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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル品質情報及び空間チャネル情報を含むフィードバック情報をフィードバックす
る帯域幅に応じた報告モード、並びに前記フィードバック情報の拡張レベルを含む下り送
信データを生成する下り送信データ生成手段と、前記下り送信データとフィードバック情
報用の参照信号とを多重する多重手段と、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
【請求項２】
　前記拡張レベルは、マルチユーザＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報の情報量に応じて
変わることを特徴とする請求項１記載の無線基地局装置。
【請求項３】
　前記拡張レベルは、ＣｏＭＰ送信の形態に応じて変わることを特徴とする請求項１記載
の無線基地局装置。
【請求項４】
　前記下り送信データ生成手段は、フィードバック情報に含まれるチャネル品質情報に基
づく適応変復調及び符号化処理で下り送信データを生成することを特徴とする請求項１か
ら請求項３のいずれかに記載の無線基地局装置。
【請求項５】
　フィードバック情報に含まれる空間チャネル情報に基づいて送信ウェイトを生成する送
信ウェイト生成手段を具備することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載
の無線基地局装置。
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【請求項６】
　より高い拡張レベルのフィードバック情報が、より低い拡張レベルのフィードバック情
報を包含することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の無線基地局装置
。
【請求項７】
　チャネル品質情報及び空間チャネル情報を含むフィードバック情報をフィードバックす
る帯域幅に応じた報告モード、並びに前記フィードバック情報の拡張レベルを含む下りリ
ンク信号を受信する受信手段と、前記報告モード及び前記拡張レベルに対応するフィード
バック情報を生成するフィードバック情報生成手段と、を具備することを特徴とする移動
端末装置。
【請求項８】
　前記拡張レベルは、マルチユーザＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報の情報量に応じて
変わることを特徴とする請求項７記載の移動端末装置。
【請求項９】
　前記拡張レベルは、ＣｏＭＰ送信の形態に応じて変わることを特徴とする請求項７記載
の移動端末装置。
【請求項１０】
　より高い拡張レベルのフィードバック情報が、より低い拡張レベルのフィードバック情
報を包含することを特徴とする請求項７から請求項９のいずれかに記載の移動端末装置。
【請求項１１】
　無線基地局装置において、チャネル品質情報及び空間チャネル情報を含むフィードバッ
ク情報をフィードバックする帯域幅に応じた報告モード、並びに前記フィードバック情報
の拡張レベルを含む下り送信データを生成する工程と、前記下り送信データとフィードバ
ック情報用の参照信号とを多重して移動端末装置に送信する工程と、前記移動端末装置に
おいて、前記報告モード及び前記拡張レベルを含む下りリンク信号を受信する工程と、前
記報告モード及び前記拡張レベルに対応するフィードバック情報を生成して前記無線基地
局装置に送信する工程と、を具備することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１２】
　前記拡張レベルは、マルチユーザＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報の情報量に応じて
変わることを特徴とする請求項１１記載の無線通信方法。
【請求項１３】
　前記拡張レベルは、ＣｏＭＰ送信の形態に応じて変わることを特徴とする請求項１１記
載の無線通信方法。
【請求項１４】
　より高い拡張レベルのフィードバック情報が、より低い拡張レベルのフィードバック情
報を包含することを特徴とする請求項１１から請求項１３のいずれかに記載の無線通信方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）で規定されるＬＴＥ（Long　Ter
m　Evolution）システムでは、より高速な伝送を実現するために、無線基地局装置に複数
の送受信アンテナを用いるＭＩＭＯ（Multiple　Input　Multiple　Output）伝送を採用
している。このＭＩＭＯ伝送を用いることにより、時間領域・周波数領域におけるスケジ
ューリングに加えて、空間領域におけるスケジューリングを行うことができる。ＭＩＭＯ
伝送には、複数のアンテナを持つ無線基地局装置から複数の信号を単一ユーザ（移動端末
装置）に対してパラレルに送信するシングルユーザＭＩＭＯ（ＳＵ－ＭＩＭＯ）と、複数
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のアンテナを持つ無線基地局装置から複数のユーザ（移動端末装置）に対して空間多重し
て送信するマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）とがある（ＳＤＭＡ：Space　Divis
ion　Multiple　Access）。このＭＩＭＯ伝送においては、アンテナ毎の送信ウェイトを
示すＰＭＩ（Precoder　Matrix　Indicator）が下りリンク伝送で使用される。
【０００３】
　ＬＴＥシステムにおいては、時間領域・周波数領域・空間領域のスケジューリングは、
下りリンクのチャネル状況に依存する。このため、無線基地局装置における時間領域・周
波数領域・空間領域のスケジューリングのために、移動端末装置からチャネル状態を報告
している。このチャネル状態を報告するパラメータとして、上記ＰＭＩや、適応変復調及
び符号化処理（ＡＭＣ：Adaptive　Modulation　and　Coding　scheme）に用いるための
下りリンクの品質情報（ＣＱＩ：Channel　Quality　Indicator）がある。このようなＰ
ＭＩやＣＱＩ（チャネル状態情報：ＣＳＩ（Channel　State　Information）あるいはフ
ィードバック情報）を無線基地局装置にフィードバックすることにより、時間領域・周波
数領域・空間領域のスケジューリングを行っている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ，ＴＳ３６．２１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　３ＧＰＰでは、高速伝送をＬＴＥシステムよりも広いカバレッジで実現するためのＬＴ
Ｅ－Ａ（ＬＴＥ－Advanced）システムが検討されている。このＬＴＥ－Ａシステムにおい
ては、セル端ユーザの受信品質向上対策として、マルチポイント送受信（ＣｏＭＰ：Coor
dinated　Multiple　Point　Transmission/Reception）が採用される予定である。このＣ
