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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置と通信する端末装置であって、
　あるセルにおける連続する所定数のサブフレームの期間における検出信号であって、当
該期間における全ての下りリンクサブフレームと全てのスペシャルサブフレームの下りリ
ンク領域にあるセル固有参照信号と、所定のサブフレームにあるプライマリ同期信号と、
当該期間における最初のサブフレームにあるセカンダリ同期信号と、１つ以上の非ゼロ電
力のチャネル状態情報参照信号とで構成される検出信号を設定する上位層処理部と、
　前記検出信号を受信する受信部とを備え、
　前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号のそれぞれについて、前記セカンダリ同期
信号と当該非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号とのサブフレームオフセットが独立に
設定される端末装置。
【請求項２】
　前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号があるサブフレームは、前記セカンダリ同
期信号があるサブフレームと、前記サブフレームオフセットとに基づいて決まる請求項１
に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号があるサブフレームは、前記連続する所定
数のサブフレームの期間において、前記セカンダリ同期信号があるサブフレーム以降のサ
ブフレームである請求項１に記載の端末装置。
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【請求項４】
　前記受信部は、前記連続する所定数のサブフレームの期間を示す情報を受信する請求項
１に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記受信部は、前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号のそれぞれについて、当該
チャネル状態情報参照信号に対して独立に設定されたパラメータを受信し、
　前記パラメータは、擬似ランダム系列の生成に使用されるパラメータである請求項１に
記載の端末装置。
【請求項６】
　少なくとも前記あるセルがアクティブでない場合、前記端末装置は、前記あるセルにお
いて、前記検出信号を除く信号およびチャネルが前記基地局装置によって送信されないと
想定する請求項１に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記受信部は、前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号のそれぞれのQuasi-co-loc
ationに関するqcl-CSI-RSConfigNZPIdパラメータを受信する請求項１に記載の端末装置。
【請求項８】
　前記受信部は、１つ以上のゼロ電力のチャネル状態情報参照信号の設定情報を受信し、
　前記ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号が設定されるリソースエレメントは、所定の
チャネルの送信に用いられないと想定されるリソースエレメントである請求項１に記載の
端末装置。
【請求項９】
　端末装置と通信する基地局装置であって、
　あるセルにおける連続する所定数のサブフレームの期間における検出信号であって、当
該期間における全ての下りリンクサブフレームと全てのスペシャルサブフレームの下りリ
ンク領域にあるセル固有参照信号と、所定のサブフレームにあるプライマリ同期信号と、
当該期間における最初のサブフレームにあるセカンダリ同期信号と、１つ以上の非ゼロ電
力のチャネル状態情報参照信号とで構成される検出信号を、前記端末装置に設定する上位
層処理部と、
　前記検出信号を送信する送信部とを備え、
　前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号のそれぞれについて、前記セカンダリ同期
信号と当該非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号とのサブフレームオフセットが独立に
設定される基地局装置。
【請求項１０】
　基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、
　あるセルにおける連続する所定数のサブフレームの期間における検出信号であって、当
該期間における全ての下りリンクサブフレームと全てのスペシャルサブフレームの下りリ
ンク領域にあるセル固有参照信号と、所定のサブフレームにあるプライマリ同期信号と、
当該期間における最初のサブフレームにあるセカンダリ同期信号と、１つ以上の非ゼロ電
力のチャネル状態情報参照信号とで構成される検出信号を設定するステップと、
　前記検出信号を受信するステップとを有し、
　前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号のそれぞれについて、前記セカンダリ同期
信号と当該非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号とのサブフレームオフセットが独立に
設定される通信方法。
【請求項１１】
　端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、
　あるセルにおける連続する所定数のサブフレームの期間における検出信号であって、当
該期間における全ての下りリンクサブフレームと全てのスペシャルサブフレームの下りリ
ンク領域にあるセル固有参照信号と、所定のサブフレームにあるプライマリ同期信号と、
当該期間における最初のサブフレームにあるセカンダリ同期信号と、１つ以上の非ゼロ電
力のチャネル状態情報参照信号とで構成される検出信号を、前記端末装置に設定するステ
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ップと、
　前記検出信号を送信するステップとを有し、
　前記非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号のそれぞれについて、前記セカンダリ同期
信号と当該非ゼロ電力のチャネル状態情報参照信号とのサブフレームオフセットが独立に
設定される通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、端末装置、基地局装置および通信方法に関する。
　本願は、２０１４年５月３０日に、日本に出願された特願２０１４－１１１８２０号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「Long Term Ev
olution （LTE）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA
」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnersh
ip Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥでは、基地局装置（基地局）をｅＮ
ｏｄｅＢ（evolved NodeB）、端末装置（移動局、移動局装置、端末）をＵＥ（User Equi
pment）とも称する。ＬＴＥは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置する
セルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
【０００３】
　ＬＴＥは、周波数分割複信（Frequency Division Duplex: FDD）および時分割複信（Ti
me Division Duplex: TDD）に対応している。ＦＤＤ方式を採用したＬＴＥをＦＤ－ＬＴ
ＥまたはＬＴＥ　ＦＤＤとも称する。ＴＤＤは、上りリンク信号と下りリンク信号を周波
数分割多重することによって、少なくとも２つの周波数帯域において全二重通信を可能に
する技術である。ＴＤＤ方式を採用したＬＴＥをＴＤ－ＬＴＥまたはＬＴＥ　ＴＤＤとも
称する。ＴＤＤは、上りリンク信号と下りリンク信号を時分割多重することによって、単
一の周波数帯域において全二重通信を可能にする技術である。ＦＤ－ＬＴＥおよびＴＤ－
ＬＴＥの詳細は、非特許文献１に開示されている。
【０００４】
　また、基地局装置は、端末装置に対して、基地局装置と端末装置との間において既知の
信号である参照信号（ＲＳ；Reference Signalとも呼称される）を送信できる。この参照
信号は、信号やチャネルの復調やチャネル状態のレポートなどの様々な目的のために、複
数の参照信号を送信できる。例えば、セル固有参照信号は、セルに固有の参照信号として
、全ての下りリンクサブフレームにおいて送信される。また、例えば、端末固有参照信号
は、端末装置に固有の参照信号として、その端末装置に対するデータ信号がマッピングさ
れるリソースにおいて送信される。参照信号の詳細は、非特許文献１に開示されている。
【０００５】
　３ＧＰＰにおいて、小セル（Small Cell）の導入が検討される。小セルとは、セルを構
成する基地局装置の送信電力が小さく、従来のセル（マクロセル）に比べてカバレッジの
小さなセルの総称である。例えば、小セルを高周波数帯で適用することで、高密度に小セ
ルを配置することが可能となり、面積あたりの周波数利用効率を向上させる効果がある。
小セルの導入検討では、少なくとも二つの異なるネットワークポイント（マスター基地局
装置とセカンダリー基地局装置）から提供される無線リソースを所定の端末装置が消費す
るオペレーションであるデュアルコネクティビティが検討されている。詳細は、非特許文
献２に開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
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p Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Phy
sical Channels and Modulation (Release 11), 3GPP TS 36.211 V11.5.0 (2014-01).
【非特許文献２】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
p Radio Access Network; Small cell enhancements for E-UTRA and E-UTRAN - Physica
l layer aspects (Release 12), 3GPP TR 36.872 V12.1.0 (2013-12).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、マスター基地局装置およびセカンダリー基地局装置に対する上りリンク
送信の適切な送信電力の設定を行わなければ、伝送効率を大幅に劣化させる要因となる。
【０００８】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置と端末装置
が通信する通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる基地局装置、端末
装置、通信システム、通信方法および集積回路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本実施形態の端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、あるセルにおける
連続するサブフレームの期間において、全ての下りリンクサブフレームと全てのスペシャ
ルサブフレームのＤｗＰＴＳにあるセル固有参照信号と、所定のサブフレームにある第１
の同期信号と、最初のサブフレームにある第２の同期信号と、１つ以上の非ゼロ電力のＣ
ＳＩ参照信号とで構成される検出信号を設定する上位層処理部と、前記検出信号を受信す
る受信部とを備え、前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号のそれぞれは、前記第２の同期信号
と前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号とのサブフレームオフセットが独立に設定される。
【００１０】
　（２）また、本実施形態の端末装置は、上記の端末装置であって、前記非ゼロ電力のＣ
ＳＩ参照信号があるサブフレームは、前記第２の同期信号があるサブフレームと、前記サ
ブフレームオフセットとに基づいて決まる。
【００１１】
　（３）また、本実施形態の端末装置は、上記の端末装置であって、前記非ゼロ電力のＣ
ＳＩ参照信号があるサブフレームは、前記連続するサブフレームの期間において、前記第
２の同期信号があるサブフレーム以降のサブフレームである。
【００１２】
　（４）また、本実施形態の端末装置は、上記の端末装置であって、前記上位層処理部は
、前記連続するサブフレームの期間を設定する。
【００１３】
　（５）また、本実施形態の端末装置は、上記の端末装置であって、前記上位層処理部は
、前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号のそれぞれに対して、擬似ランダム系列を生成するた
めのパラメータを独立に設定する。
【００１４】
　（６）また、本実施形態の端末装置は、上記の端末装置であって、少なくとも前記ある
セルがアクティブでない場合、前記端末装置は、前記あるセルにおいて、前記検出信号を
除く信号およびチャネルが送信されないと想定する。
【００１５】
　（７）また、本実施形態の端末装置は、上記の端末装置であって、前記上位層処理部は
、前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号のそれぞれに対して、順同一位置に関するパラメータ
を独立に設定する。
【００１６】
　（８）また、本実施形態の端末装置は、上記の端末装置であって、前記上位層処理部は
、１つ以上のゼロ電力のＣＳＩ参照信号を設定し、前記ゼロ電力のＣＳＩ参照信号が示す
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リソースエレメントは、所定のチャネルの送信に用いられないと想定されるリソースエレ
メントである。
【００１７】
　（９）また、本実施形態の端末装置と通信する基地局装置は、あるセルにおける連続す
るサブフレームの期間において、全ての下りリンクサブフレームと全てのスペシャルサブ
フレームのＤｗＰＴＳにあるセル固有参照信号と、所定のサブフレームにある第１の同期
信号と、最初のサブフレームにある第２の同期信号と、１つ以上の非ゼロ電力のＣＳＩ参
照信号とで構成される検出信号を、前記端末装置に設定する上位層処理部と、前記検出信
号を送信する送信部とを備え、前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号のそれぞれは、前記第２
の同期信号と前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号とのサブフレームオフセットが独立に設定
される。
【００１８】
　（１０）また、本実施形態の基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法は、
あるセルにおける連続するサブフレームの期間において、全ての下りリンクサブフレーム
と全てのスペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにあるセル固有参照信号と、所定のサブフ
レームにある第１の同期信号と、最初のサブフレームにある第２の同期信号と、１つ以上
の非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号とで構成される検出信号を設定するステップと、前記検出
信号を受信するステップとを有し、前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号のそれぞれは、前記
第２の同期信号と前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号とのサブフレームオフセットが独立に
設定される。
【００１９】
（１１）また、本実施形態の端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法は、あ
るセルにおける連続するサブフレームの期間において、全ての下りリンクサブフレームと
全てのスペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにあるセル固有参照信号と、所定のサブフレ
ームにある第１の同期信号と、最初のサブフレームにある第２の同期信号と、１つ以上の
非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号とで構成される検出信号を、前記端末装置に設定するステッ
プと、前記検出信号を送信するステップとを有し、前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号のそ
れぞれは、前記第２の同期信号と前記非ゼロ電力のＣＳＩ参照信号とのサブフレームオフ
セットが独立に設定される。
【００２０】
　このように、端末装置と基地局装置間の通信効率を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送
効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施形態の無線通信システムの概念図である。
【図２】本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態のスロットの構成を示す図である。
【図４】本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配
置の一例を示す図である。
【図５】本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配
置の一例を示す図である。
【図６】本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の配
置の一例を示す図である。
【図７】本実施形態の端末装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図８】本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【図９】ＤＲＳの構成の一例を示す図である。
【図１０】ＣＲＳの構成および／またはＤＲＳの構成の一例を示す図である。
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【図１１】ＤＲＳの構成の別の一例を示す図である。
【図１２】ＤＲＳの設定に対するリソースエレメントの指定の一例を示す図である。
【図１３】測定のモデルを示す図である。
【図１４】ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨのサーチスペースの数式を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００２４】
　本実施形態において、端末装置１は、複数のセルが設定されてもよい。ここで、端末装
置１が、複数のセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、キャリアアグリゲー
ション、またはデュアルコネクティビティと称する。端末装置１に対して設定される複数
のセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のセルの
一部において、本発明が適用されてもよい。端末装置１に設定されるセルを、サービング
セルとも称する。
【００２５】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）において、設定された複数のサービングセルは、１
つのプライマリーセル（PCell: Primary Cell）と１つまたは複数のセカンダリーセル（S
Cell: Secondary Cell）とを含む。
【００２６】
　プライマリーセルは、初期コネクション構築（initial connection establishment）プ
ロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再構築（connection re-establis
hment）プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャに
おいてプライマリーセルと指示されたセルである。プライマリーセルは、プライマリー周
波数でオペレーションする。コネクションが（再）構築された時点、または、その後に、
セカンダリーセルが設定されてもよい。セカンダリーセルは、セカンダリー周波数でオペ
レーションする。なお、コネクションは、ＲＲＣコネクションと称されてもよい。
【００２７】
　ＣＡをサポートしている端末装置１に対して、１つのプライマリーセルと１つ以上のセ
カンダリーセルで集約される。
【００２８】
　デュアルコネクティビティ（Dual Connectivity）とは、少なくとも二つの異なるネッ
トワークポイント（マスター基地局装置（MeNB: Master eNB）とセカンダリー基地局装置
（SeNB: Secondary eNB））から提供される無線リソースを所定の端末装置１が消費する
オペレーションである。言い換えると、デュアルコネクティビティは、端末装置１が、少
なくとも２つのネットワークポイントでＲＲＣ接続を行なうことである。デュアルコネク
ティビティにおいて、端末装置１は、ＲＲＣ接続（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）状態で
、且つ、非理想的バックホール（non-ideal backhaul）によって接続されてもよい。
【００２９】
　デュアルコネクティビティにおいて、少なくともＳ１－ＭＭＥ（Mobility Management 
Entity）に接続され、コアネットワークのモビリティアンカーの役割を果たす基地局装置
３をマスター基地局装置と称される。また、端末装置１に対して追加の無線リソースを提
供するマスター基地局装置ではない基地局装置３をセカンダリー基地局装置と称される。
マスター基地局装置に関連されるサービングセルのグループをマスターセルグループ（MC
G: Master Cell Group）、セカンダリー基地局装置に関連されるサービングセルのグルー
プをセカンダリーセルグループ（SCG: Secondary Cell Group）と称される場合もある。
なお、セルグループは、サービングセルグループであってもよい。
【００３０】
　デュアルコネクティビティにおいて、プライマリーセルは、ＭＣＧに属する。また、Ｓ
ＣＧにおいて、プライマリーセルに相当するセカンダリーセルをプライマリーセカンダリ
ーセル（pSCell: Primary Secondary Cell）と称する。なお、ｐＳＣｅｌｌをスペシャル
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セルやスペシャルセカンダリーセル（Special SCell: Special Secondary Cell）と称す
る場合もある。スペシャルＳＣｅｌｌ（スペシャルＳＣｅｌｌを構成する基地局装置）に
は、ＰＣｅｌｌ（ＰＣｅｌｌを構成する基地局装置）と同等の機能（能力、性能）がサポ
ートされてもよい。また、ｐＳＣｅｌｌには、ＰＣｅｌｌの一部の機能だけがサポートさ
れてもよい。例えば、ｐＳＣｅｌｌには、ＰＤＣＣＨを送信する機能がサポートされても
よい。また、ｐＳＣｅｌｌには、ＣＳＳまたはＵＳＳとは異なるサーチスペースを用いて
、ＰＤＣＣＨ送信を行なう機能がサポートされてもよい。例えば、ＵＳＳとは異なるサー
チスペースは、仕様で規定された値に基づいて決まるサーチスペース、Ｃ－ＲＮＴＩとは
異なるＲＮＴＩに基づいて決まるサーチスペースなどである。また、ｐＳＣｅｌｌは、常
に、起動の状態であってもよい。また、ｐＳＣｅｌｌは、ＰＵＣＣＨを受信できるセルで
ある。
【００３１】
　デュアルコネクティビティにおいて、無線ベアラ（データ無線ベアラ（DRB: Date Radi
o Bearer）および／またはシグナリング無線ベアラ（SRB: Signalling Radio Bearer））
は、ＭｅＮＢとＳｅＮＢで個別に割り当てられてもよい。
【００３２】
　デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳＣＧまたはＰＣｅｌｌとｐＳＣｅｌｌ
では、それぞれ個別にデュプレックスモードが設定されてもよい。
【００３３】
　デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳＣＧまたはＰＣｅｌｌとｐＳＣｅｌｌ
で、同期されなくてもよい。すなわち、ＭＣＧとＳＣＧまたはＰＣｅｌｌとｐＳＣｅｌｌ
で、サブフレーム開始のタイミングが同じでなくてよい。以下、ＭｅＮＢまたはＭＣＧま
たはＰＣｅｌｌのサブフレーム番号をｉ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧまたはｐＳＣｅｌｌのサ
ブフレーム番号をｊと表記する。ＭＣＧのサブフレームｉとＳＣＧのサブフレームｊは一
部のタイミングにおいて重複する。
【００３４】
　デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳＣＧ（またはＰＣｅｌｌとｐＳＣｅｌ
ｌ）それぞれにおいて、複数のタイミング調整のためのパラメータ（TAG: Timing Advanc
e Group）が設定されてもよい。つまり、ＭＣＧとＳＣＧ間において、同期されなくても
よい。ＭＣＧとＳＣＧで異なるＴＡＧが設定された場合、ＭＣＧとＳＣＧで同期していな
くてもよい。
【００３５】
　デュアルコネクティビティにおいて、端末装置１は、ＭＣＧ内のセルに対応するＵＣＩ
は、ＭｅＮＢ（ＰＣｅｌｌ）のみに送信し、ＳＣＧ内のセルに対応するＵＣＩは、ＳｅＮ
Ｂ（ｐＳＣｅｌｌ）のみに送信する。例えば、ＵＣＩはＳＲ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、および
／またはＣＳＩである。また、それぞれのＵＣＩの送信において、ＰＵＣＣＨおよび／ま
たはＰＵＳＣＨを用いた送信方法はそれぞれのセルグループで適用される。
【００３６】
　プライマリーセルでは、すべての信号が送受信可能であるが、セカンダリーセルでは、
送受信できない信号がある。例えば、ＰＵＣＣＨ（Physical Uplink Control Channel）
は、プライマリーセルでのみ送信される。また、ＰＲＡＣＨ（Physical Random Access C
hannel）は、セル間で、複数のＴＡＧ（Timing Advance Group）が設定されない限り、プ
ライマリーセルでのみ送信される。また、ＰＢＣＨ（Physical Broadcast Channel）は、
プライマリーセルでのみ送信される。また、ＭＩＢ（Master Information Block）は、プ
ライマリーセルでのみ送信される。
【００３７】
　プライマリーセカンダリーセルでは、プライマリーセルで送受信可能な信号が送受信さ
れる。例えば、ＰＵＣＣＨは、プライマリーセカンダリーセルで送信されてもよい。また
、ＰＲＡＣＨは、複数のＴＡＧが設定されているかにかかわらず、プライマリーセカンダ
リーセルで送信されてもよい。また、ＰＢＣＨやＭＩＢがプライマリーセカンダリーセル
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で送信されてもよい。
【００３８】
　プライマリーセルでは、ＲＬＦ（Radio Link Failure）が検出される。セカンダリーセ
ルでは、ＲＬＦが検出される条件が整ってもＲＬＦが検出されたと認識しない。プライマ
リーセカンダリーセルでは、条件を満たせば、ＲＬＦが検出される。プライマリーセカン
ダリーセルにおいて、ＲＬＦが検出された場合、プライマリーセカンダリーセルの上位層
は、プライマリーセルの上位層へＲＬＦが検出されたことを通知する。
【００３９】
　プライマリーセルおよび／またはプライマリーセカンダリーセルでは、ＳＰＳ（Semi-P
ersistent Scheduling）やＤＲＸ（Discontinuous Transmission）を行なってもよい。Ｓ
ＰＳ設定とＤＲＸ設定の総数は、プライマリーセルとプライマリーセカンダリーセルの総
数で決定されてもよい。セカンダリーセルでは、同じセルグループのプライマリーセルま
たはプライマリーセカンダリーセルと同じＤＲＸを行なってもよい。
【００４０】
　セカンダリーセルにおいて、ＭＡＣの設定に関する情報／パラメータは、基本的に、同
じセルグループのプライマリーセル／プライマリーセカンダリーセルと共有している。一
部のパラメータ（例えば、sTAG-Id）は、セカンダリーセル毎に設定されてもよい。
【００４１】
　一部のタイマーやカウンタが、プライマリーセルおよび／またはプライマリーセカンダ
リーセルに対してのみ適用されてもよい。セカンダリーセルに対してのみ、適用されるタ
イマーやカウンタが設定されてもよい。
【００４２】
　本実施形態の無線通信システムは、ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）またはＴＤ
Ｄ（Time Division Duplex）方式のフレーム構成タイプ（Frame Structure Type）が適用
される。なお、フレーム構成タイプは、フレーム構造タイプやデュプレックスモードと称
される場合もある。セルアグリゲーションの場合には、複数のセルの全てに対してＴＤＤ
方式が適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、ＴＤＤ方式が適用さ
れるセルとＦＤＤ方式が適用されるセルが集約されてもよい。ＴＤＤが適用されるセルと
ＦＤＤが適用されるセルとが集約される場合に、ＴＤＤが適用されるセルに対して本発明
を適用することができる。
【００４３】
　ＦＤＤが適用されるセルにおいて、半二重（half-duplex）ＦＤＤ方式または全二重（f
ull-duplex）ＦＤＤ方式が適用されてもよい。
【００４４】
　ＴＤＤが適用される複数のセルがアグリゲートされる場合には、半二重（half-duplex
）ＴＤＤ方式または全二重（full-duplex）ＴＤＤ方式が適用されてもよい。
【００４５】
　端末装置１は、端末装置１によってキャリアアグリゲーションがサポートされているバ
ンドの組合せを示す情報を、基地局装置３に送信する。端末装置１は、バンドの組合せの
それぞれに対して、異なる複数のバンドにおける前記複数のサービングセルにおける同時
送信および受信をサポートしているかどうかを指示する情報を、基地局装置３に送信する
。
【００４６】
　本実施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸまたはＹ”の意味を含む。本実施形態におい
て、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸおよびＹ”の意味を含む。本実施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、
“Ｘおよび／またはＹ”の意味を含む。
【００４７】
　図１は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図１において、無線通信シス
テムは、端末装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。以下、端末装置１Ａ～１
Ｃを端末装置１という。
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【００４８】
　本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
【００４９】
　図１において、端末装置１から基地局装置３への上りリンクの無線通信では、上りリン
ク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を
送信するために使用できる。上りリンク物理チャネルは、ＰＵＣＣＨ（Physical Uplink 
Control Channel）、ＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）、ＰＲＡＣＨ（Phy
sical Random Access Channel）などを含む。
【００５０】
　ＰＵＣＣＨは、上りリンク制御情報（Uplink Control Information: UCI）を送信する
ために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状
態情報（Channel State Information: CSI）、ＰＵＳＣＨリソースの要求を示すスケジュ
ーリング要求（Scheduling Request: SR）、下りリンクデータ（Transport block: TB, D
ownlink-Shared Channel: DL-SCH）に対するＡＣＫ（acknowledgement）／ＮＡＣＫ（neg
ative-acknowledgement）を含む。ＡＣＫ／ＮＡＣＫを、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＨＡＲＱフ
ィードバック、または、応答情報とも称する。
【００５１】
　ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータ（Uplink-Shared Channel: UL-SCH）を送信するため
に用いられる物理チャネルである。また、ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータと共にＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫおよび／またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、
ＰＵＳＣＨはチャネル状態情報のみ、または、ＨＡＲＱ－ＡＣＫおよびチャネル状態情報
のみを送信するために用いられてもよい。
【００５２】
　ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネ
ルである。ＰＲＡＣＨは、端末装置１が基地局装置３と時間領域の同期をとることを主な
目的とする。その他に、ＰＲＡＣＨは、初期コネクション構築（initial connection est
ablishment）プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再構築（connecti
on re-establishment）プロシージャ、上りリンク送信に対する同期（タイミング調整）
、およびＰＵＳＣＨリソースの要求を示すためにも用いられる。
【００５３】
　図１において、上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号が用いられる。上りリ
ンク物理信号は、上りリンク参照信号（Uplink Reference Signal: UL RS）などを含む。
上りリンク参照信号は、ＤＭＲＳ（Demodulation Reference Signal）、ＳＲＳ（Soundin
g Reference Signal）などが用いられる。ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨの送
信に関連する。ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨと時間多重される。基地局装置
３は、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨの伝搬路補正を行なうためにＤＭＲＳを使用する。以
下、ＰＵＳＣＨとＤＭＲＳを共に送信することを、単にＰＵＳＣＨを送信すると称する。
以下、ＰＵＣＣＨとＤＭＲＳを共に送信することを、単にＰＵＣＣＨを送信すると称する
。なお、上りリンクのＤＭＲＳは、ＵＬ－ＤＭＲＳとも呼称される。ＳＲＳは、ＰＵＳＣ
ＨまたはＰＵＣＣＨの送信に関連しない。基地局装置３は、上りリンクのチャネル状態を
測定するためにＳＲＳを使用する。
【００５４】
　ＳＲＳは、２つのトリガータイプのＳＲＳ（トリガータイプ０ＳＲＳ、トリガータイプ
１ＳＲＳ）がある。トリガータイプ０ＳＲＳは、上位層シグナリングによって、トリガー
タイプ０ＳＲＳに関するパラメータが設定される場合に送信される。トリガータイプ１Ｓ
ＲＳは、上位層シグナリングによって、トリガータイプ１ＳＲＳに関するパラメータが設
定され、ＤＣＩフォーマット０／１Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄ／４に含まれるＳＲＳリクエス
トによって送信が要求された場合に送信される。なお、ＳＲＳリクエストは、ＤＣＩフォ
ーマット０／１Ａ／４についてはＦＤＤとＴＤＤの両方に含まれ、ＤＣＩフォーマット２
Ｂ／２Ｃ／２ＤについてはＴＤＤにのみ含まれる。同じサービングセルの同じサブフレー
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ムでトリガータイプ０ＳＲＳの送信とトリガータイプ１ＳＲＳの送信が生じる場合、トリ
ガータイプ１ＳＲＳの送信が優先される。
【００５５】
　図１において、基地局装置３から端末装置１への下りリンクの無線通信では、下りリン
ク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を
送信するために使用される。下りリンク物理チャネルは、ＰＢＣＨ（Physical Broadcast
 Channel）、ＰＣＦＩＣＨ（Physical Control Format Indicator Channel）、ＰＨＩＣ
Ｈ（Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel）、ＰＤＣＣＨ（Ph
ysical Downlink Control Channel）、ＥＰＤＣＣＨ（Enhanced Physical Downlink Cont
rol Channel）、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）、ＰＭＣＨ（Physica
l Multicast Channel）などを含む。
【００５６】
　ＰＢＣＨは、端末装置１で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック（Ma
ster Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH）を報知するために用いられる
。ＭＩＢは、４０ｍｓ間隔で更新できる。ＰＢＣＨは１０ｍｓ周期で繰り返し送信される
。具体的には、SFN mod 4 = 0を満たす無線フレームにおけるサブフレーム０においてＭ
ＩＢの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム０においてＭ
ＩＢの再送信（repetition）が行なわれる。ＳＦＮ（system frame number）は無線フレ
ームの番号（システムフレーム番号）である。ＭＩＢはシステム情報である。例えば、Ｍ
ＩＢは、ＳＦＮを示す情報を含む。
【００５７】
　ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨの送信に用いられる領域（ＯＦＤＭシンボル）を指示する
情報を送信するために用いられる。
【００５８】
　ＰＨＩＣＨは、基地局装置３が受信した上りリンクデータ（Uplink Shared Channel: U
L-SCH）に対するＡＣＫ（ACKnowledgement）またはＮＡＣＫ（Negative ACKnowledgement
）を示すＨＡＲＱインディケータ（ＨＡＲＱフィードバック、応答情報）を送信するため
に用いられる。例えば、端末装置１がＡＣＫを示すＨＡＲＱインディケータを受信した場
合は、対応する上りリンクデータを再送しない。例えば、端末装置１がＮＡＣＫを示すＨ
ＡＲＱインディケータを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送する。単一の
ＰＨＩＣＨは、単一の上りリンクデータに対するＨＡＲＱインディケータを送信する。基
地局装置３は、同一のＰＵＳＣＨに含まれる複数の上りリンクデータに対するＨＡＲＱイ
ンディケータのそれぞれを複数のＰＨＩＣＨを用いて送信する。
【００５９】
　ＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨは、下りリンク制御情報（Downlink Control Informati
on: DCI）を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、ＤＣＩフォーマットと
も称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント（downlink grant）および上りリ
ンクグラント（uplink grant）を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメン
ト（downlink assignment）または下りリンク割り当て（downlink allocation）とも称す
る。
【００６０】
　ＰＤＣＣＨは、連続する１つまたは複数のＣＣＥ（Control Channel Element）の集合
によって送信される。ＣＣＥは、９つのＲＥＧ（Resource Element Group）で構成される
。ＲＥＧは、４つのリソースエレメントで構成される。ｎ個の連続するＣＣＥで構成され
るＰＤＣＣＨは、ｉmodｎ＝０を満たすＣＣＥから始まる。ここで、ｉはＣＣＥ番号であ
る。
【００６１】
　ＥＰＤＣＣＨは、連続する１つまたは複数のＥＣＣＥ（Enhanced Control Channel Ele
ment）の集合によって送信される。ＥＣＣＥは、複数のＥＲＥＧ（Enhanced Resource El
ement Group）で構成される。
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【００６２】
　下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のＰＤＳＣＨのスケジューリングに用いら
れる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサ
ブフレーム内のＰＤＳＣＨのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、単
一のセル内の単一のＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは
、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより４つ以上後のサブフレーム内の単
一のＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる。
【００６３】
　ＤＣＩフォーマットには、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）パリティビットが付加
される。ＣＲＣパリティビットは、ＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identifier）で
スクランブルされる。ＲＮＴＩは、ＤＣＩの目的などに応じて、規定または設定できる識
別子である。ＲＮＴＩは、仕様で予め規定される識別子、セルに固有の情報として設定さ
れる識別子、端末装置１に固有の情報として設定される識別子、または、端末装置１に属
するグループに固有の情報として設定される識別子である。例えば、ＣＲＣパリティビッ
トは、Ｃ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Temporary Identifier）、または、ＳＰＳ　
Ｃ－ＲＮＴＩ（Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier
）でスクランブルされる。Ｃ－ＲＮＴＩおよびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩは、セル内における
端末装置１を識別するための識別子である。Ｃ－ＲＮＴＩは、単一のサブフレームにおけ
るＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨを制御するために用いられる。ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩは、
ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
【００６４】
　ＰＤＳＣＨは、下りリンクデータ（Downlink Shared Channel: DL-SCH）を送信するた
めに用いられる。また、ＰＤＳＣＨは、上位層の制御情報を送信するためにも用いられる
。
【００６５】
　ＰＭＣＨは、マルチキャストデータ（Multicast Channel: MCH）を送信するために用い
られる。
【００６６】
　図１において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。
下りリンク物理信号は、同期信号（Synchronization signal: SS）、下りリンク参照信号
（Downlink Reference Signal: DL RS）などを含む。
【００６７】
　同期信号は、端末装置１が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために
用いられる。同期信号は無線フレーム内の所定のサブフレームに配置される。例えば、Ｔ
ＤＤ方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム０、１、５、６に配置され
る。ＦＤＤ方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム０と５に配置される
。
【００６８】
　同期信号には、プライマリー同期信号（PSS: Primary Synchronization Signal）とセ
カンダリー同期信号（SSS: Secondary Synchronization Signal）がある。ＰＳＳは、粗
いフレーム／シンボルタイミング同期（時間領域の同期）やセルグループの同定に用いら
れる。ＳＳＳは、より正確なフレームタイミング同期やセルの同定に用いられる。つまり
、ＰＳＳとＳＳＳを用いることによって、フレームタイミング同期とセル識別を行なうこ
とができる。
【００６９】
　下りリンク参照信号は、端末装置１が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうた
めに用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置１が下りリンクのチャネル状態情報を
算出するために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置１が自装置の地理的な位置
を測定するために用いられる。
【００７０】
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　下りリンク参照信号は、ＣＲＳ（Cell-specific Reference Signal）、ＰＤＳＣＨに関
連するＵＲＳ（UE-specific Reference Signal）、ＥＰＤＣＣＨに関連するＤＭＲＳ（De
modulation Reference Signal）、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ（Non-Zero Power Chanel State
 Information - Reference Signal）、ＭＢＳＦＮ　ＲＳ（Multimedia Broadcast and Mu
lticast Service over Single Frequency Network Reference signal）、ＰＲＳ（Positi
oning Reference Signal）、ＮＣＴ　ＣＲＳ（New Carrier Type Cell-specific Referen
ce Signal）、そして、ＤＲＳ（Discovery Reference Signal）などを含む。また、下り
リンクのリソースは、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ（Zero Power Chanel State Information - Re
ference Signal）、ＣＳＩ－ＩＭ（Channel State Information - Interference Measure
ment）などを含む。
【００７１】
　ＣＲＳは、サブフレームの全帯域で送信される。ＣＲＳは、ＰＢＣＨ／ＰＤＣＣＨ／Ｐ
ＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＤＳＣＨの復調を行なうために用いられる。ＣＲＳは、端末
装置１が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。ＰＢＣＨ／
ＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨは、ＣＲＳの送信に用いられるアンテナポートで
送信される。
【００７２】
　ＰＤＳＣＨに関連するＵＲＳは、ＵＲＳが関連するＰＤＳＣＨの送信に用いられるサブ
フレームおよび帯域で送信される。ＵＲＳは、ＵＲＳが関連するＰＤＳＣＨの復調を行な
うために用いられる。
【００７３】
　ＰＤＳＣＨは、送信モードおよびＤＣＩフォーマットに基づいて、ＣＲＳまたはＵＲＳ
の送信に用いられるアンテナポートで送信される。ＤＣＩフォーマット１Ａは、ＣＲＳの
送信に用いられるアンテナポートで送信されるＰＤＳＣＨのスケジューリングに用いられ
る。ＤＣＩフォーマット２Ｄは、ＵＲＳの送信に用いられるアンテナポートで送信される
ＰＤＳＣＨのスケジューリングに用いられる。
【００７４】
　ＥＰＤＣＣＨに関連するＤＭＲＳは、ＤＭＲＳが関連するＥＰＤＣＣＨの送信に用いら
れるサブフレームおよび帯域で送信される。ＤＭＲＳは、ＤＭＲＳが関連するＥＰＤＣＣ
Ｈの復調を行なうために用いられる。ＥＰＤＣＣＨは、ＤＭＲＳの送信に用いられるアン
テナポートで送信される。
【００７５】
　ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、設定されたサブフレームで送信される。ＮＺＰ　ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが送信されるリソースは、基地局装置３によって設定される。ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは
、端末装置１が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。端末装置１
は、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを用いて信号測定（チャネル測定）を行なう。
【００７６】
　ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳのリソースは、基地局装置３によって設定される。ＺＰ　ＣＳＩ－
ＲＳリソースにおいて、基地局装置３は、ＣＳＩ－ＲＳをゼロ出力で送信する。つまり、
基地局装置３は、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳリソースにおいて、ＣＳＩ－ＲＳを送信しない。基
地局装置３は、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳをゼロ出力で送信する。つまり、基地局装置３は、Ｚ
Ｐ　ＣＳＩ－ＲＳを送信しない。基地局装置３は、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳの設定したリソー
スにおいて、ＰＤＳＣＨおよびＥＰＤＣＣＨを送信しない。
【００７７】
　ＣＳＩ－ＩＭのリソースは、基地局装置３によって設定される。ＣＳＩ－ＩＭのリソー
スは、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳのリソースの一部と重複（オーバーラップ）して設定される。
すなわち、ＣＳＩ－ＩＭのリソースは、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳと同等の特徴を有し、基地局
装置３は、ＣＳＩ－ＩＭとして設定されたリソースではゼロ出力で送信する。つまり、基
地局装置３は、ＣＳＩ－ＩＭを送信しない。基地局装置３は、ＣＳＩ－ＩＭの設定したリ
ソースにおいて、ＰＤＳＣＨおよびＥＰＤＣＣＨを送信しない。あるセルにおいてＮＺＰ



