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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソース空間上に連続して規定された複数
の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り信号の受信状態が示された上り応答信
号に割り当てられるべき無線リソースを準固定的に選択する無線リソース選択方法であっ
て、
　前記複数の無線リソースから、前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを
特定するための第１特定情報を生成する工程Ａと、
　生成された第１特定情報を通知する工程Ｂと、
　前記複数の無線リソースから、前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを
特定するための第２特定情報を生成する工程Ｃと、
　生成された第２特定情報を通知する工程Ｄと、
　通知された第１特定情報と第２特定情報とに基づいて、前記上り応答信号に割り当てる
無線リソースを選択する工程Ｅとを含むことを特徴とする無線リソース選択方法。
【請求項２】
　前記第２特定情報は、前記第１特定情報により特定された前記無線リソースを更に特定
するための情報であることを特徴とする請求項１に記載の無線リソース選択方法。
【請求項３】
　前記第１特定情報は、前記複数の無線リソースから、前記上り応答信号に割り当てられ
るべき無線リソースの絶対的な識別情報を特定するための情報であり、
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　前記第２特定情報は、前記第１特定情報により特定された前記無線リソースを更に特定
するための相対的な識別情報を特定するための情報であることを特徴とする請求項１に記
載の無線リソース選択方法。
【請求項４】
　前記第２特定情報は、前記第１特定情報により特定された前記無線リソースを更に調整
するための情報であることを特徴とする請求項１に記載の無線リソース選択方法。
【請求項５】
　前記第１特定情報は、ＲＲＣメッセージにより通知され、
　前記第２特定情報は、ＰＤＣＣＨにより通知されることを特徴とする請求項１に記載の
無線リソース選択方法。
【請求項６】
　前記第２特定情報は、前記ＰＤＣＣＨ内の送信電力制御に用いられるコマンドにより通
知されることを特徴とする請求項５に記載の無線リソース選択方法。
【請求項７】
　周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソース空間上に連続して規定された複数
の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り信号の受信状態が示された上り応答信
号に割り当てられるべき無線リソースを準固定的に選択する無線基地局であって、
　前記複数の無線リソースから、前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを
特定するための第１特定情報を生成するように構成されている第１特定情報生成部と、
　生成された第１特定情報を通知するように構成されている第１特定情報通知部と、
　前記複数の無線リソースから、前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを
特定するための第２特定情報を生成するように構成されている第２特定情報生成部と、
　生成された第２特定情報を通知するように構成されている第２特定情報通知部と具備す
ることを特徴とする無線基地局。
【請求項８】
　前記第２特定情報生成部は、前記第２特定情報として、前記第１特定情報により特定さ
れた前記無線リソースを更に特定するための情報を生成するように構成されていることを
特徴とする請求項７に記載の無線基地局。
【請求項９】
　前記第１特定情報生成部は、前記第１特定情報として、前記複数の無線リソースから、
前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースの絶対的な識別情報を特定するため
の情報を生成するように構成されており、
　前記第２特定情報生成部は、前記第２特定情報として、前記第１特定情報により特定さ
れた前記無線リソースを更に特定するための相対的な識別情報を特定するための情報を生
成するように構成されていることを特徴とする請求項７に記載の無線基地局。
【請求項１０】
　前記第２特定情報生成部は、前記第２特定情報として、前記第１特定情報により特定さ
れた前記無線リソースを更に調整するための情報を生成するように構成されていることを
特徴とする請求項７に記載の無線基地局。
【請求項１１】
　前記第１特定情報通知部は、ＲＲＣメッセージにより、前記第１特定情報を通知するよ
うに構成されており、
　前記第２特定情報通知部は、ＰＤＣＣＨにより、前記第２特定情報を通知するように構
成されていることを特徴とする請求項７に記載の無線基地局。
【請求項１２】
　前記第２特定情報通知部は、前記ＰＤＣＣＨ内の送信電力制御に用いられるコマンドに
より、前記第２特定情報を通知するように構成されていることを特徴とする請求項１１に
記載の無線基地局。
【請求項１３】
　周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソース空間上に連続して規定された複数
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の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り信号の受信状態が示された上り応答信
号に割り当てられるべき無線リソースが準固定的に選択される移動通信システムで用いら
れる移動局であって、
　無線基地局から、前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを特定するため
の第１特定情報を受信するように構成されている第１特定情報受信部と、
　前記無線基地局から、前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを特定する
ための第２特定情報を受信するように構成されている第２特定情報受信部と、
　前記第１特定情報受信部によって受信された第１特定情報と前記第２特定情報受信部に
よって受信された第２特定情報とに基づいて、前記上り応答信号に割り当てる無線リソー
スを選択するように構成されている無線リソース選択部とを具備することを特徴とする移
動局。
【請求項１４】
　前記第２特定情報受信部は、前記第２特定情報として、前記第１特定情報により特定さ
れた前記無線リソースを更に特定するための情報を受信するように構成されていることを
特徴とする請求項１３に記載の移動局。
【請求項１５】
　前記第１特定情報受信部は、前記第１特定情報として、前記複数の無線リソースから、
前記上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースの絶対的な識別情報を特定するため
の情報を受信するように構成されており、
　前記第２特定情報受信部は、前記第２特定情報として、前記第１特定情報により特定さ
れた前記無線リソースを更に特定するための相対的な識別情報を特定するための情報を受
信するように構成されていることを特徴とする請求項１３に記載の移動局。
【請求項１６】
　前記第２特定情報受信部は、前記第２特定情報として、前記第１特定情報により特定さ
れた前記無線リソースを更に調整するための情報を受信するように構成されていることを
特徴とする請求項１３に記載の移動局。
【請求項１７】
　前記第１特定情報受信部は、ＲＲＣメッセージを介して、前記第１特定情報を受信する
ように構成されており、
　前記第２特定情報受信部は、ＰＤＣＣＨを介して、前記第２特定情報を受信するように
構成されていることを特徴とする請求項１３に記載の移動局。
【請求項１８】
　前記第２特定情報受信部は、前記ＰＤＣＣＨ内の送信電力制御に用いられるコマンドを
介して、前記第２特定情報を受信するように構成されていることを特徴とする請求項１７
に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局が、第１割当開始時点を起点として第１周期で固定的に割り当てられ
ている下り無線リソースを用いて、無線基地局から送信された下りデータを受信し、固定
的に割り当てられている上り無線リソースを用いて該下りデータに対する送達確認情報を
送信する無線リソース選択方法、移動局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ-ＣＤＭＡ方式やＨＳＤＰＡ方式の後継となる通信方式、すなわち、ＬＴＥ（Ｌｏｎ
ｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式が、Ｗ-ＣＤＭＡの標準化団体３ＧＰＰにより
検討され、その仕様策定作業が進められている。
【０００３】
　ＬＴＥ方式においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦＤＭＡが
用いられ、上りリンクについてはＳＣ-ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ-Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
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ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）が用いられること
が検討されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　ＯＦＤＭＡは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各周波
数帯上にデータを載せて伝送を行う方式であり、サブキャリアを周波数上に、一部重なり
あいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速伝送を実現し、周波数の利
用効率を上げることができる。
【０００５】
　ＳＣ-ＦＤＭＡは、周波数帯域を分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝
送することで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。ＳＣ-ＦＤＭＡで
は、送信電力の変動が小さくなる特徴を持つことから、端末の低消費電力化及び広いカバ
レッジを実現できる。
【０００６】
　ＬＴＥ方式は、上りリンク及び下りリンク共に、１つ乃至２つ以上の物理チャネルを複
数の移動局で共有して通信を行うシステムである。
【０００７】
　複数の移動局で共有されるチャネルは、一般に共有チャネルと呼ばれ、ＬＴＥ方式にお
いては、上りリンクにおいては「物理上りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：　ＰＵＳＣＨ）」であり、下りリンクにおい
ては「物理下りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：　ＰＤＳＣＨ）」である。
【０００８】
　また、かかる共有チャネルは、トランスポートチャネルとしては、上りリンクにおいて
