について説明する。
【００６６】
　ＭＩＭＯ通信では、送信側は複数のアンテナからそれぞれ異なる情報（サブストリーム
）を送信し、受信側は伝搬路上で混ざり合った複数の情報を伝搬路推定値を用いて元の情
報に分離する（例えば、特開２００２－４４０５１号公報参照）。ＭＩＭＯ通信では、受
信側は、送信側から送信された情報を、送信側での数と同数またはそれより多い数のアン
テナで受信し、各アンテナによって受信された信号にそれぞれ挿入されているパイロット
シンボルに基づいてアンテナ間の伝搬路特性Ｈを推定する。この伝搬路特性（伝搬路推定
値）Ｈは、例えば送信側のアンテナが２つであり、受信側のアンテナが２つである場合に
は、２×２の行列によって表される。ＭＩＭＯ通信では、受信側は、伝搬路特性Ｈの逆行
列と、各アンテナで受信された情報とに基づいて、送信側の各アンテナから送信された情
報（サブストリーム）を求める。本実施の形態では、ＭＩＭＯ通信における情報送信側が
移動局となり、情報受信側が基地局となる。
【００６７】
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　図１０に本実施の形態に係る移動局４００の構成を示す。なお、図１０において、図１
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００６８】
　ＣＱＩ生成部１０６で生成されたＣＱＩは無線送信部１１０に入力される。
【００６９】
　無線送信部１１０は、各ＣＱＩに対しＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバート等の送
信処理を行ってリソース割当部４０１に出力する。
【００７０】
　リソース割当部４０１は、入力されたＣＱＩに対し、複数のアンテナＡＮＴ１～８のう
ちそのＣＱＩの内容に応じたアンテナを割り当て、割り当てたアンテナからＣＱＩを送信
する。本実施の形態に係るアンテナ割当は以下のようにして行われる。
【００７１】
　リソース割当部４０１は、図１１に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づ
いてＣＱＩの内容に応じたアンテナ割当を行う。よって、無線送信部１１０から入力され
たＣＱＩがＣＱＩ３である場合、リソース割当部４０１は、そのＣＱＩ３にアンテナＡＮ
Ｔ３を割り当てる。このように、本実施の形態ではＣＱＩの内容と各アンテナとが対応す
る。つまり、本実施の形態では送信情報の内容と空間軸上の各送信リソースとが対応する
。
【００７２】
　また、図１１に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よっ
て、複数の移動局のいずれでも、ＣＱＩ３に対してはアンテナＡＮＴ３が割り当てられる
。つまり、複数の移動局において、互いに同一内容のＣＱＩは互いに同一のアンテナから
送信される。換言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対しては
互いに同一の送信リソースが割り当てられる。
【００７３】
　一方、基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータに対する適応変調を行う。
【００７４】
　基地局は、複数のアンテナで受信された信号から移動局側でのアンテナ毎の信号を取り
出す。なお、基地局にて受信される信号は、複数の移動局から送信された複数の信号が伝
搬路上で合成されたもの（合成信号）となる。よって、複数の移動局からそれぞれ通知さ
れた同一内容の複数のＣＱＩは、基地局ではアンテナ毎に１つのＣＱＩとして検出される
。
【００７５】
　次いで、基地局は、合成信号のアンテナ毎のＣＱＩ１～８のうち最も低いＳＩＮＲに対
応するＣＱＩを検出する。例えば、ＣＱＩ１～８のうち、合成信号にＣＱＩ３,ＣＱＩ５,
ＣＱＩ８が含まれている場合には、基地局は、ＣＱＩ３を検出する。以降の処理は実施の
形態１のリソース割当例１と同じである。
【００７６】
　このように、本実施の形態によれば、複数の移動局において互いに同一内容のＣＱＩは
互いに同一のアンテナを用いて送信されるため、空間軸上の送信リソースの利用効率を高
めることができる。
【００７７】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、移動局から基地局への送信情報が誤り検出結果情報、具体的には、
ＡＣＫ（ACKnowledgment）またはＮＡＣＫ（Negative ACKnowledgment）であり、各移動
局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局間において互いに共通する複数のリソースのい
ずれかを誤り検出結果情報の内容に応じてその誤り検出結果情報に割り当てる。
【００７８】
　以下、本実施の形態に係るリソース割当について説明する。
【００７９】
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　図１２に本実施の形態に係る移動局５００の構成を示す。なお、図１２において、図１
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００８０】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのデータ部分を復号部１０
４に出力する。この際、復調部１０３は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ
部分の復調を行う。
【００８１】
　復号部１０４は、ＭＢＭＳデータを復号して誤り検出部５０１に出力する。
【００８２】
　誤り検出部５０１は、例えばＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）等により、ＭＢＭＳ
データの誤り検出を行い、検出結果情報としてＡＣＫまたはＮＡＣＫを生成する。誤り検
出部５０１は、ＭＢＭＳデータに誤りが無い場合はＡＣＫを生成し、ＭＢＭＳデータに誤
りが有る場合はＮＡＣＫを生成する。このようにして生成された誤り検出結果情報は、リ
ソース割当部５０２およびＩＦＦＴ部１０８に入力される。
