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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイドバンド／長周期用の第１コードブックから選択された第１ＰＭＩ（Precoding　M
atrix　Indicator）及びサブバンド／短周期用の第２コードブックから選択された第２Ｐ
ＭＩを個別にチャネル符号化するフィードバック制御信号生成手段と、個別にチャネル符
号化された前記第１ＰＭＩ及び前記第２ＰＭＩを物理上り共有チャネルで無線基地局装置
に送信する送信手段と、を具備し、
　前記フィードバック制御信号生成手段は、前記第１ＰＭＩを前記第２ＰＭＩよりも低い
チャネル符号化率でチャネル符号化することを特徴とする移動端末装置。
【請求項２】
　前記第１ＰＭＩ及び前記第２ＰＭＩのチャネル符号化率がＲＩに基づいて決定されるこ
とを特徴とする請求項１記載の移動端末装置。
【請求項３】
　チャネル符号化後の第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩを、ユーザに割り当てられたリソースブ
ロックのうち異なる位置に多重する多重手段を具備することを特徴とする請求項１又は請
求項２記載の移動端末装置。
【請求項４】
　前記多重手段は、前記第１ＰＭＩをＲＩ（Rank　Indicator）の近傍に多重し、前記第
２ＰＭＩをＣＱＩ（Channel　Quality　Indicator）の近傍に多重することを特徴とする
請求項３記載の移動端末装置。
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【請求項５】
　前記フィードバック制御信号生成手段は、前記第１ＰＭＩとＣＱＩとをジョイント符号
化することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の移動端末装置。
【請求項６】
　前記フィードバック制御信号生成手段は、前記第２ＰＭＩとＣＱＩとをジョイント符号
化することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の移動端末装置。
【請求項７】
　前記フィードバック制御信号生成手段は、前記第１ＰＭＩと前記第１ＰＭＩに対応する
ＣＱＩとをジョイント符号化し、前記第２ＰＭＩと前記第２ＰＭＩに対応するＣＱＩとを
ジョイント符号化することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の移動端末装置。
【請求項８】
　前記フィードバック制御信号生成手段は、前記第１ＰＭＩとＲＩとをジョイント符号化
することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の移動端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末装置及び無線基地局装置に関し、特に、マルチアンテナ伝送に対応
する移動端末装置及び無線基地局装置に関する。
【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）
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。
【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方式のシステムにおいては、１．４ＭＨ
ｚ～２０ＭＨｚの可変帯域を用いて、下り回線で最大３００Ｍｂｐｓ及び上り回線で７５
Ｍｂｐｓ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の後継のシステムも検討されている（例えば
、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ））。例えば、ＬＴＥ－Ａにおいては、ＬＴＥ仕様の
最大システム帯域である２０ＭＨｚを、１００ＭＨｚ程度まで拡張することが予定されて
いる。また、ＬＴＥ仕様の最大送信アンテナ数である４アンテナを、８アンテナまで拡張
することが予定されている。
【０００４】
　また、ＬＴＥ方式のシステムにおいては、複数のアンテナでデータを送受信し、データ
レート（周波数利用効率）を向上させる無線通信技術としてＭＩＭＯ(Multi　Input　Mul
ti　Output)システムが提案されている（例えば、非特許文献１参照）。ＭＩＭＯシステ
ムにおいては、送受信機に複数の送信／受信アンテナを用意し、異なる送信アンテナから
同時に異なる送信情報系列を送信する。一方、受信機側では、送信／受信アンテナ間で異
なるフェージング変動が生じることを利用して、同時に送信された情報系列を分離して検
出することにより、データレート（周波数利用効率）を増大することが可能である。
【０００５】
　ＬＴＥ方式のシステムにおいては、異なる送信アンテナから同時に送信する送信情報系
列が、全て同一のユーザのものであるシングルユーザＭＩＭＯ（ＳＵ－ＭＩＭＯ(Single
　User　MIMO)）と、異なるユーザのものであるマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ(
Multiple　User　MIMO)）とが規定されている。これらのＳＵ－ＭＩＭＯ伝送及びＭＵ－
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ＭＩＭＯ伝送においては、受信機側で送信機のアンテナに設定すべき位相・振幅制御量（
プリコーディング行列（プリコーディングウェイト））と、このプリコーディング行列に
対応づけられるＰＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）とをランク毎に複数定めたコー
ドブックから最適なＰＭＩを選択して送信機にフィードバックすると共に、最適なランク
を示すＲＩ（Rank　Indicator）を選択して送信機にフィードバックする。送信機側では
、受信機からフィードバックされたＰＭＩ、ＲＩに基づいて各送信アンテナに対するプリ
コーディングウェイトを特定し、プリコーディングを行って送信情報系列を送信する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3GPP　TR　25.913“Requirements　for　Evolved　UTRA　and　Evolved
　UTRAN”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＬＴＥ－Ａにおいては、移動端末装置は、ＰＭＩをフィードバックすることが決められ
