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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理下りリンク制御チャネルを使用してスケジュールされた物理下りリンク共用チャネ
ルで、下りリンクトランスポートブロックを基地局装置から受信する移動局装置であって
、
　物理上りリンク制御チャネルでのＨＡＲＱにおける制御情報の送信が行なわれる第１の
上りリンクコンポーネントキャリアにおいて、ＲＲＣシグナリングを使用して送信された
パラメータに基づいて複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定する手段と、
　前記第１の上りリンクコンポーネントキャリアにリンクし、且つ、活性化された、第１
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、あるサブフレームにおいて、前記物理下
りリンク制御チャネルを検出した場合に、前記物理下りリンク制御チャネルを検出するこ
とによって指示された前記物理下りリンク共用チャネルでの送信に対して、前記物理下り
リンク制御チャネルの制御チャネル要素に基づいて、前記第１の上りリンクコンポーネン
トキャリアにおける物理上りリンク制御チャネルのリソースを決定する手段と、
　前記第１の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なり、且つ、活性化された、第２
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記あるサブフレームにおいて、前記物
理下りリンク制御チャネルを検出した場合に、前記物理下りリンク制御チャネルを検出す
ることによって指示された前記物理下りリンク共用チャネルでの送信に対して、前記設定
された複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースの中から、物理上りリンク制御チャ
ネルのリソースを決定する手段と、
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　前記決定した物理上りリンク制御チャネルのリソースの中のいずれか１つの物理上りリ
ンク制御チャネルのリソースを使用して、前記下りリンクトランスポートブロックに対す
る前記ＨＡＲＱにおける制御情報を示すために用いられる複数の情報ビットを前記基地局
装置へ送信する手段と、を備える
　ことを特徴とする移動局装置。
【請求項２】
　前記ＨＡＲＱ制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の移動局装置。
【請求項３】
　物理下りリンク制御チャネルを使用してスケジュールした物理下りリンク共用チャネル
で、下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信する基地局装置であって、
　物理上りリンク制御チャネルでのＨＡＲＱにおける制御情報の送信が行なわれる第１の
上りリンクコンポーネントキャリアにおいて、ＲＲＣシグナリングを使用して送信したパ
ラメータに基づいて複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定する手段と、
　前記第１の上りリンクコンポーネントキャリアにリンクし、且つ、活性化された、第１
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、あるサブフレームにおいて、前記物理下
りリンク制御チャネルを使用してスケジュールした前記物理下りリンク共用チャネルでの
送信に対して、前記物理下りリンク制御チャネルの制御チャネル要素に基づいて、前記第
１の上りリンクコンポーネントキャリアにおける物理上りリンク制御チャネルのリソース
を決定する手段と、
　前記第１の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なり、且つ、活性化された、第２
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記あるサブフレームにおいて、前記物
理下りリンク制御チャネルを使用してスケジュールした前記物理下りリンク共用チャネル
での送信に対して、前記設定した複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースの中から
、物理上りリンク制御チャネルのリソースを決定する手段と、
　前記決定した物理上りリンク制御チャネルのリソースの中のいずれか１つの物理上りリ
ンク制御チャネルのリソースを使用して、前記下りリンクトランスポートブロックに対す
る前記ＨＡＲＱにおける制御情報を示すために用いられる複数の情報ビットを前記移動局
装置から受信する手段と、を備える
　ことを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　前記ＨＡＲＱ制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報を含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の基地局装置。
【請求項５】
　物理下りリンク制御チャネルを使用してスケジュールされた物理下りリンク共用チャネ
ルで、下りリンクトランスポートブロックを基地局装置から受信する移動局装置の通信方
法であって、
　物理上りリンク制御チャネルでのＨＡＲＱにおける制御情報の送信が行なわれる第１の
上りリンクコンポーネントキャリアにおいて、ＲＲＣシグナリングを使用して送信された
パラメータに基づいて複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定し、
　前記第１の上りリンクコンポーネントキャリアにリンクし、且つ、活性化された、第１
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、あるサブフレームにおいて、前記物理下
りリンク制御チャネルを検出した場合に、前記物理下りリンク制御チャネルを検出するこ
とによって指示された前記物理下りリンク共用チャネルでの送信に対して、前記物理下り
リンク制御チャネルの制御チャネル要素に基づいて、前記第１の上りリンクコンポーネン
トキャリアにおける物理上りリンク制御チャネルのリソースを決定し、
　前記第１の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なり、且つ、活性化された、第２
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記あるサブフレームにおいて、前記物
理下りリンク制御チャネルを検出した場合に、前記物理下りリンク制御チャネルを検出す
ることによって指示された前記物理下りリンク共用チャネルでの送信に対して、前記設定
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された複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースの中から、物理上りリンク制御チャ
ネルのリソースを決定し、
　前記決定した物理上りリンク制御チャネルのリソースの中のいずれか１つの物理上りリ
ンク制御チャネルのリソースを使用して、前記下りリンクトランスポートブロックに対す
る前記ＨＡＲＱにおける制御情報を示すために用いられる複数の情報ビットを前記基地局
装置へ送信する
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項６】
　前記ＨＡＲＱ制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報を含む
　ことを特徴とする請求項５に記載の通信方法。
【請求項７】
　物理下りリンク制御チャネルを使用してスケジュールした物理下りリンク共用チャネル
で、下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信する基地局装置の通信方法で
あって、
　物理上りリンク制御チャネルでのＨＡＲＱにおける制御情報の送信が行なわれる第１の
上りリンクコンポーネントキャリアにおいて、ＲＲＣシグナリングを使用して送信したパ
ラメータに基づいて複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定し、
　前記第１の上りリンクコンポーネントキャリアにリンクし、且つ、活性化された、第１
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、あるサブフレームにおいて、前記物理下
りリンク制御チャネルを使用してスケジュールした前記物理下りリンク共用チャネルでの
送信に対して、前記物理下りリンク制御チャネルの制御チャネル要素に基づいて、前記第
１の上りリンクコンポーネントキャリアにおける物理上りリンク制御チャネルのリソース
を決定し、
　前記第１の下りリンクコンポーネントキャリアとは異なり、且つ、活性化された、第２
の下りリンクコンポーネントキャリアにおける、前記あるサブフレームにおいて、前記物
理下りリンク制御チャネルを使用してスケジュールした前記物理下りリンク共用チャネル
での送信に対して、前記設定した複数の物理上りリンク制御チャネルのリソースの中から
、物理上りリンク制御チャネルのリソースを決定し、
　前記決定した物理上りリンク制御チャネルのリソースの中のいずれか１つの物理上りリ
ンク制御チャネルのリソースを使用して、前記下りリンクトランスポートブロックに対す
る前記ＨＡＲＱにおける制御情報を示すために用いられる複数の情報ビットを前記移動局
装置から受信する
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項８】
　前記ＨＡＲＱ制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報を含む
　ことを特徴とする請求項７に記載の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムおよび通信方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）は、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code 
 Division Multiple Access）と、ＧＳＭ（Global System for Mobile Communications）
とを発展させたネットワークを基本した移動通信システムの仕様の検討・作成を行なうプ
ロジェクトである。３ＧＰＰでは、Ｗ－ＣＤＭＡ方式が第３世代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、通信速度をさらに高速化させた
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（以下、「ＬＴＥ（Long  Term
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 Evolution）」、もしくは、「ＥＵＴＲＡ（Evolved Universal Terrestrial Radio Acce
ss）」と呼称する。）、および、より広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデー
タの送受信を実現する移動通信システム（以下、「ＬＴＥ－Ａ（Long Term Evolution-Ad
vanced）」、もしくは、「Ａｄｖａｎｃｅｄ－ＥＵＴＲＡ」と呼称する。）に関する検討
が進められている。
【０００３】
　ＬＴＥにおける通信方式としては、互いに直交するサブキャリアを用いてユーザ多重化
を行なうＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）方式、および
、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier-Frequency Division Multiple Access）方式が検討
されている。すなわち、下りリンクでは、マルチキャリア通信方式であるＯＦＤＭＡ方式
が、上りリンクでは、シングルキャリア通信方式であるＳＣ－ＦＤＭＡ方式が提案されて
いる。
【０００４】
　一方、ＬＴＥ－Ａにおける通信方式としては、下りリンクでは、ＯＦＤＭＡ方式が、上
りリンクでは、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式に加えて、ＯＦＤＭＡ方式、Ｃｌｕｓｔｅｒｅｄ－Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ（Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access、DFTs-
OFDM with Spectrum Division Controlとも呼称される。）方式を導入することが検討さ
れている。ここで、ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａにおいて、上りリンクの通信方式として提案
されているＳＣ－ＦＤＭＡ方式は、データを送信する際のＰＡＰＲ（Peak to Average Po
wer Ratio：ピーク電力対平均電力比、送信電力）を低く抑えることができるという特徴
を持っている。
【０００５】
　また、ＬＴＥ－Ａでは、一般的な移動通信システムで使用する周波数帯域は連続である
のに対し、連続／不連続な複数の周波数帯域（以下、「キャリア要素、キャリアコンポー
ネント（ＣＣ：Carrier Component）」、もしくは、「要素キャリア、コンポーネントキ
ャリア（ＣＣ：Component Carrier）」と呼称する。）を複合的に使用して、１つの広帯
域な周波数帯域として運用する（周波数帯域集約：Spectrum aggregation、Carrier aggr
egation、Frequency aggregationなどとも呼称される。）ことが検討されている（非特許
文献１）。さらに、基地局装置および移動局装置が、広帯域な周波数帯域をより柔軟に使
用して通信を行なうために、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信
に使用する周波数帯域を異なる周波数帯域幅とする（非対称周波数帯域集約：Asymmetric
 carrier aggregation）ことも提案されている（非特許文献２）。
【０００６】
　図７は、従来の技術における周波数帯域集約された移動通信システムを説明する図であ
る。図７に示されるような下りリンク（以下、ＤＬ：Down Linkとも呼称する）の通信に
使用する周波数帯域と上りリンク（以下、ＵＬ：Up Linkとも呼称する）の通信に使用す
る周波数帯域を同じ帯域幅とすることは、対称周波数帯域集約（Symmetric carrier aggr
egation）とも呼称される。図７に示すように、基地局装置と移動局装置は、連続および
／または不連続な周波数帯域である複数のキャリア要素を複合的に使用することによって
、複数のキャリア要素から構成される広帯域な周波数帯域で通信を行なうことができる。
図７では、例として、１００ＭＨｚの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用する周波数
帯域（以下、ＤＬシステム帯域、ＤＬシステム帯域幅とも呼称する）が、２０ＭＨｚの帯
域幅を持った５つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１：Downlink Component Carrier
１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）によって構成されていることを示してい
る。また、例として、１００ＭＨｚの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用する周波数
帯域（以下、ＵＬシステム帯域、ＵＬシステム帯域幅とも呼称する）が、２０ＭＨｚの帯
域幅を持った５つの上りリンクのキャリア要素（ＵＣＣ１：Uplink Component Carrier１
、ＵＣＣ２、ＵＣＣ３、ＵＣＣ４、ＵＣＣ５）によって構成されていることを示している
。
【０００７】
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　図７において、下りリンクのキャリア要素それぞれには、物理下りリンク制御チャネル
（以下、ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）、物理下りリンク共用チャ
ネル（以下、ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared Channel）等の下りリンクのチャネ
ルが配置される。基地局装置は、ＰＤＳＣＨを使用して送信される下りリンクトランスポ
ートブロックを送信するための制御情報（リソース割り当て情報、ＭＣＳ（Modulation a
nd Coding Scheme：変調符号化方式）情報、ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Reques
t：ハイブリッド自動再送要求）処理情報など）を、ＰＤＣＣＨを使用して移動局装置に
送信し、ＰＤＳＣＨを使用して下りリンクトランスポートブロックを移動局装置に送信す
ることができる。すなわち、図７において、基地局装置は、同一サブフレームで、最大５
つまでの下りリンクトランスポートブロックを移動局装置へ送信することができる。
【０００８】
　また、上りリンクのキャリア要素それぞれには、物理上りリンク制御チャネル（以下、
ＰＵＣＣＨ：Physical Uplink Control Channel）、物理上りリンク共用チャネル（以下
、ＰＵＳＣＨ：Physical Uplink Shared Channel）等の上りリンクのチャネルが配置され
る。移動局装置は、ＰＵＣＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨを使用して、ＰＤＣＣＨおよび
／または下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報（以下、
ＨＡＲＱにおける制御情報とも呼称する）を基地局装置へ送信することができる。ここで
、ＨＡＲＱにおける制御情報とは、ＰＤＣＣＨおよび／または下りリンクトランスポート
ブロックに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答：Positive Acknowledgement／否定応答：
Negative Acknowledgement）を示す情報（信号）および／またはＤＴＸ（Discontinuous 
Transmission）を示す情報（信号）のことである。ＤＴＸを示す情報とは、移動局装置が
、基地局装置から送信されるＰＤＣＣＨを検出できなかったことを示す情報である。ここ
で、図７において、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ等の下りリンク／
上りリンクのチャネルのいずれかが配置されない下りリンク／上りリンクのキャリア要素
が存在してもよい。
【０００９】
　同様に、図８は、従来の技術における非対称周波数帯域集約（Asymmetric carrier agg
regation）された移動通信システムを説明する図である。図８に示すように、基地局装置
と移動局装置は、下りリンクの通信に使用する周波数帯域と上りリンクの通信に使用する
周波数帯域を異なる帯域幅とし、これらの周波数帯域を構成する連続および／または不連
続な周波数帯域であるキャリア要素を複合的に使用して広帯域な周波数帯域で通信を行な
うことができる。図８では、例として、１００ＭＨｚの帯域幅を持った下りリンクの通信
に使用する周波数帯域が、２０ＭＨｚの帯域幅を持った５つの下りリンクのキャリア要素
（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）によって構成され、また、４０
ＭＨｚの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用する周波数帯域が、２０ＭＨｚの帯域幅
を持った２つの上りリンクのキャリア要素（ＵＣＣ１、ＵＣＣ２）によって構成されてい
ることを示している。図８において、下りリンク／上りリンクのキャリア要素のそれぞれ
には、下りリンク／上りリンクのチャネルがそれぞれ配置され、基地局装置は、複数のＰ
ＤＣＣＨによって割り当てた複数のＰＤＳＣＨを使用して、複数の下りリンクトランスポ
ートブロックを、同一サブフレームで移動局装置へ送信することができる。また、移動局
装置は、ＰＵＣＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を
基地局装置へ送信することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】"LTE-Advanced-LTE evolution towards IMT-Advanced Technology comp
onents", 3GPP TSG RAN IMT Advanced Workshop, REV-080030, April 7-8, 2008.
