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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択する周波数スケジューリング部と、
　前記周波数スケジューリング部において選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネ
ルのデータをマッピングするマッピング部と
　を備え、
　前記周波数スケジューリング部は、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロッ
クが分散して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順
次選択するＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａ
ｌｉｚｅｄ型送信とが規定されており、一方を使用することを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択する周波数スケジューリング部と、
　前記周波数スケジューリング部において選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネ
ルのデータをマッピングするマッピング部と
　を備え、
　前記周波数スケジューリング部は、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロッ
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クが分散して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順
次選択するＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａ
ｌｉｚｅｄ型送信とが規定されており、一方を使用し、前記Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送
信と前記Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信において、周波数ブロックを共通の単位とすることを
特徴とする送信装置。
【請求項３】
　前記周波数スケジューリング部は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信による周波数ブロックの
選択とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信による周波数ブロックの選択とを所定の時間で切り
替えることを特徴とする請求項１または２に記載の送信装置。
【請求項４】
　前記周波数スケジューリング部は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信のために選択すべき周波
数ブロックとは別の周波数ブロックをＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信のために選択するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の送信装置。
【請求項５】
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択するステップと、
　選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネルのデータをマッピングするステップと
　を備え、
　前記選択するステップは、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロックが分散
して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順次選択す
るＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａｌｉｚｅ
ｄ型送信とが規定されており、一方を使用することを特徴とする送信方法。
【請求項６】
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択するステップと、
　選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネルのデータをマッピングするステップと
　を備え、
　前記選択するステップは、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロックが分散
して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順次選択す
るＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａｌｉｚｅ
ｄ型送信とが規定されており、一方を使用し、前記Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と前記
Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信において、周波数ブロックを共通の単位とすることを特徴とす
る送信方法。
【請求項７】
　前記選択するステップは、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信による周波数ブロックの選択とＤ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信による周波数ブロックの選択とを所定の時間で切り替えるこ
とを特徴とする請求項５または６に記載の送信方法。
【請求項８】
　前記選択するステップは、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信のために選択すべき周波数ブロッ
クとは別の周波数ブロックをＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信のために選択することを特徴
とする請求項５または６に記載の送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信装置および送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下りリンクデータチャネルにおける送信方法には、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信と、Ｄｉ
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ｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とがある。
【０００３】
　Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信では、図１Ａに示すように、各ユーザに対して、周波数ブロ
ックを単位として割り当てられる。例えば、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信では、周波数選択
性フェージングがよい周波数ブロックが割り当てられる。Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信は、
一般に、送信データサイズが大きく、周波数スケジューリング効果を狙う場合に有効な送
信方法である。
【０００４】
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信では、図１Ｂに示すように、周波数ブロックにこだわら
ず割り当てられた帯域全体に分散させてデータの送信が行われる。例えば、Ｄｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｅｄ型送信は、高速移動時における周波数スケジューリングができない状態、Ｖｏ
ＩＰなど送信データが小さい場合に使用される。Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信は、一般
に、送信データサイズが小さく、周波数ダイバーシチ効果を狙う場合に有利な送信方法で
ある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００６】
　１つのシステムで、低速移動時から高速移動時までの通信をサポートする必要がある。
【０００７】
　また、データサイズの大きいＷｅｂブラウジングのようなパケットからデータサイズの
小さいＶｏＩＰなどのパケットまで１つのシステムでサポートする必要がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した問題を解決するためになされたものであり、１つのシステ
