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(57)【要約】
【課題】多数の端末装置を収容し、各端末装置に対応し
たデータ通信を効率的に提供しつつ、各端末装置に対す
る無線リソースの割り当ての制御情報を効率良くして、
通信システム全体の周波数利用効率を向上させること
【解決手段】所定の周波数帯と時間帯とで決められた複
数のリソースブロックを、それぞれ端末装置に割り当て
て該端末装置と無線通信する基地局装置において、所定
の数のリソースブロックにおいて端末装置を識別する端
末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置
したリソースブロック割り当て情報を通知する割り当て
通知手段を具備することを特徴とする基地局装置。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックを、それぞれ端末装置
に割り当てて該端末装置と無線通信する基地局装置において、
　所定の数のリソースブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソース
ブロックに対応する位置に配置したリソースブロック割り当て情報を通知する割り当て通
知手段
　を具備することを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記所定の数は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数であることを特徴とす
る請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記受けているサービス種別に応じた数は、リアルタイムサービスに比べて、非リアル
タイムサービスの方が多いことを特徴とする請求項２に記載の基地局装置。
【請求項４】
　前記リアルタイムサービスは、ＶｏＩＰサービスであることを特徴とする請求項３に記
載の基地局装置。
【請求項５】
　前記割り当て通知手段は、一の端末装置が受けているサービス種別が複数のときは、少
なくとも前記受けているサービス種別毎に、該サービス種別に応じた数のリソースブロッ
クにおいて識別する端末識別情報を前記一の端末装置に割り当てたリソースブロック割り
当て情報を通知することを特徴とする請求項２から請求項４のいずれかの項に記載の基地
局装置。
【請求項６】
　第１のサービスを受けている端末装置の変調方式と符号化率とのうちの少なくとも１つ
を含む第１の通信パラメータを通知する通信パラメータ通知手段を具備し、
　前記割り当て通知手段は、第２のサービスを受けている端末装置の変調方式と符号化率
と再送パラメータとマルチアンテナ送信パラメータとのうちの少なくとも１つを含む第２
の通信パラメータを、前記リソースブロック割り当て情報とともに送信すること
　を特徴とする請求項２から請求項５のいずれかの項に記載の基地局装置。
【請求項７】
　前記割り当て通知手段は、第１のサービスを受けている端末装置を識別する端末識別情
報を複数割り当て、該端末識別情報が通信パラメータを兼ねることを特徴とする請求項６
に記載の基地局装置。
【請求項８】
　前記端末識別情報が兼ねる通信パラメータは、再送パラメータであることを特徴とする
請求項７に記載の基地局装置。
【請求項９】
　前記割り当て通知手段は、第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率
、再送パラメータのうちの少なくとも１つを含む第３の通信パラメータと、第２のサービ
スを受けている端末装置の変調方式と符号化率と再送パラメータとマルチアンテナ送信パ
ラメータとのうちの少なくとも１つを含む第４の通信パラメータとを、前記リソースブロ
ック割り当て情報とともに送信すること
　を特徴とする請求項２から請求項５のいずれかの項に記載の基地局装置。
【請求項１０】
　前記第３の通信パラメータは、前記変調方式と前記符号化率とのいずれか１つを含むと
きは、前記再送パラメータを含まず、前記再送パラメータを含むときは、前記変調方式と
前記符号化率とを含まないことを特徴とする請求項９に記載に基地局装置。
【請求項１１】
　前記第３の通信パラメータが含んでいる情報の指定を通知する通信パラメータ通知手段
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を具備することを特徴とする請求項９または請求項１０のいずれかの項に記載の基地局装
置。
【請求項１２】
　前記割り当て通知手段は、前記第４の通信パラメータを複数の部分に分割して通知し、
　この分割の仕方を表す情報を通知する通信パラメータ通知手段を具備すること
　を特徴とする請求項９に記載の基地局装置。
【請求項１３】
　前記受けているサービス種別に応じた数は、前記第１のサービスに比べて、前記第２の
サービスの方が多いことを特徴とする請求項６から請求項１２のいずれかの項に記載の基
地局装置。
【請求項１４】
　前記第１のサービスは、リアルタイムサービスであり、前記第２のサービスは、非リア
ルタイムサービスであることを特徴とする請求項６から請求項１３のいずれかの項に記載
の基地局装置。
【請求項１５】
　前記割り当て通知手段は、制御チャネルにて通知することを特徴とする請求項６から請
求項１４のいずれかの項に記載の基地局装置。
【請求項１６】
　前記通信パラメータ通知手段は、データチャネル、または、報知チャネルにて通知する
ことを特徴とする請求項６から請求項８および請求項１１から請求項１２のいずれかの項
に記載の基地局装置。
【請求項１７】
　所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のブロックの中から、基地局装置により割
り当てられたブロックにて前記基地局装置と無線通信する端末装置において、
　所定の数のリソースブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソース
ブロックに対応する位置に配置したリソースブロック割り当て情報を受信し、該リソース
ブロック割り当て情報に基づき、自装置に割り当てられたリソースブロックを検出する割
り当て検出手段
　を具備することを特徴とする端末装置。
【請求項１８】
　前記所定の数は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数であることを特徴とす
る請求項１７に記載の端末装置。
【請求項１９】
　前記受けているサービス種別に応じた数は、リアルタイムサービスに比べて、非リアル
タイムサービスの方が多いことを特徴とする請求項１８に記載の端末装置。
【請求項２０】
　前記リアルタイムサービスは、ＶｏＩＰサービスであることを特徴とする請求項１９に
記載の端末装置。
【請求項２１】
　前記割り当て検出手段は、自装置が受けているサービス種別が複数のときは、少なくと
も前記受けているサービス種別毎に、自装置に割り当てられている端末識別情報を前記リ
ソースブロック割り当て情報から検出して、自装置に割り当てられたリソースブロックを
検出することを特徴とする請求項１８から請求項２０のいずれかの項に記載の端末装置。
【請求項２２】
　自装置が第１のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調
方式と符号化率とのうちの少なくとも１つを含む第１の通信パラメータを検出する通信パ
ラメータ検出手段を具備し、
　前記割り当て検出手段は、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基地局装
置との送受信における変調方式と符号化率と再送パラメータとマルチアンテナ送信パラメ
ータとのうちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを、前記リソースブロック割
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り当て情報とともに受信すること
　を特徴とする請求項１８から請求項２１のいずれかの項に記載の端末装置。
【請求項２３】
　前記割り当て検出手段は、自装置が第１のサービスを受けているときは、自装置を識別
する端末識別情報が複数割り当てられており、前記リソースブロック割り当て情報にて検
出した端末識別情報に基づき、前記基地局装置との送受信における通信パラメータを決め
ることを特徴とする請求項２２に記載の端末装置。
【請求項２４】
　前記割り当て検出手段が決める通信パラメータは、再送パラメータであることを特徴と
する請求項２３に記載の端末装置。
【請求項２５】
　前記割り当て検出手段は、自装置が第１のサービスを受けているときは、前記基地局装
置との送受信における変調方式と符号化率と再送パラメータとのうちの少なくとも１つを
含む第３の通信パラメータを前記リソースブロック割り当て情報とともに受信し、自装置
が第２のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式と符
号化率と再送パラメータとマルチアンテナ送信パラメータとのうちの少なくとも１つを含
む第４の通信パラメータを前記リソースブロック割り当て情報とともに受信すること
　を特徴とする請求項１８から請求項２１のいずれかの項に記載の端末装置。
【請求項２６】
　前記第３の通信パラメータは、前記変調方式と前記符号化率とのいずれか１つを含むと
きは、前記再送パラメータを含まず、前記再送パラメータを含むときは、前記変調方式と
前記符号化率とを含まないことを特徴とする請求項２５に記載に端末装置。
【請求項２７】
　前記第３の通信パラメータが含んでいる情報の指定を受信する通信パラメータ検出手段
を具備することを特徴とする請求項２５または請求項２６のいずれかの項に記載の端末装
置。
【請求項２８】
　前記第４の通信パラメータを複数の部分に分割する分割の仕方を表す情報を受信する通
信パラメータ検出手段を具備し、
　前記割り当て検出手段は、前記分割の仕方を表す情報に基づき、複数の部分に分割され
た状態で受信した前記第４の通信パラメータを復元すること
　を特徴とする請求項２６に記載の端末装置。
【請求項２９】
　前記受けているサービス種別に応じた数は、前記第１のサービスに比べて、前記第２の
サービスの方が多いことを特徴とする請求項２２から請求項２８のいずれかの項に記載の
端末装置。
【請求項３０】
　前記第１のサービスは、リアルタイムサービスであり、前記第２のサービスは、非リア
ルタイムサービスであることを特徴とする請求項２２から請求項２９のいずれかの項に記
載の端末装置。
【請求項３１】
　前記割り当て検出手段は、制御チャネルを受信することを特徴とする請求項２２から請
求項３０のいずれかの項に記載の端末装置。
【請求項３２】
　前記通信パラメータ検出手段は、データチャネル、または、報知チャネルを受信するこ
とを特徴とする請求項２２から請求項２４および請求項２７から請求項２８のいずれかの
項に記載の端末装置。
【請求項３３】
　所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックを、それぞれ端末装置
に割り当てて該端末装置と無線通信する基地局装置における制御情報送信方法において、
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　前記基地局装置が、所定の数のリソースブロックにおいて該端末装置を識別する端末識
別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソースブロック割り当て情報を
通知する第１の過程
　を備えることを特徴とする制御情報送信方法。
【請求項３４】
　前記所定の数は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数であることを特徴とす
る請求項３３に記載の制御情報送信方法。
【請求項３５】
　前記第１の過程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は
、一の端末装置が受けているサービス種別が複数のときは、少なくとも前記受けているサ
ービス種別毎に、該サービス種別に応じた数のリソースブロックにおいて識別する端末識
別情報を前記一の端末装置に割り当てたリソースブロック割当て情報を通知すること
　を特徴とする請求項３４に記載の制御情報送信方法。
【請求項３６】
　前記基地局装置が、第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率のうち
の少なくとも１つを含む第１の通信パラメータを通知する第２の過程を備え、
　前記第１の過程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は
、第２のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチ
アンテナ送信パラメータのうちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを、前記リ
ソースブロック割当て情報とともに送信すること
　を特徴とする請求項３４または請求項３５に記載の制御情報送信方法。
【請求項３７】
　前記第１の過程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は
、第１のサービスを受けている端末装置を識別する端末識別情報を複数割当て、該端末識
別情報が通信パラメータを兼ねることを特徴とする請求項３６に記載の制御情報送信方法
。
【請求項３８】
　前記第１の過程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は
、第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータのうちの
少なくとも１つを含む第３の通信パラメータと、第２のサービスを受けている端末装置の
変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータのうちの少なくと
も１つを含む第４の通信パラメータとを、前記リソースブロック割当て情報とともに送信
すること
　を特徴とする請求項３４または請求項３５に記載の制御情報送信方法。
【請求項３９】
　前記基地局装置が、前記第３の通信パラメータが含んでいる情報の指定を通知する第３
の過程を具備すること
　を特徴とする請求項３８に記載の制御情報送信方法。
【請求項４０】
　前記第１の過程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は
、前記第４の通信パラメータを複数の部分に分割して通知し、
　前記基地局装置が、この分割の仕方を表す情報を通知する第４の過程を具備すること
　を特徴とする請求項３８に記載の制御情報送信方法。
【請求項４１】
　所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のブロックの中から、基地局装置により割
り当てられたブロックにて前記基地局装置と無線通信する端末装置における制御情報受信
方法において、
　前記端末装置が、所定の数のリソースブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別
情報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソースブロック割り当て情報を受
信し、該リソースブロック割り当て情報に基づき、自装置に割り当てられたリソースブロ



(6) JP 2008-172355 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

ックを検出する第１の過程
　を備えることを特徴とする制御情報受信方法。
【請求項４２】
　前記所定の数は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数であることを特徴とす
る請求項４１に記載の制御情報受信方法。
【請求項４３】
　前記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、自装置が受け
ているサービス種別が複数のときは、少なくとも前記受けているサービス種別毎に、自装
置に割り当てられている端末識別情報を前記リソースブロック割当て情報から検出して、
自装置に割り当てられたリソースブロックを検出すること
　を特徴とする請求項４２に記載の制御情報受信方法。
【請求項４４】
　前記端末装置が、自装置が第１のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送
受信における変調方式、符号化率のうちの少なくとも１つを含む第１の通信パラメータを
検出する第２の過程を備え、
　前記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、自装置が第２
のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式、符号化率
、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータのうちの少なくとも１つを含む第２の
通信パラメータを、前記リソースブロック割当て情報とともに受信すること
　を特徴とする請求項４２または請求項４３に記載の制御情報受信方法。
【請求項４５】
　前記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、自装置が第１
のサービスを受けているときは、自装置を識別する端末識別情報が複数割当てられており
、前記リソースブロック割当て情報にて検出した端末識別情報に基づき、前記基地局装置
との送受信における通信パラメータを決めること
　を特徴とする請求項４４に記載の制御情報受信方法。
【請求項４６】
　前記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、自装置が第１
のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式、符号化率
、再送パラメータのうちの少なくとも１つを含む第３の通信パラメータを前記リソースブ
ロック割当て情報とともに受信し、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基
地局装置との送受信における変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信
パラメータのうちの少なくとも１つを含む第４の通信パラメータを前記リソースブロック
割当て情報とともに受信すること
　を特徴とする請求項４２または請求項４３に記載の制御情報受信方法。
【請求項４７】
