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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおいて、
　前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を、同時に設定しうる複数種類のフィードバック方式のいずれかに基づいて
基地局装置に送信し、
　前記基地局装置は、前処理を施した下りリンク信号と、前記前処理に利用した系列を表
す送信信号前処理系列確認情報であって、前記送信信号前処理系列確認情報により表わさ
れる送信信号前処理情報は、前記複数種類のフィードバック方式のうちの一部の方式で送
信されたものに対応する送信信号前処理系列確認情報とを、前記移動局装置に送信するこ
とを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける移動局装置であって、
　前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を、同時に設定しうる複数種類のフィードバック方式のいずれかに基づいて
基地局装置に送信し、
　前記基地局装置が送信する、前処理を施した下りリンク信号と、前記前処理に利用した
系列を表す送信信号前処理系列確認情報を受信し、前記送信信号前処理系列確認情報によ
り表わされる送信信号前処理情報は、前記複数種類のフィードバック方式のうちの一部の
方式で送信されたものに対応して前記下りリンク信号を復調処理することを特徴とする移
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動局装置。
【請求項３】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける基地局装置であって、
　送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィードバック情報であっ
て、同時に設定しうる複数種類のフィードバック方式のいずれかに基づいて前記移動局装
置が送信したフィードバック情報を受信し、前処理を施した下りリンク信号と、前記前処
理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報であって、前記送信信号前処理系列
確認情報により表わされる送信信号前処理情報は、前記複数種類のフィードバック方式の
うちの一部の方式で送信されたものに対応する送信信号前処理系列確認情報とを、前記移
動局装置に送信することを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　前記一部の方式について、前記方式を指定する信号が前記移動局装置から前記基地局装
置へ通知されることを特徴とする請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項５】
　前記一部の方式について、前記方式を指定する信号が前記移動局装置から前記基地局装
置へ通知されることを特徴とする請求項２に記載の移動局装置。
【請求項６】
　前記一部の方式について、前記方式を指定する信号が前記移動局装置から前記基地局装
置へ通知されることを特徴とする請求項３に記載の基地局装置。
【請求項７】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける通信方法であって、
　前記移動局装置が、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を、同時に設定しうる複数種類のフィードバック方式のいずれかに基づいて
基地局装置に送信するステップと、
　前記基地局装置が、前処理を施した下りリンク信号と、前記前処理に利用した系列を表
す送信信号前処理系列確認情報であって、前記送信信号前処理系列確認情報により表わさ
れる送信信号前処理情報は、前記複数種類のフィードバック方式のうちの一部の方式で送
信されたものに対応する送信信号前処理系列確認情報とを、前記移動局装置に送信するス
テップと、を有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項８】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおいて、
　前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を同時に設定されうる複数種類のフィードバック方式に基づいて基地局装置
に送信し、
　前記基地局装置は、下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信するとと
もに、前記前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号と
ともに移動局装置へ送信し、
　前記送信信号前処理系列確認情報は、前記複数のフィードバック方式のうちのいずれの
方式で送信された送信信号前処理情報に対応するかを表す情報を含むことを特徴とする移
動通信システム。
【請求項９】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける移動局装置であって、
　送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィードバック情報を同時
に設定されうる複数種類のフィードバック方式に基づいて基地局装置に送信し、
　前記基地局装置から、下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信すると
ともに、前記前処理に利用した系列を表し、記複数のフィードバック方式のうちのいずれ
の方式で送信された送信信号前処理情報に対応するかを表す情報を含む送信信号前処理系
列確認情報を下りリンク信号とともに受信することを特徴とする移動局装置。
【請求項１０】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける基地局装置であって、
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　前記移動局装置から、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィ
ードバック情報を同時に設定されうる複数種類のフィードバック方式に基づいて送信され
た情報を受信し、下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信するとともに
、前記前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報であって、前記複数のフ
ィードバック方式のうちのいずれの方式で送信された送信信号前処理情報に対応するかを
表す情報を含む下りリンク信号とともに移動局装置へ送信することを特徴とする基地局装
置。
【請求項１１】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける通信方法であって、
　前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を同時に設定されうる複数種類のフィードバック方式に基づいて基地局装置
に送信するステップと、
　前記基地局装置は、下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信するとと
もに、前記前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号と
ともに移動局装置へ送信し、前記送信信号前処理系列確認情報は、前記複数のフィードバ
ック方式のうちのいずれの方式で送信された送信信号前処理情報に対応するかを表す情報
を含むステップと、を有することを特徴とする通信方法。
【請求項１２】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおいて、
　前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を基地局装置に送信し、前記フィードバック情報は、同時に設定されうる複
数種類のフィードバック方式に基づいて送信され、
　前記基地局装置は下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信し、前記前
処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号とともに移動局
装置へ送信し、
　前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされる前記前処理に利用した系列は、移
動局装置から基地局装置へ送信された複数の送信信号前処理情報の中から、送信もしくは
受信された時刻情報と、前記フィードバック方式の違いと、送信信号前処理情報が対応す
る周波数チャネルの広さのうち一つ以上を利用して算出される優先度が最も高いもの採用
することを特徴とする移動通信システム。
【請求項１３】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける移動局装置であって、
　前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を基地局装置に送信し、前記フィードバック情報は、同時に設定されうる複
数種類のフィードバック方式に基づいて送信し、
　前記基地局装置において、下りリンク信号に前処理を施して送信されるとともに、前記
前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号とともに送信
された情報を受信し、前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされる前記前処理に
利用した系列は、移動局装置から基地局装置へ送信された複数の送信信号前処理情報の中
から、送信もしくは受信された時刻情報と、前記フィードバック方式の違いと、送信信号
前処理情報が対応する周波数チャネルの広さのうち一つ以上を利用して算出される優先度
が最も高いもの採用することを特徴とする移動局装置。
【請求項１４】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける基地局装置であって、
　移動局装置が、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィードバ
ック情報であって、同時に設定されうる複数種類のフィードバック方式に基づいて送信さ
れた情報を受信し、
　下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信するとともに、前記前処理に
利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号とともに移動局装置へ
送信し、前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされる前記前処理に利用した系列
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は、移動局装置から基地局装置へ送信された複数の送信信号前処理情報の中から、送信も
しくは受信された時刻情報と、前記フィードバック方式の違いと、送信信号前処理情報が
対応する周波数チャネルの広さのうち一つ以上を利用して算出される優先度が最も高いも
