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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システム内で、ユーザ装置と無線通信する基地局装置であって、
　前記ユーザ装置より、割り当てられた不連続な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送
信する能力を有するか否かについて通知する制御信号を受信するように構成されている受
信部を具備し、
　前記制御信号は、運用バンド毎に通知されるように構成されていることを特徴とする基
地局装置。
【請求項２】
　前記制御信号は、割り当てられた不連続な周波数帯域で同時に上りリンクデータ信号を
送信する能力を有するか否かについて通知するように構成されていることを特徴とする請
求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記制御信号は、割り当てられた不連続な周波数帯域で上りリンクデータ信号及び上り
リンク制御信号を同時に送信する能力を有するか否かについて通知するように構成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項４】
　移動通信システム内で、基地局装置と無線通信するユーザ装置であって、
　前記基地局装置に対して、割り当てられた不連続な周波数帯域で同時に上りリンク信号
を送信する能力を有するか否かについて通知する制御信号を送信するように構成されてい
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る送信部を具備し、
　前記制御信号は、運用バンド毎に通知されるように構成されていることを特徴とするユ
ーザ装置。
【請求項５】
　前記制御信号は、割り当てられた不連続な周波数帯域で同時に上りリンクデータ信号を
送信する能力を有するか否かについて通知するように構成されていることを特徴とする請
求項４に記載のユーザ装置。
【請求項６】
　前記制御信号は、割り当てられた不連続な周波数帯域で上りリンクデータ信号及び上り
リンク制御信号を同時に送信する能力を有するか否かについて通知するように構成されて
いることを特徴とする請求項４に記載のユーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信の技術分野に関連し、特に、次世代移動通信技術を用いる移動通信
システムにおける基地局装置及びユーザ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域符号分割多重接続（ＷＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式や、高速下りリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ
：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式や、高
速上りリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式等の後継となる通信方式、すなわち、ロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式が、ＷＣＤＭＡ
の標準化団体３ＧＰＰで検討されて仕様化作業が進められている。
【０００３】
　ＬＴＥ方式での無線アクセス方式として、下りリンクについては直交周波数分割多重接
続（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が規定され、上りリンクについてはシングル
キャリア周波数分割多重接続（ＳＣ-ＦＤＭＡ：Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が規
定されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　ＯＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各
サブキャリアにデータを載せて伝送を行うマルチキャリア伝送方式である。
【０００５】
　ＯＦＤＭＡ方式によれば、サブキャリアを周波数軸上に直交させながら密に並べること
で高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることが期待できる。
【０００６】
　ＳＣ-ＦＤＭＡ方式は、周波数帯域をユーザ装置ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
）毎に分割し、複数のユーザ装置ＵＥ間で異なる周波数帯域を用いて伝送するシングルキ
ャリア伝送方式である。
【０００７】
　ＳＣ-ＦＤＭＡ方式によれば、ユーザ装置ＵＥ間の干渉を簡易且つ効果的に低減するこ
とができることに加えて、送信電力の変動を小さくできるので、ＳＣ-ＦＤＭＡ方式は、
ユーザ装置ＵＥの低消費電力化及びカバレッジの拡大等の観点から好ましい。
【０００８】
　ＬＴＥ方式では、下りリンク及び上りリンクの両方において、ユーザ装置ＵＥに対して
、１以上のリソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）が割り当てられて
通信が行われる。
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【０００９】
　基地局装置ｅＮＢは、サブフレーム（ＬＴＥ方式では、１ｍｓ）毎に、複数のユーザ装
置ＵＥの中で、どのユーザ装置ＵＥに対してリソースブロックを割り当てるかについて決
定する（かかるプロセスは「スケジューリング」と呼ばれる）。
【００１０】
　下りリンクにおいては、基地局装置ｅＮＢが、スケジューリングで選択されたユーザ装
置ＵＥに対して、１以上のリソースブロックを用いて、下りリンクデータ信号を送信する
ように構成されている。
【００１１】
　また、上りリンクにおいては、スケジューリングで選択されたユーザ装置ＵＥが、基地
局装置ｅＮＢに対して、１以上のリソースブロックを用いて、上りリンクデータ信号を送
信する。
【００１２】