　前記端末装置が、前記第３の通信パラメータが含んでいる情報の指定を受信する第３の
過程を具備すること
　を特徴とする請求項４６に記載の制御情報受信方法。
【請求項４８】
　前記端末装置が、前記第４の通信パラメータを複数の部分に分割する分割の仕方を表す
情報を受信する第４の過程を具備し、
　前記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、前記分割の仕
方を表す情報に基づき、複数の部分に分割された状態で受信した前記第４の通信パラメー
タを復元すること
　を特徴とする請求項４６に記載の制御情報受信方法。
【請求項４９】
　所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックを、それぞれ端末装置
に割り当てて該端末装置と無線通信する基地局装置が具備するコンピュータに、
　請求項３３から請求項４０のいずれかの項に記載の制御情報送信方法を実行させるプロ
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グラム。
【請求項５０】
　所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のブロックの中から、基地局装置により割
り当てられたブロックにて前記基地局装置と無線通信する端末装置が具備するコンピュー
タに、
　請求項４１から請求項４８のいずれかの項に記載の制御情報受信方法を実行させるプロ
グラム。
【請求項５１】
　基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックの中か
ら、前記基地局装置により割り当てられたリソースブロックにて前記基地局装置と無線通
信する複数の端末装置とを具備する無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置は、
　所定の数のリソースブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソース
ブロックに対応する位置に配置したリソースブロック割り当て情報を通知する割り当て通
知手段を具備し、
　前記端末装置は、
　前記リソースブロック割り当て情報を受信し、該リソースブロック割り当て情報に基づ
き、自装置に割り当てられたリソースブロックを検出する割り当て検出手段を具備するこ
と
　を特徴とする無線通信システム。
【請求項５２】
　基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックの中か
ら、前記基地局装置により割り当てられたリソースブロックにて前記基地局装置と無線通
信する複数の端末装置とを具備する無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置は、
　端末装置が受けているサービス種別に応じた数のリソースブロックにおいて該端末装置
を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソースブロッ
ク割当て情報を通知する割当て通知手段を具備し、
　前記端末装置は、
　前記リソースブロック割当て情報を受信し、該リソースブロック割当て情報に基づき、
自装置に割り当てられたリソースブロックを検出する割当て検出手段を具備すること
　を特徴とする無線通信システム。
【請求項５３】
　基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックの中か
ら、前記基地局装置により割り当てられたリソースブロックにて前記基地局装置と無線通
信する複数の端末装置とを具備する無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置は、
　第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率のうちの少なくとも１つを
含む第１の通信パラメータを通知する通信パラメータ通知手段と、
　端末装置が受けているサービス種別に応じた数のリソースブロックにおいて該端末装置
を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソースブロッ
ク割当て情報を通知するとともに、該通知した端末装置のうち、第２のサービスを受けて
いる端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータの
うちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを送信する割当て通知手段と
　を具備し、
　前記端末装置は、
　自装置が第１のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調
方式、符号化率のうちの少なくとも１つを含む第１の通信パラメータを検出する通信パラ
メータ検出手段と、
　前記リソースブロック割当て情報を受信し、該リソースブロック割当て情報に基づき、



(8) JP 2008-172355 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

自装置に割り当てられたリソースブロックを検出するとともに、自装置が第２のサービス
を受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式、符号化率、再送パラ
メータ、マルチアンテナ送信パラメータのうちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメ
ータを受信する割当て検出手段と
　を具備することを特徴とする無線通信システム。
【請求項５４】
　基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックの中か
ら、前記基地局装置により割り当てられたリソースブロックにて前記基地局装置と無線通
信する複数の端末装置とを具備する無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置は、
　端末装置が受けているサービス種別に応じた数のリソースブロックにおいて該端末装置
を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソースブロッ
ク割当て情報を通知するとともに、第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符
号化率、再送パラメータのうちの少なくとも１つを含む第３の通信パラメータと、第２の
サービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ
送信パラメータのうちの少なくとも１つを含む第４の通信パラメータとを送信する割当て
通知手段を具備し、
　前記端末装置は、
　前記リソースブロック割当て情報を受信し、該リソースブロック割当て情報に基づき、
自装置に割り当てられたリソースブロックを検出するとともに、自装置が第１のサービス
を受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式、符号化率、再送パラ
メータのうちの少なくとも１つを含む第３の通信パラメータを前記リソースブロック割当
て情報とともに受信し、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基地局装置と
の送受信における変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータ
のうちの少なくとも１つを含む第４の通信パラメータを受信する割当て検出手段を具備す
ること
　を特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置、端末装置、制御情報送信方法、制御情報受信方法、プログラム
および無線通信システム、特に端末に割り当てられた所定の周波数帯と時間帯とで決めら
れたブロックにて無線通信する基地局装置、端末装置、制御情報送信方法、制御情報受信
方法、プログラムおよび無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）では、Ｗ‐ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が、セルラー移動通信の第三世代無線アクセス方式（３Ｇ）と
して標準化され、サービスが開始されている。また、３Ｇの進化（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ、以下、「ＥＵＴ
ＲＡ」と称する。）及び３Ｇネットワークの進化（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、以下、「ＥＵ
ＴＲＡＮ」と称する。）が検討されている。また、ＥＵＴＲＡにおいて、基地局装置から
移動局装置（端末装置）への無線リンク（以下、「下りリンク」という。また、移動局装
置から基地局装置への無線リンクは、「上りリンク」という。）のアクセス方式として、
ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：直交周波数分割多元接続）方式が提案されている。
【０００３】
　ＯＦＤＭＡ方式において、無線リソースを有効に活用してパケットデータ伝送を効率よ
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く行なうスケジューリング方法（Ｃｈａｎｎｅｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌ
ｉｎｇ）の適用が検討されている。Ｃｈａｎｎｅｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕ
ｌｉｎｇは、サブキャリアブロック（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ
：ＰＲＢ）毎、又はサブキャリア毎に各移動局装置のチャネル状況を監視し、そのチャネ
ル状況に基づいて各移動局装置に無線リソースを割り当てる方法である。例えば、セクタ
（セル）スループットを最大にするために、チャネル状況が良い移動局装置に優先的に無
線リソースを割り当てる方法がある。なお、チャネル状況とは、例えば受信ＳＮＲ（Ｓｉ
ｇｎａｌ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：信号対雑音比）、受信ＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａ
ｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ：信号対雑音
干渉電力比）のことを指す。
【０００４】
　また、ＥＵＴＲＡへの適用が検討されている技術として、チャネル符号化等の適応無線
リンク制御（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）に基づく適応変復調・誤り訂正方式（Ａ
ＭＣＳ：Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍ
ｅ、以降、ＡＭＣＳと称する。）、Ｈ‐ＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒ
ｅｐｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ）がある。ＡＭＣＳは、高速パケットデータ伝送を効率的に
行なうために、チャネル状況に応じて、誤り訂正の符号化率、変調多値数などの無線伝送
パラメータを切り替える方式である。例えば、変調多値数については、チャネル状況が良
好になるに従って、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙ
ｉｎｇ：４相位相偏移変調）、１６ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：１６値直交振幅変調）、６４ＱＡＭ（６４値直交振幅変調）な
ど、より伝送効率の高い多値変調に切り替えることで、通信システムの最大スループット
を増大させることができる。
【０００５】
　Ｈ‐ＡＲＱは、受信側で誤りを検出したデータを送信側から再送信し、受信側において
誤りを検出したデータと再送信されたデータを合成し、受信誤り率を改善する方法である
。Ｈ‐ＡＲＱには複数の方法がある。時間ダイバーシチ効果とＳＮＲの増大を図った方法
として、送信側が受信側において誤りが生じたデータと同様の送信処理を行なったデータ
信号を送信し、受信側が誤りを検出したデータ信号と再送されたデータ信号を最大比合成
して復調を行なう方法（Ｃｈａｓｅ　ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ法）、時間ダイバーシチ効果と
符号化利得の向上を図った方法として、送信側が受信側において誤りが生じたデータ信号
とは異なる消去規則によるパンクチャド符号を用いて生成したデータ信号を送信し、受信
側が誤りを検出したデータ信号と再送されたデータ信号を併せて復号を行なう方法（Ｉｎ
ｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ法）等がある。
【０００６】
　上記の技術を用いるには制御情報が必要となる。現在、３ＧＰＰにおいて検討されてい
る下りリンクのデータチャネルに関する制御情報を図３５に示す（非特許文献１）。先ず
、スケジューリングにより無線リソースを割り当てられた移動局装置、又は移動局装置が
属する移動局装置群を識別するための情報（移動局又は移動局群識別子）、割り当てられ
たリソースの位置を示す情報（リソース割り当て位置）、割り当て区間を示す情報（リソ
ース割り当て区間）が考えられている。これらは、Ｃａｔ．１と呼ばれ、制御情報のリソ
ース識別情報に相当するものである。また、移動局識別子として１６ビットのＲＮＴＩ（
Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ＩＤ）を用いることも提案されてい
る。リソース割り当て位置は、割り当てられたＰＲＢを示す情報である。リソース割り当
て区間は、Ｃａｔ．１によって示された無線リソースの有効区間を示す情報である。
【０００７】
　次に、複数アンテナ送信に関する情報（マルチアンテナ関連情報）、ＡＭＣＳによって
決定された変調方式を示す情報（変調方式）、ＡＭＣＳによって決定された変調方式、誤
り訂正の符号化率、割り当てられたリソースサイズから算出されるデータ信号のサイズ（
ペイロードサイズ）が考えられている。これらは、Ｃａｔ．２と呼ばれ、制御情報のトラ
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ンスポートフォーマット情報に相当するものである。次に、ＨＡＲＱに関する情報であり
、現在、非同期ＨＡＲＱ、同期ＨＡＲＱのどちらを適用するかが検討されている。非同期
ＨＡＲＱの場合、プロセス番号を示す情報（プロセス番号）、Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　
Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ法のバージョンを示す情報（ＨＡＲＱタイプ）、新しいデータ信号
か再送データ信号かを示す情報（新データ識別子）が考えられており、同期ＨＡＲＱの場
合、再送シーケンス番号を示す情報（再送シーケンス番号）が考えられている。これらは
、Ｃａｔ．３と呼ばれる。
【０００８】
　ところで、ＥＵＴＲＡでは高速大容量のデータ通信を提供することを目的の一つとして
いる一方、既存のＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）サービスなどの低容量のリア
ルタイムデータ通信を効率良く提供することも望まれている。多種多様なサービスに対し
、同時に異なる移動局装置に異なるサービスを提供し、ＶｏＩＰサービスを受ける非常に
多くの移動局装置を通信セッションを確立したまま通信エリア内に収容することが効率的
なサービス提供の面で望ましい。
【非特許文献１】3ＧＰＰ ＴＲ　２５．８１４　Ｖ７．１．０“３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔ
ｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ａｓｐｅｃｔｓ　ｆｏｒ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）（Ｒｅｌｅａｓｅ　７
）”，２００６‐０９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、現在までのところ、多種多様なサービスを効率良く提供し、非常に多く
の移動局装置を収容するための、無線フレームへの具体的な制御情報のマッピング方法は
十分に達成されているとは言えない。
【００１０】
　また、Ｗ‐ＣＤＭＡのように、ＰＲＢ毎の移動局識別子に１６ビットを用い、無線リソ
ース割り当てを柔軟にし、多くの移動局装置を収容できるような構成にした場合、少なく
ともＣａｔ．１にＰＲＢ数×１６ビットの情報が必要となり、全体の無線リソースに占め
る制御情報の割り合いが非常に大きいものとなる。つまり、制御情報のオーバヘッドが大
きくなり、その制限によりデータ信号に用いることができる無線リソースが小さくなり、
高速大容量のデータ通信を提供することが困難になる。また、実際に通信可能な実行ユー
ザ数が制限されてしまう。更に、下りリンクにおいて上りリンクのデータチャネルに関す
る制御情報を送信する必要があり、これを考慮すると更に制御情報のオーバヘッドが無視
できなくなるという問題がある。
【００１１】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、多数の移動局装置を
収容し、各移動局装置に対応したデータ通信を効率的に提供しつつ、各移動局に対する無
線リソースの割り当ての制御情報を効率良くして、通信システム全体の周波数利用効率を
向上させることができるようにした移動局装置、基地局装置、制御情報マッピング方法、
制御情報送信方法、制御情報受信方法、移動通信システム、プログラム及び記録媒体を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の基地局装置は、所
定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソースブロックを、それぞれ端末装置に割
り当てて該端末装置と無線通信する基地局装置において、所定の数のリソースブロックに
おいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置し
