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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装置において、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースを設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第
１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いた前記チャネル状態情
報の周期的な報告を設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、複数の前記チャネル状態情報の報告に用い
ることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定
し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた前記複数のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマット
の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状
態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする移動局装置。
【請求項２】
　あるサブフレームにおいて、あるセルに対応する第１の報告タイプの前記チャネル状態
情報の報告と、前記あるセルに対応する第２の報告タイプの前記チャネル状態情報の報告
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とが衝突している場合、
　報告タイプの優先度に基づいて、前記第１の報告タイプまたは前記第２の報告タイプの
いずれかの前記チャネル状態情報の報告をドロップする請求項１の移動局装置。
【請求項３】
　２よりも多い数のセルのそれぞれに対応する２よりも多い数の前記チャネル状態情報の
報告が衝突している場合、
　報告タイプの優先度とセルのセルインデックスとに基づいて、前記チャネル状態情報の
報告の数が２になるまで、前記チャネル状態情報の報告をドロップする請求項１または請
求項２の移動局装置。
【請求項４】
　前記優先度の低い報告タイプの前記チャネル状態情報の報告をドロップし、
　前記チャネル状態情報の報告タイプの優先度が同じ場合には、前記優先度が同じ報告タ
イプの前記チャネル状態情報が対応するセルの中でセルインデックスが大きいセルに対応
する前記チャネル状態情報の報告からドロップしていく請求項３の移動局装置。
【請求項５】
　前記優先度の高い報告タイプの前記チャネル状態情報の報告を前記基地局装置に送信し
、
　前記チャネル状態情報の報告タイプの優先度が同じ場合には、前記優先度が同じ報告タ
イプの前記チャネル状態情報が対応するセルの中でセルインデックスが小さいセルに対応
する前記チャネル状態情報の報告を前記基地局装置に送信する請求項４の移動局装置。
【請求項６】
　プライマリーセルのセルインデックスは０であり、
　プライマリーセル以外のセルであるセカンダリーセルのセルインデックスを示す情報を
前記基地局装置から受信する請求項４または請求項５の移動局装置。
【請求項７】
　前記チャネル状態情報は、チャネル品質情報とランクを示す情報とプリコーダーを示す
情報とのうち少なくとも１つから構成される請求項１から請求項６のいずれかの移動局装
置。
【請求項８】
　前記基地局装置から受信した参照信号に基づいて、前記チャネル状態情報を算出する請
求項１から請求項７のいずれかの移動局装置。
【請求項９】
　前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースと前記第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースは、プライマリーセルのリソースである
請求項１から請求項８のいずれかの移動局装置。
【請求項１０】
　複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局装置において、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記設定された第１のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上
りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた前記チャネル状態情報の複数の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマット
の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状
態情報の一部または全部を前記移動局装置から受信する
　ことを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
　あるセルに対応する第１の報告タイプの前記チャネル状態情報の報告と、前記あるセル
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に対応する第２の報告タイプの前記チャネル状態情報の報告とが衝突している場合、
　報告タイプの優先度に基づいて、前記第１の報告タイプまたは前記第２の報告タイプの
いずれかの前記チャネル状態情報の受信処理を行う請求項１０の基地局装置。
【請求項１２】
　２よりも多い数のセルのそれぞれに対応する２よりも多い数の前記チャネル状態情報の
報告が衝突している場合、
　報告タイプの優先度とセルのセルインデックスとに基づいて、前記衝突している２より
も多い数のチャネル状態情報の報告のうち２つの前記チャネル状態情報の受信処理を行う
請求項１０または請求項１１の基地局装置。
【請求項１３】
　前記チャネル状態情報は、チャネル品質情報とランクを示す情報とプリコーダーを示す
情報とのうち少なくとも１つから構成される請求項１１から請求項１２の基地局装置。
【請求項１４】
　前記チャネル状態情報は、前記移動局装置が前記基地局装置から受信した参照信号に基
づいて算出する請求項１１から請求項１３の基地局装置。
【請求項１５】
　前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースと前記第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースは、プライマリーセルのリソースである
請求項１１から請求項１４の基地局装置。
【請求項１６】
　複数のセルを用いて移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置は、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記設定された第１のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上
りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定し、
　前記移動局装置は、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた前記複数のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマット
の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状
態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項１７】
　複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法におい
て、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースを設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第
１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いた前記チャネル状態情
報の周期的な報告を設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、複数の前記チャネル状態情報の報告に用い
ることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定
し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた前記複数のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマット
の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状
態情報の一部または全部を前記基地局装置に送信する
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　ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項１８】
　複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法におい
て、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記設定された第１のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上
りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた前記チャネル状態情報の複数の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマット
の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状
態情報の一部または全部を前記移動局装置から受信する
　ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項１９】
　複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路において、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースを設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第
１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いた前記チャネル状態情
報の周期的な報告を設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、複数の前記チャネル状態情報の報告に用い
ることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定
し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた前記複数のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマット
の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状
態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする集積回路。
【請求項２０】
　複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路において、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記設定された第１のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上
りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた前記チャネル状態情報の複数の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマット
の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状
態情報の報告の一部または全部を前記移動局装置から受信する
　ことを特徴とする集積回路。
【請求項２１】
　複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装置において、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースまたは複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２
のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースのいずれかを設定し、
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　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第
１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的
な報告、または、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チ
ャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理
上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突
している場合、
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突
している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする移動局装置。
【請求項２２】
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報
の報告が衝突している複数のセルの中で、セルインデックスが最も小さいセルに対応する
前記第２のフォーマットの物理上りリンクチャネルのリソースを用いて、前記衝突してい
る複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する請求項２
１の移動局装置。
【請求項２３】
　前記チャネル状態情報は、チャネル品質情報とランクを示す情報とプリコーダーを示す
情報とのうち少なくとも１つから構成される請求項２１または請求項２２の移動局装置。
【請求項２４】
　前記基地局装置から受信した参照信号に基づいて、前記チャネル状態情報を算出する請
求項２１から請求項２３のいずれかの移動局装置。
【請求項２５】
　前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースと前記第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースは、プライマリーセルのリソースである
請求項２１から請求項２４のいずれかの移動局装置。
【請求項２６】
　複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局装置において、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネ
ル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
ルのリソースのいずれかを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャ
ネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォーマットの
物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理
上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突
している場合、
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突
している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記移動局装置から受信する
　ことを特徴とする基地局装置。
【請求項２７】
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報
の報告が衝突している複数のセルの中で、セルインデックスが最も小さいセルに対応する
前記第２のフォーマットの物理上りリンクチャネルのリソースを用いて、前記衝突してい
る複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記移動局装置から受信する請求項
２６の基地局装置。
【請求項２８】
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　前記チャネル状態情報は、チャネル品質情報とランクを示す情報とプリコーダーを示す
情報とのうち少なくとも１つから構成される請求項２６または請求項２７の基地局装置。
【請求項２９】
　前記チャネル状態情報は、前記移動局装置が前記基地局装置から受信した参照信号に基
づいて算出する請求項２６から請求項２８のいずれかの基地局装置。
【請求項３０】
　前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースと前記第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースは、プライマリーセルのリソースである
請求項２６から請求項２９のいずれかの基地局装置。
【請求項３１】
　複数のセルを用いて移動局装置と基地局装置とが通信する無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置は、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネ
ル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
ルのリソースのいずれかを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャ
ネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォーマットの
物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　前記移動局装置は、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と前記第２のフォーマットの物理上
りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突し
ている場合、
　前記第２のフォーマットの単一の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前
記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信
する
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項３２】
　複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法におい
て、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースまたは複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２
のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースのいずれかを設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第
１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的
な報告、または、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チ
ャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理
上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突
している場合、
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突
している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項３３】
　複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法におい
て、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
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な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネ
ル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
ルのリソースのいずれかを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャ
ネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォーマットの
物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理
上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突
している場合、
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突
している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記移動局装置から受信する
　ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項３４】
　複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装置に用いられる集積回路において、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースまたは複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２
のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースのいずれかを設定し、
　前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第
１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的
な報告、または、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チ
ャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理
上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突
している場合、
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突
している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする集積回路。
【請求項３５】
　複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局装置に用いられる集積回路において、
　前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネ
ル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
ルのリソースのいずれかを設定し、
　前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャ
ネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォーマットの
物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定し、
　あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを
用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理
上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突
している場合、
　前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突
している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記移動局装置から受信する
　ことを特徴とする集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
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に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化（以下、「Long T
erm Evolution （LTE）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : 
EUTRA」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Part
nership Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥでは、基地局装置から移動局
装置への下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重（Orthogonal Frequency Div
ision Multiplexing: OFDM）方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への上
りリンクの通信方式として、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single-Carrier Frequency Division Mult
iple Access）方式が用いられる。ここで、ＬＴＥでは、基地局装置をｅＮｏｄｅＢ（evo
lved NodeB）、移動局装置をＵＥ（User Equipment）とも呼称する。ＬＴＥは、基地局装
置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。
【０００３】
　ＬＴＥにおいて、移動局装置は、基地局装置から受信した下りリンク参照信号に基づい
てチャネル状態情報を算出する。移動局装置は、物理上りリンク制御チャネル（Physical
 Uplink Control Channel: PUCCH）または物理上りリンク共用チャネル（Physical Uplin
k Shared Channel: PUSCH）を用いてチャネル状態情報を基地局装置に送信する。
【０００４】
　ＬＴＥにおいて、基地局装置は、移動局装置から受信したチャネル状態情報に基づいて
、物理下りリンク共用チャネル（Physical Downlink Shared Channel: PDSCH）のスケジ
ューリングを行う。また、基地局装置は、物理下りリンク制御チャネル（Physical Downl
ink Control Channel: PUCCH）を用いて、当該スケジューリング結果を示す情報を移動局
装置に送信する。移動局装置は、受信した当該スケジューリング結果を示す情報に基づい
て、ＰＤＳＣＨの受信処理を行う。
【０００５】
　ＬＴＥにおいて、同一のチャネル構造のセル（コンポーネントキャリア）を複数用いて
、移動局装置と基地局装置が通信をする技術（セル集約: cell aggregation、キャリア集
約: carrier aggregationとも称される。）が用いられる。例えば、セル集約を用いた通
信では、複数のセルを用いて、移動局装置と基地局装置とが複数の物理チャネルを同時に
送受信することができる。例えば、移動局装置と基地局装置とが１つのセルにおいて初期
コネクション確立を行なった後に、基地局装置が移動局装置との通信に用いるセルを追加
することができる。
【０００６】
　ＬＴＥにおいて、基地局装置は、複数のセルのチャネル状態情報の周期的な報告を移動
局装置に設定できる。基地局装置は、複数のセルのチャネル状態情報の周期的な報告の設
定を示す情報を移動局装置に送信する。移動局装置は、複数のセルのチャネル状態情報の
周期的な報告の設定を示す情報に基づいて、複数のセルのチャネル状態情報の周期的な報
告を設定する。複数のセルのチャネル状態情報の周期的な報告を設定された移動局装置は
、ＰＵＣＣＨを用いて複数のセルのそれぞれに対応するチャネル状態情報を周期的に送信
する。移動局装置は、あるサブフレームにおいて、複数のチャネル状態情報の周期的な送
信が衝突した場合、１つのチャネル状態情報を基地局装置に送信し、他のチャネル状態情
報をドロップする（送信しない）。ゆえに、基地局装置は、移動局装置がドロップしたチ
ャネル状態情報が対応するセルにおいて、チャネル状態情報に基づいてＰＤＳＣＨのスケ
ジューリングを行うことができず、ＰＤＳＣＨのスケジューリングを効率的に行なえない
という問題がある。
【０００７】
　３ＧＰＰでは、ＰＵＣＣＨの新しいフォーマットまたはＰＵＳＣＨを用いて複数のチャ
ネル状態情報を送信することが検討されている。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】" Design and evaluation for CSI signalling enhancement", R1-1136
30, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #67, San Francisco, USA, 14th - 18th November 2011.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、複数のチャネル状態情報を送信できるＰＵＣＣＨやＰＵＳＣＨのリソー
スを移動局装置が常に占有することは、リソース割り当ての効率が低下してしまうという
問題がある。
【００１０】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率的に１つまたは複数
のチャネル状態情報を単一の物理上りリンクチャネルを用いて通信することができる移動
局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（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
、本発明の移動局装置は、複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装置であって
、前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースを設定する。また、本発明の移動局装置は、前記基地局装置から受信
した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上
りリンク制御チャネルのリソースを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定す
る。また、本発明の移動局装置は、前記基地局装置から受信した情報に従って、複数の前
記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制
御チャネルのリソースを１つ設定する。または、本発明の移動局装置は、あるサブフレー
ムにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記複数の
チャネル状態情報の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上りリンク
制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一
部または全部を前記基地局装置に送信する。
【００１２】
　（２）また、本発明の基地局装置は、複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局
装置であって、前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用い
ることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定する
。また、本発明の基地局装置は、前記複数のセルそれぞれに対して、前記設定された第１
のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な
報告を設定する。また、本発明の基地局装置は、複数の前記チャネル状態情報の報告に用
いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを１つ設
定する。また、本発明の基地局装置は、あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマ
ットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の複数の報告が衝突し
ている場合、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて
、前記衝突している複数のチャネル状態情報の一部または全部を前記移動局装置から受信
する。
【００１３】
　（３）また、本発明の無線通信システムは、複数のセルを用いて移動局装置と基地局装
置とが通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記複数のセルそれぞれ
に対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物
理上りリンク制御チャネルのリソースを設定する。また、前記基地局装置は、前記複数の
セルそれぞれに対して、前記設定された第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
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ルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定する。また、前記基地局装置は、
複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上り
リンク制御チャネルのリソースを１つ設定する。また、前記移動局装置は、あるサブフレ
ームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記複数
のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の
一部または全部を前記基地局装置に送信する。
【００１４】
　（４）また、本発明の無線通信方法は、複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動
局装置に用いられる無線通信方法であって、前記基地局装置から受信した情報に従って、
前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能な
第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定する。また、本発明
の無線通信方法は、前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれ
に対して、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いた前
記チャネル状態情報の周期的な報告を設定する。また、本発明の無線通信方法は、前記基
地局装置から受信した情報に従って、複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが
可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定する。ま
た、本発明の無線通信方法は、あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物
理上りリンク制御チャネルを用いた前記複数のチャネル状態情報の報告が衝突している場
合、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝
突している複数のチャネル状態情報の一部または全部を前記基地局装置に送信する。
【００１５】
　（５）また、本発明の無線通信方法は、複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地
局装置に用いられる無線通信方法であって、前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチ
ャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チ
ャネルのリソースを設定する。また、本発明の無線通信方法は、前記複数のセルそれぞれ
に対して、前記設定された第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前
記チャネル状態情報の周期的な報告を設定する。また、本発明の無線通信方法は、複数の
前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク
制御チャネルのリソースを１つ設定する。また、本発明の無線通信方法は、あるサブフレ
ームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャ
ネル状態情報の複数の報告が衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の一部ま
たは全部を前記移動局装置から受信する。
【００１６】
　（６）また、本発明の集積回路は、複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局装
置に用いられる集積回路であって、前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数
のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフ
ォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを設定する。また、本発明の集積回
路は、前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前
記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いた前記チャネル状
態情報の周期的な報告を設定する。また、本発明の集積回路は、前記基地局装置から受信
した情報に従って、複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォ
ーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを１つ設定する。また、本発明の集積
回路は、あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャ
ネルを用いた前記複数のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、前記第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャ
ネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する。
【００１７】
　（７）また、本発明の集積回路は、複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局装
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置に用いられる集積回路であって、前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状
態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルの
リソースを設定する。また、本発明の集積回路は、前記複数のセルそれぞれに対して、前
記設定された第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状
態情報の周期的な報告を設定する。また、本発明の集積回路は、複数の前記チャネル状態
情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリ
ソースを１つ設定する。また、本発明の集積回路は、あるサブフレームにおいて、前記第
１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の複数の
報告が衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソ
ースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記
移動局装置から受信する。
【００１８】
　（８）また、本発明の移動局装置は、複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局
装置であって、前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対
して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上
りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネル状態情報の報告に用いること
が可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースのいずれかを設定
する。また、本発明の移動局装置は、前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複
数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用
いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォーマットの物理上り
リンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定する。また、本
発明の移動局装置は、あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリ
ンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２の
フォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態
情報の報告とが衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
ルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全
部を前記基地局装置に送信する。
【００１９】
　（９）また、本発明の基地局装置は、複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局
装置であって、前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用い
ることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数
の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルのリソースのいずれかを設定する。また、本発明の基地局装置は、前記複
数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用
いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォーマットの物理上り
リンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を設定する。また、本
発明の基地局装置は、あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマットの物理上りリ
ンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告と、前記第２の
フォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態
情報の報告とが衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
ルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全
部を前記移動局装置から受信する。
【００２０】
　（１０）また、本発明の無線通信システムは、複数のセルを用いて移動局装置と基地局
装置とが通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記複数のセルそれぞ
れに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの
物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネル状態情報の報告に用い
ることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースのいずれか
を設定する。また、前記基地局装置は、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフ
ォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告
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、または、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル
状態情報の周期的な報告を設定する。また、前記移動局装置は、あるサブフレームにおい
て、前記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前
記チャネル状態情報の報告と前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用
いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突している場合、前記第２のフ
ォーマットの単一の物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している
複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する。
【００２１】
　（１１）また、本発明の無線通信方法は、複数のセルを用いて基地局装置と通信する移
動局装置に用いられる無線通信方法であって、前記基地局装置から受信した情報に従って
、前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能
な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネ
ル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネ
ルのリソースのいずれかを設定する。また、本発明の無線通信方法は、前記基地局装置か
ら受信した情報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの
物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前
記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周
期的な報告を設定する。また、本発明の無線通信方法は、あるサブフレームにおいて、前
記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャ
ネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた
１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突している場合、前記第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャ
ネル状態情報の報告の一部または全部を前記基地局装置に送信する。
【００２２】
　（１２）また、本発明の無線通信方法は、複数のセルを用いて移動局装置と通信する基
地局装置に用いられる無線通信方法であって、前記複数のセルそれぞれに対して、１つの
チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御
チャネルのリソースまたは複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２
のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースのいずれかを設定する。また、
本発明の無線通信方法は、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの
物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前
記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周
期的な報告を設定する。また、本発明の無線通信方法は、あるサブフレームにおいて、前
記第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャ
ネル状態情報の報告と、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた
１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報告とが衝突している場合、前記第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャ
ネル状態情報の報告の一部または全部を前記移動局装置から受信する。
【００２３】
　（１３）また、本発明の集積回路は、複数のセルを用いて基地局装置と通信する移動局
装置に用いられる集積回路であって、前記基地局装置から受信した情報に従って、前記複
数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態情報の報告に用いることが可能な第１の
フォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソースまたは複数の前記チャネル状態情
報の報告に用いることが可能な第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルのリソ
ースのいずれかを設定する。また、本発明の集積回路は、前記基地局装置から受信した情
報に従って、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォ
ーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を
設定する。また、本発明の集積回路は、あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマ
ットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報