【非特許文献２】"Initial Access Procedure for Asymmetric Wider Bandwidth in LTE-
Advanced", 3GPP TSG RAN WG１ Meeting #55, R１-084249, November １0-１4, 2008.
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の技術では、基地局装置と移動局装置が、複数のキャリア要素によ
って構成される広帯域な周波数帯域を使用して通信を行なう際に、具体的に、どのような
やり取りをしてＨＡＲＱにおける制御情報を送受信するのかが明確にされていなかった。
【００１２】
　移動局装置が、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置へ送信する場合、移動局装置に
おける送信電力を考慮しなければならない。例えば、移動局装置が、同一サブフレームで
多くの上りリンクのキャリア要素（多くのチャネルを使用して）を使用して、複数のＨＡ
ＲＱにおける制御情報を送信するためには、非常に高い電力でＨＡＲＱにおける制御情報
を送信する必要が出てしまう。例えば、移動局装置が、同一サブフレームで５つの上りリ
ンクのキャリア要素それぞれに配置される５つのＰＵＣＣＨ全てを使用して、ＨＡＲＱに
おける制御情報を基地局装置へ送信するようにしては、移動局装置に対して、非常に高い
電力でＨＡＲＱにおける制御情報を送信させるための能力を持たせる必要が出てしまう。
移動局装置における送信電力の能力を高くすることは、移動局装置が搭載するパワーアン
プ（ＰＡ：Power Amplifier）等の能力を高くすることに繋がり、移動局装置のコストが
高くなってしまう。
【００１３】
　このように、従来の技術では、基地局装置と移動局装置が、複数のキャリア要素によっ
て構成される広帯域な周波数帯域を使用して通信を行なう際に、具体的に、どのようなや
り取りをしてＨＡＲＱにおける制御情報を送受信するのかが明確にされていないために、
移動局装置における送信電力が高くなってしまうという問題があった。
【００１４】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置と移動局装置が、
複数のキャリア要素によって構成される広帯域な周波数帯域を使用して通信を行なう際に
、移動局装置における送信電力を考慮した効率的なＨＡＲＱにおける制御情報の送受信が
可能な移動通信システム、基地局装置、移動局装置および通信方法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】
【００１５】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の移動通信システムは、基地局装置が、複数の下りリンクコンポーネントキャリ
アを移動局装置に対して設定する移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記複
数の下りリンクコンポーネントキャリアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネン
トキャリアにおいて、下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、前
記移動局装置は、前記下りリンクトランスポートブロックが送信された１つまたは複数の
下りリンクコンポーネントキャリアに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースのい
ずれか１つで、前記下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情
報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
【００１６】
　（２）また、本発明の移動通信システムは、基地局装置が、複数の下りリンクコンポー
ネントキャリアを移動局装置に対して設定する移動通信システムであって、前記基地局装
置は、前記複数の下りリンクコンポーネントキャリアの中の１つまたは複数の下りリンク
コンポーネントキャリアにおいて、物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポ
ートブロックを前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置は、前記物理下りリンク共用チ
ャネルに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか１つで、前記下りリン
クトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を前記基地局装置へ送信す
ることを特徴としている。
【００１７】
　（３）また、本発明の移動通信システムにおいて、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＡ
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ＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報であることを特徴としている。
【００１８】
　（４）また、本発明の移動通信システムにおいて、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＤ
ＴＸ（Discontinuous Transmission）を示す情報であることを特徴としている。
【００１９】
　（５）また、本発明の基地局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアを移動
局装置に対して設定する基地局装置であって、前記複数の下りリンクコンポーネントキャ
リアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、下りリンクト
ランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する手段と、前記下りリンクトランスポー
トブロックが送信された１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対応する
物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか１つで、前記下りリンクトランスポート
ブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備
えることを特徴としている。
【００２０】
　（６）また、本発明の基地局装置は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアを移動
局装置に対して設定する基地局装置であって、前記複数の下りリンクコンポーネントキャ
リアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、物理下りリン
ク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信する手段と
、前記物理下りリンク共用チャネルに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースのい
ずれか１つで、前記下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情
報を前記移動局装置から受信する手段と、を備えることを特徴としている。
【００２１】
　（７）また、本発明の基地局装置において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＡＣＫ／
ＮＡＣＫを示す情報であることを特徴としている。
【００２２】
　（８）また、本発明の基地局装置において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＤＴＸ（
Discontinuous Transmission）を示す情報であることを特徴としている。
【００２３】
　（９）また、本発明の移動局装置は、基地局装置によって複数の下りリンクコンポーネ
ントキャリアを設定される移動局装置であって、前記複数の下りリンクコンポーネントキ
ャリアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、下りリンク
トランスポートブロックを前記基地局装置から受信する手段と、前記下りリンクトランス
ポートブロックが送信された１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対応
する物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか１つで、前記下りリンクトランスポ
ートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を前記基地局装置へ送信する手段と、を
備えることを特徴としている。
【００２４】
　（１０）また、本発明の移動局装置は、基地局装置によって複数の下りリンクコンポー
ネントキャリアを設定される移動局装置であって、前記複数の下りリンクコンポーネント
キャリアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、物理下り
リンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信する
手段と、前記物理下りリンク共用チャネルに対応する物理上りリンク制御チャネルリソー
スのいずれか１つで、前記下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける
制御情報を前記基地局装置へ送信する手段と、を備えることを特徴としている。
【００２５】
　（１１）また、本発明の移動局装置において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＡＣＫ
／ＮＡＣＫを示す情報であることを特徴としている。
【００２６】
　（１２）また、本発明の移動局装置において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＤＴＸ
（Discontinuous Transmission）を示す情報であることを特徴としている。
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【００２７】
　（１３）また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアを移動
局装置に対して設定する基地局装置の通信方法であって、前記複数の下りリンクコンポー
ネントキャリアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、下
りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信し、前記下りリンクトランスポ
ートブロックが送信された１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対応す
る物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか１つで、前記下りリンクトランスポー
トブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を前記移動局装置から受信することを特徴
としている。
【００２８】
　（１４）また、本発明の通信方法は、複数の下りリンクコンポーネントキャリアを移動
局装置に対して設定する基地局装置の通信方法であって、前記複数の下りリンクコンポー
ネントキャリアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、物
理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記移動局装置へ送信
し、前記物理下りリンク共用チャネルに対応する物理上りリンク制御チャネルリソースの
いずれか１つで、前記下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御
情報を前記移動局装置から受信することを特徴としている。
【００２９】
　（１５）また、本発明の通信方法において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＡＣＫ／
ＮＡＣＫを示す情報であることを特徴としている。
【００３０】
　（１６）また、本発明の通信方法において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＤＴＸ（
Discontinuous Transmission）を示す情報であることを特徴としている。
【００３１】
　（１７）また、本発明の通信方法は、基地局装置によって複数の下りリンクコンポーネ
ントキャリアを設定される移動局装置の通信方法であって、前記複数の下りリンクコンポ
ーネントキャリアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、
下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から受信し、前記下りリンクトラン
スポートブロックが送信された１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対
応する物理上りリンク制御チャネルリソースのいずれか１つで、前記下りリンクトランス
ポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を前記基地局装置へ送信することを特
徴としている。
【００３２】
　（１８）また、本発明の通信方法は、基地局装置によって複数の下りリンクコンポーネ
ントキャリアを設定される移動局装置の通信方法であって、前記複数の下りリンクコンポ
ーネントキャリアの中の１つまたは複数の下りリンクコンポーネントキャリアにおいて、
物理下りリンク共用チャネルで下りリンクトランスポートブロックを前記基地局装置から
受信し、前記物理下りリンク共用チャネルに対応する物理上りリンク制御チャネルリソー
スのいずれか１つで、前記下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける
制御情報を前記基地局装置へ送信することを特徴としている。
【００３３】
　（１９）また、本発明の通信方法において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＡＣＫ／
ＮＡＣＫを示す情報であることを特徴としている。
【００３４】
　（２０）また、本発明の通信方法において、前記ＨＡＲＱにおける制御情報はＤＴＸ（
Discontinuous Transmission）を示す情報であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、複数のキャリア要素から構成される広帯域な周波数帯域を使用して通
信を行なう基地局装置と移動局装置が、ＨＡＲＱにおける制御情報を効率的に送受信する
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ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】物理チャネルの構成を概念的に示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る移動局装置の概略構成を示すブロック図である。
【図４】第１の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。
【図５】第１の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す別の図である。
【図６】第２の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。
【図７】従来の技術における周波数帯域集約された移動通信システムの例を説明する図で
ある。
【図８】従来の技術における非対称周波数帯域集約された移動通信システムの例を説明す
る図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明
の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、
物理報知チャネル（ＰＢＣＨ：Physical Broadcast Channel）、物理下りリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）、物理下りリンク共用チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared Channel）、物理マルチキャストチャネル（
ＰＭＣＨ：Physical Multicast Channel）、物理制御フォーマット指示チャネル（ＰＣＦ
ＩＣＨ：Physical Control Format Indicator Channel）、物理ハイブリッド自動再送要
求指示チャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical Hybrid ARQ Indicator Channel）によって構成
される。上りリンクの物理チャネルは、物理上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ：Phys
ical Uplink Shared Channel）、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Physical U
plink Control Channel）、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：Physical Rand
