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(57)【要約】
【課題】上りＡｃｋ／ＮａｃｋやＣＱＩを送信する処理
と、Ｓ－ＲＡＣＨを用いてＳＲＡを送信する処理とを同
時に実行すると、送信信号の時間波形のピークが高くな
るため、ＰＡＰＲが高くなってしまうという課題がある
。
【解決手段】本発明は、下りアクセス方式としてOFDM（
Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式を
用いてデータの送信を行う基地局２と移動端末３とを含
むＬＴＥの通信システムにおいて、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専
用チャネルを用いてCQI信号を送信しているときに、Ｓ
－ＲＡＣＨを用いて上りスケジューリング要求信号ＳＲ
を送信する場合、上りスケジューリング要求信号ＳＲを
送信している間、CQI信号の送信を停止するものである
。２種類の帯域に割り当てた２つの物理チャネルのデー
タを同時に送信するマルチキャリア方式を使用しないの
で、ＰＡＲＲ（ピーク対平均電力比）を低減できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下りアクセス方式としてＯＦＤＭ方式を用いてデータの送信を行う基地局と、下りの通
信品質を通知するための品質通知信号を前記基地局に送信するとともに、送信データを前
記基地局に送信する前に、無線リソースの割り当てを要求するスケジューリング要求信号
を前記基地局に送信する移動端末とを備えた通信システムで実行されるデータ通信方法に
おいて、前記移動端末は、前記品質通知信号を前記基地局に送信する品質通知処理と、前
記スケジューリング要求信号を前記基地局に送信するスケジューリング要求信号送信処理
と、前記品質通知処理と前記スケジューリング要求信号送信処理の処理タイミングが重な
る場合、前記スケジューリング要求信号を送信している期間、前記品質通知処理を停止さ
せる制御処理とを実行することを特徴とするデータ通信方法。
【請求項２】
　下りアクセス方式としてＯＦＤＭ方式を用いてデータの送信を行う基地局と、下りの通
信品質を通知するための品質通知信号を前記基地局に送信するとともに、送信データを前
記基地局に送信する前に、無線リソースの割り当てを要求するスケジューリング要求信号
を前記基地局に送信する移動端末とを備えた通信システムにおいて、前記移動端末は、前
記品質通知信号を前記基地局に送信するとともに、前記スケジューリング要求信号を前記
基地局に送信する送信部と、前記送信部における前記品質通知信号の送信タイミングと前
記スケジューリング要求信号の送信タイミングが重なる場合、前記スケジューリング要求
信号を送信している期間、前記品質通知信号の送信処理を停止させる制御部とを実装して
いることを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　下りの通信品質を通知するための品質通知信号を前記基地局に送信するとともに、送信
データを前記基地局に送信する前に、無線リソースの割り当てを要求するスケジューリン
グ要求信号を前記基地局に送信する移動端末であって、前記品質通知信号を前記基地局に
送信するとともに、前記スケジューリング要求信号を前記基地局に送信する送信部と、前
記送信部における前記品質通知信号の送信タイミングと前記スケジューリング要求信号の
送信タイミングが重なる場合、前記スケジューリング要求信号を送信している期間、前記
品質通知信号の送信処理を停止させる制御部とを備えたことを特徴とする移動端末。
【請求項４】
　下りの通信品質を通知するための品質通知信号を含む制御信号を前記基地局に送信する
とともに、送信データを前記基地局に送信する前に、無線リソースの割り当てを要求する
スケジューリング要求信号を前記基地局に送信する移動端末であって、前記基地局に対す
る上り方向の上り制御チャネルを用いて、前記品質通知信号を前記基地局に送信するとと
もに、前記基地局に対する送信データが発生すると、前記上り制御チャネルと異なる物理
チャネルを用いて、前記スケジューリング要求信号を前記基地局に送信する送信部と、前
記送信部における前記品質通知信号の送信タイミングと前記スケジューリング要求信号の
送信タイミングが重なる場合、前記スケジューリング要求信号を送信している期間、前記
品質通知信号の送信処理を停止させる制御部とを備えたことを特徴とする移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、“Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ”（ＬＴＥ）と呼ばれる通信
システムと、この通信システムを構成する移動端末と、この移動端末が基地局に対して送
信する上り制御信号の通信方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代と呼ばれる通信方式のうち、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が２００１年から日本で商用サ
ービスが開始されている。また、下りリンク（個別データチャネル、個別制御チャネル）
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にパケット伝送用のチャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ－Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を追加することにより、下りリンクを用いたデータ
送信の更なる高速化を実現するＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎ　Ｌｉｎｋ
　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）のサービス開始が予定されている。さらに、上り方向の
データ送信を高速化するためＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐ　Ｌｉｎｋ　Ｐａ
ｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式についても提案、検討されている。
　Ｗ－ＣＤＭＡは、移動体通信システムの規格化団体である３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）により定められた通信方式で
あり、現在リリース６版の規格書がとりまとめられている。
【０００３】
　また、３ＧＰＰにおいて、Ｗ－ＣＤＭＡとは別の通信方式として、無線区間については
“Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ”（ＬＴＥ）、コアネットワークを含めたシ
ステム全体構成については“Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉ
ｏｎ”（ＳＡＥ）と称される新たな通信方式が検討されている。
　ＬＴＥでは、アクセス方式、無線のチャネル構成やプロトコルが、現在のＷ－ＣＤＭＡ
（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ）とは異なるものになる。例えば、アクセス方式は、Ｗ－ＣＤ
ＭＡが符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓ
ｓ）を用いているのに対して、ＬＴＥは下り方向はＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、上り方向はＳＣ－
ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｅｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を用いる。また、帯域幅は、Ｗ－ＣＤＭＡが５ＭＨｚであ
るのに対し、ＬＴＥでは１．２５／２．５／５／１０／１５／２０ＭＨｚを適用し得る。
また、ＬＴＥでは、Ｗ－ＣＤＭＡのような回線交換ではなく、パケット通信方式のみにな
る。
【０００４】
　ＬＴＥはＷ－ＣＤＭＡのコアネットワーク（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｓｙｓｔｅｍ　ＧＰＲＳ）とは異なる新たなコアネットワークを用いて通信システム
が構成されるため、Ｗ－ＣＤＭＡ網とは別の独立した無線アクセス網として定義される。
　したがって、Ｗ－ＣＤＭＡの通信システムと区別するため、ＬＴＥの通信システムでは
、移動端末ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信を行う基地局（Ｂａｓｅ　ｓｔ
ａｔｉｏｎ）はｅＮＢ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅ－Ｂ）
、複数の基地局と制御データやユーザデータのやり取りを行う基地局制御装置（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）はａＧＷ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ
）と称される。
　このＬＴＥの通信システムでは、Ｅ-ＭＢＭＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉ
ａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）と称されるマルチキャ
スト・放送型マルチメディアサービスのような１対多（Ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｏｉｎｔ）通信を実施するほか、複数の移動端末のうち個別の移動端末に対するユニキャ
スト（Ｕｎｉｃａｓｔ）サービスのような通信サービスも提供する。
　ＬＴＥではＷ－ＣＤＭＡと異なり、トランスポートチャネル、物理チャネルでは個別の
移動端末に向けた個別のチャネル（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ、Ｄｅｄｉｃａ
ｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は存在しないので、個別の移動端末へのデ
ータ送信は共通チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）で実施される。
【０００５】
　移動端末は、基地局より下りリンクを介してデータを受信すると、問題なくデータを受
信できたか否かを示す信号や、受信データの品質、あるいは、下りの通信路品質を示す信
号を上りリンクを介して基地局に伝達する。基地局から送信されたデータを受信できたか
否かを示す応答信号をＡｃｋ／Ｎａｃｋ、受信データの品質、あるいは、下りの通信路品
質を示す品質情報をＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）と
いう。
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　Ａｃｋ／Ｎａｃｋは、移動端末が下りデータを受信している場合に、そのデータを受信
できたか否かを基地局へ送信するための信号であり、再送制御に用いられる。
　ＣＱＩは、移動端末で測定した下りチャネル状態（通信路状態）を基地局へ送信するた
めの信号であり、基地局での下りスケジューリングに用いられる。また、移動端末が基地
局に対して送信するデータが発生したときには、移動端末は基地局に対して、上りリンク
の無線リソースを割り当てるように要求する信号を送信する。このような要求信号をスケ
ジューリングリクエスト、上りリソースリクエスト、または、上りスケジューリング要求
信号（ＳＲ：Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）という。上記のようなＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ、ＣＱＩ、ＳＲを「上りＬ１／Ｌ２制御信号」（Ｌ１／Ｌ２　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓ
ｉｇｎａｌｉｎｇ）と称する。
【０００６】
　図２２は上りＬ１／Ｌ２制御信号を説明する説明図である。
　図２２に示すように、上りＬ１／Ｌ２制御信号には大きく分けて２種類ある。上りデー
タ付随Ｌ１／Ｌ２制御信号（ｄａｔａ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｌ１／Ｌ２　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）と、上りデータ非付随Ｌ１／Ｌ２制御信号（ｄａｔａ－ｎｏ
ｎ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｌ１／Ｌ２　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）である
。
　上りデータ付随Ｌ１／Ｌ２制御信号は、トランスポートフォーマット等の上りデータ送
信（基地局側の受信）に必要な情報であり、上りデータと一緒に送信される。上りデータ
非付随Ｌ１／Ｌ２制御信号には、下りリンクに関連したＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、上り
データ送信を始める前に送るスケジューリングリクエスト（ＳＲ、ＵＬ　ＳＲ）等のラン
ダムアクセス（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）信号がある。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩは下りリンクに関連した信号であるため、上りデータ送信と
は関係なく送信されるが、上りデータと同時に送信される場合がある。一方、ランダムア
クセス信号には、同期ランダムアクセス（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　以下ＳＲＡ）と非同期ランダムアクセス（Ｎｏｎ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　以下ＮＳＲＡ）がある。
　ＳＲＡは上りリンクの時間同期が取れている状態の場合に送信され、ＮＳＲＡは上りリ
ンクの時間同期が取れていない状態の場合に送信される。
　なお、上りデータ付随Ｌ１／Ｌ２制御信号もＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩも、上りリンク
の時間同期が取れている状態で送信される信号である。ここでは、上りデータ送信が行わ
れていない場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩとＳＲＡが同時に送信される状態があること
を述べ、その課題と解決方法について述べる。
【０００７】
　上りのＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩは下りリンクに関連した信号である。上りデータ送信
が行われていない場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩの物理的なリソース割り当てについて
は、ある一つの時間-周波数領域を独占的に割り当てる方法、分離した狭帯域の複数の時
間-周波数領域を独占的に割り当てる方法がある（例えば、非特許文献１を参照）。
　以下、これらの領域のことを、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルと称する。
　つまり上りデータ送信が行われていない状態においては、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ及びＣＱＩ
は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信される。
　更に詳しく説明すると、（１）Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩの双方を送信する必要がある
場合には、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにてＡｃｋ／Ｎａｃｋ且つＣＱＩが送信され、
（２）Ａｃｋ／Ｎａｃｋを送信する必要があり、ＣＱＩを送信する必要がない場合には、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにてＡｃｋ／Ｎａｃｋが送信され、（３）Ａｃｋ／Ｎａｃ
ｋを送信する必要がなく、ＣＱＩを送信する必要がある場合には、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用
チャネルにてＣＱＩが送信される。（４）Ａｃｋ／Ｎａｃｋを送信する必要がなく、ＣＱ
Ｉを送信する必要がない場合であっても、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが割当てられる
ことも考えられる。その場合、当該チャネルにおいてＡｃｋ／Ｎａｃｋ及びＣＱＩの双方
が送信されない。
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　図２３は上りデータ送信を行っているとき、あるいは、行っていないときにＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ、ＣＱＩを割り当てた無線リソースを示す説明図である。図２３は、ある一つの時
間-周波数領域を独占的に割り当てる方法を示している。
　上りデータ送信が行われていない場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを、時間的にはサブ
フレーム単位もしくはそれ以上、周波数的には１リソースユニット単位もしくはそれ以上
の領域に割り当てる。一方、上りデータと、上りデータ付随Ｌ１／Ｌ２制御信号もしくは
上りデータ送信が行われている場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩはそれ以外の領域に割り
当てられる。
【０００８】
　上りデータ送信が行われていない場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、つまりＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ、ＣＱＩのみの信号をその信号専用として独占的な領域に割り当てる事によって、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ信号を送信する期間を大きくでき、従って広いカバレッジを得
ることができる。
　図２４はＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを割り当てた無線
リソースを示す説明図である。図２４は、分離した狭帯域の複数の時間－周波数領域（図
２４　Ａ、Ｂ）をＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ用に独占的に割り当てる方法を示している。
　上りデータ送信が行われていない場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを、時間的にはサブ
フレーム単位、周波数的にはサブキャリア単位でいくつかの分離した領域に割り当てる。
周波数領域をいくつかに分離（例えば、図２４Ａ、Ｂ）することによって、周波数ダイバ
ーシチゲインを得ることができる。
　どちらの方法においても、ひとつの領域には、ひとつまたは複数の移動端末のＡｃｋ／
Ｎａｃｋ、ＣＱＩを割り当てることができる。ひとつの領域に、ひとつまたは複数の移動
端末のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを多重する方法として、ＦＤＭ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）／ＴＤＭ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘ）／ＣＤＭ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）を用い
て各移動端末毎の直交性を確保することが検討されている。また、基地局でのＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ、ＣＱＩの受信品質を確保するために、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを繰り返し（ｒ
ｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）送信して電力を増加させることが検討されている。具体的には、１
送信時間区間（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　ＴＴＩ）内で
同じサブフレームを２回繰り返したり、サブフレーム内の複数のＬＢ（Ｌｏｎｇ　Ｂｌｏ
ｃｋ）にＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのビットを繰り返し埋め込んで送信する方法等がある
。
【０００９】
　同期ランダムアクセス（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＳＲ
Ａ）は上りリンクの時間同期が取れている状態（言い換えれば、移動端末がＡｃｔｉｖｅ
モード）の場合に送信される、上りデータ送信を始める前に送るスケジューリングリクエ
スト（ＳＲ）のための信号である。ＳＲＡの物理的なリソース割り当てについては、ある
一つの時間－周波数領域を独占的に割り当てる方法がある（非特許文献３：ＴＲ２５。８
１４Ｖ７。０。０）。図２５は、Ｓ－ＲＡＣＨに上りスケジューリング要求信号を割り当
てた無線リソースを示す説明図である。図２５は、ある一つの時間－周波数領域を独占的
に割り当てる方法を示している。
　時間的にはサブフレーム単位、周波数的には１リソースユニット単位もしくはそれ以上
の領域に割り当てる。以下、これらの領域のことをＳ―ＲＡＣＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕ
ｓ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ）と称する。一方、上りデータはそれ
以外の領域に割り当てられる。したがって、ＳＲＡとデータは時間と周波数のいずれか、
あるいは両方で多重される。
　移動端末がどの領域でＳＲＡを送信するかは、あらかじめ決められているか、もしくは
前もって基地局より通知される。一つの領域にはひとつまたは複数の移動端末のＳＲＡが
割り当てられる。複数の移動端末のＳＲＡの送信が同じ領域で発生した場合、各移動端末
からの信号が衝突してしまう。
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　各移動端末からのＳＲＡが衝突して基地局で受信できなかった場合、通常は、それぞれ
の移動端末が異なる時間間隔と異なる領域のいずれか、あるいは両方で再度送信を繰り返
す。また、衝突する確率を減らすため、ＦＤＭ／ＴＤＭ／ＣＤＭを用いて各移動端末の直
交性を確保する方法が検討されている。
【００１０】
　同期ランダムアクセスＳＲＡの物理的なリソース割当てとして、スケジュールドチャネ
ルを用いることも検討されている（非特許文献４）。
　スケジュールドチャネルとは、Ｓ－ＲＡＣＨのように複数の移動端末からの信号の衝突
（または競合という）を許すチャネルとは異なり、対象となる一つ一つの移動端末への割
当てがスケジュールドされたチャネルである。この場合、あらかじめ移動端末毎に割当て
られた領域が決まっているため、複数の移動端末からの信号の競合が無いため、移動端末
が送信したＳＲ信号としてセル内での移動端末のＩＤ番号（ＵＥ－ＩＤ）を送る必要がな
い。それゆえ、上りＳＲＡをスケジュールドチャネルで送った場合は、上りＳＲ信号の情
報量を少なくできる。
【００１１】
　上りデータ送信が行われていない場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩと同期ランダムアク
セス（ＳＲなどの）の同時送信をする場合の処理について説明する。
　上りＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩは、移動端末が下りデータを受信している場合に、その
受信状況に応じて基地局へ送信する信号である。一方ＳＲＡは、上りデータ送信を始める
前に基地局へ送るＳＲ等のための信号である。これらの信号の内容は独立であるため、同
時に送信される場合が生じる。
　図２６は、上りデータ送信が行われていない場合のＡｃｋ／ＮａｃｋとＳＲＡが同時に
送信される場合の一例を示している。
　移動端末が下りデータを連続受信している時に、上りデータ送信が発生する場合である
。移動端末は下りデータを連続で受信している。データはTTI単位毎に復調、デコードさ
れる。移動端末は受信した下りデータの受信状況に応じて、受信判定結果の結果情報（Ａ
ｃｋ／Ｎａｃｋ）を基地局に伝達する。移動端末は基地局からの送信データを正常に受信
すると、基地局に対してＡｃｋ信号を送信する。Ａｃｋを受信した基地局は、次に新しい
データを送信する。逆に、基地局から送信された送信データが正常に受信できなかったと
き、基地局に対してＮａｃｋ信号を送信する。Ｎａｃｋを受信した基地局は移動端末にて
正常に受信出来なかったデータを再送する。
【００１２】
　上りＡｃｋ／Ｎａｃｋの物理的リソースへの割り当ては上記説明のように、分離した狭
帯域の複数の時間－周波数領域を独占的に割り当てる。このため、上りＡｃｋ／Ｎａｃｋ
も連続して送信されることになる。一方、移動端末に上りデータが発生した場合、その上
りデータを送信する前に、基地局へスケジューリングリクエストＳＲを送信する。ＳＲの
物理的リソースの割り当ては上記説明のように、ある一つの時間－周波数領域を独占的に
割り当てる。したがって、図に示すように、ある時間に上りデータが発生した場合、短い
遅延時間の後にＳＲが発生する。
　移動端末が送信したＳＲ信号を基地局が受信できなかった場合、移動端末は再度ＳＲ信
号を送信する。以上から分るように、例えば移動端末が下りデータを連続受信している時
に、上りデータ送信が発生した場合、上りＡｃｋ／Ｎａｃｋと上りＳＲＡを同時に送信し
なければならない状況が生じる。また、たとえ、移動端末が下りデータを連続受信ではな
く不連続に受信している場合でも、その受信データに対する上りＡｃｋ／Ｎａｃｋを送信
している場合は、上りＳＲ信号の送信が同時に行われてしまう場合が生じることがわかる
。
【００１３】
　同様に、基地局へ送信するスケジューリングリクエストＳＲの物理的なリソース割当て
として、スケジュールドチャネルを割当てた場合も、上りＡｃｋ／Ｎａｃｋと上りＳＲＡ
を同時に送信しなければならない状況が生じることが考えられる。
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　非特許文献４ではスケジュールドチャネルとしてどのようなチャネルを用いるか、また
、物理的リソースとして時間－周波数領域をどのように割当てるかについて、何も記載さ
れていないため、例えば、スケジューリングリクエストＳＲ専用の１ｂｉｔの物理リソー
スを割当てたチャネルを考えたとしても、移動端末が下りデータを連続受信している時は
上りＡｃｋ／Ｎａｃｋを連続して送信せねばならず、この時に上りデータ送信が発生した
場合、上りＡｃｋ／Ｎａｃｋと上りＳＲＡを同時に送信しなければならない状況が生じて
しまうことがわかる。
【００１４】
　また、非特許文献４においては、本発明の明細書で示すような「発明の課題」及び「発
明の効果」についての示唆はない。
　非特許文献５には、上りスケジューリングリクエストを既に存在するＣＱＩ送信用のチ
ャネル（ＣＱＩＣＨ）、あるいは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ送信用のチャネル（ＡＣＨＣＨ）と
いった個別の上り制御チャネルにて送信することが記載されている。それにより、遅延（
Ｄｅｌａｙ）の少ない上りスケジューリングリクエストの送信手順を確立できるとしてい
る。
　しかし、非特許文献５においては、本発明の明細書で示すような「発明の課題」及び「
発明の効果」についての示唆はない。
【００１５】
　非特許文献５では、上りスケジューリングリクエストをＣＱＩ送信用チャネル（ＣＱＩ
ＣＨ）、あるいは、Ａｃｋ/Ｎａｃｋ送信用チャネル（ＡＣＨＣＨ）にて送信することの
みが記載されており、ＣＱＩＣＨとＡＣＨＣＨを物理的リソースとして時間-周波数領域
にどのように割当てるかについて、何も記載されていない。そのため、例えばＣＱＩ送信
用のチャネル（ＣＱＩＣＨ）にて上りスケジューリングリクエストを送信した場合を考え
たとしても、移動端末が下りデータを連続受信している時は、上りＡｃｋ/Ｎａｃｋを連
続して送信せねばならず、この時に上りデータ送信が発生した場合、上りＡｃｋ/Ｎａｃ
ｋ（ＡＣＨＣＨ）と上りスケジューリングリクエスト（ＣＱＩＣＨ）を同時に送信しなけ
ればならない状況が生じてしまうことがわかる。
　よって非特許文献５においては、本発明の明細書で示す「発明の課題」が解決されない
ことがわかる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書Ｒ１―０６２７４１
【非特許文献２】３ＧＰＰ寄書Ｒ１―０６２７４２
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＲ２５．８１４Ｖ７．０．０
【非特許文献４】３ＧＰＰ寄書Ｒ１―０６２７１９
【非特許文献５】３ＧＰＰ寄書Ｒ１―０６２５７１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　従来のＬＴＥの通信システムは以上のように構成されているので、上りのアクセス方式
にＳＣ―ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｅｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ＤＦＴ－ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭとも称される）
が用いられる。ＳＣ―ＦＤＭＡはシングルキャリア伝送であるため、ＯＦＤＭのように各
サブキャリア上にシンボルデータを乗せて送信するマルチキャリア伝送と比べて、ＰＡＰ
Ｒ（Ｐｅａｋ　ｔｏ　Ａｖｅｒａｇｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ　ピーク対平均電力比）
を低く抑えることができるという特徴を有している。したがって、移動端末の送信時の消
費電力を低くでき、また、規定された隣接チャネル漏洩電力を満たす送信電力を増大する
ことができるため、セルカバレッジが広がるという利点を有する。しかし、移動端末は、
状況によっては、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて上りＡｃｋ／ＮａｃｋやＣＱＩ
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を送信する処理と、Ｓ－ＲＡＣＨもしくはスケジュールドチャネル、あるいは、ＣＱＩＣ
Ｈ、ＡＣＨＣＨを用いて、上りスケジューリング要求信号（ＳＲ）を送信する処理とを同
時に実行しなければならない場合が生じる。この場合、それぞれの信号は無相関であるた
め、時間的に同時に送信されると、シングルキャリア伝送とはならずマルチキャリア伝送
となってしまう。無相関の信号が時間的に同時に送信される場合、送信信号の時間波形の
ピークが高くなるため、ＰＡＰＲが高くなってしまう。ＰＡＰＲが高くなると、移動端末
の消費電力が増大し、さらにはセルカバレッジが狭くなってしまう課題があった。さらに
は、ＰＡＰＲが高くなることにより、他の移動端末や通信システムへの妨害波となってし
まうという課題があった。
【００１８】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、一時的な物理チャネル
の増加による無線リソース負荷の増加を防止することができるとともに、ＰＡＰＲ（ピー
ク対平均電力比）を低減することができるデータ通信方法、通信システム及び移動端末を
得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この発明に係るデータ通信方法は、下りアクセス方式としてＯＦＤＭ方式を用いてデー
タの送信を行う基地局と、下りの通信品質を通知するための品質通知信号を前記基地局に
送信するとともに、送信データを前記基地局に送信する前に、無線リソースの割り当てを
要求するスケジューリング要求信号を前記基地局に送信する移動端末とを備えた通信シス
テムで実行されるデータ通信方法において、前記移動端末は、前記品質通知信号を前記基
地局に送信する品質通知処理と、前記スケジューリング要求信号を前記基地局に送信する
スケジューリング要求信号送信処理と、前記品質通知処理と前記スケジューリング要求信
号送信処理の処理タイミングが重なる場合、前記スケジューリング要求信号を送信してい
る期間、前記品質通知処理を停止させる制御処理とを実行するようにしたものである。
【発明の効果】
【００２０】
　このことによって、２種類の帯域に割り当てた２つの物理チャネル（Ａｃｋ／Ｎａｃｋ
専用チャネルとＳ－ＲＡＣＨ）のデータを同時に送信するマルチキャリア方式を使用せず
に済むため、一時的な物理チャネルの増加による通信システムの無線リソース負荷の増加
を防止することができるとともに、ＰＡＰＲ（ピーク対平均電力比）を低減することがで
きる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】ＬＴＥにおける移動通信システムの構成を示す説明図である。
【図２】ＬＴＥの通信システムで使用されるチャネルの構成を示す説明図である。