ｏＭＰ送信においても、ＡＭＣを用いるためのＣＱＩが下りリンク伝送で使用される。
【０００６】
　ＬＴＥシステムにおいては、主にＳＵ－ＭＩＭＯ伝送をサポートするためのＣＳＩが規
定されているが、このＣＳＩでは、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信を十分にサポート
することができないと考えられる。このため、ＬＴＥ－ＡシステムにおけるＭＵ－ＭＩＭ
Ｏ伝送やＣｏＭＰ送信を十分にサポートできるＣＳＩフィードバック情報を用いた無線通
信方法を実現することが求められている。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＬＴＥ－ＡシステムにおけるＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信を十分にサポートできるＣＳＩフィードバック情報を使用する
無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の無線基地局装置は、チャネル品質情報及び空間チャネル情報を含むフィードバ
ック情報をフィードバックする帯域幅に応じた報告モード、並びに前記フィードバック情
報の拡張レベルを含む下り送信データを生成する下り送信データ生成手段と、前記下り送
信データとフィードバック情報用の参照信号とを多重する多重手段と、を具備することを
特徴とする。
【０００９】
　本発明の移動端末装置は、チャネル品質情報及び空間チャネル情報を含むフィードバッ
ク情報をフィードバックする帯域幅に応じた報告モード、並びに前記フィードバック情報
の拡張レベルを含む下りリンク信号を受信する受信手段と、前記報告モード及び前記拡張
レベルに対応するフィードバック情報を生成するフィードバック情報生成手段と、を具備
することを特徴とする。
【００１０】
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　本発明の無線通信方法は、無線基地局装置において、チャネル品質情報及び空間チャネ
ル情報を含むフィードバック情報をフィードバックする帯域幅に応じた報告モード、並び
に前記フィードバック情報の拡張レベルを含む下り送信データを生成する工程と、前記下
り送信データとフィードバック情報用の参照信号とを多重して移動端末装置に送信する工
程と、前記移動端末装置において、前記報告モード及び前記拡張レベルを含む下りリンク
信号を受信する工程と、前記報告モード及び前記拡張レベルに対応するフィードバック情
報を生成して前記無線基地局装置に送信する工程と、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、チャネル品質情報及び空間チャネル情報を含む拡張したフィードバッ
ク情報を用いるので、ＬＴＥ－ＡシステムにおけるＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信を
十分にサポートすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に係る無線基地局装置及び移動端末装置を有する無線通信シ
ステムを示す図である。
【図２】ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送を説明するための図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、ＣｏＭＰ送信を説明するための図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る無線通信方法の報告モードを説明するための図である
。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態に係る無線通信方法において使用するＣ
ＳＩフィードバック情報を説明するための図である。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態に係る無線通信方法において使用するＣ
ＳＩフィードバック情報を説明するための図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態に係る無線通信方法において使用するＣ
ＳＩフィードバック情報を説明するための図である。
【図８】（ａ），（ｂ）は、本発明の実施の形態に係る無線通信方法において使用するＣ
ＳＩフィードバック情報を説明するための図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る無線基地局装置におけるＣＱＩ（ＳＩＮＲ）の再計算
を説明するための図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図１１】本発明の実施の形態に係る移動端末装置の概略構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置及び移動端末装置を有する無線通信
システムを示す図である。
【００１４】
　無線通信システムは、例えばＥ－ＵＴＲＡ（Evolved　UTRA　and　UTRAN）が適用され
るシステムである。無線通信システムは、基地局装置（ｅＮＢ：ｅＮｏｄｅＢ）２００（
２００１，２００２・・・２００ｌ、ｌはｌ＞０の整数）と、基地局装置２００と通信す
る複数の移動端末（ＵＥ）１００ｎ（１００１，１００２，１００３，・・・１００ｎ、
ｎはｎ＞０の整数）とを備える。基地局装置２００は、上位局、例えばアクセスゲートウ
ェイ装置３００と接続され、アクセスゲートウェイ装置３００は、コアネットワーク４０
０と接続される。移動端末１００ｎはセル５０（５０１，５０２）において基地局装置２
００とＥ－ＵＴＲＡにより通信を行っている。本実施の形態では、２個のセルについて示
しているが、本発明は３個以上のセルについても同様に適用することができる。なお、各
移動端末（１００１，１００２，１００３，・・・１００ｎ）は、同一の構成、機能、状
態を有するので、以下では特段の断りがない限り移動端末１００ｎとして説明を進める。
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【００１５】
　無線通信システムでは、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦＤＭ（直
交周波数分割多元接続）が適用され、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シングルキ
ャリア－周波数分割多元接続）が適用される。ＯＦＤＭは、周波数帯域を複数の狭い周波
数帯域（サブキャリア）に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行う
マルチキャリア伝送方式である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、周波数帯域を端末毎に分割し、複数
の端末が互いに異なる周波数帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャ
リア伝送方式である。
【００１６】
　ここで、Ｅ－ＵＴＲＡにおける通信チャネルについて説明する。
