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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半複信方式により基地局装置と無線通信を行う移動端末装置であって、
　上りリンク信号を前記基地局装置に送信し、下りリンク信号を前記基地局装置から受信
する送受信部と、
　前記上りリンク信号の送信タイミングと前記下りリンク信号の受信タイミングとが重な
る場合に、前記上りリンク信号と前記下りリンク信号との間で規定された優先関係に基づ
いて、前記上りリンク信号の送信及び前記下りリンク信号の受信を前記送受信部に選択的
に行わせる制御部とを備えたことを特徴とする移動端末装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記上りリンク信号の送信及び前記下りリンク信号の受信のうち優先度
の高い処理だけを前記送受信部に行わせることを特徴とする請求項１に記載の移動端末装
置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記上りリンク信号及び前記下りリンク信号の優先度が等しい場合に、
前記送受信部に送受信を停止させることを特徴とする請求項１に記載の移動端末装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記基地局装置からの指示により、前記上りリンク信号の送信及び前記
下りリンク信号の受信のうち優先度の低い処理を前記送受信部に行わせることを特徴とす
る請求項１に記載の移動端末装置。



(2) JP 5511708 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記制御部は、前記上りリンク信号の送信及び前記下りリンク信号の受信のうち、いず
れか一方の処理を１サブフレーム内の途中まで前記送受信部に行わせた後、いずれか他方
の処理を前記１サブフレームの残りのリソースで前記送受信部に行わせることを特徴とす
る請求項１に記載の移動端末装置。
【請求項６】
　前記制御部は、下りデータ信号の受信を１サブフレーム内の途中まで前記送受信部に行
わせた後、上り参照信号の送信を前記１サブフレームの残りのリソースで前記送受信部に
行わせることを特徴とする請求項５に記載の移動端末装置。
【請求項７】
　前記制御部は、１サブフレームにおいて下りリンク信号を避けるように規定された上り
リンク信号の信号フォーマットを用いて、前記送受信部に前記上りリンク信号を送信させ
ることを特徴とする請求項１に記載の移動端末装置。
【請求項８】
　前記制御部は、１サブフレームにおいて下りＬ１／Ｌ２制御信号を避けるように先頭数
シンボルを空けた上り制御信号の信号フォーマットを用いて、前記送受信部に前記上り制
御信号を送信させることを特徴とする請求項７に記載の移動端末装置。
【請求項９】
　前記制御部は、１サブフレームにおいて下りＬ１／Ｌ２制御信号を避けるように先頭数
シンボルを空けた上り同期信号の信号フォーマットを用いて、前記送受信部に前記上り同
期信号を送信させることを特徴とする請求項７に記載の移動端末装置。
【請求項１０】
　半複信方式の移動端末装置と無線通信する基地局装置であって、
　スケジューリング情報に応じて下りリンク信号を生成し、上りリンク信号の復調及び復
号を行う信号処理部と、
　前記上りリンク信号を前記移動端末装置から受信し、前記下りリンク信号を前記移動端
末装置に送信する送受信部とを備え、
　前記信号処理部が、前記移動端末装置において前記上りリンク信号の送信タイミングと
前記下りリンク信号の受信タイミングとが重なる場合に、前記移動端末装置によって前記
上りリンク信号と前記下りリンク信号との間で規定された優先関係に基づいて選択的に行
われる送受信処理に合わせて信号処理することを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
　半複信方式により上りリンク信号を基地局装置に送信し、下りリング信号を前記基地局
装置から受信する移動端末装置の通信制御方法であって、
　上りリンク信号の送信タイミングと下りリンク信号の受信タイミングとが重なる場合に
、前記上りリンク信号と前記下りリンク信号との間で規定された優先関係に基づいて、前
記上りリンク信号の送信及び前記下りリンク信号の受信の優先度を判定するステップと、
　判定結果に基づいて前記上りリンクの送信及び前記下りリンクの受信を選択的に行うス
テップとを含むことを特徴とする通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、次世代移動通信システムにおける移動端末装置、基地局装置及び通信制御方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）ネットワークにおいて
は、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、ＨＳＤＰＡ（High　Spee
d　Downlink　Packet　Access）やＨＳＵＰＡ（High　Speed　Uplink　Packet　Access）
を採用することにより、Ｗ-ＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）
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をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このＵＭＴＳネ
ットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングターム
エボリューション（LTE：Long　Term　Evolution）が検討されている（非特許文献１）。
【０００３】
　第３世代のシステムは、概して５ＭＨｚの固定帯域を用いて、下り回線で最大２Ｍｂｐ
ｓ程度の伝送レートを実現できる。一方、ＬＴＥのシステムでは、１．４ＭＨｚ～２０Ｍ
Ｈｚの可変帯域を用いて、下り回線で最大３００Ｍｂｐｓ及び上り回線で７５Ｍｂｐｓ程
度の伝送レートを実現できる。また、ＵＭＴＳネットワークにおいては、更なる広帯域化
及び高速化を目的として、ＬＴＥの後継のシステム（例えば、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴ
Ｅ－Ａ）又はＬＴＥエンハンスメントと呼ぶこともある）も検討されている。
【０００４】
　このようなシステムにおいて、無線システムに適用される複信方式として周波数分割複
信方式（FDD：Frequency　Division　Duplex）方式と、時分割複信方式（TDD：Time　Div
ision　Duplex）方式とがある。ＦＤＤ方式は、上りリンクと下りリンクとで十分に間隔
を隔てた異なる周波数帯域を使用する。ＴＤＤ方式は、上りリンクと下りリンクとで同一
の周波数帯域で、上りの通信と下りの通信とを時間で分離する。ＦＤＤ方式では、上りリ
ンクと下りリンクとで使用される周波数帯域の間隔を十分に広げる必要があるため、基地
局装置だけでなく移動端末装置に対しても精度の高いデュプレクサが必要となる。
【０００５】
　また、ＬＴＥシステム及びその後継システムの移動端末装置（Rel.8以降）は、Ｈａｌ
ｆ－ｄｕｐｌｅｘ　ＦＤＤ方式もサポートする。Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ　ＦＤＤ方式は
、ＦＤＤ方式と同様に上りリンクと下りリンクとで異なる周波数帯域を使用する一方で、
時間によって上りの通信と下りの通信とを切り替えている。このため、移動端末装置に精
度の高いデュプレクサが不要であり、移動端末装置の簡易化を図ることが可能となってい
る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3GPP,　TR25.912　(V7.1.0),　"Feasibility　study　for　Evolved　U
TRA　and　UTRAN",　Sept.　2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ　ＦＤＤ方式が適用される場合の移動端末装置
については、動作の最適化を図ることが課題として残っている。
【０００８】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ　ＦＤＤ方式
の最適化を図ることができる移動端末装置、基地局装置及び通信制御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】
【０００９】
　本発明の移動端末装置は、半複信方式により基地局装置と無線通信を行う移動端末装置
であって、上りリンク信号を前記基地局装置に送信し、下りリンク信号を前記基地局装置
から受信する送受信部と、前記上りリンク信号の送信タイミングと前記下りリンク信号の
受信タイミングとが重なる場合に、前記上りリンク信号と前記下りリンク信号との間で規
定された優先関係に基づいて、前記上りリンク信号の送信及び前記下りリンク信号の受信
