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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自局から移動局装置に送信されたユーザデータに対して、前記移動局装置によって前記
自局にＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信するために使用されるサブキャリアを割り当てる割当
手段と、
　前記サブキャリアを示す第１割当情報および前記ユーザデータの送信先を示す第２割当
情報を変調する変調手段と、
　制御チャネルを用いて、変調された前記第１割当情報と変調された前記第２割当情報と
を同時に前記移動局装置へ送信し、ユーザチャネルを用いて、前記ユーザデータを送信す
る送信手段と、
　を具備する基地局装置。
【請求項２】
　前記第１割当情報を前記第２割当情報と一緒に符号化する符号化手段、をさらに具備す
る、
　請求項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　基地局装置における送信方法であって、
　前記基地局装置から移動局装置に送信されたユーザデータに対して、前記移動局装置に
よって前記基地局装置にＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信するために使用されるサブキャリア
を割り当てる割当工程と、
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　前記サブキャリアを示す第１割当情報および前記ユーザデータの送信先を示す第２割当
情報を変調する変調工程と、
　制御チャネルを用いて、変調された前記第１割当情報と変調された前記第２割当情報と
を同時に前記移動局装置へ送信する送信工程と、
　ユーザチャネルを用いて、前記ユーザデータを送信する送信工程と、
　を具備する送信方法。
【請求項４】
　前記第１割当情報を前記第２割当情報と一緒に符号化する符号化工程、をさらに具備す
る、
　請求項３記載の送信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、基地局装置および送信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、例えばマルチメディアデータの配信などが盛んになっており、特に下り回線におけ
るブロードバンド化に関する検討が頻繁に行われている（例えば、非特許文献１参照）。
非特許文献１においては、次世代の無線通信システムに用いられる通信方式として有望な
ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：直交周波数分割多重）方式を
採用した下り高速パケット伝送について検討されている。ＯＦＤＭ方式は、マルチキャリ
ア通信方式の１つで、複数のサブキャリアにデータを重畳して送信する技術であり、周波
数選択性フェージングに対する耐性が大きいなどの利点がある。
【０００３】
また、下り回線における高速パケット伝送としては、ＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink 
Packet Access）の規格が３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）によって策
定されている。ＨＳＤＰＡ規格においては、適応変調、スケジューリング、およびＨＡＲ
Ｑ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）などの技術が必須である。
【０００４】
ＨＳＤＰＡにおける適応変調は、基地局装置が回線品質に応じて例えば変調方式および符
号化率（ＭＣＳ：Modulation and Coding Scheme）を変更することにより、伝送レートを
可変にして移動局装置へデータを送信する技術である。基地局装置がＭＣＳを変更する際
には、移動局装置から報告される回線品質の指標（ＣＱＩ：Channel Quality Indicator
）に基づいて最適なＭＣＳを選択する（例えば、非特許文献２参照）。
【０００５】
また、ＨＡＲＱは、移動局装置が基地局装置から正常にデータを受信したか否かを示すＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫを送信し、基地局装置は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することによって再送
を制御する技術である。移動局装置は、上記のＣＱＩやＡＣＫ／ＮＡＣＫなどのフィード
バック情報を送信する際に、例えばＤＰＣＣＨ（Dedicated Physical Control Channel）
に所定のオフセットを設定した送信電力で送信する（例えば、非特許文献３参照）。
【０００６】
これらのフィードバック情報は、基地局装置における下り回線の伝送を制御する要素とな
る重要な情報を含んでおり、基地局装置によって正確に受信される必要がある。したがっ
て、これらのフィードバック情報は、比較的高い送信電力で送信されることがある。特に
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫに関しては、データ再送の効率を向上させるために、基地局装置から
要求される所要ＢＥＲ（Bit Error Rate：ビット誤り率）が高く、ＤＰＣＣＨに対して大
きなオフセットが設定される。
【０００７】
【非特許文献１】
「下りリンクＶＳＦ－ＯＦＣＤＭブロードバンド無線アクセスにおけるパケット合成型ハ
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イブリッドＡＲＱの実験結果」　三木、安部田、樋口、新、佐和橋、pp.15-pp.22、信学
技報　RCS2003-26,2003-05
【非特許文献２】
3GPP TR25.858 V5.0.0 "HSDPA physical layer aspects" (2002-03)
【非特許文献３】
3GPP TS25.213 V5.4.0 "Spreading and Modulation (FDD)"
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の技術においては、ＣＱＩやＡＣＫ／ＮＡＣＫなどのフィードバ
ック情報が上り回線の他のチャネルに対して大きな干渉を与え、上り回線の容量の減少を
招くという問題がある。すなわち、フィードバック情報は、比較的送信電力が高いため、
他のチャネルに対しては大きな干渉成分となり、上り回線の容量を逼迫する。
【０００９】
また、移動局装置がセルの境界付近に位置する場合は、フィードバック情報の送信によっ
て、隣接セルへ与える干渉が特に大きくなる。隣接セルへ与える干渉が大きければ、結果
として隣接セルにおける伝送効率は低下し、無線通信システム全体のスループットが低下
することになる。これらの問題は、次世代の無線通信システムを担うと目されているＯＦ
ＤＭ方式でも同様に発生する。
【００１０】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、フィードバック情報による他チャネ
ルへの干渉を抑制し、回線容量の減少を緩和することができる基地局装置および送信方法
を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の態様に係るマルチキャリア通信装置は、通信相手局への送信を当該通信
相手局からのフィードバック情報に基づいて制御するマルチキャリア通信装置であって、
複数のキャリアにデータが重畳されたマルチキャリア信号を前記通信相手局から受信する
受信手段と、前記複数のキャリアの受信品質をそれぞれ測定する測定手段と、測定された
受信品質が最も良好なキャリアを前記フィードバック情報用キャリアとして決定する決定
手段と、を有する構成を採る。
【００１２】
この構成によれば、マルチキャリア信号の複数のキャリアのうち、最も受信品質が良好な
キャリアをフィードバック情報用キャリアとするため、一般的に所要品質が高いフィード
バック情報を送信する際に、送信電力を高くする必要が無く、フィードバック情報による
他チャネルへの干渉を抑制し、回線容量の減少を緩和することができる。
【００１３】
