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(57)【要約】
【課題】スケジューリングするデータをデータ種別に応
じて選択することにより、伝送効率を向上させることが
できるとともに省電力化及び信号処理の高速化を図るこ
と。
【解決手段】制御部１０８は、通信端末装置から送られ
てきたＣＱＩ及び通信端末装置毎の要求伝送率情報に基
づいて、送信データ系列１についてスケジューリングを
行うことにより、送信データ系列１を品質が良好なサブ
キャリアに割り当てるとともに、送信データ系列２をあ
らかじめ決められているサブキャリアに割り当てる。チ
ャネル割当部１１５は、制御部１０８から指示されたサ
ブキャリアに送信データ系列１のデータを割り当てる。
チャネル割当部１１６は、制御部１０８から指示された
サブキャリアに送信データ系列２のデータを割り当てる
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＱＩを送信する送信方法であって、
　制御情報を受信し、
　前記制御情報に基づいて、サブキャリアブロック毎のＣＱＩを生成するか、通信帯域内
の全てのサブキャリアブロックに対する１つのＣＱＩを生成するかを決定し、
　前記サブキャリアブロック毎のＣＱＩ、若しくは前記通信帯域内の全てのサブキャリア
ブロックに対する１つのＣＱＩを送信する、
　送信方法。
【請求項２】
　ＣＱＩを送信する送信装置であって、
　制御情報を受信する受信部と、
　前記制御情報に基づいて、サブキャリアブロック毎のＣＱＩを生成するか、通信帯域内
の全てのサブキャリアブロックに対する１つのＣＱＩを生成するかを決定する決定部と、
　前記サブキャリアブロック毎のＣＱＩ、若しくは前記通信帯域内の全てのサブキャリア
ブロックに対する１つのＣＱＩを送信する送信部と、
　を有する送信装置。
【請求項３】
　ＣＱＩを送信する送信装置であって、
　サブキャリアブロック毎のＣＱＩを生成することを決定する決定部と、
　前記サブキャリアブロック毎のＣＱＩを送信する送信部と、
　を有する送信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置及び送信方法に関し、例えばＯＦＤＭにより複数のサブキャリアに
データを割り当てる送信装置及び送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高速パケット伝送の要求を満たすシステムとして、beyond ３Ｇシステムとして
検討されているＯＦＤＭやＭＣ－ＣＤＭＡ等のマルチキャリア伝送がある。マルチキャリ
ア伝送においては、適応変調やスケジューリングをサブキャリア毎に行なうことにより、
各移動局へ送信するデータを通信帯域幅内の受信品質が良好な一部のサブキャリアに周波
数スケジューリングにより割り当てることにより、周波数利用効率を向上させることがで
きる。
【０００３】
　基地局装置において、各移動局へ送信するデータを受信品質が良好なサブキャリアに割
り当てることにより周波数スケジューリングを行うため、移動局は、全サブキャリア分に
ついてのサブキャリア毎の個別のチャネル品質情報であるＣＱＩ（Channel Quality Indi
cator）を基地局装置に報告する。基地局装置は各移動局からのＣＱＩを考慮して所定の
スケジューリングアルゴリズムに従って、各移動局について使用するサブキャリアと変調
方式及び符号化率を決定する。例えば、特許文献１には、基地局が、複数の移動局に対し
て同時に送信する場合に、全ユーザからの全サブキャリアのＣＱＩを用いてスケジューリ
ングを行なう技術が記載されている。
【０００４】
　具体的には、基地局装置は、ＣＱＩに基づいて、各ユーザに適切な多数のサブキャリア
を割り当てて（周波数分割ユーザ多重）、各サブキャリアにＭＣＳ（Modulation and Cod
ing Scheme）を選択するというシステムである。即ち、基地局装置は、回線品質に基づき
、各ユーザの所望の通信品質（例えば最低伝送率、誤り率）を満たすことができるととも
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に、最も周波数利用効率の高くなるサブキャリアを割り当て、各サブキャリアに対して高
速なＭＣＳを選択してデータの送信を行うことにより、多ユーザにおいて高いスループッ
トを実現することができる。
【０００５】
　ＭＣＳの選択には、あらかじめ決定されているＭＣＳ選択用テーブルが用いられる。Ｍ
ＣＳ選択用テーブルは、ＭＣＳ毎に、ＣＩＲ（Carrier to Interference Ratio：搬送波
対干渉波比）などの受信品質とパケットエラーレート（ＰＥＲ：Packet Error Rate）ま
たはビットエラーレート（ＢＥＲ：Bit Error Rate）などの誤り率との対応関係を示した
ものである。ＭＣＳ選択の際は、測定された受信品質に基づいて所望の誤り率を満たすこ
とができるＭＣＳを選択する。
【０００６】
　図１は、基地局装置にて各データをサブキャリアブロックに割り当てた場合において、
周波数と時間との関係を示す図である。図１より、基地局装置は、スケジューリングによ
り全てのデータをサブキャリアブロック＃１０～＃１４に割り当てる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－２５２６１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、サブキャリアブロック毎にスケジューリング及び適応変調を行う場合に
おいて、通信端末装置はサブキャリア毎のＣＱＩを基地局装置へ報告する必要があるので
、通信端末装置から基地局装置へ送信される制御情報量が膨大になるために伝送効率が低
下するという問題がある。また、通信端末装置は受信品質を測定してＣＱＩを生成する処
理を行う必要があるとともに、基地局装置は受け取ったＣＱＩを用いてサブキャリア毎の
スケジューリング及び適応変調等の処理を行う必要があるので、基地局装置及び通信端末
装置における信号処理が膨大になることにより、省電力化及び信号処理の高速化を図るこ
とができないという問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、スケジューリングするデータをデータ種別に応じて選択することによ
り、伝送効率を向上させることができるとともに省電力化及び信号処理の高速化を図るこ
とができる送信装置及び送信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一形態によれば、無線通信装置は、各通信相手の受信品質を示す受信品質情報
及び各通信相手の要求伝送率を示す要求伝送率情報に基づいてスケジューリングにより選
択されたサブキャリアに所定の条件を満たす第１データを割り当て、一方あらかじめ決め
られたサブキャリアに前記第１データと異なるデータである第２データを割り当てるサブ
キャリア割り当て手段と、前記サブキャリア割り当て手段によりサブキャリアに割り当て
られた前記第１データ及び前記第２データを送信する送信手段と、を具備する。
【００１１】
　本発明の他の形態によれば、基地局装置は、本発明に係る無線通信装置を具備する。
【００１２】
　本発明のさらに他の形態によれば、サブキャリア割り当て方法は、各通信相手の受信品
質を示す受信品質情報及び各通信相手の要求伝送率を示す要求伝送率情報に基づいてスケ
ジューリングにより選択されたサブキャリアに所定の条件を満たす第１データを割り当て
るステップと、あらかじめ決められたサブキャリアに前記第１データと異なるデータであ
る第２データを割り当てるステップと、を具備する。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】従来のデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図２】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る通信端末装置の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図５】本発明の実施の形態１に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図６Ａ】本発明の実施の形態１に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図６Ｂ】本発明の実施の形態１に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図７Ａ】本発明の実施の形態１に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図７Ｂ】本発明の実施の形態１に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図８】本発明の実施の形態２に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態２に係る無線通信装置の動作を示すフロー図
【図１０】本発明の実施の形態３係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態３に係る無線通信装置の動作を示すフロー図
【図１２】本発明の実施の形態４係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１３】本発明の実施の形態４に係る無線通信装置の動作を示すフロー図
【図１４】本発明の実施の形態４に係る無線通信装置の動作を示すフロー図
【図１５】本発明の実施の形態５に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１６】本発明の実施の形態５に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図１７】本発明の実施の形態５に係るデータをサブキャリアに割り当てた状態を示す図
【図１８】本発明の実施の形態６に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１９】本発明の実施の形態７に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２０】本発明の実施の形態７に係る無線通信装置の動作を示すフロー図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１５】
　（実施の形態１）
　図２は、本発明の実施の形態１に係る無線通信装置１００の構成を示すブロック図であ
る。
【００１６】
　制御情報抽出部１０５、復調部１０６、復号部１０７、符号化部１０９、符号化部１１
０、送信ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）部１１１、送信ＨＡＲＱ部１１