【００８３】
　なお、誤り検出部５０１は、ＭＢＭＳデータに誤りが無い場合はその誤りが無いＭＢＭ
Ｓデータを受信データとして出力する。一方、ＭＢＭＳデータに誤りが有る場合は、誤り
検出部５０１は、その誤りが有る受信データを受信データとしてそのまま出力するか、ま
たは、廃棄する。
【００８４】
　リソース割当部５０２は、入力された誤り検出結果情報に対し、複数のサブキャリア（
すなわち、複数のリソース）のうちその誤り検出結果情報の内容に応じたサブキャリアを
割り当て、割当結果をＩＦＦＴ部１０８に出力する。サブキャリア割当の詳細は後述する
。
【００８５】
　ＩＦＦＴ部１０８は、割当結果に従って、誤り検出結果情報を複数のサブキャリアのう
ちリソース割当部５０２で割り当てられたいずれかのサブキャリアにマッピングしてＩＦ
ＦＴを行う。このＩＦＦＴにより、いずれかのサブキャリアに誤り検出結果情報がマッピ
ングされたＯＦＤＭシンボルが生成される。このＯＦＤＭシンボルは、ＣＰ付加部１０９
に入力される。
【００８６】
　次いで、サブキャリア割当の詳細について説明する。本実施の形態に係るサブキャリア
割当（リソース割当）は以下のようにして行われる。
【００８７】
　リソース割当部５０２は、図１３に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づ
いて誤り検出結果情報の内容に応じたサブキャリア割当を行う。よって、誤り検出部５０
１から入力された誤り検出結果情報がＡＣＫである場合、リソース割当部５０２は、その
ＡＣＫにサブキャリアｆ１を割り当てる。一方、誤り検出部５０１から入力された誤り検
出結果情報がＮＡＣＫである場合、リソース割当部５０２は、そのＮＡＣＫにサブキャリ
アｆ２を割り当てる。このように、本実施の形態では誤り検出結果情報の内容と各サブキ
ャリアとが対応する。つまり、本実施の形態では送信情報の内容と周波数軸上の各送信リ
ソースとが対応する。
【００８８】
　また、図１３に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よっ
て、複数の移動局のいずれでも、ＡＣＫに対してはサブキャリアｆ１が割り当てられ、Ｎ
ＡＣＫに対してはサブキャリアｆ２が割り当てられる。つまり、複数の移動局において、
互いに同一内容の誤り検出結果情報は互いに同一のサブキャリアにマッピングされる。換
言すれば、複数の移動局において、互いに同一内容の送信情報に対しては互いに同一の送
信リソースが割り当てられる。
【００８９】
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　このようにして誤り検出結果情報がサブキャリアにマッピングされたＯＦＤＭシンボル
を受信した基地局では、以下のようにしてＭＢＭＳデータの送信を行う。
【００９０】
　基地局は、ＣＰ除去後のＯＦＤＭシンボルに対してＦＦＴを行って、サブキャリア毎の
信号を取り出す。なお、基地局にて受信されるＯＦＤＭシンボルは、複数の移動局から送
信された複数のＯＦＤＭシンボルが伝搬路上で合成されたもの（合成ＯＦＤＭシンボル）
となる。よって、同一サブキャリアを用いて複数の移動局からそれぞれ通知された同一内
容の複数の誤り検出結果情報は、基地局ではサブキャリア毎に１つの誤り検出結果情報と
して検出される。
【００９１】
　次いで、基地局は、合成ＯＦＤＭシンボルのサブキャリアｆ１,ｆ２にマッピングされ
るＡＣＫ,ＮＡＣＫの有無を検出する。
【００９２】
　そして、基地局は、（１）ＡＣＫが有り、かつ、ＮＡＣＫが無い場合は、次のＭＢＭＳ
データを送信する。また、（２）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が有る場合、（３）ＡＣＫ
が無く、かつ、ＮＡＣＫが有る場合、（４）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が無い場合は、
基地局は、前回送信したＭＢＭＳデータと同一のＭＢＭＳデータを再送する。
【００９３】
　なお、上記説明では、実施の形態１のリソース割当例１同様、周波数軸上の送信リソー
スの利用効率を高めることができる実施の形態について説明したが、誤り検出結果情報に
対し実施の形態１のリソース割当例２,３または実施の形態２と同様のリソース割当を行
うことにより、時間軸上の送信リソースの利用効率または空間軸上の送信リソースの利用
効率を高めることができる。
【００９４】
　つまり、本実施の形態によれば、各移動局は、互いに直交し、かつ、複数の移動局間に
おいて互いに共通する複数のリソースのいずれかを誤り検出結果情報の内容に応じてその
誤り検出結果情報に割り当てるため、送信リソースの利用効率を高めることができる。
【００９５】
　（実施の形態４）
　ＭＢＭＳではセル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータを受信させることが望ま
しい。このため、ＭＢＭＳでは通常、基地局は回線品質が最も低い移動局を基準にしてＭ
ＢＭＳデータに対する適応変調を行う。すなわち、基地局は、上記のように、互いに異な
る複数のＣＱＩを受信した場合には受信されたＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応する
ＣＱＩを検出し、その検出したＣＱＩに従ってＭＢＭＳデータのＭＣＳを決定する。上記
のように、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど伝送レートがより低いＭＣＳに対応す
るため、基地局がこのようなＣＱＩ検出を行うことで、セル内のすべての移動局に確実に
ＭＢＭＳデータを受信させることができる。このように、ＭＢＭＳでは、基地局は、互い
に異なる複数のＣＱＩを受信した場合には、ＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定にあたって、
それらのＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩだけしか使用しないことになる
。
【００９６】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲ
より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信した場合に、自局のＣＱＩの送
信を止める。
【００９７】
　図１４に本実施の形態に係る移動局６００の構成を示す。なお、図１４において、図５
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【００９８】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのパイロット部分を回線品
質測定部１０５に出力し、データ部分を復号部１０４に出力する。この際、復調部１０３
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は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ部分の復調を行う。また、復調部１０
３は、制御信号により示されるＭＣＳを送信制御部６０１に出力する。
【００９９】
　上記のようにＣＱＩ１～８が存在する場合は、それらのＣＱＩにそれぞれ対応するＭＣ
Ｓ１～８が存在する。よって、送信制御部６０１は、復調部１０３から入力されたＭＣＳ
から、基地局がＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用したＣＱＩ、すなわち、基地局が検
出したＣＱＩを把握することができる。
【０１００】
　また、送信制御部６０１には、リソース割当部２０１によりタイムスロットを割り当て
られたＣＱＩが入力される。
【０１０１】
　ここで、本実施の形態では、図１５に示すように、移動局が上り回線にて送信するＣＱ
Ｉの送信順序がＣＱＩの内容に従って予め決められており、送信制御部６０１は、この送
信順序に従ってＣＱＩの送信制御を行う。図１５においてＣＱＩ１,２,３の送信順序とな
っていることから明らかなように、本実施の形態では、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱ
Ｉほどより早く送信される。また、この送信順序は予め送信制御部６０１に設定されてお
り、また、複数の移動局が共通のものを使用する。よって、複数の移動局のいずれの送信
制御部６０１も、ＣＱＩ１が時刻ｔ１で、ＣＱＩ２が時刻ｔ３で、ＣＱＩ３が時刻ｔ５で
それぞれ送信されるように送信制御する。すなわち、送信制御部６０１は、ＣＱＩ１を含
むタイムスロットＴＳ１と、ＣＱＩ２を含むタイムスロットＴＳ２と、ＣＱＩ３を含むタ
イムスロットＴＳ３とをそれぞれの間に時間間隔を設けて無線送信部１１０に出力する。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、基地局は、上記のようにして検出したＣＱＩに従って決定し
たＭＣＳをＣＱＩ１,２,３の送信時刻ｔ１,ｔ３,ｔ５の直後の時刻ｔ２,ｔ４,ｔ６ですべ
ての移動局へ通知する。すなわち、基地局は、ＣＱＩ１に対応するＭＣＳ１を時刻ｔ２で
、ＣＱＩ２に対応するＭＣＳ２を時刻ｔ４で、ＣＱＩ３に対応するＭＣＳ３を時刻ｔ６で
すべての移動局へ通知する。
【０１０３】
　なお、上記実施の形態１～３ではＣＱＩ１～８を用いた説明を行ったが、本実施の形態
では説明を簡単にするために、ＣＱＩ１～３を用いて説明する。以下の実施の形態５,６
でも同様である。
【０１０４】
　送信制御部６０１は、リソース割当部２０１から入力されたＣＱＩ（つまり、ＣＱＩ生
成部１０６により生成されたＣＱＩ）と、基地局がＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用
したＣＱＩ（つまり、基地局から通知されたＭＣＳに対応するＣＱＩ）とを比較し、その
比較結果から、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応す
るＣＱＩを自局よりも先に送信したか否か判断する。
【０１０５】
　上記のようにＭＢＭＳでは、基地局は、互いに異なる複数のＣＱＩを受信した場合には
、ＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定にあたって、それらのＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに
対応するＣＱＩだけしか使用しない。よって、各移動局では、他の移動局が自局のＣＱＩ
に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信していた場
合には、自局のＣＱＩは基地局でのＭＣＳの決定には使用されないこととなるため、結局
、自局のＣＱＩの送信は無駄となる。
【０１０６】
　そこで、送信制御部６０１は、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲより低い
ＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信していた場合は、リソース割当部２０１
から入力されたＣＱＩの送信を止める制御を行う。具体的には、この場合、送信制御部６
０１は、リソース割当部２０１から入力されたＣＱＩを無線送信部１１０に出力せず廃棄
する。よって、この場合にはＣＱＩの送信はなされない。
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【０１０７】
　一方、送信制御部６０１は、他の移動局が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲより低いＳ
ＩＮＲに対応するＣＱＩを自局よりも先に送信していない場合、換言すれば、他の移動局
が自局のＣＱＩに対応するＳＩＮＲ以上のＳＩＮＲに対応するＣＱＩを自局と同時または
自局よりも後に送信する可能性がある場合には、リソース割当部２０１から入力されたＣ
ＱＩを無線送信部１１０に出力して送信させる。
【０１０８】
　図１６を用いて本実施の形態に係るＣＱＩの送信制御をより具体的に説明する。図１６
では、移動局１,２において共にＣＱＩ２が生成され、移動局３においてＣＱＩ３が生成
された場合を想定する。
