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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のcomponent carrierと第２のcomponent carrierとを含む複数のcomponent carrie
rが設定された端末に対して、前記第２のcomponent carrierにおいて、割り当てられたリ
ソースを示すリソース割当情報と送信電力制御フィールドとを含む下り制御チャネルを、
送信する送信部と、
　前記送信電力制御フィールドを用いて特定された、前記第１のcomponent carrierにお
ける上り制御チャネルのリソースを用いて、前記端末から送信された、前記第１のcompon
ent carrierの下りデータに対する応答信号を受信する受信部と、
　を具備する基地局装置。
【請求項２】
　前記送信部は、前記第２のcomponent carrierで前記下り制御チャネルを送信する、
請求項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記下り制御チャネルは、前記第２のcomponent carrierの下りデータに対する前記リ
ソース割当情報を含む、
　請求項１又は２に記載の基地局装置。
【請求項４】
　前記送信電力制御フィールドを用いて、前記第１のcomponent carrierにおける複数の
リソースが特定され、
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　前記受信部は、前記複数のリソースの中から選択された前記上り制御チャネルのリソー
スを用いて、前記端末から送信された前記応答信号を受信する、
　請求項１から３のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項５】
　前記送信電力制御フィールドを用いて、前記第１のcomponent carrierにおける複数の
リソースが特定され、
　前記受信部は、前記複数のリソースの中から選択された前記上り制御チャネルのリソー
スを用いて、前記端末から送信された、前記第１のcomponent carrierの下りデータに対
する前記応答信号と前記第２のcomponent carrierの下りデータに対する応答信号とを受
信する、
　請求項１か３のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項６】
　前記受信部は、channel selectionを用いて選択された前記上り制御チャネルのリソー
スを用いて、前記端末から送信された、前記第１のcomponent carrierの下りデータに対
する前記応答信号と前記第２のcomponent carrierの下りデータに対する応答信号とを受
信する、
　請求項１から３のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項７】
　前記送信部は、前記端末に対して、前記第１のcomponent carrierに対する、送信電力
制御ビットを含む他の下り制御チャネルを送信し、
　前記受信部は、前記送信電力制御ビットに基づいて送信電力が制御された、前記上り制
御チャネルを受信する、
　請求項１から６のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項８】
　前記上り制御チャネルのリソースとして、ＰＵＣＣＨのリソース番号が特定される、
　請求項１から７のいずれかに記載の基地局装置。
【請求項９】
　第１のcomponent carrierと第２のcomponent carrierとを含む複数のcomponent carrie
rが設定された端末に対して、前記第２のcomponent carrierにおいて、割り当てられたリ
ソースを示すリソース割当情報と送信電力制御フィールドとを含む下り制御チャネルを送
信し、
　前記送信電力制御フィールドを用いて特定された、前記第１のcomponent carrierにお
ける上り制御チャネルのリソースを用いて、前記端末から送信された、前記第１のcompon
ent carrierの下りデータに対する応答信号を受信する、
　通信方法。
【請求項１０】
　第１のcomponent carrierと第２のcomponent carrierとを含む複数のcomponent carrie
rが設定された端末に対して、前記第２のcomponent carrierにおいて、割り当てられたリ
ソースを示すリソース割当情報と送信電力制御フィールドとを含む下り制御チャネルを送
信する処理と、
　前記送信電力制御フィールドを用いて特定された、前記第１のcomponent carrierにお
ける上り制御チャネルのリソースを用いて、前記端末から送信された、前記第１のcompon
ent carrierの下りデータに対する応答信号を受信する処理と、
　を制御する、集積回路。
　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置、通信方法および集積回路に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　３ＧＰＰ－ＬＴＥ(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long 
Term Evolution、以下、ＬＴＥという)では、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Ort
hogonal Frequency Division Multiple Access）が採用され、上り回線の通信方式として
ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Multiple Access）が採用されて
いる（例えば、非特許文献１、２、３参照）。
【０００３】
　ＬＴＥでは、無線通信基地局装置（以下、基地局と省略する）はシステム帯域内のリソ
ースブロック（Resource Block：ＲＢ）を、サブフレームと呼ばれる時間単位毎に無線通
信端末装置（以下、端末と省略する）に割り当てることにより通信を行う。また、基地局
は下り回線データおよび上り回線データのリソース割当結果を通知するための制御情報を
端末へ送信する。この制御情報は例えばＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channe
l）等の下り回線制御チャネルを用いて端末へ送信される。ここで、各ＰＤＣＣＨは１つ
または連続する複数のＣＣＥ（Control Channel Element）で構成されるリソースを占有
する。なお、ＬＴＥでは、システム帯域幅として最大２０ＭＨｚの幅を持つ周波数帯域が
サポートされる。
【０００４】
　また、ＰＤＣＣＨは、各サブフレーム先頭の３ＯＦＤＭシンボル内で送信される。また
、ＰＤＣＣＨの送信に用いられるＯＦＤＭシンボル数は、サブフレーム単位で制御可能で
あり、各サブフレーム先頭のＯＦＤＭシンボルで送信されるＰＣＦＩＣＨ（Physical Con
trol Format Indicator Channel）を用いて通知されるＣＦＩ（Control Format Indicato
r）情報により制御される。
【０００５】
　また、基地局は１サブフレームに複数の端末を割り当てるため、複数のＰＤＣＣＨを同
時に送信する。このとき、基地局は、各ＰＤＣＣＨの送信先の端末を識別するために、送
信先の端末ＩＤでマスキング（または、スクランブリング）したＣＲＣビットをＰＤＣＣ
Ｈに含めて送信する。そして、端末は、自端末宛ての可能性がある複数のＰＤＣＣＨにお
いて、自端末の端末ＩＤでＣＲＣビットをデマスキング（または、デスクランブリング）
することによりＰＤＣＣＨをブラインド復号して自端末宛のＰＤＣＣＨを検出する。
【０００６】
　また、端末でのブラインド復号の回数を削減することを目的として、ブラインド復号の
対象となるＣＣＥを、端末毎に限定する方法が検討されている。この方法では、端末毎に
、ブラインド復号対象となるＣＣＥ領域（以下、サーチスペース（Search Space）という
）を限定する。これにより、各端末は、自端末に割り当てられたサーチスペース内のＣＣ
Ｅに対してのみ、ブラインド復号を行えばよいため、ブラインド復号の回数を削減するこ
とができる。ここで、各端末のサーチスペースは、各端末の端末ＩＤとランダム化を行う
関数であるハッシュ（hash）関数とを用いて設定される。
【０００７】
　また、基地局から端末への下り回線データに対して、端末は下り回線データの誤り検出
結果を示す応答信号（以下、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号という）を基地局へフィードバックす
る。このＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は例えばＰＵＣＣＨ（Physical Uplink Control Channel
）等の上り回線制御チャネルを用いて基地局へ送信される。ここで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号の送信に用いるＰＵＣＣＨを基地局から各端末へ通知するためのシグナリングを不要に
して下り回線の通信リソースを効率よく使用するために、下り回線データを割り当てたＣ
ＣＥ番号と、その下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信するＰＵＣＣＨの
リソース番号とが対応付けられている。各端末は、この対応付けに従って、自端末への制
御情報がマッピングされているＣＣＥから、自端末からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に
用いるＰＵＣＣＨを判定することができる。なお、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、ＡＣＫ（誤
り無し）またはＮＡＣＫ（誤り有り）を示す１ビットの信号であり、ＢＰＳＫ変調されて
送信される。また、基地局は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に用いるＰＵＣＣＨのリソー
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ス領域を自由に設定でき、ＰＵＣＣＨのリソース領域の開始リソース番号を報知情報によ
り、自局のセル内に位置する全端末に通知する。
【０００８】
　また、端末がＰＵＣＣＨ送信に用いる送信電力は、ＰＤＣＣＨ内に含まれるＰＵＣＣＨ
送信電力制御ビットにより制御される。
【０００９】
　また、ＬＴＥよりも更なる通信の高速化を実現する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ（以下、ＬＴＥ－Ａという）の標準化が開始された。ＬＴＥ－Ａでは、最大１Ｇｂｐｓ
以上の下り伝送速度および最大５００Ｍｂｐｓ以上の上り伝送速度を実現するために、４
０ＭＨｚ以上の広帯域周波数で通信可能な基地局および端末（以下、ＬＴＥ－Ａ端末とい
う）が導入される見込みである。また、ＬＴＥ－Ａシステムは、ＬＴＥ－Ａ端末のみでな
く、ＬＴＥシステムに対応する端末（以下、ＬＴＥ端末という）を収容することが要求さ
れている。
【００１０】
　ＬＴＥ－Ａでは、４０ＭＨｚ以上の広帯域通信を実現するために、複数の周波数帯域を
連結して通信するバンド連結（Band aggregation）方式が提案されている（例えば、非特
許文献１参照）。例えば、２０ＭＨｚの幅を持つ周波数帯域が通信帯域の基本単位(以下
、単位バンド（component band）という)とされている。よって、ＬＴＥ－Ａでは、例え
ば、２つの単位バンドを連結することにより４０ＭＨｚのシステム帯域幅を実現する。
【００１１】
　また、ＬＴＥ－Ａでは、基地局は、各単位バンドのリソース割当情報を、各単位バンド
の下り単位バンドを用いて端末に通知することが考えられる（例えば、非特許文献４）。
例えば、４０ＭＨｚの広帯域伝送を行う端末（２つの単位バンドを使用する端末）は、２
つの単位バンドのリソース割当情報を、各単位バンドの下り単位バンドに配置されたＰＤ
ＣＣＨを受信することにより得る。
【００１２】
　また、ＬＴＥ－Ａでは、上り回線および下り回線それぞれにおけるデータ伝送量が互い
に独立であることも予想される。例えば、下り回線では広帯域伝送（４０ＭＨｚの通信帯
域）を行い、上り回線では狭帯域伝送（２０ＭＨｚの通信帯域）を行う場合があり得る。
この場合、端末は、下り回線では２つの下り単位バンドを使用し、上り回線では１つの上
り単位バンドのみを使用する。つまり、上り回線と下り回線とで非対称の単位バンドが用
いられる（例えば、非特許文献５参照）。この場合、２つの下り単位バンドでそれぞれ送
信された下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、いずれも１つの上り単位バン
ドのＰＵＣＣＨに配置されたＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースを用いて基地局へ送信される。
【００１３】
　また、上り回線と下り回線とで同数の単位バンドが用いられる場合でも、上述したよう
な非対称の単位バンドを用いる場合と同様にして、複数の下り単位バンドでそれぞれ送信
された下り回線データに対する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、１つの上り単位バンドか
ら送信することも検討されている。ここで、複数の上り単位バンドのうち、どの上り単位
バンドからＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が送信されるかは、端末毎に独立に設定される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.3.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 8),” May 2008
【非特許文献２】3GPP TS 36.212 V8.3.0, “Multiplexing and channel coding (Releas
e 8),” May 2008
【非特許文献３】3GPP TS 36.213 V8.3.0, “Physical layer procedures (Release 8),
” May 2008
【非特許文献４】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-082468, “Carrier aggregation LTE-A
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dvanced,” July 2008
【非特許文献５】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-090813, “PUCCH design for carrier 
aggregation,” February 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　複数の下り単位バンドでそれぞれ送信された下り回線データに対する複数のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ信号を、１つの上り単位バンドから送信する場合、各下り単位バンドでそれぞれ送
信された下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が互いに衝突しないようにする必
要がある。すなわち、各上り単位バンドでは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信用のＰＵＣＣ
Ｈのリソース領域（以下、ＰＵＣＣＨ領域という）を、すべての下り単位バンド毎にそれ
ぞれ設定する必要がある。
【００１６】
　ここで、各上り単位バンドに設定される、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域
は、各下り単位バンドから送信された下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を収
容するのに十分なリソース領域を確保する必要がある。これは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソー
スは、ＣＣＥと１対１で対応付けられるためである。そのため、下り単位バンド数の増加
に伴い、各上り単位バンドで確保する必要があるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソ
ース数）が増大し、端末の上り回線データを割り当てる上りリソース（例えば、ＰＵＳＣ
Ｈ（Physical Uplink Shared Channel））が逼迫してしまう。これにより、上り回線のデ
ータスループットが低下してしまう。
【００１７】
　また、基地局は、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域をそれぞれ報知情報にて
通知する。ここで、複数の上り単位バンドにおいて、上記ＰＵＣＣＨ領域を設定する必要
があるため、基地局は、各上り単位バンドと対応付けられている（ペアとなっている）下
り単位バンドの報知情報にて、各下り単位バンドのＰＵＣＣＨ領域を通知する。すなわち
、各上り単位バンドに対して、すべての下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域に関す
る情報（報知情報）の通知が必要となる。このため、下り回線の報知情報のオーバーヘッ