２、変調部１１３及び変調部１１４は、送信データ処理部１２０－１～１２０－ｎを構成
する。送信データ処理部１２０－１～１２０－ｎは、ユーザ数設けられるものであり、各
送信データ処理部１２０－１～１２０－ｎは、１ユーザに送信する送信データの処理を行
う。
【００１７】
　受信無線処理部１０２は、アンテナ１０１にて受信した受信信号を無線周波数からベー
スバンド周波数ヘダウンコンバート等してガードインターバル（以下「ＧＩ」と記載する
）除去部１０３へ出力する。
【００１８】
　ＧＩ除去部１０３は、受信無線処理部１０２から入力した受信信号からＧＩを除去して
高速フーリエ変換（以下「ＦＦＴ；Fast Fourier Transform」と記載する）部１０４へ出
力する。
【００１９】
　ＦＦＴ部１０４は、ＧＩ除去部１０３から入力した受信信号をシリアルデータ形式から
パラレルデータ形式に変換した後、ＦＦＴ処理を行い、ユーザ毎の受信信号として制御情
報抽出部１０５へ出力する。
【００２０】
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　制御情報抽出部１０５は、ＦＦＴ部１０４から入力した受信信号より制御情報を抽出し
て復調部１０６へ出力する。
【００２１】
　復調部１０６は、制御情報抽出部１０５から入力した制御情報を復調して復号部１０７
へ出力する。
【００２２】
　復号部１０７は、復調部１０６から入力した受信信号を復号化して復号後の受信データ
に含まれるサブキャリア毎のＣＱＩを制御部１０８へ出力する。また、復号部１０７は、
復調部１０６から入力した受信信号を復号化して、復号後の受信データに含まれる送信デ
ータ系列１に対するＮＡＣＫ信号またはＡＣＫ信号を送信ＨＡＲＱ部１１１へ出力すると
ともに、復号後の受信データに含まれる送信データ系列２のＮＡＣＫ信号またはＡＣＫ信
号を送信ＨＡＲＱ部１１２へ出力する。
【００２３】
　サブキャリア及びＭＣＳ割り当て手段である制御部１０８は、使用可能なサブキャリア
数及び各通信端末装置の要求伝送率を把握しており、復号部１０７から入力した各ユーザ
の通信端末装置の受信品質情報であるＣＱＩより、各通信端末装置の要求伝送率を満たす
ように、周波数スケジューリングにより送信データ系列１を割り当てるサブキャリアを選
択するとともに、周波数スケジューリングを行わずに送信データ系列２を割り当てる所定
のサブキャリアを選択する。ここで、送信データ系列１を割り当てるサブキャリアは、通
信帯域幅内の特定の周波数の周辺のサブキャリアであり、送信データ系列２を割り当てる
サブキャリアは、通信帯域幅内全体に渡って分散した複数のサブキャリアである。また、
送信データ系列１のデータは、例えば各ユーザの通信端末装置に個別に送信する個別デー
タであり、送信データ系列２のデータは、例えば複数のユーザの通信端末装置に共通に送
信する共通データ（例えば、BroadcastデータまたはMulticastデータ）である。なお、送
信データ系列１は、個別データに限らず、高速伝送が要求される高速データまたは低速移
動中の通信端末に送信するデータ等の周波数スケジューリング及び適応変調の効果が得ら
れる任意のデータを用いることが可能である。また、送信データ系列２は、共通データに
限らず、要求される伝送速度が低速なデータまたは高速移動中の通信端末装置に送信する
データ等の同一伝送レートで連続送信する必要のあるデータ、または周波数スケジューリ
ングの効果が低く、周波数ダイバーシチの効果によりビット誤り率が向上されるデータで
あれば任意のデータを用いることが可能である。
【００２４】
　また、制御部１０８は、周波数スケジューリングを行う送信データ系列１について、復
号部１０７から入力した各ユーザの通信端末装置のＣＱＩより、変調多値数及び符号化率
等のＭＣＳを適応的に選択する。即ち、制御部１０８は、ＣＱＩと変調方式及びＣＱＩと
符号化率を関係付けたＭＣＳ選択用情報を保存するテーブルを保持しており、各ユーザの
通信端末装置から送られてきたサブキャリア毎のＣＱＩを用いて、ＭＣＳ選択用情報を参
照することにより、サブキャリア毎に変調方式及び符号化率を選択する。そして、制御部
１０８は、送信データ系列１のデータについて、送信データ系列１を割り当てる各サブキ
ャリアについての選択した符号化率情報を符号化部１０９へ出力し、送信データ系列１を
割り当てる各サブキャリアについての選択した変調方式情報を変調部１１３へ出力する。
【００２５】
　また、制御部１０８は、周波数スケジューリングされない送信データ系列２について、
サブキャリア毎のＣＱＩが通信端末装置から報告されない場合には、要求伝送率などによ
りあらかじめ決められた符号化率と変調方式を用いる。そして、制御部１０８は、あらか
じめ決められた符号化率である符号化率情報を符号化部１１０に出力し、あらかじめ決め
られた変調方式である変調方式情報を変調部１１４に出力する。一方、制御部１０８は、
通信帯域内の全てのサブキャリアの平均の受信品質を示す１個のＣＱＩが入力した場合に
は、入力したＣＱＩよりＭＣＳ選択用情報を参照して符号化率と変調方式を選択し、選択
した符号化率情報を符号化部１１０に出力するとともに、選択した変調方式情報を変調部
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１１４へ出力する。
【００２６】
　さらに、制御部１０８は、周波数スケジューリングにより送信データ系列１を割り当て
たサブキャリアの情報をチャネル割当部１１５へ出力するとともに、周波数スケジューリ
ングを行わない送信データ系列２に対してはあらかじめ決められたサブキャリアを割り当
て、サブキャリアの情報をチャネル割当部１１６へ出力する。ここで、要求伝送率とは、
例えば全通信端末装置が要求する単位時間毎のデータ量に対する１ユーザの通信端末装置
が要求する単位時間毎のデータ量の割合の情報である。なお、送信データ系列１及び送信
データ系列２をサブキャリアに割り当てる方法は、後述する。
【００２７】
　符号化部１０９は、制御部１０８から入力した符号化率情報に基づいて、入力した送信
データ系列１（第１データ）を符号化して送信ＨＡＲＱ部１１１へ出力する。
【００２８】
　符号化部１１０は、制御部１０８から入力した符号化率情報に基づいて、入力した送信
データ系列２（第２データ）を符号化して送信ＨＡＲＱ部１１２へ出力する。
【００２９】
　送信ＨＡＲＱ部１１１は、符号化部１０９から入力した送信データ系列１を変調部１１
３へ出力するとともに、変調部１１３へ出力した送信データ系列１を一時的に保持する。
そして、送信ＨＡＲＱ部１１１は、復号部１０７からＮＡＣＫ信号が入力した場合には、
通信端末装置より再送要求されているため、一時的に保持している出力済みの送信データ
系列１を再度変調部１１３へ出力する。一方、送信ＨＡＲＱ部１１１は、復号部１０７か
らＡＣＫ信号が入力した場合には、新規な送信データを変調部１１３へ出力する。
【００３０】
　送信ＨＡＲＱ部１１２は、符号化部１１０から入力した送信データ系列２を変調部１１
４へ出力するとともに、変調部１１４へ出力した送信データ系列１を一時的に保持する。
そして、送信ＨＡＲＱ部１１２は、復号部１０７からＮＡＣＫ信号が入力した場合には、
通信端末装置より再送要求されているため、一時的に保持している出力済みの送信データ
系列２を再度変調部１１４へ出力する。一方、送信ＨＡＲＱ部１１２は、復号部１０７か
らＡＣＫ信号が入力した場合には、新規な送信データを変調部１１４へ出力する。
【００３１】
　変調部１１３は、制御部１０８から入力した変調方式情報に基づいて、送信ＨＡＲＱ部
１１１から入力した送信データ系列１を変調してチャネル割当部１１５へ出力する。
【００３２】
　変調部１１４は、制御部１０８から入力した変調方式情報に基づいて、送信ＨＡＲＱ部
１１２から入力した送信データ系列２を変調してチャネル割当部１１６へ出力する。
【００３３】
　チャネル割当部１１５は、制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、
変調部１１３から入力した送信データ系列１をサブキャリアに割り当てて逆高速フーリエ
変換（以下「ＩＦＦＴ；Inverse Fast Fourier Transform」と記載する）部１１７へ出力
する。
【００３４】
　チャネル割当部１１６は、制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、
変調部１１４から入力した送信データ系列２をサブキャリアに割り当ててＩＦＦＴ部１１
７へ出力する。
【００３５】
　ＩＦＦＴ部１１７は、チャネル割当部１１５から入力した送信データ系列１及びチャネ
ル割当部１１６から入力した送信データ系列２をＩＦＦＴしてＧＩ挿入部１１８へ出力す
る。
【００３６】
　ＧＩ挿入部１１８は、ＩＦＦＴ部１１７から入力した送信データ系列１及び送信データ
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系列２にＧＩを挿入して送信無線処理部１１９へ出力する。
【００３７】
　送信無線処理部１１９は、ＧＩ挿入部１１８から入力した送信データ系列１及び送信デ
ータ系列２をベースバンド周波数から無線周波数にアップコンバート等してアンテナ１０
１より送信する。
【００３８】
　なお、無線通信装置１００は、図示しない符号化部により制御用データを符号化すると
ともに、図示しない変調部により制御情報を変調することにより制御情報を通信端末装置
へ送信する。ここで、制御情報は、変調方式情報、符号化率情報及び割り当てられたサブ
キャリアの情報であるスケジューリング情報等から構成される。また、制御情報は一連の
データ伝送前に送信することもできるし、データ伝送と同時に送信データ系列２の一つと
して送信することもできる。
【００３９】
　次に、通信端末装置２００の構成について、図３を用いて説明する。図３は、通信端末
装置２００の構成を示すブロック図である。
【００４０】
　受信無線処理部２０２は、アンテナ２０１にて受信した受信信号を無線周波数からベー
スバンド周波数へダウンコンバート等してＧＩ除去部２０３へ出力する。
【００４１】
　ＧＩ除去部２０３は、受信無線処理部２０２から入力した受信信号よりＧＩを除去して
ＦＦＴ部２０４へ出力する。
【００４２】
　ＦＦＴ部２０４は、ＧＩ除去部２０３から入力した受信信号をシリアルデータ形式から
パラレルデータ形式に変換した後、パラレルデータ形式に変換された各々のデータを拡散
コードにより逆拡散し、さらにＦＦＴして復調部２０５及び受信品質測定部２０６へ出力
する。
【００４３】
　復調部２０５は、ＦＦＴ部２０４から入力した受信信号を復調処理して受信ＨＡＲＱ部
２０７へ出力する。
【００４４】
　受信品質測定部２０６は、ＦＦＴ部２０４から入力した受信信号より受信品質を測定し
、測定した受信品質情報をＣＱＩ生成部２１３へ出力する。即ち、受信品質測定部２０６
