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(57)【要約】
【課題】端末が測定参照信号を送信する方法及び装置を
提供すること。
【解決手段】端末は、第１のアンテナを介して第１の測
定参照信号を送信し、第２のアンテナを介して第２の測
定参照信号を送信する。第１の測定参照信号及び第２の
測定参照信号を送信するリソースは、一部が異なる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末が測定参照信号を送信する方法であって、
　第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信する段階と、
　第２のアンテナを介して第２の測定参照信号を送信する段階とを有し、
　前記第１の測定参照信号及び前記第２の測定参照信号が送信されるリソースは、一部が
異なる、方法。
【請求項２】
　前記第１の測定参照信号及び前記第２の測定参照信号が送信されるリソースのうち、シ
ーケンスリソース、時間リソース、及び周波数リソースのうち少なくとも一つが異なる請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の測定参照信号及び前記第２の測定参照信号に、別個の循環シフトが適用され
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の測定参照信号及び前記第２の測定参照信号に、別個の送信コムが適用される
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の測定参照信号及び前記第２の測定参照信号は、前記第１の測定参照信号及び
前記第２の測定参照信号の送信のために割り当てられた周波数領域内に、別個の開始点を
有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　端末が測定参照信号を送信する方法であって、
　第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信する段階と、
　第２のアンテナを介して第２の測定参照信号を送信する段階とを有し、
　前記第１のアンテナ及び前記第２のアンテナは、前記第１の測定参照信号及び前記第２
の測定参照信号に適用される特定のパラメータによって識別される、方法。
【請求項７】
　前記特定のパラメータは、測定参照信号に適用される循環シフト値、該測定参照信号が
送信される時間、及び該測定参照信号が送信される周波数のうち少なくとも一つである、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信システムにおける基地局のアップリンクチャネル状態を測定する方法であって
、
　測定参照信号の送信のための特定のパラメータを端末に送信する段階と、
　前記端末の複数のアンテナから前記特定のパラメータに基づいて送信された複数の測定
参照信号を受信する段階と、
　前記複数の測定参照信号を用いてアップリンクチャネル状態を測定する段階とを有し、
　前記特定のパラメータによって前記複数のアンテナが識別される、方法。
【請求項９】
　前記特定のパラメータは、測定参照信号に適用される循環シフト値、測定参照信号が送
信される時間、及び測定参照信号が送信される周波数のうち少なくとも一つである、請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　無線信号を送受信する送受信部と、
　前記送受信部に接続されるプロセッサとを備え、
　前記プロセッサは、第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信し、第２のアン
テナを介して第２の測定参照信号を送信するように構成され、前記第１の測定参照信号及
び前記第２の測定参照信号が送信されるリソースの一部が異なる、端末。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおける測定参照信号の
送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次世代無線通信システムは、制限された無線リソースを用いて高品質のマルチメディア
データが高速に送信可能でなければならない。帯域幅が制限された無線チャネルでこれを
可能にするためには、周波数効率を極大化すると共に、高速送信時に発生するシンボル間
干渉及び周波数選択的フェージングを克服しなければならない。
【０００３】
　一般に、無線通信システムは、可用な無線リソースを共有し、多重ユーザとの通信をサ
ポートすることができる多元接続システムである。無線リソースの例には、時間、周波数
、符号／シーケンス、及び送信電力などがある。多元接続システムの例には、時分割多元
接続（ＴＤＭＡ）システム、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、周波数分割多元接
続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、単一搬送波
周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、及び多搬送波周波数分割多元接続（Ｍ
Ｃ－ＦＤＭＡ）システムなどがある。ＴＤＭＡシステムでは時間、ＦＤＭＡシステムでは
周波数、ＣＤＭＡシステムでは符号、ＯＦＤＭＡシステムでは副搬送波及び時間が無線リ
ソースである。
【０００４】
　ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡとほぼ同じ複雑度を有する一方、単一搬送波特性のため
ピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）が低い。ＰＡＰＲが低いことは送信電力効率の面で端末
に有利であるため、ＳＣ－ＦＤＭＡは、第３世代パートナシッププログラム（３ＧＰＰ）
ＴＳ ３６.２１１ Ｖ８.２.０(２００８－０３)“Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ(Ｅ－ＵＴＲＡ)；
Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｈａｎｎｅｌｓ ａｎｄ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ(Ｒｅｌｅａｓｅ８)
”の５節に開示されているように、３ＧＰＰ長期進化システム（ＬＴＥ）においてアップ
リンク送信に採択されている。
【０００５】
　無線通信システムの性能を向上させるために、基地局と端末との間のチャネル状態を用
いる閉ループ送信方式が導入されている。適応変調符号化（ＡＭＣ）方式は、帰還される
チャネル状態情報を用いて基地局で変調符号化方式（ＭＣＳ）を調整してリンク性能を増
加させる技術である。
【０００６】
　端末がチャネル品質指示子（ＣＱＩ）等のようによく知られた制御信号を基地局に通知
することによって、基地局はダウンリンクチャネル状態を知ることができる。基地局は各
端末からダウンリンクチャネル状態を受信して周波数選択的スケジューリングを実行する
ことができる。しかしながら、アップリンクにおいても周波数選択的スケジューリングを
実行するためには、基地局がアップリンクチャネル状態を知る必要がある。
【０００７】
　アップリンクチャネル状態は、参照信号を用いて測定する。参照信号は、基地局及び端
末双方に知られた信号であり、パイロットとも呼ばれる。参照信号には、復調参照信号及
び測定(ｓｏｕｎｄｉｎｇ)参照信号（ＳＲＳ）の二つの種類がある。復調参照信号はデー
タ復調のためのチャネル推定に使われ、測定参照信号はアップリンクスケジューリングに
使われる。端末が基地局に測定参照信号を送信するとき、基地局は受信した測定参照信号
を用いてアップリンクチャネルを推定する。推定されたアップリンクチャネルはアップリ
ンクスケジューリングに用いられる。
【０００８】
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　一方、多重アンテナシステムは複数の送受信アンテナを使用する通信システムである。
多重アンテナシステムは、送受信アンテナの数を増加させることによって周波数帯域幅を
追加することなしにチャネル容量を線形的に増加させることができる。多重アンテナシス
テムを用いて通信する場合、既存の単一アンテナを用いて通信する方法をそのまま適用す
ると、効率が落ちる。したがって、端末が多重アンテナを用いて測定参照信号を送信しよ
うとする場合に用いる方法が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、無線通信システムにおける端末が多重アンテ
ナを介して測定参照信号を送信する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様において、端末による測定参照信号の送信方法が提供される。上記測定参照信号
の送信方法は、第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信する段階、及び第２の
アンテナを介して第２の測定参照信号を送信する段階を含み、上記第１の測定参照信号及
び上記第２の測定参照信号の送信されるリソースの一部が異なる。上記第１の測定参照信
号及び上記第２の測定参照信号の送信されるリソースは、シーケンスリソース、時間リソ
ース、及び周波数リソースのうち少なくとも一つが異なる。上記第１の測定参照信号及び
上記第２の測定参照信号に異なる循環シフトが適用される。上記第１の測定参照信号及び
上記第２の測定参照信号に異なる送信コム（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｃｏｍｂ）が適
用される。上記第１の測定参照信号及び上記第２の測定参照信号の送信のために割り当て
られる周波数領域の開始点が異なる。
【００１１】
　他の態様において、端末による測定参照信号の送信方法が提供される。上記測定参照信
号の送信方法は、第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信する段階、及び第２
のアンテナを介して第２の測定参照信号を送信する段階を含み、上記第１のアンテナ及び
上記第２のアンテナは、上記第１の測定参照信号及び上記第２の測定参照信号に適用され
る特定のパラメータによって識別される。上記特定のパラメータは、測定参照信号に適用
される循環シフト値、測定参照信号が送信される時間、及び測定参照信号が送信される周
波数のうち少なくとも一つである。
【００１２】
　他の態様において、無線通信システムにおける基地局のアップリンクチャネル状態の測
定方法が提供される。上記アップリンクチャネル状態の測定方法は、測定参照信号の送信
のための特定のパラメータを端末に送信する段階、上記端末の複数のアンテナから上記特
定のパラメータに基づいて送信された複数の測定参照信号を受信する段階、及び上記複数
の測定参照信号を用いてアップリンクチャネル状態を測定する段階を含み、上記特定のパ
ラメータによって上記複数のアンテナが識別される。上記特定のパラメータは、測定参照
信号に適用される循環シフト値、測定参照信号が送信される時間、及び測定参照信号が送
信される周波数のうち少なくとも一つである。
【００１３】
　他の態様において、無線通信システムにおける端末が提供される。上記端末は、無線信
号を送受信する送受信部及び上記送受信部に接続されるプロセッサを含み、上記プロセッ
サは、第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信し、第２のアンテナを介して第
２の測定参照信号を送信し、上記第１の測定参照信号及び上記第２の測定参照信号の送信
されるリソースの一部が異なるように設定される。
【発明の効果】
【００１４】
　端末が多重アンテナを介して測定参照信号を送信することができる。これによって、無
線リソースを効率的に用いることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】無線通信システムを示す図である。
【図２】一般的な多重アンテナシステムの構成図である。
【図３】３ＧＰＰ ＬＴＥにおける無線フレームの構造を示す図である。
【図４】３ＧＰＰ ＬＴＥにおける一つのアップリンクスロットに対するリソースグリッ
ドを示す例示図である。
【図５】３ＧＰＰ ＬＴＥにおけるアップリンクサブフレームの構造の例を示す図である
。
【図６】測定参照信号が送信されるサブフレームの例を示す図である。
【図７】本発明の一実施例によって端末が多重アンテナを介してＳＲＳを送信する方法を
示すフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施例によって端末が多重アンテナを介してＳＲＳを送信する方法
を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施例によって複数のアンテナを介してＳＲＳを送信する方法を示す
図である。
【図１０】本発明の他の実施例によって複数のアンテナを介してＳＲＳを送信する方法を
示す図である。
【図１１】本発明の他の実施例によって複数のアンテナを介してＳＲＳを送信する方法を
示す図である。
【図１２】本発明の一実施例によってＳＲＳシーケンスを周波数リソースにマッピングす
る方法を示す図である。
【図１３】本発明の実施例に係る無線通信のための装置を示すブロック図である。
【図１４】基地局及び端末の例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、及びＳＣ－ＦＤＭＡなど
のような多様な無線通信システムに用いることができる。ＣＤＭＡは、はん用地上無線接
続（ＵＴＲＡ）又はＣＤＭＡ２０００のような無線技術で具現することができる。ＴＤＭ
Ａは、世界移動体通信システム（ＧＳＭ）／一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）／Ｇ
ＳＭ進化のための強化データ速度（ＥＤＧＥ）のような無線技術で具現することができる
。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ８０２.１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２.１６（ＷｉＭＡ
Ｘ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、進化ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）などのような無線技術で具
現することができる。ＩＥＥＥ８０２.１６ｍは、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅの進化形であり
、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅに基づいたシステムとの後方互換性を提供する。ＵＴＲＡは、
はん用移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、Ｅ－ＵＴＲ
Ａを使用する進化ＵＭＴＳ（Ｅ－ＵＭＴＳ）の一部であり、ダウンリンクでＯＦＤＭＡを
採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。高度ＬＴＥ（ＬＴＥ－Ａ）は３ＧＰ
Ｐ ＬＴＥの進化形である。
【００１７】
　説明を明確にするために、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを中心に記述するが、本発明の技術的思
想がこれに制限されるものではない。
【００１８】
　図１は、無線通信システムを示す。
【００１９】
　無線通信システム１０は少なくとも一つの基地局（ＢＳ）１１を含む。各基地局１１は
特定の地理的領域（一般にセルという）１５ａ、１５ｂ、１５ｃに対して通信サービスを
提供する。また、セルは複数の領域（セクタという）に分けられる。端末（ＵＥ）１２は
、固定されていてもよいし、移動するものであってもよく、移動機（ＭＳ）、移動端末（
ＭＴ）、利用者端末（ＵＴ）、加入者局（ＳＳ）、無線機器、ＰＤＡ、無線モデム、携帯
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定局を意味し、進化ノードＢ（ｅＮＢ）、基地局システム（ＢＴＳ）、アクセスポイント
等、他の用語で呼ばれることもある。
【００２０】
　端末は一つのセルに属し、端末が属するセルをサービス提供（ｓｅｒｖｉｎｇ）セルと
呼ぶ。サービス提供セルに対して通信サービスを提供する基地局をサービス提供基地局と
呼ぶ。無線通信システムは、セルラシステムであるため、サービス提供セルに隣接する他
のセルが存在する。サービス提供セルに隣接する他のセルを隣接セルと呼ぶ。隣接セルに
対して通信サービスを提供する基地局を隣接基地局と呼ぶ。サービス提供セル及び隣接セ
ルは端末を基準に相対的に決定される。
【００２１】
　この技術はダウンリンク又はアップリンクに用いることができる。一般的に、ダウンリ
ンクは基地局１１から端末１２への通信を意味し、アップリンクは端末１２から基地局１
１への通信を意味する。ダウンリンクで、送信器は基地局１１の一部分であり、受信器は
端末１２の一部分である。アップリンクで、送信器は端末１２の一部分であり、受信器は
基地局１１の一部分である。
【００２２】
　図２は、一般的な多重アンテナシステムの構成図である。
【００２３】
　図２を参照すると、送信アンテナの数はＮT個であり、受信アンテナの数はＮR個である
。アンテナ数に比例して理論的なチャネル送信容量が増加する。したがって、データ転送
速度を向上させ、且つ周波数効率を画期的に向上させることができる。チャネル送信容量
が増加することによって、データ転送速度は、理論的に単一アンテナ利用時の最大データ
転送速度（Ｒo）にレート増加率（Ｒi）を乗じた分だけ増加させることができる。レート
増加率（Ｒi）は次の通りである。
【００２４】
　（式１）
【数１】

