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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装
置から送信された信号を受信する移動局装置および予め定められた周波数帯域幅を有する
上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信す
る基地局装置から構成される無線通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　前記移動局装置から送信された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネ
ル品質指標を含む信号を受信する受信処理部を備え、
　前記移動局装置は、
　前記各下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標を生成する上りリンク制
御データ生成部と、
　前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するた
めに予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無
線リソースを選択する上りリンク制御チャネル選択部と、
　前記上りリンク制御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリンク制御
チャネル選択部が選択した無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送信する送
信処理部と、を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動
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局装置および上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された
信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　前記移動局装置から送信された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネ
ル品質指標を含む信号を受信し、
　前記移動局装置は、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために前記基地局装置
から予め割り当てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合
、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優先度の最も高い前記
下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を選択し、前記選択された下りリンク要素
周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を前記基地局装置に対して送信することを特徴
とする無線通信システム。
【請求項３】
　前記優先度は、前記基地局装置が前記下りリンク要素周波数帯域毎に設定することを特
徴とする請求項２記載の無線通信システム。
【請求項４】
　予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装
置から送信された信号を受信する移動局装置であって、
　前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標を
生成する上りリンク制御データ生成部と、
　前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するた
めに予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無
線リソースを選択する上りリンク制御チャネル選択部と、
　前記上りリンク制御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリンク制御
チャネル選択部が選択した無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送信する送
信処理部と、を備えることを特徴とする移動局装置。
【請求項５】
　下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動
局装置であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに前記基地局装置から予め割り当てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレーム
で複数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優
先度の最も高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を選択し、前記選択さ
れた下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を前記基地局装置に対して
送信することを特徴とする移動局装置。
【請求項６】
　予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて移動局装
置に信号を送信し、予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１
個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに予め割り当てた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合に選択される特
定の無線リソースに配置して送信された前記チャネル品質指標を含む信号を受信する受信
処理部を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項７】
　下りリンク要素周波数帯域を複数用いて移動局装置に信号を送信し、上りリンク要素周
波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置であ
って、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに予め割り当てたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、前
記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて選択された優先度の最も高
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い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を受信することを特徴と
する基地局装置。
【請求項８】
　前記優先度を前記下りリンク要素周波数帯域毎に設定することを特徴とする請求項７に
記載の基地局装置。
【請求項９】
　予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装
置から送信された信号を受信する移動局装置および予め定められた周波数帯域幅を有する
上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信す
る基地局装置から構成される無線通信システムの前記移動局装置に用いられる通信制御方
法であって、
　前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標を
生成するステップと、
　前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するた
めに予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無
線リソースを選択するステップと、
　前記生成したチャネル品質指標を、前記選択した無線リソースに配置して、前記基地局
装置に対して送信するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする通信制御方法。
【請求項１０】
　下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動
局装置および上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された
信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムの前記移動局装置に用いられ
る通信制御方法であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに前記基地局装置から予め割り当てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレーム
で複数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優
先度の最も高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を選択するステップと
、
　前記選択された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を前記基地局
装置に対して送信するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする通信制御方法。
【請求項１１】
　予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装
置から送信された信号を受信する移動局装置および予め定められた周波数帯域幅を有する
上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信す
る基地局装置から構成される無線通信システムの前記基地局装置に用いられる通信制御方
法であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに予め無線リソースを割り当てるステップと、
　前記予め割り当てた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無線
リソースに配置されて送信された前記チャネル品質指標を含む信号を受信するステップと
、を少なくとも含むことを特徴とする通信制御方法。
【請求項１２】
　下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動
局装置および上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された
信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムの前記基地局装置に用いられ
る通信制御方法であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに予め無線リソースを割り当てるステップと、
　前記予め割り当てたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、
前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて選択された優先度の最も
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高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を受信するステップと
、を備えることを特徴とする通信制御方法。
【請求項１３】
　前記優先度を前記下りリンク要素周波数帯域毎に設定するステップをさらに含むことを
特徴とする請求項１２記載の通信制御方法。
【請求項１４】
　予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装
置から送信された信号を受信する移動局装置に用いられる集積回路であって、
　前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標を
生成する機能と、
　前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するた
めに予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無
線リソースを選択する機能と、
　前記生成されたチャネル品質指標を、前記選択された無線リソースに配置して、前記基
地局装置に対して送信する機能と、を含む一連の機能をチップ化したことを特徴とする集
積回路。
【請求項１５】
　下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動
局装置に用いられる集積回路であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに前記基地局装置から予め割り当てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレーム
で複数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優
先度の最も高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を選択する機能と、
　前記選択された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を前記基地局
装置に対して送信する機能と、を含む一連の機能処理をチップ化したことを特徴とする集
積回路。
【請求項１６】
　予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて移動局装
置に信号を送信し、予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１
個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置に用いられる集積
回路であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに予め無線リソースを割り当てる機能と、
　前記予め割り当てた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無線
リソースに配置されて送信された前記チャネル品質指標を含む信号を受信する機能と、を
含む一連の機能処理をチップ化したことを特徴とする集積回路。
【請求項１７】
　下りリンク要素周波数帯域を複数用いて移動局装置に信号を送信し、上りリンク要素周
波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置に用
いられる集積回路であって、
　前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するた
めに予め無線リソースを割り当てる機能と、
　前記予め割り当てたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、
前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて選択された優先度の最も
高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を受信する機能と、を
含む一連の機能処理をチップ化したことを特徴とする集積回路。
【請求項１８】
　前記優先度を前記下りリンク要素周波数帯域毎に設定する機能をさらに含む一連の機能
処理をチップ化したことを特徴とする請求項１７記載の集積回路。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の要素周波数帯域を用いた無線通信システムにおいて、複数の下りリン
ク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを効率的に制御し、移動局装置がチ
ャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送信することができる無線通信システム、移動
局装置、基地局装置、通信制御方法、および制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　＜チャネル品質指標ＣＱＩ（Channel Quality Indicator）＞
　以下、ＥＵＴＲＡ（Evolved Universal Terrestrial Radio Access；以下、「EUTRA」
という。）のチャネル品質指標ＣＱＩについて説明する。チャネル品質指標ＣＱＩは、移
動局装置が、基地局装置から受信した下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信
号を用いてチャネル品質を測定した測定結果であり、移動局装置各々について下りリンク
システム帯域のチャネル品質を示す情報である。例えば、測定されたチャネル品質に基づ
き下りリンク共有チャネルに好ましいと考えられる変調方式・符号化率を示す情報がチャ
ネル品質指標ＣＱＩとして構成される。より詳細には、下りリンク共有チャネルに配置さ
れる情報データの誤り率が０．１を超えない条件で、通信効率が最も高い変調方式・符号
化率の組み合わせを示す情報がチャネル品質指標ＣＱＩとして構成される。
【０００３】
　移動局装置は、予め基地局装置より割り当てられた上りリンク制御チャネルを用いて、
チャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に周期的に送信する。なお、基地局装置は、移動局
装置との通信接続開始時に、その移動局装置がチャネル品質指標ＣＱＩを配置するための
周期的な無線リソース（以下、CQI配置可能制御チャネルという。）を割り当てる。なお
、ここでは、無線リソースは所定の周波数帯および時間帯からなる無線リソースを示して
いる。なお、ＥＵＴＲＡのチャネル品質指標ＣＱＩを配置するための上りリンク制御チャ
ネルには符号多重も用いられるが、説明の便宜上、ここでは省略する。
【０００４】
　基地局装置は、移動局装置から受信したチャネル品質指標ＣＱＩを用いて、移動局装置
に対する下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て（周波数スケジューリング）、
下りリンク共有チャネルの変調方式・符号化率の選択（適応変調および符号化）を行なう
。例えば、基地局装置は、移動局装置に対してチャネル品質指標ＣＱＩが良好な下りリン
クリソースブロックに下りリンク共有チャネルを割り当てる。また、基地局装置は、チャ
ネル品質指標ＣＱＩに応じて下りリンク共有チャネルの変調方式をＱＰＳＫ（Quadrature
 Phase Shift Keying；４相位相偏移変調）、１６ＱＡＭ（16Quadrature Amplitude Modu
lation；１６値直交振幅変調）、６４ＱＡＭ（64Quadrature Amplitude Modulation；６
４値直交振幅変調）の中から設定する。
【０００５】
　＜要素周波数帯域＞
　一方、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project；第３世代パートナーシッププ
ロジェクト）において、セルラー移動通信の第四世代（4th Generation；第４世代、以下
、「4G」という。）無線アクセス方式（Advanced EUTRA；以下、「A-EUTRA」という。）
および、４Ｇネットワーク（Advanced EUTRAN）の検討が開始されている。
【０００６】
　Ａ－ＥＵＴＲＡでは、ＥＵＴＲＡよりも広い周波数帯域に対応すること、およびＥＵＴ
ＲＡとの互換性（Compatibility）を確保することが検討されている。このため、Ａ－Ｅ
ＵＴＲＡでは、基地局装置がＥＵＴＲＡの周波数帯域を一単位（要素周波数帯域）として
、複数の要素周波数帯域から構成されるシステム帯域を用いた通信を行なう技術（周波数
帯域集約：Spectrum aggregation、または、キャリア集約：Carrier aggregationと呼称
することがある。）が検討されている（なお、要素周波数帯域をキャリア要素：Carrier 
Component、または、コンポーネントキャリア：Component carrierと呼称することもある
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。）（非特許文献１）。この技術では、基地局装置は、ＥＵＴＲＡに対応した移動局装置
と上りリンクおよび下りリンク各々において何れか１個の要素周波数帯域を用いて通信を
行ない、Ａ－ＥＵＴＲＡに対応した移動局装置と上りリンクおよび下りリンク各々におい
て１個以上の要素周波数帯域を用いて通信を行なう。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】3GPP TSG RAN1 #54bis、Prague、Czech Republic、29-3 September、20
08、R1-083677“Updated Views on Support of Wider Bandwidth in LTE-Advanced”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　複数の要素周波数帯域を用いた場合のＡ－ＥＵＴＲＡにおいても、周波数スケジューリ
ング、適応変調および符号化を適用し、高いシステムスループットの実現、高速な通信の
実現が求められる。そのためには、複数の要素周波数帯域を用いたＡ－ＥＵＴＲＡにおい
ても基地局装置と移動局装置間で各下りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指
標ＣＱＩを構成する必要がある。つまり、基地局装置は、移動局装置が各下りリンク要素
周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために上りリンク制御チャネル
の無線リソースの位置および無線リソースの周期を下りリンク要素周波数帯域毎に割り当
てる必要がある。
【０００９】
　しかしながら、各チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの
無線リソースの周期、および無線リソースの割り当てを開始する上りリンクサブフレーム
の位置に関する基地局装置の設定次第では、同一上りリンクサブフレームにおいて複数の
上りリンク制御チャネルが同時に配置される場合が発生し、送信信号がマルチキャリア信
号となる。移動局装置は、ＰＡＰＲ（Peak-to-Average Power Ratio；ピーク電力対平均
電力比）の増大を考慮して電力増幅器が対応可能な入力レベルになるように送信電力を、
シングルキャリア信号を送信する場合と比較して小さい値に設定する必要が発生し、電力
に制限のある移動局装置は要求される品質を満足するように信号を送信することが難しく
なる。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、複数の要素周波数帯域を用い
た無線通信システムにおいて複数の下りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指
標ＣＱＩを効率的に制御し、移動局装置がチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送
信することができる無線通信システム、移動局装置、基地局装置、通信制御方法および制
御プログラム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】
【００１１】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の無線通信システムは、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周
波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置および予め定
められた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装
置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムであって、
前記基地局装置は、前記移動局装置から送信された下りリンク要素周波数帯域のチャネル
品質を示すチャネル品質指標を含む信号を受信する受信処理部を備え、前記移動局装置は
、前記各下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標を生成する上りリンク制
御データ生成部と、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質
指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生し
た場合、特定の無線リソースを選択する上りリンク制御チャネル選択部と、前記上りリン
ク制御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリンク制御チャネル選択部
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が選択した無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送信する送信処理部と、を
備えることを特徴とする。
【００１２】
　（２）また、本発明の無線通信システムは、下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基
地局装置から送信された信号を受信する移動局装置および上りリンク要素周波数帯域を１
個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無
線通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置から送信された下りリンク
要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネル品質指標を含む信号を受信し、前記移動局
装置は、前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために前記基地
局装置から予め割り当てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生し
た場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優先度の最も高
い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を選択し、前記選択された下りリン
ク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を前記基地局装置に対して送信すること
を特徴とする。
【００１３】
　（３）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記優先度は、前記基地局装置が前
記下りリンク要素周波数帯域毎に設定することを特徴とする。
【００１４】
　（４）また、本発明の移動局装置は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク
要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置であっ
て、前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標
を生成する上りリンク制御データ生成部と、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波
数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時