　本発明の第２の態様に係るマルチキャリア通信装置は、前記決定手段は、通信相手局が
複数ある場合に、自装置から送信すべきデータ量が多い通信相手局に優先して受信品質が
最も良好なキャリアを割り当て、当該通信相手局のフィードバック情報用キャリアとする
構成を採る。
【００１４】
この構成によれば、自装置から送信すべきデータ量が多い通信相手局に優先して受信品質
が良好なフィードバック情報用キャリアを割り当てるため、受信データ量が多くフィード
バック情報も多い通信相手局からのフィードバック情報による他チャネルへの干渉を抑制
し、無線通信システム全体の回線容量を向上させることができる。また、データ量および
再送量が多い通信相手局のフィードバック情報が誤りにくくなるため、フィードバック情
報の誤りによるパケット誤りや再送による自装置から通信相手局への回線のスループット
低下を最小限に抑えることができる。
【００１５】
　本発明の第３の態様に係るマルチキャリア通信装置は、前記決定手段は、フィードバッ
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ク情報が送信される直前に受信されたマルチキャリア信号に基づいて前記フィードバック
情報用キャリアを決定する構成を採る。
【００１６】
この構成によれば、フィードバック情報の送信直前に受信されたマルチキャリア信号に基
づいてフィードバック情報用キャリアを決定するため、伝搬状況の変動が速い場合でも、
最新の伝搬状況に応じてフィードバック情報用キャリアを決定することができ、フィード
バック情報による他チャネルへの干渉をさらに抑制することができる。
【００１７】
　本発明の第４の態様に係るマルチキャリア通信装置は、前記フィードバック情報用キャ
リアに関する情報を送信する送信手段、をさらに有し、前記受信手段は、前記フィードバ
ック情報用キャリアにフィードバック情報が重畳されたマルチキャリア信号を受信する構
成を採る。
【００１８】
この構成によれば、フィードバック情報用キャリアに関する情報を送信する、すなわち、
フィードバック情報の受信側においてフィードバック情報用キャリアを決定するため、上
下回線で異なるキャリア構成のマルチキャリア信号を伝送するＦＤＤ（Frequency Divisi
on Duplex：周波数分割多重）方式においても、品質が良好なフィードバック情報用キャ
リアを決定することができる。
【００１９】
　本発明の第５の態様に係るマルチキャリア通信装置は、前記フィードバック情報用キャ
リアの受信品質が所要品質となるために必要な所要送信電力を算出する算出手段、をさら
に有し、前記送信手段は、算出された所要送信電力および前記フィードバック情報用キャ
リアに関する情報を送信する構成を採る。
【００２０】
この構成によれば、フィードバック情報用キャリアの受信品質を所要品質とする所要送信
電力に関する情報を送信するため、通信相手局は、フィードバック情報の送信電力を過不
足無く設定することができ、フィードバック情報による他チャネルへの干渉をさらに抑制
することができる。
【００２１】
　本発明の第６の態様に係るマルチキャリア通信装置は、前記算出手段は、前記フィード
バック情報用キャリアの受信品質と前記所要品質との差に基づいて所要送信電力を算出す
る構成を採る。
【００２２】
この構成によれば、実際のフィードバック情報用キャリアの受信品質と所要品質との差に
基づいて所要送信電力を算出するため、容易に正確な所要送信電力を算出することができ
る。
【００２３】
　本発明の第７の態様に係るマルチキャリア通信装置は、前記フィードバック情報用キャ
リアを用いてフィードバック情報を送信する送信手段、をさらに有する構成を採る。
【００２４】
この構成によれば、フィードバック情報用キャリアを用いてフィードバック情報を送信す
るため、上下回線で同じキャリア構成のマルチキャリア信号を伝送するＴＤＤ（Time Div
ision Duplex：時分割多重）方式において、フィードバック情報用キャリアに関する情報
を通信相手局へ通知する必要が無く、回線容量の減少を抑制することができる。
【００２５】
　本発明の第８の態様に係るマルチキャリア通信装置は、前記フィードバック情報用キャ
リアを所定のフィードバック情報用拡散符号で拡散する拡散手段、をさらに有する構成を
採る。
【００２６】
この構成によれば、フィードバック情報用キャリアをフィードバック情報用拡散符号で拡
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散するため、フィードバック情報の受信側においては、フィードバック情報用拡散符号で
マルチキャリア信号を逆拡散することにより、フィードバック情報用キャリアを容易に検
出することができる。
【００２７】
　本発明の第９の態様に係る基地局装置は、上記のいずれかに記載のマルチキャリア通信
装置を有する構成を採る。
【００２８】
この構成によれば、上記のいずれかに記載のマルチキャリア通信装置と同様の作用効果を
、基地局装置において実現することができる。
【００２９】
　本発明の第１０の態様に係る移動局装置は、上記のいずれかに記載のマルチキャリア通
信装置を有する構成を採る。
【００３０】
この構成によれば、上記のいずれかに記載のマルチキャリア通信装置と同様の作用効果を
、移動局装置において実現することができる。
【００３１】
　本発明の第１１の態様に係るフィードバック情報通信方法は、通信相手局への送信を当
該通信相手局からのフィードバック情報に基づいて制御する通信システムにおいて使用さ
れるフィードバック情報通信方法であって、複数のキャリアにデータが重畳されたマルチ
キャリア信号を前記通信相手局から受信するステップと、前記複数のキャリアの受信品質
をそれぞれ測定するステップと、測定された受信品質が最も良好なキャリアを前記フィー
ドバック情報用キャリアとして決定するステップと、を有するようにした。
【００３２】
この方法によれば、マルチキャリア信号の複数のキャリアのうち、最も受信品質が良好な
キャリアをフィードバック情報用キャリアとするため、一般的に所要品質が高いフィード
バック情報を送信する際に、送信電力を高くする必要が無く、フィードバック情報による
他チャネルへの干渉を抑制し、回線容量の減少を緩和することができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、マルチキャリア通信において、伝搬状況が良好なキャリアを選択し、選
択されたキャリアをフィードバック情報用のキャリアとして使用することである。
【００３４】
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。なお、以下では、
マルチキャリア通信の一例として、周波数が互いに直交する複数のサブキャリアを用いる
ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式の通信について説明する
が、本発明は、複数のキャリアにデータを重畳して伝送する通信であれば適用することが
できる。
【００３５】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。図１に
示す基地局装置は、制御ＣＨ（CHannel）送信部１１０、ユーザＣＨ送信部１２０、多重
部１３０、Ｓ／Ｐ（Serial/Parallel）変換部１４０、ＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier 
Transform：逆高速フーリエ変換）部１５０、ＧＩ（Guard Interval：ガードインターバ
ル）挿入部１６０、無線送信部１７０、無線受信部２１０、ＧＩ除去部２２０、ＦＦＴ（
Fast Fourier Transform：高速フーリエ変換）部２３０、Ｐ／Ｓ（Parallel/Serial）変
換部２４０、ＦＢ（FeedBack：フィードバック）情報受信部２５０、ＰＬ（PiLot：パイ
ロット）信号受信部２６０、およびＦＢＳＣ（FeedBack Sub-Career：フィードバック情
報用サブキャリア）決定部２７０を有している。
【００３６】
制御ＣＨ送信部１１０は、ユーザデータの宛先を示す割当情報などの制御データおよび後
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述するＦＢＳＣ決定部２７０から出力されるフィードバック情報用サブキャリアの情報（
以下、「ＦＢＳＣ情報」という）を符号化および変調する。具体的には、制御ＣＨ送信部
