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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がシングルキャリア方式
である場合に、変調後のシンボル系列を離散フーリエ変換する離散フーリエ変換部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がマルチキャリア方式
である場合に、変調後のシンボル系列を直並列変換する直並列変換部と、
　前記離散フーリエ変換部により離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又は前記
直並列変換部により直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リソースを割り
当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成部と、
　該周波数領域信号生成部により生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリエ変換
を行い、送信信号を生成する送信信号生成部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式と、前記ユーザ装置に
対してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、送信電力制御を行う送信電力制
御部と、
　前記送信信号生成部により生成した送信信号を無線周波数に変換し、前記送信電力制御
部による送信電力制御に従って送信するRF部と
　を有することを特徴とするユーザ装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載のユーザ装置において、
　前記送信電力制御部は、前記ユーザ装置に割り当てられるサブキャリア数又はリソース
ブロックサイズに基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とするユーザ装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のユーザ装置において、
　前記送信電力制御部は、変調方式に基づいて、前記送信電力を制御することを特徴とす
るユーザ装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のユーザ装置において、
　前記無線アクセス方式設定部により設定される無線アクセス方式により決定される変調
方式により、チャネル符号化された信号に対して変調処理を行うデータ変調部
　を有することを特徴とするユーザ装置。
【請求項５】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式により設定される変調方
式により、チャネル符号化された信号に対して変調処理を行うデータ変調部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がシングルキャリア方式
である場合に、前記データ変調部による変調後のシンボル系列を離散フーリエ変換する離
散フーリエ変換部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がマルチキャリア方式
である場合に、前記データ変調部による変調後のシンボル系列を直並列変換する直並列変
換部と、
　前記離散フーリエ変換部により離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又は前記
直並列変換部により直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リソースを割り
当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成部と、
　該周波数領域信号生成部により生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリエ変換
を行い、送信信号を生成する送信信号生成部と、
　前記送信信号生成部により生成された送信信号を無線周波数に変換し、送信するRF部と
　を有することを特徴とするユーザ装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載のユーザ装置において、
　前記無線アクセス方式設定部により設定される無線アクセス方式により決定される符号
化率により、送信データに対してチャネル符号化を行うチャネル符号化部
　を有することを特徴とするユーザ装置。
【請求項７】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置における通信制御方法であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がシングルキャリ
ア方式である場合に、変調後のシンボル系列を離散フーリエ変換する離散フーリエ変換ス
テップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がマルチキャリ
ア方式である場合に、変調後のシンボル系列を直並列変換する直並列変換ステップと、
　前記離散フーリエ変換ステップにより離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又
は前記直並列変換ステップにより直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リ
ソースを割り当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成ステップと、
　該周波数領域信号生成ステップにより生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリ
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エ変換を行い、送信信号を生成する送信信号生成ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式と、前記ユーザ
装置に対してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、送信電力制御を行う送信
電力制御ステップと、
　前記送信信号生成ステップにより生成した送信信号を無線周波数に変換し、前記送信電
力制御ステップによる送信電力制御に従って送信する送信ステップと
　を有することを特徴とする通信制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の通信制御方法において、
　前記送信電力制御ステップでは、前記ユーザ装置に割り当てられるサブキャリア数又は
リソースブロックサイズに基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とする通信制御方法
。
【請求項９】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置における通信制御方法であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式により決定される
変調方式により、チャネル符号化された信号に対して変調処理を行う変調処理ステップと
、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がシングルキャ
リア方式である場合に、前記変調処理ステップによる変調後のシンボル系列を離散フーリ
エ変換する離散フーリエ変換ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がマルチキャリ
ア方式である場合に、前記変調処理ステップによる変調後のシンボル系列を直並列変換す
る直並列変換ステップと、
　前記離散フーリエ変換ステップにより離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又
は前記直並列変換ステップにより直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リ
ソースを割り当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成ステップと、
　該周波数領域信号生成ステップにより生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリ
エ変換を行い、送信信号を生成する送信信号生成ステップと、
　前記送信信号生成ステップにより生成された送信信号を無線周波数に変換し、送信する
送信ステップと
　を有することを特徴とする通信制御方法。
【請求項１０】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置であって、
　ユーザ装置が使用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式と、前記ユーザ装置に対
してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、前記ユーザ装置の送信電力を設定
する送信電力設定部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式及び前記送信電力設定
部により設定された送信電力を示す情報を通知する通知部と
　を有することを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の基地局装置において、
　前記送信電力設定部は、前記ユーザ装置に割り当てられるサブキャリア数又はリソース
ブロックサイズに基づいて、送信電力制御を行うことを特徴とする基地局装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の基地局装置において、
　前記送信電力設定部は、変調方式に基づいて、送信電力を設定することを特徴とする基
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地局装置。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の基地局装置において、
　前記無線アクセス方式設定部により設定される無線アクセス方式に従って、前記ユーザ
装置に適用する変調方式を設定する変調方式設定部
　を有することを特徴とする基地局装置。
【請求項１４】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置であって、