は、ＣＩＲ（Carrier to Interferer Ratio）またはＳＩＲ（Signal to Interferer Rati
o）等の任意の受信品質を示す測定値を求め、求めた測定値を受信品質情報としてＣＱＩ
生成部２１３へ出力する。
【００４５】
　受信ＨＡＲＱ部２０７は、復調部２０５から入力した受信信号が新規データであれば前
記受信信号のすべてまたは一部を保存するとともに、前記受信信号を復号部２０８へ出力
する。前記受信信号が再送データであれば、前回までに保存していた受信信号と合成した
後に保存するとともに、合成した受信信号を復号部２０８へ出力する。
【００４６】
　復号部２０８は、受信ＨＡＲＱ部２０７から入力した受信信号を復号化してユーザデー
タとして出力する。また、復号部２０８は、誤り検出復号を行い、制御情報判定部２０９
及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部２１０へ出力する。誤り検出は、ＣＲＣ（Cyclic Redundanc
y Check）を用いることが可能である。なお、誤り検出は、ＣＲＣに限らず任意の誤り検
出方法を適用することが可能である。
【００４７】
　制御情報判定部２０９は、復号部２０８から入力した受信信号より制御情報を抽出し、
抽出した制御情報より自分宛てのユーザデータが周波数スケジューリングされているか否
かを判定する。そして、制御情報判定部２０９は、周波数スケジューリングされている場
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合には、各サブキャリアのＣＱＩを生成するようにＣＱＩ生成部２１３を制御する。また
、制御情報判定部２０９は、周波数スケジューリングされていない場合には、ＣＱＩを生
成しないようにＣＱＩ生成部２１３を制御するか、または通信帯域内の全てのサブキャリ
アの平均した受信品質を示すＣＱＩを１個生成するようにＣＱＩ生成部２１３を制御する
。ここで、周波数スケジューリングされていない場合とは、無線通信装置１００において
あらかじめ決められたサブキャリアが割り当てられたことを意味する。
【００４８】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部２１０は、復号部２０８から入力した誤り検出結果情報より、
再送が必要であれば誤り判定信号であるＮＡＣＫ信号を生成し、再送が必要でない場合に
は誤り判定信号であるＡＣＫ信号を生成し、生成したＮＡＣＫ信号またはＡＣＫ信号を符
号化部２１１へ出力する。
【００４９】
　符号化部２１１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部２１０から入力したＮＡＣＫ信号またはＡ
ＣＫ信号を符号化して変調部２１２へ出力する。
【００５０】
　変調部２１２は、符号化部２１１から入力したＮＡＣＫ信号またはＡＣＫ信号を変調し
て多重部２１６へ出力する。
【００５１】
　ＣＱＩ生成部２１３は、周波数スケジューリングされている場合において、制御情報判
定部２０９よりＣＱＩを生成するように制御された場合には、受信品質測定部２０６から
入力した受信品質情報と受信品質に応じて複数設定されるＣＱＩ選択用のしきい値とを比
較して、サブキャリア毎にＣＱＩを選択して生成する。即ち、ＣＱＩ生成部２１３は、複
数のＣＱＩ選択用のしきい値により区切られた受信品質を示す測定値の所定領域毎に、異
なるＣＱＩが割り当てられたＣＱＩ選択用情報を保存した参照テーブルを有しており、受
信品質測定部２０６から入力した受信品質情報を用いてＣＱＩ選択用情報を参照すること
によりＣＱＩを選択する。ＣＱＩ生成部２１３は、１つのサブキャリアに対して１つのＣ
ＱＩを生成する。そして、ＣＱＩ生成部２１３は、生成したＣＱＩを符号化部２１４へ出
力する。また、ＣＱＩ生成部２１３は、周波数スケジューリングされていない場合におい
て、制御情報判定部２０９より通信帯域内の全てのサブキャリアの平均の受信品質を示す
ＣＱＩを生成するように制御された場合には、受信品質測定部２０６から入力した各サブ
キャリアの受信品質情報より平均の受信品質を求め、求めた平均の受信品質を示すＣＱＩ
を１個生成して符号化部２１４へ出力する。一方、ＣＱＩ生成部２１３は、周波数スケジ
ューリングされていない場合において、制御情報判定部２０９よりＣＱＩを生成しないよ
うに制御された場合には、ＣＱＩを生成しない。
【００５２】
　符号化部２１４は、ＣＱＩ生成部２１３から入力したＣＱＩを符号化して変調部２１５
へ出力する。
【００５３】
　変調部２１５は、符号化部２１４から入力したＣＱＩを変調して多重部２１６へ出力す
る。
【００５４】
　多重部２１６は、変調部２１５から入力したＣＱＩ及び変調部２１２から入力したＮＡ
ＣＫ信号またはＡＣＫ信号を多重して送信データを生成し、生成した送信データをＩＦＦ
Ｔ部２１７へ出力する。なお、多重部２１６は、変調部２１５からＣＱＩが入力しない場
合には、ＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ信号のみをＩＦＦＴ部２１７へ出力する。
【００５５】
　ＩＦＦＴ部２１７は、多重部２１６から入力した送信データをＩＦＦＴしてＧＩ挿入部
２１８へ出力する。
【００５６】
　ＧＩ挿入部２１８は、ＩＦＦＴ部２１７から入力した送信データにＧＩを挿入して送信
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無線処理部２１９へ出力する。
【００５７】
　送信無線処理部２１９は、ＧＩ挿入部２１８から入力した送信データをベースバンド周
波数から無線周波数へアップコンバート等してアンテナ２０１より送信する。
【００５８】
　なお、上記の無線通信装置１００及び通信端末装置２００の説明においては、割当ての
単位をサブキャリアとして説明したが、複数のサブキャリアをまとめたサブキャリアブロ
ックとすることも可能である。
【００５９】
　次に、無線通信装置１００におけるサブキャリアを割り当てる方法について、図４及び
図５を用いて説明する。図４は、送信データ系列１と送信データ系列２とがフレーム毎に
周波数多重された場合の周波数と時間との関係を示す図であり、図５は、送信データ系列
１と送信データ系列２とがフレーム毎に時間多重された場合の周波数と時間との関係を示
す図である。
【００６０】
　ここで、サブキャリア毎の周波数スケジューリング及び適応変調を行うと、制御情報量
が膨大になるとともに、無線通信装置１００及び通信端末装置２００における信号処理が
膨大になる。そこで、一般的には、フェージング変動の相関性が高い連続した複数のサブ
キャリアをまとめてサブキャリアブロックとし、サブキャリアブロック単位にて周波数ス
ケジューリング及び適応変調を行う。
【００６１】
　最初に、送信データ系列１と送信データ系列２とが周波数多重された場合について説明
する。図４より、所定の通信帯域幅において、ユーザ１の通信端末装置へ送信する送信デ
ータ系列１のデータは、サブキャリアブロック＃３０１に割り当てられ、ユーザ２の通信
端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは、サブキャリアブロック＃３０５に割り
当てられるとともに、ユーザｎの通信端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは、
サブキャリアブロック＃３０６に割り当てられる。一方、ユーザ１～ｎの中から任意に選
択した複数ユーザの通信端末装置へ共通に送信する送信データ系列２のデータは、時間多
重されたチャネル＃３０２、＃３０３、＃３０４に割り当てられるとともに、チャネル＃
３０２、＃３０３、＃３０４は、各サブキャリアブロック＃３０１、＃３０５、＃３０６
の間のサブキャリアに割り当てられる。チャネル＃３０２、＃３０３、＃３０４は、通信
帯域幅全体に渡って分散した複数のサブキャリアに割り当てられる。これにより、送信デ
ータ系列２のデータは周波数ダイバーシチの効果が得られ、この場合、割り当てられるサ
ブキャリアが多くてかつ割り当てられるサブキャリアの周波数が分散しているほど周波数
ダイバーシチの効果は大きくなる。
【００６２】
　次に、送信データ系列１と送信データ系列２とが時間多重された場合について説明する
。送信データ系列１と送信データ系列２とを時間多重する第１の方法は、図５より、所定
の通信帯域幅において、ユーザ１の通信端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは
、サブキャリアブロック＃４０４に割り当てられ、ユーザ２の通信端末装置へ送信する送
信データ系列１のデータは、サブキャリアブロック＃４０５に割り当てられるとともに、
ユーザｎの通信端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは、サブキャリアブロック
＃４０６に割り当てられる。一方、ユーザ１～ｎの中から任意に選択した複数ユーザの通
信端末装置へ共通に送信する送信データ系列２のデータは、周波数多重されたチャネル＃
４０１、＃４０２、＃４０３に割り当てられる。チャネル＃４０１、＃４０２、＃４０３
は、通信帯域幅全体に渡って分散した複数のサブキャリアに割り当てられる。これにより
、送信データ系列２のデータは周波数ダイバーシチの効果が得られ、この場合、割り当て
られるサブキャリアが多くてかつ割り当てられるサブキャリアの周波数が分散しているほ
ど周波数ダイバーシチの効果は大きくなる。
【００６３】
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　また、送信データ系列１と送信データ系列２とを時間多重する第２の方法は、タイムス
ロット単位でチャネル構成を設定する。即ち、周波数スケジューリングを行う送信データ
系列１を伝送するためのタイムスロットと周波数スケジューリングを行わない送信データ
系列２を伝送するためのタイムスロットとをあらかじめ決めておき、送信データ系列１の
データを割り当てるタイムスロット数と送信データ系列２のデータを割り当てるタイムス
ロット数とを、トラヒック量、送信データ系列の性質または伝搬路環境に応じて変更する
。例えば、図４、図５のようなチャネル構成で送信データ系列１に割り当てるリソースを
減らし、送信データ系列２に割り当てるリソースを増やしたいときには、それぞれのＭＣ
Ｓに対して１チャネル（例えばサブキャリアブロック＃３０１）で伝送できるビット数が
減少してしまい、制御局などの上位レイヤのデータ送出量の変更が必要になるなど、他の
機能に対する影響が大きくなり複雑な制御が必要となる。しかし、第２の方法のように、
タイムスロット単位でチャネル構成を設定するようにしておくと、タイムスロット数だけ
を変えるだけでよいので、１チャネルで伝送されるビット数は変わらないため、他の機能
に対して影響を与えず簡単な制御でよくなる。
【００６４】
　次に、送信データ系列１及び送信データ系列２の各サブキャリアへの割り当て方法、及