は「上りリンク共有チャネル（ＵＬ-ＳＣＨ：　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）」であり、下りリンクにおいては「下りリンク共有チャネル（ＤＬ-ＳＣＨ：　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」である。
【０００９】
　そして、上述したような共有チャネルを用いた通信システムにおいては、サブフレーム
（Ｓｕｂ-ｆｒａｍｅ）（ＬＴＥ方式では、１ｍｓ）毎に、どの移動局ＵＥに対して共有
チャネルを割り当てるかを選択し、選択された移動局ＵＥに対して、共有チャネルを割り
当てることをシグナリングする必要がある。
【００１０】
　このシグナリングのために用いられる制御チャネルは、ＬＴＥ方式では、「物理下りリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）」又は「下りリンクＬ１／Ｌ２制御チャネル（ＤＬ　Ｌ１／Ｌ２　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｌ１／Ｌ２　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）」と呼ばれる。
【００１１】
　なお、上述した、サブフレーム毎に、どの移動局ＵＥに対して共有チャネルを割り当て
るかを選択する処理のことを、一般に「スケジューリング」と呼ぶ。この場合、サブフレ
ーム毎に、動的に共有チャネルを割り当てる移動局ＵＥを選択するため、「Ｄｙｎａｍｉ
ｃスケジューリング」と呼ばれてもよい。また、上述した「共有チャネルを割り当てる」
とは、「共有チャネルのための無線リソースを割り当てる」と表現されてもよい。
【００１２】
　物理下りリンク制御チャネルの情報には、例えば、「下りリンクスケジューリング情報
（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）」や、「上りリ
ンクスケジューリンググラント（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔ）」
等が含まれる（例えば、非特許文献２参照）。
【００１３】
　「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」には、例えば
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、下りリンクの共有チャネルに関する、下りリンクのリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｂｌｏｃｋ）の割り当て情報、ＵＥのＩＤ、ストリームの数、プリコーディングベク
トル（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｖｅｃｔｏｒ）に関する情報、データサイズ、変調方式、Ｈ
ＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）に関する
情報等が含まれる。
【００１４】
　また、「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔ」には、例えば、上りリン
クの共有チャネルに関する、上りリンクのリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏ
ｃｋ）の割り当て情報、ＵＥのＩＤ、データサイズ、変調方式、上りリンクの送信電力情
報、Ｕｐｌｉｎｋ　ＭＩＭＯにおけるデモジュレーション　レファレンス　シグナル（Ｄ
ｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の情報等が含まれる。
【００１５】
　なお、上述した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒａｍｔｉｏｎ
」や「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔ」は、まとめて、「下りリンク
制御情報（ＤＣＩ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）」
と呼ばれてもよい。
【００１６】
　また、ＬＴＥ方式では、上述した共有チャネルを用いた通信においては、ＨＡＲＱが適
用される。例えば、下りリンクに関しては、移動局ＵＥは、下りリンクの共有チャネルの
復号を行い、その復号結果（ＣＲＣ　ｃｈｅｃｋ結果）に基づいた送達確認情報（Ａｃｋ
ｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を上りリン
クの制御チャネル(ＰＵＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ)を用いて、無線基地局ｅＮＢに送信する。
【００１７】
　そして、無線基地局ｅＮＢは、送達確認情報の内容に応じて再送制御を行う。送達確認
情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示す肯定応答（ＡＣＫ）又は送信信号
が適切に受信されなかったことを示す否定応答（ＮＡＣＫ）の何れかで表現される。
【００１８】
　図８に、上述したＬＴＥ方式の移動通信システムにおける下りリンクの「Ｄｙｎａｍｉ
ｃスケジューリング」及びＨＡＲＱの処理を示す。
【００１９】
　サブフレーム＃３において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、ＰＤＣＣＨを
介して下りリンクスケジューリング情報を送信し、ＰＤＳＣＨを介して下りデータを送信
する。
【００２０】
　そして、移動局ＵＥは、ＰＤＣＣＨを介して受信した下りリンクスケジューリング情報
に基づいて、ＰＤＳＣＨを介して下りデータを受信する。
【００２１】
　サブフレーム＃７において、移動局ＵＥは、ＰＵＣＣＨを用いて、当該下りデータに対
する送達確認情報を送信し、無線基地局ｅＮＢは、ＰＵＣＣＨにマッピングされた送達確
認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信する。
【００２２】
　上述のＰＤＳＣＨの無線リソースは、ＰＤＣＣＨにより通知されるため、動的に割り当
てられる。また、上述のＰＵＣＣＨの無線リソースは、上述のＰＤＣＣＨの無線リソース
番号と関連付けられる（非特許文献３）。そして、かかるＰＤＣＣＨの無線リソースは、
動的に割り当てられるため、結果として、かかるＰＵＣＣＨの無線リソースも動的に割り
当てられる。
【００２３】
　すなわち、ＬＴＥ方式の移動通信システムにおける通常の下りスケジューリング（Ｄｙ
ｎａｍｉｃスケジューリング）では、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、ＰＤＣ
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ＣＨによって、当該移動局ＵＥ宛ての下りデータを送信するための下り無線リソース及び
当該下りデータに対する送達確認情報を送信するための上り無線リソースを動的に割り当
てるように構成されている。
【００２４】
　また、上述のＤｙｎａｍｉｃスケジューリングでは、ＰＤＣＣＨ用信号及びＰＤＳＣＨ
用信号が送信されるサブフレームと、ＰＵＣＣＨ用信号が送信されるサブフレームとの間
の時間差は固定である。
【００２５】
　一方、ＶｏＩＰ等を実現するために検討されている「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジュー
リング」では、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨを介して下りスケジューリング情報を移
動局ＵＥに対して送信したサブフレーム（第１割当開始時点）を起点として、上述の下り
無線リソース（ＰＤＳＣＨ）を、第１周期で固定的に当該移動局に割り当て、上述の上り
無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を、上位レイヤ（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリングにより固定的に当該移動局ＵＥに割り当てるように構成さ
れている。
【００２６】
　「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」においては、初回送信のみＰＤＣＣＨを介
して下りスケジューリング情報が送信され、それ以降の送信においてはＰＤＣＣＨを介し
て下りスケジューリング情報が送信されないため、上述した「Ｄｙｎａｍｉｃスケジュー
リング」のように、ＰＵＣＣＨの無線リソースを、ＰＤＣＣＨの無線リソース番号と関連
付けるといった方法を適用することができない。
【００２７】
　よって、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」における上り無線リソース（ＰＵ
ＣＣＨ）は、上位レイヤ（ＲＲＣ）シグナリングにより固定的に当該移動局ＵＥに割り当
てられる。
【００２８】
　ここで、上り無線リソースとは、例えば、コード多重におけるコードリソースや、周波
数多重における周波数リソースである。
【００２９】
　周波数リソースは、ＰＵＣＣＨが送信されるリソースブロック（サブキャリアの集合）
のリソースブロック番号により指定されてもよい。
【００３０】
　また、１リソースブロック内で複数の送達確認情報が多重される場合に、上り無線リソ
ースは、所定の識別番号により指定されてもよい。例えば、識別番号により、ＣＡＺＡＣ
系列のサイクリックシフトによる多重におけるサイクリックシフト量やブロック拡散にお
ける直交カバー番号が指定されてもよい（非特許文献４）。
【００３１】
　なお、一般に、ＨＡＲＱにおいては、上述の下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）が割り当
てられる時点と上述の上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）が割り当てられる時点との時間差
は固定であり、ＰＤＣＣＨにより第１割当開始時点が指定されることにより、ＰＵＣＣＨ
の送信タイミングは一意に決定される。
【００３２】
　図９の例では、２０ｍｓを周期として、上述の下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）が固定
的に割り当てられており、各下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）に対して、上述の上り無線
リソース（ＰＵＣＣＨ）が固定的に割り当てられている。
【００３３】
　すなわち、サブフレーム＃３、＃２３、…において、下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）
が固定的に割り当てられており、送達確認情報が、サブフレーム＃７、＃２７、…におい
て送信される。
【００３４】
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　なお、図９の例におけるサブフレーム＃３においては、ＰＤＣＣＨにより、第１割当開