(13) JP 6568058 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

　ＣＳＩ－ＲＳが対応するリソースにおいて、端末装置１は、ＣＳＩ－ＩＭとして設定さ
れたリソースで干渉を測定することができる。
【００７８】
　以下では、ＣＳＩ－ＲＳ（伝送路状況測定用参照信号）のリソースエレメントへのマッ
ピングの詳細を説明する。
【００７９】
　説明のため、１つのＲＢペアにおいて、Ｃ１～Ｃ４で示されるリソースエレメントを考
える。Ｃ１～Ｃ４で示されるリソースエレメントのそれぞれは、２つのリソースエレメン
トで示される。Ｃ１～Ｃ４で示されるリソースエレメントを用いて、アンテナポート１５
～２２のＣＳＩ－ＲＳがマッピングされる。Ｃ１～Ｃ４で示されるリソースエレメントは
、それぞれＣＤＭ（Code Division Multiplexing）グループ１～ＣＤＭグループ４のＣＳ
Ｉ－ＲＳを示す。ＣＳＩ－ＲＳは、Ｗａｌｓｈ符号を用いた直交系列（直交符号）と、擬
似ランダム系列を用いたスクランブル符号とで構成される。また、ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＤ
Ｍグループ内において、それぞれＷａｌｓｈ符号等の直交符号により符号分割多重される
。また、ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＤＭグループ間において、互いに周波数分割多重（ＦＤＭ；
Frequency Division Multiplexing）される。
【００８０】
　アンテナポート１５および１６のＣＳＩ－ＲＳはＣ１にマッピングされ、アンテナポー
ト１７および１８のＣＳＩ－ＲＳはＣ２にマッピングされ、アンテナポート１９および２
０のＣＳＩ－ＲＳはＣ３にマッピングされ、アンテナポート２１および２２のＣＳＩ－Ｒ
ＳはＣ４にマッピングされる。
【００８１】
　ＣＳＩ－ＲＳのアンテナポート数は複数規定される。すなわち、端末装置１は、所定数
のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳが設定される。その所定数は、１、２、４または８であ
る。ＣＳＩ－ＲＳは、アンテナポート１５～２２の８つのアンテナポートに対応する参照
信号として設定されることができる。また、ＣＳＩ－ＲＳは、アンテナポート１５～１８
の４つのアンテナポートに対応する参照信号として設定されることができる。また、ＣＳ
Ｉ－ＲＳは、アンテナポート１５～１６の２つのアンテナポートに対応する参照信号とし
て設定されることができる。また、ＣＳＩ－ＲＳは、アンテナポート１５の１つのアンテ
ナポートに対応する参照信号として設定されることができる。
【００８２】
　ＣＳＩ－ＲＳは、一部のサブフレームにマッピングされることができ、例えば、複数の
サブフレーム毎にマッピングされることができる。また、ＣＳＩ－ＲＳをマッピングする
リソースエレメントは、図４で示すリソースエレメントとは異なってもよい。
【００８３】
　ＣＳＩ－ＲＳのリソースエレメントに対するマッピングパターンは複数規定される。ま
た、基地局装置３は、端末装置１に対して、複数のＣＳＩ－ＲＳを設定することができる
。
【００８４】
　ＣＳＩ－ＲＳは、送信電力をゼロにすることができる。送信電力がゼロのＣＳＩ－ＲＳ
は、ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳとも呼称される。ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳは、アンテナポー
ト１５～２２のＣＳＩ－ＲＳとは独立に設定される。なお、アンテナポート１５～２２の
ＣＳＩ－ＲＳは、非ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳとも呼称される。
【００８５】
　基地局装置３は、ＲＲＣシグナリングを通じて、端末装置１に対する端末固有の制御情
報として、ＣＳＩ－ＲＳを設定する。端末装置１は、基地局装置３によりＲＲＣシグナリ
ングを通じて、ＣＳＩ－ＲＳが設定される。また、端末装置１は、干渉電力を測定するた
めのリソースであるＣＳＩ－ＩＭリソースが設定されることができる。端末装置１は、基
地局装置３からの設定に基づいて、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＩＭリ
ソースを用いて、フィードバック情報を生成する。
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【００８６】
　チャネル状態情報（ＣＳＩ）には、ＣＱＩ（Channel Quality Indicator）、ＰＭＩ（P
recoding Matrix Indicator）、ＲＩ（Rank Indicator）、ＰＴＩ（Precoding Type Indi
cator）があり、ＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳを用いて、測定される。
【００８７】
　ＭＢＳＦＮ　ＲＳは、ＰＭＣＨの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される
。ＭＢＳＦＮ　ＲＳは、ＰＭＣＨの復調を行なうために用いられる。ＰＭＣＨは、ＭＢＳ
ＦＮ　ＲＳの送信用いられるアンテナポートで送信される。
【００８８】
　ＰＲＳは、端末装置１が、自装置の地理的な位置を測定するために用いられる。
【００８９】
　ＮＣＴ　ＣＲＳは、所定のサブフレームにマッピングできる。例えば、ＮＣＴ　ＣＲＳ
は、サブフレーム０および５にマッピングされる。また、ＮＣＴ　ＣＲＳは、ＣＲＳの一
部と同様の構成を用いることができる。例えば、リソースブロックのそれぞれにおいて、
ＮＣＴ　ＣＲＳがマッピングされるリソースエレメントの位置は、アンテナポート０のＣ
ＲＳがマッピングされるリソースエレメントの位置と同じにすることができる。また、Ｎ
ＣＴ　ＣＲＳに用いられる系列（値）は、ＰＢＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨまたはＰ
ＤＳＣＨ（ＲＲＣシグナリング）を通じて設定された情報に基づいて決定できる。ＮＣＴ
　ＣＲＳに用いられる系列（値）は、セルＩＤ（例えば、物理レイヤセル識別子）、スロ
ット番号などのパラメータに基づいて決定できる。ＮＣＴ　ＣＲＳに用いられる系列（値
）は、アンテナポート０のＣＲＳに用いられる系列（値）とは異なる方法（式）によって
決定できる。なお、ＮＣＴ　ＣＲＳは、ＴＲＳ（Tracking Reference Signal）と称され
てもよい。
【００９０】
　下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称す
る。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称
する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネル
と称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号と称する
。
【００９１】
　ＢＣＨ、ＭＣＨ、ＵＬ－ＳＣＨおよびＤＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである
。媒体アクセス制御（Medium Access Control: MAC）層で用いられるチャネルをトランス
ポートチャネルと称する。ＭＡＣ層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トラ
ンスポートブロック（transport block: TB）またはＭＡＣ　ＰＤＵ（Protocol Data Uni
t）とも称する。ＭＡＣ層においてトランスポートブロック毎にＨＡＲＱ（Hybrid Automa
tic Repeat reQuest）の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、ＭＡＣ層が物理
層に渡す（deliver）データの単位である。物理層において、トランスポートブロックは
コードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
【００９２】
　基地局装置３から端末装置１に対する制御情報のシグナリング（通知、報知）の方法と
して、ＰＤＣＣＨを通じたシグナリングであるＰＤＣＣＨシグナリング、ＲＲＣ層（レイ
ヤー）を通じたシグナリングであるＲＲＣシグナリング、および、ＭＡＣ層（レイヤー）
を通じたシグナリングであるＭＡＣシグナリングなどが用いられる。また、ＲＲＣシグナ
リングは、端末装置１に固有の制御情報を通知する専用のＲＲＣシグナリング（Dedicate
d RRC signaling）、または、基地局装置３に固有の制御情報を通知する共通のＲＲＣシ
グナリング（Common RRC signaling）である。なお、以下の説明において、単にＲＲＣシ
グナリングと記載した場合は、ＲＲＣシグナリングは専用のＲＲＣシグナリングおよび／
または共通のＲＲＣシグナリングである。ＲＲＣシグナリングやＭＡＣ　ＣＥなど、物理
層から見て上位の層が用いるシグナリングを上位層シグナリングと称する場合もある。
【００９３】
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　以下、本実施形態の無線フレーム（radio frame）の構成について説明する。
【００９４】
　図２は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。無線フレームのそれぞ
れは、１０ｍｓ長である。また、無線フレームのそれぞれは２つのハーフフレームから構
成される。ハーフフレームのそれぞれは、５ｍｓ長である。ハーフフレームのそれぞれは
、５のサブフレームから構成される。サブフレームのそれぞれは、１ｍｓ長であり、２つ
の連続するスロットによって定義される。スロットのそれぞれは、０．５ｍｓ長である。
無線フレーム内のｉ番目のサブフレームは、（２×ｉ）番目のスロットと（２×ｉ＋１）
番目のスロットとから構成される。つまり、無線フレームのそれぞれにおいて、１０個の
サブフレームが規定される。
【００９５】
　サブフレームは、下りリンクサブフレーム（第１のサブフレーム）、上りリンクサブフ
レーム（第２のサブフレーム）、スペシャルサブフレーム（第３のサブフレーム）などを
含む。
【００９６】
　下りリンクサブフレームは下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである
。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである
。スペシャルサブフレームは３つのフィールドから構成される。該３つのフィールドは、
ＤｗＰＴＳ（Downlink Pilot Time Slot）、ＧＰ（Guard Period）、およびＵｐＰＴＳ（
Uplink Pilot Time Slot）である。ＤｗＰＴＳ、ＧＰ、およびＵｐＰＴＳの合計の長さは
１ｍｓである。ＤｗＰＴＳは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。
ＵｐＰＴＳは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。ＧＰは下りリン
ク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。なお、スペシャルサブフ
レームは、ＤｗＰＴＳおよびＧＰのみによって構成されてもよいし、ＧＰおよびＵｐＰＴ
Ｓのみによって構成されてもよい。スペシャルサブフレームは、ＴＤＤにおいて下りリン
クサブフレームと上りリンクサブフレームとの間に配置され、下りリンクサブフレームか
ら上りリンクサブフレームに切り替えるために用いられる。
【００９７】
　単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、および／
またはスペシャルサブフレームから構成される。つまり、無線フレームは、下りリンクサ
ブフレームだけで構成されてもよい。また、無線フレームは、上りリンクサブフレームだ
けで構成されてもよい。
【００９８】
　本実施形態の無線通信システムは、５ｍｓと１０ｍｓの下りリンク‐上りリンク・スイ
ッチポイント周期（downlink-to-uplink switch-point periodicity）をサポートする。
下りリンク‐上りリンク・スイッチポイント周期が５ｍｓの場合には、無線フレーム内の
両方のハーフフレームにスペシャルサブフレームが含まれる。下りリンク‐上りリンク・
スイッチポイント周期が１０ｍｓの場合には、無線フレーム内の最初のハーフフレームの
みにスペシャルサブフレームが含まれる。
【００９９】
　以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。
【０１００】
　図３は、本実施形態のスロットの構成を示す図である。本実施形態では、ＯＦＤＭシン
ボルに対してノーマルＣＰ（normal Cyclic Prefix）が適用される。なお、ＯＦＤＭシン
ボルに対して拡張ＣＰ（extended Cyclic Prefix）が適用されてもよい。スロットのそれ
ぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現
される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャ
リアと、時間方向に対する複数のＯＦＤＭシンボルによって定義される。上りリンクにお
いて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対す
る複数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルによって定義される。サブキャリアまたはリソースブロ
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ックの数は、セルの帯域幅に依存する。１つのスロットを構成するＯＦＤＭシンボルまた
はＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの数は、ノーマルＣＰの場合は７であり、拡張ＣＰの場合は６
である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リ
ソースエレメントは、サブキャリアの番号とＯＦＤＭシンボルまたはＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルの番号とを用いて識別される。
【０１０１】
　リソースブロックは、ある物理チャネル（ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨなど）のリソー
スエレメントにマッピングするために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブ
ロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブ
ロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマッ
プされる。１つの物理リソースブロックは、時間領域において７個の連続するＯＦＤＭシ
ンボルまたはＳＣ－ＦＤＭＡシンボルと周波数領域において１２個の連続するサブキャリ
アとから定義される。ゆえに、１つの物理リソースブロックは（７×１２）個のリソース
エレメントから構成される。また、１つの物理リソースブロックは、時間領域において１
つのスロットに対応し、周波数領域において１８０ｋＨｚに対応する。物理リソースブロ
ックは周波数領域において０から番号が付けられる。また、同一の物理リソースブロック
番号が対応する、１つのサブフレーム内の２つのリソースブロックは、物理リソースブロ
ックペア（ＰＲＢペア、ＲＢペア）として定義される。
【０１０２】
　以下、サブフレームのそれぞれにおいて送信される物理チャネルおよび物理信号につい
て説明する。
【０１０３】
　図４は、本実施形態の下りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の
配置の一例を示す図である。基地局装置３は、下りリンクサブフレームにおいて、下りリ
ンク物理チャネル（ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、
ＰＤＳＣＨ）、および／または下りリンク物理信号（同期信号、下りリンク参照信号）を
送信できる。なお、ＰＢＣＨは無線フレーム内のサブフレーム０のみで送信される。なお
、下りリンク参照信号は周波数領域および時間領域において分散するリソースエレメント
に配置される。説明の簡略化のため、図４において下りリンク参照信号は図示しない。
【０１０４】
　ＰＤＣＣＨ領域において、複数のＰＤＣＣＨが周波数、時間、および／または、空間多
重されてもよい。ＥＰＤＣＣＨ領域において、複数のＥＰＤＣＣＨが周波数、時間、およ
び／または、空間多重されてもよい。ＰＤＳＣＨ領域において、複数のＰＤＳＣＨが周波
数、時間、および／または、空間多重されてもよい。ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨおよび／ま
たはＥＰＤＣＣＨは周波数、時間、および／または、空間多重されてもよい。
【０１０５】
　図５は、本実施形態の上りリンクサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の
配置の一例を示す図である。端末装置１は、上りリンクサブフレームにおいて、上りリン
ク物理チャネル（ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＲＡＣＨ）、および上りリンク物理信号（
ＵＬ－ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）を送信してもよい。ＰＵＣＣＨ領域において、複数のＰＵＣＣ
Ｈが周波数、時間、空間および／またはコード多重される。ＰＵＳＣＨ領域において、複
数のＰＵＳＣＨが周波数、時間、空間および／またはコード多重されてもよい。ＰＵＣＣ
ＨおよびＰＵＳＣＨは周波数、時間、空間および／またはコード多重されてもよい。ＰＲ
ＡＣＨは単一のサブフレームまたは２つのサブフレームにわたって配置されてもよい。ま
た、複数のＰＲＡＣＨが符号多重されてもよい。
【０１０６】
　ＳＲＳは上りリンクサブフレーム内の最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを用いて送信され
る。つまり、ＳＲＳは上りリンクサブフレーム内の最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに配置
される。端末装置１は、単一のセルの単一のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにおいて、ＳＲＳと
、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨとの同時送信を制限できる。端末装置１は、単一
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のセルの単一の上りリンクサブフレームにおいて、該上りリンクサブフレーム内の最後の
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを除くＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを用いてＰＵＳＣＨおよび／また
はＰＵＣＣＨを送信し、該上りリンクサブフレーム内の最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを
用いてＳＲＳを送信することができる。つまり、単一のセルの単一の上りリンクサブフレ
ームにおいて、端末装置１は、ＳＲＳと、ＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨと、を送信するこ
とができる。なお、ＤＭＲＳはＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨと時間多重される。説明の簡
略化のため、図５においてＤＭＲＳは図示しない。
【０１０７】
　図６は、本実施形態のスペシャルサブフレームにおける物理チャネルおよび物理信号の
配置の一例を示す図である。図６において、ＤｗＰＴＳはスペシャルサブフレーム内の１
番目から１０番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成され、ＧＰはスペシャルサブフレー
ム内の１１番目と１２番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成され、ＵｐＰＴＳはスペシ
ャルサブフレーム内の１３番目と１４番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成される。
【０１０８】
　基地局装置３は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨ
ＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、同期信号、および、下りリンク参照信
号を送信してもよい。基地局装置３は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて、
ＰＢＣＨの送信を制限できる。端末装置１は、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにお
いて、ＰＲＡＣＨ、およびＳＲＳを送信してもよい。つまり、端末装置１は、スペシャル
サブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＤＭＲＳの送信を
制限できる。
【０１０９】
　図７は、本実施形態の端末装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するように
、端末装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０７、お
よび送受信アンテナ１０９を含んで構成される。また、上位層処理部１０１は、無線リソ
ース制御部１０１１、サブフレーム設定部１０１３、スケジューリング情報解釈部１０１
５、および、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告制御部１０１７を含んで構成される。また
、受信部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５３、多重分離部１０５５、無線受信
部１０５７、およびチャネル測定部１０５９を含んで構成される。また、送信部１０７は
、符号化部１０７１、変調部１０７３、多重部１０７５、無線送信部１０７７、および上
りリンク参照信号生成部１０７９を含んで構成される。
【０１１０】
　上位層処理部１０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ（トランス
ポートブロック）を、送信部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、媒体アク
セス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet D
ata Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層
、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）層の処理を行なう。上位層処理部
１０１は、キャリアアグリゲーションを行う場合、セルのアクティベーション／デアクテ
ィベーションを行うために物理層の制御を行う機能及び上りリンクの送信タイミングを管
理するために物理層の制御を行う機能を備えている。上位層処理部１０１は、受信部１０
５で計算する測定の指示、および、受信部１０５で計算された測定結果を報告するか否か
を判断する機能を備えている。
【０１１１】
　上位層処理部１０１が備える無線リソース制御部１０１１は、自装置の各種設定情報の
管理をする。また、無線リソース制御部１０１１は、上りリンクの各チャネルに配置され
る情報を生成し、送信部１０７に出力する。
【０１１２】
　上位層処理部１０１が備えるサブフレーム設定部１０１３は、基地局装置３により設定
される情報に基づいて、基地局装置３および／または基地局装置３とは異なる基地局装置
（例えば、基地局装置３Ａ）におけるサブフレーム設定を管理する。例えば、サブフレー
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ム設定は、サブフレームに対する上りリンクまたは下りリンクの設定である。サブフレー
ム設定は、サブフレームパターン設定（Subframe pattern configuration）、上りリンク
－下りリンク設定（Uplink-downlink configuration）、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定
（Uplink reference configuration）、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定（Downlink refer
ence configuration）、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定（transmission direc
tion configuration）を含む。サブフレーム設定部１０１３は、サブフレーム設定、サブ
フレームパターン設定、上りリンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、
下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定をセットする
。また、サブフレーム設定部１０１３は、少なくとも２つのサブフレームセットをセット
できる。なお、サブフレームパターン設定は、ＥＰＤＣＣＨサブフレーム設定を含む。な
お、サブフレーム設定部１０１３は、端末サブフレーム設定部とも呼称される。
【０１１３】
　上位層処理部１０１が備えるスケジューリング情報解釈部１０１５は、受信部１０５を
介して受信したＤＣＩフォーマット（スケジューリング情報）の解釈をし、前記ＤＣＩフ
ォーマットを解釈した結果に基づいて、受信部１０５および送信部１０７の制御を行なう
ために制御情報を生成し、制御部１０３に出力する。
【０１１４】
　スケジューリング情報解釈部１０１５は、サブフレーム設定、サブフレームパターン設
定、上りリンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ
－ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて、送信処理および受信
処理を行うタイミングを決定する。
【０１１５】
　ＣＳＩ報告制御部１０１７は、ＣＳＩ参照リソースを特定する。ＣＳＩ報告制御部１０
１７は、チャネル測定部１０５９に、ＣＳＩ参照リソースに関連するＣＱＩを導き出すよ
う指示する。ＣＳＩ報告制御部１０１７は、送信部１０７に、ＣＱＩを送信するよう指示
をする。ＣＳＩ報告制御部１０１７は、チャネル測定部１０５９がＣＱＩを算出する際に
用いる設定をセットする。
【０１１６】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５および
送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号を
受信部１０５および送信部１０７に出力して、受信部１０５および送信部１０７の制御を
行なう。
【０１１７】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に基づいて、送受信アンテナ１
０９が基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号する。受信部１０５は、
復号した情報を上位層処理部１０１に出力する。
【０１１８】
　無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１０９が受信した下りリンクの信号を、中間周
波数に変換し（ダウンコンバート: down convert）、不要な周波数成分を除去し、信号レ
ベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交
成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する
。無線受信部１０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guard Inte
rval: GI）に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フ
ーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
【０１１９】
　多重分離部１０５５は、抽出した信号から、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、
ＰＤＳＣＨ、および／または下りリンク参照信号を、それぞれ分離する。また、多重分離
部１０５５は、チャネル測定部１０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＨＩＣＨ
、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、および／またはＰＤＳＣＨの伝搬路の補償を行なう。また
、多重分離部１０５５は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部１０５９に出力
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する。
【０１２０】
　復調部１０５３は、ＰＨＩＣＨに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号
に対してＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）変調方式の復調を行ない、復号化部１
０５１へ出力する。復号化部１０５１は、自装置宛てのＰＨＩＣＨを復号し、復号したＨ
ＡＲＱインディケータを上位層処理部１０１に出力する。復調部１０５３は、ＰＤＣＣＨ
および／またはＥＰＤＣＣＨに対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号化部１０
５１へ出力する。復号化部１０５１は、ＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨの復号を
試み、復号に成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報が対応す
るＲＮＴＩとを上位層処理部１０１に出力する。
【０１２１】
　復調部１０５３は、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying
）、１６ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、６４ＱＡＭ等の下りリンクグラ
ントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部１０５１へ出力する。復号化部１０
５１は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行ない
、復号した下りリンクデータ（トランスポートブロック）を上位層処理部１０１へ出力す
る。
【０１２２】
　チャネル測定部１０５９は、多重分離部１０５５から入力された下りリンク参照信号か
ら下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態
を上位層処理部１０１へ出力する。また、チャネル測定部１０５９は、下りリンク参照信
号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部１０５５へ出力する。チャネル
測定部１０５９は、ＣＱＩの算出のために、チャネル測定、および／または、干渉測定を
行なう。チャネル測定部１０５９は、多重分離部１０５５から入力された下りリンク参照
信号から上位層へ通知する測定を行う。チャネル測定部１０５９は、ＲＳＲＰおよびＲＳ
ＲＱの計算を行い、上位層処理部１０１へ出力する。
【０１２３】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部１０１から入力された上りリンクデータ（トランスポートブロッ
ク）を符号化および変調し、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成した上りリンク参照信
号を多重し、送受信アンテナ１０９を介して基地局装置３に送信する。
【０１２４】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された上りリンク制御情報を畳込み
符号化、ブロック符号化等の符号化を行なう。また、符号化部１０７１は、ＰＵＳＣＨの
スケジューリングに用いられる情報に基づいてターボ符号化を行なう。
【０１２５】
　変調部１０７３は、符号化部１０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャ
ネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部１０７３は、ＰＵＳＣＨのスケジュ
ーリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、ＭＩＭ
Ｏ　ＳＭ（Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing）を用いることによ
り同一のＰＵＳＣＨで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし
、この系列に対してプレコーディング（precoding）を行なう。
【０１２６】
　上りリンク参照信号生成部１０７９は、基地局装置３を識別するための物理層セル識別
子（physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。）、上りリンク参照信号を配
置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、ＤＭＲＳシーケン
スの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則（式）で求まる系列を
生成する。多重部１０７５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、ＰＵＳＣ
Ｈの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transfo
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rm: DFT）する。また、多重部１０７５は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上
りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部１０７５は、ＰＵ
ＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソ
ースエレメントに配置する。
【０１２７】
　無線送信部１０７７は、多重された信号を逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier
 Transform: IFFT）して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調された
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号
を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中
間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分
を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）
し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１０９に出力して送信する
。
【０１２８】
　図８は、本実施形態の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示するよう
に、基地局装置３は、上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部３０５、送信部３０７
、および、送受信アンテナ３０９、を含んで構成される。また、上位層処理部３０１は、
無線リソース制御部３０１１、サブフレーム設定部３０１３、スケジューリング部３０１
５、および、ＣＳＩ報告制御部３０１７を含んで構成される。また、受信部３０５は、復
号化部３０５１、復調部３０５３、多重分離部３０５５、無線受信部３０５７とチャネル
測定部３０５９を含んで構成される。また、送信部３０７は、符号化部３０７１、変調部
３０７３、多重部３０７５、無線送信部３０７７、および、下りリンク参照信号生成部３
０７９を含んで構成される。
【０１２９】
　上位層処理部３０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制
御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）
層の処理を行なう。また、上位層処理部３０１は、受信部３０５、および送信部３０７の
制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。また、上位層処理部３
０１は、報告された測定結果を取得する機能を備えている。
【０１３０】
　上位層処理部３０１が備える無線リソース制御部３０１１は、下りリンクのＰＤＳＣＨ
に配置される下りリンクデータ（トランスポートブロック）、システム情報、ＲＲＣメッ
セージ、ＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）などを生成し、又は上位ノードから取得し、
送信部３０７に出力する。また、無線リソース制御部３０１１は、端末装置１各々の各種
設定情報の管理をする。
【０１３１】
　上位層処理部３０１が備えるサブフレーム設定部３０１３は、サブフレーム設定、サブ
フレームパターン設定、上りリンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、
下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定の管理を、端
末装置１のそれぞれに対して行なう。サブフレーム設定部３０１３は、端末装置１のそれ
ぞれに対して、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク－下りリンク
設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および／または
、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定をセットする。サブフレーム設定部３０１３は、サブフレーム
設定に関する情報を端末装置１に送信する。なお、サブフレーム設定部３０１３は、基地
局サブフレーム設定部とも呼称される。
【０１３２】
　基地局装置３は、端末装置１に対する、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定
、上りリンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－
ＤＬ設定、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を決定してもよい。また、基地局装
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置３は、端末装置１に対する、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリン
ク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、
および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を上位ノードから指示されてもよい。
【０１３３】
　例えば、サブフレーム設定部３０１３は、上りリンクのトラフィック量および下りリン
クのトラフィック量に基づいて、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリ
ンク－下りリンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定
、および／または、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定を決定してもよい。
【０１３４】
　サブフレーム設定部３０１３は、少なくとも２つのサブフレームセットの管理を行なう
ことができる。サブフレーム設定部３０１３は、端末装置１のそれぞれに対して、少なく
とも２つのサブフレームセットをセットしてもよい。サブフレーム設定部３０１３は、サ
ービングセルのそれぞれに対して、少なくとも２つのサブフレームセットをセットしても
よい。サブフレーム設定部３０１３は、ＣＳＩプロセスのそれぞれに対して、少なくとも
２つのサブフレームセットをセットしてもよい。サブフレーム設定部３０１３は、少なく
とも２つのサブフレームセットを示す情報を、送信部３０７を介して、端末装置１に送信
できる。
【０１３５】
　上位層処理部３０１が備えるスケジューリング部３０１５は、受信したチャネル状態情
報およびチャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などか
ら、物理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）を割り当てる周波数およびサブフレー
ム、物理チャネル（ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）の符号化率および変調方式および送信
電力などを決定する。スケジューリング部３０１５は、フレキシブルサブフレームにおい
て下りリンク物理チャネルおよび／または下りリンク物理信号をスケジュールするか、上
りリンク物理チャネルおよび／または上りリンク物理信号をスケジュールするかを決定す
る。スケジューリング部３０１５は、スケジューリング結果に基づき、受信部３０５、お
よび送信部３０７の制御を行なうために制御情報（例えば、ＤＣＩフォーマット）を生成
し、制御部３０３に出力する。
【０１３６】
　スケジューリング部３０１５は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル（ＰＤ
ＳＣＨおよびＰＵＳＣＨ）のスケジューリングに用いられる情報を生成する。スケジュー
リング部３０１５は、ＵＬ－ＤＬ設定、サブフレームパターン設定、上りリンク－下りリ
ンク設定、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定、および／ま
たは、送信方向ＵＬ－ＤＬ設定に基づいて、送信処理および受信処理を行うタイミング（
サブフレーム）を決定する。
【０１３７】
　上位層処理部３０１が備えるＣＳＩ報告制御部３０１７は、端末装置１のＣＳＩ報告を
制御する。ＣＳＩ報告制御部３０１７は、端末装置１がＣＳＩ参照リソースにおいてＣＱ
Ｉを導き出すために想定する、各種設定を示す情報を、送信部３０７を介して、端末装置
１に送信する。
【０１３８】
　制御部３０３は、上位層処理部３０１からの制御情報に基づいて、受信部３０５、およ
び送信部３０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部３０３は、生成した制御信号
を受信部３０５、および送信部３０７に出力して受信部３０５、および送信部３０７の制
御を行なう。
【０１３９】
　受信部３０５は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ３０
９を介して端末装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位
層処理部３０１に出力する。無線受信部３０５７は、送受信アンテナ３０９を介して受信
された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down convert）、
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不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、
受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナ
ログ信号をディジタル信号に変換する。
【０１４０】
　無線受信部３０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guard Inte
rval: GI）に相当する部分を除去する。無線受信部３０５７は、ガードインターバルを除
去した信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数
領域の信号を抽出し多重分離部３０５５に出力する。
【０１４１】
　多重分離部１０５５は、無線受信部３０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、上りリンク参照信号などの信号に分離する。なお、この分離は、予め基地局装置３
が無線リソース制御部３０１１で決定し、各端末装置１に通知した上りリンクグラントに
含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部３０５５
は、チャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣ
Ｈの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部３０５５は、分離した上りリンク参照信号
をチャネル測定部３０５９に出力する。
【０１４２】
　復調部３０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（Inverse Discrete Fourier Tra
nsform: IDFT）し、変調シンボルを取得し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれ
ぞれに対して、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４
ＱＡＭ等の予め定められた、または自装置が端末装置１各々に上りリンクグラントで予め
通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部３０５３は、端末装置１各々
に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行な
うプリコーディングを指示する情報に基づいて、ＭＩＭＯ　ＳＭを用いることにより同一
のＰＵＳＣＨで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
【０１４３】
　復号化部３０５１は、復調されたＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定め
られた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が端末装置１に上りリンクグラントで
予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情
報を上位層処理部１０１へ出力する。ＰＵＳＣＨが再送信の場合は、復号化部３０５１は
、上位層処理部３０１から入力されるＨＡＲＱバッファに保持している符号化ビットと、
復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部３０９は、多重分離部３
０５５から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測
定し、多重分離部３０５５および上位層処理部３０１に出力する。
【０１４４】
　送信部３０７は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下りリンク制御
情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣ
Ｈ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ３０９を介して
端末装置１に信号を送信する。
【０１４５】
　符号化部３０７１は、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下
りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ
符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御
部３０１１が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部３０７３は、符号化部
３０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等
の予め定められた、または無線リソース制御部３０１１が決定した変調方式で変調する。
【０１４６】
　下りリンク参照信号生成部３０７９は、基地局装置３を識別するための物理レイヤセル
識別子（ＰＣＩ）などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置１が既知の系列を下
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りリンク参照信号として生成する。多重部３０７５は、変調された各チャネルの変調シン
ボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部３０７５は、変調され
た各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配
置する。
【０１４７】
　無線送信部３０７７は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換（Inverse 
Fast Fourier Transform: IFFT）して、ＯＦＤＭ方式の変調を行い、ＯＦＤＭ変調された
ＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成
し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波
数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去
し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余
分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ３０９に出力して送信する。
【０１４８】
　ここで、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨは、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）を端末装置
へ通知（指定）するために使用される。例えば、下りリンク制御情報には、ＰＤＳＣＨの
リソース割り当てに関する情報、ＭＣＳ（Modulation and Coding scheme）に関する情報
、スクランブリングアイデンティティ（スクランブリング識別子とも呼称される）に関す
る情報、参照信号系列アイデンティティ（ベースシーケンスアイデンティティ、ベースシ
ーケンス識別子、ベースシーケンスインデックスとも呼称される）に関する情報などが含
まれる。
【０１４９】
　以下では、小セルについて説明する。
【０１５０】
　小セルとは、マクロセルに比べて低送信電力の基地局装置３によって構成される、カバ
レッジが小さなセルの総称である。小セルは、カバレッジが小さく設定することが可能と
なるため、密に配置して運用することができる。小セルの基地局装置３は、マクロセルの
基地局装置と異なる場所に配置される。密に配置される小セル同士は同期され、小セルク
ラスター（Small cell Cluster）として構成することができる。小セルクラスター内の小
セル間は、バックホール（光ファイバー、Ｘ２インターフェース、Ｓ１インターフェース
）で接続され、小セルクラスター内の小セルでは、ｅＩＣＩＣ（enhanced Inter-Cell In
terference Coordination）、ＦｅＩＣＩＣ（Further enhanced Inter-Cell Interferenc
e Coordination）、ＣｏＭＰ（Coordinated Multi-Point transmission/reception）など
の干渉抑制技術を適用することができる。小セルはマクロセルと異周波数帯で運用されて
もよいし、同周波数帯で運用されてもよい。特に、伝搬路減衰（パスロス）の観点から、
小セルをマクロセルに比べて高周波数帯で運用することで、より小カバレッジで構成する
ことが容易である。
【０１５１】
　異周波数帯で運用される小セルは、マクロセルとキャリアアグリゲーション技術または
デュアルコネクティビティ技術を用いて運用される。
【０１５２】
　また、小セルは、マクロセルと同一周波数で運用されてもよい。小セルは、マクロセル
のカバレッジ外で運用されてもよい。また、小セルの基地局装置３は、マクロセルの基地
局装置と同一の場所に配置されてもよい。
【０１５３】
　また、あるセルがマクロセルか小セルかは、基地局装置３で認識するものであり、端末
装置１が認識する必要はない。例えば、基地局装置３は端末装置１に対して、マクロセル
をＰｃｅｌｌとして設定し、小セルをＳｃｅｌｌまたはｐＳＣｅｌｌとして設定すること
ができる。いずれの場合においても、端末装置１はＰＣｅｌｌ、ＳＣｅｌｌまたはｐＳＣ
ｅｌｌとして認識するだけでよく、マクロセルまたは小セルとして認識する必要はない。
【０１５４】
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　以下では、キャリアアグリゲーション技術およびデュアルコネクティビティ技術の詳細
について説明する。
【０１５５】
　端末装置１の能力（性能、機能）に依存して、セカンダリーセルはプライマリーセルと
一緒にサービングセルのセットを構成して設定される。端末装置１に設定される下りリン
クのコンポーネントキャリアの数は端末装置１に設定される上りリンクコンポーネントキ
ャリアの数よりも多いか同じでなければならず、上りリンクコンポーネントキャリアのみ
をセカンダリーセルとして設定することはできない。
【０１５６】
　端末装置１は、ＰＵＣＣＨの送信に常にプライマリーセルおよびプライマリーセカンダ
リーセルを用いる。言い換えると、端末装置１は、プライマリーセルおよびプライマリー
セカンダリーセル以外のセカンダリーセルで、ＰＵＣＣＨを送信することを期待しない。
【０１５７】
　セカンダリーセルの再設定／追加／削除はＲＲＣによって行われる。新しいセカンダリ
ーセルを追加するとき、専用ＲＲＣシグナリングによって新しいセカンダリーセルが必要
とされる全てのシステム情報を送信する。すなわち、ＲＲＣコネクテッドモードにおいて
は、報知によってシステム情報をセカンダリーセルから直接得る必要はない。
【０１５８】
　キャリアアグリゲーションが設定されたとき、セカンダリーセルのアクティベーション
／デアクティベーションの仕組みがサポートされる。プライマリーセルはアクティベーシ
ョン／デアクティベーションは適用されない。セカンダリーセルがデアクティベーション
されたとき、端末装置１は関連するＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨを受信する必要がなく、
関連する上りリンクで送信できず、そしてＣＱＩ測定を行なう必要がない。反対に、セカ
ンダリーセルがアクティベーションされたとき、端末装置１はＰＤＳＣＨとＰＤＣＣＨを
受信するため、ＣＱＩ測定を行なうことができると期待する。
【０１５９】
　アクティベーション／デアクティベーションの仕組みはＭＡＣ　ＣＥとデアクティベー
ションタイマーの組み合わせに基づく。ＭＡＣ　ＣＥはセカンダリーセルのアクティベー
ションとデアクティベーションの情報をビットマップで通知する。１がセットされたビッ
トは、関連するセカンダリーセルのアクティベーションを示し、０がセットされたビット
は、関連するセカンダリーセルのデアクティベーションを示す。
【０１６０】
　なお、端末装置１に設定されたセカンダリーセルは、初期状態としてデアクティベーシ
ョンが設定されている。つまり、端末装置１に対して、セカンダリーセルに対する種々の
パラメータが設定されたとしても、すぐにそのセカンダリーセルを用いて通信が行なえる
とは限らない。
【０１６１】
　次に、ＭＡＣ　ＣＥの一例について説明する。
【０１６２】
　アクティベーション／デアクティベーションＭＡＣ　ＣＥの構成の一例を説明する。Ｍ
ＡＣ　ＣＥは、固定サイズであって、７つのＣｉフィールドと１つのＲフィールドで構成
されていて、次のように定義される。Ｃｉは、セカンダリーセルインデックス（SCellInd
ex）ｉに設定されたセカンダリーセルがある場合、Ｃｉフィールドはセカンダリーセルイ
ンデックスｉを伴うセカンダリーセルのアクティベーション／デアクティベーションの状
態を示す。セカンダリーセルインデックスｉが設定されたセカンダリーセルがない場合、
端末装置１はＣｉフィールドを無視する。Ｃｉフィールドが“１”にセットされている場
合、セカンダリーセルインデックスｉを伴うセカンダリーセルがアクティベートされるこ
とを示す。Ｃｉフィールドが“０”にセットされている場合、セカンダリーセルインデッ
クスｉを伴うセカンダリーセルがデアクティベートされていることを示す。また、Ｒは、
リザーブされたビットであり、“０”にセットされている。
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【０１６３】
　次に、セカンダリーセルに対するデアクティベーションタイマー（DeactivationTimer
）の一例について説明する。
【０１６４】
　デアクティベーションタイマーがセカンダリーセルに対して設定される場合、セカンダ
リーセルの維持時間に関連するタイマーである。端末装置１は、セカンダリーセル毎にデ
アクティベーションタイマーを保持し、デアクティベーションタイマーが満了すると、満
了したデアクティベーションタイマーに関連するセカンダリーセルをデアクティベーショ
ンする。
【０１６５】
　セカンダリーセルに対するデアクティベーションタイマーの初期値は、上位層（RRC層
）からパラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０を用いて設定
される。セカンダリーセルに対するデアクティベーションタイマーの初期値は、例えば、
無線フレームの数に関連する値であるｒｆ２、ｒｆ４、ｒｆ８、ｒｆ１６、ｒｆ３２、ｒ
ｆ６４、ｒｆ１２８の内から１つが設定される。ここで、ｒｆ２は、２無線フレームに対
応し、ｒｆ４は、４無線フレームに対応し、ｒｆ８は、８無線フレームに対応し、ｒｆ１
６は、１６無線フレームに対応し、ｒｆ３２は、３２無線フレームに対応し、ｒｆ６４は
、６４無線フレームに対応し、ｒｆ１２８は、１２８無線フレームに対応する。
【０１６６】
　なお、セカンダリーセルに対するデアクティベーションタイマーに関連するフィールド
（パラメータsCellDeactivationTimer-r10）は、１つ以上のセカンダリーセルが設定され
た端末装置１のみに設定される。
【０１６７】
　なお、デアクティベーションタイマーに関連するフィールドが存在しない場合、端末装
置１は、デアクティベーションタイマーに関連するフィールドの既存の値を削除し、値と
して無限大（infinity）が設定されていると仮定する。
【０１６８】
　なお、端末装置１に対して、セカンダリーセルに対するデアクティベーションタイマー
に関連するフィールドが１つだけ設定される場合には、各セカンダリーセルに同じデアク
ティベーションタイマーの初期値が適応される（デアクティベーションタイマーに関連す
る機能は各セカンダリーセルで独立に実行される）。
【０１６９】
　アクティベーション／デアクティベーションの仕組みの一例について説明する。
【０１７０】
　セカンダリーセルのアクティベーションを指示するＭＡＣ　ＣＥを受信した場合、端末
装置１は、ＭＡＣ　ＣＥによってアクティベーションが設定されたセカンダリーセルをア
クティベーションとして設定する。ここで、端末装置１は、ＭＡＣ　ＣＥによってアクテ
ィベーションが設定されたセカンダリーセルに対して、以下のオペレーションを行なうこ
とができる。そのオペレーションは、セカンダリーセルでのＳＲＳの送信、セカンダリー
セルに対するＣＱＩ（Channel Quality Indicator）／ＰＭＩ（Precoding Matrix Indica
tor）／ＲＩ（Rank Indicator）／ＰＴＩ（Precoding Type Indicator）の報告、セカン
ダリーセルでの上りリンクデータ（UL-SCH）の送信、セカンダリーセルでのＲＡＣＨの送
信、セカンダリーセルでのＰＤＣＣＨのモニタ、セカンダリーセルに対するＰＤＣＣＨの
モニタである。
【０１７１】
　セカンダリーセルのアクティベーションを指示するＭＡＣ　ＣＥを受信した場合、端末
装置１は、ＭＡＣ　ＣＥによってアクティベーションが設定されたセカンダリーセルに関
連するデアクティベーションタイマーをスタートまたはリスタートする。なお、スタート
とは、値を保持してタイマーのカウントが開始することである。なお、リスタートとは、
値を初期値に設定してタイマーのカウントが開始することである。
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【０１７２】
　セカンダリーセルのアクティベーションを指示するＭＡＣ　ＣＥを受信した場合、端末
装置１は、送信電力余力（パワーヘッドルーム（PHR: Power head room））の送信をトリ
ガする。
【０１７３】
　セカンダリーセルのデアクティベーションを指示するＭＡＣ　ＣＥを受信した場合、も
しくは、セカンダリーセルに関連付けられているデアクティベーションタイマーが満了し
た場合、端末装置１は、ＭＡＣ　ＣＥによってデアクティベーションが設定されたセカン
ダリーセルをデアクティベーションとして設定する。
【０１７４】
　セカンダリーセルのデアクティベーションを指示するＭＡＣ　ＣＥを受信した場合、も
しくは、セカンダリーセルに関連付けられているデアクティベーションタイマーが満了し
た場合、端末装置１は、ＭＡＣ　ＣＥによってデアクティベーションが設定されたセカン
ダリーセルに関連するデアクティベーションタイマーをストップする。
【０１７５】
　セカンダリーセルのデアクティベーションを指示するＭＡＣ　ＣＥを受信した場合、も
しくは、セカンダリーセルに関連付けられているデアクティベーションタイマーが満了し
た場合、端末装置１は、ＭＡＣ　ＣＥによってデアクティベーションが設定されたセカン
ダリーセルに関連する全てのＨＡＲＱバッファをフラッシュする。
【０１７６】
　アクティベーションされたセカンダリーセルにおけるＰＤＣＣＨが、下りリンクグラン
ト（downlink grant）または上りリンクグラント（uplink grant）を示す場合、もしくは
、アクティベーションされたセカンダリーセルをスケジューリングするサービングセルに
おけるＰＤＣＣＨが、アクティベーションされたセカンダリーセルに対する下りリンクグ
ラント（downlink grant）またはアクティベーションされたセカンダリーセルに対する上
りリンクグラント（uplink grant）を示す場合、端末装置１は、アクティベーションされ
たセカンダリーセルに関連するデアクティベーションタイマーをリスタートする。
【０１７７】
　セカンダリーセルがデアクティベートされた場合、端末装置１は、デアクティベートさ
れたセカンダリーセルに対して、以下のオペレーションを行なわない。そのオペレーショ
ンは、セカンダリーセルでＳＲＳの送信、セカンダリーセルに対するＣＱＩ／ＰＭＩ／Ｒ
Ｉ／ＰＴＩの報告、セカンダリーセルで上りリンクデータ（UL-SCH）の送信、セカンダリ
ーセルでＲＡＣＨの送信、セカンダリーセルでＰＤＣＣＨのモニタ、セカンダリーセルに
対するＰＤＣＣＨのモニタである。
【０１７８】
　ランダムアクセスプロシージャ（Random Access procedure）を実行中のセカンダリー
セルに対してデアクティベーションが設定された場合、端末装置１は、実行中のランダム
アクセスプロシージャを中止する。
【０１７９】
　基地局装置３は、端末装置１とデータを送受信しない場合であっても、アイドル状態の
端末装置１が基地局装置３に接続させるために、ＰＳＳ／ＳＳＳ、ＣＲＳ、ＰＢＣＨ、Ｓ
ＩＢなどの同期信号、参照信号、報知情報を送信する。そのため、それらの信号はセル間
干渉を発生させる。また、それらの信号が常時送信されることによって、基地局装置３の
電力が浪費されることになる。
【０１８０】
　そこで、基地局装置３は、ＯＮ状態（動作中の状態、起動の状態）とＯＦＦ状態（停止
の状態）に遷移する。基地局装置３が端末装置１とデータを送受信しない場合、基地局装
置３はOFF状態に遷移することができる。基地局装置３が端末装置１とデータを送受信す
る場合、基地局装置３はON状態に遷移することができる。
【０１８１】
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　例えば、基地局装置３が停止の状態とは、ＰＳＳ／ＳＳＳ、ＣＲＳ、ＰＢＣＨ、ＰＤＣ
ＣＨ、ＰＤＳＣＨのうち、少なくとも１つが送信されない状態である。例えば、１ハーフ
フレーム以上（５サブフレーム以上）ＰＳＳ／ＳＳＳが送信されない状態である。例えば
、基地局装置３が停止の状態とは、ＤＲＳのみが送信されている状態である。なお、基地
局装置３は、停止の状態でも基地局装置の受信部で受信処理を行ってもよい。
【０１８２】
　セル／基地局装置３が起動の状態とは、少なくともＰＳＳ／ＳＳＳ、ＣＲＳのうち、少
なくとも１つが送信される状態である。例えば、１ハーフフレーム中にＰＳＳ／ＳＳＳが
送信される状態である。
【０１８３】
　また、基地局装置３のON状態およびOFF状態は、端末装置１が所定のチャネルまたは所
定の信号に対する処理（想定、動作）で関連付けられてもよい。ここで処理は、モニタリ
ング、受信処理または送信処理などである。すなわち、端末装置１は基地局装置３がON状
態またはOFF状態であることを認識しなくてもよく、端末装置１は所定のチャネルまたは
所定の信号に対する処理を切り替えればよい。本実施形態における説明において、基地局
装置３における起動の状態と停止の状態との遷移は、端末装置１における所定のチャネル
または所定の信号に対する処理の切り替えを含む。基地局装置３における起動の状態は、
端末装置１における所定のチャネルまたは所定の信号に対する第１の処理に相当する。基
地局装置３における停止の状態は、端末装置１における所定のチャネルまたは所定の信号
に対する第２の処理に相当する。
【０１８４】
　例えば、基地局装置３のON状態は、端末装置１が従来の端末装置と同様の処理が可能な
状態である。基地局装置３のON状態における具体的な例は以下の通りである。端末装置１
はＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを受信することを期待する。端末装置１は所定のサブフ
レームにおいてＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨのモニタリングをする。端末装置
１は設定されたＣＳＩ報告モードに基づいてＣＳＩ報告を行なう。端末装置１はＣＳＩ報
告のための参照信号（例えば、ＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳ）およびＣＳＩ参照リソースが
存在することを期待する。
【０１８５】
　例えば、基地局装置３のOFF状態は、端末装置１が従来の端末装置とは異なる処理を行
う状態である。基地局装置３のOFF状態における具体的な例は以下の通りである。端末装
置１はＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを受信することを期待しない。端末装置１は全ての
サブフレームにおいてＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨのモニタリングをしない。
端末装置１は設定されたＣＳＩ報告モードに関わらずＣＳＩ報告をしない。端末装置１は
ＣＳＩ報告のための参照信号（例えば、ＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳ）およびＣＳＩ参照リ
ソースが存在することを期待しない。
【０１８６】
　基地局装置３における起動の状態と停止の状態との遷移は、例えば、端末装置１の接続
状態、前記基地局装置３に接続された端末装置１のデータリクエスト状況、端末装置１か
らのＣＳＩ測定および／またはＲＲＭ測定の情報、などに基づいて決定される。
【０１８７】
　基地局装置３は、基地局装置３における起動の状態と停止の状態との遷移に関する情報
（セル状態情報）を、端末装置１に対して、明示的または黙示的に設定または通知するこ
とができる。例えば、基地局装置３は、セル状態情報を、ＲＲＣ、ＭＡＣ、ＰＤＣＣＨお
よび／またはＥＰＤＣＣＨを用いて、端末装置１に対して明示的に通知する。基地局装置
３は、セル状態情報を、所定のチャネルまたは信号の有無に応じて、端末装置１に対して
黙示的に通知する。
【０１８８】
　起動の状態の基地局装置３が停止の状態へ遷移する手続き（セル状態情報の通知）の一
例について説明する。
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【０１８９】
　端末装置１が接続している基地局装置３（サービングセル）は、端末装置１の接続状態
、端末装置１のデータの状況、端末装置１の測定の情報に基づいて、起動の状態を停止の
状態に遷移させるか否かを決定する。停止の状態に遷移させると判断した基地局装置３は
、周囲セルの基地局装置３に停止の状態に遷移する情報を送信し、セルの停止準備を行う
。なお、起動の状態を停止の状態に遷移させるか否かの決定、および、停止の状態に遷移
する情報の送信は、サービングセルで行われなくてもよく、例えば、ＭＭＥ（Mobility M
anagement Entity）、Ｓ－ＧＷ（Serving Gateway）で決定および送信されてもよい。セ
ルの停止準備では、前記基地局装置３に端末装置１が接続されている場合に、端末装置１
に対して周囲セルにハンドオーバーさせる指示を送信、もしくは、デアクティベーション
させる指示を送信、などを行う。セルの停止準備によって接続された端末装置１がいない
前記サービングセルは、起動の状態から停止の状態へ遷移する。
【０１９０】
　端末装置１が停止の状態の基地局装置３と通信を行う場合に、前記基地局装置３は、停
止の状態から起動の状態に遷移する。なお、停止から起動の状態に遷移するまでの時間お
よび起動から停止の状態に遷移するまでの時間を遷移時間（Transition Time）と称する
。遷移時間を短くすることによって、基地局装置３の消費電力や種々の干渉を低減するこ
とができる。
【０１９１】
　停止の状態の基地局装置３が起動の状態へ遷移するか否かは、例えば、端末装置１から
の上りリンク参照信号、端末装置１からのセルの検出情報、端末装置１からの物理層の測
定の情報、などに基づいて決定される。
【０１９２】
　物理層の測定の情報に基づく停止の状態の基地局装置３が起動の状態へ遷移する手続き
の一例について説明する。
【０１９３】
　端末装置１が接続している基地局装置３（サービングセル）と停止の状態の基地局装置
３（隣接セル）は、バックホールを介してＤＲＳの設定を共有する。また、サービングセ
ルは、前記端末装置１に前記ＤＲＳの設定を通知する。隣接セルは、ＤＲＳを送信する。
端末装置１は、隣接セルから送信されたＤＲＳを、サービングセルから通知されたＤＲＳ
の設定に基づいて検出する。また、端末装置１は、隣接セルから送信されたＤＲＳを用い
て物理層の測定を行なう。端末装置１は、サービングセルに測定の報告を行う。サービン
グセルは、端末装置１からの測定の報告に基づいて、停止の状態の基地局装置３を起動の
状態に遷移させるか否かの決定を行ない、起動の状態に遷移させることが決定した場合は
バックホールを介して起動を指示する情報を停止の状態の基地局装置３に通知する。なお
、停止の状態を起動の状態に遷移させるか否かの決定、および、起動を指示する情報の送
信は、サービングセルで行われなくてもよく、例えば、ＭＭＥ（Mobility Management En
tity）、Ｓ－ＧＷ（Serving Gateway）で決定および送信されてもよい。起動を指示する
情報を受けた隣接セルは、停止の状態から起動の状態へ遷移する。
【０１９４】
　物理層の測定の情報に基づく停止の状態の基地局装置３が起動の状態へ遷移する手続き
の一例が説明される。
【０１９５】
　端末装置が接続している基地局装置３（サービングセル）と停止の状態の基地局装置３
（隣接セル）は、バックホールを介して端末装置１のＳＲＳの設定を共有する。また、サ
ービングセルは、前記端末装置１に前記ＳＲＳの設定を通知する。端末装置１は、前記Ｓ
ＲＳの設定またはＳＲＳ要求の指示に基づいてＳＲＳを送信する。隣接セルは、端末装置
１から送信されたＳＲＳを検出する。また、隣接セルは、端末装置１から送信されたＳＲ
Ｓを用いて物理層の測定を行う。隣接セルは、ＳＲＳによる測定結果に基づいて、基地局
装置３を起動の状態に遷移させるか否かの決定を行い、停止の状態から起動の状態へ遷移
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する。なお、停止の状態を起動の状態に遷移させるか否かの決定は、隣接セルで行われな
くてもよく、例えば、サービングセル、ＭＭＥ（Mobility Management Entity）、Ｓ－Ｇ
Ｗ（Serving Gateway）で決定および送信されてもよい。この場合、隣接セルは、ＳＲＳ
を用いて物理層の測定を行った後、サービングセル、ＭＭＥ、Ｓ－ＧＷに測定結果を送信
し、起動を指示する情報を受信する。
【０１９６】
　サービングセルは、端末装置１に対して周囲セルの起動／停止の状態を示す情報を通知
してもよい。端末装置１は、セルの起動の状態または停止の状態を認知することで、端末
装置１の振る舞いを切り替える。前記端末装置１の振る舞いは、例えば、干渉の測定方法
などである。
【０１９７】
　セル状態情報（セルの起動／停止の状態を示す情報）の通知方法の一例について説明す
る。
【０１９８】
　対象セルが起動／停止の状態を示す情報は、Ｌ１シグナリング（Layer 1 signalling）
によって通知される。言い換えると、対象セルが起動／停止の状態を示す情報は、ＰＤＣ
ＣＨもしくはＥＰＤＣＣＨによって通知される。対象セルに対応する１ビットが割り当て
られ、０（false、disable）は停止を示し、１（true、enable）は起動を示す。対象セル
に対応するビットは、集合するビットマップとして構成し、同時に複数のセルに対して起
動／停止の状態を通知されてもよい。ビットと対象セルの紐付けは、専用ＲＲＣシグナリ
ングによって通知される。
【０１９９】
　起動／停止の状態を示す情報は、下りリンク制御情報（DCI: Downlink Control Inform
ation）フォーマット１Ｃで通知される。なお、起動／停止の状態を示す情報は、ＤＣＩ
フォーマット３／３Ａで通知されてもよい。なお、起動／停止の状態を示す情報は、ＤＣ
Ｉフォーマット１Ｃと同じペイロードサイズ（ビット数）のフォーマットで通知されても
よい。
【０２００】
　次に、ＤＣＩフォーマットについて説明する。
【０２０１】
　ＤＣＩフォーマットは、上りリンクスケジューリングに関連するＤＣＩフォーマットと
下りリンクスケジューリングに関連するＤＣＩフォーマットがある。上りリンクスケジュ
ーリングに関連するＤＣＩフォーマットを上りリンクグラント、下りリンクスケジューリ
ングに関連するＤＣＩフォーマットを下りリンクグラント（下りリンクアサインメント）
と称する。また、１つのＤＣＩフォーマットを、複数の端末装置１に対して、送信しても
よい。例えば、送信電力制御コマンド（TPC command: Transmission Power Control comm
and）のみを送信する場合には、複数の端末装置１に対してまとめて送信してもよい。そ
のようなスケジューリング（またはトリガリング）をグループスケジューリング（グルー
プトリガリング）と称する。端末装置１は、個別にインデックスが割り当てられ、そのイ
ンデックスに基づくビットを検出する。
【０２０２】
　ＤＣＩフォーマット０は、１つの上りリンクセルにおけるＰＵＳＣＨのスケジューリン
グに対して用いられる。
【０２０３】
　ＤＣＩフォーマット１は、１つのセルにおける１つのＰＤＳＣＨコードワードのスケジ
ューリングに対して用いられる。
【０２０４】
　ＤＣＩフォーマット１Ａは、１つのセルにおける１つのＰＤＳＣＨコードワードのコン
パクトスケジューリングおよびＰＤＣＣＨオーダーによって開始されるランダムアクセス
処理に対して用いられる。なお、ＰＤＣＣＨオーダーに相当するＤＣＩは、ＰＤＣＣＨも
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しくはＥＰＤＣＣＨによって伝送されてもよい。ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマ
ット１Ａは、同じビット情報フィールドを用いて送信することができ、あるビットフィー
ルドに示される値に基づいて、端末装置１は、受信したビット情報フィールドにマッピン
グされたＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット０であるかＤＣＩフォーマット１Ａで
あるかを判別する。
【０２０５】
　ＤＣＩフォーマット１Ｂは、プレコーディング情報を伴う１つのセルにおける１つのＰ
ＤＳＣＨコードワードのコンパクトスケジューリングに対して用いられる。
【０２０６】
　ＤＣＩフォーマット１Ｃは、マルチキャスト制御チャネル（MCCH: Multicast Control 
Channel）の変化（変更）を通知するため、および、１つのＰＤＳＣＨコードワードのコ
ンパクトスケジューリングを行なうために用いられる。また、ＤＣＩフォーマット１Ｃは
、ＲＡ－ＲＮＴＩ（Random Access - Radio Network Temporary Identifier）を用いてス
クランブルされることによって、ランダムアクセス応答を通知するために用いられてもよ
い。ここで、コンパクトスケジューリングとは、例えば、狭帯域幅のＰＤＳＣＨをスケジ
ューリングすることである。ＤＣＩフォーマットサイズは、スケジューリングを行なうＰ
ＤＳＣＨに用いられる帯域幅に依存して決定される。帯域幅が狭いと、必要なＤＣＩフォ
ーマットサイズも小さくすることができる。また、ＤＣＩフォーマット１Ｃは、ダイナミ
ックＴＤＤ（第１のタイプ（モード）のＴＤＤ）に関するＲＮＴＩ（例えば、ｅＩＭＴＡ
－ＲＮＴＩ）を用いてスクランブルされることによって、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定を示す
情報がセットされてもよい。ダイナミックＴＤＤを第１のタイプ（モード）のＴＤＤとす
ると、従来のＴＤＤは、第２のタイプ（モード）のＴＤＤと称する。
【０２０７】
　ダイナミックＴＤＤは、上りリンク／下りリンクの通信状況に応じて、ＴＤＤ　ＵＬ－
ＤＬ設定を、Ｌ１シグナリングを用いて、切り替えるＴＤＤのことである。また、ダイナ
ミックＴＤＤは、干渉管理およびトラフィックの適応制御を拡張するために用いられる。
ダイナミックＴＤＤをｅＩＭＴＡ（enhanced Interference Management and Traffic Ada
ptation）やＴＤＤ－ＭｏｄｅＡと称する場合もある。
【０２０８】
　ＤＣＩフォーマット１Ｄは、プレコーディングおよび電力オフセットに関する情報を伴
う１つのセルにおける１つのＰＤＳＣＨコードワードのコンパクトスケジューリングに対
して用いられる。
【０２０９】
　ＤＣＩフォーマット２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄは、１つのＰＤＳＣＨコードワードだ
けでなく、２つの（または複数の）ＰＤＳＣＨコードワードのスケジューリングに対して
用いられる。
【０２１０】
　ＤＣＩフォーマット３／３Ａは、複数の端末装置１に対して、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣ
ＣＨの送信電力を調整するための送信電力制御コマンドの値を示す。端末装置１は、自局
に割り当てられたインデックス（TPC-Index）に対応するビット情報を検出することによ
って、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨに対応する送信電力制御コマンドの値を検出すること
ができる。また、ＤＣＩフォーマット３／３Ａは、スクランブルされるＲＮＴＩの種類に
応じて、ＰＵＳＣＨに対する送信電力制御コマンドを示すかＰＵＣＣＨに対する送信電力
制御コマンドを示すかが判別される。
【０２１１】
　ＤＣＩフォーマット４は、マルチアンテナポート送信モードを伴う１つの上りリンクセ
ルにおけるＰＵＳＣＨのスケジューリングに対して用いられる。
【０２１２】
　巡回冗長検査（CRC: Cyclic Redundancy Check）は、ＤＣＩ送信のエラー検出のために
用いられる。ＣＲＣは、各ＲＮＴＩでスクランブルされる。
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【０２１３】
　ＣＲＣパリティビットは、Ｃ－ＲＮＴＩ（Cell-Radio Network Temporary Identifier
）、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporar
y Identifier）、ＳＩ－ＲＮＴＩ（System Information-Radio Network Temporary Ident
ifier）、Ｐ－ＲＮＴＩ（Paging-Radio Network Temporary Identifier）、ＲＡ－ＲＮＴ
Ｉ（Random Access-Radio Network Temporary Identifier）、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮ
ＴＩ（Transmit Power Control-Physical Uplink Control Channel-Radio Network Tempo
rary Identifier）、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ（Transmit Power Control-Physical
 Uplink Shared Channel-Radio Network Temporary Identifier）、一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
、Ｍ－ＲＮＴＩ（MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services)-Radio Network Tem
porary Identifier）、または、ＴＤＤ－ＭｏｄｅＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされる。
【０２１４】
　Ｃ－ＲＮＴＩおよびＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩは、セル内において端末装置１を識別するた
めの識別子である。Ｃ－ＲＮＴＩは、単一のサブフレームにおけるＰＤＳＣＨまたはＰＵ
ＳＣＨを制御するために用いられる。
【０２１５】
　ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩは、ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨのリソースを周期的に割り当て
るために用いられる。ＳＩ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネル
は、ＳＩＢ（System Information Block）を制御するために用いられる。
【０２１６】
　Ｐ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、ページングを制御
するために用いられる。
【０２１７】
　ＲＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、ＲＡＣＨに対す
るレスポンスを制御するために用いられる。
【０２１８】
　ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、
ＰＵＣＣＨの電力制御を行うために用いられる。ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩでスクラ
ンブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、ＰＵＳＣＨの電力制御を行なうために用い
られる。
【０２１９】
　一時的Ｃ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、Ｃ－ＲＮＴ
Ｉにより識別されていない端末装置のために用いられる。
【０２２０】
　Ｍ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、ＭＢＭＳを制御す
るために用いられる。
【０２２１】
　ＴＤＤ－ＭｏｄｅＡ－ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有する制御チャネルは、
動的ＴＤＤにおいて各ＴＤＤサービングセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の情報を端末装置
１に通知するために用いられる。
【０２２２】
　なお、上記のＲＮＴＩに限らず、新たなＲＮＴＩを用いてＤＣＩフォーマットをスクラ
ンブルされてもよい。
【０２２３】
　以下では、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨの詳細について説明する。
【０２２４】
　各サービングセルの制御領域は、ＣＣＥのセットで構成される。ＣＣＥは０からＮＣＣ