om Access Channel）によって構成される。
【００３８】
　物理報知チャネル（ＰＢＣＨ）は、４０ミリ秒間隔で報知チャネル（ＢＣＨ）をマッピ
ングする。４０ミリ秒のタイミングは、ブラインド検出（blind detection）される。す
なわち、タイミング提示のために、明示的なシグナリングを行なわない。また、物理報知
チャネル（ＰＢＣＨ）を含むサブフレームは、そのサブフレームだけで復号できる（自己
復号可能：self-decodable）。
【００３９】
　物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳ
ＣＨ）のリソース割り当て、下りリンクデータに対するハイブリッド自動再送要求（ＨＡ
ＲＱ：Hybrid Automatic Repeat Request）情報、および、物理上りリンク共用チャネル
（ＰＵＳＣＨ）のリソース割り当てである上りリンク送信許可を、移動局装置に通知（送
信）するために使用されるチャネルである。ＰＤＣＣＨは、複数の制御チャネル要素（Ｃ
ＣＥ：Control Channel Element）によって構成され、移動局装置は、このＣＣＥで構成
されるＰＤＣＣＨを検出することによって、基地局装置からのＰＤＣＣＨを受信する。こ
のＣＣＥは、周波数、時間領域において分散している複数のリソースエレメントグループ
（ＲＥＧ：Resource Element Group、mini-CCEとも呼ばれる）によって構成される。ここ
で、リソースエレメントとは、１ＯＦＤＭシンボル（時間成分）、１サブキャリア（周波
数成分）で構成される単位リソースであり、例えば、ＲＥＧは、同一ＯＦＤＭシンボル内
の周波数領域において、下りリンクパイロットチャネルを除いて、周波数領域で連続する
４個の下りリンクのリソースエレメントによって構成される。また、例えば、１つのＰＤ
ＣＣＨは、ＣＣＥを識別する番号（ＣＣＥインデックス）が連続する１個、２個、４個、
８個のＣＣＥによって構成される。
【００４０】
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　ＰＤＣＣＨは、移動局装置ごと、種別ごとに別々に符号化（Separate Coding）される
。すなわち、移動局装置は、複数のＰＤＣＣＨを検出して、下りリンクまたは上りリンク
のリソース割り当てや、その他の制御信号を示す情報を取得する。各ＰＤＣＣＨには、フ
ォーマットを識別可能なＣＲＣ（巡回冗長検査）の値が付与されており、移動局装置は、
ＰＤＣＣＨが構成されうるＣＣＥのセットのそれぞれに対してＣＲＣを行ない、ＣＲＣが
成功したＰＤＣＣＨを取得する。これは、ブラインドデコーディング（blind decoding）
とも呼称され、移動局装置が、このブラインドデコーディングを行なうＰＤＣＣＨが構成
されうるＣＣＥのセットの範囲は、検索領域（Search Space）と呼ばれる。すなわち、移
動局装置は、検索領域内のＣＣＥに対して、ブラインドデコーディングを行ない、ＰＤＣ
ＣＨの検出を行なう。
【００４１】
　移動局装置は、ＰＤＣＣＨに物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）のリソース割
り当てが含まれる場合、基地局装置からのＰＤＣＣＨによって指示されたリソース割り当
てに応じて、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）を使用してデータ（下りリンク
データ（下りリンク共用チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ））、および／または、下りリンク制御
データ（下りリンク制御情報））を受信する。すなわち、このＰＤＣＣＨは、下りリンク
に対するリソース割り当てを行なう信号（以下、「下りリンク送信許可信号」または「下
りリンクグラント」と呼称する。）である。また、移動局装置は、ＰＤＣＣＨに物理上り
リンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）のリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置から
のＰＤＣＣＨによって指示されたリソース割り当てに応じて、物理上りリンク共用チャネ
ル（ＰＵＳＣＨ）を使用してデータ（上りリンクデータ（上りリンク共用チャネル（ＵＬ
－ＳＣＨ））、および／または、上りリンク制御データ（上りリンク制御情報））を送信
する。すなわち、このＰＤＣＣＨは、上りリンクに対するデータ送信を許可する信号（以
下、「上りリンク送信許可信号」または「上りリンクグラント」と呼称する。）である。
【００４２】
　物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、下りリンクデータ（下りリンク共用チ
ャネル：ＤＬ－ＳＣＨ）またはページング情報（ページングチャネル：ＰＣＨ）を送信す
るために使用されるチャネルである。物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）は、マル
チキャストチャネル（ＭＣＨ）を送信するために利用するチャネルであり、下りリンク参
照信号、上りリンク参照信号、物理下りリンク同期信号が別途配置される。
【００４３】
　ここで、下りリンクデータ（ＤＬ－ＳＣＨ）とは、例えば、ユーザーデータの送信を示
しており、ＤＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである。ＤＬ－ＳＣＨでは、ＨＡＲ
Ｑ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能であ
る。ＤＬ－ＳＣＨは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサ
ポートされる。
【００４４】
　物理上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）は、主に、上りリンクデータ（上りリンク
共用チャネル：ＵＬ－ＳＣＨ）を送信するために使用されるチャネルである。また、基地
局装置が、移動局装置をスケジューリングした場合には、上りリンク制御情報（上りリン
ク制御信号）もＰＵＳＣＨを使用して送信される。この上りリンク制御情報には、下りリ
ンクのチャネル状態を示すチャネル状態情報ＣＳＩ（Channel State information、もし
くは、Channel statistical information）や、下りリンクのチャネル品質識別子ＣＱＩ
（Channel Quality Indicator）や、プレコーディングマトリックス識別子ＰＭＩ（Preco
ding Matrix Indicator）や、ランク識別子ＲＩ（Rank Indicator）や、ＰＤＣＣＨおよ
び／または下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報（ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを示す情報および／またはＤＴＸを示す情報）が含まれる。
【００４５】
　ここで、上りリンクデータ（ＵＬ－ＳＣＨ）とは、例えば、ユーザーデータの送信を示
しており、ＵＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである。ＵＬ－ＳＣＨでは、ＨＡＲ
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Ｑ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能であ
る。ＵＬ－ＳＣＨは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサ
ポートされる。
【００４６】
　また、上りリンクデータ（ＵＬ－ＳＣＨ）および下りリンクデータ（ＤＬ－ＳＣＨ）に
は、基地局装置と移動局装置の間でやり取りされる無線資源制御信号（以下、「ＲＲＣシ
グナリング：Radio Resource Control Signaling」と呼称する。）、ＭＡＣ（Medium Acc
ess  Control）コントロールエレメントなどが含まれていても良い。
【００４７】
　物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、上りリンク制御情報（上りリンク制御
信号）を送信するために使用されるチャネルである。ここで上りリンク制御情報とは、例
えば、下りリンクのチャネル状態を示すチャネル状態情報ＣＳＩや、下りリンクのチャネ
ル品質識別子ＣＱＩや、プレコーディングマトリックス識別子ＰＭＩや、ランク識別子Ｒ
Ｉや、移動局装置が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する（
ＵＬ－ＳＣＨでの送信を要求する）スケジューリング要求（ＳＲ: Scheduling Request）
や、ＰＤＣＣＨおよび／または下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにお
ける制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報および／またはＤＴＸを示す情報）が含まれ
る。
【００４８】
　物理制御フォーマット指示チャネル（ＰＣＦＩＣＨ）は、ＰＤＣＣＨのために使用され
るＯＦＤＭシンボル数を移動局装置に通知するために利用するチャネルであり、各サブフ
レームで送信される。物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル（ＰＨＩＣＨ）は、上
りリンクデータのＨＡＲＱに使用されるＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するために利用するチャ
ネルである。物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）は、ランダムアクセスプリア
ンブルを送信するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。図１に示すよ
うに、本実施形態に係る移動通信システムは、基地局装置１００と、移動局装置２００（
２００－１～２００－３）と、から構成される。
【００４９】
　［基地局装置の構成］
　図２は、本発明の実施形態に係る基地局装置１００の概略構成を示すブロック図である
。基地局装置１００は、データ制御部１０１と、送信データ変調部１０２と、無線部１０
３と、スケジューリング部１０４と、チャネル推定部１０５と、受信データ復調部１０６
と、データ抽出部１０７と、上位層１０８と、アンテナ１０９と、を含んで構成される。
また、無線部１０３、スケジューリング部１０４、チャネル推定部１０５、受信データ復
調部１０６、データ抽出部１０７、上位層１０８およびアンテナ１０９で受信部を構成し
、データ制御部１０１、送信データ変調部１０２、無線部１０３、スケジューリング部１
０４、上位層１０８およびアンテナ１０９で送信部を構成している。
【００５０】
　アンテナ１０９、無線部１０３、チャネル推定部１０５、受信データ復調部１０６、デ
ータ抽出部１０７で上りリンクの物理層の処理を行なう。アンテナ１０９、無線部１０３
、送信データ変調部１０２、データ制御部１０１で下りリンクの物理層の処理を行なう。
【００５１】
　データ制御部１０１は、スケジューリング部１０４からトランスポートチャネルを受信
する。データ制御部１０１は、トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およ
びチャネルを、スケジューリング部１０４から入力されるスケジューリング情報に基づい
て、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、送信デ
ータ変調部１０２へ出力される。
【００５２】
　送信データ変調部１０２は、送信データをＯＦＤＭ方式に変調する。送信データ変調部
１０２は、データ制御部１０１から入力されたデータに対して、スケジューリング部１０
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４からのスケジューリング情報や、各ＰＲＢに対応する変調方式および符号化方式に基づ
いて、データ変調、符号化、入力信号の直列／並列変換、ＩＦＦＴ（Inverse Fast Fouri
er Transform：逆高速フーリエ変換）処理、ＣＰ（Cyclic Prefix）挿入、並びに、フィ
ルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部１０３へ出力する。
ここで、スケジューリング情報には、下りリンク物理リソースブロックＰＲＢ（Physical
  Resource Block）割り当て情報、例えば、周波数、時間から構成される物理リソースブ
ロック位置情報が含まれ、各ＰＲＢに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、
変調方式：１６ＱＡＭ、符号化率：２／３コーディングレートなどの情報が含まれる。
【００５３】
　無線部１０３は、送信データ変調部１０２から入力された変調データを無線周波数にア
ップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ１０９を介して、移動局装置２００に送
信する。また、無線部１０３は、移動局装置２００からの上りリンクの無線信号を、アン
テナ１０９を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチ
ャネル推定部１０５と受信データ復調部１０６とに出力する。
【００５４】
　スケジューリング部１０４は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Medium Access Control）
層の処理を行なう。スケジューリング部１０４は、論理チャネルとトランスポートチャネ
ルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング（ＨＡＲＱ処理、トラ
ンスポートフォーマットの選択など）などを行なう。スケジューリング部１０４は、各物
理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部１０４と、アンテナ１０９、
無線部１０３、チャネル推定部１０５、受信データ復調部１０６、データ制御部１０１、
送信データ変調部１０２およびデータ抽出部１０７との間のインターフェースが存在する
（ただし、図示しない）。
【００５５】
　スケジューリング部１０４は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置２００
から受信したフィードバック情報（上りリンクのチャネル状態情報（ＣＳＩ、ＣＱＩ、Ｐ
ＭＩ、ＲＩ）や、下りリンクデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報など）、各移動局装置
２００の使用可能なＰＲＢの情報、バッファ状況、上位層１０８から入力されたスケジュ
ーリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフ
ォーマット（送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式およ
び符号化方式など）の選定処理およびＨＡＲＱにおける再送制御および下りリンクに使用
されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使
用されるスケジューリング情報は、データ制御部１０１へ出力される。
【００５６】
　また、スケジューリング部１０４は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推
定部１０５が出力する上りリンクのチャネル状態（無線伝搬路状態）の推定結果、移動局
装置２００からのリソース割り当て要求、各移動局装置２００の使用可能なＰＲＢの情報
、上位層１０８から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調す
るための上りリンクのトランスポートフォーマット（送信形態、すなわち、物理リソース
ブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など）の選定処理および上りリンク
のスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら上りリン
クのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部１０１へ出力
される。
【００５７】
　また、スケジューリング部１０４は、上位層１０８から入力された下りリンクの論理チ
ャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部１０１へ出力する。また
、スケジューリング部１０４は、データ抽出部１０７から入力された上りリンクで取得し
た制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理
チャネルにマッピングし、上位層１０８へ出力する。
【００５８】
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　チャネル推定部１０５は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク復調用参照信
号（ＤＲＳ：Demodulation Reference Signal）から上りリンクのチャネル状態を推定し
、その推定結果を受信データ復調部１０６に出力する。また、上りリンクのスケジューリ
ングを行なうために、上りリンク測定用参照信号（ＳＲＳ：Sounding Reference Signal
）から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部１０４に