ており、また、移動端末装置が選択するプリコーダは、２つのコードブックＷ１，Ｗ２か
ら選択されたもので生成される。このような２つのコードブックＷ１，Ｗ２から選択され
たプリコーダをどのようにしてフィードバックするかについて検討が必要である。
【０００８】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、下りＭＩＭＯ伝送における２つのコー
ドブックＷ１，Ｗ２を用いるプリコーダ選択で、効率良くＰＭＩをフィードバックできる
移動端末装置及び無線基地局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】
【０００９】
　本発明の移動端末装置は、ワイドバンド／長周期用の第１コードブックから選択された
第１ＰＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）及びサブバンド／短周期用の第２コードブ
ックから選択された第２ＰＭＩを個別にチャネル符号化するフィードバック制御信号生成
手段と、個別にチャネル符号化された前記第１ＰＭＩ及び前記第２ＰＭＩを物理上り共有
チャネルで無線基地局装置に送信する送信手段と、を具備し、前記フィードバック制御信
号生成手段は、前記第１ＰＭＩを前記第２ＰＭＩよりも低いチャネル符号化率でチャネル
符号化することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ワイドバンド／長周期用の第１コードブックから選択された第１ＰＭ
Ｉ及びサブバンド／短周期用の第２コードブックから選択された第２ＰＭＩを個別にチャ
ネル符号化し、個別にチャネル符号化された前記第１ＰＭＩ及び前記第２ＰＭＩを物理上
り共有チャネルで無線基地局装置に送信するので、下りＭＩＭＯ伝送における２つのコー
ドブックＷ１，Ｗ２を用いるプリコーダ選択で、効率良くＰＭＩをフィードバックするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る通信制御方法が適用されるＭＩＭＯシステムの概念図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は、ＬＴＥ－Ａにおける下りＭＩＭＯ伝送を説明するための図で
ある。
【図３】（ａ），（ｂ）は、ＰＵＣＣＨを用いたＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩフィードバックを
説明するための図である。
【図４】ＰＵＳＣＨを用いたＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩフィードバックを説明するための図で
ある。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る移動端末装置における態様１を説明するための
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図である。
【図６】本発明に係る移動端末装置における態様２を説明するための図である。
【図７】（ａ），（ｂ）は、本発明に係る移動端末装置における態様３を説明するための
図である。
【図８】本発明に係る移動端末装置における態様３を説明するための図である。
【図９】本発明の一実施の形態に係る移動通信システムの構成を説明するための図である
。
【図１０】上記実施の形態に係る移動端末装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】上記実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の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。まず、ＬＴ
Ｅ－Ａシステムで行われる下りリンクＭＩＭＯ伝送におけるプリコーディングについて、
図１に示すＭＩＭＯシステムを前提に説明する。図１は、本発明に係る通信制御方法が適
用されるＭＩＭＯシステムの概念図である。なお、図１に示すＭＩＭＯシステムにおいて
は、基地局装置eNodeＢ及びユーザ端末ＵＥがそれぞれ８本のアンテナを備える場合につ
いて示している。
【００１５】
　図１に示すＭＩＭＯシステムの下りリンクＭＩＭＯ伝送におけるプリコーディングでは
、移動端末装置ＵＥにおいて、各アンテナからの受信信号を用いてチャネル変動量を測定
し、測定したチャネル変動量に基づいて、無線基地局装置eNodeＢの各送信アンテナから
の送信データを合成した後のスループット（又は受信ＳＩＮＲ（Signal　to　Interferen
ce　and　Noise　Ratio））が最大となる位相・振幅制御量（プリコーディングウェイト
）に応じたＰＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）及びＲＩを選択する。そして、この
選択したＰＭＩ及びＲＩ（Rank　Indicator）を、チャネル品質情報をＣＱＩ（Channel　
Quality　Indicator）とともに上りリンクで無線基地局装置eNodeＢにフィードバックす
る。無線基地局装置eNodeＢにおいては、移動端末装置ＵＥからフィードバックされたＰ
ＭＩ及びＲＩに基づいて送信データにプリコーディングを行った後、各アンテナから情報
伝送を行う。
【００１６】
　図１に示す移動端末装置ＵＥにおいて、信号分離・復号部１１は、受信アンテナＲＸ＃
１～ＲＸ＃８を介して受信した受信信号に含まれる制御チャネル信号及びデータチャネル
信号の分離及び復号を行う。信号分離・復号部１１にて復号処理が施されることで移動端
末装置ＵＥに対するデータチャネル信号が再生される。ＰＭＩ選択部１２は、図示しない
チャネル推定部により推定されたチャネル状態に応じてＰＭＩを選択する。この際、ＰＭ
Ｉ選択部１２は、移動端末装置ＵＥ及び無線基地局装置eNodeＢの双方でランク毎に複数
定められた既知のＮ個のプリコーディングウェイトと、このプリコーディング行列に対応
づけられるＰＭＩとをコードブック１３から最適なＰＭＩを選択する。ＲＩ選択部１４は
、チャネル推定部により推定されたチャネル状態に応じてＲＩを選択する。これらのＰＭ
Ｉ及びＲＩは、フィードバック情報としてチャネル品質情報をＣＱＩ（Channel　Quality
　Indicator）とともに無線基地局装置eNodeＢに送信される。
【００１７】
　一方、図１に示す無線基地局装置eNodeＢにおいて、プリコーディングウェイト生成部