Ｅ，ｋ－１で番号付けされる。ここで、ＮＣＣＥ，ｋは、サブフレームｋの制御領域内の
ＣＣＥの総数である。
【０２２５】
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　端末装置１は、制御情報に対して上位層シグナリングによって設定された１つまたは複
数のアクティベートされたサービングセルのＰＤＣＣＨ候補のセットをモニタする。ここ
で、モニタリングとは、全てのモニタされるＤＣＩフォーマットに対応するセット内の各
ＰＤＣＣＨのデコードを試みることである。
【０２２６】
　モニタするＰＤＣＣＨ候補のセットは、サーチスペースと呼称される。サーチスペース
には、共有サーチスペース（ＣＳＳ）と端末固有サーチスペース（ＵＳＳ）が定義される
。
【０２２７】
　ＣＳＳ（Common Search Space）は、基地局装置３（セル、送信点）に固有のパラメー
タおよび／または予め規定されたパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。
例えば、ＣＳＳは、複数の端末装置で共通に用いることができるサーチスペースである。
そのため、基地局装置３は、複数の端末装置で共通の制御チャネルをＣＳＳにマッピング
することにより、制御チャネルを送信するためのリソースが低減できる。
【０２２８】
　ＵＳＳ（UE-specific Search Space）は、少なくとも端末装置１に固有のパラメータを
用いて設定されるサーチスペースである。そのため、ＵＳＳは、端末装置１に固有の制御
チャネルを個別に送信することができるため、基地局装置３は端末装置１に対して効率的
に制御できる。
【０２２９】
　なお、ＣＳＳは、端末装置１に固有のパラメータをさらに用いて設定されてもよい。そ
の場合、端末装置１に固有のパラメータは、複数の端末装置の間で同じ値になるように設
定されることが好ましい。ＣＳＳが端末装置１に固有のパラメータをさらに用いて設定さ
れた場合でも、そのＣＳＳは、同じパラメータに設定された複数の端末装置の間で共通に
なる。例えば、複数の端末装置の間で同じパラメータに設定される単位は、セル、送信点
、ＵＥグループなどである。同じパラメータに設定された複数の端末装置は、そのＣＳＳ
にマッピングされる共通の制御チャネルを受信することができるため、制御チャネルを送
信するためのリソースが低減できる。なお、そのようなサーチスペースは、ＣＳＳではな
く、ＵＳＳと呼称されてもよい。すなわち、複数の端末装置に共通のサーチスペースであ
るＵＳＳが設定されてもよい。１つの端末装置に固有のＵＳＳは第１のＵＳＳとも呼称さ
れ、複数の端末装置に共通のＵＳＳは第２のＵＳＳとも呼称される。
【０２３０】
　アグリゲーションレベル毎のサーチスペースＳ（Ｌ）

ｋはＰＤＣＣＨ候補のセットによ
って定義される。１つのＰＤＣＣＨに用いられるＣＣＥの数は、アグリゲーションレベル
とも呼称される。１つのＰＤＣＣＨに用いられるＣＣＥの数は、１、２、４または８であ
る。ＰＤＣＣＨがモニタされる各サービングセルにおいて、サーチスペースＳ（Ｌ）

ｋの
ＰＤＣＣＨ候補に対応するＣＣＥは図１４の式（１）で与えられる。ここで、Ｙｋは、サ
ブフレームｋにおける値を示す。ＣＳＳにおいて、ｍ’＝ｍである。ＰＤＣＣＨのＵＳＳ
において、ＰＤＣＣＨがモニタされるサービングセルにおいて、モニタする端末装置１に
ＣＩＦが設定された場合、ｍ’＝ｍ＋Ｍ（Ｌ）・ｎＣＩであり、それ以外は、ｍ’＝ｍで
ある。ここで、ｍは０からＭ（Ｌ）－１の値であり、Ｍ（Ｌ）は所定のサーチスペースで
モニタするＰＤＣＣＨ候補の数である。
【０２３１】
　ＣＳＳにおいて、Ｙｋは予め規定された値、または、基地局装置３に固有のパラメータ
に基づいて決定される値であり、例えばアグリゲーションレベルＬ＝４およびＬ＝８に対
して０が設定される。アグリゲーションレベルＬの端末固有サーチスペースＳ（Ｌ）

ｋに
おいて、Ｙｋは端末装置１に固有の値であり、例えばＹｋ＝（Ａ・Ｙｋ－１）modＤで与
えられる。ここで、Ｙｋの初期値Ｙ－１は、ＲＮＴＩ（例えばＣ－ＲＮＴＩ）の値が用い
られる。
【０２３２】
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　アグリゲーションレベルはサーチスペース毎に定義される。例えば、ＣＳＳにおいて、
アグリゲーションレベル４および８が定義される。例えば、ＵＳＳにおいて、アグリゲー
ションレベル１、２、４および８が定義される。
【０２３３】
　ＰＤＣＣＨ候補の数は、各サーチスペースの各アグリゲーションレベルで定義される。
例えば、ＣＳＳにおいて、アグリゲーションレベル４ではＰＤＣＣＨ候補の数は４であり
、アグリゲーションレベル８ではＰＤＣＣＨ候補の数は２である。例えば、ＵＳＳにおい
て、アグリゲーション１ではＰＤＣＣＨ候補の数は６であり、アグリゲーションレベル２
ではＰＤＣＣＨ候補の数は６であり、アグリゲーションレベル４ではＰＤＣＣＨ候補の数
は２であり、アグリゲーションレベル８ではＰＤＣＣＨ候補の数は２である。
【０２３４】
　ＥＰＤＣＣＨは、１つ以上のＥＣＣＥ（Enhanced control channel element）の集合を
用いて送信される。それぞれのＥＣＣＥは、複数のＥＲＥＧ（Enhanced resource elemen
t group）で構成される。ＥＲＥＧは、ＥＰＤＣＣＨのリソースエレメントに対するマッ
ピングを定義するために用いられる。各ＲＢペアにおいて、０から１５に番号付けされる
、１６個のＥＲＥＧが定義される。すなわち、各ＲＢペアにおいて、ＥＲＥＧ０～ＥＲＥ
Ｇ１５が定義される。各ＲＢペアにおいて、ＥＲＥＧ０～ＥＲＥＧ１５は、所定の信号お
よび／またはチャネルがマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメント
に対して、周波数方向を優先して、周期的に定義される。例えば、アンテナポート１０７
～１１０で送信されるＥＰＤＣＣＨに関連付けられる復調用参照信号がマッピングされる
リソースエレメントは、ＥＲＥＧを定義しない。
【０２３５】
　１つのＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数は、ＥＰＤＣＣＨフォーマットに依存し
、他のパラメータに基づいて決定される。１つのＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数
は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、１つのＥＰＤＣＣＨに用いられる
ＥＣＣＥの数は、１つのＲＢペアにおけるＥＰＤＣＣＨ送信に用いることができるリソー
スエレメントの数、ＥＰＤＣＣＨの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、１つ
のＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数は、１、２、４、８、１６または３２である。
また、１つのＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数は、サブフレームの種類およびサイクリ
ックプレフィックスの種類に基づいて決定され、４または８である。ＥＰＤＣＣＨの送信
方法として、分散送信（Distributed transmission）および局所送信（Localized transm
ission）がサポートされる。
【０２３６】
　ＥＰＤＣＣＨは、分散送信または局所送信を用いることができる。分散送信および局所
送信は、ＥＲＥＧおよびＲＢペアに対するＥＣＣＥのマッピングが異なる。例えば、分散
送信において、１つのＥＣＣＥは、複数のＲＢペアのＥＲＥＧを用いて構成される。局所
送信において、１つのＥＣＣＥは、１つのＲＢペアのＥＲＥＧを用いて構成される。
【０２３７】
　基地局装置３は、端末装置１に対して、ＥＰＤＣＣＨに関する設定を行う。端末装置１
は、基地局装置３からの設定に基づいて、複数のＥＰＤＣＣＨをモニタリングする。端末
装置１がＥＰＤＣＣＨをモニタリングするＲＢペアのセットが、設定されることができる
。そのＲＢペアのセットは、ＥＰＤＣＣＨセットまたはＥＰＤＣＣＨ－ＰＲＢセットとも
呼称される。１つの端末装置１に対して、１つ以上のＥＰＤＣＣＨセットが設定できる。
各ＥＰＤＣＣＨセットは、１つ以上のＲＢペアで構成される。また、ＥＰＤＣＣＨに関す
る設定は、ＥＰＤＣＣＨセット毎に個別に行うことができる。
【０２３８】
　基地局装置３は、端末装置１に対して、所定数のＥＰＤＣＣＨセットを設定できる。例
えば、２つまでのＥＰＤＣＣＨセットが、ＥＰＤＣＣＨセット０および／またはＥＰＤＣ
ＣＨセット１として、設定できる。ＥＰＤＣＣＨセットのそれぞれは、所定数のＲＢペア
で構成できる。各ＥＰＤＣＣＨセットは、複数のＥＣＣＥの１つのセットを構成する。１
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つのＥＰＤＣＣＨセットに構成されるＥＣＣＥの数は、そのＥＰＤＣＣＨセットとして設
定されるＲＢペアの数、および、１つのＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数に基づいて、
決定される。１つのＥＰＤＣＣＨセットに構成されるＥＣＣＥの数がＮである場合、各Ｅ
ＰＤＣＣＨセットは、０～Ｎ－１で番号付けされたＥＣＣＥを構成する。例えば、１つの
ＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数が４である場合、４つのＲＢペアで構成されるＥＰＤ
ＣＣＨセットは１６個のＥＣＣＥを構成する。
【０２３９】
　端末装置１がモニタリングするＥＰＤＣＣＨの候補は、ＥＰＤＣＣＨセットに構成され
るＥＣＣＥに基づいて、定義される。ＥＰＤＣＣＨの候補のセットは、サーチスペース（
探索領域）として定義される。端末装置１に固有のサーチスペースである端末固有サーチ
スペース、および、基地局装置３（セル、送信点、ＵＥグループ）に固有のサーチスペー
スである共通サーチスペースが、定義される。ＥＰＤＣＣＨのモニタリングは、モニタリ
ングされるＤＣＩフォーマットに従って、端末装置１がサーチスペース内のＥＰＤＣＣＨ
の候補のそれぞれに対して復号を試みることを含む。
【０２４０】
　アグリゲーションレベルＬ∈｛１、２、４、８、１６、３２｝におけるＥＰＤＣＣＨの
端末固有サーチスペースＥＳ（Ｌ）

ｋは、ＥＰＤＣＣＨ候補のセットによって定義される
。
【０２４１】
　ＥＰＤＣＣＨセットにおいて、サーチスペースＥＳ（Ｌ）

ｋのＥＰＤＣＣＨ候補ｍに対
応するＥＣＣＥは図１４の式（２）で与えられる。
【０２４２】
　ここで、Ｙｐ，ｋは、ＥＰＤＣＣＨセットｐおよびサブフレームｋにおける値を示す。
Ｙｐ，ｋは、サーチスペースによって独立に設定することができる。共通サーチスペース
の場合、Ｙｐ，ｋは基地局装置３（セル）に固有の値である。例えば、共通サーチスペー
スの場合、Ｙｐ，ｋは、予め規定された値、または、基地局装置３に固有のパラメータに
基づいて決定される値である。端末固有サーチスペースの場合、Ｙｐ，ｋは、端末装置１
に固有の値であり、Ｙｐ，ｋ＝（Ａ・Ｙｐ，ｋ－１）modＤで与えられる。例えば、Ｙｐ

，ｋは、所定の値、サブフレームｋおよび端末装置１のＲＮＴＩ（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ
）に基づいて、決定される。なお、複数の共通サーチスペースおよび／または複数の端末
固有サーチスペースが、１つのＥＰＤＣＣＨセットに設定されてもよい。
【０２４３】
　ここで、ｂは、ＥＰＤＣＣＨがモニタされるサービングセルに対するＣＩＦが端末装置
１に設定された場合、ｂ＝ｎＣＩであり、それ以外は、ｂ＝０である。
【０２４４】
　端末装置１がモニタするＤＣＩフォーマットは、サービングセル毎に設定された送信モ
ードに依存する。言い換えると、端末装置１がモニタするＤＣＩフォーマットは、送信モ
ードによって異なる。例えば、下りリンク送信モード１が設定された端末装置１は、ＤＣ
Ｉフォーマット１ＡとＤＣＩフォーマット１をモニタする。例えば、下りリンク送信モー
ド４が設定された端末装置１は、ＤＣＩフォーマット１ＡとＤＣＩフォーマット２をモニ
タする。例えば、下りリンク送信モード１０が設定された端末装置１は、ＤＣＩフォーマ
ット１ＡとＤＣＩフォーマット２Ｄをモニタする。例えば、上りリンク送信モード１が設
定された端末装置１は、ＤＣＩフォーマット０をモニタする。例えば、上りリンク送信モ
ード２が設定された端末装置１は、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット４をモニ
タする。
【０２４５】
　端末装置１に対するＰＤＣＣＨが配置される制御領域は通知されず、端末装置１は、各
サーチスペースで定義される全てのアグリゲーションレベルに対する全てのＰＤＣＣＨ候
補および送信モードに対応する全てのＤＣＩフォーマットのデコードを試みる。言い換え
ると、端末装置１は、端末装置１宛に送信される可能性がある全てのアグリゲーションレ
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ベル、ＰＤＣＣＨ候補、および、ＤＣＩフォーマットにおいてデコードを試みる。そして
、端末装置１は、デコードが成功したＰＤＣＣＨを端末装置１宛の制御情報として認識す
る。これはブラインドデコーディングと称される。
【０２４６】
　なお、ＤＣＩフォーマットが異なっても同じビットサイズであれば、デコード回数は増
加しない。例えば、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１Ａは同じビットサイズ
であるため、１回のデコード回数で２種類のＤＣＩフォーマットをデコードできる。
【０２４７】
　例えば、上りリンク送信モード１が設定された端末装置１は、ＣＳＳにおいて、アグリ
ゲーション４において６つのＰＤＣＣＨ候補と２種類のビットサイズのＤＣＩフォーマッ
トのデコードを試み、また、アグリゲーション８において２つのＰＤＣＣＨ候補と２種類
のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試みる。端末装置１は、ＵＳＳにおい
て、アグリゲーション１において６つのＰＤＣＣＨ候補と２種類のビットサイズのＤＣＩ
フォーマットのデコードを試み、アグリゲーション２において６つのＰＤＣＣＨ候補と２
種類のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試み、アグリゲーション４におい
て２つのＰＤＣＣＨ候補と２種類のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試み
、また、アグリゲーション８において２つのＰＤＣＣＨ候補と２種類のビットサイズのＤ
ＣＩフォーマットのデコードを試みる。すなわち、端末装置１は、１つのサブフレームに
おいてＰＤＣＣＨのデコードを４４回試みる。
【０２４８】
　例えば、上りリンク送信モード２が設定された端末装置１は、ＣＳＳにおいて、アグリ
ゲーション４において６つのＰＤＣＣＨ候補と２種類のビットサイズのＤＣＩフォーマッ
トのデコードを試み、また、アグリゲーション８において２つのＰＤＣＣＨ候補と２種類
のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試みる。端末装置１は、ＵＳＳにおい
て、アグリゲーション１において６つのＰＤＣＣＨ候補と３種類のビットサイズのＤＣＩ
フォーマットのデコードを試み、アグリゲーション２において６つのＰＤＣＣＨ候補と３
種類のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試み、アグリゲーション４におい
て２つのＰＤＣＣＨ候補と３種類のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試み
、また、アグリゲーション８において２つのＰＤＣＣＨ候補と３種類のビットサイズのＤ
ＣＩフォーマットのデコードを試みる。すなわち、端末装置１は、１つのサブフレームに
おいてＰＤＣＣＨのデコードを６０回試みる。
【０２４９】
　ブラインドデコーディングにより、端末装置１は、符号化率の異なるＰＤＣＣＨを事前
情報無しで復号することが可能となり、基地局装置３と端末装置１間で効率よく制御情報
を送信することができる。
【０２５０】
　起動／停止の状態を示す情報は、共有サーチスペースによって通知される。共有サーチ
スペースとは、セルで共通のサーチスペースである。また、起動／停止の状態を示す情報
は、端末グループ共有サーチスペースによって通知される。ここで、端末グループ共有サ
ーチスペースとは、端末グループで共通に割り当てられるＲＮＴＩ（ＵＥ－ｇｒｏｕｐ　
Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＰ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ－ＲＮＴＩ、ＳＣＥ－ＲＮＴＩ）を用いてＰＤＣ
ＣＨ候補が配置されるＣＣＥの開始点が決定されるサーチスペースである。端末グループ
ＲＮＴＩが設定された複数の端末装置１は、同じサーチスペースに配置されたＰＤＣＣＨ
を用いて、ＤＣＩフォーマットを検出する。
【０２５１】
　起動／停止の状態を示す情報の通知は、予め規定されたタイミングまたは設定されたタ
イミングで行なわれる。例えば、その通知のタイミングは１無線フレーム単位である。
【０２５２】
　起動／停止の状態を示す情報の通知は、Ｌ１シグナリングを受信した次の無線フレーム
の情報を示す。なお、無線フレーム内で最初のサブフレーム（サブフレーム０）でＬ１シ
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グナリングを受信した場合は、受信した無線フレームの情報を示してもよい。
【０２５３】
　セルの起動／停止の状態を示す情報の通知方法の一例について説明する。
【０２５４】
　対象セルの起動／停止の状態は、ＤＲＳの構成が変化（変更）することによって、暗示
的に示されてもよい。対象セルが起動／停止の状態を示す情報は、ＤＲＳの構成が起動の
状態と停止の状態とで異なる構成になることによって暗示的に示されてもよい。起動の状
態と停止の状態で、対象セルから送信されるＤＲＳの構成が異なって送信されてもよい。
端末装置１は、起動の状態で送信されるＤＲＳの構成に関する情報と、停止の状態で送信
されるＤＲＳの構成に関する情報をそれぞれ基地局装置３から受信してもよい。
【０２５５】
　対象セルが起動／停止の状態は、ＤＲＳのある構成のパラメータ（またはパラメータの
値）が変化（変更）することによって示されてもよい。言い換えると、ＤＲＳの設定に含
まれるあるパラメータが起動の状態と停止の状態で異なってもよい（または個別に設定さ
れてもよい）。例えば、起動の状態で送信されるＤＲＳと停止の状態で送信されるＤＲＳ
は、リソースエレメントの配置が異なってもよい。また、起動の状態で送信されるＤＲＳ
と停止の状態で送信されるＤＲＳは、アンテナポートが異なってもよい。また、起動の状
態で送信されるＤＲＳと停止の状態で送信されるＤＲＳは、スクランブル系列が異なって
もよい。また、起動の状態で送信されるＤＲＳと停止の状態で送信されるＤＲＳは、スク
ランブル系列の初期値または初期値を生成するための方法（式）が異なってもよい。また
、起動の状態で送信されるＤＲＳと停止の状態で送信されるＤＲＳは、送信電力が異なっ
てもよい。また、起動の状態で送信されるＤＲＳと停止の状態で送信されるＤＲＳは、送
信されるサブフレーム間隔が異なってもよい。また、起動の状態で送信されるＤＲＳと停
止の状態で送信されるＤＲＳは、送信帯域幅またはリソースブロック数が異なってもよい
。すなわち、起動の状態で送信されるＤＲＳの設定に関する情報と、停止の状態で送信さ
れるＤＲＳの設定に関する情報が、個別にセットされてもよい。それらの情報は、上位層
シグナリングを用いて、基地局装置３から端末装置１へ送信されてもよい。つまり、対象
セルの起動／停止の状態を示す情報は、ＤＲＳの構成に関するパラメータの設定情報であ
ってもよい。言い換えると、あるパラメータが、起動の状態と停止の状態のそれぞれに対
して設定される。
【０２５６】
　また、端末装置１は、起動の状態を示すＤＲＳの構成と停止の状態を示すＤＲＳの構成
の２通りをモニタしてもよい。端末装置１は、起動の状態を示すＤＲＳの構成のモニタリ
ングのパターンと停止の状態を示すＤＲＳの構成のモニタリングのパターンを用いて、２
通りをモニタしてもよい。この場合、端末装置１に対して、２つのＤＲＳの構成のモニタ
リングのパターンに関する情報が通知される。つまり、１つのＤＲＳの構成のモニタリン
グのパターンに関する情報が通知されなかった場合、２つの構成のＤＲＳを１つのモニタ
リングパターンに基づいてモニタすることになってもよい。
【０２５７】
　停止の状態のＤＲＳの測定サブフレーム中において、起動の状態のＤＲＳを測定した場
合、端末装置１は、停止の状態の小セルを起動の状態であると認識する。
【０２５８】
　また、端末装置１は、ＤＲＳを検出したモニタリングパターンによって対象セルの起動
／停止の状態の情報を暗示的に取得してもよい。起動の状態を示すＤＲＳの構成のモニタ
リングのパターンと停止の状態を示すＤＲＳの構成のモニタリングのパターンは、予め定
義されても良い。起動の状態を示すＤＲＳの構成のモニタリングのパターンと停止の状態
を示すＤＲＳの構成のモニタリングのパターンは、基地局装置３から専用ＲＲＣシグナリ
ング（上位層シグナリング）によって通知されても良い。
【０２５９】
　セルの起動／停止の状態を示す情報の通知方法の別の一例について説明する。
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【０２６０】
　対象セルが起動／停止の状態は、対象セルの起動の状態と停止の状態のＣＲＳの構成（
ＣＲＳの設定）が異なることによって暗示的に示されてもよい。この場合、起動の状態と
停止の状態で、対象セルから送信されるＣＲＳの構成が異なって送信される。その際、異
なる構成のＣＲＳの設定情報が端末装置１に通知される。
【０２６１】
　対象セルが起動／停止の状態は、ＣＲＳの構成に係るあるパラメータ（またはパラメー
タの値）が変化することによって示されてもよい。例えば、起動の状態で送信されるＣＲ
Ｓと停止の状態で送信されるＣＲＳは、リソースエレメントの配置が異なってもよい。ま
た、起動の状態で送信されるＣＲＳと停止の状態で送信されるＣＲＳは、アンテナポート
が異なってもよい。また、起動の状態で送信されるＣＲＳと停止の状態で送信されるＣＲ
Ｓは、スクランブル系列が異なってもよい。また、起動の状態で送信されるＣＲＳと停止
の状態で送信されるＣＲＳは、スクランブル系列の初期値が異なってもよい。また、起動
の状態で送信されるＣＲＳと停止の状態で送信されるＣＲＳは、送信電力が異なってもよ
い。また、起動の状態で送信されるＣＲＳと停止の状態で送信されるＣＲＳは、送信され
るサブフレーム間隔が異なってもよい。また、起動の状態で送信されるＣＲＳと停止の状
態で送信されるＣＲＳは、送信帯域幅またはリソースブロック数が異なってもよい。つま
り、対象セルの起動／停止の状態を示す情報は、ＣＲＳの構成に関するパラメータの設定
情報であってもよい。その際、あるパラメータが、起動の状態と停止の状態のそれぞれに
対して個別に設定される。ここでは、ＣＲＳについて例を挙げたが、ＰＳＳやＳＳＳ、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ、ＰＲＳなどでも同様に示されてもよい。
【０２６２】
　端末装置１は、起動の状態を示すＣＲＳの構成と停止の状態を示すＣＲＳの構成の２通
りをモニタする。端末装置１は、起動の状態を示すＣＲＳの構成のモニタリングのパター
ンと停止の状態を示すＣＲＳの構成のモニタリングのパターンを用いて、２通りをモニタ
する。端末装置１は、ＣＲＳを検出したモニタリングパターンによって対象セルの起動／
停止の状態の情報を暗示的に取得する。停止の状態を示すＣＲＳの構成のモニタリングの
パターンは、予め定義されても良い。停止の状態を示すＣＲＳの構成のモニタリングのパ
ターンは、基地局装置３から専用ＲＲＣシグナリングによって通知されても良い。
【０２６３】
　セルの起動／停止の状態を示す情報の通知方法の別の一例について説明する。
【０２６４】
　セルの起動／停止の状態を示す情報は、専用ＲＲＣシグナリングによって通知されても
よい。セルの起動／停止の状態を示す情報は、中心周波数（キャリア周波数）とセルＩＤ
に紐付いてリスト化されて通知されてもよい。
【０２６５】
　端末装置１は、上記の通知方法によって対象セルの起動／停止の状態を認知することが
可能となる。以下、端末装置１が対象セルの起動／停止の状態によって振る舞いが切り替
わる際、上記の通知方法のいずれかが適用される。
【０２６６】
　以下では、セル（基地局装置３）の検出について説明する。
【０２６７】
　セルの検出とは、当該セルを構成する基地局装置３から送信された同期信号（ＰＳＳや
ＳＳＳなど）または／および参照信号（ＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳなど）を端末装置１で検出
することである。セルの検出に用いられる同期信号または／および参照信号には、セルＩ
Ｄの情報が含まれる。端末装置１は、当該セルのセルＩＤと同期信号または／および参照
信号の検出基準によって、当該セルを検出する。
【０２６８】
　セルの検出とは、基地局装置３の検出が含まれてもよい。プライマリーセルの検出には
、マスター基地局装置の検出が含まれてもよい。また、プライマリーセカンダリーセルの
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検出には、セカンダリー基地局装置の検出が含まれてもよい。
【０２６９】
　同期信号または／および参照信号の検出基準の一例について説明する。
【０２７０】
　端末装置１は、セルからの同期信号または／および参照信号の受信電力強度または／お
よび受信電力品質に基づいて検出を決定する。端末装置１は、同期信号または／および参
照信号の受信電力強度または／および受信電力品質と閾値を比較し、受信強度または／お
よび受信品質が高い場合は前記セルを検出したと判断する。受信電力強度は、例えば、Ｒ
ＳＲＰなどである。受信品質は、例えば、干渉量、ＲＳＲＱ、ＳＩＮＲなどである。また
、セルの検出は、後述する測定のイベントによって判断してもよい。
【０２７１】
　同期信号または／および参照信号の検出基準の一例について説明する。
【０２７２】
　端末装置１は、セルからの同期信号または／および参照信号の情報の復号成否に基づい
て検出を決定する。例えば、セル（セルを構成する基地局装置３）は、同期信号または／
および参照信号にＣＲＣなどのパリティ符号を載せて送信する。端末装置１は、同期信号
または／および参照信号に含まれた前記パリティ符号を用いて復号を行い、パリティ検出
によって正しく復号できたと判断した場合、前記セルを検出したと判断する。
【０２７３】
　端末装置１においてセルを検出した後、端末装置１は、接続／活性化するセルの選択、
および、切断／非活性化するセルの選択を行う。
【０２７４】
　または、端末装置１においてセルを検出した後、端末装置１は、検出したセルの情報を
接続している基地局装置３に報告する。検出したセルの情報は、セルＩＤ、測定の情報を
含む。
【０２７５】
　以下では、ＣＲＳの詳細について説明するＣＲＳは、アンテナポート０～３で送信され
る。ＣＲＳは、非ＭＢＳＦＮサブフレーム（non-MBSFN subframe）である全ての下りリン
クサブフレームに配置される。言い換えると、ＣＲＳは、ＭＢＳＦＮサブフレームを除く
全ての下りリンクサブフレームに配置される。ＣＲＳは、物理セル識別子（ＰＣＩ）に基
づいてリソースエレメントおよび信号系列が決定される。
【０２７６】
　図１０は、ＣＲＳの構成の一例を示す図である。ＣＲＳの信号は、擬似乱数系列を用い
て生成される。前記擬似乱数系列は、例えばGold系列である。前記擬似乱数系列は、物理
セル識別子（ＰＣＩ）に基づいて計算される。前記擬似乱数系列は、ＣＰのタイプに基づ
いて計算される。前記擬似乱数系列は、スロット番号とスロット内のＯＦＤＭシンボル番
号に基づいて計算される。ノーマルＣＰの場合のＣＲＳのリソースエレメントは、図１０
のＲ０～Ｒ３を用いられる。Ｒ０はアンテナポート０のＣＲＳの配置に対応し、Ｒ１はア
ンテナポート１のＣＲＳの配置に対応し、Ｒ２はアンテナポート２のＣＲＳの配置に対応
し、Ｒ３はアンテナポート３のＣＲＳの配置に対応する。１つのアンテナポートで送信さ
れるＣＲＳのリソースエレメントは、周波数軸上で６サブキャリアの周期で配置される。
アンテナポート０で送信されるＣＲＳとアンテナポート１で送信されるＣＲＳのリソース
エレメントは、３サブキャリア離れて配置される。ＣＲＳは、セルＩＤに基づいて周波数
上をセル固有にシフトされる。アンテナポート０で送信されるＣＲＳとアンテナポート１
で送信されるＣＲＳのリソースエレメントは、ノーマルＣＰの場合はＯＦＤＭシンボル０
、４に配置され、拡張ＣＰの場合はＯＦＤＭシンボル０、３に配置される。アンテナポー
ト２で送信されるＣＲＳとアンテナポート３で送信されるＣＲＳのリソースエレメントは
、ＯＦＤＭシンボル１に配置される。ＣＲＳは下りリンクで設定された帯域幅で、広帯域
に送信される。なお、ＤＲＳは、ＣＲＳと同様の構成であってもよい。
【０２７７】



