
JP 2014-90396 A 2014.5.15

(57)【要約】
【課題】ＰＵＣＣＨをサポートしている複数のセルを用
いて行われるＣＡにおいて、どの下りリンク用セルのフ
ィードバック情報を、どの上りリンク用セルのＰＵＣＣ
Ｈを介して送信すべきであるかについて決定する。
【解決手段】本発明に係る移動局ＵＥは、下りリンク用
セルと上りリンク用セルとを関連付けて管理するように
構成されている管理部２１と、下りリンク用セルを介し
て送信された信号に対するフィードバック情報を、かか
る下りリンク用セルに関連付けられている上りリンク用
セルのＰＵＣＣＨを介して送信するように構成されてい
る送信部２３とを具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理上りリンク制御チャネルをサポートしている複数のセルを用いてキャリアアグリゲ
ーションを行うことができるように構成されている移動局であって、
　下りリンク用セルと上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されている管
理部と、
　前記下りリンク用セルを介して送信された信号に対するフィードバック情報を、該下り
リンク用セルに関連付けられている前記上りリンク用セルの物理上りリンク制御チャネル
を介して送信するように構成されている送信部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項２】
　前記管理部は、コンポーネントキャリアごとに、或いは、コンポーネントキャリアのグ
ループごとに、前記下りリンク用セルと前記上りリンク用セルとを関連付けて管理するよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　前記管理部は、前記物理上りリンク制御チャネルの種別ごとに、前記下りリンク用セル
と前記上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されていることを特徴とする
請求項１に記載の移動局。
【請求項４】
　前記管理部は、前記下りリンク用セルとして主セルを管理し、前記上りリンク用セルと
して副セルを管理するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項５】
　前記送信部は、上りリンク用セルに関連付けられていない下りリンク用セルを介して送
信された信号に対するフィードバック情報については、所定セルの物理上りリンク制御チ
ャネルを介して送信するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局
。
【請求項６】
　前記管理部は、複数の下りリンク用セルと１つの上りリンク用セルとを関連付けて管理
するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項７】
　前記管理部は、前記下りリンク用セルと前記上りリンク用セルの物理上りリンク制御チ
ャネル用リソースとを関連付けて管理するように構成されていることを特徴とする請求項
１に記載の移動局。
【請求項８】
　物理上りリンク制御チャネルをサポートしている複数のセルを用いてキャリアアグリゲ
ーションを行うことができるように構成されている移動局と通信可能な無線基地局であっ
て、
　下りリンク用セルと上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されている管
理部と、
　前記移動局に対して前記下りリンク用セルを介して送信した信号に対するフィードバッ
ク情報を、該下りリンク用セルに関連付けられている前記上りリンク用セルの物理上りリ
ンク制御チャネルを介して受信するように構成されている受信部とを具備することを特徴
とする無線基地局。
【請求項９】
　物理上りリンク制御チャネルをサポートしている複数のコンポーネントキャリアを用い
てキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動局であって、
　無線基地局に対して、前記物理上りリンク制御チャネルをサポート可能なコンポーネン
トキャリアの数を通知するように構成されている送信部を具備することを特徴とする移動
局。
【請求項１０】
　前記管理部は、多重化モードに基づいて、前記コンポーネントキャリアのグルーピング
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を行うように構成されていることを特徴とする請求項２に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式において用いられているＰＵ
ＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、上り
リンクにおいて制御信号を送信する制御チャネルであって、図６に示すように、チャネル
品質情報であるＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）や、下
りリンクにおいて送信されたデータ信号に対する送達確認情報であるＡＣＫ/ＮＡＣＫや
、上りリンクにおいて送信されるべきデータ信号が発生した際に送信されるスケジューリ
ング要求（ＳＲ：Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信するように定義されて
いる。
【０００３】
　また、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、移動局ＵＥは、複数のセル（或いは、ＣＣ
：Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を用いてＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇ
ａｔｉｏｎ）を行うことができるように構成されている。
【０００４】
　ＣＡが行われる際には、移動局ＵＥに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであ
るＰｃｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）及び付随的なセルであるＳｃｅｌｌ（Ｓｅｃ
ｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）が設定される。
【０００５】
　移動局ＵＥは、第１に、Ｐｃｅｌｌに接続し、必要に応じて、Ｓｃｅｌｌを追加するこ
とができる。
【０００６】
　Ｐｃｅｌｌは、ＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）及びＳＰＳ（
Ｓｅｍｉ-Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）等をサポートするＬＴＥ方式
におけるセルと同様のセルである。移動局ＵＥのＰｃｅｌｌを変更する場合には、ハンド
オーバ処理が必要である。
【０００７】
　また、Ｓｃｅｌｌは、Ｐｃｅｌｌに追加されて移動局ＵＥに対して設定されるセルであ
る。Ｓｃｅｌｌの追加及び削除は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）シグナリングによって行われる。
【０００８】
　Ｓｃｅｌｌは、移動局ＵＥに対して設定された直後は、非アクティブ状態（ｄｅａｃｔ
ｉｖａｔｅ状態）であるため、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レ
イヤにおいてアクティブ化することで初めて通信可能（スケジューリング可能）となるセ
ルである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　Ｒｅｌｅａｓｅ-１１以前のＬＴＥ方式におけるＣＡでは、ＰＵＣＣＨは、Ｐｃｅｌｌ
においてのみサポートされており、図７のように、全ての下りリンク用セルに関するフィ
ードバック情報が、ＰｃｅｌｌのＰＵＣＣＨを介して送信されていた。
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【００１１】
　しかしながら、特定のセル（Ｐｃｅｌｌ）でのみＰＵＣＣＨを送信させる場合、当該セ
ルをＰｃｅｌｌとして使用する移動局ＵＥが多いと、ＰＵＣＣＨリソースが不足してしま
うという問題点があった。
【００１２】
　かかる問題点の解決策の１つとして、各セルについてＰｃｅｌｌとして接続する移動局
ＵＥの数を制限する（すなわち、所定数を超えた移動局ＵＥについては別のセルをＰｃｅ
ｌｌとして使用させる）方法が存在するが、Ｐｃｅｌｌを変更する際には、ハンドオーバ
ー手順を伴うため、制御負荷の観点やユーザスループットの観点から望ましくない。よっ
て、ＰＵＣＣＨの負荷分散の観点から、ＳｃｅｌｌにおいてもＰＵＣＣＨをサポートする
ことが検討されている。
【００１３】
　例えば、図８のように、ＳｃｅｌｌにおいてＰＵＣＣＨをサポートすることで、Ｐｃｅ
ｌｌにおけるＰＵＣＣＨの負荷分散を実現することができる。
【００１４】
　また、Ｒｅｌｅａｓｅ-１２以降のＬＴＥ方式において、異なる無線基地局ｅＮＢ配下
のＣＣ（セル）を用いた「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」の採用が検討されている。
【００１５】
　かかる「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」では、ＰＵＣＣＨを介して送信されるフィード
バック情報（ＣＱＩやＡＣＫ/ＮＡＣＫ等）は、各下りリンク送信を行った無線基地局ｅ
ＮＢに対して送信されるべきであるとの観点から、ＳｃｅｌｌにおいてもＰＵＣＣＨをサ
ポートすることが検討されている。
【００１６】
　ここで、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌの両方でＰＵＣＣＨをサポートする場合、既存のＬ
ＴＥ方式では、どの下りリンク用セルのフィードバック情報を、どの上りリンク用セルの
ＰＵＣＣＨを介して送信すべきであるかを決定するための機構が存在しないため、移動局
ＵＥは、どの上りリンク用セルのＰＵＣＣＨで、かかるフィードバック情報を受信すべき
か分からないという問題点があった。
【００１７】
　また、無線基地局ｅＮＢは、どの上りリンク用セルのＰＵＣＣＨで、かかるフィードバ
ック情報を受信することを期待すれば良いのか分からないという問題点があった。
【００１８】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ＰＵＣＣＨをサポートし
ている複数のセルを用いて行われるＣＡにおいて、どの下りリンク用セルのフィードバッ
ク情報を、どの上りリンク用セルのＰＵＣＣＨを介して送信すべきであるかについて決定
することができる移動局及び無線基地局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】
【００１９】
　本発明の第１の特徴は、物理上りリンク制御チャネルをサポートしている複数のセルを
用いてキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動局であっ
て、下りリンク用セルと上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されている
管理部と、前記下りリンク用セルを介して送信された信号に対するフィードバック情報を
