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(57)【要約】
【課題】ＣｏＭＰ送信適用時において、各ＣｏＭＰセル
のチャネル状態情報のフィードバックを好適に行うこと
。
【解決手段】複数の無線基地局装置と、複数の無線基地
局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユ
ーザ端末と、を備えた無線通信システムにおいて、ユー
ザ端末が、複数セル毎のチャネル状態情報を取得する取
得部と、取得した複数セルのチャネル状態情報の少なく
とも一部が組み合わされて同一サブフレームで送信され
るようにフィードバック情報を生成する生成部と、生成
したフィードバック情報を協調マルチポイントの１つで
ある無線基地局装置に対して物理上り制御チャネルを用
いて周期的にフィードバックする送信部とを有し、無線
基地局装置は、ユーザ端末からフィードバックされたチ
ャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新する
更新部を有する構成とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能
に構成されたユーザ端末と、を備えた無線通信システムであって、
　前記ユーザ端末は、複数セル毎のチャネル状態情報を決定する決定部と、決定した複数
セルのチャネル状態情報の少なくとも一部が組み合わされて同一サブフレームで送信され
るようにフィードバック情報を生成する生成部と、生成したフィードバック情報を協調マ
ルチポイントの１つである無線基地局装置に対して物理上り制御チャネルを用いて周期的
にフィードバックする送信部と、を有し、
　前記無線基地局装置は、前記ユーザ端末からフィードバックされた前記チャネル状態情
報を用いて、チャネル状態情報を更新する更新部を有することを特徴とする無線通信シス
テム。
【請求項２】
　前記生成部は、システム帯域全体のワイドバンドのチャネル品質指標を報告するモード
において、１サブフレームの物理上り制御チャネルに、複数セルのワイドバンドのチャネ
ル品質指標が組み合わされて配置されるフィードバック情報を生成することを特徴とする
請求項１記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記生成部は、システム帯域全体のワイドバンドのチャネル品質指標及びシステム帯域
全体に対するワイドバンドのＰＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）を報告するモード
において、１サブフレームの物理上り制御チャネルに、複数セルのワイドバンドチャネル
品質指標及び／又は複数セルのワイドバンドＰＭＩが組み合わされて配置されるフィード
バック情報を生成することを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記生成部は、システム帯域を構成するＮ個のサブバンドの中から選択されたチャネル
品質指標が最大となる１個のサブバンドのチャネル品質指標及びシステム帯域全体のワイ
ドバンドのチャネル品質指標を報告するモードにおいて、１サブフレームの物理上り制御
チャネルに、複数セルのサブバンドのチャネル品質指標又は複数セルのワイドバンドのチ
ャネル品質指標が組み合わされて配置されるフィードバック情報を生成することを特徴と
する請求項１記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記生成部は、１サブフレームの物理上り制御チャネルに、複数セルのうち一部のセル
のワイドバンドチャネル品質指標が組み合わされて配置されるフィードバック情報を生成
することを特徴とする請求項２から請求項４のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記生成部は、複数セルのうち特定セルのワイドバンドチャネル品質指標が優先的にフ
ィードバックされるように前記フィードバック情報を生成することを特徴とする請求項５
記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記生成部は、１サブフレームの物理上り制御チャネルに、粒度が異なる複数セルのワ
イドバンドチャネル品質指標が組み合わせて配置されるフィードバック情報を生成するこ
とを特徴とする請求項２から請求項６のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記生成部は、前記複数セルのチャネル状態情報が組み合わされた情報にチャネル符号
化処理を行った後、ＤＦＴ（Discrete　Fourier　Transform）処理を行うことを特徴とす
る請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記生成部は、前記複数セルのチャネル状態情報が組み合わされた情報と再送応答信号
に対してそれぞれチャネル符号化処理を行い、チャネル符号化された前記複数セルのチャ
ネル状態情報が組み合わされた情報と再送応答信号の符号系列を多重した後、ＤＦＴ（Di
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screte　Fourier　Transform）処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の無線通信シ
ステム。
【請求項１０】
　前記生成部は、前記複数セルのチャネル状態情報が組み合わされた情報と再送応答信号
を多重してからチャネル符号化処理を行った後、ＤＦＴ（Discrete　Fourier　Transform
）処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末であっ
て、
　複数セル毎のチャネル状態情報を取得する取得部と、
　取得した複数セルのチャネル状態情報の少なくとも一部が組み合わされて同一サブフレ
ームで送信されるようにフィードバック情報を生成する生成部と、
　生成したフィードバック情報を協調マルチポイントの１つである無線基地局装置に対し
て物理上り制御チャネルを用いて周期的にフィードバックする送信部と、を有することを
特徴とするユーザ端末。
【請求項１２】
　他の無線基地局装置と協調してユーザ端末との間で協調マルチポイント送受信する無線
基地局装置であって、
　前記ユーザ端末が物理上り制御チャネルを用いてフィードバックするチャネル状態情報
を選択するための報告モードを決定する決定部と、
　決定した報告モードをユーザ端末に通知する送信部と、
　前記ユーザ端末が前記報告モードに基づいて、１サブフレーム内に複数セルのチャネル
状態情報が組み合わされたフィードバック情報を物理上り制御チャネルを介して受信する
受信部と、
　受信した複数セルのチャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新する更新部と
、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
【請求項１３】
　複数の無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置と協調マルチポイント送受信可能
に構成されたユーザ端末と、の無線通信方法であって、
　前記ユーザ端末が、複数セル毎のチャネル状態情報を取得するステップと、取得した複
数セルのチャネル状態情報の少なくとも一部が組み合わされて同一サブフレームで送信さ
れるようにフィードバック情報を生成するステップと、生成したフィードバック情報を協
調マルチポイントの１つである無線基地局装置に対して物理上り制御チャネルを用いて周
期的にフィードバックするステップと、を有し、
　前記無線基地局装置が、前記ユーザ端末からフィードバックされた前記チャネル状態情
報を用いて、チャネル状態情報を更新するステップと、を有することを特徴とする無線通
信方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラーシステム等に適用可能な無線通信システム、ユーザ端末、無線基地
局装置及び無線通信方法に関する。
【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）
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
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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の後継のシステムも検討されている（例えば、ＬＴＥア
ドバンスト（ＬＴＥ－Ａ））。
【０００４】
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、周波数帯域が異なる複数の基本周波数ブロック（コンポーネ
ントキャリア（ＣＣ：Component　Carrier））を集約して広帯域化するキャリアアグリゲ
ーション（ＣＡ：Carrier　Aggregation）が検討されている。また、ＬＴＥ－Ａシステム
では、ＬＴＥシステムとの後方互換性（Backward　compatibility）を保ちながら広帯域
化を図るために、単一の基本周波数ブロックをＬＴＥシステムで使用可能な周波数帯域（
例えば、２０ＭＨｚ）とすることが合意されている。例えば、５つの基本周波数ブロック
が集約された場合、システム帯域が１００ＭＨｚとなる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【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】
【０００６】
　ところで、ＬＴＥシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術
の１つとして、セル間直交化がある。例えば、ＬＴＥ－Ａシステムでは、上下リンクとも
直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは
、周波数領域においてユーザ端末ＵＥ（User　Equipment）間で直交化されている。一方
、セル間はＷ－ＣＤＭＡと同様、１セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本であ
る。
【０００７】
　そこで、３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）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送受信（ＣｏＭＰ：Coordinated　Multi
-Point　transmission/reception）技術が検討されている。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。
【０００８】
　ＣｏＭＰ送受信技術を適用するためには、ユーザ端末から無線基地局装置に、複数のセ
ルに対するチャネル品質指標（ＣＱＩ：Channel Quality Indicator）等のチャネル状態
情報（ＣＳＩ：Channel　State　Information）をフィードバックする必要がある。また
、ＣｏＭＰ送受信技術には、複数種類の送信形態があり、無線基地局装置において、これ
らの送信形態に適用するためにフィードバックされたＣＱＩを再計算してアップデートす
る。このようなアップデートの際には、ＣｏＭＰを適用する各セルにおけるＣＱＩ等を素
早く無線基地局装置にフィードバックする必要がある。また、フィードバック情報のオー
バーヘッドの増加を抑制すると共に、アップデートしたＣＱＩの精度を向上することが望