　ユーザ装置が使用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式に従って、前記ユーザ装
置に適用する変調方式を設定する変調方式設定部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式及び前記変調方式設定
部により設定された変調方式を示す情報を通知する通知部と
　を有することを特徴とする基地局装置。
【請求項１５】
　請求項１０ないし１４のいずれか１項に記載の基地局装置において、
　前記無線アクセス設定部により設定された無線アクセス方式に従って、前記ユーザ装置
に適用するチャネル符号化率を設定するチャネル符号化率設定部
　を有することを特徴とする基地局装置。
【請求項１６】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置における通信制御方法であって、
　ユーザ装置に適用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定される無線アクセス方式と、前記ユーザ装
置に対してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、前記ユーザ装置の送信電力
を設定する送信電力設定ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式及び前記送信電
力設定ステップにより設定された送信電力を示す情報を通知する通知ステップと
　を有することを特徴とする通信制御方法。
【請求項１７】
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置における通信制御方法であって、
　ユーザ装置に適用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式に従って、前記ユ
ーザ装置に適用する変調方式を設定する変調方式設定ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式及び前記変調方
式設定ステップにより設定された変調方式を示す情報を通知する通知ステップと
　を有する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、無線通信システムに関し、特にユーザ装置及び基地局装置並びに通信制御方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　W-CDMA（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）やHSPA(High　Speed　Packet
　Access)の後継となる通信方式、すなわちEvolved　UTRA　and　UTRAN（別名:　LTE(Lon
g　Term　Evolution)，或いは，Super　3G）が、W-CDMAの標準化団体3GPP(3rd　Generati
on　Partnership　Project)により議論されている。例えば、E-UTRAでは、下りリンクに



(5) JP 5213586 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

ついてはOFDMA(Orthogonal　Frequency　Division　Multiple Access)、上りリンクにつ
いてはSC-FDMA(Single-Carrier　Frequency　Division　Multiple　Access)が採用されて
いる。
【０００３】
　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、各周波数帯
上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。OFDMAは、サブキャリア
を周波数上に、一部重なりあいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速
伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることができる。また、OFDMAは、ガードインタ
ーバル区間内においては、複数のストリームにおけるマルチパス干渉を除去できる。この
ため、MIMO多重との親和性が大きい。また、周波数スケジューリングにより、リンク容量
(Capacity)を増大させることができる。また、OFDMAは、セル間でソフトハンドオーバ合
成を行うことができるため、受信品質を改善できる。特に、MBSFN(Multicast/Broadcast
　Single　Frequency　Network)において、該ソフトハンドオーバ合成が適用される。
【０００４】
　SC-FDMAは、周波数帯域を分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝送する
ことで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。SC-FDMAでは、送信電力
の変動が小さくなる特徴を持つことから、端末の低消費電力化及び広いカバレッジを実現
できる。
【０００５】
　E-UTRAにおける上りリンクの無線アクセスに使用されるSC-FDMAについて、図１を参照
して説明する。システムで使用可能な周波数帯域は、複数のリソースブロックに分割され
、リソースブロックの各々は１以上のサブキャリアを含む。ユーザ装置(UE:　User　Equi
pment)には１以上のリソースブロックが割り当てられる。周波数スケジューリングでは、
基地局装置で測定した各ユーザ装置の上りリンクのリソースブロック毎の受信信号品質又
はチャネル状態情報(CQI:　Channel　Quality　Indicator）に応じて、チャネル状態の良
好なユーザ装置に優先的にリソースブロックを割り当てることにより、システム全体の伝
送効率又はスループットを向上させる。また、使用可能な周波数ブロックを所定の周波数
ホッピングパターンに従って変更する周波数ホッピングも適用されるようにしてもよい。
【０００６】
　図１において、異なるハッチングは異なるユーザ装置に割り当てられる時間・周波数リ
ソースを示す。UE2は、広めの帯域が割り当てられていたが、次のサブフレームでは狭い
帯域が割り当てられる。各ユーザ装置には、重複しないように異なる周波数帯域が割り当
てられる。
【０００７】
　SC-FDMAでは、セル内の各ユーザ装置は、異なる時間・周波数リソースを用いて送信す
る。このようにして、セル内のユーザ装置間の直交が実現される。SC-FDMAでは、連続す
る周波数を割り当てることにより、低ピーク電力対平均電力比(PAPR:　Peak-to-Average
　Power　ratio)のシングルキャリア伝送が実現される。このため、送信電力に対する制
限が厳しい上りリンクにおいて、カバレッジエリアを増大できる。SC-FDMAでは、割り当
てる時間・周波数リソースは、基地局装置のスケジューラが、各ユーザの伝搬状況、送る
べきデータのQoS(Quality　of　Service)に基づいて決定する。ここで、QoSにはデータレ
ート、所要の誤り率、遅延が含まれる。このように、伝搬状況のよい時間・周波数リソー
スを各ユーザに割り当てることによりスループットを増大できる。
【非特許文献１】R.Dinis　et　al.,　"A　Multiple　Access　Scheme　for　the　Uplin
k　of　Broadband　Wireless　Access,"　IEEE　Globecom,　Dec.　2004
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ITU-R(International　Telecommunication　Union　Radiocommunication　sector)にお
いて、IMT-Advanced無線インタフェースの提案募集が開始され、2011年の仕様完成を目指
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して標準化作業が開始されている。
【０００９】
　これに伴い、3GPP(3rd　Generation　Partnership　Project)では、Release　8のLTE（
以下、Rel-8　LTEと呼ぶ）の高度化システムとしてLTE-Advancedの検討が開始されている
。
【００１０】
　この次世代の無線通信システムには、様々な環境下における通信がサポートされるべき
である。例えば、様々な環境のうち、主要な展開環境には、マイクロセル、屋内セル、ホ
ットスポットセルが含まれる。
【００１１】
　また、次世代の無線通信システムには、様々な環境及び要求されるQoS等に応じて、サ
ービスを提供することが要求される。ここで、サービスには、データレートの高速化、Qo
S要求条件により要求される様々なトラヒックへの対応等が含まれる。また、カバレッジ
エリアを増大させることが要求される。例えば、様々な環境には、図２に示すように、マ
クロセル、マイクロセル、屋内セル、ホットスポットセルが含まれる。図２には、屋内セ
ル／ホットスポットセルが含まれる屋内／ホットスポットレイヤ、マイクロセルが含まれ
るマイクロレイヤ、マクロセルが含まれるマクロレイヤが示される。次世代の無線通信シ
ステムでは、これらの様々な環境下における通信がサポートされるべきである。また、Qo
Sには、データレート、所要の誤り率、遅延等が含まれる。また、データレートは、ユー
ザスループットと呼ばれてもよい。
【００１２】
　また、次世代の無線通信システムには、ネットワークコストの低減が要求される。例え
ば、伝送容量の大容量化、広いカバレッジエリアを実現することにより達成される。
【００１３】
　また、次世代の無線通信システムには、3G(3rd　Generation)システムとの互換性をも
つことが望ましい。例えば、E-UTRAのフルサポート、W-CDMAやE-UTRAなどの既存の3Gシス
テムとのハンドオーバを実現できることが望ましい。
【００１４】
　上述した要求条件のうち、E-UTRAが適用されるシステムよりも、ユーザスループットを
さらに高速にする観点からは、上りリンクにおいては、E-UTRAで適用されるシングルキャ
リア方式よりも、マルチキャリア方式の方が好ましい。例えば、高速伝送を実現するため
にシングルユーザMIMO(Multiple　Input　Multiple　Output)を適用する場合には、マル
チパス干渉への耐性に優れたOFDMベースのマルチキャリア方式の方が優れるためである。
【００１５】
　一方、広いカバレッジエリアを実現する観点からは、ピーク電力対平均電力比（PAPR）
を低減することができるシングルキャリア方式の方が好ましい。また、E-UTRAをフルサポ