【００２５】
　例えば、４個の送信アンテナ及び４個の受信アンテナを用いるＭＩＭＯ通信システムで
は、単一アンテナシステムに比べて理論上４倍のデータ転送速度を得ることができる。
【００２６】
　多重アンテナシステムにおける通信方法を数学的モデルを用い、より具体的に説明する
。上記システムにはＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナが存在すると仮定する。
【００２７】
　送信ベクトルをみると、ＮT個の送信アンテナがある場合、送信可能な最大シンボルは
ＮT個である。送信ベクトルは、次のように表現することができる。
【００２８】
　（式２）
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【数２】

　なお、以降の文中において添字ＮＴ（ＮＲ）はＮＴ（ＮＲ）と記す。
【００２９】
　各々の送信シンボルＳ１，Ｓ２，…，ＳＮＴは送信電力が異なることがある。ここで、
上付き文字Ｔは転置演算子を示す。転置演算によって、行ベクトルは列ベクトルに転換さ
れ、列ベクトルは行ベクトルに転換される。各々の送信電力をＰ１，Ｐ２，…，ＰＮＴと
すると、送信電力が調整された送信ベクトルは、次のように表現することができる。
【００３０】
　（式３）
【数３】

【数４】

【００３１】
　また、ｈａｔ－Ｓは送信電力の対角行列Ｐを用い、次のように表現することができる。
【００３２】
　（式４）
【数５】

【００３３】
　送信電力が調整された送信ベクトルｈａｔ－Ｓに加重値行列Ｗが適用され、実際送信さ
れるＮT個の送信信号ｘ１，ｘ２，…，ＸＮＴが構成される場合を仮定する。加重値行列
Ｗは、送信シンボルを伝送チャネル状況などによって各アンテナに適切に分配する役割を
する。ｘ１，ｘ２，…，ＸＮＴは送信信号ベクトルＸを用い、次のように表現することが
できる。
【００３４】
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　（式５）
【数６】

【００３５】
　ここで、Ｗｉｊはｉ番目の送信アンテナとｊ番目のシンボルとの間の加重値を意味する
。Ｗはプリコーディング行列とも呼ばれる。
【００３６】
　受信信号は、ＮR個の受信アンテナがある場合、各アンテナの受信信号ｙ１，ｙ２，…
，ＹＮＲはベクトルであり、次のように表現することができる。
【００３７】
　（式６）
【数７】