ましい。
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【０００９】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＣｏＭＰ送信適用時において、ＣｏＭ
Ｐを適用する複数セルのチャネル状態情報のフィードバックを好適に行うことができる無
線通信システム、ユーザ端末、無線基地局装置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】
【００１０】
　本発明の無線通信システムは、複数の無線基地局装置と、前記複数の無線基地局装置と
協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、を備えた無線通信システムで
あって、前記ユーザ端末は、複数セル毎のチャネル状態情報を取得する取得部と、取得し
た複数セルのチャネル状態情報の少なくとも一部が組み合わされて同一サブフレームで送
信されるようにフィードバック情報を生成する生成部と、生成したフィードバック情報を
協調マルチポイントの１つである無線基地局装置に対して物理上り制御チャネルを用いて
周期的にフィードバックする送信部と、を有し、前記無線基地局装置は、前記ユーザ端末
からフィードバックされた前記チャネル状態情報を用いて、チャネル状態情報を更新する
更新部を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ＣｏＭＰ送信適用時において、各ＣｏＭＰセルのチャネル状態情報の
フィードバックを好適に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】協調マルチポイント送信を説明するための図である。
【図２】協調マルチポイント送受信に適用される無線基地局装置の構成を示す模式図であ
る。
【図３】上りリンクの信号をマッピングするチャネル構成、及び物理上り制御チャネルフ
ォーマットを示す図である。
【図４】ＣＱＩ及びＰＭＩのフィードバックタイプとＰＵＣＣＨ報告モードとの関係を示
す図である。
【図５】全システム帯域のＣＱＩ値（ＷＢ　ＣＱＩ）を説明するための図である。
【図６】システム帯域を構成するＮ個のサブバンドのＣＱＩ値（ＳＢ　ＣＱＩ）を説明す
るための図である。
【図７】第１の態様に係る報告モード（拡張Ｍｏｄｅ１－０）を説明する図である。
【図８】第２の態様に係る報告モード（拡張Ｍｏｄｅ１－１）を説明する図である。
【図９】第３の態様に係る報告モード（拡張Ｍｏｄｅ２－０）を説明する図である。
【図１０】第４の態様に係る報告モード（拡張Ｍｏｄｅ２－１）を説明する図である。
【図１１】第５～第７の態様に係る拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ａ／３ｂ／３ｃを説明
する図である。
【図１２】ＣｏＭＰ適用時にユーザ端末が各セルのＣＳＩをフィードバックする無線基地
局装置を説明する図である。
【図１３】無線通信システムのシステム構成を説明するための図である。
【図１４】無線基地局装置の全体構成を説明するための図である。
【図１５】無線基地局装置のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。
【図１６】ユーザ端末の全体構成を説明するための図である。
【図１７】ユーザ端末のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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。
【００１４】
　まず、図１を用いて下りリンクのＣｏＭＰ送信について説明する。下りリンクのＣｏＭ
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Ｐ送信としては、Coordinated　Scheduling/Coordinated　Beamforming（ＣＳ／ＣＢ）と
、Joint　processingとがある。Coordinated　Scheduling/Coordinated　Beamformingは
、１つのユーザ端末ＵＥに対して１つのセルからのみ共有データチャネルを送信する方法
であり、図１Ａに示すように、他セルからの干渉や他セルへの干渉を考慮して周波数／空
間領域における無線リソースの割り当てを行う。一方、Joint　processingは、プリコー
ディングを適用して複数のセルから同時に共有データチャネルを送信する方法であり、図
１Ｂに示すように、１つのユーザ端末ＵＥに対して複数のセルから共有データチャネルを
送信するJoint　transmissionと、図１Ｃに示すように、瞬時に１つのセルを選択し共有
データチャネルを送信するDynamic　Point　Selection（ＤＰＳ）とがある。また、干渉
となる送信ポイントに対して一定領域のデータ送信を停止するDynamic　Point　Blanking
（ＤＰＢ）という送信形態もある。
【００１５】
　ＣｏＭＰ送受信を実現する構成としては、例えば、図２Ａに示すように、無線基地局装
置（無線基地局装置ｅＮＢ）に対して光ファイバ等で接続された複数の遠隔無線装置（Ｒ
ＲＥ：Remote　Radio　Equipment）とを含む構成（ＲＲＥ構成に基づく集中制御）と、図
２Ｂに示すように、無線基地局装置（無線基地局装置ｅＮＢ）の構成（独立基地局構成に
基づく自律分散制御）とがある。なお、図２Ａにおいては、複数の遠隔無線装置ＲＲＥを
含む構成を示すが、図１に示すように、単一の遠隔無線装置ＲＲＥのみを含む構成として
もよい。
【００１６】
　図２Ａに示す構成（ＲＲＥ構成）においては、遠隔無線装置ＲＲＥ１，ＲＲＥ２を無線
基地局装置ｅＮＢで集中的に制御する。ＲＲＥ構成では、複数の遠隔無線装置ＲＲＥのベ
ースバンド信号処理及び制御を行う無線基地局装置ｅＮＢ（集中基地局）と各セル（すな
わち、各遠隔無線装置ＲＲＥ）との間が光ファイバを用いたベースバンド信号で接続され
るため、セル間の無線リソース制御を集中基地局において一括して行うことができる。す
なわち、独立基地局構成で問題となる無線基地局装置ｅＮＢ間のシグナリングの遅延やオ
ーバーヘッドの問題が小さく、セル間の高速な無線リソース制御が比較的容易となる。し
たがって、ＲＲＥ構成においては、下りリンクでは、複数セル同時送信のような高速なセ
ル間の信号処理を用いる方法が適用できる。
【００１７】
　一方、図２Ｂに示す構成（独立基地局構成）においては、複数の無線基地局装置ｅＮＢ
（又はＲＲＥ）でそれぞれスケジューリングなどの無線リソース割り当て制御を行う。こ
の場合においては、セル１の無線基地局装置ｅＮＢとセル２の無線基地局装置ｅＮＢとの
間のＸ２インターフェースで必要に応じてタイミング情報やスケジューリングなどの無線
リソース割り当て情報をいずれかの無線基地局装置ｅＮＢに送信して、セル間の協調を行
う。
【００１８】
　ＣｏＭＰ送信は、セル端に存在するユーザ端末のスループットを改善するために適用す
る。このため、ユーザ端末がセル端に存在する場合にＣｏＭＰ送信を適用するように制御
する。この場合、無線基地局装置で、ユーザ端末からのセル毎の品質情報（例えば、ＲＳ
ＲＰ（Reference　Signal　Received　Power））、又はＲＳＲＱ(Reference　Signal　Re
ceived　Quality)、又はＳＩＮＲ（Signal　Interference　plus　Noise　Ratio）等の差
を求め、その差が閾値以下である場合、すなわちセル間の品質差が小さい場合には、ユー
ザ端末がセル端に存在すると判断して、ＣｏＭＰ送信を適用する。
【００１９】
　ＣｏＭＰ送信を適用する場合、ユーザ端末は、各ＣｏＭＰセルのチャネル状態情報（Ｃ
ＳＩ：Channel　State　Information）をサービングセルの無線基地局装置にフィードバ
ックする。また、無線基地局装置は、フィードバックされた各セルのＣＳＩ（特に、ＣＱ
Ｉ：Channel　Quality　Indicator）を用いてＣｏＭＰ用のＣＱＩを再計算して、ＣＳＩ
の更新（アップデート）を行う。この際、ＣＳＩの更新値を最新の状態とするためには、
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ＣｏＭＰを適用する各セルのＣＱＩ等を素早く無線基地局装置にフィードバックして再計
算することが望ましい。特に、通信環境の変動が大きい場合には、出来るだけ早く各セル
のＣＳＩをフィードバックすることが必要となる。
【００２０】
　ところで、上りリンクで送信される信号は、図３Ａに示すように、適切な無線リソース
にマッピングされてユーザ端末から無線基地局装置に送信される。この場合、ユーザデー
タ（ＵＥ＃１，ＵＥ＃２）は、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical　Uplink　Shar
ed　Channel）に割り当てられる。また、制御情報は、ユーザデータと同時に送信する場
合はＰＵＳＣＨと時間多重され、制御情報のみを送信する場合は、上り制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ：Physical　Uplink　Control　Channel）に割り当てられる。この上りリンクで
送信される制御情報には、ＣＱＩや下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical　Do
wnlink　Shared　Channel）の信号に対する再送応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）などが含
まれる。
【００２１】
　ＰＵＣＣＨにおいては、典型的にはＣＱＩとＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する場合で異なる
サブフレーム構成が採られている（図３Ｂ、Ｃ参照）。ＰＵＣＣＨのサブフレーム構成は
、１スロット（１／２サブフレーム）に７つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含む。また、１
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、１２個の情報シンボル（サブキャリア）を含む。具体的に、
ＣＱＩのサブフレーム構成（ＣＱＩフォーマット（ＰＵＣＣＨフォーマット２、２ａ、２
ｂ））では、図３Ｂに示すように、スロット内の第２シンボル（＃２）、第６シンボル（
＃６）に参照信号（ＲＳ：Reference　Signal）が多重され、他のシンボル（第１シンボ
ル（＃１）、第３シンボル（＃３）～第５シンボル（＃５）、第７シンボル（＃７））に
制御情報（ＣＱＩ）が多重される。また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのサブフレーム構成（ＡＣＫ
／ＮＡＣＫフォーマット（ＰＵＣＣＨフォーマット１、１ａ、１ｂ））では、図３Ｃに示
すように、スロット内の第３シンボル（＃３）～第５シンボル（＃５）に参照信号が多重
され、他のシンボル（第１シンボル（＃１）、第２シンボル（＃２）、第６シンボル（＃
６）、第７シンボル（＃７））に制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）が多重される。１サブフ
レームにおいては、スロットが２回繰り返されている。また、図３Ａに示すように、ＰＵ
ＣＣＨはシステム帯域の両端の無線リソースに多重され、１サブフレーム内の異なる周波
数帯域を有する２スロット間で周波数ホッピング(Inter-slot　FH)が適用される。
