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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】効率的に通信を行う端末装置、基地局装置、通
信方法および集積回路を提供する。
【解決手段】端末装置は、共有チャネルを受信する受信
部と、前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロ
ックが成功裏に（successfully）復号されたか否かに基
づいて、確認応答を生成する復号化部と、前記確認応答
を含む上りリンク制御情報を送信する送信部と、を備え
る。上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは
、少なくとも確認応答に基づき与えられ、受信品質情報
は、受信部によって受信された信号に基づいて与えられ
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共有チャネルを受信する受信部と、
　前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロックが成功裏に（successfully）復号
されたか否かに基づいて、確認応答を生成する復号化部と、
　前記確認応答を含む上りリンク制御情報を送信する送信部と、を備え、
　前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、少なくとも前記確認応答に基
づき与えられ、
　前記受信品質情報は、前記受信部によって受信された信号に基づいて与えられる
　端末装置。
【請求項２】
　前記確認応答がACKを示す場合に、前記受信品質情報は前記上りリンク制御情報に含ま
れず、
　前記確認応答がNACKを示す場合に、前記受信品質情報は前記上りリンク制御情報に含ま
れる
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記ACKを示す前記上りリンク制御情報が割り当てられる符号点の数は、前記NACKを示
す前記上りリンク制御情報が割り当てられる符号点の数よりも少ない
　請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記共有チャネルは第１の共有チャネルであり、
　前記確認応答は第１の確認応答であり、
　前記受信部は、前記第１の共有チャネルとは異なる第２の共有チャネルを受信し、
　前記復号化部は、前記第２の共有チャネルに含まれる前記トランスポートブロックが成
功裏に（successfully）復号されたか否かに基づいて、第２の確認応答を生成し、
　前記受信品質情報は、少なくとも前記第２の共有チャネル、および／または、前記第２
の共有チャネルに関連する参照信号に基づき生成される
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の端末装置。
【請求項５】
　トランスポートブロックを含む共有チャネルを端末装置に送信する送信部と、
　前記トランスポートブロックに対応する確認応答を含む上りリンク制御情報を前記端末
装置から受信する受信部と、を備え、
　前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、前記確認応答に基づき与えら
れ、
　前記受信品質情報は、前記端末装置によって受信された信号に基づいて与えられる
　基地局装置。
【請求項６】
　前記確認応答がACKと検出された場合に、前記受信品質情報は前記上りリンク制御情報
に含まれず、
　前記確認応答がNACKを示す場合に、前記受信品質情報は前記上りリンク制御情報に含ま
れる
　請求項５に記載の基地局装置。
【請求項７】
　前記ACKを示す前記上りリンク制御情報が割り当てられる符号点の数は、前記NACKを示
す前記上りリンク制御情報が割り当てられる符号点の数よりも少ない
　請求項６に記載の基地局装置。
【請求項８】
　前記共有チャネルは第１の共有チャネルであり、
　前記確認応答は第１の確認応答であり、
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　前記送信部は、前記第１の共有チャネルとは異なる第２の共有チャネルを送信し、
　前記受信品質情報は、少なくとも前記端末装置によって受信された前記第２の共有チャ
ネル、および／または、前記第２の共有チャネルに関連する参照信号に基づいて与えられ
る
　請求項５から請求項７のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項９】
　端末装置に用いられる通信方法であって、
　共有チャネルを受信するステップと、
　前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロックが成功裏に（successfully）復号
されたか否かに基づいて、確認応答を生成するステップと、
　前記確認応答を含む上りリンク制御情報を送信するステップと、を備え、
　前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、少なくとも前記確認応答に基
づき与えられ、
　前記受信品質情報は、受信された信号に基づいて与えられる
　通信方法。
【請求項１０】
　基地局装置に用いられる通信方法であって、
　トランスポートブロックを含む共有チャネルを端末装置に送信するステップと、
　前記トランスポートブロックに対応する確認応答を含む上りリンク制御情報を前記端末
装置から受信するステップと、を備え、
　前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、前記確認応答に基づき与えら
れ、
　前記受信品質情報は、前記端末装置によって受信された信号に基づいて与えられる
　通信方法。
【請求項１１】
　端末装置に実装される集積回路であって、
　共有チャネルを受信する受信回路と、
　前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロックが成功裏に（successfully）復号
されたか否かに基づいて、確認応答を生成する復号化回路と、
　前記確認応答を含む上りリンク制御情報を送信する送信回路と、を備え、
　前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、少なくとも前記確認応答に基
づき与えられ、
　前記受信品質情報は、前記受信回路によって受信された信号に基づいて与えられる
　集積回路。
【請求項１２】
　基地局装置に実装される集積回路であって、
　トランスポートブロックを含む共有チャネルを端末装置に送信する送信回路と、
　前記トランスポートブロックに対応する確認応答を含む上りリンク制御情報を前記端末
装置から受信する受信回路と、を備え、
　前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、前記確認応答に基づき与えら
れ、
　前記受信品質情報は、前記端末装置によって受信された信号に基づいて与えられる
　集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「Long Term Ev
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olution （LTE）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA
」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnersh
ip Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥにおいて、基地局装置はｅＮｏｄｅ
Ｂ（evolved NodeB）、端末装置はＵＥ（User Equipment）とも呼称される。ＬＴＥは、
基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単
一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
【０００３】
　３ＧＰＰでは、国際電気通信連合（ITU: International Telecommunication Union）が
策定する次世代移動通信システムの規格であるＩＭＴ（International Mobile Telecommu
nication）―２０２０に提案するため、次世代規格（NR: New Radio）の検討が行われて
いる（非特許文献１）。ＮＲは、単一の技術の枠組みにおいて、ｅＭＢＢ（enhanced Mob
ile BroadBand）、ｍＭＴＣ（massive Machine Type Communication）、ＵＲＬＬＣ（Ult
ra Reliable and Low Latency Communication）の３つのシナリオを想定した要求を満た
すことが求められている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160
671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting#71, Goteborg, Sweden, 7th - 10th March, 20
16.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、効率的に受信する基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法、該基地
局装置に実装される集積回路、効率的に送信する端末装置、該端末装置に用いられる通信
方法、該端末装置に実装される集積回路を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明の第１の態様は、端末装置であって、共有チャネルを受信する受信部と、
前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロックが成功裏に（successfully）復号さ
れたか否かに基づいて、確認応答を生成する復号化部と、前記確認応答を含む上りリンク
制御情報を送信する送信部と、を備え、前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか
否かは、少なくとも前記確認応答に基づき与えられ、前記受信品質情報は、前記受信部に
よって受信された信号に基づいて与えられる。
【０００７】
　（２）本発明の第２の態様は、基地局装置であって、トランスポートブロックを含む共
有チャネルを端末装置に送信する送信部と、前記トランスポートブロックに対応する確認
応答を含む上りリンク制御情報を前記端末装置から受信する受信部と、を備え、前記上り
リンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、前記確認応答に基づき与えられ、前記受
信品質情報は、前記端末装置によって受信された信号に基づいて与えられる。
【０００８】
　（３）本発明の第３の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、共有チャネル
を受信するステップと、前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロックが成功裏に
（successfully）復号されたか否かに基づいて、確認応答を生成するステップと、前記確
認応答を含む上りリンク制御情報を送信するステップと、を備え、前記上りリンク制御情
報が受信品質情報を含むか否かは、少なくとも前記確認応答に基づき与えられ、前記受信