(39) JP 6568058 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

　以下では、ＤＲＳ（Discovery Reference Signal）の詳細について説明する。ＤＲＳは
、下りリンクの時間領域の同期（time synchronization）、下りリンクの周波数の同期（
frequency synchronization）、セル／送信ポイントの特定（cell/transmission point i
dentification）、ＲＳＲＰの測定（RSRP measurement）、ＲＳＲＱの測定（RSRQ measur
ement）、端末装置１の地理的な位置の測定（UE Positioning）、ＣＳＩの測定（CSI mea
surement）など様々な用途を目的として、基地局装置３から送信される。ＤＲＳは、基地
局装置３のON状態およびOFF状態をサポートするために用いられる参照信号とすることが
できる。ＤＲＳは、端末装置１がON状態および／またはOFF状態の基地局装置３を検出す
るために用いられる参照信号とすることができる。
【０２７８】
　ＤＲＳは、複数の信号により構成される。一例として、ＤＲＳは、ＰＳＳ、ＳＳＳおよ
びＣＲＳにより構成される。ＤＲＳに含まれるＰＳＳおよびＳＳＳは、時間同期、周波数
同期、セルの特定および送信ポイントの特定のために用いられるかもしれない。ＤＲＳに
含まれるＣＲＳは、ＲＳＲＰの測定、ＲＳＲＱの測定およびＣＳＩの測定のために用いら
れるかもしれない。別の一例として、ＤＲＳは、ＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＳＩ－ＲＳによ
り構成される。ＤＲＳに含まれるＰＳＳおよびＳＳＳは、時間同期、周波数同期、セルの
特定および送信ポイントの特定のために用いられるかもしれない。ＤＲＳに含まれるＣＳ
Ｉ－ＲＳは、送信ポイントの特定、ＲＳＲＰの測定、ＲＳＲＱの測定およびＣＳＩの測定
のために用いられるかもしれない。なお、複数の信号により構成されるＤＲＳは検出バー
スト（Discovery burst）と呼称されてもよい。なお、ＲＳＲＰの測定および／またはＲ
ＳＲＱの測定を行なう参照信号がＤＲＳと呼称されてもよい。
【０２７９】
　基地局装置３は、ＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＲＳにより構成される第１のＤＲＳと、ＰＳ
Ｓ、ＳＳＳおよびＣＳＩ－ＲＳにより構成される第２のＤＲＳとを、切り替えて送信して
もよい。その場合、基地局装置３は、端末装置１に第１のＤＲＳまたは第２のＤＲＳを設
定する。
【０２８０】
　ＤＲＳは、下りリンクサブフレームで送信される。ＤＲＳは、下りリンクコンポーネン
トキャリアで送信される。
【０２８１】
　ＤＲＳは、基地局装置３が停止の状態（off state, dormant mode, deactivation）で
送信される。また、ＤＲＳは、基地局装置３が起動の状態（on state, active mode, act
ivation）であっても送信されてもよい。
【０２８２】
　ＤＲＳは、それぞれの基地局装置（セル、送信ポイント）で独立に設定できる。例えば
、複数のスモールセルは、互いに異なる設定のＤＲＳを、互いに異なるリソースを用いて
送信される。
【０２８３】
　基地局装置３は、端末装置１に対して、ＤＲＳに関するリストと、ＤＲＳの測定（検出
、モニタリング、送信）タイミングを設定する。ＤＲＳに関するリストは、端末装置１が
受信する可能性のあるＤＲＳを送信する基地局装置に関連する情報のリストである。例え
ば、ＤＲＳに関するリストは、ＤＲＳを送信する送信ポイントの送信ポイントＩＤのリス
トである。複数の送信ポイントは、端末装置１に対して設定されたＤＲＳの測定タイミン
グに基づいて、それぞれの送信ポイントに固有のＤＲＳを送信する。端末装置１は、基地
局装置３に設定されたＤＲＳに関するリストと、ＤＲＳの測定タイミングに基づいて、Ｄ
ＲＳの測定を行なう。例えば、端末装置１は、ＤＲＳの測定タイミングに基づいて決まる
サブフレームまたはリソースで、ＤＲＳに関するリストに基づいて決まるＤＲＳを測定す
る。また、端末装置１は、ＤＲＳの測定による測定結果を基地局装置３に報告する。
【０２８４】
　それぞれの送信ポイントは、ＤＲＳを１つのサブフレームで送信する。すなわち、それ
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ぞれの送信ポイントは、１つのＤＲＳに関連するＰＳＳと、ＳＳＳと、ＣＲＳおよび／ま
たはＣＳＩ－ＲＳとを、１つのサブフレームで送信する。端末装置１は、１つの送信ポイ
ントに対応するＤＲＳが１つのサブフレームで送信されることを期待する。なお、１つの
ＤＲＳは、複数のサブフレームで送信されてもよい。
【０２８５】
　ＤＲＳの送信、または、ＤＲＳの測定タイミングは、時間軸上で周期的に設定される。
また、ＤＲＳの送信またはＤＲＳの測定タイミングは、連続のサブフレームで設定されて
もよい。言い換えると、ＤＲＳは、バースト送信されてもよい。例えば、ＤＲＳの送信ま
たはＤＲＳの測定タイミングは、Ｍサブフレーム周期で、連続するＮサブフレームで設定
される。周期内でＤＲＳが配置されるサブフレームＬが設定されてもよい。Ｍ、Ｎおよび
／またはＬの値は、上位層で設定される。なお、周期内で連続に送信されるサブフレーム
数Ｎは予め規定されてもよい。サブフレーム周期Ｍを長期で設定すると、停止の状態の基
地局装置３からＤＲＳが送信される回数が減少し、セル間干渉を低減させることができる
。なお、Ｍ、Ｎおよび／またはＬの値は、停止の状態と起動の状態とで異なる設定が適用
されてもよい。また、Ｍ、Ｎおよび／またはＬの値に対応するパラメータは、上位層シグ
ナリングによって、通知されてもよい。
【０２８６】
　なお、Ｍに対応するパラメータは、周期だけでなく、サブフレームオフセット（または
開始サブフレーム）が示されてもよい。つまり、Ｍに対応するパラメータは、周期および
／またはサブフレームオフセットと対応付けられたインデックスであってもよい。
【０２８７】
　なお、Ｎに対応するパラメータは、テーブル管理されてもよい。Ｎに対応するパラメー
タの値がそのままサブフレーム数を表さなくてもよい。また、Ｎに対応するパラメータは
、サブフレーム数だけでなく、開始サブフレームが含まれて示されてもよい。
【０２８８】
　なお、Ｌに対応するパラメータは、テーブル管理されてもよい。Ｌに対応するパラメー
タは、周期と対応付けられてもよい。Ｌに対応するパラメータの値が、そのままサブフレ
ームのオフセットを示さなくてもよい。
【０２８９】
　ＤＲＳが送信される可能性のあるサブフレームまたはＤＲＳの測定サブフレームにおい
て、端末装置１は、ＤＲＳの測定に加えて、ＰＤＣＣＨのモニタを行なってもよい。例え
ば、上記Ｎに対応するパラメータにおいて、端末装置１は、ＰＤＣＣＨをモニタしてもよ
い。その際、端末装置１には、停止の状態の小セルに対して、ＰＤＣＣＨをモニタする機
能をサポートしていることが条件であってもよい。
【０２９０】
　ＤＲＳは、送信ポイントＩＤの情報を含んで送信されてもよい。ここで、送信ポイント
ＩＤの情報とは、ＤＲＳを送信する送信ポイント（セル）を識別するための情報である。
例えば、送信ポイントＩＤは、物理セル識別子（physical cell ID, physCellID, physic
al layer cell ID）、ＣＧＩ（Cell Global Identity）、新しいセル識別子（小セルＩＤ
（small cell ID）、発見ＩＤ（Discovery ID）、拡張セルＩＤ（extended cell IDなど
））である。また、送信ポイントＩＤは、ＤＲＳに含まれるＰＳＳおよびＳＳＳで認識さ
れる物理セル識別子とは異なるＩＤであってもよい。送信ポイントＩＤは、ＤＲＳに含ま
れるＰＳＳおよびＳＳＳで認識される物理セル識別子に関連付けられるＩＤであってもよ
い。例えば、ある送信ポイントＩＤは、ＤＲＳに含まれるＰＳＳおよびＳＳＳで認識され
る物理セル識別子のいずれか１つに関連付けられてもよい。なお、上記のセルに関するＩ
ＤをＤＲＳによって複数送信されてもよい。例えば、物理セル識別子では足りない数のセ
ルを配置する環境では、ＤＲＳで物理セル識別子と新しいセル識別子を組み合わせて送信
することで、実質的に物理セル識別子を拡張させることができる。
【０２９１】
　ＤＲＳはアンテナポートｐ、・・・、ｐ＋ｎ－１で送信される。ここで、ｎはＤＲＳを
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送信するアンテナポートの総数が示される。ｐ、・・・、ｐ＋ｎ－１の値は、０～２２、
１０７～１１０以外の値が適用されてもよい。すなわち、ＤＲＳは、他の参照信号に用い
られるアンテナポートとは異なるアンテナポートを用いて送信されてもよい。
【０２９２】
　次に、ＤＲＳの構成（または設定）の一例について説明する。
【０２９３】
　ＤＲＳは、複数の構成（structure）および／または設定（configuration）が適用され
てもよい。ここで、複数の構成とは、複数の信号の構成や設定であってもよい。また、複
数の構成とは、複数の構成を有する信号であってもよい。言い換えると、ＤＲＳは、複数
の信号から構成されてもよい。例えば、ＤＲＳは、ＰＳＳと同様の構成（または設定）が
適用されてもよい。また、ＤＲＳは、ＳＳＳと同様の構成（または設定）が適用されても
よい。また、ＤＲＳは、ＣＲＳと同様の構成（または設定）が適用されてもよい。また、
ＤＲＳは、ＣＳＩ－ＲＳと同様の構成（または設定）が適用されてもよい。つまり、ＤＲ
Ｓは、第１の信号から第ｎの信号（ｎは自然数）の構成（または設定）に基づいてもよい
。言い換えると、ＤＲＳは、第１の構成の信号から第ｎの構成の信号に基づいてもよい。
なお、信号の構成には、無線リソース配置（リソース設定）やサブフレーム設定が含まれ
てもよい。
【０２９４】
　ＤＲＳは、目的に応じて、それぞれの構成の信号（無線リソース）が、使い分けられて
もよい。例えば、時間領域や周波数領域の同期と、セル識別、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＲＳ
ＳＩ測定（ＲＲＭ測定）に用いられる信号は、異なる構成の信号を用いて、行なわれても
よい。つまり、端末装置１は、第１の信号を用いて、時間領域や周波数領域の同期を行な
い、第２の信号を用いて、セル識別を行ない、第３の信号を用いて、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ
測定を行なってもよい。また、第１の信号および第２の信号を用いて、時間領域や周波数
領域の同期およびセル識別を行ない、第３の信号を用いて、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＲＳＳ
Ｉ測定（ＲＲＭ測定）を行なってもよい。
【０２９５】
　また、ＤＲＳが複数の構成に基づく信号から生成される場合、特定の構成の信号が送信
されることによって、小セルの起動／停止の状態が示されてもよい。例えば、第４の信号
（第４の構成の信号）が送信される場合、小セルは、起動の状態にあると端末装置１は、
認識し、処理を行なってもよい。つまり、端末装置１は、第４の信号（第４の構成の信号
）を検出することによって、小セルを起動の状態にあると認識してもよい。
【０２９６】
　さらに、第５の信号（第５の構成の信号）を用いて、ＣＳＩ測定を行なってもよい。端
末装置１は、ＣＳＩ測定を行なった場合、ＣＳＩ測定を行なったサブフレームから所定の
サブフレーム後の最初の上りリンクサブフレームで、ＣＳＩ報告を行なってもよい。なお
、ＣＳＩ測定は、第５の信号ではなく、他の信号を用いて、行なってもよい。停止の状態
で、ＣＳＩ測定を行なう場合には、基地局装置３から端末装置１に対して、停止の状態で
ＣＳＩ測定／ＣＳＩ報告を行なうための設定情報が上位層シグナリングを用いて通知され
る。
【０２９７】
　また、小セルの起動の状態と停止の状態で、小セル（小セルを構成する基地局装置３）
から送信されるＤＲＳの構成が異なってもよい。例えば、停止の状態であれば、第１の構
成から第３の構成の信号を送信し、起動の状態であれば、第１の構成から第４の構成の信
号を送信してもよい。また、起動の状態では、第３の構成の信号ではなく、第４の構成の
信号が送信されてもよい。また、ＳＳＳと同様の構成の信号が複数設定される場合、小セ
ルの停止の状態では、複数の信号が送信されるが、小セルの起動の状態では、１つしか送
信されなくてもよい。つまり、ＤＲＳは、小セルの状態に応じて、その構成が切り替わっ
てもよい。
【０２９８】
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　また、ＤＲＳは、拡張した物理層セル識別子（PCI: Physical layer Cell Identity）
を送信するために、複数の信号から構成されてもよい。また、複数の信号を用いて、物理
層セル識別子および送信ポイント識別子（TP ID: Transmission Point Identity）を送信
してもよい。ここで、複数の信号とは、複数のＳＳＳまたはＳＳＳと同様の構成の信号で
あってもよい。ここで、複数の信号とは、ＰＳＳとＳＳＳと同様の構成の信号であっても
よい。また、複数の信号とは、ＰＳＳと複数のＳＳＳと同様の構成の信号であってもよい
。なお、ＴＰＩＤは、仮想セル識別子（VCID: Virtual Cell Identity）であってもよい
。ＴＰＩＤは、送信ポイント、すなわち、基地局装置３を識別するためのＩＤであっても
よい。なお、ＶＣＩＤは、信号系列に用いられる識別子であってもよい。言い換えると、
ＤＲＳは、第１の構成の信号によって、セルＩＤグループが識別され、第１の構成の信号
と第２の構成の信号によって、セルＩＤが識別され、第１の構成の信号、第２の構成の信
号、第３の構成の信号によって、ＴＰＩＤが識別されてもよい。また、第４の構成の信号
によって、ＴＰＩＤが拡張されてもよい。
【０２９９】
　なお、ＤＲＳは、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳとは、個別に設定されてもよ
い。すなわち、ＤＲＳのリソース設定やサブフレーム設定、アンテナポートインデックス
、アンテナポート数、系列生成のためのＩＤなどは、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、ＣＳＩ－
ＲＳとは、独立に（個別に）設定されてもよい。
【０３００】
　図９は、ＤＲＳの構成の一例を示す図である。ここで、ＤＲＳに用いられる系列（信号
系列、参照信号系列）は、周波数軸上のZadoff-Chu系列によって生成されてもよい。また
、ＤＲＳは、周波数軸上で連続に配置されてもよい。ＤＲＳは、６リソースブロックを用
い、そのうちの６２サブキャリアを用いて送信されてもよい。ＤＲＳは、前記６リソース
ブロックのうちの１０サブキャリアをゼロ電力（Zero power）で送信されてもよい。言い
換えると、ＤＲＳは、前記６リソースブロックのうちの１０サブキャリアを予約し、信号
を送信しなくてもよい。ＤＲＳは、ＦＤＤ（フレーム構成タイプ１）の場合にスロット番
号０とスロット番号１０の最後のＯＦＤＭシンボルに配置され、ＴＤＤ（フレーム構成タ
イプ２）の場合にサブフレーム１とサブフレーム６の３番目のＯＦＤＭシンボルにマップ
される。ＤＲＳは、セルＩＤを特定する情報の一部を含んで送信されてもよい。
【０３０１】
　なお、ＤＲＳは、ＰＳＳと異なるリソースブロック（異なる周波数ポジション）に配置
されてもよい。なお、ＤＲＳは、ＰＳＳと異なるリソースブロック数を用いて送信されて
もよい。なお、ＤＲＳは、ＰＳＳと異なるサブキャリア数を用いて送信されてもよい。な
お、ＤＲＳは、ＰＳＳと異なるＯＦＤＭシンボルに配置されてもよい。なお、ＤＲＳはセ
ルＩＤ（ＰＣＩやＶＣＩＤ）と異なる情報を含んで送信されてもよい。
【０３０２】
　ＤＲＳの構成の別の一例について説明する。
【０３０３】
　さらに、図９には、ＤＲＳの構成の別の一例が示されている。ＤＲＳに用いられる系列
（信号系列、参照信号系列）は、２つの長さ３１のバイナリ系列を連結してインタリーブ
されてもよい。ＤＲＳの系列は、Ｍ系列に基づいて生成されてもよい。ＤＲＳは、サブフ
レーム０に配置される信号とサブフレーム５に配置される信号と異なる。ＤＲＳは、ＦＤ
Ｄの場合にスロット番号０とスロット番号１０の６番目のＯＦＤＭシンボルに配置され、
ＴＤＤの場合にスロット番号１とスロット番号１１の７番目のＯＦＤＭシンボルに配置さ
れる。言い換えると、ＦＤＤの場合にスロット番号０とスロット番号１０の最後から２番
目のＯＦＤＭシンボルに配置され、ＴＤＤの場合にスロット番号１とスロット番号１１の
最後のＯＦＤＭシンボルに配置される。その際、ＤＲＳは、セルＩＤを特定する情報の一
部を含んで送信されてもよい。
【０３０４】
　なお、ＤＲＳは、ＳＳＳと異なるリソースブロック（異なる周波数ポジション）に配置
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されてもよい。なお、ＤＲＳは、ＳＳＳと異なるリソースブロック数を用いて送信されて
もよい。なお、ＤＲＳは、ＳＳＳと異なるサブキャリア数を用いて送信されてもよい。な
お、ＤＲＳは、ＳＳＳと異なるＯＦＤＭシンボルに配置されてもよい。なお、ＤＲＳはセ
ルＩＤと異なる情報を含んで送信されてもよい。
【０３０５】
　なお、前記ＤＲＳが送信されるサブフレーム数は限定されない。例えば、前記ＤＲＳは
サブフレーム０、１、５、６に送信されてもよい。すなわち、ＳＳＳの構成に基づく複数
のＤＲＳが送信されてもよい。この場合、多くの情報を前記ＤＲＳに含めて送信すること
ができる。また、この場合、直交系列数が増加するため、セル間干渉を抑圧する効果があ
る。
【０３０６】
　さらに、図１０には、ＤＲＳの構成の別の一例が示されている。ＤＲＳの信号は、擬似
乱数系列（Pseudo-random sequence）を用いて生成される。前記擬似乱数系列は、例えば
Gold系列である。前記擬似乱数系列は、セルＩＤ（ＰＣＩ、ＶＣＩＤ、スクランブル識別
子（scramble ID）、スクランブリング識別子（scrambling Identity）、スクランブリン
グ初期化識別子（scrambling initialization ID））に基づいて計算される。前記擬似乱
数系列は、ＣＰのタイプに基づいて計算される。前記擬似乱数系列は、スロット番号とス
ロット内のＯＦＤＭシンボル番号に基づいて計算される。１つのアンテナポートで送信さ
れるＤＲＳのリソースエレメントは、周波数軸上で６サブキャリアの周期で配置される。
アンテナポートｐで送信されるＤＲＳとアンテナポートｐ＋１で送信されるＤＲＳのリソ
ースエレメントは、３サブキャリア離れて配置される。ＤＲＳは、セルＩＤに基づいて周
波数上をセル固有にシフトされる。アンテナポートｐで送信されるＤＲＳとアンテナポー
トｐ＋１で送信されるＤＲＳのリソースエレメントは、ノーマルＣＰの場合はＯＦＤＭシ
ンボル０、４に配置され、拡張ＣＰの場合はＯＦＤＭシンボル０、３に配置される。アン
テナポートｐ＋２で送信されるＤＲＳとアンテナポートｐ＋３で送信されるＤＲＳのリソ
ースエレメントは、ＯＦＤＭシンボル１に配置される。ＤＲＳは下りリンクで設定された
帯域幅で、広帯域に送信される。なお、ＤＲＳの送信帯域幅は、上位層シグナリングを用
いて設定されてもよい。ＤＲＳの送信帯域幅は、測定帯域幅と同じであるとみなされても
よい。
【０３０７】
　なお、ＤＲＳは、ＣＲＳと異なる擬似乱数系列を用いて送信されてもよい。なお、ＤＲ
Ｓは、ＣＲＳと異なる系列の計算方法を用いてもよい。なお、ＤＲＳは、ＣＲＳと異なる
サブキャリア周期で周波数上に配置されてもよい。なお、ＤＲＳが送信されるアンテナポ
ートｐとＤＲＳが送信されるアンテナポートｐ＋１のリソースエレメントの配置関係は、
アンテナポート０とアンテナポート１の配置関係と異なってもよい。ＤＲＳは、ＣＲＳと
異なる情報に基づいて周波数上に配置をシフトさせてもよい。なお、ＤＲＳは、ＣＲＳと
異なるＯＦＤＭシンボルに配置されてもよい。なお、ＤＲＳは、ＣＲＳと異なる帯域幅で
配置されてもよく、上位層で設定された帯域幅で配置され、狭帯域に送信してもよい。
【０３０８】
　さらに、図１０には、ＤＲＳの構成の別の一例が示されている。ＤＲＳ（図１０のＤ１
，Ｄ２）の系列（信号系列、参照信号系列）は、擬似乱数系列を用いて生成される。前記
擬似乱数系列は、例えば，Gold系列である。前記擬似乱数系列は、上位層からの情報に基
づいて計算される。前記擬似乱数系列は、上位層からの情報が設定されない場合にセルＩ
Ｄに基づいて計算される。前記擬似乱数系列は、ＣＰのタイプに基づいて計算される。前
記擬似乱数系列は、スロット番号とスロット内のＯＦＤＭシンボル番号に基づいて計算さ
れる。ＤＲＳが配置されるリソースエレメントは、リソース設定番号（DRS resource con
figuration index）によって定められ、図１２の表を用いて算出されてもよい。ここで、
ｋ’はサブキャリア番号、ｌ’はＯＦＤＭシンボル番号、ｎｓはスロット番号を示し、ｎ