【００２２】
　また、ＬＥＴシステム（Ｒｅｌ－１０）では、ＣＳＩのフィードバック方法として、上
り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を用いて周期的にフィードバックする方法（Periodic　CS
I　Reporting　using　PUCCH）と、上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を用いて非周期的に
フィードバックする方法（Aperiodic　CSI　Reporting　using　PUSCH）が規定されてい
る。
【００２３】
　また、ＬＴＥ－Ａシステムでは、周波数帯域が異なる複数の基本周波数ブロック（コン
ポーネントキャリア（ＣＣ）を集約して広帯域化するキャリアアグリゲーション（ＣＡ）
が適用される。一方、上りリンク伝送においては、シングルキャリア特性を得るために、
単一の基本周波数ブロックを用いて上りのデータ伝送を行うことが検討されている。
【００２４】
　この場合、１サブフレームにおけるＰＵＣＣＨリソースの容量が小さいため、複数セル
から下りリンクで送信された信号に対するフィードバック情報（ＣＳＩ）を、ＰＵＣＣＨ
を用いて周期的にフィードバックする際、各セルのＣＳＩはそれぞれ異なるサブフレーム
でフィードバックされる。同様に、ＣｏＭＰ送受信を適用する際にも、複数のＣｏＭＰセ
ルのＣＳＩを、所定セル（サービングセル）の無線基地局装置にＰＵＣＣＨを用いてフィ
ードバックする場合、各セルのＣＳＩはそれぞれ異なるサブフレームでフィードバックさ
れることとなる。例えば、ＣｏＭＰを適用する複数セルにおけるＣＱＩは、それぞれ異な
るサブフレームのＰＵＣＣＨに配置されてユーザ端末から無線基地局装置にフィードバッ
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クされる。
【００２５】
　そのため、複数セル（例えば、３セル）でＣｏＭＰを適用する場合、無線基地局装置が
各セルのＣＱＩを取得するためには、少なくとも各セルのＣＱＩがそれぞれ配置された異
なるサブフレーム（ここでは、３サブフレーム）のＰＵＣＣＨを受信する必要がある。そ
の結果、無線基地局装置がＣＱＩのアップデートに所定時間を要することとなり、ＣＱＩ
の更新値の精度が低下するおそれがある。特に、通信環境の変動が激しい場合には、各セ
ルのＣＱＩのフィードバックに時間を要することにより、ＣＳＩの更新値の精度が著しく
低下する可能性がある。
【００２６】
　本発明者らは、ユーザ端末がＰＵＣＣＨを用いて複数のＣｏＭＰセルのＣＳＩをフィー
ドバックする際に、各セルのＣＳＩの粒度（精度）を制御することに着目した。そして、
各セルのＣＳＩを組み合わせて１サブフレーム内に配置することにより、無線基地局装置
が全てのＣｏＭＰセルのＣＳＩを取得するまでの期間を短縮できることを見出した。また
、本発明者らは、複数セルの再送応答信号のフィードバック用に既に規定されている既存
のＰＵＣＣＨフォーマットに着目し、当該ＰＵＣＣＨフォーマットをＣｏＭＰを行う複数
セルのＣＳＩのフィードバックに適用することを見出した。以下に、本実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】
（第１の形態）
　ユーザ端末がＰＵＣＣＨを用いてチャネル状態情報（ＣＳＩ）を周期的にフィードバッ
クする場合、無線基地局装置から通知される報告モードに基づいてフィードバックするＣ
ＳＩ（ＣＱＩ、ＲＩ（Rank　Indicator）、ＰＭＩ（Precoding　Matrix　Indicator）等
）の種別を決定する。以下に、ＰＵＣＣＨ（フォーマット２／２ａ／２ｂ）を適用したＣ
ＳＩのフィードバックにおけるＣＳＩの報告モード（ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔ
ｉｎｇ　Ｍｏｄｅｓ）について説明する。図４は、ＣＱＩ及びＰＭＩのフィードバックタ
イプとＰＵＣＣＨ報告モードとの関係を示す図である。
【００２８】
　ＣＱＩフィードバックタイプは、フィードバックするＣＱＩがワイドバンド（システム
帯域）に対応する場合、ユーザ端末が選択したサブバンドに対応する場合がある。また、
ＰＭＩフィードバックタイプは、フィードバックするＰＭＩが無い場合、フィードバック
するＰＭＩが１つの場合がある。
【００２９】
　Ｒｅｌ－１０においては、図４に示すように、ＣＱＩフィードバックタイプとＰＭＩフ
ィードバックタイプが組み合わされた報告モード（Ｍｏｄｅ１－０、Ｍｏｄｅ１－１、Ｍ
ｏｄｅ２－０、Ｍｏｄｅ２－１）が規定されている。Ｍｏｄｅ１－０は、ワイドバンドの
ＣＱＩ（以下、「ＷＢ　ＣＱＩ」とも記す）をフィードバクするＣＱＩフィードバックタ
イプと、ＰＭＩをフィードバックしないＰＭＩフィードバックタイプとが組み合わされて
いる。Ｍｏｄｅ１－１は、ＷＢ　ＣＱＩをフィードバクするＣＱＩフィードバックタイプ
と、ＰＭＩをフィードバックするＰＭＩフィードバックタイプとが組み合わされている。
Ｍｏｄｅ２－０は、ユーザ端末が選択したサブバンドのＣＱＩ（以下、「ＳＢ　ＣＱＩ」
とも記す）をフィードバックするＣＱＩフィードバックタイプとＰＭＩをフィードバック
しないＰＭＩフィードバックタイプとが組み合わされている。Ｍｏｄｅ２－１は、ユーザ
端末が選択したＳＢ　ＣＱＩをフィードバックするＣＱＩフィードバックタイプとＰＭＩ
をフィードバックするＰＭＩフィードバックタイプとが組み合わされている。また、各報
告モードにおいて、ＣＱＩ、ＰＭＩの他に、ＲＩも異なるサブフレームでフィードバック
される。
【００３０】
　ＷＢ　ＣＱＩは、全システム帯域のＣＱＩの平均値に相当し（図５参照）、ＳＢ　ＣＱ
Ｉは、一部のシステム帯域におけるＣＱＩに相当する（図６参照）。また、ＰＵＣＣＨを
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用いるＣＳＩの報告モードは、無線基地局装置からユーザ端末に対して上位レイヤシグナ
リングで通知される。
【００３１】
　以下に、ＰＵＣＣＨ（フォーマット２／２ａ／２ｂ）を利用（リユース）して、上述し
たＰＵＣＣＨ報告モード（ＰＵＣＣＨ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｍｏｄｅｓ）を新たに拡張
した報告モード（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｍｏｄｅ）について説明する。なお、以下の説明で
は、一例として、３セル（セルＡ、セルＢ、セルＣ）間でＣｏＭＰを行う場合について説
明するが、本実施の形態は３セルでＣｏＭＰを適用する場合に限られず、２セル又は４セ
ル以上でＣｏＭＰを行う場合にも適用できる。また、以下の説明では、セルＡをサービン
グセルとして説明する。
【００３２】
＜第１の態様：拡張Ｍｏｄｅ１－０＞
　まず、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（Ｍｏｄｅ１－０）を適用した場合のフィードバッ
ク方法について説明する。
【００３３】
　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ１－０）では、ユーザ端末は、ワイドバン
ドのＣＱＩ値（ＷＢ　ＣＱＩ）を求める。システム帯域がＮ個のサブバンドで構成される
場合には、Ｎ個のサブバンドから構成されるシステム帯域全体のＣＱＩ平均値を求める（
図５参照）。また、ユーザ端末は、必要に応じてワイドバンドのＲＩ（以下、「ＷＢ　Ｒ
Ｉ」とも記す）を決定する。そして、ユーザ端末は、１サブフレームのＰＵＣＣＨにＷＢ
　ＣＱＩ（又はＷＢ　ＲＩ）を配置して周期的に無線基地局装置にフィードバックする。
【００３４】
　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ１－０）では、１セルについて、例えば、
ＷＢ　ＣＱＩ（４ビット）又はＲＩ（０－２ビット）が、ＰＵＣＣＨを用いて１サブフレ
ームでフィードバックされる。
【００３５】
　図７Ａは、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ１－０）において、複数セル（
セルＡ～セルＣの３セル）のＷＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＲＩをそれぞれフィードバックする場
合を示している。この場合、異なるセルのＷＢ　ＣＱＩは、それぞれ異なるサブフレーム
のＰＵＣＣＨに配置されてフィードバックされる。同様に、ＷＢ　ＲＩもＷＢ　ＣＱＩと
異なるサブフレームのＰＵＣＣＨに配置されてフィードバックされる。
【００３６】
　そのため、各セルのＷＢ　ＣＱＩを所定セル（サービングセルＡ）の無線基地局装置に
対してフィードバックする場合、当該無線基地局装置が全てのセルのＷＢ　ＣＱＩを取得
するには、少なくとも異なる３サブフレームのＰＵＣＣＨを受信する必要がある。その結
果、無線基地局装置におけるＣＳＩの再計算（ＣＳＩアップデート）が遅延し、ＣＳＩの
更新値の精度が低下するおそれがある。
【００３７】
　本態様では、各ＣｏＭＰセルのＣＳＩを所定セルの無線基地局装置に対してフィードバ
ックする場合に、複数セル同士のＷＢ　ＣＱＩの一部又は全部を組み合わせて、１サブフ
レームのＰＵＣＣＨに配置して（ＰＵＣＣＨリソースに割当てて）フィードバックする。
以下に、新たなＰＵＣＣＨ報告モード（拡張Ｍｏｄｅ１－０）のフィードバック方法（３
種類）について図７Ｂ～Ｄを参照して説明する。
【００３８】
　図７Ｂは、３セル（セルＡ～セルＣ）でＣｏＭＰを適用する場合に、全てのセルのＷＢ
　ＣＱＩを、１サブフレーム（同一サブフレーム）のＰＵＣＣＨに配置して、フィードバ
ックする場合を示している。これにより、無線基地局装置は、１サブフレーム分のＰＵＣ
ＣＨを受信した時点で複数セル（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩを取得することができ
る。
【００３９】
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　なお、本実施の形態では、ユーザ端末が、複数セルのＣＳＩ（例えば、ＷＢ　ＣＱＩ、
ＳＢ　ＣＱＩ等）を１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置するために、ＣＱＩ値等を圧縮（
例えば、サブサンプリング（ｓｕｂｓａｍｐｌｉｎｇ））する。圧縮後における各セルの
ＣＱＩ値の粒度（精度）は、全てのセルで同一粒度としてもよいし、所定セル（例えば、
サービングセル）のＣＱＩ値の粒度を他のセルのＣＱＩ値の粒度より高くしてもよい。な
お、ＣＱＩ値の粒度とは、ＣＱＩ値の細かさ（精度）を意味し、粒度が高いほど精度が高
い。したがって、粒度をＣＱＩ値の情報量に置き換えると、ＣＱＩ値の粒度が高いほど、
ＣＱＩ値の情報量（ビット数）が多く、ＣＱＩ値の粒度が低いほど、ＣＱＩ値の情報量（
ビット数）が少ないことになる。
【００４０】
　図７Ｂに示すように、各セルのＷＢ　ＣＱＩを１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置して
フィードバックする場合、サブサンプリングにより、セルＡ～セルＣの粒度を同一として
もよいし、セルＡの粒度をセルＢ、セルＣより高くしてもよい。なお、サービングセルの
ＷＢ　ＣＱＩの粒度を相対的に高くする場合には、ＣｏＭＰ（ＣＳ／ＤＰＳ等）でサービ
ングセルを選択する場合（確率が高い）、又は、シングルセルにフォールバックする場合
、フィードバックの精度が高いという効果が期待できる。
【００４１】
　図７Ｃは、３セル（セルＡ～セルＣ）毎のＷＢ　ＣＱＩのうち、一部のセル同士のＷＢ
