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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パイロット情報が挿入される第１のブロックと、制御情報もしくはデータが挿入される
第２のブロックとによって構成されるフレームを用いて通信を行う通信装置であって、
　前記フレームにおける前記第１のブロックの配置に基づいて、前記第２のブロックのチ
ャネル推定精度を予測するチャネル推定精度予測手段と、
　制御情報およびデータの種別ごとの優先度が定義された優先度情報に基づいて、優先度
が高い種別の制御情報もしくはデータほどチャネル推定精度が高い前記第２のブロックに
挿入されるように配置を決定する配置決定手段と
　を備え、
　前記配置決定手段は、前記フレームに含まれるべきデータの種別ごとの数に応じて異な
る複数の優先度情報の中から選択し、該選択した優先度情報に基づいて前記配置を決定す
ることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記配置決定手段によって決定された配置に関する配置情報を制御情報の一部として対
向装置へ送信する送信手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記チャネル推定精度予測手段は、２つの前記第１のブロックにおいて得られたチャネ
ル推定値の分散に基づいて、それらの第１のブロックに囲まれた第２のブロックのチャネ
ル推定精度を予測することを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
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【請求項４】
　前記配置決定手段は、再送を必要とするデータが所定よりも多くなった場合には、再送
に関連する制御情報および再送データを優先する優先度情報を前記複数の優先度情報の中
から選択し、即時性を必要とするデータが所定よりも多くなった場合には、即時性を必要
とするデータを優先する優先度情報を前記複数の優先度情報の中から選択することを特徴
とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　パイロット情報が挿入される第１のブロックと、制御情報もしくはデータが挿入される
第２のブロックとによって構成されるフレームを用いて通信を行う通信装置において前記
第２のブロックに挿入する制御情報もしくはデータの配置を決定する配置決定方法であっ
て、
　前記フレームにおける前記第１のブロックの配置に基づいて、前記第２のブロックのチ
ャネル推定精度を予測するチャネル推定精度予測工程と、
　制御情報およびデータの種別ごとの優先度が定義された優先度情報に基づいて、優先度
が高い種別の制御情報もしくはデータほどチャネル推定精度が高い前記第２のブロックに
挿入されるように配置を決定する配置決定工程と
　を含み、
　前記配置決定工程は、前記フレームに含まれるべきデータの種別ごとの数に応じて異な
る複数の優先度情報の中から選択し、該選択した優先度情報に基づいて前記配置を決定す
ることを特徴とする配置決定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数のブロックからなるフレームを用いて通信を行う通信装置およびその
通信装置における配置決定方法に関し、特に、データや制御情報の種別に応じた配置制御
を実施することにより伝送効率を向上させることができる通信装置および配置決定方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、移動通信の標準化団体である３ＧＰＰ（The Third Generation Partnership Pro
ject）において、次世代移動通信のＬＴＥ（Long Term Evolution）に関して仕様の策定
が行われている。その策定作業の中で、上り通信用のフレームフォーマットとして、例え
ば、図８に示すようなフォーマットが規定されている。
【０００３】
　図８の例が示すように、上り通信用のフレームフォーマットは、複数のブロックから構