【００３８】
　図３は、３ＧＰＰ ＬＴＥにおける無線フレームの構造を示す。
【００３９】
　図３を参照すると、無線フレームは１０個のサブフレームで構成され、一つのサブフレ
ームは２個のスロットで構成される。無線フレーム内のスロットは０から１９までのスロ
ット番号が付けられる。一つのサブフレームの送信に掛かる時間を送信時間間隔（ＴＴＩ
）と呼ぶ。ＴＴＩはデータ送信のためのスケジューリング単位である。例えば、一つの無
線フレームの長さは１０ｍｓであり、一つのサブフレームの長さは１ｍｓであり、一つの
スロットの長さは０．５ｍｓである。
【００４０】
　無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数又はサ
ブフレームに含まれるスロットの数等は多様に変更してもよい。
【００４１】
　図４は、３ＧＰＰ ＬＴＥにおける一つのアップリンクスロットに対するリソースグリ
ッドを示す例示図である。
【００４２】
　図４を参照すると、アップリンクスロットは、時間領域で複数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ルを含み、周波数領域でＮULリソースブロック(ＲＢ)を含む。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは
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、一つのシンボル期間を表現するためのものであり、システムによってはＯＦＤＭＡシン
ボル又はシンボル期間と呼ばれることがある。リソースブロックは、リソース割当単位で
あり、周波数領域で複数の副搬送波を含む。アップリンクスロットに含まれるリソースブ
ロックの数ＮULは、セルで設定されるアップリンク送信帯域幅に依存する。３ＧＰＰ Ｌ
ＴＥにおけるＮULは、６０ないし１１０のいずれか一つの値である。
【００４３】
　リソースグリッド上の各要素をリソース要素と呼ぶ。リソースグリッド上のリソース要
素はスロット内のインデクス対(ｋ,ｌ)によって識別することができる。ここで、ｋ(ｋ＝
０,...,ＮUL×１２－１)は周波数領域内の副搬送波インデクスであり、ｌ(ｌ＝０,...,６
)は時間領域内のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルインデクスである。
【００４４】
　ここで、一つのリソースブロックは、時間領域では７ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル、周波数
領域では１２副搬送波で構成される７×１２リソース要素を含むことを例示的に記述する
が、リソースブロック内の副搬送波の数及びＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数はこれに制限さ
れるものではない。リソースブロックが含むＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数又は副搬送波の
数は多様に変更してもよい。ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数は循環プレフィクス（以下、Ｃ
Ｐという）の長さによって変更されることができる。例えば、正規（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰ
の場合、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数は７であり、拡張ＣＰの場合、ＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルの数は６である。
【００４５】
　図４の３ＧＰＰ ＬＴＥにおける一つのアップリンクスロットに対するリソースグリッ
ドはダウンリンクスロットに対するリソースグリッドにも適用することができる。ただし
、ダウンリンクスロットは時間領域に複数のＯＦＤＭシンボルを含む。
【００４６】
　図５は、３ＧＰＰ ＬＴＥにおけるアップリンクサブフレームの構造の例を示す。
【００４７】
　図５を参照すると、アップリンクサブフレームは、アップリンク制御信号を搬送する物
理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）が割り当てられる制御領域と、ユーザデータ
を搬送する物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）が割り当てられるデータ領域と
に分けられる。ＳＣ－ＦＤＭＡで単一搬送波特性を維持するために、一つの端末に周波数
領域に連続的なリソースブロックを割り当てる。
【００４８】
　一つの端末に対するＰＵＣＣＨはサブフレームにおいて、リソースブロック対で割り当
てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは第１のスロット及び第２のス
ロット各々で異なる副搬送波を占める。これを、ＰＵＣＣＨに割り当てられるリソースブ
ロック対がスロット境界において周波数ホップするという。ｍはサブフレーム内でＰＵＣ
ＣＨに割り当てられたリソースブロックの周波数領域位置を示す位置インデクスである。
【００４９】
　ＰＵＳＣＨは、転送チャネルであるアップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）にマッ
ピングされる。ＰＵＣＣＨ上で送信されるアップリンク制御信号には、ハイブリッド自動
再送要求（ＨＡＲＱ）の肯定応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＣＫ）信号、ダウンリンク
チャネル状態を示すＣＱＩ、及びアップリンク無線リソース割当要求であるスケジュール
要求（ＳＲ）などがある。ＰＵＣＣＨは多重フォーマットをサポートすることができる。
すなわち、変調方式別に異なるサブフレーム当たりビット数を有するアップリンク制御信
号を送信することができる。例えば、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）を使用する場合、１ビ
ットのアップリンク制御情報をＰＵＣＣＨ上で送信することができ、直交位相偏移変調（
ＱＰＳＫ）を使用する場合、２ビットのアップリンク制御情報をＰＵＣＣＨ上で送信する
ことができる。
【００５０】
　以下、測定参照信号（ＳＲＳ）の送信方法を説明する。測定参照信号は、アップリンク
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スケジューリングのために端末が基地局に送信する参照信号である。基地局は、受信され
た測定参照信号を介してアップリンクチャネルを推定し、推定されたアップリンクチャネ
ルをアップリンクスケジューリングに用いる。
【００５１】
　図６は、測定参照信号が送信されるサブフレームの例を示す。
【００５２】
　図６を参照すると、測定参照信号はサブフレーム内の１ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを介し
て送信される。以下、測定参照信号が送信される期間のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを測定シ
ンボルと呼ぶ。ここでは、サブフレームを構成する１４ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルのうち最
後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが測定シンボルであるが、これは例示に過ぎず、サブフレー
ム内の測定シンボルの位置や個数は多様に変更してもよい。
【００５３】
　測定参照信号は、制御領域では送信されず、データ領域で送信される。端末は、測定参
照信号をデータ領域の全周波数帯域（又は副搬送波）で送信してもよいし、又はデータ領
域の一部周波数帯域で送信してもよい。端末が測定参照信号を一部周波数帯域で送信する
場合、測定参照信号が送信されるサブフレーム毎に異なる周波数でホップして送信しても
よい。また、端末は、測定参照信号を偶数又は奇数インデクスの副搬送波だけを用いて送
信してもよい。端末は、周期的又は非周期的に測定参照信号を送信してもよい。
【００５４】
　測定参照信号は、基本シーケンスに特定循環シフト値が適用された形態で送信すること
ができる。基本シーケンスとしては、ＰＮシーケンス、ＺＣシーケンス、又はコンピュー
タを介して生成されるＣＡＺＡＣシーケンスを使用することができる。
【００５５】
　測定参照信号シーケンス（以下、ＳＲＳシーケンスという）ｒSRS(ｎ)は、次のように
示すことができる。
【００５６】
　（式７）
【数８】

【００５７】
　ここで、ｕはＰＵＣＣＨシーケンスグループ番号であり、ｖは基本シーケンス番号であ
る。測定参照信号の循環シフトであるαは、次のように示すことができる。
【００５８】
　（式８）

【数９】

【００５９】
　ここで、ｎcs

SRSは各端末のために上位階層によって設定され、ｎcs
SRS＝０,１,２,３,

４,５,６,７のうちいずれか一つである。
【００６０】
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　ＳＲＳシーケンスｒSRS(ｎ)は、振幅スケーリング係数βSRSと乗算されて電力ＰSRSで
送信され、ＳＲＳシーケンスはｒSRS(０)から始めてリソース要素(ｋ,ｌ)に次のようにマ
ッピングされる。
【００６１】
　（式９）
【数１０】

【００６２】
　ｋ0はＳＲＳの周波数領域の開始点であり、ＭRS

sc,bはＳＲＳシーケンスの長さであり
、次のように定義される。
【００６３】
　（式１０）

【数１１】

【００６４】
　ｍSRS,bは、各アップリンク帯域幅ＮUL

RBに対して次の表１ないし表４のように示すこ
とができる。ＣSRS∈｛０,１,２,３,４,５,６,７｝はセル特定パラメータであるＳＲＳ帯
域幅設定であり、ＢSRS∈｛０,１,２,３｝は端末特定パラメータであるＳＲＳ帯域幅であ
る。ＣSRS∈｛０,１,２,３,４,５,６,７｝及びＢSRS∈｛０,１,２,３｝は上位階層によっ
て与えられる。アップリンクパイロットタイムスロット（ＵｐＰＴＳ）において、端末特
定パラメータであるＳＲＳ帯域幅ｂ＝０の場合、ｍSRS,bは、次のように再設定すること
ができる。
【００６５】
　（式１１）
【数１２】

【００６６】
　ここで、ｃはＳＲＳ帯域幅設定であり、Ｃは各アップリンク帯域幅ＮUL

RBに対する表１
ないし表４のＳＲＳ帯域幅設定の集合である。ＮRAは、指定された（ａｄｄｒｅｓｓｅｄ
）ＵｐＰＴＳ内のフォーマット４の物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）の数で
ある。ｍmax

SRS,0の再設定は上位階層によって指示される。
【００６７】
　周波数領域の開始点ｋ0は次のように定義される。
【００６８】
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　（式１２）
【数１３】

【００６９】
　ここで、正常なアップリンクサブフレームに対するｋ０’は次のように定義される。
【００７０】
　（式１３）
【数１４】

【００７１】
　ＵｐＰＴＳに対するｋ０’は次のように定義される。
【００７２】
　（式１４）

【数１５】

【００７３】
　ここで、ｋTC∈｛０,１｝は端末に対して上位階層によって提供されるパラメータであ
る送信コム（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｍｂ）であり、ｎbは周波数位置インデク
スである。
【００７４】
　測定参照信号の周波数ホッピングは、上位階層によって提供されるパラメータであるＳ
ＲＳホッピング帯域幅ｂhop∈｛０,１,２,３｝によって設定される。測定参照信号の周波
数ホッピングが使われないように設定される場合（例えば、ｂhop≧ＢSRS）、周波数位置
インデクスｎbは次のように定義される。
【００７５】
　（式１５）

【数１６】
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【００７６】
　ここで、ｎRRCは周波数領域位置を示すパラメータであり、上位階層によって与えられ
る。測定参照信号の周波数ホッピングが使われるように設定される場合（例えば、ｂhop<
ＢSRS）、周波数位置インデクスｎbは次のように定義される。
【００７７】
　（式１６）
【数１７】