　下りリンクについては、各移動端末１００ｎで共有される物理下りリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ：Physical　Downlink　Shared　Channel）と、物理下りリンク制御チャネ
ル(ＰＤＣＣＨ：Physical　Downlink　Control　Channel)とが用いられる。物理下りリン
ク制御チャネルは下りＬ１／Ｌ２制御チャネルとも呼ばれる。上記物理下りリンク共有チ
ャネルにより、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。また、物理下
りリンク制御チャネルにより、下りスケジューリング情報（DL　Scheduling　Informatio
n）、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、上りスケジューリンググラント（UL　Schedul
ing　Grant）、ＴＰＣコマンド（Transmission　Power　Control　Command）などが伝送
される。下りスケジューリング情報には、例えば、物理下りリンク共有チャネルを用いて
通信を行うユーザのＩＤや、そのユーザデータのトランスポートフォーマットの情報、す
なわち、データサイズ、変調方式、再送制御（ＨＡＲＱ：Hybrid　ARQ）に関する情報や
、下りリンクのリソースブロックの割り当て情報などが含まれる。
【００１７】
　また、上りスケジューリンググラントには、例えば、物理上りリンク共有チャネルを用
いて通信を行うユーザのＩＤや、そのユーザデータのトランスポートフォーマットの情報
、すなわち、データサイズ、変調方式に関する情報や、上りリンクのリソースブロックの
割り当て情報、上りリンクの共有チャネルの送信電力に関する情報などが含まれる。ここ
で、上りリンクのリソースブロックとは、周波数リソースに相当し、リソースユニットと
も呼ばれる。
【００１８】
　また、送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）とは、上りリンクの共有チャネルに関する送
達確認情報のことである。送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示
す肯定応答（ＡＣＫ:Acknowledgement）又はそれが適切に受信されなかったことを示す否
定応答（ＮＡＣＫ：Negative　Acknowledgement）の何れかで表現される。
【００１９】
　上りリンクについては、各移動端末１００ｎで共有して使用される物理上りリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical　Uplink　Shared　Channel）と、物理上りリンク制御
チャネル(ＰＵＣＣＨ：Physical　Uplink　Control　Channel)とが用いられる。上記物理
上りリンク共有チャネルにより、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送され
る。また、物理上りリンク制御チャネルにより、下りリンクにおける共有物理チャネルの
スケジューリング処理や適応変復調及び符号化処理に用いるための下りリンクの品質情報
、及び物理下りリンク共有チャネルの送達確認情報が伝送される。
【００２０】
　物理上りリンク制御チャネルでは、ＣＱＩや送達確認情報に加えて、上りリンクの共有
チャネルのリソース割り当てを要求するスケジューリング要求（Scheduling　Request）
や、パーシステントスケジューリング（Persistent　Scheduling）におけるリリース要求
（Release　Request）などが送信されてもよい。ここで、上りリンクの共有チャネルのリ
ソース割り当てとは、あるサブフレームの物理下りリンク制御チャネルを用いて、後続の
サブフレームにおいて上りリンクの共有チャネルを用いて通信を行ってよいことを基地局
装置が移動端末に通知することを意味する。
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【００２１】
　移動端末１００ｎは、最適な基地局装置に対して通信を行う。図１の例では、移動端末
１００１，１００２は、基地局装置２００１と通信し、移動端末１００３は基地局装置２
００２と通信している。
【００２２】
　このような構成の無線通信システムにおいて、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送を行う場合、図２に
示すように、基地局装置２００が複数の移動端末１００ａ，１００ｂに対して空間多重し
てデータ送信する。すなわち、基地局装置２００はアンテナ２００ａ，２００ｂを有して
おり、アンテナ２００ａから移動端末１００ａに対して信号送信し（ストリーム１）、ア
ンテナ２００ｂから移動端末１００ｂに対して信号送信する（ストリーム２）。このとき
、アンテナ２００ａから送信される信号とアンテナ２００ｂから送信される信号とが空間
多重される。
【００２３】
　ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送においては、基地局装置２００から下りリンクでＣＳＩ用の参照信
号（Reference　Signal：ＲＳ）（ＣＳＩ－ＲＳ）を移動端末１００ａ，１００ｂに送信
し、移動端末１００ａ，１００ｂにおいて空間チャネル状態から選択されたＰＭＩを上り
リンクで基地局装置２００に送信する。そして、基地局装置２００において、フィードバ
ックされたＰＭＩに基づいて送信ウェイトを生成する。
【００２４】
　また、ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、上述したように、セル端ユーザの受信品質向上
対策として、ＣｏＭＰ送信が検討されている。このＣｏＭＰ送信は、ジョイントプロセッ
シング（Joint　Processing：ＪＰ）と、コーディネーテッドスケジューリング／ビーム
フォーミング（Coordinated　scheduling/beamforming：ＣＳ／ＣＢ）とに大別される。
また、ＪＰは、さらにジョイントトランスミッション（Joint　transmission：ＪＴ）と
、ダイナミックセルセレクション（Dynamic　cell　selection：ＤＣＳ）とに分類される
。
【００２５】
　ＣｏＭＰ送信のＪＰは、図３（ａ），（ｂ）に示すように、サービングセルの基地局装
置２００１からのみＰＤＣＣＨ信号を送信し、データと復調用の参照信号（Demodulation
　Reference　Signal：ＤＭ－ＲＳ）とをサービングセルの基地局装置２００１以外の周
辺セルの基地局装置２００２，２００３からも送信できる方法である。そして、ＪＴは、
データとＤＭ－ＲＳとをサービングセルの基地局装置２００１と、周辺セルの基地局装置
２００２，２００３から同時に送信する方法（図３（ａ））であり、ＤＣＳは、データと
ＤＭ－ＲＳとを、送信時に空間チャネル状態が最も良好なセルの基地局装置（図３（ｂ）
においては基地局装置２００２）から送信する方法である。ＤＣＳは、特にセル端ユーザ
のスループットの向上に有用である。
【００２６】