たリソースブロック割り当て情報を通知する割り当て通知手段を具備することを特徴とす
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る。
【００１３】
　これにより、基地局装置は、多くの帯域を必要とする時間帯が存在しない端末装置を識
別するリソースブロックの数を小さな値とすることで、同じ端末識別情報を異なるリソー
スブロックでは異なる端末装置を識別するようにし、端末識別情報のビット数を少なくし
ても、多数の端末装置のリソースブロック割り当てを表現でき、リソースブロック割り当
て情報の情報量を少なくして通信システム全体の周波数利用効率を向上させることができ
る。
【００１４】
　また、本発明の基地局装置は、上述の基地局装置であって、前記所定の数は、端末装置
が受けているサービス種別に応じた数であることを特徴とする。
【００１５】
　これにより、基地局装置は、多くの帯域を必要とする時間帯が存在しないサービスを受
けている端末装置を識別するリソースブロックの数を小さな値とすることで、同じ端末識
別情報を異なるリソースブロックでは異なる端末装置を識別するようにし、端末識別情報
のビット数を少なくしても、多数の端末装置のリソースブロック割り当てを表現でき、リ
ソースブロック割り当て情報の情報量を少なくして通信システム全体の周波数利用効率を
向上させることができる。
【００１６】
　また、本発明の基地局装置は、上述の基地局装置であって、前記受けているサービス種
別に応じた数は、リアルタイムサービスに比べて、非リアルタイムサービスの方が多いこ
とを特徴とする。
【００１７】
　これにより、基地局装置は、必要とする帯域が一定であるリアルタイムサービスに比べ
て、必要とする帯域が時間帯によって大きく変動する非リアルタイムサービスを受けてい
る端末装置を識別するリソースブロックの数が大きな値となるので、必要とする帯域の変
動に合わせて、割り当てるリソースブロックの数を無駄がないように柔軟に変更すること
ができ、通信システム全体の周波数利用効率を向上させることができる。
【００１８】
　また、本発明の基地局装置は、上述の基地局装置であって、前記リアルタイムサービス
は、ＶｏＩＰサービスであることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、前記割り当て通
知手段は、一の端末装置が受けているサービス種別が複数のときは、少なくとも前記受け
ているサービス種別毎に、該サービス種別に応じた数のリソースブロックにおいて識別す
る端末識別情報を前記一の端末装置に割り当てたリソースブロック割り当て情報を通知す
ることを特徴とする。
【００２０】
　これにより、基地局装置は、端末装置が受けているサービス種別に、必要とする帯域が
一定であるサービスと必要とする帯域が大きく変動するサービスとが混在していても、そ
れぞれのサービスに適したリソースブロックの数において端末装置を識別する端末識別情
報を割り当てたリソースブロック割り当て情報を通知するので、無駄なく各サービスに対
してリソースブロックを割り当てて、通信システム全体の周波数利用効率を向上させるこ
とができる。
【００２１】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、第１のサービス
を受けている端末装置の変調方式と符号化率とのうちの少なくとも１つを含む第１の通信
パラメータを通知する通信パラメータ通知手段を具備し、前記割り当て通知手段は、第２
のサービスを受けている端末装置の変調方式と符号化率と再送パラメータとマルチアンテ
ナ送信パラメータとのうちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを、前記リソー
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スブロック割り当て情報とともに送信することを特徴とする。
【００２２】
　これにより、基地局装置は、第１のサービスに比べて、第２のサービスの方が通信制御
に関する制御情報である変調方式と符号化率と再送パラメータとマルチアンテナ送信パラ
メータとを頻繁に変更することができるため、割り当てられるリソースブロックが固定的
で伝搬路状況の変化による送信パラメータの制御のメリットが小さいサービスを第１のサ
ービスとし、割り当てられるリソースブロックが固定的でなく伝搬路状況の変化による送
信パラメータの制御のメリットが大きいサービスを第２のサービスとすることで、通信制
御に関する制御情報を効率良く提供し、無線リソースに占める制御情報の割り合いを抑え
ることができ、多数の端末装置に同時にデータ通信を提供することができる。
【００２３】
　また、本発明の基地局装置は、上述の基地局装置であって、前記割り当て通知手段は、
第１のサービスを受けている端末装置を識別する端末識別情報を複数割り当て、該端末識
別情報が通信パラメータを兼ねることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の基地局装置は、上述の基地局装置であって、前記端末識別情報が兼ねる
通信パラメータは、再送パラメータであることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、前記割り当て通
知手段は、第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータ
のうちの少なくとも１つを含む第３の通信パラメータと、第２のサービスを受けている端
末装置の変調方式と符号化率と再送パラメータとマルチアンテナ送信パラメータとのうち
の少なくとも１つを含む第４の通信パラメータとを、前記リソースブロック割り当て情報
とともに送信することを特徴とする。
【００２６】
　これにより、基地局装置は、第１のサービスに比べて、第２のサービスの方が通信制御
に関する制御情報である変調方式と符号化率と再送パラメータとマルチアンテナ送信パラ
メータとを頻繁に変更することができるため、割り当てられるリソースブロックが固定的
で伝搬路状況の変化による送信パラメータの制御のメリットが小さいサービスを第１のサ
ービスとし、割り当てられるリソースブロックが変動的で伝搬路状況の変化による送信パ
ラメータの制御のメリットが大きいサービスを第２のサービスとすることで、通信制御に
関する制御情報を効率良く提供し、無線リソースに占める制御情報の割り合いを抑えるこ
とができ、多数の端末装置に同時にデータ通信を提供することができる。
【００２７】
　また、本発明の基地局装置は、上述の基地局装置であって、前記第３の通信パラメータ
は、前記変調方式と前記符号化率とのいずれか１つを含むときは、前記再送パラメータを
含まず、前記再送パラメータを含むときは、前記変調方式と前記符号化率とを含まないこ
とを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、前記第３の通信
パラメータが含んでいる情報の指定を通知する通信パラメータ通知手段を具備することを
特徴とする。
【００２９】
　また、本発明の基地局装置は、上述の基地局装置であって、前記割り当て通知手段は、
前記第４の通信パラメータを複数の部分に分割して通知し、この分割の仕方を表す情報を
通知する通信パラメータ通知手段を具備することを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、前記受けている
サービス種別に応じた数は、前記第１のサービスに比べて、前記第２のサービスの方が多
いことを特徴とする。
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【００３１】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、前記第１のサー
ビスは、リアルタイムサービスであり、前記第２のサービスは、非リアルタイムサービス
であることを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、前記割り当て通
知手段は、制御チャネルにて通知することを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明の基地局装置は、上述のいずれかの基地局装置であって、前記通信パラメ
ータ通知手段は、データチャネル、または、報知チャネルにて通知することを特徴とする
。
【００３４】
　また、本発明の端末装置は、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のブロックの
中から、基地局装置により割り当てられたブロックにて前記基地局装置と無線通信する端
末装置において、所定の数のリソースブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別情
報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソースブロック割り当て情報を受信
し、該リソースブロック割り当て情報に基づき、自装置に割り当てられたリソースブロッ
クを検出する割り当て検出手段を具備することを特徴とする。
【００３５】
　また、本発明の端末装置は、上述の端末装置であって、前記所定の数は、端末装置が受
けているサービス種別に応じた数であることを特徴とする。
【００３６】
　また、本発明の端末装置は、上述の端末装置であって、前記受けているサービス種別に
応じた数は、リアルタイムサービスに比べて、非リアルタイムサービスの方が多いことを
特徴とする。
【００３７】
　また、本発明の端末装置は、上述の端末装置であって、前記リアルタイムサービスは、
ＶｏＩＰサービスであることを特徴とする。
【００３８】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記割り当て検出手
段は、自装置が受けているサービス種別が複数のときは、少なくとも前記受けているサー
ビス種別毎に、自装置に割り当てられている端末識別情報を前記リソースブロック割り当
て情報から検出して、自装置に割り当てられたリソースブロックを検出することを特徴と
する。
【００３９】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、自装置が第１のサー
ビスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式と符号化率とのう
ちの少なくとも１つを含む第１の通信パラメータを検出する通信パラメータ検出手段を具
備し、前記割り当て検出手段は、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基地
局装置との送受信における変調方式と符号化率と再送パラメータとマルチアンテナ送信パ
ラメータとのうちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを、前記リソースブロッ
ク割り当て情報とともに受信することを特徴とする。
【００４０】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記割り当て検出手
段は、自装置が第１のサービスを受けているときは、自装置を識別する端末識別情報が複
数割り当てられており、前記リソースブロック割り当て情報にて検出した端末識別情報に
基づき、前記基地局装置との送受信における通信パラメータを決めることを特徴とする。
【００４１】
　また、本発明の端末装置は、上述の端末装置であって、前記割り当て検出手段が決める
通信パラメータは、再送パラメータであることを特徴とする。
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【００４２】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記割り当て検出手
段は、自装置が第１のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における
変調方式と符号化率と再送パラメータとのうちの少なくとも１つを含む第３の通信パラメ
ータを前記リソースブロック割り当て情報とともに受信し、自装置が第２のサービスを受
けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式と符号化率と再送パラメー
タとマルチアンテナ送信パラメータとのうちの少なくとも１つを含む第４の通信パラメー
タを前記リソースブロック割り当て情報とともに受信することを特徴とする。
【００４３】
　また、本発明の端末装置は、上述の端末装置であって、前記第３の通信パラメータは、
前記変調方式と前記符号化率とのいずれか１つを含むときは、前記再送パラメータを含ま
ず、前記再送パラメータを含むときは、前記変調方式と前記符号化率とを含まないことを
特徴とする。
【００４４】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記第３の通信パラ
メータが含んでいる情報の指定を受信する通信パラメータ検出手段を具備することを特徴
とする。
【００４５】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記第４の通信パラ
メータを複数の部分に分割する分割の仕方を表す情報を受信する通信パラメータ検出手段
を具備し、前記割り当て検出手段は、前記分割の仕方を表す情報に基づき、複数の部分に
分割された状態で受信した前記第４の通信パラメータを復元することを特徴とする。
【００４６】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記受けているサー
ビス種別に応じた数は、前記第１のサービスに比べて、前記第２のサービスの方が多いこ
とを特徴とする。
【００４７】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記第１のサービス
は、リアルタイムサービスであり、前記第２のサービスは、非リアルタイムサービスであ
ることを特徴とする。
【００４８】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記割り当て検出手
段は、制御チャネルを受信することを特徴とする。
【００４９】
　また、本発明の端末装置は、上述のいずれかの端末装置であって、前記通信パラメータ
検出手段は、データチャネル、または、報知チャネルを受信することを特徴とする。
【００５０】
　また、本発明の制御情報送信方法は、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリ
ソースブロックを、それぞれ端末装置に割り当てて該端末装置と無線通信する基地局装置
における制御情報送信方法において、前記基地局装置が、所定の数のリソースブロックに
おいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置し
たリソースブロック割り当て情報を通知する第１の過程を備えることを特徴とする。
【００５１】
　また、本発明の制御情報送信方法は、上述の制御情報送信方法であって、前記所定の数
は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数であることを特徴とする。
【００５２】
　また、本発明の制御情報送信方法は、上述の制御情報送信方法であって、前記第１の過
程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は、一の端末装置
が受けているサービス種別が複数のときは、少なくとも前記受けているサービス種別毎に
、該サービス種別に応じた数のリソースブロックにおいて識別する端末識別情報を前記一
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の端末装置に割り当てたリソースブロック割当て情報を通知することを特徴とする。
【００５３】
　また、本発明の制御情報送信方法は、上述のいずれかの制御情報送信方法であって、前
記基地局装置が、第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率のうちの少
なくとも１つを含む第１の通信パラメータを通知する第２の過程を備え、前記第１の過程
にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は、第２のサービス
を受けている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラ
メータのうちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを、前記リソースブロック割
当て情報とともに送信することを特徴とする。
【００５４】
　また、本発明の制御情報送信方法は、上述の制御情報送信方法であって、前記第１の過
程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は、第１のサービ
スを受けている端末装置を識別する端末識別情報を複数割当て、該端末識別情報が通信パ
ラメータを兼ねることを特徴とする。
【００５５】
　また、本発明の制御情報送信方法は、上述のいずれかの制御情報送信方法であって、前
記第１の過程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は、第
１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータのうちの少な
くとも１つを含む第３の通信パラメータと、第２のサービスを受けている端末装置の変調
方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータのうちの少なくとも１
つを含む第４の通信パラメータとを、前記リソースブロック割当て情報とともに送信する
ことを特徴とする。
【００５６】
　また、本発明の制御情報送信方法は、上述の制御情報送信方法であって、前記基地局装
置が、前記第３の通信パラメータが含んでいる情報の指定を通知する第３の過程を具備す
ることを特徴とする。
【００５７】
　また、本発明の制御情報送信方法は、上述の制御情報送信方法であって、前記第１の過
程にてリソースブロック割り当て情報を通知する際に、前記基地局装置は、前記第４の通
信パラメータを複数の部分に分割して通知し、前記基地局装置が、この分割の仕方を表す
情報を通知する第４の過程を具備することを特徴とする。
【００５８】
　また、本発明の制御情報受信方法は、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のブ
ロックの中から、基地局装置により割り当てられたブロックにて前記基地局装置と無線通
