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(57)【要約】
【課題】物理下りリンク制御チャネルに対する適切な無
線リソースの割り当てを行う。
【解決手段】本発明に係る無線基地局ｅＮＢは、移動局
ＵＥから通知されたＣＱＩに基づいて集約レベルを決定
する集約レベル決定部１４と、決定された集約レベルに
基づいて、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して、連続
する複数のＣＣＥを割り当てる制御チャネル要素割当部
と、割り当てられたＣＣＥを構成するリソース要素グル
ープを、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨ用のリソースとし
て割り当てるリソース割当部１４とを具備し、制御チャ
ネル要素割当部１４は、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに
対するＣＣＥの割り当てに失敗した場合には、集約レベ
ル決定部１４によって変更された集約レベルに基づいて
、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して、連続する複数
のＣＣＥを割り当てる。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
物理下りリンク制御チャネルに対して、使用可能な無線リソース内の連続する複数のリ
ソース要素グループからなる制御チャネル要素を割り当てるように構成されている無線基
地局であって、
移動局から通知された受信品質に基づいて、前記物理下りリンク制御チャネルに対して
前記制御チャネル要素を何個連続で割り当てるかを示す集約レベルを決定するように構成
されている集約レベル決定部と、
決定された前記集約レベルに基づいて、前記移動局宛ての物理下りリンク制御チャネル
に対して、連続する複数の制御チャネル要素を割り当てるように構成されている制御チャ
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ネル要素割当部と、
割り当てられた前記制御チャネル要素を構成するリソース要素グループを、前記移動局
宛ての物理下りリンク制御チャネル用のリソースとして割り当てるように構成されている
リソース割当部とを具備し、
前記制御チャネル要素割当部は、前記移動局宛ての物理下りリンク制御チャネルに対す
る制御チャネル要素の割り当てに失敗した場合には、前記集約レベル決定部によって変更
された集約レベルに基づいて、前記移動局宛ての物理下りリンク制御チャネルに対して、
連続する複数の制御チャネル要素を割り当てるように構成されていることを特徴とする無
線基地局。
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【請求項２】
移動局専用の探索空間は、前記使用可能な無線リソース内で、各移動局が各移動局宛て
の物理下りリンク制御チャネルを探索する制御チャネル要素の範囲を示し、
前記制御チャネル要素割当部は、前記移動局専用の探索空間を決定し、該移動局専用の
探索空間内で、該移動局宛ての物理下りリンク制御チャネルに対して、前記制御チャネル
要素を割り当てるように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の無線基地局。
【請求項３】
前記制御チャネル要素割当部は、前記移動局の識別情報と、該移動局に対して決定され
た前記集約レベルと、前記使用可能な無線リソースにおけるサブフレーム番号とに基づい
て、該移動局専用の探索空間を決定するように構成されていることを特徴とする請求項２
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に記載の無線基地局。
【請求項４】
前記制御チャネル要素割当部は、最も優先度が高い移動局宛ての物理下りリンク制御チ
ャネルに対する制御チャネル要素の割り当ての後、他の移動局宛ての物理下りリンク制御
チャネルに対する制御チャネル要素の割り当てを順次行うように構成されており、
前記制御チャネル要素割当部は、前記最も優先度が高い移動局宛ての物理下りリンク制
御チャネルに対する制御チャネル要素についての複数の割り当てパターンの中から、前記
他の移動局宛ての物理下りリンク制御チャネルに対する制御チャネル要素の割り当てに失
敗する数が最も少ないパターンを採用し、採用したパターンに基づいて、全ての移動局宛
ての物理下りリンク制御チャネルに対する制御チャネル要素の割り当てを行うように構成
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されていることを特徴とする請求項１に記載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、物理下りリンク制御チャネルに対して、使用可能な無線リソース内の連続す
る複数のリソース要素グループからなる制御チャネル要素を割り当てるように構成されて
いる無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
３ＧＰＰで標準化が進められているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

）方式の移動通信システムでは、下りリンクにおける制御情報として、「ＣＦＩ（Ｃｏｎ
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Ｆｏｒｍａｔ
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Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」や、「ＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）や、「「ＨＩ（ＨＡＲＱ

Ｃ

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

）」が送信されるように構成されている。
【０００３】
ここで、ＣＦＩは、１サブフレーム内の１４ＯＦＤＭシンボルのうち、下りリンクにお
ける制御チャネルに使用するＯＦＤＭシンボル数を示す情報である。
【０００４】
また、ＤＣＩは、上りリンクデータ及び下りリンクデータの送信に必要な制御情報（リ
ソース割り当て情報や変調方式等）である。なお、ＤＣＩには、全移動局ＵＥを対象とす
る共通ＤＣＩ及び特定の移動局ＵＥ（特定の移動局ＵＥ又は特定のグループ内の移動局Ｕ
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Ｅ）を対象とする個別ＤＣＩの２種類が存在する。
【０００５】
さらに、ＨＩは、上りリンクデータに対する送達確認情報（ＡＣＫ/ＮＡＣＫ）である
。
【０００６】
また、かかるＬＴＥ方式の移動通信システムでは、ＣＦＩが、物理制御フォーマット指
示チャネルＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ｃａｔｏｒ

Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｆｏｒｍａｔ

Ｉｎｄｉ

Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信され、ＤＣＩが、物理下りリンク制御チャネ

ルＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ

Ｄｏｗｎｌｉｎｋ

Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｃｈａｎｎｅｌ

）を介して送信され、ＨＩが、物理ＨＡＲＱ指示チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ｉｄ‑ＡＲＱ

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

ｈｙｂｒ
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Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信されるように構成さ