【図３】移動端末の構成を示すブロック図である。
【図４】基地局の構成を示すブロック図である。
【図５】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルと上りスケジューリング要求信号ＳＲ送信用のＳ
―ＲＡＣＨに割り当てる無線リソースを説明する説明図である。
【図６】上りスケジューリング要求信号を送信するまでの移動端末における処理を説明す
るフローチャートである。
【図７】上りスケジューリング要求信号送信から上りデータ送信開始までの一連の処理を
説明するフローチャートである。
【図８】上りスケジューリング要求信号送信から上りデータ送信開始までの一連の処理を
説明するフローチャートである。
【図９】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信するＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルのマッピン
グ例を説明した説明図である。
【図１０】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信するＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルのマッピ
ング例を説明した説明図である。
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【図１１】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルと上りスケジューリング要求信号ＳＲ送信用の
Ｓ―ＲＡＣＨに割り当てる無線リソースを説明する説明図である。
【図１２】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信するＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルのマッピ
ング例を説明した説明図である。
【図１３】上りスケジューリング要求信号を送信するまでの移動端末における処理を説明
するフローチャートである。
【図１４】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信する上りスケジューリング要求信号のマ
ッピング例を説明した説明図である。
【図１５】上りスケジューリング要求信号を送信する移動端末の処理と、受信した基地局
の処理とを説明するフローチャートである。
【図１６】上りスケジューリング要求信号を送信する移動端末の処理と、受信した基地局
の処理とを説明するフローチャートである。
【図１７】ＵＬ－ＳＣＨとＲＡＣＨの無線リソース割り当てを示す説明図である。
【図１８】上りスケジューリング要求信号を送信するまでの移動端末における処理を説明
するフローチャートである。
【図１９】Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブルとメッセージ、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、Ｓ
Ｒをマッピングした無線リソースを示す説明図である。
【図２０】Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブルとメッセージ、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、Ｓ
Ｒをマッピングした無線リソースを示す説明図である。
【図２１】Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブルとメッセージ、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、Ｓ
Ｒをマッピングした無線リソースを示す説明図である。
【図２２】上りＬ１／Ｌ２制御信号を説明する説明図である。
【図２３】上りデータ送信を行っているとき、あるいは行っていないときにＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋ、ＣＱＩを割り当てた無線リソースを示す説明図である。
【図２４】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを割り当てた無線
リソースを示す説明図である。
【図２５】Ｓ－ＲＡＣＨに上りスケジューリング要求信号を割り当てた無線リソースを示
す説明図である。
【図２６】上りデータ送信が行われていない場合のＡｃｋ／ＮａｃｋとＳＲＡが同時に送
信される場合の一例を示す説明図である。
【図２７】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信する上りスケジューリング要求信号のマ
ッピング例を説明した説明図である。
【図２８】第一の設定例の場合のシーケンス図である。
【図２９】第一の設定例の場合の移動端末内処理フロー図である。
【図３０】第一の設定例の場合の基地局内の処理フロー図である。
【図３１】第二の設定例の場合のシーケンス図である。
【図３２】第二の設定例の場合の移動端末内処理フロー図である。
【図３３】第二の設定例の場合の基地局内処理フロー図である。
【図３４】上りスケジューリング要求信号を送信する移動端末内の詳細構成図である。
【図３５】実施の形態７における上りデータ送信中のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの無線リソ
ース割当ての説明図である。
【図３６】上り、下り共にデータ通信が行なわれていない状態で、上り送信要求が発生し
た場合の具体的なシーケンス図である。
【図３７】移動局が基地局と同期していて、かつ、上りデータ送信がない状態から、送信
要求が発生する場合のフローチャートを示したフロー図である。
【図３８】基地局が通常のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷを複数設定していた場合におけ
る無線リソースの割当て方法、及び、移動端末ＵＥ１の無線リソース割当て経緯を示す説
明図である。
【図３９】基地局ｅＮｏｄｅＢによるＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷ設定を示すフローチ
ャートである。
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【図４０】基地局ｅＮｏｄｅＢ側がＢＷを選択する場合の判断方法を示すフローチャート
である。
【図４１】移動端末側でＢＷを選択する場合の判断方法を示すフローチャートである。
【図４２】１つのＵＥ群内の複数のＵＥにおける無線リソース割当ての説明図である。
【図４３】ＵＥ群毎にＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ領域を設定する場合の説明図である。
【図４４】上りスケジューリング要求信号の機能を兼ね備えたサウンディング用リファレ
ンス信号の生成方法の説明図である。
【図４５】移動端末と基地局間のシーケンス図である。
【図４６】移動端末がサウンディング用リファレンス信号を送る場合のサウンディング用
パイロットの割当ておよび移動端末固有のコードの割当て方法の説明図である。
【図４７】サウンディングパイロットの一部をスケジューリングリクエスト用のシンボル
としたパイロットパターンを示す説明図である。
【図４８】移動端末と基地局間のシーケンス図である。
【図４９】サウンディング用リファレンス信号の生成例の説明図である。
【図５０】移動端末と基地局間のシーケンス図である。
【図５１】サウンディング用リファレンス信号の生成例の説明図である。
【図５２】移動端末と基地局間のシーケンス図である。
【図５３】ある間隔でサウンディング用のリファレンス信号を送信している場合の説明図
である。
【図５４】ある間隔で送信しているサウンディング用のリファレンス信号の中に上りスケ
ジューリング要求信号を兼ねたものである場合の説明図である。
【図５５】Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル領域のある場合の時間-周波数リソースの説明
図である。
【図５６】サウンディング用ＲＳの領域をシステム全帯域に割当てた場合の時間-周波数
リソースの説明図である。
【図５７】時間-周波数リソースの説明図である。
【図５８】時間-周波数リソースの説明図である。
【図５９】サウンディングＲＳ用領域において上りスケジューリング要求信号を送信する
場合の移動端末での送信シンボルマッピングの説明図である。
【図６０】スケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号の説明図である。
【図６１】スケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号の説明図である。
【図６２】移動端末と基地局間のシーケンス図である。
【図６３】上りスケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号の説明図であ
る。
【図６４】移動端末と基地局間のシーケンス図である。
【図６５】上りスケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号の説明図であ
る。
【図６６】移動端末と基地局間のシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について
、添付の図面に従って説明する。
実施の形態１．
　図１はＬＴＥにおける移動通信システムの構成を示す説明図である。図１において、ａ
ＧＷ１は複数の基地局（ｅＮｏｄｅＢ）２と制御データやユーザデータの送受信を行い、
基地局２は複数の移動端末３に対してデータの送受信を行う。基地局２と移動端末３間に
おいては、報知情報、着呼処理に用いられる情報、個別制御データ、個別ユーザデータ、
Ｅ－ＭＢＭＳ用の制御データやユーザデータ等が送信される。また、基地局２同士がお互
いに通信することも検討されている。
　基地局２は上り及び下りのスケジューラを有する。スケジューラは、基地局２と各移動
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端末３のデータの送受信を可能にし、個々の移動端末３及び移動通信システム全体のスル
ープット向上のためにスケジューリングを行う。
【００２３】
　Ｅ－ＭＢＭＳはある基地局から複数の移動端末に向けてデータを一斉に送信する放送型
の一対多（Ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　ＰｔｏＭ）型の通信サービスを提
供するものである。具体的には、ニュースや天気予報等の情報サービスや、モバイルＴＶ
などの大容量の放送サービスが検討されている。
　ａＧＷ１はＰＤＮ４（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介してサービスセ
ンタ５と通信を行う。
　サービスセンタ５はユーザにサービスを提供するためのコンテンツを保管、配信するた
めの装置である。コンテンツプロバイダは、サービスセンタ５に対してモバイルＴＶ放送
データ等のＥ－ＭＢＭＳデータを送信する。サービスセンタ５ではＥ－ＭＢＭＳデータを
記憶するとともに、ＰＤＮ４、ａＧＷ１を介して基地局２へＥ－ＭＢＭＳデータを送信す
る。
【００２４】
　図２はチャネルの構成を示す説明図である。図２には、論理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ
　ｃｈａｎｎｅｌ）とトランスポートチャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）
のマッピングが示されている。論理チャネルは伝送信号の機能や論理的な特性によって分
類される。トランスポートチャネルは伝送形態によって分類される。報知情報はＢＣＣＨ
（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）上にのせられる。ＢＣＣＨは
ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされ基地局から移動端末へ
送信される。
　着呼処理に用いられる情報はＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）上に乗せられる。ＰＣＣＨはＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピング
され基地局からセル内の移動端末へ送信される。個別の移動端末宛ての個別制御データは
ＤＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）上に乗せられる。
【００２５】
　また、個別の移動端末宛ての個別ユーザデータはＤＴＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｔｒ
ａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）上に乗せられる。ＤＣＣＨとＤＴＣＨはＤＬ－ＳＣＨ（Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされて、基地局から個々
の移動端末に宛てて個別に送信される。逆に、ＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて個々の移動端末から基地局へ個別に送信される。
　ＤＬ－ＳＣＨ及びＵＬ-ＳＣＨは共有チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）であ
る。
　Ｅ－ＭＢＭＳ用の制御データ及びユーザデータはそれぞれＭＣＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓ
ｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｔｒａｆｆｉ
ｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）上に乗せられ、ＤＬ－ＳＣＨもしくはＭＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされて基地局から移動端末へ送信される。
　移動端末からの接続要求信号、例えばスケジューリング要求信号ＳＲはランダムアクセ
スチャネル（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＲＡＣＨ）により個々の移
動端末から基地局へ送信される。Ｓ－ＲＡＣＨはＲＡＣＨの一つである。
【００２６】
　図３は移動端末の構成を示すブロック図である。移動端末３の送信処理は以下のとおり
実行される。
　まず、プロトコル処理部６からの制御データ、アプリケーション部７からのユーザデー
タが送信データバッファ部８へ保存される。
　送信データバッファ部８に保存されたデータはエンコーダ部９へ渡され、誤り訂正など
のエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに送信データバッファ部８から変
調部１０へ直接出力されるデータが存在しても良い。
　エンコーダ部９でエンコード処理されたデータは変調部１０にて変調処理が行われる。
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変調されたデータはベースバンド信号に変換された後、周波数変換部１１へ出力され、無
線送信周波数に変換される。その後、アンテナ１２から基地局２に送信信号が送信される
。
【００２７】
　また、移動端末３の受信処理は以下のとおり実行される。基地局２からの無線信号がア
ンテナ１２により受信される。受信信号は、周波数変換部１１にて無線受信周波数からベ
ースバンド信号に変換され、復調部１３において復調処理が行われる。復調後のデータは
デコーダ部１４へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデー
タのうち、制御データはプロトコル処理部６へ渡され、ユーザデータはアプリケーション
部７へ渡される。移動端末の一連の送受信処理は制御部１５によって制御される。
【００２８】
　図４は基地局の構成を示すブロック図である。基地局２の送信処理は以下のとおり実行
される。
　ａＧＷ通信部１６は、基地局２とａＧＷ１間のデータの送受信を行う。他基地局通信部
１７は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。
　ａＧＷ通信部１６と他基地局通信部１７はそれぞれプロトコル処理部１８と情報の受け
渡しを行う。プロトコル処理部１８からの制御データ、またａＧＷ通信部１６と他基地局
通信部１７からのユーザデータが送信データバッファ部１９へ保存される。
　送信データバッファ部１９に保存されたデータはエンコーダ部２０へ渡され、誤り訂正
などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに送信データバッファ部１９
から変調部２１へ直接出力されるデータが存在しても良い。エンコードされたデータは変
調部２１にて変調処理が行われる。
【００２９】
　変調されたデータはベースバンド信号に変換された後、周波数変換部２２へ出力され、
無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ２３より一つもしくは複数の移動端末１
に対して送信信号が送信される。
　また、基地局２の受信処理は以下のとおり実行される。
　一つもしくは複数の移動端末３からの無線信号がアンテナ２３により受信される。受信
信号は周波数変換部２２にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部２
４で復調処理が行われる。復調されたデータはデコーダ部２５へ渡され、誤り訂正などの
デコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部
１８へ渡され、ユーザデータはａＧＷ通信部１６、他基地局通信部１７へ渡される。基地
局２の一連の送受信処理は制御部２６によって制御される。
【００３０】
　以下、本発明にかかる移動端末の動作について説明する。
　移動端末が、上りデータ送信を行なっておらず、かつ、下りデータを受信している場合
、移動端末は下りデータの受信結果（正常に受信した／していない）を示すＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋ信号をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて基地局へ送信する。
　また、移動端末は、下りデータの受信結果を示すＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号と基地局の下り
スケジューリングのために下り通信路品質（ＣＱＩ）信号をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネ
ルを用いて基地局へ送信する。
　また、下りデータ受信の有無に関わらず、基地局の下りスケジューリングのため、ある
いは、基地局と移動端末間の同期を保つためにＣＱＩ信号をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネ
ルを用いて基地局へ送信する。
【００３１】
　上記のような、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／またはＣＱＩ信号を送信している状態にお
いて、上りデータの送信を開始する場合、移動端末は基地局に向けて、上記Ａｃｋ／Ｎａ
ｃｋかつ／またはＣＱＩとは別に上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信する必要があ
る。本実施の形態では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルと異なる物理チャネル（Ｓ－ＲＡ
ＣＨ）を用いて、上りスケジューリング要求信号ＳＲを基地局に送信する場合に、より広
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いカバレッジと低いＰＡＰＲを実現するＳＣ―ＦＤＭＡ方式で送信を行う方法について説
明する。
【００３２】
　この実施の形態１では、移動端末が、上りデータ送信を行わずに、下りデータを受信し
ながら、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／またはＣＱＩ信号を上りのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チ
ャネルにて送信している状態において、上りデータの送信を開始したい場合、上りデータ
送信用チャネルを設定するための上りスケジューリング要求信号ＳＲを、Ａｃｋ／Ｎａｃ
ｋ専用チャネルと別の周波数帯域を割り当てた物理チャネル（本実施の形態１ではＳ―Ｒ
ＡＣＨを利用）にて送信する。
　この時、二種類の帯域に割り当てた二つの物理チャネルのデータを同時に送信するマル
チキャリア方式を使わず、移動端末が上りデータ送信を開始した時に一時的に基地局とや
りとりされるＳＲ（ｐｒｅａｍｂｌｅ／ｍｅｓｓａｇｅ）を送信している間は、Ａｃｋ／
Ｎａｃｋ専用チャネルでのＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／またはＣＱＩ信号を送信しない（
ＤＴＸ　Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）ようにする。
　これにより、一つの移動端末の一時的な物理チャネル増によるシステムの無線リソース
負荷の増加を防ぐと共に、低いＰＡＰＲを保証するシングルキャリア方式での送信を実現
できる。
【００３３】
　図５はＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルと上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信用の
Ｓ―ＲＡＣＨに割り当てる無線リソースを説明する説明図である。図６は、上りスケジュ
ーリング要求信号を送信するまでの移動端末における処理を説明するフローチャートであ
る。
　図７、図８は上りスケジューリング要求信号送信から上りデータ送信開始までの一連の
処理を説明するフローチャートである。図５において、移動端末ＵＥ１は、ユーザデータ
などの上りデータ送信を行わず、下りデータのみを受信すると同時に、この受信データに
対するＡｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩをＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて送
信しているものとする。
　図３に示す移動端末の変調部１０はＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号に対して移動端末毎のＣＤＭ
多重処理（ＦＤＭ多重処理、ＴＤＭ多重処理でも良い）を行い、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チ
ャネルを用いて送信している。このため、移動端末ＵＥ１は時間的に連続してＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ専用チャネルでＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号を送信する場合が考えられる。
【００３４】
　ここで、図６のＳＴ６０１における上りデータ送信要求が発生すると（ＳＴ６０１でＹ
ｅｓ）、ＳＴ６０２において、下りデータ（ＤＬデータ）の受信状況を確認する。
　この実施の形態１では、下りデータを受信しているため、ＳＴ６０４へ進み、Ｓ―ＲＡ
ＣＨにて上りスケジューリング要求信号ＳＲ（ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｏｒ／ａｎｄ　ｍｅｓ
ｓａｇｅ）を送信するタイミングを決定する。仮に、下りデータを受信しておらず、基地
局と同期が取れてない場合は（ＳＴ６０２でＮｏ）、ＳＴ６０３において、Ｎｏｎ―Ｓ―
ＲＡＣＨと呼ばれる物理チャネルを用いて、上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信す
るアルゴリズムを実行する。
　ＳＴ６０４で上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信タイミングを決定すると、ＳＴ
６０５において、移動端末ＵＥ１は、Ｓ―ＲＡＣＨを用いて上りスケジューリング要求信
号ＳＲを送信すると同時に、同じタイミングで送信する予定だった、上りＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋ専用チャネルの所定のＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボル（あるいはＬＢ）、あるいは、ＣＱＩ
シンボル（あるいはＬＢ）の送信を、上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信している
間、停止する（シンボルＤＴＸ、あるいはＬＢのＤＴＸ）。このＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボ
ルの送信停止（ＤＴＸ）は、制御部１５による制御の下、変調部１０で行なわれる。
【００３５】
　図５は上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信する物理チャネルであるＳ―ＲＡＣＨ
と、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの無線リソースの割り当て例を示している。
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　図５において、無線リソースは、複数の時間－周波数領域に分割される。時間－周波数
領域において、時間軸はサブフレーム（＝０。５ｍｓ）単位で区切られ、周波数軸は、物
理チャネルの送信データ量に応じて異なる帯域で区切られる。
【００３６】
　この実施の形態１での無線リソース割り当てでは、Ｓ―ＲＡＣＨと上りデータ送信用チ
ャネルで同じ大きさの時間－周波数の単位領域を用い、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルは
、それよりも狭い周波数帯域（時間区分は同じ）の単位領域を用いている。Ａｃｋ／Ｎａ
ｃｋ専用チャネルにおける１サブキャリアの、サブフレーム１は、６つのロングブロック
（Ｌｏｎｇ　Ｂｌｏｃｋ、ＬＢ１－ＬＢ６）と２つのショートブロック（Ｓｈｏｒｔ　Ｂ
ｌｏｃｋ、ＳＢ、スモールブロック）とから構成される。
　ショートブロックＳＢには物理チャネル同期用シンボル（復調用のシンボル）が含めら
れる。移動端末ＵＥ１は、図５のように割り当てられたＳ―ＲＡＣＨの時間-周波数領域
を用いて、上りスケジューリング要求信号ＳＲを１サブフレームの長さで送信している間
、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに割り当てられていたロングブロックＬＢ１～ＬＢ６と
２つのショートブロックＳＢのシンボルデータの変調及び送信を停止する（ＤＴＸする）
。
【００３７】
　しかし、次のサブフレーム２においては、Ｓ―ＲＡＣＨによる上りスケジューリング要
求信号ＳＲの送信はなく、ユーザデータなどの上りデータの送信もないため、Ａｃｋ／Ｎ
ａｃｋ専用チャネルにより、サブフレーム２用のシンボルデータ（ＬＢ２－１～ＬＢ２－
６）が送信される。さらに、その次のサブフレーム（ＴＴＩ　Ｎｏ。２のサブフレーム1
）では、別の移動端末ＵＥの上りスケジューリング要求信号ＳＲが発生し、移動端末ＵＥ
１とは別の周波数帯域に存在する時間-周波数領域に、このＳＲ用のＳ―ＲＡＣＨが割り
当てられる。
　この場合、他の移動端末ＵＥのＳ―ＲＡＣＨが送信され、このサブフレーム期間中の、
Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの移動端末ＵＥ１からのＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルデータ
かつ／またはＣＱＩシンボルデータは送信される。Ｓ―ＲＡＣＨを用いた上りスケジュー
リング要求信号ＳＲの送信から上りデータ送信までのシーケンスを示したものが、図７、
図８である。
【００３８】
　図７では、上りスケジューリング要求信号ＳＲ（ｐｒｅａｍｂｌｅ　ａｎｄ　ｍｅｓｓ
ａｇｅ）を１回で送信する（ＳＴ７０１）場合のフローチャートを示している。
　図８では、上りスケジューリング要求信号ＳＲをプレアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）と
メッセージ（ｍｅｓｓａｇｅ）を時系列に２回に分けて送信する（ＳＴ８０１、８０３）
場合のフローチャートを示している。
　図７においては、移動端末は、プレアンブルとメッセージで上りスケジューリング要求
を基地局に通知した後、基地局から、下りＬ１/Ｌ２制御信号による、上りデータ送信用
の無線リソース割り当てやタイミングに関する情報「上りデータリソース割当て（Ｕｐｌ
ｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）」を受信する。
　図８においては、移動端末はプレアンブルの送信後に「スケジューリングリクエストリ
ソース割当て（ＳＲ　Ｒｅｓｏｕｒｅｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）」を受信し、それに
より割当てられたリソースによりスケジューリングリクエストのメッセージ部分を基地局
に通知した後、基地局から、下りＬ１/Ｌ２制御信号による、上りデータ送信用の無線リ
ソース割り当てやタイミングに関する情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）を受信する。
【００３９】
　そして、移動端末は、ＵＬ―ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）
を用いて上りデータ送信を開始する。この実施の形態１では、上りスケジューリング要求
信号ＳＲの送信に１サブフレーム期間を割り当てる例を説明した。しかし、図７のように
、長い送信期間でプレアンブルとメッセージを１度で送る場合と、図８のように短い送信
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期間で、２度に分けて送る場合があるため、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信区
間の長さや頻度により、Ａｃｋ／Ｎａｃｋを送信できない区間の長さや、発生頻度が変わ
ることはあり得る。
　また、図５に示したサブフレーム内のロングブロックとショートブロックの構成は、あ
くまで１つの例であり、サブフレームの構成が変わっても、この発明の考え方を適用でき
る。
【００４０】
　ここで、上りスケジューリング要求信号ＳＲのプレアンブルとメッセージについて説明
する。プレアンブルとは、例えば、端末を識別するための固有の識別情報である「ランダ
ムＩＤ（ｒａｎｄｏｍ　ＩＤ（ＵＥ　ＩＤ））」が割り当てられると考えられる。また、
メッセージとは、先の「ＵＥ　ＩＤ」のほか、上り送信データ量（ＵＥ内のバッファ状態
）や上り送信データのＱｏＳ、端末の送信パワーマージンも考えられる。
【００４１】
　従来の通信方式（ＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ）においては、上りにおけるシンボル
の送信停止（ＤＴＸ）は、移動端末の消費電力の低減や、移動端末の最高送信電力を基地
局から指定された電力範囲内に抑え、システム全体の送信電力を一定内に抑える効果があ
ったのに対し、本発明におけるシンボル送信停止（ＤＴＸ）方法を利用すれば、従来の通
信方式でのＤＴＸとは異なり、上りにおいて、移動端末内のＰＡＰＲを低く抑えることが
できるのみならず、シングルキャリア伝送が可能であるため、マルチキャリア伝送方式と
比べ、移動端末と基地局の双方において、変復調処理の実装規模を小さく出来、システム
全体の処理負荷を低減できるという効果を有している。
【００４２】
　以上のように、実施の形態１を用いることにより、上りデータ送信を行っていない場合
であって、下りデータを受信している場合に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋとともに上りスケジュー
リング要求信号ＳＲを送信する必要が生じた移動端末が移動端末内のＰＡＰＲを増加させ
ることなく、同時にそれらの送信を行うことが出来るという効果を得ることが出来る。
【００４３】
　一方、下りデータを受信していない場合にも、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが移動端
末に割当てられるような移動体通信システムの場合が考えられる。
　具体的には、下りデータが存在しない場合にも将来の下りスケジューリングのために、
あるいは、基地局と移動端末間の同期を保つために、移動端末から下り通信路の品質の測
定結果（ＣＱＩ）を通知する場合が考えられる。そのような場合においても、Ａｃｋ／Ｎ
ａｃｋ専用チャネルを用いたＣＱＩの送信と上りスケジューリング要求信号ＳＲが同時に
発生する場合が考えられる。そのような移動体通信システムにおいては、ＳＴ６０２の判
断では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの割当てがあるか否かで判断する方が良い。更に
付け加えると、下りデータを受信していない場合にＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが移動
端末に割当てられないような移動体通信システムであっても、この判断を用いることが可
能である。
【００４４】
実施の形態２．