１１０は、図２に示すように、制御データおよびＦＢＳＣ情報を符号化部１１１にて符号
化し、変調部１１２にて変調し、多重部１３０へ出力する。
【００３７】
ユーザＣＨ送信部１２０は、例えば高速パケットデータなどのユーザデータに対して下り
回線品質に応じた適応変調を行うとともに、再送の制御を行う。具体的には、ユーザＣＨ
送信部１２０は、図３に示すように、ＭＣＳ（Modulation and Coding Scheme）決定部１
２４にて後述する復号部２５３から出力されるＣＱＩ（Channel Quality Indicator）に
基づいてＭＣＳを決定し、符号化部１２１および変調部１２３にて、決定されたＭＣＳに
対応する符号化率および変調方式でそれぞれ符号化および変調する。また、ユーザＣＨ送
信部１２０は、再送制御部１２２にて前回送信されたユーザデータを一時的に記憶してお
き、後述する復号部２５３からＮＡＣＫが出力された場合には記憶されたユーザデータを
再送する。
【００３８】
多重部１３０は、制御データおよびユーザデータを多重し、得られた多重データをＳ／Ｐ
変換部１４０へ出力する。
【００３９】
Ｓ／Ｐ変換部１４０は、多重データをＳ／Ｐ変換し、サブキャリア数と同数のパラレルデ
ータをＩＦＦＴ部１５０へ出力する。
【００４０】
ＩＦＦＴ部１５０は、パラレルデータに対して逆高速フーリエ変換を行い、周波数が互い
に直交するサブキャリアにデータを重畳し、得られたＯＦＤＭデータをＧＩ挿入部１６０
へ出力する。
【００４１】
ＧＩ挿入部１６０は、ＯＦＤＭデータの終端部分をこのＯＦＤＭデータの先頭部分へコピ
ーすることにより、ガードインターバルを挿入する。
【００４２】
無線送信部１７０は、ガードインターバル挿入後のＯＦＤＭデータに対して所定の無線送
信処理（Ｄ／Ａ変換、アップコンバートなど）を行い、アンテナを介して移動局装置へ送
信する。
【００４３】
無線受信部２１０は、アンテナを介して移動局装置からの信号を受信し、所定の無線受信
処理（ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換など）を行う。
【００４４】
ＧＩ除去部２２０は、受信信号に挿入されているガードインターバルを除去する。
【００４５】
ＦＦＴ部２３０は、ガードインターバル除去後の受信信号に対して高速フーリエ変換を行
い、得られたサブキャリアごとのデータをＰ／Ｓ変換部２４０へ出力する。また、ＦＦＴ
部２３０は、サブキャリアごとのデータのうち、フィードバック情報用のサブキャリアの
データをＦＢ情報受信部２５０へ出力する。
【００４６】
Ｐ／Ｓ変換部２４０は、サブキャリアごとのデータをＰ／Ｓ変換し、シリアルデータをＰ
Ｌ信号受信部２６０へ出力する。
【００４７】
ＦＢ情報受信部２５０は、後述するＦＢＳＣ決定部２７０によって決定されたサブキャリ
アを用いてフィードバックされたフィードバック情報を復号し、ユーザデータの送信に必
要なＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫをユーザＣＨ送信部１２０へ出力する。具体的には、
ＦＢ情報受信部２５０は、図３に示すように、ＦＢ情報抽出部２５１にてサブキャリアご
とのデータのうち後述するＦＢＳＣ決定部２７０によってフィードバック情報用サブキャ
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リアとして決定されたサブキャリアのデータを抽出する。さらに、復調部２５２にてフィ
ードバック情報を復調し、復号部２５３にてフィードバック情報を復号し、フィードバッ
ク情報に含まれるＣＱＩをＭＣＳ決定部１２４へ出力するとともに、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを
再送制御部１２２へ出力する。
【００４８】
ＰＬ信号受信部２６０は、受信信号に含まれる既知のパイロット信号を抽出し、受信品質
を測定し、ＦＢＳＣ決定部２７０へ出力する。具体的には、ＰＬ信号受信部２６０は、Ｐ
Ｌ信号抽出部２６１にてパイロット信号を抽出し、受信品質測定部２６２にて例えばＳＩ
Ｒ（Signal to Interference Ratio）などの受信品質を測定する。ここで、パイロット信
号は、各サブキャリアに含まれているため、受信品質測定部２６２は、サブキャリアごと
の受信品質を測定する。
【００４９】
ＦＢＳＣ決定部２７０は、サブキャリアごとの受信品質に基づいてフィードバック情報用
サブキャリアを決定する。具体的には、ＦＢＳＣ決定部２７０は、受信品質が最も高いサ
ブキャリアをフィードバック情報用サブキャリアとして決定する。そして、ＦＢＳＣ決定
部２７０は、フィードバック情報用サブキャリアの情報（ＦＢＳＣ情報）を制御ＣＨ送信
部１１０およびＦＢ情報受信部２５０へ出力する。ＦＢＳＣ情報としては、例えばフィー
ドバック情報用サブキャリアのサブキャリア番号などが用いられる。
【００５０】
図４は、本実施の形態に係る移動局装置の構成を示すブロック図である。図４に示す移動
局装置は、無線受信部３１０、ＧＩ除去部３２０、ＦＦＴ部３３０、Ｐ／Ｓ変換部３４０
、制御ＣＨ受信部３５０、ユーザＣＨ受信部３６０、ＰＬ信号受信部３７０、ＦＢ情報送
信部４１０、多重部４２０、ＳＣ（Sub-Career：サブキャリア）割当部４３０、Ｓ／Ｐ変
換部４４０、ＩＦＦＴ部４５０、ＧＩ挿入部４６０、および無線送信部４７０を有してい
る。
【００５１】
無線受信部３１０は、アンテナを介して基地局装置からの信号を受信し、所定の無線受信
処理（ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換など）を行う。
【００５２】
ＧＩ除去部３２０は、受信信号に挿入されているガードインターバルを除去する。
【００５３】
ＦＦＴ部３３０は、ガードインターバル除去後の受信信号に対して高速フーリエ変換を行
い、得られたサブキャリアごとのデータをＰ／Ｓ変換部３４０へ出力する。
【００５４】
Ｐ／Ｓ変換部３４０は、サブキャリアごとのデータをＰ／Ｓ変換し、シリアルデータをそ
れぞれ制御ＣＨ受信部３５０、ユーザＣＨ受信部３６０、およびＰＬ信号受信部３７０へ
出力する。
【００５５】
制御ＣＨ受信部３５０は、Ｐ／Ｓ変換部３４０から出力されたシリアルデータに含まれる
制御データおよびＦＢＳＣ情報を復調・復号する。具体的には、制御ＣＨ受信部３５０は
、図５に示すように、制御情報抽出部３５１にて制御データおよびＦＢＳＣ情報などの制
御情報を抽出し、抽出した制御情報を復調部３５２および復号部３５３にてそれぞれ復調
および復号し、制御データを出力するとともに、ＦＢＳＣ情報をＳＣ割当部４３０へ出力
する。
【００５６】
ユーザＣＨ受信部３６０は、Ｐ／Ｓ変換部３４０から出力されたシリアルデータに含まれ
るユーザデータを復調・復号する。具体的には、ユーザＣＨ受信部３６０は、図５に示す
ように、ユーザ情報抽出部３６１にてユーザデータなどのユーザ情報を抽出し、抽出した
ユーザ情報を復調部３６２および復号部３６３にてそれぞれ復調および復号し、誤り検出
部３６４にて例えばＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）符号による誤り検出などが用い
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られることによりユーザデータの誤り検出を行う。
【００５７】
ＰＬ信号受信部３７０は、Ｐ／Ｓ変換部３４０から出力されたシリアルデータに含まれる
既知のパイロット信号の受信品質を測定する。具体的には、ＰＬ信号受信部３７０は、図
５に示すように、ＰＬ信号抽出部３７１にてパイロット信号を抽出し、受信品質測定部３
７２にて例えばＳＩＲなどの受信品質を測定し、測定結果を後述するＣＱＩ生成部４１１
へ出力する。
【００５８】
ＦＢ情報送信部４１０は、ＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫなどのフィードバック情報を送
信する。具体的には、ＦＢ情報送信部４１０は、ＣＱＩ生成部４１１にてパイロット信号
の受信品質測定結果に応じたＣＱＩを生成し、符号化部４１３および変調部４１５にてそ
れぞれ符号化・変調し、多重部４２０へ出力する。また、ＦＢ情報送信部４１０は、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ生成部４１２にてユーザデータの誤り検出結果に応じてＡＣＫまたはＮＡＣ