　ＣＱＩを組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨリソースに配置してフィードバッ
クする場合を示している。具体的には、３セルのうち、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢ
とセルＣ、又はセルＣとセルＡ）のＷＢ　ＣＱＩをそれぞれ組み合わせて、１サブフレー
ムのＰＵＣＣＨに配置する。これにより、無線基地局装置は、２サブフレーム分のＰＵＣ
ＣＨを受信した時点で全てのＣｏＭＰセル（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩを取得する
ことができる。
【００４２】
　また、図７Ｃでは、無線基地局装置にフィードバックされる各セルのＷＢ　ＣＱＩが、
所定期間において同じ割合となるように制御される。つまり、ユーザ端末は、各セルのＷ
Ｂ　ＣＱＩを均等にフィードバックする。この場合には、各セルのＷＢ　ＣＱＩの粒度が
同一となるようにサブサンプリングを行うことが好ましい。これにより、無線基地局装置
に対して、各セルのＷＢ　ＣＱＩを均等にフィードバックすることができる。
【００４３】
　図７Ｄは、所定セル（例えば、セルＡ）のＷＢ　ＣＱＩが優先的にフィードバックされ
る（所定期間におけるフィードバック回数が多くなる）ように、複数セルのＷＢ　ＣＱＩ
を組み合わせる場合を示している。この場合、複数セルのＷＢ　ＣＱＩのうち、一部のセ
ル同士のＷＢ　ＣＱＩを組み合わせる点は上記図７Ｃと同様であるが、各セルのＷＢ　Ｃ
ＱＩの組合せ方法が異なる。
【００４４】
　具体的には、各セルのＷＢ　ＣＱＩをフィードバックする際に、セルＡのＷＢ　ＣＱＩ
を常にＰＵＣＣＨに配置し、その他のセルＢ、セルＣのＷＢ　ＣＱＩの一方をセルＡのＷ
Ｂ　ＣＱＩと交互に組み合わせて配置する。この場合には、セルＡのＷＢ　ＣＱＩのフィ
ードバック回数が多くなるため、セルＡのＷＢ　ＣＱＩの粒度が他のセルのＷＢ　ＣＱＩ
の粒度より高くなるようにサブサンプリングを行うことが好ましい。サービングセルのＷ
Ｂ　ＣＱＩを他のセルのＷＢ　ＣＱＩと比較して粒度を高くして優先的にフィードバック
することにより、ＣｏＭＰ（ＣＳ／ＤＰＳ等）でサービングセルを選択する場合（確率が
高い）、又は、シングルセルにフォールバックする場合、フィードバックの精度が高いと
いう効果が期待できる。
【００４５】
　以上のように、複数のＣｏＭＰセルのＷＢ　ＣＱＩの一部又は全部を組み合わせて、同
一サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックすることにより、無線基地局装置
が全てのＣｏＭＰセルのＷＢ　ＣＱＩを取得するまでの期間を短縮することができる。こ
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れにより、無線基地局装置におけるＣＳＩの再計算（ＣＳＩアップデート）の遅延を抑制
し、ＣＳＩの更新値の精度を向上することが可能となる。
【００４６】
＜第２の態様：拡張Ｍｏｄｅ１－１＞
　まず、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ１－１）を適用した場合のフィード
バック方法について説明する。
【００４７】
　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ１－１）では、ユーザ端末は、ＷＢ　ＣＱ
Ｉ及びワイドバンドのＰＭＩ（以下、「ＷＢ　ＰＭＩ」とも記す）を求める。例えば、シ
ステム帯域全体のＣＱＩ平均値、システム帯域全体で最適となるＰＭＩを求める。また、
ユーザ端末は、ＷＢ　ＲＩを決定する。そして、ユーザ端末は、１サブフレームのＰＵＣ
ＣＨにＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩ、又はＷＢ　ＲＩを配置して周期的に無線基地局に
フィードバックする。
【００４８】
　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ１－１）では、１セルについて、例えば、
ＷＢ　ＣＱＩ（４又は７ビット）及びＷＢ　ＰＭＩ（２又は４ビット）、又はＲＩ（０－
２ビット）が、ＰＵＣＣＨを用いて１サブフレームでフィードバックされる。
【００４９】
　図８Ａは、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ１－１）において、複数セル（
セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩと、ＷＢ　ＲＩとをそれぞれフィード
バックする場合を示している。この場合、各セルのＷＢ　ＣＱＩとＷＢ　ＰＭＩが同一の
サブフレームのＰＵＣＣＨに配置されてフィードバックされる。つまり、異なるセル同士
のＷＢ　ＣＱＩ（ＷＢ　ＰＭＩ）はそれぞれ異なるサブフレームのＰＵＣＣＨに配置され
てフィードバックされる。
【００５０】
　そのため、各セルのＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩを所定セル（サービングセルＡ）の
無線基地局装置に対してフィードバックする場合、当該無線基地局装置が全てのＣｏＭＰ
セルのＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩを取得するには、少なくとも３サブフレーム期間を
要する。その結果、無線基地局装置におけるＣＳＩの再計算（ＣＳＩアップデート）が遅
延し、ＣＳＩの更新値の精度が低下するおそれがある。
【００５１】
　本態様では、各ＣｏＭＰセルのＣＳＩを所定セルの無線基地局装置に対してフィードバ
ックする場合に、異なるセル同士のＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＷＢ　ＰＭＩ）の一部又は全部
を組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックする。以下に、
新たなＰＵＣＣＨ報告モード（拡張Ｍｏｄｅ１－１）のフィードバック方法（３種類）に
ついて図８Ｂ～Ｄを参照して説明する。
【００５２】
　図８Ｂは、３セル（セルＡ～セルＣ）でＣｏＭＰを適用する場合に、全てのセルのＷＢ
　ＣＱＩを、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックする場合を示してい
る。同様に、全てのセルのＷＢ　ＰＭＩを、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィ
ードバックする。これにより、無線基地局装置は、２サブフレーム分のＰＵＣＣＨを受信
した時点でＣｏＭＰを適用する複数セルのＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩを取得すること
ができる。
【００５３】
　また、複数セルのＷＢ　ＣＱＩ同士（又はＷＢ　ＰＭＩ同士）を組み合わせて、容量が
小さいＰＵＣＣＨリソースに割当てる場合には、上述したようにＣＱＩ値等を圧縮（例え
ば、サブサンプリング（ｓｕｂｓａｍｐｌｉｎｇ））する。この際、圧縮後における各セ
ルのＣＱＩ値等の粒度は上述したように適宜設定することができる。
【００５４】
　図８Ｃは、３セル（セルＡ～セルＣ）毎のＷＢ　ＣＱＩのうち、一部のセル同士のＷＢ
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　ＣＱＩを組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックする場
合を示している。この場合、各セルのＷＢ　ＰＭＩは、それぞれ複数セルのＷＢ　ＣＱＩ
と組み合わせてフィードバックすることができる。
【００５５】
　具体的には、図８Ｃに示すように、３セルのうち、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢと
セルＣ、又はセルＣとセルＡ）のＷＢ　ＣＱＩと１セルのＷＢ　ＰＭＩをそれぞれ組み合
わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置する。これにより、無線基地局装置は、２サ
ブフレーム分のＰＵＣＣＨを受信した時点で全てのＣｏＭＰセル（セルＡ～セルＣ）のＷ
Ｂ　ＣＱＩを取得することができる。
【００５６】
　また、図８Ｃでは、無線基地局装置にフィードバックされる各セルのＷＢ　ＣＱＩが、
所定期間において同じ割合となるように制御されている。この場合には、各セルのＷＢ　
ＣＱＩの粒度が同一となるようにサブサンプリングを行うことが好ましい。他にも、上記
図７Ｄに示すように、所定セル（例えば、セルＡ）のＷＢ　ＣＱＩが優先的にフィードバ
ックされるように、複数セルのＷＢ　ＣＱＩを組み合わせてもよい。
【００５７】
　図８Ｄは、３セル（セルＡ～セルＣ）毎のＷＢ　ＰＭＩのうち、一部のセル同士のＷＢ
　ＰＭＩを組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックする場
合を示している。この場合、各セルのＷＢ　ＣＱＩは、それぞれ複数セルのＷＢ　ＰＭＩ
と組み合わせてフィードバックすることができる。
【００５８】
　具体的には、図８Ｄに示すように、３セルのうち、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢと
セルＣ、又はセルＣとセルＡ）のＷＢ　ＰＭＩ、１セルのＷＢ　ＣＱＩをそれぞれ組み合
わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置する。これにより、無線基地局装置は、２サ
ブフレーム分のＰＵＣＣＨを受信した時点で全てのＣｏＭＰセル（セルＡ～セルＣ）のＷ
Ｂ　ＰＭＩを取得することができる。また、図８Ｄは、１サブフレームに２つのＷＢ　Ｐ
ＭＩが含まれており、ダブルコードブックを用いた送信モードとして適用することができ
る。
【００５９】
　以上のように、複数セルにおけるＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＷＢ　ＰＭＩ）の一部又は全部
を組み合わせて、同一サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックすることによ
り、無線基地局装置が全てのＣｏＭＰセルのＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＷＢ　ＰＭＩ）を取得
するまでの期間を短縮することができる。これにより、無線基地局装置におけるＣＳＩの
再計算（ＣＳＩアップデート）の遅延を抑制し、ＣＳＩの更新値の精度を向上することが
可能となる。
【００６０】
＜第３の態様：拡張Ｍｏｄｅ２－０＞
　まず、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－０）を適用した場合のフィード
バック方法について説明する。
【００６１】
　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－０）では、ユーザ端末は、Ｎサブバン
ドそれぞれのＣＱＩ値（ＣＱＩ１、ＣＱＩ２…ＣＱＩＮ）を求めると共に、Ｎ個のサブバ
ンドから構成されるワイドバンド全体のＣＱＩ平均値を求める。システム帯域がＮサブバ
ンドで構成される場合、１つのサブバンドはｋ個のＲＢ（Resource　Block）で構成され
る。また、ユーザ端末は、必要に応じてＷＢ　ＲＩを決定する。そして、ユーザ端末は、
１サブフレームのＰＵＣＣＨにＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩ又はＷＢ　ＲＩを配置して周