始時点が指定されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００３５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.２１１（Ｖ８.１.０）、“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ”、２００７年１１月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００（Ｖ８.３.０）、“Ｅ－ＵＴＲＡ　ａｎｄ
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ”、２００７年１１月
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３（Ｖ８．１．０）、“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ”、２００７年１１月
【非特許文献４】Ｒ１－０８００３５、“Ｊｏｉｎｔ　ｐｒｏｐｏｓａｌ　ｏｎ　ｕｐｌ
ｉｎｋ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ　ｃｈａｎｎｅｌｉｚａｔｉｏｎ”、２００８年１月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３６】
　ここで、従来では、上述の下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）が割り当てられる時点と上
述の上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）が割り当てられる時点との時間差とが所定期間（例
えば、４サブフレーム）となるように規定されている。
【００３７】
　したがって、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」にて割り当てられる下り無線
リソース（ＰＤＳＣＨ）のタイミングを変更した場合、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）
が割り当てられているタイミングも、同様に変更されてしまう。
【００３８】
　なお、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）が割り当てられるタイミングが変わった場合に
も、上述したように、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリングでは、コード多重における
コードリソースや、周波数多重における周波数リソースといった、上り無線リソース（Ｐ
ＵＣＣＨ）が上位レイヤシグナリングにより固定的に当該移動局ＵＥに割り当てられてい
るため、上記コードリソースや周波数リソースといった上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）
は変更されない。
【００３９】
　この時、タイミングが変更された先の上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）が、既に他の移
動局ＵＥにより使用されている場合には、変更後の上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）と、
他の移動局ＵＥの上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）とが衝突するため、上述の「Ｐｅｒｓ
ｉｓｔｅｎｔスケジューリング」にて割り当てられる下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）の
タイミングを変更するという処理そのものができないという問題点があった。
【００４０】
　言い換えれば、上述の下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）が割り当てられる時点と上述の
上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）が割り当てられる時点との時間差が固定であり、かつ、
上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）が事前に設定されているため、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ
スケジューリング」にて割り当てられる下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）のタイミングを
自由に変更できないという問題点があった。
【００４１】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ
スケジューリング」にて割り当てられる下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）のタイミングを
柔軟に設定することができる無線リソース選択方法、移動局及び無線基地局を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００４２】
　本発明の第１の特徴は、移動局が、第１割当開始時点を起点として第１周期で固定的に
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割り当てられている下り無線リソースを用いて、無線基地局から送信された下りデータを
受信し、固定的に割り当てられている上り無線リソースを用いて該下りデータに対する送
達確認情報を送信する移動通信方法であって、前記無線基地局が、前記移動局に対して、
前記第１周期と、前記上り無線リソースに関する情報とを通知する工程Ａと、前記移動局
が、前記無線基地局から固定的割当信号を受信した場合に、前記第１割当開始時点を決定
し、該第１割当開始時点を起点として前記下り無線リソースを介した前記下りデータの受
信と、前記上り無線リソースを介した前記送達確認情報の送信とを行う工程Ｂとを有し、
前記工程Ｂにおいて、前記固定的割当信号内に含まれる調節信号によって前記上り無線リ
ソースを調整し、調節された該上り無線リソースを介して前記送達確認情報の送信を行う
ことを要旨とする。
【００４３】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ａにおいて、前記上り無線リソースに関する情
報は、ブロック拡散の直交カバー系列の番号及びＣＡＺＡＣ系列のサイクリックシフト量
を指定する識別番号であってもよい。
【００４４】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂにおいて、前記調節信号によって前記識別番
号を変更することにより、前記上り無線リソースを調節してもよい。
【００４５】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂにおいて、前記固定的割当信号の信号フォー
マット、及び、動的に下り無線リソースが割り当てられるスケジューリングで用いられる
動的割当信号の信号フォーマットが同一である場合に、該動的割当信号における電力制御
用コマンド又はＨＡＲＱのＲｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎを指定するビットによ
り、前記調節信号を通知してもよい。
【００４６】
　換言すると、本発明の第１の特徴は、周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソ
ース空間上に連続して規定された複数の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り
信号の受信状態が示された上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを準固定的に
選択する無線リソース選択方法であって、前記複数の無線リソースから、前記上り応答信
号に割り当てられるべき割当無線リソースを特定するための特定情報を生成する工程Ａと
、生成された特定情報を通知する工程Ｂと、通知された特定情報に基づいて割当無線リソ
ースを選択する工程Ｃとを含み、前記工程Ａにおいて、前記複数の無線リソースが複数の
グループに分類されている場合、前記特定情報として、１以上の未使用の割当無線リソー
スが含まれたグループを特定するための基準特定情報と、該グループ内における１以上の
割当無線リソースの無線リソース空間上の相対位置が示された１以上の相対特定情報とを
生成することを要旨とする。
【００４７】
　本発明の第２の特徴は、第１割当開始時点を起点として第１周期で固定的に割り当てら
れている下り無線リソースを用いて、無線基地局から送信された下りデータを受信し、固
定的に割り当てられている上り無線リソースを用いて該下りデータに対する送達確認情報
を送信するように構成されている移動局であって、前記無線基地局から、前記第１周期と
、前記上り無線リソースに関する情報とを受信するように構成されている固定的通信情報
受信部と、前記無線基地局から固定的割当信号を受信した場合に、前記第１割当開始時点
を決定し、該第１割当開始時点を起点として前記下り無線リソースを介した前記下りデー
タの受信と、前記上り無線リソースを介した前記送達確認情報の送信を行うように構成さ
れている通信部とを具備し、前記通信部は、前記固定的割当信号内に含まれる調節信号に
よって前記上り無線リソースを調整し、調節された該上り無線リソースを介して前記送達
確認情報の送信を行うように構成されていることを要旨とする。
【００４８】
　本発明の第２の特徴において、前記上り無線リソースに関する情報は、ブロック拡散の
直交カバー系列の番号及びＣＡＺＡＣ系列のサイクリックシフト量を指定する識別番号で
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あってもよい。
【００４９】
　本発明の第２の特徴において、前記通信部は、前記調節信号によって前記識別番号を変
更することにより、前記上り無線リソースを調節するように構成されていてもよい。
【００５０】
　本発明の第２の特徴において、前記固定的割当信号の信号フォーマット、及び、動的に
下り無線リソースが割り当てられるスケジューリングで用いられる動的割当信号の信号フ
ォーマットが同一である場合に、前記通信部は、該動的割当信号における電力制御用コマ
ンド又はＨＡＲＱのＲｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎを指定するビットに基づいて
、前記調節信号を取得するように構成されていてもよい。
【００５１】
　換言すると、周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソース空間上に連続して規
定された複数の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り信号の受信状態が示され
た上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースが準固定的に選択される移動通信シス
テムで用いられる移動局であって、無線基地局から、前記上り応答信号に割り当てられる
べき割当無線リソースを特定するための特定情報を受信するように構成されている特定情
報受信部と、前記特定情報受信部によって受信された特定情報に基づいて割当無線リソー
スを選択するように構成されている無線リソース選択部とを具備し、前記複数の無線リソ
ースが複数のグループに分類されている場合、前記特定情報は、１以上の未使用の割当無