ムで、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信と、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とをサポートできる
送信装置および送信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本送信装置は、
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択する周波数スケジューリング部と、
　前記周波数スケジューリング部において選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネ
ルのデータをマッピングするマッピング部と
　を備え、
　前記周波数スケジューリング部は、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロッ
クが分散して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順
次選択するＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａ
ｌｉｚｅｄ型送信とが規定されており、一方を使用する。
　また、本発明の別の送信装置は、
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択する周波数スケジューリング部と、
　前記周波数スケジューリング部において選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネ
ルのデータをマッピングするマッピング部と
　を備え、
　前記周波数スケジューリング部は、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロッ
クが分散して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順
次選択するＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａ
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ｌｉｚｅｄ型送信とが規定されており、一方を使用し、前記Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送
信と前記Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信において、周波数ブロックを共通の単位とする。
【００１０】
　このように構成することにより、１つのシステムで、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信と、Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とをサポートできる。
【００１１】
　本送信方法は、
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択するステップと、
　選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネルのデータをマッピングするステップと
　を備え、
　前記選択するステップは、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロックが分散
して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順次選択す
るＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａｌｉｚｅ
ｄ型送信とが規定されており、一方を使用する。
　また、本発明の別の送信方法は、
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成された周波数ブロックによってシステム帯
域が複数に分割されており、下りリンクのチャネルに割り当てるべき周波数ブロックを選
択するステップと、
　選択した周波数ブロックへ下りリンクのチャネルのデータをマッピングするステップと
　を備え、
　前記選択するステップは、時間の経過に応じて、システム帯域に周波数ブロックが分散
して配置されるための予め定められたパターンにしたがって周波数ブロックを順次選択す
るＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と、一定の周波数ブロックを選択するＬｏｃａｌｉｚｅ
ｄ型送信とが規定されており、一方を使用し、前記Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と前記
Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信において、周波数ブロックを共通の単位とする。

【００１２】
　このようにすることにより、１つのシステムで、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信と、Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とをサポートできる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の実施例によれば、１つのシステムで、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信と、Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ型送信とをサポートできる送信装置および送信方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
繰り返しの説明は省略する。
【００１５】
　本発明の第１の実施例にかかる送信装置について、図２を参照して説明する。
【００１６】
　本実施例にかかる送信装置１００は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ型送信とを時間分割で切り替える。例えば、送信装置１００は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ
型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信との切り替えをサブフレーム毎に行う。
【００１７】
　送信装置１００は、周波数スケジューリング部１０２と、分散パターン割り当て部１０
４と、マッピング部１１０と、マッピング部１１０と接続され、周波数スケジューリング
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部１０２と分散パターン割り当て部１０４とを切り替えるスイッチ１０６と、スイッチ１
０６の制御を行う制御部１０８とを備える。
【００１８】
　周波数スケジューリング部１０２は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う時間における周
波数ブロックの割り当てを各ユーザに対して行う。例えば、周波数スケジューリング部１
０２は、例えば周波数選択性フェージングに基づいて、各ユーザに周波数ブロックを割り
当てる。ここで、周波数ブロックとは、システム帯域幅を連続する周波数サブキャリアの
ブロックに分割した一単位のことを言う。
【００１９】
　分散パターン割り当て部１０４は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う時間における
サブキャリアの割り当てを各ユーザに対して行う。分散パターン割り当て部１０４は、例
えば、システム帯域幅内に離散的に分散した周波数サブキャリアからなる分散型周波数ブ
ロックを単位として、割り当て帯域全体に分散させて、各ユーザに割り当てる。例えば、
分散型周波数ブロックは、１または複数のサブキャリアとサブフレームを分割した分割サ
ブフレームからなる。
【００２０】
　例えば、分散型周波数ブロックを割り当て単位として、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信
を行う時間における分散型周波数ブロックを配置する位置を、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパ
ターンとして、予め決めておく。分散パターン割り当て部１０４は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄパターンに基づいて、分散型周波数ブロックを配置する。
【００２１】
　また、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンを予め用意し、分散パターン割り当て部
１０４は、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンから所定の条件に基づいて１つを選択