出力する。
【００５９】
　受信データ復調部１０６は、ＯＦＤＭ方式、および／または、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式に変
調された受信データを復調するＯＦＤＭ復調部および／またはＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ－Ｏ
ＦＤＭ（ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ）復調部を兼ねている。受信データ復調部１０６は、チャ
ネル推定部１０５から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部
１０３から入力された変調データに対し、ＤＦＴ変換、サブキャリアマッピング、ＩＦＦ
Ｔ変換、フィルタリング等の信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部１０７
に出力する。
【００６０】
　データ抽出部１０７は、受信データ復調部１０６から入力されたデータに対して、正誤
を確認するとともに、確認結果（肯定信号ＡＣＫ／否定信号ＮＡＣＫ）をスケジューリン
グ部１０４に出力する。また、データ抽出部１０７は、受信データ復調部１０６から入力
されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジュ
ーリング部１０４に出力する。分離された制御データには、移動局装置２００から通知さ
れたチャネル状態情報ＣＳＩや、下りリンクのチャネル品質識別子ＣＱＩ、プレコーディ
ングマトリックス識別子ＰＭＩ、ランク識別子ＲＩや、ＨＡＲＱにおける制御情報、スケ
ジューリング要求などが含まれている。
【００６１】
　上位層１０８は、パケットデータ統合プロトコル（ＰＤＣＰ：Packet Data Convergenc
e  Protocol）層、無線リンク制御（ＲＬＣ：Radio Link Control）層、無線リソース制
御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）層の処理を行なう。上位層１０８は、下位層の処
理部を統合して制御するため、上位層１０８と、スケジューリング部１０４、アンテナ１
０９、無線部１０３、チャネル推定部１０５、受信データ復調部１０６、データ制御部１
０１、送信データ変調部１０２およびデータ抽出部１０７との間のインターフェースが存
在する（ただし、図示しない）。
【００６２】
　上位層１０８は、無線リソース制御部１１０（制御部とも言う。）を有している。また
、無線リソース制御部１１０は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング
制御、各移動局装置２００の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装
置２００ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設
定の管理、移動局識別子（ＵＥＩＤ）の管理などを行なっている。上位層１０８は、別の
基地局装置への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
【００６３】
　［移動局装置２００の構成］
　図３は、本発明の実施形態に係る移動局装置２００の概略構成を示すブロック図である
。移動局装置２００は、データ制御部２０１と、送信データ変調部２０２と、無線部２０
３と、スケジューリング部２０４と、チャネル推定部２０５と、受信データ復調部２０６
と、データ抽出部２０７と、上位層２０８、アンテナ２０９と、を含んで構成されている
。また、データ制御部２０１、送信データ変調部２０２、無線部２０３、スケジューリン
グ部２０４、上位層２０８、アンテナ２０９で送信部を構成し、無線部２０３、スケジュ
ーリング部２０４、チャネル推定部２０５、受信データ復調部２０６、データ抽出部２０
７、上位層２０８、アンテナ２０９で受信部を構成している。
【００６４】
　データ制御部２０１、送信データ変調部２０２、無線部２０３、で上りリンクの物理層
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の処理を行なう。無線部２０３、チャネル推定部２０５、受信データ復調部２０６、デー
タ抽出部２０７、で下りリンクの物理層の処理を行なう。
【００６５】
　データ制御部２０１は、スケジューリング部２０４からトランスポートチャネルを受信
する。トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジュ
ーリング部２０４から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッ
ピングする。このようにマッピングされた各データは、送信データ変調部２０２へ出力さ
れる。
【００６６】
　送信データ変調部２０２は、送信データをＯＦＤＭ方式、および／または、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ方式に変調する。送信データ変調部２０２は、データ制御部２０１から入力されたデ
ータに対し、データ変調、ＤＦＴ（離散フーリエ変換）処理、サブキャリアマッピング、
ＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換）処理、ＣＰ挿入、フィルタリングなどの信号処理を行な
い、送信データを生成して、無線部２０３へ出力する。
【００６７】
　無線部２０３は、送信データ変調部２０２から入力された変調データを無線周波数にア
ップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ２０９を介して、基地局装置１００に送
信する。また、無線部２０３は、基地局装置１００からの下りリンクのデータで変調され
た無線信号を、アンテナ２０９を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートし
て、受信データを、チャネル推定部２０５および受信データ復調部２０６に出力する。
【００６８】
　スケジューリング部２０４は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Medium Access Control）
層の処理を行なう。スケジューリング部２０４は、論理チャネルとトランスポートチャネ
ルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング（ＨＡＲＱ処理、トラ
ンスポートフォーマットの選択など）などを行なう。スケジューリング部２０４は、各物
理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部２０４と、アンテナ２０９、
データ制御部２０１、送信データ変調部２０２、チャネル推定部２０５、受信データ復調
部２０６、データ抽出部２０７および無線部２０３との間のインターフェースが存在する
（ただし、図示しない）。
【００６９】
　スケジューリング部２０４は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置１００
や上位層２０８からのスケジューリング情報（トランスポートフォーマットやＨＡＲＱ再
送情報）などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの
受信制御、ＨＡＲＱ再送制御および下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジュ
ーリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジ
ューリング情報は、データ制御部２０１へ出力される。
【００７０】
　スケジューリング部２０４は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層２０８から
入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部２０７から入力された基地局装置１
００からの上りリンクのスケジューリング情報（トランスポートフォーマットやＨＡＲＱ
再送情報など）、および、上位層２０８から入力されたスケジューリング情報などに基づ
いて、上位層２０８から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネル
にマッピングするためのスケジューリング処理および上りリンクのスケジューリングに使
用されるスケジューリング情報の生成を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォ
ーマットについては、基地局装置１００から通知された情報を利用する。これらスケジュ
ーリング情報は、データ制御部２０１へ出力される。
【００７１】
　また、スケジューリング部２０４は、上位層２０８から入力された上りリンクの論理チ
ャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部２０１へ出力する。また
、スケジューリング部２０４は、チャネル推定部２０５から入力された下りリンクのチャ
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ネル状態情報ＣＳＩや、下りリンクのチャネル品質識別子ＣＱＩ、プレコーディングマト
リックス識別子ＰＭＩ、ランク識別子ＲＩや、データ抽出部２０７から入力されたＣＲＣ
チェックの確認結果についても、データ制御部２０１へ出力する。また、スケジューリン
グ部２０４は、データ抽出部２０７から入力された下りリンクで取得した制御データとト
ランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピ
ングし、上位層２０８へ出力する。
【００７２】
　チャネル推定部２０５は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号（Ｒ
Ｓ）から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部２０６に
出力する。また、チャネル推定部２０５は、基地局装置１００に下りリンクのチャネル状
態（無線伝搬路状態）の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号（ＲＳ）から下
りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を下りリンクのチャネル状態情報ＣＳＩ
や、下りリンクのチャネル品質識別子ＣＱＩや、プレコーディングマトリックス識別子Ｐ
ＭＩや、ランク識別子ＲＩとして、スケジューリング部２０４に出力する。
【００７３】
　受信データ復調部２０６は、ＯＦＤＭ方式に変調された受信データを復調する。受信デ
ータ復調部２０６は、チャネル推定部２０５から入力された下りリンクのチャネル状態推
定結果に基づいて、無線部２０３から入力された変調データに対して、復調処理を施し、
データ抽出部２０７に出力する。
【００７４】
　データ抽出部２０７は、受信データ復調部２０６から入力されたデータに対して、ＣＲ
Ｃチェックを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果（肯定応答ＡＣＫ／否定応答Ｎ
ＡＣＫ）をスケジューリング部２０４に出力する。また、データ抽出部２０７は、受信デ
ータ復調部２０６から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御デー
タに分離して、スケジューリング部２０４に出力する。分離された制御データには、下り
リンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのＨＡＲＱ制御情報などのスケ
ジューリング情報が含まれている。
【００７５】
　上位層２０８は、パケットデータ統合プロトコル（ＰＤＣＰ：Packet Data Convergenc
e  Protocol）層、無線リンク制御（ＲＬＣ：Radio Link Control）層、無線リソース制
御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）層の処理を行なう。上位層２０８は、下位層の処
理部を統合して制御するため、上位層２０８と、スケジューリング部２０４、アンテナ２
０９、データ制御部２０１、送信データ変調部２０２、チャネル推定部２０５、受信デー
タ復調部２０６、データ抽出部２０７および無線部２０３との間のインターフェースが存
在する（ただし、図示しない）。
【００７６】
　上位層２０８は、無線リソース制御部２１０（制御部とも言う）を有している。無線リ
ソース制御部２１０は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自
局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャス
トおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子（ＵＥＩＤ）の管理を行
なう。
【００７７】
　（第１の実施形態）
　次に、基地局装置１００および移動局装置２００を用いた移動通信システムにおける第
１の実施形態を説明する。第１の実施形態では、基地局装置１００は、第１のＰＵＣＣＨ
を準静的に移動局装置２００へ設定し、第２のＰＵＣＣＨを第１のＰＵＣＣＨを設定した
サブフレームと同一のサブフレームに動的に移動局装置２００へ設定し、移動局装置２０
０は、第１のＰＵＣＣＨおよび第２のＰＵＣＣＨを使用してＨＡＲＱにおける制御情報を
基地局装置１００へ送信することができる。また、基地局装置１００は、第１のＰＵＣＣ
Ｈを準静的に移動局装置２００へ設定し、第２のＰＵＣＣＨを第１のＰＵＣＣＨを設定し
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たサブフレームと同一のサブフレームに動的に移動局装置２００へ設定し、移動局装置２
００は、第１のＰＵＣＣＨまたは第２のＰＵＣＣＨを使用してＨＡＲＱにおける制御情報
を基地局装置１００へ送信することができる。この際、移動局装置２００は、ＨＡＲＱに
おける制御情報をバンドリングして（bundling：束にして、塊にして）、基地局装置１０
０へ送信することができる。また、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報を多
重して（multiplexing、複数ビットを使用して）、基地局装置１００へ送信することがで
きる。ここで、移動局装置２００が基地局装置１００へ送信するＨＡＲＱにおける制御情
報（ＨＡＲＱにおける制御信号）とは、基地局装置１００から送信されるＰＤＣＣＨおよ
び／または下りリンクトランスポートブロックに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報（信
号）および／またはＤＴＸを示す情報（信号）のことである。ＤＴＸとは、移動局装置２
００が基地局装置１００からのＰＤＣＣＨを検出できなかったことを示す情報（信号）で
ある。
【００７８】
　以下、第１の実施形態では、周波数帯域は、帯域幅（Ｈｚ）で定義されているが、周波
数と時間で構成されるリソースブロック（ＲＢ）の数で定義されても良い。本実施形態に
おけるキャリア要素（以下、「キャリアコンポーネント」、「要素キャリア」、「コンポ
ーネントキャリア」とも呼称される）とは、基地局装置１００と移動局装置２００が、広
帯域な周波数帯域（システム帯域でも良い）を使用して通信を行なう際に集約される（狭
帯域な）周波数帯域を示している。基地局装置１００と移動局装置２００は、複数のキャ
リア要素を集約することによって広帯域な周波数帯域を構成し、これら複数のキャリア要
素を複合的に使用することによって、高速なデータ通信（情報の送受信）を実現すること
ができる(周波数帯域集約）。例えば、基地局装置１００と移動局装置２００は、２０Ｍ
Ｈｚの帯域幅を持った５つのキャリア要素を集約して、広帯域な１００ＭＨｚの帯域幅を
持った周波数帯域を構成し、これら５つのキャリア要素を複合的に使用して通信を行なう
ことができる。
【００７９】
　キャリア要素とは、この広帯域な周波数帯域（例えば、１００ＭＨｚの帯域幅を持った
周波数帯域）を構成する（狭帯域な）周波数帯域（例えば、２０ＭＨｚの帯域幅を持った
周波数帯域）それぞれのことを示している。また、キャリア要素とは、この広帯域な周波
数帯域を構成する（狭帯域な）周波数帯域それぞれの（中心）キャリア周波数のことを示
している。すなわち、下りリンクのキャリア要素は、基地局装置１００と移動局装置２０
０が、下りリンクの情報を送受信する際に使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域（幅）
を有し、上りリンクのキャリア要素は、基地局装置１００と移動局装置２００が、上りリ
ンクの情報を送受信する際に使用可能な周波数帯域の中の一部の帯域（幅）を有している
。また、キャリア要素は、ある特定の物理チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、
ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨなど）が構成される単位として定義されてもよい。
【００８０】
　ここで、キャリア要素は、連続な周波数帯域に配置されていても、不連続な周波数帯域
に配置されていてもよく、連続および／または不連続な周波数帯域である複数のキャリア
要素を集約することによって、広帯域な周波数帯域を構成することができる。さらに、下
りリンクのキャリア要素によって構成される下りリンクの通信に使用される周波数帯域（
ＤＬシステム帯域、ＤＬシステム帯域幅でも良い）と、上りリンクのキャリア要素によっ
て構成される上りリンクの通信に使用される周波数帯域（ＵＬシステム帯域、ＵＬシステ