品質情報は、受信された信号に基づいて与えられる。
【０００９】
　（４）本発明の第４の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、トランスポ
ートブロックを含む共有チャネルを端末装置に送信するステップと、前記トランスポート
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ブロックに対応する確認応答を含む上りリンク制御情報を前記端末装置から受信するステ
ップと、を備え、前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、前記確認応答
に基づき与えられ、前記受信品質情報は、前記端末装置によって受信された信号に基づい
て与えられる。
【００１０】
　（５）本発明の第５の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、共有チャネル
を受信する受信回路と、前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロックが成功裏に
（successfully）復号されたか否かに基づいて、確認応答を生成する復号化回路と、前記
確認応答を含む上りリンク制御情報を送信する送信回路と、を備え、前記上りリンク制御
情報が受信品質情報を含むか否かは、少なくとも前記確認応答に基づき与えられ、前記受
信品質情報は、前記受信回路によって受信された信号に基づいて与えられる。
【００１１】
　（６）本発明の第６の態様は、基地局装置に実装される集積回路であって、トランスポ
ートブロックを含む共有チャネルを端末装置に送信する送信回路と、前記トランスポート
ブロックに対応する確認応答を含む上りリンク制御情報を前記端末装置から受信する受信
回路と、を備え、前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、前記確認応答
に基づき与えられ、前記受信品質情報は、前記端末装置によって受信された信号に基づい
て与えられる。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、基地局装置と端末装置は効率的に通信が行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態における無線通信システムの概念を示す図である。
【図２】本実施形態における端末装置１の構成例を示す概略ブロック図である。
【図３】本実施形態における基地局装置３の構成例を示す概略ブロック図である。
【図４】本実施形態における符号点に割り当てられる受信確認応答の一例である。
【図５】本実施形態における符号点に割り当てられる受信品質情報の一例である。
【図６】本実施形態における符号点に割り当てられる上りリンク制御情報の一例である。
【図７】本実施形態における符号点に割り当てられる上りリンク制御情報の一例である。
【図８】本実施形態における上りリンク制御情報と変調の関係を示す図である。
【図９】本実施形態における端末装置１、および、基地局装置３の動作の手順の一例を示
すシーケンスチャートである。
【図１０】本実施形態における端末装置１、および、基地局装置３の動作の手順の一例を
示すシーケンスチャートである。
【図１１】本実施形態における端末装置１、および、基地局装置３の動作の手順の一例を
示すシーケンスチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の各実施形態について説明する。
【００１５】
　図１は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図１において、
無線通信システムは、端末装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。以下、端末
装置１Ａ～１Ｃを端末装置１とも称する。
【００１６】
　以下では、本実施形態の一態様に係る無線パラメータ（または、Numerology）の説明を
行う。なお、無線パラメータ、および、Numerologyは、複数の無線パラメータのセットを
示す用語として用いられてもよいし、単一の無線パラメータを示す用語として用いられて
もよい。無線パラメータ、および、Numerologyは、サブキャリア間隔（SCS: Sub-Carrier
 Spacing）、シンボル長、サブフレーム長、スロット長、フレーム長等の少なくともいず
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れかであってもよい。
【００１７】
　サブキャリア間隔は、参照サブキャリア間隔（Reference SCS, Reference Numerology
等）および無線通信に適用される実際のサブキャリア間隔（Actual SCS, Actual Numerol
ogy等）の２つが少なくとも与えられてもよい。Reference SCSは、無線パラメータの決定
に用いられてもよい。Actual SCSは、無線パラメータの決定に用いられてもよい。（ａ）
Reference SCSは第１の無線パラメータの決定に用いられてもよく、（ｂ）Actual SCSは
第２の無線パラメータの決定に用いられてもよく、且つ、（ｃ）Reference SCSとActual 
SCSの両方が第３の無線パラメータの決定に用いられてもよい。Reference SCSとActual S
CSは、同じでもよいし、異なってもよい。Reference SCSは、（ａ）Reference SCSが対応
するセルが属するバンド、（ｂ）Reference SCSが対応するセルのキャリア周波数、およ
び／または、（ｃ）Reference SCSが対応するセルにおいて受信される信号に、少なくと
も基づいて与えられてもよい。Actual SCSは、（ａ）Reference SCSが対応するセルにお
いて受信される信号、（ｂ）ＲＲＣ（Radio Resource Configuration）　ｓｉｇｎａｌｉ
ｎｇに含まれる情報の情報、（ｃ）ＭＣＥ（MAC Control Element）に含まれる情報の情
報、および／または、（ｄ）物理層の情報（下りリンク制御情報）に、少なくとも基づい
て与えられてもよい。
【００１８】
　シンボル長は、伝送方式に応じて決められる物理リソースの最小単位として定義されて
もよい。例えば、伝送方式がOFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式
、または、OFDMA（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）方式である場合、
シンボル長はOFDMシンボルの長さであってもよい。ここで、「伝送方式がOFDMである場合
」とは、OFDM伝送方式に対して、波形整形、PAPR低減、所定の周波数帯域外輻射低減等を
目的として、あるいはその他の目的のために、フィルタリング、ウィンドウイング（窓関
数による処理）、プレコーディング、および／または、位相回転等が適用されたOFDM伝送
方式であってもよい。つまり、「伝送方式がOFDMである場合」は、SC-FDMA（Single-Carr
ier Frequency Division Multiple Access）方式、または、DFT-S-OFDM（Discrete Frequ
ency Transform - Spread - OFDM）方式、F-OFDM（Filtered - OFDM）方式、UFMC（Unive
rsal Filtered Multi-Carrier）方式等であってもよい。また、「伝送方式がOFDMである
場合」は、シングルキャリアの伝送方式を含む。
【００１９】
　サブフレームの設定は、Reference SCSに基づき与えられてもよい。例えば、サブフレ
ーム長は、Reference SCSに基づき与えられるシンボル長に基づき与えられてもよい。例
えば、サブフレーム長は、Reference SCSに基づき与えられるシンボル長と、所定のシン
ボル数に基づき与えられてもよい。例えば、サブフレーム長は、所定のシンボル数が１４
であり、かつ、Reference SCSが15 kHzに設定される場合に1 msであってもよい。ここで
、サブフレームは、送信間隔（TI: Transmission Interval）を示す値であってもよい。
また、サブフレームは、上位層における物理リソースの管理に用いられる単位であっても
よい。第１の無線パラメータは、サブフレーム長を含んでもよい。
【００２０】
　スロットの設定は、Reference SCS、および、Actual SCSに基づき与えられてもよい。
例えば、スロットに含まれるOFDMシンボルの数は、Reference SCSおよびActual SCSに基
づき与えられてもよい。例えば、スロットに含まれるOFDMシンボルの数yは、サブフレー
ムに含まれるOFDMシンボルの数xと同じであってもよい。例えば、スロットに含まれるOFD
Mシンボルの数yは、サブフレームに含まれるOFDMシンボルの数xの半分であってもよい。
ここで、スロットは、送信間隔を示す用語であってもよい。また、スロットは上位層にお
ける物理リソースの管理に用いられる単位であってもよい。第３の無線パラメータは、ス
ロット長を含んでもよい。
【００２１】
　フレームは、サブフレーム、または、スロットと同一であってもよい。また、フレーム
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は、所定のサブフレーム数に基づき与えられてもよい。また、フレームは、所定のスロッ
ト数に基づき与えられてもよい。
【００２２】
　サブフレーム、スロット、または、フレームは、所定の送信間隔より短い送信間隔をサ
ポートしてもよい。所定の送信間隔は、サブフレーム長、スロット長、またはフレーム長
のいずれかであってもよい。また、所定の送信間隔より短い送信間隔は、mini-slot、ま
たは、sTTI （short Transmission Time Interval）と呼称されてもよい。
【００２３】
　送信間隔は、時間リソースのスケジューリングにおいて、最小単位であってもよい。
【００２４】
　以下、初期接続の方法例を説明する。
【００２５】
　端末装置１は、基地局装置３と接続（初期接続、通信の事前処理、通信の準備、事前接
続）を行う場合、基地局装置３より送信されるチャネルを検出する動作を行ってもよい。
基地局装置３より送信されるチャネルは、端末装置１が基地局装置３の通信設定（帯域幅
、セルＩＤ、サブキャリア間隔、共有チャネル設定、制御チャネル設定等）の少なくとも
１つを知らない条件においても検出できることが好適である。例えば、基地局装置３より
送信されるチャネルは、一定時間の周期において繰り返し送信される特徴を備えてもよい
。端末装置１が基地局装置と接続するために検出されるチャネルは同期チャネル（または
同期信号（SS: Synchronization Signal）等）とも呼称される。
【００２６】
　同期チャネルは、該同期チャネルが送信される無線リソースのチャネル状態情報（CSI:
 Channel State Information）を端末装置１に提供する機能を備えてもよい。つまり、同
期チャネルは、基地局装置３と接続するために用いられる情報（例えば、システム情報）
等を復調するための参照信号であってもよい。例えば、システム情報は、ＭＩＢ（Master
 Information Block）、ＳＩＢ（System Information Block）であってもよい。また、同
期チャネルは、システム情報を復調するために用いられる情報（例えば、物理セルＩＤ（
Physical Cell ID）、仮想セルＩＤ（Virtual Cell ID）、システム情報をスクランブル
するＩＤ）であってもよい。つまり、端末装置１は、同期チャネルの検出により、チャネ