期的にフィードバックする。なお、ユーザ端末は、ＳＢ　ＣＱＩとして、Ｎ個のサブバン
ドのうち、最もＣＱＩの大きい特定の１サブバンドのＣＱＩ値を選択して、サブバンドの
位置情報と共にフィードバックする。
【００６２】
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　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－０）では、１セルについて、例えば、
ＳＢ　ＣＱＩ（４＋位置情報Ｌビット）、ＷＢ　ＣＱＩ（４ビット）又はＲＩ（０－２ビ
ット）が、ＰＵＣＣＨを用いて１サブフレームでフィードバックされる。
【００６３】
　図９Ａは、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－０）において、複数のセル
（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＲＩをそれぞれ１サブフレー
ムでフィードバックする場合を示している。この場合、異なるセルのＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ
　ＣＱＩはそれぞれ異なるサブフレームのＰＵＣＣＨに配置されてフィードバックされる
。同様に、ＷＢ　ＲＩも異なるサブフレームでフィードバックされる。
【００６４】
　本態様では、各ＣｏＭＰセルのＣＳＩを所定セルの無線基地局装置に対してフィードバ
ックする場合に、複数セル同士のＷＢ　ＣＱＩの一部又は全部を組み合わせると共に、Ｓ
Ｂ　ＣＱＩの一部又は全部を組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィ
ードバックする。以下に、新たなＰＵＣＣＨ報告モード（拡張Ｍｏｄｅ２－０）のフィー
ドバック方法（３種類）について図９Ｂ～Ｄを参照して説明する。
【００６５】
　図９Ｂは、３セル（セルＡ～セルＣ）でＣｏＭＰを適用する場合に、全てのセルのＷＢ
　ＣＱＩ、全てのセルのＳＢ　ＣＱＩを、それぞれ１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置し
てフィードバックする場合を示している。これにより、無線基地局装置は、２サブフレー
ム分のＰＵＣＣＨを受信した時点で複数セル（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩとＳＢ　
ＣＱＩを取得することができる。
【００６６】
　図９Ｃは、３セル（セルＡ～セルＣ）毎のＷＢ　ＣＱＩのうち、一部のセル同士のＷＢ
　ＣＱＩを組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックする場
合を示している。同様に、一部のセル同士のＳＢ　ＣＱＩを組み合わせて、１サブフレー
ムのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックする。
【００６７】
　具体的には、３セルのうち、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢとセルＣ、又はセルＣと
セルＡ）のＷＢ　ＣＱＩをそれぞれ組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置す
る。同様に、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢとセルＣ、又はセルＣとセルＡ）のＳＢ　
ＣＱＩをそれぞれ組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置する。これにより、
無線基地局装置は、４サブフレーム分のＰＵＣＣＨを受信した時点で全てのＣｏＭＰセル
（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩとＳＢ　ＣＱＩを取得することができる。
【００６８】
　また、図９Ｃでは、無線基地局にフィードバックされる各セルのＷＢ　ＣＱＩとＳＢ　
ＣＱＩが所定期間において同じ割合となるように制御されている。この場合、各セルのＷ
Ｂ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩの粒度が同一となるようにサブサンプリングを行うことが好ま
しい。これにより、無線基地局装置に対して、各セルのＷＢ　ＣＱＩとＳＢ　ＣＱＩを均
等にフィードバックすることができる。
【００６９】
　図９Ｄは、所定セル（例えば、セルＡ）のＷＢ　ＣＱＩとＳＢ　ＣＱＩが優先的にフィ
ードバックされるように、複数セルのＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩをそれぞれ組み合わせ
る場合を示している。この場合、複数セルのＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＳＢ　ＣＱＩ）のうち
、一部のセル同士のＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＳＢ　ＣＱＩ）を組み合わせる点は上記図９Ｃ
と同様であるが、各セルのＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＳＢ　ＣＱＩ）の組合せ方法が異なる。
【００７０】
　具体的には、各セルのＷＢ　ＣＱＩをフィードバックする際に、セルＡのＷＢ　ＣＱＩ
を常にＰＵＣＣＨに配置し、その他のセルＢ、セルＣのＷＢ　ＣＱＩの一方をセルＡのＷ
Ｂ　ＣＱＩと交互に組み合わせる。同様に、各セルのＳＢ　ＣＱＩをフィードバックする
際に、セルＡのＳＢ　ＣＱＩを常にＰＵＣＣＨに配置し、その他のセルＢ、セルＣのＳＢ
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　ＣＱＩの一方をセルＡのＳＢ　ＣＱＩと交互に組み合わせる。この場合には、セルＡの
ＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩのフィードバック回数が多くなるため、セルＡのＷＢ　ＣＱ
Ｉ、ＳＢ　ＣＱＩの粒度が他のセルのＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩの粒度より高くなるよ
うにサブサンプリングを行うことが好ましい。
【００７１】
　以上のように、複数のＣｏＭＰセルのＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩの一部又は全部を組
み合わせて、同一サブフレームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックすることにより、
無線基地局装置が全てのＣｏＭＰセルのＷＢ　ＣＱＩ及びＳＢ　ＣＱＩを取得するまでの
期間を短縮することができる。これにより、無線基地局装置におけるＣＳＩの再計算（Ｃ
ＳＩアップデート）の遅延を抑制し、ＣＳＩの更新値の精度を向上することが可能となる
。
【００７２】
＜第４の態様：拡張Ｍｏｄｅ２－１＞
　まず、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－１）を適用した場合のフィード
バック方法について説明する。
【００７３】
　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－１）では、ユーザ端末は、ＳＢ　ＣＱ
Ｉ、ＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩ、又はＷＢ　ＲＩを必要に応じて求める。そして、ユ
ーザ端末は、１サブフレームのＰＵＣＣＨにＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩ、ＳＢ　ＣＱ
Ｉ又はＷＢ　ＲＩを配置して周期的にフィードバックする。なお、ユーザ端末は、ＳＢ　
ＣＱＩとして、Ｎ個のサブバンドのうち、最もＣＱＩの大きい特定の１サブバンドのＣＱ
Ｉ値を選択して、サブバンドの位置情報と共にフィードバックする。
【００７４】
　既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－１）では、１セルについて、例えば、
ＷＢ　ＣＱＩ＋ＷＢ　ＰＭＩ（６－１１ビット）、ＳＢ　ＣＱＩ（４－７＋位置情報Ｌビ
ット）、又はＲＩ（１又は２ビット）が、ＰＵＣＣＨを用いて１サブフレームでフィード
バックされる。
【００７５】
　図１０Ａは、既存のＰＵＣＣＨ報告モード（既存Ｍｏｄｅ２－１）において、複数セル
（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　ＰＭＩと、ＳＢ　ＣＱＩと、ＷＢ　ＲＩと
をそれぞれ異なるサブフレームでフィードバックする場合を示している。この場合、異な
るセル同士のＷＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＰＭＩはそれぞれ異なるサブフレームのＰＵＣＣＨに
配置されてフィードバックされる。同様に、各セルのＳＢ　ＣＱＩもそれぞれ異なるサブ
フレームのＰＵＣＣＨに配置される。
【００７６】
　本態様では、各ＣｏＭＰセルのＣＳＩを所定セルの無線基地局装置に対してフィードバ
ックする場合に、複数セル同士のＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＷＢ　ＰＭＩ）の一部又は全部を
組み合わせると共に、ＳＢ　ＣＱＩの一部又は全部を組み合わせて、それぞれ１サブフレ
ームのＰＵＣＣＨに配置してフィードバックする。以下に、新たなＰＵＣＣＨ報告モード
（拡張Ｍｏｄｅ２－１）のフィードバック方法（３種類）について図１０Ｂ～Ｄを参照し
て説明する。
【００７７】
　図１０Ｂは、３セル（セルＡ～セルＣ）でＣｏＭＰを適用する場合に、全てのセルのＷ
Ｂ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＰＭＩ、ＳＢ　ＣＱＩを、それぞれ１サブフレームのＰＵＣＣＨに配
置してフィードバックする場合を示している。これにより、無線基地局装置は、３サブフ
レーム分のＰＵＣＣＨを受信した時点で複数セル（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩ、Ｗ
Ｂ　ＰＭＩ及びＳＢ　ＣＱＩを取得することができる。
【００７８】
　図１０Ｃは、３セル（セルＡ～セルＣ）毎のＷＢ　ＣＱＩのうち、一部のセル同士のＷ
Ｂ　ＣＱＩを組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨリソースに配置してフィードバ
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ックする場合を示している。この場合、複数セルのＷＢ　ＰＭＩは、それぞれ複数セル同
士が組み合わされたＷＢ　ＣＱＩとさらに組み合わせてフィードバックすることができる
。ＳＢ　ＣＱＩについても、一部のセル同士のＳＢ　ＣＱＩを組み合わせて、１サブフレ
ームのＰＵＣＣＨリソースに配置してフィードバックする。
【００７９】
　具体的には、３セルのうち、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢとセルＣ、又はセルＣと
セルＡ）のＷＢ　ＣＱＩ、１セルのＷＢ　ＰＭＩをそれぞれ組み合わせて、１サブフレー
ムのＰＵＣＣＨに配置する。また、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢとセルＣ、又はセル
ＣとセルＡ）のＳＢ　ＣＱＩをそれぞれ組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配