信する端末装置における制御情報受信方法において、前記端末装置が、所定の数のリソー
スブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する
位置に配置したリソースブロック割り当て情報を受信し、該リソースブロック割り当て情
報に基づき、自装置に割り当てられたリソースブロックを検出する第１の過程を備えるこ
とを特徴とする。
【００５９】
　また、本発明の制御情報受信方法は、上述の制御情報受信方法であって、前記所定の数
は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数であることを特徴とする。
【００６０】
　また、本発明の制御情報受信方法は、上述の制御情報受信方法であって、前記第１の過
程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、自装置が受けているサービス
種別が複数のときは、少なくとも前記受けているサービス種別毎に、自装置に割り当てら
れている端末識別情報を前記リソースブロック割当て情報から検出して、自装置に割り当
てられたリソースブロックを検出することを特徴とする。
【００６１】
　また、本発明の制御情報受信方法は、上述のいずれかの制御情報受信方法であって、前
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記端末装置が、自装置が第１のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信
における変調方式、符号化率のうちの少なくとも１つを含む第１の通信パラメータを検出
する第２の過程を備え、前記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末
装置は、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信におけ
る変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータのうちの少なく
とも１つを含む第２の通信パラメータを、前記リソースブロック割当て情報とともに受信
することを特徴とする。
【００６２】
　また、本発明の制御情報受信方法は、上述のいずれかの制御情報受信方法であって、前
記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、自装置が第１のサ
ービスを受けているときは、自装置を識別する端末識別情報が複数割当てられており、前
記リソースブロック割当て情報にて検出した端末識別情報に基づき、前記基地局装置との
送受信における通信パラメータを決めることを特徴とする。
【００６３】
　また、本発明の制御情報受信方法は、上述のいずれかの制御情報受信方法であって、前
記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装置は、自装置が第１のサ
ービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調方式、符号化率、再
送パラメータのうちの少なくとも１つを含む第３の通信パラメータを前記リソースブロッ
ク割当て情報とともに受信し、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基地局
装置との送受信における変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラ
メータのうちの少なくとも１つを含む第４の通信パラメータを前記リソースブロック割当
て情報とともに受信することを特徴とする。
【００６４】
　また、本発明の制御情報受信方法は、上述の制御情報受信方法であって、前記端末装置
が、前記第３の通信パラメータが含んでいる情報の指定を受信する第３の過程を具備する
ことを特徴とする。
【００６５】
　また、本発明の制御情報受信方法は、上述の制御情報受信方法であって、前記端末装置
が、前記第４の通信パラメータを複数の部分に分割する分割の仕方を表す情報を受信する
第４の過程を具備し、前記第１の過程にてリソースブロックを検出する際に、前記端末装
置は、前記分割の仕方を表す情報に基づき、複数の部分に分割された状態で受信した前記
第４の通信パラメータを復元することを特徴とする。
【００６６】
　また、本発明のプログラムは、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のリソース
ブロックを、それぞれ端末装置に割り当てて該端末装置と無線通信する基地局装置が具備
するコンピュータに、請求項３３から請求項４０のいずれかの項に記載の制御情報送信方
法を実行させる。
【００６７】
　また、本発明のプログラムは、所定の周波数帯と時間帯とで決められた複数のブロック
の中から、基地局装置により割り当てられたブロックにて前記基地局装置と無線通信する
端末装置が具備するコンピュータに、請求項４１から請求項４８のいずれかの項に記載の
制御情報受信方法を実行させる。
【００６８】
　また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決め
られた複数のリソースブロックの中から、前記基地局装置により割り当てられたリソース
ブロックにて前記基地局装置と無線通信する複数の端末装置とを具備する無線通信システ
ムにおいて、前記基地局装置は、所定の数のリソースブロックにおいて該端末装置を識別
する端末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソースブロック割り
当て情報を通知する割り当て通知手段を具備し、前記端末装置は、前記リソースブロック
割り当て情報を受信し、該リソースブロック割り当て情報に基づき、自装置に割り当てら
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れたリソースブロックを検出する割り当て検出手段を具備することを特徴とする。
【００６９】
　また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決め
られた複数のリソースブロックの中から、前記基地局装置により割り当てられたリソース
ブロックにて前記基地局装置と無線通信する複数の端末装置とを具備する無線通信システ
ムにおいて、前記基地局装置は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数のリソー
スブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する
位置に配置したリソースブロック割当て情報を通知する割当て通知手段を具備し、前記端
末装置は、前記リソースブロック割当て情報を受信し、該リソースブロック割当て情報に
基づき、自装置に割り当てられたリソースブロックを検出する割当て検出手段を具備する
ことを特徴とする。
【００７０】
　また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決め
られた複数のリソースブロックの中から、前記基地局装置により割り当てられたリソース
ブロックにて前記基地局装置と無線通信する複数の端末装置とを具備する無線通信システ
ムにおいて、前記基地局装置は、第１のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号
化率のうちの少なくとも１つを含む第１の通信パラメータを通知する通信パラメータ通知
手段と、端末装置が受けているサービス種別に応じた数のリソースブロックにおいて該端
末装置を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する位置に配置したリソース
ブロック割当て情報を通知するとともに、該通知した端末装置のうち、第２のサービスを
受けている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメ
ータのうちの少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを送信する割当て通知手段とを
具備し、前記端末装置は、自装置が第１のサービスを受けているときは、前記基地局装置
との送受信における変調方式、符号化率のうちの少なくとも１つを含む第１の通信パラメ
ータを検出する通信パラメータ検出手段と、前記リソースブロック割当て情報を受信し、
該リソースブロック割当て情報に基づき、自装置に割り当てられたリソースブロックを検
出するとともに、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受
信における変調方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータのうち
の少なくとも１つを含む第２の通信パラメータを受信する割当て検出手段とを具備するこ
とを特徴とする。
【００７１】
　また、本発明の無線通信システムは、基地局装置と、所定の周波数帯と時間帯とで決め
られた複数のリソースブロックの中から、前記基地局装置により割り当てられたリソース
ブロックにて前記基地局装置と無線通信する複数の端末装置とを具備する無線通信システ
ムにおいて、前記基地局装置は、端末装置が受けているサービス種別に応じた数のリソー
スブロックにおいて該端末装置を識別する端末識別情報を各リソースブロックに対応する
位置に配置したリソースブロック割当て情報を通知するとともに、第１のサービスを受け
ている端末装置の変調方式、符号化率、再送パラメータのうちの少なくとも１つを含む第
３の通信パラメータと、第２のサービスを受けている端末装置の変調方式、符号化率、再
送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータのうちの少なくとも１つを含む第４の通信
パラメータとを送信する割当て通知手段を具備し、前記端末装置は、前記リソースブロッ
ク割当て情報を受信し、該リソースブロック割当て情報に基づき、自装置に割り当てられ
たリソースブロックを検出するとともに、自装置が第１のサービスを受けているときは、
前記基地局装置との送受信における変調方式、符号化率、再送パラメータのうちの少なく
とも１つを含む第３の通信パラメータを前記リソースブロック割当て情報とともに受信し
、自装置が第２のサービスを受けているときは、前記基地局装置との送受信における変調
方式、符号化率、再送パラメータ、マルチアンテナ送信パラメータのうちの少なくとも１
つを含む第４の通信パラメータを受信する割当て検出手段を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００７２】
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　この発明によれば、端末識別情報が端末装置を識別するリソースブロックの数を、所定
の数としているため、多くの帯域を必要とする時間帯が存在しない端末装置を識別するリ
ソースブロックの数を小さな値とすることで、同じ端末識別情報を異なるリソースブロッ
クでは異なる端末装置を識別するようにし、端末識別情報のビット数を少なくしても、多
数の端末装置のリソースブロック割り当てを表現でき、リソースブロック割り当て情報の
情報量を少なくして通信システム全体の周波数利用効率を向上させることができる。
　また、各サービスに対応した通信制御を行い、通信制御に関する制御情報（通信パラメ
ータ）を効率良く提供しているため、無線リソースに占める制御情報の割り合いを抑える
ことができ、多数の端末装置に同時にデータ通信を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７３】
［第１の実施形態］
　以下、図面を参照して、本発明の第１の実施形態について説明する。図１は、ＥＵＴＲ
Ａにおける３ＧＰＰの提案を基にした下りリンク無線フレームの構成であり、本実施形態
における下りリンク無線フレームの構成を示す図である。下りリンク無線フレームは、リ
ソース割り当てなどの単位であるＰＲＢ（リソースブロック）から構成されている。各Ｐ
ＲＢは周波数領域において１または複数のサブキャリアから構成され、時間領域において
１または複数のＯＦＤＭシンボルから構成される。システム帯域幅は、基地局装置の通信
帯域幅である。時間領域においては、複数のＯＦＤＭシンボルから構成されるサブスロッ
ト、複数のサブスロットから構成されるサブフレーム（ＴＴＩ：Ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）、複数のサブフレームから構成される無線フレームが
ある。図１では、１サブスロットは７ＯＦＤＭシンボルから構成され、１サブフレームは
２サブスロットから構成された場合を示している。
【００７４】
　各サブフレームには少なくとも、ユーザデータの送信に用いるＤＳＤＣＨ（Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、下りリンク制御情報の送信に用い
るＤＳＣＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
制御チャネル及びデータチャネルのチャネル推定に用いる既知信号からなるＤＰＩＣＨ（
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がマッピングされている。ＤＰＩＣＨ
は１サブスロット目の先頭のＯＦＤＭシンボルでＤＳＣＣＨと混在してマッピングされる
。具体的には、複数サブキャリア間隔でＤＰＩＣＨの既知信号がマッピングされ、その他
のサブキャリアにＤＳＣＣＨがマッピングされる。ＤＰＩＣＨは、更に２サブスロット目
の先頭のＯＦＤＭシンボルでＤＳＤＣＨと混在してマッピングされる。ここで、ＤＰＩＣ
Ｈはチャネル推定精度を高めるために１サブスロット目の先頭のＯＦＤＭシンボルでマッ
ピングされたサブキャリア位置とは異なる位置にマッピングされてもよい。
【００７５】
　ＤＳＣＣＨは、更に１サブスロット目の２番目と３番目のＯＦＤＭシンボルにマッピン
グされる。ＤＳＤＣＨは、更にその他のＯＦＤＭシンボルにマッピングされる。なお、移
動局装置の高速移動に対応するため、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ　
Ｏｕｔｐｕｔ）通信などを行なうために、更にＤＰＩＣＨがその他のＯＦＤＭシンボルに
マッピングされることもある。その他に、同期チャネル、報知チャネル、マルチキャスト
チャネルなどがマッピングされる場合もあるが、説明の便宜上図示は省略する。
【００７６】
　ＤＰＩＣＨとＤＳＣＣＨのＣａｔ．１に相当するリソース位置は移動局装置に対して既
知である。ＤＳＣＣＨのＣａｔ．２、Ｃａｔ．３及びＤＳＤＣＨに相当するリソース位置
はＤＳＣＣＨのＣａｔ．１によって示される。移動局識別情報は、基地局内で移動局装置
を一意に識別可能かつ固有な１６ビットのＣ‐ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を用いることが
ＥＵＴＲＡにおける３ＧＰＰで提案されているが、これをＣａｔ．１の移動局識別子に対
して用いることは制御情報のオーバヘッドが非常に大きい。
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　なお、本実施形態においても、従来と同様にＣａｔ．１（リソース割り当て情報）は、
各リソースブロックの移動局装置への割り当てを表す情報であり、Ｃａｔ．２とＣａｔ．
３とは通信パラメータを表す情報であり、Ｃａｔ．２は、マルチアンテナ関連情報（マル
チアンテナ送信パラメータ）と、変調方式（変調方式、符号化率）と、ペイロードサイズ
とを表す情報であり、Ｃａｔ．３は、プロセス番号、ＨＡＲＱタイプ、新データ識別子、
再送シーケンス番号などの再送パラメータを表す情報である。
【００７７】
　そこで、移動局装置に対し特定のＰＲＢ位置、または制御フィールドにおいてのみ有効
なＣ‐ＲＮＴＩよりも短いスケジューリングID（端末識別情報）を割り当て、Ｃａｔ．１
の移動局識別子に前記スケジューリングIDを用いる。スケジューリングIDを割り当てる方
法について説明する。図２に、スケジューリングID割り当て例を示す。ここでは、ＰＲＢ
がＰＲＢ＃１からＰＲＢ＃２４までの２４個、スケジューリングIDが４ビットの場合につ
いて示す。また、スケジューリングID割り当てに際し、移動局装置を少なくとも２つのタ
イプに分類する。
【００７８】
　一方のタイプをダイナミックＵＥ、もう一方のタイプをスタティックＵＥと定義する。
移動局装置は、要求するサービスに応じてこれらのタイプに分類され、例えば、ＶｏＩＰ
サービスなどのリアルタイムサービスを要求する移動局装置はスタティックＵＥに分類さ
れ、その他の非リアルタイムサービスを要求する移動局装置はダイナミックＵＥに分類さ
れる。更に、上記のリアルタイムサービスは小容量のデータを転送するサービスを示し、
大容量の高画質ビデオストリーミングなどのサービスは非リアルタイムサービスに分類し
てもよい。なお、画質は画素のレベルを示している。更に、ある期間の通信中は小容量の
データ転送しか行わない非リアルタイム性のサービスであれば、リアルタイムサービスに
分類してもよい。リアルタイムサービスは、ＶｏＩＰ以外に例えば、低品質ビデオストリ
ーミング、低品質ＩＰＴＶなどがある。非リアルタイムサービスは、例えば、ファイルダ
ウンロード、ウェブブラウンジング、Ｅ‐ｍａｉｌ、ダウンロード型のコンテンツ配信な
どがある。本提案はスタティックＵＥはＶｏＩＰに用いることを主な目的としているから
リアルタイムサービスという言葉を用いたが、総称して、誤りがある程度許容される小容
量のデータを転送するサービスを要求する移動局装置をスタティックＵＥに分類し、それ
以外のサービスを要求する移動局装置をダイナミックＵＥに分類する。なお、誤りがある
程度許容されるデータとは音声データ、画像データなどを指す。
【００７９】
　ダイナミックＵＥは全てのＰＲＢで有効なスケジューリングIDが割り当てられ、スタテ
ィックＵＥは１つのＰＲＢでのみ有効なスケジューリングIDが割り当てられる。例えば、
図２に示すように、ＩＤ＃１～ＩＤ＃１１の移動局装置はダイナミックＵＥに分類され、
スケジューリングIDの０００１～１０１１が割り当てられる。一方、ＩＤ＃１２～ＩＤ＃
１０８の移動局装置はスタティックＵＥに分類され、スケジューリングIDの１１００～１
１１１が割り当てられる。スケジューリングIDの０００１～１０１１は全てのＰＲＢで有
効な移動局識別子であり、スケジューリングIDの１１００～１１１１は１つのＰＲＢでの
み有効な移動局識別子である。すなわち、スケジューリングIDの１１００～１１１１は、
ＰＲＢによって、対応付けられた移動局装置が異なっている。