間フレームで複数発生した場合、特定の無線リソースを選択する上りリンク制御チャネル
選択部と、前記上りリンク制御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリ
ンク制御チャネル選択部が選択した無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送
信する送信処理部と、を備えることを特徴とする。
【００１５】
　（５）また、本発明の移動局装置は、下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装
置から送信された信号を受信する移動局装置であって、前記下りリンク要素周波数帯域毎
のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために前記基地局装置から予め割り当
てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、前記下りリン
ク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優先度の最も高い前記下りリンク要素
周波数帯域のチャネル品質指標を選択し、前記選択された下りリンク要素周波数帯域のチ
ャネル品質指標を含む信号を前記基地局装置に対して送信することを特徴とする。
【００１６】
　（６）また、本発明の基地局装置は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク
要素周波数帯域を複数用いて移動局装置に信号を送信し、予め定められた周波数帯域幅を
有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を
受信する基地局装置であって、前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチ
ャネル品質指標を送信するために予め割り当てた無線リソースが同一時間フレームで複数
発生した場合に選択される特定の無線リソースに配置して送信された前記チャネル品質指
標を含む信号を受信する受信処理部を備えることを特徴とする。
【００１７】
　（７）また、本発明の基地局装置は、下りリンク要素周波数帯域を複数用いて移動局装
置に信号を送信し、上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信
された信号を受信する基地局装置であって、前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル
品質を示すチャネル品質指標を送信するために予め割り当てたそれぞれの無線リソースが
同一時間フレームで複数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す
情報に基づいて選択された優先度の最も高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品
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質指標を含む信号を受信することを特徴とする。
【００１８】
　（８）また、本発明の基地局装置において、前記優先度を前記下りリンク要素周波数帯
域毎に設定することを特徴とする。
【００１９】
　（９）また、本発明の通信制御方法は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリン
ク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置およ
び予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記
移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムの
前記移動局装置に用いられる通信制御方法であって、前記各下りリンク要素周波数帯域に
対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標を生成するステップと、前記基地局装置
から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当て
られた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無線リソースを選択
するステップと、前記生成したチャネル品質指標を、前記選択した無線リソースに配置し
て、前記基地局装置に対して送信するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
【００２０】
　（１０）また、本発明の通信制御方法は、下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地
局装置から送信された信号を受信する移動局装置および上りリンク要素周波数帯域を１個
以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線
通信システムの前記移動局装置に用いられる通信制御方法であって、前記下りリンク要素
周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために前記基地局装置か
ら予め割り当てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、
前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優先度の最も高い前記下
りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を選択するステップと、前記選択された下り
リンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を前記基地局装置に対して送信する
ステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
【００２１】
　（１１）また、本発明の通信制御方法は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリ
ンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置お
よび予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前
記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システム
の前記基地局装置に用いられる通信制御方法であって、前記下りリンク要素周波数帯域毎
のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために予め無線リソースを割り当てる
ステップと、前記予め割り当てた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、
特定の無線リソースに配置されて送信された前記チャネル品質指標を含む信号を受信する
ステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
【００２２】
　（１２）また、本発明の通信制御方法は、下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地
局装置から送信された信号を受信する移動局装置および上りリンク要素周波数帯域を１個
以上用いて前記移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線
通信システムの前記基地局装置に用いられる通信制御方法であって、前記下りリンク要素
周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために予め無線リソース
を割り当てるステップと、前記予め割り当てたそれぞれの無線リソースが同一時間フレー
ムで複数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて
選択された優先度の最も高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信
号を受信するステップと、を備えることを特徴とする。
【００２３】
　（１３）また、本発明の通信制御方法において、前記優先度を前記下りリンク要素周波
数帯域毎に設定するステップをさらに含むことを特徴とする。
【００２４】
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　（１４）また、本発明の集積回路は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク
要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置に用い
られる集積回路であって、前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を
示すチャネル品質指標を生成する機能と、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数
帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間
フレームで複数発生した場合、特定の無線リソースを選択する機能と、前記生成されたチ
ャネル品質指標を、前記選択された無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送
信する機能と、を含む一連の機能をチップ化したことを特徴とする。
【００２５】
　（１５）また、本発明の集積回路は、下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装
置から送信された信号を受信する移動局装置に用いられる集積回路であって、前記下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために前記基地
局装置から予め割り当てられたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複数発生し
た場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて優先度の最も高
い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を選択する機能と、前記選択された
下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を前記基地局装置に対して送信
する機能と、を含む一連の機能処理をチップ化したことを特徴とする。
【００２６】
　（１６）また、本発明の集積回路は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク
要素周波数帯域を複数用いて移動局装置に信号を送信し、予め定められた周波数帯域幅を
有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信された信号を
受信する基地局装置に用いられる集積回路であって、前記下りリンク要素周波数帯域毎の
チャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために予め無線リソースを割り当てる機
能と、前記予め割り当てた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の
無線リソースに配置されて送信された前記チャネル品質指標を含む信号を受信する機能と
、を含む一連の機能処理をチップ化したことを特徴とする。
【００２７】
　（１７）また、本発明の集積回路は、下りリンク要素周波数帯域を複数用いて移動局装
置に信号を送信し、上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置から送信
された信号を受信する基地局装置に用いられる集積回路であって、前記下りリンク要素周
波数帯域毎のチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために予め無線リソースを
割り当てる機能と、前記予め割り当てたそれぞれの無線リソースが同一時間フレームで複
数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて選択さ
れた優先度の最も高い前記下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を含む信号を受
信する機能と、を含む一連の機能処理をチップ化したことを特徴とする。
【００２８】
　（１８）また、本発明の集積回路において、前記優先度を前記下りリンク要素周波数帯
域毎に設定する機能をさらに含む一連の機能処理をチップ化したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、複数の要素周波数帯域を用いた無線通信システムにおいて、複数の下
りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを効率的に制御し、移動局装
置がチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送信することができる。これにより、移
動局装置は、送信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある
移動局装置は要求される品質を満足するように信号を送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体像についての概略を説明する図
である。
【図２】本発明の実施形態に係る基地局装置３から移動局装置５への下りリンク無線フレ
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ームの概略構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る移動局装置５から基地局装置３への上りリンク無線フレ
ームの概略構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【図５】本発明の実施形態に係る基地局装置３の送信処理部１０７の構成を示す概略ブロ
ック図である。
【図６】本発明の実施形態に係る基地局装置３の受信処理部１０１の構成を示す概略ブロ
ック図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動局装置５の構成を示す概略ブロック図である
。
【図８】本発明の実施形態に係る移動局装置５の受信処理部４０１の構成を示す概略ブロ
ック図である。
【図９】本発明の実施形態に係る移動局装置５の送信処理部４０５の構成を示す概略ブロ
ック図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態において、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標ＣＱＩの優先度の一例を示す図である。
【図１１Ａ】本発明の実施形態における、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数
の上りリンク制御チャネルについての周波数領域の設定を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明の実施形態における、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数
の上りリンク制御チャネルについての周波数領域の設定を示す図である。
【図１１Ｃ】本発明の実施形態における、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数
の上りリンク制御チャネルについての周波数領域の設定を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態における、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の
上りリンク制御チャネルについての時間領域の設定を示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送信
するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理の
一例を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第２の実施形態において、ある上りリンクサブフレームでチャネル品
質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンクチャネルと、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを送信するための上りリンクチャネルが同時に発生した場合を示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送信
するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理の
一例を示すフローチャートである。
【図１６Ａ】本発明の第２の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理
の一例を示すフローチャートである。
【図１６Ｂ】本発明の第２の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理
の一例を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の第３の実施形態において、ある上りリンクサブフレームでチャネル品
質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンクチャネルと、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを送信するための上りリンクチャネルが同時に発生した場合を示す図である。
【図１８】本発明の第３の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送信
するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理の
一例を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の第４の実施形態に係る移動局装置５の構成を示す概略ブロック図であ
る。
【図２０Ａ】本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリン
クの周波数帯域幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発生しない場合）。
【図２０Ｂ】本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリン
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クの周波数帯域幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発生する場合）。
【図２１Ａ】本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリン
クの周波数帯域幅とサブバンド幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発生
しない場合）。
【図２１Ｂ】本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリン
クの周波数帯域幅とサブバンド幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発生
する場合）。
【図２２】本発明の第５の実施形態において、ある上りリンクサブフレームでチャネル品
質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンクチャネルが同時に発生した場合を示す図
である。
【図２３】本発明の第５の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送信
するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理の
一例を示すフローチャートである。
【図２４】従来技術に係る移動局装置から基地局装置への上りリンク無線フレームの概略
構成を示す図である。
【図２５】従来技術に係るＣＱＩ配置可能制御チャネルの時間領域における割り当ての一
例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　セルラー移動通信の第三世代（3G）無線アクセス方式として、Ｗ‐ＣＤＭＡ（Wideband
 Code Division Multiple Access；広帯域符号分割多元接続）方式が３ＧＰＰにおいて標
準化され、同方式によるセルラー移動通信サービスが開始されている。また、３ＧＰＰに
おいて、３Ｇの進化（EUTRA）および３Ｇネットワークの進化（Evolved Universal Terre
strial Radio Access Network）が検討されている。
【００３２】
　ＥＵＴＲＡの基地局装置から移動局装置への通信方向である下りリンクにおいて、マル
チキャリア送信であるＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing；直交周
波数分割多重）方式が適用されている。また、ＥＵＴＲＡの移動局装置から基地局装置へ
の通信方向である上りリンクにおいて、シングルキャリア送信であるＤＦＴ（Discrete F
ourier Transform；離散フーリエ変換）－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ方式が適用されている
。
【００３３】
　＜上りリンクチャネル構成＞
　以下、ＥＵＴＲＡにおける上りリンク無線フレームの概略構成を説明する。図２４は、
従来技術に係る移動局装置から基地局装置への上りリンク無線フレームの概略構成を示す
図である。この図において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を表している。上りリン
ク無線フレームは、上りリンクリソースブロックペア（時間周波数帯域）から構成される
。この上りリンクリソースブロックペアは、移動局装置各々に対する無線リソース割り当
て単位であり、予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる。１個の上りリンクリ
ソースブロックペアは、時間領域で連続する２個の上りリンクリソースブロックから構成
される。また、この図において、１個の上りリンクリソースブロックは、周波数領域にお
いて１２個の上りリンクサブキャリアから構成され、時間領域において７個のＳＣ－ＦＤ
ＭＡシンボル（Single Carrier-Frequency Division Multiple Access；シングルキャリ
ア周波数分割多元接続）から構成される。上りリンクシステム帯域幅は、基地局装置の上
りリンクの通信帯域幅である。
【００３４】
　また、図２４において、時間領域には、７個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成される
上りリンクスロット、２個の上りリンクスロットから構成される上りリンクサブフレーム
、１０個の上りリンクサブフレームから構成される上りリンク無線フレームがある。なお
、時間方向については、１個の上りリンクサブフレームが、上りリンクの移動局装置各々
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に対する無線リソース割り当ての時間方向の単位である時間フレームである。また、１個
の上りリンクサブキャリアと１個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成されるユニットを上
りリンクリソースエレメントと呼ぶ。また、上りリンク無線フレームでは上りリンクシス
テム帯域幅に応じて複数の上りリンクリソースブロックが配置される。
【００３５】
　各上りリンクサブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いられる上りリンク
共有チャネル、制御データの送信に用いられる上りリンク制御チャネルが配置される。図
２４において、白抜きの領域は上りリンク共有チャネルを示し、格子状にハッチングされ
た領域は、上りリンク制御チャネルを示す。なお、この図において、縦線でハッチングさ
れた領域は、上りリンクパイロットチャネルを示す。上りリンク制御チャネルは、下りリ
ンクのチャネル品質指標ＣＱＩ、下りリンク共有チャネルに対する受信確認応答ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ（Acknowledgement/Negative-Acknowledgement）、または、スケジューリング要
求ＳＲ（Scheduling Request）のいずれかからなる制御データ信号を１個の上りリンクリ
ソースブロックペアに配置して送信する。下りリンクのチャネル品質指標ＣＱＩ、受信確
認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの詳細については、後述する。
【００３６】
　また、この上りリンク制御チャネルに用いられる上りリンクリソースブロックペアは、
上りリンクシステム帯域幅の帯域の両端の上りリンクリソースブロックペアであり、周波
数領域に対称関係にある上りリンクリソースブロックから構成される。例えば、図２４に
おいて、上りリンクリソースブロックＸ１１、Ｘ１２をあわせて、１個の上りリンクリソ
ースブロックペアが構成される。
【００３７】
　＜受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫ＞
　以下、ＥＵＴＲＡの受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫについて説明する。上りリンクの受
信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、移動局装置が、基地局装置から受信した下りリンク共有
チャネルに配置されたデータの誤り結果を示す情報であり、移動局装置が復号したデータ
に誤りがない場合は肯定応答ＡＣＫが示され、移動局装置が復号したデータに誤りがある
場合は否定応答ＮＡＣＫが示される。移動局装置は、下りリンク共有チャネルの無線リソ
ース割り当て情報を含む下りリンク制御チャネルに用いられた無線リソースと予め対応付
けられた上りリンク制御チャネルの無線リソースを用いて、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを基地局装置に送信する。なお、ＥＵＴＲＡの受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを配置す
るための上りリンク制御チャネルには符号多重も用いられるが、説明の便宜上、ここでは
省略する。
【００３８】
　基地局装置は、移動局装置から受信した受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを用いて、移動
局装置への下りリンク共有チャネルの再送を制御する。基地局装置は、受信確認応答ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫとして肯定応答ＡＣＫを検出した場合、基地局装置が送信した下りリンク共
有チャネルから移動局装置が復号したデータに誤りがなかったと認識し、新規データを送
信する準備を行ない、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫとして否定応答ＮＡＣＫを検出した