Ｋを生成し、符号化部４１４および変調部４１６にてそれぞれ符号化・変調し、多重部４
２０へ出力する。
【００５９】
多重部４２０は、ＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫを図示しない他の送信データと多重し、
得られた多重データをＳＣ割当部４３０へ出力する。
【００６０】
ＳＣ割当部４３０は、フィードバック情報を含む多重データに対して、ＦＢＳＣ情報によ
って指定されたサブキャリアを割り当てる。
【００６１】
Ｓ／Ｐ変換部４４０は、フィードバック情報を含む多重データがＳＣ割当部４３０によっ
て割り当てられたサブキャリアに重畳されるようにＳ／Ｐ変換を行い、サブキャリア数と
同数のパラレルデータをＩＦＦＴ部４５０へ出力する。
【００６２】
ＩＦＦＴ部４５０は、パラレルデータに対して逆高速フーリエ変換を行い、周波数が互い
に直交するサブキャリアにデータを重畳し、得られたＯＦＤＭデータをＧＩ挿入部４６０
へ出力する。
【００６３】
ＧＩ挿入部４６０は、ＯＦＤＭデータの終端部分をこのＯＦＤＭデータの先頭部分へコピ
ーすることにより、ガードインターバルを挿入する。
【００６４】
無線送信部４７０は、ガードインターバル挿入後のＯＦＤＭデータに対して所定の無線送
信処理（Ｄ／Ａ変換、アップコンバートなど）を行い、アンテナを介して基地局装置へ送
信する。
【００６５】
次いで、上記のように構成された基地局装置および移動局装置の動作について説明する。
【００６６】
まず、基地局装置によってフィードバック情報用サブキャリアが決定されてからＦＢＳＣ
情報が送信されるまでの動作について説明する。
【００６７】
基地局装置によって受信された信号には、サブキャリアごとに既知のパイロット信号が含
まれており、各パイロット信号は、ＰＬ信号抽出部２６１によって抽出され、受信品質測
定部２６２によって受信品質が測定される。そして、ＦＢＳＣ決定部２７０によって、パ
イロット信号の受信品質が最も高いサブキャリアがフィードバック情報用サブキャリアと
して決定される。このように決定されたフィードバック情報用サブキャリア（ＦＢＳＣ）
は、図６に示すように周波数選択性フェージングの伝搬状態が最も良好であるか、または
、他セル干渉などの干渉量が小さく受信品質が良好な周波数帯のサブキャリアである。し
たがって、移動局装置がフィードバック情報用サブキャリアを用いてフィードバック情報
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を送信する際、比較的低い送信電力で、一般に要求が厳しいフィードバック情報の所要品
質を満たすことができる。
【００６８】
そして、フィードバック情報用サブキャリアの番号などがＦＢＳＣ情報として制御ＣＨ送
信部１１０内の符号化部１１１およびＦＢ情報受信部２５０内のＦＢ情報抽出部２５１へ
出力される。
【００６９】
ＦＢＳＣ情報がＦＢ情報抽出部２５１へ出力されるため、移動局装置から次に報告される
フィードバック情報が重畳されているサブキャリアは、基地局装置においては既知である
ことになる。したがって、ＦＢ情報抽出部２５１は、容易にフィードバック情報が重畳さ
れているサブキャリアを選択し、フィードバック情報を抽出することができる。
【００７０】
一方、符号化部１１１へ出力されたＦＢＳＣ情報は、制御データとともに符号化され、変
調部１１２によって変調され、多重部１３０へ出力される。
【００７１】
また、ユーザデータは、符号化部１２１によって符号化され、再送制御部１２２によって
一時的に記憶される。そして、ＦＢ情報受信部２５０内の復号部２５３からＡＣＫが出力
された場合は、このユーザデータが変調部１２３へ出力され、復号部２５３からＮＡＣＫ
が出力された場合は、前回送信されたユーザデータが変調部１２３へ出力される。つまり
、前回送信されたユーザデータが移動局装置によって正常に受信された場合は、新たなユ
ーザデータが出力され、前回送信されたユーザデータが正常に受信されなかった（すなわ
ち、伝搬路上で消失したか、誤り検出結果が劣悪であった）場合は、前回送信されたユー
ザデータが出力される。
【００７２】
さらに、ユーザデータは、変調部１２３によって変調され、多重部１３０へ出力される。
符号化部１２１による符号化および変調部１２３による変調は、ＭＣＳ決定部１２４によ
って決定されたＭＣＳに対応する符号化率および変調方式で行われる。
【００７３】
これらのＦＢＳＣ情報、制御データ、およびユーザデータは、多重部１３０によって多重
され、Ｓ／Ｐ変換部１４０によってＳ／Ｐ変換され、ＩＦＦＴ部１５０によって逆高速フ
ーリエ変換されてＯＦＤＭデータとなる。そして、ＯＦＤＭデータは、ＧＩ挿入部１６０
によってガードインターバルが挿入され、無線送信部１７０によって所定の無線送信処理
が行われ、アンテナを介して移動局装置へ送信される。
【００７４】
次に、移動局装置によって信号が受信されてからフィードバック情報が送信されるまでの
動作について説明する。
【００７５】
基地局装置から送信された信号は、移動局装置のアンテナを介して無線受信部３１０によ
って受信され、所定の無線受信処理が行われる。そして、受信信号は、ＧＩ除去部３２０
によってガードインターバルが除去され、ＦＦＴ部３３０によって高速フーリエ変換され
、Ｐ／Ｓ変換部３４０によってＰ／Ｓ変換されてシリアルデータとなる。
【００７６】
そして、制御ＣＨ受信部３５０内の制御情報抽出部３５１によって、ＦＢＳＣ情報および
制御データを含む制御情報がシリアルデータから抽出され、復調部３５２および復号部３
５３によってそれぞれ復調・復号される。復号結果のうちＦＢＳＣ情報は、ＳＣ割当部４
３０へ出力される。
【００７７】
また、ユーザＣＨ受信部３６０内のユーザ情報抽出部３６１によって、ユーザデータを含
むユーザ情報がシリアルデータから抽出され、復調部３６２および復号部３６３によって
それぞれ復調・復号され、誤り検出部３６４によって例えばＣＲＣなどによる誤り検出が
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行われる。誤り検出結果は、ＦＢ情報送信部４１０内のＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部４１２へ
出力される。
【００７８】
さらに、ＰＬ信号受信部３７０内のＰＬ信号抽出部３７１によって、シリアルデータに含
まれている既知のパイロット信号が抽出され、受信品質測定部３７２によって例えばＳＩ
Ｒなどの受信品質が測定される。測定結果は、ＦＢ情報送信部４１０内のＣＱＩ生成部４
１１へ出力される。
【００７９】
そして、ＣＱＩ生成部４１１によって、受信品質の測定結果に応じたＣＱＩが生成され、
符号化部４１３および変調部４１５によってそれぞれ符号化・変調され、多重部４２０へ
出力される。
【００８０】
また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部４１２によって、誤り検出結果が良好である場合はＡＣＫ
が生成され、逆に、誤り検出結果が劣悪である場合はＮＡＣＫが生成され、符号化部４１
４および変調部４１６によってそれぞれ符号化・変調され、多重部４２０へ出力される。
【００８１】
これらのＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫを含むフィードバック情報は、多重部４２０によ
って図示しない他の送信データと多重され、ＳＣ割当部４３０によってサブキャリアが割
り当てられる。ここで、ＳＣ割当部４３０によってフィードバック情報に割り当てられる
サブキャリアは、基地局装置から送信されたＦＢＳＣ情報によって指定されるサブキャリ
アである。換言すれば、フィードバック情報に割り当てられるサブキャリアは、伝搬状態
が最も良好なサブキャリアである。
【００８２】
そして、フィードバック情報を含む多重データは、Ｓ／Ｐ変換部４４０によってＳ／Ｐ変
換されるが、このとき、フィードバック情報はＳＣ割当部４３０によって割り当てられた
サブキャリアに重畳されるようなＳ／Ｐ変換が行われ、サブキャリア数と同数のパラレル
データがＩＦＦＴ部４５０へ出力される。出力されたパラレルデータは、ＩＦＦＴ部４５
０によって逆高速フーリエ変換されてＯＦＤＭデータとなり、ＧＩ挿入部４６０によって
ガードインターバルが挿入され、無線送信部４７０によって所定の無線送信処理が行われ