線リソースが含まれたグループを特定するための基準特定情報と、該グループ内における
１以上の割当無線リソースの無線リソース空間上の相対位置が示された１以上の相対特定
情報とを含むように構成されていることを要旨とする。
【００５２】
　本発明の第３の特徴は、移動局が、第１割当開始時点を起点として第１周期で固定的に
割り当てられている下り無線リソースを用いて、無線基地局から送信された下りデータを
受信し、固定的に割り当てられている上り無線リソースを用いて該下りデータに対する送
達確認情報を送信する移動通信システムで用いられる無線基地局であって、前記移動局に
対して、前記第１周期と、前記上り無線リソースに関する情報とを通知するように構成さ
れている固定的通信情報送信部と、前記移動局に対して、固定的割当信号を送信するよう
に構成されている固定的割当信号送信部と、前記固定的割当信号により決定される前記第
１割当開始時点を起点とした前記下り無線リソースを介した前記下りデータの送信及び前
記上り無線リソースを介した前記送達確認情報の受信を行うように構成されている通信部
とを具備し、前記通信部は、前記固定的割当信号内に含まれる調節信号によって前記上り
無線リソースを調整し、調節された該上り無線リソースを介して前記送達確認情報の受信
を行うように構成されていることを要旨とする。
【００５３】
　本発明の第３の特徴において、前記上り無線リソースに関する情報は、ブロック拡散の
直交カバー系列の番号及びＣＡＺＡＣ系列のサイクリックシフト量を指定する識別番号で
あってもよい。
【００５４】
　本発明の第３の特徴において、　前記通信部は、前記調節信号によって前記識別番号を
変更することにより、前記上り無線リソースを調節するように構成されていてもよい。
【００５５】
　本発明の第３の特徴において、前記固定的割当信号の信号フォーマット、及び、動的に
下り無線リソースが割り当てられるスケジューリングで用いられる動的割当信号の信号フ
ォーマットが同一である場合に、前記通信部は、前記動的割当信号における電力制御用コ
マンド又はＨＡＲＱのＲｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎを指定するビットにより、
前記調節信号を通知するように構成されていてもよい。
【００５６】
　本発明の第３の特徴において、前記固定的割当信号送信部は、前記上り無線リソースが
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他の移動局に割り当てられている上り無線リソースに衝突しないように、前記調節信号を
設定するように構成されていてもよい。
【００５７】
　換言すると、本発明の第３の特徴は、周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソ
ース空間上に連続して規定された複数の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り
信号の受信状態が示された上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを準固定的に
選択する無線基地局であって、前記複数の無線リソースから、前記上り応答信号に割り当
てられるべき割当無線リソースを特定するための特定情報を生成するように構成されてい
る特定情報生成部と、生成された特定情報を通知するように構成されている特定情報通知
部とを具備し、前記特定情報生成部は、前記複数の無線リソースが複数のグループに分類
されている場合、前記特定情報として、１以上の未使用の割当無線リソースが含まれたグ
ループを特定するための基準特定情報と、該グループ内における１以上の割当無線リソー
スの無線リソース空間上の相対位置が示された１以上の相対特定情報とを生成するように
構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００５８】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」に
て割り当てられる下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）のタイミングを柔軟に設定することが
できる無線リソース選択方法、移動局及び無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて行われるスケジューリ
ングについて説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて行われる上り無線リソ
ース（ＰＵＣＣＨ）の決定方法について説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局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動通信システムにおいて行われる上り無線リソ
ース調節信号の内容を決定する方法について説明するための図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャートである。
【図８】一般的なＬＴＥ方式の移動通信システムにおけるスケジューリングについて設定
するための図である。
【図９】一般的なＬＴＥ方式の移動通信システムにおけるスケジューリングについて設定
するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
（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及び図２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。なお、本実施形態では、ＬＴＥ方式の移動通信システムを例に挙げて説明
するが、本発明は、他方式の移動通信システムにも適用可能である。
【００６１】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥが、第１割当開始時点を起
点として第１周期で固定的に割り当てられているＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を用い
て、無線基地局ｅＮＢから送信された下りデータを受信し、ＰＵＣＣＨ（上り無線リソー
ス）を用いて当該下りデータに対する送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）を送信するよう
に構成されている。
【００６２】
　ここで、下りデータの受信タイミングと送達確認情報の送信タイミングとの時間差は固
定されている。
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【００６３】
　図１に示すように、移動局ＵＥは、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報受信部１１と、Ｐｅｒｓ
ｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２と、下りデータ受信部１３と、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ送信部
１４とを具備している。
【００６４】
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報受信部１１は、無線基地局ｅＮＢから、上述の第１周期と上
り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報とを含むＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報（固定的
通信情報）を受信するように構成されている。
【００６５】
　具体的には、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報受信部１１は、無線基地局ｅＮＢによって送信
されたＲＲＣメッセージに基づいて、上述のＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報を取得するように
構成されている。
【００６６】
　ここで、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報とは、例えば、ＰＵＣＣＨが送
信されるリソースブロック（サブキャリアの集合）のリソースブロック番号や、１リソー
スブロック内で複数の送達確認情報が多重される場合の識別番号のことである。
【００６７】
　例えば、かかる識別番号により、ＣＡＺＡＣ系列のサイクリックシフトによる多重にお
けるサイクリックシフト量やブロック拡散における直交カバー番号が指定されてもよい。
【００６８】
　なお、上述した上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報とは、無線リソースを識
別することが可能な情報であれば、どのような形態をとってもよい。
【００６９】
　例えば、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報は、上述したコード多重におけ
るコードリソースの識別番号であってもよいし、周波数多重における周波数リソースの識
別番号であってもよいし、時間多重における時間リソースの識別番号であってもよいし、
或いは、上述のコード多重、周波数多重、時間多重のハイブリッド方式による多重におけ
るリソースの識別番号であってもよい。
【００７０】
　また、かかる上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信
部１４に与えられる。
【００７１】
　なお、ＬＴＥ方式の移動通信システムでは、かかるＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報には、上
述の第１割当開始時点についての情報は含まれていない。
【００７２】
　これは、無線基地局ｅＮＢが、上述のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）の割り当てを行
う時間リソースについて柔軟に決定できるようにすることによって、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅ
ｎｔスケジューリング」を適用した時に無線リソースの利用効率の向上を図るためである
。
【００７３】
　また、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の送信タイミングに関しては、上述の下り無線
リソース（ＰＤＳＣＨ）の受信タイミングと、固定的に定義された時間オフセットとに基
づいて一意に決定されるため、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報として含まれる必要はない。
【００７４】
　例えば、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の送信タイミングは、
　（上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の送信タイミング）
＝（下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）の受信タイミング）＋４ｍｓ
と定義されてもよい。
【００７５】
　なお、上述した４ｍｓという値は、一例であり、４ｍｓ以外の値であってもよい。或い