(13) JP 5793067 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

告と、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の
前記チャネル状態情報の報告とが衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上り
リンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報
告の一部または全部を前記基地局装置に送信する。
【００２４】
　（１４）また、本発明の集積回路は、複数のセルを用いて移動局装置と通信する基地局
装置に用いられる集積回路であって、前記複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル
状態情報の報告に用いることが可能な第１のフォーマットの物理上りリンク制御チャネル
のリソースまたは複数の前記チャネル状態情報の報告に用いることが可能な第２のフォー
マットの物理上りリンク制御チャネルのリソースのいずれかを設定する。また、本発明の
集積回路は、前記複数のセルそれぞれに対して、前記第１のフォーマットの物理上りリン
ク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告、または、前記第２のフォ
ーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた前記チャネル状態情報の周期的な報告を
設定する。また、本発明の集積回路は、あるサブフレームにおいて、前記第１のフォーマ
ットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の前記チャネル状態情報の報
告と、前記第２のフォーマットの物理上りリンク制御チャネルを用いた１つまたは複数の
前記チャネル状態情報の報告とが衝突している場合、前記第２のフォーマットの物理上り
リンク制御チャネルのリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報
告の一部または全部を前記移動局装置から受信する。
【発明の効果】
【００２５】
　この発明によれば、移動局装置と基地局装置は、効率的に１つまたは複数のチャネル状
態情報を単一の物理上りリンクチャネルを用いて通信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本実施形態の無線通信システムの概念図である。
【図２】本実施形態のセル集約の一例を示す図である。
【図３】本実施形態の下りリンクコンポーネントキャリアの無線フレームの概略構成を示
す図である。
【図４】本実施形態の下りリンク参照信号のマッピングの一例を示す図である。
【図５】本実施形態の下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネ
ルのマッピングの一例を示す図である。
【図６】本実施形態の上りリンクコンポーネントキャリアの無線フレームの概略構成を示
す図である。
【図７】本実施形態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チャネ
ルのマッピングの一例を示す図である。
【図８】本実施形態の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図９】本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【図１０】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２を用いて送信されるチャネル状態情報
の符号化および変調の一例を示す図である。
【図１１】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２で送信されるチャネル状態情報の符号
化に用いられるシーケンスＭｉ，ｎの一例を示す図である。
【図１２】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２の第１のスロットの構成の一例を示す
図である。
【図１３】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２の第２のスロットの構成の一例を示す
図である。
【図１４】本実施形態のベースシーケンスの一例を示す図である。
【図１５】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて送信されるチャネル状態情報
の符号化および変調の一例を示す図である。
【図１６】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３で送信されるチャネル状態情報の符号
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化に用いられるシーケンスＭｉ，ｎの一例を示す図である。
【図１７】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３の第１のスロットの構成の一例を示す
図である。
【図１８】本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３の第２のスロットの構成の一例を示す
図である。
【図１９】本実施形態のセル０からセル３のそれぞれに対応する周期的なチャネル状態情
報の設定の一例を示す図である。
【図２０】本実施形態のチャネル状態情報の報告のタイミングの一例を示す図である。
【図２１】本実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリソー
スの対応の第１の例を示す図である。
【図２２】本実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリソー
スの対応の第２の例を示す図である。
【図２３】本実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリソー
スの対応の第３の例を示す図である。
【図２４】本実施形態のチャネル状態情報の報告に用いられるリソースを決定するための
処理を示すフローチャート図である。
【図２５】第２の実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて送信される単一のチャネ
ル状態情報の符号化および変調の一例を示す図である。
【図２６】第２の実施形態のセル０からセル３のそれぞれに対応する周期的なチャネル状
態情報の設定の一例を示す図である。
【図２７】第２の実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリ
ソースの対応の第１の例を示す図である。
【図２８】第２の実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリ
ソースの対応の第２の例を示す図である。
【図２９】第２の実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリ
ソースの対応の第３の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　まず、本実施形態の物理チャネルについて説明する。
【００２８】
　図１は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図１において、無線通信シス
テムは、移動局装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。図１は、基地局装置３
から移動局装置１Ａ～１Ｃへの下りリンクの無線通信では、同期信号（Synchronization 
signal: SS）、下りリンク参照信号（Downlink Reference Signal: DL RS）、物理報知チ
ャネル（Physical Broadcast Channel: PBCH）、物理下りリンク制御チャネル（Physical
 Downlink Control Channel: PDCCH）、物理下りリンク共用チャネル（Physical Downlin
k Shared Channel: PDSCH）、物理マルチキャストチャネル（Physical Multicast Channe
l: PMCH）、物理制御フォーマットインディケータチャネル（Physical Control Format I
ndicator Channel: PCFICH）および物理ＨＡＲＱインディケータチャネル（Physical Hyb
rid ARQ Indicator Channel: PHICH）が用いられることを示す。
【００２９】
　また、図１は、移動局装置１Ａ～１Ｃから基地局装置３への上りリンクの無線通信では
、上りリンク参照信号（Uplink Reference Signal: UL RS）、物理上りリンク制御チャネ
ル（Physical Uplink Control Channel: PUCCH）、物理上りリンク共用チャネル（Physic
al Uplink Shared Channel: PUSCH）および物理ランダムアクセスチャネル（Physical Ra
ndom Access Channel: PRACH）が用いられることを示す。以下、移動局装置１Ａ～１Ｃを
移動局装置１という。
【００３０】
　同期信号は、移動局装置１が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるため
に用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置１が下りリンクの周波数領域および時
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間領域の同期をとるために用いられる。また、下りリンク参照信号は、移動局装置１が下
りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。また、下りリンク参照信号は
、移動局装置１がＰＤＳＣＨやＰＤＣＣＨの伝搬路補正を行なうために用いられる。ＰＢ
ＣＨは、移動局装置１で共通に用いられるシステム情報（マスターインフォメーションブ
ロック、Broadcast Channel: BCH）を報知するために用いられる物理チャネルである。Ｐ
ＢＣＨは、４０ms間隔で送信される。４０ms間隔のタイミングは、移動局装置１において
ブラインド検出（blind detection）される。また、ＰＢＣＨは、10ms間隔で再送信され
る。
【００３１】
　ＰＤＣＣＨは、下りリンクアサインメント（「downlink assignment」、または「downl
ink grant」とも称する。）や上りリンクグラント（uplink grant）などの下りリンク制
御情報（Downlink Control Information: DCI）を送信するために用いられる物理チャネ
ルである。下りリンクアサインメントは、単一のセル内の単一のＰＤＳＣＨのスケジュー
リングに用いられる下りリンク制御情報である。下りリンクアサインメントは、ＰＤＳＣ
Ｈに対する変調方式および符号化率に関する情報（Modulation and Coding Scheme: MCS
）、無線リソースの割り当てを示す情報、ＰＵＣＣＨに対するＴＰＣコマンド（Transmis
sion Power Control command）などから構成される。上りリンクグラントは、単一のセル
内の単一のＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報である。上り
リンクグラントは、ＰＵＳＣＨに対する変調方式および符号化率に関する情報、無線リソ
ースの割り当てを示す情報、ＰＵＳＣＨに対するＴＰＣコマンドなどから構成される。
【００３２】
　ＰＤＳＣＨは、ページング情報（Paging Channel: PCH）、システム情報および下りリ
ンクデータ（Downlink Shared Channel: DL-SCH）を送信するために用いられる物理チャ
ネルである。ＰＤＳＣＨで送信されるシステム情報を、システムインフォメーションブロ
ックと称する。また、システムインフォメーションブロックは、複数の移動局装置１に対
して共通である無線リソース設定情報が含まれる。ＰＭＣＨは、ＭＢＭＳ（Multimedia B
roadcast and Multicast Service）に関する情報（Multicast Channel: MCH）を送信する
ために用いられる物理チャネルである。ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨが配置される領域（
ＯＦＤＭシンボル）を示す情報を送信するために用いられる物理チャネルである。
【００３３】
　ＰＨＩＣＨは、基地局装置３が受信した上りリンクデータの復号の成否を示すＨＡＲＱ
インディケータ（応答情報）を送信するために用いられる物理チャネルである。基地局装
置３がＰＵＳＣＨに含まれる上りリンクデータの復号に成功した場合は、該上りリンクデ
ータに対するＨＡＲＱインディケータにＡＣＫ（ACKnowledgement）をセットする。基地
局装置３がＰＵＳＣＨに含まれる上りリンクデータの復号に失敗した場合は、該上りリン
クデータに対するＨＡＲＱインディケータにＮＡＣＫ（Negative ACKnowledgement）をセ
ットする。単一のＰＨＩＣＨは、単一の上りリンクデータに対するＨＡＲＱインディケー
タを送信する。基地局装置３は、同一のＰＵＳＣＨに含まれる複数の上りリンクデータに
対するＨＡＲＱインディケータを複数のＰＨＩＣＨを用いて送信する。
【００３４】
　上りリンク参照信号は、基地局装置３が上りリンクの時間領域の同期をとるために用い
られる。また、上りリンク参照信号は、基地局装置３が上りリンクの受信品質を測定する
ために用いられる。また、上りリンク参照信号は、基地局装置３がＰＵＳＣＨやＰＵＣＣ
Ｈの伝搬路補正を行なうために用いられる。上りリンク参照信号には、ＰＵＳＣＨまたは
ＰＵＣＣＨと時間多重されて送信されるＤＭＲＳ（Demodulation Reference Signal）と
、ＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨとは関係なく送信されるＳＲＳ（Sounding Reference Sig
nal）がある。
【００３５】
　ＰＵＣＣＨは、下りリンクのチャネル状態情報（Channel State Information: CSI）、
ＰＵＳＣＨの無線リソースの要求を示すスケジューリング要求（Scheduling Request: SR
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）、移動局装置１が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すＡＣＫ／ＮＡＣＫなど
、通信の制御に用いられる情報である上りリンク制御情報（Uplink Control Information
: UCI）を送信するために用いられる物理チャネルである。チャネル状態情報は、チャネ
ル品質インディケータ（Channel Quality Indicator: CQI）、プリコーディングマトリク
スインディケータ（Precoding Matrix Indicator: PMI、プリコーダーを示す情報とも記
載する）、プリコーディングタイプインディケータ（Precoding Type Indicator: PTI）
、および／またはランクインディケータ（Rank Indicator: RI）から構成される。
【００３６】
　ＰＵＣＣＨは、複数のフォーマットをサポートする。ＰＵＣＣＨがサポートするフォー
マットを、ＰＵＣＣＨフォーマットと呼称する。
【００３７】
（Ａ）例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１は、変調方式としてオンオフ変調（on-off-key
ing）が適用される。移動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット１を用いてスケジューリ
ング要求を送信可能である。
（Ｂ）例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａは、変調方式としてＢＰＳＫ（Binary Phase
 Shift Keying）が適用される。移動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａを用いて
、１ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信可能である。
（Ｃ）例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂは、変調方式としてＱＰＳＫ（Quadrature P
hase Shift Keying）が適用される。移動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用
いて、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信可能である。
（Ｄ）例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット２は、変調方式としてＱＰＳＫが適用される。移
動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット２を用いて、単一のセルに対応する１１ビットま
でのチャネル状態情報を送信可能である。ＰＵＣＣＨフォーマット２は、符号化方式とし
て畳込み符号化が適用される。当該畳込み符号化によって、２０ビットの符号化ビット系
列が生成される。
（Ｅ）例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３は、変調方式としてＱＰＳＫが適用される。移
動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて、所定の数までのセルに対応する所定
の数までのチャネル状態情報および／または複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信可能である。
ＰＵＣＣＨフォーマット３は、符号化方式としてブロック符号化が適用される。当該ブロ
ック符号化によって、４８ビットの符号化ビット系列が生成される。尚、ＰＵＣＣＨフォ
ーマット３を用いてチャネル状態情報のみを送信する場合には、２２ビットまでのチャネ
ル状態情報を送信可能である。尚、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ
のみを送信する場合には、２２ビットまでのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信可能である。
【００３８】
　ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータ（Uplink Shared Channel: UL-SCH）や上りリンク制
御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび／またはチャネル状態情報）を送信するために用いられ
る物理チャネルである。ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために
用いられる物理チャネルである。ＰＲＡＣＨは、移動局装置１が基地局装置３と時間領域
の同期をとることを主な目的とし、その他に、初期コネクション確立（initial connecti
on establishment）プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立（co
nnection re-establishment）プロシージャ、上りリンク送信に対する同期（タイミング
調整）、および上りリンク無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
【００３９】
　ＢＣＨ、ＵＬ－ＳＣＨおよびＤＬ－ＳＣＨなどは、トランスポートチャネルである。Ｕ
Ｌ－ＳＣＨをＰＵＳＣＨで送信する単位およびＤＬ－ＳＣＨをＰＤＳＣＨで送信する単位
は、トランスポートブロック（transport block: TB）と呼ばれる。トランスポートブロ
ックは、ＭＡＣ（Media Access Control）層が物理層に渡す（deliver）データの単位で
あり、ＭＡＣ層においてトランスポートブロック毎にＨＡＲＱ（再送信）の制御が行なわ
れる。また、ＵＬ－ＳＣＨおよびＤＬ－ＳＣＨなどのＭＡＣ層で取り扱われるデータの単
位のことをＭＡＣ　ＰＤＵ（Protocol Data Unit）とも称する。物理層において、トラン
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スポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれ
る。
【００４０】
　以下、本実施形態のセル集約（キャリア集約）について説明する。
【００４１】
　図２は、本実施形態のセル集約の一例を示す図である。図２において、横軸は周波数領
域である。セル集約では、複数のサービングセル（serving cell）が集約される。以下、
サービングセルを単にセルと称する。図２において、４つのセル（セル０、セル１、セル
２およびセル３）が集約されている。集約される複数のセルのうち１つのセル（図２のセ
ル０）はプライマリーセル（Primary cell: Pcell）である。プライマリーセルは、移動
局装置１が初期コネクション確立（initial connection establishment）プロシージャを
