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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リソースブロックによってシステム
帯域が複数に分割されるとともに、連続する複数のリソースブロックをグループ化した第
１グループがリソースブロック数よりも少ない数だけ規定され、かつ各第１グループに含
まれたリソースブロックをグループ化した第２グループが規定されており、少なくともひ
とつの第１グループ、あるいは第２グループ中の少なくともひとつのリソースブロックに
下りリンクのチャネルを割り当て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割り当てた少なくともひとつの第１グループ、
あるいは少なくともひとつのリソースブロックに、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、
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　各第１グループに含まれたリソースブロックの数は同一であり、
　前記周波数スケジューリング部は、各第１グループに含まれたリソースブロックであっ
て、かつ第１グループ内の低周波数側からの順番が同一のリソースブロックをグループ化
することによって、第２グループを複数規定することを特徴とする請求項１に記載の送信
装置。
【請求項３】
　前記周波数スケジューリング部は、前記第２グループの複数のリソースブロックを用い
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て、システム帯域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リソースブロ
ックを生成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４】
　前記周波数スケジューリング部における第１グループを構成するリソースブロックの総
帯域幅は、受信チャネル状態の測定単位となる帯域幅と等しい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】
　前記周波数スケジューリング部は、各移動局から、前記第１グループ毎に測定されるチ
ャネル状態に基づいて、少なくともひとつの第１グループ、あるいは第２グループ中の少
なくともひとつのリソースブロックを割り当てることを特徴とする請求項１ないし４のい
ずれか１項に記載の送信装置。
【請求項６】
　前記周波数スケジューリング部は、各移動局が送信しようとするデータのサイズに基づ
いて、各移動局に対して、少なくともひとつの第１グループ、あるいは第２グループ中の
少なくともひとつのリソースブロックを割り当てることを特徴とする請求項５に記載の送
信装置。
【請求項７】
　前記周波数スケジューリング部は、各第１のグループにおいて、送信しようとするデー
タのサイズがある所定の閾値以上である移動局のうち、チャネル状態の最もよい移動局の
チャネル状態と、送信しようとするデータのサイズが前記閾値未満である移動局のうち、
予め決定された数の移動局のチャネル状態の平均とを比較し、チャネル状態の最もよい移
動局のチャネル状態の方がよい場合、そのチャネル状態の最もよい移動局に第１のグルー
プを割り当てることを特徴とする請求項６に記載の送信装置。
【請求項８】
　前記周波数スケジューリング部は、各第１のグループにおいて、送信しようとするデー
タのサイズがある所定の閾値以上である移動局のうち、チャネル状態の最もよい移動局の
チャネル状態と、送信しようとするデータのサイズが前記閾値未満である移動局のうち、
予め決定された数の移動局のチャネル状態の平均とを比較し、チャネル状態の最もよい移
動局のチャネル状態の方が悪い場合、前記予め決定された数の移動局に、第１のグループ
を構成するリソースブロックを割り当てることを特徴とする請求項７に記載の送信装置。
【請求項９】
　前記周波数スケジューリング部において、少なくともひとつの第１グループが割り当て
られている場合に、リソースブロック数よりも少ない数だけ規定された第１グループのう
ちの割当対象の第１グループを特定するための制御情報を生成し、第２グループ中の少な
くともひとつのリソースブロックが割り当てられている場合に、第２グループ内における
割当対象のリソースブロックを特定するための制御情報を生成する制御情報生成部をさら
に備えることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の送信装置。
【請求項１０】
　連続する複数の周波数サブキャリアにて形成されたリソースブロックによってシステム
帯域が複数に分割されるとともに、連続する複数のリソースブロックをグループ化した第
１グループがリソースブロック数よりも少ない数だけ規定され、かつ各第１グループに含
まれたリソースブロックをグループ化した第２グループが規定されており、少なくともひ
とつの第１グループ、あるいは第２グループ中の少なくともひとつのリソースブロックに
下りリンクのチャネルを割り当てるステップと、
　割り当てた少なくともひとつの第１グループ、あるいは少なくともひとつのリソースブ
ロックに、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、
を備えることを特徴とする送信方法。
【請求項１１】
　各第１グループに含まれたリソースブロックの数は同一であり、
　前記割り当てるステップは、各第１グループに含まれたリソースブロックであって、か
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つ第１グループ内の低周波数側からの順番が同一のリソースブロックをグループ化するこ
とによって、第２グループを複数規定することを特徴とする請求項１０に記載の送信方法
。
【請求項１２】
　前記割り当てるステップは、前記第２グループの複数のリソースブロックを用いて、シ
ステム帯域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リソースブロックを
生成することを特徴とする請求項１０または１１に記載の送信方法。
【請求項１３】
　前記割り当てるステップにおける第１グループを構成するリソースブロックの総帯域幅