　ＣｏＭＰ送信のＣＳ／ＣＢは、図３（ｃ）に示すように、サービングセルの基地局装置
２００１からのみＰＤＣＣＨ信号並びにデータ及びＤＭ－ＲＳを送信し、周辺セルの基地
局装置２００２，２００３はスケジューリングやビームフォーミングで移動端末の受信Ｓ
ＩＮＲが高くなるようにする方法である。すなわち、サービングセルの基地局装置２００

１から信号送信する際に、周辺セルの基地局装置２００２，２００３から信号送信しない
ようにリソースブロック（Resource　Block：ＲＢ）を選択したり、ビームフォーミング
する（基地局装置２００２，２００３からは移動端末１００ａに信号送信せず、それぞれ
他の移動端末１００ｃ，１００ｄに信号送信するようにする）。ＣＳ／ＣＢも、特にセル
端ユーザのスループットの向上に有用である。
【００２７】
　ＬＴＥシステムにおいては、無線基地局装置にフィードバックするＣＳＩフィードバッ
ク情報として、ＣＱＩとＰＭＩとが規定されている。このＣＳＩフィードバック情報は、
主にＳＵ－ＭＩＭＯをサポートするための情報である。また、ＬＴＥシステムにおいては
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、ＣＳＩをフィードバックする際に、ＣＱＩ，ＰＭＩそれぞれのフィードバック帯域幅の
組み合わせに応じた報告モードが規定されている。この報告モードは移動端末装置毎にHi
gher　layer　signalingにより与えられる。
【００２８】
　ＬＴＥ－ＡシステムにおけるＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信を十分にサポートする
ためには、上記ＣＳＩフィードバック情報や報告モードでは十分にサポートできないと考
えられる。そこで、本発明者らは、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信をサポートするた
めにＣＳＩフィードバック情報の定義を変えることを提案する。
【００２９】
　ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信をサポートするためには、フィードバックするＣＳ
Ｉフィードバック情報も多くなる。また、異なる報告モードでは、それぞれＣＳＩフィー
ドバック情報をフィードバックする帯域幅が異なっているので、報告モード毎にフィード
バック情報をフィードバックする環境が異なる。このため、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭ
Ｐ送信をサポートすることを考慮する場合、それぞれの報告モードで最適なフィードバッ
ク情報のフォーマットにする必要がある。本発明者らは、このような観点から、報告モー
ドに最適なＣＳＩフィードバック情報を定義する（拡張する）ことを提案する。
【００３０】
　本発明において、ＣＳＩフィードバック情報は、ＣＱＩと空間チャネル情報との組み合
わせとして定義する。なお、空間チャネル情報は、ＰＭＩを拡張した概念であり、ＰＭＩ
は、空間チャネル情報の一種である。そして、ＣＳＩフィードバック情報の拡張のレベル
は、例えば、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報の情報量に応じて変わる。すなわ
ち、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報の情報量が多いほど、拡張レベルが高いと
する。ここで、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報の情報量が多いとは、例えば、
ＰＭＩのビット数が増えることや、ＰＭＩのような間接的な（implicit）フィードバック
情報ではなく、直接的な（explicit）フィードバック情報（例えば、ダイレクトチャネル
マトリクス（direct　channel　matrix）やコバイリアンスマトリクス（covariance　mat
rix））を用いることを意味する。
【００３１】
　あるいは、ＣＳＩフィードバック情報の拡張のレベルは、ＣｏＭＰ送信の形態（ＣＳ／
ＣＢ、ＤＣＳ、ＪＴ）に応じて変わる。すなわち、ＣｏＭＰ送信の形態がＣＳ／ＣＢであ
る場合に拡張レベルが低く、ＣｏＭＰ送信の形態がＤＣＳである場合に拡張レベルがＣＳ
／ＣＢの場合よりも高く、ＣｏＭＰ送信の形態がＪＴである場合に拡張レベルがＤＣＳの
場合より高い。
【００３２】
　図４は、本発明に係る無線通信方法におけるＣＳＩフィードバック情報の報告モードを
説明するための図である。ＣＳＩフィードバック情報には、フィードバック帯域幅がワイ
ドバンド（全システム帯域）であるワイドバンドＣＱＩと、フィードバック帯域幅がサブ
バンド（一部のシステム帯域（例えば、コンポーネントキャリア））であり、移動端末装
置が選択するサブバンドＣＱＩと、フィードバック帯域幅がサブバンドであり、上位レイ
ヤから通知されるサブバンドＣＱＩとがある。一方、空間チャネル情報には、フィードバ
ックなし（ＭＩＭＯ伝送しない）と、フィードバック帯域幅がワイドバンドであり、空間
チャネル情報の平均化期間が短期間であるワイドバンド空間チャネル情報と、フィードバ
ック帯域幅がワイドバンドであり、空間チャネル情報の平均化期間が長期間であるワイド
バンド空間チャネル情報と、フィードバック帯域幅がサブバンドであり、空間チャネル情
報の平均化期間が短期間であるサブバンド空間チャネル情報と、フィードバック帯域幅が
サブバンドであり、空間チャネル情報の平均化期間が長期間であるサブバンド空間チャネ
ル情報とがある。本発明に係る無線通信方法における報告モードは、上記ＣＱＩと上記空
間チャネル情報との組み合わせで規定する。なお、図４に示す報告モードは一例であり、
本発明における報告モードは図４に限定されない。
【００３３】
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　図４においては、モード３－１（（Ａ）で示す報告モード、すなわちサブバンドＣＱＩ
（上位レイヤ）、ワイドバンド空間チャネル情報）の場合には、相対的に無線基地局装置
のアンテナ相関が高い環境である。また、モード２－０（（Ｂ）で示す報告モード、すな
わちサブバンドＣＱＩ（ＵＥ選択）、フィードバックなし）の場合及びモード３－０（（
Ｂ）で示す報告モード、すなわちサブバンドＣＱＩ（上位レイヤ）、フィードバックなし
）の場合は、ＬＴＥシステムにおけるフィードバック情報の報告モードと同じである。ま
た、モード１－２（（Ｃ）で示す報告モード、すなわちワイドバンドＣＱＩ、サブバンド
空間チャネル情報（短期間平均））の場合及びモード２－２（（Ｃ）で示す報告モード、
すなわちサブバンドＣＱＩ（ＵＥ選択）、サブバンド空間チャネル情報（短期間平均））
の場合には、相対的に無線基地局装置のアンテナ相関が低い環境である。
【００３４】
　このように、報告モードにより環境がそれぞれ異なるので、各報告モードに対応したＣ
ＳＩフィードバック情報のフォーマット（拡張フォーマット）を選択する必要がある。例
えば、図４に示す報告モードがモード３－１である場合には、図５（ａ）～（ｄ）に示す
ようなフォーマットを選択することが望ましい。図５（ａ）～（ｄ）に示すフォーマット
は、ＣｏＭＰ送信の形態の観点からの拡張に対応している。
【００３５】