を前記送受信部に選択的に行わせる制御部とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、移動端末装置において上りリンク信号の送信タイミングと下りリンク
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信号の受信タイミングが重なる場合に、送受信処理が選択的に行われる。よって、半複信
方式が適用された移動端末装置に対して、上りリンク信号の送信タイミングと下りリンク
信号の受信タイミングが重なる場合に最適な動作を行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ＬＴＥシステムのシステム帯域の説明図である。
【図２】Ｈａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ　ＦＤＤ方式の説明図である。
【図３】上りリンクの送信タイミングと下りリンクの受信タイミングとが重なる場合の移
動端末装置の動作説明図である。
【図４】上りリンク信号と下りリンク信号の優先関係の一例を示す表である。
【図５】同一サブフレーム内における上りリンク信号及び下りリンク信号の送受信方法の
説明図である。
【図６】無線通信システムのシステム構成の説明図である。
【図７】基地局装置の全体構成図である。
【図８】移動端末装置の全体構成図である。
【図９】基地局装置の機能ブロック図である。
【図１０】移動端末装置の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、下りリンクで移動通信が行われる際の周波数使用状態を説明するための図であ
る。なお、実施の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。図１に示す例は、複数のコンポーネントキャリアで
構成される相対的に広い第１システム帯域を持つ第１通信システムであるＬＴＥ－Ａシス
テムと、相対的に狭い（ここでは、一つのコンポーネントキャリアで構成される）第２シ
ステム帯域を持つ第２通信システムであるＬＴＥシステムが併存する場合の周波数使用状
態である。ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、例えば、１００ＭＨｚ以下の可変のシステム
帯域幅で無線通信し、ＬＴＥシステムにおいては、２０ＭＨｚ以下の可変のシステム帯域
幅で無線通信する。ＬＴＥ－Ａシステムのシステム帯域は、ＬＴＥシステムのシステム帯
域を一単位とする少なくとも一つの基本周波数領域（コンポーネントキャリア：ＣＣ）と
なっている。このように複数の基本周波数領域を一体として広帯域化することをキャリア
アグリゲーションという。
【００１３】
　例えば、図１においては、ＬＴＥ－Ａシステムのシステム帯域は、ＬＴＥシステムのシ
ステム帯域（ベース帯域：２０ＭＨｚ）を一つのコンポーネントキャリアとする５つのコ
ンポーネントキャリアの帯域を含むシステム帯域（２０ＭＨｚ×５＝１００ＭＨｚ）とな
っている。図１においては、移動端末装置ＵＥ（User　Equipment）＃１は、ＬＴＥ－Ａ
システム対応（ＬＴＥシステムにも対応）の移動端末装置であり、１００ＭＨｚのシステ
ム帯域を持ち、ＵＥ＃２は、ＬＴＥ－Ａシステム対応（ＬＴＥシステムにも対応）の移動
端末装置であり、４０ＭＨｚ（２０ＭＨｚ×２＝４０ＭＨｚ）のシステム帯域を持ち、Ｕ
Ｅ＃３は、ＬＴＥシステム対応（ＬＴＥ－Ａシステムには対応せず）の移動端末装置であ
り、２０ＭＨｚ（ベース帯域）のシステム帯域を持つ。
【００１４】
　ところで、ＬＴＥシステム（Rel.8）及びその後継システム（ＬＴＥ－Ａシステム）の
移動端末装置ＵＥは、複信方式としてＨａｌｆ－ｄｕｐｌｅｘ　ＦＤＤ方式（以下、ＨＤ
－ＦＤＤとする）をサポートしている。ＨＤ－ＦＤＤでは、図２に示すように、移動端末
装置ＵＥの上りリンクの送受信と下りリンクの送受信とが周波数及び時間の両方で分かれ
ている。よって、移動端末装置においては、上りリンクの送信と下りリンクの受信とを同
時に行わないようになっている。
【００１５】
　この場合、下りリンクから上りリンクに切り替わるときには、移動端末装置は、上りリ
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ンクのサブフレームを先頭から送信することを優先し、下りリンクのサブフレームの最終
部を無視する。また、上りリンクから下りリンクに切り替わるときには、移動端末装置は
、上りリンクの送信タイミングを制御して下りリンクへの切替時間を確保している。しか
しながら、このような移動端末装置の動作は基地局装置のスケジューリング任せであって
、上りリンクの送信と下りリンクの受信とが同時に生じた場合には、移動端末装置が適切
に動作できないという問題があった。
【００１６】
　そこで、本発明者らは、これらの問題を解決するために本発明に至った。すなわち、本
発明の骨子は、移動端末装置において上りリンクの送信タイミングと下りリンクの受信タ
イミングとが重なる場合に、上りリンク信号と下りリンク信号との優先関係に基づいて移
動端末装置に送受信させることである。これにより、ＨＤ－ＦＤＤが適用される移動端末
装置の動作の最適化を図ることができる。
【００１７】
　ここで、上りリンクの送信タイミングと下りリンクの受信タイミングとが重なる場合の
移動端末装置の動作について説明する。図３は、上りリンクの送信タイミングと下りリン
クの受信タイミングとが重なる場合の移動端末装置の動作説明図である。
【００１８】
　移動端末装置において上りリンクの送信タイミングと下りリンクの受信タイミングとが
重なる場合、移動端末装置は上りリンク信号と下りリンク信号の優先関係に応じて次の４
パターンの動作を行う。図３Ａに示す第１のパターンでは、移動端末装置は下りリンク信
号の受信処理よりも上りリンク信号の送信処理を優先する。例えば、移動端末装置は、上
りリンク信号が下りリンク信号よりも重要な場合（優先度が高い場合）に、上りリンク信
号の送信処理を優先させる。なお、移動端末装置は、毎回上りリンク信号の送信処理を優
先させる必要はなく、基地局装置からの指示に応じて特定のサブフレームでは、下りリン
ク信号の受信処理を優先させることもできる。
【００１９】
　図３Ｂに示す第２のパターンでは、移動端末装置は上りリンク信号の送信処理よりも下
りリンク信号の受信処理を優先する。例えば、移動端末装置は、下りリンク信号が上りリ
ンク信号よりも重要な場合（優先度が高い場合）に、下りリンク信号の受信処理を優先さ
せる。なお、移動端末装置は、毎回下りリンク信号の受信処理を優先させる必要はなく、
基地局装置からの指示に応じて特定のサブフレームでは、上りリンク信号の送信処理を優
先させることもできる。
【００２０】
　図３Ｃに示す第３のパターンでは、移動端末装置は１サブフレーム内にて上りリンク信
号の送信処理及び下りリンク信号の受信処理を両方行う。例えば、移動端末装置は、１サ
ブフレームの途中までは下りリンク信号の受信処理を優先し、残りのシンボルで上りリン
ク信号の送信処理を優先する。この場合、後述するＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマッ
ト又はＨＤ－ＦＤＤ用ＰＲＡＣＨフォーマットを用いることで、同一サブフレーム内で上
りリンク信号の送信処理と下りリンク信号の受信処理を行ってもよい。
【００２１】
　図３Ｄに示す第４のパターンでは、移動端末装置は上りリンク信号の送信処理及び下り
リンク信号の受信処理を両方行わない。例えば、移動端末装置は、下りリンク信号と上り
リンク信号とがどちらも重要な場合（優先度が等しい場合）に、信号の誤検出とみなし、
下りリンク信号及び上りリンク信号の送受信処理を停止する。
【００２２】
　次に、上りリンク信号と下りリンク信号との優先関係について説明する。図４は、上り
リンク信号と下りリンク信号の優先関係の一例を示す表である。なお、図４に示す優先関
係及び信号の種類は、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。
【００２３】
　ここでは、上りリンク信号として、ＰＵＳＣＨ信号、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩ（Chan
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nel　Quality　Indicator）、ＡＣＫ（Acknowledgment）／ＮＡＣＫ（Negative　Acknowl
edgment）、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲ（Scheduling　Request）、ＳＲＳ（Sounding　Refe
rence　Signal）、ＰＲＡＣＨ信号が例示されている。ＰＵＳＣＨ信号は、複数の移動端
末装置で共有される上りデータチャネルとしてのＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared
　Channel）で送信され、ユーザデータや上位レイヤの制御情報を含む。Ｐｅｒｉｏｄｉ
ｃ　ＣＱＩは、上りリンクの制御チャネルとしてのＰＵＣＣＨ（Physical　Uplink　Cont
rol　Channel）で送信され、下りのユーザデータのスケジューリングや適応リンク制御に