は、受信チャネル状態の測定単位となる帯域幅と等しいことを特徴とする請求項１０また
は１１に記載の送信方法。
【請求項１４】
　前記割り当てるステップは、各移動局から、前記第１グループ毎に測定されるチャネル
状態に基づいて、少なくともひとつの第１グループ、あるいは第２グループ中の少なくと
もひとつのリソースブロックを割り当てることを特徴とする請求項１０ないし１３のいず
れか１項に記載の送信方法。
【請求項１５】
　前記割り当てるステップは、各移動局が送信しようとするデータのサイズに基づいて、
各移動局に対して、少なくともひとつの第１グループ、あるいは第２グループ中の少なく
ともひとつのリソースブロックを割り当てることを特徴とする請求項１４に記載の送信方
法。
【請求項１６】
　前記割り当てるステップは、各第１のグループにおいて、送信しようとするデータのサ
イズがある所定の閾値以上である移動局のうち、チャネル状態の最もよい移動局のチャネ
ル状態と、送信しようとするデータのサイズが前記閾値未満である移動局のうち、予め決
定された数の移動局のチャネル状態の平均とを比較し、チャネル状態の最もよい移動局の
チャネル状態の方がよい場合、そのチャネル状態の最もよい移動局に第１のグループを割
り当てることを特徴とする請求項１５に記載の送信方法。
【請求項１７】
　前記割り当てるステップは、各第１のグループにおいて、送信しようとするデータのサ
イズがある所定の閾値以上である移動局のうち、チャネル状態の最もよい移動局のチャネ
ル状態と、送信しようとするデータのサイズが前記閾値未満である移動局のうち、予め決
定された数の移動局のチャネル状態の平均とを比較し、チャネル状態の最もよい移動局の
チャネル状態の方が悪い場合、前記予め決定された数の移動局に、第１のグループを構成
するリソースブロックを割り当てることを特徴とする請求項１６に記載の送信方法。
【請求項１８】
　前記割り当てるステップにおいて、少なくともひとつの第１グループが割り当てられて
いる場合に、リソースブロック数よりも少ない数だけ規定された第１グループのうちの割
当対象の第１グループを特定するための制御情報を生成し、第２グループ中の少なくとも
ひとつのリソースブロックが割り当てられている場合に、第２グループ内における割当対
象のリソースブロックを特定するための制御情報を生成するステップをさらに備えること
を特徴とする請求項１０ないし１７のいずれか１項に記載の送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムに関し、特に
送信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡやＨＳＤＰＡの後継となる通信方式、すなわちＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
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ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）が、Ｗ－ＣＤＭＡの標準化団体３ＧＰＰにより検討され、無線
アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、上りリンクにつ
いてはＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）が検討されている（例えば、非特許文献１
参照）。
【０００３】
　ＯＦＤＭＡは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各周波
数帯上にデータを載せて伝送を行う方式であり、サブキャリアを周波数上に、一部重なり
あいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速伝送を実現し、周波数の利
用効率を上げることができる。
【０００４】
　ＳＣ－ＦＤＭＡは、周波数帯域を分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝
送することで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。ＳＣ－ＦＤＭＡで
は、送信電力の変動が小さくなる特徴を持つことから、端末の送信機の構成を比較的簡素
にできる。
【０００５】
　また、下りリンクデータチャネルにおける送信方法には、ローカライズド（Ｌｏｃａｌ
ｉｚｅｄ）型送信と、ディストリビューテッド（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）型送信とがあ
る。
【０００６】
　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。周波数ブロックはリソースブロックとも呼ばれる。
【０００７】
　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。
【０００８】
　ＬＴＥでは、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およびデータサ
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
どのパケットをサポートする必要がある。
【０００９】
　そこで、１つのシステムで、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信とＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送
信とをサポートするために、リソースブロックレベルで，Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ送信を
行う場合に、１つのリソースブロックを複数に分割した分割ブロックをリソースブロック
として割り当てる通信装置が示されている。
【００１０】
　この通信装置は、リソースブロックを割り当てた移動局に対する制御情報を作成する。
例えば、割り当てられた帯域を複数に分割して形成された複数のリソースブロックに対し
て、その物理的な位置を示す識別符号、例えば識別番号が割り当てられる。
【００１１】