成され、各ブロックには、データ、制御情報、もしくは、ＲＳ（Reference Signal）が挿
入される。ＲＳは、チャネル推定等に用いられるパイロット情報であり、測定用の信号で
あるＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳと、復調用の信号であるＤｅｍ　ＲＳとがある。
【０００４】
　ＲＳは、フレーム内のデータや制御情報を復調するために必要なチャネル推定値を得る
ために利用される。図８の例のように、ＲＳが挿入されるブロックであるＳＢ（Short Bl
ock）が、データや制御情報が挿入されるブロックであるＬＢ（Long Block）と対で配置
されないフレームフォーマットの場合、通信装置は、例えば、補完や平均化等の処理を行
って、ＳＢに隣接していないＬＢのチャネル推定値を決定する。
【０００５】
　ただし、補完等を行ったとしても、ＬＢの位置によって、チャネル推定精度にバラつき
が生じることは避けられない。すなわち、ＳＢに隣接するＬＢのチャネル推定精度が最も
高くなり、ＳＢから距離が離れたＬＢほど、チャネル推定精度は低下する。そして、チャ
ネル推定精度が低いＬＢでは、伝送エラーが発生する可能性が高くなる。
【０００６】
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　特許文献１では、このようなフレームフォーマットを用いた通信において、伝送効率を
向上させる技術が提案されている。この文書で提案されている技術は、パイロット情報に
近いＬＢほどチャネル推定精度が高いという前提に基づいて、伝搬路特性変動速度の速い
ユーザのデータをパイロット情報に近いＬＢに配置することにより、高速移動しているユ
ーザの受信性能が劣化しないようにするものである。
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１１６４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記の特許文献１において提案されている従来技術のようにユーザ単位
でデータの挿入位置を調整することとしても、必ずしも十分な伝送効率の向上が実現され
ない。例えば、復調・復号用の制御情報が正常に伝送されなかった場合、データが正常に
伝送されても復調・復号を行うことができないため、データを破棄せざるを得ず、伝送効
率が低下する。
【０００９】
　また、何らかの理由によって多くのデータの再送が必要になった場合、新規のデータが
正常に伝送されても、再送データが正常に伝送されなければ、それらのデータの再々送の
ために多くのＬＢを使用しなければならなくなり、新規のデータの送信のために使用でき
るＬＢが少なくなって伝送効率が低下する。また、多くのデータの再送が必要になった場
合に、再送関連の制御情報が正常に伝送されなかった場合にも伝送効率が低下する。
【００１０】
　すなわち、上記のようなフレームフォーマットを用いた通信において、伝送効率を向上
させるには、データや制御情報の種別に応じた配置制御を実施することが重要である。開
示の技術は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、デー
タや制御情報の種別に応じた配置制御を実施することにより伝送効率を向上させることが
できる通信装置および配置決定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本願の開示する通信装置は、一つの態様
において、パイロット情報が挿入される第１のブロックと、制御情報もしくはデータが挿
入される第２のブロックとによって構成されるフレームを用いて通信を行う通信装置であ
って、前記フレームにおける前記第１のブロックの配置に基づいて、前記第２のブロック
のチャネル推定精度を予測するチャネル推定精度予測手段と、制御情報およびデータの種
別ごとの優先度が定義された優先度情報に基づいて、優先度が高い種別の制御情報もしく
はデータほどチャネル推定精度が高い前記第２のブロックに挿入されるように配置を決定
する配置決定手段とを備え、前記配置決定手段は、前記フレームに含まれるべきデータの
種別ごとの数に応じて異なる複数の優先度情報の中から選択し、該選択した優先度情報に