【００７８】
　ここで、Ｎbは各アップリンク帯域幅ＮUL

RBに対して表１ないし表４で与えられ、Ｆb(
ｎSRS)は次のように定義される。
【００７９】
　（式１７）
【数１８】

【００８０】
　表１ないし表４のＮb値に関係なしにＮbhop＝１であり、端末特定測定参照信号送信の
数をカウントするｎSRSは次のように定義される。
【００８１】
　（式１８）
【数１９】

【００８２】
　ここで、ＴSRSは端末のＳＲＳ送信周期であり、ＴoffsetはＳＲＳサブフレームオフセ
ットであり、Ｔoffset_maxはＳＲＳサブフレームオフセットの特定の設定に対するＴoffs

etの最大値である。
【００８３】
　特定サブフレームでないすべてのサブフレームにおいて、測定参照信号はサブフレーム
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【００８４】
　表１は６≦ＮUL

RB≦４０におけるｍSRS,b、Ｎb(ｂ＝０,１,２,３)であり、表２は４０
≦ＮUL

RB≦６０におけるｍSRS,b、Ｎb(ｂ＝０,１,２,３)であり、表３は６０≦ＮUL
RB≦

８０におけるｍSRS,b、Ｎb(ｂ＝０,１,２,３)であり、表４は８０≦ＮUL
RB≦１１０にお

けるｍSRS,b、Ｎb(ｂ＝０,１,２,３)である。
【００８５】
【表１】

【００８６】
【表２】

【００８７】
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【００８８】
【表４】

【００８９】
　セル特定サブフレーム設定期間ＴSFC及びセル特定サブフレームオフセットΔＳＦＣを
、ＦＤＤに関して表５に、ＴＤＤに関して表６に提案する。ＴSFCはセル内のすべての端
末が共有することができる。ＳＲＳサブフレームは次の式を満たす。
【００９０】
　（式１９）

【数２０】

【００９１】
　ＴＤＤで、測定参照信号は、設定されたＵＬサブフレーム又はＵｐＰＴＳでのみ送信さ
れる。
【００９２】
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【表５】

【００９３】
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【表６】

【００９４】
　サブフレームｉで送信される測定参照信号に対する端末送信電力ＰSRSは、次のように
定義される。
【００９５】
　（式２０）
【数２１】

【００９６】
　ここで、ＰSRS(ｉ)の単位は［ｄＢｍ］である。ＰSRS_OFFSETは、Ｋs＝１.２５のとき
［－３，１２］ｄＢの範囲で１ｄＢ単位に上位階層によって半静的に設定される４ビット
の端末特定パラメータである。ＰSRS_OFFSETは、Ｋs＝０のとき［－１０．５，１２］ｄ
Ｂの範囲で１．５ｄＢ単位に上位階層によって半静的に設定される４ビットの端末特定パ
ラメータである。ＭSRSはリソースブロックの数で表現されるサブフレームｉでＳＲＳ送
信の帯域幅である。ｆ(ｉ)はＰＵＳＣＨに対する現在電力制御調整状態である。ＰO_PUSC

H(ｊ)はセル特定成分と端末特定成分との和で構成されたパラメータである。詳細な事項
は、３ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１３ Ｖ８.３.０(２００８－０５)“Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｅｖ
ｏｌｖｅｄ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ(Ｅ
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－ＵＴＲＡ)；Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｌａｙｅｒ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ(Ｒｅｌｅａｓｅ８)
”の５.１.１で定義されている。
【００９７】
　セル特定ＳＲＳ送信帯域幅は上位階層によって設定される。セル特定ＳＲＳ送信サブフ
レームは上位階層によって設定される。アンテナ選択方式をサポートする端末に対して、
測定参照信号を送信するアンテナのインデクスａ(ｎSRS)は次の通りである。これは部分
測定帯域幅及び全体測定帯域幅に関し、周波数ホッピングが使われないように設定された
場合（例えば、ｂhop≧ＢSRS）である。
【００９８】
　（式２１）
【数２２】

【００９９】
　周波数ホッピングが使われるように設定された場合（例えば、ｂhop<ＢSRS）、インデ
クスａ(ｎSRS)は次の通りである。
【０１００】
　（式２２）

【数２３】

【０１０１】
　ここで、βは次の通りである。
【０１０２】
　　　Ｋ ｍｏｄ４＝０のとき、β＝１
　　　それ以外のとき、β＝０
【０１０３】
　Ｋは次の通りである。
【０１０４】
【数２４】

【０１０５】
　ここで、Ｎbの値に関係なしに、Ｎbhop＝１である。端末のために単一ＳＲＳ送信が設
定されるときは除く。
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【０１０６】
　ＦＤＤにおいては、一つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルがＵｐＰＴＳに存在するとき、これ
をＳＲＳ送信のために使うことができる。二つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルがＵｐＰＴＳに
存在するとき、二つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの両方をＳＲＳ送信のために使うことがで
き、二つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの両方を同一端末のために割り当てることができる。
【０１０７】
　ＳＲＳ及びＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂ送信が同一サブフレームで同時に行
われるときは、端末はＳＲＳを送信しない。パラメータＳｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ－ＡＮ
－ａｎｄ－ＳＲＳが真(ＴＲＵＥ)でない場合、ＳＲＳ並びにＡＣＫ／ＮＡＣＫ及び／又は
肯定ＳＲの送信が同一サブフレームで同時に行われるときは、端末はＳＲＳを送信しない
。ＵｐＰＴＳにおいて、ＳＲＳ送信がプリアンブルフォーマット４のＰＲＡＣＨ領域と重
なるときは、端末は現在のセル特定ＳＲＳ帯域幅設定を使用し、表１ないし表４で与えら
れた最大値にＳＲＳ送信帯域幅を減らすことによって重複を避けることができる。
【０１０８】
　上位階層により提供されるパラメータＳｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ－ＡＮ－ａｎｄ－ＳＲ
Ｓは、端末が１サブフレームでＰＵＣＣＨ上におけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＳＲＳ送信を
サポートするように設定されるか否かを決定する。１サブフレームでＰＵＣＣＨ上におけ
るＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＳＲＳ送信をサポートするように設定される場合、セル特定ＳＲ
Ｓサブフレームで端末は短縮されたＰＵＣＣＨフォーマットを使用してＡＣＫ／ＮＡＣＫ
及びＳＲを送信することができ、ＳＲＳ位置に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ又はＳＲシンボ
ルはパンクチャされる。この短縮されたＰＵＣＣＨフォーマットは、端末が該当サブフレ
ームでＳＲＳを送信することができない場合にもセル特定ＳＲＳサブフレームで用いるこ
とができる。あるいは、端末は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＳＲの送信のために正常ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット１／１ａ／１ｂを使用することができる。
【０１０９】
　ＳＲＳ周期（ＴSRS）及びＳＲＳサブフレームオフセット（Ｔoffset）に対する端末特
定ＳＲＳ設定は、表７及び表８で定義される。
【０１１０】

【表７】

【０１１１】
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【表８】

【０１１２】
　表７はＦＤＤにおける端末特定ＳＲＳ設定であり、表８はＴＤＤにおける端末特定ＳＲ
Ｓ設定である。ＳＲＳ送信の周期ＴSRSは集合｛２,５,１０,２０,４０,８０,１６０,３２
０｝ｍｓ又はサブフレームから選択される。ＴＤＤにおいては、２ｍｓのＳＲＳ周期ＴSR

Sに対して、二つのＳＲＳリソースはアップリンクサブフレームを含む半フレームで設定
される。
【０１１３】
　ＦＤＤ及びＴSRS>２のＴＤＤに対するＳＲＳ送信例は(１０・ｎf＋ｋSRS－Ｔoffset)ｍ
ｏｄ ＴSRS＝０を満たし、ｎfはシステムフレーム番号である。ＦＤＤにおいては、ｋSRS

＝｛０,１,...,９｝はフレーム内のサブフレームインデクスであり、ＴＤＤにおいては、
ｋSRSは表９によって定義される。
【０１１４】
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【表９】

【０１１５】
　ＴSRS＝２のＴＤＤに対するＳＲＳ送信例は、(ｋSRS－Ｔoffset)ｍｏｄ ５＝０を満た
すサブフレームである。
【０１１６】
　エラー検出は巡回冗長検査（ＣＲＣ）を介してＤＣＩ送信によって提供される。ＰＤＣ
ＣＨペイロード全体が、ＣＲＣパリティビットを測定するために使われる。ＰＤＣＣＨペ
イロードのビットをａ0,ａ1,ａ2,ａ3,...,ａA-1とし、パリティビットをｐ0,ｐ1,ｐ2,ｐ3

,...,ｐL-1とする。ＡはＰＤＣＣＨペイロードの大きさであり、Ｌはパリティビットの数
である。パリティビットに関する詳細な事項は、３ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１２“Ｔｅｃｈ
ｎｉｃａｌ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ；Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ Ａ
ｃｃｅｓｓ(Ｅ－ＵＴＲＡ)；Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ ａｎｄ ｃｈａｎｎｅｌ ｃｏｄ
ｉｎｇ(Ｒｅｌｅａｓｅ８)”の５.１.１を参照されたい。ＣＲＣ付加後のシーケンスはｂ