び各サブキャリアに割り当てられた送信データ系列１及び送信データ系列２を送信する場
合におけるＳＩＲの変動による影響について、図６Ａ、図６Ｂ、図７Ａ及び図７Ｂを用い
て説明する。送信データ系列１及び送信データ系列２のサブキャリアへの割り当て方法は
、図６Ａ、Ｂと図７Ａ、Ｂとの２通りが考えられる。図６Ａ、Ｂは、送信データ系列１を
周波数スケジューリングによりサブキャリアに割り当てるとともに、送信データ系列２を
特定の周波数のサブキャリアの周辺のサブキャリアのみに割り当てた場合を示すものであ
る。また、図７Ａ、Ｂは、送信データ系列１を周波数スケジューリングによりサブキャリ
アに割り当てるとともに、送信データ系列２を通信帯域幅全体に渡る複数のサブキャリア
に分散して割り当てた場合を示すものである。図６Ａ、図６Ｂ、図７Ａ及び図７Ｂにおい
て、縦軸は受信ＳＩＲであり、周波数選択性フェージングによって周波数方向の変動が生
じている。
【００６５】
　最初に、送信データ系列１をスケジューリングによりサブキャリアに割り当てるととも
に、送信データ系列２を特定の周波数のサブキャリアの周辺のサブキャリアのみに割り当
てた図６Ａ、Ｂの場合について説明する。図６Ａに示すように、時刻Ｔ１において、送信
データ系列１のデータ＃５０１は、スケジューリングにより通信帯域幅内の一部のサブキ
ャリアのみに割り当てられており、送信データ系列２のデータ＃５０２は、あらかじめ決
められている特定の周波数の周辺のサブキャリアにのみ割り当てられている。
【００６６】
　図６Ｂに示すように、時刻Ｔ２において、送信データ系列２のデータ＃５０２が割り当
てられているサブキャリアの周波数のＳＩＲは、フェージング変動により時刻Ｔ１よりも
さらに落ち込んでおり、送信データ系列１のデータ＃５０１は、スケジューリングにより
時刻Ｔ１とは異なるさらに受信品質が良好なサブキャリアに割り当てられる。一方、送信
データ系列２のデータ＃５０２は、あらかじめ決められたサブキャリアに割り当てられる
ため、ＳＩＲが落ち込んでもそのまま同じサブキャリアに割り当てられる。このように、
送信データ系列２のデータ＃５０２を特定の周波数のサブキャリアの周辺のサブキャリア
のみに割り当てた場合は、ＳＩＲが長時間落ち込んだ際には、誤り訂正符号化の効果も減
少し、送信データ系列２のデータ＃５０２を通信端末装置にて誤りなく復号することがで
きない可能性が高い。
【００６７】
　次に、送信データ系列１を周波数スケジューリングによりサブキャリアに割り当てると
ともに、送信データ系列２を通信帯域幅全体に渡る複数のサブキャリアに分散して割り当
てた図７Ａ、Ｂの場合について説明する。図７Ａに示すように、時刻Ｔ１において、送信
データ系列１のデータ＃６０２は、スケジューリングにより通信帯域幅内の一部のサブキ
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ャリアのみに割り当てられており、送信データ系列２のデータ＃６０１ａ～＃６０１ｅは
、あらかじめ決められている通信帯域幅全体に渡る複数のサブキャリアに分散して割り当
てられている。時刻Ｔ１において、フェージング変動によりデータ＃６０１ｅが割り当て
られているサブキャリアの周波数のＳＩＲが落ち込んでいるが、同一データであるデータ
＃６０１ａ～＃６０１ｄが割り当てられているサブキャリアの周波数のＳＩＲは落ち込ん
でいないため、通信端末装置は、誤り訂正符号化の効果により送信データ系列２のデータ
＃６０１ａ～＃６０１ｅを誤りなく受信することができる。また、送信データ系列１のデ
ータ＃６０２は、スケジューリングによりＳＩＲが落ち込まない周波数のサブキャリアに
割り当てられる。
【００６８】
　図７Ｂに示すように、時刻Ｔ２において、伝搬環境が変化した場合、フェージング変動
によりデータ＃６０１ｅ及びデータ＃６０１ｂが割り当てられているサブキャリアの周波
数のＳＩＲが落ち込んでいるが、同一データであるデータ＃６０１ａ、＃６０１ｃ、＃６
０１ｄが割り当てられているサブキャリアの周波数のＳＩＲは落ち込んでいない。このた
め、通信端末装置において受信処理を行う際には、誤り訂正符号化の効果によってデータ
＃６０１ｅ及びデータ＃６０１ｂのデータも含めた送信データ系列２のデータを誤りなく
復号することができる。また、送信データ系列１のデータ＃５０２は、スケジューリング
により、時刻Ｔ１にて割り当てられた周波数のサブキャリアとは異なるＳＩＲが落ち込ま
ない周波数のサブキャリアに割り当てられる。
【００６９】
　このように、本実施の形態１によれば、送信データ系列１をスケジューリングによりサ
ブキャリアに割り当てるとともに、送信データ系列２をあらかじめ決められたサブキャリ
アに割り当てるので、送信データ系列２を送信する通信端末装置からサブキャリア毎のＣ
ＱＩを送ってもらう必要がないので、伝送データ量に対する制御情報量を少なくすること
ができるため伝送効率を向上させることができる。
【００７０】
　また、本実施の形態１によれば、送信データ系列２を送信する通信端末装置にてサブキ
ャリア毎のＣＱＩを生成する必要がないとともに、基地局装置にて送信データ系列２をス
ケジューリングしてサブキャリアに割り当てる必要がないので、基地局装置及び通信端末
装置における信号処理の高速化を図ることができる。
【００７１】
　また、本実施の形態１によれば、通信帯域幅全体に渡る複数のサブキャリアに分散して
送信データ系列２を割り当てることにより周波数ダイバーシチの効果が得られるので、フ
ェージング変動等の影響を受けないことにより誤り率特性を向上させることができ、さら
に再送回数を減らすことができるので全体のスループットを向上させることができる。ま
た、送信データ系列１を伝送するためのタイムスロット数と送信データ系列２を伝送する
ためにタイムスロット数とをトラヒック量等に応じて変更する場合には、各データを伝送
するタイムスロット数を増減させるだけで良いので、処理を簡単にすることができる。
【００７２】
　（実施の形態２）
　図８は、本発明の実施の形態２に係る無線通信装置７００の構成を示すブロック図であ
る。
【００７３】
　本実施の形態２に係る無線通信装置７００は、図２に示す実施の形態１に係る無線通信
装置１００において、図８に示すように、データ量測定部７０１及び使用チャネル判定部
７０２を追加する。なお、図８においては、図２と同一構成である部分には同一の符号を
付してその説明は省略する。
【００７４】
　制御情報抽出部１０５、復調部１０６、復号部１０７、符号化部１０９、符号化部１１
０、送信ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）部１１１、送信ＨＡＲＱ部１１
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２、変調部１１３、変調部１１４、データ量測定部７０１及び使用チャネル判定部７０２
は、送信データ処理部７０３－１～７０３－ｎを構成する。送信データ処理部７０３－１
～７０３－ｎは、ユーザ数分だけ設けられるものであり、各送信データ処理部７０３－１
～７０３－ｎは、１ユーザに送信する送信データの処理を行う。
【００７５】
　データ量測定部７０１は、送信データのデータ量を測定して、測定結果を使用チャネル
判定部７０２へ出力する。データ量測定部７０１は、制御を簡単にするために、データ伝
送を開始する前にデータ量の測定を行う。そして、データは、伝送が終わるまでは同じ使
用チャネルを用いて伝送される。なお、データ量測定部７０１の測定結果は、伝送を開始
する前にあらかじめ通信端末装置へ通知される。
【００７６】
　使用チャネル判定部７０２は、データ量測定部７０１から入力した測定結果としきい値
とを比較して使用するチャネルを選択する。即ち、使用チャネル判定部７０２は、測定結
果がしきい値以上であれば周波数スケジューリングにより受信品質が良好なサブキャリア
に割り当てられるデータのチャネルを選択して送信データ系列１のデータとして符号化部
１０９へ出力し、測定結果がしきい値未満であればあらかじめ決められたサブキャリアに
割り当てられるデータのチャネルを選択して送信データ系列２のデータとして符号化部１
１０へ出力する。
【００７７】
　次に、無線通信装置７００の動作について、図９を用いて説明する。図９は、無線通信
装置７００の動作を示すフロー図である。
【００７８】
　最初に、データ量測定部７０１は、データ量を測定する（ステップＳＴ８０１）。
【００７９】
　次に、使用チャネル判定部７０２は、測定したデータ量としきい値とを比較して、デー
タ量がしきい値以上であるか否かを判定する（ステップＳＴ８０２）。
【００８０】
　データ量がしきい値以上である場合には、使用チャネル判定部７０２は、受信品質の良
好なサブキャリアにデータを割り当てることを決定する（ステップＳＴ８０３）。
【００８１】
　一方、データ量がしきい値未満である場合には、使用チャネル判定部７０２は、あらか
じめ決められたサブキャリアにデータを割り当てること（固定割り当て）を決定する（ス
テップＳＴ８０４）。
【００８２】
　次に、無線通信装置７００は、サブキャリアに割り当てたデータを送信する（ステップ
ＳＴ８０５）。なお、データを各サブキャリアへ割り当てる方法は、データ量がしきい値
以上のデータはサブキャリアブロックへ割り当てるとともに、データ量がしきい値未満の
データはあらかじめ決められたサブキャリアへ割り当てる以外は、図４及び図５と同一で
あるのでその説明は省略する。
【００８３】
　このように、本実施の形態２によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、データ量が
大容量のデータは、周波数スケジューリングにより品質の良好なサブキャリアに割り当て
て変調多値数が多い変調方式を用いて変調することができるので、大容量のデータを高速
で送信することができるとともに、データを受信した通信端末装置は、誤りなくデータを
復号することができる。
【００８４】
　また、本実施の形態２によれば、データ量が低容量のデータは、通信帯域幅内の全体に
渡るあらかじめ決められた複数のサブキャリアにデータを割り当てるので、通信端末装置
からサブキャリア毎のＣＱＩを送ってもらう必要がなく、送信データ量に対する制御情報
量を少なくすることができるため伝送効率を向上させることができる。また、データを受
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信した通信端末装置は周波数ダイバーシチの効果により誤りなくデータを復号することが
できる。
【００８５】
　（実施の形態３）
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る無線通信装置９００の構成を示すブロック図で
ある。
【００８６】
　本実施の形態３に係る無線通信装置９００は、図２に示す実施の形態１に係る無線通信
装置１００において、図１０に示すように、パイロット信号抽出部９０１、移動速度推定