必要な下りリンクのチャネル品質情報である。
【００２４】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＵＣＣＨで送信されるＰＤＳＣＨに対する応答情報である。Ｐ
ｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲは、ＰＵＣＣＨで送信され、移動端末装置が新たに発生したデータ
を送信するためにスケジューリングに加わるように基地局装置に要求するリクエスト情報
である。ＳＲＳは、移動端末装置の周波数毎の上りリンクのＣＱＩを測定するために用い
られる参照信号である。ＰＲＡＣＨ信号は、アクセス・チャネルとしてのＰＲＡＣＨ（Ph
ysical　Random　Access　Channel）で送信され、移動端末装置の初期アクセスにおいて
通信開始の設定等を行う衝突型の信号である。
【００２５】
　また、ここでは、下りリンク信号として、ＰＤＳＣＨ信号、ＰＤＣＣＨ信号、ＰＨＩＣ
Ｈ信号、ＣＳＩ－ＲＳ（Channel　State　Information　-　Reference　Signal）、ＰＢ
ＣＨ信号が例示されている。ＰＤＳＣＨ信号は、各移動端末装置で共有される下りデータ
チャネルとしてのＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　Shared　Channel）で送信され、ユ
ーザデータや上位レイヤの制御情報を含む。ＰＤＣＣＨ信号は、下りリンクの制御チャネ
ルとしてのＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　Channel）で送信され、スケジュ
ーラによるＰＵＳＣＨ及びＰＤＣＣＨのスケジューリング情報等を含む。
【００２６】
　ＰＨＩＣＨ信号は、下りリンクの制御チャネルとしてのＰＨＩＣＨ（Physical　HARQ　
Indicator　Channel）で送信され、ＰＵＳＣＨに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（応答情報）で
ある。ＣＳＩ－ＲＳは、チャネル状態としてのＣＱＩ、ＰＭＩ（Precoding　Matrix　Ind
icator）、ＲＩ（Rank　Indicator）等のＣＳＩ測定に用いられる参照信号である。ＰＢ
ＣＨ信号は、報知チャネルとしてのＰＢＣＨ（Physical　Broadcast　Channel）で送信さ
れ、セル全体に報知されるシステム固有及びセル固有の制御情報を含む。
【００２７】
　以下、上記した各上りリンク信号と各下りリンク信号との優先関係について説明する。
この優先関係は、移動端末装置及び基地局装置の双方に設定され、移動端末装置では送受
信処理の選択に用いられ、基地局装置では主に移動端末装置からの上りリンク信号の復調
に用いられる。
【００２８】
　図４に示すように、上りリンクのＰＵＳＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＤＳＣＨ
信号の優先度と等しく規定されている。よって、ＰＵＳＣＨ信号の送信タイミングとＰＤ
ＳＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はどちらの信号も送受
信せずに信号の誤検出とみなす。
【００２９】
　上りリンクのＰＵＳＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＤＣＣＨ信号の優先度よりも
高く規定されている。よって、ＰＵＳＣＨ信号の送信タイミングとＰＤＣＣＨ信号の受信
タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＵＳＣＨ信号を送信する。なお、移
動端末装置は、特定のサブフレームではＰＵＳＣＨ信号の送信よりもＰＤＣＣＨ信号の受
信を優先させてもよい。特定のサブフレームは、ＲＲＣシグナリング等によりセミスタテ
ィックに基地局装置から移動端末装置に通知されてもよいし、ＰＤＣＣＨ信号の制御ビッ
トを追加してダイナミックに基地局装置から移動端末装置に通知されてもよい。
【００３０】
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　上りリンクのＰＵＳＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＨＩＣＨ信号の優先度よりも
低く規定されている。よって、ＰＵＳＣＨ信号の送信タイミングとＰＨＩＣＨ信号の受信
タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＨＩＣＨ信号を受信する。
【００３１】
　上りリンクのＰＵＳＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＣＳＩ－ＲＳの優先度よりも高
く規定されている。よって、ＰＵＳＣＨ信号の送信タイミングとＣＳＩ－ＲＳの受信タイ
ミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＵＳＣＨ信号を送信する。
【００３２】
　上りリンクのＰＵＳＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＢＣＨ信号の優先度よりも高
く規定されている。よって、ＰＵＳＣＨ信号の送信タイミングとＰＢＣＨ信号の受信タイ
ミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＵＳＣＨ信号を送信する。なお、移動端
末装置は、特定のサブフレームではＰＵＳＣＨ信号の送信よりもＰＢＣＨ信号の受信を優
先させてもよい。特定のサブフレームは、ＲＲＣシグナリング等により通知されてもよい
し、ＰＤＣＣＨ信号の制御ビットを追加して通知されてもよい。
【００３３】
　上りリンクのＰｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの優先度は、下りリンクのＰＤＳＣＨ信号の優
先度よりも高く規定されている。よって、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの送信タイミングと
ＰＤＳＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰｅｒｉｏｄｉ
ｃ　ＣＱＩを送信する。
【００３４】
　上りリンクのＰｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの優先度は、下りリンクのＰＤＣＣＨ信号の優
先度よりも高く規定されている。よって、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの送信タイミングと
ＰＤＣＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰｅｒｉｏｄｉ
ｃ　ＣＱＩを送信する。なお、移動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマット
を用いて、同一サブフレーム内でＰｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの送信及びＰＤＣＣＨ信号の
受信を行ってもよい。ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマットの詳細については後述する
。
【００３５】
　上りリンクのＰｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの優先度は、下りリンクのＰＨＩＣＨ信号の優
先度よりも低く規定されている。よって、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの送信タイミングと
ＰＨＩＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＨＩＣＨを受
信する。なお、移動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマットを用いて、同一
サブフレーム内でＰｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの送信及びＰＨＩＣＨ信号の受信を行っても
よい。
【００３６】
　上りリンクのＰｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの優先度は、下りリンクのＣＳＩ－ＲＳの優先
度よりも高く規定されている。よって、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの送信タイミングとＣ
ＳＩ－ＲＳの受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰｅｒｉｏｄｉｃ　
ＣＱＩを送信する。なお、移動端末装置は、特定のサブフレームではＰｅｒｉｏｄｉｃ　
ＣＱＩの送信よりもＣＳＩ－ＲＳの受信を優先させてもよい。特定のサブフレームは、Ｒ
ＲＣシグナリング等により通知されてもよいし、ＰＤＣＣＨ信号に制御ビットを追加して
通知されてもよい。
【００３７】