ル状態情報、システム情報を復調するために用いられる情報の少なくとも１つを取得して
もよい。
【００２７】
　同期チャネルは、ＰＳＳ（Primary Synchronization Signal）、および／または、ＳＳ
Ｓ（Secondary Synchronization Channel）であってもよい。端末装置１は、同期チャネ
ルの検出により、チャネル状態情報、および／または、物理セルＩＤを取得することがで
きる。物理セルＩＤは、基地局装置３、セル、ビームＩＤ、または、送信ポイントを特定
する情報であってもよい。
【００２８】
　同期チャネルは、プレコーディング、または、フィルタリングが適用されてもよい。
【００２９】
　以下物理チャネルおよび信号の説明を行う。
【００３０】
　基地局装置３より送信されるチャネルは、同期チャネル、参照信号、報知チャネル、制
御チャネル、共有チャネルを含んでもよい。同期チャネル、参照信号、報知チャネル、制
御チャネル、および、共有チャネルを、物理チャネルとも称する。同期チャネルは、端末
装置１がセルと、周波数、および／または、時間の同期をとるために送信されてもよい。
参照信号は、参照信号以外の物理チャネルを復調するためのチャネル状態情報（または、
受信品質情報）を取得するために送信されてもよい。報知チャネルは、セルに接続される
複数の端末装置１に対して適用される情報を含むチャネルであってもよい。制御チャネル
は、端末装置１（または端末装置１のグループ）に対して適用される情報を含むチャネル



(8) JP 2019-208083 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

であってもよい。共有チャネルは、端末装置１（または端末装置１のグループ）に対して
適用される情報を含むチャネルであってもよい。
【００３１】
　例えば、同期チャネルは、ＰＳＳ、ＳＳＳのいずれかであってもよい。別の観点から見
れば、ＰＳＳおよびＳＳＳは、報知チャネルを復調するための参照信号であってもよい。
同期チャネルは、物理セルＩＤ、または、仮想セルＩＤ等のサービングセルに関する識別
情報を通知する機能を備えてもよい。
【００３２】
　例えば、参照信号は、ＣＲＳ（Cell specific Reference signal）、ＤＭＲＳ（DeModu
ration Reference signal）、ＵＥ－ＲＳ（UE specific - Reference signal）、ＣＳＩ
－ＲＳ（Channel State Information - Reference signal）、ＤＲＳ（Discovery Refere
nce signal）のいずれかであってもよい。
【００３３】
　ＰＳＳ、ＳＳＳ、および、参照信号を物理信号とも称する。物理チャネル、および、物
理信号を、信号とも称する。
【００３４】
　例えば、報知チャネルは、ＰＢＣＨ（Physical Broadcast CHannel）であってもよい。
報知チャネルは、基地局装置３と端末装置１が通信するための主要な（Primary）情報（
ＭＩＢ）を含むチャネルであってもよい。
【００３５】
　例えば、制御チャネルは、ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control CHannel）、ＥＰ
ＤＣＣＨ（Enhanced Physical Downlink Control CHannel）、ＰＵＣＣＨ（Physical Upl
ink Control Channel）のいずれかであってもよい。制御チャネルは、共有チャネルの復
調のために必要な情報（例えば、スケジューリング情報等）を含むチャネルであってもよ
い。制御チャネルは、制御情報の集合を含んでもよい。例えば、制御情報の集合は、下り
リンク制御情報（DCI: Downlink Control Information）であってもよい。例えば、制御
情報の集合は、下りリンクグラントであってもよい。例えば、制御情報の集合は、共有チ
ャネルのために割り当てられる無線リソースを端末装置１に指示する制御情報（例えば、
下りリンクグラント）を含んでもよい。制御チャネルは、上りリンク制御情報を含むチャ
ネルであってもよい。上りリンク制御情報は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、および／または、受信
品質情報を少なくとも含んでもよい。ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、トランスポートブロックに対
応し、ACK（ACKnoledgement）またはＮＡＣＫ（Negative ACKnoledgement）を示す。
【００３６】
　例えば、共有チャネルは、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared CHannel）、ＰＵＳ
ＣＨ（Physical Uplink Shared CHannel）、ＰＳＳＣＨ（Physical Sidelink Shared Cha
nnel）、ＰＳＣＨ（Physical Shared Channel）を含んでもよい。共有チャネルは、上位
層の信号を含むチャネルであってもよい。例えば、上位層の信号は、ＭＣＥ（MAC Contro
l Element）に含まれる情報であってもよい。また、例えば、上位層の信号は、ＲＲＣ（R
adio Resource Configuration）　ｓｉｇｎａｌｉｎｇに含まれる情報であってもよい。
共有チャネルは、上りリンク制御情報を含むチャネルであってもよい。
【００３７】
　以下、本発明の端末装置１の装置構成について説明する。
【００３８】
　図２は、本実施形態における端末装置１の構成例を示す概略ブロック図である。図示さ
れるように、端末装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部
１０７および、送受信アンテナ１０９の少なくとも１つを含んで構成される。上位層処理
部１０１は、無線リソース制御部１０１１、スケジューリング部１０１３の少なくとも１
つを含んで構成される。受信部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５３、多重分離
部１０５５、無線受信部１０５７とチャネル測定部１０５９の少なくとも１つを含んで構
成される。送信部１０７は、符号化部１０７１、共有チャネル生成部１０７３、制御チャ
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ネル生成部１０７５、多重部１０７７、無線送信部１０７９と上りリンク参照信号生成部
１０７１１の少なくとも１つを含んで構成される。
【００３９】
　上位層処理部１０１は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータを、送信
部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Ac
cess Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol
: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio
 Resource Control: RRC）層の処理を行なう。また、上位層処理部１０１は制御チャネル
で受信された下りリンク制御情報などに基づき、受信部１０５、および送信部１０７の制
御を行なうために制御情報を生成し、制御部１０３に出力する。なお、媒体アクセス制御
層の処理の一部は、制御部１０３において実施されてもよい。
【００４０】
　上位層処理部１０１が備える無線リソース制御部１０１１は、自装置の各種設定情報の
管理を行なう。また、無線リソース制御部１０１１は、上りリンクの各チャネルに配置さ
れる情報を生成し、送信部１０７に出力する。
【００４１】
　上位層処理部１０１が備えるスケジューリング部１０１３は、受信部１０５を介して受
信した下りリンク制御情報を記憶する。スケジューリング部１０１３は、上りリンクグラ
ントを受信したサブフレームから４つ後のサブフレームにおいて、受信された上りリンク
グラントに従ってＰＵＳＣＨを送信するよう、制御部１０３を介して送信部１０７を制御
する。スケジューリング部１０１３は、下りリンクグラントを受信したサブフレームにお
いて、受信された下りリンクグラントに従って共有チャネルを受信するよう、制御部１０
３を介して受信部１０５を制御する。ここで、グラントは、共有チャネルに割り当てられ
るリソースを指示する情報であってもよい。
【００４２】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号
を受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制
御を行なう。制御部１０３は、復号化部１０５１からの復号化情報に基づいて、受信確認
応答生成を行うことができる。制御部１０３は、復号化部１０５１からの復号化情報に基
づいて、受信品質情報を生成することができる。制御部１０３は、チャネル測定部１０５
９からのチャネル測定情報に基づいて、受信品質情報を生成することができる。ここで、
受信品質情報が生成されるか否かは、条件Xに基づき与えられてもよい。制御部１０３は
、上りリンク制御情報を送信部１０７、または、受信部１０５に出力することができる。
上りリンク制御情報は、受信確認応答、および、受信品質情報の少なくとも一方を含んで
もよい。
【００４３】
　制御部１０３は、媒体アクセス制御層の処理の一部（例えば、再送の指示等）を行う機
能を備えてもよい。制御部１０３は、上位層処理部１０１に含まれる機能であってもよい
。
【００４４】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１０
９を介して基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部１０１に出力する。
【００４５】
　無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１０９を介して受信した下りリンクの信号を直
交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。例えば、無線受信
部１０５７は、ディジタル信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FF
T）を行い、周波数領域の信号を抽出してもよい。
【００４６】
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　多重分離部１０５５は、抽出した信号を制御チャネル、共有チャネル、および、参照信
号チャネルに、それぞれ分離する。多重分離部１０５５は、分離した参照信号をチャネル
測定部１０５９に出力する。
【００４７】
　復調部１０５３は、制御チャネル、および、共有チャネルに対して、ＱＰＳＫ、１６Ｑ
ＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、６４ＱＡＭ等の変調方式に対する復調を行
ない、復号化部１０５１へ出力する。
【００４８】
　復号化部１０５１は、下りリンクデータの復号を行い、復号した下りリンクデータを上
位層処理部１０１へ出力する。チャネル測定部１０５９は、参照信号からチャネル測定情
報を算出し、該チャネル測定情報を多重分離部１０５５へ出力することができる。チャネ
ル測定部１０５９は、該チャネル測定情報を上位層処理部１０１へ出力することができる
。チャネル測定部１０５９は、該チャネル測定情報を制御部１０３へ出力することができ
る。
【００４９】
