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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のセル及び第２のセルにおいて下りリンク信号を受信する受信部と、
　下りデータ信号に対するフィードバック信号を送信する送信部と、を有し、
　前記受信部は、前記第２のセルにおいて通信するための制御情報を、前記第１のセルか
ら上位レイヤシグナリングを介して受信し、
　前記受信部は、前記下りデータ信号の受信を指示する下り制御情報を受信し、
　前記送信部は、前記制御情報に基づいて受信した下りデータ信号に対するフィードバッ
ク信号を、前記下り制御情報によってリソースが指定されるチャネルを用いて送信し、
　前記送信部は、上位レイヤシグナリングによってＲＢ番号が設定される前記第２のセル
の複数のリソース候補のいずれかのＲＢ番号に対応するリソースを、前記下り制御情報に
基づいて前記チャネルのリソースとして選択し、
　前記送信部は、以下の（１）及び（２）の少なくとも１つを実施することを特徴とする
ユーザ端末：
　（１）上り共有チャネルでの上りデータ送信を指示する制御信号に基づいてフィードバ
ック信号を送信する場合とは異なる送信電力制御パラメータを用いて送信電力を制御し、
選択された前記チャネルのリソースを用いて前記下りデータ信号に対するフィードバック
信号を送信する、
　（２）上り共有チャネルでの上りデータ送信を指示する制御信号によって示されるリソ
ースを用いてフィードバック信号の送信を行わない場合に、選択された前記チャネルのリ
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ソースを用いて前記下りデータ信号に対するフィードバック信号を送信する。
【請求項２】
　前記送信部は、前記第２のセルの複数のリソース候補から、前記下り制御情報に含まれ
るＡＲＩ（ACK/NACK　Resource　Indicator）又はＡＲＯ（ACK/NACK　Resource　Offset
）で指定されるリソースを、前記チャネルのリソースとして選択することを特徴とする請
求項１に記載のユーザ端末。
【請求項３】
　前記送信部は、選択された前記チャネルのリソースを用いて前記下りデータ信号に対す
るフィードバック信号を送信する場合に、スロット間でＲＢホッピングを行うことを特徴
とする請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項４】
　前記送信部は、選択された前記チャネルのリソースを用いて前記下りデータ信号に対す
るフィードバック信号を送信する場合に、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を含めて送信する
ことを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項５】
　前記受信部は、特定のフィードバック方法の適用を指示するための情報を、上位レイヤ
シグナリングを介して受信し、
　前記送信部は、前記特定のフィードバック方法の適用を指示するための情報に基づいて
、選択された前記チャネルのリソースを用いて前記下りデータ信号に対するフィードバッ
ク信号を送信することを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項６】
　前記第１のセルは、プライマリセルであり、前記第２のセルは、セカンダリセルである
ことを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項７】
　前記第１のセルを形成する第１の無線基地局及び前記第２のセルを形成する第２の無線
基地局は、それぞれ独立してスケジューリングを行うことを特徴とする請求項１に記載の
ユーザ端末。
【請求項８】
　ユーザ端末の無線通信方法であって、
　第１のセル及び第２のセルにおいて下りリンク信号を受信する受信工程と、
　下りデータ信号に対するフィードバック信号を送信する送信工程と、を有し、
　前記受信工程において、前記第２のセルにおいて通信するための制御情報を、前記第１
のセルから上位レイヤシグナリングを介して受信し、
　前記受信工程において、前記下りデータ信号の受信を指示する下り制御情報を受信し、
　前記送信工程において、前記制御情報に基づいて受信した下りデータ信号に対するフィ
ードバック信号を、前記下り制御情報によってリソースが指定されるチャネルを用いて送
信し、
　前記送信工程において、上位レイヤシグナリングによってＲＢ番号が設定される前記第
２のセルの複数のリソース候補のいずれかのＲＢ番号に対応するリソースを、前記下り制
御情報に基づいて前記チャネルのリソースとして選択し、
　前記送信工程において、以下の（１）及び（２）の少なくとも１つを実施することを特
徴とする無線通信方法：
　（１）上り共有チャネルでの上りデータ送信を指示する制御信号に基づいてフィードバ
ック信号を送信する場合とは異なる送信電力制御パラメータを用いて送信電力を制御し、
選択された前記チャネルのリソースを用いて前記下りデータ信号に対するフィードバック
信号を送信する、
　（２）上り共有チャネルでの上りデータ送信を指示する制御信号によって示されるリソ
ースを用いてフィードバック信号の送信を行わない場合に、選択された前記チャネルのリ
ソースを用いて前記下りデータ信号に対するフィードバック信号を送信する。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）やＬＴＥの後継システム（例えば、ＬＴＥアドバン
スト（ＬＴＥ－Ａ）、ＦＲＡ（Future　Radio　Access）、４Ｇともいう）では、半径数
百メートルから数キロメートル程度の相対的に大きいカバレッジを有するマクロセル内に
、半径数メートルから数十メートル程度の相対的に小さいカバレッジ有するスモールセル
（ピコセル、フェムトセル等を含む）が配置される無線通信システム（ＨｅｔＮｅｔ（He
terogeneous　Network）ともいう）が検討されている（例えば、非特許文献１）。
【０００３】
　かかる無線通信システムでは、マクロセルとスモールセルとの双方で同一の周波数帯を
用いるシナリオ（例えば、「co-channel」ともいう）や、マクロセルとスモールセルとで
異なる周波数帯を用いるシナリオ（例えば、「separate　frequency」ともいう）が検討
されている。後者のシナリオでは、マクロセルにおいて相対的に低い周波数帯（例えば、
０．８ＧＨｚや２ＧＨｚ）を用い、スモールセルにおいて相対的に高い周波数帯（例えば
、３．５ＧＨｚや１０ＧＨｚ）を用いることも検討されている。
【０００４】
　また、ＬＴＥ－Ａシステム（Ｒｅｌ．１０／１１）のシステム帯域は、ＬＴＥシステム
のシステム帯域を一単位とする少なくとも１つのコンポーネントキャリア（ＣＣ：Compon
ent　Carrier）を含んでいる。複数のコンポーネントキャリア（セル）を集めて広帯域化
することをキャリアアグリゲーション（ＣＡ：Carrier　Aggregation）という。
【０００５】
　さらに、ＬＴＥ－Ａシステムでは、セル間直交化を実現するための技術として協調マル
チポイント（ＣｏＭＰ：Coordinated　multipoint）送受信技術が導入されている。この
ＣｏＭＰ送受信では、１つあるいは複数のユーザ端末ＵＥに対して複数のセルが協調して
送受信の信号処理を行う。例えば、下りリンクでは、プリコーディングを適用する複数セ
ル同時送信、協調スケジューリング／ビームフォーミングなどが検討されている。これら
のＣｏＭＰ送受信技術の適用により、特にセル端に位置するユーザ端末ＵＥのスループッ
ト特性の改善が期待される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3GPP　TR　36.814　“E-UTRA　Further　advancements　for　E-UTRA　
physical　layer　aspects”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、Ｒｅｌ．１０／１１で導入されたキャリアアグリゲーション（ＣＡ）
と協調送信（ＣｏＭＰ）では、複数のＣＣ又は複数の送受信ポイントを、１つの無線基地
局（ｅＮＢ）に実装されたスケジューラで集中制御することを前提としている。この場合
、ユーザ端末から送信される送達確認信号（ＨＡＲＱ）等のフィードバック信号は、上り
データの送信指示（ＵＬグラント）がない場合には、所定セルの上り制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）に割当てられる。
【０００８】
　一方で、将来の無線通信システム（例えば、Ｒｅｌ．１２以降）では、マクロセルを形
成するマクロ基地局（ＭｅＮＢ）と、スモールセルを形成するスモール基地局（ＳｅＮＢ
）間でＣＡやＣｏＭＰを適用すること（Ｉｎｔｅｒ－ｅＮＢ　ＣｏＭＰ／ＣＡ）が想定さ
れる。つまり、マクロ基地局とスモール基地局は、それぞれ配下のユーザ端末からフィー
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ドバックされるフィードバック信号（送達確認信号やチャネル品質情報（ＣＳＩ））に基
づいて独立してスケジューリングを行う。
【０００９】
　したがって、無線基地局間ＣｏＭＰ／ＣＡ（Ｉｎｔｅｒ－ｅＮＢ　ＣｏＭＰ／ＣＡ）で
は、各無線基地局で適切にスケジューリングを行うために、ユーザ端末はフィードバック
信号を出来るだけ各無線基地局に直接送信することが望ましい。しかし、Ｒｅｌ．１０／
１１までのフィードバックメカニズムでは、上りデータ信号の送信指示（ＵＬグラント）
がない場合、ＳＣｅｌｌ（例えば、スモールセル）のフィードバック信号はＰＣｅｌｌ（
例えば、マクロセル）の上り制御チャネルでフィードバックされる。つまり、従来のフィ
ードバックメカニズムでは、複数の無線基地局に対して別々にフィードバック情報を送信
することが困難となる。
【００１０】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、複数の無線基地局間でＣＡやＣｏＭ
Ｐを適用する場合（Ｉｎｔｅｒ－ｅＮＢ　ＣｏＭＰ／ＣＡ）であっても、上りリンクにお
けるフィードバックを適切に行うことができるユーザ端末及び無線通信方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様に係るユーザ端末は、第１のセル及び第２のセルにおいて下りリンク信
号を受信する受信部と、下りデータ信号に対するフィードバック信号を送信する送信部と
、を有し、前記受信部は、前記第２のセルにおいて通信するための制御情報を、前記第１
のセルから上位レイヤシグナリングを介して受信し、前記受信部は、前記下りデータ信号
の受信を指示する下り制御情報を受信し、前記送信部は、前記制御情報に基づいて受信し
た下りデータ信号に対するフィードバック信号を、前記下り制御情報によってリソースが
指定されるチャネルを用いて送信し、前記送信部は、上位レイヤシグナリングによってＲ
Ｂ番号が設定される前記第２のセルの複数のリソース候補のいずれかのＲＢ番号に対応す
るリソースを、前記下り制御情報に基づいて前記チャネルのリソースとして選択し、前記