場合、基地局装置が送信した下りリンク共有チャネルから移動局装置が復号したデータに
誤りがあったと認識し、送信済みのデータを再送信する準備を行なう。以下、ＣＱＩ配置
可能制御チャネルの割り当て方法について説明する。
【００３９】
　図２５は、従来技術に係るＣＱＩ配置可能制御チャネルの時間領域における割り当ての
一例を示す概略図である。この図は、図２５の上りリンクサブフレーム単位の時間領域を
示した図であり、横軸は時間を示す。図２５において、符号ＣＱＩを付した矩形は、それ
ぞれ、ＣＱＩ配置可能制御チャネルを示す。この図は、基地局装置が移動局装置に対して
、２個の上りリンクサブフレーム毎（第１、第３、第５、第７の、・・・上りリンクサブ
フレーム）に、ＣＱＩ配置可能制御チャネルを割り当てたことを示す。
【００４０】
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　＜チャネル品質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの同時発生＞
　ところで、従来の無線通信システムにおいて、移動局装置の送信電力のＰＡＰＲが増大
することを防止するため、上りリンクではシングルキャリア（例えば、DFT-Spread OFDM
方式）であること（以下、シングルキャリア属性という。）を確保することが求められる
。仮に、移動局装置が、１個の上りリンクサブフレームに、２個以上の制御データ信号（
例えば、チャネル品質指標CQIと受信確認応答ACK/NACK）を複数の上りリンク制御チャネ
ルの無線リソースに配置して送信すると、送信信号はマルチキャリア信号となり、ＰＡＰ
Ｒが増大してしまう。
【００４１】
　そのため、移動局装置は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信する時、チャネル品質指標Ｃ
ＱＩが配置される上りリンクサブフレームに受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫも配置される
場合、チャネル品質指標ＣＱＩに割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソース
を用いて、チャネル品質指標ＣＱＩのみを送信する場合と比較して異なる信号構成でチャ
ネル品質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを一緒に送信する。そうすることに
より、送信信号のシングルキャリア属性が維持され、電力に制限のある移動局装置は要求
される品質を満足できるようにチャネル品質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
を送信することができる。
【００４２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。まず、図１、図
２、図３を用いて、本実施形態に係る無線通信システムの全体像、および無線フレームの
構成について説明する。次に、図４～図９を用いて、本実施形態に係る無線通信システム
の構成について説明する。次に、図１０～図１３を用いて、本実施形態に係る無線通信シ
ステムの動作処理について説明する。
【００４３】
　＜無線通信システムの全体像＞
　図１は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体像についての概略を説明する
図である。この図が示す無線通信システム１は、基地局装置３と、複数の移動局装置５Ａ
、５Ｂ、５Ｃとが無線通信を行なう。また、この図は、基地局装置３から移動局装置５Ａ
、５Ｂ、５Ｃへの通信方向である下りリンクが、下りリンクパイロットチャネル、下りリ
ンク制御チャネル、および下りリンク共有チャネルを含んで構成されることを示す。また
、この図は、移動局装置５Ａ、５Ｂ、５Ｃから基地局装置３への通信方向である上りリン
クが、上りリンク共有チャネル、上りリンクパイロットチャネル、および上りリンク制御
チャネルを含んで構成されることを示す。以下、本実施形態において、移動局装置５Ａ、
５Ｂ、５Ｃを移動局装置５という。
【００４４】
　＜下りリンク無線フレームの構成＞
　図２は、本発明の実施形態に係る基地局装置３から移動局装置５への下りリンク無線フ
レームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域
を表している。下りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予
め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる下りリンクリソースブロックペアから構
成される。１個の下りリンクリソースブロックペアは時間領域で連続する２個の下りリン
クリソースブロックから構成される。
【００４５】
　また、この図において、１個の下りリンクリソースブロックは、周波数領域において１
２個の下りリンクサブキャリアから構成され、時間領域において７個のＯＦＤＭシンボル
から構成される。下りリンクシステム帯域幅は、基地局装置３の下りリンクの通信帯域幅
であり、複数の下りリンク要素周波数帯域幅から構成される。無線通信システム１におい
て、下りリンク要素周波数帯域は予め定められた周波数帯域幅の帯域である。例えば、６
０ＭＨｚの帯域幅の下りリンクシステム帯域は、３個の２０ＭＨｚの帯域幅の下りリンク
要素周波数帯域から構成される。なお、下りリンク要素周波数帯域では下りリンク要素周
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波数帯域幅に応じて複数の下りリンクリソースブロックが配置される。例えば、２０ＭＨ
ｚの帯域幅の下りリンク要素周波数帯域は、１００個の下りリンクリソースブロックから
構成される。また、例えば、下りリンク要素周波数帯域幅は、ＥＵＴＲＡに対応した移動
局装置が通信に用いることができる周波数帯域幅であり、下りリンクシステム帯域幅はＡ
－ＥＵＴＲＡに対応した移動局装置が通信に用いることができる周波数帯域幅である。
【００４６】
　また、この図が示す時間領域においては、７個のＯＦＤＭシンボルから構成される下り
リンクスロット、２個の下りリンクスロットから構成される下りリンクサブフレーム、１
０個の下りリンクサブフレームから構成される下りリンク無線フレームがある。なお、１
個の下りリンクサブキャリアと１個のＯＦＤＭシンボルから構成されるユニットを下りリ
ンクリソースエレメントと呼ぶ。各下りリンクサブフレームには少なくとも、情報データ
の送信に用いられる下りリンク共有チャネル、制御データの送信に用いられる下りリンク
制御チャネルが配置される。この図において図示は省略するが、下りリンク共有チャネル
および下りリンク制御チャネルの伝搬路変動の推定に用いられる下りリンクパイロットチ
ャネルの下りリンク参照信号が複数の下りリンクリソースエレメントに分散して配置され
る。ここで、下りリンク参照信号は、下りリンクパイロットチャネルに用いられる、無線
通信システム１において既知の信号である。
【００４７】
　下りリンク制御チャネルは、移動局識別子、下りリンク共有チャネルの無線リソース割
り当て情報、上りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て情報、マルチアンテナ関連
情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの制御データから生成された信号が配置
される。
【００４８】
　＜上りリンク無線フレームの構成＞
　図３は、本発明の実施形態に係る移動局装置５から基地局装置３への上りリンク無線フ
レームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域
を表している。上りリンク無線フレームは、無線リソース割り当てなどの単位であり、予
め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる上りリンクリソースブロックペアから構
成される。１個の上りリンクリソースブロックペアは、時間領域で連続する２個の上りリ
ンクリソースブロックから構成される。
【００４９】
　また、この図において、１個の上りリンクリソースブロックは、周波数領域において１
２個の上りリンクサブキャリアから構成され、時間領域において７個のＳＣ－ＦＤＭＡシ
ンボルから構成される。上りリンクシステム帯域幅は、基地局装置３の上りリンクの通信
帯域幅であり、複数の上りリンク要素周波数帯域幅から構成される。無線通信システム１
において、上りリンク要素周波数帯域は予め定められた周波数帯域幅の帯域である。例え
ば、６０ＭＨｚの帯域幅の上りリンクシステム帯域は、３個の２０ＭＨｚの帯域幅の上り
リンク要素周波数帯域から構成される。なお、上りリンク要素周波数帯域では上りリンク
要素周波数帯域幅に応じて複数の上りリンクリソースブロックが配置される。例えば、２
０ＭＨｚ帯域幅の上りリンク要素周波数帯域は、１００個の上りリンクリソースブロック
から構成される。また、例えば、上りリンク要素周波数帯域幅は、ＥＵＴＲＡに対応した
移動局装置が通信に用いることができる周波数帯域幅であり、上りリンクシステム帯域幅
はＡ－ＥＵＴＲＡに対応した移動局装置が通信に用いることができる周波数帯域幅である
。
【００５０】
　また、この図が示す時間領域においては、７個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成され
る上りリンクスロット、２個の上りリンクスロットから構成される上りリンクサブフレー
ム（時間フレーム）、１０個の上りリンクサブフレームから構成される上りリンク無線フ
レームがある。なお、１個の上りリンクサブキャリアと１個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルか
ら構成されるユニットを上りリンクリソースエレメントと呼ぶ。
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【００５１】
　各上りリンクサブフレームには少なくとも、情報データの送信に用いられる上りリンク
共有チャネル、制御データの送信に用いられる上りリンク制御チャネルが配置される。上
りリンク制御チャネルは、下りリンクに対するチャネル品質指標ＣＱＩ、下りリンク共有
チャネルに対する受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、またはスケジューリング要求ＳＲから
なる制御データを送信する。また、上りリンク制御チャネルは、チャネル品質指標ＣＱＩ
からなる制御データを送信する場合と、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫからなる制御デー
タを送信する場合と、スケジューリング要求ＳＲからなる制御データを送信する場合とで
異なる種類の信号構成が用いられる。
【００５２】
　また、上りリンク制御チャネルに用いられる上りリンクリソースブロックペアは、上り
リンク要素周波数帯域内において周波数領域に対称関係にあり、異なる上りリンクスロッ
トに位置する２個の上りリンクリソースブロックから構成される。例えば、図３において
、最も周波数が低い上りリンク要素周波数帯域内の上りリンクサブフレーム内において、
一番目の上りリンクスロットの最も周波数が低い上りリンクリソースブロックと、二番目
の上りリンクスロットの最も周波数が高い上りリンクリソースブロックとにより、上りリ
ンク制御チャネルに用いられる上りリンクリソースブロックペアの１個が構成される。
【００５３】
　上りリンク共有チャネルおよび上りリンク制御チャネルの伝搬路変動の推定に用いられ
る上りリンクパイロットチャネルは、上りリンク共有チャネルと同じ上りリンクリソース
ブロック内に配置される場合と、上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブロ
ック内に配置される場合とで異なるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに上りリンク参照信号が配置
される。ここで、上りリンク参照信号とは、上りリンクパイロットチャネルに用いられる
、無線通信システム１において既知の信号である。
【００５４】
　上りリンクパイロットチャネルは、上りリンク共有チャネルと同じ上りリンクリソース
ブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の４番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
に上りリンク参照信号が配置される。上りリンクパイロットチャネルは、チャネル品質指
標ＣＱＩからなる制御データを含む上りリンク制御チャネルと同じ上りリンクリソースブ
ロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の２番目と６番目のＳＣ－ＦＤＭＡシ
ンボルに上りリンク参照信号が配置される。上りリンクパイロットチャネルは、受信確認
応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫからなる制御データを含む上りリンク制御チャネルと同じ上りリン
クリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の３番目と４番目と５番
目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに上りリンク参照信号が配置される。上りリンクパイロット
チャネルは、スケジューリング要求ＳＲからなる制御データを含む上りリンク制御チャネ
ルと同じ上りリンクリソースブロック内に配置される場合、上りリンクスロット内の３番
目と４番目と５番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに上りリンク参照信号が配置される。
【００５５】
　この図では、上りリンク制御チャネルが各上りリンク要素周波数帯域の最も端の上りリ
ンクリソースブロックに配置された場合を示しているが、上りリンク要素周波数帯域の端
から２番目、３番目などの上りリンクリソースブロックが上りリンク制御チャネルに用い
られる場合もある。
【００５６】
　なお、本発明の実施形態に係る無線通信システム１では、下りリンクにおいてＯＦＤＭ
方式を適用し、上りリンクにおいてＮｘＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ方式を適用する
。ここで、ＮｘＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ方式とは、上りリンク要素周波数帯域単
位でＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ方式を用いて信号を送受信する方式であり、複数の
上りリンク要素周波数帯域を用いた無線通信システム１の上りリンクサブフレームにおい
て複数のＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ送受信に関する処理部を用いて通信を行なう方
式である。
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【００５７】
　（第１の実施形態）
　＜基地局装置の全体構成＞
　以下、図４、図５、図６を用いて、本実施形態に係る基地局装置３の構成について説明
する。図４は、本発明の実施形態に係る基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である
。この図に示すように、基地局装置３は、受信処理部１０１、無線リソース制御部１０３
、制御部１０５、および、送信処理部（基地局側送信処理部）１０７を含んで構成される
。
【００５８】
　受信処理部１０１は、制御部１０５の指示に従い、受信アンテナ１０９により移動局装
置５から受信した、上りリンク制御チャネル、上りリンク共有チャネルの受信信号を復調
し、復号して、制御データ、情報データを抽出する。受信処理部１０１は、抽出した制御
データを制御部１０５に出力し、情報データを上位層に出力する。例えば、受信処理部１
０１は、移動局装置５からチャネル品質指標ＣＱＩを含む制御データからなる上りリンク
制御チャネルを受信し、復調し、復号して、抽出した下りリンク要素周波数帯域に対応す
るチャネル品質指標ＣＱＩを制御部１０５に出力する。また、例えば、受信処理部１０１
は、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む制御データからなる上りリンク制御チャネルの
検出を行ない、下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て情報を含む下りリンク制
御チャネルに用いられた無線リソースと予め対応付けられ、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネルを用いて移動局装置５より送
信された信号が肯定応答ＡＣＫ、否定応答ＮＡＣＫであるかを示す制御信号を、制御部１
０５に出力する。受信処理部１０１の詳細については、後述する。
【００５９】
　無線リソース制御部１０３は、移動局装置５各々の送信電力、間欠送受信サイクル、下
りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て、上りリンク制御チャネルの無線リソース
割り当て、下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て、上りリンク共有チャネルの
無線リソース割り当て、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネ
ルの割り当て周期、各種チャネルの変調方式・符号化率などを設定する。
【００６０】
　無線リソース制御部１０３は、制御部１０５を通して入力された、移動局装置５から受
信した各下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩに基づき、送信電
力の値、各チャネルの無線リソース割り当て、変調方式・符号化率などの設定を行なう。
また、無線リソース制御部１０３は、制御部１０５を通して入力された受信確認応答ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫに基づき、下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当てを行なう。具体
的には、無線リソース制御部１０３は、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫが肯定応答ＡＣＫ
であった場合、新規情報データを含む下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当てを
行ない、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫが否定応答ＮＡＣＫであった場合、送信済みの再
送情報データを含む下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当てを行なう。
【００６１】
　また、無線リソース制御部１０３は、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３が
移動局装置５に予め割り当てた下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを
送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に、移動局装
置５が無線リソースの選択に用いる優先度を下りリンク要素周波数帯域毎に設定する。下
りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置の無線リソースの選択に関わる優先度
の詳細については、後述する。無線リソース制御部１０３は、下りリンク要素周波数帯域
毎に設定される移動局装置の無線リソースの選択に関わる優先度の情報を含む無線リソー
ス制御情報を、送信処理部１０７を通して、移動局装置５に送信する。また、無線リソー
ス制御部１０３は、無線リソース制御情報を制御部１０５に出力する。
【００６２】
　制御部１０５は、無線リソース制御部１０３から入力された無線リソース制御情報に基



(17) JP 4889775 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

づき、下りリンク共有チャネルおよび下りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て・
変調方式・符号化率の制御を送信処理部１０７に対して行なう。また、制御部１０５は、
無線リソース制御情報に基づき、下りリンク制御チャネルを用いて送信する制御データを
生成し、送信処理部１０７に出力する。
【００６３】
　制御部１０５は、無線リソース制御部１０３から入力された無線リソース制御情報に基
づき、上りリンク共有チャネルおよび上りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て・
変調方式・符号化率の制御を受信処理部１０１に対して行なう。また、制御部１０５は、
移動局装置５によって上りリンク制御チャネルを用いて送信された制御データが受信処理
部１０１より入力され、入力された制御データを無線リソース制御部１０３に出力する。
例えば、制御部１０５は、チャネル品質指標ＣＱＩ、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫに関
する制御データが受信処理部１０１より入力され、チャネル品質指標ＣＱＩ、受信確認応
答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを無線リソース制御部１０３に出力する。
【００６４】
　送信処理部１０７は、制御部１０５から入力された制御信号に基づき下りリンク制御チ
ャネル、下りリンク共有チャネルを用いて送信する信号を生成して、送信アンテナ１１１
を介して送信する。送信処理部１０７は、無線リソース制御部１０３から入力された、チ
ャネル品質指標ＣＱＩの設定情報などからなる無線リソース制御情報、上位層から入力さ
れた情報データを下りリンク共有チャネルを用いて送信し、制御部１０５から入力された
制御データを下りリンク制御チャネルを用いて送信する。例えば、送信処理部１０７は、
下りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置の無線リソースの選択に関わる優先
度の情報を下りリンク共有チャネルを用いて移動局装置５に送信する。なお、説明の簡略
化のため、以降、情報データは無線リソース制御情報を含むものとする。送信処理部１０
７の詳細については、後述する。
【００６５】
　＜基地局装置の送信処理部１０７の構成＞
　以下、基地局装置３の送信処理部１０７の詳細について説明する。図５は、本発明の実
施形態に係る基地局装置３の送信処理部１０７の構成を示す概略ブロック図である。この
図に示すように、送信処理部１０７は、複数の下りリンク共有チャネル処理部２０１、複
数の下りリンク制御チャネル処理部２０３、下りリンクパイロットチャネル処理部２０５
、多重部２０７、ＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform；高速逆フーリエ変換）部
２０９、ＧＩ（Guard Interval；ガードインターバル）挿入部２１１、Ｄ／Ａ（Digital/
Analog；ディジタルアナログ変換）部２１３、送信ＲＦ（Radio Frequency；無線周波数
）部２１５、および、送信アンテナ１１１を含んで構成される。なお、各下りリンク共有
チャネル処理部２０１、各下りリンク制御チャネル処理部２０３は、それぞれ、同様の構
成および機能を有するので、その一つを代表して説明する。
【００６６】
　また、この図に示すように、下りリンク共有チャネル処理部２０１は、それぞれ、ター
ボ符号部２１９、および、データ変調部２２１、を備える。また、この図に示すように、
下りリンク制御チャネル処理部２０３は、畳み込み符号部２２３、および、ＱＰＳＫ変調
部２２５、を備える。下りリンク共有チャネル処理部２０１は、移動局装置５への情報デ
ータをＯＦＤＭ方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。ターボ符号部２１
９は、入力された情報データを、制御部１０５から入力された符号化率で、データの誤り
耐性を高めるためのターボ符号化を行ない、データ変調部２２１に出力する。データ変調
部２２１は、ターボ符号部２１９が符号化した符号データを、制御部１０５から入力され
た変調方式、例えば、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭのような変調方式で変調し、変
調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部２２１は、生成した信号系列を、多重部
２０７に出力する。
【００６７】
　下りリンク制御チャネル処理部２０３は、制御部１０５から入力された制御データを、
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ＯＦＤＭ方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。畳み込み符号部２２３は
、制御部１０５から入力された符号化率に基づき、制御データの誤り耐性を高めるための
畳み込み符号化を行なう。ここで、制御データはビット単位で制御される。また、畳み込
み符号部２２３は、制御部１０５から入力された符号化率に基づき、畳み込み符号化処理
を行なったビットに対して出力ビットの数を調整するためにレートマッチングも行なう。
畳み込み符号部２２３は、符号化した制御データをＱＰＳＫ変調部２２５に出力する。Ｑ
ＰＳＫ変調部２２５は、畳み込み符号部２２３が符号化した制御データを、ＱＰＳＫ変調
方式で変調し、変調した変調シンボルの信号系列を、多重部２０７に出力する。下りリン
クパイロットチャネル処理部２０５は、移動局装置５において既知の信号である下りリン
ク参照信号を生成し、多重部２０７に出力する。
【００６８】
　多重部２０７は、下りリンクパイロットチャネル処理部２０５から入力された信号と、
下りリンク共有チャネル処理部２０１各々から入力された信号と、下りリンク制御チャネ
ル処理部２０３各々から入力された信号とを、制御部１０５からの指示に従って、下りリ
ンク無線フレームに多重する。無線リソース制御部１０３によって設定された下りリンク
共有チャネルの無線リソース割り当て、下りリンク制御チャネルの無線リソース割り当て
に関する無線リソース制御情報が制御部１０５に入力され、その無線リソース制御情報に
基づき、制御部１０５は多重部２０７の処理を制御する。
【００６９】
　なお、多重部２０７は、下りリンク共有チャネルと下りリンク制御チャネル間の多重を
、図２に示したように時間多重で行なう。また、多重部２０７は、下りリンクパイロット
チャネルと、その他のチャネル間の多重は時間・周波数多重で行なう。また、多重部２０
７は、各移動局装置５宛ての下りリンク共有チャネルの多重を下りリンクリソースブロッ
クペア単位で行ない、１つの移動局装置５に対して複数の下りリンクリソースブロックペ
アを用いて下りリンク共有チャネルを多重することもある。また、多重部２０７は、各移
動局装置５宛ての下りリンク制御チャネルの多重を同一の下りリンク要素周波数帯域内で
あり、ばらばらに分散した下りリンクリソースエレメントを複数用いて行なう。多重部２
０７は、多重化した信号を、ＩＦＦＴ部２０９に出力する。
【００７０】
　ＩＦＦＴ部２０９は、多重部２０７が多重化した信号を高速逆フーリエ変換し、ＯＦＤ
Ｍ方式の変調を行ない、ＧＩ挿入部２１１に出力する。ＧＩ挿入部２１１は、ＩＦＦＴ部
２０９がＯＦＤＭ方式の変調を行った信号に、ガードインターバルを付加することで、Ｏ
ＦＤＭ方式におけるシンボルからなるベースバンドのディジタル信号を生成する。周知の
ように、ガードインターバルは、伝送するシンボルの先頭または末尾の一部を複製するこ
とによって生成される。ＧＩ挿入部２１１は、生成したベースバンドのディジタル信号を