　なお、かかる上りリンクデータ信号は、ＰＵＳＣＨ（物理上りリンク共有チャネル、Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信され、か
かる下りリンクデータ信号は、ＰＤＳＣＨ（物理下りリンク共有チャネル、Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信される。
【００１３】
　ここで、上りリンクデータ信号は、「ＰＵＳＣＨ信号」と呼ばれてもよいし、下りリン
クデータ信号は、「ＰＤＳＣＨ信号」と呼ばれてもよい。
【００１４】
　また、ＬＴＥ方式の後継の通信方式として、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式（Ｒｅｌｅ
ａｓｅ１０以降のＬＴＥ方式）が、３ＧＰＰで検討されている（例えば、非特許文献２参
照）。
【００１５】
　ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、その要求条件として、「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎ（キャリアアグリゲーション）」を行うことが合意されている。ここで
、「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」とは、複数のキャリアを用いて同時に通
信を行うことを意味する。
【００１６】
　例えば、上りリンクにおいて「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が行われる
場合、Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（コンポーネントキャリア、以下、ＣＣ）毎
に異なるキャリアが用いられるため、ユーザ装置ＵＥは、複数のキャリアを用いて上りリ
ンク信号（すなわち、上りリンクデータ信号及び上りリンク制御信号）を送信する。
【００１７】
　また、下りリンクにおいて「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が行われる場
合、ＣＣ毎に異なるキャリアが用いられているため、基地局装置ｅＮＢは、複数のキャリ
アを用いて下りリンク信号（すなわち、下りリンクデータ信号及び下りリンク制御信号）
を送信する。
【００１８】
　ＬＴＥ方式の上りリンクにおいては、上述したように、シングルキャリア伝送方式が用
いられため、連続した周波数帯域において、上りリンク信号が送信されていた。
【００１９】
　一方、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンクにおいて、以下の場合に、不連続な
周波数帯域において、上りリンク信号が送信されることが検討されている。
【００２０】
＜ケース１＞
　「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が行われる場合、異なるＣＣで、上りリ
ンクデータ信号が送信される。
【００２１】
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＜ケース２＞
　「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が行われる場合、異なるＣＣで、上りリ
ンクデータ信号及び上りリンク制御信号が送信される。
【００２２】
　なお、上りリンク制御信号は、ＰＵＣＣＨ（物理上りリンク制御チャネル、Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信される信号であ
って、「ＰＵＣＣＨ信号」と呼ばれてもよい。
【００２３】
＜ケース３＞
　シングルキャリア内で、不連続な（すなわち、離散的な）周波数帯域で、上りリンクデ
ータ信号が送信される。
【００２４】
＜ケース４＞
　シングルキャリア内で、不連続な周波数帯域において、上りリンクデータ信号及び上り
リンク制御信号が送信される。
【００２５】
　上述のケース１又はケース３のように、不連続な（すなわち、離散的な）周波数帯域に
おいて、上りリンクデータ信号を送信することにより、より柔軟な周波数帯域の割り当て
が可能となり、上りリンクにおける通信効率を向上させることが可能となる。
【００２６】
　すなわち、一般に、Ｆａｄｉｎｇ等の影響により、品質の良い周波数帯域及び品質の悪
い周波数帯域が存在するが、不連続な周波数帯域の割り当てを行う場合、上りリンク信号
を送信する周波数帯域として、品質の良い周波数帯域を選んで割り当てることが可能とな
るため、上りリンクにおける通信効率を向上させることが可能となる。
【００２７】
　逆に言うと、連続的な周波数帯域の割り当てのみが行われる場合、そのような品質の良
い周波数帯域を選んで割り当てることが困難となるため、離散的な周波数帯域の割り当て
が行われる場合に比べて、上りリンクにおける通信効率が良くならない。
【００２８】
　また、上述のケース２又はケース４のように、不連続な周波数帯域において、上りリン
クデータ信号及び上りリンク制御信号を送信することにより、ＰＵＳＣＨを介してＰＵＣ
ＣＨを介して送信すべき上りリンク制御信号を送信するという処理、或いは、一部の信号
の送信を停止するといった処理を回避することが可能となる。
【００２９】
　ところで、上述した不連続な周波数帯域において、上りリンク信号を送信すると、ＰＡ
ＰＲ（Ｐｅａｋ-ｔｏ-Ａｖｅｒａｇｅ　Ｒａｔｉｏ）が増大するという問題が発生する。
【００３０】
　ＰＡＰＲが増大する場合、ユーザ装置ＵＥは、電力増幅器（電力アンプ）の非線形領域
で、上りリンク信号を送信することになり、隣接チャネル（隣接する周波数帯域）への干
渉量が増大する。
【００３１】
　かかる隣接チャネルへの干渉量の増大を抑えるため、ユーザ装置ＵＥは、線形性の高い
電力増幅器（電力アンプ）を搭載する必要があるが、ユーザ装置ＵＥのコストやサイズの
増大を招くため、システム全体として好ましくない。
【００３２】
　よって、上述したユーザ装置ＵＥのコストやサイズの増大を回避しつつ、ＰＡＰＲの増
大の影響を回避するため、ユーザ装置ＵＥにおける最大送信電力を低減することが検討さ
れている。このように最大送信電力を低減することは、「ＭＰＲ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏ
ｗｅｒ　Ｒｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）」と呼ばれる（例えば、非特許文献３参照）。
【００３３】
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　かかるＭＰＲの値は、割り当てられた不連続な周波数帯域のそれぞれを「ブロック」と
呼ぶ場合に、各ブロックの送信帯域幅やブロック間の周波数の差分等に基づいて決定され
る。
【００３４】
　また、このように最大送信電力を低減した場合、上りリンクのセルカバレッジが減少す
るという問題があるため、一般に、ＭＰＲの値としては、必要最低限の値が規定される。
【００３５】
　また、ユーザ装置ＵＥが基地局装置ｅＮＢに対して不連続な周波数帯域における上りリ
ンク信号の送信を行う能力を具備しているか否かについて通知する制御信号を規定するこ
とも検討されている。
【００３６】
　かかる制御信号を規定することにより、基地局装置ｅＮＢは、ユーザ装置ＵＥが不連続
な周波数帯域における上りリンク信号の送信を行う能力を具備していないことを把握する
ことが可能となり、かかるユーザ装置ＵＥに適した方法で、上りリンクデータ信号及び上
りリンク制御信号を送信すべき周波数帯域の割り当てを行うことが可能となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００３７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.２１１（Ｖ９.１.０）、「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」、２００８年５月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.９１３（Ｖ８.０.１）、「Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎ
ｔ　ｆｏｒ　ｆｕｒｔｈｅｒ　ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ-ＵＴＲＡ
）（ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ）」
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.１０１（Ｖ９.５.０）、「Ｅ-ＵＴＲＡ　ＵＥ　ｒ
ａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３８】
　しかしながら、上述した従来の移動通信システムには、以下のような問題がある。
【００３９】
　ユーザ装置ＵＥである移動端末は、高機能（Ｈｉｇｈ　ｅｎｄ）のものから低機能（Ｌ
ｏｗ　ｅｎｄ）のものまで存在する。
【００４０】
　ここで、高機能の移動端末は、上述したＭＰＲを適用して、上りリンク信号の最大送信
電力の低下を最大限に抑えつつ、割り当てられた不連続な周波数帯域において、上りリン
ク信号を送信し、上りリンクにおける通信の効率を向上させることが可能である。
【００４１】
　一方、低機能の移動端末は、逆に、割り当てられた不連続な周波数帯域において上りリ
ンク信号を送信することも、それに伴うＭＰＲもサポートしないことにより、移動端末の
コストや複雑性を低減するといったことが考えられる。
【００４２】
　かかる場合、基地局装置ｅＮＢは、上述した高機能の移動端末と低機能の移動端末とを
見分ける必要がある。
【００４３】
　さらに、上述したＭＰＲの値として、隣接チャネルへの干渉量を低減するために必要な
最低限の電力低減量が規定される。
【００４４】
　かかる場合、上りリンク信号の送信を行う周波数帯域に隣接する周波数帯域において、
保護するべき周波数帯域が存在する場合、より大きなＭＰＲの値を定義する必要がある。
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【００４５】
　一方、上りリンク信号の送信を行う周波数帯域に隣接する周波数帯域において、保護す
るべき周波数帯域が存在しない場合、より小さなＭＰＲの値を定義することになる。
【００４６】
　また、より大きなＭＰＲの値を定義する必要がある場合、カバレッジの減少を最低限に
抑えるため、実際に上りリンク信号を送信する周波数帯域に応じて、ＭＰＲの値を決定す
るといった、より複雑な制御が適用される場合がある。
【００４７】
　かかる場合、ユーザ装置ＵＥの動作として、例えば、実装する処理の簡易化を行うため
に、隣接する周波数帯域において保護するべき周波数帯域が存在しないような場所でのみ
、不連続な周波数帯域における上りリンク信号の送信を行う能力を有し、隣接する周波数
帯域において保護するべき周波数帯域が存在しないような場所でのみ、不連続な周波数帯
域における上りリンク信号の送信を行う能力を持たないといった動作が好ましい場合があ
る。
【００４８】
　しかしながら、上述したように、不連続な周波数帯域における上りリンク信号の送信を
行う能力があるか否かについて通知する制御信号が１つである場合、上述した周波数帯域
に応じて、その能力を変更することが困難となる。
【００４９】
　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、ユーザ装置の能力及び実
際にユーザ装置ＵＥが通信を行う周波数帯域に応じて、不連続な周波数帯域における上り
リンク信号の送信を行うか否かについて判定し、かかる判定結果に基づいて、上りリンク
信号を送信する周波数帯域の割り当てを行うことができる基地局装置及びユーザ装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００５０】
　本発明の第１の特徴は、移動通信システム内で、ユーザ装置と無線通信する基地局装置
であって、前記ユーザ装置より、割り当てられた不連続な周波数帯域で同時に上りリンク
信号を送信する能力を有するか否かについて通知する制御信号を受信するように構成され
ている受信部を具備し、前記制御信号は、運用バンド毎に通知されるように構成されてい
ることを要旨とする。
【００５１】
　本発明の第２の特徴は、移動通信システム内で、基地局装置と無線通信するユーザ装置
であって、前記基地局装置に対して、割り当てられた不連続な周波数帯域で同時に上りリ