　上記実施の形態１では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いてＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号
かつ／またはＣＱＩ信号を送信しているときに、Ｓ－ＲＡＣＨを用いて上りスケジューリ
ング要求信号ＳＲを送信する場合、移動端末は、上りスケジューリング要求信号ＳＲを送
信している間、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／またはＣＱＩ信号の送信を停止していた。
　上りスケジューリング要求信号を送信している間、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／または
ＣＱＩ信号の送信を停止することにより、２種類の帯域に割り当てた２つの物理チャネル
（Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルとＳ－ＲＡＣＨ）のデータを同時に送信するマルチキャ
リア方式を使用せずに済むので、一時的な物理チャネルの増加による通信システムの無線
リソース負荷の増加を防ぐとともに、低いＰＡＰＲを保証するシングルキャリア方式での
送信を実現していた。
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　以下説明する実施の形態２では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋシンボル送信停止（ＤＴＸ）を行っ
た場合に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル上のシンボルの通信性能に悪影響を出にくくす
るための、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルでのマッピング方法について説明する。
【００４５】
　実施の形態１においては、図５２を用いて、Ｓ－ＲＡＣＨを用いた上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲの送信から上りデータ送信までの処理を説明した。つまり、上りスケジュ
ーリング要求信号ＳＲ（ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｏｒ／ａｎｄ　ｍｅｓｓａｇｅ）の送信には
、図７のようにプレアンブルとメッセージをまとめて１度に送るため、長い送信期間が必
要となるものと、図８のように、プレアンブルとメッセージをそれぞれ分けて送るため、
それぞれの送信期間が短くなるものがある。
　上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信期間が長くなる場合は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋか
つ／またはＣＱＩを送信できない（ＡＣＫ／ＮＡＣＫシンボルかつ／またはＣＱＩシンボ
ルのＤＴＸ）期間が長くなり、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信期間が短くなる
場合は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩを送信できない期間は短くなる。それぞれ
の場合において、上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信している期間のＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋシンボル情報かつ／またはＣＱＩシンボル情報の送信誤りによる通信品質の低下を防
ぐための方法について、以下に説明する。
【００４６】
　まず、図７の処理の場合について説明する。図７に示す上りスケジューリング要求信号
ＳＲの送信は、プレアンブルとメッセージをまとめて一度に送信するので、Ａｃｋ／Ｎａ
ｃｋかつ／またはＣＱＩを送信できない期間が長くなり、図５のように、１サブフレーム
程度の期間になるとする。この期間中に発生し得るＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボル情報かつ／
またはＣＱＩシンボル情報の送信誤りによる通信品質の低下を防ぐため、この実施の形態
２では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送るシンボルのパターンを、１サブフレーム長
のパターンを２回繰り返し、１送信時間区間（ＴＴＩ）単位で更新されるようにマッピン
グすることとした。
　また、通信品質を確保するため、１サブフレーム長のシンボルパターンでは、重要な情
報（上位ビット）を優先して繰り返し数を多くするようなシンボルの組み合わせにする。
Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信するシンボル情報の具体的なマッピング例を説明し
たものが、図９と図１０である。
【００４７】
　図９はＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信するＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルのマッピン
グ例を説明した説明図である。図９はこれまでに、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で提案されてきたＡｃｋ／Ｎａｃｋ専
用チャネルへのシンボルマッピング例を示したものである（例えば、非特許文献２を参照
）。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋシンボルのみの場合（図９（ａ））、ＣＱＩシンボルのみの場合（図
９（ｂ））、ＣＱＩシンボルとＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルをそれぞれ多重してロングブロ
ックＬＢにマッピングした場合（図９（ｃ））について、それぞれ、送信時間区間長（Ｔ
ＴＩ）でシンボルマッピング構成が示されている。
【００４８】
　この実施の形態２で提案するシンボルパターンは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱ
Ｉが長期間（＝１サブフレーム）送信できない場合においても、１ＴＴＩ内で、１サブフ
レーム長のシンボルパターンを２回繰り返すことにより、Ａｃｋ／Ｎａｃｋかつ／または
ＣＱＩの送信誤りを防ぎ、通信品質を向上させることを目的としている。
　図９に記載のシンボルパターンは、ＣＱＩシンボルの場合、１サブフレームＡがＣＱＩ
１、ＣＱＩ２、ＣＱＩ３、ＣＱＩ４、ＣＱＩ５、ＣＱＩ１とマッピングされているのに対
し、１サブフレームＢでは、ＣＱＩ２、ＣＱＩ３、ＣＱＩ４、ＣＱＩ１、ＣＱＩ２、ＣＱ
Ｉ１とマッピングされており、同一のシンボルパターンで配列されていない。
　よって、例えば１サブフレームＡがＤＴＸされた場合は、１ＴＴＩ中でＣＱＩ５は一度
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（１つのＬＢ）も送信されないことになる。ＣＱＩとＡｃｋ／Ｎａｃｋが時系列に多重さ
れるシンボルパターンもまた、１サブフレームＡと１サブフレームＢで同一のシンボルパ
ターンで配列されていない。
【００４９】
　本発明で提案するＣＱＩシンボルのマッピング案とＣＱＩとＡｃｋ／Ｎａｃｋの多重マ
ッピング案をしめしたものが、図１０である。
　まず、図１０（ａ）のＣＱＩシンボルマッピング例では、１ＴＴＩ内の１サブフレーム
目（１　ｓｕｂ－ｆｒａｍｅ　Ａ）と２サブフレーム目（１　ｓｕｂ－ｆｒａｍｅ　Ｂ）
で同じシンボルマッピングパターンを繰り返す構成になっている。また、サブフレーム長
のシンボルマッピングは、優先順位の高いシンボル（ＣＱＩの上位の桁を示すシンボル：
本例ではＣＱＩ１）を数多く繰り返すようにしている。
　さらに、図１０（ｂ）のＣＱＩとＡｃｋ／Ｎａｃｋの多重マッピング例でも、１ＴＴＩ
内の１サブフレーム目（１　ｓｕｂ－ｆｒａｍｅ　Ａ）と２サブフレーム目（１　ｓｕｂ
－ｆｒａｍｅ　Ｂ）で同じシンボルマッピングパターンを繰り返し、サブフレーム長のシ
ンボルマッピングは、優先順位の高いシンボル（Ａｃｋ／Ｎａｃｋなど）を、ショートブ
ロックＳＢの周辺に配置するようにしている。
【００５０】
　この実施の形態２においては、優先順位の高いシンボルとして、Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣ
ＱＩの上位ビット（ＣＱＩ１が最上位ビット）を考えている。Ａｃｋ／Ｎａｃｋは下りデ
ータの受信結果であり、このビットが基地局側でうまく受信できないと、該当するパケッ
トデータの再送が発生してしまうという問題が起こるため、シンボル配置において優先順
位を高くする必要がある。下りデータの受信状態を示すＣＱＩビットも、上位のビットは
、送信誤り等に対応できるよう、優先的に配置する必要がある。
【００５１】
　このように、上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信している間、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ
情報が送信されないリスクや、シンボルの重要度を考慮したシンボルマッピング方法での
マッピングパターンは、この実施の形態２に説明した図１０のパターンに限る必要はない
。
　シンボルマッピングについては、図１０に示す通りでなくても、この実施の形態２を実
現することが出来る。よって、シンボルマッピングについての考え方について以下に述べ
る。
　（１）優先順位の高いシンボルを数多く繰り返す。（２）優先順位の高いシンボルを、
ショートブロックＳＢの周辺に配置するようにしている。
　通常、Ａｃｋ／ＮａｃｋやＣＱＩの上位ビット（ＣＱＩ１が最上位ビット）は優先順位
が高いシンボルである。
【００５２】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋは下りデータの受信結果であり、このシンボルが基地局側でうまく受
信できないと、該当するパケットデータの再送が発生し、結果として下りデータのスルー
プットが落ちてしまうという問題が起こるため、シンボル配置において優先順位を高くす
る必要がある。
　下りデータの受信状態を示すＣＱＩビットも、上位のビットは、送信誤りが発生した場
合、移動端末で測定した下り通信路品質と基地局が受信した下り通信路品質の誤差が大き
くなり、基地局による適切なスケジューリンが不可能となり、結果として移動体通信シス
テム全体の下りスループットの低下につながる。そのため、下りデータの受信状態を示す
ＣＱＩビットも、上位のビットは、シンボル配置において優先順位を高くする必要がある
。
【００５３】
　Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩの優先順位は、それぞれの信号の所望の誤り率に従う。
　繰り返し（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）数を多くすることは、基地局での受信電力を増加さ
せることが出来るので、繰り返し（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）数が多いシンボル程誤りにく
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くなる。
　ショートブロックは、受信復調の際に位相補償として用いることが考えられているので
、ショートブロックと該当シンボルとの送信時間差が少ない程、正確に位相補償されるの
で、ショートブロックの周辺に配置されたシンボル程誤りにくくなる。
　また、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ情報（Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ）のシンボルマッピングは、
あらかじめ決められたいくつかのパターンが存在し、その中から移動局が選択してもよい
し、基地局からパターンを指定されてもよいし、また、動的に割り当てられてもよい。上
記説明のように、Ｓ－ＲＡＣＨを用いた上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信により
、一時的にＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルによるＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルかつ／または
ＣＱＩシンボルを長期間（＝１サブフレーム）送信できない場合に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専
用チャネルの情報シンボルの送信誤りを防ぎ、高い通信品質を維持することができる。
【００５４】
　次に、図８のシーケンスのように、１回の上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信期
間が十分短い場合について説明する。
　図６のＳＴ６０５において、図８で示すフローチャートのように、上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲを送信する際に、プレアンブルとメッセージを分けて送信したり、プレア
ンブルと小サイズのメッセージを一緒に送信する場合、上りスケジューリング要求信号Ｓ
Ｒの送信に要する期間は短くなる。したがって、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送
信中に送信が停止されるＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおけるＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボ
ルかつ／またはＣＱＩシンボルの送信停止期間も短くなる。
　このような場合において、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信に用いるＳ－ＲＡ
ＣＨと、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが、時間－周波数でどのように割り当てられてい
るかの１例を示したものが、図１１である。
【００５５】
　図８のシーケンス図における上りスケジューリング要求信号ＳＲの情報量は十分に短い
ため、図１１において、移動端末ＵＥ１のＳ－ＲＡＣＨが時間―周波数に割り当てられる
領域は、１つの時間－周波数単位領域の中の、先頭のデータシンボルブロック分だけとな
っている。これと同タイミングで送信されるＡｃｋ／ＮａｃｋシンボルあるいはＣＱＩシ
ンボルは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルのロングブロックＬＢ１のシンボルである。移
動端末ＵＥ１のＳ－ＲＡＣＨによる上りスケジューリング要求信号ＳＲが送信されている
間、ロングブロックＬＢ１のブロックのＡｃｋ／Ｎａｃｋ情報シンボルあるいはＣＱＩシ
ンボルは送信されない。
【００５６】
　図１２は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信するＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボル、ＣＱ
Ｉシンボルのマッピング例を説明した説明図である。
　図１０と異なり、図１２では、１ＴＴＩ内の１サブフレーム目（１　ｓｕｂ－ｆｒａｍ
ｅ　Ａ）と２サブフレーム目（１　ｓｕｂ－ｆｒａｍｅ　Ｂ）で異なるシンボルをマッピ
ングし、ＴＴＩ内で、優先順位の高いＡｃｋ／Ｎａｃｋまたは上位のＣＱＩビットを数多
く配置するようにしている。
　図１２（ａ）に示すように、ＣＱＩシンボルのみの場合、上りスケジューリング要求信
号ＳＲの送信が発生した場合、送信されなくなる可能性のあるロングブロックＬＢの位置
に（例えばＬＢ１）、優先度の高いシンボルＣＱＩ１を割り当てるとともに、次のロング
ブロックＬＢ２にも同じＣＱＩ１を割当てている。
　これにより、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信が発生した場合であっても、最
も重要なシンボルＣＱＩ１を２つ目のロングブロックＬＢ２で送信することができ、かつ
、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信が発生しない場合でも、最も重要なシンボル
ＣＱＩ１を４回送信することにより、通信誤り時の品質劣化を防ぐことができる。
【００５７】
　また、図１２（ｂ）に示すように、ＣＱＩシンボルとＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルを多重
してマッピングする場合、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信が発生した場合、送
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信されなくなる可能性のあるＬＢの位置に（ＬＢ１）、優先順位の低いシンボルＣＱＩ５
を割り当てることにより、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信が発生して、ＣＱＩ
５シンボルが送信できなかった場合でも、他の優先順位の高いシンボルは繰り返し数を減
ずることなく送ることが可能であるので、通信品質を維持することができる。
【００５８】
　なお、シンボルの重要度に応じたシンボルマッピング方法でのマッピングパターンは、
この実施の形態２に説明したパターンに限る必要はない。シンボルマッピングの考え方は
、既に説明したため省略する。また、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ情報（Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ
）のシンボルマッピングは、あらかじめ決められたいくつかのパターンから移動端末ない
し基地局が選択してもよいし、動的に割り当てられてもよい。
【００５９】
　また、図１１にあるように、移動端末ＵＥ１のＳ－ＲＡＣＨが時間－周波数に割り当て
られる領域が、一部の時間のデータシンボルブロック分だけとなっている場合として、図
８のフローチャートのようにＳ-ＲＡＣＨで送信する情報が十分小さい場合のみならず、
図７のフローチャートのように、上りスケジューリング要求信号ＳＲの情報量が多い場合
も考えられる。
　この場合は、Ｓ－ＲＡＣＨを周波数方向に帯域を広げた時間―周波数領域に割り当てて
送信することにより、少ない時間で送ることができる。具体的には、図１１の割り当て時
と比べ、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信に、周波数方向に広い時間―周波数領
域を割り当てる、もしくは、周波数方向に連続した、複数の時間-周波数単位領域を割り
当てることになる。
【００６０】
　実施の形態１及び実施の形態２では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいて移動端末
毎にＡｃｋ／Ｎａｃｋ情報がＣＤＭ多重されていることを前提としたが、複数の移動端末
のＡｃｋ／Ｎａｃｋ情報をＴＤＭ多重やＦＤＭ多重する方法もあり、そのような場合にお
いても、上記実施の形態１で説明した発明を適用することは可能である。
　以上のようにすれば、Ｓ－ＲＡＣＨにて上り送信要求信号ＳＲのシンボルを割り当てた
時間―周波数領域と同じタイミングに割り当てた上りＡｃｋ／Ｎａｃｋシンボルかつ／ま
たはＣＱＩシンボルが、上りスケジューリング要求信号ＳＲ送信期間中、変調・送信でき
ない場合（ＤＴＸ）においても、無線リソースを効果的に利用し、かつ、上りの通信品質
を維持、あるいは、劣化を最小限に抑えることが出来るという効果を得ることができる。
【００６１】
実施の形態３．
　上記実施の形態１では、Ｓ－ＲＡＣＨを用いて上りスケジューリング要求信号を送信し
ている間、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いたＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／またはＣ
ＱＩ信号の送信を停止することにより、２種類の帯域に割り当てた２つの物理チャネル（
Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルとＳ－ＲＡＣＨ）のデータを同時に送信するマルチキャリ
ア方式を使用しないことにより、一時的な物理チャネルの増加による通信システムの無線
リソース負荷の増加を防ぐとともに、低いＰＡＰＲを保証するシングルキャリア方式での
送信を実現していた。
　以下、この実施の形態３では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩと上りスケジュー
リング要求信号ＳＲを同じ物理チャネルを用いて送信することにより、より広いカバレッ
ジと低いＰＡＰＲ（ピーク対平均電力比）を実現するＳＣ―ＦＤＭＡ方式で送信を実現す
る方法について説明する。
【００６２】
　この実施の形態３では、移動端末が、上りスケジューリング要求信号ＳＲをＳ－ＲＡＣ
Ｈではなく、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにマッピングして、送信を行うものである。
上りスケジューリング要求信号ＳＲをＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信することによ
り、一時的な物理チャネルの増加による通信システムの無線リソース負荷の増加を防ぐと
ともに、低いＰＡＰＲを保証するシングルキャリア方式での送信を実現できる。これによ
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り、ある移動端末で一時的に送信すべき制御信号（Ｌ１／Ｌ２　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｉｇ
ｎａｌｉｎｇ）が増えた場合にも、システムの無線リソース負荷の増加を防ぐとともに、
低いＰＡＰＲと、高い通信品質を保証するシングルキャリア方式での送信を実現できる。
【００６３】
ここで、Ａｃｋ／ＮａｃＫ専用チャネルはあらかじめ無線リソースがスケジュールされた
スケジュールドチャネルである。前述したように、非特許文献４において、同期ランダム
アクセスＳＲＡをスケジュールドチャネルに割当てることが検討されていることは述べた
。しかし、非特許文献４では、スケジュールドチャネルとして、どのようなチャネルを用
いるか、また、物理的リソースとして時間－周波数領域をどのように割当てるかについて
、何も記載されていないため、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルとは別の時間－周波数領域
にスケジューリングリクエストＳＲ専用の１ｂｉｔの物理リソースを割当てたチャネルを
設けた場合は、上りＡｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩと上りＳＲを同時に送信しなけ
ればならない状況が生じてしまい、それぞれの信号が時間的に同時に送信されてしまう。
この場合、シングルキャリア伝送とはならず、マルチキャリア伝送となってしまうためＰ
ＡＰＲが高くなってしまうという問題が生じる。
【００６４】
　このような問題を解決するため、この実施の形態３では、移動端末が、上りスケジュー
リング要求信号ＳＲを、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩとともに、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャ
ネルにマッピングして、送信を行うものである。
　移動端末のシングルキャリア伝送の要請を満たすために重要なことは、上りリンクの時
間同期が取れている状態であって、上りデータの送信を行っていない移動端末において、
同時に送信する必要が発生する可能性のある信号である「Ａｃｋ／Ｎａｃｋ」「ＣＱＩ」
「上りスケジューリング要求信号ＳＲ」の全てをＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて
送信する点にある。上りスケジューリング要求信号ＳＲをＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩとと
もに、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信することにより、一時的な物理チャネルの増
加による通信システムの無線リソース負荷の増加を防ぐとともに、低いＰＡＰＲを保証す
るシングルキャリア方式での送信を実現できる。
　これにより、ある移動端末で一時的に送信すべき制御信号（Ｌ１／Ｌ２　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）が増えた場合にも、システムの無線リソース負荷の増加を防ぐ
とともに、低いＰＡＰＲと、高い通信品質を保証するシングルキャリア方式での送信を実
現できる。
【００６５】
　図１３は、上りスケジューリング要求信号を送信するまでの移動端末における処理を説
明するフローチャートである。図１４は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信する上り
スケジューリング要求信号のマッピング例を説明した説明図である。
　以下、図１３を用いて、この発明の実施の形態３に係る移動端末の動作を説明する。な
お、図１３において、図６と同一の符号は同一または相当部分を示すので説明は省略する
。
【００６６】
　移動端末は、上り送信を行わず、下りデータを受信すると同時に、上りにて、受信デー
タに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩを専用物理チャネルで送信している。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルでは、移動端末をＣＤＭ、ＦＤＭ、ＴＤＭのいずれかの
方法で多重されている。移動端末において、上りデータ送信要求が発生する（ＳＴ６０１
）と、ＳＴ６０２において、下りデータの受信状況が確認される。
　この実施の形態３では、下りデータを受信しているため、ＳＴ１３０１へ進み、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ情報とともに、上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲ（ｐｒｅａｍｂｌｅ相当のみ、あるいは、ｐｒｅａｍｂｌｅとｍｅｓｓａ
ｇｅ相当部分）を送信する。
【００６７】
　ＳＴ１３０１における、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信から上りデータ送信
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までのシーケンスを示したものが、図８である。１回の上りスケジューリング要求信号Ｓ
Ｒの情報サイズが小さく、送信期間が短い場合、上りスケジューリング要求信号ＳＲをＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルで送信することは、無線リソース利用の効率化、及びＡｃｋ
／Ｎａｃｋや上りスケジューリング要求信号ＳＲのようなサイズの小さいＬ１／Ｌ２制御
信号送信（Ｌ１／Ｌ２　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）の通信品質を確保すると
いう２つの側面において非常に有効である。
【００６８】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおける１サブフレーム長の時間―周波数領域は、６つ
のロングブロックＬＢと言われるデータシンボルブロックと、ショートブロックＳＢとい
われる物理チャネル同期用シンボルブロックから構成される。
　この実施の形態３においては、上りスケジューリング要求信号ＳＲとＡｃｋ／Ｎａｃｋ
情報かつ／またはＣＱＩ情報とを１ＴＴＩ（＝２サブフレーム）分の時間―周波数領域内
で、あらかじめ決めた位置関係で多重した際のシンボルマッピングの一例を示している。
【００６９】
　図１４は、ＣＱＩとＡｃｋ／Ｎａｃｋ情報が多重されている場合において、これに上り
スケジューリング要求信号ＳＲを更に割り当てる時のシンボルマッピング例である。ここ
では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、上りスケジューリング要求信号ＳＲを多重し、１ＴＴ
Ｉ単位でマッピング、更新するものとする。
【００７０】
　まず、上りスケジューリング要求（ＵＬ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）は
送信時間区間（ＴＴＩ）長（＝２サブフレーム長）の時間―周波数領域で、先頭のシンボ
ルブロック（ＬＢ１）にマッピングされる。上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピ
ングされて送信されるのは、最速で１回／２サブフレームである。ＳＲシンボルの内容は
１ビット長でリクエスト有／リクエスト無の情報となる。
　シンボルマッピングについては、図１４に示す通りでなくても、この実施の形態３を実
現することが出来る。よって、シンボルマッピングについての考え方について以下に述べ
る。
【００７１】
　（１）優先順位の高いシンボルを数多く繰り返す。（２）優先順位の高いシンボルを、
ショートブロックＳＢの周辺に配置するようにしている。
　通常、Ａｃｋ／ＮａｃｋやＣＱＩの上位ビット（ＣＱＩ１が最上位ビット）、上りスケ
ジューリング要求信号ＳＲは優先順位の高いシンボルである。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋは下りデータの受信結果であり、このシンボルが基地局側でうまく受
信できないと、該当するパケットデータの再送が発生し、結果として下りデータのスルー
プットが落ちてしまうという問題が起こるため、シンボル配置において優先順位を高くす
る必要がある。
　下りデータの受信状態を示すＣＱＩビットも、上位のビットは、送信誤りが発生した場
合、移動端末で測定した下り通信路品質と基地局が受信した下り通信路品質の誤差が大き
くなり、基地局による適切なスケジューリンが不可能となり、結果として移動体通信シス
テム全体の下りスループットの低下につながる。そのため、下りデータの受信状態を示す
ＣＱＩビットも、上位のビットは、シンボル配置において優先順位を高くする必要がある
。
【００７２】
　また、上りスケジューリング要求信号ＳＲが基地局側で誤って受信された場合を考える
。移動端末が上りスケジューリング要求ＳＲ「無し」であるにも関わらず、基地局側で「
有り」と誤受信した場合、不要な上りリソースを移動端末に対して割当てることとなり、
無線リソースの無駄となる。
　一方、移動端末が上りスケジューリング要求ＳＲ「有り」であるにも関わらず、基地局
側で「無し」と誤受信した場合、上りスケジューリング要求ＳＲの再送が必要となり、結
果として上りスループットが低下するという問題が発生する。
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　Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩと上りスケジューリング要求信号ＳＲの優先順位は、誤り率
に従う。
【００７３】
　繰り返し（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）数を多くすることは、基地局での受信電力を増加さ
せることが出来るので、繰り返し（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）数が多いシンボル程誤りにく
くなる。
　ショートブロックは、受信の復調の際に位相補償として用いることが考えられているの
で、ショートブロックと該当シンボルとの送信時間差が少ない程、正確に位相補償される
ので、ショートブロックの周辺に配置されたシンボル程誤りにくくなる。
【００７４】
　ここまでのシンボルマッピングの考え方は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル内にてＣＱ
ＩとＡｃｋ／ＮａｃｋがＴＤＭにより多重されている場合を示しているが、別の方法で多
重されている場合であっても、上りスケジューリング要求信号ＳＲをマッピングする方法
として、上記シンボルマッピングの考え方は適用可能である。
　また、上りスケジューリング要求信号ＳＲについては、「リクエスト有り＝（‘１’）
、「リクエスト無し＝（‘０’）」として記しているが、この限りではなく、例えば「リ
クエスト有り＝（‘０’）、「リクエスト無し＝（‘１’）」と反対でも良い。更に言え
ば、リクエストの有無を示すことが出来れば良い。
　このビットの値設定については、次のような２つの設定例が考えられる。
【００７５】
　第一の設定例は、上りスケジューリング要求信号ＳＲがない場合は、常に０を送信する
。一方、図８のフローチャートにおいて移動端末が上りスケジューリング要求信号ＳＲを
送信する場合は、「リクエスト有り（＝‘１’）」を送信し、次の送信時間区間（ＴＴＩ
）で０を送信するものである。
　受信エラーがなければ、基地局から移動局に送信しているはずの“上りデータリソース
割当て（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）”が届か
ない場合、移動端末は基地局側で受信エラーが発生したと判断し、再度上りスケジューリ
ング要求信号ＳＲ「リクエスト有り＝（‘１’）」を送信する。
【００７６】
　第一の設定例を図２８、図２９及び図３０を用いて更に詳しく説明する。
　図２８はシーケンス図であり、図２９は移動端末内の処理フロー図である。図３０は基
地局内の処理フロー図である。