、アンテナを介して基地局装置へ送信される。
【００８３】
ここで、フィードバック情報が送信される際、所要品質を満たすことができるように送信
電力制御が行われるのが一般的である。そして、フィードバック情報は、無線通信システ
ム全体のスループットを直接左右する重要な情報であるため、通常、所要品質が高く、送
信電力も高くする必要がある。しかし、本実施の形態においては、基地局装置から指定さ
れた最も伝搬状態が良好なサブキャリアにフィードバック情報を重畳しているため、この
サブキャリアの送信電力はそれほど高くする必要がない。したがって、フィードバック情
報による他チャネルおよび他セルへの干渉を抑制することができる。
【００８４】
最後に、基地局装置によってフィードバック情報が受信される動作について説明する。
【００８５】
移動局装置から送信された信号は、基地局装置のアンテナを介して無線受信部２１０によ
って受信され、所定の無線受信処理が行われる。そして、受信信号は、ＧＩ除去部２２０
によってガードインターバルが除去され、ＦＦＴ部２３０によって高速フーリエ変換され
、サブキャリアごとのデータが出力される。
【００８６】
これらのサブキャリアのうち、ＦＢ情報受信部２５０内のＦＢ情報抽出部２５１によって
フィードバック情報が重畳されているサブキャリアが選択され、フィードバック情報が抽
出され、復調部２５２および復号部２５３によってそれぞれ復調・復号される。このとき
、上述したように、ＦＢ情報抽出部２５１は、ＦＢＳＣ決定部２７０によって決定された
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フィードバック情報用サブキャリアに関するＦＢＳＣ情報を記憶しており、容易にフィー
ドバック情報用サブキャリアを選択することができる。
【００８７】
復号部２５３による復号結果には、フィードバック情報であるＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫが含まれている。このうち、ＣＱＩについては、ユーザＣＨ送信部１２０内のＭＣＳ
決定部１２４へ出力され、ＭＣＳ決定部１２４によって、受信品質に応じた最適なＭＣＳ
が選択される。一方、ＡＣＫ／ＮＡＣＫについては、ユーザＣＨ送信部１２０内の再送制
御部１２２へ出力され、再送制御部１２２によって、前回送信されたユーザデータまたは
新たなユーザデータのどちらかが出力され、再送が制御される。
【００８８】
また、ＦＦＴ部２３０から出力されたサブキャリアごとのデータは、Ｐ／Ｓ変換部２４０
によってＰ／Ｓ変換され、得られたシリアルデータは、ＰＬ信号受信部２６０内のＰＬ信
号抽出部２６１へ出力される。そして、ＰＬ信号抽出部２６１によって各サブキャリアに
含まれていた既知のパイロット信号が抽出され、サブキャリアごとのパイロット信号の受
信品質が受信品質測定部２６２によって測定される。
【００８９】
以下、上述の動作が繰り返され、再びフィードバック情報用サブキャリアが決定され、こ
のフィードバック情報用サブキャリアが用いられて移動局装置からフィードバック情報が
送信される。
【００９０】
なお、以上の説明においては、基地局装置がＦＢＳＣ情報、制御データ、およびユーザデ
ータを同時に送信するものとして説明したが、これらを同時に送信する必要はない。
【００９１】
一般に、制御データはデータ量が少なく、逆に、ユーザデータはデータ量が多いため、ユ
ーザデータの復調・復号には制御データの復調・復号よりも時間を要することがある。ま
た、ＣＱＩやＡＣＫ／ＮＡＣＫなどのフィードバック情報は、ユーザデータの復号結果に
基づいて生成されるものである。
【００９２】
このような状況であるにも拘わらず、ＦＢＳＣ情報、制御データ、およびユーザデータを
同時に送信すると、フィードバック情報用サブキャリアを決定した時点での伝搬状態と、
実際のフィードバック情報を送信する時点での伝搬状態とが大きく異なってしまい、フィ
ードバック情報用サブキャリアが良好な伝搬路のサブキャリアではなくなっている可能性
がある。このため、実際のフィードバック情報の送信時には、必要な送信電力が高くなっ
てしまうことがある。
【００９３】
したがって、例えば図７に示すように、制御データおよびユーザデータをそれぞれｔ１お
よびｔ２のタイミングで送信する一方、ＦＢＳＣ情報をｔ３のタイミングで送信するよう
にしても良い。移動局装置は、ユーザデータの復調・復号からフィードバック情報の送信
までに（ｔ４’－ｔ２’）の時間を要する一方、ＦＢＳＣ情報の復調・復号は（ｔ４’－
ｔ３’）以下の時間のみで済むため、フィードバック情報の送信にはフィードバック情報
用サブキャリアを用いることができる。さらに、基地局装置がＦＢＳＣ情報を送信するタ
イミング（さらには、フィードバック情報用サブキャリアを決定するタイミング）を可能
な限り遅らせることにより、最新の伝搬状態を反映したサブキャリアの選択を行うことが
できる。
【００９４】
このように、本実施の形態によれば、基地局装置は、受信品質が最も高いサブキャリアを
フィードバック情報用サブキャリアとして決定し、そのサブキャリアに関するＦＢＳＣ情
報を移動局装置へ送信し、移動局装置は、ＣＱＩやＡＣＫ／ＮＡＣＫなどのフィードバッ
ク情報をフィードバック情報用サブキャリアに重畳して送信するため、所要品質が高いフ
ィードバック情報の送信電力の増大を抑制することができ、フィードバック情報による他
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チャネルおよび他セルへの干渉を抑制し、回線容量の減少を緩和することができる。
【００９５】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２の特徴は、複数の移動局装置へユーザデータを送信する基地局装置
において、基地局装置から送信すべきユーザデータのデータ量が多い移動局装置に優先し
て伝搬状態の良好なサブキャリアを割り当て、フィードバック情報用サブキャリアとする
点である。
【００９６】
図８は、実施の形態２に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。同図において、
図１と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図８に示す基地局装置は、制
御ＣＨ送信部１１０、ユーザＣＨ送信部１２０、多重部１３０、Ｓ／Ｐ変換部１４０、Ｉ
ＦＦＴ部１５０、ＧＩ挿入部１６０、無線送信部１７０、無線受信部２１０、ＧＩ除去部
２２０、ＦＦＴ部２３０、Ｐ／Ｓ変換部２４０、ＦＢ情報受信部２５０、ＰＬ信号受信部
２６０、ＦＢＳＣ決定部２７０ａ、およびデータ量測定部５００を有している。本実施の
形態においては、基地局装置は複数の移動局装置へ制御データおよびユーザデータを送信
するため、制御ＣＨ送信部１１０、ユーザＣＨ送信部１２０、ＦＢ情報受信部２５０、お
よびＰＬ信号受信部２６０は、ユーザ数（ここでは、２ユーザ）分だけ設けられている。
これらの処理部の内部構成は、実施の形態１（図２および図３）と同様であるため、その
説明を省略する。
【００９７】
ＦＢＳＣ決定部２７０ａは、サブキャリアごとの受信品質および各ユーザ宛てのユーザデ
ータのデータ量に基づいてフィードバック情報用サブキャリアを決定する。具体的には、
基地局装置から送信すべきユーザデータのデータ量が最も多い移動局装置に優先してフィ
ードバック情報用サブキャリアを割り当てる。すなわち、ＦＢＳＣ決定部２７０ａは、基
本的には移動局装置ごとに最も受信品質が高いサブキャリアを割り当てるが、複数の移動
局装置にとって同一のサブキャリアの受信品質が最も高い場合には、このサブキャリアを
データ量が最も多い移動局装置のフィードバック情報用サブキャリアとする。この場合、
その他の移動局装置には、各移動局装置にとって次に受信品質が高いサブキャリアを割り
当てる。
【００９８】
そして、ＦＢＳＣ決定部２７０ａは、各移動局装置に対して割り当てたフィードバック情
報用サブキャリアの情報（ＦＢＳＣ情報）をそれぞれの移動局装置に対応する制御ＣＨ送
信部１１０およびＦＢ情報受信部２５０へ出力する。ＦＢＳＣ情報としては、例えばフィ
ードバック情報用サブキャリアのサブキャリア番号などが用いられる。
【００９９】
データ量測定部５００は、基地局装置が各移動局装置に対して送信すべきユーザデータの
データ量を測定する。本実施の形態においては２つの移動局装置に対してユーザデータを