　モード３－１において、シングルセルでＭＵ－ＭＩＭＯ伝送を行う場合には、ＣＳＩフ
ィードバック情報は、図５（ａ）に示すように、サブバンドＣＱＩと、ワイドバンドコバ
リアンスマトリクスとの組み合わせとする。コバリアンスマトリクスは、直接的なフィー
ドバック情報であるので、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報が拡張されているこ
とになる。
【００３６】
　モード３－１において、ＣＳ／ＣＢのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には、サービン
グセル以外の周辺セルの空間チャネル情報も必要となるので、ＣＳＩフィードバック情報
は、図５（ｂ）に示すように、サービングセル（＃１）のサブバンドＣＱＩと、サービン
グセル（＃１）のワイドバンドコバリアンスマトリクスと、周辺セル（＃２…）のワイド
バンドコバリアンスマトリクスとの組み合わせとする。
【００３７】
　モード３－１において、ＤＣＳのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には、サービングセ
ル以外の周辺セルの空間チャネル情報も必要となり、さらに周辺セルの品質情報も必要に
なるので、ＣＳＩフィードバック情報は、図５（ｃ）に示すように、サービングセル（＃
１）のサブバンドＣＱＩと、サービングセル（＃１）のワイドバンドコバリアンスマトリ
クスと、周辺セル（＃２…）のサブバンドＣＱＩと、周辺セル（＃２…）のワイドバンド
コバリアンスマトリクスとの組み合わせとする。
【００３８】
　モード３－１において、ＪＴのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には、サービングセル
以外の周辺セルの空間チャネル情報も必要となり、周辺セルの品質情報も必要になり、さ
らに、セル間での同期送信を達成するためにセル間のＰＭＩ（サブバンド）（アシスト情
報）も必要になるので、ＣＳＩフィードバック情報は、図５（ｄ）に示すように、サービ
ングセル（＃１）のサブバンドＣＱＩと、サービングセル（＃１）のワイドバンドコバリ
アンスマトリクスと、セル間ＰＭＩ（サブバンド）と、周辺セル（＃２…）のサブバンド
ＣＱＩと、周辺セル（＃２…）のワイドバンドコバリアンスマトリクスとの組み合わせと
する。
【００３９】
　図５（ａ）～（ｄ）に示すように、より高い拡張レベルのフィードバック情報が、より
低い拡張レベルのフィードバック情報を包含するようになっている。すなわち、図５（ｂ
）に示すフォーマットは図５（ａ）に示すフォーマットを包含し、周辺セル（＃２…）の
ワイドバンドコバリアンスマトリクスが付加されている。また、図５（ｃ）に示すフォー
マットは図５（ｂ）に示すフォーマットを包含し、周辺セル（＃２…）のサブバンドＣＱ
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Ｉが付加されている。また、図５（ｄ）に示すフォーマットは図５（ｃ）に示すフォーマ
ットを包含し、セル間ＰＭＩ（サブバンド）（アシスト情報）が付加されている。このよ
うなフォーマット構成にすることにより、高い拡張レベルのフィードバック情報のフォー
マットを用いれば、より低い拡張レベルのフィードバック情報のフォーマットを兼ねるこ
とが可能となる。
【００４０】
　また、図４に示す報告モードがモード３－１である場合には、図６（ａ）～（ｄ）に示
すようなフォーマットを選択することが望ましい。図６（ａ）～（ｄ）に示すフォーマッ
トは、ＰＭＩの観点からの拡張に対応している。
【００４１】
　モード３－１において、シングルセルでＳＵ－ＭＩＭＯ伝送を行う場合には、ＣＳＩフ
ィードバック情報は、図６（ａ）に示すように、サブバンドＣＱＩと、ワイドバンドＰＭ
Ｉとの組み合わせとする。このフィードバック情報は、ＬＴＥシステムで使用するフォー
マットである。
【００４２】
　モード３－１において、ＣＳのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には、ＣＳＩフィード
バック情報は、図６（ｂ）に示すように、サービングセル（＃１）のサブバンドＣＱＩと
、サービングセル（＃１）のワイドバンドＰＭＩとの組み合わせとする。
【００４３】
　モード３－１において、ＤＣＳのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には、サービングセ
ル以外の周辺セルの空間チャネル情報も必要となり、さらに周辺セルの品質情報も必要に
なるので、ＣＳＩフィードバック情報は、図６（ｃ）に示すように、サービングセル（＃
１）のサブバンドＣＱＩと、サービングセル（＃１）のワイドバンドＰＭＩと、周辺セル
（＃２…）のサブバンドＣＱＩと、周辺セル（＃２…）のワイドバンドＰＭＩとの組み合
わせとする。
【００４４】
　モード３－１において、ＪＴのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には、サービングセル
以外の周辺セルの空間チャネル情報も必要となり、周辺セルの品質情報も必要になり、さ
らに、セル間での同期送信を達成するためにセル間のＰＭＩ（サブバンド）（アシスト情
報）も必要になるので、ＣＳＩフィードバック情報は、図６（ｄ）に示すように、サービ
ングセル（＃１）のサブバンドＣＱＩと、サービングセル（＃１）のワイドバンドＰＭＩ
と、セル間ＰＭＩ（サブバンド）と、周辺セル（＃２…）のサブバンドＣＱＩと、周辺セ
ル（＃２…）のワイドバンドＰＭＩとの組み合わせとする。
【００４５】
　図６（ａ）～（ｄ）に示すように、より高い拡張レベルのフィードバック情報が、より
低い拡張レベルのフィードバック情報を包含するようになっている。すなわち、図６（ｂ
）に示すフォーマットは図６（ａ）に示すフォーマットを包含する。また、図６（ｃ）に
示すフォーマットは図６（ｂ）に示すフォーマットを包含し、周辺セル（＃２…）のサブ
バンドＣＱＩと周辺セル（＃２…）のワイドバンドＰＭＩが付加されている。また、図６
（ｄ）に示すフォーマットは図６（ｃ）に示すフォーマットを包含し、セル間ＰＭＩ（サ
ブバンド）（アシスト情報）が付加されている。このようなフォーマット構成にすること
により、高い拡張レベルのフィードバック情報のフォーマットを用いれば、より低い拡張
レベルのフィードバック情報のフォーマットを兼ねることが可能となる。
【００４６】
　図４に示す報告モードがモード２－０、モード３－０である場合には、図７（ａ）～（
ｄ）に示すようなフォーマットを選択することが望ましい。図７（ａ）～（ｄ）に示すフ
ォーマットは、ＬＴＥシステムで使用するフォーマットであり拡張のないフォーマットで
ある。
【００４７】
　モード２－０、モード３－０において、シングルセルでのフィードバックをサポートす
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る場合には、ＣＳＩフィードバック情報は、図７（ａ）に示すように、サブバンドＣＱＩ
とする。また、モード２－０、モード３－０において、ＣＳ／ＣＢのＣｏＭＰ送信をサポ
ートする場合には、ＣＳＩフィードバック情報は、図７（ｂ）に示すように、サービング
セル（＃１）のサブバンドＣＱＩとする。