ム帯域幅でも良い）は、同じ帯域幅である必要はない。基地局装置１００と移動局装置２
００は、下りリンクの通信に使用される周波数帯域と上りリンクの通信に使用される周波
数帯域が、異なる帯域幅であったとしても、キャリア要素を複合的に使用して通信を行な
うことができる（非対称周波数帯域集約）。
【００８１】
　図４は、第１の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。図４は、
第１の実施形態を説明する例として、１００ＭＨｚの帯域幅を持った下りリンクの通信に
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使用される周波数帯域が、それぞれ２０ＭＨｚの帯域幅を持った５つの下りリンクのキャ
リア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）によって構成されてい
ることを示している。また、１００ＭＨｚの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用され
る周波数帯域が、それぞれ２０ＭＨｚの帯域幅を持った５つの上りリンクのキャリア要素
（ＵＣＣ１、ＵＣＣ２、ＵＣＣ３、ＵＣＣ４、ＵＣＣ５）によって構成されていることを
示している。図４において、下りリンク／上りリンクのキャリア要素のそれぞれには下り
リンク／上りリンクのチャネルが配置される。ここで、図４において、ＰＤＣＣＨ、ＰＤ
ＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ等の下りリンク／上りリンクのチャネルのいずれかが配
置されない下りリンク／上りリンクのキャリア要素が存在してもよい。
【００８２】
　図４において、基地局装置１００は、下りリンクのキャリア要素それぞれで複数のＰＤ
ＣＣＨを使用して、同一サブフレームで複数のＰＤＳＣＨを設定することができる（割り
当てることができる）。例えば、基地局装置１００は、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、
ＤＣＣ４、ＤＣＣ５それぞれで、５つのＰＤＣＣＨ（黒塗りで示される４つのＰＤＣＣＨ
と斜線で示される１つのＰＤＣＣＨ）を使用して、同一サブフレームで、ＤＣＣ１、ＤＣ
Ｃ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５それぞれのＰＤＳＣＨを設定することができる。こ
こで、基地局装置１００は、下りリンクの１つのキャリア要素内に複数のＰＤＣＣＨを配
置して（それぞれ独立にコーディングされた複数のＰＤＣＣＨを使用して）、複数のＰＤ
ＳＣＨを設定することもできる。例えば、基地局装置１００は、ＤＣＣ３内に配置した３
つのＰＤＣＣＨを使用して、同一サブフレームで、３つのＰＤＳＣＨを設定することがで
きる（例えば、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ４それぞれのＰＤＳＣＨを設定することがで
きる）。
【００８３】
　ここで、基地局装置１００は、下りリンクの１つのキャリア要素内に配置された複数の
ＰＤＣＣＨを使用して複数のＰＤＳＣＨの設定するために、複数のＰＤＣＣＨそれぞれに
コンポーネントキャリア識別子情報（以下、「CII：Carrier Indicator Information」、
もしくは、「CIF：Carrier Indicator Field」とも呼称される）を含めて、移動局装置２
００へ送信する。すなわち、基地局装置１００は、複数のＰＤＣＣＨそれぞれに、どのキ
ャリア要素のＰＤＳＣＨを割り当てているのかを示すコンポーネントキャリア識別子情報
を含めて移動局装置２００へ送信することができる。例えば、基地局装置１００は、ＤＣ
Ｃ３で送信される３つのＰＤＣＣＨそれぞれに、ＤＣＣ１のＰＤＳＣＨを設定することを
示すコンポーネントキャリア識別子情報、ＤＣＣ２のＰＤＳＣＨを設定することを示すコ
ンポーネントキャリア識別子情報、ＤＣＣ４のＰＤＳＣＨを設定することを示すコンポー
ネントキャリア識別子情報を含めて、移動局装置２００へ送信することができる。
【００８４】
　さらに、基地局装置１００は、下りリンクのキャリア要素それぞれの複数のＰＤＳＣＨ
を使用して、同一サブフレームで、複数の下りリンクトランスポートブロックを移動局装
置２００へ送信することができる。例えば、基地局装置１００は、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、
ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５の５つのＰＤＳＣＨを使用して、同一サブフレームで、（
最大５つまでの）下りリンクトランスポートブロックを移動局装置２００へ送信すること
ができる。
【００８５】
　また、図４において、移動局装置２００は、上りリンクのキャリア要素それぞれの複数
のＰＵＳＣＨを使用して、同一サブフレームで、複数の上りリンクトランスポートブロッ
クを基地局装置１００へ送信することができる。例えば、移動局装置２００は、ＵＣＣ１
、ＵＣＣ２、ＵＣＣ３、ＵＣＣ４、ＵＣＣの５つのＰＵＳＣＨを使用して、同一サブフレ
ームで、（最大５つまでの）上りリンクトランスポートブロックを基地局装置１００へ送
信することができる。
【００８６】
　さらに、図４において、移動局装置２００は、基地局装置１００から送信される（複数
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の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクトランスポートブロックに対するＨ
ＡＲＱにおける制御情報を、基地局装置１００へ送信することができる。例えば、移動局
装置２００は、基地局装置１００から送信される５つのＰＤＣＣＨおよび／または５つの
下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を、複数のＰＵＣ
ＣＨ（例えば、５つのＰＵＣＣＨ、斜線、格子線、網線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣ
Ｈ）を使用して、同一サブフレームで、基地局装置１００へ送信することができる。また
、移動局装置２００は、基地局装置１００から送信される５つのＰＤＣＣＨおよび／また
は５つの下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を、１つ
のＰＵＣＣＨ（例えば、斜線、格子線、網線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨのいずれ
かのＰＵＣＣＨ）を使用して、バンドリング、または、多重して、基地局装置１００へ送
信することができる。
【００８７】
　さらに、移動局装置２００は、基地局装置１００から送信される５つのＰＤＣＣＨおよ
び／または５つの下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報
を、部分的に（partiallyに）バンドリング、または、多重して、基地局装置１００へ送
信することもできる。例えば、移動局装置２００は、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３で送
信されたＰＤＣＣＨおよび／または下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱ
における制御情報を、部分的に、バンドリング、または、多重する。また、移動局装置２
００は、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５で送信されたＰＤＣＣＨおよび／または下りリンクトランス
ポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を、部分的に、バンドリング、または
、多重する。移動局装置２００は、部分的にバンドリング、または、多重した、これらの
ＨＡＲＱにおける制御情報を、複数のＰＵＣＣＨ（例えば、２つのＰＵＣＣＨ、斜線、格
子線で示されるＰＵＣＣＨ）を使用して、同一サブフレームで、基地局装置１００へ送信
することもできる。
【００８８】
　ここで、移動局装置２００が、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリングして基地局装
置１００へ送信する場合、（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクト
ランスポートブロックそれぞれに対するＨＡＲＱにおける制御情報から、１つのＨＡＲＱ
における制御情報を算出（生成）し、算出した１つのＨＡＲＱにおける制御情報を基地局
装置１００へ送信する。例えば、移動局装置２００は、（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／ま
たは（複数の）下りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するＤＴＸおよび／また
はＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報（複数のＨＡＲＱにおける制御情報）に対する論理和や論
理積を算出し、算出した制御情報（１つのＨＡＲＱにおける制御情報）を基地局装置１０
０へ送信することができる。例えば、移動局装置２００は、基地局装置１００からＤＣＣ
１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５で送信されるＰＤＣＣＨおよび／または下
りリンクトランスポートブロックそれぞれに対するＤＴＸおよび／またはＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを示す情報から、論理和や論理積を算出し、算出した制御情報を基地局装置１００へ送
信することができる。
【００８９】
　また、移動局装置２００が、ＨＡＲＱにおける制御情報を多重して基地局装置１００へ
送信する場合、（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクトランスポー
トブロックそれぞれに対するＨＡＲＱにおける制御情報のすべての組み合わせを表現する
複数の制御情報を、基地局装置１００へ送信する（すべての組み合わせを表現するために
必要な情報ではなく、部分的な複数の制御情報を基地局装置１００へ送信しても良い）。
例えば、移動局装置２００は、（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリン
クトランスポートブロックそれぞれに対するＤＴＸおよび／またはＡＣＫ／ＮＡＣＫを示
す情報の組み合わせを、複数ビットを用いて表現し、基地局装置１００へ送信することが
できる。例えば、移動局装置２００は、基地局装置１００からＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣ
Ｃ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５で送信されるＰＤＣＣＨおよび／または下りリンクトランスポ
ートブロックそれぞれに対するＤＴＸおよび／またはＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す情報の組み



(19) JP 5698149 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

合わせを、複数ビットを用いて表現し、基地局装置１００へ送信することができる。
【００９０】
　また、図４において、基地局装置１００は、移動局装置２００がＨＡＲＱの制御情報を
送信するための上りリンクのキャリア要素を設定（指定）することができる。例えば、基
地局装置１００は、移動局装置２００がＨＡＲＱの制御情報を送信するための上りリンク
のキャリア要素を、ＲＲＣシグナリングを使用して準静的に設定することができる。例え
ば、基地局装置１００は、移動局装置２００がＨＡＲＱの制御情報を送信するためのＰＵ
ＣＣＨが配置される上りリンクのキャリア要素を、ＲＲＣシグナリングを使用して準静的
に設定することができる。図４では、例として、基地局装置１００が、移動局装置２００
がＨＡＲＱにおける制御情報を送信するためのＰＵＣＣＨが配置される上りリンクのキャ
リア要素として、ＵＣＣ３を設定していることを示している。ここで、基地局装置１００
は、移動局装置２００がＨＡＲＱにおける制御情報を送信するための上りリンクのキャリ
ア要素として、複数の上りリンクのキャリア要素を設定することもできる。
【００９１】
　図４において、基地局装置１００は、移動局装置２００が（複数の）ＰＤＣＣＨおよび
／または（複数の）下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情
報を送信するための（複数の）ＰＵＣＣＨのリソースを移動局装置２００へ設定する（割
り当てる）。以下、本実施形態では、説明を分かり易くするために、基地局装置１００が
移動局装置２００へ準静的に設定する（割り当てる）ＰＵＣＣＨを第１のＰＵＣＣＨと記
載し、基地局装置１００が移動局装置２００へ動的に設定する（割り当てる）ＰＵＣＣＨ
を第２のＰＵＣＣＨと記載する。図４では、基地局装置１００が、第１のＰＵＣＣＨ（格
子線、網線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨ）を準静的に移動局装置２００へ設定し、
第２のＰＵＣＣＨ（斜線で示されるＰＵＣＣＨ）を第１のＰＵＣＣＨを設定したサブフレ
ームと同一のサブフレームに動的に移動局装置２００へ設定していることを示している。
【００９２】
　すなわち、基地局装置１００は、例えば、ＲＲＣシグナリングを使用して第１のＰＵＣ
ＣＨ（格子線、網線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨ）を準静的に移動局装置２００へ
設定する（割り当てる）ことができる。ここで、基地局装置１００は、それぞれの下りリ
ンクのキャリア要素とそれぞれの第１のＰＵＣＣＨのリソースをリンクさせて（対応させ
て）移動局装置２００へ設定することができる。図４では、基地局装置１００は、ＤＣＣ
１と格子線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせて、ＤＣＣ２と網線で示される第１
のＰＵＣＣＨをリンクさせて、ＤＣＣ４と縦線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせ
て、ＤＣＣ５と横線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせて、それぞれの第１のＰＵ
ＣＣＨを移動局装置２００へ設定していることを示している。すなわち、基地局装置１０
０は、移動局装置２００がＨＡＲＱにおける制御情報を送信するための第１のＰＵＣＣＨ
のセットを、準静的に移動局装置２００へ設定する（割り当てる）ことができる。ここで
、図４では、基地局装置１００は、移動局装置２００に対して４つの第１のＰＵＣＣＨの
セットを設定しているが、基地局装置１００は、第１のＰＵＣＣＨのセットとして、いく
つのセットを設定しても良い（第１のＰＵＣＣＨのセットのサイズ（数）は、設定可能で
ある）。例えば、基地局装置１００は、セル内の移動局装置２００の能力や、移動局装置
２００と通信する際のキャリア要素の数に応じて、第１のＰＵＣＣＨのセット（数）を変
更することができる。例えば、基地局装置１００は、３つの下りリンクのキャリア要素を
使用して移動局装置２００と通信を行なう際には、２つの第１のＰＵＣＣＨを移動局装置
２００に対して設定することができる。基地局装置１００は、設定可能な（セットのサイ
ズ（数）を変更可能な）第１のＰＵＣＣＨを準静的に移動局装置２００へ設定することが
できる。
【００９３】
　また、基地局装置１００は、それぞれの下りリンクのキャリア要素で送信されるＰＤＳ
ＣＨとそれぞれの第１のＰＵＣＣＨのリソースをリンクさせて（対応させて）移動局装置
２００へ設定することができる。例えば、図４において、基地局装置１００は、ＤＣＣ１
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で送信されるＰＤＳＣＨと格子線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせて、ＤＣＣ２
で送信されるＰＤＳＣＨと網線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせて、ＤＣＣ４で
送信されるＰＤＳＣＨと縦線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせて、ＤＣＣ５で送
信されるＰＤＳＣＨと横線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせて、それぞれの第１
のＰＵＣＣＨを移動局装置２００へ設定していることを示している。ここで、図４では、
基地局装置１００は、移動局装置２００に対して４つの第１のＰＵＣＣＨのセットを設定
しているが、基地局装置１００は、第１のＰＵＣＣＨのセットとして、いくつのセットを
設定しても良い（第１のＰＵＣＣＨのセットのサイズ（数）は、設定可能である）。
【００９４】
　さらに、基地局装置１００は、例えば、ＰＤＣＣＨに関連付けて第２のＰＵＣＣＨ（斜
線で示されるＰＵＣＣＨ）を動的に移動局装置２００へ設定する（割り当てる）ことがで
きる。例えば、基地局装置１００は、下りリンクのキャリア要素内に配置されたＰＤＣＣ
Ｈ（斜線で示されるＰＤＣＣＨ）のＰＤＣＣＨリソース領域（ＰＤＣＣＨリソース）にお
ける位置に関連付けて、第２のＰＵＣＣＨを動的に設定することができる。すなわち、基
地局装置１００は、ＰＤＣＣＨをＰＤＣＣＨリソース領域のどの位置に配置するのかに関
連付けて、ＰＵＣＣＨリソース領域（ＰＵＣＣＨリソース）のどの位置に配置された第２
のＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を送信するのかを移動局装置２００
に対して指示することができる。ここで、ＰＵＣＣＨリソース領域は、例えば、基地局装
置１００によって、報知チャネル（報知情報）を使用して、セル固有に設定することがで
きる。また、ＰＵＣＣＨリソース領域は、例えば、基地局装置１００によって、ＲＲＣシ
グナリングを使用して、移動局装置固有に設定することができる。
【００９５】
　すなわち、移動局装置２００は、下りリンクのキャリア要素内に配置されたＰＤＣＣＨ
がＰＤＣＣＨ領域内にどのように配置されているのかに応じて、ＰＵＣＣＨ領域内の第２
のＰＵＣＣＨに、ＨＡＲＱにおける制御情報を配置して基地局装置１００へ送信すること
ができる。ここで、下りリンクのキャリア要素内に配置されるＰＤＣＣＨと、上りリンク
のキャリア要素内に配置される第２のＰＵＣＣＨの対応は、例えば、ＰＤＣＣＨを構成す
るＣＣＥの先頭のＣＣＥインデックスと、第２のＰＵＣＣＨのインデックスを対応付ける
ことによって規定される（図４では、斜線で示されるＰＤＣＣＨを構成するＣＣＥの先頭
のＣＣＥインデックスと、斜線で示される第２のＰＵＣＣＨのインデックスが対応してい
ることを示している）。
【００９６】
　また、基地局装置１００は、ＰＤＣＣＨが配置されるそれぞれの下りリンクのキャリア
要素と第２のＰＵＣＣＨが配置される１つの上りリンクのキャリア要素のリンク（対応付
け）を、報知情報（報知チャネル）を使用して、セル固有に設定することができる。さら
に、基地局装置１００は、ＰＤＣＣＨが配置されるそれぞれの下りリンクのキャリア要素
と第２のＰＵＣＣＨが配置される１つの上りリンクのキャリア要素のリンク（対応付け）
を、ＲＲＣシグナリングを使用して、移動局装置固有に設定することができる。すなわち
、図４では、基地局装置１００が、報知情報またはＲＲＣシグナリングを使用して、ＤＣ
Ｃ３とＵＣＣ３をリンクさせていることを示している。例えば、図４において、基地局装
置１００によってＤＣＣ２とＵＣＣ３がリンクされた場合には、基地局装置１００がＤＣ
Ｃ２に配置するＰＤＣＣＨのＰＤＣＣＨリソース領域における位置に関連付けて、ＵＣＣ
３に第２のＰＵＣＣＨが設定される。
【００９７】
　すなわち、基地局装置１００によって動的に設定される第２のＰＵＣＣＨは、報知情報
またはＲＲＣシグナリングによってリンクされた下りリンクのキャリア要素と上りリンク
のキャリア要素の間でのみ関連付けられる。ここで、図４では、基地局装置１００は、１
つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ３）と１つの上りリンクのキャリア要素（ＵＣＣ
３）のみをリンクさせているが、基地局装置１００は、複数の下りリンクのキャリア要素
と複数の上りリンクのキャリア要素をリンクさせることもできる。例えば、図４において
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、基地局装置１００は、ＤＣＣ２とＵＣＣ２をリンクさせ、ＤＣＣ３とＵＣＣ４をリンク
させることができる。この際、下りリンクのキャリア要素に配置されるＰＤＣＣＨと上り
リンクのキャリア要素に配置される第２のＰＵＣＣＨは、リンクされた下りリンクのキャ
リア要素と上りリンクのキャリア要素の間（ＤＣＣ２とＵＣＣ２、ＤＣＣ３とＵＣＣ４）
でのみ関連付けられる。
【００９８】
　図４において、基地局装置１００は、ＲＲＣシグナリングを使用して第１のＰＵＣＣＨ
（格子線、網線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨ）を準静的に移動局装置２００へ設定
し（割り当て）、第１のＰＵＣＣＨを割り当てたサブフレームと同一のサブフレームに第
２のＰＵＣＣＨ（斜線で示されるＰＵＣＣＨ）を動的に移動局装置２００へ設定する（割
り当てる）。移動局装置２００は、（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下り
リンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を、上述したように、
複数のＰＵＣＣＨ、または、１つのＰＵＣＣＨを使用して基地局装置１００へ送信する。
すなわち、移動局装置２００は、基地局装置１００によって設定された第１のＰＵＣＣＨ
および第２のＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送
信することができる。また、移動局装置２００は、基地局装置１００によって割り当てら
れた第１のＰＵＣＣＨもしくは第２のＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報
を基地局装置１００へ送信することができる。この際、移動局装置２００は、ＨＡＲＱに
おける制御情報をバンドリングして、基地局装置１００へ送信することができる。また、
ＨＡＲＱにおける制御情報を多重して、基地局装置１００へ送信することができる。
【００９９】
　さらに、基地局装置１００が、移動局装置２００へ準静的に設定する第１のＰＵＣＣＨ
について説明する。図４において、基地局装置１００は、ＲＲＣシグナリングを使用して
準静的に割り当てる第１のＰＵＣＣＨ（格子線、網線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨ
）に対して、グループスケジューリングを適用することができる。すなわち、基地局装置
１００は、複数の移動局装置２００に対して第１のＰＵＣＣＨを設定することができ、第
１のＰＵＣＣＨを複数の移動局装置２００で共有させることができる。図４では、基地局
装置１００が、格子線、網線、縦線、横線で示される第１のＰＵＣＣＨに対してグループ
スケジューリングを適用し、それぞれの第１のＰＵＣＣＨが、複数の移動局装置２００に
よって共有されていることが示されている。図４において、基地局装置１００によって動
的に設定されている第２のＰＵＣＣＨは、ある移動局装置２００に対して動的にスケジュ
ールされていることを示している（ダイナミックスケジューリングが適用されている）。
【０１００】
　同様に、図５は、第１の実施形態が適用可能な移動通信システムの別の例を示す図であ
る。図５では、１００ＭＨｚの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用される周波数帯域
が、それぞれ２０ＭＨｚの帯域幅を持った５つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、
ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）によって構成されていることを示している。
また、１００ＭＨｚの帯域幅を持った上りリンクの通信に使用される周波数帯域が、それ
ぞれ２０ＭＨｚの帯域幅を持った５つの上りリンクのキャリア要素（ＵＣＣ１、ＵＣＣ２
、ＵＣＣ３、ＵＣＣ４、ＵＣＣ５）によって構成されていることを示している。
【０１０１】
　図５が図４と異なる点は、基地局装置１００が、１つの下りリンクのキャリア要素（Ｄ
ＣＣ３）内で複数のＰＤＣＣＨ（斜線、網線で示されるＰＤＣＣＨ）を使用して、複数の
ＰＤＳＣＨを設定している（割り当てている）点である。上述したように、基地局装置１
００は、１つの下りリンクのキャリア要素内で送信する複数のＰＤＣＣＨそれぞれに、コ
ンポーネントキャリア識別子情報を含めて移動局装置２００へ送信することによって、Ｐ
ＤＣＣＨを送信した下りリンクのキャリア要素と同一の下りリンクのキャリア要素、また
は、異なる下りリンクのキャリア要素に配置される複数のＰＤＳＣＨを設定する（割り当
てる）ことができる。図５では、例として、基地局装置１００が、ＤＣＣ３で複数のＰＤ
ＣＣＨ（斜線、網線で示されるＰＤＣＣＨ）を送信し、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４それぞれのＰ
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ＤＳＣＨを設定していることを示している。
【０１０２】
　図５において、基地局装置１００は、移動局装置２００が（複数の）ＰＤＣＣＨおよび
／または（複数の）下りリンクトランスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情
報を送信するための（複数の）ＰＵＣＣＨのリソースを設定する（割り当てる）。図５で
は、基地局装置１００が、第１のＰＵＣＣＨ（格子線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨ
）を準静的に移動局装置２００へ設定し、第２のＰＵＣＣＨ（斜線、網線で示されるＰＵ
ＣＣＨ）を第１のＰＵＣＣＨを設定したサブフレームと同一のサブフレームに動的に移動
局装置２００へ設定していることを示している。
【０１０３】
　すなわち、図５において、基地局装置１００は、ＲＲＣシグナリングを使用して第１の
ＰＵＣＣＨ（格子線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨ）を準静的に移動局装置２００へ
設定することができる。ここで、基地局装置１００は、それぞれの下りリンクのキャリア
要素とそれぞれの第１のＰＵＣＣＨのリソースをリンクさせて（対応させて）移動局装置
２００へ設定する。図５では、例として、基地局装置１００が、ＤＣＣ１と格子線で示さ
れる第１のＰＵＣＣＨをリンクさせ、ＤＣＣ２と縦線で示される第１のＰＵＣＣＨをリン
クさせ、ＤＣＣ５と横線で示される第１のＰＵＣＣＨをリンクさせて、それぞれの第１の
ＰＵＣＣＨを移動局装置２００へ設定していることを示している。ここで、上述したよう
に、基地局装置１００は、移動局装置２００がＨＡＲＱにおける制御情報を送信するため
の第１のＰＵＣＣＨのセットを、準静的に移動局装置２００へ設定する（割り当てる）こ
とができる。すなわち、図５では、基地局装置１００は、移動局装置２００に対して３つ
の第１のＰＵＣＣＨのセットを設定しているが、基地局装置１００は、第１のＰＵＣＣＨ
のセットとして、いくつのセットを設定しても良い（第１のＰＵＣＣＨのセットのサイズ
（数）は、設定可能である）。基地局装置１００は、設定可能な（セットのサイズ（数）
を変更可能な）第１のＰＵＣＣＨを準静的に移動局装置２００へ設定することができる。
【０１０４】
　また、基地局装置１００は、ＰＤＣＣＨに関連付けて第２のＰＵＣＣＨ（斜線、網線で
示されるＰＵＣＣＨ）を動的に移動局装置２００へ設定する（割り当てる）ことができる
。すなわち、基地局装置１００は、ＤＣＣ３で送信される複数のＰＤＣＣＨ（斜線、網線
で示されるＰＤＣＣＨ）それぞれで、ＤＣＣ３に配置される複数の第２のＰＵＣＣＨ（斜
線、網線で示されるＰＵＣＣＨ）を設定することができる。図５では、基地局装置１００
は、斜線で示されるＰＤＣＣＨに関連付けて、斜線で示される第２のＰＵＣＣＨを動的に
移動局装置２００へ設定し、網線で示されるＰＤＣＣＨに関連付けて、網線で示される第
２のＰＵＣＣＨを動的に移動局装置２００へ設定していることを示している。
【０１０５】
　ここで、基地局装置１００は、報知情報またはＲＲＣシグナリングを使用して、ＰＤＣ
ＣＨが配置される下りリンクのキャリア要素と、第２のＰＵＣＣＨが配置される上りリン
クのキャリア要素をリンク（対応付け）させている。すなわち、図５において、基地局装
置１００は、ＤＣＣ３とＵＣＣ３をリンクさせ、ＤＣＣ３に配置する複数のＰＤＣＣＨそ
れぞれ（斜線、網線で示されるＰＤＣＣＨ）のＰＤＣＣＨ領域における位置に関連付けて
、ＵＣＣ３に配置される複数の第２のＰＵＣＣＨそれぞれ（斜線、網線で示されるＰＵＣ
ＣＨ）を設定することができる。すなわち、基地局装置１００からの報知情報またはＲＲ
Ｃシグナリングによってリンクされた、下りリンクの１つのキャリア要素と上りリンクの
１つのキャリア要素において、複数のＰＤＣＣＨそれぞれと複数のＰＵＳＣＨそれぞれが
動的に関連付けられる。
【０１０６】
　移動局装置２００は、（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクトラ
ンスポートブロックに対するＨＡＲＱにおける制御情報を、上述したように、複数のＰＵ
ＣＣＨ、もしくは、１つのＰＵＣＣＨを使用して基地局装置１００へ送信する。すなわち
、移動局装置２００は、基地局装置１００によって割り当てられた第１のＰＵＣＣＨおよ
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び第２のＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信す
ることができる。また、移動局装置２００は、基地局装置１００によって割り当てられた
第１のＰＵＣＣＨもしくは第２のＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基
地局装置１００へ送信することができる。この際、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおけ
る制御情報をバンドリングして、基地局装置１００へ送信することができる。また、ＨＡ
ＲＱにおける制御情報を多重して、基地局装置１００へ送信することができる。
【０１０７】
　図４の説明と同様に、図５においても、基地局装置１００は、ＲＲＣシグナリングを使
用して準静的に割り当てる第１のＰＵＣＣＨ（格子線、縦線、横線で示されるＰＵＣＣＨ
）に対して、グループスケジューリングを適用することができる。すなわち、基地局装置
１００は、複数の移動局装置２００に対して第１のＰＵＣＣＨを設定することができ、第
１のＰＵＣＣＨを複数の移動局装置２００で共有させることができる。図５では、基地局
装置１００が、格子線、縦線、横線で示される第１のＰＵＣＣＨに対してグループスケジ
ューリングを適用し、それぞれの第１のＰＵＣＣＨが、複数の移動局装置２００によって
共有されていることが示されている。図５において、基地局装置１００によって動的に設
定されている第２のＰＵＣＣＨ（斜線、網線で示されるＰＵＣＣＨ）は、ある移動局装置
２００に対して動的にスケジュールされていることを示している（ダイナミックスケジュ
ーリングが適用されている）。
【０１０８】
　上記までに示した通り、第１の実施形態では、基地局装置１００は、移動局装置２００
がＨＡＲＱにおける制御情報を送信するために、第１のＰＵＣＣＨを準静的に移動局装置
２００へ設定し、第２のＰＵＣＣＨを第１のＰＵＣＣＨを割り当てたサブフレームと同一
のサブフレームに動的に移動局装置２００へ設定することができる。また、移動局装置２
００は、基地局装置１００によって設定された第１のＰＵＣＣＨおよび／または第２のＰ
ＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信することがで
きる。この際、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリングして、基
地局装置１００へ送信することができる。また、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける
制御情報を多重して、基地局装置１００へ送信することができる。
【０１０９】
　基地局装置１００と移動局装置２００が、ＨＡＲＱにおける制御情報を上述のように送
受信することによって、基地局装置１００は、移動局装置２００毎に準静的に第１のＰＵ
ＣＣＨを設定することが可能となり、例えば、通信に使用しているキャリア要素の数や、
セル内の無線リソースの状況に応じて、移動局装置２００毎に設定する第１のＰＵＣＣＨ
（の数）を変更（修正）することが可能となる。基地局装置１００が、移動局装置２００
毎に準静的に割り当てる第１のＰＵＣＣＨを変更（修正）することによって、上りリンク
のリソースを効率的に割り当てることが可能となり、無線リソースを効率的に使用するこ
とができる。
【０１１０】
　また、基地局装置１００が、第１のＰＵＣＣＨを設定する際に、グループスケジューリ
ングを適用することによって、たとえ、ある移動局装置２００が第１のＰＵＣＣＨを使用
しないような状況（例えば、１つの下りリンク／上りリンクのキャリア要素のみを使用し
て基地局装置１００と通信を行なうような状況）であっても、他の移動局装置に対して、
第１のＰＵＣＣＨを設定することが可能となり、上りリンクのリソースを効率的に使用す
ることができる。さらに、基地局装置１００が、下りリンクのキャリア要素に配置するＰ
ＤＣＣＨの位置に関連付けて、上りリンクのキャリア要素に配置される第２のＰＵＣＣＨ
を動的に設定することで、移動局装置２００に対して、効率的に第２のＰＵＣＣＨを設定
することができる。
【０１１１】
　また、移動局装置２００が、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリング、または、多重
して、基地局装置１００へ送信することによって、移動局装置２００における送信電力を
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低く抑えて、ＨＡＲＱにおける制御情報を送信することが可能となる。移動局装置２００
が、基地局装置１００によって設定された（複数の）ＰＵＣＣＨの中のいずれかの（少数
の）ＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を送信することによって、移動局
装置２００における送信電力を低く抑えたＨＡＲＱにおける制御情報の送信が可能となる
。
【０１１２】
　すなわち、基地局装置１００と移動局装置２００が、複数のキャリア要素によって構成
される広帯域な周波数帯域を使用して通信を行なう際に、基地局装置１００によるリソー
スの設定方法や、移動局装置２００における送信電力を考慮した効率的なＨＡＲＱにおけ
る制御情報の送受信を可能とすることができる。ここで、第１の実施形態は、例として、
対称周波数帯域集約された移動通信システムにおける基地局装置１００と移動局装置２０
０の動作について説明してきたが、非対称周波数帯域集約された移動通信システムにも同