の採用することを特徴とする基地局装置。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の優先度は、前記送信された時刻からの時間経過に従って低く設定さ
れることを特徴とする移動通信システム。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の優先度は、前記送信された時刻からの時間経過に従って低く設定す
ることを特徴とする移動局装置。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の優先度は、前記送信された時刻からの時間経過に従って低く設定す
ることを特徴とする基地局装置。
【請求項１８】
　前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされる前記前処理に利用した系列は、送
信もしくは受信された時刻からの一定時間の経過をもってその対応が解除されることを特
徴とする請求項１２に記載の移動通信システム。
【請求項１９】
　前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされる前記前処理に利用した系列は、送
信もしくは受信された時刻からの一定時間の経過をもってその対応が解除されることを特
徴とする請求項１３に記載の移動局装置。
【請求項２０】
　前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされる前記前処理に利用した系列は、送
信もしくは受信された時刻からの一定時間をもってその対応が解除されることを特徴とす
る請求項１４に記載の基地局装置。
【請求項２１】
　基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおける通信方法であって、
　移動局装置が、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィードバ
ック情報を基地局装置に送信し、前記フィードバック情報は、同時に設定されうる複数種
類のフィードバック方式に基づいて送信するステップと、
　前記基地局装置が、下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信し、前記
前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号とともに移動
局装置へ送信するステップとを含み、前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされ
る前記前処理に利用した系列は、移動局装置から基地局装置へ送信された送信信号前処理
情報のうち、送信もしくは受信された時間と、前記フィードバック方式の違いと、送信信
号前処理情報が適用される周波数チャネルの広さのいずれかを利用した優先度に基づいて
決定することを特徴とする移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置が、基地局装置から受信した信号の受信品質を測定し、受信品質
情報を基地局装置へ送信する移動通信システム、この移動通信システムに適用される基地
局装置、移動局装置および移動通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）は、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　Ａｃｃｅｓｓ）とＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）を発展させたネットワークを基本した携帯電話システムの
仕様を検討・作成を行うプロジェクトである。３ＧＰＰではＷ－ＣＤＭＡ方式が第３世代
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セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速
度を更に上げたＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　
Ａｃｃｅｓｓ）も標準化され、サービスが開始されている。３ＧＰＰでは、第３世代無線
アクセス技術の進化（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ：　以下、Ｅ－ＵＴＲＡと称する）が検討されている。
【０００３】
　Ｅ－ＵＴＲＡにおける下りリンク通信方式として、互いに直交するサブキャリアを用い
てユーザ多重化を行うＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が提案されている。また、ＯＦＤＭＡ方式において、チ
ャネル符号化等の適応無線リンク制御に基づく適応変復調・誤り訂正方式（ＡＭＣＳ：Ａ
ｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）といっ
た技術が適用されている。ＡＭＣＳとは、高速パケットデータ伝送を効率的に行うために
、各移動局装置の伝播路状況に応じて、誤り訂正の符号化率、データ変調多値数などの無
線伝送パラメータを切り替える方式である。例えば、データ変調については、伝播路状況
が良好になるに従って、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋ
ｅｙｉｎｇ）変調から、１６ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ）変調、６４ＱＡＭ変調など、より高い変調効率の多値変調方式に切り
替えることで、移動通信システムの最大スループットを増大させることができる。変調方
式と符号化率との組み合わせはＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｄｉｎｇ Ｓ
ｃｈｅｍｅ）と呼ばれる。
【０００４】
　ＯＦＤＭＡにおいて、通信可能な領域を物理的にサブキャリアに対応する周波数領域と
時間領域において分割することができる。この分割領域をいくつかにまとめたものはリソ
ースブロックと呼ばれ、ひとつ、または、いくつかのリソースブロックを各移動局装置へ
割り振り、複数の移動局装置を多重化した通信が行われる。
【０００５】
　基地局装置と各移動局装置とが、その要求に応じた最適な品質・速度での通信を行うた
めには、各移動局装置の各サブキャリアにおける受信品質を考慮したリソースブロック割
り当ておよび伝送方式の決定が必要である。伝送方式やスケジューリングは基地局装置が
行うこと、また、周波数分割複信（ＦＤＤ：　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｄｕｐｌｅｘ）においては下りリンクの伝搬路の状況は該当する移動局装置のみ知ること
ができることから、この要求を実現するために、各移動局装置は基地局装置に対して受信
品質のフィードバックを行うことが必要となる。
【０００６】
　また、Ｅ－ＵＴＲＡにおいては通信路容量を増大するために、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）を利用したＳＭ（Ｓｐａｃｅ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：空間多重）技術や、ＳＦＢＣ（Ｓｐａｃｅ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｂｌｏｃｋ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）などの送信ダイバーシティの利用が提案されてい
る。ＭＩＭＯを利用すると、マルチパスの影響で空間として複数の伝播路を形成し複数の
情報を多重化して送信すること、複数の送信アンテナの電力を受信側で合成し、受信利得
を得ることが可能となる。ここではこれらを総括してＭＩＭＯと呼ぶ。Ｅ－ＵＴＲＡでは
、下りリンクにおいてＭＩＭＯによるＳＭおよび送信ダイバーシティの利用が想定されて
おり、どの方式によって通信を行うかは、基地局装置および移動局装置間における伝播路
状況を考慮し決定される。ＭＩＭＯ・ＳＭの利用時においては、各アンテナから送信され
る複数の空間多重系列を分離処理しやすくするために、予め送信信号系列を基地局装置に
おいて前処理することが検討されている。この送信信号前処理の情報についても基地局装
置では算出することができないため、各移動局装置は、基地局装置に送信信号前処理情報
をフィードバックしなければならない。
【０００７】
　前述の受信品質情報は、移動局装置における受信・復調動作に最適なＭＣＳに対応した
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情報であり、基地局装置はこれを基に下りリンク信号の変調方式と符号化率を決定する。
さらに、この値は送信信号前処理の系列に依存して変化するため、受信品質情報は送信信
号前処理情報と対応付けられてフィードバックされる。ここでは、受信品質情報と送信信
号前処理情報とを併せてフィードバック情報と呼ぶことにする。
【０００８】
　これらのフィードバック情報を送信する方法（以下、「モード」と呼ぶ）について、Ｅ
－ＵＴＲＡではいくつかの方法が検討されている。大きく分類すると、チャネルによる分
類（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ）、送信頻度による分類（一度きりの送信か、複数回の送信
か）、送信される情報の周波数粒度による分類などがある。
【０００９】
＜チャネルによる分類＞
　フィードバック情報を利用するチャネルについて、物理的特性の異なる複数のチャネル
を利用することが可能であり、このチャネルの候補としてＥ－ＵＴＲＡではＰＵＣＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）とＰＵＳＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）の利用が検討されている。
ＰＵＣＣＨはＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ｐｏｓｉｔｉｖｅ ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ, ｎｅｇａ
ｔｉｖｅ ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）などのような制御情報を送信することを主な目的と
して設計されたチャネルである。Ｅ－ＵＴＲＡではこれを容量２０ビット程度として設計
している。また、ＰＵＣＣＨは符号拡散を利用することなどにより干渉に対する特性がよ
く、信頼性が高くなるよう設計される。ＰＵＳＣＨは主にデータを送信することを目的と
して設計されたチャネルであり、割り当てられたリソースの大きさに依存して１００ビッ
トオーダーの情報を送信することが可能であり、また、ＡＭＣＳによって変調方式や符号
化率を伝搬路に応じて変更することも可能である。受信品質情報及び送信信号前処理情報
のフィードバックに関して、粗い情報を送信する場合はＰＵＣＣＨを、詳細な情報を送信
する場合はＰＵＳＣＨを利用することが想定され、リソースの空き状況などに応じてその
特性に見合ったチャネルが利用される。
【００１０】
＜送信頻度による分類＞
　受信品質情報及び送信信号前処理情報は、伝搬路の状況に依存して決定されるため、伝
搬路の変動に応じて周期的に移動局装置から基地局装置へ送信されることが望ましい。そ