ドの増大により、下り回線のデータスループットが低下してしまう。
【００１８】
　本発明の目的は、複数の下り単位バンドでそれぞれ送信された下り回線データに対する
複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、１つの上り単位バンドから送信する場合でも、シグナリ
ングを増やすことなく、上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソ
ース数）を低減することができる基地局装置、通信方法および集積回路を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の一態様に係る基地局は、第１のcomponent carrierと第２のcomponent carrier
とを含む複数のcomponent carrierが設定された端末に対して、前記第２のcomponent car
rierにおいて、割り当てられたリソースを示すリソース割当情報と送信電力制御フィール
ドとを含む下り制御チャネルを、送信する送信部と、前記送信電力制御フィールドを用い
て特定された、前記第１のcomponent carrierにおける上り制御チャネルのリソースを用
いて、前記端末から送信された、前記第１のcomponent carrierの下りデータに対する応
答信号を受信する受信部と、を具備する構成を採る。
【００２０】
　本発明の一態様に係る通信方法は、第１のcomponent carrierと第２のcomponent carri
erとを含む複数のcomponent carrierが設定された端末に対して、前記第２のcomponent c
arrierにおいて、割り当てられたリソースを示すリソース割当情報と送信電力制御フィー
ルドとを含む下り制御チャネルを送信し、前記送信電力制御フィールドを用いて特定され
た、前記第１のcomponent carrierにおける上り制御チャネルのリソースを用いて、前記
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端末から送信された、前記第１のcomponent carrierの下りデータに対する応答信号を受
信する。
【００２１】
　本発明の一態様に係る集積回路は、第１のcomponent carrierと第２のcomponent carri
erとを含む複数のcomponent carrierが設定された端末に対して、前記第２のcomponent c
arrierにおいて、割り当てられたリソースを示すリソース割当情報と送信電力制御フィー
ルドとを含む下り制御チャネルを送信する処理と、前記送信電力制御フィールドを用いて
特定された、前記第１のcomponent carrierにおける上り制御チャネルのリソースを用い
て、前記端末から送信された、前記第１のcomponent carrierの下りデータに対する応答
信号を受信する処理と、を制御する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、複数の下り単位バンドでそれぞれ送信された下り回線データに対する
複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、１つの上り単位バンドから送信する場合でも、シグナリ
ングを増やすことなく、上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソ
ース数）を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】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２】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る各ＣＣＥに対応付けられたＰＵＣＣＨのリソースを
示す図
【図４】本発明の実施の形態１に係るＰＵＣＣＨ領域の設定を示す図
【図５】本発明の実施の形態２に係るＰＵＣＣＨ領域の設定を示す図（設定方法１）
【図６】本発明の実施の形態２に係るＰＵＣＣＨ領域の設定を示す図（設定方法１）
【図７】本発明の実施の形態２に係るＰＵＣＣＨ領域の設定を示す図（設定方法２）
【図８】本発明の実施の形態２に係るＰＵＣＣＨ領域の設定を示す図（非対称の場合）
【図９】本発明の実施の形態３に係るＰＵＣＣＨ領域の設定を示す図
【図１０】本発明の実施の形態４に係るＰＵＣＣＨ領域の設定を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　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。
【００２５】
　また、以下の説明では、下り回線および上り回線それぞれ２つの単位バンドで構成され
るシステムを想定する。また、基地局は、２つの下り単位バンドに配置されたＰＤＣＣＨ
を用いて下り回線データの割当を行い、下り回線データを端末へ送信する。また、端末は
、２つの下り単位バンドを用いて送信された下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号を、１つの上り単位バンドに配置されたＰＵＣＣＨを用いて基地局へフィードバックす
る。
【００２６】
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態に係る基地局１００の構成を示すブロック図である。
【００２７】
　図１に示す基地局１００において、設定部１０１は、例えば、所要伝送レートやデータ
伝送量に従って、端末毎に上り回線および下り回線にそれぞれ使用する１つまたは複数の
単位バンドを設定（configure）する。例えば、設定部１０１は、データ送信に用いる上
り単位バンドおよび下り単位バンド、および、ＰＵＣＣＨ送信に用いる上り単位バンドを
設定する。そして、設定部１０１は、各端末に設定した単位バンドを含む設定情報を制御
部１０２、ＰＤＣＣＨ生成部１０３および変調部１０７に出力する。
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【００２８】
　制御部１０２は、端末の上り回線データを割り当てる上りリソース（例えば、ＰＵＳＣ
Ｈ）を示す上りリソース割当情報、および、端末宛ての下り回線データを割り当てる下り
リソース（例えば、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel））を示す下りリソ
ース割当情報を生成する。そして、制御部１０２は、上りリソース割当情報をＰＤＣＣＨ
生成部１０３および抽出部１１９に出力し、下りリソース割当情報をＰＤＣＣＨ生成部１
０３および多重部１１１に出力する。ここで、制御部１０２は、設定部１０１から入力さ
れる設定情報に基づいて、上りリソース割当情報および下りリソース割当情報を、各端末
に設定した下り単位バンドに配置されたＰＤＣＣＨに割り当てる。具体的には、制御部１
０２は、下りリソース割当情報を、その下りリソース割当情報に示されるリソース割当対
象の下り単位バンドに配置されたＰＤＣＣＨに割り当てる。また、制御部１０２は、上り
リソース割当情報を、その上り割当情報に示されるリソース割当対象の上り単位バンドと
対応付けられた下り単位バンドに配置されたＰＤＣＣＨに割り当てる。なお、ＰＤＣＣＨ
は、１つまたは複数のＣＣＥで構成される。また、基地局１００が使用するＣＣＥ数は、
割り当てる端末の伝搬路品質（ＣＱＩ：Channel Quality Indicator）および制御情報サ
イズに基づいて、端末が必要十分な誤り率で制御情報を受信できるように設定される。ま
た、制御部１０２は、各下り単位バンドで制御情報（例えば、割当情報）が割り当てられ
たＰＤＣＣＨに使用されるＣＣＥ数に基づいて、ＰＤＣＣＨの送信に用いるＯＦＤＭシン
ボル数を下り単位バンド毎に決定し、決定したＯＦＤＭシンボル数を示すＣＦＩ情報を生
成する。すなわち、制御部１０２は、複数の下り単位バンドを使用して通信する端末に対
して、端末宛ての下り回線データのリソース割当情報（上りリソース割当情報または下り
リソース割当情報）が割り当てられるＰＤＣＣＨに使用するＯＦＤＭシンボル数を示すＣ
ＦＩ情報を、複数の下り単位バンド毎に生成する。そして、制御部１０２は、下り単位バ
ンド毎のＣＦＩ情報を、ＰＣＦＩＣＨ生成部１０６、多重部１１１およびＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ受信部１２２に出力する。
【００２９】
　ＰＤＣＣＨ生成部１０３は、制御部１０２から入力される上りリソース割当情報および
下りリソース割当情報を含むＰＤＣＣＨ信号を生成する。また、ＰＤＣＣＨ生成部１０３
は、上りリソース割当情報および下りリソース割当情報が割り当てられたＰＤＣＣＨ信号
にＣＲＣビットを付加し、さらにＣＲＣビットを端末ＩＤでマスキング（または、スクラ
ンブリング）する。そして、ＰＤＣＣＨ生成部１０３は、マスキング後のＰＤＣＣＨ信号
を、変調部１０４に出力する。
【００３０】
　変調部１０４は、ＰＤＣＣＨ生成部１０３から入力されるＰＤＣＣＨ信号をチャネル符
号化後に変調して、変調後のＰＤＣＣＨ信号を割当部１０５に出力する。
【００３１】
　割当部１０５は、変調部１０４から入力される各端末のＰＤＣＣＨ信号を、各単位バン
ドの下り単位バンドにおける端末毎のサーチスペース内のＣＣＥにそれぞれ割り当てる。
例えば、割当部１０５は、各端末に設定された複数の下り単位バンド毎のサーチスペース
を、各端末の端末ＩＤおよびランダム化を行うハッシュ関数を用いて算出されるＣＣＥ番
号と、サーチスペースを構成するＣＣＥ数（Ｌ）とから算出する。つまり、割当部１０５
は、ある端末の端末ＩＤおよびハッシュ関数を用いて算出される、ＣＣＥ番号をその端末
のサーチスペースの開始位置（ＣＣＥ番号）に設定し、その端末のサーチスペースとして
、開始位置からＣＣＥ数Ｌだけの連続したＣＣＥまでを設定する。ここで、割当部１０５
は、端末毎に設定した複数の下り単位バンド間では、同一のサーチスペース（同一ＣＣＥ
番号のＣＣＥで構成されるサーチスペース）を設定する。そして、割当部１０５は、ＣＣ
Ｅに割り当てたＰＤＣＣＨ信号を多重部１１１に出力する。また、割当部１０５は、ＰＤ
ＣＣＨ信号を割り当てたＣＣＥのＣＣＥ番号をＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２に出力する
。
【００３２】
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　ＰＣＦＩＣＨ生成部１０６は、制御部１０２から入力される下り単位バンド毎のＣＦＩ
情報に基づいて、ＰＣＦＩＣＨ信号を生成する。例えば、ＰＣＦＩＣＨ生成部１０６は、
各下り単位バンドの２ビットのＣＦＩ情報（ＣＦＩビット）を符号化して３２ビットの情
報を生成し、生成した３２ビットの情報をＱＰＳＫ変調することにより、ＰＣＦＩＣＨ信
号を生成する。そして、ＰＣＦＩＣＨ生成部１０６は、生成したＰＣＦＩＣＨ信号を多重
部１１１に出力する。
【００３３】
　変調部１０７は、設定部１０１から入力される設定情報を変調して、変調後の設定情報
を多重部１１１に出力する。
【００３４】
　報知情報生成部１０８は、自局のセルの運用パラメータ（システム情報（ＳＩＢ：Syst
em Information Block））を設定し、設定したシステム情報（ＳＩＢ）を含む報知情報を
生成する。ここで、基地局１００は、各上り単位バンドのシステム情報を、その上り単位
バンドに対応付けられた下り単位バンドを用いて報知する。なお、上り単位バンドのシス
テム情報としては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に用いるＰＵＣＣＨ領域の開始位置（リ
ソース番号）を示すＰＵＣＣＨ領域情報等がある。そして、報知情報生成部１０８は、Ｐ
ＵＣＣＨ領域情報等を含む自局のセルのシステム情報（ＳＩＢ）が含まれる報知情報を変
調部１０９に出力する。
【００３５】
　変調部１０９は、報知情報生成部１０８から入力される報知情報を変調して、変調後の
報知情報を多重部１１１に出力する。
【００３６】
　変調部１１０は、入力される送信データ（下り回線データ）をチャネル符号化後に変調
して、変調後の送信データ信号を多重部１１１に出力する。
【００３７】
　多重部１１１は、割当部１０５から入力されるＰＤＣＣＨ信号、ＰＣＦＩＣＨ生成部１
０６から入力されるＰＣＦＩＣＨ信号、変調部１０７から入力される設定情報、変調部１
０９から入力される報知情報および変調部１１０から入力されるデータ信号（つまり、Ｐ
ＤＳＣＨ信号）を多重する。ここで、多重部１１１は、制御部１０２から入力されるＣＦ
Ｉ情報に基づいて、ＰＤＣＣＨを配置するＯＦＤＭシンボル数を下り単位バンド毎に決定
する。また、多重部１１１は、制御部１０２から入力される下りリソース割当情報に基づ
いて、ＰＤＣＣＨ信号およびデータ信号（ＰＤＳＣＨ信号）を各下り単位バンドにマッピ
ングする。なお、多重部１１１は、設定情報をＰＤＳＣＨにマッピングしてもよい。そし
て、多重部１１１は、多重信号をＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部１１２
に出力する。
【００３８】
　ＩＦＦＴ部１１２は、多重部１１１から入力される多重信号を時間波形に変換し、ＣＰ
（Cyclic Prefix）付加部１１３は、この時間波形にＣＰを付加することによりＯＦＤＭ
信号を得る。
【００３９】
　送信ＲＦ部１１４は、ＣＰ付加部１１３から入力されるＯＦＤＭ信号に対して無線送信
処理（アップコンバート、Ｄ／Ａ変換等）を施し、アンテナ１１５を介して送信する。
【００４０】
　一方、受信ＲＦ部１１６は、アンテナ１１５を介して受信帯域で受信した受信無線信号
に対して無線受信処理（ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等）を施し、得られた受信信号を
ＣＰ除去部１１７に出力する。
【００４１】
　ＣＰ除去部１１７は、受信信号からＣＰを除去し、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）
部１１８は、ＣＰ除去後の受信信号を周波数領域信号に変換する。
【００４２】
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　抽出部１１９は、制御部１０２から入力される上りリソース割当情報（例えば、４サブ
フレーム前の上りリソース割当情報）に基づいて、ＦＦＴ部１１８から入力される周波数
領域信号から、各端末の上り回線データおよびＰＵＣＣＨ信号（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ信号）を抽出する。ＩＤＦＴ（Inverse Discrete Fourier transform）部１２０は抽出
部１１９で抽出された信号を時間領域信号に変換し、その時間領域信号をデータ受信部１
２１およびＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２に出力する。
【００４３】
　データ受信部１２１は、ＩＤＦＴ部１２０から入力される時間領域信号のうち、上り回
線データを復号する。そして、データ受信部１２１は、復号後の上り回線データを受信デ
ータとして出力する。
【００４４】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、ＩＤＦＴ部１２０から入力される時間領域信号のう
ち、下り回線データ（ＰＤＳＣＨ信号）に対する各端末からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を抽
出する。具体的には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、各端末に設定された上り単位バ
ンドにおいて、下り回線データの割当に使用されたＰＤＣＣＨ信号が配置された下り単位
バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域のうち、そのＰＤＣＣＨ信号に使用したＣＣＥに対応付
けられたＰＵＣＣＨ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）からＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を抽出する
。ここで、ＰＵＣＣＨ領域は、制御部１０２から入力される、各下り単位バンドのＣＦＩ
情報から算出される、各下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数と、下り単位バンド番号と
から特定される。ここで、基地局１００が、ある端末に対して、複数の単位バンドの下り
回線データ（ＰＤＳＣＨ信号）の下りリソース割当情報を含むＰＤＣＣＨ信号を、複数の
下り単位バンドのＣＣＥに割り当てた場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、それぞれ
の下り単位バンドに対するＰＵＣＣＨ領域において、下り回線データの割当に使用された
ＣＣＥのＣＣＥ番号に対応付けられたＰＵＣＣＨ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）から、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号を抽出する。具体的には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、端末に
設定された上り単位バンドにおいて、端末に設定された複数の下り単位バンド毎のＣＦＩ
情報に基づいて算出される、複数の下り単位バンド毎に使用可能なＣＣＥ数に基づいて、