ートする要求条件を満足させる観点からは、シングルキャリア方式の方が好ましい。
【００１６】
　そこで、本発明は、上述した課題に鑑み、その目的は、環境に応じて、カバレッジエリ
ア及びデータレートを制御することができるユーザ装置及び基地局装置並びに通信制御方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記課題を解決するため、本ユーザ装置は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がシングルキャリア方式
である場合に、変調後のシンボル系列を離散フーリエ変換する離散フーリエ変換部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がマルチキャリア方式
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である場合に、変調後のシンボル系列を直並列変換する直並列変換部と、
　前記離散フーリエ変換部により離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又は前記
直並列変換部により直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リソースを割り
当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成部と、
　該周波数領域信号生成部により生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリエ変換
を行い、送信信号を生成する送信信号生成部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式と、前記ユーザ装置に
対してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、送信電力制御を行う送信電力制
御部と、
　前記送信信号生成部により生成した送信信号を無線周波数に変換し、前記送信電力制御
部による送信電力制御に従って送信するRF部と
　を有する。
【００１８】
　本ユーザ装置は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式により設定される変調方
式により、チャネル符号化された信号に対して変調処理を行うデータ変調部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がシングルキャリア方式
である場合に、前記データ変調部による変調後のシンボル系列を離散フーリエ変換する離
散フーリエ変換部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式がマルチキャリア方式
である場合に、前記データ変調部による変調後のシンボル系列を直並列変換する直並列変
換部と、
　前記離散フーリエ変換部により離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又は前記
直並列変換部により直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リソースを割り
当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成部と、
　該周波数領域信号生成部により生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリエ変換
を行い、送信信号を生成する送信信号生成部と、
　前記送信信号生成部により生成された送信信号を無線周波数に変換し、送信するRF部と
　を有する。
【００１９】
　本通信制御方法は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置における通信制御方法であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がシングルキャリ
ア方式である場合に、変調後のシンボル系列を離散フーリエ変換する離散フーリエ変換ス
テップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がマルチキャリ
ア方式である場合に、変調後のシンボル系列を直並列変換する直並列変換ステップと、
　前記離散フーリエ変換ステップにより離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又
は前記直並列変換ステップにより直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リ
ソースを割り当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成ステップと、
　該周波数領域信号生成ステップにより生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリ
エ変換を行い、送信信号を生成する送信信号生成ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式と、前記ユーザ
装置に対してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、送信電力制御を行う送信
電力制御ステップと、
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　前記送信信号生成ステップにより生成した送信信号を無線周波数に変換し、前記送信電
力制御ステップによる送信電力制御に従って送信する送信ステップと
　を有する。
【００２０】
　本通信制御方法は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置における通信制御方法であって、
　無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式により決定される
変調方式により、チャネル符号化された信号に対して変調処理を行う変調処理ステップと
、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がシングルキャ
リア方式である場合に、前記変調処理ステップによる変調後のシンボル系列を離散フーリ
エ変換する離散フーリエ変換ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式がマルチキャリ
ア方式である場合に、前記変調処理ステップによる変調後のシンボル系列を直並列変換す
る直並列変換ステップと、
　前記離散フーリエ変換ステップにより離散フーリエ変換された変調後のシンボル系列又
は前記直並列変換ステップにより直並列変換された変調後のシンボル系列に対して無線リ
ソースを割り当て、周波数領域の信号を生成する周波数領域信号生成ステップと、
　該周波数領域信号生成部により生成した周波数領域の信号に対して逆高速フーリエ変換
を行い、送信信号を生成する送信信号生成ステップと、
　前記送信信号生成ステップにより生成された送信信号を無線周波数に変換し、送信する
送信ステップと
　を有する。
【００２１】
　本基地局装置は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置であって、
　ユーザ装置が使用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式と、前記ユーザ装置に対
してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、前記ユーザ装置の送信電力を設定
する送信電力設定部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式及び前記送信電力設定
部により設定された送信電力を示す情報を通知する通知部と
　を有する。
【００２２】
　本基地局装置は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置であって、
　ユーザ装置が使用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定部と、
　該無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式に従って、前記ユーザ装
置に適用する変調方式を設定する変調方式設定部と、
　前記無線アクセス方式設定部により設定された無線アクセス方式及び前記変調方式設定
部により設定された変調方式を示す情報を通知する通知部と
　を有する。
【００２３】
　本通信制御方法は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置における通信制御方法であって、
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　ユーザ装置に適用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定される無線アクセス方式と、前記ユーザ装
置に対してスケジューリングされた無線リソースに基づいて、前記ユーザ装置の送信電力
を設定する送信電力設定ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式及び前記送信電
力設定ステップにより設定された送信電力を示す情報を通知する通知ステップと
　を有する。

【００２４】
　本通信制御方法は、
　シングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の無線アクセス方式が適用されるユーザ
装置と通信を行う基地局装置における通信制御方法であって、
　ユーザ装置に適用する無線アクセス方式を設定する無線アクセス方式設定ステップと、
　該無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式に従って、前記ユ
ーザ装置に適用する変調方式を設定する変調方式設定ステップと、
　前記無線アクセス方式設定ステップにより設定された無線アクセス方式及び前記変調方
式設定ステップにより設定された変調方式を示す情報を通知する通知ステップと
　を有する。

【発明の効果】
【００２５】
　本発明の実施例によれば、環境に応じて、カバレッジエリア及びデータレートを制御す
ることができるユーザ装置及び基地局装置並びに通信制御方法を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。実施例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。