部９０２及び使用チャネル判定部９０３を追加する。なお、図１０においては、図２と同
一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【００８７】
　制御情報抽出部１０５、復調部１０６、復号部１０７、符号化部１０９、符号化部１１
０、送信ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）部１１１、送信ＨＡＲＱ部１１
２、変調部１１３、変調部１１４、パイロット信号抽出部９０１、移動速度推定部９０２
及び使用チャネル判定部９０３は、送信データ処理部９０４－１～９０４－ｎを構成する
。送信データ処理部９０４－１～９０４－ｎは、ユーザ数分だけ設けられるものであり、
各送信データ処理部９０４－１～９０４－ｎは、１ユーザに送信する送信データの処理を
行う。
【００８８】
　パイロット信号抽出部９０１は、ＦＦＴ部１０４から入力した通信端末装置の受信信号
より、パイロット信号を抽出して移動速度推定部９０２へ出力する。
【００８９】
　移動速度推定部９０２は、パイロット信号抽出部９０１から入力したパイロット信号よ
り、パイロット信号のフェージング変動量を求めて、求めた変動量より通信端末装置の移
動速度を推定する。そして、移動速度推定部９０２は、推定結果として通信端末装置の移
動速度情報を使用チャネル判定部９０３へ出力する。
【００９０】
　使用チャネル判定部９０３は、移動速度推定部９０２から入力した移動速度情報としき
い値とを比較して、使用するチャネルを選択する。即ち、使用チャネル判定部９０３は、
推定した通信相手の移動速度がしきい値未満であれば、周波数スケジューリングにより受
信品質が良好なサブキャリアに割り当てられるデータのチャネルを選択して送信データ系
列１のデータとして符号化部１０９へ出力し、推定した通信相手の移動速度がしきい値以
上であれば、あらかじめ決められたサブキャリアに割り当てられるデータのチャネルを選
択して送信データ系列２のデータとして符号化部１１０へ出力する。
【００９１】
　次に、無線通信装置９００の動作について、図１１を用いて説明する。図１１は、無線
通信装置９００の動作を示すフロー図である。
【００９２】
　最初に、パイロット信号抽出部９０１は受信信号よりパイロット信号を抽出し、移動速
度推定部９０２は抽出されたパイロット信号のフェージング変動量より通信端末装置の移
動速度を推定する（ステップＳＴ１００１）。
【００９３】
　次に、使用チャネル判定部９０３は、推定した移動速度としきい値とを比較して、移動
速度がしきい値未満であるか否かを判定する（ステップＳＴ１００２）。
【００９４】
　移動速度がしきい値未満である場合には、制御部１０８は、周波数スケジューリングに
より品質の良好なサブキャリアにデータを割り当てることを決定する（ステップＳＴ１０
０３）。移動速度がしきい値未満である場合に周波数スケジューリングを用いる理由は、
通信端末装置の移動によるフェージング変動の速さが通信端末装置からのＣＱＩの報告周



(14) JP 2011-135602 A 2011.7.7

10

20

30

40

50

期に比べて十分小さい場合には、制御部１０８においてサブキャリアを適応的に割り当て
る際のＣＱＩの精度が良いため周波数スケジューリングが効果的になるためである。
【００９５】
　一方、移動速度がしきい値未満でない場合には、制御部１０８は、あらかじめ決められ
たサブキャリアにデータを割り当てること（固定割り当て）を決定する（ステップＳＴ１
００４）。移動速度がしきい値未満でない場合（移動速度がしきい値以上である場合）に
周波数スケジューリングを用いないようにする理由は、通信端末装置の移動によるフェー
ジング変動の速さが通信端末装置からのＣＱＩの報告周期に比べて大きくなるような場合
には、制御部１０８においてサブキャリアを適応的に割り当てる際のＣＱＩの精度が悪い
ため周波数スケジューリングによって返って劣化してしまうためである。このような場合
には、サブキャリア毎のＣＱＩが不要な、周波数ダイバーシチが得られるように固定的に
割当られたチャネルを用いる方が高効率な伝送が可能となる。
【００９６】
　次に、無線通信装置９００は、サブキャリアに割り当てたデータを送信する（ステップ
ＳＴ１００５）。なお、データを各サブキャリアへ割り当てる方法は、移動速度がしきい
値未満の通信端末装置へ送信するデータはサブキャリアブロックへ割り当てるとともに、
移動速度がしきい値以上の通信端末装置へ送信するデータはあらかじめ決められたサブキ
ャリアへ割り当てる以外は、図４及び図５と同一であるのでその説明は省略する。
【００９７】
　このように、本実施の形態３によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、移動速度が
小さい通信端末装置へ送信するデータは、周波数スケジューリングにより品質の良好なサ
ブキャリアに割り当てて変調多値数が多い変調方式を用いて変調することができるので、
データを高速で効率よく送信することができるとともに、データを受信した通信端末装置
は、誤りなくデータを復調することができる。
【００９８】
　また、本実施の形態３によれば、移動速度が大きい通信端末装置へ送信するデータは、
通信帯域幅内の全体に渡るあらかじめ決められた複数のサブキャリアにデータを割り当て
るので、データを受信した通信端末装置は周波数ダイバーシチの効果により誤りなくデー
タを復調することができる。
【００９９】
　なお、本実施の形態３において、通信端末装置の移動速度を推定してしきい値と比較す
ることとしたが、これに限らず、時間方向のフェージング速度を推定してしきい値と比較
するようにしても良い。また、移動速度情報を通信端末装置から報告してもらうようにし
てもよい。
【０１００】
　（実施の形態４）
　図１２は、本発明の実施の形態４に係る無線通信装置１１００の構成を示すブロック図
である。
【０１０１】
　本実施の形態４に係る無線通信装置１１００は、図２に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１２に示すように、パイロット信号抽出部１１０１、遅延分散
測定部１１０２及び使用チャネル判定部１１０３を追加する。なお、図１２においては、
図２と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【０１０２】
　制御情報抽出部１０５、復調部１０６、復号部１０７、符号化部１０９、符号化部１１
０、送信ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）部１１１、送信ＨＡＲＱ部１１
２、変調部１１３、変調部１１４、パイロット信号抽出部１１０１、遅延分散測定部１１
０２及び使用チャネル判定部１１０３は、送信データ処理部１１０４－１～１１０４－ｎ
を構成する。送信データ処理部１１０４－１～１１０４－ｎは、ユーザ数分だけ設けられ
るものであり、各送信データ処理部１１０４－１～１１０４－ｎは、１ユーザに送信する
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送信データの処理を行う。
【０１０３】
　パイロット信号抽出部１１０１は、ＦＦＴ部１０４から入力した通信端末装置の受信信
号より、パイロット信号を抽出して遅延分散測定部１１０２へ出力する。
【０１０４】
　遅延分散測定部１１０２は、パイロット信号抽出部１１０１から入力したパイロット信
号より、遅延分散を測定する。そして、遅延分散測定部１１０２は、遅延分散の測定結果
を使用チャネル判定部１１０３へ出力する。
【０１０５】
　使用チャネル判定部１１０３は、遅延分散測定部１１０２から入力した伝搬路の遅延分
散の測定結果より遅延分散と上位しきい値とを比較するとともに、遅延分散と下位しきい
値とを比較し、遅延分散が下位しきい値以上で、かつ、遅延分散が上位しきい値未満の場
合には、入力した送信データを送信データ系列１のデータとして符号化部１０９へ出力し
、遅延分散が下位しきい値未満の場合及び遅延分散が上位しきい値以上の場合には、入力
した送信データを送信データ系列２のデータとして符号化部１１０へ出力する。使用チャ
ネル判定部１１０３は、上位しきい値及び下位しきい値に代えて、１つのしきい値を用い
て伝搬路の遅延分散と比較することも可能である。即ち、使用チャネル判定部１１０３は
、遅延分散測定部１１０２から入力した伝搬路の遅延分散の測定結果より遅延分散としき
い値とを比較し、遅延分散がしきい値以上の場合には、入力した送信データを送信データ
系列１のデータとして符号化部１０９へ出力し、遅延分散がしきい値未満の場合には、入
力した送信データを送信データ系列２のデータとして符号化部１１０へ出力する。
【０１０６】
　次に、遅延分散と上位しきい値及び下位しきい値との比較結果に基づいて、送信データ
をサブキャリアに割り当てる場合の無線通信装置１１００の動作について、図１３を用い
て説明する。図１３は、無線通信装置１１００の動作を示すフロー図である。
【０１０７】
　最初に、パイロット信号抽出部１１０１は受信信号よりパイロット信号を抽出し、遅延
分散測定部１１０２は抽出されたパイロット信号より遅延分散を測定する（ステップＳＴ
１２０１）。
【０１０８】
　次に、使用チャネル判定部１１０３は、測定した遅延分散と下位しきい値とをして、遅
延分散が下位しきい値以上であるか否かを判定する（ステップＳＴ１２０２）。
【０１０９】
　遅延分散が下位しきい値未満である場合には、使用チャネル判定部１１０３は送信デー
タを符号化部１１０へ出力し、制御部１０８は、あらかじめ決められたサブキャリアにデ
ータを割り当てること（固定割り当て）を決定する（ステップＳＴ１２０３）。
【０１１０】
　一方、ステップＳＴ１２０２において、遅延分散が下位しきい値以上である場合には、
使用チャネル判定部１１０３は、遅延分散が上位しきい値未満であるか否かを判定する（
ステップＳＴ１２０４）。
【０１１１】
　遅延分散が上位しきい値未満である場合には、使用チャネル判定部１１０３は送信デー
タを符号化部１１０へ出力し、制御部１０８は、周波数スケジューリングにより品質の良
好なサブキャリアにデータを割り当てることを決定する（ステップＳＴ１２０５）。
【０１１２】
　ステップＳＴ１２０４において、遅延分散が上位しきい値未満でない場合には、あらか
じめ決められたサブキャリアにデータを割り当てること（固定割り当て）を決定する（ス
テップＳＴ１２０３）。
【０１１３】
　次に、無線通信装置１１００は、サブキャリアに割り当てたデータを送信する（ステッ
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プＳＴ１２０６）。
【０１１４】
　次に、遅延分散としきい値との比較結果に基づいて、送信データをサブキャリアに割り
当てる場合の無線通信装置１１００の動作について、図１４を用いて説明する。図１４は