　図２８において、時間Ｔは、基地局による上りリソース割当てを受けるまでの期限（上
限値）を示し、移動端末において時間Ｔを実現するためにはタイマーなどが用いられる。
　図２９を中心に第一の設定例の動作について説明する。
【００７７】
　まず、基地局における上りスケジューリング要求信号ＳＲの受信エラーが発生しない場
合について説明する。シーケンス図としては、図２８の（ｉ）が受信エラーが発生しない
場合を示している。
　ＳＴ２９０１にて上りデータ送信の要求が発生したか否かを判断する。要求が発生した
場合、ＳＴ２９０２へ進む。発生しなかった場合は、ＳＴ２９０１の判断へ戻る。
　ＳＴ２９０２にてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいて上りスケジューリングリクエ
スト有り（図１４においては、ＬＢ１に割当てられているＵＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
ｒｅｑｕｅｓｔ＝「１」）とする。
　ＳＴ２９０３にて上りスケジューリング「有」をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて送
信する。図２８ではＳＴ２８０１に相当する。
【００７８】
　上りスケジューリング「有」をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて送信後、ＳＴ２９０
４にてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいて上りスケジューリングリクエスト無し（図
１４においては、ＬＢ１に割当てられているＵＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓ
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ｔ＝「０」）とする。
　ＳＴ２９０５にて基地局からの上りデータリソース割当て「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信したか否かを判断する。つまり基地局
からの上り送信割当てがあったか否かを判断する。
　ＳＴ２９０５にて受信有りの場合は、ＳＴ２９０６へ進む。図２８ではＳＴ２８０４に
相当する。ＳＴ２９０６では基地局からの割当てに応じて、上りデータを送信する。
　一方、ＳＴ２９０５にて受信無しの場合は、ＳＴ２９０７へ進む。ＳＴ２９０７では、
基地局からの「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」を
受けるまでの期限を越えているか否かを判断する。つまり移動端末が上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲ「有り」を送信してからの時間が図２８に示す時間Ｔを越えているか否か
を判断する。
【００７９】
　ＳＴ２９０５にて時間Ｔを越えていない場合は、ＳＴ２９０８へ進む。ＳＴ２９０８で
は、上りスケジューリング「無」をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて送信する（図１４
においては、ＬＢ１に割当てられているＵＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝
「０」）。
　ＳＴ２９０８にて上りスケジューリング「無」をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて送
信後、ＳＴ２９０５の判断に戻る。図２８ではＳＴ２８０２、ＳＴ２８０３に相当する。
【００８０】
　次に基地局における上りスケジューリング要求信号ＳＲの受信エラーが発生した場合に
ついて説明する。シーケンス図としては図２８の（ｉｉ）が受信エラーが発生した場合を
示している。
　ＳＴ２９０１～ＳＴ２９０６の説明は上記受信エラーが発生しない場合と同様であるた
め省略する。
　ＳＴ２９０７では、上記受信エラーが発生していない場合と同様に、基地局からの「Ｕ
ｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」を受けるまでの期限
を越えているか否かを判断する。つまり移動端末が上りスケジューリング要求信号ＳＲ「
有り」を送信してからの時間が図２８に示す時間Ｔを越えているか否かを判断する。
【００８１】
　ここで図２８の（ｉｉ）で示すように、ＳＴ２８０７においてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チ
ャネルに割当てられている上りスケジューリングリクエストの有無を示す情報について受
信エラーが発生している。よって、本来、基地局からの「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信するべきタイミング（図２８の（ｉｉ）の
時間「‘ｔ’」）にて基地局からの上り送信割当ては行われない。よって、ＳＴ２９０７
では図２８のＳＴ２８１１において、上りスケジューリング要求信号ＳＲ「有り」を送信
してからの時間が時間Ｔを越えると判断する。
　その場合、ＳＴ２９０２に戻ることによって、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいて
上りスケジューリングリクエスト有り（図１４においては、ＬＢ１に割当てられているＵ
Ｌ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝「１」）とし、上りスケジューリング要求
信号ＳＲの再送を行う（ＳＴ２９０３）。図２８ではＳＴ２８１１に相当する。
【００８２】
　次に、第一の設定例における基地局側の処理フローについて、図３０を用いて説明する
。
　ＳＴ３００１にてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに割当てられている上りスケジューリ
ングリクエストの有無を示す情報が「有り」を示すか否か判断する。「無し」を示す場合
には、ＳＴ３００１の判断に戻る。
　ＳＴ３００１にて「有り」と判断した場合には、ＳＴ３００２にて当該Ａｃｋ／Ｎａｃ
ｋ専用チャネルにて上りスケジューリングリクエストを送信してきた移動端末に対する上
りスケジューリング処理を行う。図２８ではＳＴ２８０１、あるいは、ＳＴ２８１１に相
当する。
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　その結果をＳＴ３００３にて該当移動端末に対して上り送信割当てを行うために「Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」として送信する。図２
８ではＳＴ２８０４、あるいは、ＳＴ２８１４に相当する。
【００８３】
　また、第二の設定例は、上りスケジューリング要求信号ＳＲがない場合は、第一の設定
例と同様に、常に０を送信する。一方、図８のフローチャートにおいて、移動端末が上り
スケジューリング要求信号ＳＲを送信する場合は、“Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ”が基地局から送信されるまで、「リクエスト有り（＝
‘１’）」の送信を続け、“Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａ
ｔｉｏｎ”受信後、「リクエストなし（＝‘０’）を送信するものである。
【００８４】
　第二の設定例を図３１、図３２及び図３３を用いて、更に詳しく説明する。
　図３１はシーケンス図であり、図３２は移動端末内の処理フロー図である。図３３は基
地局内の処理フロー図である。
　図３２を中心に第二の設定例の動作について説明する。
　まず、基地局における上りスケジューリング要求信号ＳＲの受信エラーが発生しない場
合について説明する。シーケンス図としては図３１の（ｉ）が受信エラーが発生しない場
合を示している。
【００８５】
　ＳＴ３２０１にて上りデータ送信の要求が発生したか否かを判断する。要求が発生した
場合、ＳＴ３２０２へ進む。発生しなかった場合は、ＳＴ３２０１の判断へ戻る。
　ＳＴ３２０２にてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいて上りスケジューリングリクエ
スト有り（図１４においては、ＬＢ１に割当てられているＵＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
ｒｅｑｕｅｓｔ＝「１」）とする。
　ＳＴ３２０３では、上りスケジューリングリクエストをＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル
にて送信を行う。図３１ではＳＴ３１０１に相当する。
【００８６】
　ＳＴ３２０４にて基地局からの「上りデータリソース割当て（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ
　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）」を受信したか否かを判断する。つまり基
地局からの上り送信割当てがあったか否かを判断する。
　ＳＴ３２０４にて受信有りの場合は、ＳＴ３２０５へ進む。受信無しの場合は、ＳＴ３
２０２へ戻る。図３１ではＳＴ３１０４に相当する。
　ＳＴ３２０５ではＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいて上りスケジューリングリクエ
スト無し（図１４においては、ＬＢ１に割当てられているＵＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
ｒｅｑｕｅｓｔ＝「０」）とする。図３１ではＳＴ３１０５に相当する。
　ＳＴ３２０６では基地局からの割当てに応じて、上りデータを送信する。
【００８７】
　次に基地局における上りスケジューリング要求信号ＳＲの受信エラーが発生した場合に
ついて説明する。シーケンス図としては、図３１の（ｉｉ）が受信エラーが発生した場合
を示している。
　移動端末としての処理フローは、上記受信エラーが発生しない場合と同様であるため省
略する。
　図３１の（ｉｉ）について説明する。
　ＳＴ３１０７においてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに割当てられている上りスケジュ
ーリングリクエストの有無を示す情報について受信エラーが発生している。よって、本来
、基地局からの「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」
を受信するべきタイミング（図３１の（ｉｉ）の時間「‘ｔ’」）にて基地局からの上り
送信割当ては行われない。
【００８８】
　しかし、第二の設定例においては、ＳＴ３１０７に引き続いてＳＴ３１０８でもＡｃｋ
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／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいて上りスケジューリングリクエスト有り（図１４において
は、ＬＢ１に割当てられているＵＬ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝「１」）
が送信されている。よって、ＳＴ３１０８で送信されたＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに
割当てられている上りスケジューリングリクエストの有無を示す情報について正常に受信
したことにより、ＳＴ３１１１にて基地局から「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」が送信される。つまり移動端末は、基地局からの上り送信
割当てを受信する。
【００８９】
　次に、第二の設定例における基地局側の処理フローについて、図３３を用いて説明する
。
　ＳＴ３３０１にてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに割当てられている上りスケジューリ
ングリクエストの有無を示す情報が「有り」を示すか否か判断する。「無し」を示す場合
には、ＳＴ３３０１の判断に戻る。
　ＳＴ３３０１にて「有り」と判断した場合には、ＳＴ３３０２にて当該移動端末への上
りスケジューリング処理を実行しているか否かを判断する。
　ＳＴ３３０２にて実行していると判断した場合は（図３１ではＳＴ３１０２、ＳＴ３１
０３、ＳＴ３１０９、ＳＴ３１１０に相当する）、ＳＴ３３０３へ進む。ＳＴ３３０３で
は現在実行中の上りスケジューリング処理を継続する。
【００９０】
　ＳＴ３３０２にて実行していないと判断した場合（図３１ではＳＴ３１０１、ＳＴ３１
０８に相当する）は、ＳＴ３３０４へ進む。ＳＴ３３０４では当該移動端末への上りスケ
ジューリング処理を開始する。
　ＳＴ３３０３、あるいは、ＳＴ３３０４にて当該移動端末への上りスケジューリング処
理が終了した場合、ＳＴ３３０５にて当該移動端末に対して上り送信割当てを行うために
「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」として送信する
。図３１ではＳＴ３１０４、あるいは、ＳＴ３１１１に相当する。
【００９１】
　第一の設定例、第二の設定例について利点を説明する。
　第一の設定例のメリットとしては、第二の設定例と比較して、以下の点が挙げられる。
　（１）Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて上りスケジューリングリクエストを基地局が
受信した場合に、当該移動端末への上りスケジューリング処理中であるか否かを判断する
（図３３　ＳＴ３３０２）必要がないので、基地局内の処理が簡略化できる。
【００９２】
　第二の設定例のメリットとしては、第一の設定例と比較して、以下の点が挙げられる。
　（１）Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに割当てられている上りスケジューリングリクエ
ストの有無を示す情報について受信エラーが発生した時は、本来、基地局からの「Ｕｐｌ
ｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信するべきタイミン
グから実際に「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」を
受信するまでの時間が短くなる。第一の設定例では、図２８で示す通り、その時間は、「
ａ」となる。一方、第二の設定例では、図３１に示す通り、その時間は、「ｂ」となる。
　（２）移動端末内の処理において、基地局からの「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」を受ける期限を越えているか否かを判断する（図２９
　ＳＴ２９０７）必要がないので、移動端末内の処理が簡略化できる。
【００９３】
　上記にて説明したスケジューリング要求信号ＳＲの第一の設定例、第二の設定例につい
ては、実施の形態１、実施の形態６、実施の形態７、実施の形態８、実施の形態９及び実
施の形態１０でも用いることが出来る。
　また、Ａｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩを送信する必要がなく、スケジューリング
要求信号のみを送信する必要がある場合は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにてＡｃｋ／
Ｎａｃｋ、ＣＱＩの情報は送信せず、スケジューリングリクエストのみを送信してもよい
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。
【００９４】
　上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされる送信時間区間（ＴＴＩ）の先頭
ＬＢ（ＬＢ１）以外のロングブロック（ＬＢ２～ＬＢ６）には、Ａｃｋ／Ｎａｃｋシンボ
ルとＣＱＩシンボルがマッピングされる。このマッピングでは、Ａｃｋ／Ｎａｃｋシンボ
ルと、ＣＱＩシンボルの中でも優先順位の高い上位の桁のＣＱＩが優先して繰り返しマッ
ピングされる。図１４では、１ＴＴＩ（＝２サブフレーム）の中で、Ａｃｋ／Ｎａｃｋシ
ンボルが３回、優先順位の高いＣＱＩ１とＣＱＩ２が２回、繰り返しマッピングされてい
る。
【００９５】
　上記説明のとおり、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信期間が、図８のシーケン
スにあるように十分短い場合には、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに、上りスケジューリ
ング要求信号ＳＲをＡｃｋ／Ｎａｃｋ情報シンボル（Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ）ととも
にマッピングすることにより、一つの移動端末で同時に複数の送信すべき「データ付随な
しのＬ１／Ｌ２制御信号」が発生した場合にも、これらの重要な制御信号の通信品質を確
保しつつ、システムの無線リソース負荷の増加を防ぐことができ、低いＰＡＰＲと、高い
通信品質を保証するシングルキャリア方式での送信を実現できる。
【００９６】
　さらに、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルは、Ｓ－ＲＡＣＨのような複数の移動端末によ
る通信競合を許すチャネル（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）では
ないので、この方法であれば、Ｓ－ＲＡＣＨを用いる場合と比べ、上りスケジューリング
要求信号ＳＲ送信で移動端末の識別番号（ＵＥ－ＩＤ）を送信する必要がないというメリ
ットも得ることができる。
　よって、ＳＲの送信頻度が高い場合は、ＳＲを送信するための必要ビット数が小さいた
めに有効な手段であると言える。更に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルは図２４に示すよ
うに分離した狭帯域の複数の時間-周波数領域（図２４　Ａ、Ｂ）が割り当てられる。こ
れによりＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて送信するスケジューリング要求信号ＳＲは周
波数選択性フェージングに強くなる。言い換えれば、ＳＲは周波数ダイバーシチゲインを
得ることが可能となる。
　更に、上りデータ送信を行なっておらず、かつ、下りデータを受信している場合のＳＲ
はＳ－ＲＡＣＨではなく、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて、移動端末から基地局
に対して送信するとした場合、Ｓ－ＲＡＣＨのためにあらかじめ割り当てられていた無線
リソース（周波数-時間領域）をＵＬ－ＳＣＨなどに開放することが可能となり、無線リ
ソースの有効活用という意味においても効果的である。
【００９７】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルは、移動端末が、上りデータ送信を行なっておらず、か
つ、下りデータを受信している状態において、既に使用しているチャネルである。従って
、上りスケジューリング要求信号ＳＲを、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩとともに、Ａｃｋ／
Ｎａｃｋ専用チャネルにマッピングすることで、低いＰＡＰＲと、高い通信品質を保証す
るシングルキャリア方式での送信を実現できる効果に加えて、利用中の無線リソースを有
効に利用できるという利点がある。
　また、上述したように、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルのようなスケジュールドチャネ
ルでは、上りスケジューリング要求信号ＳＲ送信で移動端末の識別番号（ＵＥ－ＩＤ）を
送信する必要がないというメリットも得ることができるため、基地局側での受信において
、処理負荷を低減することができる。
　加えて、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルは通常より狭い周波数帯域を割当てて使用する
ため、単位時間で処理が必要な情報量が少ない。従って、送受信双方での処理時間も短く
なるため、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信から送信開始までのシーケンス（図
７のＳＴ７０１～ＳＴ７０３、図８のＳＴ８０１～ＳＴ８０４）の処理遅延（Ｌａｔｅｎ
ｃｙ）が短くなり、通信システム全体の処理の効率化・高速化に貢献することができる。
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【００９８】
　一方、下りデータを受信していない場合にも、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが移動端
末に割当てられるような移動体通信システムの場合が考えられる。具体的には、下りデー
タが存在しない場合にも将来の下りスケジューリングのために、あるいは、基地局と移動
端末間の同期を保つために、移動端末から下り通信路の品質の測定結果（ＣＱＩ）を通知
する場合が考えられる。そのような場合においても、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用
いたＣＱＩの送信と上りスケジューリング要求信号ＳＲが同時に発生する場合が考えられ
る。そのような移動体通信システムにおいては、ＳＴ６０２の判断では、Ａｃｋ／Ｎａｃ
ｋ専用チャネルの割当てがあるか否かで判断する方が良い。更に付け加えると、下りデー
タを受信していない場合にＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが移動端末に割当てられないよ
うな移動体通信システムであっても、この判断を用いることが可能である。
　この実施の形態３では、図２４に示すような分離した狭帯域の複数の時間-周波数領域
を独占的に割り当てられたＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルについて説明した。しかし、こ
の実施の形態３については、図２３に示すような狭帯域ではないＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チ
ャネルにおいても適応することが可能である。
【００９９】
実施の形態４．
　移動端末がユーザデータ等の上りデータ（Ｕｐｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＵＬ　ｄａｔａ）
送信を行っていない場合であって、基地局から送信された下りデータ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｄａｔａ、ＤＬ　ｄａｔａ）を受信している場合、下りデータの受信結果であるＡｃｋ
／Ｎａｃｋ信号及び下り通信路品質を示すＣＱＩを基地局に送信する必要がある。
　また、移動端末に上りデータ送信の必要が生じた場合には、上りスケジューリング要求
信号ＳＲを基地局に送信する必要がある。
　以下、Ａｃｋ／Ｎａｃｋと上りスケジューリング要求信号ＳＲを同時に送信する必要が
生じた移動端末が、ＰＡＰＲを増加させることなく、同時にそれらの送信を行う方法を説
明する。
【０１００】
　上記実施の形態３では、スケジューリング要求信号ＳＲ、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを
ともにＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて送信することで、低いＰＡＲＲと、高い通
信品質を保証するシングルキャリア方式での送信を実現していたが、図１４に示すように
、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル上にスケジューリング要求信号ＳＲの有無を示すシンボ
ルをマッピングする必要があった。そのため、上記実施の形態３を用いて、Ａｃｋ／Ｎａ
ｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩと上りスケジューリング要求信号ＳＲ（Ｓ
Ｒ）をＴＤＭにて多重した場合以下２つの課題が新たに発生する。
【０１０１】
　第１の課題について説明する。
　ＳＲを送信する必要がない場合においても、ＳＲがマッピングするためのＬＢをあらか
じめ割り当てなければならない。そのため、送信する必要がない情報に対して常に無線リ
ソースを割り当てなければならない。よって、無線リソースを有効に活用しているとは言
えないという課題が発生する。
　第２の課題について説明する。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＳＲをＴＤＭにて多重しない場合と比較して、Ａｃｋ
／ＮａｃｋあるいはＣＱＩの繰り返し回数が減少するというデメリットが発生する。Ａｃ
ｋ／Ｎａｃｋ及びＣＱＩは、データのように誤り訂正能力の高いエンコードが施されない
場合がほとんどである。よって、基地局での受信エラーを防ぐために、同じ情報を繰り返
して基地局での受信電力を稼ぐことは受信品質を高めるために重要である（ｒｅｐｅｔｉ
ｔｉｏｎ）。その繰り返しに用いることができるＬＢの数が減ることは基地局の受信品質
を保つという意味において可能な限り避けるべきである課題が発生する。
【０１０２】
　新たな第１の課題及び第２の課題について解決する方法について以下説明する。
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　図１５は、上りスケジューリング要求信号を送信する移動端末の処理と、受信した基地
局の処理とを説明するフローチャートである。図１５は、移動端末が上りデータ送信を行
っていない場合であって、下りデータを受信している場合の処理を示している。
　ＳＴ１５００において移動端末は、上りデータ送信の要求が発生したか否かを判断する
。要求が発生していない場合は（ＳＴ１５００でＮｏ）、ＳＴ１５０１へ進む。ＳＴ１５
０１において移動端末は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩの
いずれか一方または両方をマッピングする。
　マッピングの一例としては図９を用いることができる。ＳＴ１５０３において移動端末
は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのいずれか一方または両
方がマッピングされていることを示すコード（コードa）を乗算する。
【０１０３】
　このコード乗算は、変調部１０あるいはエンコーダ部９により実施される。コード乗算
後、ＳＴ１５０５の処理が実行される。
　一方、ＳＴ１５００において要求が発生している場合は、ＳＴ１５０２の処理が実行さ
れる。ＳＴ１５０２では、移動端末は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋ、ＣＱＩのいずれか一方または両方がマッピングされているほか、上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲをマッピングする。
　マッピングの一例としては図１４を用いることができる。ＳＴ１５０４において移動端
末は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのいずれか一方または
両方と、上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされていることを示すコードａ
とは異なるコード（コードｂ）を乗算する。このコード乗算は、変調部１０あるいはエン
コーダ部９により実施される。コード乗算後、ＳＴ１５０５の処理が実行される。コード
ａとコードｂは、基地局での判断の誤りを少なくするため、互いに直交したコードを用い
ても良い。
【０１０４】
　移動体通信システムにおいて、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル内の複数の移動端末の多
重にコード多重を用いていた場合、ＳＴ１５０５において、移動端末を識別するためのコ
ード（コードＡ）を乗算する。このコード乗算は、変調部１０により実施される。コード
乗算後、ＳＴ１５０６が実施される。
　ＳＴ１５０５において移動端末を識別するためのコード（コードＡ）が乗算されること
から、ＳＴ１５０３、ＳＴ１５０４で乗算されるコード（コードａ、コードｂ）は、Ａｃ
ｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル内に多重される移動端末が共通して用いることが可能である。
コードａとコードＡ、またコードｂとコードＡを乗算する順序は逆でも良い。ＳＴ１５０
６において移動端末は基地局に対してＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを送信する。
【０１０５】
　ＳＴ１５０７において、基地局は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにより送信された信
号を受信する。そして、基地局は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにより伝達された信号
に含まれる、複数の移動端末からの信号の分離を行うために、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャ
ネル内の移動端末多重用に用いたコードを乗算する処理を行う。
　ＳＴ１５０８において、移動端末を示すコード（コードＡ）を用いて相関演算を行う。
その結果が規定された閾値以上である場合は（ＳＴ１５０８でＹｅｓ）、当該移動端末か
らのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの受信とし、ＳＴ１５０９の処理を実行する。
【０１０６】
　ＳＴ１５０８において行った相関演算の結果が規定された閾値未満である場合は（ＳＴ
１５０８でＮｏ）、当該移動端末からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ専用チャネルの受信はないとし
て終了する。コードＡを用いた相関演算は、復調部２４により実施される。ＳＴ１５０９
において、基地局は、当該移動端末からのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋ、ＣＱＩのみがマッピングされているか否かを判断するため、コードａを用いて相関
演算を行う。その結果が規定された閾値以上である場合は（ＳＴ１５０９でＹｅｓ）、当
該移動端末からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのみがマッ
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ピングされていると判断し（スケジューリング要求信号ＳＲはマッピングされていないと
判断し）、ＳＴ１５１０の処理が実行される。
　コードａを用いた相関演算は、復調部２４あるいはデコーダ部２５により実施される。
ＳＴ１５１０において基地局は、受信した当該移動端末からのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャ
ネルにはＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのみがマッピングされているとして処理を行う。
【０１０７】
　一方、ＳＴ１５０９においてコードａを用いて相関演算を行った結果が規定された閾値
未満である場合（ＳＴ１５０９でＮｏ）、ＳＴ１５１１が実行される。ＳＴ１５１１にお
いて基地局は、当該移動端末からのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、
ＣＱＩのほか、スケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされているか否かを判断する
ためにコードｂを用いて相関演算を行う。その結果が規定された閾値以上である場合（Ｓ
Ｔ１５１１でＹｅｓ）、当該移動端末からのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ、ＣＱＩのほか、スケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされていると判断し
、ＳＴ１５１２の処理が実行される。
　コードｂを用いた相関演算は、復調部２４あるいはデコーダ部２５により実施される。
ＳＴ１５１２において基地局は、受信した当該移動端末からのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャ
ネルにはＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのほか、スケジューリング要求信号ＳＲがマッピング
されているとして処理を行う。一方、ＳＴ１５１１においてコードｂを用いて相関演算を
行った結果が規定された閾値未満である場合（ＳＴ１５１１でＮｏ）、なんらかの受信エ
ラーが発生したとして終了する。
【０１０８】
　上述の通り、図１５におけるコードａを乗算するＳＴ１５０３、コードｂを乗算するＳ
Ｔ１５０４、コードＡを乗算するＳＴ１５０５部分は移動端末内のエンコーダ部９、変調
部１０で実施される。コードａ、コードｂ、コードＡの乗算部分の詳細な構成図を図３４
に示している。
　送信バッファ部８内、あるいは、エンコーダ部９内のＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル用
シンボルパターン３４０１に対して、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのいずれか一方または両
方がマッピングされていることを示すコードであるコードａ３４０２、あるいは、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのいずれか一方または両方と、上りスケジューリング要求信号ＳＲが