下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が割り当てられるＰＵＣＣＨ領域を特定す
る。そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、下り回線デー
タの割当に使用された下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域から抽出する。これによ
り、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、複数の単位バンドの下り回線データに対する各Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号を得る。そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、抽出したＡＣＫ
／ＮＡＣＫ信号のＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定を行う。
【００４５】
　図２は、本実施の形態に係る端末２００の構成を示すブロック図である。端末２００は
、複数の下り単位バンドを使用してデータ信号（下り回線データ）を受信し、そのデータ
信号に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を１つの上り単位バンドのＰＵＣＣＨを用いて基地局
１００へ送信する。
【００４６】
　図２に示す端末２００において、受信ＲＦ部２０２は、受信帯域を変更可能に構成され
ており、設定情報受信部２０７から入力される帯域情報に基づいて、受信帯域を変更する
。そして、受信ＲＦ部２０２は、アンテナ２０１を介して受信帯域で受信した受信無線信
号（ここでは、ＯＦＤＭ信号）に対して無線受信処理（ダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等
）を施し、得られた受信信号をＣＰ除去部２０３に出力する。
【００４７】
　ＣＰ除去部２０３は、受信信号からＣＰを除去し、ＦＦＴ部２０４はＣＰ除去後の受信
信号を周波数領域信号に変換する。この周波数領域信号は、分離部２０５に出力される。
【００４８】
　分離部２０５は、ＦＦＴ部２０４から入力される信号を、ＰＵＣＣＨ領域を示すＰＵＣ
ＣＨ領域情報を含むセル毎のシステム情報が含まれる報知情報と、設定情報を含む上位レ
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イヤの制御信号（例えば、ＲＲＣシグナリング等）と、ＰＣＦＩＣＨ信号と、ＰＤＣＣＨ
信号と、データ信号（つまり、ＰＤＳＣＨ信号）とに分離する。そして、分離部２０５は
、報知情報を報知情報受信部２０６に出力し、制御信号を設定情報受信部２０７に出力し
、ＰＣＦＩＣＨ信号をＰＣＦＩＣＨ受信部２０８に出力し、ＰＤＣＣＨ信号をＰＤＣＣＨ
受信部２０９に出力し、ＰＤＳＣＨ信号をＰＤＳＣＨ受信部２１０に出力する。
【００４９】
　報知情報受信部２０６は、分離部２０５から入力される報知情報から、システム情報（
ＳＩＢ）を読み取る。また、報知情報受信部２０６は、ＰＵＣＣＨ送信で用いる上り単位
バンドに対応付けられた下り単位バンドのシステム情報に含まれるＰＵＣＣＨ領域情報を
、マッピング部２１４に出力する。ここで、ＰＵＣＣＨ領域情報には、その上り単位バン
ドのＰＵＣＣＨ領域の開始位置（リソース番号）が含まれ、例えば、ＳＩＢ２（system i
nformation block type 2）により報知される。
【００５０】
　設定情報受信部２０７は、分離部２０５から入力される制御信号から、自端末に設定さ
れた、データ送信に用いる上り単位バンドおよび下り単位バンド、および、ＰＵＣＣＨ送
信に用いる上り単位バンドを示す情報を読み取る。そして、設定情報受信部２０７は、読
み取った情報を帯域情報としてＰＤＣＣＨ受信部２０９、受信ＲＦ部２０２および送信Ｒ
Ｆ部２１７に出力する。また、設定情報受信部２０７は、分離部２０５から入力される制
御信号から、自端末に設定された端末ＩＤを示す情報を読み取り、読み取った情報を端末
ＩＤ情報としてＰＤＣＣＨ受信部２０９に出力する。
【００５１】
　ＰＣＦＩＣＨ受信部２０８は、分離部２０５から入力されるＰＣＦＩＣＨ信号からＣＦ
Ｉ情報を抽出する。すなわち、ＰＣＦＩＣＨ受信部２０８は、自端末宛ての下り回線デー
タのリソース割当情報が割り当てられるＰＤＣＣＨに使用されるＯＦＤＭシンボル数を示
すＣＦＩ情報を、自端末に設定された複数の下り単位バンド毎に得る。そして、ＰＣＦＩ
ＣＨ受信部２０８は、抽出したＣＦＩ情報をＰＤＣＣＨ受信部２０９およびマッピング部
２１４に出力する。
【００５２】
　ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、分離部２０５から入力されるＰＤＣＣＨ信号をブラインド
復号して、自端末宛てのＰＤＣＣＨ信号（リソース割当情報）を得る。ここで、ＰＤＣＣ
Ｈ信号は、設定情報受信部２０７から入力される帯域情報に示される、自端末に設定され
た下り単位バンドに配置されたＣＣＥ（すなわち、ＰＤＣＣＨ）にそれぞれ割り当てられ
ている。具体的には、まず、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、ＰＣＦＩＣＨ受信部２０８から
入力されるＣＦＩ情報に基づいて、ＰＤＣＣＨが配置されたＯＦＤＭシンボル数を下り単
位バンド毎に特定する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、設定情報受信部２０７から
入力される端末ＩＤ情報に示される自端末の端末ＩＤを用いて自端末のサーチスペースを
算出する。ここで、算出されるサーチスペース（サーチスペースを構成するＣＣＥのＣＣ
Ｅ番号）は、自端末に設定された複数の下り単位バンド間ですべて同一である。そして、
ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、算出したサーチスペース内の各ＣＣＥに割り当てられたＰＤ
ＣＣＨ信号を復調および復号する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、復号後のＰＤＣ
ＣＨ信号に対して、端末ＩＤ情報に示される自端末の端末ＩＤでＣＲＣビットをデマスキ
ングすることによりＣＲＣ＝ＯＫ（誤り無し）となったＰＤＣＣＨ信号を自端末宛てのＰ
ＤＣＣＨ信号であると判定する。ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、ＰＤＣＣＨ信号が送信され
ている単位バンド毎に上記ブラインド復号を行うことにより、その単位バンドのリソース
割当情報を取得する。そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、自端末宛てのＰＤＣＣＨ信号
に含まれる下りリソース割当情報をＰＤＳＣＨ受信部２１０に出力し、上りリソース割当
情報をマッピング部２１４に出力する。また、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、各単位バンド
で自端末宛てのＰＤＣＣＨ信号が検出されたＣＣＥ（ＣＲＣ＝ＯＫとなるＣＣＥ）のＣＣ
Ｅ番号をマッピング部２１４に出力する。なお、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、１つのＰＤ
ＣＣＨ信号に対して複数のＣＣＥが使用されていた場合には、先頭（番号が最も小さい）
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ＣＣＥ番号をマッピング部２１４に出力する。
【００５３】
　ＰＤＳＣＨ受信部２１０は、ＰＤＣＣＨ受信部２０９から入力される、複数の下り単位
バンドの下りリソース割当情報に基づいて、分離部２０５から入力される、複数の下り単
位バンドのＰＤＳＣＨ信号から受信データ（下り回線データ）を抽出する。また、ＰＤＳ
ＣＨ受信部２１０は、抽出した受信データ（下り回線データ）に対して誤り検出を行う。
そして、ＰＤＳＣＨ受信部２１０は、誤り検出の結果、受信データに誤りがある場合には
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＮＡＣＫ信号と生成し、受信データに誤りが無い場合にはＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号としてＡＣＫ信号と生成し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を変調部２１１に
出力する。なお、基地局１００がＰＤＳＣＨ送信をＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple 
Output）等により空間多重して、２つのデータブロック（Transport Block）を送信して
いる場合には、ＰＤＳＣＨ受信部２１０は、それぞれのデータブロックに対してＡＣＫ／
ＮＡＣＫ信号を生成する。
【００５４】
　変調部２１１は、ＰＤＳＣＨ受信部２１０から入力されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を変調
する。なお、基地局１００が各下り単位バンドでＰＤＳＣＨ信号を空間多重して、２つの
データブロックを送信している場合には、変調部２１１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に対し
てＱＰＳＫ変調を施す。一方、基地局１００が１つのデータブロックを送信している場合
には、変調部２１１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に対してＢＰＳＫ変調を施す。つまり、変
調部２１１は、下り単位バンドあたりのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号として、１つのＱＰＳＫ信
号またはＢＰＳＫ信号を生成する。そして、変調部２１１は、変調後のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号をマッピング部２１４に出力する。
【００５５】
　変調部２１２は、送信データ（上り回線データ）を変調し、変調後のデータ信号をＤＦ
Ｔ（Discrete Fourier transform）部２１３に出力する。
【００５６】
　ＤＦＴ部２１３は、変調部２１２から入力されるデータ信号を周波数領域に変換し、得
られる複数の周波数成分をマッピング部２１４に出力する。
【００５７】
　マッピング部２１４は、ＰＤＣＣＨ受信部２０９から入力される上りリソース割当情報
に従って、ＤＦＴ部２１３から入力されるデータ信号を、上り単位バンドに配置されたＰ
ＵＳＣＨにマッピングする。また、マッピング部２１４は、報知情報受信部２０６から入
力されるＰＵＣＣＨ領域情報（ＰＵＣＣＨ領域の開始位置を示す情報）、ＰＣＦＩＣＨ受
信部２０８から入力される、下り単位バンド毎のＣＦＩ情報およびＰＤＣＣＨ受信部２０
９から入力されるＣＣＥ番号に従って、変調部２１１から入力されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信
号を、上り単位バンドに配置されたＰＵＣＣＨにマッピングする。すなわち、マッピング
部２１４は、自端末に設定された上り単位バンドにおいて、自端末に設定された複数の下
り単位バンド毎のＣＦＩ情報に基づいて算出される、複数の下り単位バンド毎に使用可能
なＣＣＥ数に基づいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号が割り当てられるＰＵＣＣＨ領域を、複数
の下り単位バンド毎に設定する。そして、マッピング部２１４は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号
を、下り回線データの割当に使用された下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域（すな
わち、ＰＤＣＣＨ受信部２０９から入力されるＣＣＥ番号のＣＣＥに対応付けられたＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫリソース）にマッピングする。
【００５８】
　例えば、図３に示すように、１次拡散系列（ＺＡＣ（Zero Auto Correlation）系列の
巡回シフト量）と２次拡散系列（ウォルシュ系列のようなブロックワイズ拡散コード（Bl
ock-wise spreading code））とによりＰＵＣＣＨのＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース（Ａ／Ｎ
＃０～＃１７）が定義される。ここで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース番号とＣＣＥ番号とが
１対１に対応付けられており、マッピング部２１４では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、ＰＤ
ＣＣＨ受信部２０９から入力されるＣＣＥ番号に対応付けられた１次拡散系列と２次拡散
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系列とに割り当てられる。また、複数の下り単位バンドでＰＤＳＣＨ信号が送信された場
合、マッピング部２１４は、各下り単位バンドで送信されたＰＤＳＣＨ信号に対するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ信号を、そのＰＤＳＣＨ信号の割当に使用されたＰＤＣＣＨが配置された下
り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域のうち、そのＰＤＳＣＨ信号の割当に使用された
ＣＣＥに対応付けられたＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースにそれぞれ割り当てる。
【００５９】
　なお、変調部２１１、変調部２１２、ＤＦＴ部２１３およびマッピング部２１４は単位
バンド毎に設けられてもよい。
【００６０】
　ＩＦＦＴ部２１５は、ＰＵＳＣＨにマッピングされた複数の周波数成分を時間領域波形
に変換し、ＣＰ付加部２１６は、その時間領域波形にＣＰを付加する。
【００６１】
　送信ＲＦ部２１７は、送信帯域を変更可能に構成されており、設定情報受信部２０７か
ら入力される帯域情報に基づいて、送信帯域を設定する。そして、送信ＲＦ部２１７は、
ＣＰが付加された信号に送信無線処理（アップコンバート、Ｄ／Ａ変換等）を施してアン
テナ２０１を介して送信する。
【００６２】
　次に、基地局１００および端末２００の動作の詳細について説明する。
【００６３】
　以下の説明では、基地局１００の設定部１０１（図１）は、図４に示す下り回線および
上り回線それぞれ２つの単位バンドで構成されるシステムのうち、２つの下り単位バンド
（単位バンド０および単位バンド１）および１つの上り単位バンド（単位バンド０）を端
末２００に設定する。よって、端末２００は、いずれの下り単位バンドで受信したＰＤＳ
ＣＨ信号であるかにかかわらず、そのＰＤＳＣＨ信号の割当に使用されたＣＣＥに対応付
けられた、単位バンド０の上り単位バンドに配置されたＰＵＣＣＨのリソース領域（ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫリソース）を使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を基地局１００へ送信する。な
お、図４において、ＰＵＣＣＨ領域は上り回線の単位バンドの両端に設定され、１つのＰ
ＵＣＣＨはサブフレームの前半と後半とでホッピング送信される。従って、以下の説明で
はＰＵＣＣＨ領域として一方の領域のみについて説明する。
【００６４】
　また、図４に示す各下り単位バンドに配置されるＰＤＣＣＨは、複数のＣＣＥ（ＣＣＥ
＃１，ＣＣＥ＃２，ＣＣＥ＃３…）で構成される。また、図４に示すＡＣＫ／ＮＡＣＫリ
ソース＃１～＃（ｋ＋ｊ）等の各ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースは、例えば、図３に示すＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫリソース（Ａ／Ｎ＃０～＃１７）にそれぞれ対応する。なお、図３に示すＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫリソース（Ａ／Ｎ＃０～＃１７）は、１ＲＢ分のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソー
スを示し、１８個以上のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースを設ける場合には複数のＲＢが使用さ
れる。また、複数のＲＢが使用される場合には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース番号は、帯域
の両端のＲＢから中心に向かって順に番号付けられる。
【００６５】
　また、図４に示すように、各下り単位バンドのＰＣＦＩＣＨリソースに割り当てられる
ＣＦＩ情報のうち、単位バンド０の下り単位バンドでＰＤＣＣＨが配置されるＯＦＤＭシ
ンボル数を示すＣＦＩ情報をＣＦＩ０とし、単位バンド１の下り単位バンドでＰＤＣＣＨ
が配置されるＯＦＤＭシンボル数を示すＣＦＩ情報をＣＦＩ１とする。なお、ＣＦＩ０お
よびＣＦＩ１は、１～３（つまり１～３ＯＦＤＭシンボル）のいずれか１つの値となる。
ここでは、基地局１００の制御部１０２は、図４に示すように、単位バンド０の下り単位