行なったセル、または移動局装置１がコネクション再確立（connection re-establishmen
t）プロシージャを開始したセル、またはハンドオーバプロシージャ中にプライマリーセ
ルとして指示されたセルである。
【００４２】
　プライマリーセルを除いたセル（図２のセル１、セル２およびセル３）はセカンダリー
セル（Secondary cell: Scell）である。セカンダリーセルは追加の無線リソースを提供
するために使われる。セカンダリーセルは、主にＰＤＳＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＲＡＣＨの
送受信のために使用される。セカンダリーセルは、プライマリーセルとは異なる周波数上
で動作し、移動局装置１と基地局装置３のコネクションが確立した後に、基地局装置３に
よって追加される。また、セカンダリーセルは、ハンドオーバプロシージャ中に基地局装
置３から移動局装置１へ通知される。移動局装置１はプライマリーセルのみでＰＵＣＣＨ
の送信を行ない、セカンダリーセルでＰＵＣＣＨの送信を行なわない。移動局装置１はセ
カンダリーセルのＰＢＣＨおよびＰＤＳＣＨで送信されるページングおよびシステム情報
を受信しなくてよい。
【００４３】
　プライマリーセルのセルインデックスは０である。セカンダリーセルのセルインデック
スは、１から７のいずれかである。また、基地局装置３は、セカンダリーセルを追加する
際にセカンダリーセルのセルインデックスを示す情報を移動局装置１に送信する。
【００４４】
　図２において、ドットでハッチングされた四角は下りリンクコンポーネントキャリア（
Downlink Component Carrier: DL CC）であり、左下から右上への斜線でハッチングされ
た四角は上りリンクコンポーネントキャリア（Uplink Component Carrier: UL CC）であ
る。下りリンクにおいてセルに対応するキャリアは下りリンクコンポーネントキャリアで
あり、上りリンクにおいてセルに対応するキャリアは上りリンクコンポーネントキャリア
である。下りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは下りリンクプライマ
リーコンポーネントキャリア（Downlink Primary Component Carrier: DL PCC）であり、
上りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは上りリンクプライマリーコン
ポーネントキャリア（Uplink Primary Component Carrier: UL PCC）である。下りリンク
においてセカンダリーセルに対応するキャリアは下りリンクセカンダリーコンポーネント
キャリア（Downlink Secondary Component Carrier: DL SCC）であり、上りリンクにおい
てセカンダリーセルに対応するキャリアは上りリンクセカンダリーコンポーネントキャリ
ア（Uplink Secondary Component Carrier: UL SCC）である。
【００４５】
　プライマリーセルは、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネント
キャリアとによって構成される。セカンダリーセルは、下りリンクプライマリーコンポー
ネントキャリアと上りリンクプライマリーコンポーネントキャリア、または下りリンクコ
ンポーネントキャリアのみによって構成される。つまり、セカンダリーセルは、上りリン
クコンポーネントキャリアのみによって構成されない。図２において、セル０とセル１と
は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアとによって
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構成される。図２において、セル２とセル３とは、下りリンクコンポーネントキャリアの
みによって構成される。
【００４６】
　物理チャネルのそれぞれは、いずれか１つのセルで送信される。つまり、単一の物理チ
ャネルが複数のセルにまたがって送信されない。移動局装置１は、プライマリーセルでの
みＰＵＣＣＨを送信する。つまり、移動局装置１は、セカンダリーセルでＰＵＣＣＨを送
信しない。つまり、図２において、移動局装置１は、セル０でのみＰＵＣＣＨを送信する
。移動局装置１は、単一のセルで複数のＰＤＳＣＨを受信しない。また、移動局装置１は
単一のセルで複数のＰＵＳＣＨを送信しない。また、移動局装置１は、ＰＵＣＣＨとＰＵ
ＳＣＨを同時に送信してよいかを基地局装置３によって設定される。
【００４７】
　以下、本実施形態の下りリンクの無線フレームの構成について説明する。
【００４８】
　図３は、本実施形態の下りリンクコンポーネントキャリアの無線フレームの概略構成を
示す図である。図３において、横軸は時間領域であり、縦軸は周波数領域である。無線フ
レームのそれぞれは、１０ｍｓ長である。また、無線フレームのそれぞれは２０のスロッ
トから構成される。スロットのそれぞれは、０．５ｍｓ長である。無線フレーム内のスロ
ットは、０から１９の番号がつけられる。サブフレームのそれぞれは、１ｍｓ長である。
サブフレームは、２つの連続するスロットによって定義される。無線フレーム内のｉ番目
のサブフレームは、（２×ｉ）番目のスロットと（２×ｉ＋１）番目のスロットとから構
成される。つまり、１０ｍｓ間隔のそれぞれにおいて、１０個のサブフレームが利用でき
る。
【００４９】
　スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッド
によって表現される。リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のＯＦＤＭシンボル
によって定義される。１つのスロットを構成するサブキャリアの数は、下りリンクコンポ
ーネントキャリアの帯域幅に依存する。１つのスロットを構成するＯＦＤＭシンボルの数
は７である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する
。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とＯＦＤＭシンボルの番号とを用いて識別
する。
【００５０】
　リソースブロックは、ある物理下りリンクチャネル（ＰＤＳＣＨなど）のリソースエレ
メントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブ
ロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理下りリンクチャネルは、まず仮想
リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロ
ックにマップされる。１つの物理リソースブロックは、時間領域において７個の連続する
ＯＦＤＭシンボルと周波数領域において１２個の連続するサブキャリアとから定義される
。ゆえに、１つの物理リソースブロックは（７×１２）個のリソースエレメントから構成
される。また、１つの物理リソースブロックは、時間領域において１つのスロットに対応
し、周波数領域において１８０ｋＨｚに対応する。物理リソースブロックは周波数領域に
おいて０から番号が付けられる。
【００５１】
　以下、本実施形態の下りリンク参照信号のマッピングの一例について説明する。
【００５２】
　図４は、本実施形態の下りリンク参照信号のマッピングの一例を示す図である。図４に
おいて、横軸は時間領域であり、縦軸は周波数領域である。図４では、あるサブフレーム
内の同じ番号の物理リソースブロックのみを示す。図４において、太線の四角は物理リソ
ースブロックである。下りリンク参照信号は、セル固有参照信号（Cell-specific refere
nce signal: CRS）とＣＳＩ参照信号（CSI reference signal: CSI-RS）とがある。基地
局装置３は、ＣＲＳをセル内の全ての下りリンクサブフレームで送信する。基地局装置３
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は、ＣＳＩ－ＲＳをセル内の周期的に設定した下りリンクサブフレームで送信する。
【００５３】
　図４において、Ｃｉが付された四角はアンテナポートｉのＣＲＳの送信に用いられるリ
ソースエレメントである（ｉ＝０，１）。図４において、ＣＳＩｘ，ｙが付された四角は
アンテナポートｘのＣＳＩ－ＲＳとアンテナポートｙのＣＳＩ－ＲＳの送信に用いられる
リソースエレメントである（ｘ＝１５、１７、１９、２１；ｙ＝１６、１８、２０、２２
）。図４において、アンテナポートｘのＣＳＩ－ＲＳとアンテナポートｙのＣＳＩ－ＲＳ
は符号多重される。
【００５４】
　ＣＲＳの送信に用いられるリソースエレメントは、セルの物理レイヤセル識別子（phys
ical-layer cell identity: PCI、Cell ID）に基づいて決定される。物理リソースブロッ
ク内のＣＳＩ－ＲＳの送信に用いられるリソースエレメントは、基地局装置３によって設
定される。基地局装置３は、周期的に設定した下りリンクサブフレームやＣＳＩ－ＲＳの
送信に用いられるリソースエレメントなどを示すＣＳＩ－ＲＳの設定に関する情報を移動
局装置１に送信する。
【００５５】
　以下、本実施形態の物理下りリンクチャネルのマッピングの一例について説明する。
【００５６】
　図５は、本実施形態の下りリンクコンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャ
ネルのマッピングの一例を示す図である。図５において、横軸は時間領域であり、縦軸は
周波数領域である。ＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム内の０番（最初）のＯＦＤＭシンボル
にマップされる。また、ＰＣＦＩＣＨは、周波数領域において分散した４つのリソースエ
レメントグループにマップされる。リソースエレメントグループは、連続する複数のリソ
ースエレメントから構成される。ＰＨＩＣＨは、サブフレーム内の０番（最初）のＯＦＤ
Ｍシンボルにマップされる。１つのＰＣＦＩＣＨは、周波数領域において分散した３つの
リソースエレメントグループにマップされる。また、基地局装置３は、複数のＰＣＦＩＣ
Ｈを、同じリソースエレメント上で符号多重することができる。
【００５７】
　ＰＤＣＣＨは、サブフレーム内の０番、０番と１番または０番から２番までのＯＦＤＭ
シンボルにマップされる。０番のＯＦＤＭシンボルにおいて、ＰＤＣＣＨはＰＣＦＩＣＨ
およびＰＨＩＣＨがマップされるリソースエレメントを避けてマップされる。移動局装置
１は、ＰＣＦＩＣＨで受信した情報基づいて、ＰＤＣＣＨがマップされるＯＦＤＭシンボ
ルを認識する。また、基地局装置３は、複数のＰＤＣＣＨを、時間および周波数多重する
ことができる。ＰＤＳＣＨは、サブフレーム内のＰＤＣＣＨがマップされないＯＦＤＭシ
ンボルにマップされる。基地局装置３は、複数のＰＤＳＣＨを周波数多重、時間多重およ
び／または空間多重することができる。
【００５８】
　同期信号は、時間領域において無線フレームのそれぞれにおいて０番と５番のサブフレ
ームで送信される。当該０番と５番のサブフレームにおいて、同期信号は第１のスロット
の５番と６番のＯＦＤＭシンボルで送信される。また、同期信号は、周波数領域において
、セルの下りリンクの中央の７２サブキャリアで送信される。
【００５９】
　ＰＢＣＨは、時間領域において無線フレームのそれぞれにおいて０番のサブフレームで
送信される。当該０番のサブフレームにおいて、ＰＢＣＨは第２のスロットの０番から３
番までのＯＦＤＭシンボルで送信される。また、ＰＢＣＨは、周波数領域において、セル
の下りリンクの中央の７２サブキャリアで送信される。尚、ＰＭＣＨの説明は省略する。
尚、図５にて、下りリンク参照信号と同期信号とＰＢＣＨは省略している。
【００６０】
　以下、本実施形態の上りリンクの無線フレームの構成について説明する。
【００６１】
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　図６は、本実施形態の上りリンクコンポーネントキャリアの無線フレームの概略構成を
示す図である。図６において、横軸は時間領域であり、縦軸は周波数領域である。無線フ
レームのそれぞれは、１０ｍｓ長である。また、無線フレームのそれぞれは２０のスロッ
トから構成される。スロットのそれぞれは、０．５ｍｓ長である。無線フレーム内のスロ
ットは、０から１９の番号がつけられる。サブフレームのそれぞれは、１ｍｓ長である。
サブフレームは、２つの連続するスロットによって定義される。無線フレーム内のｉ番目
のサブフレームは、（２×ｉ）番目のスロットと（２×ｉ＋１）番目のスロットとから構
成される。つまり、１０ｍｓ間隔のそれぞれにおいて、１０個のサブフレームが利用でき
る。
【００６２】
　スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッド
によって表現される。リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のＳＣ－ＦＤＭＡシ
ンボルによって定義される。１つのスロットを構成するサブキャリアの数は、上りリンク
コンポーネントキャリアの帯域幅に依存する。１つのスロットを構成するＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボルの数は７である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメ
ントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの
番号とを用いて識別する。
【００６３】
　リソースブロックは、ある物理上りリンクチャネル（ＰＵＳＣＨなど）のリソースエレ
メントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブ
ロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理上りリンクチャネルは、まず仮想
リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロ
ックにマップされる。１つの物理リソースブロックは、時間領域において７個の連続する
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルと周波数領域において１２個の連続するサブキャリアとから定義
される。ゆえに、１つの物理リソースブロックは（７×１２）個のリソースエレメントか
ら構成される。また、１つの物理リソースブロックは、時間領域において１つのスロット
に対応し、周波数領域において１８０ｋＨｚに対応する。物理リソースブロックは周波数
領域において０から番号が付けられる。
【００６４】
　以下、本実施形態の物理上りリンクチャネルのマッピングの一例について説明する。
【００６５】
　図７は、本実施形態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チャ
ネルのマッピングの一例を示す図である。図７において、横軸は時間領域であり、縦軸は
周波数領域である。ＰＵＣＣＨは、サブフレーム内の両端の物理リソースブロックにマッ
プされる。また、単一のＰＵＣＣＨは、第１のスロットと第２のスロットにおいて、周波
数領域で対称となる物理リソースブロックを用いて送信される。例えば、移動局装置１は
、第１のスロットの０番の物理リソースブロックと第２のスロットの最も大きい番号の物
理リソースブロックとを用いて単一のＰＵＣＣＨを送信する。
【００６６】
　ＰＵＣＣＨには、符号多重が適用される。複数のＰＵＣＣＨフォーマット１、１ａ、１
ｂおよび２は符号多重される。複数のＰＵＣＣＨフォーマット３は符号多重される。ＰＵ
ＣＣＨフォーマット１、１ａ、１ｂおよび２とＰＵＣＣＨフォーマット３は符号多重され
ない。
【００６７】
　ＰＵＳＣＨは、サブフレーム内のＰＵＣＣＨがマップされない物理リソースブロックに
マップされる。複数のＰＵＳＣＨは周波数多重、時間多重および／または空間多重される
。
【００６８】
　以下、本実施形態のＰＵＣＣＨを用いた周期的なチャネル状態情報の報告について説明
する。
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【００６９】
　基地局装置３は、いずれかの報告モードを用いてＰＵＣＣＨで周期的なチャネル状態情
報を報告することを移動局装置１に対して設定する。基地局装置３は、報告モードと周期
的なチャネル状態情報の報告に用いるＰＵＣＣＨのリソースとをセル毎に設定する。基地
局装置３は、セルのそれぞれに対する周期的なチャネル状態情報の報告に関する情報を移
動局装置１に送信する。
【００７０】
（Ａ）例えば、報告モード１－０は、ＰＭＩを送信しない報告モードである。また、報告
モード１－０は、サブバンドＣＱＩを送信せずワイドバンドＣＱＩを送信する報告モード
である。
（Ｂ）例えば、報告モード１－１は、ＰＭＩを送信する報告モードである。また、報告モ
ード１－１は、サブバンドＣＱＩとワイドバンドＣＱＩを送信する報告モードである。
（Ｃ）例えば、報告モード２－０は、ＰＭＩを送信しない報告モードである。また、報告
モード２－０は、サブバンドＣＱＩを送信せずワイドバンドＣＱＩを送信する報告モード
である。
（Ｄ）例えば、報告モード２－１は、ＰＭＩを送信する報告モードである。また、報告モ
ード２－１は、サブバンドＣＱＩとワイドバンドＣＱＩを送信する報告モードである。
【００７１】
　ワイドバンドＣＱＩは、あるセルのあるサブフレーム内の全ての物理リソースブロック
で送信されるＣＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳに基づいて計算される。サブバンドＣＱ
Ｉは、あるセルのあるサブフレーム内の特定の一部の帯域を構成する物理リソースブロッ
クで送信されるＣＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳに基づいて計算される。
【００７２】
　チャネル状態情報の報告モードのそれぞれは複数の報告タイプをサポートする。
【００７３】
（Ａ）例えば、報告タイプ１はサブバンドＣＱＩフィードバックをサポートする。
（Ｂ）例えば、報告タイプ１ａはサブバンドＣＱＩとＰＭＩフィードバックをサポートす
る。
（Ｃ）例えば、報告タイプ２と報告タイプ２ａと報告タイプ２ｂとはワイドバンドＣＱＩ
とＰＭＩフィードバックをサポートする。
（Ｄ）例えば、報告タイプ３はＲＩフィードバックをサポートする。
（Ｅ）例えば、報告タイプ４はワイドバンドＣＱＩフィードバックをサポートする。
（Ｆ）例えば、報告タイプ５はＲＩとワイドバンドＰＭＩフィードバックをサポートする
。
（Ｇ）例えば、報告タイプ６はＲＩとＰＴＩフォードバックをサポートする。
【００７４】
　移動局装置１は、あるセルに対して報告モード１－０を設定された場合、当該セルに対
応する報告タイプ３と報告タイプ４のチャネル状態情報を基地局装置３に報告する。移動
局装置１は、あるセルに対して報告モード１－１を設定された場合、当該セルに対応する
報告タイプ２／２ｂ／２ｃと報告タイプ３と報告タイプ５のチャネル状態情報を基地局装
置３に報告する。
【００７５】
　移動局装置１は、あるセルに対して報告モード２－０を設定された場合、当該セルに対
応する報告タイプ１と報告タイプ３と報告タイプ４のチャネル状態情報を基地局装置３に
報告する。移動局装置１は、あるセルに対して報告モード２－１を設定された場合、当該
セルに対応する報告タイプ１／１ａと報告タイプ２／２ａ／２ｂと報告タイプ３と報告タ
イプ６のチャネル状態情報を基地局装置３に報告する。
【００７６】
　以下、本実施形態の装置構成について説明する。
【００７７】
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　図８は、本実施形態の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するよう
に、移動局装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０７
と送受信アンテナ１０９を含んで構成される。また、上位層処理部１０１は、無線リソー
ス制御部１０１１、スケジューリング情報解釈部１０１３およびチャネル状態情報選択部
１０１５を含んで構成される。また、受信部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５
３、多重分離部１０５５、無線受信部１０５７とチャネル測定部１０５９を含んで構成さ
れる。また、送信部１０７は、符号化部１０７１、変調部１０７３、多重部１０７５、無
線送信部１０７７と上りリンク参照信号生成部１０７９を含んで構成される。
【００７８】
　上位層処理部１０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ（トランス
ポートブロック）を、送信部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、媒体アク
セス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet D
ata Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層
、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）層の処理を行なう。
【００７９】
　上位層処理部１０１が備える無線リソース制御部１０１１は、自装置の各種設定情報の
管理を行なう。例えば、無線リソース制御部１０１１は、セルの管理や周期的なチャネル
状態情報の報告の管理を行なう。また、無線リソース制御部１０１１は、上りリンクの各