ｓｍｏｄ２はサブフレーム内のスロット番号を示す。例えば、設定番号０の場合、ＤＲＳ
は、スロット番号０、サブキャリア番号９、ＯＦＤＭシンボル番号５および６のリソース
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エレメントに配置される。ＤＲＳは下りリンクに対して設定された帯域幅で、広帯域に送
信される。
【０３０９】
　なお、ＤＲＳの系列は、ＣＳＩ－ＲＳと異なる擬似乱数系列を用いてもよい。なお、Ｄ
ＲＳの系列は、ＣＳＩ－ＲＳと異なる系列の計算方法に基づいて生成されてもよい。なお
、ＤＲＳは、図１２の表に限らず、ＣＳＩ－ＲＳと異なるリソースエレメントに配置でき
る。なお、ＤＲＳは、ＣＳＩ－ＲＳと異なる帯域幅で配置されてもよく、上位層で設定さ
れた帯域幅で配置され、狭帯域に送信してもよい。
【０３１０】
　さらに、図１０には、ＤＲＳの構成の別の一例が示されている。ＤＲＳが配置されるリ
ソースエレメントは、リソース設定番号（DRS resource configuration index）によって
定められ、図１２の表を用いて算出される。ここで、ｋ’はサブキャリア番号、ｌ’はＯ
ＦＤＭシンボル番号、ｎｓはスロット番号を示し、ｎｓｍｏｄ２はサブフレーム内のスロ
ット番号を示す。例えば、設定番号０の場合、ＤＲＳは、スロット番号０、サブキャリア
番号９、ＯＦＤＭシンボル番号５および６のリソースエレメントに配置される。ＤＲＳは
下りリンクに対して設定された帯域幅で、広帯域に送信される。ＤＲＳは、設定されたリ
ソースエレメントにおいてゼロ出力で送信してもよい。言い換えると、基地局装置３は、
設定されたリソースエレメントにおいて、ＤＲＳを送信しなくてもよい。端末装置１の観
点から、基地局装置３からＤＲＳが送信されないリソースエレメントは、隣接セル（また
は隣接の基地局装置）からの干渉測定に用いることができる。また、ＤＲＳは、図１１の
Ｒ６と同様の構成であってもよい。
【０３１１】
　図１１には、ＤＲＳの構成の一例が示される。ＤＲＳの系列は、擬似乱数系列を用いて
生成される。前記擬似乱数系列は、例えばGold系列である。前記擬似乱数系列は、セルＩ
Ｄに基づいて計算される。前記擬似乱数系列は、ＣＰのタイプに基づいて計算される。前
記擬似乱数系列は、スロット番号とスロット内のＯＦＤＭシンボル番号に基づいて計算さ
れる。１つのアンテナポートで送信されるＤＲＳは、周波数軸上で６サブキャリアの周期
で配置される。ＤＲＳは、セルＩＤに基づいて周波数上をセル固有にシフトされる。ＤＲ
Ｓは、ノーマルＣＰの場合は、スロット０番目のＯＦＤＭシンボル３、５、６に、スロッ
ト１番目のＯＦＤシンボル１、２、３、５、６に配置され、拡張ＣＰの場合は、スロット
０番目のＯＦＤＭシンボル４、５に、スロット１番目のＯＦＤＭシンボル１、２、４、５
に配置される。ＤＲＳのリソースエレメントは、ｌ番目のＯＦＤＭシンボルとｌ＋Ｌ番目
のＯＦＤＭシンボルで周波数上にＬ分シフトして配置される。ＤＲＳは下りリンクで設定
された帯域幅で、広帯域に送信される。
【０３１２】
　なお、ＤＲＳの系列は、ＰＲＳと異なる擬似乱数系列を用いてもよい。なお、ＤＲＳの
系列は、ＰＲＳと異なる系列の計算方法を用いてもよい。なお、ＤＲＳは、ＰＲＳと異な
るサブキャリア周期で周波数上に配置されてもよい。なお、ＤＲＳは、ＰＲＳと異なるＯ
ＦＤＭシンボルに配置されてもよい。なお、ＤＲＳは、ＰＲＳと異なる帯域幅で配置され
てもよく、上位層で設定された帯域幅で配置され、狭帯域に送信してもよい。つまり、Ｄ
ＲＳの送信帯域幅または測定帯域幅は、上位層で設定されてもよい。
【０３１３】
　ＤＲＳは、ＣＳＩ－ＩＭリソースを含んで構成されてもよい。ＣＳＩ－ＩＭリソースは
、端末装置１が干渉を測定するために用いられるリソースである。例えば、端末装置１は
、ＣＳＩ－ＩＭリソースを、ＣＳＩ測定において干渉を測定するためのリソースまたはＲ
ＳＲＱ測定において干渉を測定するためにリソースとして用いる。ＣＳＩ－ＩＭリソース
は、ＣＳＩ－ＲＳの設定方法と同じ方法を用いて設定される。ＣＳＩ－ＩＭリソースは、
ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳとして設定されたリソースであるかもしれない。
【０３１４】
　以上、ＤＲＳの構成について説明したが、上記の一例のみに限らず、ＤＲＳは、上記の
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例を複数組み合わせて構成されてもよい。
【０３１５】
　好ましい組み合わせの具体的な一例を挙げる。ＤＲＳは、Zadoff-Chu系列で構成された
信号とＭ系列に基づいて構成された信号とGold系列に基づいて構成された信号とを組み合
わせて構成されてもよい。また、Gold系列に基づいて構成された信号は、Zadoff-Chu系列
で構成された信号と比べて広帯域で構成され、Zadoff-Chu系列に基づいて構成された信号
は、６リソースブロックを用いて送信され、Gold系列に基づいて構成された信号はサブフ
レームの全帯域で送信されてもよい。つまり、ＤＲＳが送信される帯域幅は、上位層によ
って設定（configurable）されてもよい。つまり、ＤＲＳは、異なる系列で異なる構成を
有する信号で構成されることが望ましい。
【０３１６】
　また、ＤＲＳは、Zadoff-Chu系列で構成された信号とＭ系列に基づいて構成された信号
とGold系列に基づいて構成された信号とゼロ出力（Zero power）で送信される信号とを組
み合わせて構成されてもよい。また、Gold系列に基づいて構成された信号およびゼロ出力
で送信される信号は、ＤＲＳの設定情報によってリソースエレメントが指定されてもよい
。また、Gold系列に基づいて構成された信号は、Zadoff-Chu系列で構成された信号と比べ
て広帯域で構成され、Zadoff-Chu系列で構成された信号は６リソースブロックを用いて送
信され、Gold系列に基づいて構成された信号はサブフレームの全帯域で送信されてもよい
。
【０３１７】
　端末装置１は、ＤＲＳの設定を専用ＲＲＣシグナリングによって通知される。前記ＤＲ
Ｓの設定は、ＲＳを送信するセル間で共通の情報と、ＤＲＳを送信するセル個別の情報が
含まれる。なお、ＤＲＳの設定は、後述する測定対象の設定情報に含めて通知されてもよ
い。
【０３１８】
　ＤＲＳを送信するセル間で共通の情報には、帯域の中心周波数の情報、帯域幅の情報、
サブフレームの情報などが含まれる。
【０３１９】
　ＤＲＳを送信するセル個別の情報には、帯域の中心周波数の情報、帯域幅の情報、サブ
フレームの情報、リソースエレメントを指定する情報、セルを特定する情報（セルＩＤ、
ＰＣＩ、ＶＣＩＤ）、などが含まれる。
【０３２０】
　端末装置１は、ＤＲＳの設定により、ＤＲＳが含まれるサブフレームを認知することが
できるため、ＤＲＳが含まれないサブフレームでは、ＤＲＳの検出処理を行わなくてもよ
い。これにより、端末装置１の消費電力を低減することができる。
【０３２１】
　ＤＲＳの設定には、第１の構成の信号の設定から第ｎの構成の信号の設定が含まれても
よい。例えば、各構成の信号のリソース設定は、個別にセットされてもよい。また、各構
成の信号のサブフレーム設定や送信電力は、共通（または共通の値）であってもよい。ま
た、ある構成の信号に対してのみ、セルＩＤやアンテナポートインデックス、アンテナポ
ート数がセットされてもよい。また、ＤＲＳの設定には、ある構成の信号に対して、リソ
ース設定やサブフレーム設定などが複数セットされてもよい。
【０３２２】
　ＤＲＳの設定には、ＤＲＳが送信される周波数を示す情報（パラメータ）が含まれても
よい。
【０３２３】
　また、ＤＲＳの設定には、ＤＲＳが送信される可能性のあるサブフレームのオフセット
（オフセットの値）を示す情報が含まれてもよい。
【０３２４】
　また、ＤＲＳの設定には、ＤＲＳが送信される可能性のあるサブフレーム周期を示す情
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報が含まれてもよい。
【０３２５】
　また、ＤＲＳの設定には、ＤＲＳの系列を生成するための識別子が含まれてもよい。
【０３２６】
　また、ＤＲＳの設定には、ＤＲＳが送信されるアンテナポートを示す情報が含まれても
よい。
【０３２７】
　また、ＤＲＳの設定には、ＤＲＳのバースト送信期間を示す情報が含まれてもよい。
【０３２８】
　また、ＤＲＳの設定には、ＤＲＳをサブフレーム周期中に一度に測定するサブフレーム
期間を示す情報が含まれてもよい。
【０３２９】
　つまり、ＤＲＳの設定には、ＤＲＳの送信に必要な情報、および／または、ＤＲＳの受
信に必要な情報、および／または、ＤＲＳの測定に必要な情報が含まれてもよい。
【０３３０】
　上記のＤＲＳの設定に含まれる情報は、各構成の信号毎にセットされてもよい。つまり
、異なる構成の信号毎に、上記の情報が設定されてもよい。
【０３３１】
　ＤＲＳの設定は、上位層シグナリングを用いて通知されてもよい。また、ＤＲＳの設定
は、システム情報を用いて通知されてもよい。また、ＤＲＳの設定の一部の情報は、Ｌ１
シグナリング（ＤＣＩフォーマット）やＬ２シグナリング（ＭＡＣ　ＣＥ）を用いて通知
されてもよい。
【０３３２】
　ＤＲＳは、同一周波数における無線インターフェースによる基地局装置間同期（ネット
ワークリスニング：network listening）のための参照信号（リスニングＲＳ：listening
 RS）に用いられてもよい。
【０３３３】
　以下、ＤＲＳを用いた無線インターフェースによる基地局装置間同期について説明する
。
【０３３４】
　基地局装置間で送信タイミングが同期されることで、ＴＤＤシステムの適用、ｅＩＣＩ
Ｃ、ＣｏＭＰなどのセル間干渉抑圧技術の適用、送信ポイントが異なる基地局間のキャリ
アアグリゲーションの適用が可能となる。しかしながら、スモールセルがバックホールの
遅延が大きい環境、かつ、建物内に配置される場合、バックホールや衛星測位システム（
ＧＳＮＮ：Global Navigation Satellite System）による時刻同期を行うことが困難であ
る。そのため、下りリンクの送信タイミングの同期を行うために、無線インターフェース
を用いる。
【０３３５】
　無線インターフェースによる基地局装置間同期の手順について説明する。初めに、バッ
クホールにより、送信タイミングの基準となる基地局装置３の決定、および、リスニング
ＲＳの送信タイミングの指定が行われる。また同時に、バックホールにより、送信タイミ
ングの同期を行う基地局装置３の決定、および、リスニングＲＳの受信タイミングの指定
が行われる。送信タイミングの基準となる基地局装置３、送信タイミングの同期を行なう
基地局装置３、およびリスニングＲＳの送信／受信タイミングの決定は、基地局装置、Ｍ
ＭＥ、またはＳ－ＧＷが行ってもよい。送信タイミングの基準となる基地局装置３は、バ
ックホールによって通知された送信タイミングに基づいて下りリンクコンポーネントキャ
リアまたは下りリンクサブフレームでリスニングＲＳの送信を行う。送信タイミングの同
期を行う基地局装置３は、通知された受信タイミングでリスニングＲＳの受信を行い、送
信タイミングの同期を行う。なお、リスニングＲＳは、送信タイミングの基準となる基地
局装置３が停止の状態であっても送信してもよい。なお、リスニングＲＳは、送信タイミ
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ングの同期を行う基地局装置３が起動／停止の状態であっても受信してもよい。
【０３３６】
　ＴＤＤにおいて、送信タイミングの同期を行う基地局装置３は、リスニングＲＳを受信
する間は下りリンク信号の送信を停止し、無線信号の受信処理を行う。言い換えると、送
信タイミングの同期を行う基地局装置３は、リスニングＲＳを受信する間は上りリンクサ
ブフレームで設定される。ここで、送信タイミングの同期を行う基地局装置３に接続され
る端末装置１は、送信タイミングの同期を行う基地局装置３がリスニングＲＳを受信する
間は停止の状態だと認識する。すなわち、端末装置１は、送信タイミングの同期を行う基
地局装置３からＰＳＳ／ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＣＲＳ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨおよびＰ
ＤＣＣＨが送信されないと認識する。端末装置１は、基地局装置３よりリスニングＲＳを
受信するタイミングが通知される。言い換えると、端末装置１は、基地局装置３より停止
の状態が通知される。端末装置１は、リスニングＲＳを受信するタイミングにおいて、基
地局装置３に対する測定を行わない。なお、送信タイミングの同期を行う基地局装置３に
接続される端末装置１は、送信タイミングの同期を行う基地局装置３がリスニングＲＳを
受信する間は上りリンクサブフレームと認識してもよい。
【０３３７】
　ＦＤＤにおいて、送信タイミングの同期を行う基地局装置３は、リスニングＲＳを受信
する間は下りリンク信号の送信を停止し、下りリンクコンポーネントキャリアで受信処理
を行う。ここで、送信タイミングの同期を行う基地局装置３に接続される端末装置１は、
送信タイミングの同期を行う基地局装置３がリスニングＲＳを受信する間は停止の状態だ
と認識する。すなわち、端末装置１は、送信タイミングの同期を行う基地局装置３からＰ
ＳＳ／ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＣＲＳ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨおよびＰＤＣＣＨが送信さ
れないと認識する。端末装置１は、基地局装置３よりリスニングＲＳを受信するタイミン
グが通知される。言い換えると、端末装置１は、基地局装置３より停止の状態が通知され
る。端末装置１は、リスニングＲＳを受信するタイミングにおいて、基地局装置３に対す
る測定を行なわない。
【０３３８】
　なお、端末装置１は、送信タイミングの基準となる基地局装置３から送信されたリスニ
ングＲＳを用いて、セルの検出を行なってもよい。
【０３３９】
　次に、物理層の測定の詳細について説明する。端末装置１は、上位層に報告する物理層
の測定を行なう。物理層の測定には、ＲＳＲＰ（Reference Signal Received Power）、
ＲＳＳＩ（Received Signal Strength Indicator）、ＲＳＲＱ（Reference Signal Recei
ved Quality）などがある。
【０３４０】
　次に、ＲＳＲＰの詳細について説明する。ＲＳＲＰは参照信号の受信電力として定義さ
れる。ＲＳＲＱは、参照信号の受信品質として定義される。
【０３４１】
　ＲＳＲＰの一例について説明する。
【０３４２】
　ＲＳＲＰは、考慮される測定周波数帯域幅の中に含まれるＣＲＳが送信されるリソース
エレメントの電力を線形平均した値として定義される。ＲＳＲＰの決定において、アンテ
ナポート０のＣＲＳがマッピングされるリソースエレメントが用いられる。端末装置がア
ンテナポート１のＣＲＳを検出可能であれば、ＲＳＲＰの決定のためにアンテナポート０
のＣＲＳがマッピングされるリソースエレメント（アンテナポート０に割り当てられたリ
ソースエレメントにマッピングされた無線リソース）に加えてアンテナポート１のＣＲＳ
がマッピングされるリソースエレメント（アンテナポート１に割り当てられたリソースエ
レメントにマッピングされた無線リソース）も用いることができる。以下、アンテナポー
ト０のＣＲＳがマッピングされるリソースエレメントを用いて計算されたＲＳＲＰをＣＲ
ＳベースＲＳＲＰまたは第１のＲＳＲＰと称する。
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【０３４３】
　端末装置１は、ＲＲＣアイドル（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ）状態でイントラ周波数のセルおよ
び／またはインター周波数のセルのＲＳＲＰを測定する。ここで、ＲＲＣアイドル状態の
イントラ周波数のセルとは、端末装置がブロードキャストによってシステム情報が受信さ
れたセルと同じ周波数帯域のセルである。ここで、ＲＲＣアイドル状態のインター周波数
のセルとは、端末装置１がブロードキャストによってシステム情報が受信されたセルと異
なる周波数帯域のセルである。端末装置１は、ＲＲＣ接続（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
）状態でイントラ周波数のセルおよび／またはインター周波数のセルのＲＳＲＰを測定す
る。ここで、ＲＲＣ接続状態のイントラ周波数のセルとは、端末装置１がＲＲＣシグナリ
ングまたはブロードキャストによってシステム情報が受信されたセルと同じ周波数帯域の
セルである。ここで、ＲＲＣ接続状態のインター周波数のセルとは、端末装置１がＲＲＣ
シグナリングまたはブロードキャストによってシステム情報が受信されたセルと異なる周
波数帯域のセルである。
【０３４４】
　ＲＳＲＰの一例について説明する。
【０３４５】
　ＲＳＲＰは、考慮される測定周波数帯域幅の中に含まれるＤＲＳが送信されるリソース
エレメントの電力を線形平均した値として定義される。ＲＳＲＰの決定において、ＤＲＳ
がマッピングされるリソースエレメントが用いられる。ＤＲＳが送信されるリソースエレ
メントおよびアンテナポートは、上位層で通知される。
【０３４６】
　端末装置１は、ＲＲＣ接続（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）状態でイントラ周波数のセ
ルおよび／またはインター周波数のセルのＲＳＲＰを測定する。
【０３４７】
　ＲＳＳＩの詳細について説明する。ＲＳＳＩは、受信アンテナを用いて観測される総受
信電力で定義される。
【０３４８】
　ＲＳＳＩの一例について説明する。
【０３４９】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、アンテナポート０に対する
参照信号を含んでいると想定したＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均
した値で構成する。言い換えると、ＲＳＳＩは、アンテナポート０のＣＲＳを含んでいる
ＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均した値で構成する。ＲＳＳＩは、
リソースブロック数Ｎの帯域幅で観測される。ＲＳＳＩの総受信電力は、同一チャネルの
サービングセルや非サービングセルからの電力、隣接チャネルからの干渉電力、熱雑音電
力、などを含む。
【０３５０】
　ＲＳＳＩの一例について説明する。
【０３５１】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、全てのＯＦＤＭシンボルを
観測した総受信電力を線形平均した値で構成する。ＲＳＳＩの総受信電力は、同一チャネ
ルのサービングセルや非サービングセルからの電力、隣接チャネルからの干渉電力、熱雑
音電力、などを含む。
【０３５２】
　ＲＳＳＩの一例について説明する。
【０３５３】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、ＤＲＳを含んでいないＯＦ
ＤＭシンボルを観測した総受信電力を線形平均した値で構成される。ＲＳＳＩは、リソー
スブロック数Ｎの帯域幅で観測される。ＲＳＳＩの総受信電力は、同一チャネルのサービ
ングセルや非サービングセルからの電力、隣接チャネルからの干渉電力、熱雑音電力、な
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どを含む。ＤＲＳが送信されるリソースエレメントおよび／またはアンテナポートは、上
位層で通知される。
【０３５４】
　ＲＳＳＩの一例について説明する。
【０３５５】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、ＤＲＳ（ＣＲＳおよび／ま
たはＣＳＩ－ＲＳ）を含まないＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均し
た値で構成する。言い換えると、ＲＳＳＩは、ＤＲＳ（ＣＲＳおよび／またはＣＳＩ－Ｒ
Ｓ）を含まないＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均した値で構成する
。ＲＳＳＩは、リソースブロック数Ｎの帯域幅で観測される。ＲＳＳＩの総受信電力は、
同一チャネルのサービングセルや非サービングセルからの電力、隣接チャネルからの干渉
電力、熱雑音電力、などを含む。
【０３５６】
　ＲＳＳＩの一例について説明する。
【０３５７】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、ＤＲＳ（ＣＲＳおよび／ま
たはＣＳＩ－ＲＳ）を含まないＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均し
た値と、ＲＳＲＰの値との合計値で構成する。言い換えると、ＲＳＳＩは、ＤＲＳ（ＣＲ
Ｓおよび／またはＣＳＩ－ＲＳ）を含まないＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力
を線形平均した値と、ＲＳＲＰの値との合計値で構成する。ＲＳＳＩは、リソースブロッ
ク数Ｎの帯域幅で観測される。ＲＳＳＩの総受信電力は、同一チャネルのサービングセル
や非サービングセルからの電力、隣接チャネルからの干渉電力、熱雑音電力、などを含む
。
【０３５８】
　以下では、ＲＳＲＱの詳細について説明する。ＲＳＲＱは、ＲＳＲＰとＲＳＳＩの比で
定義され、通信品質の指標である測定対象セルの信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）と同等の
目的で用いられる。ＲＳＲＱにおける、ＲＳＲＰとＲＳＳＩの組み合わせは以下の限りで
はないが、本実施形態において、ＲＳＲＱにおける、ＲＳＲＰとＲＳＳＩの好ましい組み
合わせについて記載する。
【０３５９】
　ＲＳＲＱの一例について説明する。
【０３６０】
　ＲＳＲＱは、Ｎ×ＲＳＲＰ／ＲＳＳＩの式で計算される比として定義される。ここで、
Ｎは、ＲＳＳＩの測定帯域幅に相当するリソースブロック数であり、ＲＳＲＱの分子と分
母は、同じリソースブロックのセットで構成される。ここで、ＲＳＲＰは、第１のＲＳＲ
Ｐである。以下、第１のＲＳＲＰを用いて計算されたＲＳＲＱを用いて計算されたＲＳＲ
ＱをＣＲＳベースＲＳＲＱまたは第１のＲＳＲＱと呼称する。
【０３６１】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、アンテナポート０に対する
参照信号を含んでいるＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均した値で構
成される。言い換えると、ＲＳＳＩは、アンテナポート０のＣＲＳ（アンテナポート０に
マップされた無線リソース）を含んでいるＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を
線形平均した値で構成する。ＲＳＳＩは、リソースブロック数Ｎの帯域幅で観測される。
ＲＳＳＩの総受信電力は、同一チャネルのサービングセルや非サービングセルからの電力
、隣接チャネルからの干渉電力、熱雑音電力、などを含む。ＲＳＲＱの測定を行うための
所定のサブフレームが上位層のシグナリングから指定された場合、ＲＳＳＩは前記指定さ
れたサブフレームにおける全てのＯＦＤＭシンボルから測定される。
【０３６２】
　端末装置１は、ＲＲＣアイドル状態でイントラ周波数のセルおよび／またはインター周
波数のセルのＲＳＲＱを測定する。端末装置１は、ＲＲＣ接続状態でイントラ周波数のセ
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ルおよび／またはインター周波数のセルのＲＳＲＱを測定する。
【０３６３】
　ＲＳＲＱの一例について説明する。
【０３６４】
　ＲＳＲＱは、Ｎ×ＲＳＲＰ／ＲＳＳＩの式で計算される比として定義される。ここでＮ
はＲＳＳＩの測定帯域幅のリソースブロック数であり、ＲＳＲＱの分子と分母は同じリソ
ースブロックのセットで構成されなければならない。ここで、ＲＳＲＰは、第２のＲＳＲ
Ｐである。以下、第２のＲＳＲＰを用いて計算されたＲＳＲＱを用いて計算されたＲＳＲ
Ｑを第２のＲＳＲＱと呼称する。
【０３６５】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、アンテナポート０に対する
参照信号を含んでいると想定したＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均
した値で構成する。言い換えると、ＲＳＳＩは、アンテナポート０のＣＲＳを含んでいる
ＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均した値で構成する。ＲＳＳＩは、
リソースブロック数Ｎの帯域幅で観測される。ＲＳＳＩの総受信電力は、同一チャネルの
サービングセルや非サービングセルからの電力、隣接チャネルからの干渉電力、熱雑音電
力、などを含む。ＲＳＲＱの測定を行うための所定のサブフレームが上位層のシグナリン
グから指定された場合、ＲＳＳＩは前記指定されたサブフレームにおける全てのＯＦＤＭ
シンボルから測定される。
【０３６６】
　ＲＳＲＱの一例について説明する。
【０３６７】
　ＲＳＲＱは、Ｎ×ＲＳＲＰ／ＲＳＳＩの式で計算される比として定義される。ここで、
Ｎは、ＲＳＳＩの測定帯域幅に相当するリソースブロック数であり、ＲＳＲＱの分子と分
母は、同じリソースブロックのセットで構成される。ここで、ＲＳＲＰは、ＤＲＳ（ＣＲ
Ｓおよび／またはＣＳＩ－ＲＳ）に基づいて測定される。
【０３６８】
　ＲＳＳＩ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ｃａｒｒｉｅｒ　ＲＳＳＩ）は、ＤＲＳ（ＣＲＳおよび／ま
たはＣＳＩ－ＲＳ）を含まないＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力を線形平均し
た値と、ＲＳＲＰの値との合計値で構成する。言い換えると、ＲＳＳＩは、ＤＲＳ（ＣＲ
Ｓおよび／またはＣＳＩ－ＲＳ）を含まないＯＦＤＭシンボルのみを観測した総受信電力
を線形平均した値と、ＲＳＲＰの値との合計値で構成する。ＲＳＳＩは、リソースブロッ
ク数Ｎの帯域幅で観測される。ＲＳＳＩの総受信電力は、同一チャネルのサービングセル
や非サービングセルからの電力、隣接チャネルからの干渉電力、熱雑音電力、などを含む
。
【０３６９】
　また、ＲＳＲＱに用いられるＲＳＳＩは、ＲＳＲＰと、測定帯域幅内のＤＲＳを含まな
いＯＦＤＭシンボルで得られた総受信電力の線形平均値に基づいて得られてもよい。
【０３７０】
　また、ＲＳＲＱに用いられるＲＳＳＩは、測定帯域幅のすべてのＯＦＤＭシンボルで得
られた総受信電力の線形平均値から得られてもよい。
【０３７１】
　また、ＲＳＲＱに用いられるＲＳＳＩは、測定帯域幅内のＤＲＳを含まないＯＦＤＭシ
ンボルで得られた総受信電力の線形平均値から得られてもよい。
【０３７２】
　また、ＲＳＲＱに用いられるＲＳＳＩは、ＤＲＳを構成するＣＲＳに対するＲＳＳＩ測
定から得られてもよい。
【０３７３】
　測定帯域幅は、ＤＲＳがＣＳＩ－ＲＳと同様の構成である場合には、５ＭＨｚ以上で設
定されてもよい。
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【０３７４】
　測定帯域幅は、ＤＲＳがＣＳＩ－ＲＳと同様の構成である場合には、６ＲＢｓおよび／
または１５ＲＢｓで設定されてもよい。
【０３７５】
　ＤＲＳの測定帯域幅は、上位層シグナリングを用いて、設定されてもよい。
【０３７６】
　端末装置１は、ＲＲＣ接続状態でイントラ周波数のセルおよび／またはインター周波数
のセルのＲＳＲＱを測定する。
【０３７７】
　第１の測定の手続き（first measurement procedure）について説明する。第１の測定
とは、第１のＲＳＲＰや第１のＲＳＲＱの測定である。なお、第１の測定とは、第１の信
号（第１の構成の信号）の測定（ＲＲＭ測定、ＲＳＲＰ測定、ＲＳＲＱ測定、ＲＳＳＩ測
定）であってもよい。
【０３７８】
　端末装置１は、物理セル識別子（ＰＣＩ）から、アンテナポート０で送信されるＣＲＳ
が配置されるリソースエレメントを認知する。そして、アンテナポート０で送信されるＣ
ＲＳが配置されるリソースエレメントから第１のＲＳＲＰを測定する。なお、測定に用い
られるサブフレーム数は限定されず、複数のサブフレームにまたがって測定し、平均値を
報告してもよい。次に、アンテナポート０が含まれるＯＦＤＭシンボルを認知し、ＲＳＳ
Ｉの測定を行う。そして、第１のＲＳＲＰとＲＳＳＩから、第１のＲＳＲＱの計算を行う
。なお、第１のＲＳＲＰとＲＳＳＩの測定サブフレームは異なってもよい。
【０３７９】
　なお、第１の測定の手続きに基づいて得られた結果（第１のＲＳＲＰ、第１のＲＳＲＱ
）を第１の測定結果と呼称する。
【０３８０】
　第２の測定の手続き（second measurement procedure）について説明する。第２の測定
とは、第２のＲＳＲＰや第２のＲＳＲＱの測定である。
【０３８１】
　端末装置１は、ＤＲＳの設定情報から、ＤＲＳが配置されるリソースエレメントを認知
する。そして、ＤＲＳが配置されるリソースエレメントから第２のＲＳＲＰを測定する。
なお、測定に用いられるサブフレーム数は限定されず、複数のサブフレームを測定し、そ
れらの平均値を報告してもよい。次に、ＲＳＳＩの測定を行う。そして、第２のＲＳＲＰ
とＲＳＳＩから、第２のＲＳＲＱの計算を行う。
【０３８２】
　なお、第２の測定の手続きに基づいて得られた結果（第２のＲＳＲＰ、第２のＲＳＲＱ
、第２のＲＳＳＩ、第２のＲＲＭ）を第２の測定結果と呼称する。なお、第２の測定とは
、第２の信号（第２の構成の信号）の測定（ＲＲＭ測定、ＲＳＲＰ測定、ＲＳＲＱ測定、
ＲＳＳＩ測定）であってもよい。
【０３８３】
　次に、端末装置１で測定された測定値を上位層へ報告する仕組みを説明する。
【０３８４】
　測定のモデルについて説明する。図１３は、測定のモデルの一例を示す図である。
【０３８５】
　測定部１３０１は、第１層フィルタリング部１３０１１、第３層フィルタリング部１３
０１２、およびリポート基準の評価部１３０１３を含んで構成されてもよい。なお、測定
部１３０１は、受信部１０５および上位層処理部１０１の一部の機能を含んで構成されて
もよい。具体的には、第１層フィルタリング部１３０１１は受信部１０５に含まれており
、第３層フィルタリング部１３０１２、およびリポート基準の評価１３０１３は上位層処
理部１０１に含まれて構成されてもよい。
【０３８６】
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　物理層から入力された測定値（サンプル）は、第１層フィルタリング（Layer 1 filter
ing）部１３０１１によってフィルターが掛けられる。第１層フィルタリング部１３０１
１は、例えば、複数の入力値の平均、重み付け平均、チャネル特性に追従した平均などが
適用され、その他のフィルター方法を適用してもよい。第１層から報告された測定値は第
１層フィルタリング部１３０１１のあとに第３層に入力される。第３層フィルタリング（
Layer 3 filtering）部１３０１２に入力された測定値はフィルターが掛けられる。第３
層フィルタリングの設定はＲＲＣシグナリングから提供される。第３層フィルタリング部
１３０１２でフィルタリングされて報告される間隔は、入力された測定間隔と同じである
。リポート基準の評価部１３０１３では、実際に測定値の報告が必要かどうかを検査する
。評価は１つ以上の測定のフローに基づいている。例えば、異なる測定値間の比較などで
ある。端末装置１は、少なくとも新しい測定結果が報告された度にリポート基準の評価を
行う。リポート基準の設定はＲＲＣシグナリングによって提供される。リポート基準の評
価で測定値の報告が必要だと判断された後、端末装置１は、測定報告情報（測定報告メッ
セージ）を無線インターフェースによって送る。
【０３８７】
　次に、測定（measurement）について説明する。基地局装置３は、端末装置１に対して
、ＲＲＣシグナリング（無線リソース制御信号）のＲＲＣ接続再設定（RRC Connection R
econfiguration）メッセージを使って、測定設定（Measurement configuration）メッセ
ージを送信する。端末装置１は、測定設定（Measurement configuration）メッセージに
含まれるシステム情報を設定するとともに、通知されたシステム情報に従って、サービン
グセル（serving cell）および隣接セル（リストセル（listed cell）および／または検
出セル（detected cell）を含む）に対する測定、イベント評価、測定報告を行う。リス
トセルは、測定対象（Measurement object）にリストされているセル（基地局装置３から
端末装置１へ隣接セルリストとして通知されているセル）であり、検出セルは、測定対象
（Measurement object）によって指示された周波数において端末装置１が検出したが、測
定対象（Measurement object）にはリストされていないセル（隣接セルリストとして通知
されていない端末装置１自身が検出したセル）である。
【０３８８】
　測定（measurement）には、３つのタイプ（周波数内測定（intra-frequency measureme
nts）、周波数間測定（inter-frequency measurements）、無線アクセス技術間測定（int
er-RAT measurements））がある。周波数内測定（intra-frequency measurements）は、
サービングセルの下りリンク周波数（下りリンク周波数）での測定である。周波数間測定
（inter-frequency measurements）は、サービングセルの下りリンク周波数とは異なる周
波数での測定である。無線アクセス技術間測定（inter-RAT measurements）は、サービン
グセルの無線技術（例えばEUTRA）とは異なる無線技術（例えばUTRA、GERAN，CDMA2000な
ど）での測定である。
【０３８９】
　測定設定（Measurement configuration）メッセージには、測定識別子（measId）、測
定対象（Measurement objects）、報告設定（Reporting configurations）の設定の追加
および／または修正および／または削除、物理量設定（quantityConfig）、測定ギャップ
設定（measGapConfig）、サービングセル品質閾値（s-Measure）などが含まれる。
【０３９０】
　物理量設定（quantityConfig）は、測定対象（Measurement objects）がEUTRAの場合、
第３層フィルタリング係数（L3 filtering coefficient）を指定する。第３層フィルタリ
ング係数（L3 filtering coefficient）は、最新の測定結果と、過去のフィルタリング測
定結果との比（割合）を規定する。フィルタリング結果は、端末装置１でイベント評価に
利用される。
【０３９１】
　測定ギャップ設定（measGapConfig）は、測定ギャップパターン（measurement gap pat
tern）の設定や、測定ギャップ（measurement gap）の活性化（activation）／非活性化
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（deactivation）を制御するために利用される。測定ギャップ設定（measGapConfig）で
は、測定ギャップを活性化させる場合の情報として、ギャップパターン（gap pattern）
、開始システムフレーム番号（startSFN）、開始サブフレーム番号（startSubframeNumbe
r）が通知される。ギャップパターン（gap pattern）は、測定ギャップ（measurement ga
p）として、どのパターンを使うかを規定する。開始システムフレーム番号（startSFN）
は、測定ギャップ（measurement gap）を開始するシステムフレーム番号（SFN: System F
rame Number）を規定する。開始サブフレーム番号（startSubframeNumber）は、測定ギャ
ップ（measurement gap）を開始するサブフレーム番号を規定する。
【０３９２】
　測定ギャップとは、上りリンク／下りリンク送信がスケジュールされていない場合に、
端末装置１が測定を行なうために利用する可能性のある期間（時間、サブフレーム）のこ
とである。
【０３９３】
　ＤＲＳの測定をサポートしている（またはＤＲＳ設定がセットされた）端末装置１に対
して、測定ギャップが設定された場合、測定ギャップ設定に基づいて規定されたサブフレ
ームにおいて（つまり、測定ギャップ上で）、ＤＲＳの測定を行なってもよい。
【０３９４】
　ＤＲＳの測定をサポートしている（またはＤＲＳ設定がセットされた）端末装置１に対
して、測定ギャップが設定された場合、ＤＲＳ設定に含まれているサブフレーム設定に基
づくＤＲＳ送信サブフレームが測定ギャップ設定に基づいて規定されたサブフレームと重
複していれば、測定ギャップ上でＤＲＳを測定してもよい。ＤＲＳ送信サブフレームが測
定ギャップ上にあれば、端末装置１は、測定ギャップ上でＤＲＳを測定してもよい。
【０３９５】
　ＤＲＳの測定をサポートしている（またはＤＲＳ設定がセットされた）端末装置１に対
して、測定ギャップが設定された場合、ＤＣＩフォーマットまたはＭＡＣ　ＣＥで、停止
の状態が示されたセルに対してのみ、測定ギャップ上でＤＲＳを測定してもよい。つまり
、起動の状態が示されたセルに対して、端末装置１は、測定ギャップ上でＤＲＳの測定を
行なわなくてもよい。基地局装置３は、起動の状態のセルでＤＲＳを送信しなくてもよい
。
【０３９６】
　測定ギャップは、ＤＲＳ毎または起動／停止の状態が示されるセル毎に設定されてもよ
い。
【０３９７】
　サービングセル品質閾値（s-Measure）は、サービングセル（serving cell）の品質に
関する閾値を表し、端末装置１が測定（measurement）を行う必要があるか否かを制御す
るために利用される。サービングセル品質閾値（s-Measure）は、ＲＳＲＰに対する値と
して設定される。
【０３９８】
　ここで、測定識別子（measId）は、測定対象（Measurement objects）と、報告設定（R
eporting configurations）とをリンクさせるために利用され、具体的には、測定対象識
別子（measObjectId）と報告設定識別子（reportConfigId）とをリンクさせる。測定識別
子（measId）には、一つの測定対象識別子（measObjectId）と一つの報告設定識別子（re
portConfigId）が対応付けられる。測定設定（Measurement configuration）メッセージ
は、測定識別子（measId）、測定対象（Measurement objects）、報告設定（Reporting c
onfigurations）の関係に対して追加・修正・削除することが可能である。
【０３９９】
　measObjectToRemoveListは、指定された測定対象識別子（measObjectId）および指定さ
れた測定対象識別子（measObjectId）に対応する測定対象（Measurement objects）を削
除するコマンドである。この際、指定された測定対象識別子（measObjectId）に対応付け
られたすべての測定識別子（measId）は、削除される。このコマンドは、同時に複数の測
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定対象識別子（measObjectId）の指定が可能である。
【０４００】
　measObjectToAddModifyListは、指定された測定対象識別子（measObjectId）を指定さ
れた測定対象（Measurement objects）に修正、または、指定された測定対象識別子（mea
sObjectId）と指定された測定対象（Measurement objects）を追加するコマンドである。
このコマンドは、同時に複数の測定対象識別子（measObjectId）の指定が可能である。
【０４０１】
　reportConfigToRemoveListは、指定された報告設定識別子（reportConfigId）および指
定された報告設定識別子（reportConfigId）に対応する報告設定（Reporting configurat
ions）を削除するコマンドである。この際、指定された報告設定識別子（reportConfigId
）に対応付けられたすべての測定識別子（measId）は、削除される。このコマンドは、同
時に複数の報告設定識別子（reportConfigId）の指定が可能である。
【０４０２】
　measIdToRemoveListは、指定された測定識別子（measId）を削除するコマンドである。
この際、指定された測定識別子（measId）に対応付けられた測定対象識別子（measObject
Id）と報告設定識別子（reportConfigId）は、削除されずに維持される。このコマンドは
、同時に複数の測定識別子（measId）の指定が可能である。
【０４０３】
　measIdToAddModifyListは、指定された測定識別子（measId）を指定された測定対象識
別子（measObjectId）と指定された報告設定識別子（reportConfigId）に対応付けるよう
に修正、または、指定された測定対象識別子（measObjectId）と指定された報告設定識別
子（reportConfigId）を指定された測定識別子（measId）に対応付けし、指定された測定
識別子（measId）を追加するコマンドである。このコマンドは、同時に複数の測定識別子
（measId）の指定が可能である。
【０４０４】
　測定対象（Measurement objects）は、無線アクセス技術（RAT：Radio Access Technol
ogy）および周波数ごとに規定されている。また、報告設定（Reporting configurations
）は、EUTRAに対する規定と、EUTRA以外のRATに対する規定がある。
【０４０５】
　測定対象（Measurement objects）には、測定対象識別子（measObjectId）と対応付け
られた測定対象EUTRA（measObjectEUTRA）などが含まれる。
【０４０６】
　測定対象識別子（measObjectId）は、測定対象（Measurement objects）の設定を識別
するために使用する識別子である。測定対象（Measurement objects）の設定は、前述の
ように、無線アクセス技術（RAT）および周波数ごとに規定されている。測定対象（Measu
rement objects）は、EUTRA、UTRA、GERAN、CDMA2000に対して別途仕様化されている。EU
TRAに対する測定対象（Measurement objects）である測定対象EUTRA（measObjectEUTRA）
は、EUTRAの隣接セルに対して適用される情報を規定する。また、測定対象EUTRA（measOb
jectEUTRA）のなかで異なる周波数のものは異なる測定対象（Measurement objects）とし
て扱われ、別途、測定対象識別子（measObjectId）が割り当てられる。
【０４０７】
　測定対象の情報の一例について説明する。
【０４０８】
　測定対象EUTRA（measObjectEUTRA）には、EUTRA搬送波周波数情報（eutra-CarrierInfo
）、測定帯域幅（measurementBandwidth）、アンテナポート１存在情報（presenceAntenn
aPort1）、オフセット周波数（offsetFreq）、隣接セルリスト（neighbour cell list）
に関する情報、ブラックリスト（black list）に関する情報が含まれる。
【０４０９】
　次に、測定対象EUTRA（measObjectEUTRA）に含まれる情報について説明する。EUTRA搬
送波周波数情報（eutra-CarrierInfo）は、測定対象とする搬送波周波数を指定する。測
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定帯域幅（measurementBandwidth）は、測定対象とする搬送波周波数で動作する全ての隣
接セル共通な測定帯域幅を示す。アンテナポート１存在情報（presenceAntennaPort1）は
、測定対象とするセルにおいてアンテナポート１を使用しているか否かを示す。オフセッ
ト周波数（offsetFreq）は、測定対象とする周波数において適用される測定オフセット値
を示す。
【０４１０】
　測定対象の情報の一例について説明する。
【０４１１】
　基地局装置３は、端末装置１に対して、第２の測定を行なわせるためには、第１の測定
とは異なる設定を行なう。例えば、第１の測定と第２の測定とで、測定対象となる信号（
または信号の構成、信号の設定）が異なってもよい。また、第１の測定と第２の測定とで
、測定対象となる信号にセットされているセルＩＤが異なってもよい。また、第１の測定
と第２の測定とで、測定対象となる信号のアンテナポートが異なってもよい。また、第１
の測定と第２の測定とで、測定対象となる信号の測定周期（または測定サブフレームパタ
ーン）が異なってもよい。つまり、第１の測定と第２の測定は、個別に設定されてもよい
。
【０４１２】
　測定対象EUTRA（measObjectEUTRA）には、EUTRA搬送波周波数情報（eutra-CarrierInfo
）、測定帯域幅（measurementBandwidth）、ＤＲＳ設定情報、オフセット周波数（offset
Freq）、隣接セルリスト（neighbour cell list）に関する情報、ブラックリスト（black
 list）に関する情報が含まれる。
【０４１３】
　次に、測定対象EUTRA（measObjectEUTRA）に含まれる情報ついて説明する。EUTRA搬送
波周波数情報（eutra-CarrierInfo）は、測定対象とする搬送波周波数を指定する。測定
帯域幅（measurementBandwidth）は、測定対象とする搬送波周波数で動作する全ての隣接
セル共通な測定帯域幅を示す。ＤＲＳ設定情報は、端末装置１にＤＲＳ設定を検出するた
めに必要な周波数帯で共通な設定情報を通知するために用いられ、例えば、測定対象とす
るセルにおいて送信されるサブフレーム番号やサブフレーム周期などを示す。オフセット
周波数（offsetFreq）は、測定対象とする周波数において適用される測定オフセット値を
示す。
【０４１４】
　隣接セルリストおよびブラックリストに関する情報の一例について説明する。
【０４１５】
　隣接セルリスト（neighbour cell list）に関する情報は、イベント評価や、測定報告
の対象となる隣接セルに関する情報を含む。隣接セルリスト（neighbour cell list）に
関する情報としては、物理セル識別子（physical cell ID）や、セル固有オフセット（ce
llIndividualOffset、隣接セルに対して適用する測定オフセット値を示す）などが含まれ
ている。この情報は、EUTRAの場合、端末装置１が、既に、報知情報（報知されるシステ
ム情報）から既に取得している隣接セルリスト（neighbour cell list）に対して、追加
・修正または削除を行うための情報として利用される。
【０４１６】
　また、ブラックリスト（black list）に関する情報は、イベント評価や、測定報告の対
象とならない隣接セルに関する情報を含む。ブラックリスト（black list）に関する情報
としては、物理セル識別子（physical cell ID）などが含まれる。この情報は、EUTRAの
場合、端末装置１が、既に、報知情報から取得しているブラックセルリスト（black list
ed cell list）に対して、追加・修正または削除を行うための情報として利用される。
【０４１７】
　隣接セルリストおよびブラックリストに関する情報の一例について説明する。
【０４１８】
　第２の測定を行う場合において、物理セル識別子（ＰＣＩ）では足りないケースで用い
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られることが想定される。そのため、物理セル識別子を拡張した新しい隣接セルリストお
よび新しいブラックリストが必要となる。
【０４１９】
　新しい隣接セルリスト（隣接小セルリスト（neighbour small cell list））に関する
情報は、イベント評価や、測定報告の対象となる隣接セルに関する情報を含んでもよい。
新しい隣接セルリストに関する情報としては、セルＩＤや、セル固有オフセット（cellIn
dividualOffset、隣接セルに対して適用する測定オフセット値を示す）、セル固有のＤＲ
Ｓ設定情報などが含まれてもよい。ここで、セル固有のＤＲＳ設定情報とは、セル固有に
設定されるＤＲＳの情報であり、例えば、用いられるＤＲＳのリソースエレメントを示す
情報などである。この情報は、EUTRAの場合、端末装置１が、既に、報知情報（報知され
るシステム情報）から既に取得している新しい隣接セルリストに対して、追加・修正また
は削除を行うための情報として利用される。
【０４２０】
　また、新しいブラックリストに関する情報は、イベント評価や、測定報告の対象となら
ない隣接セルに関する情報を含んでもよい。また、新しいブラックリストに関する情報と
しては、セルＩＤなどが含まれてもよい。この情報は、EUTRAの場合、端末装置１が、既
に、報知情報から取得している新しいブラックセルリスト（ブラック小セルリスト（blac
k listed small cell list））に対して、追加・修正または削除を行うための情報として
利用される。
【０４２１】
　ここで、セルＩＤは、例えば、物理セル識別子（physical cell ID、physical layer c
ell ID）、ＣＧＩ（Cell Global Identity/Identifier）、ＥＣＧＩ（E-UTRAN Cell Glob
al Identifier/Identity）、発見ＩＤ（Discovery ID）、仮想セル識別子（virtual cell
 ID）、送信ポイントＩＤなどであり、ＤＲＳで送信されるセル（送信ポイント）ＩＤの
情報に基づいて構成される。また、セルＩＤではなく、系列生成器（スクランブリング系
列生成器、擬似乱数系列生成器）に関連するパラメータであってもよい。
【０４２２】
　なお、ＤＲＳの設定に、セルＩＤ（または擬似乱数系列生成器に関連するパラメータ（
例えば、スクランブリングＩＤ））が含まれる場合、隣接セルリストは、ＤＲＳのリスト
を示してもよい。つまり、端末装置１は、隣接セルリストにセットされているセルＩＤの
ＤＲＳの測定を行なってもよい。
【０４２３】
　なお、ＤＲＳの設定に、セルＩＤが含まれる場合、ブラックリストは、ＤＲＳのブラッ
クリストを示してもよい。つまり、端末装置１は、ブラックリストにセットされているセ
ルＩＤのＤＲＳの測定を行なわなくてもよい。
【０４２４】
　次に、報告設定の詳細について説明する。
【０４２５】
　報告設定（Reporting configurations）には、報告設定識別子（reportConfigId）と対
応付けられた報告設定EUTRA（reportConfigEUTRA）などが含まれる。
【０４２６】
　報告設定識別子（reportConfigId）は、測定に関する報告設定（Reporting configurat
ions）を識別するために使用する識別子である。測定に関する報告設定（Reporting conf
igurations）は、前述のように、EUTRAに対する規定と、EUTRA以外のRAT（UTRA、GERAN、
CDMA2000）に対する規定がある。EUTRAに対する報告設定（Reporting configurations）
である報告設定EUTRA（reportConfigEUTRA）は、EUTRAにおける測定の報告に利用するイ
ベントのトリガ条件（triggering criteria）を規定する。
【０４２７】
　また、報告設定EUTRA（reportConfigEUTRA）には、イベント識別子（eventId）、トリ
ガ量（triggerQuantity）、ヒステリシス（hysteresis）、トリガ時間（timeToTrigger）
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、報告量（reportQuantity）、最大報告セル数（maxReportCells）、報告間隔（reportIn
terval）、報告回数（reportAmount）が含まれる。
【０４２８】
　イベント識別子（eventId）は、イベントトリガ報告（event triggered reporting）に
関する条件（criteria）を選択するために利用される。ここで、イベントトリガ報告（ev
ent triggered reporting）とは、イベントトリガ条件を満たした場合に、測定を報告す
る方法である。この他に、イベントトリガ条件を満たした場合に、一定間隔で、ある回数
だけ測定を報告するというイベントトリガ定期報告（event triggered periodic reporti
ng）もある。
【０４２９】
　イベント識別子（eventId）によって指定されたイベントトリガ条件を満たした場合、
端末装置１は、基地局装置３に対して、測定報告（measurement report）を行なう。トリ
ガ量（triggerQuantity）は、イベントトリガ条件を評価するために利用する量である。
すなわち、ＲＳＲＰ、または、ＲＳＲＱが指定される。すなわち、端末装置１は、このト
リガ量（triggerQuantity）によって指定された量を利用して、下りリンク参照信号の測
定を行い、イベント識別子（eventId）で指定されたイベントトリガ条件を満たしている
か否かを判定する。
【０４３０】
　ヒステリシス（hysteresis）は、イベントトリガ条件で利用されるパラメータである。
トリガ時間（timeToTrigger）は、イベントトリガ条件を満たすべき期間を示す。報告量
（reportQuantity）は、測定報告（measurement report）において報告する量を示す。こ
こでは、トリガ量（triggerQuantity）で指定した量、または、ＲＳＲＰおよびＲＳＲＱ
が指定される。
【０４３１】
　最大報告セル数（maxReportCells）は、測定報告（measurement report）に含めるセル
の最大数を示す。報告間隔（reportInterval）は、定期報告（periodical reporting）ま
たはイベントトリガ定期報告（eventtriggered periodic reporting）に対して利用され
、報告間隔（reportInterval）で示される間隔ごとに定期報告する。報告回数（reportAm
ount）は、必要に応じて、定期報告（periodical reporting）を行う回数を規定する。
【０４３２】
　なお、後述のイベントトリガ条件で利用する閾値パラメータやオフセットパラメータは
、報告設定において、イベント識別子（eventId）と一緒に、端末装置１へ通知される。
【０４３３】
　なお、基地局装置３は、サービングセル品質閾値（s-Measure）を通知する場合と通知
しない場合がある。基地局装置３がサービングセル品質閾値（s-Measure）を通知する場
合、端末装置１は、サービングセル（serving cell）のＲＳＲＰがサービングセル品質閾
値（s-Measure）よりも低いときに、隣接セルの測定と、イベント評価（イベントトリガ
条件を満たすか否か、報告条件（Reporting criteria）の評価とも言う）を行う。一方、
基地局装置３がサービングセル品質閾値（s-Measure）を通知しない場合、端末装置１は
、サービングセル（serving cell）のＲＳＲＰによらず、隣接セルの測定と、イベント評
価を行う。
【０４３４】
　次に、イベントおよびイベントトリガ条件の詳細について説明する。
【０４３５】
　イベントトリガ条件を満たした端末装置１は、基地局装置３に対して、測定報告（Meas
urement report）を送信する。測定報告（Measurement report）には、測定結果（Measur
ement result）が含まれる。
【０４３６】
　測定報告（measurement report）をするためのイベントトリガ条件には、複数定義され
ており、それぞれ加入条件と離脱条件がある。すなわち、基地局装置３から指定されたイ
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ベントに対する加入条件を満たした端末装置１は、基地局装置３に対して測定報告（meas
urement report）を送信する。一方、イベント加入条件を満たして測定報告（measuremen
t report）を送信していた端末装置１は、イベント離脱条件を満たした場合、測定報告（
measurement report）の送信を停止する。
【０４３７】
　以下で説明されるイベントおよびイベントトリガ条件の一例は、第１の測定結果または
第２の測定結果のどちらかが用いられる。
【０４３８】
　以下では、イベントトリガ条件を評価するために利用する測定結果の種類の指定方法の
一例について説明する。
【０４３９】
　報告設定によって、イベントトリガ条件を評価するために利用する測定結果の種類が指
定される。パラメータによって第１の測定結果または第２の測定結果のどちらかを用いて
イベントトリガ条件を評価する。
【０４４０】
　具体的な一例としては、第１の測定結果か第２の測定結果かは、トリガ物理量（trigge
rQuantity）によって指定される。トリガ物理量では、｛第１のＲＳＲＰ、第１のＲＳＲ
Ｑ、第２のＲＳＲＰ、第２のＲＳＲＱ｝と４つの選択欄によって規定されてもよい。端末
装置１は、このトリガ物理量（triggerQuantity）によって指定された物理量を利用して
、下りリンク参照信号の測定を行ない、イベント識別子（eventId）で指定されたイベン
トトリガ条件を満たしているか否かを判定する。
【０４４１】
　具体的な一例としては、第１の測定結果か第２の測定結果かは、トリガ物理量の他にイ
ベントトリガ条件を評価するために利用する測定結果の種類を指定する新しいパラメータ
（triggerMeasType）が規定されてもよい。前記新しいパラメータは、第１の測定結果を
用いてイベントトリガ条件を評価することを示す情報、または、第２の測定結果を用いて
イベントトリガ条件を評価することを示す情報がセットされる。例えば、前記新しいパラ
メータに第２の測定結果を用いてイベントトリガ条件を評価することを示す情報がセット
された場合、端末装置１は、第２の測定を行ない、第２の測定結果を用いてイベントトリ
ガ条件を評価する。なお、前記パラメータは、報告する測定結果の種類を指定するパラメ
ータ（reportMeasType）と共有してもよい。
【０４４２】
　なお、サービングセルの測定結果と周辺セルの測定結果との比較などの、１つの条件式
に２つ以上の測定結果を用いるイベントトリガ条件においては、それぞれにイベントトリ
ガ条件を評価するために利用する測定結果の種類を指定してもよい。例えば、サービング
セルの測定結果用の新しいパラメータ（triggerMeasTypeServ）と周辺セルの測定結果用
の新しいパラメータ（triggerMeasTypeNeigh）が規定されてもよい。
【０４４３】
　以下では、イベントトリガ条件を評価するために利用する測定結果の種類の指定方法の
一例について説明する。
【０４４４】
　報告設定によって、イベントトリガ条件を評価するために利用する測定結果の種類は、
測定を指定する条件に依存して決定される。
【０４４５】
　具体的な一例としては、イベントトリガ条件を評価するために利用する測定結果の種類
は、対象セルの起動／停止の状態に依存して決定される。例えば、対象セルが起動の状態
であれば、第１の測定結果を用いてイベントトリガ条件が評価され、対象セルが停止の状
態であれば、第２の測定結果を用いてイベントトリガ条件が評価される。
【０４４６】
　具体的な一例としては、イベントトリガ条件を評価するために利用する測定結果の種類
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は、参照信号の検出に依存して決定される。例えば、ＣＲＳが検出されて、ＤＲＳが検出
されなかった場合、第１の測定結果を用いてイベントトリガ条件が評価され、ＣＲＳが検
出されず、ＤＲＳが検出された場合、第２の測定結果を用いてイベントトリガ条件が評価
されてもよい。また、ＣＲＳとＤＲＳの両方が検出された場合、受信電力の高い方の測定
結果を用いてイベントトリガ条件が評価されてもよい。また、ＣＲＳとＤＲＳの両方が検
出された場合、両方の受信電力を平均化した測定結果を用いてイベントトリガ条件が評価
されてもよい。また、ＣＲＳとＤＲＳの両方が検出されなかった場合、イベントトリガ条
件は評価されなくてもよい。
【０４４７】
　次に、測定結果の詳細について説明する。
【０４４８】
　この測定結果（Measurement result）は、測定識別子（measId）、サービングセル測定
結果（measResultServing）、EUTRA測定結果リスト（measResultListEUTRA）で構成され
る。ここで、EUTRA測定結果リスト（measResultListEUTRA）には、物理セル識別子（phys
icalCellIdentity）、EUTRAセル測定結果（measResultEUTRA）が含まれる。ここで、測定
識別子（measId）とは、前述のように、測定対象識別子（measObjectId）と報告設定識別
子（reportConfigId）とのリンクに利用されていた識別子である。また、物理セル識別子
（physicalCellIdentity）は、セルを識別するために利用する。EUTRAセル測定結果（mea
sResultEUTRA）は、EUTRAセルに対する測定結果である。隣接セルの測定結果は関連する
イベントの発生時にのみ含まれる。
【０４４９】
　測定結果の一例について説明する。
【０４５０】
　端末装置１は、測定結果に、対象セルに対するＲＳＲＰおよびＲＳＲＱの結果を含んで
報告してもよい。１回で報告されるＲＳＲＰおよびＲＳＲＱは、第１の測定結果または第
２の測定結果のどちらか１つであってもよい。なお、第１の測定結果は、第１の測定から
得られる測定結果であってもよい。また、第２の測定結果は、第２の測定から得られる測
定結果であってもよい。言い換えると、第１の測定結果は、第１の測定に関する設定情報
に基づいて得られた測定結果であり、第２の測定結果は、第２の測定に関する設定情報に
基づいて得られた測定結果である。
【０４５１】
　具体的な一例を挙げると、第１の測定結果か第２の測定結果かを決定するパラメータに
基づいて、測定結果が報告される。第１の測定結果か第２の測定結果かを決定する基準は
、例えば、新しいパラメータ（reportMeasType）である。前記新しいパラメータは、第１
の測定結果を報告することを示す情報、または、第２の測定結果を報告することを示す情
報がセットされてもよい。例えば、前記新しいパラメータに第２の測定結果を報告するこ
とを示す情報がセットされた場合、端末装置１は、前記新しいパラメータを認識し、第２
の測定を行ない、第２の測定結果を測定報告メッセージに載せて送信を行ない、第１の測
定結果は送信しない。また、前記新しいパラメータは、第１の測定結果および第２の測定
結果を報告することを示す情報がセットされてもよい。
【０４５２】
　なお、前記新しいパラメータは、イベントトリガ条件を評価するために利用する測定結
果の種類を指定するパラメータ（triggerMeasType）と共有してもよい。なお、前記パラ
メータは、測定方法を指定する上位層パラメータと共有してもよい。
【０４５３】
　なお、報告物理量を示すパラメータ（reportQuantity）は、ＲＳＲＰに対するパラメー
タ（reportQuantityRSRP）とＲＳＲＱに対するパラメータ（reportQuantityRSRQ）として
、測定する種類ごとに設定してもよい。例えばreportQuantityRSRPは第１のＲＳＲＰと設
定され、reportQuantityRSRQは第２のＲＳＲＱと設定された場合、端末装置１は、第１の
ＲＳＲＰと第２のＲＳＲＱを送信し、第２のＲＳＲＰと第１のＲＳＲＱは送信しない。
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【０４５４】
　具体的な一例を挙げると、測定を指定する条件に依存して報告されてもよい。
【０４５５】
　例えば、報告される測定結果の種類は、対象セルの起動／停止の状態に依存して決定さ
れてもよい。
【０４５６】
　例えば、報告される測定結果の種類は、参照信号の検出に依存して決定される。例えば
、ＣＲＳが検出されてＤＲＳが検出されなかった場合、第１の測定結果が報告され、ＣＲ
Ｓが検出されずＤＲＳが検出された場合、第２の測定結果が報告される。ＣＲＳとＤＲＳ
の両方が検出された場合、受信電力の高い方の測定結果が報告される。ＣＲＳとＤＲＳの
両方が検出されなかった場合、報告されない、または、最低値が報告される。
【０４５７】
　なお、端末装置１は報告された測定結果が第１の測定によって計算された結果か第２の
測定によって計算された結果かを基地局装置３に認知させるために、測定結果にどの測定
の種類がセットされたかを明示するパラメータが追加されてもよい。
【０４５８】
　上記では、イベント、イベントトリガ条件、および測定結果の報告の一例について説明
した。これらの組み合わせによって、端末装置１は、基地局装置３に対して第１の測定結
果および／または第２の測定結果を報告する。本実施形態は、イベント、イベントトリガ
条件、および測定結果の報告の組み合わせは限定されないが、好ましい組み合わせの一例
を以下で説明する。
【０４５９】
　イベント、イベントトリガ条件、および測定結果の報告の組み合わせの一例について説
明される。
【０４６０】
　第１の測定を行う場合には、物理セル識別子が設定される隣接セルリストやブラックリ
ストを含んだ測定対象（measObject）が設定され、また、第１の測定によってトリガされ
るイベントおよびイベントトリガ条件が設定される報告設定（reportConfig）が設定され
、それらがＩＤによって紐付けられることで第１の測定結果（measResults）を含んだ測
定報告メッセージが送信される。更に、第２の測定を行う場合には、拡張されたセルＩＤ
が設定される新しい隣接セルリストや新しいブラックリストを含んだ測定対象（measObje
ct）が設定され、また、第２の測定によってトリガされるイベントおよびイベントトリガ
条件が設定される報告設定（reportConfig）が設定され、それらがＩＤによって紐付けら
れることで第２の測定結果（measResults）を含んだ測定報告メッセージが送信される。
【０４６１】
　すなわち、端末装置１に、第１の測定用の測定対象、報告設定、測定結果と、第２の測
定用の測定対象、報告設定、測定結果が設定される。すなわち、第１の測定結果に対する
報告設定と第２の測定結果に対する報告設定がそれぞれ独立に設定される。
【０４６２】
　イベント、イベントトリガ条件、および測定結果の報告の組み合わせの一例について説
明する。
【０４６３】
　第１の測定を行う場合には、物理セル識別子が設定される隣接セルリストやブラックリ
ストを含んだ測定対象（measObject）が設定され、また、第１の測定によってトリガされ
るイベントおよびイベントトリガ条件が設定される報告設定（reportConfig）が設定され
、それらが測定結果（measResults）とＩＤによって紐付けられる。第２の測定を行う場
合には、拡張されたセルＩＤが設定される新しい隣接セルリストや新しいブラックリスト
を含んだ測定対象（measObject）が設定され、また、第２の測定によってトリガされるイ
ベントおよびイベントトリガ条件が設定される報告設定（reportConfig）が設定され、そ
れらが前記測定結果（measResults）とＩＤによって紐付けられる。第１の測定によって
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トリガされるイベントが発生した場合、測定結果に第１の測定結果が代入され、測定報告
メッセージによって送信される。第２の測定によってトリガされるイベントが発生した場
合、測定結果に第２の測定結果が代入され、測定報告メッセージによって送信される。
【０４６４】
　すなわち、第１の測定用の測定対象、報告設定と、第２の測定用の測定対象、報告設定
が設定され、測定結果は第１の測定と第２の測定でフィールドが共有される。イベントに
よって第１の測定結果または第２の測定結果が送信される。
【０４６５】
　これにより、端末装置１は、第１の測定結果と第２の測定結果を基地局装置３に報告す
ることができる。
【０４６６】
　本実施形態の端末装置１は、基地局装置３と通信する端末装置１であって、第１のＲＳ
（ＣＲＳ）に基づいて第１の測定を行ない、第２のＲＳ（ＤＲＳ）に基づいて第２の測定
を行う受信部１０５と、前記第１の測定結果と前記第２の測定結果を前記基地局装置３に
報告する上位層処理部１０１と、を備え、第１の状態では、前記第１の測定結果を前記基
地局装置３に報告し、第２の状態では、前記第１の測定結果または前記第２の測定結果を
前記基地局装置３に報告する。
【０４６７】
　一例として、前記第２の状態では、前記第１の測定結果を報告するイベントと前記第２
の測定結果を報告するイベントと、が前記基地局装置３によって設定される。また、一例
として、前記第２の状態では、前記第２の測定を報告するイベントのみが前記基地局装置
３によって設定される。前記第２の測定結果を報告するイベントトリガ条件は、第２の測
定結果を用いて規定される。
【０４６８】
　一例として、前記第１の状態は、前記第２のＲＳの設定情報が通知されていない状態で
あり、前記第２の状態は、前記第２のＲＳの設定情報が前記基地局装置３から通知された
状態である。また、一例として、前記第１の状態は、前記第２の測定情報が設定されてい
ない状態であり、前記第２の状態は、前記第２の測定情報が前記基地局装置３から設定さ
れた状態である。また、一例として、前記第２の状態は、前記第１のＲＳが送信されない
状態である。
【０４６９】
　ＤＲＳに対する報告設定は、ＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳに対する報告設定とは、個別にセッ
トされてもよい。
【０４７０】
　送信電力やＰＨＲ（Power Headroom）では、パスロスに依存して値が決定される。以下
では、パスロス（伝搬路減衰値）を推定する方法の一例について説明する。
【０４７１】
　サービングセルｃの下りリンクパスロス推定値は、PLc = referenceSignalPower - hig
her layer filtered RSRPの式で端末装置１によって計算される。ここで、referenceSign
alPowerは上位層で与えられる。referenceSignalPowerは、ＣＲＳの送信電力に基づいた
情報である。ここで、higher layer filtered RSRPは上位層でフィルタリングされた参照
サービングセルの第１のＲＳＲＰである。
【０４７２】
　もしサービングセルｃがプライマリーセルを含んだＴＡＧ（pTAG）に所属している場合
、上りリンクプライマリーセルに対して、referenceSignalPowerとhigher layer filtere
d RSRPの参照サービングセルにはプライマリーセルが用いられる。上りリンクセカンダリ
ーセルに対して、referenceSignalPowerとhigher layer filtered RSRPの参照サービング
セルには上位層のパラメータpathlossReferenceLinkingによって設定されたサービングセ
ルが用いられる。もしサービングセルｃがプライマリーセルを含まないＴＡＧ（例えば、
sTAG）に所属している場合、referenceSignalPowerとhigher layer filtered RSRPの参照