Ｄ／Ａ部２１３に出力する。Ｄ／Ａ部２１３は、ＧＩ挿入部２１１から入力されたベース
バンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、送信ＲＦ部２１５に出力する。送信Ｒ
Ｆ部２１５は、Ｄ／Ａ部２１３から入力されたアナログ信号から、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する。次に、
送信ＲＦ部２１５は、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）し
、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ１１１を介して、移動局装置５
に送信する。
【００７１】
　＜基地局装置の受信処理部１０１の構成＞
　以下、基地局装置３の受信処理部１０１の詳細について説明する。図６は、本発明の実
施形態に係る基地局装置３の受信処理部１０１の構成を示す概略ブロック図である。この
図に示すように、受信処理部１０１は、受信ＲＦ部３０１、Ａ／Ｄ（Analog/Digital；ア
ナログディジタル変換）部３０３、要素周波数帯域分離部３０５、複数の上りリンク要素
周波数帯域毎受信処理部３０７、を含んで構成される。また、この図に示すように、上り
リンク要素周波数帯域毎受信処理部３０７は、シンボルタイミング検出部３０９、ＧＩ除
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去部３１１、ＦＦＴ部３１３、サブキャリアデマッピング部３１５、伝搬路推定部３１７
、上りリンク共有チャネル用の伝搬路等化部３１９、上りリンク制御チャネル用の伝搬路
等化部３２１、ＩＤＦＴ部３２３、データ復調部３２５、ターボ復号部３２７、および、
上りリンク制御チャネル検出部３２９、を備える。なお、各上りリンク要素周波数帯域毎
受信処理部３０７は、同様の構成および機能を有するので、その一つを代表して説明する
。
【００７２】
　受信ＲＦ部３０１は、受信アンテナ１０９で受信した信号を、適切に増幅し、中間周波
数に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持
されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、
直交復調する。受信ＲＦ部３０１は、直交復調したアナログ信号を、Ａ／Ｄ部３０３に出
力する。Ａ／Ｄ部３０３は、受信ＲＦ部３０１が直交復調したアナログ信号をディジタル
信号に変換し、変換したディジタル信号を要素周波数帯域分離部３０５に出力する。要素
周波数帯域分離部３０５は、上りリンクシステム帯域幅の上りリンク要素周波数帯域毎に
受信信号を分離し、各上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部３０７に出力する。
【００７３】
　上りリンク要素周波数帯域毎受信処理部３０７は、上りリンク要素周波数帯域内の上り
リンク共有チャネル、上りリンク制御チャネルの復調、復号を行ない、情報データ、制御
データを検出する。シンボルタイミング検出部３０９は、要素周波数帯域分離部３０５よ
り入力された信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界の
タイミングを示す制御信号を、ＧＩ除去部３１１に出力する。ＧＩ除去部３１１は、シン
ボルタイミング検出部３０９からの制御信号に基づいて、要素周波数帯域分離部３０５よ
り入力された信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を
、ＦＦＴ部３１３に出力する。ＦＦＴ部３１３は、ＧＩ除去部３１１から入力された信号
を高速フーリエ変換し、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ－ＯＦＤＭ方式の復調を行ない、サブキャ
リアデマッピング部３１５に出力する。なお、ＦＦＴ部３１３のポイント数は、後述する
移動局装置５のＩＦＦＴ部２０９のポイント数と等しい。
【００７４】
　サブキャリアデマッピング部３１５は、制御部１０５から入力された制御信号に基づき
、ＦＦＴ部３１３が復調した信号を、上りリンクパイロットチャネルの信号と、上りリン
ク共有チャネルの信号と、上りリンク制御チャネルの信号とに分離する。サブキャリアデ
マッピング部３１５は、分離した上りリンクパイロットチャネルの信号を伝搬路推定部３
１７に出力し、分離した上りリンク共有チャネルの信号を、上りリンク共有チャネル用の
伝搬路等化部３１９に出力し、また、分離した上りリンク制御チャネルの信号を上りリン
ク制御チャネル用の伝搬路等化部３２１に出力する。また、サブキャリアデマッピング部
３１５は、上りリンク制御チャネルが配置される無線リソースの候補が複数ある場合、制
御部１０５から入力された制御信号に基づき、全ての候補の上りリンク制御チャネルの信
号を上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部３２１に出力する。
【００７５】
　伝搬路推定部３１７は、サブキャリアデマッピング部３１５が分離した上りリンクパイ
ロットチャネルの上りリンク参照信号と既知の信号を用いて伝搬路の変動を推定する。伝
搬路推定部３１７は、推定した伝搬路推定値を、上りリンク共有チャネル用の伝搬路等化
部３１９と、上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部３２１に出力する。上りリンク共
有チャネル用の伝搬路等化部３１９は、サブキャリアデマッピング部３１５が分離した上
りリンク共有チャネルの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部３１７から入力された伝
搬路推定値に基づいて等化する。ここで、等化とは、信号が無線通信中に受けた伝搬路の
変動を元に戻す処理のことを表す。上りリンク共有チャネル用の伝搬路等化部３１９は、
調整した信号をＩＤＦＴ部３２３に出力する。
【００７６】
　ＩＤＦＴ部３２３は、上りリンク共有チャネル用の伝搬路等化部３１９から入力された
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信号を離散逆フーリエ変換し、データ復調部３２５に出力する。データ復調部３２５は、
ＩＤＦＴ部３２３が変換した上りリンク共有チャネルの信号の復調を行ない、復調した上
りリンク共有チャネルの信号をターボ復号部３２７に出力する。この復調は、移動局装置
５のデータ変調部２２１で用いられる変調方式に対応した復調であり、変調方式は制御部
１０５より入力される。ターボ復号部３２７は、データ復調部３２５から入力され、復調
された上りリンク共有チャネルの信号から、情報データを復号する。符号化率は、制御部
１０５より入力される。
【００７７】
　上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部３２１は、サブキャリアデマッピング部３１
５で分離された上りリンク制御チャネルの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部３１７
から入力された伝搬路推定値に基づいて等化する。上りリンク制御チャネル用の伝播路等
化部は、等化した信号を上りリンク制御チャネル検出部３２９に出力する。上りリンク制
御チャネル検出部３２９は、上りリンク制御チャネル用の伝搬路等化部３２１から入力さ
れた信号を送信された制御データの種別に応じて、復調、復号し、制御データを検出する
。ここで、基地局装置３は、移動局装置５が送信する制御データの種別を予め把握してい
る。上りリンク制御チャネル検出部３２９は、検出した制御データを制御部１０５に出力
する。
【００７８】
　制御部１０５は、基地局装置３が、移動局装置５に下りリンク制御チャネルを用いて送
信した制御データ、下りリンク共有チャネルを用いて送信した無線リソース制御情報に基
づいて、サブキャリアデマッピング部３１５、データ復調部３２５、ターボ復号部３２７
、伝搬路推定部３１７、および上りリンク制御チャネル検出部３２９の制御を行なう。ま
た、制御部１０５は、基地局装置３が移動局装置５に送信した制御データ、無線リソース
制御情報に基づき、各移動局装置５が送信した上りリンク共有チャネル、上りリンク制御
チャネルがどの無線リソースに配置されているか把握している。制御部１０５は、ある移
動局装置５に対してチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク制御チャ
ネルの無線リソースが同一の上りリンクサブフレームに割り当てられている場合、優先度
の高い下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上
りリンク制御チャネルに対応する信号を伝搬路等化部に出力するようにサブキャリアデマ
ッピング部３１５に制御信号を出力する。
【００７９】
　＜移動局装置の全体構成＞
　以下、図７、図８、図９を用いて、本実施形態に係る移動局装置５の構成について説明
する。図７は、本発明の第１の実施形態に係る移動局装置５の構成を示す概略ブロック図
である。この図に示すように、移動局装置５は、受信処理部４０１、制御部４０３、送信
処理部４０５を含んで構成される。また、制御部４０３は、上りリンク制御データ生成部
４０７、上りリンク制御チャネル選択部４０９を備える。
【００８０】
　受信処理部４０１は、基地局装置３から信号を受信し、制御部４０３の指示に従い、受
信信号を復調、復号する。受信処理部４０１は、自装置宛ての下りリンク制御チャネルの
信号を検出した場合は、下りリンク制御チャネルの信号を復号して取得した制御データを
制御部４０３に出力する。また、受信処理部４０１は、下りリンク制御チャネルに含まれ
る制御データを制御部４０３に出力した後の制御部４０３の指示に基づき、自装置宛ての
下りリンク共有チャネルを復号して得た情報データを、制御部４０３を介して上位層に出
力する。また、受信処理部４０１は、下りリンク共有チャネルを復号して得た無線リソー
ス制御情報、下りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置の無線リソースの選択
に関わる優先度の情報を制御部４０３に出力する。また、受信処理部４０１は、各下りリ
ンク要素周波数帯域の下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号を用いてチャ
ネル品質を測定し、測定結果を制御部４０３に出力する。受信処理部４０１の詳細につい
ては後述する。
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【００８１】
　制御部４０３は、上りリンク制御データ生成部４０７、上りリンク制御チャネル選択部
４０９を備える。制御部４０３は、下りリンク共有チャネルを用いて送信され、受信処理
部４０１より入力されたデータを確認し、データの中で情報データを上位層に出力し、デ
ータの中で無線リソース制御情報、下りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置
の無線リソースの選択に関わる優先度の情報に基づいて、受信処理部４０１、送信処理部
４０５を制御する。また、同様に、制御部４０３は、制御データに基づいて、受信処理部
４０１、送信処理部４０５を制御する。
【００８２】
　制御部４０３の上りリンク制御チャネル選択部４０９は、基地局装置３より受信処理部
４０１を介して入力された下りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置の無線リ
ソースの選択に関わる優先度の情報に基づいて、同一上りリンクサブフレームで、基地局
装置３より予め割り当てられた下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを
送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の上
りリンク制御チャネルの無線リソースを選択する。具体的には、上りリンク制御チャネル
選択部４０９は、優先度の最も高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩ
を送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースを選択する。な
お、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、同一上りリンクサブフレームで、基地局装
置３より予め割り当てられた下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが１つだけ発生した場合は、その無
線リソースを選択する。
【００８３】
　制御部４０３の上りリンク制御データ生成部４０７は、受信処理部４０１より入力され
た各下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質からチャネル品質指標ＣＱＩを生成する。
制御部４０３は、上りリンク制御チャネル選択部４０９の制御の結果に基づき、送信処理
部４０５が各下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを何れの上りリンク制
御チャネルの無線リソースを用いて送信するかを制御する。そして、制御部４０３は、上
りリンク制御データ生成部４０７が生成した各下りリンク要素周波数帯域に対応するチャ
ネル品質指標ＣＱＩからなる制御データをそれぞれ、後述する送信処理部４０５に出力す
る。
【００８４】
　なお、制御部４０３は、上りリンク制御チャネル選択部４０９が選択した上りリンク制
御チャネルの無線リソースを用いて送信するように予め設定された下りリンク要素周波数
帯域のチャネル品質指標ＣＱＩであり、上りリンク制御データ生成部４０７が生成したチ
ャネル品質指標ＣＱＩからなる制御データを送信処理部４０５に出力する。つまり、制御
部４０３は、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３より予め割り当てられた下り
リンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャ
ネルの無線リソースが複数発生した場合に、優先度の最も高い下りリンク要素周波数帯域
のチャネル品質指標ＣＱＩからなる制御データを送信処理部４０５に出力する。
【００８５】
　送信処理部４０５は、制御部４０３の指示に従い、情報データ、制御データを符号化し
、変調した信号を上りリンクの無線リソースに配置して、基地局装置３に送信アンテナ４
１３を介して送信する。送信処理部４０５は、同一上りリンクサブフレームで、基地局装
置３より予め割り当てられた下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に、制御部４０
３より入力された優先度の最も高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩ
からなる制御データを含む信号を送信する。送信処理部４０５の詳細については後述する
。
【００８６】
　＜移動局装置の受信処理部４０１＞
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　以下、移動局装置５の受信処理部４０１の詳細について説明する。図８は、本発明の実
施形態に係る移動局装置５の受信処理部４０１の構成を示す概略ブロック図である。この
図に示すように、受信処理部４０１は、受信ＲＦ部５０１、Ａ／Ｄ部５０３、シンボルタ
イミング検出部５０５、ＧＩ除去部５０７、ＦＦＴ部５０９、多重分離部５１１、伝搬路
推定部５１３、チャネル品質測定部５１５、下りリンク共有チャネル用の伝搬路補償部５
１７、下りリンク共有チャネル復号部５１９、下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部
５２１、および、下りリンク制御チャネル復号部５２３、を含んで構成される。また、こ
の図に示すように、下りリンク共有チャネル復号部５１９は、データ復調部５２５、およ
び、ターボ復号部５２７、を備える。また、この図に示すように、下りリンク制御チャネ
ル復号部５２３は、ＱＰＳＫ復調部５２９、および、ビタビデコーダ部５３１、を備える
。受信ＲＦ部５０１は、受信アンテナ４１１で受信した信号を、適切に増幅し、中間周波
数に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持
されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、
直交復調する。
【００８７】
　受信ＲＦ部５０１は、直交復調したアナログ信号を、Ａ／Ｄ部５０３に出力する。Ａ／
Ｄ部５０３は、受信ＲＦ部５０１が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し
、変換したディジタル信号を、シンボルタイミング検出部５０５と、ＧＩ除去部５０７と
、に出力する。シンボルタイミング検出部５０５は、Ａ／Ｄ部５０３が変換したディジタ
ル信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミング
を示す制御信号を、ＧＩ除去部５０７に出力する。ＧＩ除去部５０７は、シンボルタイミ
ング検出部５０５からの制御信号に基づいて、Ａ／Ｄ部５０３の出力したディジタル信号
からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、ＦＦＴ部５０９
に出力する。ＦＦＴ部５０９は、ＧＩ除去部５０７から入力された信号を高速フーリエ変
換し、ＯＦＤＭ方式の復調を行ない、多重分離部５１１に出力する。
【００８８】
　多重分離部５１１は、制御部４０３から入力された制御信号に基づき、ＦＦＴ部５０９
が復調した信号を、下りリンク制御チャネルの信号と、下りリンク共有チャネルの信号と
に分離する。多重分離部５１１は、分離した下りリンク共有チャネルの信号を、下りリン
ク共有チャネル用の伝搬路補償部５１７に出力し、また、分離した下りリンク制御チャネ
ルの信号を、下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部５２１に出力する。また、多重分
離部５１１は、下りリンクパイロットチャネルが配置される下りリンクリソースエレメン
トを分離し、下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号を、伝搬路推定部５１
３と、チャネル品質測定部５１５に出力する。
【００８９】
　伝搬路推定部５１３は、多重分離部５１１が分離した下りリンクパイロットチャネルの
下りリンク参照信号と既知の信号とを用いて伝搬路の変動を推定し、伝搬路の変動を補償
するように、振幅および位相を調整するための伝播路補償値を、下りリンク共有チャネル
用の伝搬路補償部５１７と、下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部５２１に出力する
。チャネル品質測定部５１５は、下りリンク要素周波数帯域単位で下りリンクパイロット
チャネルの下りリンク参照信号を用いてチャネル品質を測定し、各下りリンク要素周波数
帯域のチャネル品質の測定結果を制御部４０３に出力する。下りリンク共有チャネル用の
伝搬路補償部５１７は、多重分離部５１１が分離した下りリンク共有チャネルの信号の振
幅および位相を、伝搬路推定部５１３から入力された伝搬路補償値に従って調整する。下
りリンク共有チャネル用の伝搬路補償部５１７は、伝搬路を調整した信号を下りリンク共
有チャネル復号部５１９のデータ復調部５２５に出力する。
【００９０】
　下りリンク共有チャネル復号部５１９は、制御部４０３からの指示に基づき、下りリン
ク共有チャネルの復調、復号を行ない、情報データを検出する。データ復調部５２５は、
伝搬路補償部から入力された下りリンク共有チャネルの信号の復調を行ない、復調した下
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りリンク共有チャネルの信号をターボ復号部５２７に出力する。この復調は、基地局装置
３のデータ変調部２２１で用いられる変調方式に対応した復調である。ターボ復号部５２
７は、データ復調部５２５から入力され、復調された下りリンク共有チャネルの信号から
情報データを復号し、制御部４０３を介して上位層に出力する。なお、下りリンク共有チ
ャネルを用いて送信された無線リソース制御情報、下りリンク共有チャネルを復号して得
た無線リソース制御情報、下りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置の無線リ
ソースの選択に関わる優先度の情報も制御部４０３に出力される。
【００９１】
　下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部５２１は、多重分離部５１１が分離した下り
リンク制御チャネルの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部５１３から入力された伝搬
路補償値に従って調整する。下りリンク制御チャネル用の伝搬路補償部５２１は、調整し
た信号を下りリンク制御チャネル復号部５２３のＱＰＳＫ復調部５２９に出力する。
【００９２】
　下りリンク制御チャネル復号部５２３は、以下のように、伝搬路補償部５２１から入力
された信号を復調、復号し、制御データを検出する。ＱＰＳＫ復調部５２９は、下りリン
ク制御チャネルの信号に対してＱＰＳＫ復調を行ない、ビタビデコーダ部５３１に出力す
る。ビタビデコーダ部５３１は、ＱＰＳＫ復調部５２９が復調した信号を復号し、復号し
た制御データを制御部４０３に出力する。ここで、この信号はビット単位で表現され、ビ
タビデコーダ部５３１は、入力ビットに対してビタビデコーディング処理を行なうビット
の数を調整するためにレートデマッチングも行なう。
【００９３】
　なお、制御部４０３は、ビタビデコーダ部５３１より入力された制御データが誤りなく
、自装置宛ての制御データかを判定し、誤りなく、自装置宛ての制御データと判定した場
合、制御データに基づいて多重分離部５１１、データ復調部５２５、ターボ復号部５２７
、および送信処理部４０５、を制御する。
【００９４】
　＜移動局装置の送信処理部４０５＞
　図９は、本発明の実施形態に係る移動局装置５の送信処理部４０５の構成を示す概略ブ
ロック図である。この図に示すように、送信処理部４０５は、複数の上りリンク要素周波
数帯域毎送信処理部６０１、要素周波数帯域合成部６０３、Ｄ／Ａ部６０５、送信ＲＦ部
６０７、および、送信アンテナ４１３を含んで構成される。また、この図に示すように、
上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部６０１は、ターボ符号部６１１、データ変調部６
１３、ＤＦＴ部６１５、上りリンクパイロットチャネル処理部６１７、上りリンク制御チ
ャネル処理部６１９、サブキャリアマッピング部６２１、ＩＦＦＴ部６２３、および、Ｇ
Ｉ挿入部６２５、を備える。移動局装置５は、対応する数の上りリンク要素周波数帯域分
の上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部６０１を有する。なお、各上りリンク要素周波
数帯域毎送信処理部６０１は、同様の構成および機能を有するので、その一つを代表して
説明する。
【００９５】
　上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部６０１は、情報データ、制御データに対して符
号化、変調を行ない、上りリンク要素周波数帯域内の上りリンク共有チャネル、上りリン
ク制御チャネルを用いて送信する信号を生成する。例えば、上りリンク要素周波数帯域毎
送信処理部６０１は、チャネル品質指標ＣＱＩからなる制御データを符号化、変調を行な
い、上りリンク制御チャネルを用いて送信する信号を生成する。ターボ符号部６１１は、
入力された情報データを、制御部４０３から指示された符号化率で、データの誤り耐性を
高めるためのターボ符号化を行ない、データ変調部６１３に出力する。データ変調部６１
３は、ターボ符号部６１１が符号化した符号データを、制御部４０３から指示された変調
方式、例えば、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭのような変調方式で変調し、変調シン
ボルの信号系列を生成する。データ変調部６１３は、生成した変調シンボルの信号系列を
、ＤＦＴ部６１５に出力する。
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【００９６】
　ＤＦＴ部６１５は、データ変調部６１３が出力した信号を離散フーリエ変換し、サブキ
ャリアマッピング部６２１に出力する。上りリンク制御チャネル処理部６１９は、制御部
４０３から入力された制御データを伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。上り
リンク制御チャネル処理部６１９に入力される制御データは、下りリンクのチャネル品質
指標ＣＱＩ、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、スケジューリング要求ＳＲ、または下りリ
ンクのチャネル品質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの両方の何れかである。
上りリンク制御チャネル処理部６１９は、処理を行なう制御データの種類に応じて異なる
形式の信号を生成し、サブキャリアマッピング部６２１に出力する。処理を行なう制御デ
ータの種類が、制御部４０３から上りリンク制御チャネル処理部６１９に入力される。上
りリンクパイロットチャネル処理部６１７は、基地局装置３において既知の信号である上
りリンク参照信号を生成し、サブキャリアマッピング部６２１に出力する。
【００９７】
　サブキャリアマッピング部６２１は、上りリンクパイロットチャネル処理部６１７から
入力された信号と、ＤＦＴ部６１５から入力された信号と、上りリンク制御チャネル処理
部６１９各々から入力された信号とを、制御部４０３からの指示に従ってサブキャリアに
配置し、ＩＦＦＴ部６２３に出力する。なお、サブキャリアマッピング部６２１は、送信
信号のシングルキャリア属性を維持するため、上りリンク共有チャネルの信号と上りリン
ク制御チャネルの信号を同一の上りリンクサブフレームに配置して、出力しない。同様に
、サブキャリアマッピング部６２１は、複数の上りリンク共有チャネルの信号を同一の上
りリンクサブフレームに配置して出力しない。同様に、サブキャリアマッピング部６２１
は、少なくとも移動局装置５の送信電力に制限がある場合、複数の上りリンク制御チャネ
ルの信号を同一の上りリンクサブフレームに配置して出力しない。実際には、制御部４０
３が、サブキャリアマッピング部６２１が上記処理を行なうように制御する。
【００９８】
　なお、移動局装置５は、送信電力に制限がある場合、異なる上りリンク要素周波数帯域
において、同一の上りリンクサブフレームに複数の上りリンク共有チャネル、複数の上り
リンク制御チャネルを配置して送信することはない。移動局装置５は、送信電力に制限が
余りない場合、異なる上りリンク要素周波数帯域において、同一の上りリンクサブフレー
ムに複数の上りリンク共有チャネル、複数の上りリンク制御チャネル、上りリンク共有チ
ャネルと上りリンク制御チャネルを配置して送信するようにしてもよい。
【００９９】
　なお、サブキャリアマッピング部６２１は、上りリンク共有チャネル内における上りリ
ンクパイロットチャネルの信号の配置、上りリンク制御チャネル内における上りリンクパ
イロットチャネルの信号の配置を、図３に示したように時間多重で配置して、出力する。
ＩＦＦＴ部６２３は、サブキャリアマッピング部６２１が出力した信号を高速逆フーリエ
変換し、ＧＩ挿入部６２５に出力する。ここで、ＩＦＦＴ部６２３のポイント数はＤＦＴ
部６１５のポイント数よりも多く、移動局装置５は、ＤＦＴ部６１５、サブキャリアマッ
ピング部６２１、ＩＦＦＴ部６２３を用いることにより、上りリンク共有チャネルを用い
て送信する信号に対してＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ－ＯＦＤＭ方式の変調を行なう。ＧＩ挿入