バンドで使用可能なＣＣＥ数をｋ個（ＣＣＥ＃１～＃ｋ）とし、単位バンド０のＣＦＩ０
をＬとする。また、制御部１０２は、単位バンド１の下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ
数をｊ個（ＣＣＥ＃１～＃ｊ）とする。
【００６６】
　そして、基地局１００の割当部１０５（図１）は、端末２００に設定された単位バンド
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１～＃ｊのいずれかに、各下り単位バンドのＰＤＣＣＨ信号をそれぞれ割り当てる。
【００６７】
　また、基地局１００の報知情報生成部１０８は、単位バンド０の下り単位バンドに対応
付けられた単位バンド０の上り単位バンドのＰＵＣＣＨ領域の開始位置（リソース番号）
を示すシステム情報を生成する。また、報知情報生成部１０８は、単位バンド１の下り単
位バンドに対応付けられた単位バンド１の上り単位バンドのＰＵＣＣＨ領域の開始位置（
リソース番号）を示すシステム情報を生成する。例えば、これらのシステム情報はＳＩＢ
２内に含められる。
【００６８】
　端末２００の報知情報受信部２０６は、図４に示す単位バンド０および単位バンド１の
システム情報（ＳＩＢ２）にそれぞれ含まれる、各下り単位バンドに対応付けられた上り
単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域の開始位置（リソース番号）を読み取る。すなわち、
報知情報受信部２０６は、図４に示す単位バンド０の下り単位バンドのＳＩＢ２（図示せ
ず）から、単位バンド０の上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域の開始位置を読み取り
、図４に示す単位バンド１の下り単位バンドのＳＩＢ２（図示せず）から、単位バンド１
の上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域の開始位置を読み取る。
【００６９】
　また、ＰＣＦＩＣＨ受信部２０８は、図４に示す単位バンド０のＰＣＦＩＣＨリソース
に割り当てられたＰＣＦＩＣＨ信号からＣＦＩ０（＝Ｌ）を抽出し、単位バンド１のＰＣ
ＦＩＣＨリソースに割り当てられたＰＣＦＩＣＨ信号からＣＦＩ１を抽出する。
【００７０】
　そして、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、ＣＦＩ０に基づいて単位バンド０の下り単位バン
ドでＰＤＣＣＨが配置されたＯＦＤＭシンボル数を特定し、ＣＦＩ１に基づいて単位バン
ド１の下り単位バンドでＰＤＣＣＨが配置されたＯＦＤＭシンボル数を特定する。そして
、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、単位バンド０および単位バンド１のサーチスペース（図示
せず）内のＣＣＥに対してブラインド復号して、自端末宛てのＰＤＣＣＨ信号（リソース
割当情報）が割り当てられているＣＣＥを特定する。ここで、自端末宛てのＰＤＣＣＨ信
号（リソース割当情報）が割り当てられているＣＣＥは複数である場合もある。これによ
り、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、図４に示すように、単位バンド０の下り単位バンドのＣ
ＣＥ＃１～＃ｋのうちの１つまたは複数のＣＣＥに割り当てられたＰＤＣＣＨ信号、およ
び、単位バンド１の下り単位バンドのＣＣＥ＃１～＃ｊのうちの１つまたは複数のＣＣＥ
に割り当てられたＰＤＣＣＨ信号を、自端末宛てのＰＤＣＣＨ信号であると判定する。
【００７１】
　また、マッピング部２１４は、図４に示す単位バンド０の上り単位バンドにおいて、単
位バンド０のＣＣＥ＃１～＃ｋのうちの１つまたは複数のＣＣＥを使用して割り当てられ
た下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号、および、単位バンド１のＣＣＥ＃１～
＃ｊのうちの１つまたは複数のＣＣＥを使用して割り当てられた下り回線データに対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、各下り回線データの割当に使用された下り単位バンドに対応す
るＰＵＣＣＨ領域にマッピングする。
【００７２】
　ここで、各下り単位バンドのＣＣＥを使用して割り当てられた下り回線データに対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に用いるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）は、
ＣＦＩ情報（ここではＣＦＩ０およびＣＦＩ１）に基づいて算出される各下り単位バンド
で使用可能なＣＣＥ数、および、下り回線データの割当に使用されたＣＣＥのＣＣＥ番号
（複数のＣＣＥが使われた場合には先頭のＣＣＥ番号）により算出される。具体的には、
まず、あるサブフレームにおける単位バンドｉの下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数Ｎ

ＣＣＥ（ｉ）は、次式（１）に従って求められる。
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【数１】

【００７３】
　ここで、ｉは、単位バンドの単位バンド番号（図４では、ｉ＝０，１）を示す。また、
Ｌ（ｉ）は、あるサブフレームにおける下り単位バンド（単位バンドｉ）のＣＦＩ情報（
ここでは、Ｌ（ｉ）＝１～３）を示し、ＮＲＥ＿ｔｏｔａｌは、１ＯＦＤＭシンボル内に
含まれるＲＥ（Resource Element）数を示し、ＮＲＳは、Ｌ（ｉ）個のＯＦＤＭシンボル
内に含まれる参照信号に使用されるＲＥ数を示し、ＮＰＣＦＩＣＨは、Ｌ（ｉ）個のＯＦ
ＤＭシンボル内に含まれるＰＣＦＩＣＨ信号に使用されるＲＥ数を示し、ＮＰＨＩＣＨは
、Ｌ（ｉ）個のＯＦＤＭシンボル内に含まれるＰＨＩＣＨ（Physical Hybrid-ARQ Indica
tor Channel）信号（下りＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号）に使用されるＲＥ数を示し、ＮＲＥ＿

ＣＣＥは、１ＣＣＥあたりのＲＥ数を示す。例えば、ＬＴＥでは、ＮＰＣＦＩＣＨ＝１６
であり、ＮＲＥ＿ＣＣＥ＝３６である。また、ＮＲＳはアンテナポート数に依存し、端末
２００で算出可能である。また、ＮＰＨＩＣＨは報知情報で通知されるＰＨＩＣＨ情報か
ら端末２００で算出可能である。また、端末２００は、例えば、Ｌ（ｉ）として、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ信号の送信タイミングの４サブフレーム前の値を用いる。これは、端末は、受
信したＰＤＣＣＨ信号およびＰＤＳＣＨ信号に対して復号処理等を行った後、４サブフレ
ーム後にＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信するためである。また、ＲＥは、１ＯＦＤＭシンボ
ル内の１サブキャリアを表すリソース単位である。
【００７４】
　例えば、式（１）により算出される、図４に示す各単位バンドｉ（ただし、ｉ＝０，１
）で使用可能なＣＣＥ数ＮＣＣＥ（ｉ）は、ＮＣＣＥ（０）＝ｋおよびＮＣＣＥ（１）＝
ｊとなる。
【００７５】
　そして、あるサブフレームにおける単位バンドｉの下り単位バンドのＣＣＥを使用して
割り当てられた下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、次式（２）に従って算
出されるＰＵＣＣＨリソース（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース番号）ｎＰＵＣＣＨにマッピン
グされる。

【数２】

【００７６】
　ここで、ＮＰＵＣＣＨは、単位バンドｉの下り単位バンドのＳＩＢ２により通知される
、単位バンドｉの下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置（リソース番号）
を示し、ｎＣＣＥ（ｉ）は、単位バンド（ｉ＋１）の下り単位バンドでＰＤＣＣＨ送信に
使用したＣＣＥのＣＣＥ番号を示す。なお、式（２）では、ＳＩＢ２により通知されるＰ
ＵＣＣＨ領域の開始位置ＮＰＵＣＣＨを用いる場合について説明したが、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ信号の送信に使用するＰＵＣＣＨリソース（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）を、上り単位
バンドで配置されるＰＵＣＣＨ領域全体の開始位置からの相対位置に基づいて定義する場
合には、式（２）においてＮＰＵＣＣＨは不要となる。
【００７７】
　例えば、図４に示す各単位バンドｉ（ただし、ｉ＝０，１）では、式（２）におけるＣ
ＣＥ番号ｎＣＣＥ（ｉ）は、ｎＣＣＥ（０）＝１～ｋおよびｎＣＣＥ（１）＝１～ｊとな
る。
【００７８】
　よって、図４に示すように、マッピング部２１４は、式（２）に従って、単位バンド０
の下り単位バンドのＳＩＢ２により通知される、単位バンド０の下り単位バンドに対応す
るＰＵＣＣＨ領域の開始位置ＮＰＵＣＣＨからｋ個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃１～＃
ｋを、単位バンド０の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域として設定する。すなわ
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ち、図４に示すように、単位バンド０の下り単位バンドのＣＣＥ＃１～＃ｋに対して、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃１～＃ｋがそれぞれ対応付けられる。
【００７９】
　次いで、図４に示すように、マッピング部２１４は、式（１）に従って算出されるＣＣ
Ｅ数ＮＣＣＥ（０）＝ｋ、および、単位バンド０のＰＵＣＣＨ領域の開始位置ＮＰＵＣＣ

Ｈに基づいて、式（２）より、単位バンド１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域
の開始位置（ＮＰＵＣＣＨ＋ＮＣＣＥ（０））を特定する。そして、マッピング部２１４
は、式（２）に従って、開始位置（ＮＰＵＣＣＨ＋ＮＣＣＥ（０））からｊ個のＡＣＫ／
ＮＡＣＫリソース＃（ｋ＋１）～＃（ｋ＋ｊ）を、単位バンド１の下り単位バンドに対応
するＰＵＣＣＨ領域として設定する。すなわち、図４に示すように、単位バンド１の下り
単位バンドのＣＣＥ＃１～＃ｊに対して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃（ｋ＋１）～＃（
ｋ＋ｊ）がそれぞれ対応付けられる。
【００８０】
　そして、マッピング部２１４は、図４に示す単位バンド０のＣＣＥ＃１～＃ｋをそれぞ
れ使用して割り当てられた下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、単位バンド
０向けのＰＵＣＣＨ領域内のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃１～＃ｋにそれぞれマッピング
する。また、マッピング部２１４は、図４に示すように、単位バンド１のＣＣＥ＃１～＃
ｊをそれぞれ使用して割り当てられた下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、
単位バンド１向けのＰＵＣＣＨ領域内のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃（ｋ＋１）～＃（ｋ
＋ｊ）にそれぞれマッピングする。すなわち、マッピング部２１４は、単位バンド１の下
り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置を、ＣＦＩ情報（図４ではＣＦＩ０）
、つまり、単位バンド０の下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数に基づいて、可変に設定
する。換言すると、マッピング部２１４は、単位バンド０の下り単位バンドに対応するＰ
ＵＣＣＨ領域の終了位置を、ＣＦＩ情報（図４ではＣＦＩ０）、つまり、単位バンド０の
下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数に基づいて、可変に設定する。具体的には、マッピ
ング部２１４は、単位バンド０の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を、単位バン
ド０の下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数に対応する数だけ確保する。
【００８１】
　一方、基地局１００のＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、端末２００と同様にして、制
御部１０２から入力されるＣＦＩ０およびＣＦＩ１に基づいて、式（１）に従って各下り
単位バンドのＣＣＥ数ＮＣＣＥを算出する。そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、
端末２００と同様にして、単位バンド０の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域（図
４に示すＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃１～＃ｋ）、および、単位バンド１の下り単位バン
ドに対応するＰＵＣＣＨ領域（図４に示すＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃（ｋ＋１）～＃（
ｋ＋ｊ））を設定する。そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部１２２は、各下り単位バンドの
ＰＤＳＣＨ信号に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣ
Ｈ領域において、ＰＤＣＣＨ信号を割り当てたＣＣＥのＣＣＥ番号に対応付けられたＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫリソースからそれぞれ抽出する。
【００８２】
　このように、端末２００は、自端末に設定された上り単位バンドにおいて、自端末に設
定された各下り単位バンドのＣＦＩ情報に基づいて算出される、各下り単位バンドで使用
可能なＣＣＥ数（基地局１００が送信可能なＣＣＥ数）に基づいて、各下り単位バンドに
対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置をサブフレーム毎に制御する。
【００８３】
　ここで、各上り単位バンドに配置されるＰＵＣＣＨにおいて必要なＡＣＫ／ＮＡＣＫリ
ソースは、各下り単位バンドに配置されるＰＤＣＣＨに使用されるＣＣＥ数に依存する。
また、各下り単位バンドに配置されるＰＤＣＣＨに使用されるＣＣＥ数はサブフレーム毎
に異なる。つまり、各上り単位バンドにおいて、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ
領域（各下り単位バンドのＣＣＥに対応付けられるＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースの数）はサ
ブフレーム毎に異なる。
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【００８４】
　しかし、端末２００は、サブフレーム毎に通知されるＣＦＩ情報に基づいて各下り単位
バンドで使用可能なＣＣＥ数を算出することで、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ
領域の開始位置を制御する。このため、端末２００は、各下り単位バンドで使用可能なＣ
ＣＥ数（基地局１００が送信可能なＣＣＥ数）に応じたＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース数を、
サブフレーム毎に確保することができる。すなわち、端末２００は、各下り単位バンドで
使用可能なＣＣＥ数、つまり、各下り単位バンドでＰＤＳＣＨ信号の割当に使用されるＣ
ＣＥ数に応じたＡＣＫ／ＮＡＣＫリソースを確保することができる。すなわち、端末２０
０では、図４に示す単位バンド０の上り単位バンドにおいて、単位バンド０および単位バ
ンド１の双方の下り単位バンドに対してそれぞれ必要最小限のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース
のみが確保される。
【００８５】
　このように、本実施の形態によれば、端末は、基地局からサブフレーム毎に通知される
ＣＦＩ情報に基づいて、各下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数を算出し、算出したＣＣ
Ｅ数に基づいて、各下り単位バンドに対するＰＵＣＣＨ領域を制御する。これにより、端
末は、自端末に設定された上り単位バンドにおいて、自端末に設定された各下り単位バン
ドに対応する必要最小限のＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）をサブフレーム
毎に確保することができる。また、端末は、ＬＴＥで既存のシグナリングであるシステム
情報（ＳＩＢ）およびＣＦＩ情報に基づいてＰＵＣＣＨ領域を制御する。すなわち、本実
施の形態では、基地局から端末へのシグナリングをＬＴＥ－Ａ向けに新たに追加する必要
がない。よって、本実施の形態によれば、複数の下り単位バンドでそれぞれ送信された下