【００２７】
　LTE-Advancedでは、IMT-Advancedで規定されている要求条件を満たすことが最低条件で
あり、主に以下の項目を考慮して無線アクセス方式を検討する必要がある。
(1)　広帯域で伝送される信号の送受信をサポートすること
(2)　Rel-8　LTEとのバックワードコンパチビリティ
(3)　特性改善と制御信号のオーバヘッドとのトレードオフの最適化
(4)　様々なセル環境のサポート
　(1)に関しては、特に下りリンクにおいて1　Gbps以上、上りリンクにおいて500 Mbps以
上のピークデータレートの要求条件を満たすため、Rel-8　LTE仕様の最大システム帯域幅
である20　MHzを拡張して、100　MHz程度までの周波数帯域幅の送受信機能をサポートす
る必要がある。また、周波数スペクトルの割り当てに対して柔軟性の高いスケーラブルな
マルチ帯域幅をサポートする必要がある。
【００２８】
　(2)に関しては、LTE-Advancedでは、IMT-Advancedの要求条件を満たすことが最低要求
条件であることに加えて、スムーズなシステム導入を可能とするために、Rel-8　LTEとの
下位互換（バックワードコンパチビリティ:　backward　compatibility）は必須である。
すなわち、LTE-Advancedの周波数スペクトル内にRel-8　LTEのユーザ端末(UE:　User　Eq
uipment)の接続をサポート可能な無線インタフェースが必須である。
【００２９】
　(3)に関しては、周波数ダイバーシチ利得及び周波数スケジューリング利得は、広帯域
化するに従って、該改善度は低減（飽和）する。一方、チャネル品質情報(CQI:　Channel
　Quality　Indicator)のフィードバック等に必要な制御信号のオーバヘッドは帯域幅の
増大に伴い増大する。従って、特性改善と制御信号のオーバヘッドの増大とのトレードオ
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フの関係を考慮して、最適な送受信帯域幅を設定する必要がある。
【００３０】
　(4)に関しては、LTE-AdvancedではRel-8　LTEとの補完的な導入形態を考慮して、マイ
クロセル、インドア/ホットスポット環境などのローカルエリア環境への適用を重視する
が、屋外マクロセル環境のサポートもRel-8　LTEと同様に実現する必要がある。例えば、
インドアなどのローカル環境での適用をメインとする場合には、カバレッジの問題は小さ
くなるため、OFDMAが好適である。
【００３１】
　また、更なるピークデータデートの増大のため、MIMO多重伝送(Single　User-MIMO)の
適用を考慮すると、最尤検出(MLD:　Maximum　Likelihood　Detection)のような高精度信
号分離技術との親和性の高いOFDM (Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing)の
適用が、特にローカルエリア環境では有効である。この点では、PAPRの低減によるカバレ
ッジ増大を重視したRel-8　LTEとは異なる。
【００３２】
　（システム）
　本発明の実施例に係るユーザ装置及び基地局装置を有する無線通信システムについて、
図３を参照して説明する。
【００３３】
　無線通信システム１０００は、例えばEvolved　UTRA　and　UTRAN（別名:　Long　Term
　Evolution，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
は、LTE-Advancedと呼ばれてもよいし、4Gと呼ばれてもよい。
【００３４】
　無線通信システム１０００は、基地局装置(eNB:　eNodeB)２００と、基地局装置２００
と通信する複数のユーザ装置(UE:　User　Equipment)１００ｎ（１００１、１００２、１
００３、・・・１００ｎ、ｎはｎ＞０の整数）とを備える。eNB及びUEは、次世代の無線
通信システムの通信方式の議論に応じて異なる名称となる場合がある。その場合には、そ
の名称で呼ばれてもよい。基地局装置２００は上位局３００と接続され、上位局３００は
コアネットワーク４００と接続される。例えば、上位局３００には、アクセスゲートウェ
イ装置が含まれるようにしてもよい。尚、アクセスゲートウェイ装置は、MME/SGW(Mobili
ty　Management　Entity/Serving　Gateway)と呼ばれてもよい。また、上位局は、次世代
の無線通信システムの通信方式の議論に応じて、適宜変更される場合がある。
【００３５】
　各ユーザ装置（１００１、１００２、１００３、・・・１００ｎ）は、同一の構成、機
能、状態を有するので、以下では特段の断りがない限りユーザ装置１００ｎとして説明を
進める。説明の便宜上、基地局装置２００と無線通信するのは移動局装置であるが、より
一般的には移動端末も固定端末も含むユーザ装置(UE:　User　Equipment)として説明する
。
【００３６】
　無線通信システム１０００、例えば、Evolved　UTRAでは、下りリンクについてはOFDMA
（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）が含まれる。上述したように、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、周波数帯域をユーザ装置毎に分割し、複
数のユーザ装置が互いに異なる周波数帯域を用いることで、ユーザ装置間の干渉を低減す
るシングルキャリア伝送方式である。このようにすることにより、本無線通信システムで
は、E-UTRAのフルサポートを実現できる。
【００３７】
　ここで、Evolved　UTRA　and　UTRANにおける通信チャネルについて説明する。これら
の通信チャネルは、本実施例に係る無線通信システムに適用するようにしてもよい。
【００３８】
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　下りリンクについては、各ユーザ装置１００ｎで共有される物理下りリンク共有チャネ
ル(PDSCH:　Physical　Downlink　Shared　Channel)と、物理下りリンク制御チャネル(PD
CCH:　Physical　Downlink　Control　Channel)とが用いられる。物理下りリンク制御チ
ャネルは下りL1/L2制御チャネルとも呼ばれる。物理下りリンク共有チャネルにより、ユ
ーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝送される。
【００３９】
　上りリンクについては、各ユーザ装置１００ｎで共有して使用される物理上りリンク共
有チャネル（PUSCH:　Physical　Uplink　Shared　Channel）と、物理上りリンク制御チ
ャネルとが用いられる。物理上りリンク共有チャネルにより、ユーザデータ、すなわち、
通常のデータ信号が伝送される。また、物理上りリンク制御チャネルにより、下りリンク
における共有物理チャネルのスケジューリング処理や適応変復調及び符号化（AMC:　Adap
tive　Modulation　and　Coding）に用いるための下りリンクの品質情報(CQI:　Channel
　Quality　Indicator)、及び、物理下りリンク共有チャネルの送達確認情報（Acknowled
gement　Information）が伝送される。送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信さ
れたことを示す肯定応答(ACK:　Acknowledgement)又はそれが適切に受信されなかったこ
とを示す否定応答(NACK:　Negative　Acknowledgement)の何れかで表現される。
【００４０】
　物理上りリンク制御チャネルでは、CQIや送達確認情報に加えて、上りリンクの共有チ
ャネルのリソース割り当てを要求するスケジューリング要求(Scheduling　Request)や、
パーシステントスケジューリング（Persistent　Scheduling）におけるリリース要求(Rel
ease　Request)等が送信されてもよい。ここで、上りリンクの共有チャネルのリソース割
り当てとは、あるサブフレームの物理下りリンク制御チャネルを用いて、後続のサブフレ
ームにおいて上りリンクの共有チャネルを用いて通信を行ってよいことを基地局装置２０
０がユーザ装置１００ｎに通知することを意味する。
【００４１】
　本実施例に係る無線通信システムでは、ユーザ装置１００ｎには、複数の無線アクセス
方式が適用される。例えば、無線アクセス方式には、シングルキャリア方式とマルチキャ
リア方式とが含まれる。この場合、ユーザ装置１００ｎは、シングルキャリア方式又はマ
ルチキャリア方式で、データ伝送を行うことができる。シングルキャリア方式の無線アク
セス方式には、DFT-Spread　OFDMが含まれてもよい。また、マルチキャリア方式の無線ア
クセス方式には、OFDMAが含まれてもよい。
【００４２】
　図４に示すように、シングルキャリア方式は、低PAPRの特性を有する。このため、広い
カバレッジエリア環境への適用に適する。一方、マルチキャリア方式は、MIMOの適用にお
いて利点があるため、高速データレートが要求される環境への適用に適する。また、マル
チキャリア方式は、マルチパス干渉への耐性に優れる。
【００４３】
　また、ユーザ装置１００ｎは、ロールオフ率を制御するようにしてもよい。ロールオフ
率とは、波形整形フィルタの特性を示す値であり、波形整形の度合いを意味する。ロール
オフ率が大きいほどPAPRの大きな低減が可能である。しかし、波形整形によりデータ伝送
に用いることができるサブキャリア数が減少する。このため、周波数利用効率は低下し、
ピークデータレート（最大伝送速度）は低くなる。従って、PAPRの低減と周波数利用効率
の増大との間にはトレードオフの関係がある。本実施例では、PAPRと周波数利用効率とを
制御するために、ロールオフ率を用いる場合について説明する。このようにすることによ
り、カバレッジエリアとデータレートとを制御できる。
【００４４】
　一方、シングルキャリア伝送方式のDFT-Spread　OFDMAとマルチキャリア伝送方式のOFD
MAでは、PAPR値が大きく異なる。従って、各アクセス方式応じて、RF送信機（RF回路）を
最適化する必要がある。具体的には、RF送信機に含まれるD/A変換器及び／又は送信アン
プについて入出力のレベル調整を行う必要がある。
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【００４５】
　（ユーザ装置（その１））
　本実施例に係るユーザ装置１００ｎは、在圏するエリアをカバーする基地局装置２００