　チャネル測定情報は、伝搬路（または、無線伝搬路、無線空間、無線経路、チャネル、
無線チャネル、経路、媒体、無線媒体等）の推定に基づき与えられる情報であってもよい
。伝搬路の推定に基づき与えられる情報は、多重分離部１０５５において、受信信号のチ
ャネル等化（または、チャネル補償）等に用いられる。また、チャネル測定情報は、パス
ロス推定値、エネルギー検出値、受信強度推定値等であってもよい。つまり、チャネル測
定情報は、統計的な情報（または、短区間の平均値、長区間の平均値等）であってもよい
。
【００５０】
　チャネル測定情報は、受信される参照信号の測定（または、評価、調査等）に基づき与
えられてもよい。チャネル測定情報は、複数の参照信号（または、複数の参照信号のセッ
ト）の測定の平均により与えられてもよい。
【００５１】
　受信品質情報は、BER（Bit Error Rate）予測値、BLER（BLock Error Rate）予測値、L
LR（Log Likelihood Ratio）等に基づき与えられる情報であってもよい。つまり、受信品
質情報は、復号化情報に基づき与えられてもよい。受信品質情報は、コードブロック（符
号化ブロック）の誤り率に基づき与えられてもよい。コードブロックの誤り率は、復号化
情報に基づき与えられてもよい。受信品質情報は、復号化情報に基づき与えられるインデ
ックス（または、指標）であってもよい。コードブロックの説明は後述される。
【００５２】
　復号化情報は、誤り訂正復号化に基づき与えられる情報である。復号化情報は、データ
が成功裏に復号できたか否かを示してもよい。復号化情報は、BER予測値、BLER予測値、L
LRであってもよい。復号化情報は、基地局装置３から送信されるトランスポートブロック
（または、データブロック、トランスポートデータ、送信データ、送信符号、送信ブロッ
ク、ペイロード、情報、情報ブロック、符号化データ等）を含むチャネルの受信強度に基
づき与えられてもよい。BER予測値は、該トランスポートブロックに含まれるビット系列
（２値系列、ディジタル情報等）に含まれるビットそれぞれの誤り率（エラーレート）の
予測値である。BLER予測値は、該トランスポートブロックの誤り率の予測値である。ここ
で、トランスポートブロックは、１、または、複数のコードブロックを含んでもよい。コ
ードブロックは、誤り訂正符号化が施されるデータの単位であってもよい。また、トラン
スポートブロックは、上位層で管理されるデータの単位であってもよい。また、トランス
ポートブロックは、誤り訂正符号化が施される単位であってもよい。また、トランスポー
トブロックは、ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）によって再送されるデー
タの単位であってもよい。また、トランスポートブロックは、ＭＡＣ層におけるデータの
単位であってもよい。
【００５３】
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　受信品質情報は、チャネル状態情報（CSI: Channel State Information）であってもよ
い。また、受信品質情報は、チャネル状態情報に基づき与えられるインデックス（または
、指標）であってもよい。ここで、チャネル状態情報は、チャネル測定情報に基づき与え
られてもよい。チャネル状態情報は、チャネル品質指標（CQI: Channel Quality Indicat
or）、プレコーディング行列指標（PMI: Precoding Matrix Indicator）、ランク指標（R
I: Rank Indicator）であってもよい。チャネル品質指標は、伝搬路の受信強度であって
もよい。プレコーディング行列指標は、チャネルに適したプレコーディング行列を示す指
標であってもよい。ランク指標は、チャネルに適したランクを示す指標であってもよい。
ランクは、空間多重伝送における空間多重のための指数である。受信品質情報は、チャネ
ル測定情報、または、復号化情報の量子化により与えられてもよい。例えば、チャネル測
定情報がチャネルの受信強度推定値を示す場合、受信品質情報は、該受信強度推定値の量
子化により与えられてもよい。例えば、受信品質情報のために４ビットが割り当てられる
場合、該受信強度推定値が１６の状態に分類されてもよい。
【００５４】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部１０１から入力された上りリンクデータや上りリンク制御情報を
符号化および変調し、共有チャネル、制御チャネル、参照信号を多重し、送受信アンテナ
１０９を介して基地局装置３に送信する。
【００５５】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された制御情報と上りリンクデータ
を符号化し、符号化ビットを共有チャネル生成部１０７３および／または制御チャネル生
成部１０７５に出力する。
【００５６】
　共有チャネル生成部１０７３は、符号化部１０７１から入力された符号化ビットを変調
して変調シンボルを生成し、変調シンボルをＤＦＴすることによって共有チャネルを生成
し、多重部１０７７へ出力してもよい。共有チャネル生成部１０７３は、符号化部１０７
１から入力された符号化ビットを変調して共有チャネルを生成し、多重部１０７７へ出力
してもよい。
【００５７】
　制御チャネル生成部１０７５は、符号化部１０７１から入力された符号化ビット、およ
び／または、ＳＲに基づいて、制御チャネルを生成し、多重部１０７７へ出力する。
【００５８】
　上りリンク参照信号生成部１０７１１は上りリンク参照信号を生成し、生成した上りリ
ンク参照信号を多重部１０７７へ出力する。
【００５９】
　多重部１０７７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、共有チャネル生成
部１０７３から入力された信号、および／または、制御チャネル生成部１０７５から入力
された信号、および／または、上りリンク参照信号生成部１０７１１から入力された上り
リンク参照信号を、送信アンテナポート毎に上りリンクのリソースに多重する。多重部１
０７７は、多重された信号を無線送信部１０７９に出力する。
【００６０】
　無線送信部１０７９は、多重された信号に対して逆高速フーリエ変換（Inverse Fast F
ourier Transform: IFFT）を行い、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバン
ドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分お
よび直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数
の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余分な周波数成分
を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１０９に出力して送信する。
【００６１】
　以下、本発明の基地局装置３の装置構成について説明する。
【００６２】
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　図３は、本実施形態における基地局装置３の構成例を示す概略ブロック図である。図示
されるように、基地局装置３は、上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部３０５、送
信部３０７、および、送受信アンテナ３０９の少なくとも１つを含んで構成される。また
、上位層処理部３０１は、無線リソース制御部３０１１とスケジューリング部３０１３の
少なくとも１つを含んで構成される。また、受信部３０５は、データ復調／復号部３０５
１、制御情報復調／復号部３０５３、多重分離部３０５５、無線受信部３０５７とチャネ
ル測定部３０５９の少なくとも１つを含んで構成される。また、送信部３０７は、符号化
部３０７１、変調部３０７３、多重部３０７５、無線送信部３０７７と下りリンク参照信
号生成部３０７９の少なくとも１つを含んで構成される。
【００６３】
　上位層処理部３０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制
御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）
層の処理を行なう。また、上位層処理部３０１は、受信部３０５、および送信部３０７の
制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。なお、媒体アクセス制
御層の処理の一部は、制御部３０３において実施されてもよい。
【００６４】
　上位層処理部３０１が備える無線リソース制御部３０１１は、下りリンクの共有チャネ
ルに配置される下りリンクデータ、ＲＲＣ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ、ＭＡＣ　ＣＥ（Contro
l Element）を生成し、又は上位ノードから取得し、スケジューリング部３０１３、また
は、制御部３０３に出力することができる。また、無線リソース制御部３０１１は、端末
装置１各々の各種設定情報の管理をする。
【００６５】
　上位層処理部３０１が備えるスケジューリング部３０１３は、端末装置１に割り当てる
共有チャネルや制御チャネルの無線リソースの管理を行う。スケジューリング部３０１３
は、端末装置１に共有チャネルの無線リソースを割り当てた場合には、共有チャネルの無
線リソースの割り当てを示す上りリンクグラントを生成し、生成した上りリンクグラント
を送信部３０７へ出力する。
【００６６】
　制御部３０３は、上位層処理部３０１からの制御情報に基づいて、受信部３０５、およ
び送信部３０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部３０３は、生成した制御信号
を受信部３０５、および送信部３０７に出力して受信部３０５、および送信部３０７の制
御を行なう。
【００６７】
　制御部３０３は、媒体アクセス制御層の処理の一部（例えば、再送の指示等）を行う機
能を備えてもよい。
【００６８】
　受信部３０５は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ３０
９を介して端末装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位
層処理部３０１に出力する。
【００６９】
　無線受信部３０５７は、送受信アンテナ３０９を介して受信された上りリンクの信号を
直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部３０
５７は、ディジタル信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を
行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部３０５５に出力する。
【００７０】
　多重分離部３０５５は、無線受信部３０５７から入力された信号を制御チャネル、共有
チャネル、参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置３が無線リ
ソース制御部３０１１で決定し、各端末装置１に通知した上りリンクグラントに含まれる
無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。多重分離部３０５５は、チャネル測
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定部３０５９から入力された伝搬路の推定値から、制御チャネルと共有チャネルの伝搬路