基づいて前記配置を決定する。
【００１２】
　この態様によれば、優先度の高い種別の制御情報もしくはデータが、チャネル推定精度
の高いブロックに挿入されることとしたので、優先度の高い種別の制御情報もしくはデー
タが正常に伝送される確率を高め、データ全体の伝送効率を高めることができる。
【００１３】
　また、他の態様において、本願の開示する通信装置は、前記配置決定手段によって決定
された配置に関する配置情報を制御情報の一部として対向装置へ送信する送信手段をさら
に備える。
【００１４】
　この態様によれば、優先度とチャネル推定精度に基づいて決定した配置を制御情報の一
部として対向装置に送信することとしたので、当該の通信装置が決定した配置を対向装置



(4) JP 4545806 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

の通信制御に反映させることができる。
【００１５】
　また、他の態様において、本願の開示する通信装置は、さらに、前記チャネル推定精度
予測手段は、２つの前記第１のブロックにおいて得られたチャネル推定値の分散に基づい
て、それらの第１のブロックに囲まれた第２のブロックのチャネル推定精度を予測する。
【００１６】
　この態様によれば、チャネル推定値の分散からチャネル推定精度を予測することとした
ので、パイロット情報がどの位置に挿入されるフレームフォーマットであっても、チャネ
ル推定精度を正確に予測できる。
【００１７】
　また、他の態様において、本願の開示する通信装置は、さらに、前記配置決定手段は、
前記フレームに含まれるべき制御情報およびデータの種別ごとの数に応じて、異なる優先
度情報を採用する。
【００１８】
　この態様によれば、通信状況に応じて優先度を切り替えることとしたので、どのような
状況においても伝送効率を高く保つことができる。
【００１９】
　なお、上記の通信装置の構成要素、表現または構成要素の任意の組合せを、方法、装置
、システム、コンピュータプログラム、記録媒体、データ構造などに適用したものも上述
した課題を解決するために有効である。
【発明の効果】
【００２０】
　本願の開示する通信装置および配置決定方法の一つの態様によれば、優先度の高い種別
の制御情報もしくはデータが、チャネル推定精度の高いブロックに挿入されることとした
ので、優先度の高い種別の制御情報もしくはデータが正常に伝送される確率を高め、デー
タ全体の伝送効率を高めることができるという効果を奏する。
【００２１】
　また、本願の開示する通信装置および配置決定方法の一つの態様によれば、優先度とチ
ャネル推定精度に基づいて決定した配置を制御情報の一部として対向装置に送信すること
としたので、当該の通信装置が決定した配置を対向装置の通信制御に反映させることがで
きるという効果を奏する。
【００２２】
　また、本願の開示する通信装置および配置決定方法の一つの態様によれば、チャネル推
定値の分散からチャネル推定精度を予測することとしたので、パイロット情報がどの位置
に挿入されるフレームフォーマットであっても、チャネル推定精度を正確に予測できると
いう効果を奏する。
【００２３】
　また、本願の開示する通信装置および配置決定方法の一つの態様によれば、通信状況に
応じて優先度を切り替えることとしたので、どのような状況においても伝送効率を高く保
つことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、通信装置および配置決定方法の好適な実施の形態を詳細に
説明する。なお、以下の実施例では、開示の技術を基地局装置に適用した場合を例にする
が、基地局装置に限らず、様々な通信装置に適用することができる。
【実施例】
【００２５】
　まず、本実施例に係る配置決定方法を実行する通信装置の一種である基地局装置１０の
構成について説明する。本実施例に係る配置決定方法は、データおよび制御情報の種別ご
とに優先度を決め、優先度の高い順にチャネル推定精度の高いＬＢへ配置することによっ
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て伝送効率の向上を図るものである。
【００２６】
　図１は、本実施例に係る基地局装置１０の構成を示すブロック図である。同図に示すよ