り回線データに対する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、１つの上り単位バンドから送信す
る場合でも、シグナリングを増やすことなく、上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域（
ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース数）を低減することができる。
【００８６】
　また、本実施の形態によれば、上り単位バンドでは、確保する必要があるＰＵＣＣＨ領
域を最小限にすることにより、ＰＵＳＣＨリソースをより多く確保することができるため
、上り回線のデータスループットを向上させることができる。また、下り単位バンドでは
、シグナリングを新たに追加する必要がないため、ＰＤＣＣＨリソースが増加しないので
、下り回線のデータスループットが低下してしまうことを防ぐことができる。
【００８７】
　また、本実施の形態によれば、端末は、自端末に設定された上り単位バンドにおいて、
各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を隣接させることにより、すべてのＰＵＣＣ
Ｈ領域を１箇所にまとめて配置する。このため、端末は、ＰＵＳＣＨ信号に対して、より
連続したリソース（ＲＢ）を割り当てることができる。ここで、基地局は、端末に対して
ＰＵＳＣＨ信号を割り当てる際に連続したＲＢを割り当てる場合には開始ＲＢ番号とＲＢ
数（または終了ＲＢ番号）のみを通知すればよいのでリソース割り当てを通知するための
通知ビットをより少なくでき、リソース割当効率を向上させることができる。
【００８８】
　また、例えば、ＬＴＥ－Ａのように、各下り単位バンドが広帯域（例えば、２０ＭＨｚ
帯域）である場合、各下り単位バンドのＣＣＥは、最大のＯＦＤＭシンボル数（ここでは
３ＯＦＤＭシンボル）で確保される最大数だけ確保されなくてもよい。これは、各下り単
位バンドが広帯域である場合には、ＰＤＣＣＨに使用できる１ＯＦＤＭシンボルあたりの
リソースが多いためである。すなわち、多くのサブフレームでは、ＰＤＣＣＨに使用する
ＯＦＤＭシンボル数（ＣＦＩ情報）として最大の３ＯＦＤＭシンボルが必要になる確率は
小さい。つまり、基地局１００は、最大のＣＣＥ数を確保しなくても、複数の端末に対し
て十分なＣＣＥを割り当てることができ、十分な周波数スケジューリング効果を得ること
ができる。例えば、１サブフレームにおいて２０ＭＨｚ帯域の下り単位バンドで最大８０
個のＣＣＥを確保することができる場合、基地局１００は、最大数の半分である４０個の
ＣＣＥのみ確保してもよい。これにより、端末２００は、ＣＦＩ情報に基づいて算出され
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るＣＣＥ数の半分である４０個のＣＣＥに対してのみＰＵＣＣＨ領域を確保すればよいた
め、ＰＵＣＣＨ領域を低減することができ、上りデータのスループットを向上させること
ができる。
【００８９】
　なお、本実施の形態では、ＰＵＣＣＨ領域の設定の一例として、図４に示す単位バンド
０の上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨの設定について説明した。しかし、本発明では、
図４に示す単位バンド１の上り単位バンドのＰＵＣＣＨについても、上記実施の形態と同
様にしてＰＵＣＣＨ領域の設定が行われる。
【００９０】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、端末に設定された複数の下り単位バンドのうち、端末に設定された
上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を、上り単位
バンドに対応付けられた下り単位バンド以外の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域
よりも、上り単位バンドの端に設定する。
【００９１】
　以下、本実施の形態について具体的に説明する。以下の説明では、単位バンドｉ（ただ
し、ｉは単位バンド番号）の上り単位バンドと、単位バンドｉの下り単位バンドが対応付
けられている。ここで、下り単位バンドに対応付けられている上り単位バンドは、下り単
位バンドの報知情報で通知される。また、単位バンドｉの上り単位バンドにおける、単位
バンドｉの下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置を示すＰＵＣＣＨ領域情
報（図５に示すPUCCH config）は、単位バンドｉの下り単位バンドに割り当てられるシス
テム情報（ＳＩＢ２）を含む報知情報によって基地局１００（図１）から端末２００（図
２）へ通知される。
【００９２】
　例えば、図５では、基地局１００の報知情報生成部１０８は、単位バンド０（単位バン
ド１）の上り単位バンドにおける、単位バンド０（単位バンド１）の下り単位バンドに対
応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置（リソース番号）を示すシステム情報（ＳＩＢ２）を、
単位バンド０（単位バンド１）の下り単位バンドに設定する。
【００９３】
　以下、ＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）の設定方法１および２について説
明する。
【００９４】
　＜設定方法１＞
　本設定方法では、端末２００は、自端末に設定された上り単位バンドにおいて、自端末
に設定された複数の下り単位バンドのうち、その上り単位バンドに対応付けられた下り単
位バンドから、予め決められた下り単位バンド（単位バンド番号）の順に、複数の下り単
位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を、前記上り単位バンドに対応付けられた下り単位バ
ンドで報知される前記リソース領域の開始位置から順に設定する。
【００９５】
　ここでは、基地局１００の設定部１０１（図１）は、図５に示す下り回線および上り回
線それぞれ２つの単位バンドで構成されるシステムのうち、２つの下り単位バンド（単位
バンド０および単位バンド１）および１つの上り単位バンド（単位バンド０）を端末１に
設定し、２つの下り単位バンド（単位バンド０および単位バンド１）および１つの上り単
位バンド（単位バンド１）を端末２に設定する。ここで、端末１および端末２は、実施の
形態１における端末２００（図２）と同一の構成を備える。
【００９６】
　また、実施の形態１（図４）と同様、図５に示すように、単位バンド０のＣＦＩ情報を
ＣＦＩ０とし、単位バンド１のＣＦＩ情報をＣＦＩ１とする。また、実施の形態１（図４
）と同様、図５に示すように、単位バンド０の下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数をｋ
個（ＣＣＥ＃１～＃ｋ）とし、単位バンド１の下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数をｊ
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個（ＣＣＥ＃１～＃ｊ）とする。
【００９７】
　よって、基地局１００の割当部１０５（図１）は、端末１および端末２に設定された単
位バンド０の下り単位バンドのＣＣＥ＃１～＃ｋ、および、単位バンド１の下り単位バン
ドのＣＣＥ＃１～＃ｊのいずれかに、各端末のＰＤＣＣＨ信号をそれぞれ割り当てる。
【００９８】
　そして、端末１および端末２の各マッピング部２１４は、図５に示す単位バンド０また
は単位バンド１の上り単位バンドにおいて、単位バンド０のＣＣＥ＃１～＃ｋをそれぞれ
使用して割り当てられた下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号、および、単位バ
ンド１のＣＣＥ＃１～＃ｊをそれぞれ使用して割り当てられた下り回線データに対するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、各下り回線データの割当に使用された下り単位バンドに対応する
ＰＵＣＣＨ領域にマッピングする。
【００９９】
　ここで、各下り単位バンドのＣＣＥを使用して割り当てられた下り回線データに対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に用いるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）は、
各上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドから単位バンド番号の順に、各上り単
位バンドの端（つまり、各上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドで報知される
ＰＵＣＣＨ領域の開始位置）から順に設定される。
【０１００】
　具体的には、単位バンドｉの上り単位バンドでは、単位バンドｉの下り単位バンドのＳ
ＩＢ２により通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置から、単位バンド（ｉ）、単位バンド
（（ｉ＋１）ｍｏｄ　Ｎｃｃ）、単位バンド（（ｉ＋２）ｍｏｄ　Ｎｃｃ）、…、単位バ
ンド（（ｉ＋Ｎｃｃ－１）ｍｏｄ　Ｎｃｃ）の順に、各下り単位バンドに対応するＰＵＣ
ＣＨ領域が設定される。ただし、演算ｍｏｄは、モジュロ演算を表し、Ｎｃｃは、下り単
位バンド数を示す。
【０１０１】
　すなわち、端末１のマッピング部２１４は、図５に示すように、単位バンド０の上り単
位バンドにおいて、単位バンド０の下り単位バンドのＳＩＢ２により通知される、単位バ
ンド０の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置からｋ個のＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋリソース＃１～＃ｋを、単位バンド０の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域とし
て設定する。次いで、端末１のマッピング部２１４は、実施の形態１と同様にして、図５
に示すように、単位バンド１（＝（０＋１）ｍｏｄ　２）の下り単位バンドに対応するＰ
ＵＣＣＨ領域の開始位置（＃（ｋ＋１））からｊ個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃（ｋ＋
１）～＃（ｋ＋ｊ）を、単位バンド１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域として
設定する。すなわち、図５に示すように、単位バンド０の下り単位バンド、単位バンド１
の下り単位バンドの順に、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域は、単位バンド０
の上り単位バンドの端（つまり、単位バンド０の下り単位バンドのＳＩＢ２で報知される
ＰＵＣＣＨ領域の開始位置）から順に設定される。
【０１０２】
　一方、端末２のマッピング部２１４は、図５に示すように、単位バンド１の上り単位バ
ンドにおいて、単位バンド１の下り単位バンドのＳＩＢ２により通知される、単位バンド
１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置からｊ個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリ
ソース＃１～＃ｊを、単位バンド１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域として設
定する。次いで、端末２のマッピング部２１４は、図５に示すように、単位バンド０（＝
（１＋１）ｍｏｄ　２）の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置（＃（ｊ
＋１））からｋ個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース＃（ｊ＋１）～＃（ｊ＋ｋ）を、単位バン
ド０の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域として設定する。すなわち、図５に示す
ように、単位バンド１の下り単位バンド、単位バンド０の下り単位バンドの順に、各下り
単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域は、単位バンド１の上り単位バンドの端（つまり、
単位バンド１の下り単位バンドのＳＩＢ２で報知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置）から
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順に設定される。
【０１０３】
　つまり、各上り単位バンドでは、各上り単位バンドにそれぞれ対応付けられた下り単位
バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が、上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンド以
外の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域よりも、上り単位バンドの端に設定される
。そして、各上り単位バンドにそれぞれ対応付けられた下り単位バンドに対応するＰＵＣ
ＣＨが設定された帯域（つまり、上り単位バンドの端）から、上り単位バンドの中心周波
数（すなわち、上り単位バンドの内側）に向かって、上り単位バンドにそれぞれ対応付け
られた下り単位バンド以外の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が順に設定される
。ここで、各端末（端末２００）は、各上り単位バンドにそれぞれ対応付けられた下り単
位バンド以外の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置を、実施の形態１と
同様にして、各下り単位バンドのＣＦＩ情報に基づいてサブフレーム毎に制御する。
【０１０４】
　ＬＴＥ－Ａでは、ＬＴＥ－Ａ端末のみでなく、ＬＴＥ端末を収容することが要求されて
いる。ここで、ＬＴＥ端末には、１つの上り単位バンドと１つの下り単位バンドが設定さ
れる。また、その際、ＬＴＥ端末には、互いに対応付けられた上り単位バンドおよび下り
単位バンドが必ず設定される。つまり、ＬＴＥ端末に設定された上り単位バンドにおいて
、ＬＴＥ端末が使用するＰＵＣＣＨ領域は、その上り単位バンドに対応付けられた下り単
位バンドのＳＩＢ２（報知情報）により固定的に設定される。
【０１０５】
　よって、本設定方法では、ＬＴＥ端末が使用する上り単位バンドでは、その上り単位バ
ンドに対応付けられた下り単位バンド（ＬＴＥ端末が使用する下り単位バンド）に対応す
るＰＵＣＣＨ領域は、上り単位バンドの端に必ず配置される。そして、ＬＴＥ端末が使用
する上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンド以外の下り単位バンド（例えば、Ｌ
ＴＥ－Ａ端末のみが使用する下り単位バンド）に対応するＰＵＣＣＨ領域は、ＣＦＩ情報
に基づいて、ＬＴＥ端末が使用する下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域よりも、上
り単位バンドの内側に配置される。これにより、上り単位バンドの端から上り単位バンド
のキャリア周波数（中心周波数）に向かって、複数の下り単位バンドに対応する各ＰＵＣ
ＣＨ領域を、連続して配置することができる。すなわち、端末２００は、実施の形態１と
同様、ＬＴＥ端末が使用する上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンド以外の下り
単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置を、ＣＦＩ情報に基づいて可変に設定し
ながら、自端末に設定された上り単位バンドの端から隙間を空けることなく、ＰＵＣＣＨ
領域を連続する帯域に設定することができる。よって、本設定方法によれば、実施の形態
１と同様、ＰＵＣＣＨ領域を最小限に抑えることができる。
【０１０６】
　このように、本設定方法によれば、ＬＴＥ－Ａ端末とＬＴＥ端末とが共存する場合でも
、各上り単位バンドでＬＴＥ端末をサポートしつつ、実施の形態１と同様、ＰＵＣＣＨ領
域を低減することができる。
【０１０７】
　また、本設定方法によれば、ある上り単位バンドにおいて、開始位置がＣＦＩ情報によ
り制御されるＰＵＣＣＨ領域（例えば、ＬＴＥ－Ａ端末のみが使用する下り単位バンドに
対応するＰＵＣＣＨ領域）は、その上り単位バンドに対応する下り単位バンドに対応する
ＰＵＣＣＨ領域よりも内側に可変に配置される。これにより、ＣＦＩ情報が小さい場合等
、ＰＵＣＣＨのリソース量が少ない場合でも、ＰＵＣＣＨ領域は、常に、上り単位バンド
の端にまとめて配置される。このため、本設定方法によれば、ＰＵＳＣＨのリソースとし
て連続する広帯域のリソースを確保することができ、リソース割当効率を向上させること
ができる。
【０１０８】
　また、本設定方法によれば、端末は、上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンド
のＳＩＢ２により通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置、および、システムの下り単位バ
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ンド数Ｎｃｃに基づいて、各上り単位バンドで予め設定された単位バンドの順にＰＵＣＣ