がサポートする環境に応じて、無線アクセス方式が適応制御される。また、本実施例に係
るユーザ装置１００ｎは、在圏するエリアをカバーする基地局装置２００がサポートする
環境に応じて、ロールオフ率を適応制御するようにしてもよい。このようにすることによ
り、カバレッジエリア及びピークデータレートを最適に制御できる。例えば、ロールオフ
率は、後述するが、割り当てられたリソースブロックの帯域幅、チャネル符号化率、変調
方式に基づいて、制御されてもよい。
【００４６】
　本実施例に係るユーザ装置１００ｎについて、図５を参照して説明する。
【００４７】
　本実施例に係るユーザ装置１００ｎは、送信データ生成部１０２と、チャネル符号化部
１０４と、データ変調部１０６と、無線アクセス方式切替部１０８と、直並列変換部(S/P
)１１０と、DFT-Spread　OFDM処理部１１２と、CP(cyclic　Prefix)付与部１２２と、多
重部１２４と、復調部１２６と、復号部１２８と、RF回路切替部１３０と、シングルキャ
リア用RF回路１３２と、マルチキャリア用RF回路１３４とを有する。また、DFT-Spread　
OFDM処理部１１２は、離散フーリエ変換部（DFT:　Discrete　Fourier　Transform）１１
４と、サブキャリアマッピング部１１６と、波形整形フィルタ１１８と、逆高速フーリエ
変換部（IFFT）１２０とを有する。
【００４８】
　基地局装置２００により送信された下りリンクの信号は、復調部１２６に入力される。
復調部１２６は、入力されたOFDMA信号を復調する。そして、復調部１２６は、復調され
たOFDMA信号を復号部１２８に入力する。復号部１２８は、復調部１２６により入力され
たOFDMA信号を復号する。このOFDMA信号は、報知チャネルで伝送される信号であってもよ
いし、下りリンク制御チャネルにより送信される信号であってもよい。このOFDMA信号に
は、無線アクセス方式切替え信号と、ロールオフ率と、リソースブロック番号と、伝送フ
ォーマットとが含まれるようにしてもよい。ここで、伝送フォーマットには、符号化率と
、変調方式とが含まれるようにしてもよい。復号部１２８は、送信データ生成部１０２、
チャネル符号化部１０４及びデータ変調部１０６に、伝送フォーマットを入力する。また
、復号部１２８は、無線アクセス方式切替え信号を無線アクセス方式切替部１０８及びRF
回路切替部１３０に入力する。また、復号部１２８は、リソースブロック番号をサブキャ
リアマッピング部１１６に入力する。また、復号部１２８は、ロールオフ率を波形整形フ
ィルタ１１８に入力する。
【００４９】
　送信データ生成部１０２は、上りリンクで送信するデータを生成する。送信データ生成
部１０２は、生成した上りリンクで送信するデータをチャネル符号化部１０４に入力する
。
【００５０】
　チャネル符号化部１０４は、送信データ生成部１０２により入力された送信データを、
復号部１２８により入力された伝送フォーマットに基づいてチャネル符号化処理を行う。
チャネル符号化部１０４は、チャネル符号化処理が行われた送信データを、データ変調部
１０６に入力する。例えば、チャネル符号化部１０４は、伝送フォーマットに含まれる符
号化率により、チャネル符号化処理を行う。
【００５１】
　データ変調部１０６は、チャネル符号化部１０４により入力されたチャネル符号化処理
が行われた送信データを、復号部１２８により入力された伝送フォーマットに基づいて変
調する。データ変調部１０６は、変調されたチャネル符号化処理が行われた送信データを
、無線アクセス方式切替部１０８に入力する。例えば、データ変調部１０６は、伝送フォ
ーマットに含まれる変調方式により、データ変調を行う。
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【００５２】
　無線アクセス方式切替部１０８は、データ変調部１０６により入力され、変調されたチ
ャネル符号化処理が行われた送信データを、復号部１２８により入力された無線アクセス
方式切替え信号に基づいて、シングルキャリア方式により送信するシングルキャリアモー
ド又はマルチキャリア方式により送信するマルチキャリアモードに切り替える。無線アク
セス方式切替部１０８は、無線アクセス方式切替え信号にシングルキャリア方式を示す情
報が含まれる場合には、入力された変調された送信データを離散フーリエ変換部１１４に
入力する。また、無線アクセス方式切替部１０８は、無線アクセス方式切替信号にマルチ
キャリア方式を示す情報が含まれる場合には、入力された変調されたチャネル符号化処理
が行われた送信データを直並列変換部(S/P)１１０に入力する。
【００５３】
　離散フーリエ変換部１１４は、入力された送信データの系列をＱシンボル毎にブロック
化して高速フーリエ変換を行うことにより、周波数領域に変換する。そして、離散フーリ
エ変換部１１４は、周波数領域において得られたＱ個のシングルキャリアの信号をサブキ
ャリアマッピング部１１６に入力する。
【００５４】
　直並列変換部(S/P)１１０は、入力された送信データの系列を並列的な複数の信号系列
に変換する。そして、直並列変換部１１０は、並列的な複数の信号系列を、サブキャリア
マッピング部１１６に入力する。
【００５５】
　サブキャリアマッピング部１１６は、離散フーリエ変換部１１４により入力されたシン
グルキャリアの信号又は直並列変換部１１０により入力された並列的な複数の信号系列に
変換された各信号を、復号部１２８により入力されたリソースブロック番号に基づいて、
各サブキャリアに割り当て、周波数領域の信号を生成する。例えば、サブキャリアマッピ
ング部１１６は、シングルキャリアの信号をリソースブロック番号に該当するサブキャリ
アに割り当てる。また、例えば、サブキャリアマッピング部１１６は、並列的な複数の信
号系列に変換された各信号を、リソースブロック番号に該当するサブキャリアに割り当て
る。例えば、割り当てられるサブキャリアは、飛び飛びのサブキャリアであってもよいし
、連続したサブキャリアであってもよい。サブキャリアマッピング部１１６は、サブキャ
リアにマッピングされた信号を、波形整形フィルタ１１８に入力する。
【００５６】
　波形整形フィルタ１１８は、復号部１２８により入力されたロールオフ率に基づいて、
入力された信号の波形整形を行う。そして、波形整形された信号は、IFFT１２０に入力さ
れる。
【００５７】
　IFFT１２０では、入力された信号を逆高速フーリエ変換し、OFDM方式の変調を行う。OF
DM方式の変調が行われた信号は、CP付与部１２２に入力される。
【００５８】
　CP付与部１２２は、OFDM方式の変調が行われた信号にサイクリックプリフィックスを付
加し、OFDM方式におけるシンボルを作成する。CP付与部１２２は、作成したOFDM方式にお
けるシンボルを多重部１２４に入力する。
【００５９】
　多重部１２４は、OFDM方式におけるシンボルとパイロット信号とを多重する。多重され
た信号は、RF回路切替部１３０に入力される。
【００６０】
　RF回路切替部１３０は、多重部１２４により入力されたOFDM方式におけるシンボルとパ
イロット信号とが多重された送信データを、復号部１２８により入力された無線アクセス
方式切替え信号に基づいて、シングルキャリア方式により送信する送信データを無線周波
数に変換するシングルキャリア用RF回路１３２又はマルチキャリア方式により送信する送
信データを無線周波数に変換するマルチキャリア用RF回路１３４に入力するように切り替
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える。
【００６１】
　シングルキャリア用RF回路１３２は、シングルキャリア方式に応じて決定されるPAPRに
基づいて入出力レベル調整が行われている。シングルキャリア用RF回路１３２は、RF回路
切替部１３０により入力されたOFDM方式におけるシンボルとパイロット信号とが多重され
た送信データに対してD/A変換を行い、D/A変換が行われた送信データを無線周波数に変換
し、送信電力制御を行い送信する。
【００６２】
　マルチキャリア用RF回路１３４は、マルチキャリア方式に応じて決定されるPAPRに基づ
いて入出力レベル調整が行われている。マルチキャリア用RF回路１３４は、RF回路切替部
１３０により入力されたOFDM方式におけるシンボルとパイロット信号とが多重された送信
データに対してD/A変換を行い、D/A変換が行われた送信データを無線周波数に変換し、送
信電力制御を行い送信する。
【００６３】
　このようにすることにより、各無線アクセス方式に応じてレベル調整されたRF回路によ
り、上りリンクの信号を送信することができる。
【００６４】
　しかし、PAPRに基づくレベル調整が、シングルキャリア用RF回路１３２及びマルチキャ
リア用RF回路１３４について必要となる。従って、これまでの１無線アクセス方式が適用
されたユーザ装置に対して、２倍のアナログ回路の調整が必要となるため、好ましくない
。
【００６５】
　そこで、シングルキャリア用RF回路１３２とマルチキャリア用RF回路１３４とを共通化
するようにしてもよい。この場合、無線アクセス方式に応じて決定されるPAPRに基づいて
、送信電力が制御されるようにしてもよい。
【００６６】
　（ユーザ装置（その２））
　本実施例に係る他のユーザ装置１００ｎについて、図６を参照して説明する。
【００６７】
　本実施例に係るユーザ装置１００ｎは、図５を参照して説明したユーザ装置において、
RF回路切替部１３０、シングルキャリア用RF回路１３２及びマルチキャリア用RF回路１３
４の代わりに送信電力制御部１３６及びRF回路１３８を有する。
【００６８】
　送信電力制御部１３６は、後述する基地局装置２００により通知された送信電力情報に
基づいて、送信電力制御を行う。例えば、該送信電力は、基地局装置２００において、無
線アクセス方式において決定されるPAPRに基づいて決定されるようにしてもよい。また、
該送信電力は、基地局装置２００において、変調方式に応じて決定されるPAPRに基づいて
決定されるようにしてもよい。また、該送信電力は、スケジューリングにより割り当てら
れる無線リソースに応じて決定されるPAPRに基づいて決定されるようにしてもよい。該無
線リソースは、割り当てられるサブキャリア数であってもよいし、リソースブロックサイ
ズであってもよい。無線アクセス方式、変調方式及び無線リソースは適宜組み合わされて
PAPRが決定され、該決定されたPAPRに基づいて送信電力が決定されてもよい。
【００６９】
　RF回路１３８は、送信電力制御部１３６により入力されたOFDM方式におけるシンボルと
パイロット信号とが多重された送信データに対してD/A変換を行い、D/A変換が行われた送
信データを無線周波数に変換し、送信電力制御部１３６による制御に従って送信する。