うに、基地局装置１０は、受信部１０１と、上り送信フレーム復調・復号部１０２と、チ
ャネル推定精度予測部１０３と、優先度テーブル１０４と、配置決定部１０５と、スケジ
ューラ１０６と、送信情報生成部１０７と、データ構成部１０８と、データ変調部１０９
と、制御情報構成部１１０と、制御情報変調部１１１と、多重部１１２と、送信部１１３
とを有する。
【００２７】
　受信部１０１は、他の装置から送信された上り方向のフレームを受信する。上り送信フ
レーム復調・復号部１０２は、受信部１０１において受信された上り方向のフレームに含
まれる制御情報とデータの復調および復号を行う。チャネル推定精度予測部１０３は、上
り送信フレーム復調・復号部１０２が復調・復号を行う際に得られた各ＳＢの上りチャネ
ル推定値に基づいて、フレームフォーマット内の各ＬＢのチャネル推定精度を予測する。
【００２８】
　ここで、チャネル推定精度予測部１０３によるチャネル推定精度の予測について詳細に
説明する。チャネル推定精度予測部１０３は、チャネル推定値の分散を求めることにより
、各ＬＢのチャネル推定精度を予測する。例えば、フレームフォーマットが図２に示した
ものであり、Ｄｅｍ　ＲＳ１～４によって求められたチャネル推定値が、ｔおよびｆを時
間成分として、それぞれｈＲＳ１（ｔ，ｆ）、ｈＲＳ２（ｔ，ｆ）、ｈＲＳ３（ｔ，ｆ）
、ｈＲＳ４（ｔ，ｆ）と表せるとすると、各ＲＳに挟まれた領域Ｒ１～Ｒ３の分散は、そ
れぞれ、以下の（式１）～（式３）で表される。
【００２９】
【数１】

【００３０】

【数２】

【００３１】
【数３】

【００３２】
　ここで、Ｌは、ブロックの長さであり、Ｎは、マルチキャリアを構成するサブキャリア
数である。チャネル推定精度予測部１０３は、こうして求められた分散値が小さい領域ほ
ど、チャネル推定精度が高い領域であると判断する。チャネル推定精度の予測は、常に行
うこととしてもよいし、フレームフォーマットに何らかの変化があったときにのみ行うこ
ととしてもよい。
【００３３】
　なお、チャネル推定精度予測部１０３による各ＬＢのチャネル推定精度の予測は、他の
手法を用いて行ってもよい。例えば、チャネル推定精度を動的に予測するのではなく、予
め求められたチャネル推定精度を用いて各ＬＢのチャネル推定精度を予測することとして
もよい。図３は、予め求められたチャネル推定精度が格納されたチャネル推定精度情報テ
ーブルの一例を示す図である。同図に示すように、ＲＳからの距離等に基づいて想定され
る全てのフレームフォーマットごとに予め求めておいた各ＬＢのチャネル推定精度をテー
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ブルに格納しておくことにより、チャネル推定精度予測部１０３は、軽い負荷で複数のフ
レームフォーマットに対応することが可能になる。
【００３４】
　図１の説明に戻って、優先度テーブル１０４は、データおよび制御情報の種別ごとの優
先度が定義されたテーブルである。優先度テーブル１０４の一例を図４－１に示す。同図
に示す例では、復調・復号のための制御情報であるＭＣＳ（Modulation and Coding Sche
me）に最も高い優先順位が与えられ、以下、どの種別のデータや制御情報がどのＬＢに挿
入されているかを示す制御情報である配置情報、再送に関する制御情報である再送関連情
報、通常データ、再送データという順で優先度が低くなっている。この優先度に基づけば
、ＭＣＳがチャネル推定精度の高いＬＢに挿入されるため、データの復調・復号が正確に
行われる確率を高めることができる。
【００３５】
　優先度テーブル１０４の他の例を図４－２に示す。同図に示す例では、再送関連情報に
最も高い優先順位が与えられ、以下、配置情報、ＭＣＳ、再送データ、通常データという
順で優先度が低くなっている。この優先度に基づけば、再送に関連する制御情報とデータ
がチャネル推定精度の高いＬＢに挿入されるため、再送が一度で完了する確率を高めるこ
とができる。
【００３６】
　なお、制御情報およびデータの分類の仕方および優先度のつけ方は、上記の例以外にも
種々のパターンがありうる。例えば、即時性を必要とするものとしないものとにデータの
種別を分類し、即時性を必要とするデータの優先度を高く設定すれば、即時性を必要とす