置する。これにより、無線基地局装置は、４サブフレーム分のＰＵＣＣＨを受信した時点
で複数のＣｏＭＰセル（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＣＱＩ及びＳＢ　ＣＱＩを取得するこ
とができる。
【００８０】
　また、図１０Ｃでは、無線基地局装置にフィードバックされる各セルのＷＢ　ＣＱＩ（
又は、ＷＢ　ＣＱＩ）が所定期間において同じ割合となるように制御されている。この場
合には、各セルのＷＢ　ＣＱＩ（又は、ＳＢ　ＣＱＩ）の粒度が同一となるようにサブサ
ンプリングを行うことが好ましい。他にも、上記図７Ｄに示すように、所定セルのＷＢ　
ＣＱＩ（又は、ＳＢ　ＣＱＩ）が優先的にフィードバックされるようにセル同士のＷＢ　
ＣＱＩ（又は、ＳＢ　ＣＱＩ）を組み合わせてもよい。
【００８１】
　図１０Ｄは、３セル（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＰＭＩのうち、一部のセル同士のＷＢ
　ＰＭＩを組み合わせて、１サブフレームのＰＵＣＣＨリソースに配置してフィードバッ
クする場合を示している。この場合、複数セルのＷＢ　ＣＱＩは、それぞれ複数セル同士
が組み合わされたＷＢ　ＰＭＩとさらに組み合わせてフィードバックすることができる。
また、複数セルのＳＢ　ＣＱＩのフィードバックに利用するサブフレーム数と、複数のセ
ルのＷＢ　ＣＱＩのフィードバックに利用するサブフレーム数を同一とすることができる
。
【００８２】
　具体的には、３セルのうち、２セル（セルＡとセルＢ、セルＢとセルＣ、又はセルＣと
セルＡ）のＷＢ　ＰＭＩ、１セルのＷＢ　ＣＱＩをそれぞれ組み合わせて、１サブフレー
ムのＰＵＣＣＨリソースに配置する。また、各セルのＳＢ　ＣＱＩをそれぞれ異なるサブ
フレームでフィードバックする。これにより、無線基地局装置は、２サブフレーム分のＰ
ＵＣＣＨを受信した時点で全てのＣｏＭＰセル（セルＡ～セルＣ）のＷＢ　ＰＭＩを取得
することができる。また、図１０Ｄは、１サブフレームに２つのＷＢ　ＰＭＩが含まれて
おり、ダブルコードブックを用いた送信モードとして適用することができる。
【００８３】
　以上のように、複数のＣｏＭＰセルにおけるＣＳＩ（ＷＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＰＭＩ、Ｓ
Ｂ　ＣＱＩ）の各々の一部又は全部を組み合わせて、同一サブフレームのＰＵＣＣＨリソ
ースに配置してフィードバックすることにより、無線基地局装置が全てのＣｏＭＰセルの
ＷＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＭＰＩ及びＳＢ　ＣＱＩを取得するまでの期間を短縮することがで
きる。これにより、無線基地局装置におけるＣＳＩの再計算（ＣＳＩアップデート）の遅
延を抑制し、ＣＳＩの更新値の精度を向上することが可能となる。
【００８４】
（第２の形態）
　次に、既存のＰＵＣＣＨフォーマット３を利用（リユース）して、複数セルのＣＳＩを
フィードバックする方法について説明する。まず、既存のＰＵＣＣＨフォーマット３につ
いて簡単に説明する。
【００８５】
　上述したように、ＬＴＥ－Ａシステムでは、周波数帯域が異なる複数の基本周波数ブロ
ック（ＣＣ）を集約して広帯域化するキャリアアグリゲーション（ＣＡ）が適用される。
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この場合、複数の下りＣＣで送信されたデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）に対する再送応答
信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）においても、上りシングルキャリア送信の特性を維持するため
に単一のＣＣのみから送信することが必要となる。
【００８６】
　そのため、ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、ユーザ端末において、無線基地局装置から
受信した複数のＣＣ毎のＰＤＳＣＨに基づいて、各ＣＣの再送応答信号を生成し、所定の
ＣＣ（ＰＣＣ）の上り制御チャネルを用いてフィードバックすることが検討されている。
例えば、５個のＣＣを適用する場合、ＰＣＣを用いて１０ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫをフ
ィードバックする必要がある。
【００８７】
　このような複数の下りＣＣで送信されたＰＤＳＣＨに対するフィードバック情報を送信
する際のＰＵＣＣＨフォーマットとして、さらに多くのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットをサポー
トするためのＰＵＣＣＨフォーマット３が規定されている。ＰＵＣＣＨフォーマット３は
、ＰＤＳＣＨと同様に、ＤＦＴ（Discrete　Fourier　Transform）ベースのプリコーディ
ングにより生成され、ＯＣＣにより異なるＵＥを多重することを特徴とする。つまり、既
存のＰＵＣＣＨフォーマット３は、ＣＡ適用時の複数セルのＡＣＫ／ＮＡＣＫのフィード
バック用のフォーマットとして規定されている。
【００８８】
　図１１Ａは、既存のＰＵＣＣＨフォーマット３において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫに対して、
チャネル符号化を行い１サブフレームあたりのビット数を４８ビットとして出力する。出
力された４８ビットの系列に対して位相偏移変調（ＱＰＳＫ）により２４シンボルにした
後、ＤＦＴ処理を行う。
【００８９】
　本実施の形態では、ＰＵＣＣＨフォーマット３を利用して、ＣｏＭＰを適用する複数セ
ルのチャネル状態情報（ＣＳＩ）をフィードバックする。この場合、複数セルのＣＳＩの
みフィードバックする態様（第５の態様）、それぞれチャネル符号化された複数セルのＣ
ＳＩと再送応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を多重する態様（第６の態様）、複数セルのＣ
ＳＩと再送応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を多重した後に、チャネル符号化（ジョイント
符号化）する態様（第７の態様）がある。なお、以下の説明では、既存のＰＵＣＣＨフォ
ーマット３を拡張したフォーマットを、それぞれ拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ａ、３ｂ
、３ｃと呼ぶがこれに限られない。
【００９０】
＜第５の態様：拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ａ＞
　第５の態様では、既存のＰＵＣＣＨフォーマット３を利用して、ＣｏＭＰを適用する複
数セルのＣＳＩのみをフィードバックする。つまり、拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ａに
おいては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのフィードバックを行わない。具体的に、ユーザ端末は、複
数セルのＣＳＩ（例えば、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ等）をチャネル符号化処理部にて、チャ
ネル符号化してｙビット（例えば、４８ビット）で出力する（図１１Ｂ参照）。その後、
既存のＰＵＣＣＨフォーマット３の処理と同様に、ＤＦＴ（Discrete　Fourier　Transfo
rm）ベースのプリコーディングにより生成され、ＯＣＣにより異なるＵＥを多重する。
【００９１】
＜第６の態様：拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ｂ＞
　第６の態様では、既存のＰＵＣＣＨフォーマット３を利用して、複数のＣｏＭＰセルの
ＣＳＩと再送応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）をフィードバックする。拡張ＰＵＣＣＨフォ
ーマット３ｂでは、複数のセルのＣＳＩと再送応答信号に対して、それぞれ独立してチャ
ネル符号化を行った後に多重（例えば、加算）する。具体的に、ユーザ端末は、複数セル
のＣＳＩをチャネル符号化処理部にてチャネル符号化してｘビットの符号系列とすると共
に、再送応答信号をチャネル符号化処理部にてチャネル符号化してｚビットの符号系列と
する。その後、チャネル符号化された複数セルのＣＳＩと再送応答信号を多重（加算）し
てｙビット（ｙ＝ｘ＋ｚ）の系列として出力する（図１１Ｃ参照）。その後、既存のＰＵ
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ＣＣＨフォーマット３の処理と同様に、ＤＦＴ（Discrete　Fourier　Transform）ベース
のプリコーディングにより生成され、ＯＣＣにより異なるＵＥを多重する。
【００９２】
＜第７の態様：拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ｃ＞
　第７の態様では、既存のＰＵＣＣＨフォーマット３を利用して、複数のＣｏＭＰセルの
ＣＳＩと再送応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）をフィードバックする。拡張ＰＵＣＣＨフォ
ーマット３ｃでは、複数のセルのＣＳＩと再送応答信号を多重（加算）した後に、チャネ
ル符号化処理を行う。つまり、複数のセルのＣＳＩと再送応答信号をジョイント符号化す
る。具体的に、ユーザ端末は、複数セルのＣＳＩと再送応答信号を多重した後、チャネル
符号化処理部にてチャネル符号化（ジョイント符号化）してｙビットで出力する（図１１
Ｄ参照）。その後、既存のＰＵＣＣＨフォーマット３の処理と同様に、ＤＦＴ（Discrete
　Fourier　Transform）ベースのプリコーディングにより生成され、ＯＣＣにより異なる
ＵＥを多重する。
【００９３】
　このように、本実施の形態に係るユーザ端末は、複数セルの再送応答信号（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ）フィードバック用の物理上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フォーマットを用いて
、ＣｏＭＰを適用する複数セルのＣＳＩをフィードバックする。また、ユーザ端末は、所
定のサブフレームにおいて、再送応答信号を送らずに複数セルのＣＳＩをフィードバック
することができる。また、複数セルのＣＳＩと再送応答信号をフィードバックする際に、
複数セルのＣＳＩと再送応答信号を別々にチャネル符号化した後、複数セルのＣＳＩビッ
トと再送応答信号ビットを多重してＰＵＣＣＨに配置することができる。また、複数セル
のＣＳＩと再送応答信号をフィードバックする際に、複数セルのＣＳＩと再送応答信号を
多重した後に、多重した複数セルのＣＳＩと再送応答信号をチャネル符号化（ジョイント
符号化）してＰＵＣＣＨに配置することができる。なお、複数セルのチャネル状態情報は
適宜組み合わせすることができ、例えば、上記形態で示した組み合わせ等を利用すること
もできる。
【００９４】
　このように、複数セルのＡＣＫ／ＮＡＣＫのフィードバック用に適用される既存のＰＵ
ＣＣＨフォーマット３を用いて、ＣｏＭＰを適用する複数セルのチャネル状態情報をフィ
ードバックすることにより、無線基地局装置が全てのＣｏＭＰセルのＣＳＩを取得するま
での期間を短縮することができる。これにより、無線基地局装置におけるＣＳＩの再計算
（ＣＳＩアップデート）の遅延を抑制し、ＣＳＩの更新値の精度を向上することが可能と