0,ｂ1,ｂ2,ｂ3,...,ｂB-1で表し、Ｂ＝Ａ＋Ｌである。
【０１１７】
　端末の送信アンテナ選択が設定されない、又は適用することができない場合、付加後の
ＣＲＣパリティビットは対応するＲＮＴＩ ｘrnti,0,ｘrnti,1,...,ｘrnti,15によってス
クランブルされる。ｘrnti,0はＲＮＴＩのＭＳＢに対応し、ｃ0,ｃ1,c2,ｃ3,...,ｃB-1シ
ーケンスを形成する。ｃkとｂkとの間の関係は次の通りである。
【０１１８】
　（式２３）

【数２５】

【０１１９】
　端末の送信アンテナ選択が設定されて適用可能な場合、付加後のＤＣＩフォーマット０
及びＰＤＣＣＨのＣＲＣパリティビットは、次の表に示すようにアンテナ選択マスクｘAS

,0,ｘAS,1,...,ｘAS,15及び対応するＲＮＴＩ ｘrnti,0,ｘrnti,1,...,ｘrnti,15によっ
てスクランブルされてｃ0,ｃ1,ｃ2,ｃ3,...,ｃB-1シーケンスを形成する。
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【０１２０】
【表１０】

【０１２１】
　ｃkとｂkとの間の関係は次の通りである。
【０１２２】
　（式２４）

【数２６】

【０１２３】
　端末の送信アンテナ選択は上位階層によって設定される。端末の送信アンテナ選択が不
可能であるか、又は端末によってサポートされない場合、端末は端末ポート０から送信す
る。閉ループ端末送信アンテナの選択が上位階層によって可能である場合、端末はＤＣＩ
フォーマット０を介して受信した命令に対する応答として送信アンテナ選択を実行する。
開ループ端末送信アンテナの選択が上位階層によって可能である場合、端末によって選択
される送信アンテナは特定されない。
【０１２４】
　一方、基地局は端末に測定参照信号を送信するためのパラメータを通知する。このパラ
メータには、測定参照信号の送信時期に関する情報、測定参照信号が送信される周波数に
関する情報、及び循環シフト値に関する情報などがある。具体的に、測定参照信号の送信
時期に関する情報は、ＳＲＳサブフレーム、ＳＲＳサブフレームオフセット、送信期間、
及びＳＲＳ設定インデクスなどである。周波数情報は、測定参照信号が送信されるリソー
スブロックの個数、物理的リソースブロック割当の開始点、副搬送波インデクス、送信コ
ム、ＳＲＳ帯域幅、及び周波数ホッピング帯域幅などである。測定参照信号を送信するた
めのパラメータを特定するＳｏｕｎｄｉｎｇＲｓＵＩ－Ｃｏｎｆｉｇ ＩＥ（情報要素）
、アップリンク電力制御のためのパラメータを特定するＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔ
ｒｏｌＣｏｍｍｏｎ ＩＥ及びＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＤｅｄｉｃａｔｅ
ｄ ＩＥがある。以下でＳｏｕｎｄｉｎｇＲｓＵＩ－Ｃｏｎｆｉｇ ＩＥを例示する。
【０１２５】



(23) JP 2012-514375 A 2012.6.21

10

20

【表１１】

【０１２６】
　以下、ＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＣｏｍｍｏｎ ＩＥ及びＵｐｌｉｎｋＰ
ｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＤｅｄｉｃａｔｅｄ ＩＥを例示する。
【０１２７】
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【表１２】

【０１２８】
　以下、端末が多重アンテナを介してＳＲＳを送信する方法を説明する。
【０１２９】
　図７は、本発明の一実施例によって端末が多重アンテナを介してＳＲＳを送信する方法
を示すフローチャートである。端末はＮ(>１)個の送信アンテナを有すると仮定する。
【０１３０】
　図７を参照すると、端末は各々の送信アンテナ（アンテナ＃１，アンテナ＃２，…，ア
ンテナ＃Ｎ）に対するＳＲＳシーケンスを互いに区別できるように生成する（Ｓ１００）
。各々の送信アンテナに対するＳＲＳシーケンスは、数式７を参照して生成することがで
きる。このとき、一つの端末は、各々の送信アンテナに対し、異なる循環シフト（ＣＳ）
値を適用してＳＲＳシーケンスを生成することができる。このために、各端末に対して少
なくとも２以上の循環シフト値を割り当てることができる。数式８で循環シフト値（α）
はｎcs

SRSによって決定され、ｎcs
SRS＝０,１,２,３,４,５,６,７のとき、各端末に対す

るｎcs
SRSは連続的に割り当ててもよいし、特定の間隔をおいて割り当ててもよい。例え

ば、各端末に対してＮ個のｎcs
SRSが割り当てられる場合、第１の端末に対して一番目な

いしＮ番目のｎcs
SRSが連続的に割り当てられ、第２の端末に対して(Ｎ＋１)番目ないし

２Ｎ番目のｎcs
SRSが連続的に割り当てられる。他の例として、端末１のｎcs

SRSは０、１
であり、端末２のｎcs

SRSは４、５である。また、他の例として、端末１のｎcs
SRSは０、

４で、端末２のｎcs
SRSは２、６である。また、他の例として、各端末に対して複数個の

ｎcs
SRSがランダムに割り当てられることもある。
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【０１３１】
　端末は各々の送信アンテナを介してＳＲＳを基地局に送信する（Ｓ１１０）。このとき
、各々の送信アンテナが送信するＳＲＳシーケンスに異なる循環シフトが適用されるため
、各々の送信アンテナは異なるＳＲＳシーケンスを送信することができる。これによって
、端末の各々の送信アンテナ（アンテナ＃１，アンテナ＃２，…，アンテナ＃Ｎ）はＳＲ
Ｓの異なる循環シフト値を用いて識別することができる。
【０１３２】
　図８は、本発明の他の実施例によって端末が多重アンテナを介してＳＲＳを送信する方
法を示すフローチャートである。端末はＮ(>１)個の送信アンテナを有すると仮定する。
【０１３３】
　図８を参照すると、端末は少なくとも一つの送信アンテナを含む第１のアンテナグルー
プ及び少なくとも一つの送信アンテナを含む第２のアンテナグループの各々に対するＳＲ
Ｓシーケンスを生成する（Ｓ２００）。各々のアンテナグループに対するＳＲＳシーケン
スは数式７を参照して生成することができる。このとき、一つの端末は、各々のアンテナ
グループに対して異なる循環シフト（ＣＳ）値を適用してＳＲＳシーケンスを生成するこ
とができる。
【０１３４】
　端末は、第１のアンテナグループに含まれる少なくとも一つの送信アンテナ及び第２の
アンテナグループに含まれる少なくとも一つの送信アンテナを介してＳＲＳを基地局に送
信する（Ｓ２１０）。このとき、第１のアンテナグループ及び／又は第２のアンテナグル
ープが複数個の送信アンテナを含む場合、一つのアンテナグループに含まれる複数の送信
アンテナは、各々、異なる時間領域又は周波数領域においてＳＲＳシーケンスを送信する
ことができる。例えば、第１のアンテナグループにアンテナ＃１及びアンテナ＃２が含ま
れ、第２のアンテナグループにアンテナ＃３及びアンテナ＃４が含まれると仮定する。第
１のアンテナグループに割り当てられたｎcs