マッピングされていることを示すコードであるコードｂ３４０３を乗算する。
【０１０９】
　コードａ３４０２とコードｂ３４０３はスイッチ３４０４で切替えられる。スイッチ３
４０４の切替え条件は図３４に示す通りである。
　上りデータ送信要求が発生している場合、つまり上りスケジューリングリクエストが有
る場合は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル用シンボルパターン３４０１にコードｂが乗算
されるように切り替わる。また、上りデータ送信要求が発生していない場合、つまり上り
スケジューリングリクエストが無い場合は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル用シンボルパ
ターン３４０１にコードａが乗算されるように切り替わる。
　コードａ、あるいは、コードｂが乗算された後、移動端末を識別するためのコードＡ３
４０５を乗算する。その後、変調部１０にて変調処理が行われる。
【０１１０】
　上記説明のとおり、移動端末は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、
ＣＱＩのほか、スケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされている場合とされていな
い場合で異なるコードを乗算することにより、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル内にてスケ
ジューリング要求信号ＳＲ用のシンボルをリザーブする必要がなくなる。例えば、スケジ
ューリング要求信号ＳＲは、図１４に示す一番最初のロングブロックＬＢ１にマッピング
されるが、スケジューリング要求信号ＳＲが送信されていない場合には、ＬＢ１にＡｃｋ
／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ等をマッピングすることが可能である。また、乗算されているコード
によって、基地局は、所定の移動端末からの信号がスケジューリング要求信号ＳＲを含ん
でいるか容易に識別できるので、スケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされている
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場合とされていない場合で、適切な処理を行うことが可能である。
【０１１１】
　従来技術であるＷ－ＣＤＭＡにおいては移動端末から同時に送信される複数のチャネル
を分離するためにチャネル毎に異なるコード（チャネライゼーションコード）が乗算され
、移動端末から基地局に対して複数のチャネルが同時に送信される。
　一方、この実施の形態４においては、コードにより送信する情報（「Ａｃｋ／Ｎａｃｋ
、ＣＱＩ」あるいは「Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、ＳＲ」）の種類を分離するためにコー
ドを用いる。
　この実施の形態４においては、移動端末から基地局に対して「Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱ
Ｉ」あるいは「Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、ＳＲ」のどちらかが送信され、コードにより
分離された「Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ」「Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ、ＳＲ」が同時に
送信されることはない。上記点において、同時に送信される複数のチャネルを分離するた
めにコードを用いる従来技術（Ｗ－ＣＤＭＡ）と、この実施の形態４は異なる。
【０１１２】
　この実施の形態４を用いることにより、上記実施の形態３を用いる場合と同様に以下の
効果を得ることが出来る。
　上りデータ送信を行っていない場合であって、下りデータを受信している場合に、Ａｃ
ｋ／Ｎａｃｋとともに上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信する必要が生じた移動端
末が移動端末内のＰＡＰＲを増加させることなく、同時に、それらの送信を行うことが出
来るという効果を得ることが出来る。
【０１１３】
　また、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルによりスケジューリング要求信号ＳＲを送信する
ことにより、ＳＲにＵＥ－ＩＤを付加する必要がないという効果を得ることが出来る。よ
って、ＳＲの送信頻度が高い場合は、ＳＲを送信するための必要ビット数が小さいために
有効な手段であるといえる。更に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルは図２４に示すように
分離した狭帯域の複数の時間－周波数領域（図２４　Ａ、Ｂ）が割り当てられる。これに
よりＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて送信するスケジューリング要求信号ＳＲは周波数
選択性フェージングに強くなる。
　言い換えれば、ＳＲは周波数ダイバーシチゲインを得ることが可能となる。更に、上り
データ送信を行なっておらず、かつ、下りデータを受信している場合のＳＲはＳ－ＲＡＣ
Ｈではなく、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて移動端末から基地局に対して送信す
るとした場合、Ｓ－ＲＡＣＨのためにあらかじめ割り当てられていた無線リソース（周波
数-時間領域）をＵＬ－ＳＣＨなどに開放することが可能となり、無線リソースの有効活
用という意味においても効果的である。
【０１１４】
　この実施の形態４を用いることにより、上記実施の形態３を用いる場合の効果に加えて
、以下の効果を得ることが出来る。
　移動端末内にてＳＲが発生していない場合において、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル内
のＳＲを送信するためのあらかじめ割り当てられたＬＢが不要となり、無線リソースを有
効に活用することが可能となる。更に、ＳＲをマッピングするための割り当てが不要にな
るために、移動端末内にてＳＲが発生していない場合は、従来のＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チ
ャネル内のＡｃｋ／ＮａｃｋあるいはＣＱＩの繰り返し回数を減らす必要がなくなり、Ａ
ｃｋ／ＮａｃｋあるいはＣＱＩの基地局での受信品質向上という効果を得ることが可能と
なる。
　下りデータを受信していない場合にも、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが移動端末に割
当てられるような移動体通信システムの場合が考えられる。具体的には、下りデータが存
在しない場合にも将来の下りスケジューリングのために、あるいは、基地局と移動端末間
の同期を保つために、移動端末から下り通信路の品質の測定結果（ＣＱＩ）を通知する場
合が考えられる。そのような場合においてもＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いたＣＱ
Ｉの送信と上りスケジューリング要求信号ＳＲが同時に発生する場合が考えられる。その
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ような移動体通信システムにおいても、この実施の形態４に用いることが可能である。
【０１１５】
　以下、変形例を説明する。
　第１の変形例としては、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩの
みがマッピングされているか否かを判断するために、コードａ、あるいは、上りスケジュ
ーリング要求信号ＳＲがさらにマッピングされていることを示すコードｂのいずれか一方
のみを利用することが考えられる。
　具体例としては、移動端末において、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋ、ＣＱＩのみがマッピングされる場合はコードａを乗算し、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ
のほか、上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされている場合には、コードｂ
を乗算せずに（ＳＴ１５０４を省略する）、ＳＴ１５０５の処理を実行する。
【０１１６】
　基地局は、ＳＴ１５０９においてコードaを用いて相関演算を行う。その結果が規定さ
れた閾値以上である場合は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのみがマッピングされていると判
断してＳＴ１５１０へ進む。
　一方、ＳＴ１５０９の相関演算を行った結果が規定された閾値未満である場合、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのほか、上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされている
と判断し、ＳＴ１５１２が実行される。
　この第1の変形例を用いると、コード数を削減することができ、移動端末内のコードを
乗算する処理、基地局内のコードを用いて相関演算を行う処理を削減することが可能とな
る。更に、コード数が減ることにより、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに割当て可能な移
動端末の数が増えるという利点がある。
【０１１７】
　また、第２の変形例としては、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに多重される移動端末毎
に、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのみ、あるいは、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのほか上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされているこ
とを示す二つのコード（コードＡ、コードＢ）を割り当てることが考えられる。
　具体例としては、移動端末において、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋとＣＱＩのみがマッピングされる場合はコードＡを乗算し（ＳＴ１５０３）、Ａｃｋ／
Ｎａｃｋ、ＣＱＩのほか上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされる場合には
コードＢを乗算し（ＳＴ１５０４）、ＳＴ１５０６へ進む。つまり移動端末毎に割り当て
られたコードを用いるために、ＳＴ１５０５において移動端末を示すコードを更に乗算す
る必要はなくなる。
【０１１８】
　基地局は、ＳＴ１５０８において、当該移動端末を示すコード（コードＡ）を用いて相
関演算を行う。その結果が規定された閾値以上である場合は、当該移動端末からＡｃｋ／
Ｎａｃｋ、ＣＱＩのみがマッピングされていると判断し、ＳＴ１５１０へ進む。
　その結果が閾値未満である場合、更にＳＴ１５０８において当該移動端末を示すコード
（コードＢ）を用いて相関演算を行う。その結果が規定された閾値以上である場合は、Ａ
ｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩのほか上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされてい
ると判断し、ＳＴ１５１２へ進む。つまり、図１５のステップのうち、ＳＴ１５０９とＳ
Ｔ１５１１を省略することが可能となる。
【０１１９】
　また、この実施の形態４では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、
ＣＱＩのみがマッピングされていることを示すコードａか、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩの
ほか、上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされていることを示すコードｂの
どちらかがＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル全体に乗算されている。
　第３の変形例では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル上のＡｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩがマ
ッピングされているロングブロックには、それを示すコードａを乗算し、Ａｃｋ／Ｎａｃ
ｋ専用チャネル上の上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされているロングブ
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ロックには、それを示すコードｂを乗算する。
【０１２０】
　具体的には、図１５のステップのうち、ＳＴ１５０３、ＳＴ１５０４を省略し、その代
わりに、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル上のＡｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩがマッピングされ
ているロングブロックには、それを示すコードａを乗算し、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネ
ル上の上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされているロングブロックには、
それを示すコードｂを乗算するステップを追加する。
　また、基地局により実行されるステップのうち、ＳＴ１５０９、ＳＴ１５１０、ＳＴ１
５１１、ＳＴ１５１２を省略し、その代わりに、Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣＱＩがマッピング
されているロングブロックであるか否かを判断するために、コードａを用いて相関演算を
行う処理を追加する。
【０１２１】
　相関演算の結果が規定された閾値以上である場合は、基地局は、Ａｃｋ／ＮａｃｋとＣ
ＱＩがマッピングされたロングブロックであると判断し、その後の処理を行う。相関演算
の結果が閾値未満である場合は、上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされて
いるロングブロックであるかを判断するため、コードｂを用いて相関演算を行う。
　相関結果が閾値以上である場合は、上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングさ
れたロングブロックであると判断し、その後の処理を行う。この場合、実施の形態４によ
る効果に加えて、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル上に上りスケジューリング要求信号ＳＲ
をマッピングするロングブロックの場所が自由に選べるという効果を得ることが出来る。
【０１２２】
　以下、第４の変形例を説明する。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルのマッピングはＳＲを含むか否かに関わらず１種類とす
る。そのマッピングは例えば図９を用いることが出来る。よって、ＳＴ１５０１、ＳＴ１
５０２において、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに実際にマッピングされるのはＡｃｋ／
Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩのみとなる。
　以降の移動端末内の処理は図１５と同様であるために説明を省略する。
【０１２３】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを受信した基地局においては、ＳＴ１５１０において当
該移動端末からのＳＲは無しとして、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの処理はＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩのみがマッピングされているとして処理を行う。
　また、ＳＴ１５１２において当該移動端末からのＳＲは有りとして、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ
専用チャネルの処理はＡｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩのみがマッピングされて
いるとして処理を行う。
【０１２４】
　図２７は、実施の形態４の第４の変形例のＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルのマッピング
例を説明した説明図である。この実施の形態４の第４の変形例にてＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用
チャネル内のＳＲをマッピングする必要がなくなり、更なる無線リソースの有効活用が可
能となる。また、移動端末から上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信する場合であっ
てもＡｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩの繰り返し回数を維持することが出来るた
めに、ＳＲ有りを送信する場合であっても、基地局でのＡｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ
、ＣＱＩの受信品質をＳＲ無しの場合と同様の品質に維持することが出来るという効果を
得ることが可能となる。つまり、この方法であれば、上りスケジューリング要求信号ＳＲ
を送信したいときに、既に使用されている物理チャネル、無線リソースを利用できるだけ
でなく、その無線リソースを用いて送信している他のデータに対し、その情報量や品質に
ほとんど影響を与えないという効果を得ることができる。よって、基地局において例えば
上りＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを無線リソースに割当てる際、その無線リソース条件
（周波数帯域幅など）の選択に，上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信による影響を
考慮する必要がない。
【０１２５】
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　この実施の形態４及びその変形例では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル内の複数の移動
端末の多重方法がＣＤＭで行われた場合について説明したが、多重方法にＦＤＭ、ＴＤＭ
が用いられた場合にも適用可能である。この実施の形態４及びその変形例については、図
２４に示すような分離した狭帯域の複数の時間-周波数領域を独占的に割り当てられたＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルについて説明した。しかし、この実施の形態４及びその変形
例については、図２３に示すような狭帯域ではないＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおい
ても適応することが可能である。
【０１２６】
実施の形態５．
　図１６は、上りスケジューリング要求信号を送信する移動端末の処理と、受信した基地
局の処理とを説明するフローチャートである。
　ＳＴ１６０１において移動端末は、上りデータ送信中であるか否かを判断する。上りデ
ータ送信中である場合、ＳＴ１６０２へ進む。上りデータ送信中、つまり基地局より上り
リソースをスケジューリングされている移動端末においては、上りスケジューリング要求
信号ＳＲを送信する必要はないため、ＳＴ１６０１にて上りデータ送信中である場合には
、ＳＴ１６０４の判断を経由せずにＳＴ１６０２へ進むという処理が可能である。言い換
えれば、１つの移動端末においては、ＵＬ―ＳＣＨにて上りデータと上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲが並存することはなく、ＳＣ―ＦＤＭＡの関係を満たし、移動端末内のＰ
ＡＰＲの増加をもたらすことはないと考えられる。
【０１２７】
　ＳＴ１６０２において、移動端末は、ＵＬ―ＳＣＨへマッピングされているシンボルが
上りデータであることを示すコード（コードｃ）を乗算する。このコード乗算は、変調部
１０あるいはエンコーダ部９により実施される。コードｃの乗算後にＳＴ１６０３へ進む
。
　ＳＴ１６０３において、上りデータを基地局よりスケジューリングされたＵＬ―ＳＣＨ
中のリソースに対してマッピングし、ＳＴ１６０７へ進む。一方、ＳＴ１６０１において
上りデータ送信中でない場合、ＳＴ１６０４へ進む。
　ＳＴ１６０４において上りデータ送信の要求が発生したか否かを判断する。要求が発生
していない場合は、ＳＴ１６０１へ戻る。要求が発生している場合は、ＳＴ１６０５へ進
む。
【０１２８】
　ＳＴ１６０５においてＵＬ―ＳＣＨにマッピングされているシンボルが上りスケジュー
リング要求信号ＳＲであることを示すコード（コードｄ）を乗算する。このコード乗算は
、変調部１０あるいはエンコーダ部９により実現される。コードｄの乗算後にＳＴ１６１
３へ進む。ＳＴ１６１３において、移動端末を識別するためのコード（コードＡ）を乗算
する。このコード乗算は、変調部１０により実施される。コードの乗算後にＳＴ１６０６
が実施される。ＳＴ１６０６において、上りスケジューリング要求信号ＳＲ（ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ、ｐｒｅａｍｂｌｅ、ｍｅｓｓａｇｅなど）をＵＬ―ＳＣＨ中の
リソースに対してマッピングし、ＳＴ１６０７へ進む。ＳＴ１６１３とＳＴ１６０６の処
理の順序は逆でも構わない。コードｃとコードｄは、基地局での判断の誤りを少なくする
ために、直交したコードを用いても良い。
【０１２９】
　ＳＴ１６０７において移動端末は基地局に対してＵＬ－ＳＣＨの送信を行う。ＳＴ１６
０８において、基地局は移動端末から送信されたＵＬ―ＳＣＨの受信を行う。ＳＴ１６０
９において基地局は、ＵＬ－ＳＣＨに上りデータがマッピングされているか否かを判断す
るためにコードｃを用いて相関演算を行う。
　その結果が規定された閾値以上である場合は、ＵＬ－ＳＣＨに上りデータがマッピング
されていると判断してＳＴ１６１０へ進む。コードｃを用いた相関演算は、復調部あるい
はデコーダ部により実現される。ＳＴ１６１０において基地局は、ＵＬ－ＳＣＨに上りデ
ータがマッピングされているとして処理を行う。
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【０１３０】
　移動端末は、あらかじめ基地局が割当てて通知したＵＬ－ＳＣＨ用の所定の無線リソー
スを用いて上りデータを送信しているため、基地局は、当該移動端末からのＵＬ－ＳＣＨ
チャネル受信を他の移動端末からのものと区別することができる。一方ＳＴ１６０９にお
いて、コードｃを用いて相関演算を行った結果が規定された閾値未満である場合は、ＳＴ
１６１４へ進む。
　ＳＴ１６１４において、基地局はＵＬ－ＳＣＨ内の移動端末多重用に用いたコード（コ
ードＡ）を用いて相関演算を行う。その結果が規定された閾値以上である場合は（ＳＴ１
６１４でＹｅｓ）、当該移動端末からのＵＬ－ＳＣＨの受信とし、ＳＴ１６１１の処理を
実行する。ＳＴ１６１４において行った相関演算の結果が規定された閾値未満である場合
は（ＳＴ１６１４でＮｏ）、当該移動端末からのＵＬ－ＳＣＨチャネルの受信はないとし
て終了する。コードＡを用いた相関演算は、復調部２４により実施される。
【０１３１】
　ＳＴ１６１１において基地局は、ＵＬ―ＳＣＨに上りスケジューリング要求信号ＳＲが
マッピングされているか否かを判断するため、コードｄを用いて相関演算を行う。その結
果が規定された閾値以上である場合は、ＵＬ―ＳＣＨに上りスケジューリング要求信号Ｓ
Ｒがマッピングされていると判断してＳＴ１６１２へ進む。コードｄを用いた相関演算は
、復調部２４あるいはデコーダ部２５により実現される。ＳＴ１６１２において基地局は
、ＵＬ―ＳＣＨに上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされているとして処理
を行う。
【０１３２】
　上記説明のとおり、コードｃとコードｄによりＵＬ-ＳＣＨ内に上りデータがマッピン
グされているか、上りスケジューリング要求信号ＳＲがマッピングされているかを判断可
能であるため、ＲＡＣＨ（Ｎｏｎ－Ｓ－ＲＡＣＨ、Ｓ－ＲＡＣＨ）送信用に無線リソース
をリザーブしておく必要がなくなるという効果を奏する（図１７）。よって、上り無線リ
ソースを効率的に使用できるという効果を得る。また、移動端末が上りスケジューリング
要求信号ＳＲの送信要求が発生した場合、従来の方法ではＲＡＣＨ（Ｎｏｎ－Ｓ－ＲＡＣ
Ｈ、Ｓ－ＲＡＣＨ）用にリザーブされていた上りリソースタイミングまで基地局に対して
ＳＲを送信することが出来なかったが、いつでも移動端末から基地局に対して上りスケジ
ューリング要求信号ＳＲを送信することが可能となる。
　よって移動体通信システムとしての制御遅延を削減できるという効果を得る。更に、上
りスケジューリング要求信号がＵＬ－ＳＣＨにマッピングされている場合、移動端末の識
別用のコード（コードＡ）で多重をしているため、複数の移動端末から同時にスケジュー
リング要求信号ＳＲが基地局に送信された場合も、基地局側でこれらの端末からのそれぞ
れのスケジューリング要求信号を判別して受信することができるため、Ｓ－ＲＡＣＨを使
った場合に起こり得る移動端末間のスケジューリング要求信号の衝突を防ぐことができる
。
【０１３３】
　また、この実施の形態５は、移動端末が、上りデータ送信を行っていない場合であって
、下りデータを受信している場合、上りにて下りデータ用のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ送
信と上りデータ（ＵＬ－ＳＣＨ）の多重方法にも適用可能である。移動体通信システムと
しての動作は、図１６のフローチャートで示す処理と同様であるために省略する。
　実施の形態５と同様、１つの移動端末においては、ＵＬ―ＳＣＨ内にて上りデータと上
りデータ送信を行っていない場合であって、下りデータを受信している場合のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ、ＣＱＩ送信が並存することはなく、ＳＣ―ＦＤＭＡの関係を満たし、移動端末内
のＰＡＰＲの増加をもたらすことはないと考えられる。
　効果としては、上りデータ送信を行っていない場合であって、下りデータを受信してい
る場合、上りにて下りデータ用のＡｃｋ／Ｎａｃｋ送信用にＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネ
ル（図２３、図２４）を設ける必要がなくなることである。さらに、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専
用チャネルのために割り当てられていた無線リソースをＵＬ－ＳＣＨなどに開放すること
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が可能となる。よって上り無線リソースを効率的に使用できるという効果を得る。
【０１３４】
実施の形態６．
　移動端末がユーザデータ等の上りデータ（Ｕｐｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＵＬ　ｄａｔａ）
送信を行っていない場合であって、基地局から送信された下りデータ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｄａｔａ、ＤＬ　ｄａｔａ）を受信している場合、下りデータの受信結果であるＡｃｋ
／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ信号を基地局に送信する必要がある。
　また、移動端末に上りデータ送信の必要が生じた場合には、上りスケジューリング要求
信号ＳＲを基地局に送信する必要がある。Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩと上りＳＲを同時に
送信する必要が生じた移動端末が移動端末内のＰＡＰＲを増加させることなく、同時にそ
れらの送信を行う方法を説明する。
【０１３５】
　非特許文献１にて上りデータ送信を行なっておらず、かつ、下りデータを受信している
場合のＡｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩは図２３に示すような広帯域のＡｃｋ／
Ｎａｃｋ専用チャネルで送信されることが開示されている。
　非特許文献４にて上りデータ送信を行なっておらず、かつ、下りデータを受信している
場合のＳＲをＳ－ＲＡＣＨにて送信することが開示されている。
　しかし、上記２つの非特許文献１及び非特許文献４には、本発明の課題についての示唆
はない。本発明の課題について繰り返しになるが以下に説明する。
【０１３６】
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いて上りＡｃｋ／ＮａｃｋやＣＱＩを送信する処理
と、Ｓ－ＲＡＣＨを用いてＳＲを送信する処理とを同時に実行しなければならない場合が
生じる。この場合、それぞれの信号は無相関であるため、時間的に同時に送信されるとシ
ングルキャリア伝送とはならずマルチキャリア伝送となってしまう。無相関の信号が時間
的に同時に送信される場合、送信信号の時間波形のピークが高くなるため、ＰＡＰＲが高
くなってしまう。ＰＡＰＲが高くなると、移動端末の消費電力が増大し、さらにはセルカ
バレッジが狭くなってしまうという問題が生じる。さらには、ＰＡＰＲが高くなることに
より、ほかの移動端末やシステムへの妨害波となってしまうという問題も生じる。
【０１３７】
　上りＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩとＳＲを同時に送信しなければならない場合、移動端末
内のＰＡＰＲの増加を抑えるためにはシングルキャリア伝送にすべきである。
　従来技術に開示されている広帯域のＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて送信されるＡｃ
ｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩとＳ－ＲＡＣＨにて送信されるＳＲをそのまま用い
た場合は、移動端末がそれぞれの情報を同時に送信する必要が発生する場合が考えられる
。
　そのため、この本実施の形態６では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩとＳＲ
を、ある一つの時間―周波数領域が独占的に割り当てられたＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネ
ル、もしくはＳ－ＲＡＣＨのどちらか一つのチャネルで多重することを提示する。
【０１３８】
　その多重方法について以下に説明する。上りスケジューリング要求信号ＳＲ、Ａｃｋ／
Ｎａｃｋ、ＣＱＩをともに、図２３に示すようなある一つの時間―周波数領域が独占的に
割り当てられたＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル、もしくは図２５に示すようなＳ－ＲＡＣ
Ｈのどちらか一方で送信する方法を説明する。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルとＳ－ＲＡＣＨは、どちらも、時間的にはサブフレーム
単位、周波数的には１リソースユニット単位もしくはそれ以上の領域が割り当てられてい
るため、どちらのチャネルでも本発明が適用可能となる。
【０１３９】
　この実施の形態６では、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩと上りスケジューリ
ング要求信号ＳＲを同時に送信する必要が生じた場合、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ
、ＣＱＩと上りスケジューリング要求信号ＳＲをともにＳ－ＲＡＣＨで送信する場合につ
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いて示す。言い換えれば、下りデータを受信しＡｃｋ／Ｎａｃｋ、または／かつ、ＣＱＩ
を送信する必要がある移動端末であっても、上りスケジューリング要求信号ＳＲ送信を行
っている期間は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いないことを意味する。さらに、上
りスケジューリング要求信号ＳＲの送信を行っている期間は、ＣＱＩの送信、あるいはＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋ送信及びＣＱＩをＳ－ＲＡＣＨを用いて送信し、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チ
ャネルを用いないようにしても良い。
【０１４０】
　図１８は、上りスケジューリング要求信号を送信するまでの移動端末における処理を説
明するフローチャートである。以下、図１８を用いて移動端末の動作を説明する。なお、
図１８において、図６と同一のステップは同一または相当のステップを示すので説明は省
略する。
　ＳＴ６０１からＳＴ６０３は図６と同様のステップである。ＳＴ６０２において下りデ
ータ受信中であった場合、ＳＴ１８０１が実行される。ＳＴ１８０１において、移動端末