　ここでは、複数のリソースブロックのうち、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソ
ースブロックの分割数と、その分割された分割リソースブロックの移動局への割り当て単
位とを等しい値とし、これをＮＤとする（ＮＤは、ＮＤ＞０の整数）。すなわち、リソー
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スブロックを単位として、分割リソースブロックが割り当てられる。図２Ａには、ＮＤ＝
２について示される。図２Ａによれば、ＮＤ＝２である場合、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型
送信を行うリソースブロックは２分割され、２個の分割リソースブロック、すなわち分割
リソースブロックのペアが移動局への割り当て単位となる。この場合、Ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ型送信を行うリソースブロックの物理的な位置は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信
を行うリソースブロックの数に応じて予め決定される。
【００１２】
　この場合、割り当て情報を送信するための具体的なシグナリングのフォーマットは、図
２Ｂに示すように、割り当てられた移動局のＩＤ（ＵＥ－ＩＤ）、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型
送信を行うかＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うかを示す伝送タイプ、各リソースブロ
ック、すなわちＬｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うリソースブロックとＤｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ型送信を行うリソースブロックに対する割り当て情報の各フィールドから構成される
。各リソースブロックに対する割り当て情報のフィールドには、リソースブロックに対応
するサブフィールドが用意され、各サブフィールドに割り当ての有無を示す情報が付与さ
れる。この各リソースブロックに対する割り当て情報の指定方法をビットマップと呼ぶ。
基地局は、このような割り当て情報を構成する制御ビットを、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信
と、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うように割り当てた移動局数分送信する。
【非特許文献１】Ｒ２－０６２０３６，　“Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ）；　Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ；　Ｓｔａｇｅ　２，　”　Ｓｅ
ｃｔｉｏｎ　１６　ＲＦ　ａｓｐｅｃｔｓ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【００１４】
　リソースブロックは、システム帯域、すなわち割り当てられた帯域を複数に分割して形
成される。そのリソースブロックのサイズについて検討が行われている。
【００１５】
　リソースブロックのサイズを２５サブキャリア（３７５ｋＨｚ）とした場合には、１リ
ソースブロックを必要としない送信データが数多く存在するため、リソースブロックのサ
イズを１２サブキャリア（１８０ｋＨｚ）とすることが提案されている。
【００１６】
　これにより、リソースブロックの大きさが小さくなるので、割り当てられたシステム帯
域に入るリソースブロックの数を増加させることができ、ユーザに割り当てるリソースブ
ロックの自由度を大きくすることができる。しかし、リソースブロック数が増加するため
、リソースブロックの割り当てを通知するシグナリングビット数が増大する。具体的には
、図２Ｂを参照して説明した各リソースブロックに対する割り当て情報に必要なビット数
が増加する。
【００１７】
　リソースブロックの割り当てをユーザに通知するシグナリングに必要なビット数はリソ
ースブロック数に比例する。このため、リソースブロック数が増加した分、シグナリング
に必要なビット数が増加する。
【００１８】
　例えば、システム帯域幅が１０ＭＨｚとした場合にはリソースブロック数が５０個程度
となる。この場合、分離符号化（Ｓｅｐａｒａｔｅ　ｃｏｄｉｎｇ）とビットマップによ
る各リソースブロックに対する割り当て情報を指定する方法を適用するようにした場合、
１移動局当たり６０ビット以上必要となる。
【００１９】
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　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、
リソースブロック数が増加した場合においても、ユーザにリソースブロックの割り当てを
通知するシグナリングビットの増大を最低限にできる送信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　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リソースブロックによってシステム
帯域が複数に分割されるとともに、連続する複数のリソースブロックをグループ化した第
１グループがリソースブロック数よりも少ない数だけ規定され、かつ各第１グループに含
まれたリソースブロックをグループ化した第２グループが規定されており、少なくともひ
とつの第１グループ、あるいは第２グループ中の少なくともひとつのリソースブロックに
下りリンクのチャネルを割り当て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割り当てた少なくともひとつの第１グループ、
あるいは少なくともひとつのリソースブロックに、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、
　を備える。
【００２１】
　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リソースブロックによってシステム