れている。
【非特許文献１】３ＧＰＰ
Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
ｃａｌ

ｃｈａｎｎｅｌｓ

ＴＳ３６.２１１、「Ｅｖｏｌｖｅｄ
Ｒａｄｉｏ
ａｎｄ

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ‑ＵＴＲＡ）；

Ｐｈｙｓｉ

ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、かかるＬＴＥ方式の移動通信システムでは、上述の下りリンクにおける
制御チャネル（ＰＣＦＩＣＨやＰＤＣＣＨやＰＨＩＣＨ等）に対して、どのように無線リ
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ソースを割り当てるかについて規定されていないという問題点があった。
【０００８】
そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ＬＴＥ方式の移動通信シ
ステムのような高速な移動通信システムにおいて、物理下りリンク制御チャネルに対する
適切な無線リソースの割り当てを行うことができる無線基地局を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の第１の特徴は、物理下りリンク制御チャネルに対して、使用可能な無線リソー
ス内の連続する複数のリソース要素グループからなる制御チャネル要素を割り当てるよう
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に構成されている無線基地局であって、移動局から通知された受信品質に基づいて、前記
物理下りリンク制御チャネルに対して前記制御チャネル要素を何個連続で割り当てるかを
示す集約レベルを決定するように構成されている集約レベル決定部と、決定された前記集
約レベルに基づいて、前記移動局宛ての物理下りリンク制御チャネルに対して、連続する
複数の制御チャネル要素を割り当てるように構成されている制御チャネル要素割当部と、
割り当てられた前記制御チャネル要素を構成するリソース要素グループを、前記移動局宛
ての物理下りリンク制御チャネル用のリソースとして割り当てるように構成されているリ
ソース割当部とを具備し、前記制御チャネル要素割当部は、前記移動局宛ての物理下りリ
ンク制御チャネルに対する制御チャネル要素の割り当てに失敗した場合には、前記集約レ
ベル決定部によって変更された集約レベルに基づいて、前記移動局宛ての物理下りリンク
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制御チャネルに対して、連続する複数の制御チャネル要素を割り当てるように構成されて
いることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
以上説明したように、本発明によれば、物理下りリンク制御チャネルに対する適切な無
線リソースの割り当てを行うことができる無線基地局を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
図１乃至図１１を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成に
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ついて説明する。
【００１２】
本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信システムであり、無線基
地局ｅＮＢと、移動局ＵＥとを具備している。図１に示すように、本実施形態に係る移動
通信システムでは、下りリンクにおける制御チャネルとしてのＰＤＣＣＨやＰＣＦＩＣＨ
やＰＨＩＣＨを介して、下りリンクにおける制御情報としてのＤＣＩやＣＦＩやＨＩが送
信されるように構成されている。
【００１３】
図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢは、ＰＣＦＩＣＨ用リソース割
当部１１と、ＰＨＩＣＨ用リソース割当部１２と、ＣＱＩ取得部１３と、ＰＤＣＣＨ用リ
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ソース割当部１４とを具備している。
【００１４】
ＰＣＦＩＣＨ用リソース割当部１１は、各セルにおけるＰＣＦＩＣＨ用のリソースを割
り当てるように構成されている。
【００１５】
ここで、移動局ＵＥは、ＰＣＦＩＣＨを復調してＣＦＩを取得しない限り、何個のＯＦ
ＤＭシンボルが下りリンクにおける制御チャネル用に使用されているか分からないため、
ＰＨＩＣＨ用リソース割当部１１は、ＰＣＦＩＣＨ用のリソースとして、各サブフレーム
内の先頭のＯＦＤＭシンボルを割り当てるように構成されている。
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【００１６】
具体的には、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、ＰＣＦＩＣＨ用リソース割当部
１１は、各サブフレーム内で、ＰＣＦＩＣＨ用のリソースとして、４個の「Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ（リソース要素グループ）」を割り当てるように構成

されている。
【００１７】
ここで、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」は、下りリンクにおける

制御チャネルに対して無線リソースを割り当てる最小単位である。具体的には、「Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」は、４個の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅ

ｎｔ（リソース要素）」によって構成されている。
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【００１８】
なお、ＰＣＦＩＣＨ用リソース割当部１１は、セルの識別情報（セルＩＤ）及びシステ
ム帯域幅を用いた計算によって、システム帯域幅全体にほぼ等間隔となるように、ＰＣＦ
ＩＣＨ用のリソースとして割り当てる４個の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒ

ｏｕｐ」を選択するように構成されている。
【００１９】
ＰＨＩＣＨ用リソース割当部１２は、各ＰＨＩＣＨグループに属する移動局ＵＥ宛ての
ＰＨＩＣＨ用のリソースを割り当てるように構成されている。
【００２０】
ＰＨＩＣＨ用リソース割当部１２は、「Ｎｏｒｍａｌ

Ｄｕｒａｔｉｏｎ」が適用され

ている場合、図３（ａ）に示すように、ＰＨＩＣＨ用のリソースとして、各サブフレーム
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内の先頭のＯＦＤＭシンボルを割り当てるように構成されている。
【００２１】
一方、ＰＨＩＣＨ用リソース割当部１２は、「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ

Ｄｕｒａｔｉｏｎ」

が適用されている場合、図３（ｂ）に示すように、ＰＨＩＣＨ用のリソースとして、各サ
ブフレーム内の先頭の３ＯＦＤＭシンボルを割り当てるように構成されている。
【００２２】
具体的には、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、ＰＨＩＣＨ用リソース割当部１
２は、各サブフレーム内で、ＰＨＩＣＨ用のリソースとして、３個の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を割り当てるように構成されている。
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【００２３】
なお、ＰＨＩＣＨ用リソース割当部１２は、セルの識別情報（セルＩＤ）及びＰＣＦＩ
ＣＨに割り当てられた「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
ｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を除く「Ｒｅ

Ｇｒｏｕｐ」の数を用いた計算によって、システム帯域

幅全体にほぼ等間隔となるように、ＰＨＩＣＨ用のリソースとして割り当てる３個の「Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を選択するように構成されている。

【００２４】
ＣＱＩ取得部１３は、移動局ＵＥから通知された下りリンクにおけるパイロット信号の
受信品質、具体的には、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ

Ｑｕａｌｉｔｙ

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

）を取得するように構成されている。
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【００２５】
ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、各移動局宛てのＰＤＣＣＨ用のリソースを割り当
てるように構成されている。
【００２６】
図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、ＰＤＣ
ＣＨ用のリソースとして、各サブフレーム内の先頭の最大で３ＯＦＤＭシンボル又は４Ｏ
ＦＤＭシンボルを割り当てるように構成されており、かかるＯＦＤＭシンボル数は、ＣＦ
Ｉにより制御される。
【００２７】
具体的には、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、ＣＦＩによって下りリンク制御チャ
ネル用に割り当てられたＯＦＤＭシンボルのうち、ＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨ用のリソ
ースとして割り当てられていないＲｅｓｏｕｒｃｅ

ｅｌｅｍｅｎｔ
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ｇｒｏｕｐを、Ｐ

ＤＣＣＨ用のリソースとして割り当てるように構成されている。
【００２８】
ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、各ＰＤＣＣＨに対して、「ＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ

Ｃｈａｎｎｅｌ

Ｅｌｅｍｅｎｔ、制御チャネル要素）」単位で、無線リソースを割

り当てるように構成されている。
【００２９】
ここで、ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに対して無線リソースを割り当てる最小単位であり、Ｐ
ＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨ用のリソースとして割り当てられていない「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
Ｅｌｅｍｅｎｔ
ｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」のうち、連続する複数の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｇｒｏｕｐ」、例えば、連続する９個の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍ

40

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」によって構成されている。
【００３０】
ＣＣＥを構成する「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

に順番付けされ、連続する９個の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｇｒｏｕｐ」は、以下のよう