の補償を行なう。また、多重分離部３０５５は、分離した参照信号チャネルをチャネル測
定部３０５９に出力する。
【００７１】
　多重分離部３０５５は、分離した制御チャネルと共有チャネルから、上りリンクデータ
を含む変調シンボルと上りリンク制御情報を含む変調シンボルを取得する。多重分離部３
０５５は、共有チャネルの信号から取得した上りリンクデータを含む変調シンボルをデー
タ復調／復号部３０５１へ出力する。多重分離部３０５５は、制御チャネルまたは共有チ
ャネルから取得した上りリンク制御情報を含む変調シンボルを制御情報復調／復号部３０
５３へ出力する。
【００７２】
　チャネル測定部３０５９は、多重分離部３０５５から入力された上りリンク参照信号か
ら伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部３０５５および上位層処理
部３０１に出力する。
【００７３】
　データ復調／復号部３０５１は、多重分離部３０５５から入力された上りリンクデータ
の変調シンボルから上りリンクデータを復号する。データ復調／復号部３０５１は、復号
された上りリンクデータを上位層処理部３０１へ出力する。
【００７４】
　制御情報復調／復号部３０５３は、多重分離部３０５５から入力された上りリンク制御
情報を含む変調シンボルからＨＡＲＱ－ＡＣＫを復号する。制御情報復調／復号部３０５
３は、復号した上りリンク制御情報を上位層処理部３０１、または、制御部３０３へ出力
することができる。
【００７５】
　送信部３０７は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部３０１から入力された下りリンク制御情報、下りリンクデータを
符号化、および変調し、制御チャネル、共有チャネル、参照信号を多重して、送受信アン
テナ３０９を介して端末装置１に信号を送信する。
【００７６】
　符号化部３０７１は、上位層処理部３０１から入力された下りリンク制御情報、および
、下りリンクデータの符号化を行なう。変調部３０７３は、符号化部３０７１から入力さ
れた符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調す
る。変調部３０７３は、変調シンボルにプリコーディングを適用してもよい。プレコーデ
ィングは、送信プレコードを含んでもよい。なお、プレコーディングとは、プレコーダが
乗算される（適用される）ことであってもよい。
【００７７】
　下りリンク参照信号生成部３０７９は下りリンク参照信号を生成する。多重部３０７５
は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、送信シンボルを生成する
。
【００７８】
　多重部３０７５は、送信シンボルにプレコーディングを適用してもよい。多重部３０７
５が送信シンボルに適用するプレコーディングは、下りリンク参照信号、および／または
、変調シンボルに対して適用されてもよい。また、下りリンク参照信号に適用されるプレ
コーディングと、変調シンボルに対して適用されるプレコーディングは、同一であっても
よいし、異なってもよい。
【００７９】
　無線送信部３０７７は、多重された送信シンボルなどを逆高速フーリエ変換（Inverse 
Fast Fourier Transform: IFFT）して、時間シンボルを生成する。無線送信部３０７７は
、時間シンボルに対してＯＦＤＭ方式の変調を行い、ベースバンドのディジタル信号を生
成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周
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波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除
去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、
余分な周波数成分を除去し、搬送波信号（Carrier signal, Carrier, RF signal等）を生
成する。無線送信部３０７７は、搬送波信号に対して、電力増幅し、送受信アンテナ３０
９に出力して送信する。
【００８０】
　以下、上りリンクの通信を例にとり、制御部１０３の説明を行う。なお、制御部１０３
が備える機能は、上位層部１０１、上位層部３０１、制御部３０３が同様に備えてもよい
。
【００８１】
　制御部１０３は、少なくとも受信確認応答に基づき、受信品質情報を生成するか否かを
決定してもよい。また、制御部１０３は、少なくともチャネル測定情報に基づき、受信品
質情報を生成することができる。また、制御部１０３は、少なくとも復号化情報に基づき
、受信品質情報を生成することができる。
【００８２】
　制御部１０３は、受信確認応答がACK（ACKnoledgement）を示す場合に、受信品質情報
を生成しなくてもよい。また、制御部１０３は、受信確認応答がNACK（Negative ACKnole
dgement）を示す場合に、受信品質情報を生成してもよい。制御部１０３は、受信確認応
答がACK（ACKnoledgement）を示す場合に、受信品質情報を生成してもよい。また、制御
部１０３は、受信確認応答がNACK（Negative ACKnoledgement）を示す場合に、受信品質
情報を生成しなくてもよい。制御部１０３は、受信確認応答がACKを示す場合に、第１の
受信品質情報を生成してもよい。制御部１０３は、受信確認応答がNACKを示す場合に、第
２の受信品質情報を生成してもよい。第１の受信品質情報と第２の受信品質情報のビット
数は異なってもよい。例えば、第２の受信品質情報のビット数は、第１の受信品質情報の
ビット数より多くてもよい。例えば、第１の受信品質情報と第２の受信品質情報の値のそ
れぞれが対応するレンジは異なってもよい。例えば、第２の受信品質情報が対応するレン
ジは、第１の受信品質情報が対応するレンジよりも大きくてもよい。また、第１の受信品
質情報と第２の受信品質情報の粒度（または、量子化の粒度）は異なってもよい。例えば
、第２の受信品質情報の粒度は、第１の受信品質情報の粒度より細かくてもよい。
【００８３】
　制御部１０３は、受信品質情報が生成されない場合、少なくとも受信確認応答を含む上
りリンク制御情報を送信部１０５に出力してもよい。また、制御部１０３は、受信品質情
報が生成される場合、少なくとも該受信品質情報を含む上りリンク制御情報を送信部１０
５に出力してもよい。また、制御部１０３は、受信品質情報が生成される場合、少なくと
も該受信品質情報と受信確認応答を含む上りリンク制御情報を送信部１０５に出力しても
よい。受信品質情報と受信確認応答を含む上りリンク制御情報は、該受信品質情報のため
の情報ビットと該受信確認応答のための情報ビットが結合されることにより与えられても
よい。受信品質情報と受信確認応答を含む上りリンク制御情報は、該受信品質情報に対応
する符号点を示すビット系列と該受信確認応答に対応する符号点を示すビット系列の結合
により与えられてもよい。受信品質情報と受信確認応答を含む上りリンク制御情報は、ジ
ョイントコーディングにより、該受信品質情報と該受信確認応答に対応する符号点のビッ
ト系列により与えられてもよい。ジョイントコーディングの例は後述される。
【００８４】
　制御部１０３は、上りリンク制御情報に対応する符号点（コードポイント、code point
、マッピング）を決定してもよい。符号点とは、例えば、２値のビット系列の各々の状態
であってもよい。制御部１０３は、符号点に割り当てられる上りリンク制御情報を決定し
てもよい。
【００８５】
　図４は、符号点に割り当てられる受信確認応答の一例である。図４に示される一例では
、受信確認応答のために１ビットが割り当てられ、２つの符号点が与えられている。符号
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点０がACKを示し、符号点１がNACKを示す。つまり、符号点０は、ACKのために割り当てら
れ、符号点１は、NACKのために割り当てられる。
【００８６】
　図５は、符号点に割り当てられる受信品質情報の一例である。図５に示される一例では
、受信品質情報のために２ビットが割り当てられ、４つの符号点が与えられている。符号
点００が状態１を示し、符号点０１が状態２を示し、符号点１０が状態３を示し、符号点
１１が状態４を示す。状態１から状態４のそれぞれは、受信品質情報に基づき与えられる
。つまり、符号点００は、状態１のために割り当てられ、符号点０１は、状態２のために
割り当てられ、符号点１０は、状態３のために割り当てられ、符号点１１は、状態４のた
めに割り当てられる。
【００８７】
　図６は、第１のジョイントコーディング（Joint coding）により、符号点に割り当てら
れる上りリンク制御情報の一例である。図６に示される一例では、上りリンク制御情報の
ために２ビットが割り当てられ、４つの符号点が与えられている。ジョイントコーディン
グは、図６に示されるように、符号点に対して複数の制御情報を対応させることであって
もよい。図６において、符号点００は、受信確認応答がACKであり、かつ、受信品質情報
が状態１であることを示す。また、符号点０１は、受信確認応答がACKであり、かつ、受
信品質情報が状態２であることを示す。また、符号点１０は、受信確認応答がNACKであり
、かつ、受信品質情報が状態１であることを示す。また、符号点１１は、受信確認応答が
NACKであり、かつ、受信品質情報が状態２であることを示す。つまり、符号点００は、AC
Kのために割り当てられ、かつ、状態１のために割り当てられる。また、符号点０１は、A
CKのために割り当てられ、かつ、状態２のために割り当てられる。また、符号点１０は、
NACKのために割り当てられ、かつ、状態１のために割り当てられる。また、符号点１１は
、NACKのために割り当てられ、かつ、状態２のために割り当てられる。
【００８８】
　図７は、第２のジョイントコーディングにより、符号点に割り当てられる上りリンク制
御情報の一例である。図７に示される一例では、上りリンク制御情報のために２ビットが
割り当てられ、４つの符号点が与えられている。図７に示される一例では、４つの符号点
のうち１つのみがACKのために割り当てられ、３つの符号点がNACKのために割り当てられ
ている。図７において、符号点００は、ACKを示すが、対応する受信状態情報はない。こ
れは、受信確認応答がACKであることを示す符号点が、符号点００のみであることに起因
する。また、図７において、符号点０１は、受信確認応答がNACKであり、かつ、受信品質
情報が状態１であることを示す。また、符号点１０は、受信確認応答がNACKであり、かつ
、受信品質情報が状態２であることを示す。また、符号点１１は、受信確認応答がNACKで
あり、かつ、受信品質情報が状態３であることを示す。受信確認応答がNACKであることを
示す符号点は３つ存在するため、受信確認応答がNACKの場合には、受信品質状態が３つの
状態として表現可能である。つまり、符号点００は、ACKのために割り当てられる。また
、符号点０１は、NACKのために割り当てられ、かつ、状態１のために割り当てられる。ま
た、符号点１０は、NACKのために割り当てられ、かつ、状態２のために割り当てられる。
また、符号点１１は、NACKのために割り当てられ、かつ、状態３のために割り当てられる
。
【００８９】
　第２のジョイントコーディングにより、受信確認応答がNACKであることを示す符号点が
、受信確認応答がACKであることを示す符号点に対して多くなることにより、NACKからACK
への誤り率低減効果が期待される。つまり、第２のジョイントコーディングにより与えら
れる上りリンク制御情報がNACKを示す場合、該上りリンク制御情報を受信する基地局装置
３において、該上りリンク制御情報に基づき受信確認応答がACKを示していると誤って判