して、これらの情報を送信するためのリソースは、基地局装置からの一度のオペレーショ
ンで割り当てられることがオーバーヘッドの削減の観点からも望ましい。このオペレーシ
ョンで、その時点から継続した複数個のリソースを割り当てられるモードを周期的（peri
odic）割り当てと呼ぶ。
【００１１】
　一方、リソースの周期的割り当てがされていない場合や、このモードで得られたフィー
ドバック情報が柔軟な周波数スケジュールに対して不十分である場合などにおいて、特定
のタイミングでフィードバックを要求したい場合もある。これに対して、基地局装置は、
移動局装置に対して、指定したリソースを用いて、一度だけ受信品質情報及び送信信号前
処理情報を送信するよう要求することができる。このオペレーションで割り当てられるリ
ソースを利用した受信品質情報及び送信信号前処理情報をフィードバックするモードを非
周期的（Aperiodic）割り当てと称する。
【００１２】
＜周波数粒度による分類＞
　下りリンク信号に適用する変調方式および前処理は、ＯＦＤＭにおけるサブキャリア単
位で、つまり処理系の最小単位に対して適用されることが特性向上の面からも望ましい。
しかしながら、その計算の粒度が詳細すぎると、移動局装置から基地局装置へ送信する情
報量が大きくなりすぎるため、リソースの不足を招くおそれがある。さらに、隣接するサ
ブキャリアは伝搬路の状況に相関が高く、全てのサブキャリア毎にフィードバックするこ
とはリソースの無駄使いになる。そこで、連続するサブキャリア、もしくはリソースブロ
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ックを決められた個数でグループ化させ（これを「サブバンド」と呼ぶ）、それらに対し
てひとつの情報をフィードバックすることがオーバーヘッド削減のためには有効となる。
Ｅ－ＵＴＲＡでは、これを実現する方法として、基地局装置により制限がなされたサブバ
ンド群のうち、
（１）このすべてに適用できる一つの受信品質情報（これを「ワイドバンド受信品質情報
」と呼ぶ。）と一つの送信信号前処理情報（これを「ワイドバンド送信信号前処理情報」
と呼ぶ。）をフィードバックする、
（２）移動局装置によって選択された、いくつかのサブバンドに適用する一つの受信品質
情報および送信信号前処理情報と、そのサブバンドの位置情報をフィードバックする、
（３）サブバンドのそれぞれに対して一つの受信品質情報と送信信号前処理情報とを送信
する、
などの種々のフィードバックモードが検討されている。これらの（１）（から（３）まで
の３つを任意に組み合わせで利用することも可能である。これらによりフィードバックさ
れる受信品質情報および送信信号前処理情報は、対象となるサブバンドが少なければ少な
いほど、その周波数バンドに特化した値となるため特性が向上するという特徴がある。
【００１３】
　上記（１）から（３）までを適切に組み合わせて利用することにより、基地局装置は、
下りリンクの通信に最適な受信品質情報および送信信号前処理情報を得ることができる。
ここでは、上記の分類の組み合わせなどにより定義される受信品質情報と送信信号前処理
情報のフィードバック方法をフィードバックモードと呼ぶ。基地局装置は、これらのフィ
ードバック情報を参考とし、下りリンクのデータ信号に前処理を施し、受信品質情報に応
じた変調方式・符号化率を適用して移動局装置に送信する。このとき、移動局装置は、具
体的に施された前処理を知らなければ、下りリンクデータを正しく復調することができな
い。このため、下りリンクのデータ信号に施された前処理情報は、この下りリンクデータ
と同時に送信される制御情報に含めて送信される。
【００１４】
　もし、サブバンド毎に一つの送信信号前処理情報を送信すると、下りリンクに割り当て
られたサブバンド数に応じて必要な送信信号前処理情報の数が異なるという問題点がある
。その結果、下りリンク制御情報のフォーマットが可変サイズとなってしまい、移動局装
置でそのフォーマットを識別するための機構が複雑になってしまう。さらに、下りリンク
のリソースブロック割り当て数に応じて、送信信号前処理情報の通知に必要なビット数が
増大してしまい、下りリンク制御情報を送信するチャネルのオーバーヘッドが大きくなっ
てしまうという問題があった。
【００１５】
　上記の問題を解決するために、基地局装置は、移動局装置からフィードバックされた最
新の送信信号前処理情報を利用して、ダウンリンク信号の前処理を行ったことを表す情報
（以下、これを「送信信号前処理系列確認情報」と呼ぶ。）を、下りリンク制御情報に含
めて送信することが提案されている（下記非特許文献１参照）。この情報は、１ビットで
表現することが可能であり、下りリンク制御情報に明示的に送信信号前処理情報を含める
場合に問題となっていた、フォーマット複雑化の問題と、ビット数増加の問題との両方を
解決することができる。さらに、この方式を用いる場合には、送信信号前処理情報をフィ
ードバックする際にエラーが生じると、送信信号前処理系列確認情報が表す送信信号前処
理情報が基地局装置と移動局装置で異なってしまう問題がある。これを避けるために送信
信号前処理情報にエラー検出情報を付与し、基地局装置が誤りを検出した場合には、移動
局装置と基地局装置であらかじめ決められた前処理を行うことが提案されている。
【００１６】
　さらに、送信信号系列数情報のフィードバックにおいてエラーが生じた際の柔軟性のた
めに、下りリンク制御情報に、一つの送信信号前処理情報を送信できることが提案されて
いる。このとき、移動局装置は任意の送信信号前処理情報を利用できるため、下りリンク
の通信に柔軟性を持たせることができる（下記非特許文献２参照）。
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【非特許文献１】“PMI Downlink Signaling and Downlink PDCCH Format”, 3GPP TSG R
AN WG1 #49bis, R1-073077
【非特許文献２】“MIMO Related DL Control Signalling”, 3GPP TSG-RAN WG1 #51, R1
-074844
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、上述したような背景技術においては、常に最新にフィードバックされた
送信信号前処理情報が有効となるため、複数の送信信号前処理情報フィードバックモード
が存在する状況や、複数のサブフレームにわたり、レポートすべき情報が分割して送信さ
れる場合においては、最近にフィードバックされた受信品質情報および送信信号前処理情
報を利用することが必ずしも適切ではない。これについて図１１から図１４までを参照し
ながら説明する。
【００１８】
　図１３及び図１４は、この例において同時に利用される２つのフィードバックモード（
モード１、モード２）を示している。ここで、システムが利用可能であるサブバンド数は
１０個（１から１０まで）とし、サブバンド３から８までがフィードバックの対象として
基地局装置に設定されている。そして、フィードバックする情報は、受信品質情報および
送信信号前処理情報のみを記載している。
【００１９】
　図１３は、PUCCHを用いたフィードバックモードを示すものであり、ワイドバンド受信
品質情報、ワイドバンド送信信号前処理情報（１３０１）、そしていくつかのサブバンド
受信品質情報、サブバンド送信信号前処理情報と、その選択されたサブバンドの位置情報
を送信することができる。サブバンド受信品質情報およびサブバンド送信信号前処理情報
とは、連続するサブバンドをいくつかにまとめたもの（ここでは「サブバンドグループ」
と呼ぶ。１３０２～１３０４）のうち、移動局装置が任意に選択したサブバンドに対して
計算した受信品質情報および送信信号前処理情報のことである。この例においては、簡単
のため、各サブバンドグループは２つのサブバンドから構成され、その中の１つのサブバ
ンドが移動局装置に選択され、サブバンド受信品質情報およびサブバンド送信信号前処理
情報がフィードバックされるものとしている。
【００２０】
　PUCCHによるフィードバックは、送信可能なビット数の制限からすべての情報を一括し
て送信することができない。このため、ワイドバンドに対するフィードバック（１３０１
）、及び、各サブバンドグループ（サブバンドグループA １３０２、サブバンドグループ
B １３０３およびサブバンドグループC １３０４）に対するフィードバックは、それぞれ
異なるサブフレームを用いて実施される。本明細書では、このフィードバックモードをモ
ード１と呼ぶ。
【００２１】
　図１４は、PUSCHにおいて各サブバンドの情報を一括で送信できるフィードバックモー
ドを示した図であり、送信信号前処理情報は、各サブバンドに対応したものを、そのサブ
バンドの個数だけ送信できる。受信品質情報については、ビット数を削減するためにワイ
ドバンドの値一つと、ワイドバンドの値からの差分値に相当する値をサブバンドことに送
信することも可能であるが、送信の効率化に関する手法に関しては任意に用いることがで
きるためここでは説明を省略する。これらは一つのサブフレームにおいて一括で送信され
る。ここでは、このフィードバックモードをモード２と呼ぶ。
【００２２】
　図１３および図１４で示したフィードバックモードの例は、簡単のため、一つのサブバ
ンド（もしくはワイドバンド）に対応する受信品質情報の個数は１つとした。これに対し
て、MIMO・SMによって複数の系列を空間多重する場合に、それぞれに異なるMCSを適用す
る目的で複数の受信品質情報を送信する場合にも適用できる。
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【００２３】
　図１１は、上記非特許文献１に従った移動局装置と基地局装置とにおけるシーケンスを
示す図であり、送信信号前処理系列確認情報を伴って送信される下りリンク信号は、どの
時点でフィードバックされた送信信号前処理情報に対応するかを示している。ここでは、
送受された送信信号前処理情報が、基地局装置および移動局装置において送信信号前処理
系列確認情報の解釈として利用されることを「送信信号前処理系列確認情報への適用」も
しくは、単に「適用」と呼ぶ。図１１において、符号１１１０は、送信信号前処理系列確
認情報とともに下りリンク信号が送信された場合にどのサブバンドにどの送信信号前処理
情報を利用するか判断するために基地局装置と移動局装置とで管理される送信信号前処理
情報のテーブルであり、フィードバック情報の送受のタイミングに応じて変化する。ここ
ではフィードバック情報に対する処理遅延などは考慮しておらず、適用のタイミングに一
定のオフセットが存在してもよい。符号１１１０におけるＷは、そのサブフレームにおい
て送信されたワイドバンドの送信信号前処理情報が適用されることを示し、Ｓはサブバン
ド送信信号前処理情報が適用されることを示している。そして、これらを起点に下向きに
記載されている矢印は、これらの送信信号前処理情報が継続的に適用される期間を示して
いる。
【００２４】
　図１１に示す例では、サブフレーム１から１６まで、３サブフレームの周期でモード１
でのフィードバックを行うためのリソースが与えられており、このリソースを用いたフィ
ードバックが行われる。また、サブフレーム１０では、モード２によるフィードバックが
行われる。以下、各サブフレームにおける詳細な動作を解説する。
【００２５】
　サブフレーム１ではモード１によってワイドバンド送信信号前処理情報が送信される（
１１０１）。この状態において、過去に送信信号前処理情報は送信・受信されていないも