部６２５は、ＩＦＦＴ部６２３から入力された信号に、ガードインターバルを付加し、要
素周波数帯域合成部６０３に出力する。
【０１００】
　要素周波数帯域合成部６０３は、各上りリンク要素周波数帯域毎送信処理部６０１より
入力された上りリンク要素周波数帯域毎の信号を合成し、Ｄ／Ａ部６０５に出力する。Ｄ
／Ａ部６０５は、要素周波数帯域合成部６０３から入力された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、送信ＲＦ部６０７に出力する。送信ＲＦ部６０７は、Ｄ／
Ａ部６０５から入力されたアナログ信号から、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する。次に、送信ＲＦ部６０７は
、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）し、余分な周波数成分



(25) JP 4889775 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

を除去し、電力増幅し、送信アンテナ４１３を介して、基地局装置３に送信する。
【０１０１】
　以上の構成により、送信処理部４０５は、上りリンク制御データ生成部４０７が生成し
たチャネル品質指標ＣＱＩを、上りリンク制御チャネル選択部４０９が選択した上りリン
ク制御チャネルの無線リソースに配置して基地局装置に送信する。
【０１０２】
　＜下りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置の無線リソースの選択に関わる
優先度＞
　次に、下りリンク要素周波数帯域毎に設定される移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱ
Ｉを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースの選択に関わる優先度の詳細
について説明する。
【０１０３】
　図１０は、本発明の第１の実施形態において、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル
品質指標ＣＱＩの優先度の一例を示す図である。なお、ここでは、下りリンク要素周波数
帯域が３個（第１の下りリンク要素周波数帯域、第２の下りリンク要素周波数帯域、第３
の下りリンク要素周波数帯域）の場合について説明する。基地局装置３の無線リソース制
御部１０３は、各下りリンク要素周波数帯域に対して優先度として順位付けを行なう。図
１０において、無線リソース制御部１０３は、第１の下りリンク要素周波数帯域を１番、
第２の下りリンク要素周波数帯域を２番、第３の下りリンク要素周波数帯域を３番という
ように順位付けを行ない、基地局装置３はこのような下りリンク要素周波数帯域毎のチャ
ネル品質指標ＣＱＩの優先度を示す情報を移動局装置５に送信する。
【０１０４】
　移動局装置５は、受信した下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩの優
先度を示す情報に基づき、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３より予め割り当
てられた下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリ
ンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の上りリンク制御チャネル
の無線リソースを選択する。
【０１０５】
　例えば、移動局装置５の上りリンク制御チャネル選択部４０９は、同一上りリンクサブ
フレームで、第１の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信
するための上りリンク制御チャネルの無線リソースと、第２の下りリンク要素周波数帯域
に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソ
ースと、が発生した場合に、優先度として順位が高い、第１の下りリンク要素周波数帯域
に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソ
ースを選択する。制御部４０３は、上りリンク制御チャネル選択部４０９が選択した第１
の下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信処理部４０５に出力する。
【０１０６】
　例えば、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、同一上りリンクサブフレームで、第
２の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上り
リンク制御チャネルの無線リソースと、第３の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースと、が発生
した場合に、優先度として順位が高い、第２の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースを選択する
。制御部４０３は、上りリンク制御チャネル選択部４０９が選択した第２の下りリンク要
素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信処理部４０５に出力する。
【０１０７】
　例えば、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、同一上りリンクサブフレームで、第
１の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上り
リンク制御チャネルの無線リソースと、第２の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースと、第３の
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下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリン
ク制御チャネルの無線リソースと、が発生した場合に、優先度として順位が最も高い、第
１の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上り
リンク制御チャネルの無線リソースを選択する。制御部４０３は、上りリンク制御チャネ
ル選択部４０９が選択した第１の下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを
送信処理部４０５に出力する。
【０１０８】
　＜チャネル品質指標ＣＱＩ送信用の上りリンク制御チャネルの構成＞
　図１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃは、本発明の実施形態における、チャネル品質指標ＣＱＩを
送信するための複数の上りリンク制御チャネルについての周波数領域の設定を示す図であ
る。なお、ここでは、下りリンク要素周波数帯域が３個（第１の下りリンク要素周波数帯
域、第２の下りリンク要素周波数帯域、第３の下りリンク要素周波数帯域）、上りリンク
要素周波数帯域が３個（第１の上りリンク要素周波数帯域、第２の上りリンク要素周波数
帯域、第３の上りリンク要素周波数帯域）の場合について説明する。
【０１０９】
　例えば、図１１Ａに示すように、基地局装置３の無線リソース制御部１０３は、移動局
装置５に対して各上りリンク要素周波数帯域に各下りリンク要素周波数帯域に対応するチ
ャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースを設定し
、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースに関
する設定情報を移動局装置５に通知する。
【０１１０】
　図１１Ａにおいて、ＣＱＩ１は無線リソース制御部１０３が第１の上りリンク要素周波
数帯域に設定した、第１の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩ
を送信するための上りリンク制御チャネルを示し、ＣＱＩ２は無線リソース制御部１０３
が第２の上りリンク要素周波数帯域に設定した、第２の下りリンク要素周波数帯域に対応
するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルを示し、ＣＱＩ３
は無線リソース制御部１０３が第３の上りリンク要素周波数帯域に設定した、第３の下り
リンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制
御チャネルを示す。例えば、各チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御
チャネルは、図３に示すように、各上りリンク要素周波数帯域の周波数領域の端の上りリ
ンクリソースブロックペアを用いて構成される。
【０１１１】
　また、例えば、図１１Ｂに示すように、基地局装置３の無線リソース制御部１０３は、
移動局装置５に対して１個の上りリンク要素周波数帯域に各下りリンク要素周波数帯域に
対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソー
スを設定し、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リ
ソースに関する設定情報を移動局装置５に通知する。
【０１１２】
　図１１Ｂにおいて、ＣＱＩ１は無線リソース制御部１０３が第１の上りリンク要素周波
数帯域に設定した、第１の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩ
を送信するための上りリンク制御チャネルを示し、ＣＱＩ２は無線リソース制御部１０３
が第１の上りリンク要素周波数帯域に設定した、第２の下りリンク要素周波数帯域に対応
するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルを示し、ＣＱＩ３
は無線リソース制御部１０３が第１の上りリンク要素周波数帯域に設定した、第３の下り
リンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制
御チャネルを示す。例えば、各チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御
チャネルは、図３に示すように、最も周波数が低い上りリンク要素周波数帯域の周波数領
域の端から１個以上の上りリンクリソースブロックペアを用いて構成される。
【０１１３】
　なお、図１１Ａおよび図１１Ｂに記載の上りリンク制御チャネルの無線リソースの設定
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を組み合わせた構成も可能である。例えば、図１１Ｃに示すように、基地局装置３の無線
リソース制御部１０３は、移動局装置５に対して複数の上りリンク要素周波数帯域に各下
りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク
制御チャネルの無線リソースを設定し、一部の上りリンク要素周波数帯域に複数の下りリ
ンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御
チャネルの無線リソースを設定し、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク
制御チャネルの無線リソースに関する設定情報を移動局装置５に通知する。
【０１１４】
　図１１Ｃにおいて、ＣＱＩ１は無線リソース制御部１０３が第１の上りリンク要素周波
数帯域に設定した、第１の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩ
を送信するための上りリンク制御チャネルを示し、ＣＱＩ２は無線リソース制御部１０３
が第１の上りリンク要素周波数帯域に設定した、第２の下りリンク要素周波数帯域に対応
するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルを示し、ＣＱＩ３
は無線リソース制御部１０３が第３の上りリンク要素周波数帯域に設定した、第３の下り
リンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制
御チャネルを示す。
【０１１５】
　図１２は、本発明の実施形態における、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数
の上りリンク制御チャネルについての時間領域の設定を示す図である。図１２では、上り
リンクサブフレーム単位の設定を示す。基地局装置３の無線リソース制御部１０３は、移
動局装置５に対して、ＣＱＩ１の無線リソースを第１の上りリンクサブフレームから４個
の上りリンクサブフレーム毎に設定し、ＣＱＩ２の無線リソースを第３の上りリンクサブ
フレームから５個の上りリンクサブフレーム毎に設定し、ＣＱＩ３の無線リソースを第２
の上りリンクサブフレームから５個の上りリンクサブフレーム毎に設定する。無線リソー
ス制御部１０３は、送信処理部１０７を通して移動局装置５にチャネル品質指標ＣＱＩを
送信するための上りリンク制御チャネル（CQI1、CQI2、CQI3）の無線リソースの割り当て
周期、割り当て開始上りリンクサブフレームを通知する。
【０１１６】
　その結果、第１３の上りリンクサブフレームにおいてＣＱＩ１とＣＱＩ２の無線リソー
スが同時に発生し、第１７の上りリンクサブフレームにおいてＣＱＩ１とＣＱＩ３の無線
リソースが同時に発生する。図１０を用いて、第１３の上りリンクサブフレーム、および
第１７の上りリンクサブフレームにおける移動局装置５の上りリンク制御チャネル選択部
４０９の処理について説明する。第１３の上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク
制御チャネル選択部４０９は、優先度が高い第１の下りリンク要素周波数帯域に対応する
チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルであるＣＱＩ１を選択
する。第１７の上りリンクサブフレームにおいて、上りリンク制御チャネル選択部４０９
は、優先度が高い第１の下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩを
送信するための上りリンク制御チャネルであるＣＱＩ１を選択する。
【０１１７】
　＜チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択のフロー＞
　図１３は、本発明の第１の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理
の一例を示すフローチャートである。上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル
品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサ
ブフレームか否かを判定する（ステップＳ１０１）。上りリンク制御チャネル選択部４０
９がチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた
上りリンクサブフレームではないと判定した場合、次の上りリンクサブフレームで再度ス
テップＳ１０１に進む。一方、上りリンク制御チャネル選択部４０９がチャネル品質指標
ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレー
ムであると判定した場合、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標Ｃ
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ＱＩを送信するための複数の上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフ
レームか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【０１１８】
　上りリンク制御チャネル選択部４０９がチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数
の上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームではないと判定した
場合、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、割り当てられた上りリンク制御チャネル
を選択する（ステップＳ１０３）。上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品
質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリン
クサブフレームであると判定した場合、優先度が最も高い下りリンク要素周波数帯域に対
応するチャネル品質指標ＣＱＩの送信用に割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択
する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０３、およびステップＳ１０４の後、移動局装
置５は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択に関す
る処理を終了し、選択した上りリンク制御チャネルを用いてチャネル品質指標ＣＱＩを基
地局装置３に送信する。
【０１１９】
　本発明は、複数の下りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを効率
的に制御し、移動局装置５がチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送信することが
できる。同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指
標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に
、移動局装置５は特定の無線リソースを選択することにより、送信信号のシングルキャリ
ア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要求される品質を満足する
ように信号を送信することができる。
【０１２０】
　また、基地局装置３は、移動局装置５毎に各下りリンク要素周波数帯域に対するスケジ
ューリングの優先度を考慮して、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩ
を送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースの選択に関わる優先度を設定す
ることにより、移動局装置５は優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指
標ＣＱＩを基地局装置３に優先して送信し、基地局装置３はスケジューリングの優先度の
高い下りリンク要素周波数帯域に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケジュ
ーリングを行なうことができる。
【０１２１】
　なお、基地局装置３は、移動局装置５に設定した下りリンク要素周波数帯域毎のチャネ
ル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースの選択に関わ
る優先度、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソ
ースを把握しているので、同一の上りリンクサブフレームでチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に移動局装置５
が送信に用いる上りリンク制御チャネルの無線リソース、チャネル品質指標ＣＱＩが対応
する下りリンク要素周波数帯域を認識している。
【０１２２】
　なお、本発明は、上記実施形態で説明に用いた下りリンク要素周波数帯域の数、上りリ
ンク要素周波数帯域の数から構成される無線通信システム１に限定されない。異なる数の
下りリンク要素周波数帯域、上りリンク要素周波数帯域から構成される無線通信システム
１にも適用できる。また、本発明は、下りリンク要素周波数帯域の数が上りリンク要素周
波数帯域の数より多く構成される無線通信システム１、上りリンク要素周波数帯域の数が
下りリンク要素周波数帯域の数より多く構成される無線通信システム１にも適用できる。
【０１２３】
　なお、本発明は、上記実施形態で説明に用いたチャネル品質指標ＣＱＩを送信するため
の上りリンク制御チャネルの無線リソースの割り当て周期から構成される無線通信システ
ム１に限定されない。異なる割り当て周期を用いた無線通信システム１にも適用できる。
なお、本発明は、電力に制限のある移動局装置にのみ適用してもよい。電力に制限の余り
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ない移動局装置、つまり信号に要求される品質を満足しつつ、送信可能な送信電力が非常
に余っている移動局装置は、同一上りリンクサブフレームで、複数の上りリンク制御チャ
ネルの無線リソースを用いてチャネル品質指標ＣＱＩを送信し、電力に制限のある移動局
装置は本発明を適用し、特定の上りリンク制御チャネルの無線リソースを選択して、チャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するようにしてもよい。
【０１２４】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態では、移動局装置５は、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信
するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが割り当てられた上りリンク要素周波
数帯域の中で、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線
リソースを選択し、選択した無線リソースが割り当てられた、下りリンク要素周波数帯域
のチャネル品質指標ＣＱＩを送信する。
【０１２５】
　図１４は、本発明の第２の実施形態において、ある上りリンクサブフレームで、チャネ
ル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク制御チャネルと、受信確認応答ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが同時に発生した場合を示す図で
ある。なお、ここでは、下りリンク要素周波数帯域が３個（第１の下りリンク要素周波数
帯域、第２の下りリンク要素周波数帯域、第３の下りリンク要素周波数帯域）、上りリン
ク要素周波数帯域が３個（第１の上りリンク要素周波数帯域、第２の上りリンク要素周波
数帯域、第３の上りリンク要素周波数帯域）の場合について説明する。
【０１２６】
　移動局装置５は、第１の上りリンク要素周波数帯域で、第１の下りリンク要素周波数帯
域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルＣＱＩ１の無線リ
ソースを、基地局装置３の無線リソース制御部１０３より予め割り当てられている。同様
に、移動局装置５は、第２の上りリンク要素周波数帯域で、第２の下りリンク要素周波数
帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルＣＱＩ２の無線
リソースを、予め割り当てられている。また、移動局装置５は、第２の上りリンク要素周
波数帯域の無線リソースであり、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリ
ンク制御チャネルを示す下りリンク制御チャネルを受信している。
【０１２７】
　移動局装置５の上りリンク制御チャネル選択部４０９は、上りリンク制御データ生成部
４０７が受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを示す制御データを生成した場合に、受信確認応
答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信用に割り当てられた上りリンク制御チャネルが配置される上り
リンク要素周波数帯域の中で、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御
チャネルの無線リソースを選択する。移動局装置５の送信処理部４０５は、上りリンク制
御チャネル選択部４０９が選択した上りリンク制御チャネルの無線リソースが割り当てら
れた、下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを含む信号を生成し、基地局装置３に送信する。
【０１２８】
　移動局装置５の上りリンク制御チャネル処理部６１９は、チャネル品質指標ＣＱＩと受
信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む信号を、チャネル品質指標ＣＱＩだけを含む信号とは
異なる形式で生成する。例えば、上りリンク制御チャネル処理部６１９は、チャネル品質
指標ＣＱＩだけを含む信号に対して、上りリンク参照信号に変調を行なって、チャネル品
質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む信号を生成する。基地局装置３の上
りリンク制御チャネル検出部３２９は、受信された上りリンク制御チャネルの上りリンク
参照信号から受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを検出し、上りリンク参照信号以外の信号か
らチャネル品質指標ＣＱＩを検出する。
【０１２９】
　＜チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択のフロー＞
　図１５は、本発明の第２の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送
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信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理
の一例を示すフローチャートである。上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル
品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサ
ブフレームか否かを判定する（ステップＴ１０１）。上りリンク制御チャネル選択部４０
９がチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた
上りリンクサブフレームではないと判定した場合、次の上りリンクサブフレームで再度ス
テップＴ１０１に進む。一方、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指
標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレ
ームであると判定した場合、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク
制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームか否かを判定する（ステップＴ１
０２）。
【０１３０】
　上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複
数の上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームではないと判定し
た場合、割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択する（ステップＴ１０３）。上り
リンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上
りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームであると判定した場合、
チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上り
リンク要素周波数帯域の中で受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク
制御チャネルが割り当てられているか否かを判定する（ステップＴ１０４）。
【０１３１】
　上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上
りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の中で受信確認応答Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられていないと判定
した場合、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、優先度が最も高い下りリンク要素周
波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩの送信用に割り当てられた上りリンク制御チ
ャネルを選択する（ステップＴ１０５）。上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリン
ク要素周波数帯域の中で、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制
御チャネルが割り当てられていると判定した場合、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信
するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域に割り当
てられたチャネル品質指標ＣＱＩ送信用の上りリンク制御チャネルを選択する（ステップ
Ｔ１０６）。
【０１３２】
　ステップＴ１０３、ステップＴ１０５、およびステップＴ１０６の後、移動局装置５は
、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する処理
を終了し、選択した上りリンク制御チャネルを用いてチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装
置３に送信する。
【０１３３】
　本発明は、複数の下りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを効率
的に制御し、移動局装置５がチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送信することが
できる。同一上りリンクサブフレームで、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するため
の上りリンク制御チャネルの無線リソースが発生し、下りリンク要素周波数帯域毎のチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生
した場合に、その複数の無線リソースの中から、移動局装置５は受信確認応答ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数
帯域に割り当てられたチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネル
の無線リソースを選択する。これにより、送信信号のシングルキャリア属性を維持するこ
とができ、電力に制限のある移動局装置は要求される品質を満足するように信号を送信す
ることができる。
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【０１３４】
　また、移動局装置５は、チャネル品質指標ＣＱＩよりも優先度の高い受信確認応答ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信することができ、基地局装置３において下りリンク共有チャネルの適
した再送制御を実現することができる。
【０１３５】
　なお、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが割り
当てられた上りリンク要素周波数帯域に対して第１の実施形態を用いてもよい。例えば、
図１４に示すチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク制御チャネルと
、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルの構成に対し
て、更に第２の上りリンク要素周波数帯域に第３の下りリンク要素周波数帯域のチャネル
品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが構成されると
する。つまり、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネル
が割り当てられた上りリンク要素周波数帯域にチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための
複数の上りリンク制御チャネルが割り当てられている場合に、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯
域でのチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択に第１の
実施形態を適用してもよい。
【０１３６】
　図１６Ａ、１６Ｂは、本発明の第２の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標
ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム
単位の処理の一例を示すフローチャートである。図１６Ａ、１６Ｂに示すフローにおいて
、ステップＴ１０３でＹＥＳの場合の次のステップとして、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域
でチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク制御チャネルが割り当てら
れているか否かを判断する（ステップＴ１１０）。複数の上りリンク制御チャネルが割り
当てられていないと判断した場合、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上り
リンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域に割り当てられたチャネ
ル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルを選択する（ステップＴ１１
１）。一方、複数の上りリンク制御チャネルが割り当てられていると判断した場合、優先
度が最も高い下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩの送信用に割
り当てられた上りリンク制御チャネルを選択する（ステップＴ１１２）。
【０１３７】
　ステップＴ１１１、およびステップＴ１１２の後、移動局装置５は、チャネル品質指標
ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する処理を終了し、選択した
上りリンク制御チャネルを用いてチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置３に送信する。
【０１３８】
　なお、第２の実施形態は、第１の実施形態を併用して用いなくてもよい。例えば、上り
リンク制御チャネル選択部４０９は、同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周
波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リ
ソースが複数発生した場合に、最も周波数が低い下りリンク要素周波数帯域に対応するチ
ャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルを選択するようにしても
よい。つまり、図１５において、ステップＴ１０６の処理を、最も周波数が低い下りリン
ク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱＩの送信用に割り当てられた上りリン
ク制御チャネルを選択するようにしてもよい。第２の実施形態は、第１の実施形態を併用
して用いなくても、移動局装置５は、チャネル品質指標ＣＱＩよりも優先度の高い受信確
認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができる。
【０１３９】
　なお、基地局装置３は、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制
御チャネルを示す下りリンク制御チャネルを自らが選択しているので、受信確認応答ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが配置される上りリンク要素周波
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数帯域を把握しており、移動局装置５によりチャネル品質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫの送信に用いられるチャネル品質指標ＣＱＩの送信用に割り当てられた上り
リンク制御チャネルを認識している。
【０１４０】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態では、第２の実施形態と比較して、さらに、受信確認応答ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信する上りリンク制御チャネルの無線リソースが割り当てられた上りリ
ンク要素周波数帯域の中に、複数のチャネル品質指標ＣＱＩを送信する制御チャネルが設
定されている場合に、移動局装置５は、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信に用いられ
る上りリンク要素周波数帯域の上りリンク制御チャネルを示す情報が配置された下りリン
ク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために割り当てられた上りリンク
制御チャネルの無線リソースを選択する。そして、移動局装置５は、選択した無線リソー
スが割り当てられた、下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信する。
受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信に用いられる上りリンク要素周波数帯域の上りリン
ク制御チャネルを示す情報は下りリンク制御チャネルである。
【０１４１】
　図１７は、本発明の第３の実施形態において、ある上りリンクサブフレームでチャネル
品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンクチャネルと、受信確認応答ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを送信するための上りリンクチャネルが同時に発生した場合を示す図である。なお
、ここでは、下りリンク要素周波数帯域が２個（第１の下りリンク要素周波数帯域、第２
の下りリンク要素周波数帯域）、上りリンク要素周波数帯域が１個（第１の上りリンク要
素周波数帯域）の場合について説明する。
【０１４２】
　移動局装置５は、第１の上りリンク要素周波数帯域で第１の下りリンク要素周波数帯域
のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルＣＱＩ１の無線リソ
ースを、基地局装置３の無線リソース制御部１０３より予め割り当てられている。同様に
、移動局装置５は、第１の上りリンク要素周波数帯域で第２の下りリンク要素周波数帯域
のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルＣＱＩ２の無線リソ
ースを予め割り当てられている。また、移動局装置５は、第１の上りリンク要素周波数帯
域の無線リソースであり、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制
御チャネルを示す下りリンク制御チャネルを第１の下りリンク要素周波数帯域で受信して
いる。
【０１４３】
　下りリンク制御チャネルと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの上りリンク制御チャネルと
の関係について説明する。上りリンク要素周波数帯域には、下りリンク要素周波数帯域毎
の下りリンク共有チャネルに対する受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上り
リンク制御チャネルの無線リソースが予め構成されている。また、受信確認応答ＡＣＫ／
ＮＡＣＫを送信するための各上りリンク制御チャネルの無線リソースは、下りリンク制御
チャネルを構成する下りリンク制御チャネルエレメントと予め対応付けられている。１個
の下りリンク制御チャネルエレメントは、複数の下りリンクリソースエレメントから構成
され、下りリンク要素周波数帯域内に分散した下りリンクリソースエレメントから構成さ
れる。
【０１４４】
　下りリンク制御チャネルエレメントも受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための
上りリンク制御チャネルの無線リソースも番号付けが予め行なわれ、各下りリンク制御チ
ャネルエレメントは受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための各上りリンク制御チ
ャネルの無線リソースと予め対応付けられている。下りリンク制御チャネルは、１個以上
の下りリンク制御チャネルエレメントから構成され、移動局装置５は受信した下りリンク
制御チャネルを構成する１個以上の下りリンク制御チャネルエレメントの中で最も番号が
小さい下りリンク制御チャネルエレメントと対応した受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送
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信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースを割り当てられたと認識する。
【０１４５】
　第２の実施形態の図１４に示す下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素周波数帯域
においては、第１の下りリンク要素周波数帯域の下りリンク共有チャネルに対する受信確
認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースは第１
の上りリンク要素周波数帯域に構成され、第２の下りリンク要素周波数帯域の下りリンク
共有チャネルに対する受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チ
ャネルの無線リソースは第２の上りリンク要素周波数帯域に構成され、第３の下りリンク
要素周波数帯域の下りリンク共有チャネルに対する受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信
するための上りリンク制御チャネルの無線リソースは第３の上りリンク要素周波数帯域に
構成されている。
【０１４６】
　その一方、第３の実施形態の図１７に示す下りリンク要素周波数帯域と上りリンク要素
周波数帯域においては、第１の下りリンク要素周波数帯域の下りリンク共有チャネルに対
する受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソ
ースは第１の上りリンク要素周波数帯域に構成され、第２の下りリンク要素周波数帯域の
下りリンク共有チャネルに対する受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリ
ンク制御チャネルの無線リソースも第１の上りリンク要素周波数帯域に構成される。各下
りリンク要素周波数帯域の下りリンク共有チャネルに対する受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースは別々に構成されてもよいし
、共用して構成されてもよい。
【０１４７】
　移動局装置５の上りリンク制御チャネル選択部４０９は、移動局装置５の受信処理部４
０１が検出した下りリンク制御チャネルが配置された下りリンク要素周波数帯域のチャネ
ル品質指標ＣＱＩを送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソー
スを選択する。移動局装置５の送信処理部４０５は、上りリンク制御チャネル選択部４０
９が選択した上りリンク制御チャネルの無線リソースが割り当てられた、下りリンク要素
周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む信号を生成
し、基地局装置３に送信する。
【０１４８】
　移動局装置５の上りリンク制御チャネル処理部６１９は、チャネル品質指標ＣＱＩと受
信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む信号を、チャネル品質指標ＣＱＩだけを含む信号とは
異なる形式で生成する。図１７において、移動局装置５は第１の下りリンク要素周波数帯
域で下りリンク制御チャネルを受信、検出しているので、第１の下りリンク要素周波数帯
域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネルＣ
ＱＩ１の無線リソースを選択し、第１の下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標Ｃ
ＱＩと受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む信号を基地局装置３に送信する。
【０１４９】
　＜チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択のフロー＞
　図１８は、本発明の第３の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理
の一例を示すフローチャートである。上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル
品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサ
ブフレームか否かを判定する（ステップＵ１０１）。上りリンク制御チャネル選択部４０
９がチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた
上りリンクサブフレームではないと判定した場合、次の上りリンクサブフレームで再度ス
テップＵ１０１に進む。一方、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指
標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレ
ームであると判定した場合、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク
制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームか否かを判定する（ステップＵ１
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０２）。
【０１５０】
　上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複
数の上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームではないと判定し
た場合、割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択する（ステップＵ１０３）。上り
リンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上
りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームであると判定した場合、
チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上り
リンク要素周波数帯域の中で受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク
制御チャネルが割り当てられているか否かを判定する（ステップＵ１０４）。
【０１５１】
　上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上
りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の中で受信確認応答Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられていないと判定
した場合、優先度が最も高い下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標ＣＱ
Ｉを送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択する（ステップＵ１０
５）。上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するため
の上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の中で受信確認応
答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられていると判
定した場合、下りリンク制御チャネルが配置された下りリンク要素周波数帯域のチャネル
品質指標ＣＱＩを送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択する（ス
テップＵ１０６）。
【０１５２】
　ステップＵ１０３、ステップＵ１０５、およびステップＵ１０６の後、移動局装置５は
、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する処理
を終了し、選択した上りリンク制御チャネルを用いてチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装
置３に送信する。
【０１５３】
　本発明は、複数の下りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを効率
的に制御し、移動局装置５がチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送信することが
できる。同一上りリンクサブフレームで、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するため
の上りリンク制御チャネルの無線リソースが発生し、下りリンク要素周波数帯域毎のチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生
した場合に、移動局装置５は受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための上りリンク
制御チャネルが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域に割り当てられたチャネル品質
指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースを選択することによ
り、送信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装
置は要求される品質を満足するように信号を送信することができる。
【０１５４】
　また、移動局装置５は、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信に用いられる上りリンク
要素周波数帯域の上りリンク制御チャネルを示す情報が配置された下りリンク要素周波数
帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネル
を選択して、選択した上りリンク制御チャネルに対応する下りリンク要素周波数帯域のチ
ャネル品質指標ＣＱＩを送信する。これにより、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信す
る上りリンク制御チャネルの無線リソースが割り当てられた上りリンク要素周波数帯域の
中に、複数のチャネル品質指標ＣＱＩを送信する上りリンク制御チャネルが設定されてい
る場合に、基地局装置３は移動局装置５にチャネル品質指標ＣＱＩを送信して欲しい下り
リンク要素周波数帯域を瞬時的に選択することができる。
【０１５５】
　（第４の実施形態）
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　本発明の第４の実施形態では、第１の実施形態と比較して、移動局装置５は、複数の下
りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク制
御チャネルの無線リソースが割り当てられた上りリンクサブフレームで特定の上りリンク
制御チャネルの無線リソースを選択してチャネル品質指標ＣＱＩを送信する場合、チャネ
ル品質指標ＣＱＩが示す内容を変更する。つまり、移動局装置５は、同一上りリンクサブ
フレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために基
地局装置３より予め割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースが、複数発生
した場合と複数発生していない場合とで、チャネル品質指標ＣＱＩが示す内容を変更する
。詳細には、移動局装置５は、チャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリンクの周波数帯
域幅を変更する。
【０１５６】
　図１９は、本発明の第４の実施形態に係る移動局装置５の構成を示す概略ブロック図で
ある。図７に記載の第１の実施形態に係る移動局装置５の構成と比較して、制御部７０１
にチャネル品質指標変更部７０３が構成される点が異なる。チャネル品質指標変更部７０
３は、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３より下りリンク要素周波数帯域毎の
チャネル品質指標ＣＱＩの送信用に予め割り当てられた上りリンク制御チャネルの無線リ
ソースが、複数発生した場合と複数発生していない場合とで、チャネル品質指標ＣＱＩが
示す内容を変更する。チャネル品質指標変更部７０３には、各下りリンク要素周波数帯域
のチャネル品質が受信処理部４０１より入力されている。チャネル品質指標変更部７０３
は、チャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリンクの周波数帯域幅を変更する。
【０１５７】
　図２０Ａ、２０Ｂは、チャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリンクの周波数帯域幅を
示す図である。ここでは、下りリンク要素周波数帯域が２個の場合について説明する。
【０１５８】
　図２０Ａは、本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリ
ンクの周波数帯域幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発生しない場合）