、該下りリンク用セルに関連付けられている前記上りリンク用セルの物理上りリンク制御
チャネルを介して送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨とする。
【００２０】
　本発明の第２の特徴は、物理上りリンク制御チャネルをサポートしている複数のセルを
用いてキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動局と通信
可能な無線基地局であって、下りリンク用セルと上りリンク用セルとを関連付けて管理す
るように構成されている管理部と、前記移動局に対して前記下りリンク用セルを介して送
信した信号に対するフィードバック情報を、該下りリンク用セルに関連付けられている前
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記上りリンク用セルの物理上りリンク制御チャネルを介して受信するように構成されてい
る受信部とを具備することを要旨とする。
【００２１】
　本発明の第３の特徴は、物理上りリンク制御チャネルをサポートしている複数のコンポ
ーネントキャリアを用いてキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成され
ている移動局であって、無線基地局に対して、前記物理上りリンク制御チャネルをサポー
ト可能なコンポーネントキャリアの数を通知するように構成されている送信部を具備する
ことを要旨とする。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明によれば、ＰＵＣＣＨをサポートしている複数のセルを用
いて行われるＣＡにおいて、どの下りリンク用セルのフィードバック情報を、どの上りリ
ンク用セルのＰＵＣＣＨを介して送信すべきであるかについて決定することができる移動
局及び無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおける下りリンク用セルと上
りリンク用セルとの関連付けの一例について示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【図７】従来技術を説明するための図である。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００２５】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｄｅｄ
方式の移動通信システムであって、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌ＃１～＃３を管理する無線
基地局ｅＮＢと、移動局ＵＥとを具備している。
【００２６】
　ここで、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌ＃１～＃３は、複数の無線基地局ｅＮＢによって管
理されるように構成されていてもよいし、同一の無線基地局ｅＮＢによって管理されてい
てもよい。
【００２７】
　本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥは、ＰＵＣＣＨをサポートし
ているＰｃｅｌｌ/Ｓｃｅｌｌを用いてＣＡを行うことができるように構成されている。
【００２８】
　すなわち、本実施形態に係る移動通信システムでは、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌの両方
で、ＰＵＣＣＨがサポートされている。
【００２９】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢは、管理部１１と、送信部１２
と、受信部１３とを具備している。
【００３０】
　管理部１１は、下りリンク用セルと、かかる下りリンク用セルを介して送信される信号
に対するフィードバック情報（ＣＱＩやＡＣＫ/ＮＡＣＫ等）を送信する上りリンク用セ
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ルとを関連付けて管理するように構成されている。
【００３１】
　例えば、管理部１１は、図３に示すように、下りリンク用セルとしてのＰｃｅｌｌと上
りリンク用セルとしてのＳｃｅｌｌ＃１とを関連付け、下りリンク用セルとしてのＳｃｅ
ｌｌ＃１と上りリンク用セルとしてのＰｃｅｌｌとを関連付け、下りリンク用セルとして
のＳｃｅｌｌ＃２/＃３と上りリンク用セルとしてのＳｃｅｌｌ＃２とを関連付けて管理
するように構成されている。
【００３２】
　ここで、管理部１１は、移動局ＵＥごとに、かかる下りリンク用セルと上りリンク用セ
ルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００３３】
　また、管理部１１は、ＣＣごとに、或いは、ＣＣ群ごとに、かかる下りリンク用セルと
上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００３４】
　ここで、ＣＣ群は、Ｍｕｌｔｉｐｌｅ-ＴＡにおけるＴＡＧと同じようにグルーピング
されていてもよいし、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」の場合には、同一の無線基地局ｅ
ＮＢ配下のＣＣでグルーピングされていてもよいし、バンドごとにグルーピングされてい
てもよい。
【００３５】
　また、管理部１１は、ＰＵＣＣＨの種別ごとに、かかる下りリンク用セルと上りリンク
用セルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００３６】