送信するため、データ量測定部５００は、例えばユーザデータ＃１およびユーザデータ＃
２のデータ量を測定する。また、データ量測定部５００は、基地局装置から送信すべきユ
ーザデータのデータ量が多い順に移動局装置をランキングし、ランキング結果をＦＢＳＣ
決定部２７０ａへ通知する。
【０１００】
本実施の形態に係る移動局装置の構成は、実施の形態１（図４および図５）と同様である
ため、その説明を省略する。
【０１０１】
次いで、上記のように構成された基地局装置のフィードバック情報用サブキャリアの割り
当て動作について、図９に示すフロー図を参照しながら説明する。なお、以下では、図８
に示す基地局装置がＮ個の移動局装置へユーザデータを送信するものとして説明する。
【０１０２】
まず、データ量測定部５００によって、Ｎ個の移動局装置のそれぞれについて、基地局装



(13) JP 4482293 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

置から送信すべきユーザデータのデータ量が測定され、データ量が多い順にランキングさ
れる（ＳＴ１０００）。ランキングの結果、最もデータ量が多い移動局装置を移動局装置
１とし、反対に、最もデータ量が少ない移動局装置を移動局装置Ｎとする。
【０１０３】
そして、このランキング結果は、ＦＢＳＣ決定部２７０ａへ通知される。以下、ＦＢＳＣ
決定部２７０ａによるフィードバック情報用サブキャリアの決定動作について説明する。
【０１０４】
最初に、パラメータｉおよびパラメータｊが１に初期化される（ＳＴ１１００、ＳＴ１２
００）。そして、移動局装置１に対応するＰＬ信号受信部２６０から出力されたサブキャ
リアごとの受信品質に基づいて、移動局装置１が用いる最も伝搬状態が良好なサブキャリ
ア（１番目に良好なサブキャリア）が検索される（ＳＴ１３００）。
【０１０５】
そして、検索された１番目に良好なサブキャリアが既に他の移動局装置に割り当てられて
いるか否かが判断されるが（ＳＴ１４００）、ここでは、まだどのサブキャリアも移動局
装置に割り当てられていないため、移動局装置１にはこの最も伝搬状態が良好なサブキャ
リアがフィードバック情報用サブキャリアとして割り当てられる（ＳＴ１５００）。
【０１０６】
移動局装置１のフィードバック情報用サブキャリアが決定されると、パラメータｉがＮと
比較されることにより、Ｎ個のすべての移動局装置に関してフィードバック情報用サブキ
ャリアが決定されたか否かが判断される（ＳＴ１６００）。
【０１０７】
すべての移動局装置に関するフィードバック情報用サブキャリアの決定が終了していなけ
れば、パラメータｉが１インクリメントされ（ＳＴ１７００）、移動局装置２へのサブキ
ャリアの割り当てが開始される。
【０１０８】
すなわち、移動局装置２に対応するＰＬ信号受信部２６０から出力されたサブキャリアご
との受信品質に基づいて、移動局装置２が用いる最も伝搬状態が良好なサブキャリア（１
番目に良好なサブキャリア）が検索される（ＳＴ１３００）。
【０１０９】
そして、検索された１番目に良好なサブキャリアが既に他の移動局装置（ここでは移動局
装置１）に割り当てられているか否かが判断され（ＳＴ１４００）、既に１番目に良好な
サブキャリアが移動局装置１に割り当てられていればパラメータｊが１インクリメントさ
れる（ＳＴ１８００）。
【０１１０】
そして、移動局装置２が用いるサブキャリアごとの受信品質に基づいて、２番目に良好な
サブキャリアが検索され（ＳＴ１３００）、他の移動局装置（移動局装置１）に割り当て
済みか否かが判断される（ＳＴ１４００）。
【０１１１】
このように各移動局装置に関して、伝搬状態が良好なサブキャリアから順に、既に他の移
動局装置のフィードバック情報用サブキャリアとして割り当てられているか否かを判断す
ることにより、まだ他の移動局装置に割り当てられていないサブキャリアのうち最も伝搬
状態が良好なサブキャリアをフィードバック情報用サブキャリアとする。また、フィード
バック情報用サブキャリアの決定に先立って、データ量測定部５００によって移動局装置
がデータ量に応じてランキングされ、ランキング順に上記のフィードバック情報用サブキ
ャリアの決定動作が行われている。
【０１１２】
したがって、基地局装置から送信すべきユーザデータのデータ量が多い移動局装置が優先
的に、伝搬状態が良好なサブキャリアをフィードバック情報用サブキャリアとして用いる
ことになる。基地局装置から送信すべきユーザデータのデータ量が多い移動局装置は、必
然的にＡＣＫ／ＮＡＣＫなどのフィードバック情報を頻繁に送信するが、このフィードバ
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ック情報用のサブキャリアを優先的に伝搬状態が良好なものとすることにより、無線通信
システム全体の上り回線容量を向上させることができる。また、データ量および再送量が
多い移動局装置のフィードバック情報が誤りにくくなるため、フィードバック情報の誤り
によるパケット誤りや再送による下り回線のスループット低下を最小限に抑えることがで
きる。
【０１１３】
このように、本実施の形態によれば、基地局装置から送信すべきユーザデータのデータ量
が多い順に移動局装置をランキングし、上位の移動局装置に対して優先的に伝搬状態が良
好なサブキャリアを割り当ててフィードバック情報用サブキャリアとするため、フィード
バック情報を頻繁に送信する移動局装置のフィードバック情報の送信電力の増大を抑制す
ることができ、他チャネルおよび他セルへの干渉抑制効果をさらに高めることができると
ともに、無線通信システム全体のスループットを向上させることができる。
【０１１４】
（実施の形態３）
本発明の実施の形態３の特徴は、フィードバック情報の送信に必要な送信電力を基地局装
置が移動局装置に指定する点である。
【０１１５】
図１０は、実施の形態３に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。同図において
、図１および図８と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図１０に示す基
地局装置は、制御ＣＨ送信部１１０、ユーザＣＨ送信部１２０、多重部１３０、Ｓ／Ｐ変
換部１４０、ＩＦＦＴ部１５０、ＧＩ挿入部１６０、無線送信部１７０、無線受信部２１
０、ＧＩ除去部２２０、ＦＦＴ部２３０、Ｐ／Ｓ変換部２４０、ＦＢ情報受信部２５０、
ＰＬ信号受信部２６０、ＦＢＳＣ決定部２７０ａ、データ量測定部５００、および送信電
力情報生成部６００を有している。すなわち、本実施の形態に係る基地局装置は、実施の
形態２に係る基地局装置に送信電力情報生成部６００が付加された構成となっている。
【０１１６】
送信電力情報生成部６００は、あらかじめ定められたフィードバック情報の所要品質とＦ
ＢＳＣ決定部２７０ａによって決定されたフィードバック情報用サブキャリアの受信品質
とに基づいて、フィードバック情報の送信電力情報を生成する。具体的には、送信電力情
報生成部６００は、ＦＢＳＣ決定部２７０ａによって決定されたフィードバック情報用サ
ブキャリアの受信品質とフィードバック情報の所要品質との差を求め、この差が０となる
ような所要送信電力を移動局装置へ通知するための送信電力情報を生成する。
【０１１７】
図１１は、実施の形態３に係る移動局装置の構成を示すブロック図である。同図において
、図４と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図１１に示す移動局装置は
、無線受信部３１０、ＧＩ除去部３２０、ＦＦＴ部３３０、Ｐ／Ｓ変換部３４０、制御Ｃ
Ｈ受信部３５０、ユーザＣＨ受信部３６０、ＰＬ信号受信部３７０、ＦＢ情報送信部４１
０、多重部４２０、ＳＣ割当部４３０、Ｓ／Ｐ変換部４４０、ＩＦＦＴ部４５０、ＧＩ挿
入部４６０、無線送信部４７０、および送信電力設定部７００を有している。すなわち、
本実施の形態に係る移動局装置は、実施の形態１に係る移動局装置に送信電力設定部７０
０が付加された構成となっている。
【０１１８】
送信電力設定部７００は、基地局装置から送信された送信電力情報に従って、ＳＣ割当部
４３０によってフィードバック情報に割り当てられたフィードバック情報用サブキャリア
の送信電力を設定する。
【０１１９】
次いで、上記のように構成された基地局装置および移動局装置の動作について説明する。
【０１２０】
