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(57)【要約】
　上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた
複数の下り単位バンドを使用した通信にてＡＲＱが適用
される場合に、上り制御チャネルのオーバーヘッドを削
減できる端末装置及び再送制御方法。Bundling部（２１
３）は、単位バンドグループにて上り単位バンドに関す
る情報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単
位バンドである基本単位バンド及び当該基本単位バンド
以外の第２の下り単位バンドのそれぞれにおいて下り割
当制御情報が基地局から送信されることを第１の条件と
し、第１の条件が満たされ且つ制御情報受信手段にて基
本単位バンド及び第２の下り単位バンドで送信された下
り割当制御情報の全ての受信に失敗した場合、及び、第
１の条件が満たされ且つ制御情報受信手段にて第２の下
り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみ
に成功した場合には、応答信号を基地局（１００）へ送
信しない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の下り単位バンドと上り単位バンドとからなる単位バンドグループを用いて基地局
と通信し、且つ、下り単位バンドに配置される下りデータの誤り検出結果に基づく応答信
号を前記下り単位バンドに対応する上り単位バンドの上り制御チャネルで送信する端末装
置であって、
　前記複数の下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信す
る制御情報受信手段と、
　前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下
りデータ受信手段と、
　前記受信された下りデータの受信誤りを検出する誤り検出手段と、
　前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づ
いて、前記基地局における下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する
応答制御手段と、
　を具備し、
　前記応答制御手段は、
　前記制御情報受信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位バンドに関す
る情報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及
び前記基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信
に成功した場合には、前記基本単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前
記上り単位バンドに設けられた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号を前
記基地局へ送信し、
　前記制御情報受信手段において前記第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情
報の受信のみに成功した場合には、前記応答信号を前記基地局へ送信しない、
　端末装置。
【請求項２】
　前記制御情報受信手段は、
　自端末に対する下りデータが配置された、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドの
数を示す配置情報を、前記基本単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出する手段を
有し、
　前記応答制御手段は、
　前記制御情報受信手段において前記基本単位バンドで送信された下り割当制御情報の受
信に成功し、且つ、前記制御情報受信手段において受信に成功した前記基本単位バンド以
外の下り単位バンドの数が前記配置情報の示す下り単位バンドの数よりも少ない場合には
、前記上り制御チャネルのリソースで、前記応答信号としてＮＡＣＫを送信する、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記制御情報受信手段は、
　前記基本単位バンドにおける自端末に対する下りデータの配置の有無を示す配置情報を
、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出する手段
を有し、
　前記応答制御手段は、
　前記制御情報受信手段において前記基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信された
下り割当制御情報の受信に成功し、且つ、前記配置情報が前記基本単位バンドにおける自
端末に対する下りデータの配置が無いことを示す場合には、前記基本単位バンド以外の下
り単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記上り単位バンドに設けられ
た上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号を送信する、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記制御情報受信手段は、前記複数の下り単位バンドのいずれかの下り制御チャネルで
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送信された上り割当制御情報をさらに受信し、
　上りデータと応答信号とに基づいて送信信号を形成する手段であって、前記制御情報受
信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位バンドに関する情報が含まれる
報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び前記基本単位バ
ンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場合に
は、前記上り割当制御情報が示す上りデータチャネルのリソースに上りデータをマッピン
グすることにより上りデータと応答信号とを周波数多重して送信信号を形成し、前記第２
の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、応答信
号を含まず上りデータを含む送信信号を形成する形成手段を、
　さらに具備する請求項１に記載の端末装置。
【請求項５】
　単位バンドグループに含まれる複数の下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された
下り割当制御情報を受信する制御情報受信ステップと、
　前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下
りデータ受信ステップと、
　前記受信された下りデータの受信誤りを検出する誤り検出ステップと、
　前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づ
いて、基地局における下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する応答
制御ステップと、
　を具備し、
　前記応答制御ステップでは、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する
情報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び
前記基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に
成功した場合には、前記基本単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記
上り単位バンドに設けられた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号が前記
基地局へ送信され、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記第２の下り単位バンドで送信された下り割当制
御情報の受信のみに成功した場合には、前記応答信号が送信されない、
　再送制御方法。
【請求項６】
　前記制御情報受信ステップは、
　自端末に対する下りデータが配置された、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドの
数を示す配置情報を、前記基本単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出するステッ
プを含み、
　前記応答制御ステップでは、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記基本単位バンドで送信された下り割当制御情報
の受信に成功し、且つ、前記制御情報受信ステップにおいて受信に成功した前記基本単位
バンド以外の下り単位バンドの数が前記配置情報の示す下り単位バンドの数よりも少ない
場合には、前記上り制御チャネルのリソースで、前記応答信号としてＮＡＣＫが送信され
る、
　請求項５に記載の再送制御方法。
【請求項７】
　前記制御情報受信ステップは、
　前記基本単位バンドにおける自端末に対する下りデータの配置の有無を示す配置情報を
、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出するステ
ップを含み、
　前記応答制御ステップでは、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信さ
れた下り割当制御情報の受信に成功し、且つ、前記配置情報が前記基本単位バンドにおけ
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る自端末に対する下りデータの配置が無いことを示す場合には、前記基本単位バンド以外
の下り単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記上り単位バンドに設け
られた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号が送信される、
　請求項５に記載の再送制御方法。
【請求項８】
　前記制御情報受信ステップでは、前記複数の下り単位バンドのいずれかの下り制御チャ
ネルで送信された上り割当制御情報がさらに受信され、
　上りデータと応答信号とに基づいて送信信号を形成するステップであって、前記制御情
報受信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位バンドに関する情報が含ま
れる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び前記基本単
位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場
合には、前記上り割当制御情報が示す上りデータチャネルのリソースに上りデータをマッ
ピングすることにより上りデータと応答信号とを周波数多重して送信信号を形成し、前記
第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、応
答信号を含まず上りデータを含む送信信号を形成するステップを、
　さらに具備する請求項５に記載の再送制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置及び再送制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency
 Division Multiple Access）が採用されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥが適用された無線通
信システムでは、基地局が予め定められた通信リソースを用いて同期信号(Synchronizati
on Channel：ＳＣＨ)及び報知信号（Broadcast Channel：ＢＣＨ）を送信する。そして、
端末は、まず、ＳＣＨを捕まえることによって基地局との同期を確保する。その後、端末
は、ＢＣＨ情報を読むことにより基地局独自のパラメータ(例えば、周波数帯域幅など)を
取得する（非特許文献１、２、３参照）。
【０００３】
　また、端末は、基地局独自のパラメータの取得が完了した後、基地局に対して接続要求
を行うことにより、基地局との通信を確立する。基地局は、通信が確立された端末に対し
て、必要に応じてＰＤＣＣＨ(Physical Downlink Control CHannel)を介して制御情報を
送信する。
【０００４】
　そして、端末は、受信したＰＤＣＣＨ信号に含まれる複数の制御情報をそれぞれ「ブラ
インド判定」する。すなわち、制御情報は、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）部分を
含み、このＣＲＣ部分は、基地局において、送信対象端末の端末ＩＤによってマスクされ
る。従って、端末は、受信した制御情報のＣＲＣ部分を自機の端末ＩＤでデマスクしてみ
るまでは、自機宛の制御情報であるか否かを判定できない。このブラインド判定では、デ
マスクした結果、ＣＲＣ演算がＯＫとなれば、その制御情報が自機宛であると判定される
。
【０００５】
　また、３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、基地局から端末への下り回線データに対してＡＲＱ（Au
tomatic Repeat Request）が適用される。つまり、端末は下り回線データの誤り検出結果
を示す応答信号を基地局へフィードバックする。端末は下り回線データに対しＣＲＣを行
って、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）であればＡＣＫ（Acknowledgment）を、ＣＲＣ＝ＮＧ（
誤り有り）であればＮＡＣＫ（Negative Acknowledgment）を応答信号として基地局へフ
ィードバックする。この応答信号(つまり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号)のフィードバックには
、ＰＵＣＣＨ(Physical Uplink Control Channel)等の上り回線制御チャネルが用いられ
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る。
【０００６】
　ここで、基地局から送信される上記制御情報には、基地局が端末に対して割り当てたリ
ソース情報等を含むリソース割当情報が含まれる。この制御情報の送信には、前述の通り
ＰＤＣＣＨが用いられる。このＰＤＣＣＨは、１つ又は複数のＬ１／Ｌ２ＣＣＨ（L1/L2 
Control Channel）から構成される。各Ｌ１／Ｌ２ＣＣＨは、１つ又は複数のＣＣＥ（Con
trol Channel Element）から構成される。すなわち、ＣＣＥは、制御情報をＰＤＣＣＨに
マッピングするときの基本単位である。また、１つのＬ１／Ｌ２ＣＣＨが複数のＣＣＥか
ら構成される場合には、そのＬ１／Ｌ２ＣＣＨには連続する複数のＣＣＥが割り当てられ
る。基地局は、リソース割当対象端末に対する制御情報の通知に必要なＣＣＥ数に従って
、そのリソース割当対象端末に対してＬ１／Ｌ２ＣＣＨを割り当てる。そして、基地局は
、このＬ１／Ｌ２ＣＣＨのＣＣＥに対応する物理リソースにマッピングして制御情報を送
信する。
【０００７】
　またここで、各ＣＣＥは、ＰＵＣＣＨの構成リソースと１対１に対応付けられている。
従って、Ｌ１／Ｌ２ＣＣＨを受信した端末は、このＬ１／Ｌ２ＣＣＨを構成するＣＣＥに
対応するＰＵＣＣＨの構成リソースを特定し、このリソースを用いて応答信号を基地局へ
送信する。こうして下り回線の通信リソースが効率良く使用される。
【０００８】
　複数の端末から送信される複数の応答信号は、図１に示すように、時間軸上でZero Aut
o-correlation特性を持つＺＡＣ（Zero Auto-correlation）系列、ウォルシュ（Walsh）
系列、及び、ＤＦＴ(Discrete Fourier Transform)系列によって拡散され、PUCCH内でコ
ード多重されている。図１において（Ｗ０,Ｗ１,Ｗ２,Ｗ３）は系列長４のウォルシュ系
列を表わし、（Ｆ０,Ｆ１,Ｆ２）は系列長３のＤＦＴ系列を表す。図１に示すように、端
末では、ＡＣＫ又はＮＡＣＫの応答信号が、まず周波数軸上でＺＡＣ系列（系列長１２）
によって１ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル内に１次拡散される。次いで１次拡散後の応答信号が
Ｗ０～Ｗ３、Ｆ０～Ｆ３それぞれに対応させられてＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Tra
nsform）される。周波数軸上で系列長１２のＺＡＣ系列によって拡散された応答信号は、
このＩＦＦＴにより時間軸上の系列長１２のＺＡＣ系列に変換される。そして、ＩＦＦＴ
後の信号がさらにウォルシュ系列（系列長４）、ＤＦＴ系列(系列長３)を用いて２次拡散
される。
【０００９】
　また、３ＧＰＰ　ＬＴＥよりも更なる通信の高速化を実現する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄ
ｖａｎｃｅｄの標準化が開始された。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄシステム（以
下、「ＬＴＥ－Ａシステム」と呼ばれることがある）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム（以
下、「ＬＴＥシステム」と呼ばれることがある）を踏襲する。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖ
ａｎｃｅｄでは、最大１Ｇｂｐｓ以上の下り伝送速度を実現するために、４０ＭＨｚ以上
の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される見込みである。
【００１０】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、ＬＴＥシステムにおける伝送速度の数倍もの超高速伝
送速度による通信、及び、ＬＴＥシステムに対するバックワードコンパチビリティーを同
時に実現するために、ＬＴＥ－Ａシステム向けの帯域が、ＬＴＥシステムのサポート帯域
幅である２０ＭＨｚ以下の「単位バンド」に区切られる。すなわち、「単位バンド」は、
ここでは、最大２０ＭＨｚの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義され
る。さらに、下り回線における「単位バンド」（以下、「下り単位バンド」という）は基
地局から報知されるＢＣＨの中の下り周波数帯域情報によって区切られた帯域、または、
下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が周波数領域に分散配置される場合の分散幅によって定
義される帯域として定義されることもある。また、上り回線における「単位バンド」（以
下、「上り単位バンド」という）は、基地局から報知されるＢＣＨの中の上り周波数帯域
情報によって区切られた帯域、または、中心付近にＰＵＳＣＨ(Physical Uplink Shared 
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CHannel)領域を含み、両端部にＬＴＥ向けのＰＵＣＣＨを含む２０ＭＨｚ以下の通信帯域
の基本単位として定義されることもある。また、「単位バンド」は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄにおいて、英語でＣｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（ｓ）と表記さ
れることがある。
【００１１】
　そして、ＬＴＥ－Ａシステムでは、その単位バンドを幾つか束ねた帯域を用いた通信、
所謂Carrier aggregationがサポートされる。そして、一般的に上りに対するスループッ
ト要求と下りに対するスループット要求とは異なるので、ＬＴＥ－Ａシステムでは、任意
のＬＴＥ－Ａシステム対応の端末（以下、「ＬＴＥ－Ａ端末」という）に対して設定され
る単位バンドの数が上りと下りで異なるCarrier aggregation、所謂Asymmetric carrier 
aggregationも検討されている。さらに、上りと下りで単位バンド数が非対称であり、且
つ、各単位バンドの周波数帯域幅がそれぞれ異なる場合も、サポートされる。
【００１２】
　図２は、個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケン
スの説明に供する図である。図２には、基地局の上りと下りの帯域幅及び単位バンド数が
対称である例が示されている。
【００１３】
　図２において、端末１に対しては、２つの下り単位バンドと左側の１つの上り単位バン
ドを用いてCarrier aggregationを行うような設定(Configuration)が為される一方、端末
２に対しては、端末１と同一の２つの下り単位バンドを用いるような設定が為されるにも
拘らず、上り通信では右側の上り単位バンドを利用するような設定が為される。
【００１４】
　そして、端末１に着目すると、ＬＴＥ－Ａシステムを構成するＬＴＥ－Ａ基地局とＬＴ
Ｅ－Ａ端末との間では、図２Ａに示すシーケンス図に従って、信号の送受信が行われる。
図２Ａに示すように、（１）端末１は、基地局との通信開始時に、左側の下り単位バンド
と同期を取り、左側の下り単位バンドとペアになっている上り単位バンドの情報をＳＩＢ
２(System Information Block Type 2)と呼ばれる報知信号から読み取る。（２）端末１
は、この上り単位バンドを用いて、例えば、接続要求を基地局に送信することによって基
地局との通信を開始する。（３）端末に対し複数の下り単位バンドを割り当てる必要があ
ると判断した場合には、基地局は、端末に下り単位バンドの追加を指示する。ただし、こ
の場合、上り単位バンド数は増えず、個別の端末である端末１において非対称Carrier ag
gregationが開始される。　
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.6.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 8),” March 2009
【非特許文献２】3GPP TS 36.212 V8.6.0, “Multiplexing and channel coding (Releas
e 8),” March 2009
【非特許文献３】3GPP TS 36.213 V8.6.0, “Physical layer procedures (Release 8),
”March 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　ところで、ＬＴＥ－Ａでは、複数の下り単位バンドにおいて送信された複数のデータに
対する複数の応答信号を一つにまとめて(Bundlingして)送信する応答信号の送信方法、所
謂ＡＣＫ／ＮＡＣＫ Bundling(以下、単に「Bundling」と記す)が検討されている。Bundl
ingでは、端末が送信すべき複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の論理積(つまり、Logical AND)
を計算し、その計算結果を「束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号（Bundled ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号）
」として基地局にフィードバックする。
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【００１７】
　上記した非対称のCarrier aggregationが端末に適用される場合には、ＡＲＱは以下の
ように制御される。例えば、図３に示すように、端末１に対して、下り単位バンド１，２
及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定される場合には、下り単位バン
ド１，２のそれぞれのＰＤＣＣＨを介して下りリソース割当情報が基地局から端末１へ送
信された後に、その下りリソース割当情報に対応するリソースで下り回線データが送信さ
れる。そして、下り単位バンド１で送信された下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号は、従来（ＬＴＥシステム）通り、下り単位バンド１に対応する上り単位バンド１の
ＰＵＣＣＨで送信すれば良い。しかし、図３のような単位バンドグループが端末１に設定
される場合にはその単位バンドグループに含まれる上り単位バンドが上り単位バンド１だ
けなので、従来と異なり、下り単位バンド２で送信された下り回線データに対するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ信号も、上り単位バンド１のＰＵＣＣＨで送信される必要がある。
【００１８】
　そして、端末１が２つの下り回線データの両方の受信に成功した場合（ＣＲＣ＝ＯＫ）
の場合、端末１は下り単位バンド１に対するＡＣＫ(=1)と、下り単位バンド２に対するＡ
ＣＫ(=1)との論理積を計算し、その結果として「1」（つまりＡＣＫ）を束ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号として基地局に送信する。また、端末１が下り単位バンド１における下り回線デ
ータの受信に成功し、且つ、下り単位バンド２における下り回線データの受信に失敗した
場合には、端末１は、下り単位バンドに対するＡＣＫ(=1)と、下り単位バンド２に対する
ＮＡＣＫ(=0)との論理積を計算し、「0」（つまり、ＮＡＣＫ）を束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号として基地局に送信する。同様に、端末１が下り回線データを２つとも受信に失敗した
場合には、端末１は、ＮＡＣＫ(=0)とＮＡＣＫ(=0)との論理積を計算し、「0」（つまり
、ＮＡＣＫ）を束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号として基地局にフィードバックする。
【００１９】
　このように、Bundlingでは、端末に対して送信された複数の下り回線データの全ての受
信に成功した場合のみ、端末はＡＣＫを一つだけ束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号として基地局に
送信し、一つでも受信に失敗した場合には基地局に対してＮＡＣＫを一つだけ束ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ信号として送信することで、上り制御チャネルにおけるオーバーヘッドを削減で
きる。なお、端末側では、受信した複数の下り制御信号が占有していた複数のＣＣＥに対
応するそれぞれのＰＵＣＣＨリソースのうち、例えば、最も周波数や識別番号（Index）
が小さいＰＵＣＣＨリソースを用いて、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する。
【００２０】
　しかしながら、各端末が各サブフレームにおいて自分宛の下り割当制御信号をブライン
ド判定するので、端末側では、必ずしも下り割当制御信号の受信が成功するとは限らない
。端末が或る下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、
当該下り単位バンドにおいて下り回線データが存在するか否かさえも知り得ない。従って
、或る下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、当該下
り単位バンドにおける下り回線データに対する応答信号も生成しない。このエラーケース
は、端末側で応答信号の送信が行われないという意味での、応答信号のDTX（DTX (Discon
tinuous transmission) of ACK/NACK signals）として定義されている。
【００２１】
　このように端末側で発生するDTXは、基地局側で考慮される必要がある。すなわち、基
地局は、端末がどの下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に成功するかを予め
予測できず、この結果として、下り割当制御信号をマッピングしたＣＣＥの内、どのＣＣ
Ｅに対応づけられたＰＵＣＣＨリソースを用いて応答信号を送信してくるのか分からない
。従って、基地局側では、複数の下り割当制御信号をマッピングしたＣＣＥに対応する全
てのＰＵＣＣＨリソースを、制御対象端末の応答信号向けに確保しておかなければならな
い。
【００２２】
　また、ＬＴＥでは、下り単位バンド１と上り単位バンド１とが対応づけられてバンドペ
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アを構成し、下り単位バンド２と上り単位バンド２とが対応づけられてバンドペアを構成
していたので、下り単位バンド２に対応するＰＵＣＣＨを上り単位バンド２にのみ用意す
れば良い。一方、ＬＴＥ－Ａでは、端末個別に非対称のCarrier aggregationが設定(Conf
iguration)される場合、図４に示すように、下り単位バンド２と上り単位バンド１という
ＬＴＥ－Ａ独自の単位バンドの関連づけに起因して、上り単位バンド１でも下り単位バン
ド２に対する応答信号向けのＰＵＣＣＨリソースを確保する必要が生じる。
【００２３】
　以上のことは、ＬＴＥ－Ａシステムは、ＰＵＣＣＨオーバーヘッドがＬＴＥシステムよ
りも大きく、更に、Bundlingが適用される場合であってもＰＵＣＣＨオーバーヘッドを削
減できないことを示している。
【００２４】
　本発明の目的は、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位
バンドを使用した通信においてＡＲＱが適用される場合に、上り制御チャネルのオーバー
ヘッドを削減できる端末装置及び再送制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の端末装置は、複数の下り単位バンドと上り単位バンドとからなる単位バンドグ