【００８０】
 また、図３に示すように、リアルタイムサービスに対して、セミスタティックＵＥとい
うタイプを定義し、複数のＰＲＢでのみ有効なスケジューリングIDを割り当てる構成をと
ることもできる。例えば、図３に示すように、ＩＤ＃１～ＩＤ＃８の移動局装置はダイナ
ミックＵＥに分類され、スケジューリングIDの０００１～１０００が割り当てられ、ＩＤ
＃９～ＩＤ＃３６の移動局装置はセミスタティックＵＥに分類され、スケジューリングID
の１００１～１１１１が割り当てられる。ここでは、セミスタティックＵＥは６つのＰＲ
Ｂより構成されたＰＲＢＧ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏ
ｕｐ）内で有効な移動局識別子が割り当てられた場合を示している。
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 このようにスケジューリングIDは、移動局装置が分類されたタイプに応じた数のリソー
スブロックにおいて移動局装置を一意に識別する。
【００８１】
 有効ＰＲＢ位置の情報を含むスケジューリングIDとＣ‐ＲＮＴＩのとの対応付けは、通
信の開始時や無線ベアラの再セットアップの際に行なわれ、頻繁には行なわれない。また
、この際、移動局装置はＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）などを用いて
、要求サービスタイプを基地局装置に知らせる。スケジューリングIDを使用する有効性は
、１サブフレーム毎に送信される移動局識別子に長いビット長のＣ‐ＲＮＴＩを使用しな
いことに起因する。通常のＶｏＩＰサービスのデータは１ＰＲＢで送信することが可能で
あるので、スタティックＵＥに分類されても、割り当て候補ＰＲＢの制限はサービスの効
率的な提供に影響を及ぼさない。このため、ＶｏＩＰサービスを要求する多くの移動局装
置を通信セッションを確立したまま収容することができ、高速大容量のデータサービスを
要求する移動局装置に対しては、ダイナミックＵＥに分類することでスケジューリングフ
レキシビリティ、最大伝送速度などに影響を及ぼさないようにすることができる。
【００８２】
　制御チャネルのオーバヘッドが大きくなると、データスループットが低下し、実質的に
データサービスを提供できる移動局数が少なくなる。そこで、下りリンクのデータチャネ
ルに関する制御情報に関して、ダイナミックＵＥに対してはＣａｔ．１、Ｃａｔ．２、Ｃ
ａｔ．３を提供し、スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに対してはＣａｔ．１の
みを提供する。
【００８３】
 図４に、本実施形態における下りリンクのデータチャネルに関する制御情報を示す。ダ
イナミックＵＥのＣａｔ．１にはスケジューリングIDを用いた移動局識別子又は移動局群
識別子を構成する。Ｃａｔ．１をＰＲＢ数分用意することによりリソース割り当て位置の
制御情報は省略できる。例えば、ＰＲＢ数が２４個である場合、Ｃａｔ．１を２４個用意
し、各Ｃａｔ．１と各ＰＲＢを予め対応付けておくことにより、Ｃａｔ．１で移動局識別
子を示すのみで、リソース割り当て位置を知ることができる。リソース割り当て区間の情
報はチャネル状況に応じてＡＭＣ、Ｃｈａｎｎｅｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕ
ｌｉｎｇを行なうダイナミックＵＥには適さないので用いず、スタティックＵＥ及びセミ
スタティックＵＥにのみ用いるが、詳細は後述する。ダイナミックＵＥのＣａｔ．２には
マルチアンテナ関連情報、変調方式、ペイロードサイズから少なくともなるトランスポー
トフォーマット情報が構成される。ダイナミックＵＥのＣａｔ．３にはＨＡＲＱ情報が構
成される。
【００８４】
 ＶｏＩＰサービスを主に提供することを想定したスタティックＵＥ及びセミスタティッ
クＵＥに対してはＣａｔ．１のみを提供する。ＶｏＩＰサービスのデータ量は小さいので
、ＡＭＣによるデータスループットの改善効果が小さいため、制御オーバヘッドの低減の
ため変調方式やペイロードサイズの変更はサブフレーム毎には行なわない。変更する場合
には、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリング（Ｌａｙｅ
ｒ　３シグナリング）により変更するが頻繁には行なわない。ＲＲＣシグナリングは、デ
ータチャネル、または報知チャネルを用いて送信される。ＶｏＩＰサービスは、リアルタ
イムサービスであるため、ＨＡＲＱにおいて多くの再送回数を用いることはできない。つ
まり、非常に少ない回数の再送を行なうことは可能だが、ＨＡＲＱ行なうためにはＡＣＫ
（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｏｎ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅ
ｎｔ）のフィードバックが上りリンクで必要であり、一度に多くのフィードバックが集中
することが考えられ、これを実現することは困難である。以上のことから、ＨＡＲＱは行
わず、Ｃａｔ．３の送信は行なわない。
【００８５】
　次に、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピング方
法について説明する。なお、説明の便宜上、パイロットチャネルの表記は省略し、サブフ
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レーム内の制御チャネルがマッピングされる１番目のサブスロットのみについて説明する
。なお、制御チャネルのＣａｔ．２、３はＰＨＹシグナリングとも言う。また、ＰＲＢ数
は２４個、ダイナミックＵＥが６の場合について説明する。
【００８６】
 図５に、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピング
方法例１を示す。先ず、Ｃａｔ．１をマッピングするＯＦＤＭシンボルにおいて、ＰＲＢ
数と同じサブキャリア数からなるグループ（以下、Ｃａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔと
称す。）を構成する。このＣａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔを全帯域に亘って繰返しマ
ッピングする。例えば、１ＰＲＢが１２サブキャリアから構成される場合、１個のＣａｔ
．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔは２ＰＲＢを用いてマッピングされ、全帯域に亘って１２個
のＣａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔがマッピングされる。各Ｃａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　
Ｕｎｉｔにおけるサブキャリア位置がＣａｔ２，３及びデータチャネルがマッピングされ
る位置を示す。１つの移動局装置に対するＣａｔ．１の情報（移動局識別子＝スケジュー
リングID）を符号化し、変調したシンボルを分割して、各Ｃａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎ
ｉｔのサブキャリアにマッピングする。
【００８７】
 移動局装置は、Ｃａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔ内において同一の位置にマッピング
されたサブキャリアを全てのＣａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔから受信し、復調し、移
動局識別子を検出する。ダイナミックＵＥはＣａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔ内におい
て全ての位置にマッピングされたサブキャリア群を復調し、移動局識別子を検出する。ス
タティックＵＥ及びセミスタティックＵＥは、自身の移動局識別子がマッピングされる可
能性のある位置のサブキャリア群のみを復調し、移動局識別子を検出する。
【００８８】
 また、ダイナミックＵＥ用のＣａｔ．２，Ｃａｔ．３を次のＯＦＤＭシンボルにマッピ
ングする。ダイナミックＵＥはＣａｔ．１において自身の移動局識別子が示された位置と
対応したＰＲＢのＣａｔ．２、Ｃａｔ．３を受信し、復調し、伝送パラメータを検出する
。次に、データチャネルをマッピングする。ダイナミックＵＥは、Ｃａｔ．１において示
されたＰＲＢのデータチャネルを、検出したＣａｔ．２、Ｃａｔ．３の伝送パラメータ（
通信パラメータ）を用いて受信し、復調する。スタティックＵＥ及びセミスタティックＵ
Ｅは、Ｃａｔ．１において示されたＰＲＢのデータチャネルをＬａｙｅｒ３シグナリング
により予め通知された伝送パラメータを用いて受信し、復調する。
【００８９】
 この方法では、Ｃａｔ．１はＯＦＤＭシンボル内において分散したサブキャリアにマッ
ピングされるので周波数ダイバーシチ効果を得ることができ、Ｃａｔ．２，Ｃａｔ．３は
Ｃｈａｎｎｅｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇを適用することによりマル
チユーザダイバーシチ効果を得ることができる。また、Ｃａｔ．１と、Ｃａｔ．２，Ｃａ
ｔ．３と、データチャネルが別々に符号化されるので、Ｃａｔ．１において自身の移動局
識別子が示されなかった移動局装置は少なくともサブフレーム内の残りの信号の受信を停
止して、低消費電力化を図ることができる。
【００９０】
 図６に、Ｃａｔ．１のマッピング例について詳細な説明図を示す。図６は、分散された
サブキャリアを一つのグループとして、１ＰＲＢに対応するスケジューリングIDの情報を
含む。ここでは、１サブキャリア単位での分散を示したが、このリソース割り当て情報は
、複数サブキャリア単位での分散で構成されてもよい。また、各ＰＲＢに対するスケジュ
ーリングIDを符号多重する方法も考えられる。ここで重要なのは、ＰＲＢの物理配置とス
ケジューリングIDの配置が１対１対応付けされていて、スケジューリングIDの配置がＰＲ
Ｂの割り当てを意味するところである。
 また、ダイナミックＵＥに対し複数のＰＲＢにリソースを割り当てる場合、割り当てた
ＰＲＢの一部にのみＣａｔ．２，３をマッピングしたり、図７に示すように割り当てたＰ
ＲＢの全体に対してＣａｔ．２，３をマッピングするような構成をとることもできる。
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【００９１】
 図８にダイナミックＵＥに対するＣａｔ．２，３の情報の配置方法のより詳細な説明図
を示す。図８（ａ）は、Ｃａｔ．１で一つの移動局装置に割り当てられたＰＲＢ群に分散
するようにＣａｔ．２，３を配置する方法である。図８（ａ）の例では、ＰＲＢ１とＰＲ
Ｂ３とＰＲＢ４とＰＲＢ２３のリソースブロックが一つの移動局装置に割り当てられてお
り、この移動局装置に対するＣａｔ．２，３は、ＰＲＢ１とＰＲＢ３とＰＲＢ４とＰＲＢ
２３のリソースブロックに分散して配置されている。図８（ｂ）は、Ｃａｔ．１で一つの
移動局装置に割り当てられたＰＲＢ群の一部（ここでは先頭。）のＰＲＢにＣａｔ．２，
３を配置する方法である。図８（ｂ）の例では、ＰＲＢ１とＰＲＢ３とＰＲＢ４とＰＲＢ
２３のリソースブロックが一つの移動局装置に割り当てられており、この移動局装置に対
するＣａｔ．２，３は、ＰＲＢ１のリソースブロックのみに配置されている。
【００９２】
 図９に制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピング方
法例２を示す。マッピング方法例１との違いは、Ｃａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔを全
帯域の一部の帯域を用いてマッピングするところが異なる。Ｃａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕ
ｎｉｔがマッピングされる帯域は報知チャネルを用いて予め移動局装置に通知されるか、
システムの仕様として決められている。マッピング方法例１と同一のデータ量を送信する
場合、例えば、マッピング方法例１と比較して符号化率の高い符号化が行なわれる。また
、この場合、Ｃａｔ．１がマッピングされるＯＦＤＭシンボルにおいてＣａｔ．１　Ｇｒ
ｏｕｐ　Ｕｎｉｔがマッピングされる帯域以外の帯域にはデータチャネルやＣａｔ．２，
３がマッピングされる。そのため、移動局装置は、少なくともＣａｔ．１を受信し、復調
して、移動局識別子を検出するまでは、Ｃａｔ．１　Ｇｒｏｕｐ　Ｕｎｉｔがマッピング
される帯域以外の帯域の信号を保持しておく。マッピング方法例１の構成において、十分
にＣａｔ．１の信頼性が確保されるのであれば、マッピング方法例２を用いることにより
、制御オーバヘッドを抑えることができる。
【００９３】
 図１０に、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピン
グ方法例３を示す。先ず、Ｃａｔ．１の情報を符号化した制御チャネルがＰＲＢ毎にマッ
ピングされる。Ｃａｔ．２，３及び／又はデータチャネルがマッピングされるＰＲＢ位置
は、Ｃａｔ．１のＰＲＢ位置と対応している。例えば、ダイナミックＵＥの移動局識別子
があるＰＲＢにマッピングされたＣａｔ．１で示されたら、そのダイナミックＵＥのＣａ
ｔ．２，３及びデータチャネルはそのＰＲＢ位置において以降のＯＦＤＭシンボルにマッ
ピングされる。スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥであれば、Ｃａｔ．１のＰＲ
ＢのデータチャネルのみＣａｔ．１のＰＲＢ位置において以降のＯＦＤＭシンボルにマッ
ピングされる。ダイナミックＵＥはＣａｔ．１がマッピングされるＯＦＤＭシンボルにお
いて全てのＰＲＢを復調し、移動局識別子を検出する。スタティックＵＥ及びセミスタテ
ィックＵＥは、自身の移動局識別子がマッピングされる可能性のある位置のサブキャリア
群のみを復調し、移動局識別子を検出する。この方法では、移動局装置より各ＰＲＢのチ
ャネル状況を基地局装置にフィードバックし、基地局装置はそのチャネル状況を用いて、
Ｃａｔ．１のＰＲＢに対し送信電力制御などを行ない、受信特性を改善することができる
。
【００９４】
 ダイナミックＵＥに対しては、Ｃａｔ．２，３及びデータチャネルのみだけでなく、Ｃ
ａｔ．１に対してもＣｈａｎｎｅｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇのように
チャネル状況の良いＰＲＢにＣａｔ．１をマッピングすることができる。また、マッピン
グ方法例１と同様にＣａｔ．１と、Ｃａｔ．２，Ｃａｔ．３と、データチャネルが別々に
符号化されるので、Ｃａｔ．１において自身の移動局識別子が示されなかった移動局装置
は少なくともサブフレーム内の残りの信号の受信を停止して、低消費電力化を図ることが
できる。図１１に、Ｃａｔ．１のマッピング例について詳細な説明図を示す。図１１は、
連結されたサブキャリアを一つのグループとして、１ＰＲＢに対応するスケジューリング
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IDの情報を含む。
【００９５】
 図１２に、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピン
グ方法例４を示す。先ず、ＰＲＢ数分の移動局識別子をまとめて符号化し、符号化したＣ
ａｔ．１を全帯域に亘ってマッピングする。例えば、２４個の移動局識別子を連結して符
号化したＣａｔ．１を送信し、移動局装置はＣａｔ．１を受信し、復調して復号する。図
１３に、制御チャネルのＣａｔ．１のフィールド構成例を示す。図１３に示すように、ビ
ット系列の最初の４ビットがＰＲＢ１にリソースを割り当てる移動局装置の移動局識別子
を示し、次の４ビットがＰＲＢ２にリソースを割り当てる移動局装置の移動局識別子を示
し、以降のビットもこのような対応関係にすることにより、移動局識別子以外にＰＲＢの
位置を示す情報は必要ない。ダイナミックＵＥは、Ｃａｔ．１を復調し、ＰＲＢ毎のリソ
ースを割り当てる移動局識別子を示す各ビット群から自移動局識別子が存在するかどうか
を判断する。
【００９６】
 スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥは、Ｃａｔ．１を復調し、ＰＲＢ毎のリソ
ースを割り当てる移動局識別子を示す各ビット群から予め決められた割り当てられる可能
性のあるビット群において自移動局識別子が存在するかどうかを判断する。
 また、ダイナミックＵＥ用のＣａｔ．２，Ｃａｔ．３を次のＯＦＤＭシンボルにマッピ
ングする。ダイナミックＵＥはＣａｔ．１において自身の移動局識別子が示された位置と
対応したＰＲＢのＣａｔ．２、Ｃａｔ．３を受信し、復調し、伝送パラメータを検出する
。次に、データチャネルをマッピングする。ダイナミックＵＥは、Ｃａｔ．１において示
されたＰＲＢのデータチャネルを、検出したＣａｔ．２、Ｃａｔ．３の伝送パラメータを
用いて受信し、復調する。スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥは、Ｃａｔ．１に
おいて示されたＰＲＢのデータチャネルをＬａｙｅｒ３シグナリングにより予め通知され
た伝送パラメータを用いて受信し、復調する。
【００９７】
 この方法では、Ｃａｔ．１の符号化サイズは大きく、インタリーブ効果が向上し、Ｃａ
ｔ．２，Ｃａｔ．３はＣｈａｎｎｅｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇを適
用することによりマルチユーザダイバーシチ効果を得ることができる。また、Ｃａｔ．１
と、Ｃａｔ．２，Ｃａｔ．３と、データチャネルが別々に符号化されるので、Ｃａｔ．１
において自身の移動局識別子が示されなかった移動局装置は少なくともサブフレーム内の
残りの信号の受信を停止して、低消費電力化を図ることができる。
【００９８】
 図１４に、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピン
グ方法例５を示す。これは、マッピング方法例４と比較して、全ＰＲＢ数分の移動局識別
子をまとめて符号化するのではなく、複数のＰＲＢ数分の移動局識別子をまとめて符号化
するものである。この構成であれば、Ｃａｔ．１の符号化単位毎に変調方式、符号化率な
どを変更するなどの制御が可能になり、例えば、チャネル状況などに応じて移動局装置を
グルーピングして、グループ毎のＣａｔ．１に対し、異なる変調方式、符号化率を設定す
ることが可能となる。
【００９９】