　上りリンクのＰｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの優先度は、下りリンクのＰＢＣＨ信号の優先
度よりも高く規定されている。よって、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩの送信タイミングとＰ
ＢＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰｅｒｉｏｄｉｃ　
ＣＱＩを送信する。なお、移動端末装置は、特定のサブフレームではＰｅｒｉｏｄｉｃ　
ＣＱＩの送信よりもＰＢＣＨ信号の受信を優先させてもよい。特定のサブフレームは、Ｒ
ＲＣシグナリング等により通知されてもよいし、ＰＤＣＣＨ信号に制御ビットを追加して
通知されてもよい。
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【００３８】
　上りリンクのＡＣＫ／ＮＡＣＫの優先度は、下りリンクのＰＤＳＣＨ信号の優先度より
も高く規定されている。よって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信タイミングとＰＤＳＣＨ信号の
受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。
【００３９】
　上りリンクのＡＣＫ／ＮＡＣＫの優先度は、下りリンクのＰＤＣＣＨ信号の優先度より
も高く規定されている。よって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信タイミングとＰＤＣＣＨ信号の
受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。な
お、移動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマットを用いて、同一サブフレー
ム内でＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信及びＰＤＣＣＨ信号の受信を行ってもよい。
【００４０】
　上りリンクのＡＣＫ／ＮＡＣＫの優先度は、下りリンクのＰＨＩＣＨ信号の優先度と等
しく規定されている。よって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信タイミングとＰＨＩＣＨ信号の受
信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はどちらの信号も送受信せずに信号の
誤検出とみなす。
【００４１】
　上りリンクのＡＣＫ／ＮＡＣＫの優先度は、下りリンクのＣＳＩ－ＲＳの優先度よりも
高く規定されている。よって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信タイミングとＣＳＩ－ＲＳの受信
タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。
【００４２】
　上りリンクのＡＣＫ／ＮＡＣＫの優先度は、下りリンクのＰＢＣＨ信号の優先度よりも
高く規定されている。よって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信タイミングとＰＢＣＨ信号の受信
タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。
【００４３】
　上りリンクのＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの優先度は、下りリンクのＰＤＳＣＨ信号の優先
度よりも低く規定されている。よって、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの送信タイミングとＰＤ
ＳＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＤＳＣＨ信号を受
信する。
【００４４】
　上りリンクのＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの優先度は、下りリンクのＰＤＣＣＨ信号の優先
度よりも高く規定されている。よって、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの送信タイミングとＰＤ
ＣＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰｏｓｉｔｉｖｅ　
ＳＲを送信する。なお、移動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマットを用い
て、同一サブフレーム内でＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの送信及びＰＤＣＣＨ信号の受信を行
ってもよい。
【００４５】
　上りリンクのＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの優先度は、下りリンクのＰＨＩＣＨ信号の優先
度よりも低く規定されている。よって、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの送信タイミングとＰＨ
ＩＣＨ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＨＩＣＨ信号を受
信する。なお、移動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマットを用いて、同一
サブフレーム内でＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの送信及びＰＨＩＣＨ信号の受信を行ってもよ
い。
【００４６】
　上りリンクのＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの優先度は、下りリンクのＣＳＩ－ＲＳの優先度
よりも高く規定されている。よって、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの送信タイミングとＣＳＩ
－ＲＳの受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲ
を送信する。
【００４７】
　上りリンクのＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの優先度は、下りリンクのＰＢＣＨ信号の優先度
よりも高く規定されている。よって、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの送信タイミングとＰＢＣ
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Ｈ信号の受信タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲ
を送信する。なお、移動端末装置は、特定のサブフレームではＰｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲの
送信よりもＰＢＣＨ信号の受信を優先させてもよい。特定のサブフレームは、ＲＲＣシグ
ナリング等により通知されてもよいし、ＰＤＣＣＨ信号に制御ビットを追加して通知され
てもよい。
【００４８】
　上りリンクのＳＲＳの優先度は、下りリンクのＰＤＳＣＨ信号の優先度よりも高く規定
されている。よって、ＳＲＳの送信タイミングとＰＤＳＣＨ信号の受信タイミングとが重
なった場合には、移動端末装置はＳＲＳを送信する。なお詳細は後述するが、基地局装置
は、下りリンクでＰＤＳＣＨ信号を途中まで受信した後に、上りリンクでＳＲＳを送信し
てもよい。
【００４９】
　上りリンクのＳＲＳは、同一サブフレームにおいて下りリンクのＰＤＣＣＨ信号と割り
当てられるシンボルが異なる。よって、同一サブフレーム内でＳＲＳの送信及びＰＤＣＣ
Ｈ信号の受信が行われる。なお、ＳＲＳとＰＤＣＣＨ信号との間では、優先度が規定され
ていてもよいし、優先度が規定されていなくてもよい。
【００５０】
　上りリンクのＳＲＳは、同一サブフレームにおいて下りリンクのＰＨＩＣＨ信号と割り
当てられるシンボルが異なる。よって、同一サブフレーム内でＳＲＳの送信及びＰＨＩＣ
Ｈ信号の受信が行われる。なお、ＳＲＳとＰＨＩＣＨ信号との間では、優先度が規定され
ていてもよいし、規定されていなくてもよい。
【００５１】
　上りリンクのＳＲＳは、同一サブフレームにおいて下りリンクのＣＳＩ－ＲＳと割り当
てられるシンボルが異なる場合には、同一サブフレーム内でＳＲＳの送信及びＣＳＩ－Ｒ
Ｓの受信が行われる。この場合、ＳＲＳとＣＳＩ－ＲＳとの間では、優先度が規定されて
いてもよいし、優先度が規定されていなくてもよい。また、ＳＲＳは、同一サブフレーム
においてＣＳＩ－ＲＳと同じシンボルに割り当てられる場合には、ＳＲＳとＣＳＩ－ＲＳ
との間でいずれか一方の優先度を高く規定する。これにより、ＳＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳの
うち、優先度が高い方の信号の処理が優先される。
【００５２】
　上りリンクのＳＲＳは、同一サブフレームにおいて下りリンクのＰＢＣＨ信号と割り当