帯域が複数に分割されるとともに、連続する複数のリソースブロックをグループ化した第
１グループがリソースブロック数よりも少ない数だけ規定され、かつ各第１グループに含
まれたリソースブロックをグループ化した第２グループが規定されており、少なくともひ
とつの第１グループ、あるいは第２グループ中の少なくともひとつのリソースブロックに
下りリンクのチャネルを割り当てるステップと、
　割り当てた少なくともひとつの第１グループ、あるいは少なくともひとつのリソースブ
ロックに、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、
を備える。
【００２２】
　このように構成することにより、リソースブロックをグループ化でき、該グループを単
位として、シグナリング情報（制御情報）を生成することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　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、リソースブロック数が増加した場合においても
、ユーザにリソースブロックの割り当てを通知するシグナリングビットの増大を最低限に
できる送信装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　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。
【００２５】
　本発明の実施例にかかる送信装置について、図３を参照して説明する。
【００２６】
　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。送信装置１００は、例えば基地局に備えられる。すなわち、
Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うリソースブロックが複数に分割され、該分割されたリソ
ースブロック（分割リソースブロック）が、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザ
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に割り当てられる。
【００２７】
　送信装置１００は、各移動局（ＵＥ）のモビリティを示す情報と、各移動局のトラフィ
ックを示す情報、例えば送信データのサイズ、データの種類とが入力されるリソースブロ
ック（ＲＢ）割り当て比率の切り替え部１０２と、各移動局の伝搬路情報、例えば下りリ
ンクの伝搬路状況と、各移動局の優先度情報と、リソースブロック割り当て比率の切り替
え部１０２の出力信号が入力される周波数スケジューリング部１０４と、周波数スケジュ
ーリング部１０４の出力信号がそれぞれ入力される制御情報生成部１０６および送信デー
タ生成部１１２と、制御情報生成部１０６および送信データ生成部１１２の出力信号がそ
れぞれ入力される符号化率、データ変調決定部１０８および１１４と、符号化率、データ
変調決定部１０８の出力信号が入力され、制御情報を出力するマッピング部１１０と、符
号化率、データ変調決定部１１４の出力信号と、データとが入力され、データを出力する
マッピング部１１６とを備える。
【００２８】
　リソースブロック割り当て比率の切り替え部１０２は、各移動局のモビリティを示す情
報と、トラヒック情報などとに基づいて、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う移動局、Ｄｉ
ｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う移動局を決定し、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う移動
局、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う移動局に対し、それぞれどのような比率で、リ
ソースブロックを配分するかを決定し、求めた値をリソースブロック割り当て比率情報と
して周波数スケジューリング部１０４に入力する。
【００２９】
　リソースブロック割り当て比率の切り替え部１０２は、例えば高モビリティの移動局や
、ＶｏＩＰのようなデータ量の小さいトラヒックを送信する移動局を、Ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ型送信を行う移動局に決定する。また、リソースブロック割り当て比率の切り替え
部１０２は、リソースブロックの割り当て比率の決定を、例えば高モビリティの移動局が
多い場合や、ＶｏＩＰのようなデータ量の小さいトラヒックを送信する移動局が多い場合
は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型を割り当てるリソースブロックの比率を大きくする。
【００３０】
　周波数スケジューリング部１０４は、入力された各移動局の伝搬路を示す情報と、各移
動局の優先度を示す情報と、リソースブロック割り当て比率情報に基づいて、各移動局へ
のリソースブロックの割り当てを行う。ここで、優先度情報とは、例えば、再送要求の有
無、送信端末からパケットが送出されてからの経過時間、目標伝送レート、実現できてい
るスループット、パケット転送における許容遅延などのような項目を考慮して移動局毎に
数値化された情報である。
【００３１】
　例えば、周波数スケジューリング部１０４は、所定の周期、例えばスケジューリングの
周期毎に、各移動局の状態、例えばチャネル状態、トラヒックに応じて決定されたリソー
スブロック割り当て比率情報に基づいて、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うリソースブロ
ックとＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソースブロックの割り当ての比率を適応的
に切り替える。このようにすることにより、データチャネルのスループットを増大するこ
とができる。
【００３２】
　また、周波数スケジューリング部１０４は、長周期で、各移動局の状態、例えばトラヒ
ックに応じて決定されたリソースブロック割り当て比率情報に基づいて、Ｌｏｃａｌｉｚ
ｅｄ型送信を行うリソースブロックとＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソースブロ
ックの割り当ての比率を切り替えるようにしてもよい。このようにすることにより、スケ
ジューリングの周期毎に切り替えを行う場合と比較して制御が容易である。
【００３３】
　例えば、周波数スケジューリング部１０４は、図４に示すように、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ
型送信を行うデータとＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うデータとをリソースブロック



(8) JP 4295300 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

を割り当て単位として割り当てる。すなわち、周波数スケジューリング部１０４は、各ユ
ーザに対して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リソー
スブロックを割り当て単位として、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リソースブロックを割り当てる。このようにすることにより、Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ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。
【００３４】
　また、周波数スケジューリング部１０４は、リソースブロックレベルでＤｉｓｔｒｉｂ
ｕｔｅｄ型送信を行う場合に、１つのリソースブロックを複数に分割、例えばＮ分割（Ｎ
は、Ｎ＞０の整数）する。すなわち、周波数スケジューリング部１０４は、分散型リソー
スブロックを、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザに対するリソースブロックと
して割り当てる。ここで、リソースブロックとは、ユーザをマッピングする単位、例えば
あるユーザを割り当てる単位でもある。
【００３５】
　例えば、周波数スケジューリング部１０４は、図５Ａに示すように、１つのリソースブ
ロックを時間方向に複数に分割、例えば２分割し、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う
各移動局、例えば２ユーザにＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザに対するリソー
スブロックを割り当てる。例えば、図５Ａに示すように、周波数スケジューリング部１０
４は、第１ブロックと第２にブロックとを異なるユーザに割り当てる。
【００３６】
　また例えば、周波数スケジューリング部１０４は、図５Ｂに示すように、１つのリソー
スブロックを周波数方向に複数に分割、例えば２分割し、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信
を行う各移動局、例えば２ユーザにＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザに対する
リソースブロックを割り当てるようにしてもよい。例えば、図５Ｂに示すように、周波数
スケジューリング部１０４は、第１ブロックと第２にブロックとを異なるユーザに割り当
てる。
【００３７】
　図５Ａおよび図５Ｂにおいて、先頭の２シンボルはパイロットとシグナリングビット、
すなわちパイロットチャネルとＬ１／Ｌ２制御チャネルとなる。
【００３８】
　リソースブロックレベルで、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う場合では、複数のＤ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うユーザに対するリソースブロック、すなわち、分散型
リソースブロックを割り当てないと周波数ダイバーシチ効果が得られない。このため、Ｖ
ｏＩＰのようにデータ量の小さいトラヒックでは、１リソースブロックに全てのデータが
収まってしまい、周波数ダイバーシチ効果が得られない。ＶｏＩＰでは、例えば１８０ビ
ットが１パケットのデータ量になる。
【００３９】
　このように、リソースブロックをＮ分割することによって、もともと１つのリソースブ
ロックに収まってしまうパケットを、Ｎ個の分散型リソースブロックに割り当てられるの
で、周波数ダイバーシチ効果を増大することができる。
【００４０】
　制御情報生成部１０６は、周波数スケジューリング部１０４においてリソースブロック
を割り当てた移動局に対応する制御情報を作成する。
【００４１】
　符号化率、データ変調決定部１０８は、制御情報を送信する場合に使用する符号化率、
データ変調の値を決定する。
【００４２】
　マッピング部１１０は、符号化率、データ変調決定部１０８において決定されたデータ
変調および符号化を行い、物理チャネルにマッピングを行う。その結果、制御情報が送信
される。
【００４３】



(9) JP 4295300 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

　送信データ生成部１１２は、各移動局に割り当てられたリソースブロック数に応じて、
送信データを作成する。例えば、送信データ生成部１１２は、送信データ量を決定する。
【００４４】
　符号化率、データ変調決定部１１４は、周波数スケジューリング部１０４で割り当てら
れた各移動局のデータ、制御情報に対し、それぞれ符号化率、データ変調の値を決定する
。
【００４５】
　マッピング部１１６は、データ変調、および符号化を行い、物理チャネルにマッピング
を行う。
【００４６】
　次に、上述した周波数スケジューリング部１０４の動作の具体例について説明する。
【００４７】
　上述したように、システム帯域が複数に分割され、各分割された帯域をリソースブロッ
クと呼ぶ。本実施例では、割り当てられた帯域を分割して得られるリソースブロックの数
をＮＰＲＢ個とする（ＮＰＲＢは、ＮＰＲＢ＞１の整数）。各リソースブロックには、各
リソースブロック識別するための識別符号、例えば識別番号が割り当てられる。本実施例
では、一例として、割り当てられた帯域が４８に分割され、４８個のリソースブロックに
対して、連続する３個のリソースブロックがグループ化され（第１のグループ）、同様の