様の方法が適用できることは勿論である。
【０１１３】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、基地局装置１
００は、第１のＰＵＣＣＨを準静的に移動局装置２００へ設定し、下りリンクコンポーネ
ントキャリアの活性化および／または非活性化を指示する情報を移動局装置２００へ送信
し、第２のＰＵＣＣＨを第１のＰＵＣＣＨを割り当てたサブフレームと同一のサブフレー
ムに動的に移動局装置２００へ設定し、移動局装置２００は、活性化および／または非活
性化を指示する情報に従って活性化した第１のＰＵＣＣＨ、および／または、第２のＰＵ
ＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信することができ
る。また、基地局装置１００は、第１のＰＵＣＣＨを準静的に前記移動局装置２００へ設
定し、下りリンクコンポーネントキャリアの活性化および／または非活性化を指示する情
報を移動局装置２００へ送信し、第２のＰＵＣＣＨを第１のＰＵＣＣＨを割り当てたサブ
フレームと同一のサブフレームに動的に移動局装置２００へ設定し、移動局装置２００は
、活性化および／または非活性化を指示する情報に従って選択した第１のＰＵＣＣＨ、お
よび／または、第２のＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１
００へ送信することができる。この際、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報
をバンドリングして、基地局装置１００へ送信することができる。また、移動局装置２０
０は、ＨＡＲＱにおける制御情報を多重して、基地局装置１００へ送信することができる
。第２の実施形態では、第１の実施形態で示した基地局装置１００と移動局装置２００の
動作と同様の動作が適用される。
【０１１４】
　図６は、第２の実施形態の例を説明する図である。図６の左側には、横方向に、１００
ＭＨｚの帯域幅を持った下りリンクの通信に使用される周波数帯域が、５つの下りリンク
のキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）によって構成さ
れていることが示されている。また、縦方向には、時間（サブフレーム）が示されており
、例として、下りリンクサブフレーム＃ｎ、下りリンクサブフレーム＃ｎ+ｍ、下りリン
クサブフレーム＃ｎ+ｐ、下りリンクサブフレーム＃ｎ+ｑが概念的に示されている（以下
、下りリンクサブフレームを、サブフレームと呼称する）。また、図６の右側には、左側
の図に対応する基地局装置１００と移動局装置２００の処理フローが概念的に示されてい
る。
【０１１５】
　図６において、基地局装置１００は、移動局装置２００が下りリンクでＰＤＳＣＨを受
信するためにスケジュールされるかもしれない下りリンクのキャリア要素のセットを、移
動局装置２００に対して設定することができる。以下、本実施形態では、この下りリンク
のキャリア要素のセットを、下りリンクキャリア要素セット（ＤＣＣセット：Downlink C
omponent Carrier Set）と呼称する。例えば、基地局装置１００は、下りリンクのキャリ
ア要素を追加および／または除去する情報を含むＲＲＣシグナリングを移動局装置２００
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へ送信し、ＤＣＣセットを準静的に設定する（下りリンクのキャリア要素を追加する、お
よび／または、取り除く）ことができる。すなわち、基地局装置１００は、制御するセル
内の無線リソースの状況や各移動局装置２００の能力、各移動局装置２００の伝播路の状
況などに応じて、ＤＣＣセットを移動局装置２００毎に設定することができる。
【０１１６】
　図６において、サブフレーム＃ｎ、サブフレーム＃ｎ+ｍ、サブフレーム＃ｎ+ｐ、サブ
フレーム＃ｎ+ｑはそれぞれ、５つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、
ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）が、ＤＣＣセットとして設定されているサブフレームを
示している。図６では、例として、基地局装置１００が５つの下りリンクのキャリア要素
をＤＣＣセットとして設定しているが、基地局装置１００は、ＤＣＣセットとして、いく
つの下りリンクのキャリア要素を設定しても良い。
【０１１７】
　さらに、図６において、基地局装置１００は、下りリンクのキャリア要素の活性化およ
び／または非活性する情報（活性化および／または非活性を指示する情報）を、移動局装
置２００へ送信し、下りリンクのキャリア要素のセット（下りリンクでＰＤＳＣＨを受信
するためにスケジュールされるかもしれない下りリンクのキャリア要素のセットでも良い
）を、活性化および／または非活性化することができる。以下、本実施形態では、この下
りリンクのキャリア要素のセットを、下りリンクキャリア要素活性化セット（ＤＣＣアク
ティブセット：Downlink Component Carrier Active Set）と呼称する。ここで、ＤＣＣ
アクティブセットは、上述したＤＣＣセットの中の下りリンクのキャリア要素に対して設
定される。また、基地局装置１００は、ＤＣＣアクティブセットを、移動局装置２００が
ＰＤＣＣＨの検出を試みる（ＰＤＣＣＨをモニタリングする）下りリンクのキャリア要素
として設定することもできる。
【０１１８】
　図６において、サブフレーム＃ｎは、５つの下りリンクのキャリア要素（白塗りで示さ
れるＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）が、活性化されていない（非
活性化されている）サブフレームを示している。また、サブフレーム＃ｎ+ｍは、４つの
下りリンクのキャリア要素（網線で示されるＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ５）
が、活性化されているサブフレームを示している。ここで、サブフレーム＃ｎ+ｍは、サ
ブフレーム＃ｎに対して、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ５が活性化され、ＤＣ
Ｃ４の非活性化が維持されているサブフレームとも言える。また、サブフレーム＃ｎ+ｐ
は、３つの下りリンクのキャリア要素（網線で示されるＤＣＣ１、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４）
が、活性化されているサブフレームを示している。ここで、サブフレーム＃ｎ+ｐは、サ
ブフレーム＃ｎ+ｍに対して、ＤＣＣ１、ＤＣＣ３の活性化が維持され、ＤＣＣ２、ＤＣ
Ｃ５が非活性化され、ＤＣＣ４が活性化されているサブフレームとも言える。また、サブ
フレーム＃ｎ+ｑは、５つの下りリンクのキャリア要素（白塗りで示されるＤＣＣ１、Ｄ
ＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）が、非活性化されている（活性化されていない
）サブフレームを示している。ここで、サブフレーム＃ｎ+ｑは、サブフレーム＃ｎ+ｐに
対して、ＤＣＣ１、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４が非活性化され、ＤＣＣ２、ＤＣＣ５の非活性化
が維持されているサブフレームとも言える。
【０１１９】
　例えば、基地局装置１００は、下りリンクのキャリア要素を活性化および／または非活
性化する情報（活性化および／または非活性化を指示する情報）をＰＤＣＣＨに含めて移
動局装置２００へ送信し、ＤＣＣアクティブセットを動的に制御（設定、指示）すること
ができる。ここで、基地局装置１００は、ＰＤＣＣＨを使用して、下りリンクのキャリア
要素の活性化を制御することができる。また、基地局装置１００は、ＰＤＣＣＨを使用し
て、下りリンクのキャリア要素の非活性化を制御することができる。さらに、基地局装置
１００は、ＰＤＣＣＨを使用して、下りリンクのキャリア要素の活性化および非活性化を
、同一サブフレームで（同じタイミングで）制御することができる。このように基地局装
置１００が、移動局装置２００に対して、ＤＣＣアクティブセットを設定することによっ
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て、移動局装置２００における消費電力を節約する（移動局装置２００がモニタリングす
べきＰＤＣＣＨが配置されるＤＣＣの数を削減する）ことが可能となり、移動局装置２０
０の省電力化を可能とすることができる。
【０１２０】
　ここで、以下の説明では、基地局装置１００は、ＰＤＣＣＨを使用して、ＤＣＣアクテ
ィブセットを制御することを記載するが、基地局装置１００は、ＲＲＣシグナリングやＭ
ＡＣコントロールエレメント（ＭＡＣシグナリング）を使用して、ＤＣＣアクティブセッ
トを制御することもできる。例えば、基地局装置１００は、ＭＡＣコントロールエレメン
トを使用して制御する間欠受信（DRX：Discontinuous Reception）に関連付けて、ＤＣＣ
アクティブセットを制御しても良い。基地局装置１００が、ＰＤＣＣＨを使用して、ＤＣ
Ｃアクティブセットを制御することによって、より動的に（例えば、１ｍｓ間隔で）ＤＣ
Ｃアクティブセットを制御することが可能となり、移動局装置２００の省電力化に関する
効果を最も大きくすることができる。一方、基地局装置１００が、ＲＲＣシグナリングや
ＭＡＣコントロールエレメントを使用して、ＤＣＣアクティブセットを制御することによ
って、より信頼性を持たせてＤＣＣアクティブセットを制御することができる。
【０１２１】
　図６の右側に記載した基地局装置１００と移動局装置２００の処理フローについて説明
する。図６のサブフレーム＃ｎより以前に、基地局装置１００は、５つの下りリンクのキ
ャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）を、ＤＣＣセットと
して移動局装置２００へ設定する（ステップＳ１）。また、サブフレーム＃ｎより以前に
、基地局装置１００は、移動局装置２００がＨＡＲＱにおける制御情報を送信するために
、（複数の）第１のＰＵＣＣＨを準静的に設定するための設定情報（パラメータ）を、Ｒ
ＲＣシグナリングを使用して移動局装置２００へ通知（送信）する。例えば、基地局装置
１００は、移動局装置２００がＨＡＲＱにおける制御情報を送信するために、４つの第１
のＰＵＣＣＨのリソースに関する情報を、ＲＲＣシグナリングを使用して移動局装置２０
０へ通知することができる。
【０１２２】
　図６において、例えば、基地局装置１００は、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ４、ＤＣＣ
５にリンクさせたＰＵＣＣＨに関する設定情報を、第１のＰＵＣＣＨの設定情報として、
移動局装置２００へ通知することができる。また、例えば、基地局装置１００は、ＤＣＣ
３と１つの上りリンクのキャリア要素のリンクを設定することができる。すなわち、ＤＣ
Ｃ３とリンクされた１つの上りリンクのキャリア要素に配置されるＰＵＣＣＨが、第２の
ＰＵＣＣＨとして、ＤＣＣ３で送信されるＰＤＣＣＨに関連付けられる。
【０１２３】
　サブフレーム＃ｎは、基地局装置１００がＤＣＣセットとして設定した５つの下りリン
クのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）が、活性化さ
れていないサブフレームを示している。すなわち、サブフレーム＃ｎは、基地局装置１０
０が、移動局装置２００に対して、ＤＣＣアクティブセットを設定していないサブフレー
ムを示している。サブフレーム＃ｎにおいて、移動局装置２００は、基地局装置１００に
よって設定情報が通知されている第１のＰＵＣＣＨのリソースを解放している。すなわち
、移動局装置２００は、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５にリンクされたそれぞ
れの第１のＰＵＣＣＨのリソースを解放している。
【０１２４】
　サブフレーム＃ｎからサブフレーム＃ｎ+ｍの間で、基地局装置１００は、４つの下り
リンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ５）を、ＤＣＣアクティ
ブセットとして移動局装置２００へ設定する（ステップＳ２）。すなわち、ＤＣＣ４は、
非活性化が維持されていることを示している。ここで、移動局装置２００は、基地局装置
１００によって設定されたＤＣＣアクティブセットに従って、第１のＰＵＣＣＨのリソー
スを活性化することができる。すなわち、移動局装置２００は、ＤＣＣアクティブセット
に従って、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ５にリンクされたそれぞれの第１のＰＵＣＣＨの
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リソースを活性化することができる。すなわち、ＤＣＣ４にリンクされた第１のＰＵＣＣ
Ｈのリソースは解放を維持したままである（移動局装置２００は、ＤＣＣ４にリンクされ
た第１のＰＵＣＣＨのリソースの解放を維持することができる）。すなわち、基地局装置
１００によって設定されたＤＣＣアクティブセットに従って、基地局装置１００によって
通知されている第１のＰＵＣＣＨに関する設定情報をもとに、３つの第１のＰＵＣＣＨが
移動局装置２００に対して準静的に設定される（割り当てられる）。
【０１２５】
　サブフレーム＃ｎ+ｍで、基地局装置１００は、（複数の）ＰＤＣＣＨを使用して（複
数の）ＰＤＳＣＨを移動局装置２００へ設定する（割り当てる）（ステップＳ３）。また
、基地局装置１００は、（複数の）ＰＤＳＣＨを使用して（複数の）下りリンクトランス
ポートブロックを、同一サブフレームで移動局装置２００へ送信する。例えば、基地局装
置１００は、活性化した４つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ
３、ＤＣＣ５）それぞれでＰＤＣＣＨを送信し、４つのＰＤＳＣＨを設定する。また、基
地局装置１００は、４つのＰＤＳＣＨを使用して、４つの下りリンクトランスポートブロ
ックを、同一サブフレームで移動局装置２００へ送信する。また、基地局装置１００は、
ＤＣＣ３で送信するＰＤＣＣＨに関連付けて、第２のＰＵＣＣＨを動的に移動局装置２０
０へ設定する（割り当てる）。すなわち、基地局装置１００は、ＤＣＣアクティブセット
を設定することによって準静的に設定した（複数の）第１のＰＵＣＣＨと同一のサブフレ
ームに、第２のＰＵＣＣＨを動的に移動局装置２００へ設定する。
【０１２６】
　サブフレーム＃ｎ＋ｍに対応する上りリンクのサブフレームで、移動局装置２００は、
（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクトランスポートブロックに対
するＨＡＲＱにおける制御情報を、基地局装置１００へ送信する（ステップＳ４）。すな
わち、移動局装置２００は、ＤＣＣアクティブセットに従って活性化（追加、維持）した
３つの第１のＰＵＣＣＨ、および／または、動的に割り当てられた第２のＰＵＣＣＨを使
用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信することができる。この際
、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリングして、基地局装置１０
０へ送信することができる。また、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報を多
重して、基地局装置１００へ送信することができる。
【０１２７】
　サブフレーム＃ｎ+ｍからサブフレーム＃ｎ+ｐの間で、基地局装置１００は、３つの下
りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４）を、ＤＣＣアクティブセット
として移動局装置２００へ設定する（ステップＳ５）。すなわち、基地局装置１００は、
２つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ２、ＤＣＣ５）を、非活性化する。ここで、移
動局装置２００は、基地局装置１００によって設定されたＤＣＣアクティブセットに従っ
て、第１のＰＵＣＣＨのリソースを活性化および解放することができる。すなわち、移動
局装置２００は、ＤＣＣアクティブセットに従って、ＤＣＣ１、ＤＣＣ４にリンクされた
それぞれの第１のＰＵＣＣＨのリソースを活性化することができる（ＤＣＣ１にリンクさ
れた第１のＰＵＣＣＨのリソースの活性化を維持し、ＤＣＣ４にリンクされた第１のＰＵ
ＣＣＨのリソースの活性化を追加することができる）。また、移動局装置２００は、ＤＣ
Ｃ２、ＤＣＣ５にリンクされた第１のＰＵＣＣＨのリソースを解放することができる。す
なわち、基地局装置１００によって設定されたＤＣＣアクティブセットに従って、基地局
装置１００によって通知されている第１のＰＵＣＣＨに関する設定情報をもとに、２つの
第１のＰＵＣＣＨが移動局装置２００に対して準静的に設定される（割り当てられる）。
【０１２８】
　サブフレーム＃ｎ+ｐで、基地局装置１００は、（複数の）ＰＤＣＣＨを使用して（複
数の）ＰＤＳＣＨを移動局装置２００へ設定する（ステップＳ６）。また、基地局装置１
００は、（複数の）ＰＤＳＣＨを使用して（複数の）下りリンクトランスポートブロック
を、同一サブフレームで移動局装置２００へ送信する。例えば、基地局装置１００は、活
性化した３つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４）それぞれで
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ＰＤＣＣＨを送信し、３つのＰＤＳＣＨを設定する。また、基地局装置１００は、３つの
ＰＤＳＣＨを使用して、３つの下りリンクトランスポートブロックを移動局装置２００へ