まず、実施の形態２と同様に、基地局装置によって各移動局装置が用いるフィードバック
情報用サブキャリアが決定される。また、送信電力情報生成部６００によって、それぞれ
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のフィードバック情報用サブキャリアの所要送信電力が算出され、送信電力情報が生成さ
れる。
【０１２１】
所要送信電力の算出は、以下のようにして行われる。すなわち、ＦＢＳＣ決定部２７０ａ
によって、サブキャリアごとの受信品質に応じてフィードバック情報用サブキャリアが決
定されると、そのフィードバック情報用サブキャリアの受信品質は、送信電力情報生成部
６００へ出力される。そして、送信電力情報生成部６００によって、フィードバック情報
の所要品質とフィードバック情報用サブキャリアの受信品質との差が算出され、この差が
０となるようなフィードバック情報用サブキャリアの送信電力が所要送信電力として算出
される。ただし、ここで算出される所要送信電力は、上り回線のパイロット電力に対する
相対電力である。
【０１２２】
そして、算出された所要送信電力を移動局装置へ通知するための送信電力情報が生成され
、ＦＢＳＣ情報とともに、実施の形態１と同様に移動局装置へ送信される。
【０１２３】
移動局装置においては、実施の形態１と同様に受信処理が行われ、ＦＢＳＣ情報はＳＣ割
当部４３０へ入力され、送信電力情報は送信電力設定部７００へ入力される。そして、Ｓ
Ｃ割当部４３０によって、ＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫなどを含むフィードバック情報
に対してＦＢＳＣ情報によって指定されたサブキャリアが割り当てられ、送信電力設定部
７００によって、フィードバック情報に割り当てられたサブキャリアの送信電力が送信電
力情報によって指定された送信電力に設定される。そして、実施の形態１と同様に、フィ
ードバック情報が基地局装置へ送信される。
【０１２４】
基地局装置においては、実施の形態１と同様にフィードバック情報の受信処理およびフィ
ードバック情報に基づく適応変調や再送制御が行われる。このとき、フィードバック情報
は、基地局装置から送信された送信電力情報に従った送信電力で送信されているため、フ
ィードバック情報の受信品質は所要品質を満たしており、正確な適応変調や再送制御を行
うことができる。
【０１２５】
このように、本実施の形態によれば、基地局装置は、フィードバック情報の所要送信電力
を算出してＦＢＳＣ情報とともに移動局装置へ送信し、移動局装置は、ＦＢＳＣ情報に従
ってフィードバック情報用サブキャリアを選択し、フィードバック情報用サブキャリアの
送信電力を基地局装置によって算出された所要送信電力とするため、フィードバック情報
の送信電力を過不足なく設定することができ、フィードバック情報による他チャネルおよ
び他セルへの干渉を抑制するとともに、フィードバック情報を用いた適応変調や再送制御
などの処理を正確に行うことができる。
【０１２６】
（実施の形態４）
本発明の実施の形態４の特徴は、上下回線で同じ周波数帯域を用いるＴＤＤ方式が採用さ
れている場合に、移動局装置がフィードバック情報用サブキャリアを決定し、このサブキ
ャリアをフィードバック情報用サブキャリアのための拡散符号で拡散する点である。
【０１２７】
図１２は、実施の形態４に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。同図において
、図１と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図１２に示す基地局装置は
、制御ＣＨ送信部１１０、ユーザＣＨ送信部１２０、多重部１３０、Ｓ／Ｐ変換部１４０
、ＩＦＦＴ部１５０、ＧＩ挿入部１６０、無線送信部１７０、無線受信部２１０、ＧＩ除
去部２２０、ＦＦＴ部２３０、ＦＢ情報受信部２５０、逆拡散部８００、およびＳＣ判定
部８１０を有している。すなわち、本実施の形態に係る基地局装置は、実施の形態１に係
る基地局装置からＰ／Ｓ変換部２４０、ＰＬ信号受信部２６０、およびＦＢＳＣ決定部２
７０が取り去られ、逆拡散部８００およびＳＣ判定部８１０が付加された構成となってい



(16) JP 4482293 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

る。
【０１２８】
逆拡散部８００は、フィードバック情報用サブキャリアを拡散するのに用いられるフィー
ドバック情報用拡散符号によって各サブキャリアを逆拡散する。
【０１２９】
ＳＣ判定部８１０は、逆拡散部８００による逆拡散の結果、最も相関値が高いサブキャリ
アをフィードバック情報用サブキャリアとしてＦＢ情報受信部２５０へ出力する。
【０１３０】
本実施の形態においては、移動局装置がフィードバック情報用サブキャリアを選択してフ
ィードバック情報を送信するため、基地局装置はフィードバック情報がどのサブキャリア
に重畳されているか判断できない。しかし、フィードバック情報用サブキャリアが、フィ
ードバック情報用拡散符号によって拡散されていれば、同じ拡散符号を用いて逆拡散する
ことにより、フィードバック情報用サブキャリアを検出することができる。
【０１３１】
図１３は、実施の形態４に係る移動局装置の構成を示すブロック図である。同図において
、図４と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図１３に示す移動局装置は
、無線受信部３１０、ＧＩ除去部３２０、ＦＦＴ部３３０、Ｐ／Ｓ変換部３４０、制御Ｃ
Ｈ受信部３５０、ユーザＣＨ受信部３６０、ＰＬ信号受信部３７０、ＦＢ情報送信部４１
０、多重部４２０、ＳＣ割当部４３０ａ、Ｓ／Ｐ変換部４４０、ＩＦＦＴ部４５０、ＧＩ
挿入部４６０、無線送信部４７０、ＦＢＳＣ選択部９００、および拡散部９１０を有して
いる。すなわち、本実施の形態に係る移動局装置は、実施の形態１に係る移動局装置のＳ
Ｃ割当部４３０をＳＣ割当部４３０ａに代え、ＦＢＳＣ選択部９００および拡散部９１０
が付加された構成となっている。
【０１３２】
ＳＣ割当部４３０ａは、フィードバック情報を含む多重データに対して、ＦＢＳＣ選択部
９００によって選択されたフィードバック情報用サブキャリアを割り当てる。
【０１３３】
ＦＢＳＣ選択部９００は、サブキャリアごとのパイロット信号の受信品質測定結果に基づ
いて、受信品質が最も高いサブキャリアをフィードバック情報用サブキャリアとして決定
する。ＦＢＳＣ選択部９００は、下り回線を伝送されたパイロット信号の受信品質に基づ
いて、上り回線のフィードバック情報用サブキャリアを選択するが、本実施の形態におい
ては、ＴＤＤ方式を前提としているため、上下回線で使用される周波数帯域は等しく、下
り回線のサブキャリアと上り回線のサブキャリアとは周波数が等しい。換言すれば、下り
回線のフェージング変動と上り回線のフェージング変動とは等しくなるため、ＦＢＳＣ選
択部９００は、伝搬状態が最も良好なサブキャリアをフィードバック情報用サブキャリア
として選択したことになる。
【０１３４】
拡散部９１０は、サブキャリアごとのデータを拡散する。このとき、拡散部９１０は、フ
ィードバック情報用サブキャリアに関しては、フィードバック情報用拡散符号を用いて拡
散する。
【０１３５】
次いで、上記のように構成された基地局装置および移動局装置の動作について説明する。
【０１３６】
まず、基地局装置から制御データおよびユーザデータが送信され、移動局装置によって受
信されるまでの動作について説明する。
【０１３７】
制御データおよびユーザデータは、それぞれ制御ＣＨ送信部１１０およびユーザＣＨ送信
部１２０によって符号化・変調される。そして、制御データおよびユーザデータが多重部
１３０によって多重され、Ｓ／Ｐ変換部１４０によってＳ／Ｐ変換され、ＩＦＦＴ部１５
０によって逆高速フーリエ変換されてＯＦＤＭデータとなる。そして、ＯＦＤＭデータは
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、ＧＩ挿入部１６０によってガードインターバルが挿入され、無線送信部１７０によって
所定の無線送信処理が行われ、アンテナを介して移動局装置へ送信される。これらの動作
は、実施の形態１と同様である。
【０１３８】
基地局装置から送信された信号は、移動局装置のアンテナを介して無線受信部３１０によ
って受信され、所定の無線受信処理が行われる。そして、受信信号は、ＧＩ除去部３２０