てられるシンボルが異なる。よって、同一サブフレーム内でＳＲＳの送信及びＰＢＣＨ信
号の受信が行われる。なお、ＳＲＳとＰＢＣＨ信号との間では、優先度が規定されていて
もよいし、規定されていなくてもよい。
【００５３】
　上りリンクのＰＲＡＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＤＳＣＨ信号の優先度よりも
低く規定されている。よって、ＰＲＡＣＨ信号の送信タイミングとＰＤＳＣＨ信号の受信
タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＤＳＣＨ信号を受信する。
【００５４】
　上りリンクのＰＲＡＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＤＣＣＨ信号の優先度よりも
高く規定されている。よって、ＰＲＡＣＨ信号の送信タイミングとＰＤＣＣＨ信号の受信
タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＲＡＣＨ信号を送信する。なお、移
動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＲＡＣＨフォーマットを用いて、同一サブフレーム内で
ＰＲＡＣＨ信号の送信及びＰＤＣＣＨ信号の受信を行ってもよい。
【００５５】
　上りリンクのＰＲＡＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＨＩＣＨ信号の優先度よりも
低く規定されている。よって、ＰＲＡＣＨ信号の送信タイミングとＰＨＩＣＨ信号の受信
タイミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＨＩＣＨ信号を受信する。なお、移
動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＲＡＣＨフォーマットを用いて、同一サブフレーム内で
ＰＲＡＣＨ信号の送信及びＰＨＩＣＨ信号の受信を行ってもよい。
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【００５６】
　上りリンクのＰＲＡＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＣＳＩ－ＲＳの優先度よりも高
く規定されている。よって、ＰＲＡＣＨ信号の送信タイミングとＣＳＩ－ＲＳの受信タイ
ミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＲＡＣＨ信号を送信する。
【００５７】
　上りリンクのＰＲＡＣＨ信号の優先度は、下りリンクのＰＢＣＨ信号の優先度よりも高
く規定されている。よって、ＰＲＡＣＨ信号の送信タイミングとＰＢＣＨ信号の受信タイ
ミングとが重なった場合には、移動端末装置はＰＲＡＣＨ信号を送信する。なお、移動端
末装置は、特定のサブフレームではＰＲＡＣＨ信号の送信よりもＰＢＣＨ信号の受信を優
先させてもよい。特定のサブフレームは、ＲＲＣシグナリング等により通知されてもよい
し、ＰＤＣＣＨ信号の制御ビットを追加して通知されてもよい。
【００５８】
　このように、上りリンク信号と下りリンク信号との優先関係を規定しておくことで、上
りリンク信号の送信タイミングと下りリンク信号の受信タイミングとが重なる場合でも、
移動端末装置に重要な信号の送受信処理を確実に行わせることができる。なお、上記した
優先関係は、主に下りリンク信号よりも上りリンク信号を優先させて規定されているが、
これに限定されない。優先関係は、ネットワーク構成、基地局装置構成、移動端末装置構
成等に応じて、適宜変更することができる。
【００５９】
　図５を参照して、上記した同一サブフレーム内における上りリンク信号及び下りリンク
信号の送受信方法について詳しく説明する。図５は、同一サブフレーム内における上りリ
ンク信号及び下りリンク信号の送受信方法の説明図である。
【００６０】
　図５Ａに示す第１の送受信方法は、１サブフレームにおいて移動端末装置が下りリンク
信号を途中まで受信した後、残りのシンボルで上りリンク信号を送信する送受信方法であ
る。ここでは、下りリンク信号としてＰＤＣＣＨ信号及びＰＤＳＣＨ信号、上りリンク信
号としてＳＲＳを例示して説明するが、これらの信号に限定されるものではなく、適宜変
更が可能である。
【００６１】
　通常、上りリンクのＳＲＳは、同一サブフレーム内において下りリンクのＰＤＣＣＨ信
号と割り当てられるシンボルが異なるが、下りリンクのＰＤＳＣＨ信号の一部と割り当て
られるシンボルが重複する。このため、図５Ａに示すように、移動端末装置は、ＰＤＳＣ
Ｈ信号の後尾数シンボル（本実施の形態では２シンボル）をＳＲＳ用に無視するようにし
ている。移動端末装置は、基地局装置から先頭３シンボルのＰＤＣＣＨ信号を受信すると
共に、ＰＤＳＣＨ信号を最終シンボルから２つ手前のシンボルまで受信する。その後、移
動端末装置は、最終シンボルの１つ手前のシンボルをガード区間として下りの受信処理か
ら上りの送信処理に動作を切り換え、最終シンボルでＳＲＳを基地局装置に送信する。
【００６２】
　また、基地局装置がＰＤＳＣＨ信号にレートマッチング処理又はパンクチャ処理を施し
て、１サブフレームにおいてＳＲＳ及びカード区間に相当する２シンボルを空けてＰＤＳ
ＣＨ信号を送信してもよい。この場合、基地局装置は、上りリンク信号と下りリンク信号
の間で規定された優先関係に基づいてＰＤＳＣＨ信号のレートマッチング処理等を施す。
移動端末装置は、基地局装置からＰＤＣＣＨ信号及びＰＤＳＣＨ信号を受信する。その後
、移動端末装置は、最終シンボルの１つ手前のシンボルをガード区間として下りの受信処
理から上りの送信処理に動作を切り換え、ＳＲＳ用に空けられた最終シンボルでＳＲＳを
基地局装置に送信する。
【００６３】
　なお、上記した第１の送受信方法では、下りリンク信号を途中まで受信した後、残りの
シンボルで上りリンク信号を送信したが、上りリンク信号を途中まで送信した後、残りの
シンボルで下りリンク信号を受信してもよい。また、図５ＡにおいてはＰＤＳＣＨ信号の
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後尾２シンボルには重要なデータが割り当てられないことが好ましい。
【００６４】
　図５Ｂ、図５Ｃに示す第２の送受信方法は、１サブフレームにおいてＨＤ－ＦＤＤ用の
信号フォーマットを用いて、同一サブフレーム内で上りリンク信号の送信と下りリンク信
号の受信とを行う送受信方法である。ここでは、下りリンク信号として下りＬ１／Ｌ２制
御信号であるＰＤＣＣＨ信号及びＰＨＩＣＨ信号、上りリンク信号としてＰＵＣＣＨ信号
、ＰＲＡＣＨ信号を例示して説明するが、これらの信号に限定されるものではなく、適宜
変更が可能である。
【００６５】
　通常、上りリンクのＰＵＣＣＨ信号は、サブフレーム全体に割り当てられるため、同一
サブフレーム内において下りリンクのＰＤＣＣＨ信号及びＰＨＩＣＨ信号と割り当てられ
るシンボルが重複する。このため、図５Ｂに示すように、移動端末装置は、ＰＤＣＣＨ信
号及びＰＨＩＣＨ信号を避けるようにＰＵＣＣＨの先頭数シンボル（本実施の形態では４
シンボル）をパンクチャ又はレートマッチングしたＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマッ
トを用いる。移動端末装置は、パンクチャ等が施されたＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォー
マットの先頭３シンボルで基地局装置からＰＤＣＣＨ信号及びＰＨＩＣＨ信号を受信する
。その後、移動端末装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマットの４シンボル目をガ
ード区間として下りの受信処理から上りの送信処理に動作を切り換え、残りのシンボルで
ＰＵＣＣＨ信号を基地局装置に送信する。
【００６６】
　また通常、上りリンクのＰＲＡＣＨ信号は、サブフレーム全体に割り当てられるため、
同一サブフレーム内において下りリンクのＰＤＣＣＨ信号及びＰＨＩＣＨ信号と割り当て
られるシンボルが重複する。このため、図５Ｃに示すように、移動端末装置は、ＰＤＣＣ
Ｈ信号及びＰＨＩＣＨ信号を避けるようにＰＲＡＣＨの先頭数シンボル（本実施の形態で
は４シンボル）をパンクチャしたＨＤ－ＦＤＤ用ＰＲＡＣＨフォーマットを用いる。移動
端末装置は、パンクチャが施されたＨＤ－ＦＤＤ用ＰＲＡＣＨフォーマットの先頭３シン
ボルで基地局装置からＰＤＣＣＨ信号及びＰＨＩＣＨ信号を受信する。その後、移動端末
装置は、ＨＤ－ＦＤＤ用ＰＲＡＣＨフォーマットの４シンボル目をガード区間として下り
の受信処理から上りの送信処理に動作を切り換え、残りのシンボルでＰＲＡＣＨ信号を基
地局装置に送信する。
【００６７】
　また、基地局装置は、下りリンクの信号を避けるように上りリンク信号の一部のシンボ
ルをパンクチャ又はレートマッチングしたＨＤ－ＦＤＤ用の上りリンクの信号フォーマッ
トを用いてもよい。移動端末装置は、上りリンクの信号フォーマットの一部のＰＵＳＣＨ
信号を受信して、残りのシンボルで上りリンク信号を基地局装置に送信する。
【００６８】
　なお、上記した第２の送受信方法では、先頭数シンボルを空けたＨＤ－ＦＤＤ用の信号