。図２０Ａは、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３より下りリンク要素周波数
帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために予め割り当てられた上りリンク制御チ
ャネルの無線リソースが複数発生していない場合のチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下
りリンクの周波数帯域幅を示しており、チャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリンクの
周波数帯域幅は下りリンク要素周波数帯域幅である。制御部７０１は、チャネル品質指標
変更部７０３によって設定された下りリンクの周波数帯域幅の周波数帯域内の平均的なチ
ャネル品質に基づき、チャネル品質指標ＣＱＩを生成する。つまり、図２０Ａにおいて、
移動局装置５は、特定の上りリンク制御チャネルの無線リソースを用いて第１の下りリン
ク要素周波数帯域に対するチャネル品質指標ＣＱＩ＿Ａ、または第２の下りリンク要素周
波数帯域に対するチャネル品質指標ＣＱＩ＿Ｂを含む信号を基地局装置３に送信する。
【０１５９】
　図２０Ｂは、本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリ
ンクの周波数帯域幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発生する場合）。
図２０Ｂは、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３より下りリンク要素周波数帯
域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために予め割り当てられた上りリンク制御チャ
ネルの無線リソースが複数発生した場合のチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリンク
の周波数帯域幅を示しており、チャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリンクの周波数帯
域幅は移動局装置５が基地局装置と通信に用いる全ての下りリンク要素周波数帯域幅であ
る。制御部７０１は、チャネル品質指標変更部７０３によって設定された下りリンクの周
波数帯域幅の周波数帯域内の平均的なチャネル品質に基づき、チャネル品質指標ＣＱＩを
生成する。つまり、図２０Ｂにおいて、移動局装置５は、特定の上りリンク制御チャネル
の無線リソースを用いて第１の下りリンク要素周波数帯域および第２の下りリンク要素周
波数帯域から構成される周波数帯域に対するチャネル品質指標ＣＱＩ＿Ｃを含む信号を基
地局装置３に送信する。また、図２０Ａと図２０Ｂの場合で、チャネル品質指標ＣＱＩを
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示すビット数は同じ値に維持される。
【０１６０】
　図２１Ａ、２１Ｂは、チャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリンクの周波数帯域幅を
示す図である。ここでは、下りリンク要素周波数帯域が２個の場合について説明する。
【０１６１】
　図２１Ａは、本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリ
ンクの周波数帯域幅とサブバンド幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発
生しない場合）。図２１Ａは、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３より下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために予め割り当てられた上
りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生していない場合のチャネル品質指標ＣＱ
Ｉが対応する下りリンクの周波数帯域幅を示しており、チャネル品質指標ＣＱＩが対応す
る下りリンクの周波数帯域幅は下りリンク要素周波数帯域幅である。
【０１６２】
　また、下りリンク要素周波数帯域はいくつかの周波数帯域（以降、サブバンドと称す。
）に分割され、移動局装置５は上りリンク制御データ生成部４０７において下りリンク要
素周波数帯域内でチャネル品質が最も良いサブバンドに対するチャネル品質指標ＣＱＩを
生成し、基地局装置３に送信する。図２１Ａにおいて、各下りリンク要素周波数帯域は４
個のサブバンド（第１のサブバンド、第２のサブバンド、第３のサブバンド、第４のサブ
バンド）に分割されている。つまり、図２１Ａにおいて、移動局装置５は、特定の上りリ
ンク制御チャネルの無線リソースを用いて第１の下りリンク要素周波数帯域内のチャネル
品質が最も良いサブバンドに対するチャネル品質指標ＣＱＩ＿Ａ、または第２の下りリン
ク要素周波数帯域内のチャネル品質が最も良いサブバンドに対するチャネル品質指標ＣＱ
Ｉ＿Ｂを含む信号を基地局装置３に送信する。
【０１６３】
　図２１Ｂは、本発明の第４の実施形態に係るチャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリ
ンクの周波数帯域幅とサブバンド幅を示す図である（複数のCQIが同一サブフレームで発
生する場合）。図２１Ｂは、同一上りリンクサブフレームで、基地局装置３より下りリン
ク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために予め割り当てられた上り
リンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合のチャネル品質指標ＣＱＩが対応
する下りリンクの周波数帯域幅を示しており、チャネル品質指標ＣＱＩが対応する下りリ
ンクの周波数帯域幅は移動局装置５が基地局装置と通信に用いる全ての下りリンク要素周
波数帯域幅である。
【０１６４】
　また、全ての下りリンク要素周波数帯域は、図２１Ａで示す個数と同じ数（４個）のサ
ブバンドに分割され、移動局装置５は上りリンク制御データ生成部４０７において全ての
下りリンク要素周波数帯域内でチャネル品質が最も良いサブバンドに対するチャネル品質
指標ＣＱＩを生成し、基地局装置３に送信する。つまり、図２１Ｂにおいて、移動局装置
５は、特定の上りリンク制御チャネルの無線リソースを用いて第１の下りリンク要素周波
数帯域および第２の下りリンク要素周波数帯域から構成される周波数帯域内のチャネル品
質が最も良いサブバンドに対するチャネル品質指標ＣＱＩ＿Ｃを含む信号を基地局装置３
に送信する。
【０１６５】
　図２１Ａと図２１Ｂの違いは、サブバンドの周波数帯域幅が異なることであり、チャネ
ル品質指標変更部７０３は、サブバンドの周波数帯域幅を変更する。また、図２１Ａと図
２１Ｂの場合で、チャネル品質指標ＣＱＩを示すビット数は同じ値に維持される。また、
図２１Ａ、２１Ｂに示すチャネル品質指標ＣＱＩは図２０Ａ、２０Ｂに示すチャネル品質
指標ＣＱＩと比較して、サブバンドを示す情報が構成される。
【０１６６】
　本発明は、複数の下りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを効率
的に制御し、移動局装置５がチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送信することが
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できる。同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指
標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが、複数発生した場合
と発生していない場合とで、移動局装置５はチャネル品質指標ＣＱＩのビット数を変更す
ることなく、異なる意味のチャネル品質指標ＣＱＩを送信することができる。基地局装置
３は、特定の下りリンク要素周波数帯域に対するチャネル品質指標ＣＱＩより、全ての下
りリンク要素周波数帯域に対するチャネル品質指標ＣＱＩの方が欲しい場合に好適なチャ
ネル品質指標ＣＱＩを移動局装置５より受信することができ、複数の下りリンク要素周波
数帯域に対する下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て、変調方式・符号化率の
決定を適切に行なうことができる。
【０１６７】
　（第５の実施形態）
　本発明の第５の実施形態では、第１の実施形態と比較して、移動局装置５は、同一上り
リンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信す
るための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に、チャネル品質が
最も良い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために割り当て
られた上りリンク制御チャネルの無線リソースを選択し、チャネル品質が最も良い下りリ
ンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信する。
【０１６８】
　図２２は、本発明の第５の実施形態において、ある上りリンクサブフレームでチャネル
品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンクチャネルが同時に発生した場合を示す
図である。なお、ここでは、下りリンク要素周波数帯域が３個（第１の下りリンク要素周
波数帯域、第２の下りリンク要素周波数帯域、第３の下りリンク要素周波数帯域）、上り
リンク要素周波数帯域が３個（第１の上りリンク要素周波数帯域、第２の上りリンク要素
周波数帯域、第３の上りリンク要素周波数帯域）の場合について説明する。移動局装置５
は、第１の上りリンク要素周波数帯域で第１の下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質
指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルＣＱＩ１の無線リソース、第２の上
りリンク要素周波数帯域で第２の下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを
送信するための上りリンク制御チャネルＣＱＩ２の無線リソースを基地局装置３の無線リ
ソース制御部１０３より予め割り当てられている。
【０１６９】
　移動局装置５の上りリンク制御チャネル選択部４０９は、移動局装置５の受信処理部４
０１で測定された複数の下りリンク要素周波数帯域の中でチャネル品質が最も良い下りリ
ンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために割り当てられた上りリン
ク制御チャネルの無線リソースを選択する。移動局装置５の送信処理部４０５は、チャネ
ル品質が最も良い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を生成
し、基地局装置３に送信する。
【０１７０】
　基地局装置３は、移動局装置５主導でチャネル品質指標ＣＱＩを送信するために割り当
てられた上りリンク制御チャネルの無線リソースの選択が行なわれているので、移動局装
置５で選択された上りリンク制御チャネルを検出する必要がある。無線リソース制御部１
０３は、同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指
標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生することを
把握しているので、制御部１０５を通して、受信処理部１０１にチャネル品質指標ＣＱＩ
の送信に用いられた上りリンク制御チャネルを検出するように制御する。受信処理部１０
１の上りリンク制御チャネル検出部３２９は、移動局装置５に予め割り当てられた各上り
リンク制御チャネルの受信信号の受信電力を検出し、検出された受信電力が最も大きい上
りリンク制御チャネルが移動局装置５にチャネル品質指標ＣＱＩの送信に用いられたと判
断する。そして、上りリンク制御チャネル検出部３２９は、移動局装置５にチャネル品質
指標ＣＱＩの送信に用いられたと判断した上りリンク制御チャネルの信号を復調、復号し
、チャネル品質指標ＣＱＩからなる制御データを検出し、制御部１０５に出力する。
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【０１７１】
　＜チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの選択のフロー＞
　図２３は、本発明の第５の実施形態に係る移動局装置５のチャネル品質指標ＣＱＩを送
信するための上りリンク制御チャネルの選択に関する上りリンクサブフレーム単位の処理
の一例を示すフローチャートである。上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル
品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサ
ブフレームか否かを判定する（ステップＶ１０１）。上りリンク制御チャネル選択部４０
９がチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた
上りリンクサブフレームではないと判定した場合、次の上りリンクサブフレームで再度ス
テップＶ１０１に進む。一方、上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指
標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレ
ームであると判定した場合、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上りリンク
制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームか否かを判定する（ステップＶ１
０２）。
【０１７２】
　上りリンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複
数の上りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームではないと判定し
た場合、割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択する（ステップＶ１０３）。上り
リンク制御チャネル選択部４０９は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信するための複数の上
りリンク制御チャネルが割り当てられた上りリンクサブフレームであると判定した場合、
チャネル品質が最も良い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩの送信用に
割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択する（ステップＶ１０４）。ステップＶ１
０３、およびステップＶ１０４の後、移動局装置５は、チャネル品質指標ＣＱＩを送信す
るための上りリンク制御チャネルの選択に関する処理を終了し、選択した上りリンク制御
チャネルを用いてチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置３に送信する。
【０１７３】
　本発明は、複数の下りリンク要素周波数帯域に対応したチャネル品質指標ＣＱＩを効率
的に制御し、移動局装置５がチャネル品質指標ＣＱＩを含む信号を適切に送信することが
できる。同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指
標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合に
、移動局装置５はチャネル品質が最も良い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標
ＣＱＩを送信するために割り当てられた上りリンク制御チャネルを選択することにより、
送信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は
要求される品質を満足するように信号を送信することができる。また、基地局装置３は、
チャネル品質が最も良い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを移動局装
置５から受信することにより、最大の周波数スケジューリングのゲイン、最大の適応変調
のゲインを得ることができる。
【０１７４】
　以上説明した本発明の特徴的な動作は、コンピュータに制御プログラムを実行させるこ
とによっても実現することができる。すなわち、本発明の制御プログラムは、予め定めら
れた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信さ
れた信号を受信する移動局装置の制御プログラムであって、上りリンク制御データ生成部
において、前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品
質指標を生成する処理と、上りリンク制御チャネル選択部において、前記基地局装置から
前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てられ
た無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無線リソースを選択する
処理と、送信処理部において、前記上りリンク制御データ生成部が生成したチャネル品質
指標を、前記上りリンク制御チャネル選択部が選択した無線リソースに配置して、前記基
地局装置に対して送信する送信処理と、を含む一連の処理をコンピュータに読み取り可能
および実行可能にコマンド化したことを特徴とする。
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【０１７５】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、特定の無線リソースを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネ
ルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送
信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要
求される品質を満足するように信号を送信することができる。
【０１７６】
　また、本発明の制御プログラムは、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要
素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置の制御プ
ログラムであって、上りリンク制御データ生成部において、前記各下りリンク要素周波数
帯域に対応するチャネル品質指標を生成する処理と、上りリンク制御チャネル選択部にお
いて、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信す
るために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、前記
下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて、前記優先度の高い下りリン
ク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソースを選
択する処理と、送信処理部において、前記上りリンク制御データ生成部が生成したチャネ
ル品質指標を、前記上りリンク制御チャネル選択部が選択した前記優先度の高い下りリン
ク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソースに配
置して、前記基地局装置に対して送信する処理と、を含む一連の処理をコンピュータに読
み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴とする。
【０１７７】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて、優先度の高い下
りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソー
スを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生
した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送信信号のシングルキャリア属
性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要求される品質を満足するよう
に信号を送信することができる。また、優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネ
ル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優先して送信し、基地局装置はスケジューリングの優先
度の高い下りリンク要素周波数帯域に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケ
ジューリングを行なうことができる。
【０１７８】
　また、本発明の制御プログラムは、予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク要
素周波数帯域を１個以上用いて移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置の制
御プログラムであって、受信処理部において、前記移動局装置から送信された下りリンク
要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネル品質指標を含む信号を受信する処理と、無
線リソース制御部において、下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネル品
質指標を送信するための無線リソースの選択に関わる優先度を前記下りリンク要素周波数
帯域毎に設定する処理と、基地局側送信処理部において、前記無線リソース制御部が設定
した前記優先度を示す情報を前記移動局装置に送信する処理と、を含む一連の処理をコン
ピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴とする。
【０１７９】
　このように、基地局装置が、優先度を示す情報を移動局装置に送信するので、移動局装
置は優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優
先して送信し、基地局装置はスケジューリングの優先度の高い下りリンク要素周波数帯域
に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケジューリングを行なうことができる
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。
【０１８０】
　（ａ）また、本実施形態は、以下のような態様を採ることも可能である。すなわち、本
発明の無線通信システムは、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク要素周波数
帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置および予め定めら
れた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記移動局装置か
ら送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムであって、前記
基地局装置は、前記移動局装置から送信された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質
を示すチャネル品質指標を含む信号を受信する受信処理部を備え、前記移動局装置は、前
記各下りリンク要素周波数帯域に対応するチャネル品質指標を生成する上りリンク制御デ
ータ生成部と、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標
を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場
合、特定の無線リソースを選択する上りリンク制御チャネル選択部と、前記上りリンク制
御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリンク制御チャネル選択部が選
択した無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送信する送信処理部と、を備え
ることを特徴とする。
【０１８１】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、特定の無線リソースを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネ
ルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送
信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要
求される品質を満足するように信号を送信することができる。
【０１８２】
　（ｂ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記上りリンク制御チャネル選択部
は、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて、前記優先度の高い
下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソ
ースを選択し、前記送信処理部は、前記優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネ
ル品質指標を送信することを特徴とする。
【０１８３】
　このように、移動局装置は、下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づい
て、優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当
てられた無線リソースを選択するので、優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネ
ル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優先して送信し、基地局装置はスケジューリングの優先
度の高い下りリンク要素周波数帯域に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケ
ジューリングを行なうことができる。
【０１８４】
　（ｃ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記上りリンク制御データ生成部は
、前記下りリンク要素周波数帯域で受信されたデータに対する受信確認応答を生成し、前
記上りリンク制御チャネル選択部は、前記上りリンク制御データ生成部が、前記受信確認
応答を生成した場合、前記受信確認応答を送信するために用いられる上りリンク要素周波
数帯域に割り当てられた無線リソースを選択し、前記送信処理部は、前記受信確認応答お
よび前記チャネル品質指標を、前記上りリンク制御チャネル選択部が選択した無線リソー
スに配置して、前記基地局装置に対して送信することを特徴とする。
【０１８５】
　このように、移動局装置は、受信確認応答およびチャネル品質指標を、選択した無線リ
ソースに配置して、基地局装置に対して送信するので、チャネル品質指標ＣＱＩよりも優