のとし、受信された値はすべてのサブバンドにおいて送信信号前処理系列確認情報へ適用
される。サブフレーム４、７においては、それぞれサブバンド３、６に対してのみ送信信
号前処理情報が送信され、これらが適用される（１１０２、１１０３）。サブフレーム８
においてはモード２による非周期的なフィードバックが実施され、サブバンド３から８に
対してそれぞれのサブバンド送信信号前処理情報が送信される。そして、すべての送信信
号前処理情報が上書きして適用される（１１０４）。サブフレーム１０においては、モー
ド１によるサブバンド７の送信信号前処理情報が送信され、これらが適用される（１１０
５）。
【００２６】
　次にサブフレーム１３では、モード１によりワイドバンド送信信号前処理情報が送信さ
れるが、時間優先で送信信号前処理情報が適用されるため、サブフレーム８で送受された
サブバンド送信信号前処理情報をすべて上書き適用される（１１０６）。そして、サブフ
レーム１６においては、それぞれサブバンド４に対してのみ送信信号前処理情報が送信さ
れ、これらが適用される（１１０７）。
【００２７】
　しかしながら上記の処理において、サブフレーム１３の処理ではモード１において送信
されたワイドバンド送信信号前処理信号が、時間優先の規則に則ってサブフレーム８で送
信されたサブバンド情報をすべて上書き適用されてしまっている。モード２により非周期
的に送信されるサブバンド送信信号前処理情報は、元来、ＰＵＣＣＨの情報が不足してお
り、詳細な情報が基地局装置に求められる場合に利用される目的をもっているため、ＰＵ
ＣＣＨで送信されるような詳細ではないワイドバンド送信信号前処理情報が非周期的に送
られた各サブバンドに対する送信信号前処理情報を即刻上書き適用されてしまうような動
作は望ましくない。
【００２８】
　このような動作により、送信信号前処理情報を送信するモードが複数存在する場合に、
優先度が高くあるべき情報を、優先度が低い情報がすぐに上書きしてしまう問題があった
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。
【００２９】
　本発明の目的は、上記のすぐに上書きされる問題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　本発明の一観点によれば、基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおいて
、前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィー
ドバック情報を、同時に設定しうる複数種類のフィードバック方式のいずれかに基づいて
基地局装置に送信し、前記基地局装置は、前処理を施した下りリンク信号と、前記前処理
に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報であって、前記送信信号前処理系列確
認情報により表わされる送信信号前処理情報は、前記複数種類のフィードバック方式のう
ちの一部の方式で送信されたものに対応する送信信号前処理系列確認情報とを、前記移動
局装置に送信することを特徴とする移動通信システムが提供される。
【００３１】
　上記構成は、移動局装置、基地局装置のそれぞれに適用可能である。前記一部の方式に
ついて、前記方式を指定する信号が前記移動局装置から前記基地局装置へ通知されること
が好ましい。
【００３２】
　本発明の他の観点によれば、基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおけ
る通信方法であって、前記移動局装置が、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処
理情報を含むフィードバック情報を、同時に設定しうる複数種類のフィードバック方式の
いずれかに基づいて基地局装置に送信するステップと、前記基地局装置が、前処理を施し
た下りリンク信号と、前記前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報であ
って、前記送信信号前処理系列確認情報により表わされる送信信号前処理情報は、前記複
数種類のフィードバック方式のうちの一部の方式で送信されたものに対応する送信信号前
処理系列確認情報とを、前記移動局装置に送信するステップと、を有することを特徴とす
る移動通信方法が提供される。
【００３３】
　また、基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおいて、前記移動局装置は
、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィードバック情報を同時
に設定されうる複数種類のフィードバック方式に基づいて基地局装置に送信し、前記基地
局装置は、下りリンク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信するとともに、前記
前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号とともに移動
局装置へ送信し、前記送信信号前処理系列確認情報は、前記複数のフィードバック方式の
うちのいずれの方式で送信された送信信号前処理情報に対応するかを表す情報を含むこと
を特徴とする移動通信システムが提供される。上記構成は、移動局装置、基地局装置のそ
れぞれに適用可能である。
【００３４】
　本発明の他の観点によれば、基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおけ
る通信方法であって、前記移動局装置は、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処
理情報を含むフィードバック情報を同時に設定されうる複数種類のフィードバック方式に
基づいて基地局装置に送信するステップと、前記基地局装置は、下りリンク信号に前処理
を施してこれを移動局装置に送信するとともに、前記前処理に利用した系列を表す送信信
号前処理系列確認情報を下りリンク信号とともに移動局装置へ送信し、前記送信信号前処
理系列確認情報は、前記複数のフィードバック方式のうちのいずれの方式で送信された送
信信号前処理情報に対応するかを表す情報を含むステップと、を有することを特徴とする
通信方法が提供される。
【００３５】
　また、基地局装置と移動局装置とを含む移動通信システムにおいて、前記移動局装置は
、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィードバック情報を基地
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局装置に送信し、前記フィードバック情報は、同時に設定されうる複数種類のフィードバ
ック方式に基づいて送信され、前記基地局装置は下りリンク信号に前処理を施してこれを
移動局装置に送信し、前記前処理に利用した系列を表す送信信号前処理系列確認情報を下
りリンク信号とともに移動局装置へ送信し、前記送信信号前処理系列確認情報によって表
わされる前記前処理に利用した系列は、移動局装置から基地局装置へ送信された複数の送
信信号前処理情報の中から、送信もしくは受信された時刻情報と、前記フィードバック方
式の違いと、送信信号前処理情報が対応する周波数チャネルの広さのうち一つ以上を利用
して算出される優先度が最も高いもの採用することを特徴とする無線通信移動通信システ
ムが提供される。上記構成は、移動局装置、基地局装置のそれぞれに適用可能である。前
記優先度は、対象となる送信信号前処理情報の送受されるタイミングからの時間の経過に
より、優先度を低く設定することが好ましい。また、前記送信信号前処理系列確認情報に
よって表わされる前記前処理に利用した系列は、一定時間を持ってその対応が解除される
ことが好ましい。
【００３６】
　本発明の他の観点によれば、移動局装置が、基地局装置から受信した信号の受信品質を
測定し、受信品質情報を基地局装置へ送信する移動通信システムにおける通信方法であっ
て、移動局装置が、送信信号を前処理する情報を示す送信信号前処理情報を含むフィード
バック情報を基地局装置に送信し、前記フィードバック情報は、同時に設定されうる複数
種類のフィードバック方式に基づいて送信するステップと、前記基地局装置が、下りリン
ク信号に前処理を施してこれを移動局装置に送信し、前記前処理に利用した系列を表す送
信信号前処理系列確認情報を下りリンク信号とともに移動局装置へ送信するステップとを
含み、前記送信信号前処理系列確認情報によって表わされる前記前処理に利用した系列は
、移動局装置から基地局装置へ送信された送信信号前処理情報のうち、送信もしくは受信
された時間と、前記フィードバック方式の違いと、送信信号前処理情報が適用される周波
数チャネルの広さのいずれかを利用した優先度に基づいて決定することを特徴とする移動
通信方法が提供される。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、複数の送信信号前処理情報送信モードが存在する場合であり、かつ、
送信信号前処理系列確認情報を利用して下りリンク信号に適用した前処理系列を通知する
場合において、優先度が高くあるべき送信信号前処理情報を、優先度が低い送信前処理情
報が即刻上書きしてしまう問題を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態による基地局装置の一構成例を示す機能ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態による移動局装置の一構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】本実施の形態による移動通信システムにおける、基地局装置と移動局装置との間
の処理の流れを示すシーケンス図と、各サブフレームにおいて移動局装置、基地局装置で
送受される送信信号前処理情報を示すテーブルと、各サブフレームにおける送信信号系列
数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブルと、を含む図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置と
の間における処理の流れを説明するためのシーケンス図、各サブフレームにおいて移動局
装置、基地局装置で送受される送信信号前処理情報を示すテーブル、および、各サブフレ
ームにおける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテー
ブルである。
【図５】PUCCHにおいて、ワイドバンド受信品質情報と送信信号前処理情報とを送信する
フィードバックモードを示す図である（モード３）。
【図６】すべてのワイドバンド受信品質情報と送信信号前処理情報、そして移動局装置に
よって選択された複数のサブバンドに適用される、ひとつの受信品質情報と送信信号前処
理情報とをPUSCHで送信するフィードバックモードである。
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【図７】各サブフレームでの移動局装置から基地局装置へ受信品質情報と送信信号前処理
情報を通知する動作を示す図である。
【図８】全てのワイドバンド受信品質情報と送信信号前処理情報、そして移動局装置によ
って選択された複数のサブバンドに適用される、ひとつの受信品質情報と送信信号前処理
情報とをPUSCHで送信するフィードバックモードを示す図である。
【図９】全てのサブバンドに対応するそれぞれの受信品質情報と送信信号前処理情報とに