【００４８】
　モード２－０、モード３－０において、ＤＣＳのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には
、サービングセル以外の周辺セルの品質情報も必要になるので、ＣＳＩフィードバック情
報は、図７（ｃ）に示すように、サービングセル（＃１）のサブバンドＣＱＩと、周辺セ
ル（＃２…）のサブバンドＣＱＩとの組み合わせとする。
【００４９】
　モード２－０、モード３－０において、ＪＴのＣｏＭＰ送信をサポートする場合には、
周辺セルの品質情報も必要になり、さらに、セル間での同期送信を達成するためにセル間
のＰＭＩ（サブバンド）（アシスト情報）も必要になるので、ＣＳＩフィードバック情報
は、図７（ｄ）に示すように、サービングセル（＃１）のサブバンドＣＱＩと、セル間Ｐ
ＭＩ（サブバンド）と、周辺セル（＃２…）のサブバンドＣＱＩとの組み合わせとする。
【００５０】
　図７（ａ）～（ｄ）に示すように、より高い拡張レベルのフィードバック情報が、より
低い拡張レベルのフィードバック情報を包含するようになっている。すなわち、図７（ｂ
）に示すフォーマットは図７（ａ）に示すフォーマットを包含する。また、図７（ｃ）に
示すフォーマットは図７（ｂ）に示すフォーマットを包含し、周辺セル（＃２…）のサブ
バンドＣＱＩが付加されている。また、図７（ｄ）に示すフォーマットは図７（ｃ）に示
すフォーマットを包含し、セル間ＰＭＩ（サブバンド）（アシスト情報）が付加されてい
る。このようなフォーマット構成にすることにより、高い拡張レベルのフィードバック情
報のフォーマットを用いれば、より低い拡張レベルのフィードバック情報のフォーマット
を兼ねることが可能となる。
【００５１】
　図４に示す報告モードがモード１－２、モード２－２において、シングルセルでＭＵ－
ＭＩＭＯ伝送を行う場合には、ＣＳＩフィードバック情報は、図８（ａ）に示すように、
ワイドバンドＣＱＩ又はサブバンドＣＱＩと、サブバンドダイレクトチャネルマトリクス
との組み合わせとする。ダイレクトチャネルマトリクスは、直接的なフィードバック情報
であるので、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送用の空間チャネル情報が拡張されていることになる。
【００５２】
　モード１－２、モード２－２において、ＣＢ、ＤＣＳ、ＪＴのＣｏＭＰ送信をサポート
する場合には、サービングセル以外の周辺セルの空間チャネル情報も必要となるので、Ｃ
ＳＩフィードバック情報は、図８（ｂ）に示すように、サービングセル（＃１）のワイド
バンドＣＱＩ又はサブバンドＣＱＩと、サービングセル（＃１）のサブバンドダイレクト
チャネルマトリクスと、周辺セル（＃２…）のサブバンドダイレクトチャネルマトリクス
との組み合わせとする。
【００５３】
　図８（ａ），（ｂ）に示すように、より高い拡張レベルのフィードバック情報が、より
低い拡張レベルのフィードバック情報を包含するようになっている。すなわち、図８（ｂ
）に示すフォーマットは図８（ａ）に示すフォーマットを包含し、周辺セル（＃２…）の
サブバンドダイレクトチャネルマトリクスが付加されている。このようなフォーマット構
成にすることにより、高い拡張レベルのフィードバック情報のフォーマットを用いれば、
より低い拡張レベルのフィードバック情報のフォーマットを兼ねることが可能となる。
【００５４】
　上述したようなフィードバック情報のフォーマットを用いる場合には、ＣＱＩの定義を
変える必要があると考えられる。すなわち、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信用のスケ
ジューリングやリンクアダプテーション（送信電力制御及び送信レートの制御）を正確に
行うためには、フィードバックされたＣＱＩ（Signal　to　Interference　Noise　Ratio
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：ＳＩＮＲ）を再計算する必要がある。このため、再計算が容易となるようなＣＱＩを定
義する必要がある。
【００５５】
　例えば、上述したようなフィードバック情報をフィードバックする場合、図９に示すよ
うに、まず、ＣＱＩ（ＳＩＮＲ）、コバリアンスマトリクスを移動端末からフィードバッ
クする（ＳＴ１１）。基地局装置においては、このＣＱＩを用いてプリコーディングウェ
イトを生成する（ＳＴ１２）。このとき、プリコーディングウェイト生成においては、直
接的な空間チャネル情報であるコバリアンスマトリクスにプリコーディングゲインが乗算
されるので、乗算後のＳＩＮＲは、フィードバックされたＣＱＩ（ＳＩＮＲ）と異なるこ
とになる。このため、そのプリコーディングゲイン乗算による補正のためにＣＱＩ（ＳＩ
ＮＲ）を再計算する（ＳＴ１３）。
【００５６】
　次いで、ＣｏＭＰ送信のためにコーディネーテッドスケジューリングを行う（ＳＴ１４
）。このコーディネーテッドスケジューリングにより、干渉の大きさが変わる。このため
、スケジューリング結果にしたがってセル間干渉／セル内干渉を考慮してＣＱＩ（ＳＩＮ
Ｒ）を再計算する（ＳＴ１５）。その後、再計算されたＣＱＩ（ＳＩＮＲ）に基づいてリ
ンクアダプテーションし（ＳＴ１６）、信号送信する（ＳＴ１７）。
【００５７】
　上記のような再計算の際に適するようなＣＱＩを考えると、（１）プリコーディングゲ
インを考慮するかどうか、（２）ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送においてセル内干渉を考慮するかど
うか、（３）ＣｏＭＰ報告セット（CoMP　reporting　set）、すなわち、ＣｏＭＰに協調
するセルのセット内のセルからの干渉を考慮するかどうか、が重要となる。
【００５８】
　（１）については、（１－１）ＣＱＩが最も良いプリコーディングウェイトとなるゲイ
ンを含むことが挙げられ、間接的空間チャネルフィードバックであるＰＭＩを用いること
が挙げられる。これは、ＬＴＥシステムで採用している。一方、（１－２）ＣＱＩがプリ
コーディングウェイトを考慮しないで生成されることが挙げられ、例えば、複数のアンテ
ナの平均チャネルゲインを用いることが挙げられる。これは、直接的な空間チャネルフィ
ードバックの候補になり得る。
【００５９】
　（２）については、（２－１）ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送におけるセル内干渉を干渉として考
慮しないことが挙げられる。これは、ＬＴＥシステムで採用している。一方、ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ伝送におけるセル内干渉を干渉として考慮することが挙げられる。この場合において
は、量子化誤差をセル内干渉と近似する。
【００６０】
　（３）については、（３－１）ＣｏＭＰに協調するセルのセット内のセルからの干渉を
考慮しないことが挙げられる。また、（３－２）プリコーディング効果がない状態での干
渉を、ＣｏＭＰに協調するセルのセット内のセルからのとして考慮することが挙げられ、
例えば、複数のアンテナの平均チャネルゲインを用いることが挙げられる。さらに、（３
－３）ＣｏＭＰに協調するセルのセット内のセルの干渉とＣｏＭＰに協調しないセルの干