　ここで、ＰＵＣＣＨの種別としては、ＣＱＩ送信用ＰＵＣＣＨやＡＣＫ/ＮＡＣＫ送信
用ＰＵＣＣＨやＳＲ送信用ＰＵＣＣＨ等が挙げられる。
【００３７】
　また、管理部１１は、上述の下りリンク用セルとしてＰｃｅｌｌを管理し、上述の上り
リンク用セルとしてＳｃｅｌｌを管理するように構成されていてもよい。
【００３８】
　また、管理部１１は、上述の下りリンク用セルとしてＳｃｅｌｌを管理し、上述の上り
リンク用セルとしてＰｃｅｌｌを管理するように構成されていてもよい。
【００３９】
　また、管理部１１は、複数の下りリンク用セルと１つの上りリンク用セルとを関連付け
て管理するように構成されていてもよい。
【００４０】
　さらに、管理部１１は、下りリンク用セルと上りリンク用セルのＰＵＣＣＨ用リソース
とを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００４１】
　送信部１２は、無線基地局ｅＮＢ配下のセル内の移動局ＵＥに対して各種信号を送信す
るように構成されており、受信部１３は、無線基地局ｅＮＢ配下のセル内の移動局ＵＥか
ら各種信号を受信するように構成されている。
【００４２】
　ここで、送信部１２は、無線基地局ｅＮＢ配下のセル内の移動局ＵＥに対して、上述の
ＰＵＣＣＨを設定すべきセル（Ｐｃｅｌｌ或いはＳｃｅｌｌ）を通知するように構成され
ていてもよい。
【００４３】
　また、送信部１２は、無線基地局ｅＮＢ配下のセル内の移動局ＵＥに対して、上述の下
りリンク用セルと上りリンク用セルとの関連付けを示す情報を通知するように構成されて
いてもよい。
【００４４】
　例えば、送信部１２は、ＲＲＣレイヤやＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖ
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ｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤやＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）レイヤやＭＡＣレイヤや物理レイヤ等の任意のレイヤにおいて、ＰＵＣＣＨを設
定すべきセルや、かかる関連付けを示す情報を通知するように構成されていてもよい。
【００４５】
　また、受信部１３は、送信部１２によって移動局ＵＥに対して下りリンク用セルを介し
て送信された信号に対するフィードバック情報を、かかる下りリンク用セルに関連付けら
れている上りリンク用セルのＰＵＣＣＨ（或いは、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にｐｉｇｇｙｂａｃｋされる場合には、ＰＵ
ＳＣＨ）を介して受信するように構成されている。
【００４６】
　図４に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、管理部２１と、受信部２２と、送
信部２３とを具備している。
【００４７】
　管理部２１は、無線基地局ｅＮＢの管理部１１と同様に、下りリンク用セルと、かかる
下りリンク用セルを介して送信される信号に対するフィードバック情報を送信する上りリ
ンク用セルとを関連付けて管理するように構成されている。
【００４８】
　例えば、管理部２１は、図３に示すように、下りリンク用セルとしてのＰｃｅｌｌと上
りリンク用セルとしてのＳｃｅｌｌ＃１とを関連付け、下りリンク用セルとしてのＳｃｅ
ｌｌ＃１と上りリンク用セルとしてのＳｃｅｌｌ＃２とを関連付け、下りリンク用セルと
してのＳｃｅｌｌ＃２/＃３と上りリンク用セルとしてのＳｃｅｌｌ＃２とを関連付けて
管理するように構成されている。
【００４９】
　ここで、管理部２１は、ＣＣごとに、或いは、ＣＣ群ごとに、かかる下りリンク用セル
と上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００５０】
　例えば、管理部２１は、同一のＣＣ群に属する複数の下りリンク用セルを１つの上りリ
ンク用セルに関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００５１】
　ここで、ＣＣ群は、Ｍｕｌｔｉｐｌｅ-ＴＡにおけるＴＡＧと同じようにグルーピング
されていてもよいし、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」の場合には、同一の無線基地局ｅ
ＮＢ配下のＣＣでグルーピングされていてもよいし、バンドごとにグルーピングされてい
てもよい。
【００５２】
　また、管理部２１は、多重化モード（ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏｄｅ）に基づいて、ＣＣのグ
ループピングを行うように構成されていてもよい。
【００５３】
　すなわち、複数のＣＣは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌ
ｅｘ）のＣＣ群及びＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）のＣＣ群とい
うようにグルーピングされていてもよい。
【００５４】
　また、管理部２１は、ＰＵＣＣＨの種別ごとに、かかる下りリンク用セルと上りリンク
用セルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００５５】
　ここで、ＰＵＣＣＨの種別としては、ＣＱＩ送信用ＰＵＣＣＨやＡＣＫ/ＮＡＣＫ送信
用ＰＵＣＣＨやＳＲ送信用ＰＵＣＣＨ等が挙げられる。
【００５６】
　また、管理部２１は、上述の下りリンク用セルとしてＰｃｅｌｌを管理し、上述の上り
リンク用セルとしてＳｃｅｌｌを管理するように構成されていてもよい。
【００５７】