(62) JP 6568058 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

サービングセルにはサービングセルｃが用いられる。
【０４７３】
　パスロスを推定する方法の一例について説明する。
【０４７４】
　サービングセルｃの下りリンクパスロス推定値は、上位層によって設定された場合PLc 
= discoveryReferenceSignalPower - higher layer filtered RSRP2の式で、そうでなけ
ればPLc = referenceSignalPower - higher layer filtered RSRPの式を用いて端末装置
１によって計算される。ここで、referenceSignalPowerは上位層で与えられる。referenc
eSignalPowerは、ＣＲＳの送信電力に基づいた情報である。ここで、higher layer filte
red RSRPは、上位層でフィルタリングされた参照サービングセルの第１のＲＳＲＰである
。ここで、discoveryReferenceSignalPowerは、ＤＲＳの送信電力に関連するパラメータ
であり、上位層で与えられる。また、higher layer filtered RSRP2は、上位層でフィル
タリングされた参照サービングセルの第２のＲＳＲＰである。
【０４７５】
　ここで、上位層によって設定された場合とは、例えば、上位層シグナリングを用いて通
知されたＤＲＳの設定に基づく場合であってもよい。上位層によって設定された場合とは
、例えば、上位層シグナリングを用いて通知された測定の設定に基づく場合であってもよ
い。上位層によって設定された場合とは、例えば、上位層シグナリングを用いて通知され
た上りリンク電力制御の設定に基づく場合であってもよい。つまり、上位層によって設定
された場合とは、上位層シグナリングを用いて、パラメータまたは情報が通知され、端末
装置１に設定された場合が含まれてもよい。
【０４７６】
　もしサービングセルｃがプライマリーセルを含んだＴＡＧに所属している場合、上りリ
ンクプライマリーセルに対して、discoveryReferenceSignalPowerとhigher layer filter
ed RSRP2の参照サービングセルにはプライマリーセルが用いられる。上りリンクセカンダ
リーセルに対して、discoveryReferenceSignalPowerとhigher layer filtered RSRP2の参
照サービングセルには上位層のパラメータpathlossReferenceLinkingによって設定された
サービングセルが用いられる。もしサービングセルｃがプライマリーセルを含まないＴＡ
Ｇに所属している場合、discoveryReferenceSignalPowerとhigher layer filtered RSRP2
の参照サービングセルにはサービングセルｃが用いられる。
【０４７７】
　セカンダリーセルが停止の状態である場合、端末装置１は、以下の処理を行なわなくて
もよい。その処理は、セカンダリーセルでのＳＲＳの送信、セカンダリーセルに対するＣ
ＱＩ（Channel Quality Indicator）／ＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）／ＲＩ（R
ank Indicator）／ＰＴＩ（Precoding Type Indicator）の報告、セカンダリーセルでの
上りリンクデータ（UL-SCH）の送信、セカンダリーセルでのＲＡＣＨの送信、セカンダリ
ーセルでのＰＤＣＣＨのモニタ、セカンダリーセルに対するＰＤＣＣＨのモニタである。
【０４７８】
　セカンダリーセルが小セルである場合には、セカンダリーセルが停止の状態であっても
、端末装置１は、以下の処理を行なってもよい。その処理は、セカンダリーセルでのＳＲ
Ｓの送信、セカンダリーセルに対するＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩの報告、（セカンダ
リーセルでの上りリンクデータ（UL-SCH）の送信）、セカンダリーセルでのＲＡＣＨの送
信、セカンダリーセルでのＰＤＣＣＨのモニタ、セカンダリーセルに対するＰＤＣＣＨの
モニタである。
【０４７９】
　停止の状態のセカンダリーセルが小セルである場合、端末装置１は、クロスキャリアス
ケジューリングによって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット））から、セカンダリーセルに対するＳＲＳ送信の
要求がある（ＳＲＳリクエストが送信される）とすれば、セカンダリーセルでＳＲＳを送
信してもよい。つまり、この場合、基地局装置３は、ＳＲＳを受信することを期待する。
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【０４８０】
　停止の状態のセカンダリーセルが小セルである場合、クロスキャリアスケジューリング
によって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
（ＤＣＩフォーマット））から、セカンダリーセルに対するＣＳＩ報告の要求がある（Ｃ
ＳＩリクエストが送信される）とすれば、端末装置１は、セカンダリーセルに対するＣＱ
Ｉ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩをプライマリーセルのＰＵＳＣＨを用いて送信してもよい。つ
まり、この場合、基地局装置３は、プライマリーセルのＰＵＳＣＨでセカンダリーセルに
対するＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩを受信することを期待する。
【０４８１】
　停止の状態のセカンダリーセルが小セルである場合、クロスキャリアスケジューリング
によって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
（ＤＣＩフォーマット））から、ＰＤＣＣＨオーダーによるランダムアクセスレスポンス
グラント（ＲＡＲグラント）が送信されるとすれば、端末装置１は、セカンダリーセルで
、ＲＡＣＨ送信を行なってもよい。つまり、この場合、基地局装置３は、セカンダリーセ
ルでＲＡＣＨを受信することを期待する。
【０４８２】
　停止の状態のセカンダリーセルが小セルである場合、クロスキャリアスケジューリング
によって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
（ＤＣＩフォーマット））から、セカンダリーセルに対して、ＲＡ－ＲＮＴＩがスクラン
ブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマットを検出できるとすれば、端末装置１は、セカ
ンダリーセルで、ＲＡＣＨ送信を行なってもよい。つまり、この場合、基地局装置３は、
セカンダリーセルでＲＡＣＨを受信することを期待する。
【０４８３】
　停止の状態のセカンダリーセルが小セルである場合、セカンダリーセルに対して、ＥＰ
ＤＣＣＨセットの設定（またはＥＰＤＣＣＨ設定）がセットされていなければ、端末装置
１は、セカンダリーセルでＰＤＣＣＨをモニタしてもよい。つまり、この場合、基地局装
置３は、停止の状態の小セルにおいて、ＰＤＣＣＨを送信してもよい。
【０４８４】
　停止の状態のセカンダリーセルが小セルである場合、クロスキャリアスケジューリング
によって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
（ＤＣＩフォーマット））からセカンダリーセルに対して、下りリンクグラントや上りリ
ンクグラント、ＣＳＩリクエストやＳＲＳリクエスト、ランダムアクセスレスポンスグラ
ントなどが送信される場合、端末装置１は、セカンダリーセルに対するＰＤＣＣＨをモニ
タしてもよい。その際、ＥＰＤＣＣＨセット（またはＥＰＤＣＣＨ設定）の設定が端末装
置１に対してされていない、または、端末装置１にＥＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを受信す
る機能がサポートされていない場合にのみ、端末装置１は、セカンダリーセルに対するＰ
ＤＣＣＨのモニタを行なってもよい。つまり、この場合、基地局装置３は、停止の状態の
小セルにおいて、ＰＤＣＣＨを送信してもよい。
【０４８５】
　停止の状態のセカンダリーセルが小セルである場合、セカンダリーセルに対して、上り
リンクスケジューリングに関する情報が送信されても、端末装置１は、上りリンクスケジ
ューリングに関する情報に基づく、上りリンク送信を行なわなくてもよい。つまり、この
場合、基地局装置３は、停止の状態の小セルにおいて、上りリンク送信が行なわれること
を期待しない。
【０４８６】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセル（スペシャルセカンダ
リーセル）である場合、端末装置１は、セルフスケジューリングで、セカンダリーセルに
対するＳＲＳ送信の要求がある（ＳＲＳリクエストが送信される）とすれば、セカンダリ
ーセルでＳＲＳを送信してもよい。つまり、この場合、基地局装置３は、ＳＲＳを受信す
ることを期待する。
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【０４８７】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、セルフス
ケジューリングで、セカンダリーセルに対するＣＳＩ報告の要求がある（ＣＳＩリクエス
トが送信される）とすれば、端末装置１は、セカンダリーセルに対するＣＱＩ／ＰＭＩ／
ＲＩ／ＰＴＩをセカンダリーセルのＰＵＳＣＨを用いて送信してもよい。
【０４８８】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、セルフス
ケジューリングで、ＰＤＣＣＨオーダーによるランダムアクセスレスポンスグラント（Ｒ
ＡＲグラント）が送信されるとすれば、端末装置１は、セカンダリーセルで、ＲＡＣＨ送
信を行なってもよい。
【０４８９】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、セルフス
ケジューリングで、セカンダリーセルに対して、ＲＡ－ＲＮＴＩがスクランブルされたＣ
ＲＣを伴うＤＣＩフォーマットを検出できるとすれば、端末装置１は、セカンダリーセル
で、ＲＡＣＨ送信を行なってもよい。
【０４９０】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、セカンダ
リーセルに対して、ＥＰＤＣＣＨセットの設定がされていなければ、端末装置１は、セカ
ンダリーセルでＰＤＣＣＨをモニタしてもよい。つまり、端末装置１は、プライマリーセ
カンダリーセルに対して、ＥＰＤＣＣＨセットの設定を受信していなければ、セカンダリ
ーセルでＰＤＣＣＨをモニタする。また、基地局装置３は、プライマリーセカンダリーセ
ルに対して、ＥＰＤＣＣＨセットの設定をセットしていなければ、端末装置１に対するＰ
ＤＣＣＨを、セカンダリーセルで送信してもよい。
【０４９１】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、セルフス
ケジューリングで、セカンダリーセルに対して、下りリンクグラントや上りリンクグラン
ト、ＣＳＩリクエストやＳＲＳリクエスト、ランダムアクセスレスポンスグラントなどが
送信される場合、端末装置１は、セカンダリーセルに対するＰＤＣＣＨをモニタしてもよ
い。その際、ＥＰＤＣＣＨセットの設定が端末装置１に対してされていない、または、端
末装置１にＥＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを受信する機能がサポートされていない場合にの
み、端末装置１は、セカンダリーセルに対するＰＤＣＣＨのモニタを行なってもよい。
【０４９２】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、セルフス
ケジューリングで、セカンダリーセルに対して、上りリンクスケジューリングに関する情
報（ＰＵＳＣＨグラント、ＣＳＩリクエスト、ＳＲＳリクエスト）が送信されるとすれば
、端末装置１は、セカンダリーセルで上りリンクスケジューリングに関する情報に基づく
上りリンク送信を行なってもよい。例えば、セカンダリーセルに対して、ＤＣＩフォーマ
ット０を検出した場合、端末装置１は、セカンダリーセルでＰＵＳＣＨ送信を行なっても
よい。
【０４９３】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセル（スペシャルセカンダ
リーセル）である場合、端末装置１は、クロスキャリアスケジューリングによって、プラ
イマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォー
マット））から、セカンダリーセルに対するＳＲＳ送信の要求がある（ＳＲＳリクエスト
が送信される）とすれば、セカンダリーセルでＳＲＳを送信してもよい。その際、端末装
置１は、プライマリーセルとプライマリーセカンダリーセルとのクロスキャリアスケジュ
ーリングを行なう機能をサポートしていてもよい。
【０４９４】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、クロスキ
ャリアスケジューリングによって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰ
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ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット））から、セカンダリーセルに対するＣＳ
Ｉ報告の要求がある（ＣＳＩリクエストが送信される）とすれば、端末装置１は、セカン
ダリーセルに対するＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩをプライマリーセルのＰＵＳＣＨを用
いて送信してもよい。その際、端末装置１は、プライマリーセルとプライマリーセカンダ
リーセルとのクロスキャリアスケジューリングを行なう機能をサポートしていてもよい。
【０４９５】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、クロスキ
ャリアスケジューリングによって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット））から、ＰＤＣＣＨオーダーによるラン
ダムアクセスレスポンスグラント（ＲＡＲグラント）が送信されるとすれば、端末装置１
は、セカンダリーセルで、ＲＡＣＨ送信を行なってもよい。その際、端末装置１は、プラ
イマリーセルとプライマリーセカンダリーセルとのクロスキャリアスケジューリングを行
なう機能をサポートしていてもよい。この場合、基地局装置３は、クロスキャリアスケジ
ューリングによって、停止の状態のセカンダリーセルに対して、ＰＤＣＣＨオーダーによ
るランダムアクセスレスポンスグラント（ＲＡＲグラント）を送信してもよい。
【０４９６】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、クロスキ
ャリアスケジューリングによって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット））から、セカンダリーセルに対して、Ｒ
Ａ－ＲＮＴＩがスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩフォーマットを検出できるとすれ
ば、端末装置１は、セカンダリーセルで、ＲＡＣＨ送信を行なってもよい。その際、端末
装置１は、プライマリーセルとプライマリーセカンダリーセルとのクロスキャリアスケジ
ューリングを行なう機能をサポートしていてもよい。
【０４９７】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、セカンダ
リーセルに対して、ＥＰＤＣＣＨセットの設定がされていなければ、端末装置１は、セカ
ンダリーセルでＰＤＣＣＨをモニタしてもよい。
【０４９８】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、クロスキ
ャリアスケジューリングによって、プライマリーセル（プライマリーセルで送信されるＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット））からセカンダリーセルに対して、下り
リンクグラントや上りリンクグラント、ＣＳＩリクエストやＳＲＳリクエスト、ランダム
アクセスレスポンスグラントなどが送信される場合、端末装置１は、セカンダリーセルに
対するＰＤＣＣＨをモニタしてもよい。その際、ＥＰＤＣＣＨセットの設定が端末装置１
に対してされていない、または、端末装置１にＥＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを受信する機
能がサポートされていない場合にのみ、端末装置１は、セカンダリーセルに対するＰＤＣ
ＣＨのモニタを行なってもよい。
【０４９９】
　停止の状態のセカンダリーセルに対して、クロスキャリアスケジューリングが無効であ
る場合、端末装置１は、停止の状態のセカンダリーセルでＰＤＣＣＨをモニタしてもよい
。
【０５００】
　停止の状態のセカンダリーセルに対して、クロスキャリアスケジューリングが無効であ
り、且つ、ＥＰＤＣＣＨに関する種々の設定が受信されていない場合には、端末装置１は
、停止の状態のセカンダリーセルでＰＤＣＣＨをモニタしてもよい。
【０５０１】
　停止の状態のセカンダリーセルに対して、ＥＰＤＣＣＨ設定および／またはＥＰＤＣＣ
Ｈセットの設定がなければ、端末装置１は、停止の状態のセカンダリーセルで、ＰＤＣＣ
Ｈをモニタしてもよい。また、基地局装置３は、端末装置１に、停止の状態のセカンダリ
ーセルに対するＥＰＤＣＣＨ設定および／またはＥＰＤＣＣＨセットの設定をセットした
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か否かに応じて、停止の状態のセカンダリーセルでＰＤＣＣＨを送信するか否かを決定し
てもよい。
【０５０２】
　停止の状態のセカンダリーセルがプライマリーセカンダリーセルである場合、クロスキ
ャリアスケジューリングによって、プライマリーセルからセカンダリーセルに対して、上
りリンクスケジューリングに関する情報が送信されるとすれば、端末装置１は、上りリン
クスケジューリングに関する情報に基づく、上りリンク送信を行なってもよい。その際、
端末装置１は、プライマリーセルとプライマリーセカンダリーセルとのクロスキャリアス
ケジューリングを行なう機能をサポートしていてもよい。
【０５０３】
　あるサービングセルに対して、端末装置１が、上位層シグナリングによって、送信モー
ド１～９に応じたＰＤＳＣＨデータ送信を受信することを設定され、且つ、端末装置１が
、ＥＰＤＣＣＨをモニタすることを設定されたとすれば、端末装置１は、ドップラーシフ
ト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッドに関して、サービングセルのアン
テナポート０～３、１０７～１１０が擬似共有配置されていると仮定する。
【０５０４】
　あるサービングセルに対して、端末装置１が、上位層シグナリングによって、送信モー
ド１０に応じたＰＤＳＣＨデータ送信を受信することを設定され、且つ、各ＥＰＤＣＣＨ
－ＰＲＢセットに対して、端末装置１が、ＥＰＤＣＣＨをモニタすることを設定された場
合、さらに、端末装置１は、擬似共有配置（QCL: Quasi Co-Location）タイプＡに応じた
ＰＤＳＣＨを復号することを上位層によって設定されるとすれば、端末装置１は、ドップ
ラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッドに関して、サービングセ
ルのアンテナポート０～３とアンテナポート１０７～１１０が擬似共有配置されていると
仮定する。一方、端末装置１は、擬似共有配置タイプＢに応じたＰＤＳＣＨを復号するこ
とを上位層によって設定されるとすれば、端末装置１は、ドップラーシフト、ドップラー
スプレッド、平均遅延、遅延スプレッドに関して、上位層パラメータ（qcl-CSI-RS-Confi
gNZPId）に対応するアンテナポート１５～２２とアンテナポート１０７～１１０が擬似共
有配置されていると仮定する。
【０５０５】
　ＱＣＬタイプＡは、端末装置１が、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅
延、遅延スプレッドに関して、サービングセルのアンテナポート０～３とアンテナポート
１０７～１１０が擬似共有配置されていると仮定するかもしれない。
【０５０６】
　ＱＣＬタイプＢは、端末装置１が、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅
延、遅延スプレッドに関して、上位層パラメータ（qcl-CSI-RS-ConfigNZPId）に対応する
アンテナポート１５～２２とアンテナポート１０７～１１０が擬似共有配置されていると
仮定するかもしれない。
【０５０７】
　つまり、端末装置１は、上位層パラメータＱＣＬオペレーションに基づいて、タイプＡ
がセットされている場合には、サービングセルのアンテナポート０～３とアンテナポート
１０７～１１０が擬似共有配置されていると仮定し、タイプＢがセットされている場合に
は、上位層パラメータ（qcl-CSI-RS-ConfigNZPId）に対応するアンテナポート１５～２２
とアンテナポート１０７～１１０が擬似共有配置されていると仮定する。言い換えると、
ＥＰＤＣＣＨをモニタすることが設定された端末装置１は、上位層パラメータＱＣＬオペ
レーションに基づいて、タイプＡがセットされている場合には、ＣＲＳとＥＰＤＣＣＨが
擬似共有配置されていると仮定し、タイプＢがセットされている場合には、ＣＳＩ－ＲＳ
とＥＰＤＣＣＨが擬似共有配置されていると仮定する。
【０５０８】
　あるサービングセルに対して、端末装置１が、上位層シグナリングによって、送信モー
ド１０に応じたＰＤＳＣＨデータ送信を受信することを設定され、且つ、各ＥＰＤＣＣＨ
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－ＰＲＢセットに対して、端末装置１が、ＥＰＤＣＣＨをモニタすることを設定された場
合、ＥＰＤＣＣＨリソースエレメントマッピングとＥＰＤＣＣＨアンテナポート擬似共有
配置を決定するために、上位層パラメータ（re-MappingQCL-ConfigId, PDSCH-RE-Mapping
QCL-ConfigId）によって指示されたパラメータセット（PDSCH-RE-MappingQCL-Config）を
用いる。ＥＰＤＣＣＨリソースエレメントマッピングとＥＰＤＣＣＨアンテナポート擬似
共有配置を決定するための、種々のパラメータ（crs-PortsCount, crs-FreqShift, mbsfn
-SubframeConfigList, csi-RS-ConfigZPId, pdsch-Start, qcl-CSI-RS-ConfigNZPId）は
、そのパラメータセットに含まれる。
【０５０９】
　あるサービングセル（セカンダリーセル）において、端末装置１が、上位層シグナリン
グによって、ＤＲＳを受信することが設定され、且つ、端末装置１が、ＥＰＤＣＣＨをモ
ニタすることを設定された場合、ＤＲＳとＥＰＤＣＣＨリソースエレメントマッピングと
ＥＰＤＣＣＨアンテナポート擬似共有配置を決定するための、上位層パラメータ（qcl-DR
S-ConfigId）が設定されてもよい。
【０５１０】
　あるサービングセル（セカンダリーセル）において、端末装置１が、上位層シグナリン
グによって、ＤＲＳを受信することが設定され、且つ、端末装置１が、ＥＰＤＣＣＨをモ
ニタすることを設定された場合、端末装置１は、上位層パラメータ（qcl-DRS-ConfigId）
に対応する１つ以上のアンテナポートとアンテナポート１０７～１１０が擬似共有配置さ
れていると仮定する。
【０５１１】
　ＤＲＳに対する、ＥＰＤＣＣＨリソースエレメントマッピングとＥＰＤＣＣＨアンテナ
ポート擬似共有配置を決定するための、種々のパラメータ（drs-PortsCount, drs-FreqSh
ift, drs-ConfigZPId, qcl-DRS-ConfigNZPId, qcl-DRS-ConfigIdなど）がセットされても
よい。つまり、ＥＰＤＣＣＨとＤＲＳの擬似共有配置の設定に、ＤＲＳのアンテナポート
数（drs-PortsCount）が含まれてもよい。また、ＥＰＤＣＣＨとＤＲＳの擬似共有配置の
設定に、ＤＲＳの周波数シフト（drs-FreqShift）が含まれてもよい。また、ＥＰＤＣＣ
ＨとＤＲＳの擬似共有配置の設定に、ゼロパワーＤＲＳ－ＩＤ（drs-ConfigZPId）が含ま
れてもよい。また、ＥＰＤＣＣＨとＤＲＳの擬似共有配置の設定に、擬似共有配置される
ノンゼロパワーＤＲＳのＩＤ（qcl-DRS-ConfigNZPId）が含まれてもよい。
【０５１２】
　ＥＰＤＣＣＨとの擬似共有配置は、サービングセル（セカンダリーセル）の起動／停止
の状態によって、対象となる信号が変わってもよい。例えば、端末装置１は、サービング
セルの停止の状態では、ＤＲＳとＥＰＤＣＣＨで擬似共有配置されていると仮定し、サー
ビングセルの起動の状態では、ＣＲＳとＥＰＤＣＣＨで擬似共有配置されていると仮定し
てもよい。また、端末装置１は、サービングセルの停止の状態では、ＣＳＩ－ＲＳとＥＰ
ＤＣＣＨで擬似共有配置されていると仮定し、サービングセルの起動の状態では、ＣＲＳ
とＥＰＤＣＣＨで擬似共有配置されていると仮定してもよい。また、端末装置１は、サー
ビングセルの停止の状態では、ＣＳＩ－ＲＳとＥＰＤＣＣＨで擬似共有配置されていると
仮定し、サービングセルの起動の状態では、ＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳとＥＰＤＣＣＨで擬似
共有配置されていると仮定してもよい。つまり、端末装置１は、セットされた設定情報に
基づいて、ＥＰＤＣＣＨの擬似共有配置（リソースエレメントマッピングとアンテナポー
ト）を決定する。基地局装置３は、起動の状態と停止の状態で、ＥＰＤＣＣＨの擬似共有
配置を変更する場合、複数のＱＣＬ設定に関する情報を送信してもよい。
【０５１３】
　次に、間欠受信（DRX: Discontinuous Reception）について説明する。
【０５１４】
　端末装置１は、ＤＲＸを、端末装置１のＣ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ
、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ－ＲＮＴＩに対する端末装置１のＰＤＣＣＨモ
ニタリングの活性化（ＰＤＣＣＨモニタリングを行なうか否か）を制御するために、ＤＲ



(68) JP 6568058 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

Ｘ機能を伴うＲＲＣによって設定されるかもしれない。端末装置１は、ＤＲＸが設定され
ていなければ、ＰＤＣＣＨを連続でモニタし続ける。ＤＲＸを行なうために、複数のタイ
マー（onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerなど）が端末
装置１に設定される。また、周期（longDRX-Cycle, shortDRX-Cycle）と開始オフセット
（drxStartOffset）が設定されることによって、ＤＲＸ中に、ＰＤＣＣＨをモニタリング
するサブフレームが設定される。ショートＤＲＸに関するパラメータ（drxShortCycleTim
er, shortDRX-Cycle）は、オプションとして設定されてもよい。（ブロードキャストプロ
セスを除く）ＤＬ　ＨＡＲＱプロセス毎にＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマーが定義される。なお
、ＤＲＸ中に、ＰＤＣＣＨをモニタリングできる期間をアクティブタイム（Active Time
）と称する。
【０５１５】
　アクティブタイムとは、複数のタイマー（onDurationTimer, drx-InactivityTimer, dr
x-RetransmissionTimer, mac-ContentionResolutionTimer）のうち、少なくとも１つのタ
イマーが起動している時間であってもよい。また、アクティブタイムとは、スケジューリ
ングリクエストがＰＵＣＣＨで送信され、ペンディングされている時間であってもよい。
また、アクティブタイムとは、ペンディングしているＨＡＲＱ送信に対する上りリンクグ
ラントがあり、対応するＨＡＲＱバッファにデータがある時間であってもよい。また、ア
クティブタイムとは、端末装置１によって選択されないプリアンブルに対するランダムア
クセスレスポンスの受信成功後に、端末装置１のＣ－ＲＮＴＩに係る新しい送信を指示す
るＰＤＣＣＨが受信されない時間であってもよい。また、アクティブタイムとは、ＤＲＸ
アクティブタイム（drx-Activetime）として設定されたサブフレーム数であってもよい。
【０５１６】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、このサブフレームで
ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマーが満了するか、対応するＨＡＲＱプロセスのデータの復号に成
功しなかったとすれば、対応するＨＡＲＱプロセスに対するＤＲＸ再送タイマー（drx-Re
transmissionTimer）をスタートする。
【０５１７】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、ＤＲＸコマンドＭＡ
Ｃ制御エレメント（ＭＡＣ　ＣＥ）が受信されるとすれば、継続時間タイマー（onDurati
onTimer）およびＤＲＸ不活性タイマー（drx-InactivityTimer）を停止する。
【０５１８】
　継続時間タイマー（onDurationTimer）は、ＤＲＸサイクルの初めに、連続したＰＤＣ
ＣＨサブフレームを規定するために用いられる。
【０５１９】
　ＤＲＸ不活性タイマー（drx-InactivityTimer）は、ある端末装置１に対する初期上り
リンク／下りリンクユーザデータ送信を指示するＰＤＣＣＨが送信されたサブフレームの
後に、連続したＰＤＣＣＨサブフレームの数を規定するために用いられる。
【０５２０】
　ＤＲＸ再送タイマー（drx-RetransmissionTimer）は、下りリンク送信が受信されるま
での連続したＰＤＣＣＨサブフレームの最大数を規定するために用いられる。
【０５２１】
　ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマーは、下りリンクＨＡＲＱ送信が端末装置１によって期待され
る前のサブフレームの最小数（最小量）を規定するために用いられる。
【０５２２】
　ＭＡＣコンテンションレゾリューションタイマー（mac-ContentionResolutionTimer）
は、メッセージ３（ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するＰＵＳＣＨ）が送信
された後の端末装置１がＰＤＣＣＨをモニタする連続したサブフレームの数を規定するた
めに用いられる。
【０５２３】
　ＤＲＸショートサイクルタイマー（drxShortCycleTimer）は、端末装置１がショートＤ
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ＲＸサイクルをフォローする連続したサブフレームの数を規定するために用いられる。
【０５２４】
　ＤＲＸ開始オフセット（drxStartOffset）は、ＤＲＸサイクルがスタートするサブフレ
ームを規定するために用いられる。
【０５２５】
　アクティブタイムは、ＤＲＸオペレーションに関連する時間であり、端末装置１がＰＤ
ＣＣＨモニタリングサブフレームにおいてＰＤＣＣＨをモニタする期間（時間）を定義し
ている。
【０５２６】
　ＰＤＣＣＨモニタリングサブフレームは、基本的に、ＰＤＣＣＨサブフレームと同じで
ある。ただし、端末装置１が、あるサービングセルにおいてｅＩＭＴＡが可能な場合、Ｐ
ＤＣＣＨモニタリングサブフレームは、ｅＩＭＴＡに関するＬ１シグナリング（例えば、
ｅＩＭＴＡ－ＲＮＴＩがスクランブルされたＤＣＩフォーマット）によって指示されたＴ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定に応じて、決定された下りリンクサブフレームおよびＤｗＰＴＳを
含むサブフレームのことである。
【０５２７】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、ＤＲＸ不活性タイマ
ーが満了する、または、このサブフレームでＤＲＸコマンドＭＡＣ　ＣＥが受信され、さ
らに、ショートＤＲＸサイクルが設定されているとすれば、ＤＲＸショートサイクルタイ
マー（drxShortCycleTimer）をスタート（再スタート）し、ショートＤＲＸサイクルを利
用する。それ以外では、ロングＤＲＸサイクルを利用する。
【０５２８】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、ＤＲＸショートサイ
クルタイマーが満了すれば、ロングＤＲＸサイクルを利用する。
【０５２９】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、システムフレーム番
号、サブフレーム番号、ショートＤＲＸサイクル（および／またはロングＤＲＸサイクル
）、ＤＲＸ開始オフセット（drxStartOffset）に基づく式が所定の条件を満たす場合、継
続時間タイマーをスタートする。
【０５３０】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、アクティブタイム中
であって、ＰＤＣＣＨサブフレームに対して、そのサブフレームがハーフデュプレックス
ＦＤＤ端末装置オペレーションに対する上りリンク送信に対して必要ではない、または、
そのサブフレームが設定された測定ギャップの一部でないとすれば、ＰＤＣＣＨをモニタ
する。さらに、ＰＤＣＣＨが下りリンク送信を指示しているとすれば、もしくは、下りリ
ンクアサインメントがこのサブフレームに対して設定されているとすれば、対応するＨＡ
ＲＱプロセスに対するＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマーをスタートし、対応するＨＡＲＱプロセ
スに対するＤＲＸ再送タイマーを停止する。また、ＰＤＣＣＨが新しい送信（下りリンク
または上りリンク）を指示している場合、ＤＲＸ不活性タイマーをスタート（または再ス
タート）する。
【０５３１】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、最新のサブフレーム
ｎにおいて、端末装置１が、すべてのＤＲＸアクティブタイム条件を評価している（サブ
フレームｎ－５を含む）サブフレームｎ－５までに送信されたスケジューリングリクエス
トおよび受信したグラント／アサインメント／ＤＲＸコマンドＭＡＣ　ＣＥを考慮してい
るアクティブタイム中でないとすれば、トリガータイプ０ＳＲＳは送信されない。
【０５３２】
　ＤＲＸが設定されると、端末装置１は、各サブフレームに対して、ＣＱＩマスキング（
cqi-Mask）が上位層によってセットアップされているとすれば、最新のサブフレームｎに
おいて、継続期間タイマーが、すべてのＤＲＸアクティブタイム条件を評価している（サ



(70) JP 6568058 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

ブフレームｎ－５を含む）サブフレームｎ－５までに受信したグラント／アサインメント
／ＤＲＸコマンドＭＡＣ　ＣＥを考慮しているアクティブタイム中でないとすれば、ＰＵ
ＣＣＨでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩは報告されない。それ以外には、最新のサブフレ
ームｎにおいて、端末装置１が、すべてのＤＲＸアクティブタイム条件を評価している（
サブフレームｎ－５を含む）サブフレームｎ－５までに受信したグラント／アサインメン
ト／ＤＲＸコマンドＭＡＣ　ＣＥを考慮しているアクティブタイム中でないとすれば、Ｐ
ＵＣＣＨでＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩ（つまり、ＣＳＩ）は報告されない。
【０５３３】
　端末装置１は、ＰＤＣＣＨをモニタしているか否かによらず、端末装置１は、生じる可
能性があるとすれば、ＨＡＲＱフィードバックを受信／送信し、トリガータイプ１ＳＲＳ
を送信してもよい。
【０５３４】
　同じアクティブタイムは、すべての活性サービングセル（activated serving cell(s)
）に対して適用されてもよい。
【０５３５】
　下りリンク空間多重の場合、ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマーが起動中および同じトランスポ
ートブロックの前の送信が最新のサブフレームから少なくともＮサブフレーム前のサブフ
レームで受信される間に、トランスポートブロックが受信されたとすれば、端末装置１は
、それを処理し、ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマーを再スタートしてもよい。ここで、Ｎは、Ｈ
ＡＲＱ　ＲＴＴタイマーまたはＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマーにセットされた値に相当する。
【０５３６】
　プライマリーセルにおいて、ＤＲＸが設定され、且つ、セカンダリーセルに対するＤＲ
Ｓの設定がセットされている場合、端末装置１は、ＤＲＳの設定に基づいてセットされる
測定サブフレームとＤＲＸの設定に基づいてセットされるＰＤＣＣＨサブフレームが重複
する場合、重複するサブフレームにおいて、停止の状態のセカンダリーセルにおいて、Ｄ
ＲＳの測定およびＰＤＣＣＨのモニタリングを行なってもよい。ＤＲＸのアクティブタイ
ムは、活性サービングセル、つまり、起動の状態のすべてのサービングセルに対して適用
されるが、不活性サービングセル、つまり、停止の状態のサービングセルには適用されな
かった。ＤＲＳ設定がセットされる場合、そのサービングセル（またはセカンダリーセル
）においては、不活性（off state, deactivation, dormant mode）であってもＤＲＸの
アクティブタイムが適用されてもよい。その際、ＤＲＳ設定には、サブフレーム設定が含
まれなくてもよい。つまり、基地局装置３は、ＤＲＸアクティブタイムに基づいて、ＤＲ
Ｓを送信してもよい。
【０５３７】
　全ての活性サービングセルにおいて、ＤＲＸが設定された場合、ＤＲＳの設定がセット
された停止状態のスモールセルにおいては、端末装置１は、ＤＲＸによってアクティブタ
イムとなるサブフレームで、ＤＲＳを測定してもよい。
【０５３８】
　ＤＲＸ不活性タイマーまたは継続時間タイマーが満了した場合には、端末装置１は、満
了後のサブフレームに対して、ＤＲＳ測定サブフレームに基づいて測定可能であっても、
ＤＲＳの測定は行なわなくてもよい。つまり、端末装置１は、ＤＲＸ不活性タイマーまた
は継続時間タイマーが満了した場合には、以降のＤＲＳ測定サブフレームで、ＤＲＳが送
信されることを期待しない。
【０５３９】
　ＤＲＸが設定された端末装置１において、（スモールセルとして）停止の状態のセカン
ダリーセルに対するＤＲＳ設定が上位層シグナリングを用いて通知された（提供された、
与えられた）場合、端末装置１は、ＤＲＸのアクティブタイムと重複するセカンダリーセ
ルのＤＲＳ送信サブフレームにおいて、ＤＲＳのＲＲＭ（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＲＳＳＩ
）測定を行なってもよい。
【０５４０】
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　ＤＲＸの設定（drx-Config）は、ＭＣＧとＳＣＧまたはプライマリーセルとプライマリ
ーセカンダリーセルまたはＭｅＮＢとＳｅＮＢで個別にセットされてもよい。ＳＣＧにお
けるＤＲＸは、プライマリーセカンダリーセルの起動／停止の状態が示されてもよい。Ｓ
ＣＧに対して、ＤＲＸが設定された場合、ＤＲＸサブフレームで、ＤＲＳとＰＤＣＣＨが
送信されてもよい。
【０５４１】
　ここでは、ＤＲＸの設定としているが、ＤＲＸの設定にセットされる種々のパラメータ
は、ＤＴＸ（Discontinuous Transmission）の設定としてセットされてもよい。
【０５４２】
　次に、無線リンクモニタリングについて説明する。無線リンクモニタリングとは、上位
層に同期内（in-sync）か同期外れ（out-of-sync）かを示すために、端末装置１によって
、プライマリーセルの下りリンク無線リンク品質がモニタされる。
【０５４３】
　ノンＤＲＸオペレーションにおいて、端末装置１の物理層は、無線フレーム（無線フレ
ームを構成するサブフレーム数）毎に、無線リンクモニタリングに関連するテストに基づ
いて定義された閾値（Qin, Qout）に対して、過去の（前までの）時間周期（previous ti
me period）にわたって評価された、無線リンク品質を評価する。
【０５４４】
　ＤＲＸオペレーションにおいて、端末装置１の物理層は、少なくとも１つのＤＲＸ周期
（ＤＲＸ周期を構成するサブフレーム数）毎に、無線リンクモニタリングに関連するテス
トに基づいて定義された閾値（Qin, Qout）に対して、過去の（前までの）時間周期（pre
vious time period）にわたって評価された、無線リンク品質を評価する。
【０５４５】
　上位層シグナリングが、無線リンクモニタリングを制限するために、あるサブフレーム
を指示するとすれば、無線リンク品質は、上位層シグナリングによって指示されたサブフ
レーム以外のサブフレームではモニタされない。つまり、端末装置１は、上位層シグナリ
ングによって、無線リンクモニタリングを行なうサブフレームが制限された場合、制限さ
れたサブフレームにおいてのみ、無線リンクモニタリングを行なう。
【０５４６】
　端末装置１の物理層は、無線リンク品質が評価される無線フレームにおいて、無線リン
ク品質が閾値Ｑｏｕｔよりも悪い場合、上位層に同期外れであることを示す。また、無線
リンク品質が閾値Ｑｉｎよりも良い場合、端末装置１の物理層は無線リンク品質が評価さ
れる無線フレームにおいて、上位層に同期内であることを示す。
【０５４７】
　デュアルコネクティビティをサポートしている端末装置１の物理層は、プライマリーセ
ルとプライマリーセカンダリーセルそれぞれに対して、無線リンクモニタリングを行なっ
てもよい。また、プライマリーセルとプライマリーセカンダリーセルそれぞれに対して、
無線リンク品質に係る閾値が定義されてもよい。
【０５４８】
　デュアルコネクティビティをサポートしている端末装置１の物理層は、無線リンク品質
（同期外れ、同期内）をプライマリーセルとプライマリーセカンダリーセルとで、個別に
評価してもよい。
【０５４９】
　デュアルコネクティビティをサポートしている端末装置１の物理層は、無線リンク品質
を評価する時に、同期外れが所定の回数続いた場合、保護タイマーを起動させる。この保
護タイマーが満了した場合、端末装置１の物理層は、上位層に、そのセルで同期外れが発
生している（言い換えると、物理層問題が検出された）ことを通知する。端末装置１の上
位層は、物理層問題が検出されたセルがプライマリーセルの場合には、無線リンク障害（
RLF: Radio Link Failure）が検出されたと、認識する。その際、端末装置１の上位層は
、基地局装置３に、プライマリーセルでＲＬＦが検出されたことを通知してもよい。なお
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、端末装置１の上位層は、物理層問題が検出されたセルがプライマリーセカンダリーセル
の場合には、ＲＬＦと認識しなくてもよい。また、端末装置１の上位層は、物理層問題が
検出されたセルがプライマリーセカンダリーセルの場合、プライマリーセルと同様の処理
を行なってもよい。
【０５５０】
　次に、セミパーシステントスケジューリング（ＳＰＳ）について説明する。ＲＲＣ層（
上位層シグナリング、上位層）によって、セミパーシステントスケジューリングが有効で
あると設定された場合、端末装置１に、以下の情報が提供される。その情報は、セミパー
システントスケジューリングＣ－ＲＮＴＩ、セミパーシステントスケジューリングが上り
リンクに対して、有効である場合、上りリンクセミパーシステントスケジューリングイン
ターバル（semiPersistSchedIntervalUL）とインプリシットにリリースする前の空送信の
数（implicitReleaseAfter）、ＴＤＤに対してのみ、２つのインターバル設定（twoInter
valsConfig）が上りリンクに対して有効か否か、セミパーシステントスケジューリングが
下りリンクに対して有効である場合、下りリンクセミパーシステントスケジューリングイ
ンターバル（semiPersistSchedIntervalDL）とセミパーシステントスケジューリングに対
して設定されたＨＡＲＱプロセスの数（numberOfConfSPS-Processes）である。
【０５５１】
　上りリンクもしくは下りリンクに対するセミパーシステントスケジューリングがＲＲＣ
層（上位層シグナリング、上位層）によって無効と設定された場合、対応する設定された
グラントもしくは設定されたアサインメントは無視される。
【０５５２】
　セミパーシステントスケジューリングは、プライマリーセルにだけサポートされる。
【０５５３】
　セミパーシステントスケジューリングは、ＲＮサブフレーム設定を伴うコンビネーショ
ンのＥ－ＵＴＲＡＮのＲＮ通信に対してサポートされない。
【０５５４】
　セミパーシステント下りリンクアサインメントが設定された後で、端末装置１は、ある
条件を満たすシステムフレーム番号とサブフレームにおいて、第Ｎのアサインメントが生
じると、連続しているとみなす。ここで、ある条件とは、端末装置１に設定された下りリ
ンクアサインメントが初期化（または再初期化）された時のシステムフレーム番号（SFNs
tart_time）とサブフレーム（subframestart_time）に基づいて決定されてもよい。
【０５５５】
　セミパーシステント上りリンクグラントが設定された後で、端末装置１は、２つのイン
ターバル設定が、上位層で、有効であると設定されていれば、あるテーブルに基づくサブ
フレームオフセット（Subframe_Offset）をセットし、それ以外の場合、サブフレームオ
フセットを０にセットする。
【０５５６】
　セミパーシステント上りリンクグラントが設定された後で、端末装置１は、ある条件を
満たすシステムフレーム番号とサブフレームにおいて、第Ｎのグラントが生じると、連続
しているとみなす。ここで、ある条件とは、ここで、ある条件とは、端末装置１に設定さ
れた上りリンクグラントが初期化（または再初期化）された時のシステムフレーム番号（
SFNstart_time）とサブフレーム（subframestart_time）に基づいて決定されてもよい。
【０５５７】
　端末装置１は、ゼロＭＡＣ　ＳＤＵ（Service Data Unit）を含む連続するＭＡＣ　Ｐ
ＤＵ（Protocol Data Unit）のインプリシットにリリースする前の空送信の数が、エンテ
ィティを多重、構成することによって与えられた直後に、設定された上りリンクグラント
をクリアする。
【０５５８】
　端末装置１にデュアルコネクティビティを行なう機能がサポートされている場合、ＳＰ
Ｓはプライマリーセルだけでなく、プライマリーセカンダリーセルで行なわれてもよい。
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つまり、ＳＰＳ設定は、プライマリーセルだけでなく、プライマリーセカンダリーセルに
対してもセットされてもよい。
【０５５９】
　デュアルコネクティビティを行なう機能をサポートしている端末装置１において、１つ
のＳＰＳ設定しかセットされていない場合には、プライマリーセルに対してだけＳＰＳが
適用されてもよい。
【０５６０】
　デュアルコネクティビティを行なう機能をサポートしている端末装置１において、１つ
のＳＰＳ設定しかセットされていない場合には、プライマリーセルとプライマリーセカン
ダリーセルにおいて、同じ設定が適用されてもよい。
【０５６１】
　デュアルコネクティビティを行なう機能をサポートしている端末装置１において、プラ
イマリーセルとプライマリーセカンダリーセルそれぞれに対して、下りリンクＳＰＳ設定
および／または上りリンクＳＰＳ設定は、個別にセットされてもよい。つまり、プライマ
リーセルとプライマリーセカンダリーセルに対して、下りリンクＳＰＳ設定および／また
は上りリンクＳＰＳ設定が共通であってもよいし、それぞれ個別に設定されてもよい。Ｓ
ＰＳを下りリンクおよび／または上りリンクで、プライマリーセルとプライマリーセカン
ダリーセルで個別に行なうか否かは、端末装置１から送信される機能情報に基づいて決定
されてもよい。
【０５６２】
　以下では、プライマリーセカンダリーセルで送信されるＰＤＣＣＨおよびＥＰＤＣＣＨ
について説明する。
【０５６３】
　プライマリーセカンダリーセルで送信されるＰＤＣＣＨは、複数の端末装置で共通のパ
ラメータおよび／または予め規定されたパラメータを用いて、スクランブルされてもよい
。なお、複数の端末装置で共通のパラメータが設定されない場合は、物理セル識別子を用
いてスクランブルされる。
【０５６４】
　プライマリーセカンダリーセルで送信されるＰＤＣＣＨは、複数の端末装置で共通のパ
ラメータおよび／または予め規定されたパラメータに基づいてＲＥＧ単位でサイクリック
シフトされてもよい。なお、複数の端末装置で共通のパラメータが設定されない場合は、
物理セル識別子の値に基づいてサイクリックシフトされる。
【０５６５】
　プライマリーセカンダリーセルには、ＵＳＳと、ＵＳＳとは異なるサーチスペースが配
置される。ＵＳＳとは異なるサーチスペースは、複数の端末装置で共通の領域をモニタす
るサーチスペースである。プライマリーセルに配置されるＣＳＳは第１のＣＳＳとも呼称
され、プライマリーセカンダリーセルに配置されるＵＳＳとは異なるサーチスペースは第
２のＣＳＳとも呼称される。
【０５６６】
　第２のＣＳＳは、複数の端末装置で共通のパラメータおよび／または予め規定されたパ
ラメータを用いて設定されるサーチスペースである。複数の端末装置で共通のパラメータ
は、上位層から通知される。複数の端末装置で共通のパラメータの一例として、基地局装
置３（セル、送信ポイント）に固有のパラメータが用いられる。例えば、送信ポイント固
有のパラメータとして、仮想セル識別子、ＴＰＩＤなどが用いられる。複数の端末装置で
共通のパラメータの一例として、端末装置個別に設定可能なパラメータであるが複数の端
末で共通の値が設定されるパラメータである。例えば、複数の端末装置で共通の値が設定
されるパラメータとして、ＲＮＴＩなどが用いられる。
【０５６７】
　第２のＣＳＳに、ＰＤＣＣＨは配置されてもよい。この場合、第２のＣＳＳは、複数の
端末で共通のパラメータおよび／または予め規定されたパラメータを用いて、サーチスペ
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ースが開始されるＣＣＥが決定される。具体的には、図１４の式（１）で用いられるＹｋ