、無線通信装置１１００の動作を示すフロー図である。
【０１１５】
　最初に、パイロット信号抽出部１１０１は受信信号よりパイロット信号を抽出し、遅延
分散測定部１１０２は抽出されたパイロット信号より遅延分散を測定する（ステップＳＴ
１３０１）。
【０１１６】
　次に、使用チャネル判定部１１０３は、測定した遅延分散がしきい値以上であるか否か
を判定する（ステップＳＴ１３０２）。
【０１１７】
　遅延分散がしきい値以上である場合には、使用チャネル判定部１１０３は送信データを
符号化部１０９へ出力し、制御部１０８は、周波数スケジューリングにより品質の良好な
サブキャリアにデータを割り当てることを決定する（ステップＳＴ１３０３）。
【０１１８】
　一方、遅延分散がしきい値以上ではない場合には、使用チャネル判定部１１０３は送信
データを符号化部１１０へ出力し、制御部１０８は、あらかじめ決められたサブキャリア
にデータを割り当てること（固定割り当て）を決定する（ステップＳＴ１３０４）。
【０１１９】
　次に、無線通信装置１１００は、サブキャリアに割り当てたデータを送信する（ステッ
プＳＴ１３０５）。
【０１２０】
　伝搬路の遅延分散がしきい値未満である場合、または伝搬路の遅延分散が下位しきい値
未満若しくは上位しきい値以上である場合に周波数スケジューリングを用いないようにす
る理由を説明する。伝搬路の性質として、遅延分散が小さい場合には周波数方向のフェー
ジング変動が緩やかになり、遅延分散が大きいほど変動が激しくなる。伝搬路の遅延分散
が小さく、図６、図７における送信データ系列１のためのサブキャリアブロック内で周波
数方向のフェージング変動が小さい場合（緩やかな変動の場合）には、サブキャリアブロ
ック内平均受信品質でみたときに、良好なサブキャリアブロックと劣悪なサブキャリアブ
ロックの差が大きくなるため、周波数スケジューリングの効果が大きくなる。一方、伝搬
路の遅延分散が小さすぎると全使用帯域内で周波数方向のフェージング変動がほとんどな
くなり、どのサブキャリアブロックも同様の受信品質となるため、周波数スケジューリン
グの効果はなくなる。したがって、伝搬路の遅延分散が上記の範囲である場合には周波数
スケジューリングを用いるようにする。また、伝搬路の遅延分散が大きい場合には、図６
Ａ、図６Ｂ、図７Ａ及び図７Ｂにおけるサブキャリアブロック内のフェージング変動が大
きくなり、サブキャリアブロック内の平均受信品質でみたときに、どのサブキャリアブロ
ックもほぼ同じような受信品質になる。この場合、周波数スケジューリングの効果がほと
んどなくなり、サブキャリア毎のＣＱＩを報告することにより伝送効率が低下する。伝搬
路の遅延分散が小さい場合も同様にサブキャリアブロックの受信品質に差がないため周波
数スケジューリングの効果がない。
【０１２１】
　なお、データを各サブキャリアへ割り当てる方法は、遅延分散がしきい値以上のデータ
、または遅延分散が下位しきい値以上でかつ上位しきい値未満のデータはサブキャリアブ
ロックへ割り当てるとともに、遅延分散がしきい値未満のデータ、または遅延分散が下位
しきい値未満のデータ及び遅延分散が上位しきい値以上のデータはあらかじめ決められた
サブキャリアへ割り当てる以外は、図４及び図５と同一であるのでその説明は省略する。
【０１２２】
　このように、本実施の形態４によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、遅延分散が
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しきい値以上の場合、または遅延分散が下位しきい値以上でかつ遅延分散が上位しきい値
未満の場合に、スケジューリングにより品質の良好なサブキャリアに送信データを割り当
てるので、フェージング変動が緩やかであるためにサブキャリアブロック毎の受信品質の
差が大きい場合に、データ量の多いユーザへ送信する送信データを受信品質が良好なサブ
キャリアブロックに割り当てる等により周波数スケジューリングの効果を大きくすること
ができる。
【０１２３】
　また、本実施の形態４によれば、上位しきい値と下位しきい値とを用いる場合において
、各サブキャリアブロックの受信品質の差が小さい遅延分散が下位しきい値未満の場合に
はスケジューリングを行わないので、通信端末装置はＣＱＩを送信する必要がないことに
より、制御情報量を小さくすることができ、伝送効率を向上させることができる。
【０１２４】
　（実施の形態５）
　図１５は、本発明の実施の形態５に係る無線通信装置１４００の構成を示すブロック図
である。
【０１２５】
　本実施の形態５に係る無線通信装置１４００は、図２に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１５に示すように、チャネル構成制御部１４０１を追加する。
なお、図１５においては、図２と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は
省略する。
【０１２６】
　制御情報抽出部１０５、復調部１０６、復号部１０７、符号化部１０９、符号化部１１
０、送信ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）部１１１、送信ＨＡＲＱ部１１
２、変調部１１３及び変調部１１４は、送信データ処理部１４０２－１～１４０２－ｎを
構成する。送信データ処理部１４０２－１～１４０２－ｎは、ユーザ数分だけ設けられる
ものであり、各送信データ処理部１４０２－１～１４０２－ｎは、１ユーザに送信する送
信データの処理を行う。
【０１２７】
　チャネル構成制御部１４０１は、各通信端末装置へ送信するユーザデータのデータ量ま
たは要求伝送速度を測定し、低速データと高速データの個数比（ストリームの個数比）を
算出する。そして、チャネル構成制御部１４０１は、高速データ用チャネルと低速データ
用チャネルの比が、算出した個数比と同一になるようなチャネル構成を設定し、設定した
チャネル構成の情報をチャネル割当部１１５及びチャネル割当部１１６へ出力する。
【０１２８】
　チャネル割当部１１５は、チャネル構成制御部１４０１から入力したチャネル構成の情
報及び制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、変調部１１３から入力
した高速データである送信データ系列１をサブキャリアに割り当ててＩＦＦＴ部１１７へ
出力する。
【０１２９】
　チャネル割当部１１６は、チャネル構成制御部１４０１から入力したチャネル構成の情
報及び制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、変調部１１４から入力
した低速データである送信データ系列２をサブキャリアに割り当ててＩＦＦＴ部１１７へ
出力する。
【０１３０】
　次に、無線通信装置１４００におけるサブキャリアを割り当てる方法について、図４、
図５、図１６及び図１７を用いて説明する。図１６は、送信データ系列１（高速データ）
と送信データ系列２（低速データ）とがフレーム毎に周波数多重された場合の周波数と時
間との関係を示す図であり、図１７は、送信データ系列１（高速データ）と送信データ系
列２（低速データ）とがフレーム毎に時間多重された場合の周波数と時間との関係を示す
図である。
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【０１３１】
　最初に、送信データ系列１と送信データ系列２とが周波数多重された場合について説明
する。図１６は、低速データと高速データの個数比における低速データの割合が、図４よ
りも大きい場合を示すものであり、図４は低速データのチャネルは３個であるのに対して
、図１６は低速データのチャネルは６個である。
【０１３２】
　図１６より、所定の通信帯域幅において、ユーザ１の通信端末装置へ送信する送信デー
タ系列１のデータは、サブキャリアブロック＃１５０１に割り当てられ、ユーザ２の通信
端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは、サブキャリアブロック＃１５０８に割
り当てられるとともに、ユーザｎの通信端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは
、サブキャリアブロック＃１５０９に割り当てられる。一方、ユーザ１～ｎの中から任意
に選択した複数ユーザの通信端末装置へ共通に送信する送信データ系列２のデータは、時
間多重されたチャネル＃１５０２、＃１５０３、＃１５０４、＃１５０５、＃１５０６、
＃１５０７に割り当てられるとともに、チャネル＃１５０２、＃１５０３、＃１５０４、
＃１５０５、＃１５０６、＃１５０７は、各サブキャリアブロック＃１５０１、＃１５０
８、＃１５０９の間のサブキャリアに割り当てられる。チャネル＃１５０２、＃１５０３
、＃１５０４、＃１５０５、＃１５０６、＃１５０７は、通信帯域幅全体に渡って分散し
た複数のサブキャリアに割り当てられる。これにより、送信データ系列２のデータは周波
数ダイバーシチの効果が得られ、この場合、割り当てられるサブキャリアが多くてかつ割
り当てられるサブキャリアの周波数が分散しているほど周波数ダイバーシチの効果は大き
くなる。
【０１３３】
　次に、送信データ系列１と送信データ系列２とが時間多重された場合について説明する
。図１７は、低速データと高速データの個数比における低速データの割合が、図５よりも
大きい場合を示すものであり、図５は低速データのチャネルは３個であるのに対して、図
１７は低速データのチャネルは６個である。
【０１３４】
　図１７より、所定の通信帯域幅において、ユーザ１の通信端末装置へ送信する送信デー
タ系列１のデータは、サブキャリアブロック＃１６０７に割り当てられ、ユーザ２の通信
端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは、サブキャリアブロック＃１６０８に割
り当てられるとともに、ユーザｎの通信端末装置へ送信する送信データ系列１のデータは
、サブキャリアブロック＃１６０９に割り当てられる。一方、ユーザ１～ｎの中から任意
に選択した複数ユーザの通信端末装置へ共通に送信する送信データ系列２のデータは、周
波数多重されたチャネル＃１６０１、＃１６０２、＃１６０３、＃１６０４、＃１６０５
、＃１６０６に割り当てられる。チャネル＃１６０１、＃１６０２、＃１６０３、＃１６
０４、＃１６０５、＃１６０６は、通信帯域幅全体に渡って分散した複数のサブキャリア
に割り当てられる。これにより、送信データ系列２のデータは周波数ダイバーシチの効果
が得られ、この場合、割り当てられるサブキャリアが多くてかつ割り当てられるサブキャ
リアの周波数が分散しているほど周波数ダイバーシチの効果は大きくなる。
【０１３５】
　このように、本実施の形態５によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、高速データ