ンク信号を送信する能力を有するか否かについて通知する制御信号を送信するように構成
されている送信部を具備し、前記制御信号は、運用バンド毎に通知されるように構成され
ていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００５２】
　以上説明したように、本発明によれば、ユーザ装置の能力及び実際にユーザ装置が通信
を行う周波数帯域に応じて、不連続な周波数帯域における上りリンク信号の送信を行うか
否かについて判定し、かかる判定結果に基づいて、上りリンク信号を送信する周波数帯域
の割り当てを行うことができる基地局装置及びユーザ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置ＵＥの機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置ＵＥによって生成される「ユーザ装置
ＵＥが離散的な周波数帯域で上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す
情報」の一例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る基地局装置ｅＮＢの機能ブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００５４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　以下、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、図面を参照しつつ説
明する。本実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を
用い、繰り返しの説明は省略する。
【００５５】
　本実施形態に係る移動通信システムは、例えば、ＬＴＥ方式或いはＬＴＥ-Ａｄｖａｎ
ｃｅｄ方式が適用されるシステムである。
【００５６】
　すなわち、本実施形態に係る移動通信システムは、基地局装置ｅＮＢと、基地局装置ｅ
ＮＢと通信するユーザ装置ＵＥとを具備し、基地局装置ｅＮＢ及びユーザ装置ＵＥは、Ｌ
ＴＥ方式或いはＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式を用いて、通信を行う。なお、ユーザ装置
ＵＥは、移動端末と呼ばれてもよい。
【００５７】
　本実施形態に係る移動通信システムにおいて、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式が適用さ
れる場合には、「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が適用されてもよい、すな
わち、上りリンク又は下りリンクにおいて、複数のＣＣを用いた通信が行われる。
【００５８】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、ＬＴＥ方式が適用される場合には
、１つのＣＣを用いた通信が行われる。
【００５９】
　ここで、ＣＣとは、ＬＴＥ方式における１つのシステムキャリアに相当する。すなわち
、ＬＴＥ方式では、１つのＣＣを用いた通信が行われていたが、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ方式では、２つ以上のＣＣを用いた通信が行われてもよい。
【００６０】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、下りリンクにおいて、各ユーザ装置ＵＥで共
有して使用されるＰＤＳＣＨ及びＰＤＣＣＨ（物理下りリンク制御チャネル、Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が用いられる。
【００６１】
　なお、ＬＴＥ方式又はＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、運用が行われる周波数帯域
の集合として、「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄ（運用バンド）」が定義されている（非
特許文献３の５.５章）。
【００６２】
　かかる「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄ」は、例えば、２ＧＨｚ帯の「Ｏｐｅｒａｔｉ
ｎｇ　ｂａｎｄ」である「Ｂａｎｄ　１」や、８００ＭＨｚ帯の「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　
ｂａｎｄ」である「Ｂａｎｄ　５」等が定義されている。
【００６３】
　一般的に、ユーザ装置ＵＥは、自局がサポートする「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄ」
を基地局装置ｅＮＢに通知する。すなわち、ユーザ装置ＵＥは、一般的に、１つ乃至２つ
以上の「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄ」において、通信を行う能力を有しており、かか
る通信を行う能力を有する「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄ」を、基地局装置ｅＮＢに通
知する。
【００６４】
　また、基地局装置ｅＮＢは、自局が提供する移動通信サービスが、どの「Ｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｂａｎｄ」で提供されているかについて、報知情報により、自局のエリア内のユ
ーザ装置ＵＥに通知する。
【００６５】
　なお、ＣＣは、ＬＴＥ方式の１つのシステムキャリアに相当するため、「Ｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｂａｎｄ」のいずれかに属する。
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【００６６】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、ＰＤＳＣＨを介して、下りリンクデータ信号
（ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号）が伝送される。
【００６７】
　また、ＰＤＣＣＨを介して、ＰＤＳＣＨを用いて通信を行うユーザ装置ＵＥのＩＤや、
下りリンクデータ信号のトランスポートフォーマットの情報（すなわち、下りスケジュー
リング情報）や、ＰＵＳＣＨを用いて通信を行うユーザ装置ＵＥのＩＤや、上りリンクデ
ータ信号のトランスポートフォーマットの情報（すなわち、上りスケジューリンググラン
ト）等の下りリンク制御信号が通知される。
【００６８】
　ＰＤＣＣＨは、「下りＬ１/Ｌ２制御チャネル（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｌ１/Ｌ２　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」と呼ばれてもよい。また、「下りスケジューリング情報」
や「上りスケジューリンググラント」は、まとめて「下りリンク制御情報（ＤＣＩ）」と
呼ばれてもよい。
【００６９】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、上りリンクにおいて、各ユーザ装置ＵＥで共
有して使用されるＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨが用いられる。
【００７０】
　かかるＰＵＳＣＨを介して、上りリンクデータ信号（ユーザデータ、すなわち、通常の
データ信号）が送信される。
【００７１】
　また、ＰＵＣＣＨを介して、ＰＤＳＣＨに関するスケジューリング処理や適応変復調及
び符号化処理（ＡＭＣＳ：Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉ
ｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）に用いるための下りリンクの品質情報（ＣＱＩ:Ｃｈａｎｎｅｌ　
Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）や、ＰＤＳＣＨに関する送達確認情報（Ａｃｋｎ
ｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が送信される。
【００７２】
　かかる下りリンクの品質情報は、「ＣＱＩ」や「ＰＭＩ（Ｐｒｅ-ｃｏｄｉｎｇ　Ｍａ
ｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」や「ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」をまと
めたインディケータである「ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ（ｏｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ））と呼ばれてもよい。
【００７３】
　また、かかる送達確認情報の内容は、下りリンク信号が適切に受信されたことを示す肯
定応答（ＡＣＫ：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）又は下りリンク信号が適切に受信さ
れなかったことを示す否定応答（ＮＡＣＫ：Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ
ｍｅｎｔ）の何れかで表現される。
【００７４】
　図１に示すように、本実施形態に関わるユーザ装置ＵＥは、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号
生成部１０２と、上りリンク信号送信部１０４と、下りリンク信号受信部１０６とを具備
する。
【００７５】
　なお、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号生成部１０２と上りリンク信号送信部１０４と、下り
リンク信号受信部１０６とは互いに接続されている。
【００７６】
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号生成部１０２は、ユーザ装置ＵＥの能力（すなわち、Ｃａｐ
ａｂｉｌｉｔｙ）を通知するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号を生成するように構成されている
。
【００７７】
　ここで、かかるＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号には、ユーザ装置ＵＥが離散的な周波数帯域
（すなわち、不連続な周波数帯域）で同時に上りリンク信号を送信することができるか否
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かについて通知する情報が含まれる。
【００７８】
　すなわち、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号生成部１０２は、ユーザ装置ＵＥが離散的な周波
数帯域で同時に上りリンク信号を送信することができる場合には、離散的な周波数帯域で
同時に上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す情報を「１」とし、ユ
ーザ装置ＵＥが離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信することができない場
合には、離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信することができるか否かにつ
いて示す情報を「０」とするように構成されていてもよい。
【００７９】
　なお、離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信することができるか否かにつ
いて示す情報は、離散的な周波数帯域で同時に上りリンクデータ信号を送信する場合、及
び、離散的な周波数帯域で同時に上りリンクデータ信号及び上りリンク制御信号を送信す
る場合のそれぞれに関して設定されてもよい。
【００８０】
　また、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号生成部１０２は、図２に示すように、ユーザ装置ＵＥ