【００７０】
　また、チャネル符号化部１０４及びデータ変調部１０６に入力される伝送フォーマット
は、基地局装置２００において、無線アクセス方式において決定されるPAPRに基づいて決
定されるようにしてもよい。例えば、伝送フォーマットに含まれる符号化率及び変調方式
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のうち、少なくとも一方が無線アクセス方式において決定されるPAPRに基づいて決定され
るようにしてもよい。
【００７１】
　（基地局装置）
　次に、本実施例に係る基地局装置２００について、図７を参照して説明する。
【００７２】
　本実施例に係る基地局装置２００は、スケジューラ２０２と、上り無線アクセス方式、
リソースブロック割り当て情報信号生成部２０４と、OFDM信号生成部２０６と、同期検出
・チャネル推定部２０８と、CP除去部２１０と、高速フーリエ変換部２１２と、サブキャ
リアデマッピング部２１４と、無線アクセス方式切替部２１６と、周波数領域等化部２１
８と、逆離散フーリエ変換部(IDFT:　inverse　discrete　Fourier　transform)２２０と
、チャネル等化部２２２と、並直列変換部（P/S）２２４と、無線アクセス方式切替部２
２６と、データ復調部２２８と、データ復号部２３０と、受信品質測定部２３２と、送信
電力決定部２３４と、伝送フォーマット決定部２３６とを有する。
【００７３】
　ユーザ装置１００ｎは、上りリンクで送信するデータが生じた場合に、該データを送信
するための無線リソースの割り当ての要求信号を基地局装置２００に送信する。この要求
信号は、スケジューリングリクエストであってもよい。例えば、この要求信号には、送信
するデータに要求されるQoSが含まれるようにしてもよい。例えばQoSには、データレート
が含まれるようにしてもよい。また、このQoSには、所要誤り率が含まれるようにしても
よい。また、このQoSには、遅延に関して要求される情報が含まれるようにしてもよい。
ユーザ装置１００ｎにより送信された無線リソースの割り当ての要求信号に含まれるQoS
は、スケジューラ２０２に入力される。
【００７４】
　一方、基地局装置２００は、ユーザ装置１００ｎにより送信されたパイロット信号に基
づいて、受信品質を測定する。この上りリンクのチャネル品質情報は、スケジューラ２０
２に入力される。また、基地局装置２００は、パスロスを測定する。このパスロスは、ス
ケジューラ２０２に入力される。
【００７５】
　スケジューラ２０２は、入力されたQoSと、上りリンクのチャネル受信品質と、パスロ
スとに基づいて、無線リソースを割り当てるユーザ装置と、該ユーザ装置に割り当てるリ
ソースブロックとを決定する。また、スケジューラ２０２は、無線リソースを割り当てる
ユーザ装置が使用する無線アクセス方式を決定する。例えば、スケジューラ２０２は、無
線リソースを割り当てるユーザ装置に対して、上りリンクの信号を、シングルキャリア方
式により送信させるかマルチキャリア方式により送信させるかを決定する。
【００７６】
　例えば、スケジューラ２０２は、当該基地局装置２００におけるサイト間距離に基づい
て、在圏するユーザ装置１００ｎに対して、上りリンクのデータをシングルキャリア方式
により送信させるかマルチキャリア方式により送信させるかを決定するようにしてもよい
。言い換えれば、スケジューラ２０２は、当該基地局装置の近傍に位置する他の基地局装
置との間の距離に基づいて、在圏するユーザ装置１００ｎに使用させる無線アクセス方式
を決定する。具体的には、サイト間距離が所定の距離未満である場合には、マルチキャリ
ア方式により送信させると決定する。このようにすることにより、ピークデータレートを
向上させることができる。また、サイト間距離が所定の距離以上である場合には、シング
ルキャリア方式により送信させると決定する。このようにすることにより、カバレッジを
確保することができる。ここで、所定の距離は、PAPRと、データレートとに基づいて決定
されてもよい。
【００７７】
　また、例えば、スケジューラ２０２は、当該基地局装置２００のセルの構成に基づいて
、在圏するユーザ装置１００ｎに対して、上りリンクのデータをシングルキャリア方式に
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より送信させるかマルチキャリア方式により送信させるかを決定するようにしてもよい。
すなわち、無線アクセス方式は、基地局装置２００毎に決定される。具体的には、セル構
成が屋内セル又はホットスポットセルである場合には、マルチキャリア方式により送信さ
せると決定する。セル半径が小さいので、カバレッジエリアよりも、ピークデータレート
の方を優先させるためである。また、セル構成がマクロセル又はマイクロセルである場合
には、シングルキャリア方式により送信させると決定する。屋内セル又はホットスポット
セルと比べて、カバレッジエリアを確保する必要があるためである。
【００７８】
　また、例えば、スケジューラ２０２は、物理チャネルの種類に応じて、シングルキャリ
ア方式により送信させるかマルチキャリア方式により送信させるかを決定するようにして
もよい。具体的には、データチャネルは、マルチキャリア方式により送信させると決定す
る。このようにすることにより、高速伝送を実現できる。また、制御チャネルは、シング
ルキャリア方式により送信させると決定する。このようにすることにより、基地局装置２
００は、ユーザ装置１００ｎにより送信される制御チャネルの受信誤りを低減できる。
【００７９】
　また、例えば、スケジューラ２０２は、該ユーザ装置１００ｎに対して決定された送信
電力に基づいて、シングルキャリア方式により送信させるかマルチキャリア方式により送
信させるかを決定するようにしてもよい。具体的には、基地局装置２００は、ユーザ装置
１００ｎによりフィードバックされたCQIに基づいて、受信雑音電力比(SINR:　Signal-to
-Interference　Plus　Noise　power　Ratio)の平均を求める。そして、基地局装置２０
０は、該平均と目標とするSINRとに基づいて、該ユーザ装置１００ｎの送信電力を決定す
る。基地局装置２００は、決定した送信電力と該ユーザ装置１００ｎの最大送信電力に基
づいて、シングルキャリア方式により送信させるかマルチキャリア方式により送信させる
かを決定する。
【００８０】
　スケジューラ２０２は、無線リソースを割り当てるユーザに対して、ユーザ装置に適用
させるロールオフ率を決定するようにしてもよい。このロールオフ率は、１つの値であっ
てもよいし、複数の値をとるようにしてもよい。例えば、スケジューラ２０２は、在圏す
るユーザ装置の位置に基づいて、異なるロールオフ率を決定するようにしてもよい。
【００８１】
　スケジューラ２０２は、マルチキャリア方式により送信させると決定した場合には、ロ
ールオフ率をゼロとするようにしてもよい。このようにすることにより、高速伝送を実現
できる。一方、シングルキャリア方式により送信させると決定した場合には、スケジュー
ラ２０２は、当該基地局装置２００のカバーするセルの半径に応じて、ロールオフ率を決
定するようにしてもよい。例えば、セル半径が大きくなるに従って、ロールオフ率を大き
くするようにしてもよい。このようにすることにより、PAPRを低減でき、カバレッジエリ
アを広くできる。このため、セル端に位置するユーザ装置から送信される上りリンクの信
号の受信品質を向上させることができる。
【００８２】
　スケジューラ２０２は、決定した無線アクセス方式、ロールオフ率、該ユーザに割り当
てるリソースブロックを、上り無線アクセス方式、リソースブロック割り当て情報信号生
成部２０４に入力する。また、スケジューラ２０２は、決定した無線アクセス方式を送信
電力決定部２３４及び伝送フォーマット決定部２３６に入力する。送信電力に基づいて無
線アクセス方式が決定される場合には、スケジューラ２０２は、決定した無線アクセス方
式を伝送フォーマット決定部２３６に入力するようにしてもよい。
【００８３】
　送信電力決定部２３４は、入力された無線アクセス方式に基づいて、該無線アクセス方
式に応じて決定されるPAPRに基づいて、送信電力を決定する。例えば、無線アクセス方式
毎に、送信電力と推定されたPAPRとが対応付けられた対応テーブルが予め用意されてもよ
い。そして、送信電力決定部２３４は、該推定されたPAPRが所定の値以下となるように送
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信電力を決定するようにしてもよい。例えば、送信電力にPAPRを加えた値が、該ユーザ装
置１００ｎの最大送信電力を超えないように送信電力が決定される。
【００８４】
　送信電力決定部２３４は、決定した送信電力の情報をユーザ装置１００ｎに通知する。
例えば、物理下りリンク制御チャネルにより通知されてもよい。該物理下りリンク制御チ
ャネルには、L1/L2制御チャネルが含まれるようにしてもよい。
【００８５】
　伝送フォーマット決定部２３６は、入力された無線アクセス方式に基づいて、該無線ア
クセス方式に応じて決定されるPAPRに基づいて、伝送フォーマットを決定する。例えば、
伝送フォーマット決定部２３６は、伝送フォーマットに含まれる符号化率及び／又は変調
方式を決定する。無線アクセス方式毎に、伝送フォーマットと推定されたPAPRとが対応付
けられた対応テーブルが予め用意されてもよい。そして、伝送フォーマット決定部２３６
は、該推定されたPAPRが所定の値以下となるように伝送フォーマットを決定する。
【００８６】
　無線アクセス方式毎に、MCS選択テーブルが用意されてもよい。この場合、瞬時のSINR
に基づいて、伝送フォーマットが決定されてもよい。伝送フォーマット決定部２３６は、
決定した伝送フォーマットをユーザ装置１００ｎに通知する。該伝送フォーマットは、MC
S(Modulation　and　channel　Coding　scheme)情報と呼ばれてもよい。例えば、物理下
りリンク制御チャネルにより通知されてもよい。該物理下りリンク制御チャネルには、L1
/L2制御チャネルが含まれるようにしてもよい。
【００８７】
　スケジューラ２０２は、該ユーザに割り当てるリソースブロックを示す情報をサブキャ
リアデマッピング部２１４に入力する。例えば、リソースブロックを示す情報には、リソ
ースブロック番号が含まれるようにしてもよい。また、決定した無線アクセス方式が含ま
れる無線アクセス方式切替え信号を、無線アクセス方式切替部２１６及び２２６に入力す
る。また、スケジューラ２０２は、ロールオフ率をサブキャリアデマッピング部２１４に
入力するようにしてもよい。また、伝送フォーマット決定部２３６は、MCSセットをデー
タ復調部２２８及びデータ復号部２３０に入力する。