ついてPUSCHを利用して一つのサブフレームで同時に送信するモード（モード６）を示す
図である。
【図１０】本発明の第４の実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置
との間における処理の流れを説明するためのシーケンス図と、各サブフレームにおいて移
動局装置、基地局装置で送受される送信信号前処理情報を示すテーブル、および、各サブ
フレームにおける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示す
テーブルを示す図である。
【図１１】非特許文献１に従った移動局装置と基地局装置とにおけるシーケンスを示す図
である。
【図１２】本発明の第５の実施の形態に係る移動通信システムの基地局装置と移動局装置
との間における処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにお
ける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブルを示
す図である。
【図１３】同時に利用される２つのフィードバックモード（モード１、モード２）を示す
図である。
【図１４】同時に利用される２つのフィードバックモード（モード１、モード２）を示す
図である。
【図１５】本発明の第６の実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置
との間における処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにお
ける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブルを示
す図である。
【図１６】本発明の第７の実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置
との間における処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにお
ける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブルを示
す図である。
【図１７】本発明の第８の実施の形態に係る移動通信システムの基地局装置と移動局装置
との間における処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにお
ける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブルを示
す図である。
【符号の説明】
【００３９】
１…データ制御部、３…変調符号化部、４…送信信号前処理部、５…マッピング部、７…
逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）部、１１…無線送信部、１５…無線受信部、１７…高速
フーリエ変換（ＦＦＴ）部、２１…逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ）部、２２…復調復号
化部、２３…データ抽出部、２７…送信情報制御部、２８…アンテナ、２５…スケジュー
ラ部、３１…変調符号制御部、３３…周波数選択スケジューラ部、３５…送信信号前処理
制御部、３６…空間多重制御部。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、本発明の実施の形態による通信技術について、図面を参照しながら説明する。尚
、以下の説明において、本発明を移動通信システムに具現化する場合について説明するが
、これに限定されるものではない。例えば、移動通信方法なども本発明の範疇に入るもの
である。
【００４１】
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　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態による移動通信システムは、基地局装置と移動局装置とを有
している。図１、図２は、本実施の形態による基地局装置と移動局装置とのそれぞれの一
構成例を示す機能ブロック図である。図１に基地局装置は、データ制御部１、変調符号化
部３、送信信号前処理部４、マッピング部５、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）部７、無
線送信部１１、無線受信部１５、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）部１７、逆離散フーリエ変
換（ＩＤＦＴ）部２１、復調復号化部２２、データ抽出部２３、送信情報制御部２７、ア
ンテナ３５を備えている。
【００４２】
　送信情報制御部２７は、スケジューラ部２５、変調符号制御部３１、周波数選択スケジ
ューラ部３３、送信信号前処理制御部３５、空間多重制御部３６を含んでいる。アンテナ
３５はＭＩＭＯ・ＳＤＭ通信に必要となる複数のアンテナを備えている。
【００４３】
　データ制御部１には、各移動局装置に送信される送信データと制御データとが入力され
、送信情報制御部２７からの指示に従って、それぞれのデータが、逐次、移動局装置に送
信される。出力データについて、ＭＩＭＯ・ＳＭが適用される場合には送信信号の空間多
重制御部３６の情報に従い、複数の送信系列に分けられる。
【００４４】
　変調符号化部３は、送信情報制御部２７による変調方式および符号化率に基づいて、デ
ータ制御部１から入力される信号に対して、変調処理や誤り訂正符号化処理を施し、送信
信号前処理部４へ出力する。送信信号前処理部４は、変調符号化部３から入力される信号
を、送信情報制御部２７から入力される制御情報に基づき処理し、マッピング部５に出力
する。
【００４５】
　マッピング部５は、送信情報制御部２７から入力される周波数選択スケジューリング情
報に基づいて、変調符号化部３から出力されるデータを、各サブキャリア上にマッピング
し、逆高速フーリエ変換部７に出力する。逆高速フーリエ変換部７は、マッピング部５か
ら出力されるデータに、逆高速フーリエ変換の処理を施し、時系列の信号に変換し、無線
送信部１１に出力する。
【００４６】
　逆高速フーリエ変換部７からの出力信号は、無線送信部１１においてデジタル／アナロ
グ変換され、送信に適した周波数にアップコンバートされた後に、アンテナ２８を介して
、各移動局装置に送信される。
【００４７】
　スケジューラ部２５は、各移動局装置が使用することのできるリソース領域、間欠送受
信サイクル、送信データチャネルのフォーマット、バッファ状況などの制御情報に基づき
、下りリンクのスケジューリング、上りリンクのスケジューリングを行なうとともに、送
信信号系列数変更の制御を行う。変調符号制御部３１は、移動局装置から送信される受信
品質情報に基づいて、各移動局装置に対するデータに施す変調方式、符号化率を決定する
。
【００４８】
　周波数選択スケジューラ部３３は、移動局装置から送信されるフィードバック情報に基
づいて、各データに施す周波数選択スケジューリングの処理を行なう。空間多重制御部３
６は、移動局装置から送信される送信信号の空間多重系列数情報と自基地局装置のトラフ
ィック状況などの情報に基づき、送信信号の空間多重系列数を決定する。送信信号前処理
制御部３５は、移動局装置から送信される送信信号前処理情報を利用して、送信データに
施す前処理を決定するとともに、利用された送信信号前処理を移動局装置に通知するため
に、その情報の生成も行う。
【００４９】
　送信情報制御部２７は、上位レイヤから入力される制御情報、データ抽出部２３から入
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力される制御情報を利用して、スケジューラ部２５、変調符号制御部３１、周波数選択ス
ケジューラ部３３、送信信号前処理制御部３５、空間多重制御部３６の動作を制御する。
それぞれの出力情報を管理し、データ制御部１、変調符号化部３、送信信号前処理部４、
マッピング部５の動作に必要な制御情報を出力する。
【００５０】
　無線受信部１５は、アンテナ２８において受信したＳＣ－ＦＤＭＡ信号をアナログ／デ
ジタル変換し、ベースバンド信号へダウンコンバートした後に、高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ）部１７へ出力する。高速フーリエ変換部１７は受信信号を処理時間単位ごとにフーリ
エ変換し、逆離散フーリエ変換部２１へ出力する。逆離散フーリエ変換部２１は、入力信
号を移動局装置ごとに割り当てた帯域に分割して、逆フーリエ変換処理を行ない、ＳＣ－
ＦＤＭＡ信号を再生した信号を復調復号化部２２へ出力する。
【００５１】
　復調復号化部２２は入力された信号を移動局装置ごとに復調・復号を行ない、データ抽
出部２３へ出力する。データ抽出部２３では、復調復号化部２２からの入力信号について
、送信情報制御部２７での制御情報生成に必要な情報、受信データ、上位レイヤで必要と
なる制御データに分割し出力する。
【００５２】
　一方、図２に示すように、移動局装置は、データ制御部４１、変調符号化部４３、離散
フーリエ変換（ＤＦＴ）部４４、マッピング部４５、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）部
４７、無線送信部５１、無線受信部５３、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）部５５、復調復号
化部５７、データ抽出部６１、受信品質情報制御部６５、アンテナ６３を備えている。フ
ィードバック情報制御部６５は、受信品質情報生成部６７、受信品質測定部７１、送信信
号前処理情報生成部６８、空間多重情報生成部６９を備えている。アンテナ６３はＭＩＭ
Ｏ・ＳＤＭ通信に必要となる複数のアンテナを備えている。
【００５３】
　データ制御部４１には、基地局装置に送信される送信データと、制御データと、フィー
ドバック情報制御部６５から出力されるフィードバック情報とが入力され、それぞれのデ
ータが、逐次、基地局装置に送信される。
【００５４】
　変調符号化部４３は、データ制御部４１から入力される信号に変調処理や誤り訂正符号
化処理を施し、各データを離散フーリエ変換部４４に出力する。離散フーリエ変換部４４
は、変調符号化部４３から入力される信号についてフーリエ変換処理を行ない、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡを行なうための信号を生成し、マッピング部４５へ出力する。マッピング部４５は
、離散フーリエ変換部４４から入力されるデータを、基地局装置より割り当てられた周波
数リソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換部４７に出力する。
【００５５】
　逆高速フーリエ変換部４７は、マッピング部４５から入力されるシンボル系列に逆高速
フーリエ変換の処理を施し、時系列のベースバンドデジタル信号に変換し、無線送信部５
１に出力する。逆高速フーリエ変換部４７からの出力信号は、無線送信部５１においてデ
ジタル／アナログ変換され、送信に適した周波数にアップコンバートされた後に、アンテ
ナを介して、基地局装置に送信される。
【００５６】
　受信品質測定部７１は、基地局装置から送信された参照信号を用いて受信品質を測定す
る。受信品質情報生成部６７は、受信品質測定部７１によって測定された情報に基づいて
、基地局装置に送信する受信品質情報を生成する。送信信号前処理情報生成部６８は、基
地局装置間の伝搬路情報から、基地局装置で行なう送信信号に対する前処理の情報を生成