チャネルに配置される情報を生成し、送信部１０７に出力する。
【００８０】
　上位層処理部１０１が備えるスケジューリング情報解釈部１０１３は、受信部１０５を
介して受信した物理チャネル（ＰＵＳＣＨやＰＤＳＣＨなど）のスケジューリングに用い
られる情報の解釈をする。スケジューリング情報解釈部１０１３は、前記情報を解釈した
結果に基づき、受信部１０５、および送信部１０７の制御を行なうために制御情報を生成
し、制御部１０３に出力する。
【００８１】
　上位層処理部１０１が備えるチャネル状態情報選択部１０１５は、複数の周期的なチャ
ネル状態情報の報告が衝突した場合に、いずれのチャネル状態情報の報告を送信するかを
選択する。また、チャネル状態情報選択部１０１５は、チャネル状態情報を送信するリソ
ースも選択する。チャネル状態情報選択部１０１５は、選択したチャネル状態情報を選択
したリソースで送信するように送信部１０７の制御を行なうために制御情報を生成し、制
御部１０３に出力する。尚、チャネル状態情報の選択およびリソースの選択に関する詳細
な動作は後述する。
【００８２】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号
を受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制
御を行なう。
【００８３】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１０
９を介して基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部１０１に出力する。
【００８４】
　無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１０９を介して受信した下りリンクの信号を、
中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）、不要な周波数成分を除去し、
信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分およ
び直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変
換する。無線受信部１０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guar
d Interval: GI）に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して
高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数領域の信号を抽出す
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る。
【００８５】
　多重分離部１０５５は、抽出した信号をＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および
下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部１０５５は、チャネル測定
部１０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＨＩＣＨとＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨの
伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部１０５５は、分離した下りリンク参照信号をチ
ャネル測定部１０５９に出力する。
【００８６】
　復調部１０５３は、ＰＨＩＣＨに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号
に対してＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）変調方式の復調を行ない、復号化部１
０５１へ出力する。復号化部１０５１は、自装置宛てのＰＨＩＣＨを復号し、復号したＨ
ＡＲＱインディケータを上位層処理部１０１に出力する。復調部１０５３は、ＰＤＣＣＨ
に対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号化部１０５１へ出力する。復号化部１
０５１は、ＰＤＣＣＨのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに
成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたＲＮＴ
Ｉを上位層処理部１０１に出力する。
【００８７】
　復調部１０５３は、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying
）、１６ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、６４ＱＡＭ等の下りリンクアサ
インメントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部１０５１へ出力する。復号化
部１０５１は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を
行い、復号した下りリンクデータ（トランスポートブロック）を上位層処理部１０１へ出
力する。
【００８８】
　チャネル測定部１０５９は、多重分離部１０５５から入力された下りリンク参照信号か
ら下りリンクのパスロスを測定し、測定したパスロスを上位層処理部１０１へ出力する。
また、チャネル測定部１０５９は、多重分離部１０５５から入力された下りリンク参照信
号からチャネル状態情報を算出し、算出したチャネル状態情報を上位層処理部１０１へ出
力する。また、チャネル測定部１０５９は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路
の推定値を算出し、多重分離部１０５５へ出力する。
【００８９】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部１０１から入力された上りリンクデータ（トランスポートブロッ
ク）を符号化および変調し、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成した上りリンク参照信
号を多重し、送受信アンテナ１０９を介して基地局装置３に送信する。
【００９０】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された上りリンク制御情報を畳込み
符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部１０７１は、ＰＵＳＣＨのス
ケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
【００９１】
　変調部１０７３は、符号化部１０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャ
ネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部１０７３は、ＰＵＳＣＨのスケジュ
ーリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、ＭＩＭ
Ｏ　ＳＭを用いることにより同一のＰＵＳＣＨで送信される複数の上りリンクデータを、
複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング（precoding）を行なう
。
【００９２】
　上りリンク参照信号生成部１０７９は、基地局装置３を識別するための物理レイヤセル
識別子（physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。）、上りリンク参照信号
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を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、ＤＭＲＳシー
ケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則で求まる系列を生
成する。多重部１０７５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、ＰＵＳＣＨ
の変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transform
: DFT）する。また、多重部１０７５は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上り
リンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部１０７５は、ＰＵＣ
ＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソー
スエレメントに配置する。
【００９３】
　無線送信部１０７７は、多重された信号を逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier
 Transform: IFFT）して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調された
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号
を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中
間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分
を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）
し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１０９に出力して送信する
。
【００９４】
　図９は、本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示するよう
に、基地局装置３は、上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部３０５、送信部３０７
、および、送受信アンテナ３０９、を含んで構成される。また、上位層処理部３０１は、
無線リソース制御部３０１１、スケジューリング部３０１３と制御情報生成部３０１５と
を含んで構成される。また、受信部３０５は、復号化部３０５１、復調部３０５３、多重
分離部３０５５、無線受信部３０５７とチャネル測定部３０５９を含んで構成される。ま
た、送信部３０７は、符号化部３０７１、変調部３０７３、多重部３０７５、無線送信部
３０７７と下りリンク参照信号生成部３０７９を含んで構成される。
【００９５】
　上位層処理部３０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制
御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）
層の処理を行なう。また、上位層処理部３０１は、受信部３０５、および送信部３０７の
制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。
【００９６】
　上位層処理部３０１が備える無線リソース制御部３０１１は、下りリンクのＰＤＳＣＨ
に配置される下りリンクデータ（トランスポートブロック）、ＲＲＣシグナル、ＭＡＣ　
ＣＥ（Control Element）を生成し、又は上位ノードから取得し、送信部３０７に出力す
る。また、無線リソース制御部３０１１は、移動局装置１各々の各種設定情報の管理をす
る。例えば、無線リソース制御部３０１１は、セルの管理や周期的なチャネル状態情報の
報告の管理などを行なう。
【００９７】
　上位層処理部３０１が備えるスケジューリング部３０１３は、チャネル測定部３０５９
から入力された伝搬路の推定値やチャネル状態情報などから、物理チャネル（ＰＤＳＣＨ
およびＰＵＳＣＨ）を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル（ＰＤＳＣＨ
およびＰＵＳＣＨ）の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジュ
ーリング部３０１３は、スケジューリング結果に基づき、受信部３０５、および送信部３
０７の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。また、スケジュ
ーリング部３０１３は、物理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）のスケジューリン
グ結果を制御情報生成部３０１５へ出力する。
【００９８】
　制御情報生成部３０１５は、スケジューリング部３０１３から入力されたスケジューリ
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ング結果に基づき、物理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）のスケジューリングに
用いられる情報を生成する。また、制御情報生成部３０１５は、生成した情報を送信部３
０７へ出力する。
【００９９】
　制御部３０３は、上位層処理部３０１からの制御情報に基づいて、受信部３０５、およ
び送信部３０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部３０３は、生成した制御信号
を受信部３０５、および送信部３０７に出力して受信部３０５、および送信部３０７の制
御を行なう。
【０１００】
　受信部３０５は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ３０
９を介して移動局装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上
位層処理部３０１に出力する。無線受信部３０５７は、送受信アンテナ３０９を介して受
信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）
、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し
、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたア
ナログ信号をディジタル信号に変換する。
【０１０１】
　無線受信部３０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guard Inte
rval: GI）に相当する部分を除去する。無線受信部３０５７は、ガードインターバルを除
去した信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数
領域の信号を抽出し多重分離部３０５５に出力する。
【０１０２】
　多重分離部１０５５は、無線受信部３０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置３が
無線リソース制御部３０１１で決定し、各移動局装置１に通知した上りリンクグラントに
含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部３０５５
は、チャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣ
Ｈの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部３０５５は、分離した上りリンク参照信号
をチャネル測定部３０５９に出力する。
【０１０３】
　復調部３０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（Inverse Discrete Fourier Tra
nsform: IDFT）し、変調シンボルを取得し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれ
ぞれに対して、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４
ＱＡＭ等の予め定められた、または自装置が移動局装置１各々に上りリンクグラントで予
め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部３０５３は、移動局装置１
各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して
行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、ＭＩＭＯ　ＳＭを用いることにより
同一のＰＵＳＣＨで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
【０１０４】
　復号化部３０５１は、復調されたＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定め
られた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置１に上りリンクグラント
で予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御
情報を上位層処理部１０１へ出力する。ＰＵＳＣＨが再送信の場合は、復号化部３０５１
は、上位層処理部３０１から入力されるＨＡＲＱバッファに保持している符号化ビットと
、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部３０９は、多重分離部
３０５５から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを
測定し、多重分離部３０５５および上位層処理部３０１に出力する。
【０１０５】
　送信部３０７は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下りリンク制御
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情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ
、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ３０９を介して移動局装置１に
信号を送信する。
【０１０６】
　符号化部３０７１は、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下
りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ
符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御
部３０１１が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部３０７３は、符号化部
３０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等
の予め定められた、または無線リソース制御部３０１１が決定した変調方式で変調する。
【０１０７】
　下りリンク参照信号生成部３０７９は、基地局装置３を識別するための物理レイヤセル
識別子（ＰＣＩ）などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置１が既知の系列を
下りリンク参照信号として生成する。多重部３０７５は、変調された各チャネルの変調シ
ンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部３０７５は、変調さ
れた各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに
配置する。
【０１０８】
　無線送信部３０７７は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換（Inverse 
Fast Fourier Transform: IFFT）して、ＯＦＤＭ方式の変調を行い、ＯＦＤＭ変調された
ＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成
し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波
数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去
し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余
分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ３０９に出力して送信する。
【０１０９】
　以下、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２の詳細な構成について説明する。
【０１１０】
　図１０は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２を用いて送信されるチャネル状態情
報の符号化および変調の一例を示す図である。図１０において、移動局装置１は、ある単
一のセルに対応する１１ビットまでのチャネル状態情報ｏｉを式（１）に基づいて符号化
し、２０ビットの符号化ビット系列ｑｉ（ｉ＝０，１，．．．，１９）を得る（ステップ
Ｓ１０００）。図１０において、移動局装置１は、符号化ビット系列ｑｉをＱＰＳＫ変調
し、１０の変調シンボルｄ（ｉ）（ｉ＝０，１，．．．，９）を得る（ステップＳ１００
２）。
【０１１１】
【数１】