【００８８】
　上り無線アクセス方式、リソースブロック割り当て情報信号生成部２０４は、スケジュ
ーラ２０２により入力された情報に基づいて、無線アクセス方式切替え信号、ロールオフ
率、リソースブロック番号が含まれる情報信号を生成する。そして、上り無線アクセス方
式、リソースブロック割り当て情報信号生成部２０４は、生成した情報信号を、OFDM信号
生成部２０６に入力する。
【００８９】
　OFDM信号生成部２０６は、入力された情報信号からOFDM信号を生成し、送信無線機に入
力する。送信無線機は、OFDM信号を送信する例えば、物理下りリンク制御チャネルにより
通知されてもよい。該物理下りリンク制御チャネルには、L1/L2制御チャネルが含まれる
ようにしてもよい。
【００９０】
　ユーザ装置１００ｎにより送信された上りリンクの信号は、基地局装置２００に受信さ
れる。基地局装置２００は、上りリンクの信号に含まれるパイロット信号を同期検出・チ
ャネル推定部２０８に入力する。
【００９１】
　同期検出・チャネル推定部２０８は、入力されたパイロット信号の同期検出を行い、受
信タイミングを推定し、該推定した受信タイミングをCP除去部２１０に入力する。また、
同期検出・チャネル推定部２０８は、入力されたパイロット信号に基づいて、チャネル推
定を行い、その結果を周波数領域等化部２１８及びチャネル等化部２２２に入力する。ま
た、同期検出・チャネル推定部２０８は、入力されたパイロット信号を受信品質測定部２
３２に入力する。受信品質測定部２３２は、入力されたパイロット信号に基づいて、上り



(18) JP 5213586 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

リンクのチャネル品質を測定する。そして、受信品質測定部２３２は、測定した上りリン
クのチャネル品質情報を、スケジューラ２０２、送信電力決定部２３４及び伝送フォーマ
ット決定部２３６に入力する。
【００９２】
　CP除去部２１０は、入力された受信タイミングに基づいて、受信信号からCPを除去する
。そして、CPが除去された受信信号は、FFT２１２に入力される。
【００９３】
　FFT２１２は、CPが除去された受信信号に対して、フーリエ変換を行い、時系列の情報
を周波数領域の情報に変換する。該周波数領域の情報は、サブキャリアデマッピング２１
４に入力される。
【００９４】
　サブキャリアデマッピング２１４は、入力されたリソースブロック番号に基づいて、周
波数領域でのデマッピングを行う。この処理は個々のユーザ装置で行われた周波数領域で
のマッピングに対応して行われる。また、サブキャリアデマッピング２１４は、ロールオ
フ率に基づいて、デマッピングを行うようにしてもよい。デマッピング処理が行われた周
波数領域の信号は、無線アクセス方式切替部２１６に入力される。
【００９５】
　無線アクセス方式切替部２１６は、入力された無線アクセス方式切替え信号に基づいて
、該無線アクセス方式切替え信号がシングルキャリア方式を示す信号である場合には、入
力されたデマッピング処理が行われた周波数領域の信号を周波数領域等化部２１８に入力
する。また、無線アクセス方式切替部２１６は、入力された無線アクセス方式切替え信号
に基づいて、該無線アクセス方式切替え信号がマルチキャリア方式を示す信号である場合
には、入力されたデマッピング処理が行われた周波数領域の信号をチャネル等化部２２２
に入力する。
【００９６】
　周波数領域等化部２１８は、入力されたチャネル推定値に基づいて、デマッピング処理
が行われた周波数領域の信号に対して、周波数領域における等化処理を行う。そして、周
波数領域等化部２１８は、等化処理が行われた信号をIDFT２２０に入力する。
【００９７】
　IDFT２２０は、等化処理が行われた信号に対して逆離散フーリエ変換を行う。そして、
逆離散フーリエ変換が行われた信号を無線アクセス方式切替部２２６に入力する。
【００９８】
　チャネル等化部２２２は、入力されたチャネル推定値に基づいて、デマッピング処理が
行われた周波数領域の信号に対して、チャネル等化処理を行う。そして、チャネル等化部
２２２は、チャネル等化処理が行われた信号をP/S２２４に入力する。
【００９９】
　P/S２２４は、チャネル等化処理が行われた信号に対して、並直列変換処理を行う。そ
して、並直列変換が行われた信号を無線アクセス方式切替部２２６に入力する。
【０１００】
　無線アクセス方式切替部２２６は、入力された逆離散フーリエ変換が行われた信号又は
並直列変換が行われた信号をデータ復調部２２８に入力する。
【０１０１】
　データ復調部２２８は、入力された伝送フォーマットに基づいて、逆離散フーリエ変換
が行われた信号又は並直列変換が行われた信号の復調を行う。そして、データ復調部２２
８は、復調が行われた信号をデータ復号部２３０に入力する。
【０１０２】
　データ復号部２３０は、入力された伝送フォーマットに基づいて、復調が行われた信号
を復号する。その結果、送信データが得られる。
【０１０３】
　（他の送信電力決定処理及び伝送フォーマット決定処理）
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　ここで、送信電力決定部２３４における他の送信電力決定処理及び伝送フォーマット決
定部２３６における他の伝送フォーマット決定処理について説明する。
【０１０４】
　無線アクセス方式としてマルチキャリア方式が適用され、変調方式としてQPSK、16QAM
及び64QAMが適用された場合のPAPRを、それぞれP_A1、P_A2及びP_A3 dBとする。また、無
線アクセス方式としてシングルキャリア方式が適用され、変調方式としてQPSK、16QAM及
び16QAMが適用された場合のPAPRを、それぞれP_B1、P_B2及びP_B3 dBとする。一般的には
、P_Ax>P_Bx (x=1,2,3),P_A1<P_A2 < P_A3,P_B1<P_B2<P_B3)である。
【０１０５】
　また、ユーザ装置UEがPAPRを考慮せずに送信可能な最大送信電力をP_maxとする。
【０１０６】
　ここでは、無線アクセス方式、送信電力、変調方式の順番に選択（決定）する場合につ
いて説明する。
（１）基地局ごとに決定される無線アクセス方式が選択される。例えば、セル構成に基づ
いて決定される無線アクセス方式が選択される。
（２）基地局装置２００は、ユーザ装置１００ｎからフィードバックされるCQI情報から
推定される平均の受信SINRをSINR_aveとする。
（３）基地局装置２００は、SINR_aveと目標SINRを比較して、該比較結果に基づいてユー
ザ装置１００ｎの送信電力P1を決定する。この目標SINRは、無線アクセス方式毎に異なっ
ていてもよい。例えば、基地局装置２００は、新たな送信電力(P1(New))を、これまでの
送信電力(P1(Old))に、平均の受信SINR(SINR_ave)から目標SINR(SINRO)を引いた値を加え
た値を求めることにより送信電力P1を決定する。具体的には、基地局装置２００は、P1(N
ew) = P1(Old) + (SINR_ave-SINR0)により送信電力P1を決定する。
（４）基地局装置２００は、選択された無線アクセス方式に対応して予め用意されたMCS
選択テーブルに基づいて、CQI情報から推定される瞬時の受信SINRに基づいて、変調方式
を選択する。例えば、無線アクセス方式毎にMCSテーブルが用意される。例えば、図８に
示すように、受信SINRに対応するMCSの識別子が指定される。
【０１０７】
　基地局装置２００は、マルチキャリア方式が選択された場合にはP1+P_Ax(x=1,2,3)がP_
maxを超えないように変調方式を選択する。また、基地局装置２００は、シングルキャリ
ア方式が選択された場合にはP1+P_Bx(x=1,2,3)がP_maxを超えないように変調方式を選択
する。
【０１０８】
　このようにすることにより、無線アクセス方式に基づいて決定されるMCSにより、変調
方式を決定できる。
【０１０９】
　また、他の例として、送信電力、アクセス方式、変調方式の順番に選択する場合につい
て説明する。
（１）基地局装置２００は、ユーザ装置１００ｎからフィードバックされるCQI情報から
推定される平均の受信SINRをSINR_aveとする。
（２）基地局装置２００は、SINR_aveと目標SINRとを比較して、ユーザ装置１００ｎの送
信電力P1を決定する。この目標SINRは、無線アクセス方式毎に異なっていてもよい。例え
ば、基地局装置２００は、新たな送信電力(P1(New))を、これまでの送信電力(P1(Old))に
、平均の受信SINR(SINR_ave)から目標SINR(SINRO)を引いた値を加えた値を求めることに
より送信電力P1を決定する。具体的には、基地局装置２００は、P1(New) = P1(Old) + (S
INR_ave-SINR0)により送信電力P1を決定する。
（３）基地局装置２００は、無線アクセス方式を決定する。例えば、P2をP_A1xよりも大
きい定数とする。基地局装置２００は、ユーザ装置１００ｎの最大送信電力からP2を引い
た値がユーザ装置１００ｎの送信電力P1未満である場合(P_max-P2 < P1)には、シングル
キャリア方式を選択する。一方、基地局装置２００は、ユーザ装置１００ｎの送信電力P1
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がユーザ装置１００ｎの最大送信電力からP2を引いた値未満である場合(P1<P_max-P2)に
は、マルチキャリア方式を選択する。
（４）基地局装置２００は、選択された無線アクセス方式に対応して予め用意されたMCS
選択テーブルに基づいて、CQI情報から推定される瞬時の受信SINRに基づいて、変調方式
を選択する。例えば、無線アクセス方式毎にMCSテーブルが用意される。例えば、図８に
示すように、受信SINRに対応するMCSの識別子が指定される。
【０１１０】
　基地局装置２００は、マルチキャリア方式が選択された場合にはP1+P_Ax(x=1,2,3)がP_
maxを超えないように変調方式を選択する。また、基地局装置２００は、シングルキャリ
ア方式が選択された場合にはP1+P_Bx(x=1,2,3)がP_maxを超えないように変調方式を選択
する。
【０１１１】
　このようにすることにより、無線アクセス方式に基づいて決定されるMCSにより、変調
方式を決定できる。
【０１１２】
　（通信制御方法）
　本実施例に係る通信制御方法について、図９を参照して説明する。
【０１１３】
　ユーザ装置１００ｎは、基地局装置２００に対して、無線リソースの割り当て要求を行
う（ステップＳ９０２）。例えば、ユーザ装置１００ｎは、上りリンクの信号が生じた場
合に、該上りリンクの信号を送信するために、基地局装置２００に対して、無線リソース
の割り当て要求を行う。