Ｈ領域を設定する。よって、端末は、すべての下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域
を、既存の制御情報のみを用いて一意に特定することができ、新たなシグナリングが不要
となる。
【０１０９】
　なお、本設定方法では、システムの単位バンド数が２個（図５）の場合について説明し
た。しかし、本発明では、システムの単位バンド数は２個の場合に限らない。例えば、シ
ステムの単位バンド数が３の場合について図６を用いて説明する。図６に示すように、単
位バンド０の上り単位バンドでは、上り単位バンドの端（単位バンド０のＳＩＢ２により
通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置）から、単位バンド０、単位バンド１、単位バンド
２の各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が順に設定される。同様に、図６に示す
ように、単位バンド１の上り単位バンドでは、上り単位バンドの端（単位バンド１のＳＩ
Ｂ２により通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置）から、単位バンド１、単位バンド２、
単位バンド０の各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が順に設定される。単位バン
ド２の上り単位バンドについても同様である。
【０１１０】
　＜設定方法２＞
　本設定方法では、端末２００は、自端末に設定された上り単位バンドにおいて、自端末
に設定された複数の下り単位バンドのうち、その上り単位バンドに対応付けられた下り単
位バンドから、上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドのキャリア周波数と近い
下り単位バンドの順に、複数の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を、上り単位バ
ンドの端から順に設定する。
【０１１１】
　以下の説明では、システムの単位バンド数が３個の場合について説明する。
【０１１２】
　例えば、図７に示すように、単位バンド０の上り単位バンドでは、上り単位バンドの端
（単位バンド０のＳＩＢ２により通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置）から、単位バン
ド０、単位バンド１、単位バンド２の順に、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域
が設定される。すなわち、単位バンド０の上り単位バンドが設定された端末２００は、単
位バンド０の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域、単位バンド０の下り単位バンド
のキャリア周波数から最も近い単位バンド１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域
、単位バンド０の下り単位バンドのキャリア周波数から最も遠い単位バンド２の下り単位
バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の順に、各ＰＵＣＣＨ領域を単位バンド０の上り単位バ
ンドの端から順に設定する。
【０１１３】
　一方、図７に示すように、単位バンド２の上り単位バンドでは、上り単位バンドの端（
単位バンド２のＳＩＢ２により通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置）から、単位バンド
２、単位バンド１、単位バンド０の順に、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が
設定される。すなわち、単位バンド２の上り単位バンドが設定された端末２００は、単位
バンド２の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域、単位バンド２の下り単位バンドの
キャリア周波数から最も近い単位バンド１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域、
単位バンド２の下り単位バンドのキャリア周波数から最も遠い単位バンド０の下り単位バ
ンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の順に、各ＰＵＣＣＨ領域を単位バンド２の上り単位バン
ドの端から順に設定する。
【０１１４】
　なお、図７では、複数の単位バンドの中央に位置する単位バンド１（つまり、単位バン
ド０と単位バンド２とに隣接する単位バンド）の上り単位バンドでは、設定方法１の図６
と同様にして、単位バンド１、単位バンド２、単位バンド０の順に、各下り単位バンドに
対応するＰＵＣＣＨ領域が上り単位バンドの端から順に設定されている。しかし、単位バ
ンド１の上り単位バンドでは、単位バンド１、単位バンド０、単位バンド２の順に、各下
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り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が上り単位バンドの端から順に設定されてもよい
。また、端末２００は、実施の形態１と同様、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領
域の開始位置を、ＣＦＩ情報に基づいて可変に設定する。
【０１１５】
　ここで、ＬＴＥ－Ａシステムの導入初期等では、限られた受信帯域幅（例えば、４０Ｍ
Ｈｚ帯域）の端末が多い場合が想定される。例えば、図７において１単位バンドあたり２
０ＭＨｚとすると、連続する２つの下り単位バンド（４０ＭＨｚ帯域）のみを使用して下
り回線データを受信する端末が多い場合が想定される。この場合、本設定方法によれば、
連続する２つの下り単位バンドに対応する２つのＰＵＣＣＨ領域は、上り単位バンド内の
隣接する帯域に配置される可能性が高くなり、かつ、上り単位バンドの端にまとめて配置
される。
【０１１６】
　例えば、図７において、端末２００に単位バンド１および単位バンド２の２つの下り単
位バンドが設定され、単位バンド１または単位バンド２のいずれか１つの上り単位バンド
が設定される場合、端末２００は、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を、上り
単位バンドの端に設定する。具体的には、図７に示す単位バンド１の上り単位バンドが設
定された端末２００は、単位バンド１、単位バンド２の順に、各下り単位バンドに対応す
るＰＵＣＣＨ領域を、上り単位バンドの端に設定する。同様に、図７に示す単位バンド２
の上り単位バンドが設定された端末２００は、単位バンド２、単位バンド１の順に、各下
り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を、上り単位バンドの端に設定する。これにより
、各上り単位バンドでは、未使用のＰＵＣＣＨ領域（ここでは、単位バンド０の下り単位
バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域）を上り単位バンド内のより内側の帯域に設定すること
ができるので、ＰＵＳＣＨに対してより連続したリソースを確保することが可能となる。
【０１１７】
　また、受信帯域幅が限られた端末は、自端末の受信帯域幅以外の下り単位バンドのＣＦ
Ｉ情報を知らなくても自端末宛ての下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を割り
当てるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）を適切に設定することができる。例
えば、図７において、端末２００に単位バンド１および単位バンド２の２つの下り単位バ
ンドが設定された場合、端末２００は、単位バンド０のＣＦＩ情報を知らなくても、単位
バンド１および単位バンド２のＣＦＩ情報のみに基づいて上り単位バンド（単位バンド１
または単位バンド２）のＰＵＣＣＨ領域を設定することができる。
【０１１８】
　このように、本設定方法によれば、受信帯域幅が限られた端末が多数存在する場合でも
、各上り単位バンドの端に設定されたＰＵＣＣＨ領域から順に使用される可能性が高くな
る。つまり、受信帯域幅が限られた端末によって使用されないＰＵＣＣＨ領域が、上り単
位バンド内のより内側の帯域に設定されるため、ＰＵＳＣＨのリソースとして連続する広
帯域のリソースを確保することができる。
【０１１９】
　また、本設定方法では、上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドに対応するＰ
ＵＣＣＨ領域が、その上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンド以外の下り単位バ
ンドに対応するＰＵＣＣＨ領域よりも、上り単位バンドの端に設定される。また、端末２
００は、実施の形態１と同様、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置を
、ＣＦＩ情報に基づいて可変に設定する。よって、本設定方法によれば、設定方法１と同
様、ＬＴＥ－Ａ端末とＬＴＥ端末とが共存する場合でも、各上り単位バンドでＬＴＥ端末
をサポートしつつ、実施の形態１と同様、ＰＵＣＣＨ領域を低減することができる。
【０１２０】
　なお、本設定方法では、システムの単位バンド数が３個（図７）の場合について説明し
た。しかし、本発明では、システムの単位バンド数は３個の場合に限らない。例えば、シ
ステムの単位バンド数が４個の場合について説明する。ここでは、単位バンド０～４の各
上り単位バンドと各下り単位バンドとが対応づけられているとする（図示せず）。よって
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、単位バンド０の上り単位バンドでは、単位バンド０、１、２、３の順に、各下り単位バ
ンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が上り単位バンドの端から順に設定される。同様に、単位
バンド１の上り単位バンドでは、単位バンド１、０、２、３（または、単位バンド１、２
、０、３）の順に、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域が上り単位バンドの端か
ら順に設定される。同様に、単位バンド２の上り単位バンドでは、単位バンド２、１、３
、０（または、単位バンド２、３、１、０）の順に、各下り単位バンドに対応するＰＵＣ
ＣＨ領域が上り単位バンドの端から順に設定される。同様に、単位バンド３の上り単位バ
ンドでは、単位バンド３、２、１、０の順に、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領
域が上り単位バンドの端から順に設定される。
【０１２１】
　以上、本実施の形態に係るＰＵＣＣＨ領域の設定方法１および２について説明した。
【０１２２】
　このようにして、本実施の形態では、ＬＴＥ－Ａにおいて、ＬＴＥ端末が共存する場合
でも、ＬＴＥ端末をサポートしつつ、実施の形態１と同様、シグナリングを増やすことな
く、上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース数）を低減する
ことができる。
【０１２３】
　なお、本実施の形態では、上り単位バンドと下り単位バンドとが対称であるシステムに
ついて説明した。しかし、上り単位バンドと下り単位バンドとが非対称の場合についても
本発明を適用することができる。例えば、図８に示すように、上り単位バンド（２つの上
り単位バンド）と下り単位バンド（３つの下り単位バンド）とが非対称の場合には、ある
上り単位バンド（図８では単位バンド１）が、複数の下り単位バンド（図８では単位バン
ド１および２）と対応付けられる可能性がある。この場合、端末には、図８に示す単位バ
ンド１および２の下り単位バンドそれぞれのＳＩＢ２により、各下り単位バンドに対応す
るＰＵＣＣＨ領域の開始位置が通知される。この場合、図８に示すように、単位バンド１
の上り単位バンドでは、端末は、単位バンド１および単位バンド２の各下り単位バンドに
対応するＰＵＣＣＨ領域を、各下り単位バンドのＳＩＢ２により通知されるＰＵＣＣＨ領
域の開始位置に基づいて固定的に設定する。一方、端末は、単位バンド１の上り単位バン
ドに対応付けられた下り単位バンド以外の下り単位バンド（図８では単位バンド０）に対
応するＰＵＣＣＨ領域を、上述した設定方法１または設定方法２と同様にして可変に設定
する。
【０１２４】
　なお、図６～８において、ＳＩＢ２により通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置は必ず
しも上り単位バンドの帯域の端でなくてもよく、基地局が自由に設定できる。例えば、Ｌ
ＴＥでは、基地局は、ＮＲＢ

（２)というパラメータで設定されるＣＱＩ情報の送信向け
に使用される固定リソース分のオフセットを設けた後にＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号用のＰＵＣ
ＣＨ領域を設定している。この場合、固定的に確保しておく必要のあるＣＱＩ情報の送信
向けのリソースを単位バンドの帯域の端に設定することにより、上記説明した効果と同様
にＰＵＳＣＨ向けにより連続するより広いリソースを確保できる。
【０１２５】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、基地局は、複数の下り単位バンド間でそれぞれ共通のＣＦＩ情報を
設定する。
【０１２６】
　本実施の形態に係る基地局１００の制御部１０２（図１）は、各端末に設定された複数
の下り単位バンド間で、各端末宛ての下り回線データを均等に割り当てることにより、下
り回線データの割当に使用されるＣＣＥ数が複数の下り単位バンド間で均等になるように
制御する。つまり、制御部１０２は、ＰＤＣＣＨ信号の送信に使用するＯＦＤＭシンボル
数を、すべての下り単位バンドで同一にする。よって、制御部１０２は、複数の下り単位
バンドでそれぞれ共通のＣＦＩ情報を設定する。そして、制御部１０２は、設定したＣＦ
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Ｉ情報をＰＣＦＩＣＨ生成部１０６に出力する。
【０１２７】
　ＰＣＦＩＣＨ生成部１０６は、制御部１０２から入力されるＣＦＩ情報、すなわち、各
下り単位バンドで共通のＣＦＩ情報に基づいてＰＣＦＩＣＨ信号を生成する。
【０１２８】
　次に、本実施の形態における基地局１００および端末２００の動作の詳細について説明
する。ここでは、図９に示すように、システムの単位バンド数が２個の場合について説明
する。また、基地局１００は、端末２００に対して、単位バンド０および単位バンド１の
２つの下り単位バンド、および、単位バンド０の上り単位バンドを設定する。
【０１２９】
　基地局１００の制御部１０２は、図９に示すように、単位バンド０および単位バンド１
の各下り単位バンドで、共通のＣＦＩ情報を設定する。
【０１３０】
　また、制御部１０２は、端末２００に設定された単位バンド０および単位バンド１の下
り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数をｋ個に設定する。つまり、制御部１０２は、端末２
００に対して、各下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数を均等に設定する。よって、割当
部１０５は、端末２００に設定された単位バンド０の下り単位バンドのＣＣＥ＃１～＃ｋ
、および、単位バンド１の下り単位バンドのＣＣＥ＃１～＃ｋのいずれかに、各下り単位
バンドのＰＤＣＣＨ信号をそれぞれ割り当てる。
【０１３１】
　そして、端末２００のマッピング部２１４は、図９に示す単位バンド０のＣＣＥ＃１～
＃ｋをそれぞれ使用して割り当てられた下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号、
および、図９に示す単位バンド１のＣＣＥ＃１～＃ｋをそれぞれ使用して割り当てられた
下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、各下り単位バンドに対応付けられたＰ
ＵＣＣＨ領域にマッピングする。
【０１３２】
　ここで、各下り単位バンドのＣＣＥを使用して割り当てられた下り回線データに対する
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に用いるＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）は、
実施の形態１の式（２）に従って算出される。ただし、あるサブフレームにおける単位バ
ンドｉの下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数ＮＣＣＥ（ｉ）は、実施の形態１の式（１
）に代わって次式（３）に従って求められる。
【数３】

【０１３３】
　ここで、Ｌｃｏｍは、複数の下り単位バンドで共通のＣＦＩ情報（例えば、Ｌｃｏｍ＝
１～３）を示す。すなわち、式（３）は、式（１）のＬ（ｉ）をＬｃｏｍ（共通のＣＦＩ
情報）に置換した式となる。
【０１３４】
　例えば、端末２００に設定された複数の下り単位バンド（図９では単位バンド０および
２）のうち、ある下り単位バンドのＰＣＦＩＣＨ信号の受信誤りが発生する場合がある。
ここで、各下り単位バンドの帯域幅が同一であれば、各下り単位バンドのＣＦＩ情報に基
づいて算出されるＣＣＥの最大数（各下り単位バンドで使用可能なＣＣＥ数）も同一とな