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は、４ｍｓは、４サブフレームと表現されてもよい。
【００７６】
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２は、無線基地局ｅＮＢから固定的割当信号を
受信するように構成されている。
【００７７】
　具体的には、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２は、無線基地局ｅＮＢから、固
定的割当信号として、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰＤＳＣＨ（下り
無線リソース）の固定的な割り当てを指示するＰＤＣＣＨを受信するように構成されてい
る。
【００７８】
　例えば、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２は、ＰＤＣＣＨに設定されているＲ
ＮＴＩ等に基づいて、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰＤＳＣＨ（下り
無線リソース）の固定的な割り当てを指示するＰＤＣＣＨであるのか、或いは、通常の下
りスケジューリング用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を動的に割り当てるＰＤＣＣＨ
であるのかについて判定するように構成されていてもよい。
【００７９】
　また、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２は、ＰＤＣＣＨ内の特定の１ビットに
基づいて、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソー
ス）の固定的な割り当てを指示するＰＤＣＣＨであるのか、或いは、通常の下りスケジュ
ーリング用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を動的に割り当てるＰＤＣＣＨであるのか
について判定するように構成されていてもよい。
【００８０】
　或いは、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２は、ＰＤＣＣＨ内の情報要素の一部
が、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）の
固定的な割り当てを指示するＰＤＣＣＨであるのか、或いは、通常の下りスケジューリン
グ用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を動的に割り当てるＰＤＣＣＨであるのかを示す
ように構成されている場合に、前記ＰＤＣＣＨ内の情報要素の一部に基づいて、「Ｐｅｒ
ｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）の固定的な割り
当てを指示するＰＤＣＣＨであるのか、或いは、通常の下りスケジューリング用のＰＤＳ
ＣＨ（下り無線リソース）を動的に割り当てるＰＤＣＣＨであるのかについて判定するよ
うに構成されていてもよい。
【００８１】
　また、固定的割当信号には、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰＤＳＣ
Ｈ（下り無線リソース）の固定的な割り当てを指示する情報に加えて、ＰＵＣＣＨ（上り
無線リソース）のリソースブロック番号や、１リソースブロック内で複数の送達確認情報
が多重される場合の識別番号を調節するための上り無線リソース調節信号が含まれている
。前記上り無線リソース調節信号の詳細は後述する。
【００８２】
　かかる上り無線リソース調節信号は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信部１４に与えられる。
【００８３】
　下りデータ受信部１３は、ＰＤＣＣＨによって割り当てられたＰＤＳＣＨ（下り無線リ
ソース）を介して送信される下りデータを受信するように構成されている。
【００８４】
　具体的には、下りデータ受信部１３は、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２によ
って上述のＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号（固定的割当信号）が受信された場合に、かか
るＰＤＣＣＨを受信したサブフレームを上述の第１割当開始時点として決定し、該第１割
当開始時点を起点として上述の第１周期で固定的に「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリ
ング」用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を介した下りデータの受信を行うように構成
されている。
【００８５】
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　図２の例では、サブフレーム＃３において、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２
が、ＰＤＣＣＨを介して上述のＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号を受信したため、下りデー
タ受信部１３は、当該ＰＤＣＣＨによって指定されたサブフレーム＃３内のリソースブロ
ック（サブキャリアの集合）にマッピングされているＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を
介して、下りデータを受信するように構成されている。
【００８６】
　また、下りデータ受信部１３は、サブフレーム＃３を先頭として、２０ｍｓの周期で当
該ＰＤＣＣＨによって指定されたリソースブロック（サブキャリアの集合）にマッピング
されているＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を介して、下りデータを受信するように構成
されている。
【００８７】
　すなわち、下りデータ受信部１３は、サブフレーム＃３、＃２３、＃４３、…において
、当該ＰＤＣＣＨによって指定されたリソースブロック（サブキャリアの集合）にマッピ
ングされているＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を介して、下りデータを受信するように
構成されている。
【００８８】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信部１４は、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報受信部１１より、前記Ｐｅ
ｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報
を受け取る。
【００８９】
　また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信部１４は、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部１２より
、上述した、ＰＵＣＣＨ（上り無線リソース）のリソースブロック番号や、１リソースブ
ロック内で複数の送達確認情報が多重される場合の識別番号を調節するための上り無線リ
ソース調節信号を受け取る。
【００９０】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ送信部１４は、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上
り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報と、前記上り無線リソース調節信号と、に基
づいて、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を決定し、前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ
）を介して、受信した下りデータに対する送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）を送信する
ように構成されている。上記送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は、下りデータ受信部１
３における下りデータの復号結果に基づいて決定される。
【００９１】
　以下に、図３を用いて、上述した前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上
り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報と前記上り無線リソース調節信号とに基づく
上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の決定方法の例を示す。
【００９２】
　図３においては、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）として、８個の無線リソースが定義
され、その識別番号として、＃０、＃１、＃２、…、＃７が定義されている。例えば、か
かる識別番号は、上述した１リソースブロック内で複数の送達確認情報が多重される場合
の識別番号であってもよい。
【００９３】
　そして、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上り無線リソース（ＰＵＣ
ＣＨ）に関する情報により、識別番号＃２の無線リソースが指定され、かつ、上述の上り
無線リソース調節信号により、「＋３」が指定される場合を考える。
【００９４】
　この場合、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ送信部１４は、識別番号＃２に「＋３」を加算することに
より、識別番号＃５の無線リソースを、受信した下りデータに対する送達確認情報（ＡＣ
Ｋ/ＮＡＣＫ）を送信するための無線リソース、すなわち、上り無線リソース（ＰＵＣＣ
Ｈ）として決定する。
【００９５】
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　すなわち、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上り無線リソース（ＰＵ
ＣＣＨ）に関する情報により指定された無線リソースが、上述の上り無線リソース調節信
号により調節される。
【００９６】
　なお、上述した例においては、上述の上り無線リソース調節信号により、１リソースブ
ロック内で複数の送達確認情報が多重される場合の識別番号が調節されているが、代わり
に、当該上り無線リソース調節信号により、ＰＵＣＣＨのリソースブロック番号が調節さ
れてもよい。
【００９７】
　また、上述の上り無線リソース調節信号により、１リソースブロック内で複数の送達確
認情報が多重される場合の識別番号及びＰＵＣＣＨのリソースブロック番号の両方が調節
されてもよい。
【００９８】
　或いは、上記以外のリソースを識別するための識別番号が定義され、上述の上り無線リ
ソース調節信号により、かかる識別番号が調節されてもよい。
【００９９】
　また、上述した上り無線リソース調節信号により、上述の識別番号が「＋３」だけ調節