断される確率の低減が期待される。一般に、ACKからNACKへの誤り率よりもNACKからACKへ
の誤り率が低いことが好適である。
【００９０】
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　制御部１０３は、ACKのために割り当てられる符号点の数が、NACKのために割り当てら
れる符号点の数より多くなるように、符号点に割り当てられる上りリンク制御情報を決定
してもよい。ここで、ACKのために割り当てられる符号点に対して、受信品質情報が割り
当てられなくてもよい。また、NACKのために割り当てられる符号点に対して、受信品質情
報が割り当てられてもよい。
【００９１】
　制御部１０３により生成される上りリンク制御情報は、送信部１０７により符号化され
てもよい。制御部１０３により生成される上りリンク制御情報は、送信部１０７により符
号化されなくてもよい。制御部１０３により生成される上りリンク制御情報は、送信部１
０７によりQPSK、16QAM、または、64QAM等の変調が施されてもよい。図８は、上りリンク
制御情報と変調の関係を示す図である。I軸（I axis）は、実数軸であり、Q軸（Q axis）
は、虚数軸である。図８に示される一例では、上りリンク制御情報はQPSK変調が施されて
いる。また、QPSK変調点の各々に対し、１つの符号点が対応する。図８に示す一例におい
て、変調点の間の距離が最も大きいのは、符号点００と符号点１１のセット、および、符
号点０１と符号点１０のセットである。変調点の間の距離が大きいことは、誤り確率が小
さいことを意味するため、変調点の間の距離を考慮した上りリンク制御情報の設計が可能
である。例えば、図７に示されるように、第２のジョイントコーディングに基づき与えら
れる上りリンク制御情報において、符号点１１における受信品質情報が示す状態３は、状
態１から状態３において最も受信品質が劣化していることを示してもよい。
【００９２】
　例えば、第１のジョイントコーディングに基づき、符号点に割り当てられる上りリンク
制御情報が与えられる場合、受信確認応答が示す情報（ACKまたはNACK）によらず、上り
リンク制御情報に受信品質情報が含まれる。一方、第２のジョイントコーディングに基づ
き、符号点に割り当てられる上りリンク制御情報が与えられる場合、受信確認応答がNACK
を示す場合において、上りリンク制御情報に受信品質情報が含まれる。また、第２のジョ
イントコーディングに基づき、符号点に割り当てられる上りリンク制御情報が与えられる
場合、受信確認応答がACKを示す場合において、上りリンク制御情報に受信品質情報が含
まれない。
【００９３】
　以下、端末装置１、および、基地局装置３の動作の手順を説明する。なお、以下では、
端末装置１が含む装置（上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０
７および、送受信アンテナ１０９）により実施される動作は、端末装置１の動作として説
明される。また、基地局装置３が含む装置（上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部
３０５、送信部３０７、および、送受信アンテナ３０９）により実施される動作は、基地
局装置３の動作として説明される。
【００９４】
　図９は、本発明の一態様に係る端末装置１、および、基地局装置３の動作の手順の一例
を示すシーケンスチャートである。ステップ９００１において、基地局装置３は、端末装
置１に向けて、トランスポートブロックを含む共有チャネルを送信する。ここで、ステッ
プ９００１は、基地局装置３が、端末装置１に向けて、該共有チャネルのために割り当て
られる無線リソースを端末装置１に指示する制御情報を含む制御チャネルを送信するステ
ップを含んでもよい。次いで、ステップ９００２において、端末装置１は、該共有チャネ
ルを受信し、該トランスポートブロックの復号を行う。ここで、ステップ９００２は、端
末装置１が、該制御チャネルを受信し、該制御情報を復号してもよい。つまり、ステップ
９００２において、端末装置１は、該制御情報に基づき、該共有チャネルに割り当てられ
る無線リソースを決定してもよい。次いで、ステップ９００３において、端末装置１は、
該トランスポートブロックの復号に基づき、受信確認応答を生成する。例えば、該トラン
スポートブロックの復号が成功裏に完了した場合（例えば、誤り検出のために付加される
ビット系列（巡回冗長検査系列など）による検査において、誤りが検出されない場合等）
、受信確認応答はACKであってもよい。また、該トランスポートブロックの復号が失敗し
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た場合（例えば、誤り検出のために付加されるビット系列による検査において、誤りが検
出される場合）、受信確認応答はNACKであってもよい。
【００９５】
　次いで、ステップ９００４において、端末装置１は、該受信確認応答に基づき、受信品
質情報を生成するか否かを決定する。ステップ９００４において、端末装置１は、該受信
確認応答がNACKであることに基づき、受信品質情報を生成してもよい。ステップ９００４
において、該受信品質情報は、該受信確認応答の生成に用いられる該トランスポートブロ
ックを含む該共有チャネルに含まれる（または、該共有チャネルの復調に用いられる）参
照信号の測定に基づき与えられるチャネル測定情報に基づき与えられてもよい。また、該
受信品質情報は、該受信確認応答の生成に用いられる該トランスポートブロックを含む該
共有チャネルを指示する制御チャネルに含まれる参照信号に基づき与えられるチャネル測
定情報に基づき与えられてもよい。また、該受信品質情報は、該共有チャネルおよび該制
御チャネルに含まれる参照信号に基づき与えられるチャネル測定情報に基づき与えられて
もよい。また、該受信品質情報は、該受信確認応答の生成に用いられる該トランスポート
ブロックの復号化において生成される復号化情報に基づき与えられてもよい。ここで、ス
テップ９００４は、端末装置１が、符号点に割り当てられる上りリンク制御情報を決定す
るステップを含んでもよい。
【００９６】
　次いで、ステップ９００５において、該受信確認応答、および／または、該受信品質情
報の少なくとも一方を含む上りリンク制御情報を含むチャネル（例えば、共有チャネル、
または、制御チャネル等）を基地局装置３に向けて、送信する。次いで、ステップ９００
６において、基地局装置３は、受信したチャネルに含まれる上りリンク制御情報に基づき
、該トランスポートブロックの再送をするか否かを決定する。ステップ９００６において
、基地局装置３は、受信したチャネルに含まれる上りリンク制御情報に基づき、該トラン
スポートブロックの再送のスケジューリングをしてもよい。例えば、該受信確認応答がAC
Kを示す場合、該トランスポートブロックの再送は行われなくてもよい。また、例えば、
該受信確認応答がNACKを示す場合、該トランスポートブロックの再送を行ってもよい。本
手順において、基地局装置３は、ステップ９００６において該受信品質情報を検出できた
場合、該トランスポートブロックの再送に割り当てられる無線リソースや、符号化に用い
られるパラメータ（符号化率や、変調方式）等を好適に選択することができ、周波数利用
効率の改善が期待される。
【００９７】
　ステップ９００６において、基地局装置３は、該受信確認応答の検出に基づき、受信品
質情報を検出するか否かを決定してもよい。例えば、該受信確認応答のためのビット系列
と、該受信品質情報のためのビット系列が結合されることにより該上りリンク制御情報が
与えられている場合、該受信確認応答が示す値（ACKまたはNACK）の検出に基づき、該上
りリンク制御情報が該受信品質情報を含むか否かが決定されることが好適である。
【００９８】
　ステップ９００１からステップ９００６に示される手順の一例において、基地局装置３
によりトランスポートブロックの再送が発生する場合には、トランスポートブロックの再
送に係る無線リソースや符号化に用いられるパラメータを決定するために用いられる情報
が端末装置１から基地局装置３に提供されることが好適である。そのため、ステップ９０
０４において、受信確認応答に基づき受信品質情報を生成するか否かが与えられることは
、基地局装置３において、再送に係る無線リソースや符号化に用いられるパラメータを決
定する情報の提供を実現する。例えば、ステップ９００５において、端末装置１は、上り
リンクチャネルを用いて、上りリンク制御情報に受信品質情報を含めて送信してもよい。
一方で、上りリンクチャネルのリソースが有限であることや、基地局装置３において受信
される受信確認応答の誤り率が低いことが好適であることに鑑みて、受信品質情報が含ま
れる上りリンク制御情報は、所定の条件に基づき、適宜送信されることが好適である。例
えば、ステップ９００１からステップ９００６に示される手順の一例において、トランス
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ポートブロックの再送が発生する場合、受信品質情報が端末装置１から基地局装置３に提
供されることが好適である。これは、基地局装置３から端末装置１に送信されるトランス
ポートブロックの数が少ない場合（小データ通信等）において特に有効である。つまり、
ステップ９００４において、受信品質情報が生成されるか否かは、受信確認応答に基づき
与えられることが好適である。一方、複数のトランスポートブロックが送信される場合（
特に、大容量データ通信等）においては、ステップ９００６において基地局装置３がACK
を示す受信確認応答を受信した場合でも、次のトランスポートブロックの送信に係る無線
リソースや符号化に用いられるパラメータを決定するために受信品質情報が端末装置１か
ら基地局装置３に提供されることが好適である。このような場合、ステップ９００４にお
いて、受信品質情報が生成されるか否かは、受信確認応答に基づかなくてもよい。
【００９９】
　図１０は、本発明の一態様に係る端末装置１、および、基地局装置３の手順の一例を示
すシーケンスチャートである。ステップ１０００１における基地局装置３の動作は、ステ
ップ９００１の動作と同様である。ここで、ステップ１０００１におけるトランスポート
ブロックの送信は、新規送信（new transmission）、または、初送（initial transmissi
on）とも呼称される。また、初送において、該トランスポートブロックを含む共有チャネ
ルは、第１の共有チャネルとも呼称される。また、初送において、該共有チャネルを指示
する制御情報を含む制御チャネルは、第１の制御チャネルとも呼称される。次いで、端末
装置１は、ステップ１０００２を実施する。ここで、ステップ１０００２の動作は、ステ
ップ９００２からステップ９００５の動作と同様である。ここで、ステップ１０００２に
おいて生成される受信確認応答は、第１の受信確認応答とも呼称される。また、ステップ
１０００２において生成される受信品質情報は、第１の受信品質情報とも呼称される。ま
た、ステップ１０００２において、端末装置１より送信される共有チャネルに含まれる上
りリンク制御情報は、第１の上りリンク制御情報とも呼称される。
【０１００】
　次いで、ステップ１０００３において、基地局装置３は、ステップ１０００２において
受信されたチャネルに含まれる上りリンク制御情報に基づき、該トランスポートブロック
を再送するか否かを決定してもよい。ここで、ステップ１０００３において、基地局装置
３は、該トランスポートブロックを再送することを決定したものと仮定する。つまり、ス
テップ１０００３において、基地局装置３は、該トランスポートブロックを含む第２の共
有チャネルを送信する。ここで、基地局装置３は、該第２の共有チャネルを指示する制御
情報を含む第２の制御チャネルを送信してもよい。次いで、ステップ１０００４において