２１は、移動端末装置ＵＥからフィードバックされたＰＭＩ及びＲＩに基づいて、プリコ
ーディングウェイトを生成する。プリコーディング乗算部２２は、シリアル／パラレル変
換部（Ｓ／Ｐ）２３によりパラレル変換された送信信号にプリコーディングウェイトを乗
算することで、送信アンテナＴＸ＃１～＃８毎に位相・振幅をそれぞれ制御（シフト）す
る。これにより、位相・振幅シフトされた送信データが８本の送信アンテナＴＸ＃１～Ｔ
Ｘ＃８から送信される。
【００１８】
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　ＬＴＥ－Ａにおける下りＭＵ－ＭＩＭＯ伝送においては、全ストリーム（ランク）数の
上限を４つに制限した上で、ユーザ端末ＵＥ当たりの多重ストリーム数を最大２つとし、
多重ユーザ端末ＵＥ数を最大４つとすることが合意されている。このため、下りＭＵ－Ｍ
ＩＭＯにおいては、図２（ａ）に示すように、移動端末装置ＵＥ＃１，ＵＥ＃２に対して
それぞれ２ストリームのＳＵ－ＭＩＭＯ伝送する態様、あるいは、図２（ｂ）に示すよう
に、移動端末装置ＵＥ＃１，ＵＥ＃２，ＵＥ＃３，ＵＥ＃４に対してそれぞれ１ストリー
ムで伝送する態様が挙げられる。
【００１９】
　ここで、このような下りリンクＭＩＭＯ伝送において、移動端末装置から無線基地局装
置eNodeＢに対するチャネル情報（ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩ）のフィードバック情報のフィ
ードバック方法について説明する。図３（ａ），（ｂ）は、下りリンクＭＩＭＯ伝送にお
いて、ＰＵＣＣＨ（Physical　Uplink　Control　Channel）で移動端末装置ＵＥから無線
基地局装置eNodeＢにフィードバック情報をフィードバックする方法について説明するた
めの図である。図３（ａ），（ｂ）においては、フィードバック情報が周期的にフィード
バックされる場合（以下、「Ｐｅｒｉｏｄｉｃフィードバック」という）について示して
いる。
【００２０】
　Ｐｅｒｉｏｄｉｃフィードバックにおいては、図３（ａ）に示すように、ワイドバンド
（ＷＢ）ＣＱＩ及びＷＢＰＭＩと、ＲＩとを個別のサブフレームでフィードバックするモ
ードと、図３（ｂ）に示すように、ＷＢＣＱＩ及びＷＢＰＭＩと、ＲＩと、サブバンド（
ＳＢ）ＣＱＩとを個別のサブフレームでフィードバックするモードとがある。
【００２１】
　図３（ａ）に示すモードにおいては、フィードバック情報（ＰＭＩ／ＣＱＩ、ＲＩ）は
、ＰＵＣＣＨを用いてフィードバックされる。図３（ａ）に示すように、ＷＢＰＭＩ及び
ＷＢＣＱＩとＲＩとは、異なるサブフレーム（ＴＴＩ：Transmission　Time　Interval、
伝送時間間隔）でフィードバックされる。図３（ａ）においては、ＰＵＣＣＨのチャネル
情報のフィードバックモードがモード１－０（１－１）であって、ＷＢＰＭＩ／ＷＢＣＱ
Ｉの周期が５サブフレームであり、ＲＩの周期がＷＢＰＭＩ／ＷＢＣＱＩの周期の２倍（
１０サブフレーム）であり、ＲＩをフィードバックするサブフレームが、ＰＭＩ／ＣＱＩ
をフィードバックするサブフレームから２サブフレームだけオフセットされる場合につい
て示している。この場合において、ＰＭＩ／ＣＱＩとＲＩとは互いに独立して符号化され
てフィードバックされる。
【００２２】
　図３（ｂ）に示すモードにおいても、フィードバック情報（ＰＭＩ／ＣＱＩ、ＲＩ）は
、ＰＵＣＣＨを用いてフィードバックされる。図３（ｂ）に示すように、ＷＢＰＭＩ及び
ＷＢＣＱＩと、ＲＩと、ＳＢＣＱＩとは、異なるサブフレーム（ＴＴＩ）でフィードバッ
クされる。図３（ｂ）においては、ＰＵＣＣＨのチャネル情報のフィードバックモードが
モード１－１（２－１）であって、ＷＢＰＭＩ／ＷＢＣＱＩの周期が２サブフレームであ
り、ＲＩの周期がＷＢＰＭＩ／ＷＢＣＱＩの周期の５倍（１０サブフレーム）であり、Ｒ
Ｉをフィードバックするサブフレームが、ＷＢＰＭＩ／ＷＢＣＱＩをフィードバックする
サブフレームから１サブフレームだけオフセットされ、また、サブバンド（Bandwidth　P
art(ＢＰ)）数が２、サブバンドＣＱＩのフィードバックするサブフレームのＷＢＰＭＩ
／ＷＢＣＱＩをフィードバックするサブフレームに対するオフセットが２サブフレーム、
ＷＢＰＭＩ／ＣＱＩのフィードバックの周期間に同一サブバンドのサブバンドＣＱＩを２
回フィードバックする場合について示している。この場合において、ＷＢＰＭＩ／ＷＢＣ
ＱＩとＲＩとＳＢＣＱＩとは互いに独立して符号化されてフィードバックされる。
【００２３】
　図４においては、フィードバック情報が非周期的にフィードバックされる場合（以下、
「Ａｐｅｒｉｏｄｉｃフィードバック」という）について示している。Ａｐｅｒｉｏｄｉ
ｃフィードバックにおいて、フィードバック情報（ＰＭＩ／ＣＱＩ、ＲＩ）は、基地局装
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置eNodeＢから到来するアップリンクグラントに設定されたトリガ信号に応じてＰＵＳＣ
Ｈ（Physical　Uplink　Shared　Channel）を用いてフィードバックされる。図４に示す
ように、ＰＭＩ／ＣＱＩとＲＩとは、同一のサブフレーム（ＴＴＩ）における異なるリソ
ースエレメント（ＲＥ）でフィードバックされる。この場合においては、Ｐｅｒｉｏｄｉ
ｃフィードバックと同様に、ＰＭＩ／ＣＱＩとＲＩとは互いに独立して符号化されてフィ
ードバックされる。
【００２４】
　ＰＭＩ／ＣＱＩとＲＩとを互いに独立して符号化するのは、ＲＩの方がＰＭＩ／ＣＱＩ
に比べて要求される受信品質が高いためである。すなわち、ＲＩは、ＭＩＭＯ伝送時にお
けるストリーム数の決定に用いられるものであり、ＭＣＳ(Modulation　and　Coding　Sc
heme)やプリコーディングウェイトの決定に用いられるＰＭＩ／ＣＱＩに比べて要求され
る受信品質が高い。このため、ＲＩは、ＰＭＩ／ＣＱＩと比べて低い符号化率で符号化さ
れている。
【００２５】
　ＬＴＥ－Ａ方式のＭＩＭＯシステムにおいては、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送時の移動端末装置
ＵＥの量子化処理における量子化誤差の低減、並びに、無線基地局装置eNodeＢに対する
フィードバック情報量の低減が期待される技術として、移動端末装置ＵＥ及び無線基地局
装置eNodeＢの双方で２つのコードブック（以下、適宜「ダブルコードブック」という）
を備え、異なる周期でフィードバック情報をフィードバックする方法が検討されている。