ループを用いて基地局と通信し、且つ、下り単位バンドに配置される下りデータの誤り検
出結果に基づく応答信号を前記下り単位バンドに対応する上り単位バンドの上り制御チャ
ネルで送信する端末装置であって、前記複数の下り単位バンドの下り制御チャネルで送信
された下り割当制御情報を受信する制御情報受信手段と、前記下り割当制御情報が示す下
りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下りデータ受信手段と、前記受信さ
れた下りデータの受信誤りを検出する誤り検出手段と、前記誤り検出手段で得られた誤り
検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づいて、前記基地局における下りデー
タの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する応答制御手段と、を具備し、前記応
答制御手段は、前記制御情報受信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位
バンドに関する情報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本
単位バンド及び前記基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制
御情報の受信に成功した場合には、前記基本単位バンドにおける下り制御チャネルと関連
付けられて前記上り単位バンドに設けられた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記
応答信号を前記基地局へ送信し、前記制御情報受信手段において前記第２の下り単位バン
ドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、前記応答信号を前記基
地局へ送信しない、構成を採る。
【００２６】
　本発明の再送制御方法は、単位バンドグループに含まれる複数の下り単位バンドの下り
制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信する制御情報受信ステップと、前記下
り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下りデータ
受信ステップと、前記受信された下りデータの受信誤りを検出する誤り検出ステップと、
前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づい
て、基地局における下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する応答制
御ステップと、を具備し、前記応答制御ステップでは、前記制御情報受信ステップにおい
て前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報が含まれる報知チャネル信号が
送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び前記基本単位バンド以外の第２の下
り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場合には、前記基本単位バ
ンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記上り単位バンドに設けられた上り制
御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号が前記基地局へ送信され、前記制御情報受
信ステップにおいて前記第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみ
に成功した場合には、前記応答信号が送信されない。
【発明の効果】
【００２７】
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　本発明によれば、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位
バンドを使用した通信においてＡＲＱが適用される場合に、上り制御チャネルのオーバー
ヘッドを削減できる端末装置及び再送制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】応答信号及び参照信号の拡散方法を示す図
【図２】個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンス
の説明に供する図
【図３】Carrier aggregationが端末に適用される場合のＡＲＱ制御の説明に供する図
【図４】Carrier aggregationが端末に適用される場合のＡＲＱ制御の説明に供する図
【図５】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図６】本発明に実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図７】基地局及び端末の動作説明に供する図
【図８】実施の形態２における基地局及び端末の動作説明に供する図
【図９】本発明の実施の形態３に係る基地局の構成を示すブロック図
【図１０】本発明に実施の形態３に係る端末の構成を示すブロック図
【図１１】基地局及び端末の動作説明に供する図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態
において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００３０】
　（実施の形態１）
　［通信システムの概要］
　後述する基地局１００及び端末２００を含む通信システムでは、上り単位バンド及び上
り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを使用した通信、つまり、端末２０
０独自の非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信が行われる。また、
この通信システムには、端末２００と異なり、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信を行う能力が無く、１つの下り単位バンドとこれに対応づけられた１つの上り
単位バンドによる通信（つまり、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通
信）を行う端末も含まれている。
【００３１】
　従って、基地局１００は、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信
及びＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通信の両方をサポートできるよ
うに構成されている。
【００３２】
　また、基地局１００と端末２００との間でも、基地局１００による端末２００に対する
リソース割当によっては、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通信が行
われることも可能である。
【００３３】
　また、この通信システムでは、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通
信が行われる場合には、従来通りのＡＲＱが行われる一方、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅ
ｇａｔｉｏｎによる通信が行われる場合には、ＡＲＱにおいてBundlingが採用される。す
なわち、この通信システムは、例えば、ＬＴＥ－Ａシステムであり、基地局１００は、例
えば、ＬＴＥ－Ａ基地局であり、端末２００は、例えば、ＬＴＥ－Ａ端末である。また、
Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末は、例えば、
ＬＴＥ端末である。
【００３４】
　以下では、次の事項を前提として説明する。すなわち、予め基地局１００と端末２００
の間で、端末２００独自の非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが構成されて
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おり、端末２００が用いるべき下り単位バンド及び上り単位バンドの情報が、基地局１０
０と端末２００との間で共有されている。また、基地局１００によって任意の端末２００
に対して設定（Configure）され、予め端末２００に通知（Signaling）された単位バンド
グループを構成する上り単位バンドに関する情報を報知するＢＣＨが送信される下り単位
バンドが、当該端末２００に対する「基本単位バンド」である。そして、この基本単位バ
ンドに関する情報が、「基本単位バンド情報」である。従って、任意の端末２００は、各
下り単位バンドにおけるＢＣＨ情報を読むことによって、この基本単位バンド情報を認識
できる。
【００３５】
　［基地局の構成］
　図５は、本発明の実施の形態１に係る基地局１００の構成を示すブロック図である。図
５において、基地局１００は、制御部１０１と、制御情報生成部１０２と、符号化部１０
３と、変調部１０４と、報知信号生成部１０５と、符号化部１０６と、データ送信制御部
１０７と、変調部１０８と、マッピング部１０９と、ＩＦＦＴ部１１０と、ＣＰ付加部１
１１と、無線送信部１１２と、無線受信部１１３と、ＣＰ除去部１１４と、逆拡散部１１
５と、系列制御部１１６と、相関処理部１１７と、判定部１１８とを有する。
【００３６】
　制御部１０１は、リソース割当対象端末２００に対して、制御情報を送信するための下
りリソース（つまり、下り制御情報割当リソース）、及び、当該制御情報に含まれる、下
り回線データを送信するための下りリソース（つまり、下りデータ割当リソース）を割り
当てる（Assignする）。このリソース割当は、リソース割当対象端末２００に設定される
単位バンドグループに含まれる下り単位バンドにおいて行われる。また、下り制御情報割
当リソースは、各下り単位バンドにおける下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に対応するリ
ソース内で選択される。また、下りデータ割当リソースは、各下り単位バンドにおける下
りデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応するリソース内で選択される。また、リソース割
当対象端末２００が複数有る場合には、制御部１０１は、リソース割当対象端末２００の
それぞれに異なるリソースを割り当てる。
【００３７】
　下り制御情報割当リソースは、上記したＬ１／Ｌ２ＣＣＨと同等である。すなわち、下
り制御情報割当リソースは、１つ又は複数のＣＣＥから構成される。また、各ＣＣＥは、
上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の構成リソースと１対１に対応づけられている。ただし
、ＣＣＥとＰＵＣＣＨ構成リソースとの関連付けは、ＬＴＥシステム向けに報知された下
り単位バンドと上り単位バンドの関連付けにおいてなされる。すなわち、端末２００に対
して送信された複数の下り制御情報割当リソースを構成するＣＣＥに対応付けられたＰＵ
ＣＣＨの構成リソースが、全て、当該端末２００向けに設定された上り単位バンド内に含
まれるとは限らない。
【００３８】
　また、制御部１０１は、リソース割当対象端末２００に対して制御情報を送信する際に
用いる符号化率を決定する。この符号化率に応じて制御情報のデータ量が異なるので、こ
のデータ量の制御情報をマッピング可能な数のＣＣＥを持つ下り制御情報割当リソースが
、制御部１０１によって割り当てられる。
【００３９】
　また、制御部１０１は、リソース割当対象端末２００に対して、基本単位バンド以外に
リソースを割り当てた下り単位バンドの数を示す情報であるＤＡＩ（Downlink Assignmen
t Indicator）を生成する。
【００４０】
　そして、制御部１０１は、制御情報生成部１０２に対して、下りデータ割当リソースに
関する情報、並びに、ＤＡＩを制御情報生成部１０２へ出力する。また、制御部１０１は
、符号化部１０３に対して、符号化率に関する情報を出力する。また、制御部１０１は送
信データ（つまり、下り回線データ）の符号化率を決定し、符号化部１０６に出力する。
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また、制御部１０１は、下りデータ割当リソース及び下り制御情報割当リソースに関する
情報をマッピング部１０９に対して出力する。ただし、制御部１０１は下りデータと当該
下りデータに対する下り制御情報を同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御する
。
【００４１】
　また、制御部１０１は、報知信号生成部１０５に各下り単位バンドで送信される報知チ
ャネル信号（ＢＣＨ）を生成させる制御信号を報知信号生成部１０５へ出力する。
【００４２】
　制御情報生成部１０２は、下りデータ割当リソースに関する情報、並びに、ＤＡＩを含
む制御情報を生成して符号化部１０３へ出力する。この制御情報は下り単位バンドごとに
生成される。また、リソース割当対象端末２００が複数有る場合に、リソース割当対象端
末２００同士を区別するために、制御情報には、宛先端末の端末ＩＤが含まれる。例えば
、宛先端末の端末ＩＤでマスキングされたＣＲＣビットが制御情報に含まれる。この制御
情報は、「下り割当制御情報」と呼ばれることがある。ただし、ＤＡＩは、リソース割当
対象端末２００に設定された単位バンドグループに含まれる下り単位バンドの内、基本単
位バンドで送信される制御情報にのみ含められる。
【００４３】
　符号化部１０３は、制御部１０１から受け取る符号化率に従って、制御情報を符号化し
、符号化された制御情報を変調部１０４へ出力する。
【００４４】
　変調部１０４は、符号化後の制御情報を変調し、得られた変調信号をマッピング部１０
９へ出力する。
【００４５】
　報知信号生成部１０５は、制御部１０１から受け取る制御信号に従って、下り単位バン
ドごとに報知信号（ＢＣＨ）を生成し、マッピング部１０９へ出力する。
【００４６】
　符号化部１０６は、宛先端末２００ごとの送信データ（つまり、下り回線データ）及び
制御部１０１からの符号化率情報を入力として送信データを符号化し、データ送信制御部
１０７に出力する。ただし、宛先端末２００に対して複数の下り単位バンドが割り当てら
れる場合には、各下り単位バンドで送信される送信データをそれぞれ符号化し、符号化後
の送信データをデータ送信制御部１０７へ出力する。
【００４７】
　データ送信制御部１０７は、初回送信時には、符号化後の送信データを保持するととも
に変調部１０８へ出力する。符号化後の送信データは、宛先端末２００ごとに保持される
。また、１つの宛先端末２００への送信データは、送信される下り単位バンドごとに保持
される。これにより、宛先端末２００に送信されるデータ全体の再送制御だけでなく、下
り単位バンドごとの再送制御も可能になる。
【００４８】
　また、データ送信制御部１０７は、判定部１１８からＮＡＣＫまたはＤＴＸを受け取る
と、このＮＡＣＫまたはＤＴＸを送信してきた端末２００に対応する保持データを変調部
１０８へ出力する。データ送信制御部１０７は、判定部１１８からＡＣＫを受け取ると、
このＡＣＫを送信してきた端末２００に対応する保持データを削除する。
【００４９】
　変調部１０８は、データ送信制御部１０７から受け取る符号化後の送信データを変調し
、変調信号をマッピング部１０９へ出力する。
【００５０】
　マッピング部１０９は、制御部１０１から受け取る下り制御情報割当リソースの示すリ
ソースに、変調部１０４から受け取る制御情報の変調信号をマッピングし、ＩＦＦＴ部１
１０へ出力する。
【００５１】
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　また、マッピング部１０９は、制御部１０１から受け取る下りデータ割当リソースの示
すリソースに、変調部１０８から受け取る送信データの変調信号をマッピングし、ＩＦＦ
Ｔ部１１０へ出力する。
【００５２】
　また、マッピング部１０９は、予め決められた時間・周波数リソースに、報知情報をマ
ッピングし、ＩＦＦＴ部１１０へ出力する。
【００５３】
　以上の構成によれば、報知信号は、各下り単位バンドにマッピングされる。また、端末
２００に対してあるサブフレームで下り回線データが割り当てられる場合であって、リソ
ース割当対象端末２００にＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが適用されない場合
には、制御情報及び送信データは、そのリソース割当対象端末２００の基本単位バンドに
マッピングされ、リソース割当対象端末２００にＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎが適用される場合には、制御情報及び送信データは、基本単位バンドに加え、単位バン
ドグループにおける基本単位バンド以外の下り単位バンドにもマッピングされる。
【００５４】
　マッピング部１０９にて複数の下り単位バンドにおける複数のサブキャリアにマッピン
グされた制御情報、送信データ、及び報知信号は、ＩＦＦＴ部１１０で周波数領域信号か
ら時間領域信号に変換され、ＣＰ付加部１１１にてＣＰが付加されてＯＦＤＭ信号とされ
た後に、無線送信部１１２にてＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理が
施され、アンテナを介して端末２００へ送信される。
【００５５】
　無線受信部１１３は、端末２００から送信された応答信号または参照信号をアンテナを
介して受信し、応答信号または参照信号に対しダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の受信処
理を行う。
【００５６】
　ＣＰ除去部１１４は、受信処理後の応答信号または参照信号に付加されているＣＰを除
去する。
【００５７】
　逆拡散部１１５は、端末２００において２次拡散に用いられたブロックワイズ拡散コー
ド系列で応答信号を逆拡散し、逆拡散後の応答信号を相関処理部１１７に出力する。また
、逆拡散部１１５は、端末２００において参照信号の拡散に用いられた直交系列で参照信
号を逆拡散し、逆拡散後の参照信号を相関処理部１１７に出力する。
【００５８】
　系列制御部１１６は、端末２００から送信される応答信号の拡散に用いられているＺＡ
Ｃ系列を生成する。また、系列制御部１１６は、端末２００が用いているリソース（例え
ば、循環シフト量）に基づいて、端末２００からの信号成分が含まれる相関窓を特定する
。そして、系列制御部１１６は、特定した相関窓を示す情報および生成したＺＡＣ系列を
相関処理部１１７に出力する。
【００５９】
　相関処理部１１７は、系列制御部１１６から入力される相関窓を示す情報およびＺＡＣ
系列を用いて、逆拡散後の応答信号および逆拡散後の参照信号と、端末２００において１
次拡散に用いられたＺＡＣ系列との相関値を求めて判定部１１８に出力する。
【００６０】
　判定部１１８は、相関処理部１１７から入力される相関値に基づいて、端末から送信さ
れた応答信号がＡＣＫまたはＮＡＣＫのいずれかを示しているか、もしくはＤＴＸである
かを判定する。すなわち、判定部１１８は、相関処理部１１７から入力される相関値の大
きさがある閾値以下であれば、端末２００が当該リソースを用いてＡＣＫもＮＡＣＫも送
信していない（ＤＴＸ）と判断し、相関値の大きさが閾値以上であれば、更に当該応答信
号がＡＣＫまたはＮＡＣＫのいずれを示しているかを同期検波によって判定する。そして
、判定部１１８は、端末毎のＡＣＫ、ＮＡＣＫまたはＤＴＸ情報をデータ送信制御部１０
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７へ出力する。
【００６１】
　［端末の構成］
　図６は、本発明の実施の形態１に係る端末２００の構成を示すブロック図である。図６
において、端末２００は、無線受信部２０１と、ＣＰ除去部２０２と、ＦＦＴ部２０３と
、抽出部２０４と、報知信号受信部２０５と、復調部２０６と、復号部２０７と、判定部
２０８と、制御部２０９と、復調部２１０と、復号部２１１と、ＣＲＣ部２１２と、Bund
ling部２１３と、変調部２１４と、拡散部２１５と、ＩＦＦＴ部２１６と、ＣＰ付加部２
１７と、拡散部２１８と、ＩＦＦＴ部２１９と、ＣＰ付加部２２０と、拡散部２２１と、
多重部２２２と、無線送信部２２３とを有する。
【００６２】
　無線受信部２０１は、基地局１００から送信されたＯＦＤＭ信号をアンテナを介して受
信し、受信ＯＦＤＭ信号に対しダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の受信処理を行う。
【００６３】
　ＣＰ除去部２０２は、受信処理後のＯＦＤＭ信号に付加されているＣＰを除去する。
【００６４】
　ＦＦＴ部２０３は、受信ＯＦＤＭ信号をＦＦＴして周波数領域信号に変換し、得られた
受信信号を抽出部２０４へ出力する。
【００６５】
　抽出部２０４は、ＦＦＴ部２０３から受け取る受信信号から報知信号を抽出して報知信
号受信部２０５へ出力する。報知信号がマッピングされるリソースは予め決まっているの
で、抽出部２０４は、そのリソースにマッピングされている情報を抽出する。また、抽出
された報知信号には、各下り単位バンドと上り単位バンドとの関連付けに関する情報が含
まれている。
【００６６】
　また、抽出部２０４は、入力される符号化率情報に従って、ＦＦＴ部２０３から受け取
る受信信号から下り制御チャネル信号（ＰＤＣＣＨ信号）を抽出する。すなわち、符号化
率に応じて下り制御情報割当リソースを構成するＣＣＥの数が変わるので、抽出部２０４
は、その符号化率に対応する個数のＣＣＥを抽出単位として、下り制御チャネル信号を抽
出する。また、下り制御チャネル信号は、下り単位バンドごとに抽出される。抽出された
下り制御チャネル信号は、復調部２０６へ出力される。
【００６７】
　また、抽出部２０４は、判定部２０８から受け取る自装置宛の下りデータ割当リソース
に関する情報に基づいて、受信信号から下り回線データを抽出し、復調部２１０へ出力す
る。
【００６８】
　報知信号受信部２０５は、下り単位バンド毎に含まれる報知信号をそれぞれ復号し、各
下り単位バンドとペアを構成する上り単位バンドの情報（すなわち、各下り単位バンドに
マッピングされたSIB2によって通知される上り単位バンドの情報）を抽出する。また、報
知信号受信部２０５は、自装置に対する単位バンドグループに含まれる上り単位バンドと
ペアになっている下り単位バンドを「基本単位バンド」と認識し、基本単位バンド情報を
判定部２０８及び制御部２０９へ出力する。
【００６９】
　復調部２０６は、抽出部２０４から受け取る下り制御チャネル信号を復調し、得られた
復調結果を復号部２０７に出力する。
【００７０】
　復号部２０７は、入力される符号化率情報に従って、復調部２０６から受け取る復調結
果を復号して、得られた復号結果を判定部２０８に出力する。
【００７１】
　判定部２０８は、復号部２０７から受け取る復号結果に含まれる制御情報が自装置宛の
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制御情報であるか否かをブラインド判定する。この判定は、上記した抽出単位に対応する
復号結果を単位として行われる。例えば、判定部２０８は、自装置の端末ＩＤでＣＲＣビ
ットをデマスキングし、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）となった制御情報を自装置宛の制御情
報であると判定する。そして、判定部２０８は、自装置宛の制御情報に含まれる、自装置
に対する下りデータ割当リソースに関する情報を抽出部２０４へ出力する。また、判定部
２０８は、基本単位バンドで得られた、自装置宛の制御情報に含まれるＤＡＩをBundling
部２１３へ出力する。
【００７２】
　また、判定部２０８は、基本単位バンドの下り制御チャネルにおいて、上記した自装置
宛の制御情報がマッピングされていたＣＣＥを特定し、特定したＣＣＥの識別情報を制御
部２０９へ出力する。
【００７３】
　制御部２０９は、判定部２０８から受け取るＣＣＥ識別情報の示すＣＣＥに対応するＰ
ＵＣＣＨリソース(周波数・符号)を特定する。そして、制御部２０９は、特定したＰＵＣ
ＣＨリソースに対応するＺＡＣ系列及び循環シフト量を拡散部２１５へ出力し、周波数リ
ソース情報をＩＦＦＴ部２１６に出力する。また、制御部２０９は、参照信号としてのＺ
ＡＣ系列及び周波数リソース情報をＩＦＦＴ部２１９へ出力し、応答信号の２次拡散に用
いるべきブロックワイズ拡散コード系列を拡散部２１８へ出力し、参照信号の２次拡散に
用いるべき直交系列を拡散部２２１へ出力する。
【００７４】
　復調部２１０は、抽出部２０４から受け取る下り回線データを復調し、復調後の下り回
線データを復号部２１１へ出力する。
【００７５】
　復号部２１１は、復調部２１０から受け取る下り回線データを復号し、復号後の下り回
線データをＣＲＣ部２１２へ出力する。
【００７６】
　ＣＲＣ部２１２は、復号部２１１から受け取る復号後の下り回線データを生成し、ＣＲ
Ｃを用いて下り単位バンドごとに誤り検出し、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）の場合にはＡＣ
Ｋを、ＣＲＣ＝ＮＧ（誤り有り）の場合にはＮＡＣＫを、Bundling部２１３へ出力する。
また、ＣＲＣ部２１２は、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）の場合には、復号後の下り回線デー
タを受信データとして出力する。
【００７７】
　Bundling部２１３は、自装置に設定された単位バンドグループに含まれる各下り単位バ
ンドで送信された下り回線データの受信状況、及び、判定部２０８から受け取るＤＡＩに
基づいて、自装置が基地局１００へ送信すべき応答信号を生成する。応答信号の送信制御
については、後に詳しく説明する。
【００７８】
　変調部２１４は、Bundling部２１３から入力される応答信号を変調して拡散部２１５へ
出力する。
【００７９】
　拡散部２１５は、制御部２０９によって設定されたＺＡＣ系列及び循環シフト量に基づ
いて応答信号を１次拡散し、１次拡散後の応答信号をＩＦＦＴ部２１６へ出力する。すな
わち、拡散部２１５は、制御部２０９からの指示に従って、応答信号を１次拡散する。
【００８０】
　ＩＦＦＴ部２１６は、１次拡散後の応答信号を制御部２０９から入力される周波数リソ
ース情報に基づいて周波数軸上に配置し、ＩＦＦＴを行う。そして、ＩＦＦＴ部２１６は
、ＩＦＦＴ後の応答信号をＣＰ付加部２１７へ出力する。
【００８１】
　ＣＰ付加部２１７は、ＩＦＦＴ後の応答信号の後尾部分と同じ信号をＣＰとしてその応
答信号の先頭に付加する。
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【００８２】
　拡散部２１８は、制御部２０９によって設定されたブロックワイズ拡散コード系列を用
いてＣＰ付加後の応答信号を２次拡散し、２次拡散後の応答信号を多重部２２２へ出力す
る。つまり、拡散部２１８は、１次拡散後の応答信号を制御部２０９で選択されたリソー
スに対応するブロックワイズ拡散コード系列を用いて２次拡散する。
【００８３】
　ＩＦＦＴ部２１９は、参照信号を制御部２０９から入力される周波数リソース情報に基
づいて周波数軸上に配置し、ＩＦＦＴを行う。そして、ＩＦＦＴ部２１９は、ＩＦＦＴ後
の参照信号をＣＰ付加部２２０へ出力する。
【００８４】
　ＣＰ付加部２２０は、ＩＦＦＴ後の参照信号の後尾部分と同じ信号をＣＰとしてその参
照信号の先頭に付加する。
【００８５】
　拡散部２２１は、制御部２０９から指示された直交系列でＣＰ付加後の参照信号を拡散
し、拡散後の参照信号を多重部２２２へ出力する。
【００８６】
　多重部２２２は、２次拡散後の応答信号と拡散後の参照信号とを１スロットに時間多重
して無線送信部２２３へ出力する。
【００８７】
　無線送信部２２３は、２次拡散後の応答信号または拡散後の参照信号に対しＤ／Ａ変換
、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行う。そして、無線送信部２２３は、アン
テナから基地局１００へ送信する。
【００８８】
　［基地局１００及び端末２００の動作］
　以上の構成を有する基地局１００及び端末２００の動作について説明する。図７は、基
地局１００及び端末２００の動作説明に供する図である。
【００８９】
　〈基地局１００によるリソース割当制御〉
　基地局１００において、制御部１０１は、端末２００毎に設定されている単位バンドグ
ループにおける基本単位バンドに関する情報を保持している。制御部１０１は、端末２０
０に対して下り回線データを送信する場合、当該端末２００にとっての基本単位バンドを
優先して使用する。すなわち、基地局１００側で１つのデータ（Ｔｒａｎｓｐｏｔ　ｂｌ
ｏｃｋ：ＴＢとも呼ぶ）を端末２００に送信する場合、制御部１０１は、当該端末２００
にとっての基本単位バンドにデータをマッピングする制御を行い、また、端末２００に対
して、基本単位バンド以外の下り単位バンドでデータの配置が無いことを通知するＤＡＩ
ビット情報を生成する。このＤＡＩビットは、制御部１０１から、その他の制御情報と一
緒に制御情報生成部１０２へ出力され、下り回線データと同一の下り単位バンドで送信さ
れる。また、基地局１００側で２つ以上のデータを端末２００に同時に送信する場合、制
御部１０１は、一つのデータを必ず端末２００の基本単位バンドにマッピングし、残りの
データは単位バンドグループ内の基本単位バンドを除く任意の下り単位バンドにマッピン
グする制御を行う。制御部１０１は、端末２００に対して、基本単位バンド以外の下り単
位バンドでデータの配置がある単位バンド数を通知するＤＡＩビット情報を生成し、制御
情報生成部１０２に出力する。このＤＡＩビットは、基本単位バンドで送信される下り割
当制御情報に含まれて端末２００に通知される。
【００９０】
　基地局１００は、下り回線データの送信宛先端末２００に対して、当該送信宛先端末２
００に設定された単位バンドグループ内の、下り回線データの送信に利用する下り単位バ
ンドにおいて下り割当制御情報をそれぞれ送信する。また、基地局１００は、下り回線デ
ータの送信に利用される基本単位バンド以外の下り単位バンドの数を、基本単位バンドで
送信される下り割当制御情報に含まれるＤＡＩによって、送信宛先端末２００に通知する