、端末装置１は、該第２の共有チャネルを受信し、該トランスポートブロックの復号を行
う。ここで、該トランスポートブロックの復号は、該第１の共有チャネル、および／また
は、該第２の共有チャネルに基づき行われてもよい。また、ステップ１０００４において
、端末装置１は、該第２の制御チャネルを受信してもよい。
【０１０１】
　次いで、ステップ１０００５において、該トランスポートブロックの復号に基づき、第
２の受信確認応答の生成を行う。次いで、ステップ１０００６において、該第２の受信確
認応答に基づき、第２の受信品質情報を生成する。ステップ１０００４において、該第２
の受信品質情報は、該第１の受信確認応答の生成に用いられる該トランスポートブロック
を含む該第１の共有チャネルに含まれる（または、該第１の共有チャネルの復調に用いら
れる）参照信号の測定に基づき与えられる第１のチャネル測定情報に基づき与えられても
よい。また、該第２の受信品質情報は、該第２の受信確認応答の生成に用いられる該トラ
ンスポートブロックを含む該第２の共有チャネルに含まれる（または、該第２の共有チャ
ネルの復調に用いられる）参照信号の測定に基づき与えられる第２のチャネル測定情報に
基づき与えられてもよい。また、該第２の受信品質情報は、該第１のチャネル測定情報、
および、該第２のチャネル測定情報に基づき与えられてもよい。例えば、該第２の受信品
質情報は、該第１のチャネル測定情報、および、該第２のチャネル測定情報の平均値によ
り与えられてもよい。また、該第２の受信品質情報は、該第１のチャネル測定情報、およ
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び、該第２のチャネル測定情報の重みつき平均値（例えば、忘却係数等の係数に基づくフ
ィルタリング等）により与えられてもよい。また、該第２の受信品質情報は、該第１の共
有チャネルと該第２の共有チャネルの中で、受信品質の高い共有チャネルを指示する情報
であってもよい。次いで、ステップ１０００７において、端末装置１は、該第２の受信確
認応答、および／または、該第２の受信品質情報の少なくとも一方を含む第２の上りリン
ク制御情報を含むチャネル（例えば、共有チャネル、または、制御チャネル等）を基地局
装置３に向けて、送信する。次いで、ステップ１０００８において、基地局装置３は、受
信した該チャネルに含まれる該第２の上りリンク制御情報に基づき、該トランスポートブ
ロックの再送をするか否かを決定する。ステップ１０００８において、基地局装置３は、
該第２の上りリンク制御情報に基づき、該トランスポートブロックの再送のスケジューリ
ングをしてもよい。
【０１０２】
　つまり、端末装置１は、１つのトランスポートブロックが再送される場合、該トランス
ポートブロックを含む複数の共有チャネルを受信してもよい。該複数の共有チャネルが受
信される場合、受信品質情報は、該複数の共有チャネルにおいて、最近（Latest）に受信
した共有チャネルに基づいて与えられてもよい。同じトランスポートブロックを含む複数
の共有チャネルのうちの最近に受信した共有チャネルは、同じトランスポートブロックを
含む複数の共有チャネルのうちの最後（Last）に受信した共有チャネルである。
【０１０３】
　また、該複数の共有チャネルが受信される場合、受信品質情報は、該複数の共有チャネ
ルのうちのいずれか１つに基づき与えられてもよい。また、該複数の共有チャネルが受信
される場合、受信品質情報は、該複数の共有チャネルの一部（共有チャネルのセット）に
基づき与えられてもよい。また、該複数の共有チャネルが受信される場合、受信品質情報
は、該複数の共有チャネルのすべてに基づき、与えられてもよい。
【０１０４】
　ステップ１０００３、および、ステップ１０００８において、基地局装置３は、該受信
確認応答の検出に基づき、受信品質情報を検出するか否かを決定してもよい。
【０１０５】
　図１１は、本発明の一態様に係る端末装置１、および、基地局装置３の手順の一例を示
すシーケンスチャートである。ステップ１１００１において、基地局装置３は、第１のト
ランスポートブロックを含む第１の共有チャネルを送信する。ここで、該第１の共有チャ
ネルの送信は、初送であってもよいし、再送であってもよい。次いで、ステップ１１００
２において、基地局装置３は、第１のトランスポートブロックとは異なる第２のトランス
ポートブロックを含む第２の共有チャネルを送信する。ここで、該第２の共有チャネルの
送信は、初送であってもよいし、再送であってもよい。ここで、該第１の共有チャネル、
および、該第２の共有チャネルは、異なる時刻（または、スロット、サブフレーム、フレ
ーム等）において送信されてもよい。また、該第１の共有チャネル、および、該第２の共
有チャネルは、同一の時刻（または、スロット、サブフレーム、フレーム等）において送
信されてもよい。
【０１０６】
　次いで、端末装置１は、ステップ１１００３を実施する。ここで、ステップ１１００３
は、ステップ９００２からステップ９００５の動作と同様である。ここで、ステップ１１
００２において生成される受信確認応答は、第１の受信確認応答とも呼称される。また、
ステップ１１００２において生成される受信品質情報は、第１の受信品質情報とも呼称さ
れる。また、ステップ１１００２において、端末装置１より送信される共有チャネルに含
まれる上りリンク制御情報は、第１の上りリンク制御情報とも呼称される。
【０１０７】
　次いで、端末装置１は、ステップ１１００４を実施する。ここで、ステップ１１００４
は、ステップ９００２からステップ９００５の動作と同様である。ここで、ステップ１１
００４において生成される受信確認応答は、第２の受信確認応答とも呼称される。また、
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ステップ１１００４において生成される受信品質情報は、第２の受信品質情報とも呼称さ
れる。また、ステップ１１００４において、端末装置１より送信される共有チャネルに含
まれる上りリンク制御情報は、第２の上りリンク制御情報とも呼称される。
【０１０８】
　ステップ１１００４において、第２の受信品質情報は、少なくとも第２のトランスポー
トブロックを含む第２の共有チャネルに含まれる第２の参照信号に基づき与えられる。こ
こで、第２の受信品質情報は、第１のトランスポートブロックを含む第１の共有チャネル
に含まれる第１の参照信号に基づかない。つまり、第２の受信品質情報の算出において、
第１の参照信号と第２の参照信号の平均化は行われなくてもよい。第１のトランスポート
ブロック、および、第２のトランスポートブロックは、それぞれ異なるサービスから提供
される可能性がある。そのため、ただ単に送信時刻（または、スロット、サブフレーム、
フレーム等）が近いというだけで、第１の参照信号、および、第２の参照信号の平均化を
行うことは重要ではない場合がある。しかし、所定の理由により、第１のトランスポート
ブロック、および、第２のトランスポートブロックが関連付けられている場合、第２の受
信品質情報は第１の参照信号、および、第２の参照信号の平均化に基づき与えられてもよ
い。ここで、所定の理由は、例えば、第１のトランスポートブロック、および、第２のト
ランスポートブロックのベアラが同一である場合、第１のトランスポートブロック、およ
び、第２のトランスポートブロックの受信を指示する制御情報（例えば、下りリンクグラ
ント）のフォーマット等が共通である場合、第１のトランスポートブロック、および、第
２のトランスポートブロックにおいて初送と再送の関係がある場合、を含む。
【０１０９】
　次いで、ステップ１１００５において、基地局装置３は、該第１の上りリンク制御情報
に基づき該第１のトランスポートブロックの再送をするか否かを決定し、且つ、該第２の
上りリンク制御情報に基づき該第２のトランスポートブロックの再送をするか否かを決定
する。ステップ１１００５において、基地局装置３は、該第１の上りリンク制御情報に基
づき該第１のトランスポートブロックの再送のスケジューリングをしてもよく、且つ、該
第２の上りリンク制御情報に基づき該第２のトランスポートブロックの再送のスケジュー
リングをしてもよい。
【０１１０】
　ステップ１１００５において、基地局装置３は、該受信確認応答の検出に基づき、受信
品質情報を検出するか否かを決定してもよい。
【０１１１】
　受信品質情報が送信されるか否かは、少なくとも受信確認応答に基づき与えられてもよ
い。また、受信品質情報が上りリンク制御情報に含まれるか否かは、少なくとも受信確認
応答に基づき与えられてもよい。また、受信品質情報が生成されるか否かは、少なくとも
受信確認応答に基づき与えられてもよい。また、符号点に割り当てられる上りリンク制御
情報は、少なくとも受信確認応答に基づき与えられてもよい。
【０１１２】
　受信品質情報が送信されるか否かは、条件Xに基づき与えられてもよい。また、受信品
質情報が上りリンク制御情報に含まれるか否かは、条件Xに基づき与えられてもよい。ま
た、受信品質情報が生成されるか否かは、条件Ｘに基づき与えられてもよい。また、符号
点に割り当てられる上りリンク制御情報は、条件Xに基づき与えられてもよい。条件Xは、
条件X1から条件X11の少なくとも一部を含んでもよい。条件Xは、条件X1から条件X11以外
の条件を含んでもよい。
【０１１３】
　条件X1は、受信確認応答の生成に用いられるトランスポートブロックを含む共有チャネ
ルのために想定されるReference SCSが所定の値x1であるか否か、である。ここで、所定
の値x1は、例えば、15 kHzであってもよいし、30 kHzであってもよい。また、所定の値x1
は、Reference SCSの範囲を示してもよい。例えば、所定の値x1は、15 kHzから120 kHzの
値を含んでもよい。
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【０１１４】
　条件X2は、受信確認応答が対応するトランスポートブロックを含む共有チャネルのため
に設定されるサブフレームの長さが所定の長さx2であるか否か、である。ここで、所定の
長さx2は、例えば、1 msであってもよいし、0.5 msであってもよい。また、所定の値x2は
、サブフレームの長さの範囲を示してもよい。例えば、所定の値x2は、0.1 msから2 msの
値を含んでもよい。
【０１１５】
　条件X3は、受信確認応答が対応するトランスポートブロックを含む共有チャネルの送信
間隔の長さが所定の長さx3であるか否か、である。所定の長さx3は、例えば、1 msであっ
てもよいし、0.5 msであってもよい。また、所定の値x3は、サブフレームの長さの範囲を
示してもよい。例えば、所定の値x3は、0.1 msから2 msの値を含んでもよい。また、送信
間隔は、スロットの長さであってもよい。また、送信間隔は、mini-slotの長さであって
もよい。
【０１１６】
　条件X4は、受信確認応答の生成に用いられるトランスポートブロックを含む共有チャネ
ルに適用されるActual SCSが所定の値x4であるか否か、である。ここで、所定の値x4は、
例えば、15 kHzであってもよいし、30 kHzであってもよい。また、所定の値x4は、Actual
 SCSの範囲を示してもよい。例えば、所定の値x1は、15 kHzから120 kHzの値を含んでも
よい。
【０１１７】
　条件X5は、受信確認応答の生成に用いられるトランスポートブロックを含む共有チャネ
ルに適用される伝送方式が所定の方式x5であるか否か、である。ここで、所定の方式x5は
、例えば、OFDMであってもよいし、DFT-S-OFDMであってもよい。
【０１１８】
　条件X6は、受信確認応答の生成に用いられるトランスポートブロックに適用される誤り
訂正符号化の方式が所定の方式x6であるか否か、である。ここで、所定の方式x6は、例え
ば、ターボ符号であってもよいし、LDPC符号であってもよいし、畳み込み符号であっても