送信部は、以下の（１）及び（２）の少なくとも１つを実施することを特徴とする：（１
）上り共有チャネルでの上りデータ送信を指示する制御信号に基づいてフィードバック信
号を送信する場合とは異なる送信電力制御パラメータを用いて送信電力を制御し、選択さ
れた前記チャネルのリソースを用いて前記下りデータ信号に対するフィードバック信号を
送信する、（２）上り共有チャネルでの上りデータ送信を指示する制御信号によって示さ
れるリソースを用いてフィードバック信号の送信を行わない場合に、選択された前記チャ
ネルのリソースを用いて前記下りデータ信号に対するフィードバック信号を送信する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数の無線基地局間でＣＡやＣｏＭＰを適用する場合（Ｉｎｔｅｒ－
ｅＮＢ　ＣｏＭＰ／ＣＡ）であっても、上りリンクにおけるフィードバックを適切に行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ＨｅｔＮｅｔの概念図である。
【図２】無線基地局内ＣｏＭＰ／ＣＡと、無線基地局間ＣｏＭＰ／ＣＡの概念図である。
【図３】上りリンクにおけるフィードバック信号の割当て方法の一例を示す図である。
【図４】上りリンクにおけるフィードバック信号の割当て方法の一例を示す図である。
【図５】Ｒｅｌ．１０／１１におけるフィードバック方法を示す図である。
【図６】Ｒｅｌ．１０／１１におけるフィードバック方法（ＵＬグラント検出ミス時）を
示す図である。
【図７】ＳＣｅｌｌにＰＵＣＣＨを設定する場合のフィードバック方法（検討例）を示す
図である。
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【図８】本実施の形態のフィードバック方法の一例を示す図である。
【図９】本実施の形態のフィードバック方法の他の一例を示す図である。
【図１０】本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合の送信電力制御の一例を示
す図である。
【図１１】本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合にフィードバックに利用す
るチャネルの一例（例１）を示す図である。
【図１２】本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合にフィードバックに利用す
るチャネルの他の一例（例２）を示す図である。
【図１３】本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合の無線通信の動作手順の一
例を示すシーケンス図である。
【図１４】本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合のＰＵＳＣＨリソースの通
知方法の一例を示す図である。
【図１５】本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略図である。
【図１６】本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の説明図である。
【図１７】本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の説明図である。
【図１８】本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の説明図である。
【図１９】本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、ＨｅｔＮｅｔの概念図である。なお、図１Ａはマクロセルとスモールセルとで
同一の周波数帯を用いた場合を示し、図１Ｂはマクロセルとスモールセルとで異なる周波
数帯を用いた場合を示している。
【００１５】
　図１に示すように、ＨｅｔＮｅｔは、マクロセルＭとスモールセルＳの少なくとも一部
が地理的に重複して配置される無線通信システムである。また、ＨｅｔＮｅｔは、マクロ
セルＭを形成する無線基地局（以下、マクロ基地局という）と、スモールセルＳを形成す
る無線基地局（以下、スモール基地局という）と、マクロ基地局とスモール基地局と通信
するユーザ端末ＵＥとを含んで構成される。
【００１６】
　図１Ａに示す場合、マクロセルＭとスモールセルＳにおいて、例えば、８００ＭＨｚや
２ＧＨｚ等の同一の周波数帯のキャリアを適用することができる。一方で、図１Ｂに示す
場合、マクロセルＭでは、例えば、８００ＭＨｚや２ＧＨｚなど、相対的に低い周波数帯
のキャリアが用いられる。一方、複数のスモールセルＳでは、例えば、３．５ＧＨｚなど
、相対的に高い周波数帯のキャリアが用いられる。
【００１７】
　このように、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌ．１２以降）の無線通信システムでは、スモールセル
ＳとマクロセルＭが同一周波数を適用するシナリオ（co-channel）に加えて、スモールセ
ルＳとマクロセルＭが異なる周波数を適用するシナリオ（Separate　frequency）が検討
されている。
【００１８】
　また、スモールセルとマクロセルが異なる無線基地局で運用される場合、マクロ基地局
（ＭｅＮＢ）とスモール基地局（ＳｅＮＢ）は、バックホールで接続されて相互に情報の
やり取りを行う。マクロ基地局とスモール基地局間の接続は、光ファイバ（Optical　fib
er）や非光ファイバ（Ｘ２インターフェース）等の有線接続や、無線接続で行うことが考
えられる。なお、マクロ基地局とスモール基地局間の接続を光ファイバ以外の回線（例え
ば、Ｘ２インターフェース）で行う場合には、マクロ基地局とスモール基地局間の情報の
送受信において遅延時間が無視できなくなる。理想的には、バックホールの伝達遅延は０
ｍｓｅｃであるが、バックホールの環境によっては最大で伝達遅延が数１０ｍｓｅｃとな
る場合がある。
【００１９】
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　ところで、Ｒｅｌ．１０／１１で導入されたキャリアアグリゲーション（ＣＡ）と協調
送信（ＣｏＭＰ）では、上述したように複数のＣＣ又は複数の送受信ポイントを、１つの
無線基地局に実装されたスケジューラで集中制御することを前提としている（図２Ａ参照
）。一方で、将来の無線通信システム（Ｒｅｌ．１２以降）では、遅延の無視できないバ
ックホールで接続された異なる無線基地局間におけるＣＡやＣｏＭＰをサポートする必要
がある（図２Ｂ参照）。
【００２０】
　このように、異なる無線基地局間におけるＣＡやＣｏＭＰをサポートするためには、各
無線基地局で適切にスケジューリングを行う必要がある。各無線基地局でユーザ端末に送
信する下りデータを下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）に適切にスケジューリングするため
には、上りリンクでユーザ端末がフィードバック信号を適切に送信することが必要となる
。フィードバック信号としては、下りデータ（ＰＤＳＣＨ信号）の復号可否を示す送達確
認信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）や、下り参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を用いて測定したチャネ
ル品質情報（ＣＳＩ）等がある。
【００２１】
　ＬＴＥ（Ｒｅｌ．８）では、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）で上りデータ送信を指示
する制御信号（ＵＬグラント）が検出された場合、ユーザ端末はＵＬグラントで割当てら
れたＰＵＳＣＨのリソースを用いてフィードバック信号の送信を行う（図３参照）。一方
で、ＵＬグラントが検出されない場合、ユーザ端末は上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を
用いてフィードバック信号を送信する（図３参照）。つまり、ユーザ端末は、上りデータ
を送信する場合には、ＰＵＳＣＨを利用して上りデータと共にフィードバック信号を送信
し、上りデータを送信しない場合には、ＰＵＣＣＨを利用してフィードバック信号を送信
する。
【００２２】
　異なる無線基地局間でＣＡやＣｏＭＰを適用する場合、各無線基地局で適切にスケジュ
ーリングを行うために、ユーザ端末はフィードバック信号を出来るだけ各無線基地局に直
接送信することが望ましい（図４Ａ～４Ｃ参照）。しかし、Ｒｅｌ．１０／１１までのフ
ィードバックメカニズムでは、ＣＡを適用する際に、フィードバック信号を複数の無線基
地局に対して別々に送信することが困難となる。以下に、Ｒｅｌ．１０／１１においてキ
ャリアアグリゲーション（ＣＡ）を行う場合のフィードバック方法について図面を参照し
て説明する。なお、以下の説明では、上下リンクとも、１つのプライマリセル（ＰＣｅｌ
ｌ）と、１つ又は複数のセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）がある場合を想定する。
【００２３】
　上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の同時送信が設定
されていないユーザ端末は、ＵＬグラントを検出しなかった場合、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣ
Ｈを用いてフィードバック信号（送達確認信号、ＣＳＩ等）を送信する（図５Ａ参照）。
一方で、ＵＬグラントを検出した場合には、ＵＬグラントを検出したセルのＰＵＳＣＨを
用いてフィードバック信号を上りデータと一緒に送信する。具体的に、ユーザ端末は、Ｐ
ＣｅｌｌでＵＬグラントを検出した場合にはＰＣｅｌｌのＰＵＳＣＨを用いてフィードバ
ックを行い（図５Ｂ参照）、ＳＣｅｌｌでＵＬグラントを検出した場合にはＳＣｅｌｌの
ＰＵＳＣＨを用いてフィードバックを行う（図５Ｃ参照）。なお、複数のセルで同時にＵ
Ｌグラントを検出した場合には、ＰＣｅｌｌのＰＵＳＣＨを用いてフィードバックを行う
。
【００２４】
　ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信が設定されているユーザ端末は、ＵＬグラントを検
出しなかった場合、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨを用いてフィードバック信号を送信する（上
記図５Ａ参照）。一方で、ＵＬグラントを検出した場合には、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ及
び／又はＰＵＳＣＨでフィードバックを行う。つまり、ＵＬグラントを検出した場合であ
っても、一部のフィードバック信号（送達確認信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ））をＰＵＣＣＨ
を用いて（ＵＬグラントで割当てられたＰＵＳＣＨと同時に）送信する。
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【００２５】