がサポートする周波数バンド毎に、離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信す
ることができるか否かについて示す情報を含むＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号生成するように
構成されていてもよい。
【００８１】
　ここで、かかる周波数バンドは、上述した「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄ（運用バン
ド）」であってもよい。かかる「Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄ（運用バンド）」は、「
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｂａｎｄ」と呼ばれてもよい。
【００８２】
　すなわち、ユーザ装置ＵＥは、ユーザ装置ＵＥがサポートする運用バンド毎に、離散的
な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す情報を
含むＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号生成するように構成されていてもよい。
【００８３】
　なお、かかる周波数バンドは、より一般的には、周波数帯域であってもよい。
【００８４】
　なお、ユーザ装置ＵＥと基地局装置ｅＮＢとの間で、キャリアアグリゲーションが行わ
れる場合には、キャリアアグリゲーションが行われる各キャリアに対して、上述の離散的
な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す情報が
通知されてもよい。
【００８５】
　或いは、ユーザ装置ＵＥと基地局装置ｅＮＢとの間で、キャリアアグリゲーションが行
われる場合には、キャリアアグリゲーションが行われる際の複数のキャリアが、２つ以上
の運用バンドに属する場合には、かかる２つ以上の運用バンドのそれぞれに対して、かか
る離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信することができるか否かについて示
す情報が通知されてもよい。
【００８６】
　或いは、ユーザ装置ＵＥと基地局装置ｅＮＢとの間で、キャリアアグリゲーションが行
われる場合で、かつ、上述したように、各運用バンドに対して、かかる離散的な周波数帯
域で同時に上りリンク信号を送信することができるか否かについて示す情報が通知されて
いる場合には、キャリアアグリゲーションが行われる際の複数のキャリアが属する運用バ
ンドに関する、前記情報に基づいて、離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信
することができるか否かが判定されてもよい。
【００８７】
　より具体的には、キャリアアグリゲーションが行われる際の複数のキャリアが属する運
用バンドの全てに関して、離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信することが
できると通知されている場合のみ、離散的な周波数帯域で同時に上りリンク信号を送信す
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ることができると判定されてもよい。
【００８８】
　上りリンク信号送信部１０４は、基地局装置ｅＮＢに対して、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨ
を介して、上りリンクデータ信号や上りリンク制御信号を送信するように構成されている
。
【００８９】
　なお、上りリンク信号送信部１０４は、基地局装置ｅＮＢに対して、Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ信号生成部１０２によって生成されたＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号を送信するように構
成されている。
【００９０】
　下りリンク信号受信部１０６は、基地局装置ｅＮＢから、ＰＤＳＣＨやＰＤＣＣＨを介
して、下りリンクデータ信号や下りリンク制御信号を受信するように構成されている。
【００９１】
　図３に示すように、本実施形態に関わる基地局装置ｅＮＢは、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信
号受信部２０２と、上りリンク信号受信部２０４と、上りリンクリソース割り当て部２０
６と、下りリンク信号送信部２０８とを具備する。
【００９２】
　上りリンク信号受信部２０４は、ユーザ装置ＵＥから、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨを介し
て、上りリンクデータ信号や上りリンク制御信号を受信するように構成されている。
【００９３】
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号受信部２０２は、上りリンク信号受信部２０４によって受信
された上りリンク信号から、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号を取得するように構成されている
。
【００９４】
　かかるＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号には、上述したように、ユーザ装置ＵＥが離散的な周
波数帯域（すなわち、不連続な周波数帯域）で同時に上りリンク信号を送信することがで
きるか否かについて通知する情報が含まれる。また、かかる情報は、上述したように、ユ
ーザ装置ＵＥがサポートする周波数バンド毎に通知されてもよい。
【００９５】
　下りリンク信号送信部２０８は、ユーザ装置ＵＥに対して、ＰＤＳＣＨやＰＤＣＣＨを
介して、下りリンクデータ信号や下りリンク制御信号を送信するように構成されている。
【００９６】
　上りリンクリソース割り当て部２０６は、サブフレーム毎に、複数のユーザ装置ＵＥの
中で、どのユーザ装置ＵＥに対してリソースブロックを割り当てるかについて決定し、か
かるユーザ装置ＵＥに対して上りリンク信号を送信するリソースブロックを割り当てるよ