して、選択したＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、分散型周波数ブロックを配
置するようにしてもよい。
【００２２】
　スイッチ１０６は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とを切
り替える。
【００２３】
　制御部１０８は、スイッチ１０６の制御を行う。例えば、制御部１０８は、所定の時間
、例えばサブフレームを単位として、スイッチの制御を行う。その結果、Ｌｏｃａｌｉｚ
ｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とがサブフレームを単位として切り替えられ
る。例えば、制御部１０８は、スイッチ１０６を固定した割合、例えば、Ｌｏｃａｌｉｚ
ｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とが３対１の割合で切り替えられるようにス
イッチ１０６を制御する。
【００２４】
　また、制御部１０８は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信と
がトラフィックの割合に応じて切り替えられるようにスイッチ１０６を制御するようにし
てもよい。
【００２５】
　マッピング部１１０は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う時間領域、例えばサブフレー
ムにおいては、周波数ブロックにデータを割り当てる。また、マッピング部１１０は、Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う時間領域、例えばサブフレームにおいては、入力され
たＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、データを割り当てる。
【００２６】
　その結果、図３に示すように、時間、例えばサブフレーム単位で、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ
型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とが行われる。
【００２７】
　このようにすることにより、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送
信とも、周波数ダイバーシチ効果を最大限得ることができる。
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【００２８】
　次に、本発明の第２の実施例にかかる送信装置について、図４を参照して説明する。
【００２９】
　本実施例にかかる送信装置１００は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ型送信とを周波数ブロック単位で切り替える。例えば、送信装置１００は、周波数ブ
ロックおよび分散型周波数ブロックを単位として、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信およびＤｉ
ｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザを割り当てる。
【００３０】
　送信装置１００は、周波数スケジューリング部１０２と、周波数スケジューリング部１
０２と接続された分散パターン割り当て部１０４およびマッピング部１１０とを備える。
分散パターン割り当て部１０４はマッピング部１１０と接続される。
【００３１】
　周波数スケジューリング部１０２は、周波数ブロックの割り当てを各ユーザに対して行
う。例えば、周波数スケジューリング部１０２は、周波数選択性フェージングに基づいて
、各ユーザに周波数ブロックの割り当てを行う。また、周波数スケジューリング部１０２
は、割り当てた周波数ブロックを示す情報を分散パターン割り当て部１０４およびマッピ
ング部１１０に入力する。
【００３２】
　分散パターン割り当て部１０４は、周波数スケジューリング部１０２により入力された
周波数ブロックを示す情報に基づいて、周波数スケジューリング部１０２においてユーザ
に割り当てられた周波数ブロック以外の周波数ブロック全体に分散させて分散型周波数ブ
ロックを配置する。
【００３３】
　例えば、分散型周波数ブロックを割り当て単位として、周波数ブロックに、該分散型周
波数ブロックを配置する位置を、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンとして、予め決めてお
く。分散パターン割り当て部１０４は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、周
波数スケジューリング部１０２において割り当てられた周波数ブロック以外の周波数ブロ
ックに、分散型周波数ブロックを配置し、各ユーザを割り当てる。
【００３４】
　また、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンを予め用意し、分散パターン割り当て部
１０４は、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンから所定の条件に基づいて１つを選択
して、選択したＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、分散型周波数ブロックを配
置し、各ユーザを割り当てるようにしてもよい。
【００３５】
　マッピング部１１０は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うユーザが割り当てられた周波
数ブロックにデータを割り当てる。また、マッピング部１１０は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型
送信を行うユーザが割り当てられた周波数ブロック以外の周波数ブロックに配置された分
散型周波数ブロックにデータを割り当てる。
【００３６】
　その結果、図５に示すように、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うデータとＤｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｅｄ型送信を行うデータとが周波数ブロック単位で分割されて送信される。
【００３７】
　このようにすることにより、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送
信とを時間分割で切り替える場合と比較して、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信におけるスケジ
ューリング効果への悪影響を低減できる。
【００３８】
　また、全てのサブフレームが使用されるため、時間方向での柔軟性を向上させることが
できる。例えば、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信とを時間分
割で切り替える場合には、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信の再送はＬｏｃａｌｉｚｅｄ型送信
を行う時間にしかできず、また、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信の再送はＤｉｓｔｒｉｂ
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ｕｔｅｄ型送信を行う時間にしかできない。本実施例にかかる送信装置１００では、この
ような再送制御における時間的な制約を低減することができる。
【００３９】
　次に、本発明の第３の実施例にかかる送信装置について、図６を参照して説明する。
【００４０】
　本実施例にかかる送信装置１００は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ型送信とを同一時間、例えば同一サブフレームで共存させて送信する。
【００４１】
　送信装置１００は、周波数スケジューリング部１０２と、分散パターン割り当て部１０
４と、周波数スケジューリング部１０２および分散パターン割り当て部１０４と接続され
たマッピング部１１０とを備える。
【００４２】
　周波数スケジューリング部１０２は、周波数ブロックの割り当てを各ユーザに対して行
う。例えば、周波数スケジューリング部１０２は、例えば周波数選択性フェージングに基
づいて、各ユーザに周波数ブロックを割り当てる。
【００４３】
　分散パターン割り当て部１０４は、分散型周波数ブロックの割り当てを各ユーザに対し
て行う。例えば、分散パターン割り当て部１０４は、分散型周波数ブロックを単位として
、割り当て帯域全体に分散させて、各ユーザに割り当てる。
【００４４】
　例えば、分散パターン割り当て部１０４は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う周波数ブ