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を

「ＣＣＥ」とする。
【００３１】
例えば、無線基地局ｅＮＢにおける送信アンテナ数が１又は２の場合で、かつ、「ＣＦ
Ｉ＝１」の場合には、１個のＲＢ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
内に、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｂｌｏｃｋ、リソースブロック）

Ｇｒｏｕｐ」＃０及び「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
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Ｇｒｏｕｐ」＃１が、図４に示すように配置されている。

【００３２】
ここで、ＲＢは、時間方向の７ＯＦＤＭシンボルと周波数方向の１２サブキャリアから
構成され、データチャネルに対して無線リソースを割り当てる最小単位である。具体的に
は、ＲＢは、８４（＝１２×７）個の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ」によって構

成されている。
【００３３】
また、無線基地局ｅＮＢにおける送信アンテナ数が１又は２の場合で、かつ、「ＣＦＩ
＝２」の場合には、１個のＲＢ内に、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ

」＃０乃至＃４が、図４に示すように配置されており、無線基地局ｅＮＢにおける送信ア

10

ンテナ数が１又は２の場合で、かつ、「ＣＦＩ＝３」の場合には、１個のＲＢ内に、「Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」＃０乃至＃７が、図４に示すように配置

されている。
【００３４】
一方、無線基地局ｅＮＢにおける送信アンテナ数が３又は４の場合で、かつ、「ＣＦＩ
＝１」の場合には、１個のＲＢ内に、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ

」＃０及び＃１が、図４に示すように配置されている。
【００３５】
また、無線基地局ｅＮＢにおける送信アンテナ数が３又は４の場合で、かつ、「ＣＦＩ
＝２」の場合には、１個のＲＢ内に、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ

20

」＃０乃至＃３が、図４に示すように配置されており、無線基地局ｅＮＢにおける送信ア
ンテナ数が３又は４の場合で、かつ、「ＣＦＩ＝３」の場合には、１個のＲＢ内に、「Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」＃０乃至＃６が、図４に示すように配置

されている。
【００３６】
各「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
ｅｍｅｎｔ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」は、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｇｒｏｕｐ」インデックス（例えば、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」＃０乃至＃７）によって特定されるように構成されている。「Ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」インデックスは、以下のような基準で割り当てら
30

れる。
【００３７】
（１）第１「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」に含まれる「Ｒｅｓｏｕ

ｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ」に対応するサブキャリアの最小の周波数が、第２「Ｒｅｓｏｕ

ｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」に含まれる「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

」に対応するサブキャリアの最小の周波数よりも小さい場合、第１「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を特定する「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

ｕｐ」インデックスの方が、第２「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
特定する「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏ

Ｇｒｏｕｐ」を

Ｇｒｏｕｐ」インデックスよりも小さい

。
40

【００３８】
（２）第１「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」に含まれる「Ｒｅｓｏｕ

ｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ」に対応するサブキャリアの最小の周波数と、第２「Ｒｅｓｏｕ

ｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」に含まれる「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

」に対応するサブキャリアの最小の周波数とが同じ場合には、第１「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」に含まれる「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

するＯＦＤＭシンボル番号が、第２「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
に含まれる「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

ｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」

Ｅｌｅｍｅｎｔ」に対応するＯＦＤＭシンボル番号より

も小さい場合に、第１「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ」に対応

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を特定する「

Ｇｒｏｕｐ」インデックスの方が、第２「Ｒｅｓｏ

Ｇｒｏｕｐ」を特定する「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎ
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Ｇｒｏｕｐ」インデックスよりも小さい。

【００３９】
なお、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」インデックスは、複数のＲ

Ｂに渡って割り当てられる場合、システム帯域内の最も小さい周波数のサブキャリアに対
応する「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ」を含むＲＢから通番で割り当てられる。

【００４０】
なお、ＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨに割り当て済みの「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
ｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」は、上述の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｅｌｅｍｅ

Ｇｒｏｕｐ」のイ

ンデックス付けには考慮されない。
10

【００４１】
上述のようにインデックス付けが行われた「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒ

ｏｕｐ」を先頭から９個ずつを１つのＣＣＥと定義し、順番にＣＣＥインデックスを割り
当てる。
【００４２】
例えば、ＣＣＥ＃０には、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

至＃８が該当し、ＣＣＥ＃１には、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｇｒｏｕｐ」＃０乃

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」

＃９乃至＃１７が該当する。
【００４３】
ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥから通知されたＣＱＩ（受信品質）に
基づいて、ＰＤＣＣＨに対してＣＣＥを何個連続で割り当てるかを示す「Ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ

20

Ｌｅｖｅｌ（集約レベル）」を決定するように構成されている。

【００４４】
ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、決定された「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅ

ｌ」に基づいて、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して、連続する複数のＣＣＥを割り当
てるように構成されている。
【００４５】
ここで、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」ごとに、割り当て可能なＣＣＥは決

められている。
【００４６】
例えば、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「ｎ」の場合には、ＰＤＣＣＨ用

30

リソース割当部１４は、ｎの倍数に対応するＣＣＥインデックスのＣＣＥを先頭とするｎ
個の連続するＣＣＥのみを、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して割り当てることができ
る。
【００４７】
図５の例では、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「１」の場合には、ＰＤＣ

ＣＨ用リソース割当部１４は、１の倍数に対応するＣＣＥ＃０、＃１…を先頭とする１個
の連続するＣＣＥ（例えば、ＣＣＥ＃０）を、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して割り
当てることができる。
【００４８】
また、図５の例では、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「２」の場合には、

40

ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、２の倍数に対応するＣＣＥ＃０、＃２…を先頭とす
る２個の連続するＣＣＥ（例えば、ＣＣＥ＃０及びＣＣＥ＃１）を、移動局ＵＥ宛てのＰ
ＤＣＣＨに対して割り当てることができる。
【００４９】
また、図５の例では、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「４」の場合には、

ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、４の倍数に対応するＣＣＥ＃０、＃４…を先頭とす
る４個の連続するＣＣＥ（例えば、ＣＣＥ＃０乃至ＣＣＥ＃３）を、移動局ＵＥ宛てのＰ
ＤＣＣＨに対して割り当てることができる。
【００５０】
さらに、図５の例では、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「８」の場合には
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、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、８の倍数に対応するＣＣＥ＃０、＃８…を先頭と
する８個の連続するＣＣＥ（例えば、ＣＣＥ＃０乃至ＣＣＥ＃７）を、移動局ＵＥ宛ての
ＰＤＣＣＨに対して割り当てることができる。
【００５１】
ここで、移動局ＵＥは、自身宛てのＰＤＣＣＨに対して、どのＣＣＥが割り当てられて
いるかについて、及び、どの「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が選択されている