識別番号が割り当てられる場合について説明するが、分割数が４８よりも少ない場合及び
多い場合にも適用できる。また、第１のグループに属するリソースブロックの数は一例で
あり３よりも少ない場合及び多い場合にも適用できる。
【００４８】
　例えば、図６に示すように、１リソースブロックが１２サブキャリア（１８０ｋＨｚ）
により構成される場合、第１のグループは、３６サブキャリア（５４０ｋＨｚ）となる。
【００４９】
　また、各第１のグループを構成する複数のリソースブロックのうち１つ以上ずつのリソ
ースブロックにより複数の第２のグループとしての他のグループを構成する。例えば、各
第１のグループを構成する連続する３個のリソースブロックのうち、同様の位置となるリ
ソースブロックがグループ化され、第２、第３および第４のグループを構成する。
【００５０】
　Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信が行われるユーザに対しては、第１、第２、第３および第４
のグループを単位として、リソースブロックが割り当てられる。
【００５１】
　この場合、送信機を備える基地局は、下りリンクにおける周波数スケジューリングを行
なう。移動局は、この周波数スケジューリングに使用されるチャネル状態を基地局に通知
するが、このチャネル状態は第１のグループを単位として通知される。第１のグループを
構成するリソースブロックの総帯域幅は、受信チャネル状態の測定単位となる帯域幅と等
しい。すなわち、移動局は第１グループに含まれる各リソースブロック、本実施例では３
個のリソースブロックのチャネル状態を平均化し、第１のグループのチャネル状態として
通知する。このようにすることにより、必要以上に高い分解能の受信チャネルの測定、フ
ィードバックを必要とせずに、第２のグループ－第４のグループのリソースブロックの割
り当てにおいても周波数スケジューリングを適用することができる。すなわち、グループ
毎に受信チャネルの測定、フィードバックを行う必要がない。
【００５２】
　送信データの小さいユーザに対しては第２－第４のグループを単位として割り当てが行
われる。この第２－第４のグループを単位として割り当てが行われる場合には、移動局か
ら通知されるチャネル状態としては同じ値であるので他の条件に基づいて割り当てが行わ
れる。一方、送信データの大きいユーザに対しては第１のグループを単位として割り当て
が行われる。
【００５３】
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　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信が行われるユーザに対しては、リソースブロックの分割
数に応じて、分散型リソースブロックが、リソースブロックを単位として割り当てられる
。すなわち、上述した第２のグループとしての他のグループの複数のリソースブロックを
用いて、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リソー
スブロックを生成する。この場合、各第１のグループを構成する連続する３個のリソース
ブロックのうち、同様の位置となる分割数個の分散型リソースブロックを第５－第７のグ
ループと呼ぶ。例えば、分割数が２の場合、図７に示すように、２個の分散型リソースブ
ロックが第５－第７のグループとなる。
【００５４】
　次に、上述したＬｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う移動局に対するリソースブロックの割
り当てと、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う移動局する分散型リソースブロックの割
り当てについて説明する。
【００５５】
　ＲＢ割り当て比率の切り替え部１０２は、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う移動局
の割合、トラヒック量に基づいて、必要なＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソース
ブロック数を決定する。ここで、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行う移動局の割合とは
、例えば、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う移動局のデータサイズとＤｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ型送信を行う移動局のデータサイズとの比である。図８には、６個のＤｉｓｔｒｉｂ
ｕｔｅｄ型送信を行うリソースブロックが生成される場合を示す。すなわち、Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ型送信を行う分散型リソースブロックは、リソースブロックを単位として割
り当てられるため、６個となる。
【００５６】
　次に、周波数スケジューリング部１０４は、各移動局にＬｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行
うリソースブロックを割り当てる。この場合、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソ
ースブロックとして決定されたリソースブロック以外のリソースブロックが割り当てられ
る。
【００５７】
　上述したように、移動局は、チャネル状態を第１のグループを単位として通知している
。周波数スケジューリング部１０４は、通知されたチャネル状態に基づいて、以下のよう
にして、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う各移動局にリソースブロックを割り当てる。
【００５８】
　図９には、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う移動局にリソースブロックを割り当てる例
が示される。
【００５９】
　周波数スケジューリング部１０４は、各移動局が通知してきたチャネル状態、例えばＣ
ＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）に基づいて、Ｌｏｃａｌ