　なお、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信は、各ユーザ端末の能力（性能）に応じて無
線基地局が適宜設定する。ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信を行わないユーザ端末は、
ＵＬグラントの有無に関わらずシングルキャリア送信を行うため安価なＲＦ回路で構成す
ることができる。一方で、ＰＵＳＣＨと比較して冗長なＰＵＣＣＨでは干渉や熱雑音に強
く高い確率で信号を検出できるため、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信を行うユーザ端
末は、ＰＵＣＣＨを利用してフィードバック信号を送信することによりフィードバック精
度を向上することができる。
【００２６】
　なお、各ユーザ端末がＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信が可能であるか否かは、ユー
ザ端末の能力情報（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）として無線基地局に通知される。無線
基地局は、各ユーザ端末の能力に基づいてＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信の適用を適
宜設定し、各ユーザ端末に対して上位レイヤシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング
）で指示する。
【００２７】
　このように、Ｒｅｌ．１０／１１までのフィードバックメカニズムでは、ＵＬグラント
がない場合、ＳＣｅｌｌ（例えば、スモールセル）のフィードバック信号はＰＣｅｌｌ（
例えば、マクロセル）のＰＵＣＣＨでフィードバックされる。通常、各無線基地局におけ
るスケジューリングは１ｍｓ（１サブフレーム）単位で行われるため、異なる基地局間の
バックホールで遅延が無視できない場合には、無線基地局間の遅延の影響によりスループ
ットが低下するおそれがある。また、ＳＣｅｌｌのフィードバック信号を全てＰＣｅｌｌ
のＰＵＣＣＨに割当てる場合、通信環境によってはＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨの容量が不足
するおそれもある。
【００２８】
　そのため、フィードバック信号を各下りＣＣ（セル）に対応する上りＣＣでフィードバ
ックするために、ＵＬグラントを送信して当該上りＣＣに対してＰＵＳＣＨを割当てるこ
とが考えられる。例えば、ユーザ端末にフィードバック信号をＳＣｅｌｌでフィードバッ
クさせるために、上りデータが無い場合あってもＳＣｅｌｌのＵＬグラントを送信してＰ
ＵＳＣＨリソースを割当てることが考えられる。
【００２９】
　しかし、このようにＳＣｅｌｌの下りリンク信号でＵＬグラントを送信してＳＣｅｌｌ
のＰＵＳＣＨリソースを用いてフィードバックを行う場合、同じタイミングでＰＣｅｌｌ
のＵＬグラントを送信できなくなる。これは、ＰＣｅｌｌのＵＬグラントを検出した場合
には、ユーザ端末がＰＣｅｌｌのＰＵＳＣＨでフィードバックを行うためである。
【００３０】
　また、ユーザ端末がＵＬグラントを検出できない場合（検出ミスの場合）には、ＰＵＳ
ＣＨを用いてフィードバックすることができず、意図しないＣＣ（セル）のＰＵＣＣＨで
フィードバックされるおそれがある。例えば、上記図５Ｂ、５Ｃにおいて、ユーザ端末が
ＵＬグラントを検出できない場合には、フィードバック信号がＰＣｅｌｌの上り制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）でフィードバックされてしまう（図６Ａ～６Ｃ参照）。
【００３１】
　このように、ＳＣｅｌｌのＵＬグラントを利用して、フィードバック信号をＳＣｅｌｌ
のＰＵＳＣＨを利用してフィードバックさせると、ＰＣｅｌｌのＵＬグラント送信が制限
される問題や、ＵＬグラント検出ミスの際に適切にフィードバックできない問題が生じる
。一方で、このような問題を解決するために、ＳＣｅｌｌにおいてもＰＣｅｌｌと同様に
、上りリンクでＰＵＣＣＨを利用することが考えられる。つまり、ＵＬグラントを検出し
ない場合、ユーザ端末は各セル個別のフィードバック信号をそれぞれ各セルのＰＵＣＣＨ
で送信する（図７Ａ参照）。そして、ＵＬグラントを検出した場合、ユーザ端末は各セル
個別のフィードバック信号をそれぞれ各セルのＰＵＳＣＨで送信することが考えられる（
図７Ｂ、７Ｃ参照）。
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【００３２】
　図７に示すフィードバック方法を適用することにより、セル個別のフィードバックは実
現することが可能となる。しかし、ユーザ端末は別々にフィードバックする全ての上りＣ
ＣにおいてＰＵＣＣＨで送信できることが必要となるため、ユーザ端末の回路構成が複雑
となりコストが増大する問題がある。また、無線基地局間ＣｏＭＰ（Ｉｎｔｅｒ－ｅＮＢ
　ＣｏＭＰ）の場合や、下りリンクのみ無線基地局間ＣＡ（Ｉｎｔｅｒ－ｅＮＢ　ＣＡ）
の場合（上りリンクは１ＣＣでＣＡを行わない場合）には、上りリンクにおいてＳＣｅｌ
ｌが存在しないため、別の解決方法が新たに必要となる。その結果、更なる技術の実装が
必要となってしまう。
【００３３】
　そこで、本発明者等は、上記問題点に着目して、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信
号を、ＵＬグラントの有無に関わらずＰＵＳＣＨを用いてフィードバックすることを着想
した。特に本発明者等は、マクロ基地局とスモール基地局間でＣＡを適用する場合に、ス
モールセル（ＳＣｅｌｌ）ではマクロセル（ＰＣｅｌｌ）と比較して接続ユーザ端末数が
少なくリソース容量に余裕がある点に着目し、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号を
ＵＬグラントの有無に関わらずＳＣｅｌｌのＰＵＳＣＨを用いて行うことを見出した。
【００３４】
　また、本発明者等は、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号を、ＵＬグラントの有無
に関わらずＰＵＳＣＨを用いて行う際に、新たなＰＵＳＣＨリソース割当て方法を着想し
た。具体的には、ＳＣｅｌｌでＵＬグラントの有無に応じてＰＵＳＣＨのリソース割当て
を変更し、例えば、ユーザ端末がＵＬグラントを検出しない場合に、下り制御情報（ＤＬ
　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を利用してＰＵＳＣＨリソースの割当てを行うことを着想した
。
【００３５】
　以下に、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明
では、マクロ基地局とスモール基地局間のＣｏＭＰ及び／又はＣＡ（Ｉｎｔｅｒ－ｅＮＢ
　ＣｏＭＰ／ＣＡ）を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られず異なる無線
基地局間の制御であれば適用することができる。また、以下の説明では、マクロセルをＰ
Ｃｅｌｌ、スモールセルをＳＣｅｌｌとして説明するが、本実施の形態はこれに限られな
い。
【００３６】
（第１の態様）
　図８は、第１の基地局と第２の基地局間でＣＡを適用する場合において、上りリンクの
フィードバック方法の一例について示している。なお、図８では、第１の基地局がマクロ
セル（ＰＣｅｌｌ）を形成し、第２の基地局がスモールセル（ＳＣｅｌｌ）を形成する場
合を示している。具体的に、図８ＡはＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌの下りリンク信号にＵＬ
グラントが含まれていない場合に相当し、図８ＢはＰＣｅｌｌの下りリンク信号のみにＵ
Ｌグラントが含まれている場合に相当し、図８ＣはＳＣｅｌｌの下りリンク信号のみにＵ
Ｌグラントが含まれている場合に相当する。
【００３７】
　図８Ａに示すように、ＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌの下りリンク信号にＵＬグラントが含
まれていない場合、ユーザ端末はＰＣｅｌｌの下りリンク信号に対するフィードバック信
号をＰＣｅｌｌの上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を用いてフィードバックする。一方で
、ユーザ端末はＳＣｅｌｌの下りリンク信号に対するフィードバック信号をＳＣｅｌｌの
上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を用いてフィードバックする。この場合、ＳＣｅｌｌの
フィードバック信号を割当てるＰＵＳＣＨリソースは、無線基地局（例えば、マクロ基地
局）から上位レイヤシグナリング等で指示することができる。
【００３８】
　図８Ｂに示すように、ＰＣｅｌｌの下りリンク信号のみにＵＬグラントが含まれている
場合、ユーザ端末はＰＣｅｌｌの下りリンク信号に対するフィードバック信号をＰＣｅｌ
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ｌのＰＵＳＣＨを用いてフィードバックする。また、ＳＣｅｌｌの下りリンク信号に対す
るフィードバック信号をＳＣｅｌｌのＰＵＳＣＨを用いてフィードバックする。この場合
、ＳＣｅｌｌのフィードバック信号を割当てるＰＵＳＣＨリソースは、無線基地局（例え
ば、マクロ基地局）から上位レイヤシグナリング等で指示することができる。
【００３９】
　図８Ｃに示すように、ＳＣｅｌｌの下りリンク信号のみにＵＬグラントが含まれている
場合、ユーザ端末はＰＣｅｌｌの下りリンク信号に対するフィードバック信号をＰＣｅｌ
ｌのＰＵＣＣＨを用いてフィードバックする。また、ＳＣｅｌｌの下りリンク信号に対す
るフィードバック信号をＳＣｅｌｌのＰＵＳＣＨを用いてフィードバックする。この場合
、ＳＣｅｌｌのフィードバック信号を割当てるＰＵＳＣＨリソースは、ＵＬグラントで指
示することができる。
【００４０】
　このように、ＳＣｅｌｌの下りリンク信号に対するフィードバック情報を、ＵＬグラン
トの有無に関わらずＰＵＳＣＨを利用してフィードバックすることにより、Ｒｅｌ．１０
／１１における上り同時送信・非同時送信で全ての送信パターンをサポートすることがで
きる。これにより、ユーザ端末に対してＲｅｌ．１０/１１までの回路を利用することが
できるため、ユーザ端末の製造コストを抑制することが可能となる。また、ユーザ端末が
ＳＣｅｌｌからのＵＬグラントを検出できなかった場合（検出ミスの場合）であっても、
ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号をＳＣｅｌｌに直接フィードバックすることがで
きる。
【００４１】
　また、上記図８で示したフィードバック方法は、無線基地局間ＣｏＭＰを適用する場合
や、下りリンクのみ無線基地局間ＣＡを適用する場合（上りリンクはＰＣｅｌｌのみ設定
される場合）にも適用することができる（図９Ａ～９Ｃ）。
【００４２】
　例えば、第１の基地局と第２の基地局が同一の周波数で運用される場合、ユーザ端末は
、ＰＣｅｌｌに対するフィードバック信号をＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨを用いてフィードバ