されたが、かかる「＋３」は、一例であり、「＋２」や「＋４」等、「＋３」以外の値で
あってもよい。或いは、「－３」や「－２」等、マイナスの値であってもよい。あるいは
、「０」であってもよい。或いは、上述の上り無線リソース調節信号は、かかる識別番号
を調節できるのであれば、上記以外の意味をもった信号であってもよい。
【０１００】
　また、上述した例においては、８個の無線リソースが定義されているが、８個以外の無
線リソースが定義されている場合にも同様の上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の決定方法
を適用することが可能である。
【０１０１】
　また、上述した例においては、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上り
無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報により指定される識別番号が、前記上り無線リ
ソース調節信号により調節されたが、代わりに、前回の「Ｔａｌｋ　Ｓｐｕｒｔ」におい
て用いられていた上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の識別番号が、前記上り無線リソース
調節信号により調節され、その調節された後の識別番号の無線リソースが、上り無線リソ
ース（ＰＵＣＣＨ）として用いられてもよい。
【０１０２】
　この場合、初めて上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を送信する場合にのみ、前記Ｐｅｒ
ｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報に
より指定される識別番号が、前記上り無線リソース調節信号により調節される。
【０１０３】
　或いは、上述した例においては、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上
り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報により指定される識別番号が、前記上り無線
リソース調節信号により調節されたが、代わりに、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によっ
ては、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報は通知されず、ＰＤＣＣＨによって
、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報が通知されてもよい。
【０１０４】
　この場合、ＰＤＣＣＨにおける、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報のため
のビット数が大きくなるというデメリットがあるが、代わりに、より柔軟に上り無線リソ
ース（ＰＵＣＣＨ）を設定できるというメリットがある。
【０１０５】
　なお、上記例において、ＰＤＣＣＨにより通知される上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）
に関する情報とは、例えば、「識別番号＃２」という情報と「＋３」という情報であって
もよいし、あるいは、より直接的に、「識別番号＃５」という情報であってもよい。
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【０１０６】
　ところで、前記上り無線リソース調節信号は、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号（固定的
割当信号）により通知される情報要素の一部として定義される。
【０１０７】
　ここで、例えば、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号の信号フォーマットが、Ｄｙｎａｍｉ
ｃスケジューリングにおけるＤｙｎａｍｉｃ割当信号の信号フォーマットと同一である場
合に、Ｄｙｎａｍｉｃ割当信号における送信電力制御に用いられる電力制御用コマンドの
ビットが、前記上り無線リソース調節信号として用いられてもよい。
【０１０８】
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリングにおいては、かかる送信電力制御に用いられる
電力制御用コマンドを通知する意味が小さいため、送信電力制御に用いられるコマンドの
ビットが、前記上り無線リソース調節信号として用いられることができる。
【０１０９】
　或いは、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号の信号フォーマットが、Ｄｙｎａｍｉｃスケジ
ューリングにおけるＤｙｎａｍｉｃ割当信号の信号フォーマットと同一である場合に、Ｄ
ｙｎａｍｉｃ割当信号における「Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎ」を指定するビ
ットが、前記上り無線リソース調節信号として用いられてもよい。
【０１１０】
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリングにおいては、かかるＲｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖ
ｅｒｓｉｏｎを指定するビットを通知する意味が小さいため、送信電力制御に用いられる
電力制御用コマンドのビットが、前記上り無線リソース調節信号として用いられることが
できる。
【０１１１】
　この場合、Ｒｅｄｕｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎは、予め決められたＲｅｄｕｎｄａｎ
ｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎとなる。
【０１１２】
　或いは、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号の信号フォーマットが、Ｄｙｎａｍｉｃスケジ
ューリングにおけるＤｙｎａｍｉｃ割当信号の信号フォーマットと同一である場合に、Ｄ
ｙｎａｍｉｃ割当信号における「ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ
　Ｓｃｈｅｍｅ）」を指定するビットが、前記上り無線リソース調節信号として用いられ
てもよい。
【０１１３】
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリングにおいては、かかるＭＣＳを指定するビット数
が、Ｄｙｎａｍｉｃスケジューリングに比べて小さいため、かかるＭＣＳを指定するビッ
トの一部が、前記上り無線リソース調節信号として用いられてもよい。
【０１１４】
　なお、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を介して受信した下りデータに対する送達確認
情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）を送信するタイミングは、上述したように、下り無線リソース
（ＰＤＳＣＨ）の受信タイミングと、固定的に定義された時間オフセットとに基づいて一
意に決定されるタイミングである。
【０１１５】
　なお、上述した例において、ＰＤＳＣＨ（下りデータ）に対する送達確認情報（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ）は、ＰＵＣＣＨにより送信されているが、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
）が送信されるサブフレームにおいて、上りデータを送信するための物理上りリンク共有
チャネルが送信される場合には、前記下りデータに対する送達確認情報は、ＰＵＳＣＨと
多重されて送信されてもよい。
【０１１６】
　或いは、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）が送信されるサブフレームにおいて、上り
データを送信するための物理上りリンク共有チャネルが割り当てられている場合には、か
かる下りデータに対する送達確認情報は、ＰＵＳＣＨ内の一部の情報として、送信されて
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もよい。
【０１１７】
　一方、本発明に係る無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、第１周期及び上り無線
リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報を通知するように構成されている。
【０１１８】
　かかる上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報に関する説明は、移動局ＵＥにお
ける説明と同様であるため、省略する。
【０１１９】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢは、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報送信部２１と、Ｐ
ｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２と、下りデータ送信部２３と、ＡＣＫ/ＮＡＣＫ
送信部２４とを具備している。
【０１２０】
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報送信部２１は、移動局ＵＥに対して、上述の第１周期と上り
無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報とを含むＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報（固定的通
信情報）を送信するように構成されている。
【０１２１】
　具体的には、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報送信部２１は、ＲＲＣメッセージを用いて、移
動局ＵＥに対して、上述のＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報を通知するように構成されている。
【０１２２】
　上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報の説明は、移動局ＵＥにおける説明と同
一であるため、省略する。なお、かかる上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報は
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部２４に与えられる。
【０１２３】
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２は、移動局ＵＥに対して固定的割当信号を送
信するように構成されている。
【０１２４】
　具体的には、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２は、移動局ＵＥに対して、固定
的割当信号として、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰＤＳＣＨ（下り無