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。
【００９１】
　図７を参照して具体的に説明すると、送信宛先端末２００（図７Ａでは、端末１）に対
しては、下り単位バンド１，２及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定
されている。ここで、送信宛先端末２００に対してＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎによる通信が適用される場合、基地局１００は、下り単位バンド１，２の双方を用い
て、下り割当制御情報を端末１へ送信する。この下り割当制御情報を送信するために、基
地局１００は、下り単位バンドの下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に含まれるサブチャネ
ル（すなわち、Ｌ１／Ｌ２　ＣＣＨ）を端末１に割り当て、割り当てたサブチャネルを用
いて端末１へ下り割当制御情報を送信する。各サブチャネルは、１つ又は複数のＣＣＥに
よって構成されている。
【００９２】
　〈端末２００による下り回線データの受信〉
　端末２００では、報知信号受信部２０５が、端末２００に通知された単位バンドグルー
プを構成する上り単位バンドに関する情報を報知するＢＣＨが送信される下り単位バンド
を基本単位バンドとして特定する。
【００９３】
　また、判定部２０８が、各下り単位バンドの下り制御チャネルに自装置宛の下り割当制
御情報が含まれているか否かを判定し、自身宛の下り割当制御情報を抽出部２０４へ出力
する。
【００９４】
　抽出部２０４は、判定部２０８から受け取る下り割当制御情報に基づいて、受信信号か
ら下り回線データを抽出する。
【００９５】
　こうして端末２００は、基地局１００から送信された下り回線データを受信することが
できる。
【００９６】
　図７を参照して具体的に説明すると、まず、上り単位バンド１に関する情報を報知する
ＢＣＨが下り単位バンド１で送信されるので、下り単位バンド１が端末１の基本単位バン
ドとなる。
【００９７】
　また、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド１で送信
される下り回線データ（DL data）の送信に用いられるリソースに関する情報が含まれ、
下り単位バンド２で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド２で送信される下
り回線データの送信に用いられるリソースに関する情報が含まれる。
【００９８】
　従って、端末１は、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報及び下り単位バン
ド２で送信される下り割当制御情報を受信することにより、下り単位バンド１及び下り単
位バンド２の両方で下り回線データを受信することができる。逆に、下り割当制御情報を
受信することができなければ、端末１は、下り回線データを受信することができない。
【００９９】
　また、端末２００は、下り単位バンド１で送信されるＤＡＩにより、下り割当制御情報
が、基本単位バンドである下り単位バンド１だけでなく、下り単位バンド２でも送信され
ていることを認識することができる。
【０１００】
　〈端末２００による応答〉
　ＣＲＣ部２１２は、受信に成功した下り割当制御情報に対応する下り回線データについ
て誤り検出を行い、誤り検出結果をBundling部２１３へ出力する。
【０１０１】
　そして、Bundling部２１３は、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果及び制御部２
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０９から受け取るＤＡＩに基づいて、次のように応答信号の送信制御を行う。
【０１０２】
　すなわち、Bundling部２１３は、ＤＡＩから求められる下り回線データの数と等しい数
の誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受け取る場合（つまり、全ての下り単位バンドにお
いて下り割当制御情報の受信に成功した場合）には、これらの誤り検出結果を１つにまと
めた束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を基地局１００へ送信する。
【０１０３】
　また、Bundling部２１３は、基本単位バンドで下り割当制御情報の受信に成功し、基本
単位バンドで送信された下り回線データについての誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受
け取るが、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果の総数がＤＡＩから求められる下り
回線データの数よりも少ない場合、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＮＡＣＫを送信する。
なお、ここではＮＡＣＫを送信するとしたが、応答信号自体を送信しないこととしても良
い。端末２００が応答信号を送信しなくても、基地局１００はＤＴＸと見なして再送制御
を行うので、ＮＡＣＫを送信した場合と結果として同じ再送制御が為されるためである。
【０１０４】
　また、Bundling部２１３は、ＣＲＣ部２１２から誤り検出結果自体を受け取らない場合
（つまり、端末２００でいずれの下り割当制御情報の受信にも成功しなかった場合）だけ
でなく、基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信された下り回線データについての誤
り検出結果のみを受け取る場合（つまり、基本単位バンドの下り割当制御情報の受信に成
功しなかった場合）にも、応答信号を基地局１００へ送信しない。
【０１０５】
　図７を参照して応答信号の送信制御を具体的に説明する。図７Ｂでは、Ｃａｒｒｉｅｒ
　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが基地局１００と端末１との間の通信に適用されることが前提
とされている。
【０１０６】
　Bundling部２１３は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り単位バ
ンド２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に成功した場合には、両下り割当制御
情報の示すリソースで受信した下り回線データの誤り検出結果に基づく応答信号（すなわ
ち、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号）を、従来から下り単位バンド１に対応する上り制御チャネ
ル用のリソースとして用意されているＰＵＣＣＨ１で送信する。
【０１０７】
　また、Bundling部２１３は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報の受信の
みに成功した場合には、ＮＡＣＫを、ＰＵＣＣＨ１で送信する。
【０１０８】
　また、Bundling部２１３は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り
単位バンド２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に失敗した場合だけでなく、下
り単位バンド２で送信された下り割当制御情報の受信にのみ成功した場合も、応答信号を
送信しない。こうすることで、単位バンドグループにおける下り単位バンド２と上り単位
バンド１との対応関係に対応する上り制御チャネル用に新たにリソースを確保する必要が
ない。この結果、上り制御チャネルのオーバーヘッドを削減できる。
【０１０９】
　なお、Bundling部２１３は、基本単位バンドで送信された下り回線データについての誤
り検出結果のみをＣＲＣ部２１２から受け取り、且つ、基本単位バンドのみで下り回線デ
ータが送信されることをＤＡＩが示す場合には、そのＣＲＣ部２１２から受け取った誤り
検出結果を基地局１００へ送信する。この場合には、そもそもＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎが適用されていないからである。
【０１１０】
　以上で説明した応答信号の送信制御を行ったとしても、ACK/NACK bundling動作では、
そもそも、下り単位バンドに配置された下り回線データのうちいずれか一つでも受信に失
敗すれば端末からＮＡＣＫが送信され、これに応じて基地局側では全ての下り回線データ
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の再送を行うことが前提となっているので、ACK/NACK Bundlingにおける再送効率が劣化
することは無い。
【０１１１】
　また、以上で説明した応答信号の送信制御を行うことにより、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末に設定される、１つの下り単位バンド
と１つの上り単位バンドとから成るバンドペアにおいて用いられる上り制御チャネル用の
リソースを、このバンドペアを含む単位バンドグループにおいても利用することができる
。このことは、基本単位バンドを、基地局が個別に端末に対して構成した非対称Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎにおける単位バンドグループのうち、上り単位バンドの
情報を報知するＢＣＨが配置された下り単位バンドとして定義することにより、保証され
ている。従って、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎを行うことによって下
り単位バンドと上り単位バンドとの対応関係が新たに生じるにも関わらず、この対応関係
に対応する上り制御チャネル用のリソースを新たに確保する必要が無いので、上り制御チ
ャネルのオーバーヘッドを削減できる。また、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信を行う能力の無い端末に設定されるバンドペアにおける下り単位バンドとこれ
に対応する上り制御チャネル用のリソースとの対応関係も維持されるので、Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の有る端末とＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末とが共存できるシステムを実現できる
。
【０１１２】
　以上のように本実施の形態によれば、端末２００は、複数の下り単位バンドと上り単位
バンドとからなる単位バンドグループを用いて基地局１００と通信し、且つ、下り単位バ
ンドの下り制御チャネルで送信された下りデータの誤り検出結果に基づく応答信号を下り
割当制御情報の送信に利用されたリソースに対応する上り単位バンドの上り制御チャネル
で送信する。
【０１１３】
　この端末２００において、制御情報受信手段としての抽出部２０４、復調部２０６、復
号部２０７、及び判定部２０８が、上記単位バンドグループに含まれる複数の下り単位バ
ンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信し、下りデータ受信手段と
しての抽出部２０４、復調部２１０、及び復号部２１１が、上記下り割当制御情報が示す
下りデータチャネルで送信された下りデータを受信し、ＣＲＣ部２１２が、受信された下
りデータの受信誤りを検出する。そして、Bundling部２１３が、ＣＲＣ部２１２で得られ
た誤り検出結果及び上記下り割当制御情報の受信成否に基づいて、基地局１００における
下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する。
【０１１４】
　そして、Bundling部２１３は、単位バンドグループにおいて上り単位バンドに関する情
報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び当
該基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドのそれぞれにおいて下り割当制御情報が基
地局から送信されることを第１の条件とし、第１の条件が満たされ、且つ、上記制御情報
受信手段において基本単位バンド及び第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情
報の全ての受信に成功した場合、並びに、第１の条件が満たされ、且つ、制御情報受信手
段において基本単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には
、基本単位バンドと上り単位バンドとのバンドペアに対して設けられた上り制御チャネル
のリソースで、応答信号を基地局１００へ送信する。また、Bundling部２１３は、第１の
条件が満たされ、且つ、制御情報受信手段において第２の下り単位バンドで送信された下
り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、応答信号を基地局１００へ送信しない。
なお、あるサブフレームにおいて端末２００が１つも下り割当制御情報の受信に成功しな
かった場合、端末２００側では実際に基地局１００が端末２００に下り割当制御情報を送
信したのか、それとも当該サブフレームにおいて下り割当制御情報の受信に失敗したのか
判断することが出来ないが、いずれにしろ端末２００から基地局１００へ応答信号は送信
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されない。
【０１１５】
　こうすることで、単位バンドグループにおける基本単位バンド以外の下り単位バンドと
基本単位バンドとバンドペアを形成する上り単位バンドとの対応関係に対応する上り制御
チャネル用に新たにリソースを確保する必要がないので、上り制御チャネルのオーバーヘ
ッドを削減できる。
【０１１６】
　なお、以上の説明では、１次拡散にＺＡＣ系列を用い、２次拡散にブロックワイズ拡散
コード系列を用いる場合について説明する。しかし、１次拡散には、ＺＡＣ系列以外の、
互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な系列を用いても良い。例えば、ＧＣＬ
（Generalized Chirp like）系列、ＣＡＺＡＣ（Constant Amplitude Zero Auto Correla
tion）系列、ＺＣ（Zadoff-Chu）系列、Ｍ系列や直交ゴールド符号系列等のＰＮ系列、ま
たは、コンピュータによってランダムに生成された時間軸上での自己相関特性が急峻な系
列等を１次拡散に用いても良い。また、２次拡散には、互いに直交する系列、または、互
いにほぼ直交すると見なせる系列であればいかなる系列をブロックワイズ拡散コード系列
として用いてもよい。例えば、ウォルシュ系列またはフーリエ系列等をブロックワイズ拡
散コード系列として２次拡散に用いることができる。以上の説明では、ＺＡＣ系列の循環
シフト量とブロックワイズ拡散コード系列の系列番号とによって応答信号のリソース（例
えば、ＰＵＣＣＨリソース）が定義されている。
【０１１７】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、基地局１００から送信宛先端末２００に対して一つの下り回線デー
タ（TB）が送信される場合には、必ず当該送信宛先端末２００にとっての基本単位バンド
に下り回線データをマッピングするとしたが、実施の形態２では、基地局１００が送信宛
先端末２００にとっての基本単位バンド以外にのみ下り回線データを配置することを許容
した点、及び、基本単位バンド以外の下り単位バンドにおける下り割当制御情報の中に、
基本単位バンドにも下り回線データが含まれているか否か（すなわち、基本単位バンドで
端末２００に対する下り割当制御情報が送信されたか否か）を示すビット(Anchor Assign
ment Indicator ： AAI)が含まれる点において実施の形態１と相違する。すなわち、実施
の形態２では、実施の形態１で説明した応答信号の送信制御方法が用いられる第１のモー
ドと、任意の宛先端末に対する下り回線データが基本単位バンド以外の下り単位バンドに
のみマッピングされる第２のモードとの間で、モードを切り替えることができる。これに
より、実施の形態２では、実施の形態１と比べて、基地局の下り回線データのマッピング
に関する自由度が向上する。
【０１１８】
　以下、具体的に説明する。実施の形態２における基地局および端末の構成は実施の形態
１と同様であるので、図５と図６を援用して説明する。
【０１１９】
　〈基地局１００によるリソース割当制御〉
　実施の形態２に係る基地局１００の制御部１０１は、送信宛先端末２００に対して下り
回線データを送信する場合、当該送信宛先端末２００にとっての基本単位バンドを使用す
るかそれ以外の下り単位バンドを使用するかを決定する。すなわち、制御部１０１は、上
記した第１のモード又は第２のモードを選択する。
【０１２０】
　また、制御部１０１は、第１のモードであるか第２のモードであるかに関わらず、基本
単位バンド以外の下り単位バンドで下り回線データの割当がある場合には、当該下り単位
バンドにおける下り制御チャネルでＡＡＩビットを送信する。ＡＡＩビットは、制御部１
０１から制御情報生成部１０２に出力され、制御情報生成部１０２にて制御情報に含めら
れて基本単位バンド以外の下り単位バンドを介して送信される。このＡＡＩビットは、基
本単位バンドで下り回線データが送信されているか否か、つまり、送信宛先端末２００へ
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下り回線データを送信することに基本単位バンドが用いられているか否かを示す。
【０１２１】
　すなわち、制御部１０１は、第１のモードを選択するときには、基本単位バンドにおけ
るＤＡＩビットによって基本単位バンド以外の割当単位バンド数を通知すると共に、基本
単位バンド以外の下り単位バンドにおけるＡＡＩビットによって、「基本単位バンドにお
ける下り回線データ割当が有る」ことを送信宛先端末２００に通知する。
【０１２２】
　また、制御部１０１は、第２のモードを選択するときには、基本単位バンド以外の下り
単位バンドにおけるＡＡＩビットによって、「基本単位バンドにおける下り回線データ割
当が無い」ことを端末２００に通知する。ただし、この場合でも、端末２００は、基本単
位バンドと上記バンドペアを構成する上り単位バンドの上り制御チャネルを用いて、応答
信号を送信する。従って、基地局１００は、第２のモードを選択するときには、基本単位
バンド以外の下り単位バンドにおいて端末２００向けの下り割当制御情報の送信に用いら
れたＣＣＥと関連付けられた上り制御チャネルのリソースを、端末２００からの応答信号
を受けるために確保しておく。
【０１２３】
　図８を参照して具体的に説明する。図８では、端末１に対して、下り単位バンド１，２
及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定されている。そして、図８Ａに
は、基本単位バンドである下り単位バンド１では下り割当制御情報が送信されず、下り単
位バンド２からのみ下り割当制御情報が送信されている状況が示されている。すなわち、
図８Ａでは、第２のモードが選択されている。従って、制御部１０１は、下り単位バンド
２で、「基本単位バンドにおける下り回線データ割当が無い」ことを示すＡＡＩを端末１
へ送信する。そして、基地局１００では、単位バンドグループにおける下り単位バンド２
において端末２００向けの下り割当制御情報の送信に用いられたＣＣＥと関連付けられた
上り単位バンド１の上り制御チャネルにおけるリソースを確保しておく。すなわち、基地
局１００と端末２００との間で、予め下り単位バンド２における下り制御チャネルのＣＣ
Ｅと、上り単位バンド１の上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ１）におけるリソースの関連付
けが共有されており（図８の例では、下り単位バンド１，２の下り制御チャネルにおいて
、同一の識別番号を持つＣＣＥをＰＵＣＣＨ１における同一のリソースと対応付けるとい
う情報が基地局１００と端末２００との間で共有されている）、基地局は、下り単位バン
ド１で下り割当制御情報を受信するその他の端末２００がＰＵＣＣＨ１における同一のリ
ソースを用いることが無いように、その他の端末２００に対する下り割当制御情報が用い
るべきＣＣＥを制御する。換言すれば、このＰＵＣＣＨ１は、下り単位バンド１と上り単
位バンド１とのバンドペアにおいても利用されるリソースである。
【０１２４】
　〈端末２００による応答〉
　実施の形態２に係る端末２００のBundling部２１３は、判定部２０８からＤＡＩ又はＡ
ＡＩを取得する。Bundling部２１３は、基本単位バンドにおける下り割当制御情報を受信
した場合には、当該制御情報から抽出したＤＡＩによって、端末２００に設定された単位
バンドグループにおいて、いくつの下り単位バンドに下り回線データが配置されているか
を認識する。一方、Bundling部２１３は、基本単位バンドにおける下り割当制御情報を受
信に失敗し、且つ、基本単位バンド以外の下り単位バンドにおいて下り割当制御情報を受
信した場合には、当該制御情報から抽出したＡＡＩによって、基本単位バンドに下り回線
データが配置されているか否かを認識する。なお、ＡＡＩを受信する処理は、ＤＡＩを受
信する処理と共通する。
【０１２５】
　Bundling部２１３は、ＤＡＩを取得した場合には、実施の形態１と同様の動作をする。
【０１２６】
　また、Bundling部２１３は、ＤＡＩを取得できず、ＡＡＩのみ取得した場合には、次の
ような応答信号の送信制御を行う。ＡＡＩが基本単位バンドでの割当有りを示していた場
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合には、Bundling部２１３は、実施の形態１と同様に基本単位バンドにおける下り割当制
御情報の受信に失敗したと判断し、応答信号を送信しない。
【０１２７】
　逆に、ＡＡＩが「基本単位バンドでの割当無し」を示していれば、Bundling部２１３は
、基本単位バンド以外の下り単位バンドによってのみ下り回線データが送信されていると
判断し、当該下り単位バンドにおいて受信した下り割当制御情報がマッピングされていた
ＣＣＥに対応する上り制御チャネルのリソースを用いて、応答信号を送信する。ただし、
この応答信号は、下り回線データの送信に利用された、基本単位バンド以外の下り単位バ
ンドとバンドペアを形成する上り単位バンド（すなわち、基本単位バンド以外の下り単位
バンドにおける報知情報によって通知される上り単位バンド）の上り制御チャネルで送信
されるのではなく、単位バンドグループ内の関連づけに従って基本単位バンドとバンドペ
アを形成する上り単位バンドの上り制御チャネルで送信される。
【０１２８】
　具体的には、図８に示される状況では、基本単位バンドでない下り単位バンド２のみで
下り割当制御情報が送信されているので、Bundling部２１３は、下り単位バンド２におい
て受信した下り割当制御情報がマッピングされていたＣＣＥに対応するＰＵＣＣＨ１のリ
ソースを用いて、応答信号を送信する。ただし、当然のことながら、図８Ｂに示すように
、端末２００が下り単位バンド２で送信された下り割当制御情報の受信に失敗した場合に
は、応答信号は送信されない。
【０１２９】
　この応答信号が送信されるリソースの制御は、制御部２０９によって行われる。具体的
には、基本単位バンドで自装置宛ての下り割当制御情報を受信できず、かつ、その他の下
り単位バンドにおけるＡＡＩが「基本単位バンドでの割当無し」を示している場合には、
制御部２０９は、当該下り単位バンドにおける下り割当制御情報がマッピングされていた
ＣＣＥの識別番号（Index）を取得する。そして、制御部２０９は、基本単位バンドの下
り制御チャネルのＣＣＥと、基本単位バンドとバンドペアを形成する上り単位バンドの上
り制御チャネルのリソースとの関連付けと同一の対応関係を用いて、上記取得したＣＣＥ
の識別番号と対応する上り制御チャネルのリソース(周波数リソース、符号リソース)を特
定する。そして、制御部２０９は、特定された上り制御チャネルのリソースに応じて、拡
散部２１５、ＩＦＦＴ部２１６、拡散部２１８、ＩＦＦＴ部２１９及び拡散部２２１を制
御する。
【０１３０】
　なお、基本単位バンドと基本単位バンド以外の下り単位バンドとで、同一の識別番号を
持つＣＣＥが同一の上り制御チャネルのリソースと関連付けられるため、基地局１００は
、上り制御チャネルのリソースが衝突しないように、基本単位バンドにおけるＣＣＥの利
用を制御する必要がある。例えば、基本単位バンドにおける同一の識別番号を持つＣＣＥ
を、その他の端末２００に対する上り割当制御情報に割り当てるなどの工夫により、上り
制御チャネルのリソースの衝突は簡単に解決できる。
【０１３１】
　以上のように、第１のモードの他に、第２のモードを用意することにより、基本単位バ
ンドとそれ以外の下り単位バンドにおける下り回線データの配置の自由度を向上させるこ
とができる。
【０１３２】
　以上のように本実施の形態によれば、基地局１００は、下り回線データを送信する場合
、基本単位バンド以外の下り単位バンドに優先して、基本単位バンドに下り割当制御情報
をマッピングする第１の送信モードと、基本単位バンド以外の下り単位バンドのみに下り
割当制御情報をマッピングする第２の送信モードとを有する。
【０１３３】
　そして、端末２００において、Bundling部２１３が、第２の送信モードが採用されてい
ることを第２の条件とし、第２の条件が満たされ、且つ、上記制御情報受信手段において
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基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場
合には、基本単位バンド以外の下り単位バンドと上り単位バンドのバンドペアに対して設
けられた上り制御チャネルのリソースで、応答信号を送信する。
【０１３４】
　こうすることで、基本単位バンドとそれ以外の下り単位バンドにおける下り回線データ
の配置の自由度を向上させることができる。
【０１３５】
　（実施の形態３）
　実施の形態１、２では、端末が基地局に対して下り回線データに対する応答信号のみを
送信する場合について説明した。しかしながら、端末が応答信号を送信する同一サブフレ
ームにおいて、基地局が端末に対して上り回線データの送信を指示することもありうる。
実施の形態３は、端末が応答信号を送信すべきサブフレームで、端末が基地局から上り回
線データも送信するように指示を受ける点において、実施の形態１、２と相違する。
【０１３６】
　［基地局の構成］
　図９は、本発明の実施の形態３に係る基地局３００の構成を示すブロック図である。図
９において、基地局３００は、制御部３０１と、制御情報生成部３０２と、マッピング部
３０９と、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部３２０と、ＩＤＦＴ部３２１と、復調／復号部
３２２とを有する。
【０１３７】
　制御部３０１は、リソース割当対象端末４００に対して、制御情報を送信するための下
りリソース（つまり、下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソース）、並び
に、当該制御情報に含まれる、下り回線データを送信するための下りリソース（つまり、
下りデータ割当リソース）及び上り回線データを送信するための上りリソース（つまり、
上りデータ割当リソース）を割り当てる。このリソース割当は、リソース割当対象端末４
００に設定される単位バンドグループに含まれる下り単位バンドにおいて行われる。また
、下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソースは、各下り単位バンドにおけ
る下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に対応するリソース内で選択される。また、下りデー
タ割当リソースは、各下り単位バンドにおける下りデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応
するリソース内で選択される。また、リソース割当対象端末４００が複数有る場合には、
制御部３０１は、リソース割当対象端末４００のそれぞれに異なるリソースを割り当てる
。
【０１３８】
　下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソースは、上記したＬ１／Ｌ２ＣＣ
Ｈと同等である。すなわち、下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソースは
、１つ又は複数のＣＣＥから構成される。また、下り割当て制御情報割当リソースが占有
する各ＣＣＥは、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の構成リソースと１対１に対応づけら
れている。ただし、ＣＣＥとＰＵＣＣＨ構成リソースとの関連付けは、ＬＴＥシステム向
けに報知された下り単位バンドと上り単位バンドの関連付けにおいてなされる。すなわち
、端末４００に対して送信された複数の下り制御情報割当リソースを構成するＣＣＥに対
応付けられたＰＵＣＣＨの構成リソースが、全て、当該端末４００向けに設定された上り
単位バンド内に含まれるとは限らない。
【０１３９】
　また、制御部３０１は、リソース割当対象端末４００に対して制御情報を送信する際に
用いる符号化率を決定する。この符号化率に応じて制御情報のデータ量が異なるので、こ
のデータ量の制御情報をマッピング可能な数のＣＣＥを持つ下り制御情報割当リソース及
上り制御情報割当リソースが、制御部３０１によって割り当てられる。
【０１４０】
　また、制御部３０１は、リソース割当対象端末４００に対して、基本単位バンド以外に
リソースを割り当てた下り単位バンドの数を示す情報であるＤＡＩ（Downlink Assignmen
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t Indicator）を生成する。
【０１４１】
　そして、制御部３０１は、下りデータ割当リソース及び上りデータ割当リソースに関す
る情報、並びに、ＤＡＩを制御情報生成部３０２へ出力する。また、制御部３０１は、符
号化部１０３に対して、符号化率に関する情報を出力する。また、制御部３０１は、送信