の初期値に、複数の端末で共通のＲＮＴＩ（例えば、ＵＥ－ｇｒｏｕｐ－ＲＮＴＩ、ＣＳ
Ｓ－ＲＮＴＩ）が設定される。また、第２のＣＳＳのサーチスペースが開始されるＣＣＥ
は、上位層パラメータによって端末共通に指定されてもよい。具体的には、図１４の式（
１）で用いられるＹｋは、常に固定の値で、かつ、上位層パラメータ（例えば、ＣＣＥイ
ンデックスを指定するパラメータ）がセットされる。また、Ｙｋは常に０がセットされて
もよい。
【０５６８】
　ＰＤＣＣＨに配置される第２のＣＳＳのアグリゲーションレベルは、４と８をサポート
する。また、アグリゲーションレベル４では４つのＰＤＣＣＨ候補、アグリゲーションレ
ベル８では２つのＰＤＣＣＨ候補が定義される。なお、アグリゲーションレベル１、２、
１６、３２をサポートしてもよい。この場合、ＰＤＣＣＨ候補数を制限することで第２の
ＣＳＳでブラインドデコーディング数を増加させない。例えば、第２のＣＳＳのアグリゲ
ーションレベルで２、４、８がサポートされる場合、各アグリゲーションレベルで２つの
ＰＤＣＣＨ候補が定義される。
【０５６９】
　第２のＣＳＳに、ＥＰＤＣＣＨは配置されてもよい。この場合、第２のＣＳＳは、複数
の端末で共通のパラメータおよび／または予め規定されたパラメータを用いて、サーチス
ペースが開始されるＥＣＣＥが決定される。具体的には、図１４の式（２）で用いられる
Ｙｐ，ｋの初期値に、複数の端末で共通のＲＮＴＩ（例えば、ＵＥ－ｇｒｏｕｐ－ＲＮＴ
Ｉ、ＣＳＳ－ＲＮＴＩ）が設定される。また、第２のＣＳＳのサーチスペースが開始され
るＥＣＣＥは、上位層パラメータによって端末共通に指定されてもよい。具体的には、図
１４の式（２）で用いられるＹｐ，ｋは、常に固定の値で、かつ、上位層パラメータ（例
えば、ＥＣＣＥインデックスを指定するパラメータ）がセットされる。また、Ｙｐ，ｋは
常に０がセットされてもよい。
【０５７０】
　第２のＣＳＳにＥＰＤＣＣＨが配置される場合、第２のＣＳＳに配置されるＥＰＤＣＣ
Ｈセットが設定されてもよい。例えば、ＥＰＤＣＣＨセット０がＵＳＳに配置され、ＥＰ
ＤＣＣＨセット１が第２のＣＳＳに配置されてもよい。また、１つのＥＰＤＣＣＨセット
内がＵＳＳと第２のＣＳＳに配置されてもよい。例えば、ＥＰＤＣＣＨセット０がＵＳＳ
と第２のＣＳＳに配置されてもよい。
【０５７１】
　ＥＰＤＣＣＨが配置される第２のＣＳＳのアグリゲーションレベルは、４と８をサポー
トする。また、アグリゲーションレベル４では４つのＥＰＤＣＣＨ候補、アグリゲーショ
ンレベル８では２つのＥＰＤＣＣＨ候補が定義される。なお、アグリゲーションレベル１
、２、１６、３２をサポートしてもよい。この場合、ＰＤＣＣＨ候補数を制限することで
第２のＣＳＳでブラインドデコーディング数を増加させない。例えば、第２のＣＳＳのア
グリゲーションレベルで２、４、８がサポートされる場合、各アグリゲーションレベルで
２つのＰＤＣＣＨ候補が定義される。
【０５７２】
　第２のＣＳＳでのＰＤＣＣＨモニタリングに用いられるＲＮＴＩの種類の一例について
説明する。
【０５７３】
　第２のＣＳＳには、少なくともランダムアクセス応答の通知を行うＰＤＣＣＨ、特定の
端末装置１に対しＴＰＣコマンドを指示するＰＤＣＣＨ、あるいはＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設
定の通知を行うＰＤＣＣＨを配置することができる。また、ＭｅＮＢとＳｅＮＢ間のバッ
クホールの遅延が大きい場合、ＲＲＣ再設定時であってもＳｅＮＢから送信を行う必要が
ある。すなわち、端末装置１は、ＲＡ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰ
Ｃ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＤＤ－ＭｏｄｅＡ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ
－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いて、第２のＣＳＳに配置されるＰ
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ＤＣＣＨをモニタする。
【０５７４】
　一方で、第２のＣＳＳには、システム情報あるいはページングに関する情報が割り当て
られたＰＤＣＣＨを配置する必要がない。また、プライマリーセカンダリーセルはＲＲＣ
接続モードで用いられるため、ＲＲＣ再設定時に必要な下位の送信方式による送信のため
の下りリンク／上りリンクグラントが割り当てられたＰＤＣＣＨを配置する必要がない。
すなわち、端末装置１は、ＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩを用いて、第２のＣＳＳに配置
されるＰＤＣＣＨをモニタしなくてもよい。
【０５７５】
　第２のＣＳＳでのＰＤＣＣＨモニタリングに用いられるＲＮＴＩの種類の一例について
説明する。
【０５７６】
　第２のＣＳＳには、少なくともランダムアクセス応答の通知を行なうＰＤＣＣＨ、特定
の端末装置１に対しＴＰＣコマンドを指示するＰＤＣＣＨ、あるいはＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
設定の通知を行うＰＤＣＣＨを配置することができる。すなわち、端末装置１は、少なく
ともＲＡ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩ、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ、
ＴＤＤ－ＭｏｄｅＡ－ＲＮＴＩを用いて、第２のＣＳＳに配置されるＰＤＣＣＨをモニタ
する。
【０５７７】
　一方で、第２のＣＳＳには、システム情報あるいはページングに関する情報が割り当て
られたＰＤＣＣＨを配置する必要がない。また、プライマリーセカンダリーセルはＲＲＣ
接続モードで用いられるため、ＲＲＣ再設定時に必要な下位の送信方式による送信のため
の下りリンク／上りリンクグラントが割り当てられたＰＤＣＣＨを配置する必要がない。
すなわち、端末装置１は、ＳＩ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－
ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いて、第２のＣＳＳに配置されるＰＤ
ＣＣＨをモニタしなくてもよい。
【０５７８】
　なお、第２のＣＳＳに、セルの起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＰＤＣＣＨ
を配置してもよい。すなわち、端末装置１は、スモールセルオン／オフに関連するＲＮＴ
Ｉ（ＳＣＥ－ＲＮＴＩ）を用いて、第２のＣＳＳに配置されるＰＤＣＣＨをモニタする。
【０５７９】
　第２のＣＳＳにより、端末装置１は、プライマリーセカンダリーセルにおいて、ブライ
ンドデコーディング数が増加する。具体的には、セカンダリーセルではＵＳＳのみが配置
されるに対し、プライマリーセカンダリーセルではＵＳＳと第２のＣＳＳの両方が配置さ
れる。第２のＣＳＳのブラインドデコーディング数が第１のＣＳＳのブラインドデコーデ
ィング数と同等とすれば、１２回のブラインドデコーディング数の増加となり、端末装置
１の負担が増大する。
【０５８０】
　第２のＣＳＳにおけるブラインドデコーディング数の削減の一例を説明する。
【０５８１】
　Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを用いて、
第２のＣＳＳに配置されるＰＤＣＣＨをモニタしない場合、第２のＣＳＳにＤＣＩフォー
マット０／１Ａを配置させないことで、第２のＣＳＳにおけるブラインドデコーディング
数を削減させることができる。
【０５８２】
　このとき、ＤＣＩフォーマット３／３ＡはＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズ
に合わせてパディングされる。もしくは、ＴＰＣコマンドを送信する新しいＤＣＩフォー
マット（ＤＣＩフォーマット３Ｂ）が設定される。
【０５８３】
　ＤＣＩフォーマット３Ｂは、１ビットの電力調整によるＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨに
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対するＴＰＣコマンドの送信のために用いられる。端末装置１は、自局に割り当てられた
インデックス（TPC-Index）に対応するビット情報を検出することによって、ＰＵＳＣＨ
またはＰＵＣＣＨに対応する送信電力制御コマンドの値を検出することができる。また、
ＤＣＩフォーマット３Ｂは、スクランブルされるＲＮＴＩの種類に応じて、ＰＵＳＣＨに
対する送信電力制御コマンドを示すかＰＵＣＣＨに対する送信電力制御コマンドを示すか
が判別される。ＤＣＩフォーマット３Ｂは、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズ
に合わせてパディングされる。
【０５８４】
　これにより、第２のＣＳＳには、ＤＣＩフォーマット１Ｃと同じペイロードサイズの制
御情報のみが配置されるため、ブラインドデコーディング数を削減することができる。具
体的には、第２のＣＳＳにおいて、アグリゲーション４において６つのＰＤＣＣＨ候補と
１種類のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試み、また、アグリゲーション
８において２つのＰＤＣＣＨ候補と１種類のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコー
ドを試みる。すなわち、端末装置１は、第２のＣＳＳにおいて６回のデコードを試みる。
これにより、ＣＳＳにおけるブラインドデコーディング数を半減させることができる。
【０５８５】
　第２のＣＳＳにおけるブラインドデコーディング数の削減の一例を説明する。
【０５８６】
　第２のＣＳＳにおいて、ＤＣＩフォーマット１ＣはＤＣＩフォーマット０と同じペイロ
ードサイズになるまでパディングビットを挿入する。これにより、第２のＣＳＳには、Ｄ
ＣＩフォーマット０と同じペイロードサイズの制御情報のみが配置されるため、ブライン
ドデコーディング数を削減することができる。具体的には、第２のＣＳＳにおいて、アグ
リゲーション４において６つのＰＤＣＣＨ候補と１種類のビットサイズのＤＣＩフォーマ
ットのデコードを試み、また、アグリゲーション８において２つのＰＤＣＣＨ候補と１種
類のビットサイズのＤＣＩフォーマットのデコードを試みる。すなわち、端末装置１は、
第２のＣＳＳにおいて６回のデコードを試みる。これにより、ＣＳＳにおけるブラインド
デコーディング数を半減させることができる。
【０５８７】
　ブラインドデコーディング数の増加の観点から、全ての端末装置１が第２のＣＳＳのモ
ニタリングをサポートする必要はない。そこで、基地局装置３に、端末装置１が第２のＣ
ＳＳをモニタすることが可能か否かの能力を示す情報（ケイパビリティ）が通知されても
よい。
【０５８８】
　処理能力の高い端末装置１は、基地局装置３に、第２のＣＳＳのモニタリングが可能で
あることを示す情報を通知する。一方で、処理能力の低い端末装置１は、基地局装置３に
、第２のＣＳＳのモニタリングが不可能であることを示す情報を通知する。基地局装置３
は、各端末装置１からの第２のＣＳＳをモニタすることが可能か否かの能力を示す情報を
取得し、第２のＣＳＳのモニタリングが可能である端末装置１のみに第２のＣＳＳの設定
を行なう。ここで、基地局装置３は、第２のＣＳＳのモニタリングが可能である端末装置
１をＵＥグループとして設定してもよい。
【０５８９】
　第２のＣＳＳのモニタリングが可能である端末装置１に対しては、基地局装置３は第２
のＣＳＳにＰＤＣＣＨを配置して、ランダムアクセス応答の通知やＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設
定の通知などを行なう。
【０５９０】
　第２のＣＳＳのモニタリングが不可能である端末装置１に対しては、基地局装置３はＵ
ＳＳにＰＤＣＣＨを配置して、ランダムアクセス応答の通知やＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の
通知などを行う。この際、ブラインドデコーディング数の観点から、ランダムアクセス応
答の通知はＤＣＩフォーマット１Ａが用いられ、またＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の通知で用
いられるＤＣＩフォーマット１ＣはＤＣＩフォーマット０と同じペイロードサイズまでパ
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ディングされる。
【０５９１】
　これにより、第２のＣＳＳのモニタリングが不可能である処理能力の低い端末装置１に
対しても、ランダムアクセス応答の通知やＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の通知などを行なうこ
とが可能となる。
【０５９２】
　なお、第２のＣＳＳをモニタすることが可能か否かの能力を示す情報は、デュアルコネ
クティビティモードで運用が可能か否かを示す情報に関連付けて通知されてもよい。すな
わち、デュアルコネクティビティモードで運用が可能であれば、第２のＣＳＳをモニタす
ることが可能であってもよい。
【０５９３】
　スモールセルのセカンダリーセルに対する起動／停止の状態を指示する情報が、ＤＣＩ
フォーマット（ＤＣＩフォーマットを伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ）を用いて、送信さ
れる場合の端末装置１および基地局装置３の処理について説明する。
【０５９４】
　あるＤＣＩフォーマットに、複数のセル（スモールセル、セカンダリーセル、サービン
グセル）のそれぞれに対する起動／停止の状態を指示する１ビットがセットされてもよい
。例えば、起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフォーマットが１５ビット
で構成される場合、１５セル分の起動／停止の状態を指示する情報が含まれることを意味
してもよい。つまり、１ビットで起動／停止の状態が示されてもよい。また、その１ビッ
トで起動の状態が示される時、同時にその１ビットに対応するセルに対するＣＳＩリクエ
ストとして認識されてもよい。その１ビットで起動の状態が示される時、その１ビットに
対応するＣＳＩを、受信してから所定のサブフレーム後の最初の上りリンクサブフレーム
で送信する。また、ＤＣＩフォーマットを構成するビットの位置と、セルインデックス（
例えば、サービングセルインデックス、スモールセルインデックス、オン／オフセルイン
デックスなど）が予め対応付けられてもよい。
【０５９５】
　なお、ＤＣＩフォーマットでは起動の状態のみを指示してもよい。例えば、１ビットに
おける‘１’は起動を示し、‘０’は前の状態と同状態であること示す。この場合、デア
クティベーションタイマーなどの停止の状態を指示する他の方法と併用されることが好ま
しい。
【０５９６】
　なお、ＤＣＩフォーマットでは停止の状態のみを指示してもよい。例えば、１ビットに
おける‘１’は停止を示し、‘０’は前の状態と同状態であることを示す。この場合、Ｍ
ＡＣ　ＣＥによるアクティベーションの通知などの起動の状態を指示する他の方法と併用
されることが好ましい。
【０５９７】
　あるＤＣＩフォーマットに、複数のセル（スモールセル、セカンダリーセル、サービン
グセル）のそれぞれに対する起動／停止の状態を指示するｎビットがセットされてもよい
。例えば、起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフォーマットが１５ビット
で構成される場合、１５÷ｎセル分の起動／停止の状態を指示する情報が含まれることを
意味してもよい。つまり、ｎビットで起動／停止の状態が示されてもよい。例えばｎビッ
トで通知される情報は、ｎサブフレームのセルの起動／停止の状態の情報である。ｎビッ
トにおける各ビットがサブフレームに対応する。具体的には、８ビットで通知される情報
は、８サブフレームの起動／停止の状態を指示する情報である。例えば、ｎビットで通知
される情報は、起動／停止の状態のサブフレームパターンを示す情報である。起動／停止
の状態のサブフレームパターンは、予め定められてもよい。起動／停止の状態のサブフレ
ームパターンは、上位層で通知されてもよい。具体的には、２ビットで通知される情報は
、４通りのサブフレームパターンを示す。起動／停止の状態を指示するビットの長さは、
サブフレームパターンの種類の最大数に応じて決定される。サブフレームパターンの種類
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の最大数は、上位層で設定されてもよい。
【０５９８】
　起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨは、起動／停止
の状態を示すためのＲＮＴＩ（例えば、ＳＣＥ－ＲＮＴＩ）によってスクランブルされる
。あるＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをＳＣＥ－ＲＮＴＩによってデコードが成功した場合、
端末装置１は、そのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに起動／停止の状態を示す情報が含まれて
いると認識する。これにより、起動／停止の状態を示す情報が他の制御情報と同じＤＣＩ
フォーマットに含まれても、起動／停止の状態を示すための情報であることを端末装置１
に認識させることができる。
【０５９９】
　なお、スモールセルのセカンダリーセルに対する起動／停止の状態を指示する情報が、
他のＲＮＴＩでスクランブルされた他の制御情報を含んだＤＣＩに同梱されてもよい。例
えば、ダイナミックＴＤＤにおけるＵＬ／ＤＬ設定７の状態を用いて、セルの停止の状態
が示されてもよい。言い換えると、ＵＬ／ＤＬ設定１～６はセルの起動の状態を示されて
もよい。また、例えば、ダイナミックＴＤＤにおけるＵＬ／ＤＬ設定を示す情報以外の余
ったビットを用いてセルの起動／停止の状態を指示してもよい。また、例えば、ＴＰＣコ
マンドを通知する情報以外の余ったビットを用いてセルの起動／停止の状態を指示しても
よい。
【０６００】
　なお、セカンダリーセルに対する起動の状態を指示する情報は、下りリンクグラント／
上りリンクグラントを指示するＤＣＩフォーマットの中にフィールドが設定されて通知さ
れてもよい。例えば、ＤＣＩフォーマット４やＤＣＩフォーマット２Ｄに、サービングセ
ルを指示する３ビットのフィールドが設定される。端末装置１は、下りリンクグラント／
上りリンクグラントのＤＣＩフォーマットで指示されたサービングセルが起動の状態であ
ると認識する。
【０６０１】
　なお、セカンダリーセルに対する停止の状態を指示する情報は、下りリンクグラント／
上りリンクグラントを指示するＤＣＩフォーマットの中にフィールドが設定されて通知さ
れてもよい。例えば、ＤＣＩフォーマット４やＤＣＩフォーマット２Ｄに、サービングセ
ルを指示する３ビットのフィールドが設定される。端末装置１は、下りリンクグラント／
上りリンクグラントのＤＣＩフォーマットで指示されたサービングセルが停止の状態であ
ると認識する。
【０６０２】
　起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフォーマットでは、複数のセルグル
ープをまたいで起動／停止の状態を指示しないことが好ましい。例えば、マスターセルグ
ループに所属するセカンダリーセルに対応する起動／停止の状態を指示する情報と、セカ
ンダリーセルグループに所属するセカンダリーセルに対応する起動／停止の状態を指示す
る情報は、１つのＤＣＩフォーマットの中に含まれない。言い換えると、１つのＤＣＩフ
ォーマットの中に含まれる起動／停止の状態を指示する情報は、１つのセルグループに所
属するサービングセルのみに対応する。
【０６０３】
　マスターセルグループに所属するセルの起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤ
ＣＩフォーマットは、プライマリーセルの第１のＣＳＳに配置される。ブラインドデコー
ディングの処理負担の観点から、起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフォ
ーマットは、第１のＣＳＳに配置される他のＤＣＩフォーマットと同じビット数であるこ
とが好ましい。具体的には、起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフォーマ
ットは、ＤＣＩフォーマット０／１Ａ／３／３ＡまたはＤＣＩフォーマット１Ｃと同じペ
イロードサイズになるようにビットがパディングされて第１のＣＳＳに配置される。端末
装置１はプライマリーセルのＣＳＳをモニタし、プライマリーセルが所属するセルグルー
プの複数のセカンダリーセル（スモールセル）の起動／停止の状態をＤＣＩフォーマット
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によって取得する。これにより、１つのＰＤＣＣＨで複数の端末装置に通知することが容
易となり、オーバーヘッドの削減となる。
【０６０４】
　セカンダリーセルグループに所属するセルの起動／停止の状態を指示する情報が含まれ
るＤＣＩフォーマットは、プライマリーセカンダリーセルのＳＳに配置される。セカンダ
リーセルグループに所属するセルの起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフ
ォーマットは、プライマリーセカンダリーセルの複数の端末装置がモニタできるＳＳに配
置されることが好ましい。例えば、セカンダリーセルグループに所属するセルの起動／停
止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフォーマットは、第２のＣＳＳに配置される。
ブラインドデコーディングの処理負担の観点から、起動／停止の状態を指示する情報が含
まれるＤＣＩフォーマットは、第２のＣＳＳに配置される他のＤＣＩフォーマットと同じ
ビット数であることが好ましい。具体的には、起動／停止の状態を指示する情報が含まれ
るＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩフォーマット０／１Ａ／３／３ＡまたはＤＣＩフォーマ
ット１Ｃと同じペイロードサイズになるようにビットがパディングされてＣＳＳに配置さ
れる。端末装置１はプライマリーセカンダリーセルの第２のＣＳＳをモニタし、プライマ
リーセカンダリーセルが所属するセルグループの複数のセカンダリーセル（スモールセル
）の起動／停止の状態をＤＣＩフォーマットによって取得する。これにより、１つのＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨで複数の端末装置に通知することが容易となり、オーバーヘッドの
削減となる。
【０６０５】
　なお、セルの起動／停止の状態を指示する情報が含まれるＤＣＩフォーマットは、その
セルのＵＳＳに配置されてもよい。この場合、起動／停止の状態を指示する１ビットの情
報で通知してもよい。
【０６０６】
　端末装置１は、セルの起動／停止の状態を指示する次のＤＣＩフォーマットで指示され
るまで、前に送信されたＤＣＩフォーマットで指示された起動／停止の状態を認識し続け
てもよい。この場合、セルの起動／停止の状態を指示するＤＣＩフォーマットは、周期的
に送信されることが好ましい。起動／停止の状態を指示するＤＣＩフォーマットが送信さ
れる周期およびタイミング（サブフレーム）は、端末装置１に通知される。起動／停止の
状態を指示するＤＣＩフォーマットが送信される周期は、例えば１無線フレーム（１０サ
ブフレーム）や１ハーフフレーム（５サブフレーム）である。起動／停止の状態を指示す
るＤＣＩフォーマットが送信されるタイミングは、例えばサブフレーム０やサブフレーム
５である。周期的に送信されることにより、端末装置１は起動／停止の状態を認知する期
間を明示的に認識することができる。
【０６０７】
　端末装置１は、セルの起動／停止の状態を指示する次のＤＣＩフォーマットで指示され
る前に、停止の状態として認識するように変更してもよい。この場合、例えば、停止の状
態に遷移するためのタイマー（スモールセルデアクティベーションタイマー）がセットさ
れ、タイマーが超えた場合に端末装置１は基地局装置３からの指示を受ける前に停止の状
態として認識する。
【０６０８】
　また、サービングセルと送信点が異なるセル（隣接セル、送信ポイント）のそれぞれに
対する起動／停止の状態の指示をＤＣＩフォーマットで行なってもよい。この場合、サー
ビングセルと送信ポイントが異なるセルとは光ファイバーなどの低遅延なバックホールで
接続されていることが好ましい。
【０６０９】
　オン／オフセルＰＤＣＣＨ設定（on/off cell PDCCH configuration）は、スモールセ
ル（またはスモールセルに相当するセカンダリーセル／サービングセル）の起動／停止の
状態を示すためのＲＮＴＩおよびインデックスを規定するために用いられる。スモールセ
ルのオン／オフの機能は、この設定とともにセットアップされたり、リリースされたりし
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てもよい。
【０６１０】
　オン／オフセルＰＤＣＣＨ設定には、ＤＣＩフォーマットが、スモールセル（サービン
グセル）の起動／停止の状態を指示するＤＣＩフォーマットであることを示すＲＮＴＩ（
例えば、ＳＣＥ－ＲＮＴＩ）が含まれてもよい。また、オン／オフセルＰＤＣＣＨ設定に
は、ＤＣＩフォーマットで起動／停止の状態が示されるスモールセルのインデックスのリ
ストが含まれてもよい。そのリストによって、特定のスモールセルに対して、起動／停止
の状態が通知されてもよい。例えば、あるＤＣＩフォーマットが１５ビットで構成される
場合、端末装置１は、すべてのビットに対して、起動／停止の状態をチェックするのでは
なく、リストによって示されたインデックスに対応するビットのみ起動／停止の状態をチ
ェックしてもよい。それ以外のビットについては、すべて停止の状態であると認識しても
よい。
【０６１１】
　端末装置１は、あるサブフレームｉ（ｉ＝０，１，２，…）において、あるセルに対し
て起動の状態を示す情報を含むＤＣＩフォーマットを検出した場合、サブフレームｉ＋ｋ
（ｋは所定の値）でそのセルが起動の状態にあると認識する。停止の状態についても同様
の処理を行なってもよい。なお、起動の状態と停止の状態で、ｋの値は異なってもよい。
【０６１２】
　第１のＤＣＩフォーマットで、起動／停止の状態を指示する情報が含まれる場合、第１
のＤＣＩフォーマットサイズは、他のＤＣＩフォーマットのサイズと同じであってもよい
。ＤＣＩフォーマットのサイズを合わせることによって、ブラインドデコーディング数を
増加させることなく、新しい指示情報を設定することができる。第１のＤＣＩフォーマッ
トと第２のＤＣＩフォーマットで、送信する制御情報の数（種類）や必要なビット数など
が、異なる場合、制御情報として用いないビットをパディングしてもよい。
【０６１３】
　また、第１のＤＣＩフォーマットで、起動／停止の状態を指示する情報が含まれる場合
、起動／停止の状態を指示する情報に必要なビット以外のビットについては、削除されて
もよい。つまり、第１のＤＣＩフォーマットサイズは、必要に応じて、増減してもよい。
【０６１４】
　起動／停止の状態を指示する情報によって、起動の状態が指示された場合、端末装置１
は、起動の状態が指示されたセルに対するＣＳＩ測定を行ない、所定のサブフレーム後の
最初の上りリンクサブフレームで、ＣＳＩ報告を行なってもよい。
【０６１５】
　ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとＤＲＳが同じサブフレームで送信される場合、ＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨを復調・復号するために、ＵＲＳ（またはＤＭＲＳ）が同じサブフレーム
で送信されてもよい。
【０６１６】
　ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとＤＲＳが同じサブフレームで送信される場合、端末装置１
は、ＤＲＳ（ＤＲＳを構成する複数の信号のうちの１つ）を用いて、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨの復調・復号を行なってもよい。
【０６１７】
　端末装置１は、上位層シグナリングによって、あるセルに対するＤＲＳの設定がセット
された場合、あるセルに対するＤＲＳの測定サブフレームにおいて、所定の回数、測定結
果が閾値を満たさなかったとすれば、プライマリーセルを用いて、ＤＲＳの再設定を要求
してもよい。
【０６１８】
　次に、ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態（implicit deactivation）について説明
する。
【０６１９】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルは小セル（Small Cell）と同じであってもよい。
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【０６２０】
　基地局装置３をＯＮ状態（動作中の状態、起動の状態）からＯＦＦ状態（停止の状態）
に遷移させることでセル間干渉を抑圧させている場合（説明のため、基地局装置３がＯＮ
／ＯＦＦセルを用いている場合と称する）、端末装置１に設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに
関連するＯＦＦ状態タイマーが満了するよりも前に、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＦＦ状態にな
ることが想定される。
【０６２１】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＦＦ状態とは、端末装置１が基地局装置３から下りリンク
の送信を期待しない状態であってもよい。すなわち、ＰＳＳ／ＳＳＳ、ＣＲＳ、ＣＳＩ－
ＲＳ、ＰＢＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨのうち、少なくとも１つが送信
されない状態であってもよい。例えば、１ハーフフレーム以上（５サブフレーム以上）Ｐ
ＳＳ／ＳＳＳが送信されない状態である。例えば、基地局装置３がＯＦＦ状態とは、ＤＲ
Ｓのみが送信されている状態である。
【０６２２】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＦＦ状態とは、端末装置１が従来の端末装置とは異なる処
理を行う状態であってもよく、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状態とは、端末装置１が従来の端
末装置と同様の処理が可能な状態であってもよい。
【０６２３】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態において端末装置１は、該ＯＮ／ＯＦＦセルにお
いてＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、などの上りリンクの送信を行ってもよい。すなわち、該Ｏ
Ｎ／ＯＦＦセルは、ＯＦＦ状態でも受信処理を行ってもよい。
【０６２４】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態において端末装置１は、該ＯＮ／ＯＦＦセルに関
連する情報を解放（リリース、削除）しなくてもよい。例えば、ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦ
Ｆ状態において端末装置１は、該ＯＮ／ＯＦＦセルに関連する情報を保持し、ＯＮ／ＯＦ
ＦセルがＯＮ状態となったときに該ＯＮ／ＯＦＦセルに関連する情報を再び使用してもよ
い。
【０６２５】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＦＦ状態になることと、ＯＮ／ＯＦＦセルがデアクティベ
ーションされることは同じであってもよく、ＯＮ／ＯＦＦセルのデアクティベーションは
従来のデアクティベーション（非ＯＮ／ＯＦＦセルのデアクティベーション）と同じであ
ってもよい。
【０６２６】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＦＦ状態と従来のデアクティベーションは同時に実行され
てもよい。
【０６２７】
　ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状態からＯＦＦ状態へ遷移する（基地局装置３が起動の状態か
ら停止の状態に遷移する）度に、基地局装置３がＬ１シグナリング（ＤＣＩフォーマット
）やＬ２シグナリング（ＭＡＣ　ＣＥ）によってＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態を端末装
置１に通知すると、制御情報のオーバーヘッドが増加する。
【０６２８】
　しかし、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状態からＯＦＦ状態へ遷移する度にＯＮ／ＯＦＦセル
のＯＮ状態／ＯＦＦ状態を端末装置１に通知しなければ、端末装置１はＯＦＦ状態となっ
たセルのＯＦＦ状態タイマーが満了するまで、ＯＦＦ状態となっているＯＮ／ＯＦＦセル
においてＰＤＣＣＨのモニタなどのオペレーションを行うため余分にバッテリーを消費す
る。
【０６２９】
　そこで、基地局装置３がＯＮ／ＯＦＦセルを用いている場合、端末装置１が暗示的にＯ
Ｎ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態を判定（仮定）し、ＯＦＦ状態と判定（仮定）したＯＮ／Ｏ
ＦＦセルを端末装置１が暗示的にＯＦＦ状態と認識すること（implicit deactivation）
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、もしくは、ＯＦＦ状態と判定（仮定）したＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ
／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行することが有効である。例えば、ＯＦＦ状態の
ＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作は、ＰＳＳ／ＳＳＳ、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、Ｐ
ＢＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨのうち、少なくとも１つが送信されない
と仮定した動作であってもよい。例えば、ＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合
の動作は、端末装置１が従来の端末装置とは異なる処理を行う状態であってもよい。例え
ば、ＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作は、端末装置１がＰＵＣＣＨ、
ＰＵＳＣＨ、などの上りリンクの送信のみを行う動作であってもよい。
【０６３０】
　なお、端末装置１は、端末装置１に設定されるセルがＯＮ／ＯＦＦセルか否かを示すこ
とに関連する情報を基地局装置３から受信してもよい。すなわち、基地局装置３は端末装
置１に対して、端末装置１に設定するセルがＯＮ／ＯＦＦセルか否かを示すことに関連す
る情報を送信してもよい。
【０６３１】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６３２】
　端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対するＣＱＩ（Channel Qual
ity Indicator）／ＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）／ＲＩ（Rank Indicator）／
ＰＴＩ（Precoding Type Indicator）の報告を行う。つまり、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状
態からＯＦＦ状態へ遷移した場合、該ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーが
満了するまで、もしくは、基地局装置３によって該ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態が通知
されるまで、ＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＣＱＩ（Channel Quality Indicato
r）／ＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）／ＲＩ（Rank Indicator）／ＰＴＩ（Preco
ding Type Indicator）の算出に関連する情報を測定する。
【０６３３】
　ＯＦＦ状態となったＯＮ／ＯＦＦセルにおいては、端末装置１がＣＱＩ（Channel Qual
ity Indicator）／ＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）／ＲＩ（Rank Indicator）／
ＰＴＩ（Precoding Type Indicator）の算出に関連する情報を測定するために用いる参照
信号（CRS、CSI-RS、DRSなど）が送信されない場合がある。つまり、端末装置１がＯＦＦ
状態となったＯＮ／ＯＦＦセルに対するＣＱＩ（Channel Quality Indicator）／ＰＭＩ
（Precoding Matrix Indicator）／ＲＩ（Rank Indicator）／ＰＴＩ（Precoding Type I
ndicator）を算出すると、特定のＣＱＩ（Channel Quality Indicator）／ＰＭＩ（Preco
ding Matrix Indicator）／ＲＩ（Rank Indicator）／ＰＴＩ（Precoding Type Indicato
r）が算出される可能性が高くなる。そこで、端末装置１はＯＮ状態が設定されたＯＮ／
ＯＦＦセルにおいて、特定のＣＱＩ（Channel Quality Indicator）／ＰＭＩ（Precoding
 Matrix Indicator）／ＲＩ（Rank Indicator）／ＰＴＩ（Precoding Type Indicator）
を所定の回数以上算出すると、ＯＮ／ＯＦＦセルにおいて参照信号が送信されていない、
つまり、基地局装置３がＯＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦ
Ｆ状態と認識する（ＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。
【０６３４】
　例えば、所定の回数“ｏｕｔ　ｏｆ　ｒａｎｇｅ（許容範囲外）”を算出した場合、も
しくは、所定のサブフレーム数連続するサブフレームにおいて所定の回数“ｏｕｔ　ｏｆ
　ｒａｎｇｅ（許容範囲外）”を算出した場合、もしくは、所定の回数連続で“ｏｕｔ　
ｏｆ　ｒａｎｇｅ（許容範囲外）”を算出した場合に、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態
と認識してもよい（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信す
る場合の動作に移行してもよい）。
【０６３５】
　なお、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＯＦＦ状態を判定する所定のサブフレー
ム数および／または所定の回数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知
されてもよい。
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【０６３６】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６３７】
　ＯＦＦ状態となったＯＮ／ＯＦＦセルにおいては、ＤＲＳが送信されない場合がある。
端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルにおいて、ＤＲＳが検出されない
場合、もしくは、ＤＲＳが送信されていると仮定するリソースの受信電力が閾値を超えな
い場合、ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＤＲＳが送信されていない、つまり、基地局装置３が
ＯＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（該Ｏ
Ｎ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する
）。
【０６３８】
　例えば、所定の回数ＤＲＳが検出されない場合、もしくは、所定のサブフレーム数連続
するサブフレームにおいて所定の回数ＤＲＳが検出されない場合、もしくは、所定の回数
連続でＤＲＳが検出されない場合に、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識してもよい
（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移
行してもよい）。
【０６３９】
　ＲＳが検出されない場合とは、ＲＳがマップされるＲＥの平均電力が閾値を超えない場
合である。なお、電力を計算するＲＥは、複数のサブフレームにまたがって平均されても
よい。電力を計算するＲＥは、特定のサブフレームでのみ平均されてもよい。なお、電力
を計算するＲＥは、システム帯域幅の一部のリソースブロックで平均され、一部のリソー
スブロックで平均されなくてもよい。
【０６４０】
　なお、ＲＳが一部または全て存在しないサブフレームは、端末装置１に通知される。端
末装置１は、一部または全て存在しないサブフレームにおいて、ＲＳが存在しないＲＥに
対して計算する電力の平均に含めない。
【０６４１】
　なお、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＯＦＦ状態を判定する所定のサブフレー
ム数および／または所定の回数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知
されてもよい。
【０６４２】
　なお、ＤＲＳが検出されない場合は、ＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱに基づいて判定
されてもよい。
【０６４３】
　なお、ＤＲＳが検出されない場合は、サブフレームの平均受信電力またはＤＲＳが送信
されていると仮定するリソースの受信電力を所定の閾値と比較することで判定されてもよ
い。なお、所定の閾値は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されても
よい。
【０６４４】
　また、ＯＮ状態を示すＤＲＳパターンとＯＦＦ状態を示すＤＲＳパターンを独立に定義
し、ＯＦＦ状態を示すＤＲＳパターンが検出された場合、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状
態と認識してもよい（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信
する場合の動作に移行してもよい）。すなわち、基地局装置３はＯＮ状態とＯＦＦ状態で
異なるＤＲＳパターンを用いてＤＲＳを送信してもよい。
【０６４５】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６４６】
　ＯＦＦ状態となったＯＮ／ＯＦＦセルにおいては、ＣＲＳが送信されない場合がある。
端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルにおいて、ＣＲＳが検出されない
場合、もしくは、ＣＲＳが送信されていると仮定するリソースの受信電力が閾値を超えな
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い場合、ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＣＲＳが送信されていない、つまり、基地局装置３が
ＯＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（該Ｏ
Ｎ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する
）。
【０６４７】
　例えば、所定の回数ＣＲＳが検出されない場合、もしくは、所定のサブフレーム数連続
するサブフレームにおいて所定の回数ＣＲＳが検出されない場合、もしくは、所定の回数
連続でＣＲＳが検出されない場合に、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識してもよい
（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移
行してもよい）。
【０６４８】
　なお、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＯＦＦ状態を判定する所定のサブフレー
ム数および／または所定の回数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知
されてもよい。
【０６４９】
　なお、ＣＲＳが検出されない場合は、ＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱに基づいて判定
されてもよい。
【０６５０】
　なお、ＣＲＳが検出されない場合は、サブフレームの平均受信電力またはＣＲＳが送信
されていると仮定するリソースの受信電力を所定の閾値と比較することで判定されてもよ
い。なお、所定の閾値は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されても
よい。
【０６５１】
　また、ＯＮ状態を示すＣＲＳパターンとＯＦＦ状態を示すＣＲＳパターンを独立に定義
し、ＯＦＦ状態を示すＣＲＳパターンが検出された場合、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状
態と認識してもよい（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信
する場合の動作に移行してもよい）。すなわち、基地局装置３はＯＮ状態とＯＦＦ状態で
異なるＣＲＳパターンを用いてＣＲＳを送信してもよい。
【０６５２】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６５３】
　端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルでＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを
モニタする。端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルで、ＰＤＣＣＨ／Ｅ
ＰＤＣＣＨが所定のサブフレーム数以上連続で検出されない場合、基地局装置３がＯＦＦ
状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（該ＯＮ／Ｏ
ＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。す
なわち、端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＣＩＦの値に
基づくサーチスペースで、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが所定のサブフレーム数以上連続で
検出されない場合、基地局装置３がＯＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦ
セルをＯＦＦ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセ
ルと通信する場合の動作に移行する）。すなわち、基地局装置３は、ＯＦＦ状態が設定さ
れたＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＣＩＦの値に基づくサーチスペースにＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨを配置しない。
【０６５４】
　なお、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＯＦＦ状態を判定する所定のサブフレー
ム数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されてもよい。
【０６５５】
　なお、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが検出されない場合は、巡回冗長検査（CRC: Cyclic 
Redundancy Check）でエラー検出されないこと、もしくは、サブフレームの平均受信電力
を所定の閾値と比較することで判定されてもよい。なお、所定の閾値は、予め定義されて
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いてもよいし、基地局装置３から通知されてもよい。
【０６５６】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６５７】
　端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルにおいて、ＯＮ状態が設定され
たＯＮ／ＯＦＦセルに対する下りリンクグラント（downlink grant）またはＯＮ状態が設
定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグラント（uplink grant）を示すＰＤＣＣ
Ｈ／ＥＰＤＣＣＨが所定のサブフレーム数以上連続で検出されない場合、基地局装置３が
ＯＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（該Ｏ
Ｎ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する
）。
【０６５８】
　なお、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＯＦＦ状態を判定する所定のサブフレー
ム数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されてもよい。
【０６５９】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６６０】
　端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルをスケジューリングするサービ
ングセルにおいて、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する下りリンクグラント
（downlink grant）またはＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグ
ラント（uplink grant）を示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが所定のサブフレーム数以上連
続で検出されない場合、基地局装置３がＯＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／Ｏ
ＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦ
Ｆセルと通信する場合の動作に移行する）。すなわち、端末装置１は、ＯＮ状態が設定さ
れたＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＣＩＦの値に基づくサーチスペースで、ＯＮ状態が設定
されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する下りリンクグラント（downlink grant）またはＯＮ状態
が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグラント（uplink grant）を示すＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが所定のサブフレーム数以上連続で検出されない場合、基地局装置
３がＯＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（
該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行
する）。すなわち、基地局装置３は、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに関連す
るＣＩＦの値に基づくサーチスペースで、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対す
る下りリンクグラント（downlink grant）またはＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセル
に対する上りリンクグラント（uplink grant）を示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを配置し
ない。
【０６６１】
　なお、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＯＦＦ状態を判定する所定のサブフレー
ム数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されてもよい。
【０６６２】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６６３】