よいし、TBCC（Tail biting Convolutional code）であってもよい。
【０１１９】
　条件X7は、受信確認応答の生成に用いられるトランスポートブロックに適用される誤り
訂正符号の符号化率が所定の値x7であるか否か、である。ここで、所定の値x7は、例えば
、1/3あってもよいし、1/5であってもよい。また、所定の値x7は、符号化率の範囲を示し
てもよい。例えば、所定の値x7は、1/10から1/2の値を含んでもよい。
【０１２０】
　条件X8は、受信確認応答の生成に用いられるトランスポートブロックの共有チャネルへ
のマッピング方法が、所定の方法x8であるか否か、である。ここで、x8は、例えば、時間
軸を基準にマッピングする方法（Time-first mapping）であってもよいし、周波数を基準
にマッピングする方法（Frequency first mapping）であってもよい。
【０１２１】
　条件X9は、受信確認応答の生成に用いられるトランスポートブロックを含む共有チャネ
ルと、該受信確認応答を含むチャネルとの間に設定される、処理時間が所定の長さx9であ
るか否か、である。ここで、処理時間は、該共有チャネルと該チャネルの送信の間の間隔
（インターバル）であってもよい。ここで、条件x9は、例えば、1 msであってもよいし、
3 msであってもよい。また、条件x9は、サブフレームの長さの定数倍、スロットの長さの
定数倍、シンボルの長さの整数倍等により表現されてもよい。また、所定の長さx9は、処
理時間の範囲を示してもよい。例えば、所定の長さx9は、0.2 msから2 msの間であっても
よい。
【０１２２】
　条件X10は、基地局装置３から送信される上位層の信号（例えば、RRC signaling等）や
、制御チャネル、に含まれる情報が、受信品質情報を送信することをトリガするようにセ
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ットされているか否か、であってもよい。
【０１２３】
　条件X11は、受信確認応答が所定の値X11であるか否かであってもよい。例えば、所定の
値X11はACKであってもよいし、NACKであってもよい。
【０１２４】
　以下、本実施形態における、端末装置１、および、基地局装置３の種々の態様について
説明する。
【０１２５】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。す
なわち、本発明の第１の態様は、端末装置１であって、共有チャネルを受信する受信部１
０５と、前記共有チャネルに含まれるトランスポートブロックが成功裏に（successfully
）復号されたか否かに基づいて、確認応答を生成する復号化部１０５１と、前記確認応答
を含む上りリンク制御情報を送信する送信部１０７と、を備え、前記上りリンク制御情報
が受信品質情報を含むか否かは、少なくとも前記確認応答に基づき与えられ、前記受信品
質情報は、前記受信部１０５によって受信された信号に基づいて与えられる。
【０１２６】
　（２）また、本発明の第１の態様において、前記確認応答がACKを示す場合に、前記受
信品質情報は前記上りリンク制御情報に含まれず、前記確認応答がNACKを示す場合に、前
記受信品質情報は前記上りリンク制御情報に含まれる。
【０１２７】
　（３）また、本発明の第１の態様において、前記ACKを示す前記上りリンク制御情報が
割り当てられる符号点の数は、前記NACKを示す前記上りリンク制御情報が割り当てられる
符号点の数よりも少ない。
【０１２８】
　（４）また、本発明の第１の態様において、前記共有チャネルは第１の共有チャネルで
あり、前記確認応答は第１の確認応答であり、前記受信部１０５は、前記第１の共有チャ
ネルとは異なる第２の共有チャネルを受信し、前記復号化部１０５１は、前記第２の共有
チャネルに含まれる前記トランスポートブロックが成功裏に（successfully）復号された
か否かに基づいて、第２の確認応答を生成し、前記受信品質情報は、少なくとも前記第２
の共有チャネル、および／または、前記第２の共有チャネルに関連する参照信号に基づき
生成される。
【０１２９】
　（５）また、本発明の第２の態様は、基地局装置３であって、トランスポートブロック
を含む共有チャネルを端末装置に送信する送信部３０７と、前記トランスポートブロック
に対応する確認応答を含む上りリンク制御情報を前記端末装置１から受信する受信部３０
５と、を備え、前記上りリンク制御情報が受信品質情報を含むか否かは、前記確認応答に
基づき与えられ、前記受信品質情報は、前記端末装置１によって受信された信号に基づい
て与えられる。
【０１３０】
　（６）また、本発明の第２の態様において、前記確認応答がACKと検出された場合に、
前記受信品質情報は前記上りリンク制御情報に含まれず、前記確認応答がNACKを示す場合
に、前記受信品質情報は前記上りリンク制御情報に含まれる。
【０１３１】
　（７）また、本発明の第２の態様において、前記ACKを示す前記上りリンク制御情報が
割り当てられる符号点の数は、前記NACKを示す前記上りリンク制御情報が割り当てられる
符号点の数よりも少ない。
【０１３２】
　（８）また、本発明の第２の態様において、前記共有チャネルは第１の共有チャネルで
あり、前記確認応答は第１の確認応答であり、前記送信部３０７は、前記第１の共有チャ
ネルとは異なる第２の共有チャネルを送信し、前記受信品質情報は、少なくとも前記端末
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装置１によって受信された前記第２の共有チャネル、および／または、前記第２の共有チ
ャネルに関連する参照信号に基づいて与えられる。
【０１３３】
　ここで、確認応答は、受信確認応答であってもよい。また、信号は、物理チャネル、物
理信号、共有チャネル、制御チャネル、または、参照信号のいずれであってもよい。
【０１３４】
　本発明に関わる基地局装置３、および端末装置１で動作するプログラムは、本発明に関
わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を制
御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、こ
れら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory）
に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨＤ
Ｄ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き
込みが行われる。
【０１３５】
　尚、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで実
現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピ
ュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコ
ンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０１３６】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置１、又は基地局装置３に内蔵
されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁
気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハ
ードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０１３７】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１３８】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、複数の装置から構成される集合体（
装置グループ）として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上
述した実施形態に関わる基地局装置３の各機能または各機能ブロックの一部、または、全
部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置３の一通りの各機能または各機能ブ
ロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置１は、集合体とし
ての基地局装置と通信することも可能である。
【０１３９】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、ＥＵＴＲＡＮ（Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access Network）であってもよい。また、上述した実施形態における
基地局装置３は、ｅＮｏｄｅＢに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよ
い。
【０１４０】
　また、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型的
には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい
。端末装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又
は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回
路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替
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する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能であ
る。
【０１４１】
　また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明
は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の
電子機器、たとえば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機
器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
【０１４２】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【符号の説明】
【０１４３】
１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　端末装置
３　基地局装置
１０１、３０１　上位層処理部
１０３、３０３　制御部
１０５、３０５　受信部
１０７、３０７　送信部
１０９、３０９　送受信アンテナ
１０１１、３０１１　無線リソース制御部
１０１３、３０１３　スケジューリング部
１０５１　復号化部
１０５３　復調部
１０５５、３０５５　多重分離部
１０５７、３０５７　無線受信部
１０５９、３０５９　チャネル測定部
１０７１、３０７１　符号化部
１０７３　共有チャネル生成部
１０７５　制御チャネル生成部
１０７７、３０７５　多重部
１０７９、３０７７　無線送信部
１０７１１　上りリンク参照信号生成部
３０５１　データ復調／復号部
３０５３　制御情報復調／復号部
３０７３　変調部
３０７９　下りリンク参照信号生成部
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