のかについて分からないため、自身宛てのＰＤＣＣＨに対して割り当てられている可能性
のある全てのＣＣＥについて総当りでＰＤＣＣＨの復号を試行する必要があるため、上述
のような割り当て可能なＣＣＥの制約（Ｔｒｅｅ‑ｂａｓｅｄ構造）を設けることによっ
10

て、移動局ＵＥにおけるＰＤＣＣＨの復号の試行回数を低減することができる。
【００５２】
さらに、移動局ＵＥにおけるＰＤＣＣＨの復号の試行回数をより低減するために、ＰＤ
ＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥごとに、「ＵＥ個別サーチスペース（ＵＥ‑
ｓｐｅｃｉｆｉｃ

ｓｅａｒｃｈ

ｓｐａｃｅ、移動局ＵＥ専用のサーチスペース）」を

決定し、移動局ＵＥごとのＵＥ個別サーチスペース内で、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに
対して、ＣＣＥを割り当てるように構成されていてもよい。
【００５３】
図６に示すように、移動局ＵＥは、サーチスペース内で、具体的には、「共通サーチス
ペース（Ｃｏｍｍｏｎ

ｓｅａｒｃｈ

ｓｐａｃｅ）」、及び、かかる移動局ＵＥ専用の

サーチスペースとして決定されているＵＥ個別サーチスペース内で、ＰＤＣＣＨの復号を

20

試行するように構成されている。
【００５４】
ここで、共通サーチスペースは、使用可能な無線リソース内で、全移動局ＵＥがＰＤＣ
ＣＨを探索する（ＰＤＣＣＨの復号を試行する）ＣＣＥの範囲を示し、ＵＥ個別サーチス
ペースは、使用可能な無線リソース内で、各移動局ＵＥが各移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨ
を探索する（ＰＤＣＣＨの復号を試行する）ＣＣＥの範囲を示す。
【００５５】
なお、共通サーチスペースには、ダイナミック報知チャネルＤ‑ＢＣＨやページングチ
ャネルＰＣＨや「ＲＡＣＨ

Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」等の共通制御に用いられるデータチャネ

ルに対するＰＤＣＣＨが割り当てられる。共通サーチスペースは、ＣＣＥ＃０乃至ＣＣＥ
＃１５によって構成されており、共通サーチスペースの「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

30

Ｌｅ

ｖｅｌ」は、「４」又は「８」である。
【００５６】
また、ＵＥ個別サーチスペースには、対象の移動局ＵＥ宛ての上りスケジューリング情
報や下りスケジューリング情報が割り当てられる。
【００５７】
図６に示すように、共通サーチスペースと、特定の移動局ＵＥ用のＵＥ個別サーチスペ
ース（例えば、移動局ＵＥ＃５用のＵＥ個別サーチスペース）とが重複してもよい。
【００５８】
また、特定の移動局ＵＥ用のＵＥ個別サーチスペース同士（例えば、移動局ＵＥ＃１用

40

のＵＥ個別サーチスペースと移動局ＵＥ＃５用のＵＥ個別サーチスペース）が重複しても
よい。
【００５９】
また、かかるサーチスペースは、タイプ（共通サーチスペース又はＵＥ個別サーチスペ
ース）及び「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」によって異なる。

【００６０】
図７の例では、サーチスペースが「ＵＥ個別サーチスペース」であり、「Ａｇｇｒｅｇ
ａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「１」である場合、かかるサーチスペースのサイズは、６個

のＣＣＥに対応する大きさであり、かかるサーチスペース内で、ＰＤＣＣＨに対して割り
当て可能なＣＣＥ（１個のＣＣＥ）の候補の数は「６」である。
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【００６１】
また、サーチスペースが「ＵＥ個別サーチスペース」であり、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「２」である場合、かかるサーチスペースのサイズは、１２個のＣＣ

Ｅに対応する大きさであり、かかるサーチスペース内で、ＰＤＣＣＨに対して割り当て可
能なＣＣＥ（２個の連続するＣＣＥ）の候補の数は「６」である。
【００６２】
また、サーチスペースが「ＵＥ個別サーチスペース」であり、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「４」である場合、かかるサーチスペースのサイズは、８個のＣＣＥ

に対応する大きさであり、かかるサーチスペース内で、ＰＤＣＣＨに対して割り当て可能
10

なＣＣＥ（４個の連続するＣＣＥ）の候補の数は「２」である。
【００６３】
また、サーチスペースが「ＵＥ個別サーチスペース」であり、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ

Ｌｅｖｅｌ」が「８」である場合、かかるサーチスペースのサイズは、１６個のＣＣ

Ｅに対応する大きさであり、かかるサーチスペース内で、ＰＤＣＣＨに対して割り当て可
能なＣＣＥ（８個の連続するＣＣＥ）の候補の数は「２」である。
【００６４】
また、サーチスペースが「共通サーチスペース」であり、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」が「８」である場合、かかるサーチスペースのサイズは、１６個のＣＣＥに
対応する大きさであり、かかるサーチスペース内で、ＰＤＣＣＨに対して割り当てられる
20

ＣＣＥ（８個の連続するＣＣＥ）の候補の数は「２」である。
【００６５】
さらに、サーチスペースが「共通サーチスペース」であり、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」が「４」である場合、かかるサーチスペースのサイズは、１６個のＣＣＥ
に対応する大きさであり、かかるサーチスペース内で、ＰＤＣＣＨに対して割り当てられ
るＣＣＥ（４個の連続するＣＣＥ）の候補の数は「４」である。
【００６６】
なお、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥの識別情報（ＵＥ‑ＩＤ）と、
移動局ＵＥに対して決定された「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」と、使用可能な

無線リソースにおけるサブフレーム番号とに基づいて、移動局ＵＥ専用のサーチスペース
30

を一意に決定するように構成されていてもよい。
【００６７】
ただし、ＵＥ個別サーチスペースが、図８及び図９に示すように、複数の移動局ＵＥ同
士で重複している場合に、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４が、特定の移動局ＵＥ宛ての
ＰＤＣＣＨに対して、ＣＣＥ（無線リソース）を割り当てることができないケースが想定
される。
【００６８】
各ＰＤＣＣＨに順番にＣＣＥを割り当てていき、ｎ番目にＣＣＥを割り当てるＰＤＣＣ
ＨをＰＤＣＣＨ＃ｎと表記する。
【００６９】
例えば、図８のケースでは、ＰＤＣＣＨ＃ｎ‑１に対してＣＣＥが割り当てられた状態

40

では、ＣＣＥ＃２乃至ＣＣＥ９、及び、ＣＣＥ＃１３乃至ＣＣＥ＃１９が既に割り当てら
れており、ＰＤＣＣＨ＃ｎ（「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」＝１）に対するＵ