なる。
【００９５】
（第３の形態）
　本実施の形態では、ユーザ端末がＣｏＭＰを適用する複数セルのＣＳＩをフィードバッ
クする無線基地局装置を制御する場合について説明する。上記形態においては、ユーザ端
末が、ＣｏＭＰを適用する複数のセルのうち所定セル（サービングセル）の無線基地局装
置に各セルのＣＳＩをフィードバックする場合を示した（図１２Ａ参照）。しかし、本発
明はこれに限られず、以下に示す態様を適用することができる。
【００９６】
　図１２Ｂに示すように、ユーザ端末は各セルのＣＳＩをそれぞれ対応するセルの無線基
地局装置にフィードバックすることができる。具体的には、ユーザ端末がサービングセル
のＣＳＩについては、サービングセルにフィードバックし、その他のセル（協調セル）の
ＣＳＩについては、それぞれ対応する協調セルにフィードバックする。
【００９７】
　また、ユーザ端末は、上りリンクにおいて特性がよい（受信電力が高い）セルに対して
、各セルのＣＳＩをまとめてフィードバックしてもよい。例えば、２セルでＣｏＭＰを適
用する場合、サービングセルと協調セルのうち、上りリンク特性が高い方のセルに対して
各セルのＣＳＩをフィードバックする。この場合、図１２Ｃに示すように、各セルのＣＳ



(18) JP 2013-201547 A 2013.10.3

10

20

30

40

50

Ｉをフィードバックするセルを動的に切り替えて行うことも可能である。各セルのＣＳＩ
のフィードバック方法は、上記第１の形態、第２の形態で示した方法を適宜適用すること
ができる。
【００９８】
（無線通信システムの構成）
　以下に、本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図１３は、本
実施の形態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１３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を一単位とす
る複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。
また、この無線通信システムは、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良く、４Ｇと呼
ばれても良い。
【００９９】
　図１３に示すように、無線通信システム１は、無線基地局装置２０Ａ，２０Ｂと、この
無線基地局装置２０Ａ，２０Ｂと通信する複数の第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂ
とを含んで構成されている。無線基地局装置２０Ａ，２０Ｂ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。また、無線基地局装置
２０Ａ，２０Ｂは、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。第１、第２のユ
ーザ端末１０Ａ，１０Ｂは、セルＣ１，Ｃ２において無線基地局装置２０Ａ，２０Ｂ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（Ｍ
ＭＥ）などが含まれるが、これに限定されない。なお、セル間では、必要に応じて、複数
の基地局によりＣｏＭＰ送信の制御が行われる。
【０１００】
　第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂ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第１、第２のユーザ端末として説明を進める。ま
た、説明の便宜上、無線基地局装置２０Ａ，２０Ｂと無線通信するのは第１、第２のユー
ザ端末１０Ａ，１０Ｂ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）でよい。
【０１０１】
　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。
【０１０２】
　下りリンクの通信チャネルは、第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂで共有される下
りデータチャネルとしてのＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　Shared　Channel）と、下
りＬ１／Ｌ２制御チャネル（ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ）とを有する。ＰＤ
ＳＣＨにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。ＰＤＣＣＨ（Physical　Down
link　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ＯＦＤＭシンボル数が伝送される。ＰＨＩＣＨ（Physical　Hy
brid-ARQ　Indicator　Channel）により、ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱのＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋが伝送される。
【０１０３】
　上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしての



(19) JP 2013-201547 A 2013.10.3

10

20

30

40

50

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、送信データや上位制御情報が伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、下りリンクの受
信品質情報（ＣＱＩ）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫなどが伝送される。
【０１０４】
　図１４を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成について説明す
る。なお、無線基地局装置２０Ａ，２０Ｂは、同様な構成であるため、無線基地局装置２
０として説明する。また、後述する第１、第２のユーザ端末１０Ａ，１０Ｂも、同様な構
成であるため、ユーザ端末１０として説明する。
【０１０５】
　無線基地局装置２０は、送受信アンテナ２０１と、アンプ部２０２と、送受信部（通知
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。下りリンクにより無線基地局装置２０からユーザ端末に送
信される送信データは、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。
【０１０６】
　ベースバンド信号処理部２０４において、下りデータチャネルの信号は、ＰＤＣＰレイ
ヤの処理、送信データの分割・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）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。
【０１０７】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、同一セルに接続するユ
ーザ端末１０に対して、各ユーザ端末１０が無線基地局装置２０との無線通信するための
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や、ＰＲＡＣＨ（Physical　Random　Access　Channe
l）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）などが含まれる。
【０１０８】
　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
無線周波数帯に変換する。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へ出力する。なお、送受信部２０３は、複数セル間の位相差等の情
報及びＰＭＩを含む上りリンク信号を受信する受信手段、及び送信信号を協調マルチポイ
ント送信する送信手段を構成する。また、送受信部２０３は、無線基地局装置がユーザ端
末に対してセル間ＣＳＩ候補値を通知する際の通知部としても機能する。
【０１０９】
　一方、上りリンクによりユーザ端末１０から無線基地局装置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、ベースバンド信号処
理部２０４に入力される。
【０１１０】
　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
送信データに対して、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。
【０１１１】
　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局装置２０の状
態管理や、無線リソースの管理を行う。
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【０１１２】
　図１５は、図１４に示す無線基地局装置におけるベースバンド信号処理部の構成を示す
ブロック図である。ベースバンド信号処理部２０４は、レイヤ１処理部２０４１と、ＭＡ
Ｃ処理部２０４２と、ＲＬＣ処理部２０４３と、ＣＳＩ更新部２０４４と、ＣＳＩ取得部
２０４５と、報告モード決定部２０４６と、から主に構成されている。
【０１１３】
　レイヤ１処理部２０４１は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ１処理部２０
４１は、例えば、上りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変
換（ＤＦＴ：Discrete　Fourier　Transform）、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変
換（ＩＦＦＴ：Inverse　Fast　Fourier　Transform）、データ復調などの処理を行う。
また、レイヤ１処理部２０４１は、下りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化
、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）などの処理を行う。
【０１１４】
　ＭＡＣ処理部２０４２は、上りリンクで受信した信号に対するＭＡＣレイヤでの再送制
御、上りリンク／下りリンクに対するスケジューリング、ＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨの伝送
フォーマットの選択、ＰＵＳＣＨ／ＰＤＳＣＨのリソースブロックの選択などの処理を行
う。
【０１１５】
　ＲＬＣ処理部２０４３は、上りリンクで受信したパケット／下りリンクで送信するパケ
ットに対して、パケットの分割、パケットの結合、ＲＬＣレイヤでの再送制御などを行う
。
【０１１６】
　ＣＳＩ取得部２０４５は、ユーザ端末からＰＵＣＣＨを用いてフィードバックされた各
セルのＣＳＩ（例えば、ＣＱＩ）を取得する。ユーザ端末からフィードバックされるＣＳ
Ｉは、ＰＵＣＣＨ報告モードに応じて内容が異なっている。上記第１の形態の場合には、
図７～１０のように、１サブフレーム内に複数セルのチャネル状態情報（ＷＢ　ＣＱＩ、