ｉｚｅｄ型送信を行う移動局を、リソースブロックに割り当てる。
【００６０】
　周波数スケジューリング部１０４は、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行う移動局を、送信
するデータのサイズが大きい移動局と、小さい移動局とに分類する。例えば、周波数スケ
ジューリング部１０４は、送信しようとするデータのサイズの閾値を設定し、該閾値に基
づいて移動局を分類する。
【００６１】
　次に、各移動局が通知してきたチャネル状態を用いて、第１のグループ毎に、送信する
データのサイズが小さい移動局が通知してきたチャネル状態の平均を求める。ここで、チ
ャネル状態の平均を求める移動局の数は予め決定される。例えば、第１のグループとして
グループ化されるリソースブロックの数と同じにする。
【００６２】
　次に、各第１のグループにおいて、送信するデータのサイズが大きな移動局のチャネル
状態が，送信するデータのサイズが小さな移動局のチャネル状態の平均よりも大きければ
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、該第１のグループを送信するデータのサイズが大きな移動局に割り当てる。ここで、送
信するデータのサイズが大きな移動局とは、大きいデータサイズの送信を要求している移
動局のうち、最もチャネル状態のよい移動局である。また、送信するデータのサイズが小
さな移動局とは、小さいデータサイズの送信を要求している移動局のうち、上述したよう
に予め決定された所定数の移動局を示す。
【００６３】
　また、各第１のグループにおいて、送信するデータのサイズが大きな移動局のチャネル
状態が，送信するデータのサイズが小さな移動局のチャネル状態の平均よりも小さければ
、該第１のグループを各リソースブロックに分離し、送信するデータのサイズが小さな移
動局に割り当てる。例えば、チャネル状態の平均を求める移動局の数が、第１のグループ
としてグループ化されるリソースブロックの数と同じである場合、各リソースブロックを
各移動局に割り当てる。本実施例では、平均化される移動局の数が３であるので、第１の
グループを構成する３個のリソースブロックに割り当てることができる。例えば、５４０
ｋＨｚのリソースブロックを１８０ｋＨｚのリソースブロックに分離し、送信するデータ
のサイズが小さな移動局に対して割り当てる。
【００６４】
　次に、制御情報生成部１０６により作成される制御情報について、図１０Ａを参照して
説明する。
【００６５】
　移動局に対する制御情報は、図１０Ａに示すように、割り当てられた移動局のＩＤ（Ｕ
Ｅ－ＩＤ）、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うかＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うか
を示す伝送タイプ、リソースブロックのグループを示す情報およびリソースブロックのグ
ループにおける割り当て情報の各フィールドにより構成される。リソースブロックのグル
ープにおける割り当て情報には、第１、第２、第３および第４のグループの数に相当し、
本実施例では１６個のサブフィールドが用意される。
【００６６】
　例えば、伝送タイプとして、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を示す“０”が付帯され、リソ
ースブロックのグループ情報として第１、第２、第３または第４のグループであることを
示す情報が付帯された場合、リソースブロックのグループにおける割り当て情報の各サブ
フィールドは、各第１、第２、第３または第４のグループを示し、各第１、第２、第３ま
たは第４のグループにおける割り当ての有無を示す情報、例えば割り当てられている場合
には“１”、割り当てられていない場合には“０”が付帯される。
【００６７】
　また、例えば、伝送タイプとして、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を示す“１”が付帯
され、リソースブロックのグループ情報として第５、第６または第７のグループであるこ
とを示す情報が付帯された場合、リソースブロックのグループにおける割り当て情報の各
サブフィールドは、各第５、第６、または第７のグループの割り当てられる位置を示し、
各第５、第６、または第７のグループにおける割り当ての有無を示す情報、例えば割り当
てられている場合には“１”、割り当てられていない場合には“０”が付帯される。
【００６８】
　次に、制御情報生成部１０６により作成される他の制御情報について、図１０Ｂを参照
して説明する。ここでは、複数のグループを割り当てる場合の制御情報について説明する
。
【００６９】
　移動局に対する制御情報は、図１０Ｂに示すように、割り当てられた移動局のＩＤ（Ｕ
Ｅ－ＩＤ）、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うかＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うか
を示す伝送タイプ、所定のグループにおけるリソースブロックの割り当て情報、リソース
ブロックのグループを示す情報およびリソースブロックのグループを示す情報で指定され
たグループにおける割り当て情報の各フィールドにより構成される。所定のグループにお
けるリソースブロックの割り当て情報
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およびリソースブロックのグループを示す情報で指定されたグループにおける割り当て情
報には、第１、第２、第３および第４のグループの数に相当し、本実施例では１６個のサ
ブフィールドが用意される。
【００７０】
　例えば、伝送タイプとして、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を示す“０”が付帯され、リソ
ースブロックのグループ情報として第１、第２、第３または第４のグループであることを
示す情報が付帯された場合、リソースブロックのグループを示す情報で指定されたグルー
プにおける割り当て情報の各サブフィールドは、第１、第２、第３または第４のグループ
を示し、第１、第２、第３または第４のグループにおける割り当ての有無を示す情報、例