うに構成されている。
【００９７】
　具体的には、上りリンクリソース割り当て部２０６は、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号受信
部２０２によって受信されたＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号に基づいて、不連続な周波数帯域
における上りリンク信号の送信を行うか否かについて判定し、かかる判定結果に基づいて
、上りリンク信号を送信する周波数帯域（リソースブロック）の割り当てを行うように構
成されている。
【００９８】
　すなわち、上りリンクリソース割り当て部２０６は、ユーザ装置ＵＥが離散的な周波数
帯域（すなわち、不連続な周波数帯域）で同時に上りリンク信号を送信することができる
と通知されている場合には、離散的な周波数帯域でのリソースの割り当てを行う、それ以
外の場合に、連続的な周波数帯域でのリソースの割り当てを行う。
【００９９】
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、基地局装置ｅＮＢが、ユー
ザ装置ＵＥから取得したＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号に基づいて、ユーザ装置の能力及び実
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際にユーザ装置が通信を行う周波数バンドを考慮して、不連続な周波数帯域における上り
リンク信号の送信を行うか否かについて判定し、かかる判定結果に基づいて、上りリンク
信号を送信する周波数帯域の割り当てを行うことができる。
【０１００】
　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。
【０１０１】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信システム内で、ユーザ装置ＵＥと無線通信する基
地局装置ｅＮＢであって、ユーザ装置ＵＥより、割り当てられた不連続な周波数帯域で同
時に上りリンク信号を送信する能力を有するか否かについて通知するＣａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ信号（制御信号）を受信するように構成されているＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号受信部２
０２を具備し、かかるＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号は、運用バンド毎に通知されるように構
成されていることを要旨とする。
【０１０２】
　本実施形態の第１の特徴において、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号は、割り当てられた不連
続な周波数帯域で同時に上りリンクデータ信号を送信する能力を有するか否かについて通
知するように構成されていてもよい。
【０１０３】
　本実施形態の第１の特徴において、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号は、割り当てられた不連
続な周波数帯域で上りリンクデータ信号及び上りリンク制御信号を同時に送信する能力を
有するか否かについて通知するように構成されていてもよい。
【０１０４】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信システム内で、基地局装置ｅＮＢと無線通信する
ユーザ装置ＵＥであって、基地局装置ＵＥに対して、割り当てられた不連続な周波数帯域
で同時に上りリンク信号を送信する能力を有するか否かについて通知するＣａｐａｂｉｌ
ｉｔｙ信号を送信するように構成されている上りリンク信号送信部１０４を具備し、かか
るＣａｐａｂｉｌｉｔｙ信号は、運用バンド毎に通知されるように構成されていることを
要旨とする。
【０１０５】
　本実施形態の第２の特徴において、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号は、割り当てられた不連
続な周波数帯域で同時に上りリンクデータ信号を送信する能力を有するか否かについて通
知するように構成されていてもよい。
【０１０６】
　本実施形態の第２の特徴において、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号は、割り当てられた不連
続な周波数帯域で上りリンクデータ信号及び上りリンク制御信号を同時に送信する能力を
有するか否かについて通知するように構成されていてもよい。
【０１０７】
　なお、上述のユーザ装置１００及び基地局装置２００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。
【０１０８】
　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。
【０１０９】
　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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、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ユーザ装置１
００及び基地局装置２００内に設けられていてもよい。
【０１１０】
　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】
【０１１１】
１００…ユーザ装置
１０２…Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号生成部
１０４…上りリンク信号送信部
１０６…下りリンク信号受信部
２００…基地局装置
２０２…Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ信号受信部
２０４…上りリンク信号受信部
２０６…上りリンクリソース割り当て部
２０８…下りリンク信号送信部

【図１】

【図２】

【図３】
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