るデータが伝送エラーとなって、即時性が失われてしまうことを回避することができる。
【００３７】
　また、優先度テーブル１０４に複数パターンの優先度情報を記憶させておき、状況に応
じてどのパターンを選択するかを配置決定部１０５が動的に切り替えるようにしてもよい
。例えば、通常は、ＭＣＳを優先するパターンを使用し、再送すべきデータが所定よりも
多くなった場合には、再送関連情報および再送データを優先するパターンを使用し、即時
性を必要とするデータが所定よりも多くなった場合には、即時性を必要とするデータを優
先するパターンを使用するというように切り替えを行えば、各状況において最適な伝送効
率を達成することができる。
【００３８】
　配置決定部１０５は、チャネル推定精度予測部１０３によって取得された各ＬＢのチャ
ネル推定精度と、優先度テーブル１０４に記憶された優先度情報とに基づいて制御情報や
データをフレームフォーマット中のどのＬＢに挿入するかを決定し、配置情報を生成する
。具体的には、配置決定部１０５は、優先度が高い種別の制御情報もしくはデータほどチ
ャネル推定精度が高いＬＢに挿入されるように配置を決定する。
【００３９】
　図５は、配置情報の一例を示す図である。同図に示すように、配置情報には、フレーム
フォーマット中の各ＬＢにどの種別の制御情報もしくはデータを挿入するのかを示す情報
が設定される。
【００４０】
　スケジューラ１０６は、上り送信フレーム復調・復号部１０２による復調・復号の結果
等に基づいて、上り方向および下り方向の通信を行うために必要な各種制御を実行する。
例えば、スケジューラ１０６は、上り方向の通信における復調および復号の方式を決定し
、決定した方式に基づいたＭＣＳを上り送信フレーム復調・復号部１０２に通知するとと
もに、送信情報生成部１０７へも通知して、端末装置へ送信されるＭＣＳを更新させる。
また、スケジューラ１０６は、下り方向の通信における復調および復号の方式を決定し、
データ構成部１０８とデータ変調部１０９に通知する。
【００４１】
　さらに、スケジューラ１０６は、配置決定部１０５において生成された配置情報を制御
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情報変調部１１１へ転送し、下り方向のフレームに配置情報を含めさせる。このように、
下り方向のフレームに配置情報を含めさせることにより、配置決定部１０５によって決定
されたフレームフォーマット内の配置を端末装置に通知し、上り方向の通信に反映させる
ことが可能になる。
【００４２】
　送信情報生成部１０７は、基地局装置１０が送信する情報を生成する処理部であり、図
示しない伝送装置等から送信された情報に基づいてデータを生成するデータ生成部１０７
ａと、制御情報を生成する制御情報生成部１０７ｂと、ＲＳを生成するＲＳ生成部１０７
ｃとを含む。
【００４３】
　データ構成部１０８は、データ生成部１０７ａにおいて生成されたデータにＣＲＣ（Cy
clic Redundancy Check）を付加して符号化する。データ変調部１０９は、データ構成部
１０８によって符号化されたデータを変調する。制御情報構成部１１０は、ＭＣＳ、再送
関連情報、配置情報等を組み合わせ、これにＣＲＣを付加して符号化する。制御情報変調
部１１１は、制御情報構成部１１０において符号化された制御情報を変調する。
【００４４】
　多重部１１２は、データ変調部１０９において変調されたデータと、制御情報変調部１
１１において変調された制御情報と、ＲＳ生成部１０７ｃにおいて生成されたＲＳとを多
重する。送信部１１３は、多重部１１２において多重された信号を端末装置へ送信する。
【００４５】
　次に、図１に示した基地局装置１０に対応する端末装置２０の構成について説明する。
図６は、端末装置２０の構成を示すブロック図である。同図に示すように、端末装置２０
は、受信部２０１と、分割部２０２と、チャネル推定部２０３と、制御情報復調部２０４
と、制御情報復号部２０５と、データ復調部２０６と、データ復号部２０７と、誤り検出
部２０８と、上り制御情報生成部２０９と、上り送信フレーム構成部２１０と、送信部２
１１とを有する。
【００４６】
　受信部２０１は、基地局装置１０から送信されたフレームを受信する。分割部２０２は