によってガードインターバルが除去され、ＦＦＴ部３３０によって高速フーリエ変換され
、Ｐ／Ｓ変換部３４０によってＰ／Ｓ変換されてシリアルデータとなる。
【０１３９】
そして、実施の形態１と同様に、制御ＣＨ受信部３５０によって制御データが出力され、
ユーザＣＨ受信部３６０によってユーザデータが出力されるとともに誤り検出結果がＦＢ
情報送信部４１０へ出力される。
【０１４０】
また、ＰＬ信号受信部３７０からパイロット信号の受信品質測定結果がＦＢ情報送信部お
よびＦＢＳＣ選択部９００へ出力される。本実施の形態においては、パイロット信号は、
すべてのサブキャリアに含まれており、ＰＬ信号受信部３７０からはサブキャリアごとの
パイロット信号の受信品質がＦＢＳＣ選択部９００へ出力される。
【０１４１】
次に、移動局装置からフィードバック情報が送信され、基地局装置によって受信されるま
での動作について説明する。
【０１４２】
サブキャリアごとの受信品質がＦＢＳＣ選択部９００へ出力されると、受信品質が最も高
いサブキャリアがフィードバック情報用サブキャリアとして選択される。選択されたフィ
ードバック情報用サブキャリアは、ＳＣ割当部４３０ａへ通知される。
【０１４３】
一方、実施の形態１と同様に、ＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫなどのフィードバック情報
がＦＢ情報送信部４１０によって生成され、多重部４２０によって図示しない他の送信デ
ータと多重される。
【０１４４】
そして、フィードバック情報を含む多重データは、ＳＣ割当部４３０ａによってサブキャ
リアが割り当てられる。ここで、ＳＣ割当部４３０ａによってフィードバック情報に割り
当てられるサブキャリアは、ＦＢＳＣ選択部９００によって選択されたフィードバック情
報用サブキャリアである。換言すれば、フィードバック情報に割り当てられるサブキャリ
アは、伝搬状態が最も良好なサブキャリアである。
【０１４５】
そして、実施の形態１と同様に、フィードバック情報を含む多重データは、Ｓ／Ｐ変換部
４４０によってＳ／Ｐ変換され、サブキャリア数と同数のパラレルデータが拡散部９１０
へ出力される。出力されたパラレルデータは、それぞれ拡散符号が用いられて拡散される
。このとき、フィードバック情報用サブキャリアのデータは、所定のフィードバック情報
用拡散符号によって拡散される。
【０１４６】
拡散後のパラレルデータは、ＩＦＦＴ部４５０によって逆高速フーリエ変換されてＯＦＤ
Ｍデータとなり、ＧＩ挿入部４６０によってガードインターバルが挿入され、無線送信部
４７０によって所定の無線送信処理が行われ、アンテナを介して基地局装置へ送信される
。
【０１４７】
移動局装置から送信された信号は、基地局装置のアンテナを介して無線受信部２１０によ
って受信され、所定の無線受信処理が行われる。そして、受信信号は、ＧＩ除去部２２０
によってガードインターバルが除去され、ＦＦＴ部２３０によって高速フーリエ変換され
、サブキャリアごとのデータが出力される。
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【０１４８】
これらのサブキャリアごとのデータは、逆拡散部８００によって、拡散に用いられたのと
同じ拡散符号が用いられて逆拡散される。また、すべてのサブキャリアごとのデータは、
フィードバック情報用拡散符号が用いられて逆拡散され、その逆拡散結果がＳＣ判定部８
１０へ出力される。
【０１４９】
そして、ＳＣ判定部８１０によって、フィードバック情報用拡散符号による逆拡散結果で
ある相関値が最も高いサブキャリアがフィードバック情報用サブキャリアであると判定さ
れる。
【０１５０】
フィードバック情報用サブキャリアは、移動局装置によって選択されているため、本来で
あれば、どのサブキャリアをフィードバック情報用サブキャリアとして選択したかに関す
る付加的な情報が基地局装置へ送信される必要がある。しかし、本実施の形態においては
、移動局装置はフィードバック情報用サブキャリアを所定のフィードバック情報用拡散符
号を用いて拡散しているため、基地局装置は、このフィードバック情報用拡散符号による
相関値が最も高いサブキャリアをフィードバック情報用サブキャリアとして検出すること
ができる。
【０１５１】
そして、以下、実施の形態１と同様に、フィードバック情報用サブキャリアがＦＢ情報受
信部２５０へ出力され、フィードバック情報に基づく適応変調や再送制御が行われる。
【０１５２】
このように、本実施の形態によれば、移動局装置は、受信品質が最も高い下り回線のサブ
キャリアを、上り回線のフィードバック情報用サブキャリアとして選択するため、基地局
装置からフィードバック情報用サブキャリアに関する情報を送信する必要がなくなり、下
り回線の容量低下を防止することができるとともに、移動局装置は、フィードバック情報
を所定のフィードバック情報用拡散符号を用いて拡散してフィードバック情報用サブキャ
リアに重畳するため、基地局装置は、フィードバック情報用拡散符号を用いた逆拡散処理
により、付加的な情報が無い場合でもフィードバック情報用サブキャリアを検出すること
ができる。
【０１５３】
なお、上記実施の形態３を実施の形態１に適用することもできる。この場合、下り回線の
ＦＢＳＣ情報が誤って受信され、移動局装置がＦＢＳＣ情報と異なるサブキャリアでフィ
ードバック情報を送信したとしても、基地局装置ではフィードバック情報用拡散符号を用
いた逆拡散により、フィードバック情報が実際に重畳されたサブキャリアを検出するため
、基地局装置は、フィードバック情報を正しく受信することができる。そして、フィード
バック情報が正しく受信されることにより、再送量の増加を防ぎ、システム容量およびス
ループットを向上させることができる。
【０１５４】
また、上記各実施の形態においては、移動局装置から基地局装置へフィードバック情報が
送信される場合について説明したが、基地局装置から移動局装置へフィードバック情報が
送信される場合にも本発明を適用することができる。
【０１５５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、フィードバック情報による他チャネルへの干渉を
抑制し、回線容量の減少を緩和することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係る基地局装置の詳細構成を示すブロック図
【図３】実施の形態１に係る基地局装置の他の詳細構成を示すブロック図
【図４】実施の形態１に係る移動局装置の構成を示すブロック図
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【図５】実施の形態１に係る移動局装置の詳細構成を示すブロック図
【図６】実施の形態１に係る基地局装置の動作を説明するための図
【図７】実施の形態１に係る基地局装置の他の動作を説明するためのシーケンス図
【図８】本発明の実施の形態２に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図９】実施の形態２に係る基地局装置の動作を示すフロー図
【図１０】本発明の実施の形態３に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図１１】実施の形態３に係る移動局装置の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態４に係る基地局装置の構成を示すブロック図
【図１３】実施の形態４に係る移動局装置の構成を示すブロック図
【符号の説明】
１１０　制御ＣＨ送信部
１２０　ユーザＣＨ送信部
１３０、４２０　多重部
１４０、４４０　Ｓ／Ｐ変換部
１５０、４５０　ＩＦＦＴ部
１６０、４６０　ＧＩ挿入部
１７０、４７０　無線送信部
２１０、３１０　無線受信部
２２０、３２０　ＧＩ除去部
２３０、３３０　ＦＦＴ部
２４０、３４０　Ｐ／Ｓ変換部
２５０　ＦＢ情報受信部
２６０　ＰＬ信号受信部
２７０、２７０ａ　ＦＢＳＣ決定部
３５０　制御ＣＨ受信部
３６０　ユーザＣＨ受信部
３７０　ＰＬ信号受信部
４１０　ＦＢ情報送信部
４３０　ＳＣ割当部
５００　データ量測定部
６００　送信電力制御情報生成部
７００　送信電力設定部
８００　逆拡散部
８１０　ＳＣ判定部
９００　ＦＢＳＣ選択部
９１０　拡散部
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