渉とを同じに扱うことが挙げられる。これらの中で、プリコーディングウェイト及びスケ
ジュール結果を考慮すると、（３－１）、（３－２）が好ましい。
【００６１】
　図１０は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示す図である。ここでは
、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送する場合について説明する。図１０に示す無線基地局装置は、複数
のアンテナ１００１と、送受信を切り替えるデュプレクサ１００２と、アンテナ数分の送
信信号処理部１００３と、復調用の参照信号（ＤＭ－ＲＳ）を送信データに多重するＤＭ
－ＲＳ多重部１００４と、送信データを生成する送信データ生成部１００５と、上りリン
ク信号の制御情報を受信する制御情報受信部１００６と、空間チャネル情報に基づいて送
信ウェイトを生成する送信ウェイト生成部１００７とから主に構成されている。
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【００６２】
　送信信号処理部１００３はそれぞれ、送信信号に送信ウェイトを乗算する乗算器１００
３４と、チャネル状態情報用の参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信信号に多重するＣＳＩ－
ＲＳ多重部１００３３と、多重後の信号に逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse　Fas
t　Fourier　Transform）演算するＩＦＦＴ部１００３２と、ＩＦＦＴ後の信号にＣＰ（C
yclic　Prefix）を付加するＣＰ付加部１００３１とを有する。
【００６３】
　送信データ生成部１００５は、少なくとも下り送信データと、フィードバック情報をフ
ィードバックする帯域幅に応じた報告モード及びフィードバック情報の拡張レベルとから
送信データを生成する。ここで、フィードバック情報には、チャネル品質情報（ＣＱＩ）
と空間チャネル情報とを含む。送信データ生成部１００５は、送信データをＤＭ－ＲＳ多
重部１００４に出力する。ＤＭ－ＲＳ多重部１００４は、送信データとＤＭ－ＲＳとを多
重し、各送信信号処理部１００３に出力する。
【００６４】
　各送信信号処理部１００３の乗算器１００３４では、送信データに送信ウェイトが乗算
される。送信ウェイトが乗算された送信信号は、ＣＳＩ－ＲＳ多重部１００３３に出力さ
れる。ＣＳＩ－ＲＳ多重部１００３３は、送信ウェイトが乗算された送信データに、チャ
ネル状態情報用の参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を多重する。ＣＳＩ－ＲＳ多重部１００３３
は、多重後の送信データをＩＦＦＴ部１００３２に出力する。
【００６５】
　ＩＦＦＴ部１００３２は、多重後の送信データをＩＦＦＴして時間領域の信号に変換す
る。ＩＦＦＴ部１００３２は、ＩＦＦＴ後の信号をＣＰ付加部１００３１に出力する。Ｃ
Ｐ付加部１００３１は、ＩＦＦＴ後の信号にＣＰを付加する。各送信信号処理部１００３
でＣＰ付加された信号は、デュプレクサ１００２を介して各アンテナ１００１から下りリ
ンクで各移動端末にＭＵ－ＭＩＭＯ伝送される。
【００６６】
　上りリンクで移動端末から送信された信号は、各アンテナ１００１を介して制御情報受
信部１００６で受信される。制御情報受信部１００６は、上り受信データと制御情報とを
分離し、制御情報（フィードバック情報）を送信ウェイト生成部１００７及び送信データ
生成部１００５に出力する。すなわち、制御情報受信部１００６は、フィードバック情報
の空間チャネル情報を送信ウェイト生成部１００７に出力し、フィードバック情報のＣＱ
Ｉを送信データ生成部１００５に出力する。
【００６７】
　移動端末からフィードバックされるフィードバック情報は、報告モードに応じて、例え
ば図５～図８に示すようなフォーマットを有する。すなわち、フィードバック情報は、報
告モードに応じたレベルで拡張される。例えば、報告モードが図４におけるモード３－１
である場合には、図５（ａ）～（ｄ）又は図６（ａ）～（ｄ）に示すような拡張されたフ
ォーマットが用いられる。また、報告モードが図４におけるモード１－２、モード２－２
である場合には、図８（ａ），（ｂ）に示すような拡張されたフォーマットが用いられる
。また、報告モードが図４におけるモード２－０、モード３－０である場合には、図７（
ａ）～（ｄ）に示すようなフォーマットが用いられる。また、図５～図８に示すフォーマ
ットにおいては、ＣｏＭＰ送信の形態によりフォーマットが選択される。
【００６８】
　送信データ生成部１００５は、送信データの生成において、制御情報受信部１００６か
らのＣＱＩを用いて適応変復調及び符号化処理（ＡＭＣ）を行う。また、送信ウェイト生
成部１００７は、制御情報受信部１００６からの空間チャネル情報を用いて送信ウェイト
を生成する。このとき、空間チャネル情報が直接的な（explicit）情報、例えばコバリア
ンスマトリクスである場合には、コバリアンスマトリクスにプリコーディングゲインを乗
算して送信ウェイトを生成する。一方、空間チャネル情報が間接的な（implicit）情報、
例えばＰＭＩである場合には、ＰＭＩに対応する送信ウェイトをコードブックから選択す
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る。
【００６９】
　図１１は、本発明の実施の形態に係る移動端末装置の構成を示す図である。図１１に示
す移動端末装置は、アンテナ１１０１と、送受信を切り替えるデュプレクサ１１０２と、
受信信号からＣＰを除去するＣＰ除去部１１０３と、受信信号に高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ：Fast　Fourier　Transform）演算するＦＦＴ部１１０４と、ＣＳＩ－ＲＳを用いてＣ
ＳＩを推定するＣＳＩ推定部１１０５と、ＤＭ－ＲＳを用いてチャネル推定するチャネル
推定部１１０６と、チャネル推定値を用いて受信データを復調・復号する復調・復号部１
１０７と、ＣＳＩ推定値と報告モード・拡張レベルとからＣＳＩフィードバック情報を生
成するＣＳＩフィードバック情報生成部１１０８と、上り送信データとＣＳＩフィードバ
ック情報とを多重する上り送信データ多重部１１０９と、多重後の信号に離散フーリエ変
換（ＤＦＴ：Discrete　Fourier　Transform）演算するＤＦＴ部１１１０と、ＤＦＴ後の
送信データにＩＦＦＴ演算するＩＦＦＴ部１１１１と、ＩＦＦＴ後の信号にＣＰを付加す
るＣＰ付加部１１１２とを有する。ＣＳＩ推定部１１０５は、ＣｏＭＰ送信で協調するセ
ル分設けられている。
【００７０】
　下りリンクで基地局装置から送信された信号は、各アンテナ１１０１を介して受信部で
受信される。受信部のＣＰ除去部１１０３は、受信信号からＣＰに相当する部分を除去し
て有効な信号部分を抽出する。ＣＰ除去部１１０３は、ＣＰ除去後の信号をＦＦＴ部１１
０４に出力する。ＦＦＴ部１１０４は、ＣＰ除去後の信号をＦＦＴして周波数領域の信号
に変換する。ＦＦＴ部１１０４は、ＦＦＴ後の信号をＣＳＩ推定部１１０５、チャネル推