先度の高い受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができ、基地局装置において下
りリンク共有チャネルの適した再送制御を実現することができる。
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【０１８６】
　（ｄ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記上りリンク制御チャネル選択部
は、前記受信確認応答を送信するために用いられる上りリンク要素周波数帯域を示す情報
が配置された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てら
れた無線リソースを選択することを特徴とする。
【０１８７】
　このように、移動局装置は、受信確認応答を送信するために用いられる上りリンク要素
周波数帯域を示す情報が配置された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信
するために割り当てられた無線リソースを選択するので、受信確認応答ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
を送信する上りリンク制御チャネルの無線リソースが割り当てられた上りリンク要素周波
数帯域の中に、複数のチャネル品質指標ＣＱＩを送信する制御チャネルが設定されている
場合に、基地局装置は移動局装置にチャネル品質指標ＣＱＩを送信して欲しい下りリンク
要素周波数帯域を瞬時的に選択することができる。
【０１８８】
　（ｅ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置
から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当て
られた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合または前記無線リソースが複
数発生していない場合のいずれかに応じて、チャネル品質指標が示す内容を変更するチャ
ネル品質指標変更部をさらに備えることを特徴とする。
【０１８９】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合または無線リソースが複数発生していない場合のいずれかに応じて、チャネル品
質指標が示す内容を変更するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波
数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソ
ースが、複数発生した場合と発生していない場合とで、移動局装置はチャネル品質指標Ｃ
ＱＩのビット数を変更することなく、異なる意味のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するこ
とができる。
【０１９０】
　（ｆ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記チャネル品質指標変更部は、チ
ャネル品質を示す対象の周波数帯域の帯域幅を変更することにより、チャネル品質指標が
示す内容を変更することを特徴とする。
【０１９１】
　このように、基地局装置は、チャネル品質を示す対象の周波数帯域の帯域幅を変更する
ので、特定の下りリンク要素周波数帯域に対するチャネル品質指標ＣＱＩより、全ての下
りリンク要素周波数帯域に対するチャネル品質指標ＣＱＩの方が欲しい場合に好適なチャ
ネル品質指標ＣＱＩを移動局装置より受信することができ、複数の下りリンク要素周波数
帯域に対する下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て、変調方式・符号化率の決
定を適切に行なうことができる。
【０１９２】
　（ｇ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記周波数帯域の帯域幅は、所定の
周波数帯域幅からなる複数のサブバンドに分割され、前記上りリンク制御データ生成部は
、チャネル品質が最も良好なサブバンドのチャネル品質指標を生成し、前記チャネル品質
指標変更部は、前記サブバンドの周波数帯域幅を変更することを特徴とする。
【０１９３】
　このように、移動局装置は、サブバンドの周波数帯域幅を変更するので、同一上りリン
クサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するた
めの上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生した場合と発生していない場合と
で、チャネル品質指標ＣＱＩのビット数を変更することなく、異なる意味のチャネル品質
指標ＣＱＩを送信することができる。
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【０１９４】
　（ｈ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記上りリンク制御チャネル選択部
は、前記上りリンク制御データ生成部が生成した前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャ
ネル品質指標のうち、最も良好なチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために
割り当てられた無線リソースを選択し、前記送信処理部は、前記チャネル品質が最も良好
な下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信することを特徴とする。
【０１９５】
　このように、移動局装置は、下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標のうち、
最も良好なチャネル品質を示すチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リ
ソースを選択するので、送信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に
制限のある移動局装置は要求される品質を満足するように信号を送信することができる。
また、基地局装置は、チャネル品質が良い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標
ＣＱＩを移動局装置から受信することにより、最大の周波数スケジューリングのゲイン、
最大の適応変調のゲインを得ることができる。
【０１９６】
　（ｉ）また、本発明の無線通信システムにおいて、前記基地局装置は、チャネル品質指
標を送信するための無線リソースの選択に関わる優先度を前記下りリンク要素周波数帯域
毎に設定する無線リソース制御部と、前記無線リソース制御部が設定した前記優先度を示
す情報を前記移動局装置に送信する基地局側送信処理部と、を備えることを特徴とする。
【０１９７】
　このように、基地局装置が、優先度を示す情報を移動局装置に送信するので、移動局装
置は優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優
先して送信し、基地局装置はスケジューリングの優先度の高い下りリンク要素周波数帯域
に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケジューリングを行なうことができる
。
【０１９８】
　（ｊ）また、本発明の移動局装置は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク
要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置であっ
て、前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標
を生成する上りリンク制御データ生成部と、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波
数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時
間フレームで複数発生した場合、特定の無線リソースを選択する上りリンク制御チャネル
選択部と、前記上りリンク制御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリ
ンク制御チャネル選択部が選択した無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送
信する送信処理部と、を備えることを特徴とする。
【０１９９】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、特定の無線リソースを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネ
ルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送
信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要
求される品質を満足するように信号を送信することができる。
【０２００】
　（ｋ）また、本発明の移動局装置は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリンク
要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置であっ
て、前記各下りリンク要素周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標
を生成する上りリンク制御データ生成部と、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波
数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時
間フレームで複数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に
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基づいて、前記優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するた
めに割り当てられた無線リソースを選択する上りリンク制御チャネル選択部と、前記上り
リンク制御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリンク制御チャネル選
択部が選択した前記優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信す
るために割り当てられた無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送信する送信
処理部と、を備えることを特徴とする。
【０２０１】
　このように、移動局装置は、生成したチャネル品質指標を、選択した優先度の高い下り
リンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソース
に配置して、基地局装置に対して送信するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネ
ルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送
信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要
求される品質を満足するように信号を送信することができる。また、移動局装置は優先度
の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優先して送信
し、基地局装置はスケジューリングの優先度の高い下りリンク要素周波数帯域に対してチ
ャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケジューリングを行なうことができる。
【０２０２】
　（ｌ）また、本発明の基地局装置は、予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク
要素周波数帯域を１個以上用いて移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置で
あって、前記移動局装置から送信された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質を示す
チャネル品質指標を含む信号を受信する受信処理部と、チャネル品質指標を送信するため
の無線リソースの選択に関わる優先度を前記下りリンク要素周波数帯域毎に設定する無線
リソース制御部と、前記無線リソース制御部が設定した前記優先度を示す情報を前記移動
局装置に送信する基地局側送信処理部と、を備えることを特徴とする。
【０２０３】
　このように、基地局装置が、優先度を示す情報を移動局装置に送信するので、移動局装
置は優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優
先して送信し、基地局装置はスケジューリングの優先度の高い下りリンク要素周波数帯域
に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケジューリングを行なうことができる
。
【０２０４】
　（ｍ）また、本発明の通信制御方法は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリン
ク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置およ
び予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記
移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムの
通信制御方法であって、前記移動局装置において、前記各下りリンク要素周波数帯域に対
応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標を生成するステップと、前記基地局装置か
ら前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てら
れた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合、特定の無線リソースを選択す
るステップと、前記生成したチャネル品質指標を、前記選択した無線リソースに配置して
、前記基地局装置に対して送信するステップと、前記基地局装置において、前記移動局装
置から送信された下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネル品質指標を含
む信号を受信するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
【０２０５】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、特定の無線リソースを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネ
ルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送
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信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要
求される品質を満足するように信号を送信することができる。
【０２０６】
　（ｎ）また、本発明の通信制御方法は、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリン
ク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置およ
び予め定められた周波数帯域幅を有する上りリンク要素周波数帯域を１個以上用いて前記
移動局装置から送信された信号を受信する基地局装置から構成される無線通信システムの
通信制御方法であって、下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネル品質指
標を送信するための無線リソースの選択に関わる優先度を前記下りリンク要素周波数帯域
毎に設定するステップと、前記設定した前記優先度を示す情報を前記移動局装置に送信す
るステップと、を含み、前記移動局装置において、前記各下りリンク要素周波数帯域に対
応するチャネル品質指標を生成するステップと、前記基地局装置から前記下りリンク要素
周波数帯域毎のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同
一時間フレームで複数発生した場合、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情
報に基づいて、前記優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信す
るために割り当てられた無線リソースを選択するステップと、前記生成したチャネル品質
指標を、前記選択した前記優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を
送信するために割り当てられた無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送信す
るステップと、を少なくとも含むことを特徴とする。
【０２０７】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて、優先度の高い下
りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソー
スを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生
した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送信信号のシングルキャリア属
性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要求される品質を満足するよう
に信号を送信することができる。また、移動局装置は優先度の高い下りリンク要素周波数
帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優先して送信し、基地局装置はスケジュー
リングの優先度の高い下りリンク要素周波数帯域に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用い
て適切なスケジューリングを行なうことができる。
【０２０８】
　（ｏ）また、本発明の制御プログラムは、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリ
ンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置の
制御プログラムであって、上りリンク制御データ生成部において、前記各下りリンク要素
周波数帯域に対応する、チャネル品質を示すチャネル品質指標を生成する処理と、上りリ
ンク制御チャネル選択部において、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎
のチャネル品質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレー
ムで複数発生した場合、特定の無線リソースを選択する処理と、送信処理部において、前
記上りリンク制御データ生成部が生成したチャネル品質指標を、前記上りリンク制御チャ
ネル選択部が選択した無線リソースに配置して、前記基地局装置に対して送信する送信処
理と、を含む一連の処理をコンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化した
ことを特徴とする。
【０２０９】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、特定の無線リソースを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリ
ンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネ
ルの無線リソースが複数発生した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送
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信信号のシングルキャリア属性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要
求される品質を満足するように信号を送信することができる。
【０２１０】
　（ｐ）また、本発明の制御プログラムは、予め定められた周波数帯域幅を有する下りリ
ンク要素周波数帯域を複数用いて基地局装置から送信された信号を受信する移動局装置の
制御プログラムであって、上りリンク制御データ生成部において、前記各下りリンク要素
周波数帯域に対応するチャネル品質指標を生成する処理と、上りリンク制御チャネル選択
部において、前記基地局装置から前記下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品質指標を
送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生した場合
、前記下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて、前記優先度の高い下
りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソー
スを選択する処理と、送信処理部において、前記上りリンク制御データ生成部が生成した
チャネル品質指標を、前記上りリンク制御チャネル選択部が選択した前記優先度の高い下
りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソー
スに配置して、前記基地局装置に対して送信する処理と、を含む一連の処理をコンピュー
タに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴とする。
【０２１１】
　このように、移動局装置は、基地局装置から下りリンク要素周波数帯域毎のチャネル品
質指標を送信するために予め割り当てられた無線リソースが同一時間フレームで複数発生
した場合、下りリンク要素周波数帯域毎の優先度を示す情報に基づいて、優先度の高い下
りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標を送信するために割り当てられた無線リソー
スを選択するので、同一上りリンクサブフレームで、下りリンク要素周波数帯域毎のチャ
ネル品質指標ＣＱＩを送信するための上りリンク制御チャネルの無線リソースが複数発生
した場合に、特定の無線リソースを選択することにより、送信信号のシングルキャリア属
性を維持することができ、電力に制限のある移動局装置は要求される品質を満足するよう
に信号を送信することができる。また、移動局装置は優先度の高い下りリンク要素周波数
帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優先して送信し、基地局装置はスケジュー
リングの優先度の高い下りリンク要素周波数帯域に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用い
て適切なスケジューリングを行なうことができる。
【０２１２】
　（ｑ）また、本発明の制御プログラムは、予め定められた周波数帯域幅を有する上りリ
ンク要素周波数帯域を１個以上用いて移動局装置から送信された信号を受信する基地局装
置の制御プログラムであって、受信処理部において、前記移動局装置から送信された下り
リンク要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャネル品質指標を含む信号を受信する処理
と、無線リソース制御部において、下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質を示すチャ
ネル品質指標を送信するための無線リソースの選択に関わる優先度を前記下りリンク要素
周波数帯域毎に設定する処理と、基地局側送信処理部において、前記無線リソース制御部
が設定した前記優先度を示す情報を前記移動局装置に送信する処理と、を含む一連の処理
をコンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴とする。
【０２１３】
　このように、基地局装置が、優先度を示す情報を移動局装置に送信するので、移動局装
置は優先度の高い下りリンク要素周波数帯域のチャネル品質指標ＣＱＩを基地局装置に優
先して送信し、基地局装置はスケジューリングの優先度の高い下りリンク要素周波数帯域
に対してチャネル品質指標ＣＱＩを用いて適切なスケジューリングを行なうことができる
。
【０２１４】
　本発明に関わる移動局装置および基地局装置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）である。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に蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必要に応じてＣ
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しては、半導体媒体（例えば、ROM、不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（例えば、D
VD、MO、MD、CD、BD等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等
）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述
した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレー
ティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することに
より、本発明の機能が実現される場合もある。
【０２１５】
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送した
りすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。ま
た、上述した実施形態における移動局装置および基地局装置の一部、または全部を典型的
には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。移動局装置および基地局装置の各機能
ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、また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、また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。
【０２１６】
　以上、この発明の実施形態を、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等も特許請求の
範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０２１７】
１　無線通信システム
３　基地局装置
５Ａ～５Ｃ　移動局装置
１０１　受信処理部
１０３　無線リソース制御部
１０７　送信処理部
４０５　送信処理部
４０７　上りリンク制御データ生成部
４０９　上りリンク制御チャネル選択部
７０３　チャネル品質指標変更部
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