Ｅ個別サーチスペースが、ＣＣＥ＃４乃至ＣＣＥ＃９である場合には、ＰＤＣＣＨ用リソ
ース割当部１４は、ＰＤＣＣＨ＃ｎに対して、ＣＣＥを割り当てることができない。
【００７０】
また、図９のケースでは、ＰＤＣＣＨ＃ｎ‑１に対してＣＣＥが割り当てられた状態で
は、ＣＣＥ＃０、ＣＣＥ＃１、ＣＣＥ＃６乃至ＣＣＥ＃９、及び、ＣＣＥ＃１３乃至ＣＣ
Ｅ＃１９が既に割り当てられており、ＰＤＣＣＨ＃ｎ（「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅ

ｖｅｌ」＝４）に対するＵＥ個別サーチスペースが、ＣＣＥ＃０乃至ＣＣＥ＃７である場
合には、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、ＰＤＣＣＨ＃ｎに対して、ＣＣＥを割り当

50

(10)

JP 2010‑114780 A 2010.5.20

てることができない。
【００７１】
かかる理由は、Ｔｒｅｅ‑ｂａｓｅｄ構造のため、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は
、ＰＤＣＣＨ＃ｎ（「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」＝４）に対しては、ＣＣＥ

＃０乃至ＣＣＥ＃３、或いは、ＣＣＥ＃４乃至＃７しか割り当てることができないためで
ある。
【００７２】
したがって、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対す
るＣＣＥの割り当てに失敗した場合には、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
更し、変更した「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を変

Ｌｅｖｅｌ」に基づいて、移動局ＵＥ宛ての

10

ＰＤＣＣＨに対して、連続する複数のＣＣＥを割り当てるように構成されている。
【００７３】
例えば、図１０に示すように、ＰＤＣＣＨ＃ｎ‑１に対してＣＣＥが割り当てられた状
態で、ＣＣＥ＃２乃至ＣＣＥ９、及び、ＣＣＥ＃１３乃至ＣＣＥ＃１９が既に割り当てら
れており、ＰＤＣＣＨ＃ｎ（「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」＝１）に対するＵ

Ｅ個別サーチスペースが、ＣＣＥ＃４乃至ＣＣＥ＃９である場合には、ＰＤＣＣＨ用リソ
ース割当部１４は、ＰＤＣＣＨ＃ｎに対して、ＣＣＥを割り当てることができない。
【００７４】
かかる場合、図１１に示すように、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、「Ａｇｇｒｅ
ｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、「１」から「２」に変更することによって、ＰＤＣＣＨ

＃ｎ（「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

20

Ｌｅｖｅｌ」＝２）に対するＵＥ個別サーチスペース

が、ＣＣＥ＃８乃至ＣＣＥ＃１９に変更になる。
【００７５】
その結果、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、かかるＰＤＣＣＨ＃ｎに対して、ＣＣ
Ｅ＃１０及びＣＣＥ＃１１を割り当てることができるようになる。
【００７６】
かかる場合、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が変更されることで、移動局Ｕ

Ｅにおける受信品質も変わってしまうため、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥから通知さ
れるＣＱＩに基づいて、所要品質を満たすことができるように、下りリンクにおける送信
30

電力制御を併用するように構成されていてもよい。
【００７７】
また、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、第１に、共通ＤＣＩを送信するためのＰＤ
ＣＣＨ用のリソースとして、共通サーチスペース内のＣＣＥを割り当て、第２に、最も優
先度が高い移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対してＵＥ個別サーチスペース内のＣＣＥを割
り当て、第３に、他の移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対してＵＥ個別サーチスペース内の
ＣＣＥの割り当てを順次行うように構成されている。
【００７８】
ここで、後述するように、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、最も優先度が高い移動
局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥについての複数の割り当てパターンの中から、他
の移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの割り当てに失敗する数が最も少ないパタ
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ーンを採用し、採用したパターンに基づいて、全ての移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対す
るＣＣＥの割り当てを行うように構成されていてもよい。
【００７９】
ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して割り当てら
れたＣＣＥを構成する「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を、移動局Ｕ

Ｅ宛てのＰＤＣＣＨ用のリソースとして割り当てるように構成されている。
【００８０】
なお、その後、無線基地局ｅＮＢは、干渉のランダム化のために、移動局ＵＥ宛てのＰ
ＤＣＣＨ用のリソースについて、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
位で、インターリーブ処理を行ってもよい。

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」単
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【００８１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
図１２乃至図１３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作
について説明する。
【００８２】
第１に、図１２を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作例
１について説明する。
【００８３】
図１２に示すように、ステップＳ１０１において、無線地局ｅＮＢは、共通ＤＣＩを送
信するためのＰＤＣＣＨ（共通チャネル）用のリソースとして、共通サーチスペース内の

10

ＣＣＥを割り当てる。
【００８４】
ここで、共通サーチスペースは、ＣＣＥ＃０乃至ＣＣＥ＃１５によって構成されている
ため、共通チャネルの中で優先度の高いＰＤＣＣＨ（例えば、Ｄ‑ＢＣＨ用のＰＤＣＣＨ
等）から順番に、ＣＣＥインデックスの小さい方から順番に共通サーチスペース内のＣＣ
Ｅが割り当てられる。
【００８５】
なお、共通チャネルに対する「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」は、あらかじめ

固定値として設定されていてもよい。
20

【００８６】
ステップＳ１０２において、無線基地局ｅＮＢは、「ｎ＝１（ｎ＝１〜Ｎ）」とする。
ここで、「ｎ」は、共通ＤＣＩ以外のＵＥ個別ＤＣＩを送信するためのＰＤＣＣＨ（ＵＥ
個別チャネル）を優先度の高い順番に並べたときのインデックスである。
【００８７】
ステップＳ１０３において、無線基地局ｅＮＢは、各ＵＥ個別チャネルに対して、各移
動局ＵＥから通知されたＣＱＩに基づいて、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を

決定する。
【００８８】
そして、無線基地局ｅＮＢは、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」に基づ

いて決定されたｎ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に、ｎ番目のＵＥ個別チ
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ャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判定する。
【００８９】
共通チャネルに対して割り当てられているＣＣＥと衝突するために、ｎ番目のＵＥ個別
チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在しないと判定された場合、無線基地局ｅＮ
Ｂは、ステップＳ１０４において、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を１