る。このため、各上り単位バンド（図９では単位バンド０）において、各下り単位バンド
に対応するＰＵＣＣＨ領域の大きさ（図９では、ｋ個のＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）は同
一となる。
【０１３５】
　よって、基地局１００が各下り単位バンドに対して共通のＣＦＩ情報を設定することに
より、端末２００は、ある下り単位バンドのＰＣＦＩＣＨ信号の受信誤りが発生した場合
でも、受信誤りが発生した下り単位バンド以外のいずれかの下り単位バンドのＰＣＦＩＣ
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Ｈ信号を正常に復号できれば、すべての下り単位バンドのＰＣＦＩＣＨ信号を特定するこ
とができる。すなわち、端末２００は、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を設
定する際、いずれの下り単位バンドのＣＦＩ情報を用いてもよい。なお、端末２００がＰ
ＤＣＣＨ信号の受信に成功した下り単位バンドでは、ＣＦＩ情報が正常に受信されている
。すなわち、端末２００は、いずれかの下り単位バンドのＰＤＣＣＨ信号の受信に成功し
た場合、自端末に設定された下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を特定することが
可能となる。
【０１３６】
　よって、ある下り単位バンドのＰＣＦＩＣＨ信号の受信誤りが発生した場合でも、端末
２００は、ある下り単位バンドのＰＤＳＣＨ信号に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、誤っ
たＰＵＣＣＨ領域で送信することを防ぐことができ、基地局１００では、他の端末とのＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ衝突が発生することを防ぐことができる。
【０１３７】
　なお、各下り単位バンドの帯域幅が互いに異なる場合でも、基地局１００が、各下り単
位バンドの帯域幅を示す情報を各端末へ通知すればよい。また、基地局１００は、各単位
バンドに対して、帯域幅に概ね比例した数のＣＣＥ数を割り当てることにより、帯域幅が
異なる単位バンド間でも共通のＣＦＩを設定する。これにより、各端末は、ＰＤＣＣＨ信
号を正常に受信できた下り単位バンドのＣＦＩ情報、および、各下り単位バンドの帯域幅
を示す情報に基づいて、他の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を特定することが
できる。よって、各下り単位バンドの帯域幅が互いに異なる場合でも、端末２００は、あ
る下り単位バンドのＰＤＳＣＨ信号に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、誤ったＰＵＣＣＨ
領域で送信することを防ぐことができる。
【０１３８】
　また、例えば、端末２００に設定された複数の下り単位バンドのうち、ある下り単位バ
ンドがＤＲＸ（Discontinuous Reception：データ非受信）中の場合、その下り単位バン
ドに対応付けられた上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域を設定するために、端末２０
０は、ＤＲＸ中の下り単位バンドのＣＦＩ情報（ＰＣＦＩＣＨ信号）を受信する必要があ
る。また、受信帯域幅が限られた端末では、ＤＲＸ中の下り単位バンドのＣＦＩ情報を、
他の下り単位バンドのＣＦＩ情報と同時に受信できない。しかし、基地局１００が各下り
単位バンドに共通のＣＦＩ情報を設定にすることにより、端末２００は、ＤＲＸ中の下り
単位バンド以外の下り単位バンドのＣＦＩ情報に基づいて、ＤＲＸ中の下り単位バンドの
ＣＦＩ情報を特定することができる。
【０１３９】
　よって、ＤＲＸ中の下り単位バンドが存在する場合でも、端末２００は、ＤＲＸ中の下
り単位バンドでＣＦＩ情報を受信することなく各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領
域を設定できる。つまり、端末２００は、ＤＲＸ中の下り単位バンドにおいてＤＲＸを止
めてＣＦＩ情報を受信する必要がないため、ＤＲＸによる電力低減効果が低減することを
防ぐことができる。また、例えば、受信帯域幅が限られた端末２００は、ＤＲＸ中の下り
単位バンドのＣＦＩ情報を、他の下り単位バンドのＣＦＩ情報と同時に受信できない場合
でも、ＤＲＸ中の下り単位バンドのＣＦＩ情報を、他の下り単位バンドのＣＦＩ情報に基
づいて特定することが可能となる。
【０１４０】
　このようにして、本実施の形態によれば、複数の下り単位バンドで共通のＣＦＩ情報を
用いることで、端末がある下り単位バンドのＣＦＩ情報を受信できない場合でも、実施の
形態１と同様、シグナリングを増やすことなく、上り単位バンドにおけるＰＵＣＣＨ領域
（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース数）を低減することができる。
【０１４１】
　また、本実施の形態では、基地局は、複数の下り単位バンド間で、共通のＣＦＩ情報を
設定するとともに、複数の端末宛ての下り回線データを割り当てる。このため、平均化効
果により、データ割当は複数の下り単位バンド間でほぼ均等になる。よって、基地局は複
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数の下り単位バンド間で共通のＣＦＩ情報を設定しても、スループットの劣化はほとんど
発生しない。
【０１４２】
　（実施の形態４）
　各下り単位バンドに配置されるＰＤＣＣＨでは、各端末宛てのリソース割当情報（ＲＢ
割当情報）の他に、ＭＣＳ（Modulation and Coding Scheme）情報、ＨＡＲＱ（Hybrid A
utomatic Retransmission reQuest）情報およびＰＵＣＣＨの送信電力を制御するための
ＰＵＣＣＨ送信電力制御ビット（ＰＵＣＣＨ　ＴＰＣ（Transmission Power Control）ビ
ット）等が含まれる。ここで、複数の下り単位バンドでそれぞれ送信された下り回線デー
タに対する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、１つの上り単位バンドから送信する場合には
、端末は、複数の下り単位バンドからＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットを通知されなくても
、上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドからのみ通知されればよい。
【０１４３】
　逆に、ＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットが、設定された複数の下り単位バンドから通知さ
れると、端末は、複数の下り単位バンドで複数のＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットを同時に
受信することで、ＰＵＣＣＨの送信電力制御を適切に制御できない場合がある。ここで、
ＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットは、前回送信時の送信電力との相対値（例えば、－１ｄＢ
、０ｄＢ、＋１ｄＢ、＋２ｄＢ）により表される。
【０１４４】
　よって、例えば、２つの下り単位バンドのＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットが－１ｄＢを
それぞれ示す場合、端末は、－２ｄＢの送信電力でＰＵＣＣＨを送信する。一方、２つの
下り単位バンドのＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットが－１ｄＢを示す場合に１つのＰＵＣＣ
Ｈ送信電力制御ビットの受信誤りが発生した場合には、端末は、－１ｄＢの送信電力でＰ
ＵＣＣＨを送信する。このように、ＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットが複数の下り単位バン
ドから通知されると、端末でのＰＵＣＣＨの送信電力制御が適切に行われない場合がある
。
【０１４５】
　そこで、本実施の形態では、基地局は、複数の下り単位バンドが設定された端末に対し
て、ある下り単位バンドのＰＤＣＣＨのＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドを用
いて、他の下り単位バンドのＣＦＩ情報を通知する。具体的には、基地局は、端末に設定
された複数の下り単位バンドのうち、端末に設定された上り単位バンドに対応付けられた
下り単位バンド以外の下り単位バンドに配置されるＰＤＣＣＨのＰＵＣＣＨ送信電力制御
ビットのフィールドに、端末に設定された上り単位バンドに対応付けられた下り単位バン
ドのＣＦＩ情報を割り当てる。
【０１４６】
　本実施の形態に係る基地局１００の制御部１０２（図１）は、リソース割当対象の端末
に設定された上り単位バンドと対応付けられた下り単位バンドに配置されるＰＤＣＣＨの
ＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドに、その端末に設定された上り単位バンドに
対するＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットを割り当てる。一方、制御部１０２は、リソース割
当対象の端末に設定された上り単位バンドと対応付けられた下り単位バンド以外の下り単
位バンドに配置されるＰＤＣＣＨのＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドに、その
端末に設定された上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドのＣＦＩ情報を割り当
てる。
【０１４７】
　本実施の形態に係る端末２００のＰＤＣＣＨ受信部２０９（図２）は、分離部２０５か
ら入力されるＰＤＣＣＨ信号をブラインド復号して、自端末宛てのＰＤＣＣＨ信号を得る
。ここで、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、自端末宛てのＰＤＣＣＨ信号が割り当てられた下
り単位バンドが、自端末に設定された上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドで
あるか否かに応じて、ＰＤＣＣＨ信号内のＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドに
割り当てられた制御情報の内容を判断する。
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【０１４８】
　具体的には、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、自端末に設定された上り単位バンドに対応付
けられた下り単位バンドでは、ＰＤＣＣＨ信号内のＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィ
ールドに割り当てられた制御情報を、ＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットとして抽出する。そ
して、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、抽出したＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットに示される送
信電力値を送信ＲＦ部２１７に出力する（図示せず）。
【０１４９】
　一方、ＰＤＣＣＨ受信部２０９は、自端末に設定された上り単位バンドに対応付けられ
た下り単位バンド以外の下り単位バンドでは、ＰＤＣＣＨ信号内のＰＵＣＣＨ送信電力制
御ビットのフィールドに割り当てられた制御情報を、自端末に設定された上り単位バンド
に対応付けられた下り単位バンドのＣＦＩ情報として抽出する。そして、ＰＤＣＣＨ受信
部２０９は、抽出したＣＦＩ情報をマッピング部２１４に出力する。
【０１５０】
　マッピング部２１４は、ＰＣＦＩＣＨ受信部２０８から入力されるＣＦＩ情報、ＰＤＣ
ＣＨ受信部２０９から入力されるＣＦＩ情報、および、ＰＤＣＣＨ受信部２０９から入力
されるＣＣＥ番号に基づいて、変調部２１１から入力されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、上
り単位バンドに配置されたＰＵＣＣＨにマッピングする。すなわち、マッピング部２１４
は、実施の形態１または２と同様にして、各下り単位バンドのＣＦＩ情報に基づいて、自
端末に設定された上り単位バンド内の、各下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開
始位置を設定する。ただし、マッピング部２１４は、ＰＤＣＣＨ受信部２０９からＣＦＩ
情報が入力される場合には、そのＣＦＩ情報を、自端末に設定された上り単位バンドに対
応付けられた下り単位バンドのＣＦＩ情報として用いる。すなわち、端末２００は、自端
末に設定された複数の下り単位バンドのうち、自端末に設定された上り単位バンドに対応
付けられた下り単位バンド以外の下り単位バンドのＰＤＣＣＨに割り当てられた、上り単
位バンドに対応付けられた下り単位バンドのＣＦＩ情報を用いて、複数の下り単位バンド
にそれぞれ対応するＰＵＣＣＨ領域を設定する。
【０１５１】
　次に、本実施の形態における基地局１００および端末２００の動作の詳細について説明
する。ここでは、図１０に示すように、システムの単位バンド数が２個の場合について説
明する。また、基地局１００は、端末２００に対して、単位バンド０および単位バンド１
の各下り単位バンド、および、単位バンド０の上り単位バンドを設定する。また、図１０
に示すように、各下り単位バンドに配置されるＰＤＣＣＨには、ＲＢ割当情報、ＭＣＳ情
報、ＨＡＲＱ情報およびＰＵＣＣＨ送信電力制御ビット等の各制御情報のフィールドがそ
れぞれ設定されている。
【０１５２】
　基地局１００の制御部１０２は、図１０に示すように、端末２００に設定した単位バン
ド０の上り単位バンドに対応付けられた単位バンド０の下り単位バンドに配置されるＰＤ
ＣＣＨに、例えば、ＲＢ割当情報（リソース割当情報）、ＭＣＳ情報、ＨＡＲＱ情報およ
びＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットを割り当てる。
【０１５３】
　一方、制御部１０２は、図１０に示すように、端末２００に設定した単位バンド０の上
り単位バンドに対応付けられた下り単位バンド以外の、単位バンド１の下り単位バンドに
配置されるＰＤＣＣＨに、例えば、ＲＢ割当情報、ＭＣＳ情報、ＨＡＲＱ情報および単位
バンド０の下り単位バンドのＣＦＩ情報（ＣＦＩ０）を割り当てる。すなわち、制御部１
０２は、端末２００に設定された上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンド以外の
下り単位バンドのＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドには、ＰＵＣＣＨ送信電力
制御ビットの代わりに、端末２００に設定された上り単位バンドに対応付けられた下り単
位バンドのＣＦＩ情報を割り当てる。
【０１５４】
　一方、端末２００のマッピング部２１４は、実施の形態１または２と同様にして、図１
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０に示すように、ＣＦＩを用いて単位バンド１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領
域の開始位置を設定する。なお、マッピング部２１４は、実施の形態２と同様、自端末に
設定された複数の下り単位バンドのうち、自端末に設定された上り単位バンドに対応付け
られた下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域を、その上り単位バンドに対応付けられ
た下り単位バンド以外の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域よりも、上り単位バン
ドの端に設定する。
【０１５５】
　ここで、マッピング部２１４は、ＰＣＦＩＣＨ受信部２０８から入力されるＣＦＩ０（
図１０に示す単位バンド０のＰＣＦＩＣＨに割り当てられたＣＦＩ０）、または、ＰＤＣ
ＣＨ受信部２０９から入力されるＣＦＩ０（図１０に示す単位バンド１のＰＤＣＣＨのＰ
ＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドに割り当てられたＣＦＩ０）を用いて単位バン
ド１の下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置を設定する。
【０１５６】
　これにより、例えば、図１０に示す単位バンド０の下り単位バンドのＰＣＦＩＣＨ信号
（ＣＦＩ０）の受信誤りが発生した場合でも、端末２００は、単位バンド１の下り単位バ
ンドのＰＤＣＣＨ信号を正常に復号できれば、単位バンド０の下り単位バンドのＣＦＩ０
を特定することができる。すなわち、端末２００は、単位バンド０の下り単位バンドのＰ
ＣＦＩＣＨ信号（ＣＦＩ０）の受信誤りが発生した場合でも、ＣＦＩ０に基づいて、単位
バンド１のＰＵＣＣＨ領域の開始位置を設定することができる。
【０１５７】
　また、端末２００に設定された上り単位バンド（図１０では単位バンド０）に対応付け
られた下り単位バンド（図１０では単位バンド０）、つまり、上り単位バンド（図１０で
は単位バンド０）の端にＰＵＣＣＨ領域が設定される下り単位バンドのＣＦＩ情報（図１