データ（つまり、下り回線データ）の符号化率を決定し、符号化部１０６に出力し、受信
データ（つまり、上り回線データ）の符号化率を決定し、復調／復号部３２２に出力する
。また、制御部３０１は、下りデータ割当リソース、下り制御情報割当リソース及び上り
制御情報割当リソースに関する情報をマッピング部３０９に対して出力する。ただし、制
御部３０１は、実施の形態１と同様に、下りデータと当該下りデータに対する下り制御情
報を同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御する。
【０１４２】
　制御情報生成部３０２は、下りデータ割当リソースに関する情報及びＤＡＩを含む、下
り割当制御情報を生成して符号化部１０３へ出力すると共に、上りデータ割当リソースに
関する情報を含む上り割当制御情報を生成して符号化部１０３へ出力する。ただし、ＤＡ
Ｉは、リソース割当対象端末４００に設定された単位バンドグループに含まれる下り単位
バンドの内、基本単位バンドで送信される下り割当制御情報にのみ含められる。
【０１４３】
　マッピング部３０９は、制御部３０１から受け取る下り制御情報割当リソース及び上り
制御情報割当リソースの示すリソースに、変調部１０４から受け取る制御情報の変調信号
をマッピングし、ＩＦＦＴ部１１０へ出力する。
【０１４４】
　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部３２０は、受信信号をＦＦＴし、上り回線データが含ま
れるリソース（すなわち、ＰＵＳＣＨ）と応答信号が含まれる可能性のあるリソース（す
なわち、ＰＵＣＣＨ）とを周波数軸上で分離する。そして、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離
部３２０は、抽出したＰＵＣＣＨ信号（応答信号のみを含む）を逆拡散部１１５に出力し
、ＰＵＳＣＨ信号（上り回線データのみを含む）の周波数成分をＩＤＦＴ部３２１に出力
する。
【０１４５】
　ＩＤＦＴ部３２１は、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部３２０から受け取るＰＵＳＣＨ信
号の周波数成分に対し、ＩＤＦＴ処理をすることによって時間軸上の信号（Time domain 
signal）へ変換し、復調／復号部３２２に出力する。
【０１４６】
　復調／復号部３２２は、制御部３０１から指示された上り回線データに対応する符号化
率を用いて上り回線データが含まれる信号成分を復調・復号し、受信データとして出力す
る。
【０１４７】
　［端末の構成］
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る端末４００の構成を示すブロック図である。図
１０において、端末４００は、判定部４０８と、制御部４０９と、上り制御チャンネル生
成部４２４と、符号化／変調部４２５と、ＤＦＴ部４２６と、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多
重部４２７と、ＣＰ付加部４２８とを有する。
【０１４８】
　判定部４０８は、実施の形態１と同様に、復号部２０７から受け取る復号結果に含まれ
る制御情報が自装置宛の制御情報であるか否かをブラインド判定する。この判定は、上記
した抽出単位に対応する復号結果を単位として行われる。例えば、判定部４０８は、自装
置の端末ＩＤでＣＲＣビットをデマスキングし、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）となった制御
情報を自装置宛の制御情報であると判定する。そして、判定部４０８は、自装置宛の制御
情報に含まれる、自装置に対する下りデータ割当リソースに関する情報を抽出部２０４へ
出力すると共に、上りデータ割当リソースに関する情報を制御部４０９へ出力する。また
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、判定部４０８は、基本単位バンドで得られた、自装置宛の下り割当制御情報に含まれる
ＤＡＩ情報をBundling部２１３へ出力する。
【０１４９】
　また、判定部４０８は、基本単位バンドの下り制御チャネルにおいて、上記した自装置
宛の下り割当制御情報がマッピングされていたＣＣＥを特定し、特定したＣＣＥの識別情
報を制御部４０９へ出力する。
【０１５０】
　制御部４０９は、判定部４０８から受け取るＣＣＥ識別情報の示すＣＣＥに対応するＰ
ＵＣＣＨリソース(周波数・符号)を、単位バンドグループに含まれる上り単位バンド内で
特定する。また、制御部４０９は、判定部４０８から受けとる上り割当制御情報から、上
り回線データの送信に用いるべきＰＵＳＣＨリソース（上り単位バンドにおける周波数位
置）を特定し、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に出力すると共に、その上り割当制
御情報から上り回線データ向けの符号化率及び変調方式を特定し、符号化／変調部４２５
に出力する。
【０１５１】
　更に、制御部４０９は、基本単位バンドにおいて下り割当制御情報を受信した場合には
、ＰＵＳＣＨリソースとＰＵＣＣＨリソースを周波数軸上で多重する（すなわち、ＦＤＭ
を適用する）ように、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に対して指示を出す。また、
制御部４０９は、基本単位バンドにおいて下り割当制御情報を受信しなかった場合には、
その他の下り単位バンドにおける下り割当制御情報の受信状況に関わらず、上り回線デー
タのみを送信するように、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に対して指示を出す。
【０１５２】
　そして、制御部４０９は、ＰＵＣＣＨリソースに対応するＺＡＣ系列及び循環シフト量
を、上り制御チャネル信号生成部４２４の１次拡散部４３２へ出力し、周波数リソース情
報をＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に出力する。また、制御部４０９は、ＰＵＣＣ
Ｈリソースに対応する２次拡散に用いるべき直交符号系列（すなわち、ウォルシュ系列及
びＤＦＴ系列）を２次拡散部４３３へ出力する。
【０１５３】
　上り制御チャネル信号生成部４２４は、Bundling部２１３から受け取る応答信号に基づ
いて、上り単位バンドで送信される上り制御チャネル信号（すなわち、ＰＵＣＣＨ信号）
を生成する。具体的には、上り制御チャネル信号生成部４２４は、変調部４３１と、１次
拡散部４３２と、２次拡散部４３３とを有する。
【０１５４】
　変調部４３１は、Bundling部２１３から入力される応答信号（すなわち、束ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ信号）を変調して１次拡散部４３２へ出力する。
【０１５５】
　１次拡散部４３２は、制御部４０９によって設定されたＺＡＣ系列及び循環シフト量に
基づいて応答信号を１次拡散し、１次拡散後の応答信号を２次拡散部４３３へ出力する。
すなわち、１次拡散部４３２は、制御部４０９からの指示に従って、応答信号を１次拡散
する。
【０１５６】
　２次拡散部４３３は、制御部４０９によって設定された直交符号系列を用いて応答信号
を２次拡散し、２次拡散後の応答信号を周波数軸上の信号(Frequency domain signal)と
して、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７へ出力する。つまり、２次拡散部４３３は、
１次拡散後の応答信号を制御部４０９で選択されたリソースに対応する直交符号系列を用
いて２次拡散し、周波数軸上のＰＵＣＣＨ成分をＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７へ
出力する。
【０１５７】
　符号化／変調部４２５は、制御部４０９から指示される符号化率、変調方式を用いて、
送信データの符号化及び変調を行い、変調後の信号を時間軸上の波形としてＤＦＴ部４２
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６へ出力する。
【０１５８】
　ＤＦＴ部４２６は、符号化／変調部４２５から入力される時間軸上の信号(Time domain
 signal)を、ＤＦＴ処理によって周波数軸上の信号に変換し、周波数軸上のＰＵＳＣＨ信
号としてＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に出力する。
【０１５９】
　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７は、制御部４０９の指示によってＰＵＣＣＨ信号
とＰＵＳＣＨ信号とを周波数軸上で多重するか否かを決定する。そして、ＰＵＣＣＨ／Ｐ
ＵＳＣＨ多重部４２７は、周波数軸上で多重する場合にはＰＵＣＣＨ信号とＰＵＳＣＨ信
号とをまとめてＩＦＦＴ処理を行い、処理後の信号をＣＰ付加部４２８に出力し、また、
周波数軸上で多重しない場合には、ＰＵＳＣＨ信号のみにＩＦＦＴ処理を行い、処理後の
信号をＣＰ付加部４２８へ出力する。
【０１６０】
　ＣＰ付加部４２８は、ＩＦＦＴ後の時間軸上の信号に対し、後尾部分と同じ信号をＣＰ
としてその信号の先頭に付加し、ＣＰ付加後の信号を無線送信部２２３に出力する。
【０１６１】
　［基地局３００及び端末４００の動作］
　以上の構成を有する基地局３００及び端末４００の動作について説明する。図１１は、
基地局３００及び端末４００の動作説明に供する図である。
【０１６２】
　〈基地局３００によるリソース割当制御〉
　基地局３００において、制御部３０１は、端末４００毎に設定されている単位バンドグ
ループにおける基本単位バンドに関する情報を保持している。制御部３０１は、端末４０
０に対して下り回線データを送信する場合、当該端末４００にとっての基本単位バンドを
優先して使用する。すなわち、基地局３００側で１つのデータ（Ｔｒａｎｓｐｏｔ　ｂｌ
ｏｃｋ：ＴＢとも呼ぶ）を端末４００に送信する場合、制御部３０１は、当該端末４００
にとっての基本単位バンドにデータをマッピングする制御を行い、また、端末４００に対
して、基本単位バンド以外の下り単位バンドでデータの配置が無いことを通知するＤＡＩ
ビット情報を生成する。このＤＡＩビットは、制御部３０１から、その他の制御情報と一
緒に制御情報生成部３０２へ出力され、下り回線データと同一の下り単位バンドで送信さ
れる。また、基地局３００側で２つ以上のデータを端末４００に同時に送信する場合、制
御部３０１は、一つのデータを必ず端末４００の基本単位バンドにマッピングし、残りの
データは単位バンドグループ内の基本単位バンドを除く任意の下り単位バンドにマッピン
グする制御を行う。制御部３０１は、端末４００に対して、基本単位バンド以外の下り単
位バンドでデータの配置がある単位バンド数を通知するＤＡＩビット情報を生成し、制御
情報生成部３０２に出力する。このＤＡＩビットは、基本単位バンドで送信される下り割
当制御情報に含まれて端末４００に通知される。
【０１６３】
　基地局３００は、下り回線データの送信宛先端末４００に対して、当該送信宛先端末４
００に設定された単位バンドグループ内の、下り回線データの送信に利用する下り単位バ
ンドにおいて下り割当制御情報をそれぞれ送信する。また、基地局３００は、下り回線デ
ータの送信に利用される基本単位バンド以外の下り単位バンドの数を、基本単位バンドで
送信される下り割当制御情報に含まれるＤＡＩによって、送信宛先端末４００に通知する
。
【０１６４】
　さらに、基地局３００は、上り回線データ向けの上り回線リソースを端末４００に割当
てる。具体的には基地局３００の制御部３０１は、端末４００毎に設定されている単位バ
ンドグループにおけるいずれかの下り単位バンドを用いて、端末４００に対する上り回線
リソースを示す上り割当制御情報を送信する。
【０１６５】
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　図１１を参照して具体的に説明すると、送信宛先端末４００に対しては、下り単位バン
ド１，２及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定されている（図１１Ａ
参照）。ここで、送信宛先端末４００に対してＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信が適用される場合、基地局３００は、下り単位バンド１，２の双方を用いて、
下り割当制御情報を端末４００へ送信する。この下り割当制御情報を送信するために、基
地局３００は、下り単位バンドの下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に含まれるサブチャネ
ル（すなわち、Ｌ１／Ｌ２　ＣＣＨ）を端末４００に割り当て、割り当てたサブチャネル
を用いて端末４００へ下り割当制御情報を送信する。各サブチャネルは、１つ又は複数の
ＣＣＥによって構成されている。
【０１６６】
　また、基地局３００は、いずれかの下り単位バンド（図１１Ａでは下り単位バンド１）
を用いて、上り回線データ向けのリソースを通知するための上り割当制御情報を送信する
。この上り割当制御情報は、下り割当制御情報と同じく、下り単位バンドの下り制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）に含まれるサブチャネル（すなわち、Ｌ１／Ｌ２　ＣＣＨ）を占有す
る。
【０１６７】
　〈端末４００による下り回線データの受信〉
　端末４００では、報知信号受信部２０５が、端末４００に通知された単位バンドグルー
プを構成する上り単位バンドに関する情報を報知するＢＣＨが送信される下り単位バンド
を基本単位バンドとして特定する。
【０１６８】
　また、判定部４０８が、各下り単位バンドの下り制御チャネルに自装置宛の下り割当制
御情報が含まれているか否かを判定し、自身宛の下り割当制御情報を抽出部２０４へ出力
する。
【０１６９】
　抽出部２０４は、判定部４０８から受け取る下り割当制御情報に基づいて、受信信号か
ら下り回線データを抽出する。
【０１７０】
　こうして端末４００は、基地局３００から送信された下り回線データを受信することが
できる。
【０１７１】
　図１１を参照して具体的に説明すると、まず、上り単位バンド１に関する情報を報知す
るＢＣＨが下り単位バンド１で送信されるので、下り単位バンド１が端末１の基本単位バ
ンドとなる。
【０１７２】
　また、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド１で送信
される下り回線データ（DL data）の送信に用いられるリソースに関する情報が含まれ、
下り単位バンド２で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド２で送信される下
り回線データの送信に用いられるリソースに関する情報が含まれる。
【０１７３】
　従って、端末４００は、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報及び下り単位
バンド２で送信される下り割当制御情報を受信することにより、下り単位バンド１及び下
り単位バンド２の両方で下り回線データを受信することができる。逆に、下り割当制御情
報を受信することができなければ、端末４００は、下り回線データを受信することができ
ない。
【０１７４】
　また、端末４００は、下り単位バンド１で送信されるＤＡＩにより、下り割当制御情報
が、基本単位バンドである下り単位バンド１だけでなく、下り単位バンド２でも送信され
ていることを認識することができる。
【０１７５】
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　〈端末４００による応答信号及び上り回線データの送信〉
　ＣＲＣ部２１２は、受信に成功した下り割当制御情報に対応する下り回線データについ
て誤り検出を行い、誤り検出結果をBundling部２１３へ出力する。
【０１７６】
　また、制御部４０９は、判定部４０８から上り割当制御情報が入力され、かつ、基本単
位バンドで下り割当制御情報を受信した場合には、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７
に対して、ＰＵＣＣＨ信号（応答信号を含む）とＰＵＳＣＨ信号（上り回線データを含む
）とを周波数多重するように指示をする。ただし、制御部４０９は、判定部４０８から上
り割当制御情報が入力され、かつ、基本単位バンドで下り割当制御情報を受信しなかった
場合には、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に対して、ＰＵＳＣＨ信号のみを出力す
るように指示する。
【０１７７】
　すなわち、制御部４０９は、端末４００でいずれの下り割当制御情報の受信にも成功し
なかった場合だけでなく、基本単位バンド以外の下り単位バンドのみで下り割当制御情報
の受信に成功した場合（つまり、基本単位バンドの下り割当制御情報の受信に成功しなか
った場合）にも、応答信号を基地局３００へ送信しないよう制御する。
【０１７８】
　そして、Bundling部２１３は、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果及び制御部４
０９から受け取るＤＡＩに基づいて、次のように応答信号の送信制御を行う。
【０１７９】
　すなわち、Bundling部２１３は、ＤＡＩから求められる下り回線データの数と等しい数
の誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受け取る場合（つまり、全ての下り単位バンドにお
いて下り割当制御情報の受信に成功した場合）には、これらの誤り検出結果を１つにまと
めた束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を上り制御チャネル生成部４２４へ出力する。
【０１８０】
　また、Bundling部２１３は、基本単位バンドで下り割当制御情報の受信に成功し、基本
単位バンドで送信された下り回線データについての誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受
け取るが、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果の総数がＤＡＩから求められる下り
回線データの数よりも少ない場合、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＮＡＣＫを上り制御チ
ャネル生成部４２４へ出力する。
【０１８１】
　図１１を参照して応答信号の送信制御を具体的に説明する。図１１では、Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが基地局３００と端末４００との間の通信に適用されること
が前提とされている。
【０１８２】
　制御部４０９は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り単位バンド
２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に成功し、かつ、上り割当制御情報を受信
した場合（つまり、図１１Ｂの正常系の場合）には、両下り割当制御情報の示すリソース
で受信した下り回線データの誤り検出結果に基づく応答信号（つまり、束ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ信号）を、従来から下り単位バンド１に対応する上り制御チャネル用のリソースとして
用意されているＰＵＣＣＨ１内のリソースで送信し、同時に上り割り当て制御情報が示す
上り回線リソースを用いて上り回線データを送信するように制御する。すなわち、応答信
号と上り回線データとが周波数軸上で多重される。
【０１８３】
　また、制御部４０９は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報の受信のみに
成功し、かつ、上り割当制御情報を受信した場合（つまり、図１１Ｂのエラーケース１の
場合）には、ＮＡＣＫを、ＰＵＣＣＨ１内のリソースで送信し、同時に上り割り当て制御
情報が示す上り回線リソースを用いて上り回線データを送信するように制御する。
【０１８４】
　また、制御部４０９は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り単位
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バンド２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に失敗し、かつ、上り割当制御情報
を受信した場合（つまり、図１１Ｂにおけるエラーケース３の場合）だけでなく、下り単
位バンド２で送信された下り割当制御情報の受信にのみ成功し、かつ、上り割当制御情報
を受信した場合（つまり、図１１Ｂにおけるエラーケース２の場合）も、応答信号を送信
せず、上り回線データのみを送信する。こうすることで、単位バンドグループにおける下
り単位バンド２と上り単位バンド１との対応関係に対応する上り制御チャネル用に新たに
リソースを確保する必要がない。この結果、上り制御チャネルのオーバーヘッドを削減で
きる。
【０１８５】
　以上で説明した応答信号の送信制御を行ったとしても、ACK/NACK bundling動作では、
そもそも、下り単位バンドに配置された下り回線データのうちいずれか一つでも受信に失
敗すれば端末からＮＡＣＫが送信され、これに応じて基地局側では全ての下り回線データ
の再送を行うことが前提となっているので、ACK/NACK Bundlingにおける再送効率が劣化
することは無い。
【０１８６】
　また、以上で説明した応答信号の送信制御を行うことにより、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末に設定される、１つの下り単位バンド
と１つの上り単位バンドとから成るバンドペアにおいて用いられる上り制御チャネル用の
リソースを、このバンドペアを含む単位バンドグループにおいても利用することができる
。このことは、基本単位バンドを、基地局が個別に端末に対して構成した非対称Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎにおける単位バンドグループのうち、上り単位バンドの
情報を報知するＢＣＨが配置された下り単位バンドとして定義することにより、保証され
ている。従って、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎを行うことによって下
り単位バンドと上り単位バンドとの対応関係が新たに生じるにも関わらず、この対応関係
に対応する上り制御チャネル用のリソースを新たに確保する必要が無いので、上り制御チ
ャネルのオーバーヘッドを削減できる。また、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信を行う能力の無い端末に設定されるバンドペアにおける下り単位バンドとこれ
に対応する上り制御チャネル用のリソースとの対応関係も維持されるので、Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の有る端末とＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末とが共存できるシステムを実現できる
。
【０１８７】
　以上のように本実施の形態によれば、端末４００において、制御情報受信手段としての
抽出部２０４、復調部２０６、復号部２０７、及び判定部４０８が、単位バンドグループ
に含まれる複数の下り単位バンドのいずれかの下り制御チャネルで送信された下り割当制
御情報を受信する。そして、送信信号形成手段としてのＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４
２７が、制御情報受信手段（つまり、抽出部２０４、復調部２１０、及び復号部２１１）
において基本単位バンド及び当該基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信され
た下り割当制御情報の受信に成功した場合には、上り割当制御情報が示す上りデータチャ
ネルのリソースに上りデータをマッピングすることにより上りデータと応答信号とを周波
数多重して送信信号を形成し、第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受
信のみに成功した場合には、応答信号を含まず上りデータを含む送信信号を形成する。
【０１８８】
　（他の実施の形態）
　（１）上記各実施の形態では、端末に対して構成された非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎにおける単位バンドグループの中に、上り単位バンドが一つだけ含まれ
る場合について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、単位
バンドグループの中に複数の上り単位バンドが含まれていても良い。この場合、基地局か
ら端末に対していずれの上り単位バンドを用いて上り応答信号を送信すべきが指示される
。そして、或る端末にとっての単位バンドグループの中に、複数の上り単位バンドが含ま
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れる場合であっても、基地局から上り応答信号送信に用いるように指示された上り単位バ
ンドの情報を報知するＢＣＨを送信する下り単位バンドを、当該或る端末にとっての基本
単位バンドとすれば、実施の形態１及び２と同様の効果を得ることができる。
【０１８９】
　（２）上記各実施の形態では、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎについ
てのみ説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、データ送信に
関して対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが設定されている場合であっても適
用できる。要は、端末が下り回線データを複数の下り単位バンドから受信し、上り応答信
号をBundlingによって、一つの上り単位バンドからのみ送信する場合であれば、本発明は
適用可能である。
【０１９０】
　（３）また、基地局１００は、上りリソースの空き状況に応じて、上記第１のモードと
、図４に示したような下り回線データの割り当てに関して全く制限のない第３のモードと
を切り替えても良い。このとき、基地局１００は、選択されたモードの識別情報を端末２
００へ通知する。上りリソースが逼迫している場合には、第１のモードが有利であり、下
りリソースが逼迫している場合には第３のモードが有利である。
【０１９１】
　（４）また、上記各実施の形態において、再送効率をより良くするために、UE specifi
c Carrier aggregationにおける下り単位バンドの数と上り単位バンドの数との比を制限
しても良い。例えば、下り単位バンドの数／上り単位バンドの数を２以下に制限しても良
い。これは、上記第１のモードでは、必ず基本単位バンドを使うという制約が有るので、
下りと上りの単位バンドの比率が大きくなりすぎると運用しづらくなるためである。ただ
し、基地局が持つシステム帯域内の下り単位バンドの数と上り単位バンドの数との比は、
特に制限する必要は無い。
【０１９２】
　（５）実施の形態２では、基本単位バンド以外の下り単位バンドのＰＤＣＣＨの中のＡ
ＡＩを用いて、基本単位バンドでの割当の有無を通知するが、これに限定されるものでは
なく、ＡＡＩの代わりに、送信データに付加されるＮＤＩビット(つまり、当該送信デー
タが初回データか再送データかを示すビット)を代用しても良い。この場合には、端末２
００は、ＮＤＩが再送を示していれば、基本単位バンドでの信号割当が無いものとして動
作する。
【０１９３】
　（６）また、上記各実施の形態におけるＺＡＣ系列は、循環シフト処理を施すベースと
なる系列という意味で、Base sequenceと称されることもある。
【０１９４】
　また、ウォルシュ系列は、ウォルシュ符号系列(Walsh code sequence)と称されること
もある。
【０１９５】
　（７）また、上記各実施の形態では、端末側の処理の順番として、１次拡散、ＩＦＦＴ
変換の後に、２次拡散を行う場合について説明した。しかし、これらの処理の順番はこれ
に限定されない。すなわち、１次拡散、２次拡散は共に乗算の処理であるため、１次拡散
処理の後段にＩＦＦＴ処理がある限り、２次拡散処理の場所はどこにあっても等価な結果
が得られる。
【０１９６】
　（８）また、上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとっ
て説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【０１９７】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを
含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、



(30) JP WO2010/122783 A1 2010.10.28

10

20

30

40

50

ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１９８】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０１９９】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０２００】
　２００９年４月２１日出願の特願２００９－１０３２６１の日本出願及び２００９年６
月９日出願の特願２００９－１３８６１１の日本出願に含まれる明細書、図面および要約
書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０２０１】
　本発明の端末装置及び再送制御方法は、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけ
られた複数の下り単位バンドを使用した通信においてＡＲＱが適用される場合に、上り制
御チャネルのオーバーヘッドを削減できるものとして有用である。
【符号の説明】
【０２０２】
　１００，３００　基地局
　１０１，３０１　制御部
　１０２，３０２　制御情報生成部
　１０３，１０６　符号化部
　１０４，１０８，２１４　変調部
　１０５　報知信号生成部