段階変更する。かかる場合、例えば、無線基地局ｅＮＢは、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」を、それぞれ「１」、「２」、「４」、「８」から、「２」、「１」、「２
」、「４」に変更する。
【００９０】
ステップＳ１０５において、無線基地局ｅＮＢは、変更した「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
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Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｎ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に
、ｎ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判
定する。
【００９１】
存在すると判定された場合、本動作は、ステップＳ１０６に進み、存在しないと判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ１０８に進む。
【００９２】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１０６において、ｎ番目のＵＥ個別チャネルを、最も
優先度が高いＵＥ個別チャネル（Ｈｉｇｈｅｓｔ

ＰＤＣＣＨ）とする。ここで、ｎ番目

のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内においてｎ番目のＵＥ個別チャネルに対して割
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り当て可能なＣＣＥの候補をＣＣＥ＃ｍとする。その後、無線基地局ｅＮＢは、ステップ
Ｓ１０７において、「ｍ＝１」とする。
【００９３】
一方、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１０８において、ｎ番目のＵＥ個別チャネルの
送信を停止する。
【００９４】
ステップＳ１０９において、無線基地局ｅＮＢは、「ｎ」を「１」だけ増加させる、す
なわち、次に優先度が高いＵＥ個別チャネルを、最も優先度が高いＵＥ個別チャネル（ｎ
番目のＵＥ個別チャネル）とする。
10

【００９５】
ステップＳ１１０において、無線基地局ｅＮＢは、「ｎ≦Ｎ」が成立するか否かについ
て判定する。「ｎ≦Ｎ」が成立すると判定された場合には、本動作は、ステップＳ１０３
に戻り、「ｎ≦Ｎ」が成立しないと判定された場合には、本動作は、終了する。
【００９６】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１１１において、ｎ番目のＵＥ個別チャネルに対して
、ｎ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内におけるｍ番目の候補であるＣＣＥ＃
ｍを割り当て、ステップＳ１１２において、「ｕ＝ｎ＋１」とする。
【００９７】
ステップＳ１１３において、無線基地局ｅＮＢは、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｕ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に、
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ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判定
する。
【００９８】
存在すると判定された場合、本動作は、ステップＳ１１６に進み、存在しないと判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ１１４に進む。
【００９９】
ステップＳ１１４において、無線基地局ｅＮＢは、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」を変更する。
【０１００】
ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、１

つ小さな値に変更してもよい。ただし、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

30

Ｌｅｖｅｌ」

が「１」である場合には、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅ

ｖｅｌ」を「２」に変更してもよい。
【０１０１】
また、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、１つ

大きな値に変更してもよい。ただし、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」が

「８」である場合には、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖ

ｅｌ」を「４」に変更してもよい。
【０１０２】
また、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、「Ａ

40

Ｌｅｖｅｌ」の初期値よりも１つ大きな値に変更した後、更に、

ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在しないと判定された場合
に、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌ

ｅｖｅｌ」の初期値よりも１つ小さな値に変更してもよい。
【０１０３】
また、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、「Ａ

Ｌｅｖｅｌ」の初期値よりも１つ小さな値に変更した後、更に、

ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在しないと判定された場合
に、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

ｅｖｅｌ」の初期値よりも１つ大きな値に変更してもよい。

Ｌ
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【０１０４】
ステップＳ１１５において、無線基地局ｅＮＢは、変更した「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｕ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に
、ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判
定する。
【０１０５】
存在すると判定された場合、本動作は、ステップＳ１１６に進み、存在しないと判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ１１７に進む。なお、ステップＳ１１４及びステップＳ
１１５は、省略されていてもよい。
【０１０６】

10

ステップＳ１１６において、無線基地局ｅＮＢは、ｕ番目のＵＥ個別チャネル用のサー
チスペース内でｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥのうち、ＣＣＥ
インデックスが最も小さいＣＣＥを、ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当てる。
【０１０７】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１１７において、ｕ番目のＵＥ個別チャネルの送信を
停止し、ステップＳ１１８において、「ｕ」を「１」だけ増加させ、ステップＳ１１９に
おいて、「ｕ≦Ｎ」が成立するか否かについて判定する。
【０１０８】
「ｕ≦Ｎ」が成立すると判定された場合には、本動作は、ステップＳ１１３に戻り、「
ｕ≦Ｎ」が成立しないと判定された場合には、本動作は、ステップＳ１２０に進む。

20

【０１０９】
ステップＳ１２０において、無線基地局ｅＮＢは、ｎ番目以降のＵＥ個別チャネル（他
の移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨ）の中で、送信停止となったＵＥ個別チャネル（ＣＣＥの
割り当てに失敗したＰＤＣＣＨ）が存在するか否かについて判定する。
【０１１０】
存在しないと判定された場合、本動作は、ステップＳ１２１に進み、存在すると判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ１２２に進む。
【０１１１】
ステップＳ１２１において、無線基地局ｅＮＢは、今回のＵＥ個別チャネルに対するＣ
ＣＥの割り当てパターンを、当該サブフレームにおけるＵＥ個別チャネルに対するＣＣＥ
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の割り当てパターンとする。
【０１１２】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１２２において、「ｍ」を「１」だけ増加させ、ステ
ップＳ１１９において、「ｍ≦Ｍ」が成立するか否かについて判定する。
【０１１３】
「ｍ≦Ｍ」が成立すると判定された場合には、本動作は、ステップＳ１１１に戻り、「
ｍ≦Ｍ」が成立しないと判定された場合には、本動作は、ステップＳ１２４に進む。
【０１１４】
ステップＳ１２４において、無線基地局ｅＮＢは、Ｍ個のＵＥ個別チャネルに対するＣ
ＣＥの割り当てパターンの中から、送信停止となったＵＥ個別チャネル（ＣＣＥの割り当

40

てに失敗したＰＤＣＣＨ）の数が最も少ない割り当てパターンを、当該サブフレームにお
けるＵＥ個別チャネルに対するＣＣＥの割り当てパターンとする。
【０１１５】
ここで、無線基地局ｅＮＢは、Ｍ個のＵＥ個別チャネルに対するＣＣＥの割り当てパタ
ーンの中で、各ＵＥ個別チャネルの優先度を考慮して、当該サブフレームにおけるＵＥ個
別チャネルに対するＣＣＥの割り当てパターンを決定してもよい。
【０１１６】
例えば、無線基地局ｅＮＢは、送信停止となったＵＥ個別チャネル（ＣＣＥの割り当て
に失敗したＰＤＣＣＨ）の数が複数存在する場合には、かかる複数の割り当てパターンの
中で、送信停止となったＵＥ個別チャネルの中で最も優先度が高いＵＥ個別チャネルの優
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先度が最も低い割り当てパターンを、当該サブフレームにおけるＵＥ個別チャネルに対す
るＣＣＥの割り当てパターンとしてもよい。
【０１１７】
第２に、図１３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作例
２について説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムの動作例２について、上
述の本実施形態に係る移動通信システムの動作例１との相違点に着目して説明する。
【０１１８】
図１３に示すように、ステップＳ２０１において、無線地局ｅＮＢは、共通チャネル用
のリソースとして、共通サーチスペース内のＣＣＥを割り当てる。
10