【０１０９】
　この場合、移動局１～３から基地局へのＣＱＩ１の送信はないため、基地局から移動局
１～３へのＭＣＳ１の通知もない。時刻ｔ２でＭＣＳ１の通知がないことにより、移動局
１は、他の移動局２,３が自局のＣＱＩ２に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応す
るＣＱＩ１を自局よりも先に送信していないことが分かり、同様に、移動局２は、他の移
動局１,３が自局のＣＱＩ２に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩ１を
自局よりも先に送信していないことが分かる。そこで、移動局１および２は共に、送信制
御部６０１の送信制御により、ＣＱＩ２をタイムスロットＴＳ２を用いて時刻ｔ３で基地
局へ送信する。
【０１１０】
　基地局では、図１５に示す送信順序から、ＣＱＩ１～３のうち最も早く受信されたＣＱ
Ｉが移動局１～３から送信されるＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩである
ことが分かる。また、図１６においてＣＱＩ１～３のうち基地局に最も早く受信されるの
はＣＱＩ２である。そこで、基地局は、ＣＱＩ２に対応するＭＣＳ２を、時刻ｔ８で送信
されるＭＢＭＳデータのＭＣＳに決定し、ＭＣＳ２を下り回線の制御信号を用いて時刻ｔ
４で移動局１～３へ通知する。
【０１１１】
　時刻ｔ４でＭＣＳ２の通知を受けた移動局３は、その通知により、他の移動局１,２が
自局のＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲより低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩ２を自局よりも先
に送信したことが分かる。そこで、移動局３は、送信制御部６０１の送信制御により、時
刻ｔ５でのＣＱＩ３の送信を止める。
【０１１２】
　このように、本実施の形態によれば、移動局は、基地局においてＭＢＭＳデータのＭＣ
Ｓの決定に使用されることがない無駄なＣＱＩの送信を止めるため、基地局におけるＭＣ
Ｓの決定に悪影響を与えることなく、送信リソースの利用効率をさらに高めることができ
る。
【０１１３】
　（実施の形態５）
　ＭＢＭＳでは、基地局は、上記のように、互いに異なる複数のＣＱＩを受信した場合に
は受信されたＣＱＩのうち最も低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩを検出し、その検出したＣ
ＱＩに従ってＭＢＭＳデータのＭＣＳを決定する。よって、基地局では、ＭＣＳの決定の
ために、より低いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど検出される頻度がより高くなり、より高
いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど検出される頻度がより低くなる。
【０１１４】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、基地局での検出頻度に合わせ、より低いＳＩＮ
Ｒに対応するＣＱＩほど生成され得る頻度をより高くし、より高いＳＩＮＲに対応するＣ
ＱＩほど生成され得る頻度をより低くする。
【０１１５】
　本実施の形態に係る移動局の構成は図５に示すものと同一であり、ＣＱＩ生成部１０６
におけるＣＱＩ生成についてのみ実施の形態１と異なるため、以下その点についてのみ説
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明する。
【０１１６】
　図１７に示すように、本実施の形態に係るＣＱＩ生成部１０６は、基地局から時刻ｔ４
で送信されるＭＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１～３を生成対象として
生成する。よって、時刻ｔ１～ｔ３では、ＣＱＩ１～３のいずれかが生成されて基地局へ
送信される。
【０１１７】
　また、ＣＱＩ生成部１０６は、基地局から時刻ｔ８で送信されるＭＢＭＳデータのＭＣ
Ｓ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１,２を生成対象として生成する。よって、時刻ｔ５～ｔ７
では、ＣＱＩ１,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩ
がある場合は、その対応するＣＱＩが生成されて基地局へ送信される。しかし、ＣＱＩ１
,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩがない場合、つ
まり、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである
場合は、ＣＱＩ生成部１０６はＣＱＩを生成しない。よって、時刻ｔ５～ｔ７では、回線
品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである場合は、基
地局へのＣＱＩの送信は行われない。
【０１１８】
　さらに、ＣＱＩ生成部１０６は、基地局から時刻ｔ１２で送信されるＭＢＭＳデータの
ＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１を生成対象として生成する。よって、時刻ｔ９～ｔ１
１では、ＣＱＩ１が回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩである
場合は、ＣＱＩ１が生成されて基地局へ送信される。しかし、ＣＱＩ１が回線品質測定部
１０５で測定されたＳＩＮＲに対応するＣＱＩでない場合、つまり、回線品質測定部１０
５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ２またはＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである場合は、Ｃ
ＱＩ生成部１０６はＣＱＩを生成しない。よって、時刻ｔ９～ｔ１１では、回線品質測定
部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ２またはＣＱＩ３に対応するＳＩＮＲである場合