する。空間多重情報生成部６９は、基地局装置から受信した信号を利用して伝搬路情報を
算出し、MIMO・SMにおいて基地局装置と通信可能な送信系列数を管理する。
【００５７】
　フィードバック情報制御部６５は、受信品質情報生成部６７、送信信号前処理情報生成



(15) JP 4594451 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

部６８、空間多重情報生成部６９が生成する制御信号を管理し、データ制御部４１へ出力
する。フィードバック情報制御部６５にて管理されるフィードバック情報は、ここに記載
されている信号の生成および制御に限られるものではなく、その他の種類のフィードバッ
ク情報を管理するための部位を含んでもよい。
【００５８】
　図３は、本実施の形態による移動通信システムにおける、基地局装置と移動局装置との
間の処理の流れを示すシーケンス図（３００）と、各サブフレームにおいて移動局装置、
基地局装置で送受される送信信号前処理情報を示すテーブル（３０１）と、各サブフレー
ムにおける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブ
ル（３０２）と、を含む。本実施の形態による受信品質情報及び送信信号前処理情報のフ
ィードバックは、同時に設定される図１３及び図１４の２つのモードにて行われる。
【００５９】
　図１３は、PUCCHにおいてワイドバンド受信品質情報と送信信号前処理情報、それぞれ
のサブバンドグループに対してひとつのサブバンドを選び出し、一つの受信品質情報と送
信信号前処理情報とを送信するフィードバックモードである。それぞれの受信品質情報及
び送信信号前処理情報は異なるサブフレームで送信される。本実施の形態では、これをモ
ード１と呼ぶ。
【００６０】
　図１４はすべてのサブバンドに対応するそれぞれの受信品質情報と送信信号前処理情報
についてPUSCHを利用して一つのサブフレームで同時に送信するモードである。本実施の
形態ではこれをモード２と呼ぶ。
【００６１】
　この２つのフィードバックモードが同時に利用されている状況において、送信信号前処
理系列確認情報を伴う下りリンク信号が送受された場合に、送信信号前処理系列確認情報
により示される送信信号前処理情報はモード２で送信されたもののみが対象となることが
本実施の形態の特徴である。ただし、どのモードが対象になるかという決定は基地局装置
が行い、これを移動局装置に通知してもよく、また、あらかじめ仕様などにより取り決め
られていてもよい。
【００６２】
　ここで、移動局装置と基地局装置間での下りリンク信号について、本実施の形態で示さ
れた時間範囲においては、送信信号の前処理を必要とするMIMO・SM方式による空間多重が
行われているものとする。さらに、下りリンク信号に適用された送信信号前処理の系列を
表す情報として、（１）上記モード２で通知された最新の送信信号前処理情報を利用した
ことを表す送信信号前処理系列確認情報、もしくは（２）割り当てられたリソース全体に
対して適用した一つの送信信号前処理情報、のいずれかが必ず下りリンク制御信号として
移動局装置に通知されるものとする。
【００６３】
　次に、図３における、各サブフレームでの移動局装置から基地局装置へ受信品質情報と
送信信号前処理情報とを通知する動作と、これに対応する送信信号前処理系列確認情報に
適用される送信信号前処理情報の処理について説明する。サブフレーム１および１３では
、モード１により、全サブバンドに対してひとつの受信品質情報と送信信号前処理情報が
送信される（３５１、３５９）。サブフレーム４，７、１０、１６では、それぞれのサブ
バンドグループの中から移動局装置に選択されたサブバンドに対する受信品質情報と送信
信号前処理情報と、それが対象となるサブバンドの位置を表す情報（３、６、７、４）が
送信される（３５２、３５４、３５７、３６０）。
【００６４】
　一方、モード２を利用したフィードバックはサブフレーム８において行われる。ここで
は、非周期的な受信品質情報と送信信号前処理情報とのフィードバックが行われ、サブバ
ンド３から８までのそれぞれに対して受信品質情報と送信信号前処理情報とが送信される
（３５５）。本実施の形態においては、送信信号前処理系列確認情報はモード２によって
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送信された送信信号前処理情報のみが対象となり、サブフレーム８以降において、下りリ
ンクとともに通知される送信信号前処理系列確認情報は３５５で通知されたサブバンド送
信信号前処理情報に一致する（右図の符号３０２参照）。これはある一定の期間をもって
破棄される、すなわち送信信号前処理系列確認情報の適用を無効にされてもよいし、次の
モード２によるフィードバックがされたことによって、それに上書きされてもよい。
【００６５】
　次に、サブフレーム５、９、及び１２において、下りリンク信号が基地局装置から移動
局装置へ送信される場合において、その動作を説明する。サブフレーム５において下りリ
ンク信号の送信が行われる時に、この時点では、送信信号前処理系列確認情報の対象とな
るモード２による受信品質情報と送信信号前処理情報とのフィードバックは行われていな
い。このため、割り当てた全てのリソースに対して適用した前処理の情報が下りリンク制
御信号に付与されて送信される（３５３）。サブフレーム９では、下りリンク信号が送信
され、これに送信信号前処理系列確認情報が付与されている。この場合について移動局装
置は、下りリンク信号はサブフレーム８で送信された送信信号前処理情報を利用して前処
理されたと判断し、これを利用して受信信号を復調する。サブフレーム１２は、サブバン
ド７のみを割り当てて下りリンクデータを送信する場合を表している。この時、基地局装
置はサブフレーム１０で通知されたサブバンド７に対する受信品質情報と送信信号前処理
情報とを利用することが望ましい。従って、基地局装置は、下りリンク制御情報に、サブ
フレーム１０で得られた送信信号前処理情報を明示的に含めて移動局装置に送信する（３
５８）。
【００６６】
　上記により、複数のモードが同時設定された状況で受信品質情報と送信信号前処理情報
とをフィードバックする際に、送信信号前処理系列確認情報が対応するモードを限定する
ことにより、どのサブバンドに対してどの送信信号前処理情報を利用したかに関する管理
が容易になるという利点がある。
【００６７】
　（第２の実施の形態）
　図４は、本実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置との間におけ
る処理の流れを説明するためのシーケンス図（４００）、各サブフレームにおいて移動局
装置、基地局装置で送受される送信信号前処理情報を示すテーブル（４０１）、および、
各サブフレームにおける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況
を示すテーブル（４０２）である。本実施の形態において設定される受信品質情報及び送
信信号前処理情報の送信モードは、図５及び図６に示されたものが同時に設定されている
とする。
【００６８】
　図５は、PUCCHにおいて、ワイドバンド受信品質情報と送信信号前処理情報とを送信す
るフィードバックモードである。本実施の形態では、これをモード３と称する。
【００６９】
　図６は、すべてのワイドバンド受信品質情報と送信信号前処理情報、そして移動局装置
によって選択された複数のサブバンドに適用される、ひとつの受信品質情報と送信信号前
処理情報とをPUSCHで送信するフィードバックモードである。このモードでは、移動局装
置によって選択されたサブバンドの場所を示す情報も同時に送信される。また、これらの
全ての情報は、一つのサブフレームにおいて一度で送信を完了する。本実施の形態では、
これをモード４と呼ぶ。
【００７０】
　この２つのフィードバックモードが同時に利用されている状況において、送信信号前処
理系列確認情報を伴う下りリンク信号が送受された場合に、送信信号前処理系列確認情報
により示される送信信号前処理情報はモード４で送信されたもののみが対象となることが
本実施の形態の特徴である。ここで、いずれのモードが対象になるかという決定は、基地
局装置が行い、これを移動局装置に通知してもよく、また、予め仕様などにより取り決め
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られていてもよい。
【００７１】
　また、移動局装置と基地局装置との間での下りリンク信号について、本実施の形態では
、MIMO・SM方式による空間多重が行われているものとする。さらに、下りリンク信号に適
用された送信信号前処理の系列を表す情報として、（１）上記モード４で通知された最新
の送信信号前処理情報を利用したことを表す送信信号前処理系列確認情報、もしくは、（
２）割り当てられたリソース全体に対して適用した一つの送信信号前処理情報、のいずれ
かが、必ず下りリンク制御信号として移動局装置に通知される。
【００７２】
　次に、図４における各サブフレームでの移動局装置から基地局装置へ受信品質情報と送
信信号前処理情報を通知する動作について説明する。サブフレーム１および１３では、モ
ード３により、全サブバンドに対してひとつの受信品質情報と送信信号前処理情報とが送
信される（４５１、４５６）。一方、モード４を利用したフィードバックは、サブフレー
ム８において行われる。ここでは、非周期的な受信品質情報と送信信号前処理情報とのフ
ィードバックが行われ、サブバンド４および５に適用される受信品質情報と送信信号前処
理情報、および、サブバンド３から８の全てに適用できるワイドバンド受信品質情報と送
信信号前処理情報とが送信される（４５３）。
【００７３】
　本実施の形態においては、送信信号前処理系列確認情報はモード４によって送信された
送信信号前処理情報のみが対象となり、サブフレーム８以降において、下りリンクととも
に通知される送信信号前処理系列確認情報は４５３で通知された送信信号前処理情報に一
致する（４０２）。
【００７４】
　モード４によって送信された送信信号前処理情報が送信信号前処理系列確認情報の対象
となる有効期間は、その送受のタイミングから、ある一定の期間に限定される、すなわち
送信信号前処理系列確認情報の適用を無効にされてもよいし、次のモード４によるフィー
ドバックがされたことによって、それに上書きされてもよい。
【００７５】
　次に、サブフレーム５、９、及び１２において、下りリンク信号が基地局装置から移動
局装置へ送信される場合の動作について説明する。サブフレーム５において下りリンク信
号の送信が行われる時に、この時点では、送信信号前処理系列確認情報の対象となるモー
ド２による受信品質情報と送信信号前処理情報とのフィードバックはなされていない。そ
のため、割り当てた全てのリソースに対して適用した前処理の情報が下りリンク制御信号
に付与されて送信される（４５２）。サブフレーム９では、下りリンク信号が送信され、
これに送信信号前処理系列確認情報が付与されている。この場合において移動局装置は、
下りリンク信号はサブフレーム８で送信された送信信号前処理情報を利用して前処理され
たと判断し、４０２に示す通りに保持された送信信号前処理情報を利用して受信信号を復
調する。サブフレーム１２は、サブバンド７を割り当てて下りリンクデータを送信する場
合を表している。この時、基地局装置はサブフレーム８で通知されたサブバンド７に対す
る受信品質情報と送信信号前処理情報を利用することが望ましい。従って、基地局装置は
下りリンク制御情報に、サブフレーム８で得られた送信信号前処理情報を明示的に含めて