【０１１９】
ステップＳ２０２において、無線基地局ｅＮＢは、「ｎ＝１（ｎ＝１〜Ｎ）」とし、「
ｋ＝０」とする。ここで、「ｎ」は、ＵＥ個別チャネルを優先度の高い順番に並べたとき
のインデックスである。
【０１２０】
ステップＳ２０３において、無線基地局ｅＮＢは、各ＵＥ個別チャネルに対して、各移
動局ＵＥから通知されたＣＱＩに基づいて、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を

決定する。
【０１２１】
そして、無線基地局ｅＮＢは、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」に基づ

いて決定されたｎ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に、ｎ番目のＵＥ個別チ

20

ャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判定する。
【０１２２】
存在しないと判定された場合、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２０４において、上述
の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を１段階変更する。かかる場合、例えば、無

線基地局ｅＮＢは、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を、それぞれ「１」、「２

」、「４」、「８」から、「２」、「１」、「２」、「４」に変更する。
【０１２３】
ステップＳ２０５において、無線基地局ｅＮＢは、変更した「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｎ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に
、ｎ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判

30

定する。
【０１２４】
存在すると判定された場合、本動作は、ステップＳ２０６に進み、存在しないと判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ２０８に進む。
【０１２５】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２０６において、ｎ番目のＵＥ個別チャネルを、最も
優先度が高いＵＥ個別チャネル（Ｈｉｇｈｅｓｔ
において、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

ＰＤＣＣＨ）とし、ステップＳ２０７

Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｎ番目

のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内でｎ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て
可能なＣＣＥのうち、ＣＣＥインデックス（候補インデックス）が最も小さいＣＣＥを、

40

ｎ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当てる。
【０１２６】
一方、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２０８において、ｎ番目のＵＥ個別チャネルの
送信を停止する。
【０１２７】
ステップＳ２０９において、無線基地局ｅＮＢは、「ｎ」を「１」だけ増加させる、す
なわち、次に優先度が高いＵＥ個別チャネルを、最も優先度が高いＵＥ個別チャネル（ｎ
番目のＵＥ個別チャネル）とする。
【０１２８】
ステップＳ２１０において、無線基地局ｅＮＢは、「ｎ≦Ｎ」が成立するか否かについ
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て判定する。「ｎ≦Ｎ」が成立すると判定された場合には、本動作は、ステップＳ２０３
に戻り、「ｎ≦Ｎ」が成立しないと判定された場合には、本動作は、終了する。
【０１２９】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２１１において、「ｕ＝ｎ＋１」とし、ステップＳ２
１２において、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｕ

番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に、ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割
り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判定する。
【０１３０】
存在すると判定された場合、本動作は、ステップＳ２１５に進み、存在しないと判定さ
10

れた場合、本動作は、ステップＳ２１３に進む。
【０１３１】
ステップＳ２１３において、無線基地局ｅＮＢは、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」を変更する。
【０１３２】
ここで、例えば、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ

」を、１つ小さな値に変更してもよい。ただし、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅ

ｖｅｌ」が「１」である場合には、無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ

Ｌｅｖｅｌ」を「２」に変更する。

【０１３３】
ステップＳ２１４において、無線基地局ｅＮＢは、変更した「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

20

Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｕ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内に
、ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥが存在するか否かについて判
定する。
【０１３４】
存在すると判定された場合、本動作は、ステップＳ２１５に進み、存在しないと判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ２１６に進む。
【０１３５】
ステップＳ２１５において、無線基地局ｅＮＢは、ｕ番目のＵＥ個別チャネル用のサー
チスペース内でｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥのうち、ＣＣＥ
インデックスが最も小さいＣＣＥを、ｕ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当てる。

30

【０１３６】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２１６において、ｕ番目のＵＥ個別チャネルの送信を
停止し、ステップＳ２１７において、「ｕ」を「１」だけ増加させ、ステップＳ２１８に
おいて、「ｕ≦Ｎ」が成立するか否かについて判定する。
【０１３７】
「ｕ≦Ｎ」が成立すると判定された場合には、本動作は、ステップＳ２１２に戻り、「
ｕ≦Ｎ」が成立しないと判定された場合には、本動作は、ステップＳ２１９に進む。
【０１３８】
ステップＳ２１９において、無線基地局ｅＮＢは、ｎ番目以降のＵＥ個別チャネル（他
の移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨ）の中で、送信停止となったＵＥ個別チャネル（ＣＣＥの

40

割り当てに失敗したＰＤＣＣＨ）が存在するか否かについて判定する。
【０１３９】
存在しないと判定された場合、本動作は、ステップＳ２２０に進み、存在すると判定さ
れた場合、本動作は、ステップＳ２２１に進む。
【０１４０】
ステップＳ２２０において、無線基地局ｅＮＢは、今回のＵＥ個別チャネルに対するＣ
ＣＥの割り当てパターンを、当該サブフレームにおけるＵＥ個別チャネルに対するＣＣＥ
の割り当てパターンとする。
【０１４１】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２２１において、「ｋ＜１」が成立するか否かについ
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て判定する。
【０１４２】
「ｋ＜１」が成立すると判定された場合には、本動作は、ステップＳ２２３に進み、「
ｋ＜１」が成立しないと判定された場合には、本動作は、ステップＳ２２２に進む。
【０１４３】
ステップＳ２２２において、無線基地局ｅＮＢは、Ｍ個のＵＥ個別チャネルに対するＣ
ＣＥの割り当てパターンの中から、送信停止となったＵＥ個別チャネル（ＣＣＥの割り当
てに失敗したＰＤＣＣＨ）の数が最も少ない割り当てパターンを、当該サブフレームにお
けるＵＥ個別チャネルに対するＣＣＥの割り当てパターンとする。
10

【０１４４】
ここで、無線基地局ｅＮＢは、Ｍ個のＵＥ個別チャネルに対するＣＣＥの割り当てパタ
ーンの中で、各ＵＥ個別チャネルの優先度を考慮して、当該サブフレームにおけるＵＥ個
別チャネルに対するＣＣＥの割り当てパターンを決定してもよい。
【０１４５】
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２２３において、上述の「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
Ｌｅｖｅｌ」に基づいて決定されたｎ番目のＵＥ個別チャネル用のサーチスペース内でｎ
番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当て可能なＣＣＥのうち、ＣＣＥインデックス（候
補インデックス）が最も大きいＣＣＥを、ｎ番目のＵＥ個別チャネルに対して割り当てる
。ステップＳ２２４において、「ｋ」を「１」だけ増加させる。