ックする。一方で、ユーザ端末は、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号をＰＣｅｌｌ
のＰＵＳＣＨを用いてフィードバックする（図９Ｂ参照）。
【００４３】
　また、第１の基地局と第２の基地局が異なる周波数で運用される場合においても、ユー
ザ端末は、ＰＣｅｌｌに対するフィードバック信号をＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨを用いてフ
ィードバックする。一方で、ユーザ端末は、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号をＰ
ＣｅｌｌのＰＵＳＣＨを用いてフィードバックする（図９Ｃ参照）。
【００４４】
　上記図７で示したように、ＳＣｅｌｌに対してもＰＵＣＣＨを設定する方法では、無線
基地局間ＣｏＭＰや下りリンクのみ無線基地局間ＣＡを適用する場合に異なるフィードバ
ック方法を新たに適用する必要があった。しかし、上記図９で示すフィードバック方法で
は、基地局間ＣｏＭＰや下りリンクのみ基地局間ＣＡを適用する場合であっても、同様の
フィードバックメカニズムを適用することができる。
【００４５】
　上りリンク信号の送信電力制御においてＬＴＥ．１０／１１では、ＰＵＣＣＨとＰＵＳ
ＣＨとで独立に送信電力を制御すると共に、ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌ間でも独立に送信電
力を制御する。したがって、上記図９で示すように、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック
信号をＰＵＳＣＨリソースに割当てることにより、ＬＴＥ．１０／１１の送信電力制御の
仕組みをそのまま利用することができる。
【００４６】
　例えば、第２の基地局（スモール基地局）の近傍に位置するユーザ端末は、ＰＣｅｌｌ
及びＳＣｅｌｌの下りリンク信号にＵＬグラントが含まれていない場合（上記図８Ａ参照
）、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨと、ＳＣｅｌｌのＰＵＳＣＨの送信電力をそれぞれ制御する
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ことができる（図１０Ａ参照）。同様に、無線基地局間ＣｏＭＰを適用する場合や、下り
リンクのみ無線基地局間ＣＡを適用する場合においても、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの送信
電力をそれぞれ独立して制御することができる（図１０Ｂ、１０Ｃ参照）。
【００４７】
　このように、本実施の形態のフィードバック方法を用いることにより、ユーザ端末がい
ずれかの無線基地局（例えば、スモール基地局）に近く、複数の無線基地局との間で伝播
損失（パスロス）が異なる場合であっても、適切な送信電力を設定してフィードバックを
行うことが可能となる。
【００４８】
　ここで、無線基地局間ＣＡで本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合に、フ
ィードバックを行いたいＣＣ（セル）と、利用するフィードバック用チャネルについて図
１１、図１２を参照して説明する。なお、図１１、図１２では、本実施の形態のフィード
バック方法（提案例）と、従来のフィードバック方法と、上記図７に示したＳＣｅｌｌの
ＰＵＣＣＨを利用するフィードバック方法（検討例）と、を比較して記載している。
【００４９】
　なお、図１１（例１）と図１２（例２）との違いは、提案法において、ＰＣｅｌｌとＳ
Ｃｅｌｌから同時にＵＬグラントがある場合に、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ利用の有無に関
する点である。具体的に、図１１（例１）は、検討例、提案例ともに従来法の「同時送信
なし」から拡張した場合を示しており、出来るだけ少ない同時送信数で送信を行うことが
できる。これにより、ユーザ端末のＲＦ回路の負担を低減して電力効率を向上することが
可能となる。
【００５０】
　また、図１２（例２）は、検討例、提案例ともに従来法の「同時送信あり」から拡張し
た場合を示している。例２の検討例では、フィードバックをＰＣｅｌｌ及びＳＣｅｌｌと
もに出来るだけＰＵＣＣＨで行う、つまりＳＣｅｌｌであってもＰＵＣＣＨでフィードバ
ックする場合を示している。また、例２の提案法では、ＰＣｅｌｌのフィードバックを出
来るだけＰＵＣＣＨを行う場合を示している。一方で、ＳＣｅｌｌはＵＬグラントの有無
に関わらずＰＵＳＣＨでフィードバックを行う。このように、接続を維持すべきＰＣｅｌ
ｌ（例えば、マクロセル）において出来るだけＰＵＣＣＨを利用してフィードバックを行
うことにより、フィードバック信号の品質を確保することができる。
【００５１】
＜無線基地局間ＣｏＭＰ＞
　無線基地局間ＣｏＭＰでは、無線基地局間が同一周波数で運用されるため、ＰＣｅｌｌ
、ＳＣｅｌｌの区別は無い。したがって、無線基地局間ＣＡのように異なる基地局に対し
て別々にフィードバックを行うためには、単一のＣｅｌｌ内でフィードバックリソース（
ＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨ）を変える必要がある。すなわちユーザ端末は、受信した下り
リンク信号に対するフィードバック先の無線基地局を判別し、いずれの基地局から下りデ
ータが送信されたかに応じて、送達確認信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）のフィードバックリソ
ースを変えなければならない。ところが上述したように、無線基地局間ＣｏＭＰでは無線
基地局間が同一周波数で運用されるため、ユーザ端末は、無線基地局間ＣＡのようにフィ
ードバック先を容易に判断することが困難となる。
【００５２】
　そこで、本実施の形態においてユーザ端末は、無線基地局間ＣＡの場合と同様に第２の
基地局（スモール基地局）に対するフィードバックを行う場合にはＰＵＳＣＨによりフィ
ードバックするものとし、フィードバックする無線基地局を、無線基地局から通知される
上位レイヤシグナリング又は下り制御情報（ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）に基づいて決
定する。
【００５３】
　例えば、ユーザ端末は、あらかじめマクロ基地局に対するフィードバックはＰＵＣＣＨ
で送信し、スモール基地局に対するフィードバックは、あらかじめＲＲＣシグナリング等
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の上位レイヤで通知されたＰＵＳＣＨリソースで送信する。このようにすることで、無線
基地局間ＣｏＭＰを行う複数の無線基地局に対して異なるリソースを用いて別々にフィー
ドバックを行うことができる。また、例えば２つの無線基地局に同時にフィードバックす
る場合であっても、同一ＣＣ内でのＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信になるため、Ｒｅ
ｌ．１０／１１で既に導入された上り回線の同時送信の回路構成で実現できるため、コス
トの増加を抑制できるというメリットがある。
【００５４】
　また、ユーザ端末は、下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）のスケジューリング情報を通知
する下り制御信号（ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を検出したときに、送達確認信号のフ
ィードバックを行う。したがって、ユーザ端末は、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに基づい
て、フィードバックする無線基地局を判断することも可能である。つまり、上位レイヤか
ら無線基地局間ＣｏＭＰが設定されたユーザ端末は、受信したＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎ
ｔに対応する制御チャネルの種類（ＰＤＣＣＨ又は拡張ＰＤＣＣＨ）や設定（例えば制御
信号フォーマット（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ）、Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌなど
）に基づいてフィードバックする無線基地局を判断することができる。又は、ユーザ端末
は、受信したＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに含まれるビットに基づいてフィードバックす
べき無線基地局を判断することができる。
【００５５】
＜フィードバック動作＞
　次に、異なる無線基地局間でＣｏＭＰ／ＣＡを適用する場合のユーザ端末と無線基地局
との通信方法の動作手順の一例について図１３を参照して説明する。なお、ここでは、図
１３Ａに示すように、第１の基地局（マクロ基地局）と第２の基地局（スモール基地局）
と、第１の基地局及び第２の基地局に接続するユーザ端末を例に挙げて説明する。
【００５６】
　まず、ユーザ端末は、当該ユーザ端末の能力（ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）について
無線基地局（例えば、マクロ基地局）に通知する（ステップ１１）。これにより、無線基
地局はユーザ端末が同時送信可能であるか否か、本実施の形態におけるフィードバック方
法を適用できるか否かを判断することができる。
【００５７】
　また、無線基地局は、ユーザ端末から通信品質に関する報告を受信すると共に、ユーザ
端末が送信した信号の受信電力を測定する（ステップ１２）。例えば、第１の基地局及び
第２の基地局は、下り受信電力や受信品質（ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ）の報告情報や、チャネ
ル状態（ＣＳＩ）報告情報等の受信品質情報をユーザ端末から受信する。また、第１の基
地局及び第２の基地局は、上りサウンディング参照信号（ＳＲＳ）やランダムアクセス（
ＰＲＡＣＨ）の受信電力等を測定する。これにより、第１の基地局及び第２の基地局は、
各ユーザ端末のチャネル状態や、位置（ユーザ端末がいずれの無線基地局が運用するセル
（又は送信ポイント）に近いかどうか）を判断することができる。
【００５８】
　次に、第１の基地局及び第２の基地局は、各無線基地局間で受信した情報についてバッ
クホールを介して共有する（ステップ１３）。例えば、各無線基地局は、自セル内のトラ
フィック情報や接続するユーザ端末情報についてバックホールを介して他の無線基地局と
共有する。これにより、無線基地局（例えば、マクロ基地局）は、各ユーザ端末に対する
無線基地局間ＣｏＭＰ／ＣＡの適用有無を判断することができる。
【００５９】
　各ユーザ端末の状況に基づいて、無線基地局（例えば、マクロ基地局）はＣｏＭＰ／Ｃ
Ａの設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）を行う。ここでは、第１の基地局が、ユーザ端末に対し