は、基地局へのＣＱＩの送信は行われない。
【０１１９】
　ＣＱＩ生成部１０６は以上の動作を繰り返すことにより、より低いＳＩＮＲに対応する
ＣＱＩほど生成され得る頻度をより高くし、より高いＳＩＮＲに対応するＣＱＩほど生成
され得る頻度をより低くする。
【０１２０】
　なお、基地局では、ＣＱＩ１～３のいずれも受信されない場合には、ＭＢＭＳデータの
ＭＣＳをＣＱＩ１に対応するＭＣＳ１に決定する。これにより、ＭＣＳ２またはＭＣＳ３
の場合よりも伝送レートは低下するが、セル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータ
を受信させることはできる。
【０１２１】
　このようにして、移動局は、基地局においてＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用され
る可能性が少ないＣＱＩの送信頻度を低くすることができる。よって、本実施の形態によ
れば、基地局におけるＭＣＳの決定に悪影響を与えることなく、送信リソースの利用効率
をさらに高めることができる。
【０１２２】
　（実施の形態６）
　セル内には多数の移動局が存在するため、基地局がＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定の際
に上記のようにして検出したＣＱＩを使用する場合、ＭＣＳの決定のために使用されるＣ
ＱＩの番号が複数回連続して増加または複数回連続して減少することは稀であると予想さ
れる。
【０１２３】
　例えば、基地局がＭＢＭＳデータ１に対してＣＱＩ１を検出した後にＭＢＭＳデータ２
に対してＣＱＩ２を検出した場合には、基地局は、その後のＭＢＭＳデータ３に対しては
、ＣＱＩ３を検出することは稀であり、ＣＱＩ１またはＣＱＩ２を検出する可能性が高い
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ものと予想される。一方、基地局がＭＢＭＳデータ１に対してＣＱＩ３を検出した後にＭ
ＢＭＳデータ２に対してＣＱＩ２を検出した場合には、基地局は、その後のＭＢＭＳデー
タ３に対しては、ＣＱＩ１を検出することは稀であり、ＣＱＩ２またはＣＱＩ３を検出す
る可能性が高いものと予想される。
【０１２４】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が増加
した場合は、その増加した番号以下の番号のＣＱＩのみを生成し、基地局において検出さ
れたＣＱＩの番号が減少した場合は、その減少した番号以上の番号のＣＱＩのみを生成す
る。図２に示すように、より大きい番号のＣＱＩほどより高いＳＩＮＲに対応するので、
ＣＱＩの番号が増加した場合とはＳＩＮＲが高くなった場合に相当し、ＣＱＩの番号が減
少した場合とはＳＩＮＲが低くなった場合に相当する。よって換言すれば、移動局は、基
地局において検出されたＣＱＩに対応するＳＩＮＲが高くなった場合は、その高くなった
ＳＩＮＲ以下のＳＩＮＲに対応するＣＱＩのみを生成し、基地局において検出されたＣＱ
Ｉに対応するＳＩＮＲが低くなった場合は、その低くなったＳＩＮＲ以上のＳＩＮＲに対
応するＣＱＩのみを生成する。
【０１２５】
　図１８に本実施の形態に係る移動局７００の構成を示す。なお、図１８において、図５
に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【０１２６】
　復調部１０３は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのパイロット部分を回線品
質測定部１０５に出力し、データ部分を復号部１０４に出力する。この際、復調部１０３
は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ部分の復調を行う。また、復調部１０
３は、制御信号により示されるＭＣＳをＣＱＩ生成部７０１に出力する。
【０１２７】
　ＣＱＩ生成部７０１は、復調部１０３から入力されたＭＣＳから、基地局がＭＢＭＳデ
ータのＭＣＳの決定に使用したＣＱＩ、すなわち、基地局が検出したＣＱＩを把握するこ
とができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、前回入力されたＭＣＳと今回入力されたＭ
ＣＳとを比較する。そして、ＣＱＩ生成部７０１は、その比較結果から、基地局において
検出されたＣＱＩの番号が増加したと判断される場合は、その増加した番号以下の番号の
ＣＱＩのみを生成する。一方、ＣＱＩ生成部７０１は、その比較結果から、基地局におい
て検出されたＣＱＩの番号が減少したと判断される場合は、その減少した番号以上の番号
のＣＱＩのみを生成する。
【０１２８】
　図１９Ａ，Ｂを用いて本実施の形態に係るＣＱＩ生成をより具体的に説明する。図１９
ＡにはＣＱＩの番号が増加した場合を示し、図１９ＢにはＣＱＩの番号が減少した場合を
示す。
【０１２９】
　図１９Ａに示すように、基地局から時刻ｔ４で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳがＭ
ＣＳ１で、基地局から時刻ｔ８で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳがＭＣＳ２である場
合、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が増加したと判断す
ることができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局から時刻ｔ１２で送信されるＭ
ＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１,２を生成対象として生成する。よっ
て、時刻ｔ９～ｔ１１では、ＣＱＩ１,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩ
ＮＲに対応するＣＱＩがある場合は、その対応するＣＱＩが生成されて基地局へ送信され
る。しかし、ＣＱＩ１,２の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応する