　１０７　データ送信制御部
　１０９，３０９　マッピング部
　１１０，２１６，２１９　ＩＦＦＴ部
　１１１，２１７，２２０，４２８　ＣＰ付加部
　１１２，２２３　無線送信部
　１１３，２０１　無線受信部
　１１４，２０２　ＣＰ除去部
　１１５　逆拡散部
　１１６　系列制御部
　１１７　相関処理部
　１１８　判定部
　２００，４００　端末
　２０３　ＦＦＴ部
　２０４　抽出部
　２０５　報知信号受信部
　２０６，２１０　復調部
　２０７，２１１　復号部
　２０８，４０８　判定部
　２０９，４０９　制御部
　２１２　ＣＲＣ部
　２１３　Bundling部
　２１５，２１８，２２１　拡散部
　２２２　多重部
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　３２０　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部
　３２１　ＩＤＦＴ部
　３２２　復調／復号部
　４２４　上り制御チャンネル生成部
　４２５　符号化／変調部
　４２６　ＤＦＴ部
　４２７　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部

【図１】 【図２】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月30日(2011.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置及び再送制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency
 Division Multiple Access）が採用されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥが適用された無線通
信システムでは、基地局が予め定められた通信リソースを用いて同期信号(Synchronizati
on Channel：ＳＣＨ)及び報知信号（Broadcast Channel：ＢＣＨ）を送信する。そして、
端末は、まず、ＳＣＨを捕まえることによって基地局との同期を確保する。その後、端末
は、ＢＣＨ情報を読むことにより基地局独自のパラメータ(例えば、周波数帯域幅など)を
取得する（非特許文献１、２、３参照）。
【０００３】
　また、端末は、基地局独自のパラメータの取得が完了した後、基地局に対して接続要求
を行うことにより、基地局との通信を確立する。基地局は、通信が確立された端末に対し
て、必要に応じてＰＤＣＣＨ(Physical Downlink Control CHannel)を介して制御情報を
送信する。
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【０００４】
　そして、端末は、受信したＰＤＣＣＨ信号に含まれる複数の制御情報をそれぞれ「ブラ
インド判定」する。すなわち、制御情報は、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）部分を
含み、このＣＲＣ部分は、基地局において、送信対象端末の端末ＩＤによってマスクされ
る。従って、端末は、受信した制御情報のＣＲＣ部分を自機の端末ＩＤでデマスクしてみ
るまでは、自機宛の制御情報であるか否かを判定できない。このブラインド判定では、デ
マスクした結果、ＣＲＣ演算がＯＫとなれば、その制御情報が自機宛であると判定される
。
【０００５】
　また、３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、基地局から端末への下り回線データに対してＡＲＱ（Au
tomatic Repeat Request）が適用される。つまり、端末は下り回線データの誤り検出結果
を示す応答信号を基地局へフィードバックする。端末は下り回線データに対しＣＲＣを行
って、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）であればＡＣＫ（Acknowledgment）を、ＣＲＣ＝ＮＧ（
誤り有り）であればＮＡＣＫ（Negative Acknowledgment）を応答信号として基地局へフ
ィードバックする。この応答信号(つまり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号)のフィードバックには
、ＰＵＣＣＨ(Physical Uplink Control Channel)等の上り回線制御チャネルが用いられ
る。
【０００６】
　ここで、基地局から送信される上記制御情報には、基地局が端末に対して割り当てたリ
ソース情報等を含むリソース割当情報が含まれる。この制御情報の送信には、前述の通り
ＰＤＣＣＨが用いられる。このＰＤＣＣＨは、１つ又は複数のＬ１／Ｌ２ＣＣＨ（L1/L2 
Control Channel）から構成される。各Ｌ１／Ｌ２ＣＣＨは、１つ又は複数のＣＣＥ（Con
trol Channel Element）から構成される。すなわち、ＣＣＥは、制御情報をＰＤＣＣＨに
マッピングするときの基本単位である。また、１つのＬ１／Ｌ２ＣＣＨが複数のＣＣＥか
ら構成される場合には、そのＬ１／Ｌ２ＣＣＨには連続する複数のＣＣＥが割り当てられ
る。基地局は、リソース割当対象端末に対する制御情報の通知に必要なＣＣＥ数に従って
、そのリソース割当対象端末に対してＬ１／Ｌ２ＣＣＨを割り当てる。そして、基地局は
、このＬ１／Ｌ２ＣＣＨのＣＣＥに対応する物理リソースにマッピングして制御情報を送
信する。
【０００７】
　またここで、各ＣＣＥは、ＰＵＣＣＨの構成リソースと１対１に対応付けられている。
従って、Ｌ１／Ｌ２ＣＣＨを受信した端末は、このＬ１／Ｌ２ＣＣＨを構成するＣＣＥに
対応するＰＵＣＣＨの構成リソースを特定し、このリソースを用いて応答信号を基地局へ
送信する。こうして下り回線の通信リソースが効率良く使用される。
【０００８】
　複数の端末から送信される複数の応答信号は、図１に示すように、時間軸上でZero Aut
o-correlation特性を持つＺＡＣ（Zero Auto-correlation）系列、ウォルシュ（Walsh）
系列、及び、ＤＦＴ(Discrete Fourier Transform)系列によって拡散され、PUCCH内でコ
ード多重されている。図１において（Ｗ０,Ｗ１,Ｗ２,Ｗ３）は系列長４のウォルシュ系
列を表わし、（Ｆ０,Ｆ１,Ｆ２）は系列長３のＤＦＴ系列を表す。図１に示すように、端
末では、ＡＣＫ又はＮＡＣＫの応答信号が、まず周波数軸上でＺＡＣ系列（系列長１２）
によって１ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル内に１次拡散される。次いで１次拡散後の応答信号が
Ｗ０～Ｗ３、Ｆ０～Ｆ３それぞれに対応させられてＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Tra
nsform）される。周波数軸上で系列長１２のＺＡＣ系列によって拡散された応答信号は、
このＩＦＦＴにより時間軸上の系列長１２のＺＡＣ系列に変換される。そして、ＩＦＦＴ
後の信号がさらにウォルシュ系列（系列長４）、ＤＦＴ系列(系列長３)を用いて２次拡散
される。
【０００９】
　また、３ＧＰＰ　ＬＴＥよりも更なる通信の高速化を実現する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄ
ｖａｎｃｅｄの標準化が開始された。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄシステム（以
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下、「ＬＴＥ－Ａシステム」と呼ばれることがある）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム（以
下、「ＬＴＥシステム」と呼ばれることがある）を踏襲する。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖ
ａｎｃｅｄでは、最大１Ｇｂｐｓ以上の下り伝送速度を実現するために、４０ＭＨｚ以上
の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される見込みである。
【００１０】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、ＬＴＥシステムにおける伝送速度の数倍もの超高速伝
送速度による通信、及び、ＬＴＥシステムに対するバックワードコンパチビリティーを同
時に実現するために、ＬＴＥ－Ａシステム向けの帯域が、ＬＴＥシステムのサポート帯域
幅である２０ＭＨｚ以下の「単位バンド」に区切られる。すなわち、「単位バンド」は、
ここでは、最大２０ＭＨｚの幅を持つ帯域であって、通信帯域の基本単位として定義され
る。さらに、下り回線における「単位バンド」（以下、「下り単位バンド」という）は基
地局から報知されるＢＣＨの中の下り周波数帯域情報によって区切られた帯域、または、
下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が周波数領域に分散配置される場合の分散幅によって定
義される帯域として定義されることもある。また、上り回線における「単位バンド」（以
下、「上り単位バンド」という）は、基地局から報知されるＢＣＨの中の上り周波数帯域
情報によって区切られた帯域、または、中心付近にＰＵＳＣＨ(Physical Uplink Shared 
CHannel)領域を含み、両端部にＬＴＥ向けのＰＵＣＣＨを含む２０ＭＨｚ以下の通信帯域
の基本単位として定義されることもある。また、「単位バンド」は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄにおいて、英語でＣｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（ｓ）と表記さ
れることがある。
【００１１】
　そして、ＬＴＥ－Ａシステムでは、その単位バンドを幾つか束ねた帯域を用いた通信、
所謂Carrier aggregationがサポートされる。そして、一般的に上りに対するスループッ
ト要求と下りに対するスループット要求とは異なるので、ＬＴＥ－Ａシステムでは、任意
のＬＴＥ－Ａシステム対応の端末（以下、「ＬＴＥ－Ａ端末」という）に対して設定され
る単位バンドの数が上りと下りで異なるCarrier aggregation、所謂Asymmetric carrier 
aggregationも検討されている。さらに、上りと下りで単位バンド数が非対称であり、且
つ、各単位バンドの周波数帯域幅がそれぞれ異なる場合も、サポートされる。
【００１２】
　図２は、個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケン
スの説明に供する図である。図２には、基地局の上りと下りの帯域幅及び単位バンド数が
対称である例が示されている。
【００１３】
　図２において、端末１に対しては、２つの下り単位バンドと左側の１つの上り単位バン
ドを用いてCarrier aggregationを行うような設定(Configuration)が為される一方、端末
２に対しては、端末１と同一の２つの下り単位バンドを用いるような設定が為されるにも
拘らず、上り通信では右側の上り単位バンドを利用するような設定が為される。
【００１４】
　そして、端末１に着目すると、ＬＴＥ－Ａシステムを構成するＬＴＥ－Ａ基地局とＬＴ
Ｅ－Ａ端末との間では、図２Ａに示すシーケンス図に従って、信号の送受信が行われる。
図２Ａに示すように、（１）端末１は、基地局との通信開始時に、左側の下り単位バンド
と同期を取り、左側の下り単位バンドとペアになっている上り単位バンドの情報をＳＩＢ
２(System Information Block Type 2)と呼ばれる報知信号から読み取る。（２）端末１
は、この上り単位バンドを用いて、例えば、接続要求を基地局に送信することによって基
地局との通信を開始する。（３）端末に対し複数の下り単位バンドを割り当てる必要があ
ると判断した場合には、基地局は、端末に下り単位バンドの追加を指示する。ただし、こ
の場合、上り単位バンド数は増えず、個別の端末である端末１において非対称Carrier ag
gregationが開始される。　
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【００１５】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.6.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 8),” March 2009
【非特許文献２】3GPP TS 36.212 V8.6.0, “Multiplexing and channel coding (Releas
e 8),” March 2009
【非特許文献３】3GPP TS 36.213 V8.6.0, “Physical layer procedures (Release 8),
”March 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　ところで、ＬＴＥ－Ａでは、複数の下り単位バンドにおいて送信された複数のデータに
対する複数の応答信号を一つにまとめて(Bundlingして)送信する応答信号の送信方法、所
謂ＡＣＫ／ＮＡＣＫ Bundling(以下、単に「Bundling」と記す)が検討されている。Bundl
ingでは、端末が送信すべき複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の論理積(つまり、Logical AND)
を計算し、その計算結果を「束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号（Bundled ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号）
」として基地局にフィードバックする。
【００１７】
　上記した非対称のCarrier aggregationが端末に適用される場合には、ＡＲＱは以下の
ように制御される。例えば、図３に示すように、端末１に対して、下り単位バンド１，２
及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定される場合には、下り単位バン
ド１，２のそれぞれのＰＤＣＣＨを介して下りリソース割当情報が基地局から端末１へ送
信された後に、その下りリソース割当情報に対応するリソースで下り回線データが送信さ
れる。そして、下り単位バンド１で送信された下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号は、従来（ＬＴＥシステム）通り、下り単位バンド１に対応する上り単位バンド１の
ＰＵＣＣＨで送信すれば良い。しかし、図３のような単位バンドグループが端末１に設定
される場合にはその単位バンドグループに含まれる上り単位バンドが上り単位バンド１だ
けなので、従来と異なり、下り単位バンド２で送信された下り回線データに対するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ信号も、上り単位バンド１のＰＵＣＣＨで送信される必要がある。
【００１８】
　そして、端末１が２つの下り回線データの両方の受信に成功した場合（ＣＲＣ＝ＯＫ）
の場合、端末１は下り単位バンド１に対するＡＣＫ(=1)と、下り単位バンド２に対するＡ
ＣＫ(=1)との論理積を計算し、その結果として「1」（つまりＡＣＫ）を束ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号として基地局に送信する。また、端末１が下り単位バンド１における下り回線デ
ータの受信に成功し、且つ、下り単位バンド２における下り回線データの受信に失敗した
場合には、端末１は、下り単位バンドに対するＡＣＫ(=1)と、下り単位バンド２に対する
ＮＡＣＫ(=0)との論理積を計算し、「0」（つまり、ＮＡＣＫ）を束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号として基地局に送信する。同様に、端末１が下り回線データを２つとも受信に失敗した
場合には、端末１は、ＮＡＣＫ(=0)とＮＡＣＫ(=0)との論理積を計算し、「0」（つまり
、ＮＡＣＫ）を束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号として基地局にフィードバックする。
【００１９】
　このように、Bundlingでは、端末に対して送信された複数の下り回線データの全ての受
信に成功した場合のみ、端末はＡＣＫを一つだけ束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号として基地局に
送信し、一つでも受信に失敗した場合には基地局に対してＮＡＣＫを一つだけ束ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ信号として送信することで、上り制御チャネルにおけるオーバーヘッドを削減で
きる。なお、端末側では、受信した複数の下り制御信号が占有していた複数のＣＣＥに対
応するそれぞれのＰＵＣＣＨリソースのうち、例えば、最も周波数や識別番号（Index）
が小さいＰＵＣＣＨリソースを用いて、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する。
【００２０】
　しかしながら、各端末が各サブフレームにおいて自分宛の下り割当制御信号をブライン
ド判定するので、端末側では、必ずしも下り割当制御信号の受信が成功するとは限らない
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。端末が或る下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、
当該下り単位バンドにおいて下り回線データが存在するか否かさえも知り得ない。従って
、或る下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に失敗した場合、端末は、当該下
り単位バンドにおける下り回線データに対する応答信号も生成しない。このエラーケース
は、端末側で応答信号の送信が行われないという意味での、応答信号のDTX（DTX (Discon
tinuous transmission) of ACK/NACK signals）として定義されている。
【００２１】
　このように端末側で発生するDTXは、基地局側で考慮される必要がある。すなわち、基
地局は、端末がどの下り単位バンドにおける下り割当制御信号の受信に成功するかを予め
予測できず、この結果として、下り割当制御信号をマッピングしたＣＣＥの内、どのＣＣ
Ｅに対応づけられたＰＵＣＣＨリソースを用いて応答信号を送信してくるのか分からない
。従って、基地局側では、複数の下り割当制御信号をマッピングしたＣＣＥに対応する全
てのＰＵＣＣＨリソースを、制御対象端末の応答信号向けに確保しておかなければならな
い。
【００２２】
　また、ＬＴＥでは、下り単位バンド１と上り単位バンド１とが対応づけられてバンドペ
アを構成し、下り単位バンド２と上り単位バンド２とが対応づけられてバンドペアを構成
していたので、下り単位バンド２に対応するＰＵＣＣＨを上り単位バンド２にのみ用意す
れば良い。一方、ＬＴＥ－Ａでは、端末個別に非対称のCarrier aggregationが設定(Conf
iguration)される場合、図４に示すように、下り単位バンド２と上り単位バンド１という
ＬＴＥ－Ａ独自の単位バンドの関連づけに起因して、上り単位バンド１でも下り単位バン
ド２に対する応答信号向けのＰＵＣＣＨリソースを確保する必要が生じる。
【００２３】
　以上のことは、ＬＴＥ－Ａシステムは、ＰＵＣＣＨオーバーヘッドがＬＴＥシステムよ
りも大きく、更に、Bundlingが適用される場合であってもＰＵＣＣＨオーバーヘッドを削
減できないことを示している。
【００２４】
　本発明の目的は、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位
バンドを使用した通信においてＡＲＱが適用される場合に、上り制御チャネルのオーバー
ヘッドを削減できる端末装置及び再送制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の端末装置は、複数の下り単位バンドと上り単位バンドとからなる単位バンドグ
ループを用いて基地局と通信し、且つ、下り単位バンドに配置される下りデータの誤り検
出結果に基づく応答信号を前記下り単位バンドに対応する上り単位バンドの上り制御チャ
ネルで送信する端末装置であって、前記複数の下り単位バンドの下り制御チャネルで送信
された下り割当制御情報を受信する制御情報受信手段と、前記下り割当制御情報が示す下
りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下りデータ受信手段と、前記受信さ
れた下りデータの受信誤りを検出する誤り検出手段と、前記誤り検出手段で得られた誤り
検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づいて、前記基地局における下りデー
タの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する応答制御手段と、を具備し、前記応
答制御手段は、前記制御情報受信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位
バンドに関する情報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本
単位バンド及び前記基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制
御情報の受信に成功した場合には、前記基本単位バンドにおける下り制御チャネルと関連
付けられて前記上り単位バンドに設けられた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記
応答信号を前記基地局へ送信し、前記制御情報受信手段において前記第２の下り単位バン
ドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、前記応答信号を前記基
地局へ送信しない、構成を採る。
【００２６】
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　本発明の再送制御方法は、単位バンドグループに含まれる複数の下り単位バンドの下り
制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信する制御情報受信ステップと、前記下
り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下りデータ
受信ステップと、前記受信された下りデータの受信誤りを検出する誤り検出ステップと、
前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づい
て、基地局における下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する応答制
御ステップと、を具備し、前記応答制御ステップでは、前記制御情報受信ステップにおい
て前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する情報が含まれる報知チャネル信号が
送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び前記基本単位バンド以外の第２の下
り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場合には、前記基本単位バ
ンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記上り単位バンドに設けられた上り制
御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号が前記基地局へ送信され、前記制御情報受
信ステップにおいて前記第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみ
に成功した場合には、前記応答信号が送信されない。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位
バンドを使用した通信においてＡＲＱが適用される場合に、上り制御チャネルのオーバー
ヘッドを削減できる端末装置及び再送制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】応答信号及び参照信号の拡散方法を示す図
【図２】個別の端末に適用される非対称のCarrier aggregation及びその制御シーケンス
の説明に供する図
【図３】Carrier aggregationが端末に適用される場合のＡＲＱ制御の説明に供する図
【図４】Carrier aggregationが端末に適用される場合のＡＲＱ制御の説明に供する図
【図５】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図６】本発明に実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図７】基地局及び端末の動作説明に供する図
【図８】実施の形態２における基地局及び端末の動作説明に供する図
【図９】本発明の実施の形態３に係る基地局の構成を示すブロック図
【図１０】本発明に実施の形態３に係る端末の構成を示すブロック図
【図１１】基地局及び端末の動作説明に供する図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態
において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００３０】
　（実施の形態１）
　［通信システムの概要］
　後述する基地局１００及び端末２００を含む通信システムでは、上り単位バンド及び上
り単位バンドと対応づけられた複数の下り単位バンドを使用した通信、つまり、端末２０
０独自の非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信が行われる。また、
この通信システムには、端末２００と異なり、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信を行う能力が無く、１つの下り単位バンドとこれに対応づけられた１つの上り
単位バンドによる通信（つまり、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通
信）を行う端末も含まれている。
【００３１】
　従って、基地局１００は、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信
及びＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通信の両方をサポートできるよ
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うに構成されている。
【００３２】
　また、基地局１００と端末２００との間でも、基地局１００による端末２００に対する
リソース割当によっては、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通信が行
われることも可能である。
【００３３】
　また、この通信システムでは、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによらない通
信が行われる場合には、従来通りのＡＲＱが行われる一方、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅ
ｇａｔｉｏｎによる通信が行われる場合には、ＡＲＱにおいてBundlingが採用される。す
なわち、この通信システムは、例えば、ＬＴＥ－Ａシステムであり、基地局１００は、例
えば、ＬＴＥ－Ａ基地局であり、端末２００は、例えば、ＬＴＥ－Ａ端末である。また、
Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末は、例えば、
ＬＴＥ端末である。
【００３４】
　以下では、次の事項を前提として説明する。すなわち、予め基地局１００と端末２００
の間で、端末２００独自の非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが構成されて
おり、端末２００が用いるべき下り単位バンド及び上り単位バンドの情報が、基地局１０
０と端末２００との間で共有されている。また、基地局１００によって任意の端末２００
に対して設定（Configure）され、予め端末２００に通知（Signaling）された単位バンド
グループを構成する上り単位バンドに関する情報を報知するＢＣＨが送信される下り単位
バンドが、当該端末２００に対する「基本単位バンド」である。そして、この基本単位バ
ンドに関する情報が、「基本単位バンド情報」である。従って、任意の端末２００は、各
下り単位バンドにおけるＢＣＨ情報を読むことによって、この基本単位バンド情報を認識
できる。
【００３５】
　［基地局の構成］
　図５は、本発明の実施の形態１に係る基地局１００の構成を示すブロック図である。図
５において、基地局１００は、制御部１０１と、制御情報生成部１０２と、符号化部１０
３と、変調部１０４と、報知信号生成部１０５と、符号化部１０６と、データ送信制御部
１０７と、変調部１０８と、マッピング部１０９と、ＩＦＦＴ部１１０と、ＣＰ付加部１
１１と、無線送信部１１２と、無線受信部１１３と、ＣＰ除去部１１４と、逆拡散部１１
５と、系列制御部１１６と、相関処理部１１７と、判定部１１８とを有する。
【００３６】
　制御部１０１は、リソース割当対象端末２００に対して、制御情報を送信するための下
りリソース（つまり、下り制御情報割当リソース）、及び、当該制御情報に含まれる、下
り回線データを送信するための下りリソース（つまり、下りデータ割当リソース）を割り
当てる（Assignする）。このリソース割当は、リソース割当対象端末２００に設定される
単位バンドグループに含まれる下り単位バンドにおいて行われる。また、下り制御情報割
当リソースは、各下り単位バンドにおける下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に対応するリ