のチャネル数と低速データのチャネル数を各種のトラヒック量に応じて可変にするので、
伝送効率を向上させることができる。
【０１３６】
　なお、本実施の形態５においては、低速データのデータ量と高速データのデータ量とに
応じて低速データのチャネル数と高速データのチャネル数を可変にすることとしたが、こ
れに限らず、データ種別毎のデータ量に応じてデータ種別毎のチャネル数を可変にしても
良く、または通信端末装置の所定範囲の移動速度毎のデータ量に応じて移動速度毎のチャ
ネル数を可変にしても良い。
【０１３７】
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　（実施の形態６）
　図１８は、本発明の実施の形態６に係る無線通信装置１７００の構成を示すブロック図
である。
【０１３８】
　本実施の形態６に係る無線通信装置１７００は、図２に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１８に示すように、データ量測定部１７０１、使用チャネル判
定部１７０２及びチャネル構成制御部１７０３を追加する。なお、図１８においては、図
２と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【０１３９】
　制御情報抽出部１０５、復調部１０６、復号部１０７、符号化部１０９、符号化部１１
０、送信ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）部１１１、送信ＨＡＲＱ部１１
２、変調部１１３、変調部１１４、データ量測定部１７０１及び使用チャネル判定部１７
０２は、送信データ処理部１７０４－１～１７０４－ｎを構成する。送信データ処理部１
７０４－１～１７０４－ｎは、ユーザ数分だけ設けられるものであり、各送信データ処理
部１７０４－１～１７０４－ｎは、１ユーザに送信する送信データの処理を行う。
【０１４０】
　データ量測定部１７０１は、送信データのデータ量を測定して、測定結果を使用チャネ
ル判定部１７０２及びチャネル構成制御部１７０３へ出力する。データ量測定部１７０１
は、制御を簡単にするために、データ伝送を開始する前にデータ量の測定を行う。そして
、データは、伝送が終わるまでは同じ使用チャネルを用いて伝送される。なお、データ量
測定部１７０１の測定結果は、伝送を開始する前にあらかじめ通信端末装置へ通知される
。
【０１４１】
　使用チャネル判定部１７０２は、データ量測定部１７０１から入力した測定結果としき
い値とを比較して使用するチャネルを選択する。即ち、使用チャネル判定部１７０２は、
測定結果がしきい値以上であれば周波数スケジューリングにより受信品質が良好なサブキ
ャリアに割り当てられるデータのチャネルを選択して送信データ系列１のデータとして符
号化部１０９へ出力し、測定結果がしきい値未満であればあらかじめ決められたサブキャ
リアに割り当てられるデータのチャネルを選択して送信データ系列２のデータとして符号
化部１１０へ出力する。
【０１４２】
　チャネル構成制御部１７０３は、各通信端末装置へ送信するユーザデータのデータ量ま
たは要求伝送速度を測定し、低速データと高速データの個数比（ストリームの個数比）を
算出する。そして、チャネル構成制御部１７０３は、高速データ用チャネルと低速データ
用チャネルの比が、算出した個数比と同一になるようなチャネル構成を設定し、設定した
チャネル構成の情報をチャネル割当部１１５及びチャネル割当部１１６へ出力する。
【０１４３】
　チャネル割当部１１５は、チャネル構成制御部１７０３から入力したチャネル構成の情
報及び制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、変調部１１３から入力
した高速データである送信データ系列１をサブキャリアに割り当ててＩＦＦＴ部１１７へ
出力する。
【０１４４】
　チャネル割当部１１６は、チャネル構成制御部１７０３から入力したチャネル構成の情
報及び制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、変調部１１４から入力
した低速データである送信データ系列２をサブキャリアに割り当ててＩＦＦＴ部１１７へ
出力する。
【０１４５】
　このようにしてサブキャリアに割り当てられたデータは、周波数多重された場合には、
図１６に示すように、データ量がしきい値以上でかつ高速なデータはチャネル＃１５０１
、＃１５０８、＃１５０９に割り当てられるとともに、データ量がしきい値未満でかつ低
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速なデータはチャネル＃１５０２、＃１５０３、＃１５０４、＃１５０５、＃１５０６、
＃１５０７に割り当てられる。また、データ量がしきい値以上でかつ低速なデータはチャ
ネル＃１５０１、＃１５０８、＃１５０９に割り当てられるとともに、データ量がしきい
値未満でかつ高速なデータはチャネル＃１５０２、＃１５０３、＃１５０４、＃１５０５
、＃１５０６、＃１５０７に割り当てられる。なお、前記に限らず、データ量がしきい値
以上でかつ低速なデータはチャネル＃１５０２、＃１５０３、＃１５０４、＃１５０５、
＃１５０６、＃１５０７に割り当てられるとともに、データ量がしきい値未満でかつ高速
なデータはチャネル＃１５０１、＃１５０８、＃１５０９に割り当てられるようにしても
良い。
【０１４６】
　一方、時分割多重された場合には、図１７に示すように、データ量がしきい値以上でか
つ高速なデータはチャネル＃１６０７、＃１６０８、＃１６０９に割り当てられるととも
に、データ量がしきい値未満でかつ低速なデータはチャネル＃１６０１、＃１６０２、＃
１６０３、＃１６０４、＃１６０５、＃１６０６に割り当てられる。また、データ量がし
きい値以上でかつ低速なデータはチャネル＃１６０７、＃１６０８、＃１６０９に割り当
てられるとともに、データ量がしきい値未満でかつ高速なデータはチャネル＃１６０１、
＃１６０２、＃１６０３、＃１６０４、＃１６０５、＃１６０６に割り当てられる。なお
、前記に限らず、データ量がしきい値以上でかつ低速なデータはチャネル＃１６０１、＃
１６０２、＃１６０３、＃１６０４、＃１６０５、＃１６０６に割り当てられるとともに
、データ量がしきい値未満でかつ高速なデータはチャネル＃１６０７、＃１６０８、＃１
６０９に割り当てられるようにしても良い。
【０１４７】
　このように、本実施の形態６によれば、上記実施の形態１、実施の形態２及び実施の形
態５の効果に加えて、高速データのデータ量が大容量であるが低速データよりも総データ
量が小さい場合には、高速データを受信品質が良好なサブキャリアに割り当てることによ
り高速データの伝送効率を向上させるとともに、低速データのチャネル数を増やして低速
データの伝送効率を向上させることができるので、低速データ及び高速データのデータ量
に応じて最適なチャンネル数を設定することにより無線通信装置全体の伝送効率を向上さ
せることができる。
【０１４８】
　（実施の形態７）
　図１９は、本発明の実施の形態７に係る無線通信装置１８００構成を示すブロック図で
ある。
【０１４９】
　本実施の形態７に係る無線通信装置１８００は、図２に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１９に示すように、データ量測定部１８０１、新規データ使用
チャネル判定部１８０２、再送データ使用チャネル判定部１８０３を追加する。なお、図
１９においては、図２と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する
。
【０１５０】
　制御情報抽出部１０５、復調部１０６、復号部１０７、符号化部１０９、符号化部１１
０、送信ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）部１１１、送信ＨＡＲＱ部１１
２、変調部１１３、変調部１１４、データ量測定部１８０１及び新規データ使用チャネル
判定部１８０２は、送信データ処理部１８０４－１～１８０４－ｎを構成する。送信デー
タ処理部１８０４－１～１８０４－ｎは、ユーザ数分だけ設けられるものであり、各送信
データ処理部１８０４－１～１８０４－ｎは、１ユーザに送信する送信データの処理を行
う。
【０１５１】
　データ量測定部１８０１は、送信データのデータ量を測定して、測定結果を新規データ
使用チャネル判定部１８０２へ出力する。データ量測定部１８０１は、制御を簡単にする
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ために、データ伝送を開始する前にデータ量の測定を行う。そして、データは、伝送が終
わるまでは同じ使用チャネルを用いて伝送される。なお、データ量測定部１８０１の測定
結果は、伝送を開始する前にあらかじめ通信端末装置へ通知される。
【０１５２】
　新規データ使用チャネル判定部１８０２は、データ量測定部１８０１から入力した測定
結果としきい値とを比較して使用するチャネルを選択する。即ち、新規データ使用チャネ
ル判定部１８０２は、測定結果がしきい値以上であれば周波数スケジューリングにより受
信品質が良好なサブキャリアに割り当てられるデータのチャネルを選択して送信データ系
列１のデータとして符号化部１０９へ出力し、測定結果がしきい値未満であればあらかじ
め決められたサブキャリアに割り当てられるデータのチャネルを選択して送信データ系列
２のデータとして符号化部１１０へ出力する。
【０１５３】
　再送データ使用チャネル判定部１８０３は、変調部１１３及び変調部１１４から入力し
た送信データが新規データであるのかまたは再送データであるのかを判定し、新規データ
である場合にはそのままチャネル割当部１１５及びチャネル割当部１１６へ出力し、再送
データである場合には送信データ系列２のデータとしてあらかじめ決められたサブキャリ
アに割り当てるためにチャネル割当部１１６へのみ出力する。
【０１５４】
　チャネル割当部１１５は、制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、
再送データ使用チャネル判定部１８０３から入力した新規データをサブキャリアに割り当
ててＩＦＦＴ部１１７へ出力する。チャネル割当部１１５は、受信品質の良好なサブキャ
リアに新規データを割り当てる。
【０１５５】
　チャネル割当部１１６は、制御部１０８から入力したサブキャリアの情報に基づいて、
再送データ使用チャネル判定部１８０３から入力した新規データまたは再送データをサブ
キャリアに割り当ててＩＦＦＴ部１１７へ出力する。チャネル割当部１１６は、あらかじ
め決められたサブキャリアに新規データまたは再送データを割り当てる。
【０１５６】
　次に、無線通信装置１８００の動作について、図２０を用いて説明する。図２０は、無
線通信装置１８００の動作を示すフロー図である。
【０１５７】
　最初に、データ量測定部１８０１は、データ量を測定する（ステップＳＴ１９０１）。