 図１５に、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピン
グ方法例６を示す。これは、マッピング方法例４と比較して、Ｃａｔ．１を全帯域に亘っ
てマッピングするのではなく、一部の帯域に亘ってマッピングした場合を示している。
 図１６に、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピン
グ方法例７を示す。これは、マッピング方法例５と比較して、Ｃａｔ．１を全帯域に亘っ
てマッピングするのではなく、一部の帯域に亘ってマッピングした場合を示している。
【０１００】
　図１７は、本発明の第１の実施形態における基地局装置の概略ブロック図を示す。基地
局装置は、無線リソース制御部１０１、スケジューリング部１０２、送信処理部１０３、
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受信処理部１０４を有する。無線リソース制御部１０１は、移動局装置の無線フレームに
おける使用可能なＰＲＢ配置や間欠送受信サイクル、制御チャネルのフォーマットなどを
管理する。また、無線リソース制御部（通信パラメータ通知手段）１０１は、ＲＲＣシグ
ナリングによる制御情報の通知を送信処理部１０３に指示する。この制御情報のうち、ス
タティックＵＥおよびセミスタティックＵＥに分類される移動局装置への制御情報には、
変調方式と符号化率とのうちの少なくとも１つを含む。また、スタティックＵＥおよびセ
ミスタティックＵＥに分類される移動局装置へのＲＲＣシグナリングによる制御情報には
リソース割り当て区間に関する情報が含まれ、ＰＨＹシグナリング（制御チャネル）によ
る制御情報の有効期間を示す。例えば、１サブフレームで示された制御チャネルが複数サ
ブフレームで有効であることを示し、２サブフレーム以降では制御チャネルの送信を省略
する処理が行なわれる。
【０１０１】
　スケジューリング部１０２は、無線リソース制御部１０１が管理する情報に基づき、変
調方式、符号化率の決定及び制御、チャネルマッピングの制御を送信処理部１０３および
受信処理部１０４に対して行う。また、スケジューリング部（割り当て通知手段）１０２
は、決定した変調方式、符号化率やチャネルマッピングの結果から制御情報を生成し、送
信処理部１０３に送信を指示する。この制御情報は、図４で示す内容であり、ダイナミッ
クＵＥに分類される移動局装置への制御情報には、Ｃａｔ１（リソース割り当て情報）、
Ｃａｔ２（変調方式、符号化率、マルチアンテナ送信パラメータ）、Ｃａｔ３（再送パラ
メータ）を含み、スタティックＵＥおよびセミスタティックＵＥに分類される移動局装置
への制御情報には、Ｃａｔ１（リソース割り当て情報）を含む。送信処理部１０３は、ス
ケジューリング部１０２の制御に従い、入力されたトラフィック情報データおよび制御情
報データを送信する送信信号を生成して、送信アンテナにより送信する。受信処理部１０
４は、スケジューリング部１０２の制御に従い、受信アンテナにより受信した受信信号か
らトラフィック情報データおよび制御情報データを抽出する。
【０１０２】
　図１８は、本実施形態における基地局装置の送信処理部１０３の内部構成を示す概略ブ
ロック図である。基地局装置の送信処理部１０３は、複数のデータチャネル処理部１１１
ａ～１１１ｎと、制御チャネル処理部１１２と、多重（ＭＵＸ）部１１３と、ＩＦＦＴ（
Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：高速逆フーリエ変換
）部１１４と、ＧＩ（Ｇｕａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ：ガードインターバル）挿入部１１
５と、Ｄ／Ａ（ディジタルアナログ変換）部１１６と、送信ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ）部１１７とを有する。複数のデータチャネル処理部１１１ａ～１１１ｎは同
様の構成及び機能を有するので、その一つを代表して説明する。
【０１０３】
　データチャネル処理部１１１ａは、ターボ符号部１２１ａと、データ変調部１２２ａと
、インターリーバ部１２３ａと、Ｓ／Ｐ（直並列変換）部１２４ａとを有する。制御チャ
ネル処理部１１２は、畳み込み符号部１３１と、ＱＰＳＫ変調部１３２と、インターリー
バ部１３３と、Ｓ／Ｐ部１３４とを有する。複数のデータチャネル処理部１１１ａ～１１
１ｎは、トラフィック情報データをＯＦＤＭ方式で伝送するためのベースバンド処理を行
う。ターボ符号部１２１ａは、スケジューリング部１０２からの符号化率の指示に従い、
トラフィック情報データの誤り耐性を高めるための符号化を行う。データ変調部１２２ａ
は、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等のような変調方式のうちスケジューリング部１
０２からの指示された変調方式で、符号化されたトラフィック情報データを変調する。Ａ
ＭＣＳを用いるので、この変調方式は適宜変更される。インターリーバ部１２３ａは、変
調されたトラフィック情報データの並ぶ順序を所定のパターンに従って並べ換える。Ｓ／
Ｐ部１２４ａは、インターリーバ部１２３ａが出力した直列的な信号系列（ストリーム）
を並列的な信号系列に変換する。
　制御チャネル処理部１１２は、制御情報データをＯＦＤＭ方式で伝送するためのベース
バンド処理を行う。畳み込み符号部１３１は、制御情報データの誤り耐性を高めるための
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符号化を行う。ＱＰＳＫ変調部１３２は、符号化された制御情報データをＱＰＳＫ変調方
式で変調する。適切ないかなる変調方式が採用されてもよいが、制御情報データは要求さ
れる信頼性が高いため、本実施形態では、耐性の強いＱＰＳＫ変調方式を用いる。インタ
ーリーバ部１３３は、変調された制御情報データの並ぶ順序を所定のパターンに従って並
べ替える。Ｓ／Ｐ部１３４は、インターリーバ部１３３が出力した直列的な信号系列を並
列的な信号系列に変換する。
【０１０４】
　多重部１１３は、データチャネル処理部１１１ａ～１１１ｎが出力した変調及び符号化
等の処理済のトラフィック情報データと、制御チャネル処理部１１２が出力した処理済み
の制御情報データとを、スケジューリング部１０２のチャネルマッピングの結果に従い多
重化する。多重化は、時間多重、周波数多重又は時間及び周波数多重の何れかの方式を用
いる。ＩＦＦＴ部１１４は、多重部１１３から入力された信号を高速逆フーリエ変換し、
ＯＦＤＭ方式の変調を行う。ＧＩ挿入部１１５は、変調済みの信号にガードインターバル
を付加することで、ＯＦＤＭ方式におけるシンボルを生成する。周知のように、ガードイ
ンターバルは、伝送するシンボルの先頭又は末尾の一部を複製することによって得られる
。Ｄ／Ａ部１１６は、ＧＩ挿入部１１５から入力されたベースバンドのディジタル信号を
アナログ信号に変換する。送信ＲＦ部１１７は、入力されたアナログ信号から、中間周波
数の同相成分及び直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し
、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート）し、余分な周波数成分
を除去し、電力増幅し、送信アンテナに出力する。
【０１０５】
　このように、図１８のデータチャネル処理部１１１ａに入力されたトラフィック情報デ
ータは、ターボ符号部１２１ａで符号化され、データ変調部１２２ａで変調され、インタ
ーリーバ部１２３ａで並べ替えられ、Ｓ／Ｐ部１２４ａで並列化される。制御情報データ
も同様に、符号化され、変調され、インタリーブされ、並列化される。データチャネル及
び制御チャネルは、多重部１１３でサブキャリア毎に多重化され、ＩＦＦＴ部１１４でＯ
ＦＤＭ方式の変調が行われ、変調後の信号にガードインターバルが付加され、ベースバン
ドのＯＦＤＭシンボルが出力される。ベースバンドの信号は、アナログ信号に変換され、
直交変調され、帯域制限の後に適切に増幅されて無線送信される。
【０１０６】
　多重部１１３は、制御チャネル及びデータチャネルを適切に多重化し、出力する。本実
施形態では、多重部１１３に、パイロットチャネルが入力され、これも多重化される。な
お、パイロットチャネルがＳ／Ｐ部１３４に入力され、パイロットチャネルが周波数軸方
向に多重化される場合もある。多重化は、時間方向、周波数方向又は時間及び周波数の２
方向の何れかの手法でなされてもよい。多重部１１３で何れかの多重化が行われることで
、制御チャネル及びデータチャネルに適切な無線リソースが割り当てられる。
【０１０７】
　図１９は、本発明の実施形態における移動局装置（端末装置）の構成を示す概略ブロッ
ク図である。移動局装置は、アンテナ２００と、制御部２１７、ＲＲＣシグナリング受信
部２１８、受信部２４０、送信部２２０を有する。受信部２４０は、受信ＲＦ部２０１と
、Ａ／Ｄ（アナログディジタル変換）部２０２と、シンボルタイミング検出部２０３と、
ＧＩ（ガードインターバル）除去部２０４と、ＦＦＴ（高速フーリエ変換）部２０５と、
ＤＥＭＵＸ（デマルチプレクサ）部２０６と、チャネル推定部２０７と、チャネル補償部
２０８（データチャネル用）と、Ｐ／Ｓ（並直列変換）部２０９と、デインターリーバ部
２１０と、データ復調部２１１と、ターボ復号部２１２と、チャネル補償部（制御チャネ
ル用）２１３、デインターリーバ部２１４、ＱＰＳＫ復調部２１５と、ビタビデコーダ部
２１６を有する。
【０１０８】
　アンテナで受信した信号を、受信ＲＦ部２０１で適切に増幅し、中間周波数に変換し（
ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように
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増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分及び直交成分に基づいて、直交復調する。
Ａ／Ｄ部２０２は、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。シンボル
タイミング検出部２０３は、Ａ／Ｄ部２０２の出力したディジタル信号に基づいて、シン
ボル（シンボル境界）のタイミングを検出する。ＧＩ除去部２０４は、Ａ／Ｄ部２０２の
出力したディジタル信号からシンボルタイミング検出部２０３からの制御信号に基づいて
ガードインターバルに相当する部分を除去する。ＦＦＴ部２０５は、入力された信号を高
速フーリエ変換し、ＯＦＤＭ方式の復調を行う。ＤＥＭＵＸ部２０６は、受信した信号に
多重化されているパイロットチャネル、制御チャネル及びデータチャネルを分離する。こ
の分離方法は、送信側の多重化に対応して行われる。
【０１０９】
　チャネル推定部２０７は、ＤＥＭＵＸ部２０６が分離したパイロットチャネルを用いて
チャネルの状況を推定し、チャネル変動を補償するように、振幅及び位相を調整するため
の制御信号を出力する。この制御信号はサブキャリア毎に出力される。チャネル補償部２
０８は、ＤＥＭＵＸ部２０６が分離したデータチャネルの振幅及び位相を、チャネル推定
部２０７からの情報に従ってサブキャリア毎に調整する。Ｐ／Ｓ部２０９は、チャネル補
償部２０８が出力した並列的な信号系列を直列の信号系列に変換する。デインターリーバ
部２１０は、Ｐ／Ｓ部２０９が出力した信号の並ぶ順序を所定のパターンに従って変更す
る。所定のパターンは、基地局装置のインターリーバ部１２３ａで行われる並べ換えの逆
パターンに相当する。データ復調部２１１は、デインターリーブしたデータチャネルの復
調を行なう。基地局装置のデータ変調部１２２ａで用いた変調方式に対応して行なわれる
。また、Ｃｈａｓｅ　ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ法のＨＡＲＱ機能として、誤りを検出したデー
タチャネルと再送信されたデータチャネルの合成がデータ復調部２１１において行なわれ
る。
【０１１０】
　ターボ復号部２１２は、データ復調部２１１が復調したデータチャネルから、トラフィ
ック情報データを復号する。また、ＨＡＲＱの機能のＩｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｄｕ
ｎｄａｎｃｙ法のＨＡＲＱ機能として、誤りを検出したデータチャネルと再送信されたデ
ータチャネルとを併せた復号がターボ復号部２１２において行なわれる。チャネル補償部
２１３は、ＤＥＭＵＸ部２０６が分離した制御チャネルの振幅及び位相を、チャネル推定
部２０７からの情報に従って調整する。デインターリーバ部２１４は、チャネル補償部２
１３が出力した信号の並ぶ順序を所定のパターンに従って変更する。所定のパターンは、
基地局装置のインターリーバ部１３３で行われる並べ換えの逆パターンに相当する。ＱＰ
ＳＫ復調部２１５は、デインターリーブした制御チャネルのＱＰＳＫ復調を行なう。ビタ
ビデコーダ部２１６は、ＱＰＳＫ復調部２１５が復調した制御チャネルから、制御情報デ
ータを復号する。
【０１１１】
　制御部（割り当て検出手段）２１７は、ビタビデコーダ部２１６が復号した制御情報デ
ータおよびＲＲＣシグナリング受信部２１８が取得した制御情報に基づき、データ復調部
２１１、ターボ復号部２１２、ＤＥＭＵＸ部２０６、送信部２２０を制御する。この制御
情報データには、Ｃａｔ．１を含む。また、当該移動局装置がダイナミックＵＥに分類さ
れているときには、この制御情報データには、Ｃａｔ．２、Ｃａｔ．３を含む。ＲＲＣシ
グナリング受信部（通信パラメータ検出手段）２１８は、ターボ復号部２１２が出力した
トラフィック情報データのうちのＲＲＣシグナリングによる制御情報を取得する。この制
御情報には、当該移動局装置がスタティックＵＥあるいはセミスタティックＵＥに分類さ
れているときは、変調方式と符号化率とのうち、少なくとも１つを含む。
【０１１２】
　アンテナ２００で受信された信号は、受信ＲＦ部２０１内で増幅、周波数変換、帯域制
限、周波数復調等の処理を経てディジタル信号に変換される。ガードインターバルの除去
された信号に対して、ＦＦＴ部２０５によってＯＦＤＭ方式の復調が行われる。復調後の
信号は、ＤＥＭＵＸ部２０６でパイロットチャネル、制御チャネル及びデータチャネルに
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それぞれ分離される。パイロットチャネルは、チャネル推定部２０７に入力され、チャネ
ルの変動を補償するためのチャネル補償信号がそこからサブキャリア毎に出力される。デ
ータチャネルはその補償信号を用いてサブキャリア毎に補償され、直列的な信号に変換さ
れる。変換後の信号は、デインターリーバ部２１０で、基地局装置のインターリーバ部１
２３ａで施された並べ替えと逆パターンで並べ替えられる。次に、データ復調部２１１で
復調され、データチャネルの再送時にはＨＡＲＱの方法がＣｈａｓｅ　ｃｏｍｂｉｎｉｎ
ｇ法の場合、誤りが検出されたデータチャネルと合成される。次に、ターボ復号部２１２
で復号され、データチャネルの再送時にはＨＡＲＱの方法がＩｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｒ
ｅｄｕｎｄａｎｃｙ法の場合、誤りが検出されたデータチャネルと合わせて復号される。
制御チャネルも同様に、チャネル補償信号によりチャネル変動が補償され、デインターリ
ーブされ、復調され、ビタビデコーダ部２１６で復号される。以後、復元されたデータチ
ャネル及び制御チャネルを利用する信号処理が行われる。
【０１１３】
　移動局装置における制御チャネルとデータチャネルの受信手順について説明する。図２
０は、ダイナミックＵＥの受信フローを示す。ダイナミックＵＥは、受信を開始し、ステ
ップＳ１００においてパイロットチャネルを受信し、ステップＳ１０１においてパイロッ
トチャネルよりチャネル推定を行い、ステップＳ１０２において制御チャネルのＣａｔ．
１を受信し、ステップＳ１０３において推定したチャネル推定値を用いてＣａｔ．１を復
調し、Ｃａｔ．１を解読する。ステップＳ１０４においてＣａｔ．１が自移動局識別子か
どうかを判断し、自移動局識別子でない場合、このＣａｔ．１が属するサブフレームの残
りの受信を停止し、次のサブフレームの受信を行なう。ステップＳ１０４において、自移
動局識別子である場合、ステップＳ１０５において移動局識別子がマッピングされた位置
に対応する位置のＣａｔ．２，３を受信し、ステップＳ１０６において推定したチャネル
推定値を用いてＣａｔ．２，３を復調し、Ｃａｔ．２，３を解読する。ステップＳ１０７
において、Ｃａｔ．２，３と一緒に付加されたＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎ
ｃｙ　Ｃｈｅｃｋ：巡回冗長検査）が正しいかどうかをチェックし、正しくない場合、こ
のＣａｔ．２，３が属するサブフレームの残りの受信を停止し、次のサブフレームの受信
を行なう。
【０１１４】
 ステップＳ１０７において、ＣＲＣが正しい場合、ステップＳ１０８においてデータチ
ャネルの受信を行い、ステップＳ１０９において推定したチャネル推定値を用いてデータ
チャネルを復調して、トラフィックデータ情報の抽出を行い、ステップＳ１１０において
トラフィックデータと一緒に付加されたＣＲＣが正しいかどうかをチェックし、正しくな
い場合、トラフィックデータ情報を廃棄し、次のサブフレームの受信を行なう。ＨＡＲＱ
を用いる場合、データチャネルは格納され、再送信されたデータチャネルとの合成、復号
に用いられる。ステップＳ１１０において、ＣＲＣが正しい場合、ステップＳ１１１にお
いて上位レイヤにトラフィックデータ情報を転送する。以降、通信セッションが確立され
ている間、サブフレーム毎にこの処理を繰り返す。なお、説明の便宜上、これまでの説明
において送信側におけるＣＲＣ付加の説明は省略している。また、ＣＲＣはＷ‐ＣＤＭＡ
で用いられているように、Ｃ‐ＲＮＴＩでマスクされたものを用いると、同時にＭＡＣ　
ＩＤを示すことが可能となる。
【０１１５】
 図２１は、スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥの受信フローを示す。スタティ
ックＵＥ及びセミスタティックＵＥは受信を開始し、ステップＳ２００においてパイロッ
トチャネルを受信し、ステップＳ２０１においてパイロットチャネルよりチャネル推定を
行い、ステップＳ２０２において制御チャネルの予め指示された位置のＣａｔ．１を受信
し、ステップＳ２０３において推定したチャネル推定値を用いてＣａｔ．１を復調し、Ｃ
ａｔ．１を解読する。ステップＳ２０４においてＣａｔ．１が自移動局識別子かどうかを
判断し、自移動局識別子でない場合、このＣａｔ．１が属するサブフレームの残りの受信