ソース内で選択される。また、下りデータ割当リソースは、各下り単位バンドにおける下
りデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応するリソース内で選択される。また、リソース割
当対象端末２００が複数有る場合には、制御部１０１は、リソース割当対象端末２００の
それぞれに異なるリソースを割り当てる。
【００３７】
　下り制御情報割当リソースは、上記したＬ１／Ｌ２ＣＣＨと同等である。すなわち、下
り制御情報割当リソースは、１つ又は複数のＣＣＥから構成される。また、各ＣＣＥは、
上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の構成リソースと１対１に対応づけられている。ただし
、ＣＣＥとＰＵＣＣＨ構成リソースとの関連付けは、ＬＴＥシステム向けに報知された下
り単位バンドと上り単位バンドの関連付けにおいてなされる。すなわち、端末２００に対
して送信された複数の下り制御情報割当リソースを構成するＣＣＥに対応付けられたＰＵ
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ＣＣＨの構成リソースが、全て、当該端末２００向けに設定された上り単位バンド内に含
まれるとは限らない。
【００３８】
　また、制御部１０１は、リソース割当対象端末２００に対して制御情報を送信する際に
用いる符号化率を決定する。この符号化率に応じて制御情報のデータ量が異なるので、こ
のデータ量の制御情報をマッピング可能な数のＣＣＥを持つ下り制御情報割当リソースが
、制御部１０１によって割り当てられる。
【００３９】
　また、制御部１０１は、リソース割当対象端末２００に対して、基本単位バンド以外に
リソースを割り当てた下り単位バンドの数を示す情報であるＤＡＩ（Downlink Assignmen
t Indicator）を生成する。
【００４０】
　そして、制御部１０１は、制御情報生成部１０２に対して、下りデータ割当リソースに
関する情報、並びに、ＤＡＩを制御情報生成部１０２へ出力する。また、制御部１０１は
、符号化部１０３に対して、符号化率に関する情報を出力する。また、制御部１０１は送
信データ（つまり、下り回線データ）の符号化率を決定し、符号化部１０６に出力する。
また、制御部１０１は、下りデータ割当リソース及び下り制御情報割当リソースに関する
情報をマッピング部１０９に対して出力する。ただし、制御部１０１は下りデータと当該
下りデータに対する下り制御情報を同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御する
。
【００４１】
　また、制御部１０１は、報知信号生成部１０５に各下り単位バンドで送信される報知チ
ャネル信号（ＢＣＨ）を生成させる制御信号を報知信号生成部１０５へ出力する。
【００４２】
　制御情報生成部１０２は、下りデータ割当リソースに関する情報、並びに、ＤＡＩを含
む制御情報を生成して符号化部１０３へ出力する。この制御情報は下り単位バンドごとに
生成される。また、リソース割当対象端末２００が複数有る場合に、リソース割当対象端
末２００同士を区別するために、制御情報には、宛先端末の端末ＩＤが含まれる。例えば
、宛先端末の端末ＩＤでマスキングされたＣＲＣビットが制御情報に含まれる。この制御
情報は、「下り割当制御情報」と呼ばれることがある。ただし、ＤＡＩは、リソース割当
対象端末２００に設定された単位バンドグループに含まれる下り単位バンドの内、基本単
位バンドで送信される制御情報にのみ含められる。
【００４３】
　符号化部１０３は、制御部１０１から受け取る符号化率に従って、制御情報を符号化し
、符号化された制御情報を変調部１０４へ出力する。
【００４４】
　変調部１０４は、符号化後の制御情報を変調し、得られた変調信号をマッピング部１０
９へ出力する。
【００４５】
　報知信号生成部１０５は、制御部１０１から受け取る制御信号に従って、下り単位バン
ドごとに報知信号（ＢＣＨ）を生成し、マッピング部１０９へ出力する。
【００４６】
　符号化部１０６は、宛先端末２００ごとの送信データ（つまり、下り回線データ）及び
制御部１０１からの符号化率情報を入力として送信データを符号化し、データ送信制御部
１０７に出力する。ただし、宛先端末２００に対して複数の下り単位バンドが割り当てら
れる場合には、各下り単位バンドで送信される送信データをそれぞれ符号化し、符号化後
の送信データをデータ送信制御部１０７へ出力する。
【００４７】
　データ送信制御部１０７は、初回送信時には、符号化後の送信データを保持するととも
に変調部１０８へ出力する。符号化後の送信データは、宛先端末２００ごとに保持される
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。また、１つの宛先端末２００への送信データは、送信される下り単位バンドごとに保持
される。これにより、宛先端末２００に送信されるデータ全体の再送制御だけでなく、下
り単位バンドごとの再送制御も可能になる。
【００４８】
　また、データ送信制御部１０７は、判定部１１８からＮＡＣＫまたはＤＴＸを受け取る
と、このＮＡＣＫまたはＤＴＸを送信してきた端末２００に対応する保持データを変調部
１０８へ出力する。データ送信制御部１０７は、判定部１１８からＡＣＫを受け取ると、
このＡＣＫを送信してきた端末２００に対応する保持データを削除する。
【００４９】
　変調部１０８は、データ送信制御部１０７から受け取る符号化後の送信データを変調し
、変調信号をマッピング部１０９へ出力する。
【００５０】
　マッピング部１０９は、制御部１０１から受け取る下り制御情報割当リソースの示すリ
ソースに、変調部１０４から受け取る制御情報の変調信号をマッピングし、ＩＦＦＴ部１
１０へ出力する。
【００５１】
　また、マッピング部１０９は、制御部１０１から受け取る下りデータ割当リソースの示
すリソースに、変調部１０８から受け取る送信データの変調信号をマッピングし、ＩＦＦ
Ｔ部１１０へ出力する。
【００５２】
　また、マッピング部１０９は、予め決められた時間・周波数リソースに、報知情報をマ
ッピングし、ＩＦＦＴ部１１０へ出力する。
【００５３】
　以上の構成によれば、報知信号は、各下り単位バンドにマッピングされる。また、端末
２００に対してあるサブフレームで下り回線データが割り当てられる場合であって、リソ
ース割当対象端末２００にＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが適用されない場合
には、制御情報及び送信データは、そのリソース割当対象端末２００の基本単位バンドに
マッピングされ、リソース割当対象端末２００にＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎが適用される場合には、制御情報及び送信データは、基本単位バンドに加え、単位バン
ドグループにおける基本単位バンド以外の下り単位バンドにもマッピングされる。
【００５４】
　マッピング部１０９にて複数の下り単位バンドにおける複数のサブキャリアにマッピン
グされた制御情報、送信データ、及び報知信号は、ＩＦＦＴ部１１０で周波数領域信号か
ら時間領域信号に変換され、ＣＰ付加部１１１にてＣＰが付加されてＯＦＤＭ信号とされ
た後に、無線送信部１１２にてＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理が
施され、アンテナを介して端末２００へ送信される。
【００５５】
　無線受信部１１３は、端末２００から送信された応答信号または参照信号をアンテナを
介して受信し、応答信号または参照信号に対しダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の受信処
理を行う。
【００５６】
　ＣＰ除去部１１４は、受信処理後の応答信号または参照信号に付加されているＣＰを除
去する。
【００５７】
　逆拡散部１１５は、端末２００において２次拡散に用いられたブロックワイズ拡散コー
ド系列で応答信号を逆拡散し、逆拡散後の応答信号を相関処理部１１７に出力する。また
、逆拡散部１１５は、端末２００において参照信号の拡散に用いられた直交系列で参照信
号を逆拡散し、逆拡散後の参照信号を相関処理部１１７に出力する。
【００５８】
　系列制御部１１６は、端末２００から送信される応答信号の拡散に用いられているＺＡ
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Ｃ系列を生成する。また、系列制御部１１６は、端末２００が用いているリソース（例え
ば、循環シフト量）に基づいて、端末２００からの信号成分が含まれる相関窓を特定する
。そして、系列制御部１１６は、特定した相関窓を示す情報および生成したＺＡＣ系列を
相関処理部１１７に出力する。
【００５９】
　相関処理部１１７は、系列制御部１１６から入力される相関窓を示す情報およびＺＡＣ
系列を用いて、逆拡散後の応答信号および逆拡散後の参照信号と、端末２００において１
次拡散に用いられたＺＡＣ系列との相関値を求めて判定部１１８に出力する。
【００６０】
　判定部１１８は、相関処理部１１７から入力される相関値に基づいて、端末から送信さ
れた応答信号がＡＣＫまたはＮＡＣＫのいずれかを示しているか、もしくはＤＴＸである
かを判定する。すなわち、判定部１１８は、相関処理部１１７から入力される相関値の大
きさがある閾値以下であれば、端末２００が当該リソースを用いてＡＣＫもＮＡＣＫも送
信していない（ＤＴＸ）と判断し、相関値の大きさが閾値以上であれば、更に当該応答信
号がＡＣＫまたはＮＡＣＫのいずれを示しているかを同期検波によって判定する。そして
、判定部１１８は、端末毎のＡＣＫ、ＮＡＣＫまたはＤＴＸ情報をデータ送信制御部１０
７へ出力する。
【００６１】
　［端末の構成］
　図６は、本発明の実施の形態１に係る端末２００の構成を示すブロック図である。図６
において、端末２００は、無線受信部２０１と、ＣＰ除去部２０２と、ＦＦＴ部２０３と
、抽出部２０４と、報知信号受信部２０５と、復調部２０６と、復号部２０７と、判定部
２０８と、制御部２０９と、復調部２１０と、復号部２１１と、ＣＲＣ部２１２と、Bund
ling部２１３と、変調部２１４と、拡散部２１５と、ＩＦＦＴ部２１６と、ＣＰ付加部２
１７と、拡散部２１８と、ＩＦＦＴ部２１９と、ＣＰ付加部２２０と、拡散部２２１と、
多重部２２２と、無線送信部２２３とを有する。
【００６２】
　無線受信部２０１は、基地局１００から送信されたＯＦＤＭ信号をアンテナを介して受
信し、受信ＯＦＤＭ信号に対しダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の受信処理を行う。
【００６３】
　ＣＰ除去部２０２は、受信処理後のＯＦＤＭ信号に付加されているＣＰを除去する。
【００６４】
　ＦＦＴ部２０３は、受信ＯＦＤＭ信号をＦＦＴして周波数領域信号に変換し、得られた
受信信号を抽出部２０４へ出力する。
【００６５】
　抽出部２０４は、ＦＦＴ部２０３から受け取る受信信号から報知信号を抽出して報知信
号受信部２０５へ出力する。報知信号がマッピングされるリソースは予め決まっているの
で、抽出部２０４は、そのリソースにマッピングされている情報を抽出する。また、抽出
された報知信号には、各下り単位バンドと上り単位バンドとの関連付けに関する情報が含
まれている。
【００６６】
　また、抽出部２０４は、入力される符号化率情報に従って、ＦＦＴ部２０３から受け取
る受信信号から下り制御チャネル信号（ＰＤＣＣＨ信号）を抽出する。すなわち、符号化
率に応じて下り制御情報割当リソースを構成するＣＣＥの数が変わるので、抽出部２０４
は、その符号化率に対応する個数のＣＣＥを抽出単位として、下り制御チャネル信号を抽
出する。また、下り制御チャネル信号は、下り単位バンドごとに抽出される。抽出された
下り制御チャネル信号は、復調部２０６へ出力される。
【００６７】
　また、抽出部２０４は、判定部２０８から受け取る自装置宛の下りデータ割当リソース
に関する情報に基づいて、受信信号から下り回線データを抽出し、復調部２１０へ出力す
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る。
【００６８】
　報知信号受信部２０５は、下り単位バンド毎に含まれる報知信号をそれぞれ復号し、各
下り単位バンドとペアを構成する上り単位バンドの情報（すなわち、各下り単位バンドに
マッピングされたSIB2によって通知される上り単位バンドの情報）を抽出する。また、報
知信号受信部２０５は、自装置に対する単位バンドグループに含まれる上り単位バンドと
ペアになっている下り単位バンドを「基本単位バンド」と認識し、基本単位バンド情報を
判定部２０８及び制御部２０９へ出力する。
【００６９】
　復調部２０６は、抽出部２０４から受け取る下り制御チャネル信号を復調し、得られた
復調結果を復号部２０７に出力する。
【００７０】
　復号部２０７は、入力される符号化率情報に従って、復調部２０６から受け取る復調結
果を復号して、得られた復号結果を判定部２０８に出力する。
【００７１】
　判定部２０８は、復号部２０７から受け取る復号結果に含まれる制御情報が自装置宛の
制御情報であるか否かをブラインド判定する。この判定は、上記した抽出単位に対応する
復号結果を単位として行われる。例えば、判定部２０８は、自装置の端末ＩＤでＣＲＣビ
ットをデマスキングし、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）となった制御情報を自装置宛の制御情
報であると判定する。そして、判定部２０８は、自装置宛の制御情報に含まれる、自装置
に対する下りデータ割当リソースに関する情報を抽出部２０４へ出力する。また、判定部
２０８は、基本単位バンドで得られた、自装置宛の制御情報に含まれるＤＡＩをBundling
部２１３へ出力する。
【００７２】
　また、判定部２０８は、基本単位バンドの下り制御チャネルにおいて、上記した自装置
宛の制御情報がマッピングされていたＣＣＥを特定し、特定したＣＣＥの識別情報を制御
部２０９へ出力する。
【００７３】
　制御部２０９は、判定部２０８から受け取るＣＣＥ識別情報の示すＣＣＥに対応するＰ
ＵＣＣＨリソース(周波数・符号)を特定する。そして、制御部２０９は、特定したＰＵＣ
ＣＨリソースに対応するＺＡＣ系列及び循環シフト量を拡散部２１５へ出力し、周波数リ
ソース情報をＩＦＦＴ部２１６に出力する。また、制御部２０９は、参照信号としてのＺ
ＡＣ系列及び周波数リソース情報をＩＦＦＴ部２１９へ出力し、応答信号の２次拡散に用
いるべきブロックワイズ拡散コード系列を拡散部２１８へ出力し、参照信号の２次拡散に
用いるべき直交系列を拡散部２２１へ出力する。
【００７４】
　復調部２１０は、抽出部２０４から受け取る下り回線データを復調し、復調後の下り回
線データを復号部２１１へ出力する。
【００７５】
　復号部２１１は、復調部２１０から受け取る下り回線データを復号し、復号後の下り回
線データをＣＲＣ部２１２へ出力する。
【００７６】
　ＣＲＣ部２１２は、復号部２１１から受け取る復号後の下り回線データを生成し、ＣＲ
Ｃを用いて下り単位バンドごとに誤り検出し、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）の場合にはＡＣ
Ｋを、ＣＲＣ＝ＮＧ（誤り有り）の場合にはＮＡＣＫを、Bundling部２１３へ出力する。
また、ＣＲＣ部２１２は、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）の場合には、復号後の下り回線デー
タを受信データとして出力する。
【００７７】
　Bundling部２１３は、自装置に設定された単位バンドグループに含まれる各下り単位バ
ンドで送信された下り回線データの受信状況、及び、判定部２０８から受け取るＤＡＩに
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基づいて、自装置が基地局１００へ送信すべき応答信号を生成する。応答信号の送信制御
については、後に詳しく説明する。
【００７８】
　変調部２１４は、Bundling部２１３から入力される応答信号を変調して拡散部２１５へ
出力する。
【００７９】
　拡散部２１５は、制御部２０９によって設定されたＺＡＣ系列及び循環シフト量に基づ
いて応答信号を１次拡散し、１次拡散後の応答信号をＩＦＦＴ部２１６へ出力する。すな
わち、拡散部２１５は、制御部２０９からの指示に従って、応答信号を１次拡散する。
【００８０】
　ＩＦＦＴ部２１６は、１次拡散後の応答信号を制御部２０９から入力される周波数リソ
ース情報に基づいて周波数軸上に配置し、ＩＦＦＴを行う。そして、ＩＦＦＴ部２１６は
、ＩＦＦＴ後の応答信号をＣＰ付加部２１７へ出力する。
【００８１】
　ＣＰ付加部２１７は、ＩＦＦＴ後の応答信号の後尾部分と同じ信号をＣＰとしてその応
答信号の先頭に付加する。
【００８２】
　拡散部２１８は、制御部２０９によって設定されたブロックワイズ拡散コード系列を用
いてＣＰ付加後の応答信号を２次拡散し、２次拡散後の応答信号を多重部２２２へ出力す
る。つまり、拡散部２１８は、１次拡散後の応答信号を制御部２０９で選択されたリソー
スに対応するブロックワイズ拡散コード系列を用いて２次拡散する。
【００８３】
　ＩＦＦＴ部２１９は、参照信号を制御部２０９から入力される周波数リソース情報に基
づいて周波数軸上に配置し、ＩＦＦＴを行う。そして、ＩＦＦＴ部２１９は、ＩＦＦＴ後
の参照信号をＣＰ付加部２２０へ出力する。
【００８４】
　ＣＰ付加部２２０は、ＩＦＦＴ後の参照信号の後尾部分と同じ信号をＣＰとしてその参
照信号の先頭に付加する。
【００８５】
　拡散部２２１は、制御部２０９から指示された直交系列でＣＰ付加後の参照信号を拡散
し、拡散後の参照信号を多重部２２２へ出力する。
【００８６】
　多重部２２２は、２次拡散後の応答信号と拡散後の参照信号とを１スロットに時間多重
して無線送信部２２３へ出力する。
【００８７】
　無線送信部２２３は、２次拡散後の応答信号または拡散後の参照信号に対しＤ／Ａ変換
、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行う。そして、無線送信部２２３は、アン
テナから基地局１００へ送信する。
【００８８】
　［基地局１００及び端末２００の動作］
　以上の構成を有する基地局１００及び端末２００の動作について説明する。図７は、基
地局１００及び端末２００の動作説明に供する図である。
【００８９】
　〈基地局１００によるリソース割当制御〉
　基地局１００において、制御部１０１は、端末２００毎に設定されている単位バンドグ
ループにおける基本単位バンドに関する情報を保持している。制御部１０１は、端末２０
０に対して下り回線データを送信する場合、当該端末２００にとっての基本単位バンドを
優先して使用する。すなわち、基地局１００側で１つのデータ（Ｔｒａｎｓｐｏｔ　ｂｌ
ｏｃｋ：ＴＢとも呼ぶ）を端末２００に送信する場合、制御部１０１は、当該端末２００
にとっての基本単位バンドにデータをマッピングする制御を行い、また、端末２００に対
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して、基本単位バンド以外の下り単位バンドでデータの配置が無いことを通知するＤＡＩ
ビット情報を生成する。このＤＡＩビットは、制御部１０１から、その他の制御情報と一
緒に制御情報生成部１０２へ出力され、下り回線データと同一の下り単位バンドで送信さ
れる。また、基地局１００側で２つ以上のデータを端末２００に同時に送信する場合、制
御部１０１は、一つのデータを必ず端末２００の基本単位バンドにマッピングし、残りの
データは単位バンドグループ内の基本単位バンドを除く任意の下り単位バンドにマッピン
グする制御を行う。制御部１０１は、端末２００に対して、基本単位バンド以外の下り単
位バンドでデータの配置がある単位バンド数を通知するＤＡＩビット情報を生成し、制御
情報生成部１０２に出力する。このＤＡＩビットは、基本単位バンドで送信される下り割
当制御情報に含まれて端末２００に通知される。
【００９０】
　基地局１００は、下り回線データの送信宛先端末２００に対して、当該送信宛先端末２
００に設定された単位バンドグループ内の、下り回線データの送信に利用する下り単位バ
ンドにおいて下り割当制御情報をそれぞれ送信する。また、基地局１００は、下り回線デ
ータの送信に利用される基本単位バンド以外の下り単位バンドの数を、基本単位バンドで
送信される下り割当制御情報に含まれるＤＡＩによって、送信宛先端末２００に通知する
。
【００９１】
　図７を参照して具体的に説明すると、送信宛先端末２００（図７Ａでは、端末１）に対
しては、下り単位バンド１，２及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定
されている。ここで、送信宛先端末２００に対してＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎによる通信が適用される場合、基地局１００は、下り単位バンド１，２の双方を用い
て、下り割当制御情報を端末１へ送信する。この下り割当制御情報を送信するために、基
地局１００は、下り単位バンドの下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に含まれるサブチャネ
ル（すなわち、Ｌ１／Ｌ２　ＣＣＨ）を端末１に割り当て、割り当てたサブチャネルを用
いて端末１へ下り割当制御情報を送信する。各サブチャネルは、１つ又は複数のＣＣＥに
よって構成されている。
【００９２】
　〈端末２００による下り回線データの受信〉
　端末２００では、報知信号受信部２０５が、端末２００に通知された単位バンドグルー
プを構成する上り単位バンドに関する情報を報知するＢＣＨが送信される下り単位バンド
を基本単位バンドとして特定する。
【００９３】
　また、判定部２０８が、各下り単位バンドの下り制御チャネルに自装置宛の下り割当制
御情報が含まれているか否かを判定し、自身宛の下り割当制御情報を抽出部２０４へ出力
する。
【００９４】
　抽出部２０４は、判定部２０８から受け取る下り割当制御情報に基づいて、受信信号か
ら下り回線データを抽出する。
【００９５】
　こうして端末２００は、基地局１００から送信された下り回線データを受信することが
できる。
【００９６】
　図７を参照して具体的に説明すると、まず、上り単位バンド１に関する情報を報知する
ＢＣＨが下り単位バンド１で送信されるので、下り単位バンド１が端末１の基本単位バン
ドとなる。
【００９７】
　また、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド１で送信
される下り回線データ（DL data）の送信に用いられるリソースに関する情報が含まれ、
下り単位バンド２で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド２で送信される下
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り回線データの送信に用いられるリソースに関する情報が含まれる。
【００９８】
　従って、端末１は、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報及び下り単位バン
ド２で送信される下り割当制御情報を受信することにより、下り単位バンド１及び下り単
位バンド２の両方で下り回線データを受信することができる。逆に、下り割当制御情報を
受信することができなければ、端末１は、下り回線データを受信することができない。
【００９９】
　また、端末２００は、下り単位バンド１で送信されるＤＡＩにより、下り割当制御情報
が、基本単位バンドである下り単位バンド１だけでなく、下り単位バンド２でも送信され
ていることを認識することができる。
【０１００】
　〈端末２００による応答〉
　ＣＲＣ部２１２は、受信に成功した下り割当制御情報に対応する下り回線データについ
て誤り検出を行い、誤り検出結果をBundling部２１３へ出力する。
【０１０１】
　そして、Bundling部２１３は、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果及び制御部２
０９から受け取るＤＡＩに基づいて、次のように応答信号の送信制御を行う。
【０１０２】
　すなわち、Bundling部２１３は、ＤＡＩから求められる下り回線データの数と等しい数
の誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受け取る場合（つまり、全ての下り単位バンドにお
いて下り割当制御情報の受信に成功した場合）には、これらの誤り検出結果を１つにまと
めた束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を基地局１００へ送信する。
【０１０３】
　また、Bundling部２１３は、基本単位バンドで下り割当制御情報の受信に成功し、基本
単位バンドで送信された下り回線データについての誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受
け取るが、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果の総数がＤＡＩから求められる下り
回線データの数よりも少ない場合、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＮＡＣＫを送信する。
なお、ここではＮＡＣＫを送信するとしたが、応答信号自体を送信しないこととしても良
い。端末２００が応答信号を送信しなくても、基地局１００はＤＴＸと見なして再送制御
を行うので、ＮＡＣＫを送信した場合と結果として同じ再送制御が為されるためである。
【０１０４】
　また、Bundling部２１３は、ＣＲＣ部２１２から誤り検出結果自体を受け取らない場合
（つまり、端末２００でいずれの下り割当制御情報の受信にも成功しなかった場合）だけ
でなく、基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信された下り回線データについての誤
り検出結果のみを受け取る場合（つまり、基本単位バンドの下り割当制御情報の受信に成
功しなかった場合）にも、応答信号を基地局１００へ送信しない。
【０１０５】
　図７を参照して応答信号の送信制御を具体的に説明する。図７Ｂでは、Ｃａｒｒｉｅｒ
　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが基地局１００と端末１との間の通信に適用されることが前提
とされている。
【０１０６】
　Bundling部２１３は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り単位バ
ンド２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に成功した場合には、両下り割当制御
情報の示すリソースで受信した下り回線データの誤り検出結果に基づく応答信号（すなわ
ち、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号）を、従来から下り単位バンド１に対応する上り制御チャネ
ル用のリソースとして用意されているＰＵＣＣＨ１で送信する。
【０１０７】
　また、Bundling部２１３は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報の受信の
みに成功した場合には、ＮＡＣＫを、ＰＵＣＣＨ１で送信する。
【０１０８】
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　また、Bundling部２１３は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り
単位バンド２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に失敗した場合だけでなく、下
り単位バンド２で送信された下り割当制御情報の受信にのみ成功した場合も、応答信号を
送信しない。こうすることで、単位バンドグループにおける下り単位バンド２と上り単位
バンド１との対応関係に対応する上り制御チャネル用に新たにリソースを確保する必要が
ない。この結果、上り制御チャネルのオーバーヘッドを削減できる。
【０１０９】
　なお、Bundling部２１３は、基本単位バンドで送信された下り回線データについての誤
り検出結果のみをＣＲＣ部２１２から受け取り、且つ、基本単位バンドのみで下り回線デ
ータが送信されることをＤＡＩが示す場合には、そのＣＲＣ部２１２から受け取った誤り
検出結果を基地局１００へ送信する。この場合には、そもそもＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎが適用されていないからである。
【０１１０】
　以上で説明した応答信号の送信制御を行ったとしても、ACK/NACK bundling動作では、
そもそも、下り単位バンドに配置された下り回線データのうちいずれか一つでも受信に失
敗すれば端末からＮＡＣＫが送信され、これに応じて基地局側では全ての下り回線データ
の再送を行うことが前提となっているので、ACK/NACK Bundlingにおける再送効率が劣化
することは無い。
【０１１１】
　また、以上で説明した応答信号の送信制御を行うことにより、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末に設定される、１つの下り単位バンド
と１つの上り単位バンドとから成るバンドペアにおいて用いられる上り制御チャネル用の
リソースを、このバンドペアを含む単位バンドグループにおいても利用することができる
。このことは、基本単位バンドを、基地局が個別に端末に対して構成した非対称Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎにおける単位バンドグループのうち、上り単位バンドの
情報を報知するＢＣＨが配置された下り単位バンドとして定義することにより、保証され
ている。従って、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎを行うことによって下
り単位バンドと上り単位バンドとの対応関係が新たに生じるにも関わらず、この対応関係
に対応する上り制御チャネル用のリソースを新たに確保する必要が無いので、上り制御チ
ャネルのオーバーヘッドを削減できる。また、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信を行う能力の無い端末に設定されるバンドペアにおける下り単位バンドとこれ