は上りスケジューリング要求信号ＳＲとＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩをＳ－ＲＡＣＨ上にマ
ッピングして基地局に対して送信する。移動体通信システムとしての処理は、図５２と同
様であるため、説明を省略する。
【０１４１】
　次にＳ－ＲＡＣＨ上のマッピング方法について以下に説明する。
　第一のマッピング方法としては、Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブルとメッセージ、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋ、ＣＱＩをマッピングする。図１９は、Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブルとメッ
セージ、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩをマッピングした無線リソースを示す説明図である。
　第二のマッピング方法としては、Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブル、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、
ＣＱＩをマッピングする。上りスケジューリング要求信号ＳＲに必要なメッセージ情報は
、次のＳ－ＲＡＣＨ送信タイミングにて送信するか、あるいは、基地局により割り当てら
れた上りリソースにより送信する。
【０１４２】
　図２０は、Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブルとメッセージ、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを
マッピングした無線リソースを示す説明図である。
　第三のマッピング方法としては、従来通り、Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブル、メッセー
ジをマッピングするものである。上りリンクの時間同期が取れている状態で送信されるＳ
－ＲＡＣＨ上のメッセージ内にＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを新たに追加する。図２１は、
Ｓ－ＲＡＣＨ上にプレアンブルとメッセージ、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩをマッピングし
た無線リソースを示す説明図である。
【０１４３】
　上記説明のとおり、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルではなくＳ－ＲＡＣＨに上りスケジ
ューリング要求信号ＳＲとＡｃｋ／Ｎａｃｋ情報シンボル（Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩ）
を時間的に分離してマッピングすることにより、時間的に分離して送信するために同時に
送信することにはならない。よって、一つの移動端末で同時に複数の送信すべき「データ
付随なしのＬ１／Ｌ２制御信号」が発生した場合にも、これらの重要な制御信号の通信品
質を確保しつつ、システムの無線リソース負荷の増加を防ぐことができ、低いＰＡＲＲと
、高い通信品質を保証するシングルキャリア方式での送信を実現できる。
【０１４４】
　更に分離した狭帯域の複数の時間-周波数領域にてＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを送信す
る場合と比較して、図２３に示すようなある一つの時間―周波数領域が独占的に割り当て
られたＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル、もしくは図２５に示すようなＳ－ＲＡＣＨのどち
らか一方でＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを送信する本実施の形態の方法の場合、帯域幅が大
きくなる。
　よって、独占的に割り当てた無線リソースにより送信可能な情報量が増えることになる
。よって、通信路の環境に応じて、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩの繰り返しパターン（回数
など）を変更できるという効果を得ることが出来る。繰り返しパターンを通信路の環境に
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応じて基地局からの指示により変更することで、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩの受信品質を
通信路の環境によらず一定に保つことが可能となる。
【０１４５】
実施の形態７．
　移動端末が基地局と同期しており、かつ上りデータ（Ｕｐｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＵＬ　
ｄａｔａ）送信も、下りデータ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＤＬ　ｄａｔａ）受信も
行なっていない場合、下りデータに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを上りで送信する必要もない
ため、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが存在しない。このような場合において、上り送信
要求が発生した場合、上りスケジューリング要求信号ＳＲを、Ｓ－ＲＡＣＨ用の無線リソ
ースを使うことなく、「サウンディングリファレンスシグナル」（サウンディング　リフ
ァレンス　シグナル、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（ＲＳ））
と呼ばれる上りの通信品質測定用の信号を利用して送信する方法について説明する。
　この方法であれば、Ｓ－ＲＡＣＨ用にリザーブされた無線リソースを開放できるだけで
なく、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの送信では、他の移動端末と共通の無線リソース領域を使
うため、リソースの効果的な利用ができる。更に、１つのサウンディングリファレンス信
号（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ）という信号に、送信開始するチャネルの通信品質測定用と
上りスケジュール要求信号ＳＲという２つの機能を持たせることができる。
【０１４６】
　Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳは、基地局が上りの通信品質を測定するために移動端末ＵＥか
ら基地局ｅＮＢに送信される信号である。３ＧＰＰでは現在、上りにおけるリファレンス
信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）として、復調目的のリファレンス信号（Ｄｅ
ｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ　ＲＳ）と、上りチャネルの品質測定目的のリファレンス信号（Ｓ
ｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ）の２種類の信号仕様について、議論されている。
　非特許文献３では現在複数の提案が併記されている状態であり、まだ仕様決定されてい
ない。
　この実施の形態７では、上りデータの送信中のみサウンディングリファレンス信号（Ｓ
ｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ）を送信する場合について考える。
【０１４７】
　この実施の形態７における、上りデータ送信中のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの無線リソー
ス割当ての一部を示したものが、図３５の（ａ）、（ｂ）である。
　まず、図３５（ａ）は、サウンディングＲＳを１つの時間-周波数領域の全帯域幅で２
ＴＴＩ内の２つのショートブロック（ＳＢ）に割当てた例を示している。図３５（ａ）で
は、１つの時間－周波数領域の一部を２つの移動端末（ＵＥ１、ＵＥ２）が利用した場合
の無線リソース割当て方法が示されている。
　図において、５０１は移動端末ＵＥ１のデータシンボル、５０２は移動端末ＵＥ１、Ｕ
Ｅ２、及び、この時間-周波数領域を利用する全ての移動端末共通で利用するＳｏｕｎｄ
ｉｎｇ　ＲＳ、５０３は移動端末ＵＥ１の復調（Ｄｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ）用ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、５０４は、移動端末ＵＥ２のデータシンボル、５０５は移動
端末ＵＥ２の復調（Ｄｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ）用ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌで
ある。これらの中で、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ５０２領域として、１つの時間－周波数領
域の全帯域幅でのＳＢが、２ＴＴＩ内で２つ割当てられている。
【０１４８】
　同様に、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを１つの時間－周波数領域の全帯域幅で、２ＴＴＩ内
の２つのロングブロック（ＬＢ）に割当てた例を示したものが図３５（ｂ）である。図３
５（ｂ）では、１つの時間－周波数領域の一部を、３つの移動端末（ＵＥ１、ＵＥ２、Ｕ
Ｅ３）が利用する場合の無線リソース割当て方法が示されている。図において、５０６は
移動端末ＵＥ１のデータシンボル、５０７は移動端末ＵＥ１の復調用ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌ、５０８はＵＥ２のデータシンボル、５０９は移動端末ＵＥ２の復調用ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、５１１は移動端末ＵＥ３のデータシンボル、５１２は
移動端末ＵＥ３の復調用ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌである。そして、５１０は、
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移動端末ＵＥ１～３及び、この時間－周波数領域を利用する全ての移動端末共通で利用す
るＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳであり、前述したように、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用の無線リ
ソースには、１つの時間-周波数領域の全帯域幅でのＬＢが２ＴＴＩ内に２つ用意されて
いる。
【０１４９】
　図３５（ａ）、（ｂ）のいずれの場合においても、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳは、ＵＥ毎
にコード多重される。Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳは広い帯域の無線リソースを複数の端末で
共有して使えるので、基地局が周波数フェージングの状況を測定でき、適切な上りスケジ
ューリングが可能となる。また、それぞれの移動端末での信号をコード多重しているため
、基地局側では、各移動端末別に精度のよい品質測定が可能となる。
【０１５０】
　移動局が基地局と同期していて、かつ、上りデータ送信がない状態から、送信要求が発
生する場合として、実施の形態３で記述したように、下りデータを受信し、その下り受信
データに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩを上りで送信するためにＡＣＫ／Ｎａｃｋ専用
チャネルが割当てられている場合と割当てられていない場合が考えられる。それぞれの場
合における、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信方法を示したものが、図３７のフ
ローチャートである。
【０１５１】
　まず、上りデータ送信要求の発生が確認されたら（ＳＴ５２０１）、下り受信データに
対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを送信するＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが上りで割当てられて
いるかどうかを確認する（ＳＴ５２０２）。Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが上りで割当
てられている場合は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにて、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ、ＣＱＩと
共に上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信する（ＳＴ５２０４）。この場合の処理は
、実施の形態３で説明したものと同じである。一方、ＳＴ５２０２にて、Ａｃｋ／Ｎａｃ
ｋ専用チャネルが上りで割当てられていなかった場合は、上りスケジューリング要求信号
ＳＲを兼ねた上り品質測定用のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を基地局に送信する（ＳＴ５２０３）。
【０１５２】
　下りデータを受信していない場合にもＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが移動端末に割当
てられるような移動体通信システムの場合が考えられる。具体的には、下りデータが存在
しない場合にも将来の下りスケジューリングのために、あるいは基地局と移動端末間の同
期を保つために、移動端末から下り通信路の品質の測定結果（ＣＱＩ）を通知する場合が
考えられる。そのような場合においては、上記の通りＳＴ５２０２の判断が適していると
考える。
　一方、下りデータが存在する時のみＡＣＫ／Ｎａｃｋ専用チャネルが移動端末に割当て
られるような移動体通信システムの場合が考えられる。そのような場合においては、ＳＴ
５２０２の判断において、下りデータの受信をしているか否かを判断しても良い。
【０１５３】
　図３７のＳＴ５２０２の分岐で「Ｎｏ」となる条件、即ち、ＡＣＫ／Ｎａｃｋ専用チャ
ネルの割当てがない状態で、上り送信要求が発生した場合の具体的なシーケンス例につい
て説明したものが図３６である。
　本実施の形態としては移動端末と基地局間が同期していることを前提としている。よっ
て本実施の形態の前に何らかの方法で同期がとられる必要がある。その方法の一例として
図３６では、移動端末から基地局に対して非同期ランダムアクセス信号（Ｎｏｎ－Ｓｙｎ
ｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｒｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）を送信した場合を示している。
【０１５４】
　基地局ｅＮｏｄｅＢは、ＳＴ５１０１で、移動端末ＵＥから同期要求を受信し、要求を
してきた移動端末を特定すると共に、この移動端末との同期を取り、移動端末がＡｃｔｉ
ｖｅ状態になったことを確認する。更に、次のＳＴ５１０２において、基地局は、同期確
立を移動端末に通知すると共に、上り、下りの通信路の設定に必要な制御情報で、かつ、
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他のＵＥと共通に設定されるなどの理由で設定値がほぼ固定（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）
となるＬ１／Ｌ２制御情報を、併せて移動局に通知する。
　上りスケジューリング要求信号ＳＲを上りの通信品質測定用のサウンディングＲＳを利
用して送信する場合は，上りデータの送信がない場合に「上りスケジューリングリクエス
トを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ」を送信する必要があるために，同期確立の通知と共
に，Ｓｏｕｎｄｉｎｇ ＲＳ関連の制御情報を通知する。上りの品質測定用のＳｏｕｎｄ
ｉｎｇ　ＲＳも、他ＵＥと共有した無線リソースを利用するものであるため、Ｓｏｕｎｄ
ｉｎｇ　ＲＳを制御するＬ１／Ｌ２制御情報の中でも、この移動端末に割当てられ、コー
ド多重に利用される移動端末識別情報（シーケンス番号、ＵＥ－ＩＤ）や、Ｓｏｕｎｄｉ
ｎｇ　ＲＳ送信用に割当てられる予定の無線リソースの周波数帯域幅（ＢＷ）などは、Ｓ
Ｔ５１０２において、基地局ｅＮｏｄｅＢから移動端末ＵＥに通知することで上りデータ
が送信されていない場合にもＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの送信が可能となる。
　Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを上りスケジューリング要求信号ＳＲの通知に利用せずに、上
りデータの送信中にのみＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信する場合には、同期確立の通知と
共にではなく、例えば上りデータのリソース割当て時（ＳＴ５１０４）にＳｏｕｎｄｉｎ
ｇ　ＲＳ関連の制御情報（シーケンス番号、ＢＷなど）を通知すれば足りる点において異
なる。また、上記にて同期確立の通知と共にというのは、時間的に同時である必要なない
。
【０１５５】
　移動端末において、上り送信データ要求が発生した場合、移動端末ＵＥはＳＴ５１０２
にて基地局より受信した上りのＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用のＵＥのシーケンス番号やＳｏ
ｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ送信用に割当てられる予定の周波数帯域などの制御情報に従って、Ｓ
ｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信することにより、特定の移動端末ＵＥで上りのスケジューリ
ングリクエストが有ることを基地局に通知する（ＳＴ５１０３）。このようなＳｏｕｎｄ
ｉｎｇ　ＲＳを「上りスケジューリングリクエストを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ」と
呼ぶ。各移動端末のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳは、ＳＴ５１０２で受信した移動端末ＵＥ用
のシーケンス番号で発生したＣＡＺＡＣシーケンスコードで多重され、基地局から通知さ
れた周波数帯域、タイミングで送信される。
【０１５６】
　基地局側は、この移動端末が使用した無線リソースの時間－周波数領域にあるＳｏｕｎ
ｄｉｎｇ　ＲＳを受信して相関を取ることにより、該移動端末のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ
の受信を検出することができる。受信検出によって、基地局は、上りデータを送信してい
ない移動端末からＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを検出した場合、これを上りスケジューリング
要求信号ＳＲであると判断することができる（ＳＴ５１０３）。なぜならば、この実施の
形態７では、上りデータ送信中のみＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳが送信されることが前提だか
らである。
　上記ではＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ内の移動端末の識別方法についてはＣＡＺＡＣシーケ
ンスコードを用いることについて示したが別の方法でも良い。
【０１５７】
　基地局は、移動端末から受信したＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳをスケジューリング要求信号
ＳＲであると判断すると、「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａ
ｔｉｏｎ」メッセージで上りデータ送信に必要な無線リソース割当てなどの制御情報を通
知する（ＳＴ５１０４）。移動端末は、基地局から受信した無線リソースを用いて、上り
データの送信を開始する（ＳＴ５１０５）。
　ＳＴ５１０２にて基地局ｅＮｏｄｅＢ側からＢＷを通知される際の基地局内フローチャ
ートを示したものが図３９である。
　まず、基地局ｅＮｏｄｅＢ側から通知される時の指示フローを、図３９に沿って説明す
る。
【０１５８】
　ＳＴ５４０１において、基地局は移動端末ＵＥと同期が取れているかをチェックし、同



(40) JP 2011-166843 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

期が取れていなければ、Ｎｏｎ－Ｓｙｎｃ　ＲＡＣＨで同期要求があるまで、待つ（ＳＴ
５４０２）。同期要求を受信すると、基地局は、図３６のＳＴ５１０２で説明したように
、移動端末との同期を確立し（ＳＴ５４０３）し、ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃにＳｏｕｎｄ
ｉｎｇ　ＲＳ用のＬ１／Ｌ２制御情報を移動端末ＵＥに送信する（ＳＴ５４０４）。この
Ｌ１／Ｌ２制御情報の中には、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用にＵＥの識別情報（シーケ
ンス番号、ＵＥ－ＩＤ）や、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷなどが含まれている。
　ＳＴ５４０１でのＵＥとの同期チェックにおいて、同期が取れている場合は、ＳＴ５４
０５で下りデータを受信中かどうかを確認し、下りデータを受信しているのであれば、ｄ
ｙｎａｍｉｃにＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用のＬ１／Ｌ２制御情報を移動端末ＵＥに通知し
、周波数帯域幅（ＢＷ）を動的に変更する（ＳＴ５４０６）。
【０１５９】
　図３９のフローチャートでは、ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ、ｄｙｎａｍｉｃ双方のＬ１／
Ｌ２制御情報により、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷを基地局から通知するようにし
ているが、実際は、ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ　Ｌ１／Ｌ２制御情報とｄｙｎａｍｉｃ　Ｌ
１／Ｌ２制御情報のどちらか１種類だけで通知される場合もあり得る。
【０１６０】
　移動端末における上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねた上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　
ＲＳの再送方法であるが、この実施の形態７では、移動端末側で所定の時間のタイマーを
設定し、タイマー時間内に基地局からＳＴ５１０４で「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」メッセージを受信できなかった場合、上りＳｏｕｎ
ｄｉｎｇ　ＲＳを再送するという方法と、ＳＴ５１０４で「Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ」メッセージを受信するまで、連続して上りＳｏ
ｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信し続けるという２つの方法がある。これについては、実施の形
態３の説明図２８～３０と図３１～３３で既に詳細の説明をしているため、ここでの説明
を省略する。
【０１６１】
　ＳＴ５１０３で上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを
送信する際、当然ながら、それは、上りの通信品質測定用（通常）のＳｏｕｎｄｉｎｇ　
ＲＳで使用する筈のＳＢもしくはＬＢを使用し、その周波数帯と帯域幅（ＢＷ：Ｂａｎｄ
　Ｗｉｄｔｈ）は、通常のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳと同じに合わせる必要がある。なぜな
ら、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳは、同じ時間-周波数領域を使用するよう割当てられた複数
の移動端末で同じＳＢ（又はＬＢ）領域を、コード多重して利用しているので、１つの移
動端末が、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用に他の移動端末と共有で使っている周波数帯域の区
切れ目を変えたり、他のブロック（ＬＢ、ＳＢ）を使用したりすれば、他の移動端末のデ
ータやＲｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌをつぶすことになるからである。よって、例え
ば、上りの通信品質測定用（通常）のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳが基地局の帯域幅全部であ
った場合は、上りスケジューリング要求ＳＲを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳも、同じ帯
域幅となり、基地局が上りの通信品質測定用（通常）のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷ（
周波数帯域）を複数設定していた場合は、自移動端末と同じ時間-周波数領域を無線リソ
ースとして割当てられた他の移動端末と同じＢＷを使用する。
【０１６２】
　移動端末に使用する上りスケジューリング要求ＳＲを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用
のＢＷは、基地局ｅＮｏｄｅＢ側が判断して選択する場合と、移動端末ＵＥが自分で判断
して選択する場合とがある。
　基地局ｅＮｏｄｅＢ側がＢＷを選択する場合の判断方法を示したフローチャートが図４
０、移動端末側でＢＷを選択する場合の判断方法のフローを示したものが図４１である。
【０１６３】
　次に、基地局ｅＮｏｄｅＢ側で上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷを選択する場合の処
理フローについて説明する。この選択フローは、図３９に示すフローチャートのＳＴ５４
０４にて、ＵＥに通知されるセミ・スタティック（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）のＬ１／Ｌ
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２制御情報や、ＳＴ５４０６にてＵＥに通知されるダイナミック（ｄｙｎａｍｉｃ）のＬ
１／Ｌ２制御情報の中にあるＢＷを決定する方法である。
　図４０は、基地局ｅＮｏｄｅＢ側で上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの周波数帯域幅（Ｂａ
ｎｄ　Ｗｉｄｔｈ：ＢＷ）を選択する場合の処理フローを示したものである。
【０１６４】
　まず、図中のＳＴ５５０１において、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信するＢＷが複
数存在するかどうかを確認し、１つだけであれば、他の全ての移動端末ＵＥの上りＳｏｕ
ｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷと同じＢＷとする（ＳＴ５５０２）。一方、上りＳｏｕｎｄｉｎ
ｇ　ＲＳを送信するＢＷが複数である場合は、同じＢＷで上りスケジューリング要求信号
ＳＲを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信するＵＥの数が適切であるか（ＳＴ５５０４
）、そのＢＷがセルエッジでＵＥに割当て可能な周波数であるか（ＳＴ５５０５）、下り
ＣＱＩ（チャネル品質、下り通信路品質）の報告結果が良好なＢＷであるか（ＳＴ５５０
６）をチェックし、これらの条件に適合するまで、ＢＷを変えながら探す（ＳＴ５５０７
）。そして、ＳＴ５５０４～ＳＴ５５０６の条件に適合したＢＷを上りＳｏｕｎｄｉｎｇ
　ＲＳ用のＢＷとして決定する（ＳＴ５５０８）。
【０１６５】
　上記のＢＷ選択をＵＥ側で行なった場合の処理フローを示したものが図４１である。Ｕ
Ｅによる上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷ選択は、図３９のフローチャートで言えば、
ＳＴ５４０５の下りデータを受信している時に、下りのｄｙｎａｍｉｃ　Ｌ１／Ｌ２制御
情報で通知されるＢＷに反映される。まず、ＢＣＨなどのチャネルで、上りＳｏｕｎｄｉ
ｎｇ　ＲＳのＢＷ数を基地局から受信する（ＳＴ５６０１）。上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒ
ＳのＢＷが複数あるかどうかを確認し（ＳＴ５６０２）、ＢＷが１つであれば、他のすべ
てのＵＥの上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷと同じＢＷを選択する（ＳＴ５６０３）。
もし、ＢＷが複数であれば、ＳＴ５６０５の「下りのＣＱＩの品質が良好である」条件を
クリアできるＢＷを順番に選択しながら探して、ＢＷを決定し（ＳＴ５６０７）、その結
果を基地局に通知する。
【０１６６】
　このような選択方法を用いることにより、同じＢＷで送信するＵＥの数をコントロール
して、基地局の総受信電力の増加を防ぐことができる。また、上りの周波数としてセルエ
ッジのＵＥが割当て可能な周波数をあらかじめ設定することが出来、実際に知りたい周波
数帯域の上り通信路品質を得ることが出来る。更に、下りＣＱＩから、上りの良好なＢＷ
を予想して選択することにより、その移動端末ＵＥにとって最も安定した無線リソースで
上り通信路品質を得ることができる。
　上記で説明した、移動端末が使用する上りスケジューリング要求ＳＲを兼ねたＳｏｕｎ
ｄｉｎｇ　ＲＳ用のＢＷの決定方法（上りスケジューリング要求ＳＲをＳｏｕｎｄｉｎｇ
　ＲＳを用いて通知する場合のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用のＢＷの決定方法）については
、実施の形態８、実施の形態９、実施の形態１０でも用いることが出来る。
【０１６７】
　図３６のシーケンス内のＳＴ５１０３における、基地局及び移動端末による無線リソー
スの具体的な割当て方法について説明する。
　図３８は、基地局が上りの通信品質測定用（通常）のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷを
複数設定していた場合における無線リソースの割当て方法、及び、送信要求が発生した後
の移動端末ＵＥ１の無線リソース割当て経緯を示した図である。図３８では基地局の管理
する無線リソースはそれぞれの帯域幅がＢＷ＃１、ＢＷ＃２、ＢＷ＃３となる３つの時間
-周波数領域に分けられている。ＢＷ＃１の時間－周波数領域には、移動端末ＵＥ１を含
むＵＥ群Ａが割当てられ、同様にＢＷ＃２の領域にはＵＥ群Ｂ、ＢＷ＃３の領域にはＵＥ
群Ｃが割当てられる。図において、５３１はＵＥ群Ａのデータ領域、５３２はＵＥ群Ａの
サウンディング（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ）領域、５３３はＵＥ群Ａの復調（Ｄｅｍｏｄ
ｕｒａｔｉｏｎ）用ＲＳ領域、５３４はＵＥ群Ｂのデータ領域、５３５はＵＥ群Ｂのサウ
ンディング（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ）　ＲＳ領域、５３６はＵＥ群Ｂの復調（Ｄｅｍｏｄｕｒ
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ａｔｉｏｎ）用ＲＳ領域である。この図では、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ領域は、図３５（
ａ）の例と同様に２ＴＴＩ内で二つのＳＢに配置されており、その帯域幅は、それぞれの
ＵＥ群用に設定された時間-周波数領域の帯域幅（ＢＷ＃１、ＢＷ＃２、ＢＷ＃３）と同
じとなっている。また、それぞれのＵＥ群領域内のデータ領域やＤｅｍｏｄｕｒａｔｉｏ
ｎ用ＲＳ領域は、それぞれのＵＥ群内の複数のＵＥ用に分割されている。
【０１６８】
　例えば、図３８の無線リソース割当て条件下で、ＵＥ群Ａに含まれるＵＥ１がＴＴＩ＃
1のサブフレーム（１）で上りスケジューリング要求信号ＳＲを送信したい場合を図３８
（ｂ）に示す。５３７はＵＥ１のスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねるサウンディング
（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ）ＲＳ領域、５３８はＵＥ１のデータ送信開始後の送信データ領域、
５３９はＵＥ１の復調（Ｄｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ）用ＲＳ領域、５４０はＵＥ１の上り
の通信品質測定用（通常）のサウンディング（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ）ＲＳ領域である。ＵＥ