０ではＣＦＩ０）は、他の下り単位バンド（図１０では単位バンド１）のＰＤＣＣＨによ
り通知される。これにより、端末２００が、上り単位バンドの端にＰＵＣＣＨ領域が設定
される下り単位バンド（図１０では単位バンド０）のＰＣＦＩＣＨ信号の受信を誤った場
合でも、他の下り単位バンド（図１０では単位バンド１）のＰＤＣＣＨ信号により、受信
を誤った下り単位バンドのＣＦＩ情報を特定できる。ここで、ＰＤＣＣＨはＣＲＣにより
誤り検出されるため、ＰＤＣＣＨがＣＲＣ＝ＯＫであれば、そこで送信されたＣＦＩ情報
は極めて高い確率で正しい。一方、ＰＣＦＩＣＨは誤り検出できないため、信頼性はＰＤ
ＣＣＨ内のＣＦＩ情報よりも低い。従って、端末２００はＰＵＣＣＨリソースの特定に、
ＰＤＣＣＨ内で通知されるＣＦＩ情報を優先して使用する。
【０１５８】
　よって、上り単位バンドの端にＰＵＣＣＨ領域が設定される下り単位バンドのＰＣＦＩ
ＣＨ信号の受信を誤った場合でも、端末２００が、誤ったＰＵＣＣＨ領域でＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を送信することを防ぐことができ、基地局１００では他の端末との間でＡＣＫ／
ＮＡＣＫ信号が衝突することを防ぐことができる。
【０１５９】
　例えば、端末２００に設定された下り単位バンドが２個の場合、端末２００が、図１０
に示す単位バンド１のＰＤＣＣＨ信号（ＣＦＩ０）を正常に受信することで、基地局１０
０での端末間でのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の衝突を完全に防ぐことができる。また、端末２
００に設定された下り単位バンドが３個の場合、例えば、図１０に示す単位バンド０およ
び単位バンド１の他に単位バンド２（図示せず）が使用される場合、端末２００が、単位
バンド１のＰＤＣＣＨ信号（ＣＦＩ０）を正常に受信し、かつ、単位バンド２のＰＤＣＣ
Ｈ信号（ＣＦＩ１）を正常に受信することで、基地局１００での端末間でのＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号の衝突を防ぐことができる。
【０１６０】
　このようにして、本実施の形態によれば、端末に設定された上り単位バンドに対応付け
られた下り単位バンド、つまり、上り単位バンドの端にＰＵＣＣＨ領域が設定される下り
単位バンドにおいて、ＰＣＦＩＣＨ信号の受信誤りが発生した場合でも、端末は、他の下
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り単位バンドにおいて正常に受信できたＰＤＣＣＨ信号よりＣＦＩ情報を特定することが
できる。これにより、実施の形態２と同様の効果を得つつ、さらに、端末に設定された上
り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドから順に、複数の下り単位バンドに対応す
るＰＵＣＣＨ領域を上り単位バンドの端から順に設定する際、端末が各下り単位バンドに
対して誤ったＰＵＣＣＨ領域を設定する確率を低減することができる。
【０１６１】
　また、本実施の形態によれば、端末に複数の下り単位バンドが設定される場合でも、Ｐ
ＵＣＣＨ送信電力制御ビットが通知される下り単位バンドを１つとすることで、ＰＵＣＣ
Ｈの送信電力制御を適切に行うことが可能となる。
【０１６２】
　また、本実施の形態では、基地局は、ＰＣＦＩＣＨ信号によるＣＦＩ情報の通知の他に
、ＰＤＣＣＨ信号内のＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドを用いて、ＣＦＩ情報
を通知する。すなわち、既存の制御チャネルを用いてＣＦＩ情報が通知されるため、新た
な制御情報のシグナリングは不要となる。
【０１６３】
　なお、本実施の形態では、基地局が、ＰＤＣＣＨ信号内のＰＵＣＣＨ送信電力制御ビッ
トのフィールドを用いて、１つの下り単位バンドのＣＦＩ情報を通知する場合について説
明した。しかし、本発明では、基地局は、ＰＤＣＣＨ信号内のＰＵＣＣＨ送信電力制御ビ
ットのフィールドを用いて、複数の下り単位バンドのＣＦＩ情報を通知してもよく、ある
下り単位バンドのＣＦＩ情報の一部のみを通知してもよい。
【０１６４】
　また、本実施の形態において、例えば、図１０に示す単位バンド０の下り単位バンドが
ＤＲＸ中の場合には、基地局は、単位バンド１の下り単位バンドのＰＤＣＣＨ信号内のＰ
ＵＣＣＨ送信電力制御ビットのフィールドに、ＰＵＣＣＨ送信電力制御ビットを割り当て
てもよい。これにより、単位バンド０の下り単位バンドがＤＲＸ中でも、端末は、単位バ
ンド０の上り単位バンドに配置されたＰＵＣＣＨの送信電力を適切に制御できる。
【０１６５】
　また、本実施の形態では、ＰＵＣＣＨ領域の設定の一例として、図１０に示す単位バン
ド０の上り単位バンドにおける一方のＰＵＣＣＨの設定について説明した。しかし、本発
明では、図１０に示す単位バンド０の上り単位バンドの他方のＰＵＣＣＨ、および、単位
バンド１の上り単位バンドの両端のＰＵＣＣＨについても、上記実施の形態と同様にして
ＰＵＣＣＨ領域の設定が行われる。
【０１６６】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０１６７】
　なお、上記実施の形態において、各端末でＰＵＣＣＨ信号（例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
信号）が送信される上り単位バンドは、Anchor component carrier、reference componen
t carrier、または、master component carrierと呼ばれることもある。
【０１６８】
　また、上記実施の形態では、基地局が２つの下り単位バンドを用いて、各端末宛てのＰ
ＤＣＣＨ信号を送信する場合について説明した。しかし、本発明では、基地局は、例えば
、１つの端末に対して１つの下り単位バンドのみを用いて、ＰＤＣＣＨ信号を送信しても
よい。この場合でも、端末は、上記実施の形態と同様、自端末に設定された上り単位バン
ドにおいて、ＰＤＣＣＨ信号の送信に使用された下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領
域を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する。これにより、例えば、同一の下り単位バン
ドを用いるＬＴＥ端末との間でのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の衝突を防ぐことができる。また
、基地局が端末毎に１つの下り単位バンドでＰＤＣＣＨ信号を送信する場合、そのＰＤＣ
ＣＨ信号の送信に使用される下り単位バンドは、Anchor component carrier、reference 
component carrier、または、master component carrierと呼ばれることもある。
【０１６９】
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　また、上記実施の形態では、端末が、１つの上り単位バンドに配置されたＰＵＣＣＨを
用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する場合について説明した。しかし、端末が複数の上
り単位バンドにそれぞれ配置されたＰＵＣＣＨを用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信する
場合についても本発明を適用することができる。
【０１７０】
　また、バンドアグリゲーション（Band aggregation）は、キャリアアグリゲーション（
Carrier aggregation）と呼ばれることもある。また、バンドアグリゲーションは、連続
する周波数帯域を連結する場合に限らず、非連続な周波数帯域を連結してもよい。
【０１７１】
　また、本発明では、端末ＩＤとしてＣ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Temporary Ide
ntifier）を用いてもよい。
【０１７２】
　本発明において、マスキング（スクランブリング）処理は、ビット間（すなわち、ＣＲ
Ｃビットと端末ＩＤ）の乗算でもよく、ビット同士を加算し、加算結果のｍｏｄ２（すな
わち、加算結果を２で割ったときの余り）を算出してもよい。
【０１７３】
　また、上記実施の形態では、単位バンドを、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する場合について説明した。しかし、単位バンドは、次の
ように定義されることもある。例えば、下り単位バンドは、基地局から報知されるＢＣＨ
（Broadcast Channel）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、Ｐ
ＤＣＣＨ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、または、
中心部分でＳＣＨ（synchronization channel）が送信される帯域として定義されること
もある。また、上り単位バンドは、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を含み、両端部にＰＵＣＣＨ
（Physical Uplink Control Channel）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、Component carrierと表記されることも
ある。
【０１７４】
　また、上り単位バンドと下り単位バンドとの対応付けは、下り単位バンドで基地局から
端末へ通知されるシステム情報（ＳＩＢ）内の上り回線情報（ｕｌ－ＥＡＲＦＣＮ：E-UT
RA Absolute Radio Frequency Channel Number）で規定されてもよい。なお、ＳＩＢ内の
上り回線情報は、3GPP TS36.331 V8.4.0で規定されている。
【０１７５】
　また、ＳＩＢを用いて基地局から端末へ通知されるＰＵＣＣＨ領域の開始位置（リソー
ス番号）として、3GPP TS36.331 V8.4.0で規定されているn1Pucch-ANを用いてもよい。上
り単位バンドにおいて、ＰＵＣＣＨ領域が帯域の外側（つまり端）になるほど、n1Pucch-
ANの値は小さくなる。また、ＰＵＣＣＨ領域の開始位置として、3GPP TS36.211 V8.5.0で
規定されているＮＰＵＣＣＨ

（１）を用いてもよいし、ＣＱＩ送信用のリソースＮＲＢ
（

２）だけオフセットさせた位置からの相対位置として通知してもよい。なお、3GPP TS36.
211 V8.5.0では、端末が使用するＰＵＣＣＨリソースは、ｎＰＵＣＣＨ

（１）という変数
名で表されている。
【０１７６】
　また、本発明では、端末は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の送信に用いるＰＵＣＣＨ領域を特
定するために、システム内の下り単位バンドに関する情報（例えば、下り単位バンド数、
各下り単位バンドの帯域幅または各下り単位バンドの番号（ＩＤ）等）を把握しておく必
要がある。本発明では、この下り単位バンドに関する情報は、ＳＩＢで通知されてもよく
、端末毎に通知されてもよい。下り単位バンドに関する情報を端末毎に通知する場合には
、基地局は、端末に設定された上り単位バンドにおいて、その端末が使用する（または使
用する可能性がある）下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域よりも外側のＰＵＣＣＨ
領域が設定される下り単位バンドの情報のみを通知してもよい。これにより、端末は、各
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下り単位バンドに対応するＰＵＣＣＨ領域の開始位置を特定することができ、かつ、下り
単位バンドに関する情報を基地局から端末へ通知する情報量を必要最小限に抑えることが
できる。
【０１７７】
　また、本発明では、１つの上り単位バンドにＰＵＣＣＨ領域を設定できる下り単位バン
ドの数を限定してもよい。例えば、４つの下り単位バンドと４つの上り単位バンドを有す
るシステムにおいて、下り単位バンドおよび上り単位バンドを、２つの下り単位バンドと
２つの上り単位バンドからそれぞれ構成される２組に分けてもよい。これにより、１つの
上り単位バンドにＰＵＣＣＨ領域を設定できる下り単位バンドの数は、２個に限定される
。なお、この場合、３つ以上の下り単位バンドで送信された下り回線データに対するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ信号は、異なる組の２つの上り単位バンドで送信される。
【０１７８】
　また、上記実施の形態では、端末が、複数の下り単位バンドでそれぞれ送信された下り
回線データに対する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を、各下り単位バンド毎にそれぞれ異な
るＰＵＣＣＨ領域を用いて送信する場合について説明した。しかし、端末が、複数の下り
単位バンドでそれぞれ送信された下り回線データに対して１つのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を
送信する場合（ACK/NACK bundling）にも、本発明を適用することができる。また、端末
が、複数の下り単位バンドでそれぞれ送信された下り回線データに対するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ信号を、複数のＰＵＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）から選択した１つのＰＵ
ＣＣＨ領域（ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース）で送信する場合（ACK/NACK channel selection
またはACK/NACK multiplexing）にも本発明を適用することができる。
【０１７９】
　また、上記実施の形態では、ＣＦＩ情報に基づいて決定されるＣＣＥ数によりＰＵＣＣ
Ｈ領域を設定する例を説明した。しかし、本発明では、単位バンドの帯域幅毎にＣＦＩと
ＣＣＥ数の関係はアンテナ数やＰＨＩＣＨ数によって若干異なるが、ほぼ一定であるため
、単位バンドの帯域幅毎にＣＦＩに依存した固定のＰＵＣＣＨ領域を設定してもよい。ま
た、単位バンドの帯域幅は単位バンド間で異なってもよい。
【０１８０】
　また、上記実施の形態では、ある上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドのＰ
ＵＣＣＨ領域を、その上り単位バンドの端から設定するようにした。ここで、ＰＵＣＣＨ
に使用するＲＢは単位バンドの両端から順にインデックスが付けられる。つまり、ＰＵＣ
ＣＨリソース番号が小さい方から順に単位バンドの両端のＲＢから順に配置される。従っ
て、本発明では、ある上り単位バンドに対応付けられた下り単位バンドのＰＵＣＣＨ領域
を、ＰＵＣＣＨリソース番号が小さい方から設定するようにしてもよい。
【０１８１】
　また、報知情報（ＳＩＢ）は、ＢＣＨ、Ｐ－ＢＣＨ（Primary BCH）またはＤ－ＢＣＨ
（Dynamic BCH）等のチャネルで送信される。
【０１８２】
　また、上記実施の形態では、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。
【０１８３】
　また、上記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Ｌ
ＳＩ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、Ｉ
Ｃ、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。
【０１８４】
　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。
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【０１８５】
　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。
【０１８６】
　２００９年３月１６日出願の特願２００９－０６３０３１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】
【０１８７】
　本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
【符号の説明】
【０１８８】
　１００　基地局
　２００　端末
　１０１　設定部
　１０２　制御部
　１０３　ＰＤＣＣＨ生成部
　１０４，１０７，１０９，１１０，２１１，２１２　変調部
　１０５　割当部
　１０６　ＰＣＦＩＣＨ生成部
　１０８　報知情報生成部
　１１１　多重部
　１１２，２１５　ＩＦＦＴ部
　１１３，２１６　ＣＰ付加部
　１１４，２１７　送信ＲＦ部
　１１５，２０１　アンテナ
　１１６，２０２　受信ＲＦ部
　１１７，２０３　ＣＰ除去部
　１１８，２０４　ＦＦＴ部
　１１９　抽出部
　１２０　ＩＤＦＴ部
　１２１　データ受信部
　１２２　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信部
　２０５　分離部
　２０６　報知情報受信部
　２０７　設定情報受信部
　２０８　ＰＣＦＩＣＨ受信部
　２０９　ＰＤＣＣＨ受信部
　２１０　ＰＤＳＣＨ受信部
　２１３　ＤＦＴ部
　２１４　マッピング部
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