【００２６】
　このダブルコードブックを利用したＭＩＭＯシステムにおいては、一方のコードブック
をワイドバンド／長周期用のコードブックとして用いると共に、他方のコードブックをサ
ブバンド／短周期用のコードブックとして用いる。このＭＩＭＯシステムでは、２つのコ
ードブックを備えることで実効的なコードブックのサイズを大きくすることができること
から、移動端末装置ＵＥの量子化処理における量子化誤差の低減が期待されている。また
、ワイドバンド／長周期用のコードブックにおいては、サブバンド／短周期用のコードブ
ックに比べて頻繁にフィードバック情報をフィードバックする必要がなくなることから、
フィードバック情報の低減が期待されている。
【００２７】
　コードブックＷ１から選択された第１ＰＭＩとコードブックＷ２から選択された第２Ｐ
ＭＩはそれぞれ移動端末装置から無線基地局装置にフィードバックされる。無線基地局装
置においては、第１ＰＭＩに対応するプリコーダと第２ＰＭＩに対応するプリコーダとか
らプリコーダを生成して、このプリコーダで下りＭＩＭＯ伝送を行う。この場合において
、下りＭＩＭＯ伝送用のプリコーダは、第１ＰＭＩに対応するプリコーダと第２ＰＭＩに
対応するプリコーダとの間のクロネッカー積で求めても良い。
【００２８】
　本発明者らは、下りＭＩＭＯ伝送において、このように２つのコードブックを用いる場
合、２つのコードブックから選択されたプリコーダをどのようにしてフィードバックする
かについて鋭意検討し、以下のような発明をするに至った。
【００２９】
（態様１）
　この態様では、２つのコードブックＷ１，Ｗ２から選択されたプリコーダ（第１ＰＭＩ
、第２ＰＭＩ）をＰＵＳＣＨでフィードバックする。この態様においては、移動端末装置
で、ワイドバンド／長周期用の第１コードブックから選択された第１ＰＭＩ及びサブバン
ド／短周期用の第２コードブックから選択された第２ＰＭＩを個別にチャネル符号化し、
個別にチャネル符号化された第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩをＰＵＳＣＨで無線基地局装置に
送信する。
【００３０】
　この場合においては、第１ＰＭＩを第２ＰＭＩよりも低いチャネル符号化率でチャネル
符号化することが好ましい（図５（ｂ））。第１ＰＭＩは長周期用の第１コードブックか
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ら選択されたＰＭＩであるので、この第１ＰＭＩが誤ると次の第１ＰＭＩがフィードバッ
クするまでの間（相対的に長い期間）誤りが続く状態（エラープロパゲーション）となる
ことが考えられる。そこで、第１ＰＭＩを第２ＰＭＩよりも低いチャネル符号化率でチャ
ネル符号化することにより、第１ＰＭＩをより誤り難くして、長い期間第１ＰＭＩが誤っ
た状態にすることを防止できる。
【００３１】
　また、ＳＵ－ＭＩＭＯ伝送のようにアンテナ相関が低い場合においては、第２ＰＭＩを
第１ＰＭＩよりも低いチャネル符号化率でチャネル符号化することが好ましい。ＳＵ－Ｍ
ＩＭＯ伝送においては、サブバンド／短周期用コードブックＷ２から選択された第２ＰＭ
Ｉを用いるので、第２ＰＭＩを低いチャネル符号化率でチャネル符号化して誤り難くする
ことが好ましい。
【００３２】
　なお、第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩのチャネル符号化率は、ＲＩに基づいて決定されるこ
とが好ましい。ＲＩは空間相関の強さにより決定するので、チャネル符号化率をＲＩに基
づいて決定することにより、空間相関に応じてランク毎のフィードバック量／コードブッ
クを最適化することができる。例えば、ランクが低い場合には、空間相関が高いので、Ｐ
ＭＩ（特に第１ＰＭＩ）のチャネル符号化率を低くする。
【００３３】
　チャネル符号化後の第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩは、図５（ｃ）に示すように、ユーザに
割り当てられたリソースブロックのうち異なる位置に多重する。例えば、第１ＰＭＩをＲ
Ｉの近傍に多重し、第２ＰＭＩをＣＱＩの近傍に多重する。すなわち、第１ＰＭＩは、長
周期であるので、高性能にフィードバックする必要がある。このため、参照信号（復調用
参照信号（ＤＭＲＳ））の近傍、すなわちＲＩやＡＣＫ／ＮＡＣＫの近傍に多重すること
が好ましい。一方で、図５（ｃ）に示すように、第２ＰＭＩについてはＣＱＩの近傍に多
重する。
【００３４】
　第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩをチャネル符号化する場合においては、図５（ａ）に示すよ
うに、第１ＰＭＩとＣＱＩ（ＳＢＣＱＩ又はＷＢＣＱＩ）とをジョイント符号化しても良
く、第２ＰＭＩとＣＱＩ（ＳＢＣＱＩ又はＷＢＣＱＩ）とをジョイント符号化しても良い
。また、第１ＰＭＩと第１ＰＭＩに対応するＣＱＩとをジョイント符号化し、第２ＰＭＩ
と第２ＰＭＩに対応するＣＱＩとをジョイント符号化しても良い。また、第１ＰＭＩとＲ
Ｉとをジョイント符号化しても良い。
【００３５】
（態様２）
　この態様では、２つのコードブックＷ１，Ｗ２の情報（ＰＭＩ）をトリガ信号に基づい
て、ａｐｅｒｉｏｄｉｃにＰＵＳＣＨでフィードバックする際に、コードブックＷ１の情
報をフィードバックするトリガ信号と、コードブックＷ２の情報をフィードバックするト
リガ信号とを個別に定義する。
【００３６】
　この態様においては、無線基地局装置において、図６に示すように、ワイドバンド／長
周期用の第１コードブックから選択される第１ＰＭＩ用の第１トリガ信号及びサブバンド
／短周期用の第２コードブックから選択される第２ＰＭＩ用の第２トリガ信号を個別に生
成し、個別に生成された第１トリガ信号及び第２トリガ信号をアップリンクグラントで移
動端末装置に送信する。
【００３７】
　このように、無線基地局装置からの第１トリガ信号及び第２トリガ信号に基づいてそれ
ぞれ第１コードブックから選択された第１ＰＭＩ及び第２コードブックから選択された第
２ＰＭＩをＰＵＳＣＨで無線基地局装置にフィードバックする移動端末装置においては、
第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩをサブフレームに多重し、第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩをＰＵＳ
ＣＨで無線基地局装置に送信する。
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【００３８】