て、無線基地局間ＣｏＭＰ/ＣＡを設定する場合を想定する（ステップ１４）。
【００６０】
　この場合、第１の基地局は、ユーザ端末が第２の基地局（スモール基地局）と通信を行
うための制御情報を上位レイヤシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を介して通
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知する（ステップ１５）。なお、ステップ１４とステップ１５は同時に行ってもよい。ユ
ーザ端末に通知する制御情報としては、第２の基地局からの信号を受信するためのConfig
urationや、第２の無線基地局へフィードバック信号を送信する際に利用するＰＵＳＣＨ
リソース情報が含まれる。
【００６１】
　また、ユーザ端末に通知する制御情報としては、ＳＣｅｌｌの上りリンクにおけるフィ
ードバックルール（既存のフィードバック方法の適用又は本実施の形態のフィードバック
方法の適用）を指示する情報を含めてもよい。これにより、無線基地局間ＣｏＭＰ／ＣＡ
を適用する場合であっても、ユーザ端末毎に適用するフィードバック方法を制御すること
ができる。その結果、例えば、スモールセル（ＳＣｅｌｌ）のＰＵＳＣＨのトラフィック
が多い場合には従来のフィードバック方法をそのまま適用する等、通信環境に応じて柔軟
にフィードバック方法を制御することが可能となる。また、無線基地局間ＣｏＭＰ／ＣＡ
の通知やフィードバックルールの選択指示の通知は、ユーザ端末毎に個別に行ってもよい
し、セル内の全ユーザ端末に共通に行ってもよい。
【００６２】
　そして、各無線基地局は、ユーザ端末に対して下りリンク信号を送信する（ステップ１
６）。ユーザ端末は、無線基地局（例えば、第１の基地局）から受信した制御情報に基づ
いて、第１の基地局及び第２の基地局が送信する制御チャネル（ＰＤＣＣＨ、拡張ＰＤＣ
ＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ））をモニタリングする。そして、ユーザ端末は、受信した下りリン
ク信号に対するフィードバック信号（送達確認信号、ＣＳＩ等）を各無線基地局にフィー
ドバックする（ステップ１７）。
【００６３】
　本実施の形態のフィードバック方法を適用するユーザ端末は、第１の無線基地局からの
下りリンク信号に対するフィードバック信号を、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨ
を利用してフィードバックする。具体的には、ユーザ端末は、第１の基地局に対して送信
すべき上りデータが割当てられた場合（ＵＬグラントを検出した場合）に限り、ＵＬグラ
ントで割当てられたＰＵＳＣＨリソースにフィードバック信号を含めて送信する（上記図
８Ｂ参照）。それ以外は、ユーザ端末は、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨリソースを用いてフィ
ードバックを行う（上記図８Ａ、８Ｃ参照）。
【００６４】
　また、ユーザ端末は、第２の無線基地局からの下りリンク信号に対するフィードバック
信号を、ＵＬグラントの有無に関わらずＰＵＳＣＨを用いてフィードバックする。具体的
に、ユーザ端末は、第２の基地局に対して送信すべき上りデータが割当てられない場合（
ＵＬグラントを検出しなかった場合）、上位レイヤから通知されたＰＵＳＣＨリソースを
利用してフィードバックを行う（上記図８Ｂ参照）。ユーザ端末は、ＵＬグラントを検出
した場合に限り、ＵＬグラントで割当てられたＰＵＳＣＨリソースにフィードバック信号
を含めて送信する（上記図８Ｃ参照）。
【００６５】
　このように、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号をＵＬグラントの有無に関わらず
ＰＵＳＣＨを用いてフィードバックすることにより、Ｒｅｌ．１０／１１で規定されたＰ
ＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの同時送信・非同時送信の送信パターンをサポートすることができ
る。また、無線基地局間ＣｏＭＰや、下りのみ無線基地局間ＣＡにおいてもフィードバッ
クメカニズムを適用できると共に、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨ間、及びＰＣｅｌｌとＳＣｅ
ｌｌ間において送信電力を独立して制御（既存の送信電力制御の仕組みを利用）すること
ができる。
【００６６】
（第２の態様）
　第２の態様では、上記第１の態様においてＳＣｅｌｌの下りリンク信号に対するフィー
ドバック信号の割当てを行うＰＵＳＣＨリソースの設定・通知方法について説明する。
【００６７】
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　第１の態様において、第２の無線基地局（スモール基地局）へのフィードバックに利用
するＰＵＳＣＨリソースは、ＵＬグラントの検出有無によって変化する。例えば、ユーザ
端末がＵＬグラントを検出した場合、ＵＬグラントで指定された上りデータ送信リソース
（ＰＵＳＣＨリソース）を利用して上りデータと共にフィードバックする。一方で、ユー
ザ端末がＵＬグラントを検出しなかった場合には、上位レイヤで設定されたフィードバッ
ク用リソース（ＰＵＳＣＨ）を利用してフィードバック信号を送信する。
【００６８】
　ところで、上記図６に示したように、ユーザ端末はＵＬグラントの検出を失敗する可能
性がある。このため、第２の無線基地局では上位レイヤで指定したフィードバック用のＰ
ＵＳＣＨリソースを他のユーザ端末に割当てることができない。仮に、フィードバック用
のＰＵＳＣＨリソースを他のユーザ端末にも割当てると、当該ユーザ端末がＵＬグラント
の検出を失敗したときに、他のユーザ端末と同一のＰＵＳＣＨリソースを用いて同時に送
信することとなる。その結果、異なるユーザ端末間でＰＵＳＣＨの衝突が発生し、結果的
に再送回数が増加することによりスループットが低下するおそれがある。
【００６９】
　一方で、ＰＵＳＣＨの衝突を抑制するため、上位レイヤで指定したフィードバック用の
ＰＵＳＣＨリソースを他のユーザ端末に割当てない場合には、ＰＵＳＣＨスケジューリン
グが制約され、リソースの利用効率を十分に図ることができなくなる。
【００７０】
　そこで、本発明者等は、高い頻度でフィードバックされる可能性がある送達確認信号（
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）において、ユーザ端末がフィードバック前に下りＰＤＳＣＨの受信を
指示する下り制御情報（ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を検出することに着目し、当該下
り制御情報をＰＵＳＣＨリソース割当て・指示に利用することを見出した。さらに、本発
明者等は、下り制御情報の中で、新たなフィードバック方法を適用する場合に、第２の無
線基地局からのＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔで使用されなくなるビットをＰＵＳＣＨリソ
ース指示に用いることを見出した。ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔで使用されなくなるビッ
トとしては、フィードバックに使用するＰＵＣＣＨリソースの指示に用いられていたＡＲ
ＩやＡＲＯ（各２ビット）等が挙げられる。
【００７１】
　ＡＲＩは、Ｒｅｌ．１０で導入されたＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース識別子（A/N　resourc
e　indicator）であり、ＣＡ適用時（ＦＤＤ）にＳＣｅｌｌに対応するＰＵＣＣＨを指定
するために利用される。例えば、ＰＣｅｌｌの下りリンクで検出したＤＬ　ａｓｓｉｇｎ
ｍｅｎｔが指示するＰＤＳＣＨデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは、ＤＬ
　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔがマッピングされた制御チャネル要素（ＣＣＥ）番号で黙示的（
Implicit）に定まるＰＵＣＣＨリソースを用いて行う。
【００７２】
　一方で、ＳＣｅｌｌの下りリンクで検出したＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔが指示するＰ
ＤＳＣＨデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックは、上位レイヤとＡＲＩ（２ビ
ット）の組合せで指示されるＰＵＣＣＨリソースを用いて行う。なお、無線基地局は、４
つのＰＵＣＣＨリソース候補をＲＲＣシグナリングで通知し、当該４つのＰＵＣＣＨリソ
ース候補から特定のＰＵＣＣＨリソースを下り制御情報に含まれるＡＲＩで指定する。
【００７３】
　ＡＲＯは、Ｒｅｌ．１１で導入され、拡張下り制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）のＤＬ　
ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに含まれ、ＰＵＣＣＨリソースをずらすためのオフセットとして使
用される。具体的に、ＥＰＤＣＣＨで検出したＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔと当該ＤＬ　
ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔが指示するＰＤＳＣＨデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックは、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔがマッピングされた拡張制御チャネル要素（ＥＣＣ
Ｅ）番号と、ＡＲＯが表すオフセット値の足し算で指示されるＰＵＣＣＨリソースを用い
て行う。
【００７４】
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　本実施の形態では、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに含まれるＡＲＩやＡＲＯ等に利用さ
れるビットフィールドを用いて、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号のフィードバッ
クに利用するＰＵＳＣＨリソースをユーザ端末に指示することができる。これにより、新
たなフィードバック方法において利用しなくなったＡＲＩやＡＲＯのビットを、ＰＵＳＣ
Ｈリソース指示に再利用することができるため、無線リソースの有効活用を図ることがで
きる。また、ＲＲＣシグナリングを用いてユーザ端末毎に固定のＰＵＳＣＨリソースを割
当てることが不要となるため、リソースの利用効率を向上することができる。
【００７５】
　また、ユーザ端末に対するＰＵＳＣＨリソース指示として、第２の無線基地局へのフィ
ードバックに利用するＰＵＳＣＨリソース候補を複数設定し、実際にフィードバックに使
用するＰＵＳＣＨリソースをＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに含まれるビットで指定するこ
とも可能である。ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに含まれるビットとしては、上記ＡＲＩや
ＡＲＯ（各２ビット）を利用することができる。
【００７６】
　図１４Ａ、１４Ｂは、上位レイヤシグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を介し
て、ユーザ端末に４つのＰＵＳＣＨリソース候補を通知すると共に、使用するＰＵＳＣＨ
リソースをＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔの２ビットで指示する一例を示している。図１４
Ａでは、ユーザ端末は、ビット値が“００”の時にＰＵＳＣＨのＲＢ＃１０にフィードバ
ック信号を割当てる。同様に、ユーザ端末は、ビット値が“０１”の時にＰＵＳＣＨのＲ
Ｂ＃１４に、ビット値が“１０”の時にＰＵＳＣＨのＲＢ＃２０に、ビット値が“１１”
の時にＰＵＳＣＨのＲＢ＃２２に対してフィードバック信号をそれぞれ割当てる。
【００７７】
　この場合、上りデータはＵＬグラントでスケジューリングされ、フィードバック情報は
ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔでスケジューリングされる。このように、上位レイヤで指示
される複数のＰＵＳＣＨ候補と、下り制御情報で指示されるビットの組み合わせで特定の
ＰＵＳＣＨリソースを指示することにより、第２の無線基地局においてＰＵＳＣＨのスケ
ジューリングを柔軟に行うことができる。また、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに含まれる
ビットとして、未使用となるＡＲＩやＡＲＯ（各２ビット）を利用することによりオーバ
ーヘッドの増大を抑制することができる。
【００７８】
　なお、本実施の形態では、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔのビット（例えば、ＡＲＩやＡ
ＲＯ）に加えて（又は代えて）、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔに対応する制御チャネルの
Configurationや状態、リソースを利用して特定のＰＵＳＣＨリソースを通知してもよい
。例えば、ユーザ端末がモニタリングする複数の制御チャネル（ＰＤＣＣＨ又はＥＰＤＣ
ＣＨ）のうち、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔがいずれの制御チャネルで検出されたかに基
づいて、ＰＵＳＣＨリソースを判断してもよい。
【００７９】
　あるいは、制御チャネル内におけるＤＬａｓｓｉｇｎｍｅｎｔの割当てリソース数（Ｃ
ＣＥアグリゲーションレベル）を利用して、ユーザ端末にＰＵＳＣＨリソースを通知して
もよい。あるいは、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔのマッピング方法（制御チャネル内に連
続するリソースへの局所マッピング（Localized送信）であるか、又は非連続のリソース
への分散マッピング（Distributed送信）であるか）に基づいて、ユーザ端末にＰＵＳＣ
Ｈリソースを通知してもよい。これにより、オーバーヘッドを増加させずに、ＰＵＳＣＨ
リソース候補を増加することが可能となる。
【００８０】
　なお、上記説明では、動的スケジューリングを行うフィードバック用リソースとして、
ＰＵＳＣＨのＲＢ番号を示したが、これに限られず、ＲＢグルーブ番号やＣＣ番号等を指
定してもよい。これにより、柔軟なリソース指示が可能となる。
【００８１】
　さらに、動的スケジューリングするフィードバック用リソースとして、ＰＵＣＣＨリソ
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ース番号を含めてもよい。その結果、柔軟なリソース指示が可能となる。
【００８２】
　あるいは、上記複数のＰＵＳＣＨリソース候補は、所定のリソースとしてあらかじめ定
義してもよい。ＳＣｅｌｌは、ＰＣｅｌｌと比較して接続するユーザ端末数が少ないため
、リソースを可変にせず固定とすることにより、ＲＲＣ等のシグナリング量を低減するこ
とができる。この場合、あらかじめ定義された複数のＰＵＳＣＨリソース候補の中から、
ＡＲＩ／ＡＲＯ等のビットを利用して特定のＰＵＳＣＨリソースを選択する。
【００８３】
（変形例）
　本実施の形態において、ユーザ端末は、ＵＬグラントを検出せずにＰＵＳＣＨを利用し
てフィードバックを行う場合に、スロット間でＰＵＳＣＨのＲＢホッピングを行ってもよ
い。ホッピングパターンは、ＰＣｅｌｌにおけるＰＵＣＣＨのホッピングパターンと同じ
パターン、又は上位レイヤとＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔのビット（例えば、ＡＲＩやＡ
ＲＯ）で定まるパターンを適用することができる。スロット間で異なる複数の周波数を利
用してフィードバックを行うことにより、周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
【００８４】
　また、ユーザ端末は、ＵＬグラントを検出せずにＰＵＳＣＨを利用してフィードバック
を行う場合に、ＵＬグラントを検出する場合とは異なる送信電力制御を行ってもよい。例
えば、ユーザ端末は、ＵＬグラントの検出有無に応じて、異なる電力制御パラメータを用
いてＰＵＳＣＨの送信電力を制御する。例えば、フィードバック信号のみを送信する場合
（ＵＬグラントを検出しない場合）にＰＵＳＣＨの送信電力を高く設定する。これにより
、フィードバック信号のみを送信する場合にＰＵＳＣＨの受信品質を向上することができ
る。
【００８５】
　また、ユーザ端末は、ＵＬグラントを検出せずにＰＵＳＣＨを利用してフィードバック
を行う場合に、フィードバック信号にチャネル状態情報（ＣＳＩ）を含めて送信してもよ
い。つまり、ユーザ端末は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを行う場合に、周期的又は
非周期的ＣＳＩ（Periodic/Aperiodic　CSI）を同時に送信する。また、チャネル状態情
報（ＣＳＩ）は、常に送達確認信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）信号と同時に送信してもよいし
、所定のタイミングで選択的に送信してもよい。所定のタイミングで送信する場合には、
下り制御情報（例えば、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔの未使用ビット）をＣＳＩフィード
バック用トリガとして利用することができる。
【００８６】
　このように、ＰＵＳＣＨを利用して送達確認信号をフィードバックする際にＣＳＩを含
めることにより、割当てられたＰＵＳＣＨリソースを有効利用することができる。また、
送達確認信号とチャネル状態情報を同時に送信することによりスケジューリング精度を向
上することも可能となる。
【００８７】
　なお、上記説明では、無線基地局を２つとして説明したが、本実施の形態は３つ以上の
無線基地局の組合せについても適用することができる。例えば、無線基地局間ＣｏＭＰに
おいて、３つの送信ポイントＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３をそれぞれ異なる無線基地局が運用
する場合が挙げられる。また、無線基地局間ＣＡにおいて、３つのセルＰＣｅｌｌ、ＳＣ
ｅｌｌ１、ＳＣｅｌｌ２をそれぞれ異なる無線基地局が運用する場合が挙げられる。
【００８８】
　また、本実施の形態は、無線基地局内（Ｉｎｔｒａ－ｅＮＢ）と無線基地局間（Ｉｎｔ
ｅｒ－ｅＮＢ）のＣｏＭＰ／ＣＡが組合わされている場合にも適用することができる。例
えば、ＣｏＭＰにおいて２つの送信ポイントＴＰ１、ＴＰ２を第１の基地局が運用し、１
つの送信ポイントＴＰ３を第２の基地局が運用する場合が挙げられる。また、ＣＡにおい
て、２つのセルＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌを第１の基地局が運用し、１つのセルＳＣｅｌｌ
２を第２の基地局が運用する場合が挙げられる。
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【００８９】
（無線通信システムの構成）
　以下、本実施の形態に係る無線通信システムの一例について、詳細に説明する。
【００９０】
　図１５は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成図である。なお、図１５に
示す無線通信システムは、例えば、ＬＴＥシステム或いは、ＳＵＰＥＲ　３Ｇが包含され
るシステムである。この無線通信システムでは、ＬＴＥシステムのシステム帯域幅を１単
位とする複数の基本周波数ブロック（コンポーネントキャリア）を一体としたキャリアア
グリゲーション（ＣＡ）が適用することができる。また、この無線通信システムは、ＩＭ
Ｔ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良いし、４Ｇ、ＦＲＡ（Future　Radio　Access）と
呼ばれても良い。
【００９１】
　図１５に示す無線通信システム１は、マクロセルＣ１を形成する無線基地局１１と、マ
クロセルＣ１内に配置され、マクロセルＣ１よりも狭いスモールセルＣ２を形成する無線
基地局１２ａ及び１２ｂとを備えている。また、マクロセルＣ１及び各スモールセルＣ２
には、ユーザ端末２０が配置されている。ユーザ端末２０は、無線基地局１１及び無線基
地局１２の双方に接続すること（dual　connectivity）ができる。また、無線基地局１１
と無線基地局１２間でＣｏＭＰ／ＣＡが適用される。
【００９２】
　ユーザ端末２０と無線基地局１１との間は、相対的に低い周波数帯域（例えば、２ＧＨ
ｚ）で帯域幅が狭いキャリア（既存キャリア、Legacy　carrier等と呼ばれる）を用いて
通信が行なわれる。一方、ユーザ端末２０と無線基地局１２との間は、相対的に高い周波
数帯域（例えば、３．５ＧＨｚ等）で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線
基地局１１との間と同じキャリアが用いられてもよい。ユーザ端末２０と無線基地局１２
間のキャリアタイプとしてニューキャリアタイプ（ＮＣＴ）を利用してもよい。無線基地
局１１と無線基地局１２（又は、無線基地局１２間）は、有線接続（Optical　fiber、Ｘ
２インターフェース等）又は無線接続されている。
【００９３】
　無線基地局１１及び各無線基地局１２は、それぞれ上位局装置３０に接続され、上位局
装置３０を介してコアネットワーク４０に接続される。なお、上位局装置３０には、例え
ば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、モビリティ
マネジメントエンティティ（ＭＭＥ）等が含まれるが、これに限定されるものではない。