SRSは０であり、第２のアンテナグループに
割り当てられたｎcs

SRSは１の場合、アンテナ＃１及びアンテナ＃２を介して送信される
ＳＲＳシーケンスは同一であり、アンテナ＃３及びアンテナ＃４を介して送信されるＳＲ
Ｓシーケンスは同一である。この場合、一つのアンテナグループに含まれる複数のアンテ
ナは同一ＳＲＳシーケンスを使用するため、各アンテナは異なる時間リソース及び／又は
周波数リソースを使用してＳＲＳを送信することができる。したがって、各アンテナグル
ープは、ＳＲＳに使われるシーケンスリソースによって識別され、アンテナグループ内で
各アンテナは、ＳＲＳが送信される時間／周波数リソースを用いて識別することができる
。具体的に、アンテナ＃１を介して送信されるＳＲＳシーケンスの送信期間とアンテナ＃
２を介して送信されるＳＲＳシーケンスの送信期間とが異なるように設定することができ
る。アンテナ＃１を介して送信されるＳＲＳシーケンスの周波数領域及びアンテナ＃２を
介して送信されるＳＲＳシーケンスの周波数領域が異なるように設定することもできる。
ここで、ＳＲＳシーケンスの送信期間は、表７に示すｓｒｓＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
Ｉｎｄｅｘ(Ｉsrs)によって識別することができる。ＳＲＳシーケンスの周波数領域は送
信コム（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｍｂ）によって識別することができる。参照する
ことによって、送信コムは、ＳＲＳシーケンスが送信される複数の副搬送波を指示する。
例えば、送信コムは１ビット情報であり、１ビット情報は奇数インデクスの副搬送波及び
偶数インデクスの副搬送波を各々指示することができる。
【０１３５】
　これと異なって、各アンテナグループをＳＲＳが送信される時間によって識別し、アン
テナグループ内で各アンテナをＳＲＳに使われる周波数リソース及び／又はシーケンスリ
ソースによって識別することも可能である。又は、各アンテナグループをＳＲＳが送信さ
れる周波数によって識別し、アンテナグループ内で各アンテナをＳＲＳに使われる時間リ
ソース及び／又は循環シフトで識別することも可能である。すなわち、各々のアンテナを
介して送信されるＳＲＳは、シーケンスリソース、時間リソース、及び周波数リソースの
うち少なくとも一つが識別されるように設定される。
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【０１３６】
　図９は、本発明の一実施例によって複数のアンテナを介してＳＲＳを送信する方法を示
す。端末はＮ(>１)個の送信アンテナを有すると仮定する。
【０１３７】
　図９を参照すると、端末において各アンテナは異なる時間にＳＲＳを送信する。各アン
テナを介して送信されるＳＲＳは、同一循環シフト値を適用したＳＲＳシーケンスであっ
てもよく、又は異なる循環シフト値を適用したＳＲＳシーケンスであってもよい。端末は
、アンテナ選択ダイバーシチ方式に基づいて、毎瞬間Ｎ個のアンテナのうち一つのアンテ
ナのみを介してＳＲＳを送信する。
【０１３８】
　このとき、ＳＲＳ送信のために該当端末に割り当てられた合計電力が１の場合、各アン
テナは合計電力１を使用してＳＲＳを送信することができる。これによって、単一アンテ
ナを用いてＳＲＳを送信する端末と同一なＳＲＳカバレッジを維持することができる。
【０１３９】
　図１０は、本発明の他の実施例によって複数のアンテナを介してＳＲＳを送信する方法
を示す。端末はＮ(>１)個の送信アンテナを有すると仮定する。
【０１４０】
　図１０を参照すると、端末は各アンテナグループ別に異なる時間にＳＲＳを送信する。
一つのアンテナグループは少なくとも一つのアンテナを含み、アンテナグループ別に異な
る時間にＳＲＳを送信する。例えば、アンテナ＃１及びアンテナ＃２は第１のアンテナグ
ループに属し、アンテナ＃(Ｎ－１)及びアンテナ＃Ｎは第Ｍのアンテナグループに属する
と仮定する。このとき、第１のアンテナグループに属するアンテナ＃１及びアンテナ＃２
は同時にＳＲＳを送信し、第Ｍのアンテナグループに属するアンテナ＃(Ｎ－１)及びアン
テナ＃Ｎは同時にＳＲＳを送信する。第１のアンテナグループに属するアンテナと第２の
アンテナグループに属するアンテナとは、異なる時間にＳＲＳを送信する。ここで、同一
なアンテナグループに属する複数のアンテナを識別する必要がある。このために、各アン
テナに異なる循環シフト値を適用したり、異なる周波数領域を適用したりすることができ
る。すなわち、アンテナ＃１及びアンテナ＃２の送信するＳＲＳシーケンスは異なる循環
シフト値を適用したＳＲＳシーケンスであってもよく、また、アンテナ＃(Ｎ－１)及びア
ンテナ＃Ｎの送信するＳＲＳシーケンスも異なる循環シフトを適用したＳＲＳシーケンス
であってもよい。又は、アンテナ＃１及びアンテナ＃２の送信するＳＲＳシーケンスは、
異なる送信コムを適用して送信してもよい。また、アンテナ＃(Ｎ－１)及びアンテナ＃Ｎ
の送信するＳＲＳシーケンスは、異なる送信コムを適用して送信してもよい。
【０１４１】
　このとき、ＳＲＳ送信のために該当端末に割り当てられた合計電力が１の場合、各アン
テナグループは合計電力１を使用してＳＲＳを送信することができる。しかし、一つのア
ンテナグループを構成する複数のアンテナに対して、ＳＲＳ送信のための電力を分けるこ
とができる。例えば、第１のアンテナグループは合計電力１を全部使用してＳＲＳを送信
することができ、第１のアンテナグループを構成するアンテナ＃１及びアンテナ＃２は、
それぞれ１／２の電力でＳＲＳを送信することができる。
【０１４２】
　ここで、ＳＲＳを同時に送信する複数のアンテナを一つのアンテナグループにグルーピ
ングし、各アンテナグループに含まれる複数のアンテナを各々識別するためにシーケンス
リソース又は周波数リソースを区別して使用している。このような方法は多様に拡張して
もよい。例えば、同一循環シーケンスを適用した複数のアンテナを一つのアンテナグルー
プにグルーピングし、各アンテナグループに含まれる複数のアンテナを各々識別するため
に時間リソース又は周波数リソースを区別して使用してもよい。又は、同一周波数リソー
スを使用する複数のアンテナを一つのアンテナグループにグルーピングし、各アンテナグ
ループに含まれる複数のアンテナを各々識別するためにシーケンスリソース又は時間リソ
ースを区別して使用してもよい。
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【０１４３】
　図１１は、本発明の他の実施例によって複数のアンテナを介してＳＲＳを送信する方法
を示す。端末はＮ(>１)個の送信アンテナを有すると仮定する。
【０１４４】
　図１１を参照すると、端末でＮ個のアンテナは同時にＳＲＳを送信する。このとき、各
々のアンテナを識別する必要がある。各々のアンテナを識別するために、各々のアンテナ
に異なる循環シフト値を適用することができる。又は、循環シフト値及び送信コムの組合
せを用いて各々のアンテナを識別することもできる。
【０１４５】
　このとき、ＳＲＳ送信のために該当端末に割り当てられた合計電力が１の場合、各アン
テナは１／Ｎの電力でＳＲＳを送信することができる。又は、各アンテナ別に不均等に電
力を割り当て、和が１になるようにＳＲＳを送信することができる。又は、Ｎ個のアンテ
ナをＭ個のアンテナグループにグルーピングし、各アンテナグループ別に不均等に電力を
割り当て、和が１になるようにＳＲＳを送信することができる。ここで、各アンテナグル
ープが複数のアンテナを含む場合、各アンテナ別に同一な電力を割り当てたり、不均等に
電力を割り当てたりすることができる。このとき、アンテナグループに割り当てられる電
力オフセット又はアンテナに割り当てられる電力オフセットを、基地局又は端末が指示す
ることができ、電力オフセット（ＰSRS_OFFSET）は端末特定パラメータである。
【０１４６】
　図９、図１０及び図１１のように、端末はＮ個のアンテナを介してＳＲＳを送信し、特
定のパラメータを用いて各々のアンテナを識別する。すなわち、各々のアンテナが異なる
時間領域にＳＲＳを送信したり、異なる循環シフトでＳＲＳを送信したりすることができ
る。又は、各々のアンテナを、時間領域、循環シフト、及び周波数領域の組合せによって
識別することもできる。
【０１４７】
　図１２は、本発明の一実施例によってＳＲＳシーケンスを周波数リソースにマッピング
する方法を示す。
【０１４８】
　図１２を参照すると、ＳＲＳ送信のための周波数帯域幅上で各アンテナ別にＳＲＳシー
ケンスの開始点が異なるように設定する。例えば、Ｎ個のアンテナ（アンテナ＃１，アン
テナ＃２，…，アンテナ＃Ｎ）が各々ＳＲＳシーケンスを送信し、アンテナ＃１はＰ１点
、アンテナ＃２はＰ２点、アンテナ＃ＮはＰＮ点をＳＲＳシーケンスの開始点にマッピン
グする。このように、各アンテナ別にＳＲＳシーケンスを周波数リソースにマッピングす
るとき、割り当てられた周波数帯域幅の最後の点までマッピングされると、再び前方部分
から順にマッピングされる循環マッピング方式を用いることができる。
【０１４９】
　このとき、アンテナ別にＳＲＳシーケンスを周波数リソースにマッピングする方法に対
する情報は、上位階層によって与えることができる。例えば、上位階層によってｓｒｓＢ
ａｎｄｗｉｄｔｈ ＢSRS∈｛０,１,２,３｝及びＳＲＳＨｏｐｐｉｎｇＢａｎｄｗｉｄｔ
ｈ ｂhop∈｛０,１,２,３｝を与えてもよい。このとき、多重アンテナを介してＳＲＳを
送信する端末が各々のアンテナに対して周波数ホッピングをどのように適用することかが
問題になる。各々のアンテナが異なる周波数帯域を用いてＳＲＳを送信した場合、単一搬
送波特性を害することがある。しかし、単一搬送波特性と関係のない送信方式を使用して
、各々のアンテナに対して別途の周波数帯域を用いてＳＲＳを送信することができる。例
えば、ＳＣ－ＦＤＭＡではすべてのアンテナに対して同一周波数ホッピングを適用して特
定の期間、同一周波数帯域を用いてＳＲＳを送信するようにするのが好ましい。一方、Ｏ
ＦＤＭＡでは各々のアンテナに対して異なる周波数ホッピングを適用し、異なる周波数帯
域を用いてＳＲＳを送信するようにすることができる。ＭＩＭＯシステムの特性を考慮し
、各々のアンテナに対して異なる周波数ホッピングを適用してもよいし、同一周波数ホッ
ピングを適用してＳＲＳを送信する方法を考慮してもよい。
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【０１５０】
　端末がアンテナ選択をサポートするとき、周波数ホッピングが使われないように設定さ
れた場合（例えば、ｂhop≧ＢSRS）、アンテナのインデクスａ(ｎSRS)は次の通りである
。ここで、端末はＮ(>１)個のアンテナを有すると仮定する。
【０１５１】
　（式２５）
【数２７】