えば割り当てられている場合には“１”、割り当てられていない場合には“０”が付帯さ
れる。また、所定のグループにおけるリソースブロックの割り当て情報の各サブフィール
ドは、予め決定されたグループ、例えば、リソースブロックのグループ情報により指定さ
れたグループ以外のグループにおける割り当ての有無を示す情報、例えば割り当てられて
いる場合には“１”、割り当てられていない場合には“０”が付帯される。
【００７１】
　また、例えば、伝送タイプとして、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を示す“１”が付帯
され、リソースブロックのグループ情報として第２、第３または第４のグループであるこ
とを示す情報が付帯された場合、リソースブロックのグループにおける割り当て情報の各
サブフィールドは、各第２、第３または第４のグループから生成される分散型リソースブ
ロックのグループである、各第５、第６、または第７のグループの割り当てられる位置を
示し、各第５、第６、または第７のグループにおける割り当ての有無を示す情報、例えば
割り当てられている場合には“１”、割り当てられていない場合には“０”が付帯される
。また、所定のグループにおけるリソースブロックの割り当て情報の各サブフィールドは
、予め決定されたグループ、例えば、リソースブロックのグループ情報により指定された
グループ以外のグループにおける割り当ての有無を示す情報、例えば割り当てられている
場合には“１”、割り当てられていない場合には“０”が付帯される。
【００７２】
　次に、制御情報生成部１０６により作成される他の制御情報について、図１１および１
２を参照して説明する。
【００７３】
　移動局に対する制御情報は、図１１に示すように、割り当てられた移動局のＩＤ（ＵＥ
－ＩＤ）、Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うかＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うかを
示す伝送タイプ、第１のグループのリソースブロックにおける割り当て情報および第１の
グループにおける割り当て情報の各フィールドにより構成される。
【００７４】
　第１のグループのリソースブロックにおける割り当て情報には、図１２に示すように、
第１のグループを構成するリソースブロックの割り当て情報が付帯される。例えば、第１
のグループのリソースブロックにおける割り当て情報に対応して、割り当てられるリソー
スブロックの組み合わせが予め決定される。
【００７５】
　第１のグループにおける割り当て情報には、第１のグループを単位として、割り当ての
有無を示す情報、例えば割り当てられている場合には“１”、割り当てられていない場合
には“０”が付帯される。
【００７６】
　本実施例によれば、連続する複数のリソースブロックにより第１のグループを構成し、
各第１のグループを構成する複数のリソースブロックのうち同様の位置となるリソースブ
ロックにより第２のグループを構成し、前記第１のグループおよびひとつ以上の前記第２
のグループのうちの一方を割り当てることができる。また、リソースブロックのグループ
を示す識別番号指定することにより、各グループに対する割り当てを指定することができ
るため、リソースブロック数が増加した場合においても、ユーザにリソースブロックの割
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【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明にかかる送信装置は、無線通信システムに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【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２Ａ】周波数スケジューリングの一例を示す説明図である。
【図２Ｂ】シグナリングフォーマットの一例を示す説明図である。
【図３】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４】本発明の一実施例にかかる送信装置における周波数スケジューリングを示す説明
図である。
【図５Ａ】本発明の一実施例にかかる送信装置における周波数スケジューリングを示す説
明図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施例にかかる送信装置における周波数スケジューリングを示す説
明図である。
【図６】Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うリソースブロックの構成を示す説明図である。
【図７】Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソースブロックの構成を示す説明図であ
る。
【図８】Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信およびＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ型送信を行うリソース
ブロックの割り当ての一例を示す説明図である。
【図９】Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ型送信を行うリソースブロックを移動局に割り当てる一例を
示す説明図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施例にかかる送信装置におけるシグナリングのフォーマットの
一例を示す説明図である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施例にかかる送信装置におけるシグナリングのフォーマットの
一例を示す説明図である。
【図１１】本発明の一実施例にかかる送信装置におけるシグナリングのフォーマットの一
例を示す説明図である。
【図１２】第１のグループのリソースブロックにおける割り当て情報と割り当てられるリ
ソースブロックとの対応の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７９】
１００　送信装置
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