また、各無線基地局１２は、無線基地局１１を介して上位局装置に接続されてもよい。
【００９４】
　なお、無線基地局１１は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、ｅＮｏ
ｄｅＢ、マクロ基地局、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。また、無線基地局１２は
、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、ピコ基地局、フェム
ト基地局、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ、マイクロ基地局、送受信ポイントなどと呼ばれても
よい。以下、無線基地局１１及び１２を区別しない場合は、無線基地局１０と総称する。
各ユーザ端末２０は、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなどの各種通信方式に対応した端末であり、移
動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
【００９５】
　無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦＤ
ＭＡ（直交周波数分割多元接続）が適用され、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シ
ングルキャリア－周波数分割多元接続）が適用される。ＯＦＤＭＡは、周波数帯域を複数
の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして
通信を行うマルチキャリア伝送方式である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、システム帯域幅を端末毎
に１つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる
帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
【００９６】
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　ここで、図１５に示す無線通信システムで用いられる通信チャネルについて説明する。
下りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末２０で共有されるＰＤＳＣＨ（Physical　Do
wnlink　Shared　Channel）と、下りＬ１／Ｌ２制御チャネル（ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣ
Ｈ、ＰＨＩＣＨ、拡張ＰＤＣＣＨ）とを有する。ＰＤＳＣＨにより、ユーザデータ及び上
位制御情報が伝送される。ＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　Channel）により
、ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨのスケジューリング情報等が伝送される。ＰＣＦＩＣＨ（
Physical　Control　Format　Indicator　Channel）により、ＰＤＣＣＨに用いるＯＦＤ
Ｍシンボル数が伝送される。ＰＨＩＣＨ（Physical　Hybrid-ARQ　Indicator　Channel）
により、ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱのＡＣＫ／ＮＡＣＫが伝送される。また、拡張ＰＤ
ＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）により、ＰＤＳＣＨ及びＰＵＳＣＨのスケジューリング情報等が
伝送されてもよい。このＥＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨ（下り共有データチャネル）と周波
数分割多重される。
【００９７】
　上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末２０で共有される上りデータチャネルとし
てのＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared　Channel）と、上りリンクの制御チャネル
であるＰＵＣＣＨ（Physical　Uplink　Control　Channel）とを有する。このＰＵＳＣＨ
により、ユーザデータや上位制御情報が伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、下りリン
クの無線品質情報（ＣＱＩ：Channel　Quality　Indicator）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ等が伝
送される。
【００９８】
　図１６は、本実施の形態に係る無線基地局１０（無線基地局１１及び１２を含む）の全
体構成図である。無線基地局１０は、ＭＩＭＯ伝送のための複数の送受信アンテナ１０１
と、アンプ部１０２と、送受信部１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と、呼処理部
１０５と、伝送路インターフェース１０６とを備えている。
【００９９】
　下りリンクにより無線基地局１０からユーザ端末２０に送信されるユーザデータは、上
位局装置３０から伝送路インターフェース１０６を介してベースバンド信号処理部１０４
に入力される。
【０１００】
　ベースバンド信号処理部１０４では、ＰＤＣＰレイヤの処理、ユーザデータの分割・結
合、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）再送制御の送信処理などのＲＬＣレイヤの送信処理
、ＭＡＣ（Medium　Access　Control）再送制御、例えば、ＨＡＲＱの送信処理、スケジ
ューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：
Inverse　Fast　Fourier　Transform）処理、プリコーディング処理が行われて各送受信
部１０３に転送される。また、下りリンクの制御チャネルの信号に関しても、チャネル符
号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部１０３に転送される。
【０１０１】
　また、ベースバンド信号処理部１０４は、上位レイヤシグナリング（ＲＲＣシグナリン
グ、報知信号等）により、ユーザ端末２０に対して、当該セルにおける通信のための制御
情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下り
リンクにおけるシステム帯域幅、フィードバック用のリソース情報等が含まれる。各送受
信部１０３は、ベースバンド信号処理部１０４からアンテナ毎にプリコーディングして出
力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部１０２は、周波数変換さ
れた無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ１０１により送信する。
【０１０２】
　一方、上りリンクによりユーザ端末２０から無線基地局１０に送信されるデータについ
ては、各送受信アンテナ１０１で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部１０２で
増幅され、各送受信部１０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバ
ンド信号処理部１０４に入力される。
【０１０３】
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　ベースバンド信号処理部１０４では、入力されたベースバンド信号に含まれるユーザデ
ータに対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御の受信処理、
ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣＰレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース１０６を介
して上位局装置３０に転送される。呼処理部１０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼
処理や、無線基地局１０の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
【０１０４】
　図１７は、本実施の形態に係る無線基地局１０が有するベースバンド信号処理部１０４
の主な機能構成図である。図１７に示すように、無線基地局１０が有するベースバンド信
号処理部１０４は、制御部３０１と、下り制御信号生成部３０２と、下りデータ信号生成
部３０３と、マッピング部３０４と、デマッピング部３０５と、チャネル推定部３０６と
、上り制御信号復号部３０７と、上りデータ信号復号部３０８と、判定部３０９と、を少
なくとも含んで構成されている。
【０１０５】
　制御部３０１は、ＰＤＳＣＨで送信される下りユーザデータ、ＰＤＣＣＨ及び／又は拡
張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）で伝送される下り制御情報、下り参照信号等のスケジュー
リングを制御する。また、制御部３０１は、ＰＵＳＣＨで伝送される上りデータ、ＰＵＣ
ＣＨ又はＰＵＳＣＨで伝送される上り制御情報、上り参照信号のスケジューリングの制御
（割当て制御）も行う。上りリンク信号（上り制御信号、上りユーザデータ）の割当て制
御に関する情報は、下り制御信号（ＤＣＩ）を用いてユーザ端末に通知される。
【０１０６】
　具体的に、制御部３０１は、上位局装置３０からの指示情報や各ユーザ端末２０からの
フィードバック情報に基づいて、下りリンク信号及び上りリンク信号に対する無線リソー
スの割り当てを制御する。つまり、制御部３０１は、スケジューラとしての機能を有して
いる。また、ユーザ端末が上述した本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合、
制御部３０１は、ＳＣｅｌｌ（スモールセル）に対するフィードバック信号の割当てを行
うＰＵＳＣＨリソースを決定する。
【０１０７】
　なお、制御部３０１で決定されたＰＵＳＣＨリソースに関する情報は、下り制御信号生
成部３０２で生成される下り制御信号に含めてもよいし、上位レイヤシグナリングとして
下りデータ信号生成部３０３で生成される下りデータ信号に含めてもよい。例えば、ＰＵ
ＳＣＨリソースの割当てに関する情報は、下り制御情報（ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）
におけるＡＲＩやＡＲＯのビットで規定されてユーザ端末に通知される。
【０１０８】
　下り制御信号生成部３０２は、制御部３０１により割当てが決定された下り制御信号（
ＰＤＣＣＨ信号及び／又はＥＰＤＣＣＨ信号）を生成する。具体的に、下り制御信号生成