20

【０１４６】
すなわち、動作例２に示すように、無線基地局ｅＮＢは、当該サブフレームにおけるＵ
Ｅ個別チャネルに対するＣＣＥの割り当てパターンの候補を限定してもよい。
【０１４７】
具体的には、無線基地局ｅＮＢは、当該サブフレームにおけるＵＥ個別チャネルに対す
るＣＣＥの割り当てパターンを決定するに際して、最も優先度の高いＵＥ個別チャネル（
ｎ番目のＵＥ個別チャネル）に対して割り当てるＣＣＥの候補を、最も若番のＣＣＥイン
デックス及び最も老版のＣＣＥインデックスのＣＣＥに限定してもよい。
【０１４８】
例えば、最も優先度の高いＵＥ個別チャネルの「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ

」が「２」であり、最も優先度の高いＵＥ個別チャネル用のＵＥ個別サーチスペースが「

30

ＣＣＥ＃２乃至ＣＣＥ＃１１」である場合に、当該サブフレームにおけるＵＥ個別チャネ
ルに対するＣＣＥの割り当てパターンの候補として、ＣＣＥ＃２及びＣＣＥ＃３、ＣＣＥ
＃４及びＣＣＥ＃５、ＣＣＥ＃６及びＣＣＥ＃７、ＣＣＥ＃８及びＣＣＥ＃９、ＣＣＥ＃
１０及びＣＣＥ＃１１のいずれかを最も優先度の高いＵＥ個別チャネルに対して割り当て
る６つの割り当てパターンが想定される。
【０１４９】
しかしながら、処理量を減らすために、当該サブフレームにおけるＵＥ個別チャネルに
対するＣＣＥの割り当てパターンの候補を、ＣＣＥ＃２及びＣＣＥ＃３、ＣＣＥ＃１０及
びＣＣＥ＃１１のいずれかを最も優先度の高いＵＥ個別チャネルに対して割り当てる２つ
の割り当てパターンに限定してもよい。

40

【０１５０】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、ＵＥ個別ＤＣＩを送信する
ためのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの割り当てに失敗した場合には、「Ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を変更して、再度、ＵＥ個別ＤＣＩを送信するためのＰＤＣＣＨに対

するＣＣＥの割り当てを行うことができる。
【０１５１】
また、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、全ての「Ａｇｇｒｅ
ｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」及び全てのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの割り当ての組み合わ

せを試行する必要が無いため、当該サブフレームにおけるＵＥ個別チャネルに対するＣＣ
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Ｅの割り当てパターンを、効率的に探索することができる。
【０１５２】
以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【０１５３】
本実施形態の第１の特徴は、ＰＤＣＣＨに対して、使用可能な無線リソース内の連続す
る複数の「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」からなるＣＣＥを割り当て

るように構成されている無線基地局ｅＮＢであって、移動局ＵＥから通知されたＣＱＩに
基づいて、ＰＤＣＣＨに対してＣＣＥを何個連続で割り当てるかを示す「Ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」を決定するように構成されており、決定された「Ａｇｇｒｅｇａ

ｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」に基づいて、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して、連続する複

10

数のＣＣＥを割り当てるように構成されており、割り当てられたＣＣＥを構成する「Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」を、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨ用のリソ

ースとして割り当てるように構成されているＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４とを具備し
、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの割
り当てに失敗した場合には、変更された「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」に基づ

いて、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して、連続する複数のＣＣＥを割り当てるように
構成されていることを要旨とする。
【０１５４】
本実施形態の第１の特徴において、移動局ＵＥ専用のサーチスペースは、使用可能な無
線リソース内で、各移動局ＵＥが各移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨを探索するＣＣＥの範囲

20

を示し、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥ専用のサーチスペースを決定し
、移動局ＵＥ専用のサーチスペース内で、移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対して、ＣＣＥ
を割り当てるように構成されていてもよい。
【０１５５】
本実施形態の第１の特徴において、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、移動局ＵＥの
識別情報と、移動局ＵＥに対して決定された「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ

Ｌｅｖｅｌ」と

、使用可能な無線リソースにおけるサブフレーム番号とに基づいて、移動局ＵＥ専用のサ
ーチスペースを決定するように構成されていてもよい。
【０１５６】
本実施形態の第１の特徴において、ＰＤＣＣＨ用リソース割当部１４は、最も優先度が

30

高い移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの割り当ての後、他の移動局ＵＥ宛ての
ＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの割り当てを順次行うように構成されており、ＰＤＣＣＨ用リ
ソース割当部１４は、最も優先度が高い移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥにつ
いての複数の割り当てパターンの中から、他の移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対するＣＣ
Ｅの割り当てに失敗する数が最も少ないパターンを採用し、採用したパターンに基づいて
、全ての移動局ＵＥ宛てのＰＤＣＣＨに対するＣＣＥの割り当てを行うように構成されて
いてもよい。
【０１５７】
なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施され
てもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されて
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もよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【０１５８】
ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（ＲａｎｄｏＭＳＣｃｅｓｓ
フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
ｒａｓａｂｌｅ

Ｏｎｌｙ

ｏｎｉｃａｌｌｙ

Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
Ｅｒａｓａｂｌｅ

Ｍｅｍｏｒｙ）や、

Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（Ｅ

ａｎｄ

ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒ
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

ＲＯＭ）や

、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ‑ＲＯＭといった任意
形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０１５９】
かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
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ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かかる
記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地
局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【０１６０】
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示

10

説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる下りリンク用のフ
レーム構造を説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいてＰＤＣＣＨに割り当て
るリソースの最小単位のＣＣＥ及び「Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ

Ｇｒｏｕｐ」

のインデックス付けについて説明するための図である。
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【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいてＰＤＣＣＨにリソース
を割り当てる際の制約について説明するための図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて移動局によってＰＤＣ
ＣＨの復号が試行されるサーチスペースのサイズについて説明するための図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて移動局によってＰＤＣ
ＣＨの復号が試行されるサーチスペースについて説明するための図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいてＰＤＣＣＨ用リソース
の割り当てが失敗する例について説明するための図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいてＰＤＣＣＨ用リソース
の割り当てが失敗する例について説明するための図である。
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【図１０】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおけるＰＤＣＣＨ用リソー
スの割り当ての失敗を回避する方法について説明するための図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおけるＰＤＣＣＨ用リソー
スの割り当ての失敗を回避する方法について説明するための図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すフローチャート
である。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
【０１６２】
ＵＥ…移動局
ｅＮＢ…無線基地局
１１…ＰＣＦＩＣＨ用リソース割当部
１２…ＰＨＩＣＨ用リソース割当部
１３…ＣＱＩ取得部
１４…ＰＤＣＣＨ用リソース割当部
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