　この場合、移動端末装置においては、ＣＱＩが２種類あるときには（ＳＢＣＱＩ、ＷＢ
ＣＱＩ）、第１ＰＭＩと第１ＰＭＩに対応するＣＱＩ（ＳＢＣＱＩ又はＷＢＣＱＩ）とを
同一サブフレームに多重し、第２ＰＭＩと第２ＰＭＩに対応するＣＱＩ（ＳＢＣＱＩ又は
ＷＢＣＱＩ）とを同一サブフレームに多重することが好ましい。このようにすることによ
り、フィードバック誤りに対する耐性、すなわちスループット特性の劣化の影響を低減す
ることができる。
【００３９】
　下りＭＩＭＯ伝送用のプリコーダが、第１ＰＭＩに対応するプリコーダと第２ＰＭＩに
対応するプリコーダとの間の積もしくはクロネッカー積で求められる場合においては、第
１ＰＭＩと第１ＰＭＩに対応するＣＱＩとを同一サブフレームに多重し、第２ＰＭＩと第
１ＰＭＩ及び前記第２ＰＭＩの積もしくはクロネッカー積に対応するＣＱＩとを同一サブ
フレームに多重することが好ましい。この場合においては、第２ＰＭＩは、特定の第１Ｐ
ＭＩを仮定して選択されるので、積もしくはクロネッカー積に対するＣＱＩをフィードバ
ックする。このようにすることにより、フィードバック誤りに対する耐性、すなわちスル
ープット特性の劣化の影響を低減することができる。
【００４０】
　また、第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩを同一サブフレームでフィードバックする場合（第１
ＰＭＩ及び第２ＰＭＩを同一サブフレームに多重する場合）には、第１ＰＭＩ及び前記Ｐ
ＭＩの積もしくはクロネッカー積に対応するＣＱＩをサブフレームに多重することが好ま
しい。このようにすることにより、フィードバック誤りに対する耐性、すなわちスループ
ット特性の劣化の影響を低減することができる。
【００４１】
（態様３）
　この態様では、２つのコードブックＷ１，Ｗ２から選択されたプリコーダ（第１ＰＭＩ
、第２ＰＭＩ）をＰＵＣＣＨでフィードバックする。この態様においては、移動端末装置
で、ワイドバンド／長周期用の第１コードブックから第１ＰＭＩを選択すると共に、サブ
バンドサイズをより広い帯域幅に設定したサブバンド／短周期用の第２コードブックから
第２ＰＭＩを選択し、第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩをサブフレームに多重し、ＰＵＣＣＨで
無線基地局装置に送信する。
【００４２】
　ここでは、コードブックＷ２のサブバンドサイズをシステム帯域全体（あるいはコンポ
ーネントキャリア帯域幅）と等しくする。すなわち、コードブックについてワイドバンド
のみをサポートするように設定する。この場合において、図７（ａ）に示すように、第１
ＰＭＩ、第２ＰＭＩ及びワイドバンドＣＱＩを同一サブフレームに多重することが好まし
い。このようにすることにより、フィードバックするサブフレーム数を増大せず、かつ、
サブフレームあたりのフィードバックオーバーヘッドの増大を最小限に抑えることができ
る。また、図７（ｂ）に示すように、第２ＰＭＩ及びワイドバンドＣＱＩを同一サブフレ
ームに多重し、第１ＰＭＩを前記サブフレーム以外のサブフレームに多重することが好ま
しい。このようにすることにより、各サブフレームあたりのフィードバックオーバーヘッ
ドを最小限に抑えることができる。
【００４３】
　２つのコードブックＷ１，Ｗ２から選択されたプリコーダ（第１ＰＭＩ、第２ＰＭＩ）
をＰＵＣＣＨでフィードバックする態様においては、コードブックＷ２のサブバンドサイ
ズをＣＱＩのサブバンドサイズと等しくしても良い。この場合においては、図８に示すよ
うに、第１ＰＭＩ及びワイドバンドＣＱＩを同一サブフレームに多重し、第２ＰＭＩ及び
第２ＰＭＩに対応するサブバンドのサブバンドＣＱＩを同一サブフレームに多重する。こ
のようにすることにより、フィードバックするサブフレーム数を増大せず、かつ、サブフ
レームあたりのフィードバックオーバーヘッドの増大を最小限に抑えるすることができる
。
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【００４４】
　以下、本発明の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。ここでは、
ＬＴＥ－Ａシステムに対応する無線基地局装置及び移動端末装置を用いる場合について説
明する。
【００４５】
　図９を参照しながら、本発明の一実施の形態に係る移動端末装置（ＵＥ）１０及び無線
基地局装置（eNodeＢ）２０を有する移動通信システム１について説明する。図９は、本
発明の一実施の形態に係る移動端末装置１０及び無線基地局装置２０を有する移動通信シ
ステム１の構成を説明するための図である。なお、図９に示す移動通信システム１は、例
えば、ＬＴＥシステム又はＳＵＰＥＲ　３Ｇが包含されるシステムである。また、この移
動通信システム１は、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良く、４Ｇと呼ばれても良
い。
【００４６】
　図９に示すように、移動通信システム１は、無線基地局装置２０と、この無線基地局装
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。無線基地局装置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１
０は、セル５０において無線基地局装置２０と通信を行っている。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。
【００４７】
　各移動端末装置（１０１、１０２、１０３、・・・１０ｎ）は、同一の構成、機能、状
態を有するので、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、無線基地局装置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。
【００４８】
　移動通信システム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。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。
【００４９】
　ここで、ＬＴＥシステムにおける通信チャネルについて説明する。下りリンクについて
は、各移動端末装置１０で共有されるＰＤＳＣＨと、下りＬ１／Ｌ２制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ）とが用いられる。このＰＤＳＣＨにより、ユーザデ
ータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。送信データは、このユーザデータに含
まれる。なお、無線基地局装置２０で移動端末装置１０に割り当てたＣＣやスケジューリ
ング情報は、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルにより移動端末装置１０に通知される。
【００５０】
　上りリンクについては、各移動端末装置１０で共有して使用されるＰＵＳＣＨ（Physic
al　Uplink　Shared　Channel）と、上りリンクの制御チャネルであるＰＵＣＣＨ（Physi
cal　Uplink　Control　Channel）とが用いられる。このＰＵＳＣＨにより、ユーザデー
タが伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ）などが
伝送される。
【００５１】
　図１０は、本実施の形態に係る移動端末装置１０の構成を示すブロック図である。図１
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１は、本実施の形態に係る無線基地局装置２０の構成を示すブロック図である。なお、図
１０及び図１１に示す移動端末装置１０及び無線基地局装置２０の構成は、本発明を説明
するために簡略化したものであり、それぞれ通常の無線基地局装置及び移動端末装置が有
する構成は備えているものとする。
【００５２】
　図１０に示す移動端末装置１０において、無線基地局装置２０から送出された送信信号
は、アンテナ１～ＮＲＸにより受信され、デュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）１０１＃１
～１０１＃Ｎにて送信経路と受信経路とに電気的に分離された後、ＲＦ受信回路１０２＃
１～１０２＃Ｎに出力される。そして、ＲＦ受信回路１０２＃１～１０２＃Ｎにて、無線
周波数信号からベースバンド信号に変換する周波数変換処理が施された後、受信タイミン
グ推定部１０５及びＣＰ除去部１０３＃１～１０３＃Ｎに出力される。受信タイミング推
定部１０５においては、周波数変換処理された後の受信信号で受信タイミングを推定し、
その受信タイミングをＣＰ除去部１０３＃１～１０３＃Ｎに出力する。ＣＰ除去部１０３
＃１～１０３＃ＮでＣＰ（Cyclic　Prefix）が除去され、高速フーリエ変換部（ＦＦＴ部
）１０４＃１～１０４＃Ｎにてフーリエ変換され、時系列の信号から周波数領域の信号に
変換される。周波数領域の信号に変換された受信信号は、チャネル推定部１０６及びデー
タチャネル信号復調部１０７に出力される。
【００５３】
　チャネル推定部１０６は、ＦＦＴ部１０４＃１～＃Ｎから出力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データチャネル信号復調
部１０７に通知する。データチャネル信号復調部１０７においては、通知されたチャネル
状態に基づいて、データチャネル信号を復調する。復調されたデータチャネル信号は、チ
ャネル復号部１０８において、チャネル復号されてユーザ＃ｋ信号に再生される。
【００５４】
　チャネル品質（ＣＱＩ）測定部１１０は、チャネル推定部１０６から通知されたチャネ
ル状態からチャネル品質を測定する。具体的には、チャネル品質測定部１１０は、チャネ
ル推定部１０６から通知されたチャネル状態に基づいてＣＱＩを測定し、このＣＱＩをフ
ィードバック制御信号生成部１１１に通知する。チャネル品質測定部１１０においては、
ワイドバンド／長周期用の第１コードブックＷ１から選択された第１ＰＭＩ、サブバンド
／短周期用の第２コードブックＷ２から選択された第２ＰＭＩ、あるいは第１ＰＭＩと第
２ＰＭＩのクロネッカー積に対応するＣＱＩを選択する。
【００５５】
　ＰＭＩ選択部１０９は、チャネル推定部１０６から通知されたチャネル状態からＰＭＩ
を選択する。ここで、ＰＭＩ選択部１０９は、２つのコードブック、すなわちワイドバン
ド／長周期用の第１コードブックと、サブバンド／短周期用の第２コードブックとを有す
る。そして、ＰＭＩ選択部１０９は、第１コードブックから第１ＰＭＩを選択し、第２コ
ードブックから第２ＰＭＩを選択する。ＰＭＩ選択部１０９は、選択した第１ＰＭＩ及び
第２ＰＭＩをフィードバック制御信号生成部１１１に通知する。
【００５６】
　また、チャネル推定部１０６で推定されたチャネル状態に応じたＲＩが選択され、選択
されたＲＩがフィードバック制御信号生成部１１１に通知される。
【００５７】
　フィードバック制御信号生成部１１１においては、制御信号生成手段を構成するもので
あり、通知されたＰＭＩ、ＣＱＩ及びＲＩに基づいて、これらを無線基地局装置２０にフ
ィードバックする制御信号（例えば、ＰＵＣＣＨ信号）を生成する。また、フィードバッ
ク制御信号生成部１１１においては、ＰＵＣＣＨあるいはＰＵＳＣＨでフィードバックす
るための第１コードブックＷ１、第２コードブックＷ２のＰＭＩ及びＣＱＩの情報をチャ
ネル符号化・データ変調する。このチャネル符号化は、上述した態様１にしたがって行う
。すなわち、第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩを個別にチャネル符号化する。フィードバック制
御信号生成部１１１で生成された制御信号やチャネル符号化後のＰＭＩやＣＱＩは、マル
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チプレクサ（ＭＵＸ）１１５に出力される。
【００５８】
　一方、上位レイヤから送出されたユーザ＃ｋに関する送信データ＃ｋは、チャネル符号
化部１１２によりチャネル符号化された後、データ変調部１１３にてデータ変調される。
データ変調部１１３にてデータ変調された送信データ＃ｋは、不図示の離散フーリエ変換
部で逆フーリエ変換され、時系列の信号から周波数領域の信号に変換されて不図示のサブ
キャリアマッピング部に出力される。
【００５９】
　サブキャリアマッピング部においては、送信データ＃ｋを、無線基地局装置２０から指
示されたスケジュール情報に応じてサブキャリアにマッピングする。このとき、サブキャ
リアマッピング部は、不図示の参照信号生成部により生成された参照信号＃ｋを、送信デ
ータ＃ｋと共にサブキャリアにマッピング（多重）する。このようにしてサブキャリアに
マッピングされた送信データ＃ｋがプリコーディング乗算部１１４に出力される。
【００６０】
　プリコーディング乗算部１１４は、ＰＭＩに対応するプリコーディングウェイトに基づ