部３０２は、制御部３０１からの指示に基づいて、下りリンク信号の割当て情報を通知す
るＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔと、上りリンク信号の割当て情報を通知するＵＬ　ｇｒａ
ｎｔを生成する。
【０１０９】
　下りデータ信号生成部３０３は、制御部３０１によりリソースへの割当てが決定された
下りデータ信号（ＰＤＳＣＨ信号）を生成する。下りデータ信号生成部３０３により生成
されるデータ信号には、各ユーザ端末２０からのＣＳＩ等に基づいて決定された符号化率
、変調方式に従って符号化処理、変調処理が行われる。
【０１１０】
　マッピング部３０４は、制御部３０１からの指示に基づいて、下り制御信号生成部３０
２で生成された下り制御信号と、下りデータ信号生成部３０３で生成された下りデータ信
号の無線リソースへの割当てを制御する。
【０１１１】
　デマッピング部３０５は、ユーザ端末から送信された上りリンク信号をデマッピングし
て、上りリンク信号を分離する。チャネル推定部３０６は、デマッピング部３０５で分離
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された受信信号に含まれる参照信号からチャネル状態を推定し、推定したチャネル状態を
上り制御信号復号部３０７、上りデータ信号復号部３０８に出力する。
【０１１２】
　上り制御信号復号部３０７は、上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）で送信されたフィード
バック信号（送達確認信号等）を復号し、制御部３０１へ出力する。上りデータ信号復号
部３０８は、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）で送信された上りデータ信号を復号し、判
定部３０９へ出力する。判定部３０９は、上りデータ信号復号部３０８の復号結果に基づ
いて、再送制御判定（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を行うと共に結果を制御部３０１に出力する。
【０１１３】
　図１８は、本実施の形態に係るユーザ端末２０の全体構成図である。ユーザ端末２０は
、ＭＩＭＯ伝送のための複数の送受信アンテナ２０１と、アンプ部２０２と、送受信部（
受信部）２０３と、ベースバンド信号処理部２０４と、アプリケーション部２０５とを備
えている。
【０１１４】
　下りリンクのデータについては、複数の送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数
信号がそれぞれアンプ部２０２で増幅され、送受信部２０３で周波数変換されてベースバ
ンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部２０４でＦＦ
Ｔ処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの
内、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部２０５に転送される。アプリケー
ション部２０５は、物理レイヤやＭＡＣレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。
また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部２０５に転送される。
【０１１５】
　一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部２０５からベースバ
ンド信号処理部２０４に入力される。ベースバンド信号処理部２０４では、再送制御（Ｈ
－ＡＲＱ　（Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ））の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディン
グ、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理等が行われて各送受信部２０３に転送される。送受信部２
０３は、ベースバンド信号処理部２０４から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯
に変換する。その後、アンプ部２０２は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送
受信アンテナ２０１により送信する。
【０１１６】
　図１９は、ユーザ端末２０が有するベースバンド信号処理部２０４の主な機能構成図で
ある。図１９に示すように、ユーザ端末２０が有するベースバンド信号処理部２０４は、
制御部４０１と、上り制御信号生成部４０２と、上りデータ信号生成部４０３と、マッピ
ング部４０４（割当て部）と、デマッピング部４０５と、チャネル推定部４０６と、下り
制御信号復号部４０７と、下りデータ信号復号部４０８と、判定部４０９と、を少なくと
も含んで構成されている。
【０１１７】
　制御部４０１は、無線基地局から送信された下り制御信号（ＵＬ　ｇｒａｎｔ、ＤＬ　
ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）や再送制御判定結果に基づいて、上り制御信号（フィードバック
信号）や上りデータ信号の生成を制御する。下り制御信号は下り制御信号復号部４０７か
ら出力され、再送制御判定結果は、判定部４０９から出力される。
【０１１８】
　また、制御部４０１は、無線基地局から送信された下り制御信号（ＵＬ　ｇｒａｎｔ、
ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）に基づいて、無線リソースに対する上り制御信号（フィー
ドバック信号）と上りデータ信号の割当てについてマッピング部４０４に指示する。
【０１１９】
　上り制御信号生成部４０２は、制御部４０１からの指示に基づいて上り制御信号（送達
確認信号やチャネル状態情報（ＣＳＩ）等のフィードバック信号）を生成する。また、上
りデータ信号生成部４０３は、制御部４０１からの指示に基づいて上りデータ信号を生成
する。なお、制御部４０１は、無線基地局から通知される下り制御信号にＵＬグラントが
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含まれている場合に、上りデータ信号生成部４０３に上りデータ信号の生成を指示する。
【０１２０】
　マッピング部４０４（割当て部）は、制御部４０１からの指示に基づいて、上り制御信
号（フィードバック信号）と上りデータ信号の無線リソースへの割当てを制御する。例え
ば、マッピング部４０４は、フィードバックしたいＣＣ（セル）に応じて上記図１１、図
１２で示した提案例のチャネルに対してフィードバック信号の割当てを行う。
【０１２１】
　例えば、ユーザ端末が本実施の形態のフィードバック方法を適用する場合、マッピング
部４０４は、無線基地局１１（マクロ基地局）からの下りリンク信号に対するフィードバ
ック信号を、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ又はＰＵＳＣＨに割当てる。具体的に、マッピング
部４０４は、マクロ基地局からの下りリンク信号からＵＬグラントを検出した場合に、Ｕ
Ｌグラントで割当てられたＰＣｅｌｌのＰＵＳＣＨリソースにフィードバック信号を割当
てる（上記図８Ｂ参照）。それ以外は、マッピング部４０４は、ＰＣｅｌｌのＰＵＣＣＨ
リソースにフィードバック信号を割当てる（上記図８Ａ、８Ｃ参照）。
【０１２２】
　また、マッピング部４０４は、無線基地局１２（スモール基地局）からの下りリンク信
号に対するフィードバック信号を、ＵＬグラントの有無に関わらずＰＵＳＣＨに割当てる
。具体的に、マッピング部４０４は、スモール基地局からの下りリンク信号からＵＬグラ
ントを検出しなかった場合に、上位レイヤ及び／又はＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔから通
知されたＰＵＳＣＨリソースにフィードバック信号を割当てる（上記図８Ｂ参照）。また
、マッピング部４０４は、ＵＬグラントを検出した場合には、ＵＬグラントで割当てられ
たＰＵＳＣＨリソースにフィードバック信号を割当てる（上記図８Ｃ参照）。このように
、ユーザ端末２０のマッピング部４０４は、ＳＣｅｌｌに対するフィードバック信号をＵ
Ｌグラントの有無に関わらずＰＵＳＣＨに割当てを行う。
【０１２３】
　デマッピング部４０５は、無線基地局１０から送信された下りリンク信号をデマッピン
グして、下りリンク信号を分離する。チャネル推定部４０６は、デマッピング部４０５で
分離された受信信号に含まれる参照信号からチャネル状態を推定し、推定したチャネル状
態を下り制御信号復号部４０７、下りデータ信号復号部４０８に出力する。
【０１２４】
　下り制御信号復号部４０７は、下り制御チャネル（ＰＤＳＣＨ）で送信された下り制御
信号（ＵＬ　ｇｒａｎｔ、ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を復号し、スケジューリング情
報（上りリソースへの割当て情報）を制御部４０１へ出力する。下りデータ信号復号部４
０８は、下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）で送信された下りデータ信号を復号し、判定部
４０９へ出力する。判定部４０９は、下りデータ信号復号部３０８の復号結果に基づいて
、再送制御判定（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を行うと共に結果を制御部４０１に出力する。
【０１２５】
　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。例えば、上述した複数の態様を適
宜組み合わせて適用することができる。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】
【０１２６】
１…無線通信システム
１０…無線基地局
１１…無線基地局（マクロ基地局）
１２、１２ａ、１２ｂ…無線基地局（スモール基地局）
２０…ユーザ端末
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３０…上位局装置
４０…コアネットワーク
１０１…送受信アンテナ
１０２…アンプ部
１０３…送受信部
１０４…ベースバンド信号処理部
１０５…呼処理部
１０６…伝送路インターフェース
２０１…送受信アンテナ
２０２…アンプ部
２０３…送受信部
２０４…ベースバンド信号処理部
２０５…アプリケーション部
３０１、４０１…制御部
３０２…下り制御信号生成部
３０３…下りデータ信号生成部
３０４、４０４…マッピング部
３０５、４０５…デマッピング部
３０６、４０６…チャネル推定部
３０７…上り制御信号復号部
３０８…上りデータ信号復号部
３０９、４０９…判定部
４０２…上り制御信号生成部
４０３…上りデータ信号生成部
４０７…下り制御信号復号部
４０８…下りデータ信号復号部
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