移動局装置に送信する（４５５）。
【００７６】
　上記により、複数のモードが同時設定された状況で受信品質情報と送信信号前処理情報
をフィードバックするとき、送信信号前処理系列確認情報が対応するモードを限定するこ
とにより、どのサブバンドに対してどの送信信号前処理情報を利用したかという管理が容
易になる。
【００７７】
　（第３の実施の形態）
図７は、本実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置との間における
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処理の流れを説明するためのシーケンス図（７００）と、各サブフレームにおいて移動局
装置、基地局装置で送受される送信信号前処理情報を示すテーブル（７０１）、および、
各サブフレームにおける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況
を示すテーブル（７０２）を示す図である。本実施の形態における受信品質情報及び送信
信号前処理情報のフィードバックは、同時に設定される図８及び図９に示す２つのモード
にて行われる。
【００７８】
　図８は、全てのワイドバンド受信品質情報と送信信号前処理情報、そして移動局装置に
よって選択された複数のサブバンドに適用される、ひとつの受信品質情報と送信信号前処
理情報とをPUSCHで送信するフィードバックモードである。このモードでは、移動局装置
によって選択されたサブバンドの場所を示す情報も同時に送信される。また、これら全て
の情報は一つのサブフレームにおいて一度で送信を完了する。本実施形態ではこれをモー
ド５と呼ぶ。
【００７９】
　図９は、全てのサブバンドに対応するそれぞれの受信品質情報と送信信号前処理情報と
についてPUSCHを利用して一つのサブフレームで同時に送信するモードである。本実施の
形態ではこれをモード６と呼ぶ（これは、第１の実施の形態のモード２と同じである）。
【００８０】
この二つのモードが同時に利用されている場合に、送信信号前処理系列確認情報を伴う下
りリンク信号が送受された場合に、モード６で送信された送信信号前処理情報のみが対象
となることが本実施の形態の特徴である。ここで、いずれのモードが対象になるかという
決定は基地局装置が行い、これを移動局装置に通知してもよく、また、あらかじめ仕様な
どにより取り決められていてもよい。
【００８１】
　また、移動局装置と基地局装置間での下りリンク信号について、本実施の形態では、MI
MO・SM方式による空間多重が行われているものとする。さらに、下りリンク信号に適用さ
れた送信信号前処理の系列を表す情報として、（１）上記モード６で通知された最新の送
信信号前処理情報を利用したことを表す送信信号前処理系列確認情報、もしくは、（２）
割り当てられたリソース全体に対して適用した一つの送信信号前処理情報、のいずれかが
必ず下りリンク制御信号として移動局装置に通知される。
【００８２】
　次に、図７における各サブフレームでの移動局装置から基地局装置へ受信品質情報と送
信信号前処理情報を通知する動作について説明する。サブフレーム１ではモード５により
、基地局装置に選択されたサブバンド４および５に適用されるひとつの受信品質情報と送
信信号前処理情報、および、サブバンド３から８までの全てに適用できるワイドバンド受
信品質情報と送信信号前処理情報とが送信される（７５１）。サブフレーム１３における
動作も同様である（７５６）。一方、モード６を利用したフィードバックはサブフレーム
８において行われる。ここでは、非周期的な受信品質情報と送信信号前処理情報とのフィ
ードバックが行われ、各サブバンドに対応するそれぞれの受信品質情報と送信信号前処理
情報とが送信される（７５３）。本実施の形態においては、送信信号前処理系列確認情報
はモード６によって送信された送信信号前処理情報のみが対象となり、サブフレーム８以
降において、下りリンクとともに通知される送信信号前処理系列確認情報は７５３で通知
された送信信号前処理情報に一致する（７０２）。これは、ある一定の期間をもって破棄
される、すなわち、送信信号前処理系列確認情報の適用を無効にされてもよいし、次のモ
ード６によるフィードバックがされたことによって、それに上書きされてもよい。
【００８３】
　次に、サブフレーム５及び９で、下りリンク信号が基地局装置から移動局装置へ送信さ
れる場合において、その動作を説明する。サブフレーム５において下りリンク信号の送信
が行われる時点では、送信信号前処理系列確認情報の対象となるモード２による受信品質
情報と送信信号前処理情報とのフィードバックはされていない。このため、割り当てた全
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てのリソースに対して適用した前処理の系列を明示的に示す情報が下りリンク制御信号に
付与されて送信される（７５２）。
【００８４】
　サブフレーム９では、下りリンク信号が送信され、これに送信信号前処理系列確認情報
が付与されている。この場合について移動局装置は、下りリンク信号はサブフレーム８で
送信された送信信号前処理情報を利用して前処理されたと判断し、７０２に示す通りに保
持された送信信号前処理情報を利用して受信信号を復調する。
【００８５】
　上記により、複数のモードが同時設定された状況で受信品質情報と送信信号前処理情報
をフィードバックするとき、送信信号前処理系列確認情報が対応するモードを限定するこ
とにより、どのサブバンドに対してどの送信信号前処理情報を利用したかという管理が容
易になる。
【００８６】
　（第４の実施の形態）
　図１０は、本実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置との間にお
ける処理の流れを説明するためのシーケンス図（１０００）と、各サブフレームにおいて
移動局装置、基地局装置で送受される送信信号前処理情報を示すテーブル（１００１）、
および、各サブフレームにおける送信信号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への
適用状況を示すテーブル（１００２、１００３）を示す図である。本実施の形態における
受信品質情報及び送信信号前処理情報のフィードバックは、同時に設定される図１３及び
図１４に示す２つのモードにて行われる。これらのモードは、本発明の第１の実施の形態
のモード１、モード２と同様であり、モード１およびモード２による受信品質情報と送信
信号前処理情報とのフィードバックを行う。
【００８７】
　この二つのモードが同時に利用されている場合に、送信信号前処理系列確認情報を伴う
下りリンク信号が送受された場合、送信信号前処理系列確認情報の中に、どのモードで送
信された送信信号前処理情報を対象とするかを示す情報が含まれていることが本実施の形
態の特徴である。
【００８８】
　本実施の形態では、モード１とモード２とを識別するための情報が含まれているとする
。この情報がどのモードに対応するかについてはあらかじめ仕様などにより取り決められ
ていてもよく、また、基地局装置から移動局装置に対して動的に設定してもよい。また、
移動局装置と基地局装置間での下りリンク信号について、本実施の形態ではＭＩＭＯ／Ｓ
Ｍ方式による空間多重が行われているものとする。さらに、下りリンク信号に適用された
送信信号前処理の系列を表す情報として、（１）上記モード１もしくはモード２で通知さ
れた最新の送信信号前処理情報を利用したことを表す送信信号前処理系列確認情報、もし
くは（２）割り当てられたリソース全体に対して適用した一つの送信信号前処理情報、の
いずれかが必ず下りリンク制御信号として移動局装置に通知される。
【００８９】
　図１０における各サブフレームでの移動局装置から基地局装置へ受信品質情報と送信信
号前処理情報とを通知する動作は、第１の実施の形態と同様である（１０５１、１０５２
、１０５４、１０５５、１０５７、１０５９、１０６０）。本実施の形態において、送信
信号前処理系列確認情報は、モード１およびモード２によって送信された送信信号前処理
情報の両方が対象となる。つまり、送信信号前処理系列確認情報において「モード１」が
指定された場合には、モード１で送信された送信信号前処理情報（１０５１，１０５２，
１０５４，１０５７，１０５９、１０６０）が送信信号前処理系列確認情報に適用される
（１００２）。そして、送信信号前処理系列確認情報において「モード２」が指定された
場合には、モード２で送信された送信信号前処理情報（１０５５）が送信信号前処理系列
確認情報に適用される（１００３）。これは、ある一定の期間をもって破棄される、すな
わち、送信信号前処理系列確認情報の適用が無効にされてもよいし、次の同一モードによ
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るフィードバックがされたことによって、それに上書きされてもよい。
【００９０】
　次に、サブフレーム５、９、及び１２で、下りリンク信号が基地局装置から移動局装置
へ送信される場合において、その動作を説明する。
【００９１】
　サブフレーム５では、サブバンド３、４に属するリソースを利用した下りリンク信号の
送信が行われる。ここで、モード１を指定する送信信号前処理系列確認情報が下りリンク
制御信号に付与され送信されている（１０５３）。このとき基地局装置は、サブバンド３
には１０５２で送信されたサブバンド３の送信信号前処理情報、サブバンド４にはワイド
バンド送信信号前処理信号をそれぞれ利用した前処理を行い、移動局装置は、これらが適
用されたとして受信信号を処理する。
【００９２】
　サブフレーム９では、サブバンド４、５に属するリソースを利用した下りリンク信号の
送信が行われる。ここで、モード２を指定する送信信号前処理系列確認情報が下りリンク
制御信号に付与され送信されている（１０５６）。このとき基地局装置は、それぞれのサ
ブバンドに対して１０５２で送信されたそれぞれの送信信号前処理情報をそれぞれ利用し
た前処理を行い、移動局装置はこれらが適用されたとして受信信号を処理する。
【００９３】
　サブフレーム１２は、サブバンド６、７に属するリソースを利用した下りリンク信号の
送信が行われる例を示している。ここで、割り当てられたリソースに適用されたひとつの
送信信号前処理系列情報が下りリンク制御信号に付与され送信される（１０５８）。この
とき基地局装置において施された前処理は、リソースの属するサブバンドもしくは過去の
フィードバックに関わらず、基地局装置により適用された送信信号前処理信号を適用し、
移動局装置は下りリンク信号とともに送信される送信信号前処理情報を利用して受信信号
を処理する。
【００９４】
　上記により、複数のモードが同時設定された状況で受信品質情報と送信信号前処理情報
をフィードバックするとき、送信信号前処理系列確認情報が対応するモードを限定するこ
とにより、どのサブバンドに対してどの送信信号前処理情報を利用したかという管理が容
易になる。
【００９５】
（第５の実施の形態）
　図１２は、本実施の形態に係る移動通信システムの基地局装置と移動局装置との間にお
ける処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにおける送信信
号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブル（１２１０）を
示す図である。この図は、移動局装置から送信された複数の送信信号系列数情報がどのよ
うな基準（優先度）をもって送信信号前処理系列確認情報に適用されるかについて説明す