いて、受信アンテナ１～ＮＲＸ毎に送信データ＃ｋを位相及び／又は振幅シフトする。プ
リコーディング乗算部１１４により位相及び／又は振幅シフトされた送信データ＃ｋは、
マルチプレクサ（ＭＵＸ）１１５に出力される。
【００６１】
　マルチプレクサ（ＭＵＸ）１１５においては、位相及び／又は振幅シフトされた送信デ
ータ＃ｋと、フィードバック制御信号生成部１１１により生成された制御信号とを合成し
、受信アンテナ１～ＮＲＸ毎の送信信号を生成する。また、ＰＵＳＣＨで第１ＰＭＩ、第
２ＰＭＩをフィードバックする場合には、第１ＰＭＩ、第２ＰＭＩ、ＣＱＩを割り当てリ
ソース内で異なる位置にマッピングする。このマッピング（多重）は、上述した態様１に
したがって行う。また、ＰＵＣＣＨで第１ＰＭＩ、第２ＰＭＩをフィードバックする場合
には、第１ＰＭＩ、第２ＰＭＩ、ＣＱＩをサブフレームに多重する。このマッピング（多
重）は、上述した態様３にしたがって行う。
【００６２】
　マルチプレクサ（ＭＵＸ）１１５により生成された送信信号は、離散フーリエ変換部（
ＤＦＴ部）１１６＃１～１１６＃Ｎで離散フーリエ変換して時系列の信号から周波数領域
の信号に変換される。周波数領域の信号は、不図示のサブキャリアマッピングにより、他
のＵＥと直交する周波数帯に割り当てられる。その後、逆高速フーリエ変換部（ＩＦＦＴ
部）１１７＃１～１１７＃Ｎにて逆高速フーリエ変換され、周波数領域の信号から時間領
域の信号に変換された後、ＣＰ付加部１１８＃１～１１８＃ＮでＣＰが付加され、ＲＦ送
信回路１１９＃１～１１９＃Ｎへ出力される。
【００６３】
　ＲＦ送信回路１１９＃１～１１９＃Ｎにおいて、無線周波数帯に変換する周波数変換処
理が施された後、デュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）１０１＃１～１０１＃Ｎを介してア
ンテナ１～アンテナＮＲＸに出力され、アンテナ１～アンテナＮＲＸから上りリンクで無
線基地局装置２０に送出される。なお、これらのＲＦ送信回路１１９＃１～１１９＃Ｎ、
デュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）１０１＃１～１０１＃Ｎ及びアンテナ１～アンテナＮ

ＲＸは、制御信号を送信する送信手段を構成する。
【００６４】
　このように本実施の形態に係る移動端末装置１０においては、ワイドバンド／長周期用
の第１コードブックＷ１から選択された第１ＰＭＩ及びサブバンド／短周期用の第２コー
ドブックＷ２から選択された第２ＰＭＩを個別にチャネル符号化し、個別にチャネル符号
化された前記第１ＰＭＩ及び前記第２ＰＭＩをＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨで無線基地局装
置に送信するので、下りＭＩＭＯ伝送における２つのコードブックＷ１，Ｗ２を用いるプ
リコーダ選択で、効率良くＰＭＩをフィードバックすることができる。
【００６５】
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　一方、図１１に示す無線基地局装置２０において、ユーザ＃１～＃ｋに対する送信デー
タ＃１～＃ｋを対応するチャネル符号化部２０１＃１～２０１＃ｋに送出する。送信デー
タ＃１～＃ｋは、チャネル符号化部２０１＃１～２０１＃ｋでチャネル符号化された後、
データ変調部２０２＃１～２０２＃ｋに出力され、データ変調される。データ変調部２０
２＃１～２０２＃ｋでデータ変調された送信データ＃１～＃ｋは、不図示の離散フーリエ
変換部で逆離散フーリエ変換され、時系列の信号から周波数領域の信号に変換されてプリ
コーディング乗算部２０３＃１～２０３＃ｋに出力される。
【００６６】
　プリコーディング乗算部２０３＃１～２０３＃ｋは、後述するプリコーディングウェイ
ト生成部２２０から与えられるプリコーディングウェイトに基づいて、アンテナ１～ＮＴ

Ｘ毎に送信データ＃１～＃ｋを位相及び／又は振幅シフトする（プリコーディングによる
アンテナ１～ＮＴＸの重み付け）。プリコーディング乗算部２０３＃１～２０３＃ｋによ
り位相及び／又は振幅シフトされた送信データ＃１～＃ｋは、マルチプレクサ（ＭＵＸ）
２０５に出力される。
【００６７】
　制御信号生成部２０４＃１～２０４＃ｋは、スケジューラ２０１からの多重ユーザ数に
基づいて制御信号（ＰＤＣＣＨ）を生成する。また、制御信号生成部２０４＃１～２０４
＃ｋは、アップリンクグラント内のトリガ信号２ビット（第１トリガ信号、第２トリガ信
号）により、第１ＰＭＩ、第２ＰＭＩフィードバックを制御する。すなわち、制御信号生
成部２０４＃１～２０４＃ｋは、ワイドバンド／長周期用の第１コードブックＷ１から選
択される第１ＰＭＩ用の第１トリガ信号及びサブバンド／短周期用の第２コードブックＷ
２から選択される第２ＰＭＩ用の第２トリガ信号を個別に生成する。制御信号生成部２０
４＃１～２０４＃ｋは、各ＰＤＣＣＨ及び第１トリガ信号、第２トリガ信号をマルチプレ
クサ（ＭＵＸ）２０５に出力する。
【００６８】
　マルチプレクサ（ＭＵＸ）２０５においては、位相及び／又は振幅シフトされた送信デ
ータ＃１～＃ｋと、制御信号生成部２０４＃１～２０４＃ｋで生成した各ＰＤＣＣＨ及び
第１トリガ信号、第２トリガ信号とを合成し、送信アンテナ１～ＮＴＸ毎の送信信号を生
成する。マルチプレクサ（ＭＵＸ）２０５により生成された送信信号は、離散フーリエ変
換部（ＤＦＴ部）２０６＃１～２０６＃ｋで離散フーリエ変換して時系列の信号から周波
数領域の信号に変換される。その後、逆高速フーリエ変換部（ＩＦＦＴ部）２０７＃１～
２０７＃ｋにて逆高速フーリエ変換され、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換さ
れた後、ＣＰ付加部２０８＃１～２０８＃ｋでＣＰが付加され、ＲＦ送信回路２０９＃１
～２０９＃ｋへ出力される。
【００６９】
　ＲＦ送信回路２０９＃１～２０９＃Ｎにおいて、無線周波数帯に変換する周波数変換処
理が施された後、デュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）２１０＃１～２１０＃Ｎを介してア
ンテナ１～アンテナＮＴＸに出力され、アンテナ１～アンテナＮＴＸから下りリンクで移
動端末装置１０に送出される。なお、これらのＲＦ送信回路２０９＃１～２０９＃ｋ、デ
ュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）２１０＃１～２１０＃Ｎ及びアンテナ１～アンテナＮＴ

Ｘは、制御信号を送信する送信手段を構成する。
【００７０】