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　また、管理部２１は、複数の下りリンク用セルと１つの上りリンク用セルとを関連付け
て管理するように構成されていてもよい。
【００５８】
　さらに、管理部２１は、下りリンク用セルと上りリンク用セルのＰＵＣＣＨ用リソース
とを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００５９】
　受信部２２は、無線基地局ｅＮＢから各種信号を受信するように構成されており、送信
部２３は、無線基地局ｅＮＢに対して各種信号を送信するように構成されている。
【００６０】
　例えば、受信部２２は、無線基地局ｅＮＢから、上述の下りリンク用セルと上りリンク
用セルとの関連付けを示す情報を取得し、かかる情報を管理部２１に送信するように構成
されていてもよい。
【００６１】
　また、送信部２３は、下りリンク用セルを介して送信された信号に対するフィードバッ
ク情報を、無線基地局ｅＮＢに対して、かかる下りリンク用セルに関連付けられている上
りリンク用セルのＰＵＣＣＨ（或いは、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にｐｉｇｇｙｂａｃｋされる場合には、ＰＵＳＣＨ）を
介して送信するように構成されている。
【００６２】
　また、送信部２３は、上りリンク用セルに関連付けられていない下りリンク用セルを介
して送信された信号に対するフィードバック情報については、所定セル（デフォルトセル
）のＰＵＣＣＨ（或いは、ＰＵＳＣＨにｐｉｇｇｙｂａｃｋされる場合には、ＰＵＳＣＨ
）を介して送信するように構成されていてもよい。
【００６３】
　以下、図５を参照して、本実施形態に係る移動局ＵＥの動作について説明する。
【００６４】
　図５に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ１０１において、ＣＣｉ（すなわち、セ
ル＃ｉ）を介して信号を受信した場合、ステップＳ１０２において、かかるＣＣｉ（すな
わち、セル＃ｉ）に関連付けられている上りリンク用セルのＰＵＣＣＨ（或いは、ＰＵＳ
ＣＨにｐｉｇｇｙｂａｃｋされる場合には、ＰＵＳＣＨ）を介して、かかる信号に対する
フィードバック情報を送信する。
【００６５】
（変更例１）
　以下、本発明の変更例１に係る移動通システムについて、上述の第１の実施形態に係る
移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００６６】
　本変更例１に係る移動局ＵＥの送信部２３は、無線基地局ｅＮＢに対して、ＰＵＣＣＨ
をサポート可能なＣＣ（又は、セル）の数を示す能力情報を通知するように構成されてい
る。なお、かかるＣＣ（又は、セル）の数は、移動局ＵＥの能力に依存するものである。
【００６７】
　ここで、送信部２３は、ＰＵＣＣＨの種別ごとに、かかる能力情報を通知するように構
成されていてもよい。
【００６８】
　また、送信部２３は、「ＣＡ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」に関連付けて、かかる能力情報
を通知するように構成されていてもよい。
【００６９】
　また、送信部２３は、本能力情報を「ＣＡ　ｂａｎｄ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ」毎に
通知するように構成されてもよい。
【００７０】
　また、送信部２３は、本能力情報をバンド毎に通知するように構成されてもよい。
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【００７１】
　また、送信部２３は、本能力情報を無線機能部毎に通知するように構成されてもよい。
【００７２】
　さらに、送信部２３は、「Ｍｕｌｔｉｐｌｅ-ＴＡ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」に関連付
けて、かかる能力情報を通知するように構成されていてもよい。
【００７３】
　また、本変更例１に係る無線基地局ｅＮＢの管理部１１は、かかる能力情報に基づいて
、ＰＵＣＣＨをサポートすべきＣＣ（又は、セル）の数を決定するように構成されていて
もよい。
【００７４】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００７５】
　本実施形態の第１の特徴は、ＰＵＣＣＨ（物理上りリンク制御チャネル）をサポートし
ているＰｃｅｌｌ/Ｓｃｅｌｌ（複数のセル）を用いてＣＡ（キャリアアグリゲーション
）を行うことができるように構成されている移動局ＵＥであって、下りリンク用セルと上
りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されている管理部２１と、下りリンク
用セルを介して送信された信号に対するフィードバック情報を、かかる下りリンク用セル
に関連付けられている上りリンク用セルのＰＵＣＣＨを介して送信するように構成されて
いる送信部２３とを具備することを要旨とする。
【００７６】
　かかる構成によれば、ＰＵＣＣＨをサポートしている複数のセルを用いて行われるＣＡ
において、下りリンク用セルを介して送信された信号に対するフィードバック情報を送信
すべき上りリンク用セルを容易に特定することができる。
【００７７】
　本実施形態の第１の特徴において、管理部２１は、ＣＣ（コンポーネントキャリア）ご
とに、或いは、ＣＣ群（コンポーネントキャリアのグループ）ごとに、下りリンク用セル
と上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００７８】