ＣＱＩがない場合、つまり、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対
応するＳＩＮＲである場合は、ＣＱＩ生成部７０１はＣＱＩを生成しない。よって、時刻
ｔ９～ｔ１１では、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ３に対応するＳ
ＩＮＲである場合は、基地局へのＣＱＩの送信は行われない。このように、ＣＱＩ生成部
７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が増加した場合は、その増加した番号
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以下の番号のＣＱＩのみを生成する。
【０１３０】
　一方、図１９Ｂに示すよう、基地局から時刻ｔ４で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳ
がＭＣＳ３で、基地局から時刻ｔ８で送信されたＭＢＭＳデータのＭＣＳがＭＣＳ２であ
る場合、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が減少したと判
断することができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局から時刻ｔ１２で送信され
るＭＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ２,３を生成対象として生成する。
よって、時刻ｔ９～ｔ１１では、ＣＱＩ２,３の中に回線品質測定部１０５で測定された
ＳＩＮＲに対応するＣＱＩがある場合は、その対応するＣＱＩが生成されて基地局へ送信
される。しかし、ＣＱＩ２,３の中に回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲに対応
するＣＱＩがない場合、つまり、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ１
に対応するＳＩＮＲである場合は、ＣＱＩ生成部７０１はＣＱＩを生成しない。よって、
時刻ｔ９～ｔ１１では、回線品質測定部１０５で測定されたＳＩＮＲがＣＱＩ１に対応す
るＳＩＮＲである場合は、基地局へのＣＱＩの送信は行われない。このように、ＣＱＩ生
成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの番号が減少した場合は、その減少した
番号以上の番号のＣＱＩのみを生成する。
【０１３１】
　なお、図１９Ａおよび図１９Ｂに示すように、基地局から時刻ｔ８で送信されたＭＢＭ
ＳデータのＭＣＳがＭＣＳ２で、基地局から時刻ｔ１２で送信されたＭＢＭＳデータのＭ
ＣＳがＭＣＳ２である場合、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局において検出されたＣＱＩの
番号が変化しなかったと判断することができる。そこで、ＣＱＩ生成部７０１は、基地局
から時刻ｔ１６で送信されるＭＢＭＳデータのＭＣＳ決定用のＣＱＩを、ＣＱＩ１～３の
すべてのＣＱＩを生成対象として生成する。よって、時刻ｔ１３～ｔ１５では、ＣＱＩ１
～３のいずれかのＣＱＩが生成されて基地局へ送信される。
【０１３２】
　このようにして、移動局は、基地局においてＭＢＭＳデータのＭＣＳの決定に使用され
る可能性が少ないＣＱＩの送信を止めることができる。よって、本実施の形態によれば、
基地局におけるＭＣＳの決定に悪影響を与えることなく、送信リソースの利用効率をさら
に高めることができる。
【０１３３】
　（実施の形態７）
　ＭＢＭＳではセル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータを受信させることが望ま
しい。このため、基地局は、上記のように、（１）ＡＣＫが有り、かつ、ＮＡＣＫが無い
場合は、次のＭＢＭＳデータを送信し、（２）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が有る場合、
（３）ＡＣＫが無く、かつ、ＮＡＣＫが有る場合、（４）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が
無い場合は、前回送信したＭＢＭＳデータと同一のＭＢＭＳデータを再送する。よって、
同一のＭＢＭＳデータに対し複数の移動局のうちＮＡＣＫを送信する移動局が１つでも存
在する場合は、基地局はＭＢＭＳデータの再送を行う。
【０１３４】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、同一のＭＢＭＳデータに対し、他の移動局が自
局のＡＣＫよりも先にＮＡＣＫを送信した場合に、自局のＡＣＫの送信を止める。
【０１３５】
　図２０に本実施の形態に係る移動局８００の構成を示す。なお、図２０において、図１
２に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【０１３６】
　本実施形態において基地局から受信される信号には、ＭＢＭＳデータと、ＭＢＭＳデー
タのＭＣＳを示す制御信号と、基地局がＮＡＣＫを受信したことを移動局に通知するため
の状態通知信号とが含まれている。
【０１３７】
　復調部８０１は受信信号を復調し、復調後の受信信号のうちのデータ部分を復号部１０
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４に出力する。この際、復調部８０１は、制御信号により示されるＭＣＳに従ってデータ
部分の復調を行う。また、復調部８０１は、状態通知信号を送信制御部８０３に出力する
。
【０１３８】
　リソース割当部８０２には、誤り検出部５０１から、誤り検出結果情報としてＡＣＫま
たはＮＡＣＫが入力される。
【０１３９】
　リソース割当部８０２は、入力された誤り検出結果情報に対し、複数のタイムスロット
（すなわち、複数のリソース）のうちその誤り検出結果情報の内容に応じたタイムスロッ
トを割り当て、ＡＣＫまたはＮＡＣＫを含むタイムスロットを送信制御部８０３に出力す