【０１１２】
　式（１）において、ＯはＰＵＣＣＨフォーマット２を用いて送信されるチャネル状態情
報のビット数である。式（１）において、[Ｘ] ｍｏｄ [Ｙ]は、[Ｘ]を[Ｙ]で割った場合
の余りを求める関数である。図１１は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２で送信さ
れるチャネル状態情報の符号化に用いられるシーケンスＭｉ，ｎの一例を示す図である。
【０１１３】
　図１２は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２の第１のスロットの構成の一例を示
す図である。図１３は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット２の第２のスロットの構成
の一例を示す図である。図１２および図１３において、横軸は時間領域であり、縦軸は周
波数領域である。移動局装置１は、第１のスロットの１つの物理リソースブロックを用い
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てｄ（０）からｄ（４）までの変調シンボルを送信する。移動局装置１は、第２のスロッ
トの１つの物理リソースブロックを用いてｄ（５）からｄ（９）までの変調シンボルを送
信する。
【０１１４】
　図１２と図１３において、チャネル状態情報の変調シンボルを直交シーケンスｒ（α）

ｕ、ν（ｉ）（ｉ＝０，１，．．．、１１）に乗算することによって生成した複素数値シ
ンボルをリソースエレメントに配置する。図１２と図１３において、チャネル状態情報に
対応する複素数値シンボルは第１のスロットおよび第２のスロットの０番目、２番目、３
番目、４番目および６番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルのリソースエレメントに配置される
。尚、第１のスロットおよび第２のスロットにおいて、１番目と５番目のＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボルのリソースエレメントには上りリンク参照信号が配置される。
【０１１５】
　図１２と図１３において、直交シーケンスｒ（α）

ｕ、ν（ｉ）は、ベースシーケンス
ｒ’ｕ、ν（ｉ）（ｉ＝０，１，．．．、１１）にサイクリックシフトｅｊαｎを乗算す
ることによって生成される。図１４は、本実施形態のベースシーケンスの一例を示す図で
ある。ＰＵＣＣＨの送信に用いられるベースシーケンスのベースシーケンス番号νは常に
０である。ベースシーケンスのシーケンスグループ番号ｕは、擬似ランダム系列および／
またはシーケンスシフトパターンを用いて算出される。擬似ランダム系列の初期値および
シーケンスシフトパターンの値は、物理レイヤセル識別子を用いて算出される。サイクリ
ックシフトのパラメータαは、基地局装置３から移動局装置１に送信される情報および擬
似ランダム系列を用いて算出される。
【０１１６】
　以下、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３の詳細な構成について説明する。
【０１１７】
　図１５は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて送信されるチャネル状態情
報の符号化および変調の一例を示す図である。図１５では、移動局装置１が、ＰＵＣＣＨ
フォーマット３を用いて、第１のセルに対応するチャネル状態情報と第２のセルに対応す
るチャネル状態情報を送信するときの例を示す。尚、移動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォー
マット３を用いて、ある単一のセルに対応するチャネル状態情報を送信してもよい。尚、
移動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて、３つ以上のセルのそれぞれに対応
する３つ以上のチャネル状態情報のセットを送信してもよい。
【０１１８】
　図１５において、移動局装置１は、第１のセルに対応する１１ビットまでのチャネル状
態情報ｏ（０）

ｉを式（２）に基づいて符号化し、２４ビットの符号化ビット系列ｑ（０

）
ｉ（ｉ＝０，１，．．．，２３）を得る（ステップＳ１５００）。図１５において、移

動局装置１は、第２のセルに対応する１１ビットまでのチャネル状態情報ｏ（１）
ｉを式

（２）に基づいて符号化し、２４ビットの符号化ビット系列ｑ（１）
ｉ（ｉ＝０，１，．

．．，２３）を得る（ステップＳ１５００）。式（２）においてＯ（ｘ）は、第ｘのセル
に対応するチャネル状態情報のビット数である。図１６は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォ
ーマット３で送信されるチャネル状態情報の符号化に用いられるシーケンスＭｉ，ｎの一
例を示す図である。
【０１１９】
【数２】