フォーマットを用いてもよいし、後尾数シンボルを空けたＨＤ－ＦＤＤ用の信号フォーマ
ットや途中数シンボルを空けたＨＤ－ＦＤＤ用の信号フォーマットを用いてもよい。また
、上りリンクの信号フォーマットと下りリンクの信号フォーマットを組み合わせてもよい
。
【００６９】
　また、同一サブフレーム内における上りリンク信号及び下りリンク信号の送受信方法は
、第１の送受信方法及び第２の送受信方法に限定されるものではない。移動端末装置が、
同一サブフレーム内において上りリンク信号の送信処理及び下りリンク信号の受信処理を
行うことができれば、どのような方法でもよい。
【００７０】
　ここで、本発明の実施例に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図６は、本
実施例に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図６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
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である。また、この無線通信システムは、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良いし
、４Ｇと呼ばれても良い。
【００７１】
　図６に示すように、無線通信システム１は、基地局装置２０と、この基地局装置２０と
通信する複数の移動端末装置１０（１０１、１０２、１０３、・・・１０ｎ、ｎはｎ＞０
の整数）とを含んで構成されている。基地局装置２０は、上位局装置３０と接続され、こ
の上位局装置３０は、コアネットワーク４０と接続される。移動端末装置１０は、セル５
０において基地局装置２０と通信を行うことができる。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、これに限定されない。
【００７２】
　各移動端末装置（１０１、１０２、１０３、・・・１０ｎ）は、ＬＴＥ端末及びＬＴＥ
－Ａ端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り移動端末装置１０として説明
を進める。また、説明の便宜上、基地局装置２０と無線通信するのは移動端末装置１０で
あるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末装置も含むユーザ装
置（UE：User　Equipment）でよい。
【００７３】
　無線通信システム１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ＯＦ
ＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）が、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）が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれ
に限定されない。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。
【００７４】
　図７を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置２０の全体構成について説明する
。基地局装置２０は、送受信アンテナ２０１と、送受信部２０３と、ベースバンド信号処
理部２０４と、呼処理部２０５と、伝送路インターフェース２０６とを備えている。下り
リンクにより基地局装置２０から移動端末装置１０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２０６を介してベースバンド信号処理部２０４に入
力される。
【００７５】
　ベースバンド信号処理部２０４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処理、プリコ
ーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チ
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る
。
【００７６】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、移動端末装置１０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。この制御情報には、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、ＰＲＡＣＨにおけるランダムアクセ
スプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報（Root　Sequence　Index
）等が含まれる。
【００７７】
　送受信部２０３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
無線周波数帯に周波数変換し、これを増幅して送受信アンテナ２０１へ出力する。
【００７８】
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　一方、上りリンクにより移動端末装置１０から基地局装置２０に送信される信号につい
ては、送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数信号が送受信部２０３で増幅される
と共に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２０４に
入力される。
【００７９】
　ベースバンド信号処理部２０４は、上りリンクで受信し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レイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路イン
ターフェース２０６を介して上位局装置３０に転送される。
【００８０】
　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、基地局装置２０の状態管
理や、無線リソースの管理を行う。
【００８１】
　次に、図８を参照しながら、本実施の形態に係る移動端末装置１０の全体構成について
説明する。ＬＴＥ端末もＬＴＥ-Ａ端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、
区別せずに説明する。移動端末装置１０は、送受信アンテナ１０１と、送受信部１０３と
、ベースバンド信号処理部１０４と、アプリケーション部１０５とを備えている。
【００８２】
　下りリンクのデータについては、送受信アンテナ１０１で受信された無線周波数信号が
送受信部１０３で増幅されると共に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１０４でＦＦＴ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１０５に転送される。アプリケーション部１０５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１０５に転送される。
【００８３】
　一方、上りリンクのユーザデータは、アプリケーション部１０５からベースバンド信号
処理部１０４に入力される。ベースバンド信号処理部１０４においては、再送制御（ＨＡ
ＲＱ）の送信処理や、チャネル符号化、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理を行う。送受信部１０
３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に
変換し、これを増幅して送受信アンテナ１０１へ出力する。
【００８４】
　図９を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置の機能ブロックについて説明する
。なお、図９は、主にベースバンド処理部及び送受信部の機能ブロックを示している。ま
た、図９は、ベースバンド処理部及び送受信部を簡略化したものであり、ベースバンド処
理部及び送受信部において通常備える構成を備えるものとする。基地局装置２０は、送信
系として、ＰＢＣＨ信号生成部２１１、ＰＤＣＣＨ信号生成部２１２、ＰＨＩＣＨ信号生
成部２１３、ＰＤＳＣＨ信号生成部２１４、ＣＳＩ－ＲＳ生成部２１５、物理チャネル多
重部２１６、ＩＦＦＴ部２１７、ＣＰ付加部２１８、送信ＲＦ回路２０３ｂを有している
。
【００８５】
　ＰＢＣＨ信号生成部２１１は、帯域幅、制御チャネル構成などの基本パラメータを含む
ＰＢＣＨ信号を生成する。ＰＤＣＣＨ信号生成部２１２は、スケジューラ２３１による割
り当てに基づいて、ユーザ毎にＰＵＳＣＨ信号及びＰＤＳＣＨ信号のスケジューリング情
報の他、変調法、符号化率等のフォーマット情報を含むＰＤＣＣＨ信号を生成する。ＰＨ
ＩＣＨ信号生成部２１３は、スケジューラ２３１による割り当てに基づいて、ＰＵＳＣＨ
信号に対するＨＡＲＱ（Hybrid　Automatic　Repeat　reQuest）用のＰＨＩＣＨ信号を生