に対応する上り制御チャネル用のリソースとの対応関係も維持されるので、Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の有る端末とＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末とが共存できるシステムを実現できる
。
【０１１２】
　以上のように本実施の形態によれば、端末２００は、複数の下り単位バンドと上り単位
バンドとからなる単位バンドグループを用いて基地局１００と通信し、且つ、下り単位バ
ンドの下り制御チャネルで送信された下りデータの誤り検出結果に基づく応答信号を下り
割当制御情報の送信に利用されたリソースに対応する上り単位バンドの上り制御チャネル
で送信する。
【０１１３】
　この端末２００において、制御情報受信手段としての抽出部２０４、復調部２０６、復
号部２０７、及び判定部２０８が、上記単位バンドグループに含まれる複数の下り単位バ
ンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信し、下りデータ受信手段と
しての抽出部２０４、復調部２１０、及び復号部２１１が、上記下り割当制御情報が示す
下りデータチャネルで送信された下りデータを受信し、ＣＲＣ部２１２が、受信された下
りデータの受信誤りを検出する。そして、Bundling部２１３が、ＣＲＣ部２１２で得られ
た誤り検出結果及び上記下り割当制御情報の受信成否に基づいて、基地局１００における
下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する。
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【０１１４】
　そして、Bundling部２１３は、単位バンドグループにおいて上り単位バンドに関する情
報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び当
該基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドのそれぞれにおいて下り割当制御情報が基
地局から送信されることを第１の条件とし、第１の条件が満たされ、且つ、上記制御情報
受信手段において基本単位バンド及び第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情
報の全ての受信に成功した場合、並びに、第１の条件が満たされ、且つ、制御情報受信手
段において基本単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には
、基本単位バンドと上り単位バンドとのバンドペアに対して設けられた上り制御チャネル
のリソースで、応答信号を基地局１００へ送信する。また、Bundling部２１３は、第１の
条件が満たされ、且つ、制御情報受信手段において第２の下り単位バンドで送信された下
り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、応答信号を基地局１００へ送信しない。
なお、あるサブフレームにおいて端末２００が１つも下り割当制御情報の受信に成功しな
かった場合、端末２００側では実際に基地局１００が端末２００に下り割当制御情報を送
信したのか、それとも当該サブフレームにおいて下り割当制御情報の受信に失敗したのか
判断することが出来ないが、いずれにしろ端末２００から基地局１００へ応答信号は送信
されない。
【０１１５】
　こうすることで、単位バンドグループにおける基本単位バンド以外の下り単位バンドと
基本単位バンドとバンドペアを形成する上り単位バンドとの対応関係に対応する上り制御
チャネル用に新たにリソースを確保する必要がないので、上り制御チャネルのオーバーヘ
ッドを削減できる。
【０１１６】
　なお、以上の説明では、１次拡散にＺＡＣ系列を用い、２次拡散にブロックワイズ拡散
コード系列を用いる場合について説明する。しかし、１次拡散には、ＺＡＣ系列以外の、
互いに異なる循環シフト量により互いに分離可能な系列を用いても良い。例えば、ＧＣＬ
（Generalized Chirp like）系列、ＣＡＺＡＣ（Constant Amplitude Zero Auto Correla
tion）系列、ＺＣ（Zadoff-Chu）系列、Ｍ系列や直交ゴールド符号系列等のＰＮ系列、ま
たは、コンピュータによってランダムに生成された時間軸上での自己相関特性が急峻な系
列等を１次拡散に用いても良い。また、２次拡散には、互いに直交する系列、または、互
いにほぼ直交すると見なせる系列であればいかなる系列をブロックワイズ拡散コード系列
として用いてもよい。例えば、ウォルシュ系列またはフーリエ系列等をブロックワイズ拡
散コード系列として２次拡散に用いることができる。以上の説明では、ＺＡＣ系列の循環
シフト量とブロックワイズ拡散コード系列の系列番号とによって応答信号のリソース（例
えば、ＰＵＣＣＨリソース）が定義されている。
【０１１７】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、基地局１００から送信宛先端末２００に対して一つの下り回線デー
タ（TB）が送信される場合には、必ず当該送信宛先端末２００にとっての基本単位バンド
に下り回線データをマッピングするとしたが、実施の形態２では、基地局１００が送信宛
先端末２００にとっての基本単位バンド以外にのみ下り回線データを配置することを許容
した点、及び、基本単位バンド以外の下り単位バンドにおける下り割当制御情報の中に、
基本単位バンドにも下り回線データが含まれているか否か（すなわち、基本単位バンドで
端末２００に対する下り割当制御情報が送信されたか否か）を示すビット(Anchor Assign
ment Indicator ： AAI)が含まれる点において実施の形態１と相違する。すなわち、実施
の形態２では、実施の形態１で説明した応答信号の送信制御方法が用いられる第１のモー
ドと、任意の宛先端末に対する下り回線データが基本単位バンド以外の下り単位バンドに
のみマッピングされる第２のモードとの間で、モードを切り替えることができる。これに
より、実施の形態２では、実施の形態１と比べて、基地局の下り回線データのマッピング
に関する自由度が向上する。
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【０１１８】
　以下、具体的に説明する。実施の形態２における基地局および端末の構成は実施の形態
１と同様であるので、図５と図６を援用して説明する。
【０１１９】
　〈基地局１００によるリソース割当制御〉
　実施の形態２に係る基地局１００の制御部１０１は、送信宛先端末２００に対して下り
回線データを送信する場合、当該送信宛先端末２００にとっての基本単位バンドを使用す
るかそれ以外の下り単位バンドを使用するかを決定する。すなわち、制御部１０１は、上
記した第１のモード又は第２のモードを選択する。
【０１２０】
　また、制御部１０１は、第１のモードであるか第２のモードであるかに関わらず、基本
単位バンド以外の下り単位バンドで下り回線データの割当がある場合には、当該下り単位
バンドにおける下り制御チャネルでＡＡＩビットを送信する。ＡＡＩビットは、制御部１
０１から制御情報生成部１０２に出力され、制御情報生成部１０２にて制御情報に含めら
れて基本単位バンド以外の下り単位バンドを介して送信される。このＡＡＩビットは、基
本単位バンドで下り回線データが送信されているか否か、つまり、送信宛先端末２００へ
下り回線データを送信することに基本単位バンドが用いられているか否かを示す。
【０１２１】
　すなわち、制御部１０１は、第１のモードを選択するときには、基本単位バンドにおけ
るＤＡＩビットによって基本単位バンド以外の割当単位バンド数を通知すると共に、基本
単位バンド以外の下り単位バンドにおけるＡＡＩビットによって、「基本単位バンドにお
ける下り回線データ割当が有る」ことを送信宛先端末２００に通知する。
【０１２２】
　また、制御部１０１は、第２のモードを選択するときには、基本単位バンド以外の下り
単位バンドにおけるＡＡＩビットによって、「基本単位バンドにおける下り回線データ割
当が無い」ことを端末２００に通知する。ただし、この場合でも、端末２００は、基本単
位バンドと上記バンドペアを構成する上り単位バンドの上り制御チャネルを用いて、応答
信号を送信する。従って、基地局１００は、第２のモードを選択するときには、基本単位
バンド以外の下り単位バンドにおいて端末２００向けの下り割当制御情報の送信に用いら
れたＣＣＥと関連付けられた上り制御チャネルのリソースを、端末２００からの応答信号
を受けるために確保しておく。
【０１２３】
　図８を参照して具体的に説明する。図８では、端末１に対して、下り単位バンド１，２
及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定されている。そして、図８Ａに
は、基本単位バンドである下り単位バンド１では下り割当制御情報が送信されず、下り単
位バンド２からのみ下り割当制御情報が送信されている状況が示されている。すなわち、
図８Ａでは、第２のモードが選択されている。従って、制御部１０１は、下り単位バンド
２で、「基本単位バンドにおける下り回線データ割当が無い」ことを示すＡＡＩを端末１
へ送信する。そして、基地局１００では、単位バンドグループにおける下り単位バンド２
において端末２００向けの下り割当制御情報の送信に用いられたＣＣＥと関連付けられた
上り単位バンド１の上り制御チャネルにおけるリソースを確保しておく。すなわち、基地
局１００と端末２００との間で、予め下り単位バンド２における下り制御チャネルのＣＣ
Ｅと、上り単位バンド１の上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ１）におけるリソースの関連付
けが共有されており（図８の例では、下り単位バンド１，２の下り制御チャネルにおいて
、同一の識別番号を持つＣＣＥをＰＵＣＣＨ１における同一のリソースと対応付けるとい
う情報が基地局１００と端末２００との間で共有されている）、基地局は、下り単位バン
ド１で下り割当制御情報を受信するその他の端末２００がＰＵＣＣＨ１における同一のリ
ソースを用いることが無いように、その他の端末２００に対する下り割当制御情報が用い
るべきＣＣＥを制御する。換言すれば、このＰＵＣＣＨ１は、下り単位バンド１と上り単
位バンド１とのバンドペアにおいても利用されるリソースである。
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【０１２４】
　〈端末２００による応答〉
　実施の形態２に係る端末２００のBundling部２１３は、判定部２０８からＤＡＩ又はＡ
ＡＩを取得する。Bundling部２１３は、基本単位バンドにおける下り割当制御情報を受信
した場合には、当該制御情報から抽出したＤＡＩによって、端末２００に設定された単位
バンドグループにおいて、いくつの下り単位バンドに下り回線データが配置されているか
を認識する。一方、Bundling部２１３は、基本単位バンドにおける下り割当制御情報を受
信に失敗し、且つ、基本単位バンド以外の下り単位バンドにおいて下り割当制御情報を受
信した場合には、当該制御情報から抽出したＡＡＩによって、基本単位バンドに下り回線
データが配置されているか否かを認識する。なお、ＡＡＩを受信する処理は、ＤＡＩを受
信する処理と共通する。
【０１２５】
　Bundling部２１３は、ＤＡＩを取得した場合には、実施の形態１と同様の動作をする。
【０１２６】
　また、Bundling部２１３は、ＤＡＩを取得できず、ＡＡＩのみ取得した場合には、次の
ような応答信号の送信制御を行う。ＡＡＩが基本単位バンドでの割当有りを示していた場
合には、Bundling部２１３は、実施の形態１と同様に基本単位バンドにおける下り割当制
御情報の受信に失敗したと判断し、応答信号を送信しない。
【０１２７】
　逆に、ＡＡＩが「基本単位バンドでの割当無し」を示していれば、Bundling部２１３は
、基本単位バンド以外の下り単位バンドによってのみ下り回線データが送信されていると
判断し、当該下り単位バンドにおいて受信した下り割当制御情報がマッピングされていた
ＣＣＥに対応する上り制御チャネルのリソースを用いて、応答信号を送信する。ただし、
この応答信号は、下り回線データの送信に利用された、基本単位バンド以外の下り単位バ
ンドとバンドペアを形成する上り単位バンド（すなわち、基本単位バンド以外の下り単位
バンドにおける報知情報によって通知される上り単位バンド）の上り制御チャネルで送信
されるのではなく、単位バンドグループ内の関連づけに従って基本単位バンドとバンドペ
アを形成する上り単位バンドの上り制御チャネルで送信される。
【０１２８】
　具体的には、図８に示される状況では、基本単位バンドでない下り単位バンド２のみで
下り割当制御情報が送信されているので、Bundling部２１３は、下り単位バンド２におい
て受信した下り割当制御情報がマッピングされていたＣＣＥに対応するＰＵＣＣＨ１のリ
ソースを用いて、応答信号を送信する。ただし、当然のことながら、図８Ｂに示すように
、端末２００が下り単位バンド２で送信された下り割当制御情報の受信に失敗した場合に
は、応答信号は送信されない。
【０１２９】
　この応答信号が送信されるリソースの制御は、制御部２０９によって行われる。具体的
には、基本単位バンドで自装置宛ての下り割当制御情報を受信できず、かつ、その他の下
り単位バンドにおけるＡＡＩが「基本単位バンドでの割当無し」を示している場合には、
制御部２０９は、当該下り単位バンドにおける下り割当制御情報がマッピングされていた
ＣＣＥの識別番号（Index）を取得する。そして、制御部２０９は、基本単位バンドの下
り制御チャネルのＣＣＥと、基本単位バンドとバンドペアを形成する上り単位バンドの上
り制御チャネルのリソースとの関連付けと同一の対応関係を用いて、上記取得したＣＣＥ
の識別番号と対応する上り制御チャネルのリソース(周波数リソース、符号リソース)を特
定する。そして、制御部２０９は、特定された上り制御チャネルのリソースに応じて、拡
散部２１５、ＩＦＦＴ部２１６、拡散部２１８、ＩＦＦＴ部２１９及び拡散部２２１を制
御する。
【０１３０】
　なお、基本単位バンドと基本単位バンド以外の下り単位バンドとで、同一の識別番号を
持つＣＣＥが同一の上り制御チャネルのリソースと関連付けられるため、基地局１００は
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、上り制御チャネルのリソースが衝突しないように、基本単位バンドにおけるＣＣＥの利
用を制御する必要がある。例えば、基本単位バンドにおける同一の識別番号を持つＣＣＥ
を、その他の端末２００に対する上り割当制御情報に割り当てるなどの工夫により、上り
制御チャネルのリソースの衝突は簡単に解決できる。
【０１３１】
　以上のように、第１のモードの他に、第２のモードを用意することにより、基本単位バ
ンドとそれ以外の下り単位バンドにおける下り回線データの配置の自由度を向上させるこ
とができる。
【０１３２】
　以上のように本実施の形態によれば、基地局１００は、下り回線データを送信する場合
、基本単位バンド以外の下り単位バンドに優先して、基本単位バンドに下り割当制御情報
をマッピングする第１の送信モードと、基本単位バンド以外の下り単位バンドのみに下り
割当制御情報をマッピングする第２の送信モードとを有する。
【０１３３】
　そして、端末２００において、Bundling部２１３が、第２の送信モードが採用されてい
ることを第２の条件とし、第２の条件が満たされ、且つ、上記制御情報受信手段において
基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場
合には、基本単位バンド以外の下り単位バンドと上り単位バンドのバンドペアに対して設
けられた上り制御チャネルのリソースで、応答信号を送信する。
【０１３４】
　こうすることで、基本単位バンドとそれ以外の下り単位バンドにおける下り回線データ
の配置の自由度を向上させることができる。
【０１３５】
　（実施の形態３）
　実施の形態１、２では、端末が基地局に対して下り回線データに対する応答信号のみを
送信する場合について説明した。しかしながら、端末が応答信号を送信する同一サブフレ
ームにおいて、基地局が端末に対して上り回線データの送信を指示することもありうる。
実施の形態３は、端末が応答信号を送信すべきサブフレームで、端末が基地局から上り回
線データも送信するように指示を受ける点において、実施の形態１、２と相違する。
【０１３６】
　［基地局の構成］
　図９は、本発明の実施の形態３に係る基地局３００の構成を示すブロック図である。図
９において、基地局３００は、制御部３０１と、制御情報生成部３０２と、マッピング部
３０９と、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部３２０と、ＩＤＦＴ部３２１と、復調／復号部
３２２とを有する。
【０１３７】
　制御部３０１は、リソース割当対象端末４００に対して、制御情報を送信するための下
りリソース（つまり、下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソース）、並び
に、当該制御情報に含まれる、下り回線データを送信するための下りリソース（つまり、
下りデータ割当リソース）及び上り回線データを送信するための上りリソース（つまり、
上りデータ割当リソース）を割り当てる。このリソース割当は、リソース割当対象端末４
００に設定される単位バンドグループに含まれる下り単位バンドにおいて行われる。また
、下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソースは、各下り単位バンドにおけ
る下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に対応するリソース内で選択される。また、下りデー
タ割当リソースは、各下り単位バンドにおける下りデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）に対応
するリソース内で選択される。また、リソース割当対象端末４００が複数有る場合には、
制御部３０１は、リソース割当対象端末４００のそれぞれに異なるリソースを割り当てる
。
【０１３８】
　下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソースは、上記したＬ１／Ｌ２ＣＣ
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Ｈと同等である。すなわち、下り制御情報割当リソース及び上り制御情報割当リソースは
、１つ又は複数のＣＣＥから構成される。また、下り割当て制御情報割当リソースが占有
する各ＣＣＥは、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）の構成リソースと１対１に対応づけら
れている。ただし、ＣＣＥとＰＵＣＣＨ構成リソースとの関連付けは、ＬＴＥシステム向
けに報知された下り単位バンドと上り単位バンドの関連付けにおいてなされる。すなわち
、端末４００に対して送信された複数の下り制御情報割当リソースを構成するＣＣＥに対
応付けられたＰＵＣＣＨの構成リソースが、全て、当該端末４００向けに設定された上り
単位バンド内に含まれるとは限らない。
【０１３９】
　また、制御部３０１は、リソース割当対象端末４００に対して制御情報を送信する際に
用いる符号化率を決定する。この符号化率に応じて制御情報のデータ量が異なるので、こ
のデータ量の制御情報をマッピング可能な数のＣＣＥを持つ下り制御情報割当リソース及
上り制御情報割当リソースが、制御部３０１によって割り当てられる。
【０１４０】
　また、制御部３０１は、リソース割当対象端末４００に対して、基本単位バンド以外に
リソースを割り当てた下り単位バンドの数を示す情報であるＤＡＩ（Downlink Assignmen
t Indicator）を生成する。
【０１４１】
　そして、制御部３０１は、下りデータ割当リソース及び上りデータ割当リソースに関す
る情報、並びに、ＤＡＩを制御情報生成部３０２へ出力する。また、制御部３０１は、符
号化部１０３に対して、符号化率に関する情報を出力する。また、制御部３０１は、送信
データ（つまり、下り回線データ）の符号化率を決定し、符号化部１０６に出力し、受信
データ（つまり、上り回線データ）の符号化率を決定し、復調／復号部３２２に出力する
。また、制御部３０１は、下りデータ割当リソース、下り制御情報割当リソース及び上り
制御情報割当リソースに関する情報をマッピング部３０９に対して出力する。ただし、制
御部３０１は、実施の形態１と同様に、下りデータと当該下りデータに対する下り制御情
報を同一の下り単位バンドにマッピングするよう制御する。
【０１４２】
　制御情報生成部３０２は、下りデータ割当リソースに関する情報及びＤＡＩを含む、下
り割当制御情報を生成して符号化部１０３へ出力すると共に、上りデータ割当リソースに
関する情報を含む上り割当制御情報を生成して符号化部１０３へ出力する。ただし、ＤＡ
Ｉは、リソース割当対象端末４００に設定された単位バンドグループに含まれる下り単位
バンドの内、基本単位バンドで送信される下り割当制御情報にのみ含められる。
【０１４３】
　マッピング部３０９は、制御部３０１から受け取る下り制御情報割当リソース及び上り
制御情報割当リソースの示すリソースに、変調部１０４から受け取る制御情報の変調信号
をマッピングし、ＩＦＦＴ部１１０へ出力する。
【０１４４】
　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部３２０は、受信信号をＦＦＴし、上り回線データが含ま
れるリソース（すなわち、ＰＵＳＣＨ）と応答信号が含まれる可能性のあるリソース（す
なわち、ＰＵＣＣＨ）とを周波数軸上で分離する。そして、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離
部３２０は、抽出したＰＵＣＣＨ信号（応答信号のみを含む）を逆拡散部１１５に出力し
、ＰＵＳＣＨ信号（上り回線データのみを含む）の周波数成分をＩＤＦＴ部３２１に出力
する。
【０１４５】
　ＩＤＦＴ部３２１は、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部３２０から受け取るＰＵＳＣＨ信
号の周波数成分に対し、ＩＤＦＴ処理をすることによって時間軸上の信号（Time domain 
signal）へ変換し、復調／復号部３２２に出力する。
【０１４６】
　復調／復号部３２２は、制御部３０１から指示された上り回線データに対応する符号化
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率を用いて上り回線データが含まれる信号成分を復調・復号し、受信データとして出力す
る。
【０１４７】
　［端末の構成］
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る端末４００の構成を示すブロック図である。図
１０において、端末４００は、判定部４０８と、制御部４０９と、上り制御チャンネル生
成部４２４と、符号化／変調部４２５と、ＤＦＴ部４２６と、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多
重部４２７と、ＣＰ付加部４２８とを有する。
【０１４８】
　判定部４０８は、実施の形態１と同様に、復号部２０７から受け取る復号結果に含まれ
る制御情報が自装置宛の制御情報であるか否かをブラインド判定する。この判定は、上記
した抽出単位に対応する復号結果を単位として行われる。例えば、判定部４０８は、自装
置の端末ＩＤでＣＲＣビットをデマスキングし、ＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）となった制御
情報を自装置宛の制御情報であると判定する。そして、判定部４０８は、自装置宛の制御
情報に含まれる、自装置に対する下りデータ割当リソースに関する情報を抽出部２０４へ
出力すると共に、上りデータ割当リソースに関する情報を制御部４０９へ出力する。また
、判定部４０８は、基本単位バンドで得られた、自装置宛の下り割当制御情報に含まれる
ＤＡＩ情報をBundling部２１３へ出力する。
【０１４９】
　また、判定部４０８は、基本単位バンドの下り制御チャネルにおいて、上記した自装置
宛の下り割当制御情報がマッピングされていたＣＣＥを特定し、特定したＣＣＥの識別情
報を制御部４０９へ出力する。
【０１５０】
　制御部４０９は、判定部４０８から受け取るＣＣＥ識別情報の示すＣＣＥに対応するＰ
ＵＣＣＨリソース(周波数・符号)を、単位バンドグループに含まれる上り単位バンド内で
特定する。また、制御部４０９は、判定部４０８から受けとる上り割当制御情報から、上
り回線データの送信に用いるべきＰＵＳＣＨリソース（上り単位バンドにおける周波数位
置）を特定し、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に出力すると共に、その上り割当制
御情報から上り回線データ向けの符号化率及び変調方式を特定し、符号化／変調部４２５
に出力する。
【０１５１】
　更に、制御部４０９は、基本単位バンドにおいて下り割当制御情報を受信した場合には
、ＰＵＳＣＨリソースとＰＵＣＣＨリソースを周波数軸上で多重する（すなわち、ＦＤＭ
を適用する）ように、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に対して指示を出す。また、
制御部４０９は、基本単位バンドにおいて下り割当制御情報を受信しなかった場合には、
その他の下り単位バンドにおける下り割当制御情報の受信状況に関わらず、上り回線デー
タのみを送信するように、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に対して指示を出す。
【０１５２】
　そして、制御部４０９は、ＰＵＣＣＨリソースに対応するＺＡＣ系列及び循環シフト量
を、上り制御チャネル信号生成部４２４の１次拡散部４３２へ出力し、周波数リソース情
報をＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に出力する。また、制御部４０９は、ＰＵＣＣ
Ｈリソースに対応する２次拡散に用いるべき直交符号系列（すなわち、ウォルシュ系列及
びＤＦＴ系列）を２次拡散部４３３へ出力する。
【０１５３】
　上り制御チャネル信号生成部４２４は、Bundling部２１３から受け取る応答信号に基づ
いて、上り単位バンドで送信される上り制御チャネル信号（すなわち、ＰＵＣＣＨ信号）
を生成する。具体的には、上り制御チャネル信号生成部４２４は、変調部４３１と、１次
拡散部４３２と、２次拡散部４３３とを有する。
【０１５４】
　変調部４３１は、Bundling部２１３から入力される応答信号（すなわち、束ＡＣＫ／Ｎ
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ＡＣＫ信号）を変調して１次拡散部４３２へ出力する。
【０１５５】
　１次拡散部４３２は、制御部４０９によって設定されたＺＡＣ系列及び循環シフト量に
基づいて応答信号を１次拡散し、１次拡散後の応答信号を２次拡散部４３３へ出力する。
すなわち、１次拡散部４３２は、制御部４０９からの指示に従って、応答信号を１次拡散
する。
【０１５６】
　２次拡散部４３３は、制御部４０９によって設定された直交符号系列を用いて応答信号
を２次拡散し、２次拡散後の応答信号を周波数軸上の信号(Frequency domain signal)と
して、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７へ出力する。つまり、２次拡散部４３３は、
１次拡散後の応答信号を制御部４０９で選択されたリソースに対応する直交符号系列を用
いて２次拡散し、周波数軸上のＰＵＣＣＨ成分をＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７へ
出力する。
【０１５７】
　符号化／変調部４２５は、制御部４０９から指示される符号化率、変調方式を用いて、
送信データの符号化及び変調を行い、変調後の信号を時間軸上の波形としてＤＦＴ部４２
６へ出力する。
【０１５８】
　ＤＦＴ部４２６は、符号化／変調部４２５から入力される時間軸上の信号(Time domain
 signal)を、ＤＦＴ処理によって周波数軸上の信号に変換し、周波数軸上のＰＵＳＣＨ信
号としてＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に出力する。
【０１５９】
　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７は、制御部４０９の指示によってＰＵＣＣＨ信号
とＰＵＳＣＨ信号とを周波数軸上で多重するか否かを決定する。そして、ＰＵＣＣＨ／Ｐ
ＵＳＣＨ多重部４２７は、周波数軸上で多重する場合にはＰＵＣＣＨ信号とＰＵＳＣＨ信
号とをまとめてＩＦＦＴ処理を行い、処理後の信号をＣＰ付加部４２８に出力し、また、
周波数軸上で多重しない場合には、ＰＵＳＣＨ信号のみにＩＦＦＴ処理を行い、処理後の
信号をＣＰ付加部４２８へ出力する。
【０１６０】
　ＣＰ付加部４２８は、ＩＦＦＴ後の時間軸上の信号に対し、後尾部分と同じ信号をＣＰ
としてその信号の先頭に付加し、ＣＰ付加後の信号を無線送信部２２３に出力する。
【０１６１】
　［基地局３００及び端末４００の動作］
　以上の構成を有する基地局３００及び端末４００の動作について説明する。図１１は、
基地局３００及び端末４００の動作説明に供する図である。
【０１６２】
　〈基地局３００によるリソース割当制御〉
　基地局３００において、制御部３０１は、端末４００毎に設定されている単位バンドグ
ループにおける基本単位バンドに関する情報を保持している。制御部３０１は、端末４０
０に対して下り回線データを送信する場合、当該端末４００にとっての基本単位バンドを
優先して使用する。すなわち、基地局３００側で１つのデータ（Ｔｒａｎｓｐｏｔ　ｂｌ
ｏｃｋ：ＴＢとも呼ぶ）を端末４００に送信する場合、制御部３０１は、当該端末４００
にとっての基本単位バンドにデータをマッピングする制御を行い、また、端末４００に対
して、基本単位バンド以外の下り単位バンドでデータの配置が無いことを通知するＤＡＩ
ビット情報を生成する。このＤＡＩビットは、制御部３０１から、その他の制御情報と一
緒に制御情報生成部３０２へ出力され、下り回線データと同一の下り単位バンドで送信さ
れる。また、基地局３００側で２つ以上のデータを端末４００に同時に送信する場合、制
御部３０１は、一つのデータを必ず端末４００の基本単位バンドにマッピングし、残りの