【０１２０】
　図１５において、移動局装置１は、第１のセルに対応するチャネル状態情報の符号化ビ
ットｑ（０）

ｉと第２のセルに対応するチャネル状態情報の符号化ビットｑ（１）
ｉを連

結し、４８ビットの符号化ビット系列ｑｉを生成する（ステップＳ１５０４）。図１５に
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おいて、移動局装置１は、符号化ビット系列ｑｉをＱＰＳＫ変調し、２４の変調シンボル
ｄ（ｉ）（ｉ＝０，１，．．．，２３）を得る（ステップＳ１５０６）。
【０１２１】
　図１７は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３の第１のスロットの構成の一例を示
す図である。図１８は、本実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３の第２のスロットの構成
の一例を示す図である。図１７および図１８において、横軸は時間領域であり、縦軸は周
波数領域である。移動局装置１は、第１のスロットの１つの物理リソースブロックを用い
てｄ（０）からｄ（１１）までの変調シンボルを送信する。移動局装置１は、第２のスロ
ットの１つの物理リソースブロックを用いてｄ（１２）からｄ（２３）までの変調シンボ
ルを送信する。
【０１２２】
　図１７と図１８において、移動局装置１は、直交シーケンスｗ（ｉ）を用いてチャネル
状態情報の変調シンボルを拡散する。また、移動局装置１は、拡散したチャネル状態情報
の変調シンボルにサイクリックシフトを乗算する。当該サイクリックシフトの値は、擬似
ランダム系列を用いて算出される。また、当該擬似ランダム系列は、ＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボル毎に再計算される。
【０１２３】
　移動局装置１は、サイクリックシフトを乗算したシンボルに対して離散フーリエ変換（
Discrete Fourier Transform: DFT）の処理を行う。移動局装置１は、ＤＦＴ処理の出力
である複素数値シンボルをリソースエレメントに配置する。図１７と図１８において、チ
ャネル状態情報に対応する複素数値シンボルは第１のスロットおよび第２のスロットの０
番目、２番目、３番目、４番目および６番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルのリソースエレメ
ントに配置される。尚、第１のスロットおよび第２のスロットにおいて、１番目と５番目
のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルのリソースエレメントには上りリンク参照信号が配置される。
【０１２４】
　以下、図面を参照しながら本実施形態の第１の実施形態について詳しく説明する。
【０１２５】
　第１の実施形態の基地局装置３は、複数のセルそれぞれに対して、１つのチャネル状態
情報の報告に用いることが可能なＰＵＣＣＨフォーマット２（第１のフォーマット）のリ
ソースを移動局装置１に設定する。第１の実施形態の基地局装置３は、前記複数のセルそ
れぞれに対して、ＰＵＣＣＨフォーマット２（第１のフォーマット）のリソースを用いた
チャネル状態情報の周期的な報告を移動局装置１に設定する。また、第１の実施形態の基
地局装置３は、複数のチャネル状態情報の報告に用いることが可能なＰＵＣＣＨフォーマ
ット３（第２のフォーマット）のリソースを１つ移動局装置１に設定する。また、第１の
実施形態の基地局装置３は、ＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる下りリンク制御
情報を移動局装置１に送信する。また、第１の実施形態の基地局装置３は、ＰＵＳＣＨと
ＰＵＣＣＨの同時送信が設定されているかどうかを指示する情報を移動局装置１に送信す
る。例えば、基地局装置３は、ＰＵＣＣＨフォーマット２のリソースを、上位層の信号（
移動局装置１専用の無線リソース制御情報）を使用して移動局装置１に設定する。また、
例えば、基地局装置３は、ＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを、上位層の信号（移動
局装置１専用の無線リソース制御情報）を使用して移動局装置１に設定する。すなわち、
例えば、基地局装置３は、上位層の信号（移動局装置１専用の無線リソース制御情報）を
使用して、複数のセルそれぞれに対するＰＵＣＣＨフォーマット２のリソースと、１つの
ＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを、移動局装置１に設定する。
【０１２６】
　第１の実施形態の基地局装置３は、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されてい
るかどうかを指示する情報にＴＲＵＥまたはＦＡＬＳＥをセットする。ＴＲＵＥは、ＰＵ
ＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が許可されていることを指す。ＦＡＬＳＥは、ＰＵＳＣＨ
とＰＵＣＣＨの同時送信が許可されていないことを指す。第１の実施形態の移動局装置１
は、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されているかどうかを指示する情報に基づ
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いて、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信の設定を適用する。
【０１２７】
　第１の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、ＰＵＣＣＨフォーマット２を用
いたチャネル状態情報の報告が他のチャネル状態情報の報告と衝突していない場合、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット２のリソースを用いて、前記衝突していないチャネル状態情報の報告
を基地局装置３に送信する。
【０１２８】
　第１の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、ＰＵＣＣＨフォーマット２を用
いた前記複数のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、ＰＵＣＣＨフォーマット３
のリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部
を基地局装置３に送信する。
【０１２９】
　第１の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、あるサブフレームにおいて、少なくとも１つのＰＵＳＣＨを送信し、ＰＵＣＣＨフォ
ーマット２を用いた少なくとも１つのチャネル状態情報の報告がある場合、前記少なくと
も１つのＰＵＳＣＨのうち１つのＰＵＳＣＨのリソースを用いて、前記少なくとも１つの
チャネル状態情報の報告の一部または全部を基地局装置３に送信する。
【０１３０】
　第１の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されている移動局装置１は
、あるサブフレームにおいて、ＰＵＣＣＨフォーマット２を用いたチャネル状態情報の報
告が他のチャネル状態情報の報告と衝突していない場合、ＰＵＣＣＨフォーマット２のリ
ソースを用いて、前記衝突していないチャネル状態情報の報告を基地局装置３に送信する
。
【０１３１】
　第１の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されている移動局装置１は
、あるサブフレームにおいて、ＰＵＣＣＨフォーマット２を用いた前記複数のチャネル状
態情報の報告が衝突している場合、ＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを用いて、前記
衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を基地局装置３に送信する
。
【０１３２】
　図１９は、本実施形態のセル０からセル３のそれぞれに対応する周期的なチャネル状態
情報の設定の一例を示す図である。図１９において、セル０からセル３のそれぞれに対し
て、ＰＵＣＣＨフォーマット２のリソース、チャネル状態情報の報告モード、ワイドバン
ド／サブバンドＣＱＩのオフセット、ワイドバンドＣＱＩの周期、サブバンドＣＱＩの周
期（報告モード２－０とモード２－１のみ）、ＲＩのオフセットおよびＲＩの周期が設定
されている。尚、図１９においてリソース１からリソース４はプライマリーセル（上りリ
ンクプライマリーコンポーネントキャリア）のリソースである。尚、図１９においてリソ
ース１からリソース４の一部または全部が同じリソースであってもよい。また、図１９に
おいてリソース１からリソース４は異なるリソースであってもよい。
【０１３３】
　図２０は、本実施形態の図１９の設定に従った場合のチャネル状態情報の報告のタイミ
ングを示す図である。図２０において、横軸は時間領域である。基地局装置３は、セルの
それぞれに対して独立に周期的なチャネル状態情報の報告を設定するため、複数のセルに
対応する複数のチャネル状態情報が衝突する可能性がある。また、あるセルに対してＣＱ
Ｉのオフセット／周期とＲＩのオフセット／周期とは別々に設定されるため、同じセルに
対応する異なる報告タイプのチャネル状態情報が衝突する可能性がある。例えば、図２０
において、８番目のサブフレームでセル３のチャネル状態情報の報告とセル４のチャネル
状態情報の報告とが衝突している。また、例えば、図２０において、８番目のサブフレー
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ムでセル４に対応する報告タイプ３のチャネル状態情報が、同じセル４に対応する報告タ
イプ４のチャネル状態情報と衝突している。
【０１３４】
　図２１は、本実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリソ
ースの対応の第１の例を示す図である。ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されて
いない移動局装置１は、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、セル０に対
応する報告タイプ１のチャネル状態情報の報告のみがある場合には、当該セル０に対応す
るＰＵＣＣＨフォーマット２のリソース１を用いてチャネル状態情報を送信する。
【０１３５】
　ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１は、あるサブフレ
ームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、あるセルに対応するある報告タイプ（第１の報告
タイプ）のチャネル状態情報の報告と、前記あるセルに対応する前記ある報告タイプとは
異なる報告タイプ（第２の報告タイプ）のチャネル状態情報とが衝突している場合、報告
タイプの優先度に基づいて、第１の報告タイプまたは第２の報告タイプのいずれかのチャ
ネル状態情報の報告をドロップする。報告タイプ（３、５または６）は、報告タイプ（１
、１ａ、２、２ａ、２ｂ、２ｃまたは４）より優先度が高い。つまり、ＰＵＳＣＨとＰＵ
ＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１は、あるサブフレームにおいて、ＰＵ
ＳＣＨを送信せず、あるセルに対応するある報告タイプ（３、５または６）のチャネル状
態情報の報告と、前記あるセルに対応する報告タイプ（１、１ａ、２、２ａ、２ｂ、２ｃ
または４）のチャネル状態情報とが衝突している場合、報告タイプ（１、１ａ、２、２ａ
、２ｂ、２ｃまたは４）のチャネル状態情報の報告をドロップする。
【０１３６】
　図２２は、本実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリソ
ースの対応の第２の例を示す図である。図２２では、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳ
ＣＨを送信せず、セル０に対応する報告タイプ１のチャネル状態情報の報告、セル１に対
応する報告タイプ３のチャネル状態情報の報告、セル２に対応する報告タイプ４のチャネ
ル状態情報の報告およびセル３に対応する報告タイプ４のチャネル状態情報の報告が衝突
している。
【０１３７】
　図２２において、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、ＰＵＳＣＨを送信しない場合には、セル１に対応する報告タイプ３のチャネル状態情
報の報告およびセル２に対応する報告タイプ４のチャネル状態情報の報告をＰＵＣＣＨフ
ォーマット３のリソース５を用いて基地局装置３に送信する。移動局装置１は、２よりも
多い数のセルのそれぞれに対応する２よりも多い数のチャネル状態情報の報告が衝突して
いる場合、報告タイプの優先度とセルのセルインデックスとに基づいて、チャネル状態情
報の報告の数が２になるまで、チャネル状態情報の報告をドロップする。
【０１３８】
　より具体的には、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、２よりも多い数のセルのそれぞ
れに対応する２よりも多い数のチャネル状態情報の報告が衝突している場合、優先度の低
い報告タイプのチャネル状態情報の報告をドロップする。移動局装置１は、チャネル状態
情報の報告タイプの優先度が同じ場合には、前記優先度が同じ報告タイプのチャネル状態
情報が対応するセルの中でセルインデックスが大きいセルに対応するチャネル状態情報の
報告からドロップしていく。つまり、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されてい
ない移動局装置１は、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、２よりも多い
数のセルのそれぞれに対応する２よりも多い数のチャネル状態情報の報告が衝突している
場合、優先度の高い報告タイプの前記チャネル状態情報の報告を基地局装置３に送信する
。移動局装置１は、チャネル状態情報の報告タイプの優先度が同じ場合には、前記優先度
が同じ報告タイプのチャネル状態情報が対応するセルの中でセルインデックスが小さいセ