線リソース）の固定的な割り当てを指示するＰＤＣＣＨを送信するように構成されている
。
【０１２５】
　なお、かかる固定的割当信号には、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」用のＰ
ＤＳＣＨ（下り無線リソース）の固定的な割り当てを指示する情報に加えて、ＰＵＣＣＨ
（上り無線リソース）のリソースブロック番号や、１リソースブロック内で複数の送達確
認情報が多重される場合の識別番号を調節するための上り無線リソース調節信号が含まれ
ている。
【０１２６】
　かかる上り無線リソース調節信号は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部２４に与えられる。
【０１２７】
　なお、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２は、前記下りデータに対する送達確認
情報の無線リソースが他の移動局が送信する送達確認情報の無線リソースと衝突しないよ
うに、上述の上り無線リソース調節信号の内容を決定するように構成されていてもよい。
【０１２８】
　図５を用いて、前記下りデータに対する送達確認情報の無線リソースが、他の移動局が
送信する送達確認情報の無線リソースと衝突しないように、上り無線リソース調節信号の
内容を決定する方法の一例を示す。
【０１２９】
　図５においては、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）として、８個の無線リソースが定義
され、その識別番号として、＃０、＃１、＃２、…、＃７が定義されている。
【０１３０】
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　また、この送達確認情報の送信タイミングにおいて、既に、識別番号＃２、＃３、＃４
の無線リソースが、それぞれ、他の移動局ＵＥ＃Ａ、移動局ＵＥ＃Ｂ、移動局ＵＥ＃Ｃに
より使用されている。
【０１３１】
　この場合、上り無線リソース調節信号により、当該移動局ＵＥの上り無線リソース（Ｐ
ＵＣＣＨ）の識別番号を調節しない場合には、他の移動局ＵＥ＃Ａが送信する上り無線リ
ソース（ＰＵＣＣＨ）と、当該移動局ＵＥが送信する上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）と
が衝突することになり、他の移動局ＵＥ＃Ａ及び当該移動局ＵＥの上り無線リソース（Ｐ
ＵＣＣＨ）の伝送特性は著しく劣化する。
【０１３２】
　よって、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２は、上述した衝突を防ぐために、前
記上り無線リソース調節信号により、「＋３」だけ、当該移動局ＵＥの上り無線リソース
（ＰＵＣＣＨ）の識別番号を調節すると決定する。
【０１３３】
　この場合、当該移動局ＵＥの上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の識別番号は、＃２＋３
＝＃５となり、他の移動局ＵＥが送信する上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）と衝突しない
。
【０１３４】
　下りデータ送信部２３は、ＰＤＣＣＨによって割り当てられるＰＤＳＣＨ（下り無線リ
ソース）を介して送信される下りデータを送信するように構成されている。
【０１３５】
　具体的には、下りデータ送信部２３は、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２によ
って上述のＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号（固定的割当信号）が送信された場合に、かか
るＰＤＣＣＨを送信したサブフレームを上述の第１割当開始時点として決定し、該第１割
当開始時点を起点として上述の第１周期で固定的に「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリ
ング」用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を介した下りデータの送信を行うように構成
されている。
【０１３６】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部２４は、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報送信部２１より、前記Ｐｅ
ｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報
を受け取る。
【０１３７】
　また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部２４は、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２より
、上述したＰＵＣＣＨ（上り無線リソース）のリソースブロック番号や、１リソースブロ
ック内で複数の送達確認情報が多重される場合の識別番号を調節するための上り無線リソ
ース調節信号を受け取る。
【０１３８】
　ＡＣＫ/ＮＡＣＫ受信部２４は、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上
り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報と前記上り無線リソース調節信号とに基づい
て、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を決定し、前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を
介して、送信した下りデータに対する送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）を受信するよう
に構成されている。
【０１３９】
　なお、前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報によって通知された上り無線リソース（ＰＵＣＣ
Ｈ）に関する情報と前記上り無線リソース調節信号とに基づいた上り無線リソース（ＰＵ
ＣＣＨ）の決定方法に関しては、移動局ＵＥにおける説明と同一であるため、省略する。
【０１４０】
（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動作について説明
する。
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【０１４１】
　図６に示すように、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢから
、ＲＲＣメッセージ等によって、上述の第１周期と、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に
関する情報と、を含むＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報を受信する。
【０１４２】
　ステップＳ１０２において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢによってＰＤＣＣＨを介
して送信されたＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号（固定的割当信号）を受信する。前記Ｐｅ
ｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号には、上り無線リソース調節信号が含まれる。
【０１４３】
　ステップＳ１０２において、移動局ＵＥは、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号を受信した
タイミングを第１割当開始時点と決定する。
【０１４４】
　ステップＳ１０３において、移動局ＵＥは、前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関
する情報と、前記上り無線リソース調節信号とに基づいて、上り無線リソース（ＰＵＣＣ
Ｈ）を決定する。
【０１４５】
　前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報と、前記上り無線リソース調節信号
とに基づいた、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）の決定方法は、上述した、移動局ＵＥに
おけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信部１４においてすでに説明された、上り無線リソース（ＰＵ
ＣＣＨ）の決定方法と同様である。
【０１４６】
　ステップＳ１０４において、移動局ＵＥは、前記第１割当開始時点と前記第１周期とに
より算出される「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」の受信タイミングにおいて、
前記Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号により指定された「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジュー
リング」用のＰＤＳＣＨ（下り無線リソース）を介して下りデータを受信する。
【０１４７】
　ステップＳ１０５において、移動局ＵＥは、ステップＳ１０３において決定された上り
無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を介して、ステップＳ１０４において受信した下りデータに
対する送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）を送信する。
【０１４８】
　その後、移動局ＵＥは、第１周期で固定的に割り当てられているＰＤＳＣＨ（下り無線
リソース）を介して下りデータを受信し（ステップＳ１０４）、ＰＵＣＣＨ（上り無線リ
ソース）を介して当該下りデータに対する送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）を送信する
（ステップＳ１０５）。
【０１４９】
　図７を参照して、本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作について説明する。
【０１５０】
　図７に示すように、ステップＳ２０１において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対
して、ＲＲＣメッセージ等によって、上述の第１周期と、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ
）に関する情報と、を含むＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報を送信する。
【０１５１】
　ステップＳ２０２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、ＰＤＣＣＨを
介して送信されるＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号（固定的割当信号）を送信すると決定す
る。
【０１５２】
　ステップＳ２０３において、無線基地局ｅＮＢは、前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ
）に関する情報により指定される上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）が、他の移動局ＵＥの
上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）と衝突するか否かについて判定する。
【０１５３】
　前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報により指定される上り無線リソース
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（ＰＵＣＣＨ）が、他の移動局ＵＥの上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）と衝突すると判定
する場合には（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）、ステップＳ２０４に進み、それ以外の場合
に（ステップＳ２０３：ＮＯ）、ステップＳ２０５に進む。
【０１５４】
　ステップＳ２０４において、無線基地局ｅＮＢは、前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ
）に関する情報により指定される上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を調節すると決定する
。
【０１５５】
　より具体的には、無線基地局ｅＮＢは、前記上り無線リソース調節信号として、例えば
、「＋３」という値を設定する。前記上り無線リソース調節信号は、ステップＳ２０２に
おいて送信すると決定されたＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号に含まれる。
【０１５６】
　ステップＳ２０４において、無線基地局ｅＮＢは、前記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ
）に関する情報により指定される上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を調節しないと決定す
る。
【０１５７】
　より具体的には、無線基地局ｅＮＢは、前記上り無線リソース調節信号として、例えば
、「０」という値を設定する。前記上り無線リソース調節信号は、ステップＳ２０２にお
いて、送信すると決定されたＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号に含まれる。
【０１５８】
（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、下り無線リソース（ＰＤＳ
ＣＨ）を割り当てるタイミングを変更した場合で、かつ、変更後の上り無線リソース（Ｐ
ＵＣＣＨ）が、他の移動局ＵＥの上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）と衝突する場合に、前
記上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）を調節することにより、上記衝突を回避することが可
能となるため、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング」による下り無線リソース（Ｐ
ＤＳＣＨ）を割当てる時点を柔軟に設定することが可能となり、無線利用効率の向上をは
かることができる。
【０１５９】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【０１６０】
　本実施形態の第１の特徴は、周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソース空間
上に連続して規定された複数の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り信号の受
信状態が示された上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを準固定的に選択する
無線リソース選択方法であって、前記複数の無線リソースから、前記上り応答信号に割り
当てられるべき割当無線リソースを特定するための特定情報を生成する工程Ａと、生成さ
れた特定情報を通知する工程Ｂと、通知された特定情報に基づいて割当無線リソースを選
択する工程Ｃとを含み、前記工程Ａにおいて、前記複数の無線リソースが複数のグループ
に分類されている場合、前記特定情報として、１以上の未使用の割当無線リソースが含ま
れたグループを特定するための基準特定情報と、かかるグループ内における１以上の割当
無線リソースの無線リソース空間上の相対位置が示された１以上の相対特定情報とを生成
することを要旨とする。
【０１６１】
　ここで、「固定的に割り当てられた下り信号」は、「Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジュー
リングによって割り当てられた下り無線リソース（ＰＤＳＣＨ）を用いて送信される下り
データ」に対応する。
【０１６２】
　また、「下り信号の受信状態が示された上り応答信号」は、上述の「下りデータに対す
る送達確認情報」に対応する。
【０１６３】
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　また、「基準特定情報」は、上述の「上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報」
に対応し、「相対特定情報」は、上述の「上り無線リソース調整信号」に対応する。また
、「割当無線リソース」は、例えば、図３に示す無線リソースの各々に対応する。
【０１６４】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ａにおいて、未使用の割当無線リソースについ
て、相対特定情報を生成してもよい。
【０１６５】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ａにおいて、前記グループ内のいずれかの割当
無線リソースの周波数情報（例えば、リソースブロック番号）を、基準特定情報としても
よい。
【０１６６】
　本実施形態の第２の特徴は、周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソース空間
上に連続して規定された複数の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り信号の受
信状態が示された上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースを準固定的に選択する
無線基地局であって、上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報（基準特定情報）を
生成し、生成された上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報を通知するように構成
されているＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報送信部２１と、上り無線リソース調整信号（相対特
定情報）を生成し、生成した上り無線リソース調整信号を通知するように構成されている
Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２とを具備することを要旨とする。
【０１６７】
　本実施形態の第２の特徴において、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部２２は、未使
用の割当無線リソースについて、かかる上り無線リソース調整信号を生成するように構成
されていてもよい。
【０１６８】
　本実施形態の第２の特徴において、Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報送信部２１は、割当無線
リソースが含まれたグループ内のいずれかの無線リソースの周波数情報（例えば、リソー
スブロック番号）を、かかる上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報とするように
構成されていてもよい。
【０１６９】
　本実施形態の第３の特徴は、周波数軸とコード軸とにより形成された無線リソース空間
上に連続して規定された複数の無線リソースから、固定的に割り当てられた下り信号の受
信状態が示された上り応答信号に割り当てられるべき無線リソースが準固定的に選択され
る移動通信システムで用いられる移動局ＵＥであって、無線基地局ｅＮＢから、上り無線
リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報（特定情報）を受信するように構成されているＰｅ
ｒｓｉｓｔｅｎｔ情報受信部１１と、無線基地局ｅＮＢから、上り無線リソース調整信号
（相対特定情報）を受信するように構成されているＰｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部
と、受信された上り無線リソース（ＰＵＣＣＨ）に関する情報及び上り無線リソース調整
信号に基づいて割当無線リソースを選択するように構成されているＡＣＫ/ＮＡＣＫ送信
部１４とを具備することを要旨とする。
【０１７０】
（変更例）
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施され
てもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されて
もよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【０１７１】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
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【０１７２】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かかる
記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地
局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【０１７３】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１７４】
ＵＥ…移動局
１１…Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報受信部
１２…Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号受信部
１３…下りデータ受信部
１４…ＡＣＫ/ＮＡＣＫ送信部
ｅＮＢ…無線基地局
２１…Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ情報受信部
２２…Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ割当信号送信部
２３…下りデータ送信部
２４…ＡＣＫ/ＮＡＣＫ受信部
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