るものである。本実施の形態における受信品質情報及び送信信号前処理情報のフィードバ
ックは、同時に設定される図１３及び図１４の２つのモードにて行われる。これらのモー
ドは、本発明の第１の実施の形態と同様であり、モード１およびモード２による受信品質
情報と送信信号前処理情報とのフィードバックを行う。
【００９６】
　第一の実施の形態との違いは、ワイドバンド送信信号前処理情報がサブバンド送信信号
前処理情報を上書きして適用されない、つまりサブバンド送信信号前処理情報がワイドバ
ンド送信信号前処理情報に対して常に優先であることにある。具体的には、サブフレーム
１３と１６の動作に対応する。サブフレーム１３において、ここで送信されるワイドバン
ド送信信号前処理情報は、それまでに保持されていたサブバンド送信信号前処理情報を上
書きできないものとする（１２０６）。この場合、同一サブバンドに対する新たなサブバ
ンド送信信号前処理情報が送受されないとき、半永久的に古いサブバンド送信信号前処理
情報が保持され続けてしまう。伝搬路に依存して最適な送信信号前処理情報及び受信品質
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情報は変化するため、長期にわたり情報が残留することは下りリンク信号の特性の面から
も望ましくない。これに対応するために、移動局装置と基地局装置はあらかじめ決められ
たタイミングでサブバンド送信信号前処理情報を消去する。ここでは、サブフレーム１６
では、まずサブフレーム８で送信されたサブバンド送信信号前処理情報を全消去する。こ
のときに残存するサブバンド送信信号前処理情報は、サブフレーム１０で受信したサブバ
ンド７に対するものと、サブフレーム１６で新たに受信するサブバンド４に対するものの
みが残存することになる。そこで、その他のサブバンドについては、サブフレーム１３で
受信したワイドバンド送信信号前処理情報を適用する（１２０７）。
【００９７】
　上記の処理により、複数のモードが同時設定された状況で受信品質情報と送信信号前処
理情報とをフィードバックするとき、送信信号前処理系列確認情報が対応する送信信号前
処理情報が適用されるバンドの広さに応じての優先順位を付与することにより、どのサブ
バンドに対してどの送信信号前処理情報を利用したかという管理が容易になる。また、フ
ィードバックからの時間の経過に伴い、チャネルの状況に適合しなくなったフィードバッ
ク情報はある一定期間で無効にされるため、これの情報を利用してしまうことによる特性
劣化を避けることができる。尚、無効にするための時間はあらかじめ仕様などにより決め
られてもよく、それ自身のフィードバックモードの周期や同時に設定された他のフィード
バックモードの周期から算出できるものでもよい。さらに、この時間が基地局装置から明
示的に通知されてもよい。
【００９８】
（第６の実施の形態）
　図１５は、本実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置との間にお
ける処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにおける送信信
号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブル（１５１０）を
表している。この図は、移動局装置から送信された複数の送信信号系列数情報がどのよう
な基準（優先度）をもって送信信号前処理系列確認情報に適用されるかについて説明する
ものである。本実施形態における受信品質情報及び送信信号前処理情報のフィードバック
は、同時に設定される図１３及び図１４の２つのモードにて行われる。これらのモードは
本発明の第５の実施の形態と同様であり、モード１およびモード２による受信品質情報と
送信信号前処理情報とのフィードバックを行う。
【００９９】
　第５の実施形態のとの違いは、モード１でフィードバックされる送信信号前処理情報が
モード２でフィードバックされる送信信号前処理情報を上書き適用できないことにある。
具体的にはサブフレーム１０の動作であり、ここで送信されるサブバンド送信信号前処理
情報は、すでに適用されているモード２のサブバンド送信信号前処理情報を上書きできな
い（１５０５）。つまり、送信信号前処理情報が適用されるバンド幅が同じであっても、
送受のタイミングの前後に関わらず、モードの違いによって優先度が決定されており、こ
こでは、モード１よりモード２が優先されている。この場合、新たなモード２のサブバン
ド送信信号前処理情報が送受されないとき、半永久的に古いサブバンド送信信号前処理情
報が保持され続けてしまう。伝搬路に依存して最適な送信信号前処理情報及び受信品質情
報は変化するため、伝搬路に依存した情報が長期にわたり残存することは下りリンク信号
の特性の面からも望ましくない。これに対し、移動局装置と基地局装置とは、あらかじめ
決められたタイミングでサブバンド送信信号前処理情報を消去することとする。ここでは
、サブフレーム１６では、まずサブフレーム８で送信されたサブバンド送信信号前処理情
報を全消去する。そして、サブフレーム１０、１３で受信したサブバンド７に対するサブ
バンド送信信号前処理情報と、サブフレーム１３で受信したワイドバンド送信信号前処理
情報を適用し、サブフレーム１６で新たに受信される（１５０７）。
【０１００】
　上記により、複数のモードが同時設定された状況で受信品質情報と送信信号前処理情報
をフィードバックするとき、送信信号前処理系列確認情報が対応するモードに従った優先
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順位を付与することにより、どのサブバンドに対してどの送信信号前処理情報を利用した
かという管理が容易になる。また、フィードバックからの時間の経過に伴い、チャネルの
状況に適合しなくなったフィードバック情報はある一定期間で無効にされるため、これの
情報を利用してしまうことによる特性劣化を避けることができる。なお、無効にするため
の時間はあらかじめ仕様などにより決められてもよく、それ自身や他の周期的フィードバ
ックモードに対して設定された周期を利用してもよく、さらにこの周期から一意に算出で
きるものを利用してもよい。さらに、この時間が基地局装置から明示的に通知されてもよ
い。
【０１０１】
（第７の実施の形態）
　図１６は、本実施の形態による移動通信システムの基地局装置と移動局装置との間にお
ける処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにおける送信信
号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブル（１６１０）を
表している。この図は、移動局装置から送信された複数の送信信号系列数情報がどのよう
な基準（優先度）をもって送信信号前処理系列確認情報に適用されるかについて説明する
ものである。本実施形態における受信品質情報及び送信信号前処理情報のフィードバック
は、図１３に示されたモード１の方法によって受信品質情報と送信信号前処理情報のフィ
ードバックを行う。
【０１０２】
　第６の実施の形態のとの違いは、モード１における単体の送信信号前処理情報の適用に
ついて記載したことである。具体的にはサブフレーム１３、１６、１９の動作に特徴があ
る。サブフレーム１３では、ワイドバンド受信品質情報及び送信信号前処理情報が受信さ
れるが、全てのサブバンドに対してこれを上書き適用すると、直前のサブフレーム７で受
信したサブバンド８に対するサブバンド送信信号前処理情報も上書きしてしまう。この動
作は非効率であるため、サブフレーム１３では、すべてサブバンドに対する上書き適用を
行わない（１６０５）。つまり、サブバンド送信信号前処理情報はワイドバンド送信信号
前処理情報より優先度が高く設定されている。そして、サブフレーム１６においてサブバ
ンドグループＡに対するフィードバックが行われたとき、そのサブバンドグループＡに対
するすべての送信信号前処理情報の更新を行う（１６０６）。
【０１０３】
　具体的には、サブバンド送信信号前処理情報が送信されたサブバンド４においては、送
信された送信信号前処理情報を適用し、その他のサブバンド（３）については、サブフレ
ーム１０で送信されたワイドバンド送信信号前処理情報を適用する。この動作はサブフレ
ーム１９についても同様である（１６０６）。
【０１０４】
　上記により、フィードバックする周波数領域を時間的に分割して受信品質情報と送信信
号前処理情報とをフィードバックする場合において、分割された周波数領域毎に、その領
域に対するフィードバックがされたタイミングで適用を行うことで、フィードバックの後
にすぐにワイドバンド送信信号前処理情報に上書き適用されてしまうことを防止できるこ
とができる。
【０１０５】
（第８の実施の形態）
　図１７は、本実施の形態に係る移動通信システムの基地局装置と移動局装置との間にお
ける処理の流れを説明するためのシーケンス図、および、各サブフレームにおける送信信
号系列数情報の送信信号前処理系列確認情報への適用状況を示すテーブル（１７１０）を
示す図である。この図は、移動局装置から送信された複数の送信信号系列数情報がどのよ
うな基準（優先度）をもって送信信号前処理系列確認情報に適用されるかについて説明す
るものである。本実施の形態における受信品質情報及び送信信号前処理情報のフィードバ
ックは、図１３に示されたモード１の方法によって受信品質情報と送信信号前処理情報の
フィードバックを行う。
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【０１０６】
　第７の実施の形態との違いは、モード１における単体の送信信号前処理情報の適用につ
いて記載したことである。具体的には、サブフレーム１３の動作に特徴がある。サブフレ
ーム１３ではワイドバンド受信品質情報及び送信信号前処理情報が受信されるが、全ての
サブバンドに対してこれを上書き適用すると、直前のサブフレーム７で受信したサブバン
ド８に対するサブバンド送信信号前処理情報も上書きしてしまう。さらに、各サブバンド
グループにおいて、次のフィードバックがされるまでこの情報を適用できないことは思わ
しくない。
【０１０７】
　そこで、サブフレーム１３において、ワイドバンド送信信号前処理情報が適用されてい
るサブバンドのみについて上書き適用を行う。具体的に、サブバンド４、５、７について
、サブフレーム１でフィードバックされたワイドバンド送信信号前処理情報が、サブフレ
ーム１３でフィードバックされたワイドバンド送信信号前処理情報へと更新される（１７
０５）。つまり、サブバンド送信信号前処理情報はワイドバンド送信信号前処理情報より
優先度が高く設定されている。
【０１０８】
　上記により、フィードバックする周波数領域を時間的に分割して受信品質情報と送信信
号前処理情報をフィードバックする場合において、分割された周波数領域ごとに、その領
域に対するフィードバックがされたタイミングで適用を行うことで、フィードバックの後
すぐにワイドバンド送信信号前処理情報に上書き適用されてしまうことを防止できる。
【０１０９】
　以上、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成は
上記実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特
許請求の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明は、通信装置に利用可能である。
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