を停止し、次のサブフレームの受信を行なう。
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【０１１６】
 ステップＳ２０４において、自移動局識別子である場合、ステップＳ２０５において移
動局識別子がマッピングされた位置に対応する位置のデータチャネルを受信し、ステップ
Ｓ２０６において推定したチャネル推定値を用いてデータチャネルを復調し、トラフィッ
クデータ情報の抽出を行なう。ステップＳ２０７において、トラフィックデータ情報と一
緒に付加されたＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）が正しいか
どうかをチェックし、正しくない場合、トラフィックデータ情報を廃棄し、次のサブフレ
ームの受信を行なう。ステップＳ２０７において、ＣＲＣが正しい場合、ステップＳ２０
８において上位レイヤにトラフィックデータ情報を転送する。以降、通信セッションが確
立されている間、予め決められた間隔のサブフレーム毎にこの処理を繰り返す。
【０１１７】
 なお、ストリーミングサービスを受けながら、ＶｏＩＰサービスを受ける移動局装置の
ような場合、ダイナミックＵＥ用のスケジューリングIDとスタティックＵＥまたはセミス
タティックＵＥ用のスケジューリングIDの両方が割り当てられてもよい。その場合、移動
局装置は図２０で示したダイナミックＵＥの受信フローと、図２１で示したスタティック
ＵＥまたはセミスタティックＵＥの受信フローを並列に行う。
【０１１８】
　スケジューリングIDの割り当てとデータ受信までに関する基地局装置と移動局装置間の
プロセスについて説明する。図２２は、前記プロセスを示したシーケンス図である。電源
をＯＦＦからＯＮにしたり、異なる通信エリアに移動した移動局装置は、通信エリアを管
轄する基地局装置に対し、通信の接続要求を送信する（Ｓａ１）。基地局装置は、接続要
求を受信し（Ｓａ２）、接続要求応答を移動局装置に対し送信する（Ｓａ３）。移動局装
置は、接続要求応答を受信し（Ｓａ４）、接続することが可能である旨を通知されると、
要求サービスなどの希望通信情報を基地局装置に対し送信する（Ｓａ５）。基地局装置は
、希望通信情報を受信し（Ｓａ６）、複数の移動局装置の希望通信情報を考慮して、通信
タイプ、スケジューリングID、リソース割り当て候補位置からなる通信情報を決定し（Ｓ
ａ７）、移動局装置に対し決定した通信情報を送信する（Ｓａ８）。移動局装置は、通信
情報を受信し（Ｓａ９）、自身の通信タイプ、スケジューリングID、リソース割り当て候
補位置を認識する。
【０１１９】
 基地局装置は、移動局装置に対する通信情報を変更するまで通信情報を保持する（Ｓａ
１０）。移動局装置は、基地局装置より通信情報の変更が通知されるまで通信情報を保持
する（Ｓａ１１）。基地局装置は、リソース割り当て情報を含む制御チャネルを送信する
（Ｓａ１２）。移動局装置は、制御チャネルを受信し（Ｓａ１３）、制御チャネルのＣａ
ｔ．１で移動局識別子を確認することにより、自身のリソース割り当てを検出する。基地
局装置は、データチャネルを送信する（Ｓａ１４）。移動局装置は、制御チャネルにより
示されたデータチャネルを受信し（Ｓａ１５）、トラフィック情報データを抽出する（Ｓ
ａ１６）。また、基地局装置は、移動局装置の状況の変化に応じて通信情報を更新し、更
新した通信情報を接続確立中の移動局装置に通知する形態が更に加えられてもよい。また
、移動局装置は基地局装置に希望通信情報の変更を通知し、それに伴い、基地局装置は通
信情報の変更を行う形態が更に加えられてもよい。
【０１２０】
［第２の実施形態］
　本発明の第２の実施形態においては、第１の実施形態に加えて、スタティックＵＥ及び
セミスタティックＵＥに制限付きの簡易なＨＡＲＱを提供する。第２の実施形態は、スタ
ティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに対し、前送信データの再送回数が１回までのＨ
ＡＲＱを提供する。なお、第２の実施形態においては、スタティックＵＥ及びセミスタテ
ィックＵＥに対してＨＡＲＱを提供することにより誤り率の向上が図られるため、ＶｏＩ
Ｐよりも誤りに対する要求の厳しいＧａｍｉｎｇなどのサービスを要求する移動局装置も
スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに分類される。
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【０１２１】
　図２３に、第２の実施形態におけるスケジューリングID割り当て例を示す。ここでは、
ＰＲＢ数が２４個、スケジューリングIDが４ビットの場合について示す。第１の実施形態
と異なる点は、スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに対し、同一ＰＲＢにおいて
２つのスケジューリングIDを割り当てるところが異なる。例えば、ＰＲＢ＃１において２
つのスタティックＵＥに対し、一方にはスケジューリングIDの１１００と１１０１が割り
当てられ、もう一方にはスケジューリングIDの１１１０と１１１１が割り当てられる。ス
タティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに対するスケジューリングIDの一方は、送信す
るデータチャネルが新規であることを示し、もう一方は送信するデータチャネルが前回送
信したデータチャネルの再送であることを示す。なお、ダイナミックＵＥに対しては第１
の実施形態と同様である。
【０１２２】
 図２４に、この場合のスタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに対する下りリンク
のデータチャネルに関する制御情報を示す。これらの情報はスケジューリングID部分にお
いて示される。本実施形態では、スケジューリングIDが４ビットであり、この４ビットの
うちの最初の３ビットが移動局又は移動局群識別子であり、残りの１ビットが再送識別子
（Ｃａｔ．３に相当する再送パラメータ）である。
 図２５は、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへのマッピン
グ方法例８を示す。これは、マッピング方法例１と比較して、同一のリソースを用いてダ
イナミックＵＥのＣａｔ．１とスタティックＵＥのＣａｔ．１を示すだけでなく、スタテ
ィックＵＥのＣａｔ．３も示すところが異なる。例えば、図２３に示すように、スケジュ
ーリングIDの下位１ビットにより再送データチャネルであるか、新規データチャネルであ
るかを示す。
【０１２３】
　移動局装置における制御チャネルとデータチャネルの受信手順について説明する。ダイ
ナミックＵＥの受信フローは第１の実施形態と同様である。図２６は、スタティックＵＥ
及びセミスタティックＵＥの受信フローを示す。スタティックＵＥ及びセミスタティック
ＵＥは受信を開始し、ステップＳ３００においてパイロットチャネルを受信し、ステップ
Ｓ３０１においてパイロットチャネルよりチャネル推定を行い、ステップＳ３０２におい
て制御チャネルの予め指示された位置のＣａｔ．１及びＣａｔ．３を受信し、ステップＳ
３０３において推定したチャネル推定値を用いてＣａｔ．１とＣａｔ．３を復調し、Ｃａ
ｔ．１とＣａｔ．３を解読する。ステップＳ３０４においてＣａｔ．１が自移動局識別子
かどうかを判断し、自移動局識別子でない場合、このＣａｔ．１が属するサブフレームの
残りの受信を停止し、次のサブフレームの受信を行なう。ステップＳ３０４において、自
移動局識別子である場合、ステップＳ３０５において移動局識別子がマッピングされた位
置に対応する位置のデータチャネルを受信し、ステップＳ３０６において推定したチャネ
ル推定値を用いてデータチャネルを復調し、トラフィックデータ情報の抽出を行なう。こ
こで、Ｃａｔ．３が再送データであることを示していた場合、前の受信データチャネルと
ＨＡＲＱ合成を行なって、復調を行なう。
【０１２４】
　ステップＳ３０７において、トラフィックデータ情報と一緒に付加されたＣＲＣが正し
いかどうかをチェックし、正しくない場合、トラフィックデータ情報を廃棄し、次のサブ
フレームの受信を行なう。ステップＳ３０７において、ＣＲＣが正しい場合、ステップＳ
３０８において上位レイヤにトラフィックデータ情報を転送する。以降、通信セッション
が確立されている間、予め決められた間隔のサブフレーム毎にこの処理を繰り返す。
　なお、スケジューリングIDを用いて、Ｃａｔ．３の情報ではなく、Ｃａｔ．２の情報を
送るような構成としてもよい。
【０１２５】
［第３の実施形態］
　本発明の第３の実施形態においては、スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥとと
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もに付加的な制御情報を通知することで、より柔軟にトランスポートフォーマット情報や
ＨＡＲＱ情報の変更を可能にする。どのパラメータを付加的な制御情報として配置するか
は、ＲＲＣシグナリングによって決定される。この付加的な制御情報をＬＴＦＳ（Ｌｉｍ
ｉｔｅｄ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｓｅｔ）と呼ぶ。図２７に、制御チャネ
ルの一部のフィールド例を示す。図２７に示すように、ＰＲＢ毎の情報をスケジューリン
グIDと２ビットのＬＴＦＳで構成する。
【０１２６】
　例えば、あるスタティックＵＥ又はセミスタティックＵＥの移動局装置Ａに対する下り
リンクのデータチャネルに関する制御情報のＬＴＦＳを同期ＨＡＲＱの再送シーケンス番
号として使用する場合、移動局装置Ａが使用するＰＲＢがＰＲＢ＃２の場合、スケジュー
リングID＃２に移動局装置ＡのスケジューリングIDを配置すると共に、ＬＴＦＳ＃２に同
期ＨＡＲＱの再送シーケンス番号を配置する。この場合、スタティックＵＥ及びセミスタ
ティックＵＥに対してＨＡＲＱを提供するので、誤り率の向上が図られ、ＶｏＩＰよりも
誤りに対する要求の厳しいＧａｍｉｎｇなどのサービスを要求する移動局装置もスタティ
ックＵＥ及びセミスタティックＵＥに分類することができる。
【０１２７】
　このＬＴＦＳは、移動局装置ごとに設定が可能であり、変調方式やペイロードサイズの
変更の自由度を制限し、２ビットで４状態を表現し、４つのトランスポートフォーマット
セットを選択できるようにする。もしくは、現在の状態との差分を示す情報として構成し
ても良い。例えば、変調方式を１６ＱＡＭから６４ＱＡＭに変更する場合にはプラス１を
示す情報、１６ＱＡＭからＱＰＳＫに変更する場合にはマイナス１を示す情報をＬＴＦＳ
に含める。
【０１２８】
　ＬＴＦＳは、ＰＲＢ毎に配置されているため、複数のＰＲＢを割り当てられたセミスタ
ティックＵＥの移動局装置に対しては、割り当てられたＰＲＢ数倍のＬＴＦＳが使用可能
である。その場合には、割り当てられたＰＲＢ数×ＬＴＦＳの情報は、一つの情報とみな
され、トランスポートフォーマットの変更情報として使用される。例えば、セミスタティ
ックＵＥの移動局装置Ｂが、ＰＲＢ＃２とＰＲＢ＃４を割り当てられた場合、すなわち、
スケジューリングID＃２とスケジューリングID＃４に移動局装置Ｂに対するスケジューリ
ングIDが割り当てられていた場合、ＬＴＦＳ＃２とＬＴＦＳ＃４をまとめた４ビットが、
一つの情報とみなされ、トランスポートフォーマットの変更情報として使用される。例え
ば、２ビットが、再送シーケンス番号として使用され、２ビットが、制限された４種類の
ペイロードサイズの指定に使用される。
【０１２９】
　一方、ダイナミックＵＥの移動局装置も、ＬＴＦＳを使用可能である。ダイナミックＵ
Ｅの移動局装置に対しては、Ｃａｔ．２，３の一部をＬＴＦＳに配置する。ＬＴＦＳのビ
ット数が２ビットの場合は、Ｃａｔ．２，３のＣＲＣ以外の情報のうち２ビットをＬＴＦ
Ｓ領域に配置し、残りを別のリソースのＣａｔ．２，３領域に配置する。
　図２８にＬＴＦＳをリソース割り当てに使用した例を示す。なお、ここでは図２に示す
スケジューリングIDの割り当てを行なった場合について示している。ＰＲＢ＃１、ＰＲＢ
＃３、ＰＲＢ＃２３、ＰＲＢ＃２４用のスケジューリングID領域に０００１が配置されて
いる。
【０１３０】
　すなわち、ダイナミックＵＥ＃１の移動局装置は、ＰＲＢ＃１、ＰＲＢ＃３、ＰＲＢ＃
２３、ＰＲＢ＃２４を使用することが示されている。ダイナミックＵＥ＃１の移動局装置
用のＣａｔ２，３情報は、ＬＴＦＳ＃１、ＬＴＦＳ＃３、ＬＴＦＳ＃２３、ＬＴＦＳ＃２
４に、８ビット分が配置され、残りのＣａｔ２，３情報は、ＰＲＢ＃１、ＰＲＢ＃３、Ｐ
ＲＢ＃２３、ＰＲＢ＃２４の位置に関連付けされた異なるＯＦＤＭシンボルのリソースに
配置される。一方、ＰＲＢ＃２用のスケジューリングID領域には、１１００が配置されて
いる。スタティックＵＥ＃１２の移動局は、ＰＲＢ＃２を使用すること、ＬＴＦＳ＃２で
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示された情報をフォーマットの変更情報として使用することが示されている。
【０１３１】
　移動局装置における制御チャネルとデータチャネルの受信手順について説明する。図２
９は、ダイナミックＵＥの受信フローを示す。ダイナミックＵＥは受信を開始し、ステッ
プＳ４００においてパイロットチャネルを受信し、ステップＳ４０１においてパイロット
チャネルよりチャネル推定を行い、ステップＳ４０２において制御チャネルのＣａｔ．１
とＣａｔ．２，３の一部を受信し、ステップＳ４０３において推定したチャネル推定値を
用いてＣａｔ．１とＣａｔ．２，３を復調し、Ｃａｔ．１を解読する。ステップＳ４０４
においてＣａｔ．１が自移動局識別子かどうかを判断し、自移動局識別子でない場合、こ
のＣａｔ．１が属するサブフレームの残りの受信を停止し、次のサブフレームの受信を行
なう。ステップＳ４０４において、自移動局識別子である場合、ステップＳ４０５におい
て移動局識別子がマッピングされた位置に対応する位置の残りのＣａｔ．２，３を受信し
、ステップＳ４０６において推定したチャネル推定値を用いて残りのＣａｔ．２，３を復
調し、前記受信した一部のＣａｔ．２，３と併せて、真のＣａｔ．２，３を解読する。
【０１３２】
　ステップＳ４０７において、Ｃａｔ．２，３と一緒に付加されたＣＲＣが正しいかどう
かをチェックし、正しくない場合、このＣａｔ．２，３が属するサブフレームの残りの受
信を停止し、次のサブフレームの受信を行なう。ステップＳ４０７において、ＣＲＣが正
しい場合、ステップＳ４０８においてデータチャネルの受信を行い、ステップＳ４０９に
おいて推定したチャネル推定値を用いてデータチャネルを復調して、トラフィックデータ
情報の抽出を行い、ステップＳ４１０においてトラフィックデータと一緒に付加されたＣ
ＲＣが正しいかどうかをチェックし、正しくない場合、トラフィックデータ情報を廃棄し
、次のサブフレームの受信を行なう。ＨＡＲＱを用いる場合、データチャネルは格納され
、再送信されたデータチャネルとの合成、復号に用いられる。ステップＳ４１０において
、ＣＲＣが正しい場合、ステップＳ４１１において上位レイヤにトラフィックデータ情報
を転送する。以降、通信セッションが確立されている間、サブフレーム毎にこの処理を繰
り返す。
【０１３３】
　図３０は、スタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥの受信フローを示す。スタティ
ックＵＥ及びセミスタティックＵＥは受信を開始し、ステップＳ５００においてパイロッ
トチャネルを受信し、ステップＳ５０１においてパイロットチャネルよりチャネル推定を
行い、ステップＳ５０２において制御チャネルの予め指示された位置のＣａｔ．１とＬＴ
ＦＳを受信し、ステップＳ５０３において推定したチャネル推定値を用いてＣａｔ．１と
ＬＴＦＳを復調し、Ｃａｔ．１を解読する。ステップＳ５０４においてＣａｔ．１が自移
動局識別子かどうかを判断し、自移動局識別子でない場合、このＣａｔ．１が属するサブ
フレームの残りの受信を停止し、次のサブフレームの受信を行なう。ステップＳ５０４に
おいて、自移動局識別子である場合、ステップＳ５０５において移動局識別子がマッピン
グされた位置に対応する位置のデータチャネルを受信し、ステップＳ５０６において推定
したチャネル推定値と復調したＬＴＦＳを用いてデータチャネルを復調し、トラフィック
データ情報の抽出を行なう。ステップＳ５０７において、トラフィックデータ情報と一緒
に付加されたＣＲＣが正しいかどうかをチェックし、正しくない場合、トラフィックデー
タ情報を廃棄し、次のサブフレームの受信を行なう。ステップＳ５０７において、ＣＲＣ
が正しい場合、ステップＳ５０８において上位レイヤにトラフィックデータ情報を転送す
る。以降、通信セッションが確立されている間、予め決められた間隔のサブフレーム毎に
この処理を繰り返す。
【０１３４】
［第４の実施形態］
　第１から第３の実施形態では、下りリンクのデータチャネルに関する下りリンクの制御
情報について示したが、上りリンクのデータチャネルに関する下りリンクの制御情報にも
本発明は適用することができる。本実施形態では、その詳細について説明するが、スケジ
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ューリングID割り当て、制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレームへ
のマッピング方法、受信フローについては、第１から第３の実施形態にて説明した下りリ
ンクのデータチャネルに関する制御情報の場合とほぼ同様なので省略する。
【０１３５】
　本実施形態における上りリンクのデータチャネルに関する制御情報を示す前に、現在、
３ＧＰＰにおいて検討されている上りリンクのデータチャネルに関する制御情報を図３１
に示す。先ず、スケジューリングにより無線リソースを割り当てられた移動局装置、又は
移動局装置が属する移動局装置群を識別するための情報（移動局又は移動局群識別子）、
割り当てられたリソースの位置を示す情報（リソース割り当て位置）、割り当て区間を示
す情報（リソース割り当て区間）が考えられている。これらは、下りリンクのデータチャ
ネルに関する制御情報のＣａｔ．１に相当するものである（以降、ＵＬ　Ｃａｔ．１と称
す）。次に、複数アンテナ送信に関する情報、ＡＭＣＳによって決定された変調方式を示
す情報、ＡＭＣＳによって決定された変調方式、誤り訂正の符号化率、割り当てられたリ
ソースサイズから算出されるデータ信号のサイズなどの送信パラメータが考えられている
。これらは、上りリンクのデータチャネルに関する制御情報のＣａｔ．２に相当するもの
である（以降、ＵＬ　Ｃａｔ．２と称す）。
【０１３６】
　図３２に、本実施形態における上りリンクのデータチャネルに関する制御情報を示す。