る。
【０１４０】
　リソース割当部８０２は、図２１に示す参照テーブルを有し、この参照テーブルに基づ
いて誤り検出結果情報の内容に応じたタイムスロット割当を行う。よって、誤り検出部５
０１から入力された誤り検出結果情報がＮＡＣＫである場合、リソース割当部８０２は、
そのＮＡＣＫにタイムスロットＴＳ１を割り当てる。一方、誤り検出部５０１から入力さ
れた誤り検出結果情報がＡＣＫである場合、リソース割当部８０２は、そのＡＣＫにタイ
ムスロットＴＳ２を割り当てる。
【０１４１】
　また、図２１に示す参照テーブルは複数の移動局において共通のものを使用する。よっ
て、複数の移動局のいずれでも、ＮＡＣＫに対してはタイムスロットＴＳ１が割り当てら
れ、ＡＣＫに対してはタイムスロットＴＳ２が割り当てられる。
【０１４２】
　ここで、本実施の形態では、図２２に示すように、移動局が上り回線にて送信する誤り
検出結果情報の送信順序が誤り検出結果情報の内容に従って予め決められており、送信制
御部８０３は、この送信順序に従って誤り検出結果情報の送信制御を行う。図２２に示す
ように、本実施の形態では、同一のＭＢＭＳデータに対して、ＮＡＣＫがＡＣＫより早く
送信される。また、この送信順序は予め送信制御部８０３に設定されており、また、複数
の移動局が共通のものを使用する。よって、複数の移動局のいずれの送信制御部８０３も
、同一のＭＢＭＳデータに対して、ＮＡＣＫが時刻ｔ２で、ＡＣＫが時刻ｔ４でそれぞれ
送信されるように送信制御する。つまり、送信制御部８０３は、ＮＡＣＫを含むタイムス
ロットＴＳ１と、ＡＣＫを含むタイムスロットＴＳ２とをそれらの間に時間間隔を設けて
無線送信部１１０に出力する。
【０１４３】
　また、本実施の形態では、基地局は、いずれかの移動局からＮＡＣＫを受信した場合に
は、その旨を通知する状態通知信号を、ＮＡＣＫの送信時刻ｔ２の直後の時刻ｔ３ですべ
ての移動局へ送信する。
【０１４４】
　送信制御部８０３は、その状態通知信号の有無により、他の移動局が自局のＡＣＫより
も先にＮＡＣＫを送信したか否か判断する。
【０１４５】
　上記のようにＭＢＭＳでは、基地局は、同一のＭＢＭＳデータに対しＡＣＫおよびＮＡ
ＣＫの双方を受信する場合には、ＮＡＣＫだけしか使用しない。よって、各移動局では、
他の移動局がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信していた場合には、自局のＡＣＫの
送信は無駄となる。
【０１４６】
　そこで、送信制御部８０３は、他の移動局がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信し
ていた場合は、リソース割当部８０２から入力されたＡＣＫの送信を止める制御を行う。
具体的には、この場合、送信制御部８０３は、リソース割当部８０２から入力されたＡＣ
Ｋを無線送信部１１０に出力せず廃棄する。よって、この場合にはＡＣＫの送信はなされ
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ない。
【０１４７】
　一方、送信制御部８０３は、他の移動局がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信して
いない場合、換言すれば、他の移動局が自局と同時にＡＣＫを送信する可能性がある場合
には、リソース割当部８０２から入力されたＡＣＫを無線送信部１１０に出力して送信さ
せる。
【０１４８】
　図２３を用いて本実施の形態に係る誤り検出結果情報の送信制御をより具体的に説明す
る。図２３では、時刻ｔ１で基地局から送信されたＭＢＭＳデータに対し、移動局１,２
において共にＮＡＣＫが生成され、移動局３においてＡＣＫが生成された場合を想定する
。
【０１４９】
　この場合、時刻ｔ２で移動局１,２から基地局へ共にタイムスロットＴＳ１を用いてＮ
ＡＣＫが送信される。
【０１５０】
　よって時刻ｔ３で基地局から移動局１～３に状態通知信号が送信される。移動局３は、
その状態通知信号により、他の移動局１,２がＮＡＣＫを自局のＡＣＫよりも先に送信し
たことが分かる。そこで、移動局３は、送信制御部８０３の送信制御により、時刻ｔ４で
のＡＣＫの送信を止める。
【０１５１】
　そして、時刻ｔ２でＮＡＣＫを受信した基地局は、時刻ｔ５でＭＢＭＳデータを再送す
る。
【０１５２】
　このように、本実施の形態によれば、移動局は、基地局における再送制御に使用される
ことがない無駄なＡＣＫの送信を止めるため、基地局における再送制御に悪影響を与える
ことなく、送信リソースの利用効率をさらに高めることができる。
【０１５３】
　（実施の形態８）
　ＭＢＭＳでは、上記のように基地局は、（１）ＡＣＫが有り、かつ、ＮＡＣＫが無い場
合は、次のＭＢＭＳデータを送信し、（２）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が有る場合、（
３）ＡＣＫが無く、かつ、ＮＡＣＫが有る場合、（４）ＡＣＫおよびＮＡＣＫの双方が無
い場合は、前回送信したＭＢＭＳデータと同一のＭＢＭＳデータを再送する。つまり、基
地局では、ＮＡＣＫが有る場合にはＡＣＫの有無にかかわらず再送が行われる。また、上
記のようにＭＢＭＳではセル内のすべての移動局に確実にＭＢＭＳデータを受信させるこ
とが望ましい。よって、ＮＡＣＫの送信を間引くことはできないのに対し、ＡＣＫの送信
を間引くことは可能である。
【０１５４】
　そこで、本実施の形態では、移動局は、検出結果情報としてＡＣＫが生成され得る頻度
をＮＡＣＫが生成され得る頻度よりも低くする。
【０１５５】
　図２４に本実施の形態に係る移動局９００の構成を示す。なお、図２４において、図１
２または図２０に示した構成部と同一の構成部には同一符号を付し説明を省略する。
【０１５６】
　移動局９００における誤り検出部９０１は、図２５に示すように、基地局から時刻ｔ１
で送信されるＭＢＭＳデータに対する誤り検出結果情報を、ＮＡＣＫおよびＡＣＫの双方
を生成対象として生成する。よって、時刻ｔ２～ｔ３では、ＮＡＣＫまたはＡＣＫのいず
れかが生成されて基地局へ送信される。
【０１５７】
　また、誤り検出部９０１は、基地局から時刻ｔ４で送信されるＭＢＭＳデータに対する