【０１５２】
　周波数ホッピングが使われるように設定された場合（例えば、ｂhop<ＢSRS）、アンテ
ナのインデクスａ(ｎSRS)は次の通りである。
【０１５３】
　（式２６）

【数２８】

【０１５４】
　ここで、βは次の通りである。
【０１５５】
　　　Ｋ ｍｏｄ４＝０のとき、β＝１
　　　それ以外のとき、β＝０
【０１５６】
　Ｋは次の通りである。
【０１５７】
【数２９】

【０１５８】
　ここで、Ｎbの値に関係なしに、Ｎbhop＝１である。
【０１５９】
　一方、次の表１１及び表１２は、端末が多重アンテナを使用してＳＲＳを送信するとき
、各アンテナポート(ｐｏｒｔ)に対するアンテナ選択マスク値を定義する。端末が４個の
アンテナポートを有する例を示しているが、これは四つ以上のアンテナポートを有する場
合にも拡張して適用することができる。
【０１６０】
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【表１３】

【０１６１】

【表１４】

【０１６２】
　前述したように、端末は多重アンテナを介してＳＲＳを送信するために、基地局から受
信した特定のＳＲＳパラメータを用いることができる。ＳＲＳパラメータには、測定参照
信号の送信時期に対する情報、測定参照信号が送信される周波数に対する情報、及び循環
シフト値に対する情報などがある。具体的には、測定参照信号の送信時期に対する情報は
、ＳＲＳサブフレーム、ＳＲＳサブフレームオフセット、送信期間、及びＳＲＳ設定イン
デクス（ｓｒｓＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘ）などである。周波数情報は、測
定参照信号が送信されるリソースブロックの個数、物理的リソースブロック割当の開始点
、副搬送波インデクス、送信コム（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｍｂ）、ＳＲＳ帯域幅
、及び周波数ホッピング帯域幅などである。表１３は、多重アンテナを使用してＳＲＳを
送信する場合、各々のアンテナを識別するためのパラメータの例を示す。
【０１６３】