ロックに穴を空ける。すなわち、予めＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソースの確
保、またはパンクチャを行い、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うデータを埋め込む。
【００４５】
　この場合、分散型周波数ブロックを割り当て単位として、分散型周波数ブロックを配置
する位置を、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンとして、予め決めておく。分散パターン割
り当て部１０４は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、分散型周波数ブロック
を配置し、各ユーザに割り当てる。
【００４６】
　また、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンを予め用意し、分散パターン割り当て部
１０４は、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンから所定の条件に基づいて１つを選択
して、選択したＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、分散型周波数ブロックを配
置し、各ユーザに割り当てるようにしてもよい。
【００４７】
　マッピング部１１０は、周波数ブロックおよび分散型周波数ブロックにデータを割り当
てる。この場合、周波数ブロックを示す情報に基づいて、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行
うデータを割り当てる。また、マッピング部１１０は、入力されたＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅ
ｄパターンに基づいて、データを割り当てる。したがって、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を
行うデータが割り当てられた周波数ブロックにおいても、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信
を行うデータが割り当てられた分散型周波数ブロックでは、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を
行うデータは割り当てられない。
【００４８】
　その結果、図７に示すように、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うデータとＤｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｅｄ型送信を行うデータとが同一時間で共存して送信される。
【００４９】
　このようにすることにより、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うデータおよびＤｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ型送信を行うデータとも、周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００５０】
　次に、本発明の第４の実施例にかかる送信装置について、図８を参照して説明する。
【００５１】
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　本実施例にかかる送信装置１００は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信の範疇で、Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ型送信を行う。
【００５２】
　送信装置１００は、周波数スケジューリング部１０２と、周波数スケジューリング部１
０２と接続され、送信データの入力が行われ、送信データ出力されるマッピング部１１０
とを備える。
【００５３】
　周波数スケジューリング部１０２は、周波数ブロックの割り当てを、Ｌｏｃａｌｉｚｅ
ｄ型送信を行うユーザに対して行う。例えば、周波数スケジューリング部１０２は、例え
ば周波数選択性フェージングに基づいて、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うユーザに周波
数ブロックを割り当て、割り当てた周波数ブロックを示す情報をマッピング部１１０に入
力する。
【００５４】
　また、周波数スケジューリング部１０２は、周波数ブロックの割り当てを、Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザに対しても行う。例えば、周波数スケジューリング部１
０２は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザに周波数ブロックを割り当て、割り
当てた周波数ブロックを示す情報をマッピング部１１０に入力する。周波数スケジューリ
ング部１０２は、例えば、分散型周波数ブロックを単位として、各ユーザに割り当てる周
波数ブロックを選択する。
【００５５】
　また、分散型周波数ブロックを割り当て単位として、周波数ブロックにおける分散型周
波数ブロックを配置する位置を、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンとして、予め決めてお
く。分散パターン割り当て部１０４は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、各
ユーザに分散型周波数ブロックを割り当てる。
【００５６】
　また、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンを予め用意し、周波数スケジューリング
部１０２は、複数のＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンから所定の条件に基づいて１つを選
択して、選択したＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄパターンに基づいて、各ユーザに分散型周波数
ブロックを割り当てるようにしてもよい。
【００５７】
　マッピング部１１０は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う周波数ブロックにデータを割
り当てる。また、マッピング部１１０は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う周波数ブ
ロックに配置された分散型周波数ブロックにデータを割り当てる。
【００５８】
　その結果、図９に示すように、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うデータとＤｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｅｄ型送信を行うデータとが周波数ブロックを割り当て単位として送信される。
【００５９】
　このようにすることにより、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う場合に必要であるシ
グナリング情報を不要にできる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明にかかる送信装置および送信方法は、無線通信システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１Ａ】Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を示す説明図である。
【図１Ｂ】Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図３】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図５】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
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【図６】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図７】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【図８】本発明の一実施例にかかる送信装置を示す部分ブロック図である。
【図９】本発明の一実施例にかかる送信装置の動作を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６２】
１００　送信装置

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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