ダイナミックＵＥのＵＬ　Ｃａｔ．１にはスケジューリングIDを用いた移動局識別子又は
移動局群識別子を構成する。ＵＬ　Ｃａｔ．１を上りリンクのＰＲＢ数分用意することに
よりリソース割り当て位置の制御情報は省略できる。リソース割り当て区間の情報はチャ
ネル状況に応じてＡＭＣ、Ｃｈａｎｎｅｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ
を行なうダイナミックＵＥには適さないので用いず、スタティックＵＥ及びセミスタティ
ックＵＥにのみ用いるが、ＲＲＣシグナリングを用いて通知する。ダイナミックＵＥのＵ
Ｌ　Ｃａｔ．２にはマルチアンテナ情報、変調方式、ペイロードサイズから少なくともな
るトランスポートフォーマット情報が構成される。ＶｏＩＰサービスを主に提供すること
を想定したスタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに対してはＵＬ　Ｃａｔ．１のみ
を提供する。ＶｏＩＰサービスのデータ量は小さいので、ＡＭＣによるデータスループッ
トの改善効果が小さいため、制御オーバヘッドの低減のため変調方式やペイロードサイズ
の変更はサブフレーム毎には行なわない。変更する場合には、ＲＲＣシグナリングにより
変更するが頻繁には行なわない。
【０１３７】
　図３３は、移動局装置の送信部２２０を示す。移動局装置の送信部２２０は、ターボ符
号部２２１と、データ変調部２２２と、インターリーバ部２２３と、Ｓ／Ｐ部２２４と、
スイッチ部２２５と、ＦＦＴ部２２６と、マッピング部２２７と、ＩＦＦＴ部２２８と、
ＧＩ挿入部２２９と、Ｄ／Ａ部２３０と、送信ＲＦ部２３１とを有する。ターボ符号部２
２１は、トラフィック情報データの誤り耐性を高めるための符号化を行う。この符号化に
おける符号化率は、ＲＲＣシグナリングあるいはＵＬ　Ｃａｔ２を受信して取得した符号
化率を制御部２１７から指示される。データ変調部２２２は、符号化されたトラフィック
情報データを変調する。この変調における変調方式は、ＲＲＣシグナリングあるいはＵＬ
　Ｃａｔ２を受信して取得した変調方式を制御部２１７から指示される。インターリーバ
部２２３は、変調されたトラフィック情報データの並ぶ順序を所定のパターンに従って並
べ換える。Ｓ／Ｐ部２２４は、インターリーバ部２２３が出力した直列的な信号系列を並
列的な信号系列に変換する。スイッチ部２２５は、Ｓ／Ｐ部２２４から入力されたデータ
チャネルを出力するか、パイロットチャネルを出力するかを切り替える。ＦＦＴ部２２６
は、スイッチ部２２５からの時間領域の入力信号を周波数領域の信号に変換する。マッピ
ング部２２７は、レート変換を行って、サブキャリア数（ＦＦＴポイント数）を拡大し、
制御部２１７により決められた位置に、ＦＦＴ部２２６からの入力信号をマッピングして
、出力する。この決められた位置は、ＵＬ　Ｃａｔ１を受信して検出した自装置に割り当
てられたリソースブロックの位置である。なお、信号がマッピングされなかったサブキャ
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リアには０を入力する。ＩＦＦＴ部２２８は、マッピング部２２７からの周波数領域の入
力信号を時間領域の信号に変換する。ここで、このＩＦＦＴ部２２８のポイント数は前記
ＦＦＴ部２２６より大きい。ＧＩ挿入部２２９は、ＩＦＦＴ部２２８の出力信号にガード
インターバルを付加する。Ｄ／Ａ部２３０は、ＧＩ挿入部２２９からのベースバンドのデ
ィジタル信号をアナログ信号に変換する。送信ＲＦ部２３１は、Ｄ／Ａ部２３０から入力
されたアナログ信号から、中間周波数の同相成分及び直交成分を生成し、中間周波数帯域
に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップ
コンバート）し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、アンテナ２００に出力する。
【０１３８】
　図３４は、基地局装置の受信処理部１０４を示す。基地局装置の受信処理部１０４は、
受信ＲＦ部１４１と、Ａ／Ｄ部１４２と、シンボルタイミング検出部１４３と、ＧＩ除去
部１４４と、Ｓ／Ｐ部１４５と、ＦＦＴ部１４６と、スイッチ部１４７と、デマッピング
部１４８と、チャネル推定部１４９と、チャネル補償部１５０と、ＩＦＦＴ部１５１と、
Ｐ／Ｓ部１５２と、デインターリーバ部１５３と、データ復調部１５４と、ターボ復号部
１５５とを有する。受信アンテナで受信した信号を、受信ＲＦ部１４１で適切に増幅し、
中間周波数に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適
切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分及び直交成分に基づ
いて、直交復調する。Ａ／Ｄ部１４２は、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号
に変換する。シンボルタイミング検出部１４３は、Ａ／Ｄ部１４２からのディジタル信号
に基づいて、シンボル（シンボル境界）のタイミングを検出する。ＧＩ除去部１４４は、
シンボルタイミング検出部１４３からの制御信号に基づいて、Ａ／Ｄ部１４２からのディ
ジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去する。
【０１３９】
　Ｓ／Ｐ部１４５は、ＧＩ除去部１４４が出力した直列的な信号系列を並列的な信号系列
に変換する。ＦＦＴ部１４６は、Ｓ／Ｐ部１４５から入力された信号を高速フーリエ変換
し、時間領域の信号を周波数領域の信号に変換する。このＦＦＴ部１４６のＦＦＴポイン
ト数は、移動局装置のＩＦＦＴ部２２８のＦＦＴポイント数と対応している。スイッチ部
１４７は、データチャネルを出力するか、パイロットチャネルを出力するかを切り替え、
パイロットチャネルはチャネル推定部１４９に出力し、データチャネルはデマッピング部
１４８に出力する。チャネル推定部１４９は、スイッチ部１４７からのパイロットチャネ
ルを用いてチャネルの状況を推定し、チャネル変動を補償するように、振幅及び位相を調
整するための制御信号を出力する。この制御信号はサブキャリア毎に出力される。デマッ
ピング部１４８は、送信側である移動局装置でマッピングしたサブキャリア位置のデータ
を分離・抽出する。チャネル補償部１５０は、デマッピング部１４８により分離されたチ
ャネルの振幅及び位相を、チャネル推定部１４９からの制御信号に従ってサブキャリア毎
に調整する。ＩＦＦＴ部１５１は、チャネル補償部１５０からの周波数領域の入力信号を
時間領域の信号に変換する。このＩＦＦＴ部１５１のＦＦＴポイント数は、移動局装置の
ＦＦＴ部２２６のＦＦＴポイント数と対応している。
【０１４０】
　Ｐ／Ｓ部１５２は、ＩＦＦＴ部１５１からの並列的な信号系列を直列の信号系列に変換
する。デインターリーバ部１５３は、Ｐ／Ｓ部１５２からの信号の並ぶ順序を所定のパタ
ーンに従って変更する。所定のパターンは、送信側のインターリーバ部２２３で行われる
並べ換えの逆パターンに相当する。データ復調部１５４は、デインターリーブしたデータ
チャネルの復調を行なう。この復調における変調方式は、スケジューリング部１０２から
の指示に基づき、送信側で用いた変調方式に対応して行なわれる。また、Ｃｈａｓｅ　ｃ
ｏｍｂｉｎｉｎｇ法のＨＡＲＱ機能として、誤りを検出したデータチャネルと再送信され
たデータチャネルの合成がデータ復調部１５４において行なわれる。ターボ復号部１５５
は、トラフィック情報データを復号する。この復号における符号化率は、スケジューリン
グ部１０２からの指示に基づき、送信側で用いた符号化率に対応して行なわれる。また、
ＨＡＲＱの機能のＩｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ法のＨＡＲＱ機能とし
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て、誤りを検出したデータチャネルと再送信されたデータチャネルとを併せた復号がター
ボ復号部１５５において行なわれる。
【０１４１】
　また、図１７における無線リソース制御部１０１、スケジューリング部１０２、送信処
理部１０３、受信処理部１０４、および、図１９における制御部２１７、ＲＲＣシグナリ
ング受信部２１８、送信部２２０、受信部２４０の機能を実現するためのプログラムをコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行することによりこれら各部の処理を行ってもよ
い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェア
を含むものとする。
【０１４２】
　本発明に関わる基地局装置及び移動局装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上
記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュータを機
能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に
一時的にＲＡＭに蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必要に応じてＣＰ
Ｕによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
　プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性メモ
リカード等）、光記録媒体（例えば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ、ＢＤ等）、磁気記録媒
体（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等）等のいずれであってもよい。
　また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現さ
れるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他
のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現さ
れる場合もある。
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送する
ことができる。この場合、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介
してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持
するもの、その場合のサーバコンピュータとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモ
リやハードディスクなどの記憶装置のように、一定時間プログラムを保持しているものも
本発明の記録媒体に含まれる
【０１４３】
　以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本発明は、携帯電話の端末装置を移動局装置とする携帯電話システムに用いて好適であ
るが、これに限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】この発明の第１の実施形態における下りリンク無線フレームの構成例を示す図で
ある。
【図２】同実施形態におけるスケジューリングID割り当て例を示す図である。
【図３】同実施形態におけるセミスタティックＵＥを用いたときのスケジューリングID割
り当て例を示す図である。
【図４】同実施形態における下りリンクのデータチャネルに関する制御情報を示す図であ
る。
【図５】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレー
ムへのマッピング方法例１を示す図である。
【図６】同実施形態のマッピング方法例１におけるＣａｔ．１のマッピング例に関する詳
細な説明図である。
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【図７】同実施形態のマッピング方法例１におけるＣａｔ．２，３のマッピング例を示す
図である。
【図８】同実施形態のマッピング方法例１におけるＣａｔ．２，３のマッピング例に関す
る詳細な説明図である。
【図９】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレー
ムへのマッピング方法例２を示す図である。
【図１０】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレ
ームへのマッピング方法例３を示す図である。
【図１１】同実施形態のマッピング方法例３におけるＣａｔ．１のマッピング例に関する
詳細な説明図である。
【図１２】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレ
ームへのマッピング方法例４を示す図である。
【図１３】同実施形態のマッピング方法例４におけるＣａｔ．１のフィールド構成例を示
す図である。
【図１４】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレ
ームへのマッピング方法例５を示す図である。
【図１５】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレ
ームへのマッピング方法例６を示す図である。
【図１６】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレ
ームへのマッピング方法例７を示す図である。
【図１７】同実施形態における基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図１８】同実施形態における基地局装置の送信処理部１０３の構成を示す概略ブロック
図である。
【図１９】同実施形態における移動局装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図２０】同実施形態におけるダイナミックＵＥに分類される移動局装置の受信手順を説
明するフローチャートである。
【図２１】同実施形態におけるスタティックＵＥおよびセミスタティックＵＥに分類され
る移動局装置の受信手順を説明するフローチャートである。
【図２２】同実施形態におけるスケジューリングIDの割り当てとデータ受信までに関する
基地局装置と移動局装置間のプロセスを説明するシーケンス図である。
【図２３】この発明の第２の実施形態におけるスケジューリングID割り当て例を示す図で
ある。
【図２４】同実施形態におけるスタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに対する下り
リンクのデータチャネルに関する制御情報を示す図である。
【図２５】同実施形態における制御チャネルとデータチャネルの符号化方法及びサブフレ
ームへのマッピング方法例８を示す図である。
【図２６】同実施形態におけるスタティックＵＥおよびセミスタティックＵＥに分類され
る移動局装置の受信手順を説明するフローチャートである。
【図２７】この発明の第３の実施形態における制御チャネルの一部のフィールド例を示す
図である。
【図２８】同実施形態におけるＬＴＦＳをリソース割り当てに使用した例を示す図である
。
【図２９】同実施形態におけるダイナミックＵＥに分類される移動局装置の受信手順を説
明するフローチャートである。
【図３０】同実施形態におけるスタティックＵＥ及びセミスタティックＵＥに分類される
移動局装置の受信手順を説明するフローチャートである。
【図３１】現在３ＧＰＰにおいて検討されている上りリンクのデータチャネルに関する制
御情報を示す図である。
【図３２】この発明の第３の実施形態における上りリンクのデータチャネルに関する制御
情報を示す図である。
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【図３３】同実施形態における移動局装置の送信部２２０の構成を示す概略ブロック図で
ある。
【図３４】同実施形態における基地局装置の受信処理部１０４の構成を示す概略ブロック
図である。
【図３５】現在３ＧＰＰにおいて検討されている下りリンクのデータチャネルに関する制
御情報を示す図である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１０１…無線リソース制御部
　１０２…スケジューリング部
　１０３…送信処理部
　１０４…受信処理部
　１１１ａ…データチャネル処理部
　１１２…制御チャネル処理部
　１１３…多重部
　１１４…ＩＦＦＴ部
　１１５…ＧＩ挿入部
　１１６…Ｄ／Ａ部
　１１７…送信ＲＦ部
　１２１ａ…ターボ符号部
　１２２ａ…データ変調部
　１２３ａ…インターリーバ部
　１２４ａ…Ｓ／Ｐ部
　１３１…畳み込み符号部
　１３２…ＱＰＳＫ変調部
　１３３…インターリーバ部
　１３４…Ｓ／Ｐ部
　１４１…受信ＲＦ部
　１４２…Ａ／Ｄ部
　１４３…シンボルタイミング検出部
　１４４…ＧＩ除去部
　１４５…Ｓ／Ｐ部
　１４６…ＦＦＴ部
　１４７…スイッチ部
　１４８…デマッピング部
　１４９…チャネル推定部
　１５０…チャネル補償部
　１５１…ＩＦＦＴ部
　１５２…Ｐ／Ｓ部
　１５３…デインターリーバ部
　１５４…データ復調部
　１５５…ターボ復号部
　２００…アンテナ
　２０１…受信ＲＦ部
　２０２…Ａ／Ｄ部
　２０３…シンボルタイミング検出部
　２０４…ＧＩ除去部
　２０５…ＦＦＴ部
　２０６…ＤＥＭＵＸ部
　２０７…チャネル推定部
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　２０８…チャネル補償部
　２０９…Ｐ／Ｓ部
　２１０…デインターリーバ部
　２１１…データ復調部
　２１２…ターボ復号部
　２１３…チャネル補償部
　２１４…デインターリーバ部
　２１５…ＱＰＳＫ復調部
　２１６…ビタビデコーダ部
　２１７…制御部
　２１８…ＲＲＣシグナリング受信部
　２２０…送信部
　２２１…ターボ符号部
　２２２…データ変調部
　２２３…インターリーバ部
　２２４…Ｓ／Ｐ部
　２２５…スイッチ部
　２２６…ＦＦＴ部
　２２７…マッピング部
　２２８…ＩＦＦＴ部
　２２９…ＧＩ挿入部
　２３０…Ｄ／Ａ部
　２３１…送信ＲＦ部
　２４０…受信部

【図１】 【図２】
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(43) JP 2008-172355 A 2008.7.24

【図２３】 【図２４】
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