【表１５】

【０１６４】
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　以下、多重アンテナを有する端末がアンテナ選択方式を使用してＳＲＳを送信する方法
に関して説明する。
【０１６５】
　Ｎ(Ｎ>１)個のアンテナを有する端末は、各アンテナ別に異なる送信コムを使用したり
、同一送信コムを使用してＳＲＳを送信したりすることができる。Ｎ個のアンテナをＭ(
Ｎ>Ｍ)個のアンテナグループに分け、各アンテナグループ別に異なる送信コムを使用した
り、同一送信コムを使用してＳＲＳを送信したりすることができる。各アンテナ又は各ア
ンテナグループ別に異なる送信コムを使用する場合、各送信コムを使用するアンテナ個数
を一定に維持することができる。これによって、特定副搬送波にＳＲＳ送信が集中するこ
とを防ぐことができる。
【０１６６】
　Ｎ(Ｎ>１)個のアンテナを有する端末は、各アンテナ別に異なる循環シフトを適用した
り、同一循環シフトを適用してＳＲＳを送信したりすることができる。Ｎ個のアンテナを
Ｍ(Ｎ>Ｍ)個のアンテナグループに分け、各アンテナグループ別に異なる循環シフトを適
用したり、同一循環シフトを適用してＳＲＳを送信したりすることもできる。各アンテナ
又は各アンテナグループ別に異なる循環シフトを適用する場合、各アンテナ又は各アンテ
ナグループ別に循環シフト値を一定間隔で配分することができる。これによって、各アン
テナ又は各アンテナグループ間シーケンスの直交性を最大化することができる。
【０１６７】
　Ｎ(Ｎ>１)個のアンテナを有する端末は、各アンテナ別に異なるＳＲＳ－設定インデク
スを使用したり、同一ＳＲＳ－設定インデクスを使用してＳＲＳを送信したりすることが
できる。各アンテナ別に異なるＳＲＳ－設定インデクスを使用する場合、アンテナ選択順
序を予め決定する必要がある。アンテナ選択順序を決定する一例として、最初に信号が到
着したアンテナのサブフレームでＳＲＳを送信することができる。これによって、期間が
短いアンテナがより多くのＳＲＳを送信することができる。Ｎ個のアンテナをＭ(Ｎ>Ｍ)
個のアンテナグループに分け、各アンテナグループ別に異なるＳＲＳ－設定インデクスを
使用してＳＲＳを送信することもできる。これによって、複数の端末が多重アンテナを使
用して複数のＳＲＳを送信するときに発生する多重化問題を解決することができる。ただ
し、各アンテナ又は各アンテナグループ別に異なるＳＲＳ－設定インデクスを使用すると
き、アンテナ数が増加すると、ＳＲＳ送信のための時間遅延が長くなり、これによってチ
ャネル品質測定が劣化することがある。この問題を解決するために、ＳＲＳ送信期間を既
存より小さく設定してもよい。
【０１６８】
　Ｎ(Ｎ>１)個のアンテナを有する端末は、送信コム、循環シフト、ＳＲＳ－設定インデ
クスの組合せを用いてＳＲＳを送信することもできる。例えば、複数のアンテナに対して
同一循環シフト値を適用し、各アンテナ別に異なる送信コムを使用してＳＲＳを送信する
ことができる。他の例として、複数のアンテナに対して同一送信コムを使用し、各アンテ
ナ別に異なる循環シフト値を適用してＳＲＳを送信することができる。これによって、各
アンテナ又は各アンテナグループ間シーケンスの直交性を保証し、特定副搬送波でＳＲＳ
送信が集中することを防ぐことができる。
【０１６９】
　このように、端末がアップリンクにＳＲＳを送信するために、基地局はＳＲＳ送信のた
めの設定情報を端末に通知しなければならない。ＳＲＳ送信のための設定情報(Ｓｏｕｎ
ｄｉｎｇＲｓＵＩ－Ｃｏｎｆｉｇ)は、ＳｏｕｎｄｉｎｇＲｓＵＩ－ＣｏｎｆｉｇＣｏｍ
ｍｏｎ及びＳｏｕｎｄｉｎｇＲｓＵＩ－ＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄを含む。Ｓｏｕ
ｎｄｉｎｇＲｓＵＩ－ＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏｎは、ｓｒｓＢａｎｄｗｉｄｔｈＣｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ及びｓｒｓＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎなどを含み
、ＳｏｕｎｄｉｎｇＲｓＵＩ－ＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄは、ｓｒｓＢａｎｄｗｉ
ｄｔｈ、ｓｒｓＨｏｐｐｉｎｇＢａｎｄｗｉｄｔｈ、ｆｒｅｑｕｅｎｃｙＤｏｍａｉｎＰ
ｏｓｉｔｉｏｎ、ｄｕｒａｔｉｏｎ、ｓｒｓ－ＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘ、
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ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｍｂ、及びｃｙｃｌｉｃｓｈｉｆｔなどを含む。
【０１７０】
　ただし、多重アンテナを有する端末が各々のアンテナを介してＳＲＳを送信する場合に
対比し、ＳＲＳ送信のための設定情報が別途に定義される必要がある。以下、多重アンテ
ナを有する端末に対するＳＲＳ送信のための設定情報を別途に定義するときに考慮しなけ
ればならない点を説明する。
【０１７１】
　まず、複数個の循環シフト値が一つの端末に割り当てられることができるように通知し
てもよい。すなわち、ｃｓ０、ｃｓ１、ｃｓ２、ｃｓ３、ｃｓ４、ｃｓ５、ｃｓ６、ｃｓ
７の循環シフト値のうち複数個の循環シフト値を一つの端末に割り当てられるようにする
ことができる。これによって、複数個のアンテナを有する一つの端末は、各々のアンテナ
別に異なる循環シフト値を適用してＳＲＳを送信することができる。これによって、端末
は、複数個のアンテナを用いて同時にＳＲＳを送信したり、異なる時間に送信したりする
ことができる。又は、端末は、循環シフト及び時間領域の組合せを用いて各々のアンテナ
別にＳＲＳを送信することができる。
【０１７２】
　次に、複数個の送信コム値が一つの端末に割り当てられることができるように通知して
もよい。すなわち、一つの端末が０、１の送信コム値を全部用いるようにすることができ
る。これによって、複数個のアンテナを有する一つの端末は、各々のアンテナ別に送信コ
ム及び他のパラメータを結合してＳＲＳを送信することができる。
【０１７３】
　次に、複数個のｓｒｓＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＩｎｄｅｘ値が一つの端末に割り当
てられることができるようにシグナリングしてもよい。これによって、複数個のアンテナ
を有する一つの端末は、各々のアンテナ別に異なる送信期間及び／又はサブフレームオフ
セットでＳＲＳを送信することができる。他のパラメータと組み合わせると、アンテナグ
ループ別に同一送信期間を有することもできる。
【０１７４】
　次に、ｓｒｓＨｏｐｐｉｎｇＢａｎｄｗｉｄｔｈ、ｓｒｓＢａｎｄｗｉｄｔｈ、及びｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙＤｏｍａｉｎＰｏｓｉｔｉｏｎを変更し、一つの端末が有する複数個の
アンテナの各々に対して別途の周波数帯域と周波数上の位置を指定してもよい。これは単
一搬送波特性が問題にならないＯＦＤＭＡシステムで特に有用である。パラメータｓｒｓ
ＨｏｐｐｉｎｇＢａｎｄｗｉｄｔｈ、ｓｒｓＢａｎｄｗｉｄｔｈ、及びｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙＤｏｍａｉｎＰｏｓｉｔｉｏｎは、各々を独立に変更してもよいし、全体的に変更して
もよい。
【０１７５】
　次に、複数個のアンテナを有する端末に対する電力制御パラメータのための通知を追加
したり、既存の通知を変更したりすることができる。既存のアップリンク電力制御パラメ
ータには、共用電力制御通知に使われるＵｐｌｉｎｋｐｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＣｏｍｍ
ｏｎと、専用電力制御通知に使われるＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＤｅｄｉｃ
ａｔｅｄとがある。既存の通知を変更する例として、既存の通知値をアンテナポート０に
用い、新たに定義されたパラメータに対する通知を新たに追加されたアンテナポートに用
いることができる。
【０１７６】
　複数個のアンテナの各々に対してＳＲＳ送信電力を別途に設定する通知をすることもで
きる。このとき、各アンテナ別に電力オフセットを設定すると、ＳＲＳ送信電力を設定す
るための通知ビットを減らすことができる。また、少なくとも２以上のアンテナを含むア
ンテナグループが同時にＳＲＳを送信する場合、上記アンテナグループに対するＳＲＳ送
信電力を設定する通知をすることもできる。この場合、アンテナグループに属する各アン
テナに対するＳＲＳ送信電力は、予め決められた割合で配分したり、アンテナ毎に別途に
ＳＲＳ送信電力を通知したりすることもできる。また、アンテナグループと関係なしに２
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このとき、ＳＲＳを同時に送信する２以上のアンテナを指示する通知を定義し、上記２以
上のアンテナに送信電力を配分するように通知することもできる。
【０１７７】
　図１３は、本発明の実施例に係る無線通信のための装置を示すブロック図である。この
装置は端末の一部である。
【０１７８】
　図１３を参照すると、無線通信のための装置１００は、ＳＲＳ生成器１１０、プロセッ
サ１２０、及び送受信器１３０を含む。ＳＲＳ生成器１１０はＳＲＳを生成することがで
き、このために周波数領域シンボルを各副搬送波にマッピングさせる副搬送波マッパ及び
入力されるシンボルに対して逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を実行して時間領域信号を
出力するＩＦＦＴ部を含むことができる。プロセッサ１２０はＳＲＳ生成器１１０と接続
され、第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信し、第２のアンテナを介して第
２の測定参照信号を送信し、上記第１の測定参照信号及び上記第２の測定参照信号の送信
されるリソースの一部が異なるように設定される。送受信器１３０はプロセッサ１２０と
接続され、無線信号を送受信する。
【０１７９】
　図１４は、基地局及び端末の例を示すブロック図である。端末２００は、無線周波（Ｒ
Ｆ）部２１０、プロセッサ２２０及びメモリ２３０を含む。端末２００のプロセッサ２２
０は、第１のアンテナを介して第１の測定参照信号を送信し、第２のアンテナを介して第
２の測定参照信号を送信し、上記第１の測定参照信号及び上記第２の測定参照信号の送信
されるリソースの一部が異なるように設定される。前述した内容をプロセッサ２２０によ
って具現することができる。端末２００のメモリ２３０はプロセッサ２２０に接続され、
ＳＲＳシーケンスを記憶する。端末２００のＲＦ部２１０はプロセッサ２２０と接続され
、無線信号を送信及び／又は受信する。
【０１８０】
　基地局３００は、ＲＦ部３１０、プロセッサ３２０、及びメモリ３３０を含む。基地局
３００のプロセッサ３２０は、測定参照信号の送信のための特定のパラメータを端末に送
信し、端末の複数のアンテナから特定のパラメータに基づいて送信された複数の測定参照
信号を受信し、複数の測定参照信号を用いてアップリンクチャネル状態を測定し、特定の
パラメータによって複数のアンテナが識別されるように設定される。前述した内容がプロ
セッサ３２０で具現されることができる。基地局３００のメモリ３３０はプロセッサ３２
０に接続され、端末にシグナリングするためのパラメータを記憶する。基地局３００のＲ
Ｆ部３１０はプロセッサ３２０と接続され、無線信号を送信及び／又は受信する。
【０１８１】
　前述したすべての機能は、上記機能を遂行するようにコーディングされたソフトウェア
やプログラムコードなどによるマイクロプロセッサ、制御器、マイクロ制御器、特定用途
集積回路（ＡＳＩＣ）などのようなプロセッサによって実行することができる。上記コー
ドの設計、開発及び具現は、本発明の説明に基づいて当業者に自明である。
【０１８２】
　以上、本発明に対して実施例を参照して説明したが、該当技術分野の通常の知識を有す
る者は、本発明の技術的思想及び領域から外れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更
させて実施できることを理解することができる。したがって、本発明は、前述した実施例
に限定されるものではなく、特許請求の範囲内のすべての実施例を含む。
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【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月28日(2011.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末によって測定参照信号(ＳＲＳ)を送信する方法であって、
　基本シーケンスの循環シフト値に基づいて複数の測定参照信号シーケンスを生成する段
階と、
　前記複数の測定参照信号シーケンスを複数のアンテナを介して基地局に送信する段階と
を有し、
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は互いに異なり、前記複数の
測定参照信号シーケンスは前記複数のアンテナに各々対応する、方法。
【請求項２】
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は、｛０,１,２,３,４,５,６
,７｝のうちいずれか一つである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は等間隔である、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は、基地局から受信した上位
階層パラメータに基づいて決定される、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　前記複数の測定参照信号シーケンスを周波数領域の副搬送波にマッピングする段階を更
に有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記周波数領域における前記各測定参照信号シーケンスの開始位置は互いに異なる、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の測定参照信号シーケンスを前記周波数領域の副搬送波にマッピングする段階
に関する情報は、上位階層によって与えられる、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信システムにおける基地局のアップリンクチャネル状態を測定する方法であって
、
　端末の複数のアンテナから複数の測定参照信号(ＳＲＳ)シーケンスを受信する段階と、
　前記複数の測定参照信号シーケンスを用いてアップリンクチャネル状態を測定する段階
とを有し、
　前記各測定参照信号シーケンスは、基本シーケンスの循環シフト値に基づいて生成され
、
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は互いに異なり、
　前記複数の測定参照信号シーケンスは、前記端末の複数のアンテナに各々対応する、方
法。
【請求項９】
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は等間隔である、請求項８に
記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信システムにおける端末であって、
　無線信号を送信又は受信する送受信器と、
　前記送受信器と接続されたプロセッサとを備え、
　前記プロセッサは、
　基本シーケンスの循環シフト値に基づいて複数の測定参照信号シーケンスを生成し、
　前記複数の測定参照信号シーケンスを複数のアンテナを介して基地局に送信するように
構成され、
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は互いに異なり、前記複数の
測定参照信号シーケンスは前記複数のアンテナに各々対応する、端末。
【請求項１１】
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は、｛０,１,２,３,４,５,６
,７｝のうちいずれか一つである、請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は等間隔である、請求項１０
に記載の端末。
【請求項１３】
　前記各測定参照信号シーケンスに適用される循環シフト値は、基地局から受信した上位
階層パラメータに基づいて決定される、請求項１０に記載の端末。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記複数の測定参照信号シーケンスを周波数領域の副搬送波にマッ
ピングするように更に構成される、請求項１０に記載の端末。
【請求項１５】
　前記周波数領域における前記各測定参照信号シーケンスの開始位置は互いに異なる、請
求項１４に記載の端末。
【請求項１６】
　前記複数の測定参照信号シーケンスを前記周波数領域の副搬送波にマッピングすること
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に関する情報は、上位階層によって与えられる、請求項１４に記載の端末。
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