成する。ＰＤＳＣＨ信号生成部２１４は、スケジューラ２３１による割り当てに基づいて
、複数の移動端末装置１０で共有して用いられるユーザデータや上位レイヤの制御情報を
含むＰＤＳＣＨ信号を生成する。ＣＳＩ－ＲＳ生成部２１５は、チャネル状態情報の測定
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にのみ用いられるＣＳＩ－ＲＳを生成する。
【００８６】
　物理チャネル多重部２１６は、各信号生成部において符号化・変調された各下りリンク
信号を多重し、ＩＦＦＴ部２１７に入力する。ＩＦＦＴ部２１７は、多重された下り信号
を逆高速フーリエ変換（IFFT：Inverse　Fast　Fourier　Transform）して周波数領域の
信号から時系列の信号に変換する。ＣＰ付加部２１８は、下り信号にサイクリックプレフ
ィックスを挿入する。そして、下り信号は、送信ＲＦ回路２０３ｂを通り、送信系と受信
系との間に設けたデュプレクサ２０３ｃを介して送受信アンテナ２０１から送信される。
【００８７】
　基地局装置２０は、受信系として、ＰＵＳＣＨ信号復調・復号部２２１、ＰＵＣＣＨ信
号復調・復号部２２２、ＰＲＡＣＨ信号受信部２２３、ＳＲＳ受信部２２４、物理チャネ
ル分離部２２５、ＦＦＴ部２２６、ＣＰ除去部２２７、受信ＲＦ回路２０３ａを有してい
る。送受信アンテナ２０１で受信された上り信号は、デュプレクサ２０３ｃ及び受信ＲＦ
回路２０３ａを介してＣＰ除去部２２７に入力される。ＣＰ除去部２２７は、上り信号か
らサイクリックプレフィックスを取り除き、ＦＦＴ部２２６に入力する。ＦＦＴ部２２６
は、上り信号を高速フーリエ変換（FFT：Fast　Fourier　Transform）して時間系列の信
号から周波数領域の信号に変換し、物理チャネル分離部２２５に入力する。物理チャネル
分離部２２５は、上り信号に多重された各上りリンク信号を分離する。
【００８８】
　ＰＵＳＣＨ信号復調・復号部２２１は、スケジューラ２３１による割り当てに基づいて
、複数の移動端末装置１０で共有して用いられるユーザデータや上位レイヤの制御情報を
含むＰＵＳＣＨ信号を復調し、さらに復号する。ＰＵＣＣＨ信号復調・復号部２２２は、
スケジューラ２３１による割り当てに基づいて、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩ、ＰＤＳＣＨ
に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲを含むＰＵＣＣＨ信号を復調し、さ
らに復号する。ＰＲＡＣＨ信号受信部２２３は、移動端末装置１０の初期アクセスに用い
られる衝突型のＰＲＡＣＨ信号を受信する。ＳＲＳ受信部２２４は、スケジューラ２３１
によるスケジューリング及び適応制御を行うためのＳＲＳを受信する。
【００８９】
　スケジューラ２３１は、システム帯域全体の通信品質に応じて、配下の移動端末装置１
０に対するリソースの割当てを制御する。スケジューラ２３１は、ＬＴＥ端末ユーザとＬ
ＴＥ－Ａ端末ユーザとを区別してスケジューリングを行う。スケジューラ２３１は、上位
局装置３０から送信データ及び再送指示が入力されると共に、上りリンクの信号を測定し
た受信部からチャネル推定値やリソースブロックのＣＱＩが入力される。スケジューラ２
３１は、上位局装置３０から入力された再送指示、チャネル推定値及びＣＱＩを参照しな
がら、ＰＤＣＣＨ信号、ＰＨＩＣＨ信号、ＰＤＳＣＨ信号のスケジューリングを行う。移
動通信における伝搬路は、周波数選択性フェージングにより周波数ごとに変動が異なる。
そこで、移動端末装置１０へのユーザデータ送信時に、各移動端末装置１０に対してサブ
フレーム毎に通信品質の良好なリソースブロックを割り当てる（適応周波数スケジューリ
ングと呼ばれる）。適応周波数スケジューリングでは、各リソースブロックに対して伝搬
路品質の良好な移動端末装置１０を選択して割り当てる。そのため、スケジューラ２３１
は、各移動端末装置１０からフィードバックされるリソースブロック毎のＣＱＩを用いて
リソースブロックを割り当てる。また、割り当てたリソースブロックで所定のブロック誤
り率を満たすＭＣＳ（符号化率、変調方式）を決定する。スケジューラ２３１が決定した
ＭＣＳ（符号化率、変調方式）を満足するパラメータがＰＤＣＣＨ信号生成部２１２、Ｐ
ＨＩＣＨ信号生成部２１３、ＰＤＳＣＨ信号生成部２１４に設定される。
【００９０】
　また、スケジューラ２３１は、上記した優先関係を考慮して、ＰＵＳＣＨ信号復調・復
号部２２１、ＰＵＣＣＨ信号復調・復号部２２２の復調及び復号を制御する。ＰＵＳＣＨ
信号復調・復号部２２１及びＰＵＣＣＨ信号復調・復号部２２２は、移動端末装置１０に
おいて上下リンク信号の送受信タイミングが重なった場合には、上りリンク信号が基地局
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装置２０に送られてくるかを判断する必要がある。そこで、スケジューラ２３１は、上記
した優先関係に基づいて所定のサブフレームにおいて移動端末装置１０で上りリンク信号
の送信と下りリンク信号の受信のどちらが優先されるかをＰＵＳＣＨ信号復調・復号部２
２１及びＰＵＣＣＨ信号復調・復号部２２２に入力している。
【００９１】
　また、基地局装置２０は、信号フォーマット選択部２３２を有している。信号フォーマ
ット選択部２３２は、同一サブフレーム内で上下リンク信号を送受信する場合には、スケ
ジューラ２３１による割り当てに基づいて、図５Ａ－Ｃに示す信号フォーマットを選択す
る。信号フォーマット選択部２３２は、同一サブフレーム内の送受信法を基地局装置２０
側で制御する場合には、信号生成部に対して信号フォーマット情報を入力する。例えば、
ＰＤＳＣＨ信号生成部２１４は、信号フォーマット情報に基づいて、図５Ａに示すように
サブフレームの末尾数シンボルを移動端末装置１０が受信しないことを前提としてＰＤＳ
ＣＨ信号にレートマッチング処理又はパンクチャ処理を施してもよい。また、例えばＰＤ
ＳＣＨ信号生成部２１４は、信号フォーマット情報に基づいて、下りリンク信号を避ける
ようにＰＤＳＣＨ信号をレートマッチング又はパンクチャしたＨＤ－ＦＤＤ用ＰＤＳＣＨ
フォーマットを生成してもよい。
【００９２】
　また、信号フォーマット選択部は、同一サブフレーム内の送受信法を移動端末装置１０
側で制御する場合には、復調・復号部及び受信部に対して信号フォーマット情報を入力す
る。これにより、復調・復号部及び受信部は、同一サブフレーム内で上下リンク信号の送
受信タイミングが重なる場合でも、上りリンク信号が送信されるシンボルを認識すること
ができる。例えば、ＰＵＣＣＨ信号復調・復号部２２２は、信号フォーマット情報に基づ
いてＰＵＣＣＨ信号が割り当てられる１サブフレーム内のシンボルを認識してＰＵＣＣＨ
信号を復調し、さらに復号する。
【００９３】
　図１０を参照しながら、本実施の形態に係る移動端末装置の機能ブロックについて説明
する。なお、図１０は、主にベースバンド処理部及び送受信部の機能ブロックを示してい
る。また、図１０は、ベースバンド処理部及び送受信部を簡略化したものであり、ベース
バンド処理部及び送受信部において通常備える構成を備えるものとする。移動端末装置１
０は、送信系として、ＰＵＳＣＨ信号生成部１１１、ＰＵＣＣＨ信号生成部１１２、ＰＲ
ＡＣＨ信号生成部１１３、ＳＲＳ生成部１１４、物理チャネル多重部１１５、ＩＦＦＴ部
１１６、ＣＰ付加部１１７、送信ＲＦ回路１０３ｂを有している。
【００９４】
　ＰＵＳＣＨ信号生成部１１１は、スケジューリング情報に基づいて、複数の移動端末装
置１０で共有して用いられるＰＵＳＣＨ信号を生成する。ＰＵＣＣＨ信号生成部１１２は
、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＱＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＳＲを含むＰＵＣ
ＣＨ信号を生成する。ＰＲＡＣＨ信号生成部１１３は、基地局装置２０に対する初期アク
セスに用いられる衝突型のＰＲＡＣＨ信号を生成する。ＳＲＳ生成部１１４は、スケジュ
ーリング及び適応制御に用いられるＳＲＳを生成する。
【００９５】
　物理チャネル多重部１１５は、各信号生成部において符号化・変調された各上りリンク
信号を多重し、ＩＦＦＴ部１１６に入力する。ＩＦＦＴ部１１６は、多重された上り信号
を逆高速フーリエ変換（IFFT：Inverse　Fast　Fourier　Transform）して周波数領域の
信号から時系列の信号に変換する。ＣＰ付加部１１７は、上り信号にサイクリックプレフ
ィックスを挿入する。そして、上り信号は、送信ＲＦ回路１０３ｂを通り、送信系と受信
系との間に設けたスイッチ１０３ｃを介して送受信アンテナ１０１から送信される。
【００９６】
　基地局装置２０は、受信系として、ＰＢＣＨ信号復調・復号部１２１、ＰＤＣＣＨ信号
復調・復号部１２２、ＰＨＩＣＨ信号復調・復号部１２３、ＰＤＳＣＨ信号復調・復号部
１２４、ＣＳＩ－ＲＳ受信部１２５、物理チャネル分離部１２６、ＦＦＴ部１２７、ＣＰ
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除去部１２８、受信ＲＦ回路１０３ａを有している。送受信アンテナ１０１で受信された