【０１５８】
　次に、新規データ使用チャネル判定部１８０２は、測定した新規データのデータ量とし
きい値とを比較して、新規データのデータ量がしきい値以上であるか否かを判定する（ス
テップＳＴ１９０２）。
【０１５９】
　新規データのデータ量がしきい値以上である場合には、新規データ使用チャネル判定部
１８０２は、受信品質の良好なサブキャリアに新規データを割り当てることを決定する（
ステップＳＴ１９０３）。
【０１６０】
　一方、新規データのデータ量がしきい値未満である場合には、新規データ使用チャネル
判定部１８０２は、あらかじめ決められたサブキャリアに新規データを割り当てること（
固定割り当て）を決定する（ステップＳＴ１９０４）。
【０１６１】
　次に、再送データ使用チャネル判定部１８０３は、再送データの入力があるか否かを判
定する（ステップＳＴ１９０５）。
【０１６２】
　再送データの入力がない場合には、再送データ使用チャネル判定部１８０３は、そのま
ま出力する（ステップＳＴ１９０６）。これにより、新規データは、チャネル割当部１１
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５及びチャネル割当部１１６にて、新規データ使用チャネル判定部１８０２にて決定され
たチャネルに割り当てられる。
【０１６３】
　一方、再送データの入力がある場合には、再送データ使用チャネル判定部１８０３は、
あらかじめ決められたサブキャリアに再送データを割り当てること（固定割り当て）を決
定する（ステップＳＴ１９０７）。
【０１６４】
　次に、無線通信装置１８００は、サブキャリアに割り当てた新規データまたは再送デー
タを送信する（ステップＳＴ１９０８）。なお、データを各サブキャリアへ割り当てる方
法は、データ量がしきい値以上の新規データはサブキャリアブロックへ割り当てるととも
に、データ量がしきい値未満の新規データまたは再送データはあらかじめ決められたサブ
キャリアへ割り当てる以外は、図４及び図５と同一であるのでその説明は省略する。
【０１６５】
　このように、本実施の形態７によれば、上記実施の形態１及び実施の形態２の効果に加
えて、再送データは必ずあらかじめ決められたサブキャリアに割り当てるとともに、再送
データを割り当てたサブキャリアに対して誤りなく復号することができる固定レートを適
用することにより、再送データを誤った変調方式にて適応変調することにより再送が繰り
返されて伝送効率が劣化することを防ぐことができる。即ち、再送データは前回の送信デ
ータが誤った場合に送信されるため、再送要求された場合には、前回の送信でＣＱＩの推
定誤差などにより周波数スケジューリングと適応変調による送信がうまくいかなかった場
合が考えられ、再送時にも同様の理由で誤ってしまう可能性がある。このことからも再送
時にあらかじめ決められたサブキャリアに割り当てることは再送の繰り返しによる伝送効
率低下の防止に有効である。
【０１６６】
　また、本実施の形態７によれば、通信帯域全体に渡って分散したあらかじめ決められた
サブキャリアに再送データを割り当てることにより周波数ダイバーシチの効果を得ること
ができるので、再送データに対するフェージング変動による影響を最小限に抑えることが
できるとともに、再送が繰り返されることにより伝送効率が劣化することを防ぐことがで
きる。
【０１６７】
　なお、本実施の形態７において、あらかじめ決められたサブキャリアに再送データを割
り当てることとしたが、これに限らず、あらかじめ決められたサブキャリアに所定回数以
上の再送データを割り当てるようにしても良い。
【０１６８】
　（実施の形態８）
　本実施の形態では、上記実施の形態１～実施の形態７の無線通信装置及び通信端末装置
の構成において、周波数スケジューリングによりサブキャリアが割り当てられた通信端末
装置は、制御局装置等の通信端末装置の上位局装置から指示されたサブキャリア数のＣＱ
Ｉのみを生成して基地局装置に報告するようにする。
【０１６９】
　このように、本実施の形態によれば、周波数スケジューリングされた通信端末装置から
送信される制御情報量を極めて少なくすることができるので、基地局装置と通信を行う通
信端末装置全体の制御情報量を少なくすることができることにより、さらに伝送効率を向
上させることができる。
【０１７０】
　なお、上記実施の形態１～実施の形態７及びその他の実施の形態において、周波数多重
または時分割多重の何れか一方のみを用いることとしたが、これに限らず、マルチキャリ
ア伝送方式におけるユーザ多重方法として周波数多重と時分割多重を組み合わせることも
可能である。この場合には、実施の形態１から実施の形態３において、周波数スケジュー
リングを行う送信データ系列１を伝送するためのタイムスロットと周波数スケジューリン
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グを行わない送信データ系列２を伝送するためのタイムスロットをあらかじめ決めておき
、無線通信装置は送信データ系列の性質や伝搬路環境に応じて送信データをタイムスロッ
トに割り当てる。こうすることにより、それぞれのチャネル数やそれぞれのチャネルで送
信できるデータ量を適応的に変更する際に、タイムスロットの割当てを変更するだけでよ
く、簡単な制御で済む。また、周波数スケジューリングにより受信品質の良好なサブキャ
リアに割り当てるデータとあらかじめ決められたサブキャリアに割り当てるデータは、上
記実施の形態１～実施の形態７及びその他の実施の形態のデータに限らず、周波数スケジ
ューリング及び適応変調の効果が得られるデータであれば任意のデータを適用可能である
。
【０１７１】
　また、上記実施の形態１～実施の形態７及びその他の実施の形態の無線通信装置は、基
地局装置に適用することが可能である。
【０１７２】
　（実施の形態９）
　本実施の形態に係る無線通信装置は、前記実施の形態３の構成において、受信信号より
通信相手の移動速度を推定する移動速度推定手段を具備し、前記サブキャリア割り当て手
段は、前記移動速度推定手段により推定された移動速度が所定のしきい値以上の通信相手
に送信する第１データをスケジューリングにより選択されたサブキャリアに割り当て、一
方前記移動速度推定手段により推定された移動速度が前記所定のしきい値未満の通信相手
に送信する第２データをあらかじめ決められたサブキャリアに割り当てる。
【０１７３】
　また、本実施の形態に係るサブキャリア割り当て方法は、前記実施の形態３の方法にお
いて、受信信号より通信相手の移動速度を推定するステップを具備し、推定された移動速
度が所定のしきい値以上の通信相手に送信する第１データをスケジューリングにより選択
されたサブキャリアに割り当て、一方推定された移動速度が前記所定のしきい値未満の通
信相手に送信する第２データをあらかじめ決められたサブキャリアに割り当てる。
【０１７４】
　従って、本実施の形態によれば、例えば移動速度が大きい通信端末装置へ送信するデー
タは、スケジューリングにより品質の良好なサブキャリアに割り当てるので、フェージン
グ変動による受信品質の劣化を最小限に抑えることができる。また、移動速度が小さい通
信端末装置へ送信するデータは、あらかじめ決められた複数のサブキャリアにデータを割
り当てるので、スケジューリングする必要がないことにより信号処理の高速化を図ること
ができる。
【０１７５】
　（実施の形態１０）
　本実施の形態に係る無線通信装置は、前記実施の形態１の構成において、前記サブキャ
リア割り当て手段は、通信帯域幅内の所定周波数間隔毎の複数のサブキャリアに第２デー
タを割り当てる。
【０１７６】
　また、本実施の形態に係るサブキャリア割り当て方法は、前記実施の形態１において、
通信帯域幅内の所定周波数間隔毎の複数のサブキャリアに第２データを割り当てる。
【０１７７】
　従って、本実施の形態によれば、通信帯域幅全体に渡る複数のサブキャリアに分散して
第２データを割り当てるので、周波数ダイバーシチの効果が得られることにより、フェー
ジング変動等により長時間品質が劣化する状態が続く場合においても誤りなく第２データ
を復調することができる。
【０１７８】
　（実施の形態１１）
　本実施の形態に係る無線通信装置は、前記実施の形態１の構成において、サブキャリア
割り当て手段は、受信品質情報と変調方式とが関係付けられた変調方式情報を保存する参
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照テーブルを保持し、通信相手の受信品質情報を用いて各サブキャリアの変調方式を選択
するとともに、要求伝送率情報より各通信相手の要求伝送率を満たすようにスケジューリ
ングにより第１データをサブキャリアに割り当てる。
【０１７９】
　また、本実施の形態に係るサブキャリア割り当て方法は、前記実施の形態１の方法にお
いて、通信相手の受信品質情報を用いて、受信品質情報と変調方式とが関係付けられた変
調方式情報を参照することにより各サブキャリアの変調方式を選択するとともに、要求伝
送率情報より各通信相手の要求伝送率を満たすようにスケジューリングにより第１データ
をサブキャリアに割り当てる。
【０１８０】
　従って、本実施の形態によれば、参照テーブルを参照するだけの簡単な処理にてスケジ
ューリングを行うことができるとともに、要求伝送率を満たすようにスケジューリングす
るので、各通信端末装置において良好な品質のデータを受信することができる。
【０１８１】
　なお、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されても良いし、一部又は全てを含
むように１チップ化されても良い。
【０１８２】
　ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬ
ＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１８３】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現しても良い。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサーを利用しても良い。
【０１８４】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バ
イオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０１８５】
　本明細書は、２００３年８月２０日出願の特願２００３－２９５９７１に基づくもので
ある。この内容を全てここに含めておく。
【産業上の利用可能性】
【０１８６】
　本発明は、周波数スケジューリングするデータをデータ種別に応じて選択することによ
り、伝送効率を向上させることができるとともに信号処理の高速化を図る効果を有し、サ
ブキャリアの割り当てを行うのに有用である。
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