ルに対応するチャネル状態情報の報告を基地局装置３に送信する。例えば、移動局装置１
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は、まず、チャネル状態情報の報告タイプを用いることによって、報告するチャネル状態
情報を決定する。さらに、移動局装置１は、チャネル状態情報の報告タイプの優先度が同
じ場合には、セルインデックスを用いることによって、報告するチャネル状態情報を決定
する。
【０１３９】
　報告タイプ（３、５、６または２ａ）は、報告タイプ（１、１ａ、２、２ｂ、２ｃまた
は４）より優先度が高い。つまり、移動局装置１は、あるセルに対応するある報告タイプ
（３、５、６または２ａ）のチャネル状態情報の報告と、前記あるセルとは異なるセルに
対応する報告タイプ（１、１ａ、２、２ｂ、２ｃまたは４）のチャネル状態情報とが衝突
している場合、報告タイプ（１、１ａ、２、２ｂ、２ｃまたは４）のチャネル状態情報の
報告を優先的にドロップする。
【０１４０】
　また、報告タイプ（２、２ｂ、２ｃまたは４）は、報告タイプ（１または１ａ）より優
先度が高い。
つまり、移動局装置１は、あるセルに対応するある報告タイプ（２、２ｂ、２ｃまたは４
）のチャネル状態情報の報告と、前記あるセルとは異なるセルに対応する報告タイプ（１
または１ａ）のチャネル状態情報とが衝突している場合、報告タイプ（１または１ａ）の
チャネル状態情報の報告を優先的にドロップする。
【０１４１】
　図２３は、本実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルのリソ
ースの対応の第３の例を示す図である。図２３では、あるサブフレームにおいて、セル０
に対応する報告タイプ１のチャネル状態情報の報告、セル１に対応する報告タイプ３のチ
ャネル状態情報の報告、セル２に対応する報告タイプ４のチャネル状態情報の報告および
セル３に対応する報告タイプ４のチャネル状態情報の報告が衝突している。また、図２３
において、移動局装置１は、セル０およびセル１においてＰＵＳＣＨを送信する。
【０１４２】
　図２３において、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、全てのセル（セル０からセル３）に対応する全てのチャネル状態情報の報告をセル０
のＰＵＳＣＨのリソース６を用いて基地局装置３に送信する。尚、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣ
Ｈの同時送信を設定されていない移動局装置１は、報告タイプの優先度および／またはセ
ルインデックスに基づいて一部のチャネル状態情報をドロップし、残りのチャネル状態情
報をＰＵＳＣＨで送信してもよい。
【０１４３】
　図２４は、本実施形態のチャネル状態情報の報告に用いられるリソースを決定するため
の処理を示すフローチャート図である。移動局装置１は、あるセルに対応する異なる報告
タイプのチャネル状態情報の複数の報告が衝突しているかを判断する（ステップＳ２４０
０）。移動局装置１は、ステップＳ２４００の判断を複数のセルのそれぞれに対して実行
する。あるセルに対応する異なる報告タイプのチャネル状態情報の複数の報告が衝突して
いる場合（ステップＳ２４００でＹｅｓ）、移動局装置１は、報告タイプの優先度に基づ
いて、優先度の低い報告タイプのチャネル状態情報の報告をドロップし、ステップＳ２４
０４に進む（ステップＳ２４０２）。あるセルに対応する異なる報告タイプのチャネル状
態情報の複数の報告が衝突していない場合（ステップＳ２４００でＮｏ）、移動局装置１
は、ステップＳ２４０４に進む。
【０１４４】
　移動局装置１は、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を基地局装置３によって設定（許
可）されているかを判断する（ステップＳ２４０４）。移動局装置１は、ＰＵＳＣＨとＰ
ＵＣＣＨの同時送信を基地局装置３によって設定（許可）されていない場合（ステップＳ
２４０４でＮｏ）、ステップＳ２４０６に進む。移動局装置１は、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣ
Ｈの同時送信を基地局装置３によって設定（許可）されている場合（ステップＳ２４０４
でＹｅｓ）、ステップＳ２４０８に進む。
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【０１４５】
　移動局装置１は、あるサブフレームにおいて、少なくとも１つのＰＵＳＣＨを送信する
かを判断する（ステップＳ２４０６）。移動局装置１は、あるサブフレームにおいて、Ｐ
ＵＳＣＨを送信しない場合（ステップＳ２４０６でＮｏ）、ステップＳ２４０８に進む。
移動局装置１は、異なるセルに対応するチャネル状態情報の複数の報告が衝突しているか
を判断する（ステップＳ２４０８）。移動局装置１は、異なるセルに対応するチャネル状
態情報の複数の報告が衝突していない場合（ステップＳ２４０８でＮｏ）、単一のチャネ
ル状態情報の報告を、当該単一のチャネル状態情報の報告に対応するＰＵＣＣＨフォーマ
ット２のリソースを用いて送信する（ステップＳ２４１０）。
【０１４６】
　移動局装置１は、異なるセルに対応するチャネル状態情報の複数の報告が衝突している
場合（ステップＳ２４０８でＹｅｓ）、報告タイプの優先度とセルのセルインデックスと
に基づいて、チャネル状態情報の２つの報告を選択し、他のチャネル状態情報の報告をド
ロップする（ステップＳ２４１２）。移動局装置１は、選択したチャネル状態情報の２つ
の報告を、異なるセルに対応するチャネル状態情報の複数の報告が衝突した際に用いるＰ
ＵＣＣＨフォーマット３のリソースを用いて送信する（ステップＳ２４１４）。
【０１４７】
　移動局装置１は、少なくとも１つのＰＵＳＣＨを送信する場合（ステップＳ２４０６で
Ｙｅｓ）、１つまたは複数のセルに対応するチャネル状態情報の１つまたは複数の報告を
、単一のＰＵＳＣＨを用いて送信する（ステップＳ２４１６）。移動局装置１は、ステッ
プＳ２４１０、ステップＳ２４１４またはステップＳ２４１６の後に、チャネル状態情報
の報告の送信処理を終了する。
【０１４８】
　尚、基地局装置３は、報告タイプの優先度およびセルインデックスに基づいて、ＰＵＣ
ＣＨのリソースを用いて受信したチャネル状態情報が、いずれのセルに対応するものであ
るかを識別する。また、基地局装置３は、ＰＵＣＣＨを用いた周期的なチャネル状態情報
の設定およびＰＵＳＣＨのスケジューリング結果に基づいて、移動局装置１がいずれのＰ
ＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨリソースを用いてチャネル状態情報を送信するかを識別するこ
とができる。
【０１４９】
　ＰＵＣＣＨフォーマット２は、ＰＵＣＣＨフォーマット３と比較して周波数利用効率が
よい。本実施形態では、移動局装置１は、チャネル状態情報の単一の報告のみを送信する
場合には、多くのビットを送信する能力のないＰＵＣＣＨフォーマット２を用いてチャネ
ル状態情報を送信し、チャネル状態情報の複数の報告を送信する場合には、多くのビット
を送信する能力のあるＰＵＣＣＨフォーマット３を用いてチャネル状態情報を送信する。
従って、チャネル状態情報の報告の数に応じてＰＵＣＣＨフォーマットを切り替えること
で、効率的にチャネル状態情報の報告を送信することができる。また、ＰＵＳＣＨとＰＵ
ＣＣＨの同時送信の設定をされておらず、ＰＵＳＣＨを送信する場合には、ＰＵＳＣＨの
リソースを用いて複数のチャネル状態情報を送信できる。これにより、効率的に複数のチ
ャネル状態情報の報告を送信することができる。
【０１５０】
　以下、図面を参照しながら本実施形態の第２の実施形態について詳しく説明する。
【０１５１】
　第２の実施形態の基地局装置３は、複数のセルそれぞれに対して、ＰＵＣＣＨフォーマ
ット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを移動局装置１に設定する。第１の実
施形態の基地局装置３は、前記複数のセルそれぞれに対して、ＰＵＣＣＨフォーマット２
またはＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを用いたチャネル状態情報の周期的な報告を
移動局装置１に設定する。また、第１の実施形態の基地局装置３は、ＰＵＳＣＨのスケジ
ューリングに用いられる下りリンク制御情報を移動局装置１に送信する。また、第１の実
施形態の基地局装置３は、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されているかどうか
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指示する情報を移動局装置１に送信する。例えば、基地局装置３は、複数のセルそれぞれ
に対して、ＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを、上
位層の信号（専用の無線リソース制御情報）を使用して移動局装置１に設定する。
【０１５２】
　第２の実施形態の移動局装置は、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が設定されている
かどうかを指示する情報に基づいて、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信の設定を適用す
る。第２の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置
１は、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、ＰＵＣＣＨフォーマット２ま
たはＰＵＣＣＨフォーマット３を用いたチャネル状態情報の報告が他のチャネル状態情報
の報告と衝突していない場合、ＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット
３のリソースを用いて、前記衝突していないチャネル状態情報の報告を基地局装置３に送
信する。
【０１５３】
　第２の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、あるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信せず、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用
いたチャネル状態情報の報告が他のチャネル状態情報の報告と衝突している場合、ＰＵＣ
ＣＨフォーマット３のリソースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報
告の一部または全部を基地局装置３に送信する。例えば、当該他のチャネル状態情報の報
告は、ＰＵＣＣＨフォーマット２のリソースを用いて送信されるチャネル状態情報の報告
でもよい。すなわち、あるサブフレームにおいて、ＰＵＣＣＨフォーマット２のリソース
を用いたチャネル状態情報の報告とＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを用いたチャネ
ル状態情報の報告とが衝突した場合には、移動局装置１はＰＵＣＣＨフォーマット３のリ
ソースを用いて一部または全部のチャネル状態情報の報告を送信する。
【０１５４】
　第２の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されていない移動局装置１
は、あるサブフレームにおいて、少なくとも１つのＰＵＳＣＨを送信し、ＰＵＣＣＨフォ
ーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３を用いた少なくとも１つのチャネル状態情報
の報告がある場合、前記少なくとも１つのＰＵＳＣＨのうち１つのＰＵＳＣＨのリソース
を用いて、前記少なくとも１つのチャネル状態情報の報告の一部または全部を基地局装置
３に送信する。また、第２の実施形態の移動局装置１は、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用
いたチャネル状態情報の報告が衝突している複数のセルの中で、セルインデックスが最も
小さいセルに対応するＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを用いて、前記衝突している
複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を基地局装置３に送信する。
【０１５５】
　第１の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されている移動局装置１は
、あるサブフレームにおいて、ＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット
３を用いたチャネル状態情報の報告が他のチャネル状態情報の報告と衝突していない場合
、ＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを用いて、前記
衝突していないチャネル状態情報の報告を基地局装置３に送信する。
【０１５６】
　第１の実施形態のＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信を設定されている移動局装置１は
、あるサブフレームにおいて、ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いたチャネル状態情報の報
告が他のチャネル状態情報の報告と衝突している場合、ＰＵＣＣＨフォーマット３のリソ
ースを用いて、前記衝突している複数のチャネル状態情報の報告の一部または全部を基地
局装置３に送信する。
【０１５７】
　図２５は、第２の実施形態のＰＵＣＣＨフォーマット３を用いて送信される単一のチャ
ネル状態情報の符号化および変調の一例を示す図である。図２５において、ＰＵＣＣＨフ
ォーマット３のリソースを用いてあるセルに対応するチャネル状態情報を送信する場合、
当該あるセルに対応する１１ビットまでのチャネル状態情報ｏｉを式（３）および式（４
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）に基づいて符号化し、４８ビットの符号化ビット系列ｑｉを得る。（ステップＳ２５０
０）。図２５において、移動局装置１は、符号化ビット系列ｑｉをＱＰＳＫ変調し、２４
の変調シンボルｄ（ｉ）（ｉ＝０，１，．．．，２３）を得る（ステップＳ２５０６）。
【０１５８】
【数３】