上り信号は、スイッチ１０３ｃ及び受信ＲＦ回路１０３ａを介してＣＰ除去部１２８に入
力される。ＣＰ除去部１２８は、上り信号からサイクリックプレフィックスを取り除き、
ＦＦＴ部１２７に入力する。ＦＦＴ部１２７は、上り信号を高速フーリエ変換（FFT：Fas
t　Fourier　Transform）して時間系列の信号から周波数領域の信号に変換し、物理チャ
ネル分離部１２６に入力する。物理チャネル分離部１２６は、上り信号に多重された各上
りリンク信号を分離する。
【００９７】
　ＰＢＣＨ信号復調・復号部１２１は、セル固有のシステム情報を含むＰＢＣＨ信号を復
調し、さらに復号する。ＰＤＣＣＨ信号復調・復号部１２２は、ユーザ毎にＰＵＳＣＨ信
号及びＰＤＳＣＨ信号のスケジューリング情報を含むＰＤＣＣＨ信号を復調し、さらに復
号する。ＰＤＣＣＨ信号復調・復号部１２２は、上下リンクのスケジューリング情報を送
受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１に入力する。ＰＨＩＣＨ信号復調・復号部
１２３は、ＰＵＳＣＨに対するＰＨＩＣＨ信号を復調し、さらに復号する。ＰＨＩＣＨ信
号復調・復号部１２３は、ＰＨＩＣＨ信号に基づいてＰＵＳＣＨを再送するか否かを送受
信チャネル・信号フォーマット選択部１３１に入力する。ＰＤＳＣＨ信号復調・復号部は
、スケジューリング情報に基づいて、複数の移動端末装置１０で共有して用いられるユー
ザデータや上位レイヤの制御情報を含むＰＤＳＣＨ信号を復調し、さらに復号する。ＣＳ
Ｉ－ＲＳ受信部１２５は、チャネル状態情報の測定にのみ用いられるＣＳＩ－ＲＳを復調
し、さらに復号する。
【００９８】
　また、移動端末装置１０は、送受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１を有して
いる。送受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１は、上下リンク信号の送受信タイ
ミングが重なるときに、上下リンク信号の優先関係に基づいて優先度の高い信号を判定す
る。そして、送受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１は、判定結果に基づいて上
りリンク信号の送信処理と下りリンク信号の受信処理のどちらを優先させるかを選択する
。具体的には、送受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１は、上りリンク信号の送
信処理を優先させる場合には、スイッチタイミング情報によってスイッチ１０３ｃを送信
系側に切り換える。これにより、移動端末装置１０は、送受信アンテナ１０１を介して上
りリンク信号を送信する。送受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１は、下りリン
ク信号の受信処理を優先させる場合には、スイッチタイミング情報によってスイッチを受
信系側に切り換える。これにより、移動端末装置１０は、送受信アンテナ１０１を介して
下りリンク信号を受信する。
【００９９】
　この場合、送受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１は、ＲＲＣシグナリングや
ＰＤＣＣＨ信号によって通知される特定のサブフレームにおいては、優先関係に反してス
イッチ１０３ｃを切り替えてもよい。すなわち、特定のサブフレームでは、上りリンク信
号よりも優先度が低い下りリンク信号の受信処理を優先させてもよいし、下りリンク信号
よりも優先度が低い上りリンク信号の送信処理を優先させてもよい。また、送受信チャネ
ル・信号フォーマット選択部１３１は、上りリンク信号の送信処理及び下りリンク信号の
受信処理のどちらの処理も行わない場合には、スイッチタイミング情報によってスイッチ
１０３ｃを送信系及び受信系から切り離す。これにより、移動端末装置１０は、上りリン
ク信号及び下りリンク信号の送受信処理を停止する。
【０１００】
　また、送受信チャネル・信号フォーマット選択部１３１は、同一サブフレーム内で上下
リンク信号を送受信する場合には、図５Ａ－Ｃに示す信号フォーマットを選択する。送受
信チャネル・信号フォーマット選択部１３１は、同一サブフレーム内の送受信法を移動端
末装置１０側で制御する場合には、各信号生成部及び各復調・復号部、受信部に対して信
号フォーマット情報を入力する。
【０１０１】
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　例えば、図５Ａに示す第１の送受信方法では、ＰＤＳＣＨ信号復調・復号部１２４が、
信号フォーマット情報に基づいて後尾数シンボルを残してＰＤＳＣＨ信号を復調し、さら
に復号する。また、ＳＲＳ生成部１１４は、最後尾のシンボルに合わせてＳＲＳを生成す
る。また、図５Ｂに示す第２の送受信方法では、ＰＵＣＣＨ信号生成部１１２が、信号フ
ォーマット情報に基づいてＨＤ－ＦＤＤ用ＰＵＣＣＨフォーマットを選択し、先頭数シン
ボルをパンクチャ又はレートマッチングしてＰＵＣＣＨ信号を生成する。また、ＰＤＣＣ
Ｈ信号復調・復号部１２２及びＰＨＩＣＨ信号復調・復号部１２３が、信号フォーマット
情報に基づいて、先頭数シンボルに割り当てられたＰＤＣＣＨ信号及びＰＨＩＣＨ信号を
復調し、さらに復号する。また、図５Ｃに示す第２の送受信方法では、ＰＲＡＣＨ信号生
成部１１３が、信号フォーマット情報に基づいてＨＤ－ＦＤＤ用ＰＲＡＣＨフォーマット
を選択し、先頭数シンボルをパンクチャしてＰＲＡＣＨ信号を生成する。また、ＰＤＣＣ
Ｈ信号復調・復号部１２２及びＰＨＩＣＨ信号復調・復号部１２３が、信号フォーマット
情報に基づいて、先頭数シンボルに割り当てられたＰＤＣＣＨ信号及びＰＨＩＣＨ信号を
復調し、さらに復号する。
【０１０２】
　この同一サブフレーム内における送受信では、送受信チャネル・信号フォーマット選択
部１３１は、サブフレーム内に設けられたガード区間でスイッチタイミング情報をスイッ
チ１０３ｃに入力する。これにより、１サブフレーム内において上りリンク信号の送信と
下りリンク信号の受信とが切り換えられる。
【０１０３】
　以上のように、本実施の形態に係る移動端末装置１０によれば、移動端末装置において
上りリンク信号の送信タイミングと下りリンク信号の受信タイミングが重なる場合に、送
受信処理が選択的に行われる。よって、ＨＤ－ＦＤＤが適用された移動端末装置１０に対
して、上りリンク信号の送信タイミングと下りリンク信号の受信タイミングが重なる場合
に最適な動作を行わせることができる。
【０１０４】
　なお、上記した実施の形態においては、特定のサブフレームの指示を、ＲＲＣシグナリ
ング、ＰＤＣＣＨ信号に制御ビットを追加して移動端末装置に通知したが、これに限定さ
れない。移動端末装置に特定のサブフレームを通知できれば、どのように通知してもよい
。
【０１０５】
　また、上記した実施の形態においては、基地局装置及び移動端末装置に優先関係が設定
されたが、移動端末装置にのみ優先関係が設定されてもよい。また、優先関係は、予め基
地局装置と移動端末装置の両方に設定されてもよいし、基地局装置から移動端末装置に通
知されてもよいし、移動端末装置から基地局装置に通知されてもよい。
【０１０６】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、様々変更して実施することが可能である。例え
ば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明における上りリンク信号の種類、
下りリンク信号の種類、上りリンク信号及び下りリンク信号の割り当て位置、機能ブロッ
クの数、処理手順等については適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明
の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　無線通信システム
　１０　移動端末装置
　２０　基地局装置
　１０１　送受信アンテナ
　１０３　送受信部
　１０３ａ　受信ＲＦ回路（送受信部）
　１０３ｂ　送信ＲＦ回路（送受信部）
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　１０３ｃ　スイッチ（送受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部（制御部）
　１１１　ＰＵＳＣＨ信号生成部
　１１２　ＰＵＣＣＨ信号生成部
　１１３　ＰＲＡＣＨ信号生成部
　１１４　ＳＲＳ生成部
　１２１　ＰＢＣＨ信号復調・復号部
　１２２　ＰＤＣＣＨ信号復調・復号部
　１２３　ＰＨＩＣＨ信号復調・復号部
　１２４　ＰＤＳＣＨ信号復調・復号部
　１２５　ＣＳＩ－ＲＳ受信部
　１３１　送受信チャネル・信号フォーマット選択部（制御部）
　２０１　送受信アンテナ
　２０３　送受信部
　２０４　ベースバンド信号処理部（信号処理部）
　２３１　スケジューラ
　２３２　信号フォーマット選択部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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