１は、ＵＥ群ＡのＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳとして割当てられるＳＢ１（５３７）でスケジ
ューリング要求ＳＲを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信する。ＵＥ１のスケジューリ
ング要求信号ＳＲを兼ねたＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳに使用するＳＢ５３７のＢＷは、ＵＥ
群ＡのＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷ＃１と同じである。サブフレーム（１）では、ＵＥ
１で上りデータ送信を行なっていないため、この時点でＵＥ１が使用する領域は、ＳＢ１
のみとなる。つまり、サブフレーム（１）のＳＢ１以外のＬＢ（ＬＢ１、ＬＢ２、ＬＢ３
、ＬＢ４、ＬＢ５）、ＳＢ（ＳＢ２）でのＵＥ１からの送信はない。その後、基地局にて
上りスケジューリング処理が行われる。
【０１６９】
　ここでは、３ＴＴＩを経過する間に、基地局からＵＥ１に、上りデータ送信用の無線リ
ソース割当てが通知され、ＵＥ１が、サブフレーム（７）より上りデータ送信を開始する
。ここからは、ＬＢ１～６にＵＥ１用のデータ５３８、ＴＴＩ＃４のＳＢ１及び、ＴＴＩ
＃５のＳＢ２にはＵＥ１の上りの通信品質測定用（通常）の上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ
５４０、残りのＳＢには復調用のＲＳが割当てられる。図にあるように、ＵＥ１のスケジ
ューリングリクエストＳＲを兼ねた上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ及び、上りの通信品質測
定用（通常）の上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの領域のＢＷはＵＥ群Ａの帯域幅ＢＷ＃１と
同じであり、この領域と全く同一のタイミングの同一の領域を、ＵＥ群Ａ内のデータ送信
状態にある全ての移動端末ＵＥが、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの送信用に割当てている
。一方、ＵＥ１のデータ領域やＤｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ　ＲＳ用に割当てられた領域の
帯域幅はＢＷ＃１より小さく、他のＵＥとは区別された領域を使用している。
【０１７０】
　このように、上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねた上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ
の送信は、同じＢＷを割当てられた送信中の他のＵＥ（複数あり）の上りＳｏｕｎｄｉｎ
ｇ　ＲＳの送信タイミングと合わせる必要がある。
【０１７１】
　図４２は、更に詳しくＵＥ群Ａに割当てられた時間-周波数領域内で、複数のＵＥが、
同タイミングにおいて、どのようにそれぞれに割当てられた無線リソースを使用している
かを示したものである。図４２では、図３８と異なり、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用の
領域は、図３５（ｂ）と同じく、２ＴＴＩ内に２つのＬＢ（１サブフレーム目のＬＢ１と
２サブフレーム目のＬＢ６）に配置している。図において、５７１はＵＥ群ＡのＳｏｕｎ
ｄｉｎｇ　ＲＳ領域、５７２はＵＥ群ＡのＤｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ用ＲＳ領域、５７３
はＵＥ群Ａのデータ領域、５７４はＵＥ群ＢのＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ領域、５７５はＵ
Ｅ群ＢのＤｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ用ＲＳ領域、５７６はＵＥ群Ｂのデータ領域、５７７
は送信開始時におけるＵＥ１のスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねるＳｏｕｎｄｉｎｇ
　ＲＳ領域であり、かつ、送信中におけるＵＥ２のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ領域、５７８
はＵＥ２のＤｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ　ＲＳ領域、５７９はＵＥ２のデータ領域、５８０
はＵＥ１とＵＥ２の通常のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ領域、５８１はＵＥ１のＤｅｍｏｄｕ
ｒａｔｉｏｎ用ＲＳ領域、５８２は送信中におけるＵＥ１のデータ領域である。
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【０１７２】
　同じＵＥ群Ａ内の二つの移動端末ＵＥ１とＵＥ２は、あるタイミングで、それぞれＵＥ
１は上り送信をこれから開始しようとし、ＵＥ２は既に上りデータを送信中であったとす
る。ＵＥ群Ａの全ての移動端末が、上り送信時に使用する上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ領
域に割当てられた５７７のＬＢ１は、ＵＥ１では、上り送信開始時に移動端末から基地局
に通知される上りスケジューリング要求信号ＳＲの意味を兼ねた、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ
　ＲＳの送信に使用され、ＵＥ２では、通常の基地局での品質測定に使われる、上りＳｏ
ｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの送信に使用される。図の通り、これらの二つのＵＥは、全く同タイ
ミングで全く同じ帯域幅（＝ＢＷ＃１）の同じブロック（ＬＢ）で異なる意味合いを持つ
上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信している。
【０１７３】
　基地局では、このＬＢ１を受信した際、それぞれのＵＥのシーケンス番号にて発生され
たコードで復調を行い、ＵＥ１、ＵＥ２からの上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを受信する。
そして、これまで上りデータ信号を受信しなかったＵＥ１のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ信号
については、基地局側でのＵＥ１の上り品質測定に利用すると共に、これをＵＥ１の送信
開始通知（上りスケジューリング要求信号ＳＲ）と判定する。一方、これまで、定期的に
上りデータ信号を受信してきたＵＥ２のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ信号は、基地局における
ＵＥ２の上り品質測定に利用される。
【０１７４】
　ＵＥ１、ＵＥ２の送信中に割当てられるデータ用領域やＤｅｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ　Ｒ
Ｓ用の領域は、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ用と異なり、図４２にあるように、それぞれ
分離した領域に割当てられる。
【０１７５】
　更に、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信できる時間-周波数領域の設定を、図３８や
図４２で説明したように、どのＵＥ群も同じに設定せず、ＵＥ群毎に別の時間-周波数領
域に設定する方法もある。図４３（ａ）（ｂ）は、ＵＥ群毎に、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　
ＲＳを割当てられる領域を、リソースユニット（ＲＵ）単位で時間・周波数をずらして設
定する例を示したものである。図４３（ａ）はＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷが基地局の
帯域幅全部であった場合、その時間-周波数領域内で、ＵＥ群別に上りＳｏｕｎｄｉｎｇ
　ＲＳを送信できる領域が異なるよう割当てられた例を示したものである。図では、２Ｔ
ＴＩ区間の長さで、１ＴＴＩずつずらしながら、４つのＵＥ群に対しＳｏｕｎｄｉｎｇ　
ＲＳを送信できる区間を割当てる例を示している。具体的に言うと、４つのＵＥ群のうち
、チーム１のＵＥはＴＴＩ（１）（２）の区間Ａ、チーム２のＵＥはＴＴＩ（２）（３）
の区間Ｂ、チーム３のＵＥはＴＴＩ（３）（４）の区間Ｃ、チーム４のＵＥはＴＴＩ（４
）（５）の区間Ｄにおいて、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信する。この割当ては、こ
の例に限らない。
【０１７６】
　また、上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの領域割当てが、この実施の形態７で説明したよう
に２ＴＴＩ内で２つのブロックに割当てられるようにするとは限らず、毎ＴＴＩかもしれ
ないし、３サブフレーム以上に渡って所定の固定数割当てられることもあり得る。また、
ＵＥ群毎の上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信できる区間設定も、１ＴＴＩ単位でずらす
必要は無く、ネットワークの負荷を低くし、上り品質測定の精度を維持できるのに十分な
頻度に合わせた設定であればよい。この方法であれば、それぞれのＵＥチームにより上り
サウンディングＲＳを送信できる区間が異なってくるので、基地局側で同時に受信するＵ
Ｅの数を減らすことができる。
　さらには、基地局の総送信電力配分の最適化が行なえる。
【０１７７】
　図４３（ｂ）は上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷが複数設定されている場合において
、それぞれの時間-周波数領域内で、ＵＥ群別に上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信でき
る区間が異なるよう割当てられた例を示したものである。この方法であれば、図４３（ａ
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）と比べ、それぞれのＵＥチームにより、上り送信を行なう周波数帯域も、上りＳｏｕｎ
ｄｉｎｇ　ＲＳを送信できる区間も異なってくるので、基地局側で受信時に同じ帯域で同
時に受信するＵＥの数を減らすことができ、基地局無線部の受信負荷を下げることが出来
る。更には、基地局の総送信電力配分の最適化が行なえる。
【０１７８】
　この実施の形態７で説明した上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷ設定や無線リソースの
割当て方法は、上りデータ送信データがない時に、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを上りスケジ
ューリング要求信号ＳＲ以外の目的で送る場合にも適用できる。また、この実施の形態７
で説明した上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳのＢＷ設定や無線リソースの割当て方法は、実施
の形態８、実施の形態９、実施の形態１０にも適用できる。
【０１７９】
　上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねるＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信する時の送
信電力は、その信号の重要性から考えて、通常の上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信する
時と同程度以上にする必要がある。例えば、上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねる
Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの送信電力を、下記のような所定の式で求める方法もある。
【数１】

　上記のように、送信電力をそれぞれの所望の電力対雑音比に応じて設定する等、上りス
ケジューリング要求信号ＳＲを兼ねるＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信する時の送信電力を
、通常の上りＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを送信する時と同程度以上にすることで、基地局で
の上りスケジューリング要求信号の誤受信を減らすことが可能となる。
　上記のように、上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねるＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳの
送信電力の設定方法は、実施の形態８、実施の形態９、実施の形態１０でも適用できる。
【０１８０】
　以上のように、基地局と同期が取れていて、かつ、上りにてデータ送信がなく、Ａｃｋ
／Ｎａｃｋ専用チャネルの割当てがない場合において、上り送信要求が発生した時、上り
スケジューリング要求信号ＳＲを上りの品質測定用のＳｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳを利用して
送信することにより、Ｓ－ＲＡＣＨを用いる時よりも広い周波数帯域を利用できるので、
周波数フェージングに強い送信を実現できる。「上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼
ねたサウンディングＲＳ」にて、上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信と、基地局で
の上り通信路品質測定を兼ねることができるため、スケジューリング要求信号ＳＲと別に
上り品質測定用のサウンディングＲＳを送信する必要がなくなる。また、広い周波数帯域
を用いるので、その後の上りスケジューリングにおいて、上りの通信品質を反映しやすい
。更に、Ｓ－ＲＡＣＨの無線リソースを解放することが出来、移動端末と基地局間の上り
スケジューリングシーケンスにおける複雑さを軽減することができる。
【０１８１】
実施の形態８．
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　移動端末が、基地局と同期しており、基地局から送信された下りデータ（Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　ｄａｔａ、ＤＬ　ｄａｔａ）を受信していない、もしくは下りデータの受信結果で
あるＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号またはＣＱＩ信号を基地局に送信するためのＡｃｋ／Ｎａｃｋ
専用チャネルの割当てがなされておらず、移動端末がユーザデータ等の上りデータ（Ｕｐ
ｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＵＬ　ｄａｔａ）送信を行っていない場合であっても、移動端末は
基地局との上り同期を維持するため、ある時間間隔でサウンディング用のリファレンス信
号（上り通信路品質測定用リファレンス信号）を基地局に送信している場合がある。図５
３に移動端末がある時間間隔（ｎＴＴＩ）にてサウンディング用のリファレンス信号７９
０１を送信している場合を示している。一方、移動端末に上りデータ送信の必要が生じた
場合には上りスケジューリング要求信号ＳＲを別途基地局に送信する必要がある。
【０１８２】
　よって、上りスケジューリング要求信号ＳＲとサウンディング用のリファレンス信号を
同時に送信する場合が生じてしまう。時間的に同時に送信されるとシングルキャリア伝送
とはならずマルチキャリア伝送となってしまう。無相関の信号が時間的に同時に送信され
る場合、送信信号の時間波形のピークが高くなるため、ＰＡＰＲが高くなってしまう。Ｐ
ＡＰＲが高くなると、移動端末の消費電力が増大し、さらにはセルカバレッジが狭くなっ
てしまうという問題が生じる。さらには、ＰＡＰＲが高くなることにより、ほかの移動端
末やシステムへの妨害波となってしまうという問題も生じる。このような問題を避けるた
めに、サウンディング用のリファレンス信号と上りスケジューリング要求信号ＳＲの送信
タイミングをずらすなどの方策が考えられるが、基地局かつ／または移動端末でのスケジ
ューリング制御が複雑になってしまう。
　この実施の形態８では、前記課題を解決するため、サウンディング用のリファレンス信
号を、上りスケジューリング要求信号ＳＲを兼ねた信号にする方法について説明する。
【０１８３】
　上記実施の形態７においては、移動端末は、上りデータの送信を行っていない場合、サ
ウンディング用のリファレンス信号を送信していない状態におけるスケジューリングリク
エストの送信方法について開示している。その場合、基地局は、サウンディング用のリフ
ァレンス信号を受信したらスケジューリングリクエストが有るとして判断する。従って、
基地局は、サウンディング用リファレンス信号が上りスケジューリング要求機能を備える
のか、かつ／または、スケジューリングが有りか無しかを判別する必要は無かった。
　しかし、サウンディング用のリファレンス信号をある時間間隔で送信している場合に、
サウンディング用のリファレンス信号を上りスケジューリング要求信号ＳＲと兼ねた信号
にする場合、基地局は、受信した該信号が、サウンディング用か上りスケジューリング用
かを判別する必要が生じる、かつ／または、スケジューリングの有無を判別する必要が生
じるという新たな課題が生じる。この課題を解決するため、この実施の形態８では、サウ
ンディング用のパイロットパターンを２種類用意しておき、該パイロットパターン２種類
を上りスケジューリング要求の有無に対応させ、上りスケジューリング要求の有無に応じ
て該パイロットパターンのどちらか一方を送信するという方法を開示する（図８０を参照
）。
【０１８４】
　図４６に移動端末がサウンディング用リファレンス信号を送る場合のサウンディング用
パイロットの割当ておよび移動端末固有のコードの割り当て方を示している。７２０１は
サウンディング用パイロット、７２０２は移動端末固有のコードである。移動端末がサウ
ンディング用リファレンス信号を送信する場合、移動端末のエンコーダ部もしくは変調部
において、サウンディング用パイロットに移動端末固有のコードを乗算して、サウンディ
ング用リファレンス信号を生成する。
　サウンディング用リファレンス信号は変調処理が行われ、ベースバンド信号に変換され
た後、無線周波数に変換される。その後、アンテナから基地局にサウンディング用リファ
レンス信号が送信される。該移動端末固有のコードは、基地局において、複数の移動端末
からのサウンディング用リファレンス信号を受信した場合に、どの移動端末からのサウン
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ディング用リファレンス信号かを特定可能とするために用いる。
　該コードは直交性を有するコード、もしくは、パイロットパターンに該コードを乗じた
結果が直交性を有するようなコードであった方がよい。
【０１８５】
　また、該コードは、拡散符号であってもよいし、スクランブル符号であっても良い。サ
ウンディングリファレンス信号がアロケーションされる時間-周波数領域は、あらかじめ
決められているか、または、基地局によって通知される。周波数領域はいろいろな帯域を
取りうる。また、時間領域は、毎ＴＴＩに１回でも良いし、複数のＴＴＩに１回でも良い
。基地局で受信したサウンディング用リファレンス信号は移動端末固有のコードにより相
関演算が行われ、演算結果がある閾値以上になったコードで、移動端末が特定される。基
地局はサウンディング用リファレンス信号を用いて特定された該移動端末との上りチャネ
ルの同期をとりなおす。また、該信号を用いて、上り通信路品質を測定する場合もある。
【０１８６】
　サウンディング用のリファレンス信号に、上りスケジューリング要求信号ＳＲの機能を
併せ持たせるための一つの実施例を開示する。図４４に上りスケジューリング要求信号Ｓ
Ｒの機能を兼ね備えたサウンディング用リファレンス信号の生成方法を示している。７０
０１はサウンディング用パイロットパターン１、７００２はサウンディング用パイロット
パターン２、７００３は２種類のパターンを切替えるスイッチ、７００４はスイッチを制
御する制御部、７００５は移動端末固有のコードである。該サウンディング用パイロット
１および２は１シンボルであっても良いし、複数シンボルであっても良い。
　該コードは直交性を有するコード、もしくは、パイロットパターンに該コードを乗じた
結果が直交性を有するようなコードであった方がよい。また、該コードは、拡散符号であ
ってもよいし、スクランブル符号であっても良い。ただし、スクランブル符号とする場合
は、該サウンディング用パイロット１および２は複数シンボルが好ましい。
　サウンディング用パイロットパターンとして、上りスケジューリングリクエストの有無
に対応して２種類のパターンを用意しておく。図の表中に示すように、上りスケジューリ
ングリクエストが無い場合はパターン１を、上りスケジューリングリクエストがある場合
にはパターン２をあらかじめ割り当てておく。
【０１８７】
　図４５は移動端末と基地局間のシーケンス図を示している。移動端末はある時間間隔で
サウンディング用のリファレンス信号を送信している。サウンディングリファレンス信号
がアロケーションされる時間-周波数領域は、あらかじめ決められているか、または、基
地局によって通知される。移動端末はＳＴ７１０１で上りデータ送信要求が発生するかど
うかを判断する。上りデータ送信要求発生が無い場合は、スケジューリングリクエストを
送信しないので、ＳＴ７１０２が実行される。ＳＴ７１０２では、制御部７００４はスイ
ッチ７００３をサウンディング用パイロットパターン１が選択されるように切替える。
【０１８８】
　上りデータ送信要求発生が有る場合は、上りスケジューリングリクエストを送信するの
で、ＳＴ７１０３が実行される。ＳＴ７１０３では、制御部７００４はスイッチ７００３
をサウンディング用パイロットパターン２が選択されるように切替える。ＳＴ７１０４に
おいて、それぞれの場合のサウンディング用パイロットパターンに、移動端末固有のコー
ド７００５を乗算してサウンディング用リファレンス信号を生成する。ＳＴ７１０５にお
いて、サウンディング用リファレンス信号は、変調処理、ベースバンド信号変換、無線周
波数変換が行われ、サウンディング用リファレンス信号に割り当てられた時間-周波数領
域でアンテナから基地局に送信される。ＳＴ７１０６において、基地局でサウンディング
用リファレンス信号を受信する。ＳＴ７１０７において、該サウンディング用リファレン
ス信号と移動端末固有のコードによる相関演算が行われ、演算結果がある閾値以上になっ
た場合、移動端末が特定される。
【０１８９】
　次に、ＳＴ７１０８において基地局はサウンディング用パイロットがパターン１かパタ
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ーン２かを判定する。判定結果がパターン１の場合、ＳＴ７１０９で上りスケジューリン
グは無いものとして処理を行う。判定結果がパターン２の場合、ＳＴ７１１０で上りスケ
ジューリングが有る場合の処理を行うこととなる。
　ＳＴ７１０７にて相関演算結果がある閾値未満の場合、該移動端末以外の移動端末から
のサウンディング用リファレンス信号として処理を終了する。
　基地局でサウンディング用パイロットがパターン１かパターン２かを判定可能とする２
種類のサウンディング用パイロットパターンの１例として、パイロットパターン１とパイ
ロットパターン２に逆の符号（あるシンボルが“１”の場合は“０”）を割り当てる。こ
うすることで、ＳＴ７１０８において基地局はサウンディング用パイロットがパイロット
１かパイロット２かを判定する場合に、相関演算において正か負かで判断できるようにす
ることが可能となる。
　なお、基地局はサウンディング用パイロットパターン１または２を用いて、特定された
該移動端末との上りチャネルの同期をとりなおすことも可能である。
【０１９０】
　以上のような構成にすることによって、移動端末で、上りスケジューリング要求信号Ｓ
Ｒとサウンディング用のリファレンス信号を同時に送信する場合に生じるＰＡＰＲの増大
を解決することができる。
　さらには、スケジューリングリクエスト用にＳ－ＲＡＣＨの領域を確保する必要がなく
なるため、時間－周波数リソースの無駄を無くす事ができる。
　さらには、サウンディング用のリファレンス信号と上りスケジューリング要求信号ＳＲ
の送信タイミングをずらすなどを行わずに済むため、基地局かつ／または移動端末でのス
ケジューリング制御が複雑になることを回避する事が可能となる。
　さらには、以上のような上りサウンディング用リファレンス信号と上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲを兼ねた構成の信号にすることによって、基地局で該信号を受信した場合
、該信号が、上りスケジューリングリクエストの有無を判別可能となる。
　さらには、割当てる移動端末固有のコードが１種類で済むため、多くのコードリソース
が確保でき、基地局で同時に受信可能な移動端末の数を増やすことが可能となる。
　さらには、Ｓ－ＲＡＣＨあるいはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いる時より広い周
波数帯域を利用できるので、周波数フェージングに強い送信を実現することができる。
【０１９１】
　以下、変形例を説明する。
　第１の変形例としては、サウンディング用パイロットの一部のシンボルをスケジューリ
ングリクエスト用のシンボルとする。図４７にサウンディング用パイロットの一部をスケ
ジューリングリクエスト用のシンボルにしたパイロットパターンを示している。
　スケジューリングリクエストが無い場合はスケジューリング要求用のシンボルに１を割
り当て、スケジューリングリクエストがある場合はスケジューリング要求用のシンボルに
０を割り当てる。
【０１９２】
　図４８のシーケンス図に沿って説明する。移動端末はＳＴ７４０１で上りデータ送信要
求が発生するかどうかを判断する。上りデータ送信要求発生が無い場合は、スケジューリ
ングリクエストを送信しないので、ＳＴ７４０２が実行される。ＳＴ７４０２では、スケ
ジューリングリクエスト用シンボルに１を入れる。上りデータ送信要求発生が有る場合は
、上りスケジューリングリクエストを送信するので、ＳＴ７４０３が実行される。ＳＴ７
４０３では、スケジューリングリクエスト用シンボルに０を入れる。ＳＴ７４０４におい
て、それぞれの場合のサウンディング用パイロットパターンに、移動端末固有のコードＡ
を乗算してサウンディング用リファレンス信号を生成する。
【０１９３】
　ＳＴ７４０５において、サウンディング用リファレンス信号は、変調処理、ベースバン
ド信号変換、無線周波数変換が行われ、サウンディング用リファレンス信号に割り当てら
れた時間-周波数領域でアンテナから基地局に送信される。ＳＴ７４０６において、基地



(48) JP 2011-166843 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

局でサウンディング用リファレンス信号を受信する。ＳＴ７４０７において、該サウンデ
ィング用リファレンス信号と移動端末固有のコードＡによる相関演算が行われ、演算結果
がある閾値以上になった場合、移動端末が特定される。次に、ＳＴ７４０８において基地
局はスケジューリングリクエスト用シンボルが１か０かを判定する。判定結果が１の場合
、ＳＴ７４０９において上りスケジューリングは無いものとして処理を行う。判定結果が
０の場合、ＳＴ７４１０において上りスケジューリングが有る場合の処理を行うこととな
る。
【０１９４】
　なお、スケジューリングリクエスト用とするシンボルは１シンボルであっても良いし、
複数シンボルであってもよい。複数シンボルにすることで、基地局での合成電力が増加し
誤り率が低減するという効果が生じる。
【０１９５】
　また、サウンディング用シンボル数に応じた移動端末固有のコードを乗算し、スケジュ
ーリングリクエスト用シンボル数に応じた他の移動端末固有コードを乗算し、それらを時
間的に多重してもよい。これにより、移動端末固有のコードとしてスクランブリングコー
ドを用いる事ができる。さらには、基地局においてサウンディング用リファレンス信号の
部分のみで相関演算を行う事が可能となるため同期精度、またはチャネルコンディション
（上り通信路品質）評価精度が向上する効果がある。また、サウンディング用シンボル数
とスケジューリングリクエスト用シンボル数が同じ場合は、両者に同じ移動端末固有のコ
ードを乗算する事ができる。これにより、コードリソースの有効活用がはかれるという効
果がある。
【０１９６】
　第２の変形例としては、移動端末固有のコードを２種類用意して、上りスケジューリン
グリクエストの有無に応じた移動端末固有のコードをサウンディング用パイロットに乗じ
る。
　図４９にサウンディング用リファレンス信号の生成例を示している。７５０１はサウン
ディング用パイロット、７５０３は一つの移動端末固有のコードＡ、７５０４は別の一つ
の移動端末固有のコードＢ、７５０２はサウンディング用パイロットに乗じるコードを選
択するためのスイッチ、７５０５はスイッチ７５０２でスケジューリングリクエストの有
無に応じたコード（７５０３、７５０４）を選択するための信号を送信する制御部である
。図中の表に示すように、移動端末固有のコードは、上りスケジューリングリクエストが
無い場合はコードＡ、上りスケジューリングリクエストが有る場合はコードＢが割当てら
れる。
【０１９７】
　次に動作について図５０のシーケンス図に沿って説明する。移動端末はＳＴ７６０１で
上りデータ送信要求が発生するかどうかを判断する。上りデータ送信要求発生が無い場合
は、スケジューリングリクエストを送信しないので、ＳＴ７６０２が実行される。ＳＴ７
６０２では、制御部７５０５からの制御信号によりスイッチ７５０２でコードＡを乗算す
るように選択される。これによって、サウンディング用パイロットにコードＡ７５０３が
乗算される。上りデータ送信要求発生が有る場合は、スケジューリングリクエストを送信
するので、ＳＴ７６０３が実行される。ＳＴ７６０３では、制御部７５０５からの制御信
号によりスイッチ７５０２でコードＢ７５０４を乗算するように選択される。これによっ
て、サウンディング用パイロットにコードＢが乗算される。
【０１９８】
　ＳＴ７６０４において、サウンディング用リファレンス信号は、変調処理、ベースバン
ド信号変換、無線周波数変換が行われ、サウンディング用リファレンス信号に割り当てら
れた時間-周波数領域でアンテナから基地局に送信される。ＳＴ７６０５において、基地
局でサウンディング用リファレンス信号を受信する。ＳＴ７６０６において、該サウンデ
ィング用リファレンス信号とまずはコードＡによる相関演算が行われ、演算結果がある閾
値以上になった場合は移動端末が特定されるが、スケジューリングリクエスト無しとして
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処理される。演算結果がある閾値未満の場合は、ＳＴ７６０８において、該サウンディン
グ用リファレンス信号とコードＢによる相関演算が行われる。相関演算結果がある閾値以
上になった場合は移動端末が特定され、さらにスケジューリングリクエスト有りとして処
理される。
　ＳＴ７６０６にてコードＡとの相関演算結果がある閾値未満、かつ、ＳＴ７６０８にて
コードＢとの相関演算結果がある閾値未満であった場合は、該移動端末以外のサウンディ
ング用リファレンス信号として終了する。
【０１９９】
　上記のように構成することで、サウンディング用のパイロットパターンを２通り持つ必
要が無くなる利点や、さらには、スケジューリングリクエストの有無の判断にも直交コー
ドを用いる事になるので、相関演算において正負の判断を行う必要が無くなるという効果
が得られる。さらには、スケジューリングリクエストの有無の判断にも直交コードを用い
る事になるので、判定精度、さらには同期精度、さらにはチャネルコンディション評価精
度が向上するという効果がある。
【０２００】
　第３の変形例としては、スケジューリングリクエストの有無識別用コードを１種類用意
して、上りスケジューリングリクエストの有無に応じて該コードを乗ずるか否かの制御を
行う方法である。
　図５１にサウンディング用リファレンス信号の生成例を示している。７７０１はサウン
ディング用パイロット、７７０３はスケジューリングリクエストの有無識別用コードａ、
７７０２はサウンディングパイロットにコードａを乗じるか否かを選択するスイッチ、７
７０５はスイッチ７７０２でコードａを乗じるか否かの信号を送信する制御部、７７０４
は移動端末固有のコードである。図中の表に示すように、上りスケジューリングリクエス
トが無い場合、スケジューリングリクエスト有無識別コードは割当てられず、上りスケジ
ューリングリクエストが有る場合はコードａが割当てられる。
【０２０１】
　次に動作について図５２のシーケンス図に沿って説明する。移動端末はＳＴ７８０１で
上りデータ送信要求が発生するかどうかを判断する。上りデータ送信要求発生が無い場合
は、スケジューリングリクエストを送信しないので、制御部７７０５からの制御信号によ
りスイッチ７７０２がコードａを乗算しない方に選択され、ＳＴ７８０３が行われる。上
りデータ送信要求発生が有る場合は、スケジューリングリクエストを送信するので、ＳＴ
７８０２が実行される。ＳＴ７８０２では、制御部７７０５からの制御信号によりスイッ
チ７７０２でコードａ７７０３を乗算するように選択される。これによって、スケジュー
リングリクエスト有無識別用コードａが乗算される。ＳＴ７８０３では、移動端末固有の
コードＡが乗算される。
【０２０２】
　ＳＴ７８０４において、サウンディング用リファレンス信号は、変調処理、ベースバン
ド信号変換、無線周波数変換が行われ、サウンディング用リファレンス信号に割り当てら