送信する。さらに、基地局装置１００は、ＤＣＣ３で送信するＰＤＣＣＨに関連付けて、
第２のＰＵＣＣＨを動的に移動局装置２００へ設定する。
【０１２９】
　サブフレーム＃ｎ＋ｐに対応する上りリンクのサブフレームで、移動局装置２００は、
（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクトランスポートブロックに対
するＨＡＲＱにおける制御情報を、基地局装置１００へ送信する（ステップＳ７）。すな
わち、移動局装置２００は、ＤＣＣアクティブセットに従って活性化（追加、維持）した
２つの第１のＰＵＣＣＨ、および／または、動的に割り当てられた第２のＰＵＣＣＨを使
用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信することができる。この際
、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリングして、基地局装置１０
０へ送信することができる。また、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報を多
重して、基地局装置１００へ送信することができる。
【０１３０】
　サブフレーム＃ｎ＋ｐからサブフレーム＃ｎ+ｑの間で、基地局装置１００は、５つの
下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）を、
非活性化する（ステップＳ８）。ここで、移動局装置２００は、基地局装置１００によっ
て設定されたＤＣＣアクティブセットに従って、第１のＰＵＣＣＨのリソースを解放する
ことができる。すなわち、移動局装置２００は、ＤＣＣアクティブセットに従って、ＤＣ
Ｃ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５にリンクされたそれぞれの第１のＰＵＣ
ＣＨのリソースを解放する（ＤＣＣ１、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４にリンクされた第１のＰＵＣ
ＣＨのリソースを解放し、ＤＣＣ２、ＤＣＣ５にリンクされた第１のＰＵＣＣＨのリソー
スの解放を維持ことができる）。
【０１３１】
　さらに、図６において、基地局装置１００と移動局装置２００における処理フローの別
の例を説明する。上述したように、図６のサブフレーム＃ｎより以前に、基地局装置１０
０は、５つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、Ｄ
ＣＣ５）を、ＤＣＣセットとして移動局装置２００へ設定する（ステップＳ１）。また、
サブフレーム＃ｎより以前に、基地局装置１００は、移動局装置２００がＨＡＲＱにおけ
る制御情報を送信するための（複数の）第１のＰＵＣＣＨを、ＲＲＣシグナリングを使用
して移動局装置２００へ準静的に設定する（割り当てる）。例えば、図６において、基地
局装置１００は、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５にリンクさせた４つの第１の
ＰＵＣＣＨを移動局装置２００へ設定することができる。また、例えば、基地局装置１０
０は、ＤＣＣ３と１つの上りリンクのキャリア要素のリンクを設定する。すなわち、ＤＣ
Ｃ３とリンクされた１つの上りリンクのキャリア要素に配置されるＰＵＣＣＨが、第２の
ＰＵＣＣＨとして、ＤＣＣ３で送信されるＰＤＣＣＨに関連付けられる。
【０１３２】
　サブフレーム＃ｎは、基地局装置１００がＤＣＣセットとして設定した５つの下りリン
クのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）が、活性化さ
れていないサブフレームを示している。すなわち、サブフレーム＃ｎは、基地局装置１０
０が、移動局装置２００に対して、ＤＣＣアクティブセットを設定していないサブフレー
ムを示している。ここで、移動局装置２００には、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ４、ＤＣ
Ｃ５にリンクされた４つの第１のＰＵＣＣＨが設定されている（割り当てられている）。
【０１３３】
　サブフレーム＃ｎからサブフレーム＃ｎ+ｍの間で、基地局装置１００は、４つの下り
リンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ５）を、ＤＣＣアクティ
ブセットとして移動局装置２００へ設定する（ステップＳ２）。すなわち、ＤＣＣ４は、
非活性化が維持されていることを示している。ここで、移動局装置２００は、基地局装置
１００によって設定されたＤＣＣアクティブセットに従って、ＨＡＲＱにおける制御情報
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を送信するための第１のＰＵＣＣＨのリソースを選択（変更）することができる。すなわ
ち、移動局装置２００は、ＤＣＣアクティブセットに従って、ＨＡＲＱにおける制御情報
を送信するための第１のＰＵＣＣＨのリソースとして、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ５に
リンクされたそれぞれの第１のＰＵＣＣＨのリソースを選択（変更）することができる。
ここで、ＤＣＣ４にリンクされた第１のＰＵＣＣＨのリソースは、移動局装置２００に設
定されたままである（割り当てられたままである）。
【０１３４】
　サブフレーム＃ｎ+ｍで、基地局装置１００は、（複数の）ＰＤＣＣＨを使用して（複
数の）ＰＤＳＣＨを移動局装置２００へ設定する（割り当てる）（ステップＳ３）。また
、基地局装置１００は、（複数の）ＰＤＳＣＨを使用して（複数の）下りリンクトランス
ポートブロックを、同一サブフレームで移動局装置２００へ送信する。例えば、基地局装
置１００は、活性化した４つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ
３、ＤＣＣ５）それぞれでＰＤＣＣＨを送信し、４つのＰＤＳＣＨを設定する。また、基
地局装置１００は、４つのＰＤＳＣＨを使用して、４つの下りリンクトランスポートブロ
ックを、同一サブフレームで移動局装置２００へ送信する。また、基地局装置１００は、
ＤＣＣ３で送信するＰＤＣＣＨに関連付けて、第２のＰＵＣＣＨを動的に移動局装置２０
０へ設定する（割り当てる）。すなわち、基地局装置１００は、ＤＣＣアクティブセット
を設定することによって準静的に設定した（複数の）第１のＰＵＣＣＨと同一のサブフレ
ームに、第２のＰＵＣＣＨを動的に移動局装置２００へ設定する。
【０１３５】
　サブフレーム＃ｎ＋ｍに対応する上りリンクのサブフレームで、移動局装置２００は、
（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクトランスポートブロックに対
するＨＡＲＱにおける制御情報を、基地局装置１００へ送信する（ステップＳ４）。すな
わち、移動局装置２００は、ＤＣＣアクティブセットに従って選択（変更）した３つの第
１のＰＵＣＣＨ、および／または、動的に割り当てられた第２のＰＵＣＣＨを使用して、
ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信することができる。この際、移動局
装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリングして、基地局装置１００へ送信
することができる。また、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報を多重して、
基地局装置１００へ送信することができる。
【０１３６】
　サブフレーム＃ｎ+ｍからサブフレーム＃ｎ+ｐの間で、基地局装置１００は、３つの下
りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４）を、ＤＣＣアクティブセット
として移動局装置２００へ設定する（ステップＳ５）。すなわち、基地局装置１００は、
２つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ２、ＤＣＣ５）を、非活性化する。ここで、移
動局装置２００は、基地局装置１００によって設定されたＤＣＣアクティブセットに従っ
て、ＨＡＲＱにおける制御情報を送信するための第１のＰＵＣＣＨのリソースを選択（変
更）することができる。すなわち、移動局装置２００は、ＤＣＣアクティブセットに従っ
て、ＨＡＲＱにおける制御情報を送信するための第１のＰＵＣＣＨのリソースとして、Ｄ
ＣＣ１、ＤＣＣ４にリンクされた第１のＰＵＣＣＨのリソースを選択（変更）することが
できる。ここで、ＤＣＣ２、ＤＣＣ５にリンクされた第１のＰＵＣＣＨのリソースは、移
動局装置２００に設定されたままである（割り当てられたままである）。
【０１３７】
　サブフレーム＃ｎ+ｐで、基地局装置１００は、（複数の）ＰＤＣＣＨを使用して（複
数の）ＰＤＳＣＨを移動局装置２００へ設定する（ステップＳ６）。また、基地局装置１
００は、（複数の）ＰＤＳＣＨを使用して（複数の）下りリンクトランスポートブロック
を、同一サブフレームで移動局装置２００へ送信する。例えば、基地局装置１００は、活
性化した３つの下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４）それぞれで
ＰＤＣＣＨを送信し、３つのＰＤＳＣＨを設定する。また、基地局装置１００は、３つの
ＰＤＳＣＨを使用して、３つの下りリンクトランスポートブロックを移動局装置２００へ
送信する。さらに、基地局装置１００は、ＤＣＣ３で送信するＰＤＣＣＨに関連付けて、
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第２のＰＵＣＣＨを動的に移動局装置２００へ設定する。
【０１３８】
　サブフレーム＃ｎ＋ｐに対応する上りリンクのサブフレームで、移動局装置２００は、
（複数の）ＰＤＣＣＨおよび／または（複数の）下りリンクトランスポートブロックに対
するＨＡＲＱにおける制御情報を、基地局装置１００へ送信する。すなわち、移動局装置
２００は、ＤＣＣアクティブセットに従って選択（変更）した２つの第１のＰＵＣＣＨ、
および／または、動的に割り当てられた第２のＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける
制御情報を基地局装置１００へ送信することができる。この際、移動局装置２００は、Ｈ
ＡＲＱにおける制御情報をバンドリングして、基地局装置１００へ送信することができる
。また、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報を多重して、基地局装置１００
へ送信することができる。
【０１３９】
　サブフレーム＃ｎ＋ｐからサブフレーム＃ｎ+ｑの間で、基地局装置１００は、５つの
下りリンクのキャリア要素（ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ３、ＤＣＣ４、ＤＣＣ５）を、
非活性化する。この際、移動局装置２００には、ＤＣＣ１、ＤＣＣ２、ＤＣＣ４、ＤＣＣ
５にリンクされた４つの第１のＰＵＣＣＨが設定されている（割り当てられている）。
【０１４０】
　上記までに示した通り、第２の実施形態では、基地局装置１００は、ＤＣＣアクティブ
セットを移動局装置２００へ設定し、移動局装置２００は、基地局装置１００によって設
定されたＤＣＣアクティブセットに従って第１のＰＵＣＣＨのリソースを活性化（追加、
維持）および／または解放し、第１のＰＵＣＣＨおよび／または第２のＰＵＣＣＨを使用
して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信することができる。また、基
地局装置１００は、ＤＣＣアクティブセットを移動局装置２００へ設定し、移動局装置２
００は、基地局装置１００によって設定されたＤＣＣアクティブセットに従って第１のＰ
ＵＣＣＨのリソースを選択（変更）し、第１のＰＵＣＣＨおよび／または第２のＰＵＣＣ
Ｈを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を基地局装置１００へ送信することができる。
この際、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリングして、基地局装
置１００へ送信することができる。また、移動局装置２００は、ＨＡＲＱにおける制御情
報を多重して、基地局装置１００へ送信することができる。
【０１４１】
　基地局装置１００と移動局装置２００が、このようにＨＡＲＱにおける制御情報を送受
信することによって、基地局装置１００が、ＤＣＣアクティブセットに応じて、第１のＰ
ＵＣＣＨを設定することが可能となり、上りリンクのリソースを効率的に設定することが
できる。また、基地局装置１００が、ＤＣＣアクティブセットに応じて、第１のＰＵＣＣ
Ｈを設定することで、移動局装置２００に対して、効率的に第１のＰＵＣＣＨを設定する
ことができる。また、移動局装置２００が、ＨＡＲＱにおける制御情報をバンドリング、
または、多重して、基地局装置１００へ送信することによって、移動局装置２００におけ
る送信電力を低く抑えて、ＨＡＲＱにおける制御情報を送信することが可能となる。移動
局装置２００が、基地局装置１００によって設定された（複数の）ＰＵＣＣＨの中のいず
れかの（少数の）ＰＵＣＣＨを使用して、ＨＡＲＱにおける制御情報を送信することによ
って、移動局装置２００における送信電力を低く抑えたＨＡＲＱにおける制御情報の送信
が可能となる。
【０１４２】
　すなわち、基地局装置１００と移動局装置２００が、複数のキャリア要素によって構成
される広帯域な周波数帯域を使用して通信を行なう際に、基地局装置１００によるリソー
スの設定方法や、移動局装置２００における送信電力を考慮した効率的なＨＡＲＱにおけ
る制御情報の送受信を可能とすることができる。ここで、第２の実施形態は、例として、
対称周波数帯域集約された移動通信システムにおける基地局装置１００と移動局装置２０
０の動作について説明してきたが、非対称周波数帯域集約された移動通信システムにも同
様の方法が適用できることは勿論である。
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【０１４３】
　本発明に関わる移動局装置２００および基地局装置１００で動作するプログラムは、本
発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コ
ンピュータを機能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は
、その処理時に一時的にＲＡＭに蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必
要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納す
る記録媒体としては、半導体媒体（例えば、ROM、不揮発性メモリカード等）、光記録媒
体（例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキシ
ブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行するこ
とにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基
づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して
処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。また市場に流通させる場合
には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネッ
トワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送したりすることができる。この場
合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態におけ
る移動局装置２００および基地局装置１００の一部、または全部を典型的には集積回路で
あるＬＳＩとして実現してもよい。移動局装置２００および基地局装置１００の各機能ブ
ロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい
。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現して
も良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現した場
合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。以上、この発明の実施形態を、
図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、
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。以上、この発明
の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限ら
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。
【符号の説明】
【０１４４】
１００ 基地局装置
１０１ データ制御部
１０２ 送信データ変調部
１０３ 無線部
１０４ スケジューリング部
１０５ チャネル推定部
１０６ 受信データ復調部
１０７ データ抽出部
１０８ 上位層
１０９ アンテナ
１１０ 無線リソース制御部
２００（２００-１、２００-２、２００-３） 移動局装置
２０１ データ制御部
２０２ 送信データ変調部
２０３ 無線部
２０４ スケジューリング部
２０５ チャネル推定部
２０６ 受信データ復調部
２０７ データ抽出部
２０８ 上位層
２０９ アンテナ
２１０ 無線リソース制御部
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