、受信部２０１において受信されたフレームをデータと、制御情報と、ＲＳとに分割する
。チャネル推定部２０３は、分割部２０２において分割されたＲＳからチャネル推定値を
求める。
【００４７】
　制御情報復調部２０４は、チャネル推定部２０３において求められたチャネル推定値等
を用いて、分割部２０２において分割された制御情報を復調する。制御情報復号部２０５
は、制御情報復調部２０４において復調された制御情報を復号する。制御情報復号部２０
５において復号される制御情報には、配置情報が含まれる。
【００４８】
　データ復調部２０６は、チャネル推定部２０３において求められたチャネル推定値や制
御情報復号部２０５において復号された制御情報等を用いて、分割部２０２において分割
されたデータを復調する。データ復号部２０７は、制御情報復号部２０５において復号さ
れた制御情報等を用いて、データ復調部２０６において復調されたデータを復号する。誤
り検出部２０８は、データに付加されたＣＲＣ等を用いて、データ復号部２０７において
復号されたデータの誤りを検出する。
【００４９】
　上り制御情報生成部２０９は、制御情報復号部２０５において復号された制御情報等に
基づいて上り方向のフレームに含める制御情報を生成する。上り送信フレーム構成部２１
０は、制御情報復号部２０５において復号された制御情報に含まれる配置情報に従って、
上り制御情報生成部２０９において生成された制御情報や、図示しない処理部において生
成されたデータやＲＳをＬＢやＳＢに挿入して上り方向のフレームを構成する。送信部２
１１は、上り送信フレーム構成部２１０において構成された上り方向のフレームを基地局
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装置１０へ送信する。
【００５０】
　次に、図１に示した基地局装置１０の動作について説明する。図７は、図１に示した基
地局装置１０のブロック挿入処理の処理手順を示すシーケンス図である。同図に示すよう
に、受信部１０１においてフレームが受信されると、そのフレームを構成する受信信号が
上り送信フレーム復調・復号部１０２へ伝送される（ステップＳ１０１）。また、上り送
信フレーム復調・復号部１０２には、復調・復号をどのように行うかを示すＭＣＳが、ス
ケジューラ１０６から通知される（ステップＳ１０２）。
【００５１】
　上り送信フレーム復調・復号部１０２は、ＭＣＳ等に基づいて受信信号に含まれる制御
信号およびデータの復調・復号を行い、その過程で得られた各チャネル推定値をチャネル
推定精度予測部１０３へ通知する（ステップＳ１０３）。チャネル推定精度予測部１０３
は、通知されたチャネル推定値等に基づいて各ＬＢのチャネル制定精度を予測し、予測結
果を配置決定部１０５へ通知する（ステップＳ１０４）。配置決定部１０５は、通知され
た各ＬＢのチャネル制定精度と、優先度テーブル１０４に設定された優先度情報に基づい
て、配置情報を生成し、スケジューラ１０６へ送信する（ステップＳ１０５）。
【００５２】
　また、上り送信フレーム復調・復号部１０２は、復調・復号の結果に関する情報をスケ
ジューラ１０６へ通知する（ステップＳ１０６）。スケジューラ１０６は、上り送信フレ
ーム復調・復号部１０２から通知された情報に基づいて、上り方向の通信を制御するため
の情報を生成し、送信情報生成部１０７へ送信する（ステップＳ１０７）。また、スケジ
ューラ１０６は、配置決定部１０５から送信された配置情報を制御情報構成部１１０へ転
送する（ステップＳ１０８）。
【００５３】
　続いて、送信情報生成部１０７は、スケジューラ１０６から送信された情報に基づいて
制御情報を生成し、制御情報構成部１１０へ送信する（ステップＳ１０９）。制御情報構
成部１１０は、スケジューラ１０６から送信された配置情報と、送信情報生成部１０７か
ら送信された制御情報とを組み合わせて送信用の制御情報を生成し、これを符号化して制
御情報変調部１１１へ送信する（ステップＳ１１０）。制御情報変調部１１１は、制御情
報を変調して多重部１１２へ送信する（ステップＳ１１１）。
【００５４】
　また、送信情報生成部１０７は、送信するデータを生成してデータ構成部１０８へ送信
する（ステップＳ１１２）。データ構成部１０８は、データを符号化してデータ変調部１