れた時間-周波数領域でアンテナから基地局に送信される。ＳＴ７８０５において、基地
局でサウンディング用リファレンス信号を受信する。ＳＴ７８０６において、該サウンデ
ィング用リファレンス信号と移動端末固有のコードＡによる相関演算が行われ、演算結果
がある閾値以上になった場合、移動端末が特定される。
　次に、ＳＴ７８０７において、該サウンディング用リファレンス信号とコードａによる
相関演算が行われ、演算結果がある閾値以上になった場合、スケジューリングリクエスト
が有りとして処理される。演算結果がある閾値未満の場合は、スケジューリングリクエス
トが無しとして処理される。
　スケジューリングリクエスト有無識別コードａと移動端末固有のコードＡはスクランブ
ル符号でもよいし、拡散符号でもよい。
【０２０３】
　上記のように構成することで、スケジューリングリクエストの有無の判断にも直交コー
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ドを用いる事が可能になるので、相関演算において正負の判断を行う必要が無くなるとい
う効果が得られる。さらには、スケジューリングリクエストの有無の判断にも直交コード
を用いる事になるので、判定精度が向上するという効果がある。さらには、第２の変形例
のように移動端末固有のコードが２倍必要となる事は無くなる効果が有る。
【０２０４】
　以上のように、この実施の形態８のような構成とすることによって、移動端末で、上り
スケジューリング要求信号ＳＲとサウンディング用のリファレンス信号を同時に送信する
場合に生じるＰＡＰＲの増大を防ぐことができる。
　さらには、スケジューリングリクエスト用にＳ－ＲＡＣＨの領域をあらかじめ確保する
必要がなくなるため、時間－周波数リソースの無駄を無くす事ができる。
　さらには、サウンディング用のリファレンス信号と上りスケジューリング要求信号ＳＲ
の送信タイミングをずらすなどを行わずに済むため、基地局かつ／または移動端末でのス
ケジューリング制御が複雑になることを回避する事が可能となる。
　さらには、以上のような上りサウンディング用リファレンス信号と上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲを兼ねた構成の信号にすることによって、基地局で該信号を受信した場合
、該信号が、上りスケジューリングリクエストの有無を判別可能となる。
　さらには、Ｓ－ＲＡＣＨあるいはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いる時より広い周
波数帯域を利用できるので、周波数フェージングに強い送信を実現することができる。
【０２０５】
実施の形態９．
　移動端末が、基地局から送信された下りデータ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＤＬ　
ｄａｔａ）受信中、もしくは下りデータの受信結果であるＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／ま
たはＣＱＩ信号を基地局に送信するためのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの割当てがなさ
れている状態で、移動端末に上りデータ送信の必要が生じた場合には上りスケジューリン
グ要求信号ＳＲを基地局に送信する必要がある。この場合、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／
またはＣＱＩ信号と上りスケジューリング要求信号ＳＲを同時に送信する場合が生じてし
まう。時間的に同時に送信されるとシングルキャリア伝送とはならずマルチキャリア伝送
となってしまう。無相関の信号が時間的に同時に送信される場合、送信信号の時間波形の
ピークが高くなるため、ＰＡＰＲが高くなってしまう。ＰＡＰＲが高くなると、移動端末
の消費電力が増大し、さらにはセルカバレッジが狭くなってしまうという問題が生じる。
　さらには、ＰＡＰＲが高くなることにより、ほかの移動端末やシステムへの妨害波とな
ってしまうという問題も生じる。
【０２０６】
　このような問題を避けるために、実施の形態１、２では上りスケジューリング要求信号
をＳ－ＲＡＣＨを用いて送信し、同じタイミングのＡｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩ
信号をＤＴＸする方法を開示している。また、実施の形態３、４では上りスケジューリン
グ要求信号をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルに入れて送信する方法を開示している。
　この実施の形態９では、上りスケジューリング要求信号をサウンディングＲＳ用の領域
で送信する方法について開示する。なお、この実施の形態９では、上りタイミング同期用
に送信するある時間間隔のサウンディングＲＳがない場合について開示する。
【０２０７】
　サウンディングＲＳ用の領域に関しては実施の形態７にて既に説明している。実施の形
態７ではＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの割当てがなされていない場合について開示した
が、ここではＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの割当てがなされている場合について開示す
る。
　図５５にＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル領域のある場合の時間-周波数リソース図を示
している。領域ＡおよびＢはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル領域である。該専用チャネル
領域外の領域において、ここでは２ＴＴＩに１回、１番目のＬＢにサウンディングＲＳ用
の領域を割当てる。
　このサウンディングＲＳ用領域で、基地局傘下の移動端末は、サウンディング用のリフ
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ァレンス信号を送信する。移動端末は一つまたは複数の群に分割されても良い。また、サ
ウンディングリファレンスシンボル用の領域も一つまたは複数の領域に分割されてもよい
。ある移動端末群のサウンディング用ＲＳの送信をある分割された領域で行ってもよい。
【０２０８】
　図６０にスケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号を示している。移
動端末が基地局から送信された下りデータ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＤＬ　ｄａｔ
ａ）受信中、もしくは下りデータの受信結果であるＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／またはＣ
ＱＩ信号を基地局に送信するためのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの割当てがなされてい
る状態で、移動端末に上りデータ送信の必要が生じ、上りスケジューリング要求信号ＳＲ
を基地局に送信する時に、該移動端末に割当てられたサウンディングＲＳ用領域において
、上りスケジューリング要求信号を送信し、その他のＬＢもしくはＳＢではＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋ専用チャネルにおいてＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号もしくはＣＱＩ信号もしくは復調用リフ
ァレンス信号を送信する。上りスケジューリング要求が無い場合は、上りスケジューリン
グ要求信号を送信せず、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいてＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号か
つ／またはＣＱＩ信号を送信する。
【０２０９】
　図５９にサウンディングＲＳ用領域において上りスケジューリング要求信号を送信する
場合の移動端末での送信シンボルマッピングを示している。２ＴＴＩの先頭のＬＢにサウ
ンディング用のパイロットシンボルを挿入する。その他のＬＢにはＡｃｋ／Ｎａｃｋもし
くはＣＱＩシンボルを挿入する。サウンディング用のパイロットには、サウンディング用
領域にて用いられる移動端末固有のコードａが乗算される。該コードａは、サウンディン
グ用領域が複数の移動端末に共用されるため、基地局がどの移動端末からの送信があった
かを特定するためのものである。サウンディング用領域にて用いられる移動端末固有のコ
ードａが乗算されたサウンディング用シンボルはサウンディングＲＳ用の領域にマッピン
グされる。
【０２１０】
　Ａｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱＩシンボルには移動端末固有のコードＡが乗算され、Ａ
ｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにマッピングされる。該コードＡは実施の形態３でも述べた
ように、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルでの移動端末を特定するためのものである。これ
ら２種類の移動端末固有のコードはあらかじめ決められているか、もしくは基地局から通
知される。
　図６２はシーケンス図である。移動端末はＳＴ８９０１で上りデータ送信要求が発生す
るかどうかを判断する。上りデータ送信要求発生が無い場合は、スケジューリングリクエ
ストを送信しないので、ＳＴ８９０４が実行される。ＳＴ８９０４では、２ＴＴＩ全ての
ＬＢにＡｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱＩシンボルが入れられ、コードＡが乗算される。上
りデータ送信要求の発生が有る場合は、上りスケジューリングリクエストを送信するので
、ＳＴ８９０２、ＳＴ８９０３が実行される。
【０２１１】
　ＳＴ８９０２では２ＴＴＩの１番目のＬＢにサウンディング用パイロットを入れてコー
ドaを乗算する。ＳＴ８９０３では、２番目以後のＬＢにＡｃｋ／Ｎａｃｋかつ／または
ＣＱＩを入れてコードＡを乗算する。ＳＴ８９０５で、コードａが乗算されたサウンディ
ング用パイロットはサウンディングＲＳ用領域へアロケーションされ、コードＡが乗算さ
れたＡｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱＩはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルへアロケーション
されて、基地局に送信される。ＳＴ８９０６で信号を受信した基地局は、ＳＴ８９０７に
おいて、サウンディング用領域の信号をコードａを用いて相関演算を行い、その結果があ
る閾値以上になった場合、移動端末が特定され、さらに特定された該移動端末から上りス
ケジューリングリクエストが有ったと判定できる。
【０２１２】
　上りスケジューリングリクエストが有ると判断した基地局は、ＳＴ８９１０においてそ
の処理が行われる。また、ＳＴ８９１１において２番目以後のＬＢ、ＳＢのＡｃｋ／Ｎａ
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ｃｋ専用チャネルの信号をコードＡで相関演算を行い、ＳＴ８９１２において、Ａｃｋ／
ＮａｃｋもしくはＣＱＩの判定が行われる。ＳＴ８９０７においてコードａとの相関演算
結果がある閾値より小さい場合はまだ移動端末の特定はできず、上りスケジューリングリ
クエストが無いとしての処理が行われる。その場合、ＳＴ８９０９において全てのＬＢ、
ＳＢのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの信号をコードＡで相関演算が行われ、相関演算結
果がある閾値以上の場合、移動端末が特定される。移動端末が特定された後、ＳＴ８９１
２においてＡｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱＩの判定が行われる。
【０２１３】
　以上のように構成することによって、移動端末で、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ信号またはＣＱＩ
信号と上りスケジューリング要求信号ＳＲが同時に送信する場合が生じてしまうとき、Ｐ
ＡＰＲの増大を防ぐことができる。
　さらには、スケジューリングリクエスト用にＳ－ＲＡＣＨの領域をあらかじめ確保する
必要がなくなるため、時間-周波数リソースの無駄を無くす事ができる。
　さらには、上りスケジューリング要求信号ＳＲをサウンディング用リファレンス信号を
用いて送信することによって、基地局で該信号を受信した場合、該信号が、上りスケジュ
ーリングリクエストの有無を判別可能となる。
　さらには、上りスケジューリング要求信号ＳＲをサウンディング用リファレンス信号を
用いて送信するので、基地局において上りスケジューリングするための上りチャネル状況
の評価が可能となる。
【０２１４】
　さらには、Ｓ－ＲＡＣＨあるいはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルを用いる時より広い周
波数帯域を利用できるので、周波数フェージングに強い送信を実現することができる。
　さらには、基地局が周波数フェージングの状況を測定可能となり、適切な上りスケジュ
ーリングが可能となる。
　上記の実施の形態において、上りスケジューリング要求が無い場合に１番目のＬＢにＡ
ｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱＩシンボルを入れた。そのマッピング方法は、実施の形態２
において開示した方法を適用してもよい。こうすることで、Ａｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣ
ＱＩの受信品質が向上する効果が得られる。
　なお、上記実施の形態１のように、上りスケジューリング要求がある場合にも無い場合
と同様に全てのＬＢ、ＳＢにＡｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱＩシンボルを入れておき、上
りスケジューリング要求がある場合のみ１番目のＬＢだけＤＴＸして、該ＬＢではサウン
ディングパイロットをサウンディング用ＲＳ領域で送信するようにしてもよい。これによ
り、シンボルの多重処理の複雑さを軽減することができる。
【０２１５】
　なお、上記の実施の形態ではＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルでＡｃｋ／Ｎａｃｋかつ／
またはＣＱＩ信号を送信する場合について開示したが、本実施の形態の方法は、たとえＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルでＡｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱＩ信号を送信しない場合に
も適用可能である。例えば、スケジューリングリクエスト発生時には、サウンディング用
領域で１番目のＬＢでサウンディング用ＲＳを送信し、その他は何も送信しないようにす
ればよい。
　なお、上記の実施の形態では、上りスケジューリング要求がある場合にサウンディング
用パイロットシンボルを１番目のＬＢに入れたが、サウンディング用ＲＳに割当てた領域
に従って入れるＬＢもしくはＳＢを変更しても同様の効果が得られる。
【０２１６】
　以下、変形例を説明する。第１の変形例においては、サウンディングＲＳ用の領域を全
帯域に割当てる。図５６にサウンディングＲＳ用の領域をシステム全帯域に割当てた場合
の時間-周波数リソース図を示している。領域ＡおよびＢはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネ
ル領域である。ここでは２ＴＴＩに１回、１番目のＬＢはサウンディングＲＳ用の領域と
して割当てる。このサウンディングＲＳ用領域で、基地局傘下の移動端末は、サウンディ
ング用のリファレンス信号を送信する。移動端末は一つまたは複数の群に分割されても良
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い。また、サウンディングリファレンスシグナル用の領域も一つまたは複数の領域に分割
されてもよい。ある移動端末群のサウンディング用ＲＳの送信をある分割された領域で行
ってもよい。
【０２１７】
　図６１にスケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号を示している。移
動端末が基地局から送信された下りデータ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｄａｔａ、ＤＬ　ｄａｔ
ａ）受信中、もしくは下りデータの受信結果であるＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号かつ／またはＣ
ＱＩ信号を基地局に送信するためのＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの割当てがなされてい
る状態で、移動端末に上りデータ送信の必要が生じ、上りスケジューリング要求信号ＳＲ
を基地局に送信する時に、該移動端末に割当てられたサウンディングＲＳ用領域において
、上りスケジューリング要求信号を送信し、その他のＬＢもしくはＳＢではＡｃｋ／Ｎａ
ｃｋ専用チャネルにおいてＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号もしくはＣＱＩ信号もしくは復調用リフ
ァレンス信号を送信する。上りスケジューリング要求が無い場合は、上りスケジューリン
グ要求信号を送信せず、さらにはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにおいても２ＴＴＩに１
回、１番目のＬＢにおいてＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号もしくはＣＱＩ信号を送信しない。これ
は、システム全帯域をサウンディングＲＳ用の領域に割当てているため、基地局傘下の他
のいくつかの移動端末がＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルの該ＬＢでサウンディングＲＳを
送信するため、該ＬＢにおいてＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号もしくはＣＱＩ信号を送信してしま
うと、基地局で判別が不可能となるためである。
　移動端末での送信シンボルマッピングは、上りスケジューリング要求が有る場合は、図
５９に示すマッピングのようにサウンディング用パイロットを挿入するが、上りスケジュ
ーリング要求が無い場合は、１番目のＬＢには何も入れない、もしくはダミーを入れてお
き、そのＬＢで送信をしないようにしておくとよい。
【０２１８】
　以上のような構成にすることによって、実施の形態９と同様の効果が得られるし、さら
には、基地局においてさらに広帯域な上りチャネルコンディションの評価が可能となる。
　さらには、基地局がＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルのチャネルコンディションも評価可
能となるため、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルへの移動端末のＡｃｋ／Ｎａｃｋ信号もし
くはＣＱＩ信号のスケジューリングを精度よく行えるという効果がある。
　さらに、移動端末を一つまたは複数の群に分割し、かつ／または、サウンディングリフ
ァレンスシグナル用の領域も一つまたは複数の領域に分割することによって、移動端末固
有に割当てられるコード資源の利用において効率化がはかれるという効果がある。
【０２１９】
　第２の変形例としては、サウンディングＲＳ用の領域を、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネ
ルと同じ周波数帯域幅に分割し、分割した領域をある移動端末群に割当てる。
　図５７は時間-周波数リソース図を示している。領域Ａ及びＢはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用
チャネル領域である。ここでは２ＴＴＩに１回、１番目のＬＢはサウンディングＲＳ用の
領域として割当てる。サウンディングＲＳ用の領域は、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルと
同じ周波数帯域幅に分割され、分割された領域をある移動端末群に割当てる。この分割さ
れたサウンディングＲＳ用領域で、基地局傘下のある移動端末群は、サウンディング用の
リファレンス信号を送信する。
【０２２０】
　ある移動端末が送信するサウンディングＲＳ用の領域をＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル
と同じ周波数帯域幅としているため、サウンディングパイロットシンボル用とＡｃｋ／Ｎ
ａｃｋかつ／またはＣＱＩシンボル用とでコード長を同じにできる。そのため、移動端末
固有のコードを、サウンディングパイロットシンボル用とＡｃｋ／ＮａｃｋもしくはＣＱ
Ｉシンボル用とで分ける必要が無くなる。つまり、拡散コードを一種類にできる。
　従って、このような構成をとることにより、移動端末固有のコード量を削減でき、基地
局から割当てられる移動端末数を増大させられる効果がある。
【０２２１】
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　第３の変形例としては、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルにもサウンディングＲＳ用の領
域を設ける構成とする。
　図５８は時間-周波数リソース図を示している。領域Ａ及びＢはＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用
チャネル領域である。Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル領域においても、ここでは２ＴＴＩ
に１回、１番目のＬＢはサウンディングＲＳ用の領域として割当てる。
　Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネル領域にサウンディングＲＳ用の領域を設けているので、
移動端末固有のコードを、サウンディングパイロットシンボル用とＡｃｋ／Ｎａｃｋもし
くはＣＱＩシンボル用とで分ける必要が無くなる。つまり、拡散コードを乗じた後の周波
数帯域が等しくなる。従って、このような構成をとることにより、移動端末固有のコード
量を削減でき、基地局から割当てられる移動端末数を増大させられる効果がある。
　さらには、信号送信時、時間－周波数リソースへの割当てもサウンディングパイロット
シンボル用とＡｃｋ／Ｎａｃｋかつ／またはＣＱＩシンボル用とで分ける必要が無く、移
動端末の制御が簡略化できる効果がある。
【０２２２】
　なお、実施の形態９はスケジューリングリクエスト信号を送信するのに、サウンディン
グリファレンス信号を利用するので、上記実施の形態７と組み合わせる事によって、移動
端末にＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが割当てられているか否かにかかわらず、どちらの
移動端末にも適用可能とすることができる。すなわち、移動端末にＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用
チャネルが割当てられていない場合は実施の形態７を適用し、移動端末にＡｃｋ／Ｎａｃ
ｋ専用チャネルが割当てられた場合は実施の形態９を適用すればよい。
【０２２３】
　この実施の形態９では、移動端末が上りタイミング同期用に送信するある時間間隔のサ
ウンディングＲＳがない場合について開示した。さらに、移動端末が上りタイミング同期
用にある時間間隔のサウンディングＲＳを送信している場合にも、実施の形態９に実施の
形態８を組み合わせることによって適用可能とすることができる。すなわち、実施の形態
９では、サウンディングＲＳの送信が有った場合にスケジューリングリクエストが有ると
基地局は認識するが、移動端末が上りタイミング同期用のサウンディングＲＳをもともと
送信している場合には、もともとの上りタイミング同期用のサウンディングＲＳとスケジ
ューリングリクエストとの判別ができなくなってしまう。この課題を解決するために、実
施の形態８で開示した方法を用いればよい。
　さらに、移動端末が上りタイミング同期用にある時間間隔のサウンディングＲＳを送信
している場合にも、実施の形態７で開示した方法を組み合わせる事によって、移動端末に
Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルが割当てられているか否かにかかわらず、どちらの移動端
末にも適用可能とすることができる。
【０２２４】
実施の形態１０．
　移動端末が上りタイミング同期用にある時間間隔のサウンディングＲＳを送信している
、送信していないにかかわらず、サウンディングＲＳを利用して、上りスケジューリング
リクエストを送信する方法を開示する。
　サウンディングＲＳ用の時間－周波数領域を図４２もしくは図５５のように割当てる。
図４２はＡｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルのリソース割当てが無い場合、図５５はＡｃｋ／
Ｎａｃｋ専用チャネルのリソース割当てが有る場合である。どちらの場合も移動端末から
のサウンディングＲＳは、割当てられたサウンディングＲＳ用の領域で送信される。上り
タイミング同期用サウンディングＲＳの送信間隔は、ｎＴＴＩ時間間隔（ｎ≧２）とする
。
【０２２５】
　図６３は上りスケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号を示している
。ここでは、上りタイミング同期用サウンディングＲＳの送信間隔は、１０ＴＴＩ時間間
隔とする。移動端末に上りデータ送信の必要が発生した場合、上りスケジューリングリク
エストを送信するタイミングが、ちょうど上りタイミング同期用のサウンディングＲＳの
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送信タイミングと同じになった場合、該同期用のサウンディングＲＳにスケジューリング
リクエストの機能を兼ね備えた構成として送信する。
　同期用のサウンディングＲＳにスケジューリングリクエストの機能を兼ね備えた構成と
する方法は、上記実施の形態８で開示している方法とする。例えば、上りスケジューリン
グリクエストの有無に対応した２種類のサウンディングパイロットパターンを備える方法
をとっても良い。移動端末に上りデータ送信の必要が発生した場合、上りスケジューリン
グリクエストを送信するタイミングが、上りタイミング同期用のサウンディングＲＳの送
信タイミングと異なる場合は、上りスケジューリングリクエストとしてサウンディングＲ
Ｓを送信する。
【０２２６】
　図６４は移動端末と基地局間のシーケンス図を示している。移動端末はＳＴ９１０１で
上りデータ送信要求が発生するかどうかを判断する。上りデータ送信要求発生がない場合
は、ＳＴ９１０４が実行される。上りデータ送信要求発生がある場合は、ＳＴ９１０２で
、上りスケジューリングリクエスト送信タイミングが上りタイミング同期用サウンディン
グＲＳ送信タイミングと同じかどうか判断する。もし同じである場合、ＳＴ９１０３が実
行される。ＳＴ９１０３では、サウンディング用パイロットとしてパターン２が選択され
る。そしてＳＴ９１０５が実行される。ＳＴ９１０２で、上りスケジューリングリクエス
ト送信タイミングが上りタイミング同期用サウンディングＲＳ送信タイミングと違うと判
断した場合、ＳＴ９１０４が実行される。ＳＴ９１０４ではサウンディングパイロットと
してパターン１が選択される。そしてＳＴ９１０５が実行される。ＳＴ９１０５では移動
端末固有のコードＡが乗算される。ＳＴ９１０６でサウンディング用領域（ＲＢ）におい
て送信信号が基地局に送信される。ＳＴ９１０７でサウンディング用領域（ＲＢ）で受信
した基地局は、ＳＴ９１０８で受信信号が上りタイミング同期用のサウンディングＲＳの
タイミングかどうかを判断する。
【０２２７】
　上りタイミング同期用のサウンディングＲＳのタイミングは基地局がスケジューリング
してあらかじめ移動端末に通知しているので、もしくは、あらかじめ決められているので
、基地局は判断可能である。ＳＴ９１０８でタイミングが同じであればＳＴ９１１０が実
行される。ＳＴ９１１０では受信信号にコードＡを用いて相関演算が行われる。その結果
がある閾値以上であれば移動端末が特定される。そしてＳＴ９１１１が実行される。ＳＴ
９１１１では、サウンディング用のパイロットがパターン１かパターン２かを判定する。
判定方法は、実施の形態８に開示した方法としても良い。パターン１と判断した場合は、
上りスケジューリングリクエストが無いとして処理される。ＳＴ９１１１でパターン２と
判定した場合は、ＳＴ９１１２が実行される。ＳＴ９１０８で受信信号が上りタイミング
同期用のサウンディングＲＳのタイミングと異なると判断された場合は、ＳＴ９１０９が
実行される。ＳＴ９１０９ではコードＡを用いて相関演算が行われ、ある閾値以上であれ
ば、移動端末が特定され、ＳＴ９１１２で上りスケジューリングリクエストがあるとして
処理されることになる。
【０２２８】
　以上のような構成にすることによって、実施の形態８と同様の効果が得られるし、さら
には、移動端末が上りタイミング同期用にある時間間隔のサウンディングＲＳを送信して
いる、送信していないにかかわらずに、上りスケジューリングリクエストが送信可能とな
る効果が得られる。
【０２２９】
　以下、変形例を説明する。
　第１の変形例においては、上りスケジューリングリクエストの送信タイミングが上りタ
イミング同期用のサウンディングＲＳ送信タイミングと重なった時、上りスケジューリン
グリクエストを送信するタイミングを２ＴＴＩだけ遅らせる。
　図６５は上りスケジューリング要求が発生した場合の移動端末の送信信号を示している
。ここでは、上りタイミング同期用サウンディングＲＳの送信間隔は、１０ＴＴＩ時間間
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隔とする。移動端末に上りデータ送信の要求が発生した場合、上りスケジューリングリク
エストを送信するタイミングが、ちょうど上りタイミング同期用のサウンディングＲＳの
送信タイミングと同じになった場合、スケジューリングリクエストの送信タイミングを２
ＴＴＩ遅らせて送信する。上りスケジューリングリクエストを送信するタイミングが、ち
ょうど上りタイミング同期用のサウンディングＲＳの送信タイミングと異なる場合は、２
ＴＴＩ遅らせることなく送信する。
【０２３０】
　図６６は移動端末と基地局間のシーケンス図を示している。移動端末はＳＴ９３０１で
上りデータ送信要求が発生したかどうかを判断する。上りデータ送信要求発生がない場合
は、ＳＴ９３０４が実行される。上りデータ送信要求発生が有る場合は、ＳＴ９３０２で
、上りスケジューリングリクエスト送信タイミングが上りタイミング同期用サウンディン
グＲＳ送信タイミングと同じかどうか判断する。もし同じである場合、ＳＴ９３０３が実
行される。ＳＴ９３０３では、スケジューリングリクエストの送信タイミングを２ＴＴＩ
遅延させる処理が行われる。なお、この場合、上りタイミング同期用のサウンディングＲ
Ｓ信号については遅延させずに、送信する処理が行われる。ＳＴ９３０４では移動端末固
有のコードＡが乗算される。ＳＴ９３０５で、送信信号がサウンディング用領域（ＲＢ）
にて基地局に送信される。ＳＴ９３０６においてサウンディング用ＲＢで信号を受信した
基地局は、ＳＴ９３０７を実行する。
【０２３１】
　ＳＴ９３０７では、受信信号が上りタイミング同期用のサウンディングＲＳのタイミン
グかどうか判断する。上りタイミング同期用のサウンディングＲＳのタイミングと判断し
た場合、ＳＴ９３０８において、コードＡを用いて相関演算が行われ、その結果がある閾
値以上の場合、移動端末が特定され、ＳＴ９３０９が行われる。ＳＴ９３０９では、スケ
ジューリングリクエストが無いとして処理される。すなわち、この場合は、通常どおりの
上りタイミング同期用サウンディングＲＳとして処理される。ＳＴ９３０７で受信信号が
上りタイミング同期用のサウンディングＲＳのタイミングと異なると判断した場合、ＳＴ
９３１０でコードＡを用いて相関演算が行われ。相関演算の結果がある閾値以上で有る場
合、移動端末が特定され、ＳＴ９３１１が実行される。ＳＴ９３１１では上りスケジュー
リングリクエストが有るとして処理されることになる。
【０２３２】
　以上のような構成にすることによって、実施の形態１０と同様の効果が得られるし、さ
らには、サウンディングパイロットパターンが１種類ですむという効果も得られる。それ
により、基地局及び移動端末での処理が軽減されるという効果も得られる。例えば、実施
の形態１０で、上りタイミング同期用サウンディングＲＳと上りスケジューリングリクエ
ストを判別するために実施の形態８で開示した、２種類のコード（コードＡ、コードＢ）
を用いる方法をとった場合と比べても、コード数が半分ですみ、移動端末固有のコードを
割当てることができる移動端末の数が増大するという効果がある。
　また、上記変形例では上りスケジューリングリクエストを送信するタイミングを２ＴＴ
Ｉ遅らせて送信することとしたが、上りタイミング同期用のサウンディングＲＳを送信し
ていないタイミングであれば良い。これによって、移動端末の処理能力に応じた遅延時間
でスケジューリングリクエストを送信することが可能となる。
【０２３３】
　なお、実施の形態１０および第１の変形例に、実施の形態９を組み合わせる事によって
、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ専用チャネルのリソース割当ての有無にかかわらず適用可能とするこ
とができる。
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