誤り検出結果情報を、ＮＡＣＫのみを生成対象として生成する。よって、時刻ｔ５～ｔ６
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では、誤り検出結果情報としてＮＡＣＫが生成される可能性はあるがＡＣＫが生成される
可能性はなく、よって、ＭＢＭＳデータに誤りが無い場合でも基地局へのＡＣＫの送信は
なされない。
【０１５８】
　誤り検出部９０１は以上の動作を繰り返すことにより、ＡＣＫが生成され得る頻度をＮ
ＡＣＫが生成され得る頻度よりも低くする。
【０１５９】
　このようにして、移動局はＡＣＫの送信頻度をＮＡＣＫの送信頻度よりも低くすること
ができる。よって、本実施の形態によれば、基地局における再送制御に悪影響を与えるこ
となく、送信リソースの利用効率をさらに高めることができる。
【０１６０】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０１６１】
　なお、本明細書において「直交」とは「分離可能」と同じ意味である。つまり、本明細
書において、「互いに直交する複数のリソース」は、「互いに分離可能な複数のリソース
」のことである。よって、上記実施の形態においては「直交」を「分離可能」と読み替え
てもよい。
【０１６２】
　また、上記実施の形態では、移動局が基地局へ送信する情報に対するリソース割当、つ
まり、上り回線でのリソース割当について説明したが、本発明は、基地局が移動局へ送信
する情報に対するリソース割当、つまり、下り回線でのリソース割当にも適用することが
できる。
【０１６３】
　また、ＣＰはガードインターバル（Guard Interval：ＧＩ）と称されることがある。ま
た、サブキャリアはトーンと称されることがある。また、基地局はNode B、移動局はUEと
表されることがある。
【０１６４】
　また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【０１６５】
　また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを含
むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、Ｉ
Ｃ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１６６】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０１６７】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１６８】
　２００６年８月８日出願の特願２００６－２１６１４９および２００６年１０月２５日
出願の特願２００６－２８９４２３の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開
示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１６９】
　本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】実施の形態１のリソース割当例１に係る移動局の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係るＣＱＩ生成部が有する参照テーブル
【図３】実施の形態１のリソース割当例１に係るサブキャリアを示す図
【図４】実施の形態１のリソース割当例１に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図５】実施の形態１のリソース割当例２に係る移動局の構成を示すブロック図
【図６】実施の形態１のリソース割当例２に係るタイムスロットを示す図
【図７】実施の形態１のリソース割当例２に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図８】実施の形態１のリソース割当例３に係る移動局の構成を示すブロック図
【図９】実施の形態１のリソース割当例３に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図１０】実施の形態２に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１１】実施の形態２に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図１２】実施の形態３に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１３】実施の形態３に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図１４】実施の形態４に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１５】実施の形態４に係るＣＱＩの送信順序を示す図
【図１６】実施の形態４に係るＣＱＩの送信制御を示す図
【図１７】実施の形態５に係るＣＱＩの送信制御を示す図
【図１８】実施の形態６に係る移動局の構成を示すブロック図
【図１９Ａ】実施の形態６に係るＣＱＩの送信制御を示す図（ＣＱＩの番号が増加した場
合）
【図１９Ｂ】実施の形態６に係るＣＱＩの送信制御を示す図（ＣＱＩの番号が減少した場
合）
【図２０】実施の形態７に係る移動局の構成を示すブロック図
【図２１】実施の形態７に係るリソース割当部が有する参照テーブル
【図２２】実施の形態７に係る誤り検出結果情報の送信順序を示す図
【図２３】実施の形態７に係る誤り検出結果情報の送信制御を示す図
【図２４】実施の形態８に係る移動局の構成を示すブロック図
【図２５】実施の形態８に係る誤り検出結果情報の送信制御を示す図
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(48) JP WO2008/018462 A1 2008.2.14

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】
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