０９へ送信し（ステップＳ１１３）、データ変調部１０９は、データを変調して多重部１
１２へ送信する（ステップＳ１１４）。また、送信情報生成部１０７は、ＲＳを生成して
、多重部１１２へ送信する（ステップＳ１１５）。
【００５５】
　そして、多重部１１２は、制御情報と、データと、ＲＳとを多重して下り方向のフレー
ムとして送信部１１３に引き渡す（ステップＳ１１６）。
【００５６】
　上述してきたように、本実施例では、優先度の高い種別の制御情報もしくはデータが、
チャネル推定精度の高いブロックに挿入されることとしたので、優先度の高い種別の制御
情報もしくはデータが正常に伝送される確率を高め、データ全体の伝送効率を高めること
ができる。
【００５７】
　また、本実施例では、優先度とチャネル推定精度に基づいて決定した配置を制御情報の
一部として対向装置に送信することとしたので、当該の通信装置が決定した配置を対向装
置の通信制御に反映させることができる。
【００５８】
　また、本実施例では、チャネル推定値の分散からチャネル推定精度を予測することとし
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たので、パイロット情報がどの位置に挿入されるフレームフォーマットであっても、チャ
ネル推定精度を正確に予測できる。
【００５９】
　また、本実施例では、通信状況に応じて優先度を切り替えることとしたので、どのよう
な状況においても伝送効率を高く保つことができる。
【００６０】
　なお、上記の実施例では、上り方向の通信に適用する場合について説明したが、下り方
向の通信へも同様に適用することができる。また、ＴＤＭＡ（Time Division Multiple A
ccess）、ＦＤＭＡ（Frequency Division Multiple Access）、ＣＤＭＡ（Code Division
 Multiple Access）等の様々な通信方式において利用可能である。
【００６１】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００６２】
（付記１）パイロット情報が挿入される第１のブロックと、制御情報もしくはデータが挿
入される第２のブロックとによって構成されるフレームを用いて通信を行う通信装置であ
って、
　前記フレームにおける前記第１のブロックの配置に基づいて、前記第２のブロックのチ
ャネル推定精度を予測するチャネル推定精度予測手段と、
　制御情報およびデータの種別ごとの優先度が定義された優先度情報に基づいて、優先度
が高い種別の制御情報もしくはデータほどチャネル推定精度が高い前記第２のブロックに
挿入されるように配置を決定する配置決定手段と
　を備えることを特徴とする通信装置。
【００６３】
（付記２）前記配置決定手段によって決定された配置に関する配置情報を制御情報の一部
として対向装置へ送信する送信手段をさらに備えることを特徴とする付記１に記載の通信
装置。
【００６４】
（付記３）前記チャネル推定精度予測手段は、２つの前記第１のブロックにおいて得られ
たチャネル推定値の分散に基づいて、それらの第１のブロックに囲まれた第２のブロック
のチャネル推定精度を予測することを特徴とする付記１または２に記載の通信装置。
【００６５】
（付記４）前記配置決定手段は、前記フレームに含まれるべき制御情報およびデータの種
別ごとの数に応じて、異なる優先度情報を採用することを特徴とする付記１～３のいずれ
か１つに記載の通信装置。
【００６６】
（付記５）前記優先度情報は、復調および復号に必要な制御情報が他の制御情報よりも優
先度が高くなるように設定されたものであることを特徴とする付記１～３のいずれか１つ
に記載の通信装置。
【００６７】
（付記６）前記優先度情報は、再送に関連する制御情報およびデータが他の制御情報およ
びデータよりも優先度が高くなるように設定されたものであることを特徴とする付記１～
３のいずれか１つに記載の通信装置。
【００６８】
（付記７）前記優先度情報は、即時性が必要なデータが他のデータよりも優先度が高くな
るように設定されたものであることを特徴とする付記１～３のいずれか１つに記載の通信
装置。
【００６９】
（付記８）パイロット情報が挿入される第１のブロックと、制御情報もしくはデータが挿