データは単位バンドグループ内の基本単位バンドを除く任意の下り単位バンドにマッピン
グする制御を行う。制御部３０１は、端末４００に対して、基本単位バンド以外の下り単
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位バンドでデータの配置がある単位バンド数を通知するＤＡＩビット情報を生成し、制御
情報生成部３０２に出力する。このＤＡＩビットは、基本単位バンドで送信される下り割
当制御情報に含まれて端末４００に通知される。
【０１６３】
　基地局３００は、下り回線データの送信宛先端末４００に対して、当該送信宛先端末４
００に設定された単位バンドグループ内の、下り回線データの送信に利用する下り単位バ
ンドにおいて下り割当制御情報をそれぞれ送信する。また、基地局３００は、下り回線デ
ータの送信に利用される基本単位バンド以外の下り単位バンドの数を、基本単位バンドで
送信される下り割当制御情報に含まれるＤＡＩによって、送信宛先端末４００に通知する
。
【０１６４】
　さらに、基地局３００は、上り回線データ向けの上り回線リソースを端末４００に割当
てる。具体的には基地局３００の制御部３０１は、端末４００毎に設定されている単位バ
ンドグループにおけるいずれかの下り単位バンドを用いて、端末４００に対する上り回線
リソースを示す上り割当制御情報を送信する。
【０１６５】
　図１１を参照して具体的に説明すると、送信宛先端末４００に対しては、下り単位バン
ド１，２及び上り単位バンド１から成る単位バンドグループが設定されている（図１１Ａ
参照）。ここで、送信宛先端末４００に対してＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信が適用される場合、基地局３００は、下り単位バンド１，２の双方を用いて、
下り割当制御情報を端末４００へ送信する。この下り割当制御情報を送信するために、基
地局３００は、下り単位バンドの下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に含まれるサブチャネ
ル（すなわち、Ｌ１／Ｌ２　ＣＣＨ）を端末４００に割り当て、割り当てたサブチャネル
を用いて端末４００へ下り割当制御情報を送信する。各サブチャネルは、１つ又は複数の
ＣＣＥによって構成されている。
【０１６６】
　また、基地局３００は、いずれかの下り単位バンド（図１１Ａでは下り単位バンド１）
を用いて、上り回線データ向けのリソースを通知するための上り割当制御情報を送信する
。この上り割当制御情報は、下り割当制御情報と同じく、下り単位バンドの下り制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）に含まれるサブチャネル（すなわち、Ｌ１／Ｌ２　ＣＣＨ）を占有す
る。
【０１６７】
　〈端末４００による下り回線データの受信〉
　端末４００では、報知信号受信部２０５が、端末４００に通知された単位バンドグルー
プを構成する上り単位バンドに関する情報を報知するＢＣＨが送信される下り単位バンド
を基本単位バンドとして特定する。
【０１６８】
　また、判定部４０８が、各下り単位バンドの下り制御チャネルに自装置宛の下り割当制
御情報が含まれているか否かを判定し、自身宛の下り割当制御情報を抽出部２０４へ出力
する。
【０１６９】
　抽出部２０４は、判定部４０８から受け取る下り割当制御情報に基づいて、受信信号か
ら下り回線データを抽出する。
【０１７０】
　こうして端末４００は、基地局３００から送信された下り回線データを受信することが
できる。
【０１７１】
　図１１を参照して具体的に説明すると、まず、上り単位バンド１に関する情報を報知す
るＢＣＨが下り単位バンド１で送信されるので、下り単位バンド１が端末１の基本単位バ
ンドとなる。
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【０１７２】
　また、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド１で送信
される下り回線データ（DL data）の送信に用いられるリソースに関する情報が含まれ、
下り単位バンド２で送信される下り割当制御情報には、下り単位バンド２で送信される下
り回線データの送信に用いられるリソースに関する情報が含まれる。
【０１７３】
　従って、端末４００は、下り単位バンド１で送信される下り割当制御情報及び下り単位
バンド２で送信される下り割当制御情報を受信することにより、下り単位バンド１及び下
り単位バンド２の両方で下り回線データを受信することができる。逆に、下り割当制御情
報を受信することができなければ、端末４００は、下り回線データを受信することができ
ない。
【０１７４】
　また、端末４００は、下り単位バンド１で送信されるＤＡＩにより、下り割当制御情報
が、基本単位バンドである下り単位バンド１だけでなく、下り単位バンド２でも送信され
ていることを認識することができる。
【０１７５】
　〈端末４００による応答信号及び上り回線データの送信〉
　ＣＲＣ部２１２は、受信に成功した下り割当制御情報に対応する下り回線データについ
て誤り検出を行い、誤り検出結果をBundling部２１３へ出力する。
【０１７６】
　また、制御部４０９は、判定部４０８から上り割当制御情報が入力され、かつ、基本単
位バンドで下り割当制御情報を受信した場合には、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７
に対して、ＰＵＣＣＨ信号（応答信号を含む）とＰＵＳＣＨ信号（上り回線データを含む
）とを周波数多重するように指示をする。ただし、制御部４０９は、判定部４０８から上
り割当制御情報が入力され、かつ、基本単位バンドで下り割当制御情報を受信しなかった
場合には、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４２７に対して、ＰＵＳＣＨ信号のみを出力す
るように指示する。
【０１７７】
　すなわち、制御部４０９は、端末４００でいずれの下り割当制御情報の受信にも成功し
なかった場合だけでなく、基本単位バンド以外の下り単位バンドのみで下り割当制御情報
の受信に成功した場合（つまり、基本単位バンドの下り割当制御情報の受信に成功しなか
った場合）にも、応答信号を基地局３００へ送信しないよう制御する。
【０１７８】
　そして、Bundling部２１３は、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果及び制御部４
０９から受け取るＤＡＩに基づいて、次のように応答信号の送信制御を行う。
【０１７９】
　すなわち、Bundling部２１３は、ＤＡＩから求められる下り回線データの数と等しい数
の誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受け取る場合（つまり、全ての下り単位バンドにお
いて下り割当制御情報の受信に成功した場合）には、これらの誤り検出結果を１つにまと
めた束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を上り制御チャネル生成部４２４へ出力する。
【０１８０】
　また、Bundling部２１３は、基本単位バンドで下り割当制御情報の受信に成功し、基本
単位バンドで送信された下り回線データについての誤り検出結果をＣＲＣ部２１２から受
け取るが、ＣＲＣ部２１２から受け取る誤り検出結果の総数がＤＡＩから求められる下り
回線データの数よりも少ない場合、束ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＮＡＣＫを上り制御チ
ャネル生成部４２４へ出力する。
【０１８１】
　図１１を参照して応答信号の送信制御を具体的に説明する。図１１では、Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが基地局３００と端末４００との間の通信に適用されること
が前提とされている。
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【０１８２】
　制御部４０９は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り単位バンド
２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に成功し、かつ、上り割当制御情報を受信
した場合（つまり、図１１Ｂの正常系の場合）には、両下り割当制御情報の示すリソース
で受信した下り回線データの誤り検出結果に基づく応答信号（つまり、束ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ信号）を、従来から下り単位バンド１に対応する上り制御チャネル用のリソースとして
用意されているＰＵＣＣＨ１内のリソースで送信し、同時に上り割り当て制御情報が示す
上り回線リソースを用いて上り回線データを送信するように制御する。すなわち、応答信
号と上り回線データとが周波数軸上で多重される。
【０１８３】
　また、制御部４０９は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報の受信のみに
成功し、かつ、上り割当制御情報を受信した場合（つまり、図１１Ｂのエラーケース１の
場合）には、ＮＡＣＫを、ＰＵＣＣＨ１内のリソースで送信し、同時に上り割り当て制御
情報が示す上り回線リソースを用いて上り回線データを送信するように制御する。
【０１８４】
　また、制御部４０９は、下り単位バンド１で送信された下り割当制御情報及び下り単位
バンド２で送信された下り割当制御情報の両方の受信に失敗し、かつ、上り割当制御情報
を受信した場合（つまり、図１１Ｂにおけるエラーケース３の場合）だけでなく、下り単
位バンド２で送信された下り割当制御情報の受信にのみ成功し、かつ、上り割当制御情報
を受信した場合（つまり、図１１Ｂにおけるエラーケース２の場合）も、応答信号を送信
せず、上り回線データのみを送信する。こうすることで、単位バンドグループにおける下
り単位バンド２と上り単位バンド１との対応関係に対応する上り制御チャネル用に新たに
リソースを確保する必要がない。この結果、上り制御チャネルのオーバーヘッドを削減で
きる。
【０１８５】
　以上で説明した応答信号の送信制御を行ったとしても、ACK/NACK bundling動作では、
そもそも、下り単位バンドに配置された下り回線データのうちいずれか一つでも受信に失
敗すれば端末からＮＡＣＫが送信され、これに応じて基地局側では全ての下り回線データ
の再送を行うことが前提となっているので、ACK/NACK Bundlingにおける再送効率が劣化
することは無い。
【０１８６】
　また、以上で説明した応答信号の送信制御を行うことにより、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末に設定される、１つの下り単位バンド
と１つの上り単位バンドとから成るバンドペアにおいて用いられる上り制御チャネル用の
リソースを、このバンドペアを含む単位バンドグループにおいても利用することができる
。このことは、基本単位バンドを、基地局が個別に端末に対して構成した非対称Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎにおける単位バンドグループのうち、上り単位バンドの
情報を報知するＢＣＨが配置された下り単位バンドとして定義することにより、保証され
ている。従って、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎを行うことによって下
り単位バンドと上り単位バンドとの対応関係が新たに生じるにも関わらず、この対応関係
に対応する上り制御チャネル用のリソースを新たに確保する必要が無いので、上り制御チ
ャネルのオーバーヘッドを削減できる。また、Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
による通信を行う能力の無い端末に設定されるバンドペアにおける下り単位バンドとこれ
に対応する上り制御チャネル用のリソースとの対応関係も維持されるので、Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の有る端末とＣａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎによる通信を行う能力の無い端末とが共存できるシステムを実現できる
。
【０１８７】
　以上のように本実施の形態によれば、端末４００において、制御情報受信手段としての
抽出部２０４、復調部２０６、復号部２０７、及び判定部４０８が、単位バンドグループ
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に含まれる複数の下り単位バンドのいずれかの下り制御チャネルで送信された下り割当制
御情報を受信する。そして、送信信号形成手段としてのＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部４
２７が、制御情報受信手段（つまり、抽出部２０４、復調部２１０、及び復号部２１１）
において基本単位バンド及び当該基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信され
た下り割当制御情報の受信に成功した場合には、上り割当制御情報が示す上りデータチャ
ネルのリソースに上りデータをマッピングすることにより上りデータと応答信号とを周波
数多重して送信信号を形成し、第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受
信のみに成功した場合には、応答信号を含まず上りデータを含む送信信号を形成する。
【０１８８】
　（他の実施の形態）
　（１）上記各実施の形態では、端末に対して構成された非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎにおける単位バンドグループの中に、上り単位バンドが一つだけ含まれ
る場合について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、単位
バンドグループの中に複数の上り単位バンドが含まれていても良い。この場合、基地局か
ら端末に対していずれの上り単位バンドを用いて上り応答信号を送信すべきが指示される
。そして、或る端末にとっての単位バンドグループの中に、複数の上り単位バンドが含ま
れる場合であっても、基地局から上り応答信号送信に用いるように指示された上り単位バ
ンドの情報を報知するＢＣＨを送信する下り単位バンドを、当該或る端末にとっての基本
単位バンドとすれば、実施の形態１及び２と同様の効果を得ることができる。
【０１８９】
　（２）上記各実施の形態では、非対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎについ
てのみ説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、データ送信に
関して対称Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎが設定されている場合であっても適
用できる。要は、端末が下り回線データを複数の下り単位バンドから受信し、上り応答信
号をBundlingによって、一つの上り単位バンドからのみ送信する場合であれば、本発明は
適用可能である。
【０１９０】
　（３）また、基地局１００は、上りリソースの空き状況に応じて、上記第１のモードと
、図４に示したような下り回線データの割り当てに関して全く制限のない第３のモードと
を切り替えても良い。このとき、基地局１００は、選択されたモードの識別情報を端末２
００へ通知する。上りリソースが逼迫している場合には、第１のモードが有利であり、下
りリソースが逼迫している場合には第３のモードが有利である。
【０１９１】
　（４）また、上記各実施の形態において、再送効率をより良くするために、UE specifi
c Carrier aggregationにおける下り単位バンドの数と上り単位バンドの数との比を制限
しても良い。例えば、下り単位バンドの数／上り単位バンドの数を２以下に制限しても良
い。これは、上記第１のモードでは、必ず基本単位バンドを使うという制約が有るので、
下りと上りの単位バンドの比率が大きくなりすぎると運用しづらくなるためである。ただ
し、基地局が持つシステム帯域内の下り単位バンドの数と上り単位バンドの数との比は、
特に制限する必要は無い。
【０１９２】
　（５）実施の形態２では、基本単位バンド以外の下り単位バンドのＰＤＣＣＨの中のＡ
ＡＩを用いて、基本単位バンドでの割当の有無を通知するが、これに限定されるものでは
なく、ＡＡＩの代わりに、送信データに付加されるＮＤＩビット(つまり、当該送信デー
タが初回データか再送データかを示すビット)を代用しても良い。この場合には、端末２
００は、ＮＤＩが再送を示していれば、基本単位バンドでの信号割当が無いものとして動
作する。
【０１９３】
　（６）また、上記各実施の形態におけるＺＡＣ系列は、循環シフト処理を施すベースと
なる系列という意味で、Base sequenceと称されることもある。
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【０１９４】
　また、ウォルシュ系列は、ウォルシュ符号系列(Walsh code sequence)と称されること
もある。
【０１９５】
　（７）また、上記各実施の形態では、端末側の処理の順番として、１次拡散、ＩＦＦＴ
変換の後に、２次拡散を行う場合について説明した。しかし、これらの処理の順番はこれ
に限定されない。すなわち、１次拡散、２次拡散は共に乗算の処理であるため、１次拡散
処理の後段にＩＦＦＴ処理がある限り、２次拡散処理の場所はどこにあっても等価な結果
が得られる。
【０１９６】
　（８）また、上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとっ
て説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【０１９７】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを
含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１９８】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０１９９】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０２００】
　２００９年４月２１日出願の特願２００９－１０３２６１の日本出願及び２００９年６
月９日出願の特願２００９－１３８６１１の日本出願に含まれる明細書、図面および要約
書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０２０１】
　本発明の端末装置及び再送制御方法は、上り単位バンド及び上り単位バンドと対応づけ
られた複数の下り単位バンドを使用した通信においてＡＲＱが適用される場合に、上り制
御チャネルのオーバーヘッドを削減できるものとして有用である。
【符号の説明】
【０２０２】
　１００，３００　基地局
　１０１，３０１　制御部
　１０２，３０２　制御情報生成部
　１０３，１０６　符号化部
　１０４，１０８，２１４　変調部
　１０５　報知信号生成部
　１０７　データ送信制御部
　１０９，３０９　マッピング部
　１１０，２１６，２１９　ＩＦＦＴ部
　１１１，２１７，２２０，４２８　ＣＰ付加部
　１１２，２２３　無線送信部
　１１３，２０１　無線受信部
　１１４，２０２　ＣＰ除去部
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　１１５　逆拡散部
　１１６　系列制御部
　１１７　相関処理部
　１１８　判定部
　２００，４００　端末
　２０３　ＦＦＴ部
　２０４　抽出部
　２０５　報知信号受信部
　２０６，２１０　復調部
　２０７，２１１　復号部
　２０８，４０８　判定部
　２０９，４０９　制御部
　２１２　ＣＲＣ部
　２１３　Bundling部
　２１５，２１８，２２１　拡散部
　２２２　多重部
　３２０　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ分離部
　３２１　ＩＤＦＴ部
　３２２　復調／復号部
　４２４　上り制御チャンネル生成部
　４２５　符号化／変調部
　４２６　ＤＦＴ部
　４２７　ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ多重部
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の下り単位バンドと上り単位バンドとからなる単位バンドグループを用いて基地局
と通信し、且つ、下り単位バンドに配置される下りデータの誤り検出結果に基づく応答信
号を前記下り単位バンドに対応する上り単位バンドの上り制御チャネルで送信する端末装
置であって、
　前記複数の下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された下り割当制御情報を受信す
る制御情報受信手段と、
　前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下
りデータ受信手段と、
　前記受信された下りデータの受信誤りを検出する誤り検出手段と、
　前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づ
いて、前記基地局における下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する
応答制御手段と、
　を具備し、
　前記応答制御手段は、
　前記制御情報受信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位バンドに関す
る情報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及
び前記基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信
に成功した場合には、前記基本単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前
記上り単位バンドに設けられた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号を前
記基地局へ送信し、
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　前記制御情報受信手段において前記第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情
報の受信のみに成功した場合には、前記応答信号を前記基地局へ送信しない、
　端末装置。
【請求項２】
　前記制御情報受信手段は、
　自端末に対する下りデータが配置された、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドの
数を示す配置情報を、前記基本単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出する手段を
有し、
　前記応答制御手段は、
　前記制御情報受信手段において前記基本単位バンドで送信された下り割当制御情報の受
信に成功し、且つ、前記制御情報受信手段において受信に成功した前記基本単位バンド以
外の下り単位バンドの数が前記配置情報の示す下り単位バンドの数よりも少ない場合には
、前記上り制御チャネルのリソースで、前記応答信号としてＮＡＣＫを送信する、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記制御情報受信手段は、
　前記基本単位バンドにおける自端末に対する下りデータの配置の有無を示す配置情報を
、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出する手段
を有し、
　前記応答制御手段は、
　前記制御情報受信手段において前記基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信された
下り割当制御情報の受信に成功し、且つ、前記配置情報が前記基本単位バンドにおける自
端末に対する下りデータの配置が無いことを示す場合には、前記基本単位バンド以外の下
り単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記上り単位バンドに設けられ
た上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号を送信する、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記制御情報受信手段は、前記複数の下り単位バンドのいずれかの下り制御チャネルで
送信された上り割当制御情報をさらに受信し、
　上りデータと応答信号とに基づいて送信信号を形成する手段であって、前記制御情報受
信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位バンドに関する情報が含まれる
報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び前記基本単位バ
ンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場合に
は、前記上り割当制御情報が示す上りデータチャネルのリソースに上りデータをマッピン
グすることにより上りデータと応答信号とを周波数多重して送信信号を形成し、前記第２
の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、応答信
号を含まず上りデータを含む送信信号を形成する形成手段を、
　さらに具備する請求項１に記載の端末装置。
【請求項５】
　単位バンドグループに含まれる複数の下り単位バンドの下り制御チャネルで送信された
下り割当制御情報を受信する制御情報受信ステップと、
　前記下り割当制御情報が示す下りデータチャネルで送信された下りデータを受信する下
りデータ受信ステップと、
　前記受信された下りデータの受信誤りを検出する誤り検出ステップと、
　前記誤り検出手段で得られた誤り検出結果及び前記下り割当制御情報の受信成否に基づ
いて、基地局における下りデータの再送制御に用いられる応答信号の送信を制御する応答
制御ステップと、
　を具備し、
　前記応答制御ステップでは、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記単位バンドグループの上り単位バンドに関する
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情報が含まれる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び
前記基本単位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に
成功した場合には、前記基本単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記
上り単位バンドに設けられた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号が前記
基地局へ送信され、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記第２の下り単位バンドで送信された下り割当制
御情報の受信のみに成功した場合には、前記応答信号が送信されない、
　再送制御方法。
【請求項６】
　前記制御情報受信ステップは、
　自端末に対する下りデータが配置された、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドの
数を示す配置情報を、前記基本単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出するステッ
プを含み、
　前記応答制御ステップでは、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記基本単位バンドで送信された下り割当制御情報
の受信に成功し、且つ、前記制御情報受信ステップにおいて受信に成功した前記基本単位
バンド以外の下り単位バンドの数が前記配置情報の示す下り単位バンドの数よりも少ない
場合には、前記上り制御チャネルのリソースで、前記応答信号としてＮＡＣＫが送信され
る、
　請求項５に記載の再送制御方法。
【請求項７】
　前記制御情報受信ステップは、
　前記基本単位バンドにおける自端末に対する下りデータの配置の有無を示す配置情報を
、前記基本単位バンド以外の下り単位バンドにおける下り割当制御情報から抽出するステ
ップを含み、
　前記応答制御ステップでは、
　前記制御情報受信ステップにおいて前記基本単位バンド以外の下り単位バンドで送信さ
れた下り割当制御情報の受信に成功し、且つ、前記配置情報が前記基本単位バンドにおけ
る自端末に対する下りデータの配置が無いことを示す場合には、前記基本単位バンド以外
の下り単位バンドにおける下り制御チャネルと関連付けられて前記上り単位バンドに設け
られた上り制御チャネルのリソースを用いて、前記応答信号が送信される、
　請求項５に記載の再送制御方法。
【請求項８】
　前記制御情報受信ステップでは、前記複数の下り単位バンドのいずれかの下り制御チャ
ネルで送信された上り割当制御情報がさらに受信され、
　上りデータと応答信号とに基づいて送信信号を形成するステップであって、前記制御情
報受信手段において前記単位バンドグループにおける上り単位バンドに関する情報が含ま
れる報知チャネル信号が送信される下り単位バンドである基本単位バンド及び前記基本単
位バンド以外の第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信に成功した場
合には、前記上り割当制御情報が示す上りデータチャネルのリソースに上りデータをマッ
ピングすることにより上りデータと応答信号とを周波数多重して送信信号を形成し、前記
第２の下り単位バンドで送信された下り割当制御情報の受信のみに成功した場合には、応
答信号を含まず上りデータを含む送信信号を形成するステップを、
　さらに具備する請求項５に記載の再送制御方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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