【０１５９】
【数４】

【０１６０】
　図２６は、第２の実施形態のセル０からセル３のそれぞれに対応する周期的なチャネル
状態情報の設定の一例を示す図である。図２６において、セル０からセル３のそれぞれに
対して、ＰＵＣＣＨフォーマットの種類（ＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフ
ォーマット３）、ＰＵＣＣＨフォーマット２／３のリソース、チャネル状態情報の報告モ
ード、ワイドバンド／サブバンドＣＱＩのオフセット、ワイドバンドＣＱＩの周期、サブ
バンドＣＱＩの周期（報告モード２－０とモード２－１のみ）、ＲＩのオフセットおよび
ＲＩの周期が設定されている。尚、図２６においてリソース１からリソース４はプライマ
リーセル（上りリンクプライマリーコンポーネントキャリア）のリソースである。図１９
と図２６を比較すると、図１９ではＰＵＣＣＨフォーマットの種類が設定されず、常にＰ
ＵＣＣＨフォーマット２を用いて周期的なチャネル状態情報が設定される一方、図２６で
はＰＵＣＣＨフォーマットの種類が設定される点が異なる。
【０１６１】
　図２７は、第２の実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルの
リソースの対応の第１の例を示す図である。図２７では、あるサブフレームにおいて、セ
ル０に対応する報告タイプ１のチャネル状態情報の報告のみがある例を示している。図２
７において、移動局装置１は、当該セル０に対応するＰＵＣＣＨフォーマット３のリソー
ス１を用いてチャネル状態情報を送信する。
【０１６２】
　図２８は、第２の実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルの
リソースの対応の第２の例を示す図である。図２８では、あるサブフレームにおいて、セ
ル１に対応する報告タイプ３のチャネル状態情報の報告とセル３に対応する報告タイプ４
のチャネル状態情報が衝突している例を示している。図２８において、移動局装置１は、
報告タイプの優先度に基づいて、セル３に対応する報告タイプ４のチャネル状態情報の報
告をドロップし、セル４に対応するＰＵＣＣＨフォーマット２のリソース２を用いて当該
セル４に対応する報告タイプ３のチャネル状態情報を送信する。
【０１６３】
　図２９は、第２の実施形態のチャネル状態情報の報告と物理上りリンク制御チャネルの
リソースの対応の第３の例を示す図である。あるサブフレームにおいて、セル０に対応す
る報告タイプ１のチャネル状態情報の報告、セル１に対応する報告タイプ３のチャネル状
態情報の報告、セル２に対応する報告タイプ４のチャネル状態情報の報告およびセル３に
対応する報告タイプ４のチャネル状態情報が衝突している例を示している。図２８におい
て、移動局装置１は、報告タイプの優先度に基づいて、セル０に対応する報告タイプ１の
チャネル状態情報の報告とセル３に対応する報告タイプ４のチャネル状態情報の報告とを
ドロップし、セル０に対応するＰＵＣＣＨフォーマット３のリソース１を用いてセル１に
対応する報告タイプ１のチャネル状態情報とセル２に対応する報告タイプ４のチャネル状
態情報とを送信する。
【０１６４】
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　第１の実施形態では、基地局装置３は、セルのそれぞれに対応するＰＵＣＣＨフォーマ
ット２のリソースと、ＰＵＣＣＨフォーマット３の１つのリソースを移動局装置１に設定
していた。つまり、基地局装置３は、セルの数よりも１つ多い数のＰＵＣＣＨのリソース
を移動局装置１に設定する必要があった。しかし、第２の実施形態では、基地局装置３は
、セルのそれぞれに対応するＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３
のリソースを設定する。これにより、基地局装置３は、セルの数と同じ数のＰＵＣＣＨの
リソースを移動局装置１に設定すればよくなり、ＰＵＣＣＨのリソースを効率的に設定す
ることができる。
【０１６５】
　尚、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースを用いて、あるセルに対応
する異なる報告タイプのチャネル状態情報の報告を送信してもよい。つまり、図２４にお
いてステップＳ２４００とステップＳ２４０２の処理をスキップしてもよい。
【０１６６】
　尚、基地局装置３は、１つまたは複数のセルから構成されるセルグループのそれぞれに
対してＰＵＣＣＨフォーマット２またはＰＵＣＣＨフォーマット３のリソースおよび周期
的なチャネル状態情報の報告を設定してもよい。これにより、ＰＵＣＣＨフォーマット３
のリソースが複数のセルのチャネル状態情報の送信に対応付けられる。
【０１６７】
　本発明に関わる基地局装置３、および移動局装置１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（Central Processing Unit）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）であっても良い。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（Random Access Memory
）に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨ
ＤＤ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書
き込みが行われる。
【０１６８】
　尚、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで
実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコン
ピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０１６９】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置１、又は基地局装置３に内
蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものと
する。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光
磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵される
ハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０１７０】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１７１】
　また、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよ
い。移動局装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部
、又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、又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
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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。
【０１７２】
　以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【符号の説明】
【０１７３】
１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　移動局装置
３　基地局装置
１０１　上位層処理部
１０３　制御部
１０５　受信部
１０７　送信部
３０１　上位層処理部
３０３　制御部
３０５　受信部
３０７　送信部
１０１１　無線リソース制御部
１０１３　スケジューリング情報解釈部
１０１５　チャネル状態情報選択部
３０１１　無線リソース制御部
３０１３　スケジューリング部
３０１５　制御情報生成部
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