入される第２のブロックとによって構成されるフレームを用いて通信を行う通信装置にお
いて前記第２のブロックに挿入する制御情報もしくはデータの配置を決定する配置決定方
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法であって、
　前記フレームにおける前記第１のブロックの配置に基づいて、前記第２のブロックのチ
ャネル推定精度を予測するチャネル推定精度予測工程と、
　制御情報およびデータの種別ごとの優先度が定義された優先度情報に基づいて、優先度
が高い種別の制御情報もしくはデータほどチャネル推定精度が高い前記第２のブロックに
挿入されるように配置を決定する配置決定工程と
　を含むことを特徴とする配置決定方法。
【００７０】
（付記９）前記配置決定工程によって決定された配置に関する配置情報を制御情報の一部
として対向装置へ送信する送信工程をさらに含むことを特徴とする付記８に記載の配置決
定方法。
【００７１】
（付記１０）前記チャネル推定精度予測工程は、２つの前記第１のブロックにおいて得ら
れたチャネル推定値の分散に基づいて、それらの第１のブロックに囲まれた第２のブロッ
クのチャネル推定精度を予測することを特徴とする付記８または９に記載の配置決定方法
。
【００７２】
（付記１１）前記配置決定工程は、前記フレームに含まれるべき制御情報およびデータの
種別ごとの数に応じて、異なる優先度情報を採用することを特徴とする付記８～１０のい
ずれか１つに記載の配置決定方法。
【００７３】
（付記１２）前記優先度情報は、復調および復号に必要な制御情報が他の制御情報よりも
優先度が高くなるように設定されたものであることを特徴とする付記８～１０のいずれか
１つに記載の配置決定方法。
【００７４】
（付記１３）前記優先度情報は、再送に関連する制御情報およびデータが他の制御情報お
よびデータよりも優先度が高くなるように設定されたものであることを特徴とする付記８
～１０のいずれか１つに記載の配置決定方法。
【００７５】
（付記１４）前記優先度情報は、即時性が必要なデータが他のデータよりも優先度が高く
なるように設定されたものであることを特徴とする付記８～１０のいずれか１つに記載の
配置決定方法。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本実施例に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。
【図２】フレームフォーマットの一例を示す図である。
【図３】チャネル推定精度情報テーブルの一例を示す図である。
【図４－１】復調・復号に関する情報を最優先する場合の優先度テーブルの一例を示す図
である。
【図４－２】再送に関する情報を最優先する場合の優先度テーブルの一例を示す図である
。
【図５】配置情報の一例を示す図である。
【図６】本実施例に係る基地局装置に対応する端末装置の構成を示すブロック図である。
【図７】図１に示した基地局装置のブロック挿入処理の処理手順を示すシーケンス図であ
る。
【図８】フレームフォーマットの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
　　１０　　基地局装置
　１０１　　受信部
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　１０２　　上り送信フレーム復調・復号部
　１０３　　チャネル推定精度予測部
　１０４　　優先度テーブル
　１０５　　配置決定部
　１０６　　スケジューラ
　１０７　　送信情報生成部
　１０７ａ　データ生成部
　１０７ｂ　制御情報生成部
　１０７ｃ　ＲＳ生成部
　１０８　　データ構成部
　１０９　　データ変調部
　１１０　　制御情報構成部
　１１１　　制御情報変調部
　１１２　　多重部
　１１３　　送信部　
　　２０　　端末装置
　２０１　　受信部
　２０２　　分割部
　２０３　　チャネル推定部
　２０４　　制御情報復調部
　２０５　　制御情報復号部
　２０６　　データ復調部
　２０７　　データ復号部
　２０８　　誤り検出部
　２０９　　上り制御情報生成部
　２１０　　上り送信フレーム構成部
　２１１　　送信部
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