ＷＢ　ＰＭＩ、ＳＢ　ＣＱＩ又はＷＢ　ＲＩ）が組み合わされた内容となっている。例え
ば、上記図７Ｂ（拡張Ｍｏｄｅ１－０）の場合には、１サブフレームのＰＵＣＣＨを受信
することにより、各ＣｏＭＰセルのＷＢ　ＣＱＩを取得することができる。
【０１１７】
　ＣＳＩ更新部２０４４は、ＣＳＩ取得部２０４５が取得した各セルにおけるＣＳＩに基
づいて、ＣＳＩ（例えば、ＣＱＩ）を再計算して更新する。第１の形態を適用する場合、
各セルのＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩ等を１サブフレーム内に組み合わせてフィードバッ
クするため、ＣＳＩ更新部２０４４は各セルの最新のＣＳＩに基づいてＣＳＩの更新を行
うことができる。
【０１１８】
　報告モード決定部２０４６は、ユーザ端末がＰＵＣＣＨを用いてフィードバックするチ
ャネル状態情報を選択するための報告モードを決定する。報告モード決定部２０４６は、
ＣＳＩ取得部２０４５が取得するチャネル状態情報、又はＣＳＩ更新部２０４４で算出さ
れたＣＳＩ更新値等に基づいて、報告モードを決定することができる。上記第１の形態の
場合には、拡張Ｍｏｄｅ１－０、拡張Ｍｏｄｅ１－１、拡張Ｍｏｄｅ２－０又は拡張Ｍｏ
ｄｅ２－１の中から決定する。もちろん、報告モードはこれに限られない。報告モード決
定部２０４６で決定された報告モードは、送受信部２０３を介して上位レイヤシグナリン
グ等によりユーザ端末に通知される。
【０１１９】
　次に、図１６を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末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。ユーザ端末１０は、送受信アンテナ１０１と、アンプ部１０２と、送受
信部（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。
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【０１２０】
　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
アンプ部１０２で増幅され、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
の送信データは、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。
【０１２１】
　一方、上りリンクの送信データは、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、マッピング処理、
再送制御（ＨＡＲＱ）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１０３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する。その後、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より送信する。なお、送受信部１０３は、位相差の情報
、接続セルの情報、選択されたＰＭＩなどを複数セルの無線基地局装置ｅＮＢに送信する
送信手段、及び下りリンク信号を受信する受信手段を構成する。
【０１２２】
　図１７は、図１６に示すユーザ端末におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロ
ック図である。ベースバンド信号処理部１０４は、レイヤ１処理部１０４１と、ＭＡＣ処
理部１０４２と、ＲＬＣ処理部１０４３と、フィードバック情報生成部１０４４と、ＣＳ
Ｉ決定部１０４５と、から主に構成されている。
【０１２３】
　レイヤ１処理部１０４１は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ１処理部１０
４１は、例えば、下りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変
換（ＤＦＴ）、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）、データ復調など
の処理を行う。また、レイヤ１処理部１０４１は、上りリンクで送信する信号に対して、
チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）など
の処理を行う。
【０１２４】
　ＭＡＣ処理部１０４２は、下りリンクで受信した信号に対するＭＡＣレイヤでの再送制
御（ＨＡＲＱ）、下りスケジューリング情報の解析（ＰＤＳＣＨの伝送フォーマットの特
定、ＰＤＳＣＨのリソースブロックの特定）などを行う。また、ＭＡＣ処理部１０４２は
、上りリンクで送信する信号に対するＭＡＣ再送制御、上りスケジューリング情報の解析
（ＰＵＳＣＨの伝送フォーマットの特定、ＰＵＳＣＨのリソースブロックの特定）などの
処理を行う。
【０１２５】
　ＲＬＣ処理部１０４３は、下りリンクで受信したパケット／上りリンクで送信するパケ
ットに対して、パケットの分割、パケットの結合、ＲＬＣレイヤでの再送制御などを行う
。
【０１２６】
　ＣＳＩ決定部１０４５は、複数セル毎のチャネル状態情報（ＷＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＰＭ
Ｉ、ＳＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＲＩ等）を決定する。例えば、ＣＳＩ決定部１０４５は、セル
の希望信号、干渉信号、ＣｏＭＰセット以外のセルの干渉、熱雑音からＷＢ　ＣＱＩ、Ｓ
Ｂ　ＣＱＩを算出する。ＣＳＩ決定部１０４５で決定された各セルのＣＳＩは、フィード
バック情報生成部１０４４に出力される。
【０１２７】
　フィードバック情報生成部１０４４は、フィードバック情報（ＣＳＩ等）を生成する。
ＣＳＩとしては、セル毎のＷＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＰＭＩ、ＳＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＲＩ、位
相差情報等が挙げられる。また、フィードバック情報生成部１０４４は、無線基地局装置
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の報告モード決定部２０４６で決定されて通知された報告モードに基づいて、フィードバ
ック情報を生成する。
【０１２８】
　また、フィードバック情報生成部１０４４は、ユーザ端末がデータ信号を適切に受信出
来たか否かを示す再送制御信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）もフィードバック情報として生成す
る。これらのフィードバック情報生成部１０４４で生成された信号は、ＰＵＣＣＨを用い
て無線基地局装置にフィードバックされる。
【０１２９】
　上記第１の形態の場合には、フィードバック情報生成部１０４４は、複数セルのチャネ
ル状態情報の少なくとも一部が組み合わされて同一サブフレームで送信されるようにフィ
ードバック情報を生成する。
【０１３０】
　また、フィードバック情報生成部１０４４は、ＷＢ　ＣＱＩを報告するモード（拡張Ｍ
ｏｄｅ１－０）において、１サブフレームのＰＵＣＣＨに、複数セルのＷＢ　ＣＱＩが組
み合わされて配置されるフィードバック情報を生成する。また、ＷＢ　ＣＱＩ及びＷＢ　
ＰＭＩを報告するモード（拡張Ｍｏｄｅ１－１）において、１サブフレームのＰＵＣＣＨ
に、複数セルのＷＢ　ＣＱＩ及び／又は複数セルのＷＢ　ＰＭＩが組み合わされて配置さ
れるフィードバック情報を生成する。また、ＳＢ　ＣＱＩ値が最大となる１個のＳＢ　Ｃ
ＱＩ及びＷＢ　ＣＱＩを少なくとも報告するモード（拡張Ｍｏｄｅ２－０、２－１）にお
いて、１サブフレームのＰＵＣＣＨに、複数セルのＷＢ　ＣＱＩ又は複数セルのＳＢ　Ｃ
ＱＩが組み合わされて配置されるフィードバック情報を生成する。
【０１３１】
　また、ユーザ端末からフィードバックされるＣＳＩ（ＷＢ　ＣＱＩ、ＳＢ　ＣＱＩ等）
の粒度（精度）は、１サブフレームのＰＵＣＣＨに配置される情報の種類や組み合わせ等
を考慮して制御される。例えば、１サブフレームのＰＵＣＣＨに複数セルのＣＱＩを配置
する場合には、各セルのＣＱＩをサブサンプリングにより圧縮してＰＵＣＣＨリソースに
割当てる。
【０１３２】
　上記第２の形態の場合には、フィードバック情報生成部１０４４は、フィードバックす
る情報に応じて、拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ａ～３ｃを適用する。例えば、フィード
バック情報生成部１０４４は、再送応答信号を送らずに複数セルにおけるＣＳＩをフィー
ドバックする場合には、上記拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ａを適用する。また、フィー
ドバック情報生成部１０４４は、複数セルのＣＳＩと再送応答信号をフィードバックする
際には、上記拡張ＰＵＣＣＨフォーマット３ｂ又は３ｃを適用する。
【０１３３】
　上記構成を有する無線通信システムにおいては、ユーザ端末のＣＳＩ決定部１０４５に
おいて、各セルのＣＳＩ（ＷＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＰＭＩ、ＳＢ　ＣＱＩ、ＷＢ　ＲＩ等）
が算出される。そして、決定されたＣＳＩがフィードバック情報生成部１０４４に出力さ
れる。フィードバック情報生成部１０４４は、複数セルのチャネル状態情報の少なくとも
一部が組み合わされて同一サブフレームで送信されるようにフィードバック情報を生成す
る。この際、フィードバック情報生成部１０４４は、無線基地局装置の報告モード決定部
２０４６で決定されて通知される報告モードに基づいてフィードバックするＣＳＩを選択
する。そして、フィードバック情報生成部１０４４は、各セルのＣＳＩを無線基地局装置
にフィードバックする。
【０１３４】
　無線基地局装置においては、ユーザ端末からフィードバックされた複数セルのＣＳＩを
用いて、ＣＳＩのアップデートを行う。また、無線基地局装置の報告モード決定部２０４
６は、フィードバックされたＣＳＩ又はＣＳＩの更新値に基づいて、報告モードを決定し
てユーザ端末に通知する。このように本実施の形態に係る無線通信方法によれば、ＣｏＭ
Ｐ送信適用時において、各セルのＣＳＩを無線基地局装置に素早くフィードバックするこ
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とができるため、ＣＱＩの更新値の精度を向上することができる。
【０１３５】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１３６】
　１　無線通信システム
　１０　ユーザ端末
　２０　無線基地局装置
　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（受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部
　１０５　アプリケーション部
　２０１　送受信アンテナ
　２０２　アンプ部
　２０３　送受信部（通知部）
　２０４　ベースバンド信号処理部
　２０５　呼処理部
　２０６　伝送路インターフェース
　１０４１，２０４１　レイヤ１処理部
　１０４２，２０４２　ＭＡＣ処理部
　１０４３，２０４３　ＲＬＣ処理部
　１０４４　フィードバック情報生成部
　１０４５　ＣＳＩ決定部
　２０４４　ＣＳＩ更新部
　２０４５　ＣＳＩ取得部
　２０４６　報告モード決定部
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