【０１１４】
　基地局装置２００は、ユーザ装置１００ｎにより送信された無線リソースの割り当て要
求に基づいてスケジューリングを行う。例えば、スケジューラ２０２は、該ユーザ装置１
００ｎが送信する上りリンクのデータに要求されるQoS、上りリンクのチャネルの品質情
報、パスロスなどに基づいてスケジューリングを行う。そして、基地局装置２００は、該
ユーザ装置１００ｎに無線リソースを割り当てると決定した場合、該ユーザ装置１００ｎ

に適用する無線アクセス方式及び送信電力を決定する（ステップＳ９０４）。例えば、無
線アクセス方式は、基地局装置２００毎に決定されていてもよい。この場合、ユーザ装置
１００ｎにより通知されるCQI情報から推定される平均の受信SINRに基づいて、送信電力
を決定する。
【０１１５】
　基地局装置２００は、該ユーザ装置１００ｎに割り当てる伝送フォーマットを決定する
（ステップＳ９０６）。例えば、基地局装置２００は、無線アクセス方式毎に用意された
MCS選択テーブルに基づいて、ユーザ装置１００ｎにより通知されるCQI情報から推定され
る瞬時の受信SINRに基づいて、変調方式を選択するようにしてもよい。また、スケジュー
ラ２０２は、上述した方法のいずれかにより、ロールオフ率を決定するようにしてもよい
。
【０１１６】
　基地局装置２００は、無線アクセス方式、送信電力及び変調方式を送信する（ステップ
Ｓ９０６）。例えば、基地局装置２００は、物理下りリンク制御チャネルにより、無線ア
クセス方式、送信電力及び変調方式を送信するようにしてもよい。例えば、物理下りリン
ク制御チャネルには、L1/L2制御チャネルが含まれるようにしてもよい。
【０１１７】
　ユーザ装置１００ｎは、基地局装置２００により送信された無線アクセス方式、送信電
力及び変調方式に基づいて、無線アクセス方式を切り替える（ステップＳ９１０）。例え
ば、無線アクセス切換部１０８は、通知された無線アクセス方式に切り替える。
【０１１８】
　ユーザ装置１００ｎは、切り替えた無線アクセス方式により、通知された変調方式及び



(21) JP 5213586 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

送信電力に従って、上りリンクの信号を送信する（ステップＳ９１２）。
【０１１９】
　基地局装置２００は、ステップＳ９０４及びＳ９０６において決定された無線アクセス
方式及び変調方式に従って、ユーザ装置１００ｎにより送信された上りリンクの信号の受
信処理を行う（ステップＳ９１４）。
【０１２０】
　上述した実施例において、ユーザ装置にマルチキャリア方式により上りリンクの信号を
送信させるように決定した場合には、システム上でロールオフ率がゼロであると規定する
ようにしてもよい。このようにすることにより、基地局装置は、ユーザ装置にマルチキャ
リア方式により上りリンクの信号を送信させるように決定した場合には、ロールオフ率を
通知する必要がない。このため、伝送する情報量を低減できる。また、ロールオフ率を変
更することは必須ではない。
【０１２１】
　上述した実施例において、無線アクセス方式に応じて、伝送フォーマットのみを決定す
るようにしてもよいし、送信電力のみを決定するようにしてもよい。例えば、伝送フォー
マットのみを決定する場合には、送信電力は、ユーザ装置１００ｎから送信されるCQI情
報から推定される平均の受信SINRと目標とするSINRに基づいて決定されるようにしてもよ
い。そして、無線アクセス方式毎に用意されたMCS選択テーブルを参照し、瞬時の受信SIN
Rに基づいて、MCSが選択されてもよい。この場合、RF回路は、生成された送信信号を無線
周波数に変換し、送信する。また、例えば、送信電力のみを決定する場合には、受信SINR
に基づいて決定されたMCSが適用された場合のPAPRを求め、該PAPRと、ユーザ装置１００

ｎの最大送信電力とに基づいて、送信電力にPAPRを加えた値が最大送信電力を超えないよ
うに送信電力が決定されてもよい。
【０１２２】
　また、上述した実施例において、送信電力を決定する処理及び／又は伝送フォーマット
を決定する処理は、ユーザ装置において行われるようにしてもよい。この場合、当該ユー
ザ装置で適用する送信電力及び／又は伝送フォーマットを通知するための手段が必要にな
る。本実施例のように、送信電力を決定する処理及び／又は伝送フォーマットを決定する
処理を基地局装置側で行うようにすることにより、ユーザ装置に新たな機能を追加するこ
となく実現できる。また、異なる製造業者により製造されるユーザ装置を制御するために
は、基地局装置側で行うことが好適である。
【０１２３】
　本実施例において、ユーザ装置にシングルキャリア方式及びマルチキャリア方式の両方
の無線アクセス方式が適用される必要はない。マルチキャリア方式の無線アクセス方式が
適用されたユーザ装置に対して、上述した送信電力を決定する処理及び／又は伝送フォー
マットを決定する処理が行われるようにしてもよい。また、シングルキャリア方式の無線
アクセス方式が適用されたユーザ装置に対して、上述した送信電力を決定する処理及び／
又は伝送フォーマットを決定する処理が行われるようにしてもよい。このようにすること
により、PAPRに基づいて送信電力を決定できる。
【０１２４】
　本実施例によれば、上りリンクにおいて、サポートすべき環境に応じて、無線アクセス
方式を切り替えることができる。例えば、サポートすべき環境には、セル構成が含まれる
。また、マルチキャリア方式を適用するようにした場合でも、シングルキャリア方式の送
信機にS/Pを追加することで実現できる。
【０１２５】
　本実施例によれば、無線アクセス方式を切り替える切り替え手段において切り替えられ
る無線アクセス方式に応じて決定される送信電力に従って、送信電力制御を行う。このよ
うにすることにより、ユーザ装置においてRF回路を、無線アクセス方式によらず共通化で
きる。このため、２倍のアナログ回路の調整の必要がない。
【０１２６】
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　本実施例によれば、送信電力は、無線アクセス方式に応じて決定されるPAPRに基づいて
決定される。このようにすることにより、無線アクセス方式に応じて異なるPAPRに基づい
て送信電力を決定できる。
【０１２７】
　本実施例によれば、送信電力は、変調方式に応じて決定されるPAPRに基づいて決定され
る。このようにすることにより、変調方式に応じて異なるPAPRに基づいて送信電力を決定
できる。
【０１２８】
　本実施例によれば、送信電力は、当該ユーザ装置に対してスケジューリングされた無線
リソースに応じて決定されるPAPRに基づいて決定される。このようにすることにより、当
該ユーザ装置に対して無線リソースに応じて異なるPAPRに基づいて送信電力を決定できる
。
【０１２９】
　本実施例によれば、切り替えられる無線アクセス方式に応じて決定される変調方式によ
り、チャネル符号化された信号に対して変調処理を行う。このようにすることにより、無
線アクセス方式に応じて変調方式を決定することができる。
【０１３０】
　本実施例によれば、切り替えられる無線アクセス方式に応じて決定される符号化率によ
り、生成された送信データに対してチャネル符号化を行う。このようにすることにより、
無線アクセス方式に応じてチャネル符号化率を決定することができる。
【０１３１】
　説明の便宜上、本発明を幾つかの例に分けて説明したが、各例の区分けは本発明に本質
的ではなく、２以上の例が必要に応じて使用されてよい。発明の理解を促すため具体的な
数値例を用いて説明したが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適
切な如何なる値が使用されてよい。
【０１３２】
　以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単なる例示
に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。説明
の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、その
ような装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよ
い。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形
例、修正例、代替例、置換例等が包含される。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】シングルキャリア－ＦＤＭＡを示す説明図である。
【図２】上りリンクに対する要求条件を示す説明図である。
【図３】一実施例に係る無線通信システムを示す説明図である。
【図４】アクセス方式の適応制御の一例を示す説明図である。
【図５】一実施例に係るユーザ装置を示す機能ブロック図である。
【図６】一実施例に係るユーザ装置を示す機能ブロック図である。
【図７】一実施例に係る基地局装置を示す機能ブロック図である。
【図８】一実施例に係るMCSテーブルの一例を示す説明図である。
【図９】一実施例に係る通信制御方法を示すフロー図である。
【符号の説明】
【０１３４】
５０　セル
１００１、１００２、１００３、１００ｎ　ユーザ装置
１０２　送信データ生成部
１０４　チャネル符号化部
１０６　データ変調部
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１０８　無線アクセス方式切替部
１１０　直並列変換部
１１２　DFT-Spread　OFDM処理部
１１４　離散フーリエ変換部(DFT)
１１６　サブキャリアマッピング部
１１８　波形整形フィルタ
１２０　逆高速フーリエ変換部
１２２　CP付与部
１２４　多重部
１２６　復調部
１２８　復号部
１３０　RF回路切替部
１３２　シングルキャリア用RF回路
１３４　マルチキャリア用RF回路
１３６　送信電力制御部
１３８　RF回路
２００　基地局装置
２０２　スケジューラ
２０４　上り無線アクセス方式、リソースブロック割り当て情報信号生成部２０４
２０６　OFDM信号生成部
２０８　同期検出・チャネル推定部
２１０　CP除去部
２１２　高速フーリエ変換部
２１４　サブキャリアデマッピング部
２１６　無線アクセス方式切替部
２１８　周波数領域等化部
２２０　逆離散フーリエ変換部
２２２　チャネル等化部
２２４　並直列変換部
２２６　無線アクセス方式切替部
２２８　データ復調部
２３０　データ復号部
２３２　受信品質測定部
２３４　送信電力決定部
２３６　伝送フォーマット決定部
３００　上位局
４００　コアネットワーク
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