　移動端末装置１０から上りリンクで送出された送信信号は、アンテナ１～ＮＴＸにより
受信され、デュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）２１０＃１～２１０＃Ｎにて送信経路と受
信経路とに電気的に分離された後、ＲＦ受信回路２１１＃１～２１１＃Ｎに出力される。
そして、ＲＦ受信回路２１１＃１～２１１＃Ｎにて、無線周波数信号からベースバンド信
号に変換する周波数変換処理が施された後、受信タイミング推定部２２１及びＣＰ除去部
２１２＃１～２１２＃Ｎに出力される。受信タイミング推定部２２１においては、周波数
変換処理された後の受信信号で受信タイミングを推定し、その受信タイミングをＣＰ除去
部２１２＃１～２１２＃Ｎに出力する。
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【００７１】
　ＣＰ除去部２１２＃１～２１２＃ＮでＣＰが除去され、高速フーリエ変換部（ＦＦＴ部
）２１３＃１～２１３＃Ｎにてフーリエ変換され、時系列の信号から周波数領域の信号に
変換される。その後、逆離散フーリエ変換部（ＩＤＦＴ部）２１４＃１～２１４＃Ｎにて
逆離散フーリエ変換され、周波数領域の信号から時間領域の信号に変換される。時間領域
の信号に変換された受信信号は、チャネル推定部２１５＃１～２１５＃Ｎ及びデータチャ
ネル信号復調部２１６＃１～２１６＃Ｎに出力される。
【００７２】
　チャネル推定部２１５＃１～２１５＃Ｎは、ＩＤＦＴ部２１４＃１～２１４＃Ｎから出
力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
をデータチャネル信号復調部２１６＃１～２１６＃Ｎに通知する。データチャネル信号復
調部２１６＃１～２１６＃Ｎにおいては、通知されたチャネル状態に基づいて、データチ
ャネル信号を復調する。復調されたデータチャネル信号は、チャネル復号部２１７＃１～
２１７＃Ｎにおいて、チャネル復号されてユーザ＃１～＃ｋ信号に再生される。なお、ア
ンテナ１～ＮＴＸ、デュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）２１０＃１～２１０＃Ｎ及びＲＦ
受信回路２１１＃１～２１１＃Ｎは、制御信号を受信する受信手段を構成する。
【００７３】
　ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩ情報復調部２１８＃１～２１８＃Ｎは、各制御チャネル信号（例
えば、ＰＵＣＣＨ）に含まれる情報からチャネルに関する情報（チャネル情報）、例えば
、ＰＤＣＣＨで通知されるＣＱＩやＰＭＩ、ＲＩなどのフィードバック情報を復調する。
ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩ情報復調部２１８＃１～２１８＃Ｎにより復調された情報は、それ
ぞれＣＱＩ情報抽出部２２２＃１～２２２＃Ｎ及びＰＭＩ情報抽出部２１９＃１～２１９
＃Ｎに出力される。
【００７４】
　ＣＱＩ情報抽出部２２２＃１～２２２＃Ｎは、ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩ情報復調部２１８
＃１～２１８＃Ｎにより復調された情報からＣＱＩ情報を抽出する。抽出されたＣＱＩは
、それぞれデータ変調部２０２＃１～２０２＃ｋ、チャネル符号化部２０１＃１～２０１
＃ｋに出力される。
【００７５】
　ＰＭＩ情報抽出部２１９＃１～２１９＃Ｎは、ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩ情報復調部２１８
＃１～２１８＃Ｎにより復調された情報からＰＭＩ情報を抽出する。ここで、ＰＭＩ情報
とは、第１コードブックＷ１から選択された第１ＰＭＩと、第２コードブックＷ２から選
択された第２ＰＭＩとを意味する。ＰＭＩ抽出された第１ＰＭＩ及び第２ＰＭＩは、プリ
コーディングウェイト生成部２２０に出力される。
【００７６】
　プリコーディングウェイト生成部２２０は、ウェイト生成手段を構成するものであり、
ＰＭＩ情報抽出部２１９＃１～２１９＃Ｎから出力された第１ＰＭＩ、第２ＰＭＩ、ＲＩ
に基づいて、送信データ＃１～＃ｋに対する位相及び／又は振幅シフト量を示すプリコー
ディングウェイトを生成する。生成された各プリコーディングウェイトは、プリコーディ
ング乗算部２０３＃１～２０３＃ｋに出力され、送信データ＃１～送信データ＃ｋのプリ
コーディングに利用される。
【００７７】
　このように本実施の形態に係る無線基地局装置２０においては、ワイドバンド／長周期
用の第１コードブックから選択される第１ＰＭＩ用の第１トリガ信号及びサブバンド／短
周期用の第２コードブックから選択される第２ＰＭＩ用の第２トリガ信号を個別に生成し
、個別に生成された前記第１トリガ信号及び前記第２トリガ信号をアップリンクグラント
で移動端末装置に送信するので、下りＭＩＭＯ伝送における２つのコードブックＷ１，Ｗ
２を用いるプリコーダ選択で、効率良くＰＭＩをフィードバックすることができる。
【００７８】
　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、
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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】
【００７９】
　１　移動通信システム
　１０　移動端末装置
　２０　無線基地局装置
　３０　上位局装置
　４０　コアネットワーク
　１０１，２１０　デュプレクサ（Ｄｕｐｌｅｘｅｒ）
　１０２，２１１　ＲＦ受信回路
　１０３，２１２　ＣＰ除去部
　１０４，２１３　ＦＦＴ部
　１０５，２２１　受信タイミング推定部
　１０６，２１５　チャネル推定部
　１０７，２１６　データチャネル信号復調部
　１０８，２１７　チャネル復号部
　１０９　ＰＭＩ選択部
　１１０　チャネル品質測定部
　１１１　フィードバック制御信号生成部
　１１２，２０１　チャネル符号化部
　１１３，２０２　データ変調部
　１１４，２０３　プリコーディング乗算部
　１１５，２０５　マルチプレクサ（ＭＵＸ）
　１１６，２０６　ＤＦＴ部
　１１７，２０７　ＩＦＦＴ部
　１１８，２０８　ＣＰ付加部
　１１９，２０９　ＲＦ送信回路
　２１８　ＰＭＩ／ＣＱＩ／ＲＩ情報復調部
　２１９　ＰＭＩ情報抽出部
　２２０　プリコーディングウェイト生成部
　２２２　ＣＱＩ情報抽出部
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