定部１１０６及び復調・復号部１１０７に出力する。ＣＳＩ推定部１１０５にはＣＳＩ－
ＲＳが送られ、チャネル推定部１１０６にはＤＭ－ＲＳが送られ、復調・復号部１１０７
には受信データが送られる。
【００７１】
　ＣＳＩ推定部１１０５は、ＣＳＩ－ＲＳを用いてチャネル変動を推定し、推定されたチ
ャネル変動を補償してＣＳＩ（ＣＱＩ、空間チャネル情報）を得る。また、ＣＳＩ推定部
１１０５は、得られたＣＳＩ（ＣＱＩ、空間チャネル情報）をＣＳＩフィードバック情報
生成部１１０８に出力する。すなわち、ＣｏＭＰ送信に協調するセル分のＣＳＩ推定部１
１０５は、それぞれチャネル変動を補償したＣＳＩ（ＣＱＩ、空間チャネル情報）をＣＳ
Ｉフィードバック情報生成部１１０８に出力する。
【００７２】
　チャネル推定部１１０６は、ＤＭ－ＲＳを用いてチャネル変動を推定し、推定されたチ
ャネル変動結果を復調・復号部１１０７に出力する。復調・復号部１１０７は、チャネル
推定部１１０６で推定されたチャネル変動を補償して下り受信データを得る。この下り受
信データには、報告モード及び拡張レベルが含まれる。この報告モード及び拡張レベルは
、ＣＳＩフィードバック情報生成部１１０８に送られる。
【００７３】
　ＣＳＩフィードバック情報生成部１１０８は、報告モード及び拡張レベルに対応するＣ
ＳＩフィードバック情報を生成する。ＣＳＩフィードバック情報生成部１１０８は、この
ＣＳＩフィードバック情報を上り送信データ多重部１１０９に出力する。ＣＳＩフィード
バック情報は、報告モードに応じて、例えば図５～図８に示すようなフォーマットを有す
る。すなわち、フィードバック情報は、報告モードに応じたレベルで拡張される。例えば
、報告モードが図４におけるモード３－１である場合には、図５（ａ）～（ｄ）又は図６
（ａ）～（ｄ）に示すような拡張されたフォーマットが用いられる。また、報告モードが
図４におけるモード１－２、モード２－２である場合には、図８（ａ），（ｂ）に示すよ
うな拡張されたフォーマットが用いられる。また、報告モードが図４におけるモード２－
０、モード３－０である場合には、図７（ａ）～（ｄ）に示すようなフォーマットが用い
られる。また、図５～図８に示すフォーマットにおいては、ＣｏＭＰ送信の形態によりフ
ォーマットが選択される。
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【００７４】
　上り送信データ多重部１１０９は、上り送信データに、ＣＳＩフィードバック情報を多
重する。上り送信データ多重部１１０９は、多重後の送信データをＤＦＴ部１１１０に出
力する。ＤＦＴ部１１１０は、多重後の送信データをＤＦＴし、ＤＦＴ後の送信データを
ＩＦＦＴ部１１１１に出力する。ＩＦＦＴ部１１１１は、ＤＦＴ後の送信データをＩＦＦ
Ｔして時間領域の信号に変換する。ＩＦＦＴ部１１１１は、ＩＦＦＴ後の信号をＣＰ付加
部１１１２に出力する。ＣＰ付加部１１１２は、ＩＦＦＴ後の信号にＣＰを付加する。Ｃ
Ｐ付加された信号は、デュプレクサ１１０２を介してアンテナ１１０１から上りリンクで
基地局装置に送信される。
【００７５】
　上記構成を有する無線基地局装置及び移動端末装置での無線通信方法について説明する
。
　まず、基地局装置の送信データ生成部１００５において、フィードバック情報をフィー
ドバックする帯域幅に応じた報告モード及びフィードバック情報の拡張レベルを含む下り
送信データを生成する。フィードバック情報は、ＣＱＩ及び空間チャネル情報を含む。そ
して、報告モード及び拡張レベルを含む下り送信データは、ＤＭ－ＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳ
が多重されて下りリンクで移動端末に送信される。
【００７６】
　移動端末において、報告モード及び拡張レベルを含む下りリンク信号を受信する。下り
リンク信号のうちHigher　layer　signalingで送信された報告モード及び拡張レベルは、
ＣＳＩフィードバック情報生成部１１０８に送られる。ＣＳＩフィードバック情報生成部
１１０８は、報告モード及び拡張レベルに対応するフィードバック情報を生成する。この
とき、上述したように、ＣＳＩフィードバック情報は、報告モードに応じて、例えば図５
～図８に示すようなフォーマットを有する。移動端末は、このようなフォーマットのフィ
ードバック情報を含む上り送信データを上りリンクで基地局装置に送信する。基地局装置
においては、上りリンクで送信されたフィードバック情報を含む上り送信データを受信し
、フィードバック情報のＣＱＩを用いて適応変復調及び符号化処理（ＡＭＣ）を行い、フ
ィードバック情報の空間チャネル情報を用いて送信ウェイトを生成する。
【００７７】
　このように、本発明の無線通信方法によれば、チャネル品質情報（ＣＱＩ）及び空間チ
ャネル情報を含む拡張したフィードバック情報を用いるので、ＬＴＥ－Ａシステムにおけ
るＭＵ－ＭＩＭＯ伝送やＣｏＭＰ送信を十分にサポートすることができる。
【００７８】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記
実施の形態においては、図４に示すようなＣＱＩと空間チャネル情報との組み合わせの報
告モードについて説明しているが、本発明はこれに限定されず、ＣＱＩと空間チャネル情
報との組み合わせにおける他の報告モードにも同様に適用することができる。また、上記
実施の形態においては、図５～図８に示すようなフォーマットについて説明しているが、
本発明はこれに限定されず、図５～図８に示すフォーマット以外のフィードバック情報の
フォーマットを用いる場合にも同様に適用することができる。また、本発明の範囲を逸脱
しない限りにおいて、上記説明における処理部の数、処理手順については適宜変更して実
施することが可能である。また、図に示される要素の各々は機能を示しており、各機能ブ
ロックがハードウエアで実現されても良く、ソフトウエアで実現されてもよい。その他、
本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、ＬＴＥ－Ａシステムの無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法に有
用である。
【符号の説明】
【００８０】
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　５０ｎ　セル
　１００ｎ　移動端末
　１００１，１１０１　アンテナ
　１００２，１１０２　デュプレクサ
　１００３　送信信号処理部
　１００４　ＤＭ－ＲＳ多重部
　１００５　送信データ生成部
　１００６　制御情報受信部
　１００７　送信ウェイト生成部
　１１０３　ＣＰ除去部
　１１０４　ＦＦＴ部
　１１０５　ＣＳＩ推定部
　１１０６　チャネル推定部
　１１０７　復調・復号部
　１１０８　ＣＳＩフィードバック情報生成部
　１１０９　上り送信データ多重部
　１１１０　ＤＦＴ部
　１１１１，１００３２　ＩＦＦＴ部
　１１１２，１００３１　ＣＰ付加部
　１００３３　ＣＳＩ－ＲＳ多重部
　１００３４　乗算器
　２００ｎ　基地局装置
　２１２　伝送路インタフェース
　３００　アクセスゲートウェイ
　４００　コアネットワーク
【図１】 【図２】
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