　ここで、管理部２１は、多重化モードに基づいて、ＣＣのグルーピングを行うように構
成されていてもよい。
【００７９】
　かかる構成によれば、異なる無線基地局ｅＮＢ間でＣＡを行う際に、下りリンク送信が
行われた無線基地局ｅＮＢに対してフィードバック情報を送信することができる。
【００８０】
　本実施形態の第１の特徴において、管理部２１は、ＰＵＣＣＨの種別ごとに、下りリン
ク用セルと上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００８１】
　かかる構成によれば、ＰＵＣＣＨをサポートしている複数のセルを用いて行われるＣＡ
において、分散が必要なＰＵＣＣＨ種別のみで負荷分散を行うことができ、リソース利用
効率を高めることができる。
【００８２】
　本実施形態の第１の特徴において、管理部２１は、上述の下りリンク用セルとしてＰｃ
ｅｌｌ（主セル）を管理し、上述の上りリンク用セルとしてＳｃｅｌｌ（副セル）を管理
するように構成されていてもよい。
【００８３】
　かかる構成によれば、ＰＵＣＣＨをサポートしている複数のセルを用いて行われるＣＡ
において、ＰｃｅｌｌにおけるＰＵＣＣＨの負荷分散を実現することができる。
【００８４】
　本実施形態の第１の特徴において、送信部２３は、上りリンク用セルに関連付けられて
いない下りリンク用セルを介して送信された信号に対するフィードバック情報については
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、所定セルのＰＵＣＣＨ（或いは、ＰＵＳＣＨにｐｉｇｇｙｂａｃｋされる場合には、Ｐ
ＵＳＣＨ）を介して送信するように構成されていてもよい。
【００８５】
　かかる構成によれば、下りリンク用セルに関連付けられている上りリンク用セルが存在
しない場合であっても、かかる下りリンク用セルを介して送信された信号に対するフィー
ドバック情報を送信すべき上りリンク用セルを特定することができる。
【００８６】
　本実施形態の第１の特徴において、管理部２１は、複数の下りリンク用セルと１つの上
りリンク用セルとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００８７】
　かかる構成によれば、ＰＵＣＣＨをサポートしている上りリンク用セル（Ｓｃｅｌｌ）
の数が少ない場合であっても、フィードバック情報を送信することができる。
【００８８】
　本実施形態の第１の特徴において、管理部２１は、下りリンク用セルと上りリンク用セ
ルのＰＵＣＣＨ用リソースとを関連付けて管理するように構成されていてもよい。
【００８９】
　かかる構成によれば、下りリンク用セルを介して送信された信号に対するフィードバッ
ク情報を送信すべき上りリンク用セルのＰＵＣＣＨを特定することで、より柔軟なＰＵＣ
ＣＨの負荷分散を実現することができる。
【００９０】
　本実施形態の第２の特徴は、ＰＵＣＣＨをサポートしているＰｃｅｌｌ/Ｓｃｅｌｌを
用いてＣＡを行うことができるように構成されている移動局ＵＥと通信可能な無線基地局
ｅＮＢであって、下りリンク用セルと上りリンク用セルとを関連付けて管理するように構
成されている管理部１１と、移動局ＵＥに対して下りリンク用セルを介して送信した信号
に対するフィードバック情報を、かかる下りリンク用セルに関連付けられている上りリン
ク用セルのＰＵＣＣＨを介して受信するように構成されている受信部１３とを具備するこ
とを要旨とする。
【００９１】
　本実施形態の第３の特徴は、ＰＵＣＣＨをサポートしている複数のＣＣを用いてＣＡを
行うことができるように構成されている移動局ＵＥであって、無線基地局ｅＮＢに対して
、ＰＵＣＣＨをサポート可能なＣＣ（又は、セル）の数を通知するように構成されている
送信部２３を具備することを要旨とする。
【００９２】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢが、かかるＣＣ（又は、セル）の数に基づいて
、ＰＵＣＣＨをサポートすべきＣＣ（又は、セル）の数を決定することができる。
【００９３】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施され
てもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されて
もよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００９４】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００９５】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
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るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かかる
記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地
局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【００９６】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００９７】
ｅＮＢ…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１、２１…管理部
１２、２３…送信部
１３、２２…受信部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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