　端末装置１は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対して間欠受信（DRX: Disco
ntinuous Reception）が設定された場合、基地局装置３がＯＦＦ状態であると判定（仮定
）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ
状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。
【０６６４】
　なお、端末装置１は、ショートＤＲＸに関するパラメータが設定された場合、基地局装
置３がＯＮ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識しない
ことが好ましい（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する
場合の動作に移行しないことが好ましい）。
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【０６６５】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに対する間欠受信（DRX: Discontinuous Reception）は、ＯＮ
／ＯＦＦセル毎に独立で設定されてもよい。
【０６６６】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに対する間欠受信（DRX: Discontinuous Reception）の継続時
間に関連するタイマーは、サブフレーム単位で設定されてもよい。
【０６６７】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の一例について説明する。
【０６６８】
　ＯＦＦ状態となったＯＮ／ＯＦＦセルにおいては、ＰＨＩＣＨが送信されない（端末装
置１が送信した上りリンクデータ（Uplink Shared Channel: UL-SCH）に対するＡＣＫ（A
CKnowledgement）またはＮＡＣＫ（Negative ACKnowledgement）を示すＨＡＲＱインディ
ケータ（ＨＡＲＱフィードバック、応答情報）が送信されない）場合がある。端末装置１
は、ＯＮ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＰＨＩＣＨが検出されない（端末装
置１が送信した上りリンクデータ（Uplink Shared Channel: UL-SCH）に対するＡＣＫ（A
CKnowledgement）またはＮＡＣＫ（Negative ACKnowledgement）を示すＨＡＲＱインディ
ケータ（ＨＡＲＱフィードバック、応答情報）が検出されない）場合、基地局装置３がＯ
ＦＦ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する（該ＯＮ
／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）
。
【０６６９】
　例えば、所定の回数ＰＨＩＣＨが検出されない場合、もしくは、所定のサブフレーム数
連続するサブフレームにおいて所定の回数ＰＨＩＣＨが検出されない場合、もしくは、所
定の回数連続でＰＨＩＣＨが検出されない場合に、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認
識してもよい（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＦＦ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場
合の動作に移行してもよい）。
【０６７０】
　なお、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＯＦＦ状態を判定する所定のサブフレー
ム数および／または所定の回数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知
されてもよい。
【０６７１】
　なお、ＰＨＩＣＨが検出されない場合は、サブフレームの平均受信電力またはＰＨＩＣ
Ｈが送信されていると仮定するリソースの受信電力を所定の閾値と比較することで判定さ
れてもよい。なお、所定の閾値は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知
されてもよい。
【０６７２】
　なお、上記ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＦＦ状態の例は、それぞれ別個に実行されるこ
とに限定されず、２つ以上同時に実行されてもよい、また、仕様書などで規定される他の
デアクティベーションと同時に実行されてもよい。
【０６７３】
　なお、ＯＦＦ状態であると判定（仮定）したＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態（ＯＦＦ状
態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作への移行）は、ＯＦＦ状態であると判定（仮
定）した無線フレームおよび／またはサブフレームから適用されてもよいし、ＯＦＦ状態
であると判定（仮定）した無線フレームおよび／またはサブフレームから所定の無線フレ
ーム数／または所定のサブフレーム数後から適用されてもよい。
【０６７４】
　なお、ＯＦＦ状態であると判定（仮定）したＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態（ＯＦＦ状
態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作への移行）を適用するまでの所定の無線フレ
ーム数／または所定のサブフレーム数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３か
ら通知されてもよい。
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【０６７５】
　次に、ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態（implicit activation）について説明する
。
【０６７６】
　なお、基地局装置３のＯＮ状態は、端末装置１が従来の端末装置と同様の処理が可能な
状態である。基地局装置３のＯＮ状態における具体的な例は以下の通りである。端末装置
１はＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを受信することを期待する。端末装置１は所定のサブ
フレームにおいてＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨのモニタリングをする。端末装
置１は設定されたＣＳＩ報告モードに基づいてＣＳＩ報告を行う。端末装置１はＣＳＩ報
告のための参照信号（例えば、ＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳ）およびＣＳＩ参照リソースが
存在することを期待する。
【０６７７】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＮ状態において端末装置１は、ＯＦＦ状態において保持し
ていた、該ＯＮ／ＯＦＦセルに関連する情報を再び使用してもよい。
【０６７８】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状態になることと、ＯＮ／ＯＦＦセルがアクティベーシ
ョンされることは同じであってもよく、ＯＮ／ＯＦＦセルのアクティベーションは従来の
アクティベーション（非ＯＮ／ＯＦＦセルのアクティベーション）と同じであってもよい
。
【０６７９】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状態と従来のアクティベーションは同時に実行されても
よい。
【０６８０】
　ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＦＦ状態からＯＮ状態へ遷移する（基地局装置３が停止の状態か
ら起動の状態に遷移する）度に、基地局装置３がＬ１シグナリング（ＤＣＩフォーマット
）やＬ２シグナリング（ＭＡＣ　ＣＥ）によってＯＮ／ＯＦＦセルのＯＮ状態を端末装置
１に通知すると、制御情報のオーバーヘッドが増加する。
【０６８１】
　そこで、基地局装置３がＯＮ／ＯＦＦセルを用いている場合、端末装置１が暗示的にＯ
Ｎ／ＯＦＦセルのＯＮ状態を判定（仮定）し、ＯＮ状態と判定（仮定）したＯＮ／ＯＦＦ
セルを端末装置１が暗示的にＯＮ状態すること（implicit activation）、もしくは、Ｏ
Ｎ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行することが有効である。例えば、
ＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作は、端末装置１がＯＮ／ＯＦＦセルが
ＯＦＦ状態において保持していた、該ＯＮ／ＯＦＦセルに関連する情報を再び使用する動
作であってもよい。例えば、ＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作は、端末
装置１が従来の端末装置と同様の処理が可能な動作であってもよい。
【０６８２】
　なお、端末装置１は、端末装置１に設定されるセルがＯＮ／ＯＦＦセルか否かを示すこ
とに関連する情報を基地局装置３から受信してもよい。すなわち、基地局装置３は端末装
置１に対して、端末装置１に設定するセルがＯＮ／ＯＦＦセルか否かを示すことに関連す
る情報を送信してもよい。
【０６８３】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態の一例について説明する。
【０６８４】
　ＯＦＦ状態となったＯＮ／ＯＦＦセルにおいては、ＤＲＳが送信されない場合がある、
すなわち、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状態でのみＤＲＳを送信する場合がある。端末装置１
は、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルにおいて、ＤＲＳが検出された場合、もし
くは、ＤＲＳが送信されていると仮定するリソースの受信電力が閾値を超えた場合、ＯＮ
／ＯＦＦセルにおいてＤＲＳが送信されている、つまり、基地局装置３がＯＮ状態である
と判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセルにお
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いてＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。
【０６８５】
　なお、ＤＲＳが検出された場合は、ＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱに基づいて判定さ
れてもよい。
【０６８６】
　なお、ＤＲＳが検出された場合は、サブフレームの平均受信電力またはＤＲＳが送信さ
れていると仮定するリソースの受信電力を所定の閾値と比較することで判定されてもよい
。なお、所定の閾値は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されてもよ
い。
【０６８７】
　また、ＯＮ状態を示すＤＲＳパターンとＯＦＦ状態を示すＤＲＳパターンを独立に定義
し、ＯＮ状態を示すＤＲＳパターンが検出された場合、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と
認識してもよい（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場
合の動作に移行してもよい）。すなわち、基地局装置３はＯＮ状態とＯＦＦ状態で異なる
ＤＲＳパターンを用いてＤＲＳを送信してもよい。
【０６８８】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態の一例について説明する。
【０６８９】
　ＯＮ状態となったＯＮ／ＯＦＦセルにおいては、ＤＲＳが送信されない場合がある、す
なわち、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＦＦ状態でのみＤＲＳを送信する場合がある。端末装置１
は、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルにおいて、ＤＲＳが検出されない場合、も
しくは、ＤＲＳが送信されていると仮定するリソースの受信電力が閾値を超えない場合、
ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＤＲＳが送信されていない、つまり、基地局装置３がＯＮ状態
であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセ
ルにおいてＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。
【０６９０】
　なお、ＤＲＳが検出されない場合は、ＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱに基づいて判定
されてもよい。
【０６９１】
　なお、ＤＲＳが検出されない場合は、サブフレームの平均受信電力またはＤＲＳが送信
されていると仮定するリソースの受信電力を所定の閾値と比較することで判定されてもよ
い。なお、所定の閾値は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されても
よい。
【０６９２】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態の一例について説明する。
【０６９３】
　ＯＦＦ状態となったＯＮ／ＯＦＦセルにおいては、ＣＲＳが送信されない場合がある、
すなわち、ＯＮ／ＯＦＦセルがＯＮ状態でのみＣＲＳを送信する場合がある。端末装置１
は、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルにおいて、ＣＲＳが検出された場合、もし
くは、ＣＲＳが送信されていると仮定するリソースの受信電力が閾値を超えた場合、ＯＮ
／ＯＦＦセルにおいてＣＲＳが送信されている、つまり、基地局装置３がＯＮ状態である
と判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセルにお
いてＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。
【０６９４】
　なお、ＣＲＳが検出された場合は、ＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱに基づいて判定さ
れてもよい。
【０６９５】
　なお、ＣＲＳが検出された場合は、サブフレームの平均受信電力またはＣＲＳが送信さ
れていると仮定するリソースの受信電力を所定の閾値と比較することで判定されてもよい
。なお、所定の閾値は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されてもよ
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い。
【０６９６】
　また、ＯＮ状態を示すＣＲＳパターンとＯＦＦ状態を示すＣＲＳパターンを独立に定義
し、ＯＮ状態を示すＣＲＳパターンが検出された場合、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と
認識してもよい（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場
合の動作に移行してもよい）。すなわち、基地局装置３はＯＮ状態とＯＦＦ状態で異なる
ＣＲＳパターンを用いてＣＲＳを送信してもよい。
【０６９７】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態の一例について説明する。
【０６９８】
　端末装置１は、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルをスケジューリングするサー
ビングセルにおいて、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する下りリンクグラ
ント（downlink grant）またはＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリ
ンクグラント（uplink grant）を示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが検出された場合、基地
局装置３がＯＮ状態であると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と認識する
（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行
する）。
【０６９９】
　なお、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルをスケジューリングするサービングセ
ルにおける、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する下りリンクグラント（do
wnlink grant）またはＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグラ
ント（uplink grant）を示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨは、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ
／ＯＦＦセルに関連するキャリアインディケーターフィールド（CIF、Carrier Indicator
 Field）に基づくサーチスペースに配置されないことが好ましい（ＯＮ状態が設定された
セルに関連するキャリアインディケーターフィールド（CIF、Carrier Indicator Field）
に基づくサーチスペースに配置されることが好ましい）。
【０７００】
　なお、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルをスケジューリングするサービングセ
ルにおける、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する下りリンクグラント（do
wnlink grant）またはＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグラ
ント（uplink grant）を示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨは、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ
／ＯＦＦセルに関連するＲＮＴＩでＣＲＣマスクされていることが好ましい。
【０７０１】
　なお、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルをスケジューリングするサービングセ
ルにおける、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する下りリンクグラント（do
wnlink grant）またはＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグラ
ント（uplink grant）を示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨは、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ
／ＯＦＦセルに関連するキャリアインディケーターフィールド（CIF、Carrier Indicator
 Field）に関するビット情報を含むペイロードサイズであることが好ましい。
【０７０２】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態の一例について説明する。
【０７０３】
　端末装置１は、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対する間欠受信（DRX: Dis
continuous Reception）に関連するタイマーが満了した場合、基地局装置３がＯＮ状態で
あると判定（仮定）し、該ＯＮ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセル
においてＯＮ状態のＯＮ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。
【０７０４】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに対する間欠受信（DRX: Discontinuous Reception）は、ＯＮ
／ＯＦＦセル毎に独立で設定されてもよい。
【０７０５】
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　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに対する間欠受信（DRX: Discontinuous Reception）の継続時
間に関連するタイマーは、サブフレーム単位で設定されてもよい。
【０７０６】
　ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態の一例について説明する。
【０７０７】
　端末装置１は、ＯＦＦ状態が設定されたＯＮ／ＯＦＦセルに対するショートＤＲＸに関
連するタイマーが満了した場合、基地局装置３がＯＮ状態であると判定（仮定）し、該Ｏ
Ｎ／ＯＦＦセルをＯＮ状態と認識する（該ＯＮ／ＯＦＦセルにおいてＯＮ状態のＯＮ／Ｏ
ＦＦセルと通信する場合の動作に移行する）。
【０７０８】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに対するショートＤＲＸは、ＯＮ／ＯＦＦセル毎に独立で設定
されてもよい。
【０７０９】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに対するショートＤＲＸの継続時間に関連するタイマーは、サ
ブフレーム単位で設定されてもよい。
【０７１０】
　なお、上記ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態の例は、それぞれ別個に実行されること
に限定されず、２つ以上同時に実行されてもよい、また、仕様書などで規定される他のア
クティベーションと同時に実行されてもよい。
【０７１１】
　なお、ＯＮ状態であると判定（仮定）したＯＮ／ＯＦＦセルのＯＮ状態（ＯＮ状態のＯ
Ｎ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作への移行）は、ＯＮ状態であると判定（仮定）した
無線フレームおよび／またはサブフレームから適用されてもよいし、ＯＮ状態であると判
定（仮定）した無線フレームおよび／またはサブフレームから所定の無線フレーム数／ま
たは所定のサブフレーム数後から適用されてもよい。
【０７１２】
　なお、ＯＮ状態であると判定（仮定）したＯＮ／ＯＦＦセルのＯＮ状態（ＯＮ状態のＯ
Ｎ／ＯＦＦセルと通信する場合の動作への移行）を適用するまでの所定の無線フレーム数
／または所定のサブフレーム数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知
されてもよい。
【０７１３】
　なお、上記ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態および／または暗示的ＯＦＦ状態は、端
末装置１が所定の機能（ケイパビリティ、UE Capability）を持っている場合に実行され
てもよい。
【０７１４】
　なお、上記ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態および／または暗示的ＯＦＦ状態は、端
末装置１が所定のモードの場合に実行されてもよい。例えば、Ｉｍｐｌｉｃｉｔ／Ｅｘｐ
ｌｉｃｉｔ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅが定義される場合、端末装置１がＩｍｐｌ
ｉｃｉｔ　ｍｏｄｅの場合に上記ＯＮ／ＯＦＦセルの暗示的ＯＮ状態および／または暗示
的ＯＦＦ状態が実行されてもよい。Ｉｍｐｌｉｃｉｔ／Ｅｘｐｌｉｃｉｔ　ａｃｔｉｖａ
ｔｉｏｎ　ｍｏｄｅの切り替えは、ＭＡＣ　ＣＥにおいてリザーブされているＲフィール
ドを用いて通知されることが好ましく、Ｒフィールドが“０”にセットされている場合、
Ｅｘｐｌｉｃｉｔ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅを示し、Ｒフィールドが“１”にセ
ットされている場合、Ｉｍｐｌｉｃｉｔ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅを示すことが
好ましい。
【０７１５】
　次に、ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態タイマー（ＯＦＦタイマー、スモールセルデアク
ティベーションタイマー）について説明する。
【０７１６】
　ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＮ状態の指示を受信した場合、端末装置１は、そのＯＮ／ＯＦＦ
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セルに関連するＯＦＦ状態タイマーをスタートまたはリスタートする。
【０７１７】
　ＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＰＤＣＣＨが、下りリンクグラント（downlink grant）また
は上りリンクグラント（uplink grant）を示さない場合、もしくは、ＯＮ／ＯＦＦセルを
スケジューリングするサービングセルにおけるＰＤＣＣＨが、ＯＮ／ＯＦＦセルに対する
下りリンクグラント（downlink grant）またはＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグラ
ント（uplink grant）を示さない場合、もしくは、ＯＮ／ＯＦＦセルに対するＰＤＣＣＨ
の指示が存在しない場合、端末装置１は、ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマ
ーをカウントアップする（１つ進める、１を加算する）。なお、ＯＦＦ状態タイマーが無
線フレーム単位である場合は、所定の無線フレーム全てにおいて、ＰＤＣＣＨの指示が存
在しない場合にカウントアップする。なお、ＯＦＦ状態タイマーが複数サブフレームの単
位である場合は、複数サブフレームの全てにおいて、ＰＤＣＣＨの指示が存在しない場合
にカウントアップする。
【０７１８】
　なお、ＯＦＦ状態タイマーは、特定のサブフレームのみでカウントアップしてもよい。
言い換えると、ＯＦＦ状態タイマーは、特定のサブフレーム以外ではカウントアップされ
ない。例えば、上りリンクサブフレームでは、ＯＦＦ状態タイマーは上記の条件を満たし
てもカウントアップされない。例えば、ＭＢＳＦＮサブフレームでは、ＯＦＦ状態タイマ
ーは上記の条件を満たしてもカウントアップされない。例えば、上位層で指示されたサブ
フレームでは、ＯＦＦ状態タイマーは上記の条件を満たしてもカウントアップされない。
【０７１９】
　ＯＮ／ＯＦＦセルに関連付けられているＯＦＦ状態タイマーが満了した場合、端末装置
１は、そのＯＮ／ＯＦＦセルをＯＦＦ状態と認識する。
【０７２０】
　ＯＮ／ＯＦＦセルにおけるＰＤＣＣＨが、下りリンクグラント（downlink grant）また
は上りリンクグラント（uplink grant）を示す場合、もしくは、ＯＮ／ＯＦＦセルをスケ
ジューリングするサービングセルにおけるＰＤＣＣＨが、ＯＮ／ＯＦＦセルに対する下り
リンクグラント（downlink grant）またはＯＮ／ＯＦＦセルに対する上りリンクグラント
（uplink grant）を示す場合、端末装置１は、ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タ
イマーをスタートまたはリスタートする。
【０７２１】
　ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態の指示を受信した場合、もしくは、ＯＮ／ＯＦＦセルに
関連付けられているＯＦＦ状態タイマーが満了した場合、端末装置１は、そのＯＮ／ＯＦ
Ｆセルに関連するＯＦＦ状態タイマーをストップする。
【０７２２】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルのＯＦＦ状態タイマーはデアクティベーションタイマー（セル
の維持時間に関連するタイマー）と同じであってもよい。すなわち、ＯＮ／ＯＦＦセルの
ＯＦＦ状態タイマーはＯＮ／ＯＦＦセルの維持時間に関連するタイマーであってもよい。
【０７２３】
　ＯＮ／ＯＦＦセルを用いてセル間干渉を抑圧する場合、端末装置１の位置やトラフィッ
ク量に応じて動的にＯＮ／ＯＦＦセルのＯＮ状態とＯＦＦ状態を切り換える。そして、Ｏ
Ｎ／ＯＦＦセルのＯＮ状態とＯＦＦ状態の切り替えが高速になるほど端末装置１の位置や
トラフィック量への適応性が高くなる。
【０７２４】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルおよび／または非ＯＮ／ＯＦＦセルは、プライマリーセルに設
定されてもよいし、セカンダリーセルに設定されてもよいし、セカンダリーセルの中でも
特別な機能（例えば、プライマリーセルの機能）を持つセカンダリーセル（プライマリー
セカンダリーセル、スペシャルセル）に設定されてもよい。
【０７２５】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルおよび／または非ＯＮ／ＯＦＦセルは、常にオン状態が設定さ
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れてもよい。
【０７２６】
　つまり、ＯＮ／ＯＦＦセルと非ＯＮ／ＯＦＦセルは、端末装置１において独立に維持さ
れることが好ましい。すなわち、ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーの初期
値と非ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するデアクティベーションタイマーの初期値は独立に設定
されることが好ましい。
【０７２７】
　ＯＦＦ状態タイマーの初期値設定の一例について説明する。
【０７２８】
　ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーの初期値を上位層（RRC層）からパラ
メータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１２を用いて設定し、非ＯＮ
／ＯＦＦセルに関連するデアクティベーションタイマーの初期値を上位層（RRC層）から
パラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０を用いて設定しても
よい。
【０７２９】
　ＯＦＦ状態タイマーの初期値設定の一例について説明する。
【０７３０】
　ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーの初期値と非ＯＮ／ＯＦＦセルに関連
するデアクティベーションタイマーの初期値を同じパラメータを２つ以上用いて設定して
もよい。例えば、パラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０を
２つ以上用いてＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーの初期値と非ＯＮ／ＯＦ
Ｆセルに関連するデアクティベーションタイマーの初期値を設定してもよい。
【０７３１】
　ＯＦＦ状態タイマーの初期値設定の一例について説明する。
【０７３２】
　非ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するデアクティベーションタイマーの初期値に関連するパラ
メータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０をＯＮ／ＯＦＦセルに関
連するＯＦＦ状態タイマーの初期値に読み替えて、ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状
態タイマーの初期値を設定してもよい。例えば、パラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａ
ｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０に無線フレームの数に関連する値であるｒｆ２が設定されて
いた場合、ｒｆ１と読み替えてＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーの初期値
を設定してもよい。
【０７３３】
　非ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するデアクティベーションタイマーの初期値に関連するパラ
メータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０をＯＮ／ＯＦＦセルに関
連するＯＦＦ状態タイマーの初期値として設定してもよい。
【０７３４】
　なお、パラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１２とパラメー
タｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０には、無線フレームの数に関
連する値であるｒｆ２、ｒｆ４、ｒｆ８、ｒｆ１６、ｒｆ３２、ｒｆ６４、ｒｆ１２８の
内から少なくとも１つが設定されることが好ましい。ここで、ｒｆ２は、２無線フレーム
に対応し、ｒｆ４は、４無線フレームに対応し、ｒｆ８は、８無線フレームに対応し、ｒ
ｆ１６は、１６無線フレームに対応し、ｒｆ３２は、３２無線フレームに対応し、ｒｆ６
４は、６４無線フレームに対応し、ｒｆ１２８は、１２８無線フレームに対応する。
【０７３５】
　なお、パラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１２とパラメー
タｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０に設定される無線フレームの
数に関連する値は異なる値から選択されてもよい。例えば、パラメータｓＣｅｌｌＤｅａ
ｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０には、無線フレームの数に関連する値であるｒｆ
２、ｒｆ４、ｒｆ８、ｒｆ１６、ｒｆ３２、ｒｆ６４、ｒｆ１２８の内から少なくとも１
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つが設定され、パラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１２には
、無線フレームの数に関連する値であるｒｆ１、ｒｆ２、ｒｆ４、ｒｆ８、ｒｆ１６、ｒ
ｆ３２、ｒｆ６４の内から少なくとも１つが設定されることが好ましい。ここで、ｒｆ１
は、１無線フレームに対応し、ｒｆ２は、２無線フレームに対応し、ｒｆ４は、４無線フ
レームに対応し、ｒｆ８は、８無線フレームに対応し、ｒｆ１６は、１６無線フレームに
対応し、ｒｆ３２は、３２無線フレームに対応し、ｒｆ６４は、６４無線フレームに対応
し、ｒｆ１２８は、１２８無線フレームに対応する。
【０７３６】
　なお、パラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１２および／ま
たはパラメータｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ－ｒ１０に設定される値
は、サブフレームの数に関連する値から選択されてもよい。
【０７３７】
　なお、ＯＦＦ状態タイマーの初期値は、設定を受信した無線フレームおよび／またはサ
ブフレームから適用されてもよいし、設定を受信した無線フレームおよび／またはサブフ
レームから所定の無線フレーム数／または所定のサブフレーム数後から適用されてもよい
。
【０７３８】
　なお、第１のＯＦＦ状態タイマーの初期値が設定されている端末装置１に対して、第２
のＯＦＦ状態タイマーの初期値が設定された場合、第２のＯＦＦ状態タイマーの初期値の
設定を受信した無線フレームおよび／またはサブフレームから適用されてもよいし、第２
のＯＦＦ状態タイマーの初期値の設定を受信した無線フレームおよび／またはサブフレー
ムから所定の無線フレーム数／または所定のサブフレーム数後から適用されてもよいし、
第２のＯＦＦ状態タイマーの初期値を無視してもよい。
【０７３９】
　なお、ＯＦＦ状態タイマーの初期値を適用する所定の無線フレーム数／または所定のサ
ブフレーム数は、予め定義されていてもよいし、基地局装置３から通知されてもよい。
【０７４０】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーの初期値は上位層（RRC層）を
用いて設定してもよい。
【０７４１】
　なお、ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するＯＦＦ状態タイマーの初期値はＬ１シグナリング（
例えば、ＤＣＩフォーマット）を用いて設定してもよい。例えば、ＯＮ／ＯＦＦセルに関
連するＯＦＦ状態タイマーの初期値はＬ１シグナリング（例えば、ＤＣＩフォーマット）
を用いて設定し、非ＯＮ／ＯＦＦセルに関連するデアクティベーションタイマーの初期値
は上位層（RRC層）を用いて設定してもよい。
【０７４２】
　なお、端末装置１に複数のＯＮ／ＯＦＦセルが設定される場合、ＯＮ／ＯＦＦセルに関
連するＯＦＦ状態タイマーの初期値は、設定された複数のＯＮ／ＯＦＦセルに対して共通
の値を設定してもよいし、設定された複数のＯＮ／ＯＦＦセルそれぞれに対して個別の値
を設定してもよいし、設定された複数のＯＮ／ＯＦＦセルをグループ化してグループに対
して共通の値を設定してもよい。
【０７４３】
　以下では、端末装置１のＣＳＩ測定およびＣＳＩ報告の詳細を説明する。
【０７４４】
　ＣＳＩは、ＣＱＩ（Channel quality indicator）、ＰＭＩ（Precoding matrix indica
tor）、ＰＴＩ（Precoding type indicator）および／またはＲＩ（Rank indicator）で
構成される。ＲＩは、送信レイヤーの数（ランク数）を示す。ＰＭＩは、予め規定された
プレコーディング行列を示す情報である。ＰＭＩは、１つの情報または２つの情報により
、１つのプレコーディング行列を示す。２つの情報を用いる場合のＰＭＩは、第１のＰＭ
Ｉと第２のＰＭＩとも呼称される。ＣＱＩは、予め規定された変調方式と符号化率との組
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み合わせを示す情報である。基地局装置３に推奨するＣＳＩを報告する。端末装置２は、
トランスポートブロック（コードワード）毎に、所定の受信品質を満たすＣＱＩを報告す
る。
【０７４５】
　周期的ＣＳＩ報告が可能なサブフレーム（reporting instances）は、上位層で設定さ
れる情報（ＣＱＩＰＭＩインデックス、ＲＩインデックス）に基づいて、報告の周期およ
びサブフレームオフセットによって決定される。なお、上位層で設定される情報は、ＣＳ
Ｉを測定するために設定されるサブフレームセット毎に設定可能である。複数のサブフレ
ームセットに対して１つの情報しか設定されない場合、その情報は、サブフレームセット
間で共通であるとみなしてもよい。
【０７４６】
　送信モード１～９で設定された端末装置２に対して、各サービングセルに対して１つの
Ｐ－ＣＳＩ報告は、上位層シグナリングによって設定される。
【０７４７】
　送信モード１０で設定された端末装置２に対して、各サービングセルに対して１つ以上
のＰ－ＣＳＩ報告は、上位層シグナリングによって設定される。
【０７４８】
　送信モード９または１０で設定された端末装置２に対して、８ＣＳＩ－ＲＳポート（８
アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳ）が設定され、ワイドバンドＣＱＩでシングルＰＭＩの報
告モード（モード１－１）が上位層シグナリングによってあるパラメータ（PUCCH_format
1-1_CSI_reporting_mode）を用いてサブモード１もしくはサブモード２に設定される。
【０７４９】
　端末選択サブバンドＣＱＩ（UE-selected subband CQI）に対して、あるサービングセ
ルのあるサブフレームでのＣＱＩ報告は、帯域幅パートとして示されるサービングセルの
帯域幅の特定の部分（一部）におけるチャネル品質の報告である。
【０７５０】
　ＣＳＩ報告タイプは、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩ報告モードをサポートしている。ＣＳＩ報告
タイプは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ（PUCCH reporting type）と呼称される場合もある。タ
イプ１報告は、端末選択サブバンドに対するＣＱＩフィードバックをサポートしている。
タイプ１ａ報告は、サブバンドＣＱＩと第２のＰＭＩフィードバンクをサポートしている
。タイプ２、タイプ２ｂ、タイプ２ｃ報告は、ワイドバンドＣＱＩとＰＭＩフィードバッ
クをサポートしている。タイプ２ａ報告は、ワイドバンドＰＭＩフィードバンクをサポー
トしている。タイプ３報告は、ＲＩフィードバックをサポートしている。タイプ４報告は
、ワイドバンドＣＱＩをサポートしている。タイプ５報告は、ＲＩとワイドバンドＰＭＩ
フィードバックをサポートしている。タイプ６報告は、ＲＩとＰＴＩフィードバックをサ
ポートしている。
【０７５１】
　以下では、ON状態およびOFF状態をサポートする基地局装置３において、端末装置１の
ＣＳＩ測定およびＣＳＩ報告の詳細を説明する。
【０７５２】
　端末装置１は、基地局装置３からＣＳＩ測定およびＣＳＩ報告に関する情報が設定され
る。ＣＳＩ測定は、参照信号および／または参照リソース（例えば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ、ＣＳＩ－ＩＭリソース、および／またはＤＲＳ）に基づいて行われる。ＣＳＩ測定に
用いられる参照信号は、送信モードの設定などに基づいて決まる。ＣＳＩ測定は、チャネ
ル測定と干渉測定とに基づいて行われる。例えば、チャネル測定は、所望のセルの電力を
測定する。干渉測定は、所望のセル以外の電力と雑音電力とを測定する。
【０７５３】
　一例として、端末装置１は、ＣＲＳに基づいてチャネル測定と干渉測定とを行う。別の
一例として、端末装置１は、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャネル測定を行い、ＣＲＳに基づ
いて干渉測定を行う。別の一例として、端末装置１は、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャネル
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測定を行い、ＣＳＩ－ＩＭリソースに基づいて干渉測定を行う。別の一例として、端末装
置１は、ＤＲＳに基づいてチャネル測定と干渉測定とを行う。
【０７５４】
　端末装置１は、基地局装置３のON状態とOFF状態とを考慮して、ＣＳＩ測定を行うこと
ができる。例えば、端末装置１は、ＣＳＩ測定を行うための参照信号および／または参照
リソースに対して、基地局装置３のON状態とOFF状態とを考慮することができる。なお、
以下の説明では、ＣＳＩ測定における参照信号は参照リソースも含む。特に、干渉測定の
ための参照信号は、干渉測定のために参照されるリソースと読み替えることができる。す
なわち、干渉測定のためのリソースは、信号がマッピングされていなくてもよい。そのた
め、干渉測定のためのリソースが、基地局装置３のON状態とOFF状態とに応じて、有効か
無効かを決定することができる。
【０７５５】
　一例として、端末装置１は、ＣＳＩ測定において、チャネル測定のための参照信号が基
地局装置３のON状態でのみ送信され、干渉測定のための参照信号が基地局装置３のON状態
でのみ送信される、と想定する。すなわち、端末装置１は、チャネル測定のための参照信
号が基地局装置３のON状態のサブフレームで送信され、チャネル測定のための参照信号が
基地局装置３のOFF状態のサブフレームで送信されない、と想定する。端末装置１は、干
渉測定のための参照信号が基地局装置３のON状態のサブフレームで送信され、干渉測定の
ための参照信号が基地局装置３のOFF状態のサブフレームで送信されない、と想定する。
言い換えると、端末装置１は、基地局装置３がON状態のサブフレームのうち所定のサブフ
レームで送信される参照信号に基づいてチャネル測定を行い、基地局装置３がON状態のサ
ブフレームのうち所定のサブフレームで送信される参照信号に基づいて干渉測定を行う。
これにより、基地局装置３は、OFF状態の場合、端末装置１におけるＣＳＩ測定のための
参照信号を止めることができる。
【０７５６】
　別の一例として、端末装置１は、ＣＳＩ測定において、チャネル測定のための参照信号
が基地局装置３のON状態でのみ送信され、干渉測定のための参照信号が基地局装置３のON
状態およびOFF状態で送信される、と想定する。すなわち、端末装置１は、チャネル測定
のための参照信号が基地局装置３のON状態のサブフレームで送信され、チャネル測定のた
めの参照信号が基地局装置３のOFF状態のサブフレームで送信されない、と想定する。端
末装置１は、干渉測定のための参照信号が基地局装置３のON状態およびOFF状態のサブフ
レームで送信される、と想定する。言い換えると、端末装置１は、基地局装置３がON状態
のサブフレームのうち所定のサブフレームで送信される参照信号に基づいてチャネル測定
を行い、基地局装置３がON状態およびOFF状態のサブフレームのうち所定のサブフレーム
で送信される参照信号に基づいて干渉測定を行う。これにより、基地局装置３は、OFF状
態の場合、端末装置１におけるチャネル測定のための参照信号を止めることができる。ま
た、端末装置１は基地局装置３がON状態またはOFF状態に関わらず干渉測定が可能である
ため、端末装置１が干渉測定において時間方向に平均化などの処理を行う場合、その処理
の精度が向上できる。
【０７５７】
　別の一例として、端末装置１は、ＣＳＩ測定において、チャネル測定のための参照信号
が基地局装置３のON状態およびOFF状態で送信され、干渉測定のための参照信号が基地局
装置３のON状態でのみ送信される、と想定する。すなわち、端末装置１は、チャネル測定
のための参照信号が基地局装置３のON状態およびOFF状態のサブフレームで送信される、
と想定する。端末装置１は、干渉測定のための参照信号が基地局装置３のON状態のサブフ
レームで送信され、干渉測定のための参照信号が基地局装置３のOFF状態のサブフレーム
で送信されない、と想定する。言い換えると、端末装置１は、基地局装置３がON状態およ
びOFF状態のサブフレームのうち所定のサブフレームで送信される参照信号に基づいてチ
ャネル測定を行い、基地局装置３がON状態のサブフレームのうち所定のサブフレームで送
信される参照信号に基づいて干渉測定を行なう。これにより、基地局装置３は、OFF状態
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の場合、端末装置１における干渉測定のための参照信号を止めることができる。また、端
末装置１は基地局装置３がON状態またはOFF状態に関わらずチャネル測定が可能であるた
め、端末装置１がチャネル測定において時間方向に平均化などの処理を行う場合、その処
理の精度が向上できる。
【０７５８】
　別の一例として、端末装置１は、ＣＳＩ測定において、チャネル測定のための参照信号
が基地局装置３のON状態およびOFF状態で送信され、干渉測定のための参照信号が基地局
装置３のON状態およびOFF状態で送信される、と想定する。すなわち、端末装置１は、チ
ャネル測定のための参照信号が基地局装置３のON状態およびOFF状態のサブフレームで送
信される、と想定する。端末装置１は、干渉測定のための参照信号が基地局装置３のON状
態およびOFF状態のサブフレームで送信される、と想定する。言い換えると、端末装置１
は、基地局装置３がON状態およびOFF状態のサブフレームのうち所定のサブフレームで送
信される参照信号に基づいてチャネル測定を行ない、基地局装置３がON状態およびOFF状
態のサブフレームのうち所定のサブフレームで送信される参照信号に基づいて干渉測定を
行う。これにより、基地局装置３は、OFF状態において、参照以外の信号およびチャネル
の送信を止めた場合でも、端末装置１におけるＣＳＩ測定が可能となる。また、端末装置
１は基地局装置３がON状態またはOFF状態に関わらずＣＳＩ測定が可能であるため、端末
装置１が干渉測定において時間方向に平均化などの処理を行う場合、その処理の精度が向
上できる。
【０７５９】
　以下では、チャネル測定および干渉測定のための参照信号の具体的な例を説明する。
【０７６０】
　所定の送信モードに設定された端末装置１において、その端末装置１は、ＣＱＩの値を
計算するためのチャネル測定を行う。そのＣＱＩの値は、所定のサブフレームで報告され
、あるＣＳＩプロセスに対応する。そのチャネル測定は、そのＣＳＩプロセスに関連付け
られたＣＳＩ－ＲＳリソースの設定における非ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのみに基づいて行
われる。もし、そのＣＳＩプロセスにおいて、その所定の送信モードに設定された端末装
置１に対して、ON状態およびOFF状態に関するＲＲＣパラメータが上位レイヤーによって
設定される場合、ON状態のサブフレーム以内のＣＳＩ－ＲＳリソースがそのチャネル測定
を行うために用いられる。
【０７６１】
　所定の送信モードに設定された端末装置１において、その端末装置１は、ＣＱＩの値を
計算するためのチャネル測定を行う。そのＣＱＩの値は、所定のサブフレームで報告され
、あるＣＳＩプロセスに対応する。そのチャネル測定は、そのＣＳＩプロセスに関連付け
られたＣＳＩ－ＲＳリソースの設定における非ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのみに基づいて行
われる。もし、そのＣＳＩプロセスにおいて、その所定の送信モードに設定された端末装
置１に対して、ON状態およびOFF状態に関するＲＲＣパラメータが上位レイヤーによって
設定される場合、ON状態およびOFF状態のサブフレーム以内のＣＳＩ－ＲＳリソースがそ
のチャネル測定を行うために用いられる。
【０７６２】
　所定の送信モードに設定された端末装置１において、その端末装置１は、ＣＱＩの値を
計算するための干渉測定を行う。そのＣＱＩの値は、所定のサブフレームで報告され、あ
るＣＳＩプロセスに対応する。その干渉測定は、そのＣＳＩプロセスに関連付けられたＣ
ＳＩ－ＩＭリソースの設定におけるゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのみに基づいて行われる。も
し、そのＣＳＩプロセスにおいて、その所定の送信モードに設定された端末装置１に対し
て、ＣＳＩサブフレームセットが上位レイヤーによって設定される場合、ＣＳＩ参照リソ
ースに属するサブフレームのサブセット以内のＣＳＩ－ＩＭリソースがその干渉測定を行
うために用いられる。もし、そのＣＳＩプロセスにおいて、その所定の送信モードに設定
された端末装置１に対して、ON状態およびOFF状態に関するＲＲＣパラメータが上位レイ
ヤーによって設定される場合、ON状態のサブフレーム以内のＣＳＩ－ＲＳリソースがその
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干渉測定を行うために用いられる。
【０７６３】
　所定の送信モードに設定された端末装置１において、その端末装置１は、ＣＱＩの値を
計算するための干渉測定を行う。そのＣＱＩの値は、所定のサブフレームで報告され、あ
るＣＳＩプロセスに対応する。その干渉測定は、そのＣＳＩプロセスに関連付けられたＣ
ＳＩ－ＩＭリソースの設定におけるゼロパワーＣＳＩ－ＲＳのみに基づいて行われる。も
し、そのＣＳＩプロセスにおいて、その所定の送信モードに設定された端末装置１に対し
て、ＣＳＩサブフレームセットが上位レイヤーによって設定される場合、ＣＳＩ参照リソ
ースに属するサブフレームのサブセット以内のＣＳＩ－ＩＭリソースがその干渉測定を行
うために用いられる。もし、そのＣＳＩプロセスにおいて、その所定の送信モードに設定
された端末装置１に対して、ON状態およびOFF状態に関するＲＲＣパラメータが上位レイ
ヤーによって設定される場合、ON状態およびOFF状態のサブフレーム以内のＣＳＩ－ＲＳ
リソースがその干渉測定を行うために用いられる。
【０７６４】
　なお、本実施形態の説明において、ON状態およびOFF状態に関するＲＲＣパラメータは
、上位レイヤーで設定される。ON状態およびOFF状態に関するＲＲＣパラメータの設定は
、セル状態情報のための設定とも呼称される。セル状態情報のための設定は、物理レイヤ
ーで明示的または黙示的に通知されるセル状態情報のために用いられる。例えば、セル状
態情報のための設定は、物理レイヤーで明示的または黙示的に通知されるセル状態情報を
受信するために必要な情報を含む。セル状態情報のための設定は、ＣＳＩプロセス毎に個
別に設定できる。セル状態情報のための設定は、ＣＳＩサブフレームセット毎に個別に設
定できる。
【０７６５】
　ＣＳＩプロセスは、上位レイヤーで端末装置１に固有の情報として設定される。端末装
置１は、１つ以上のＣＳＩプロセスが設定され、そのＣＳＩプロセスの設定に基づいてＣ
ＳＩ測定およびＣＳＩ報告を行う。例えば、端末装置１は、複数のＣＳＩプロセスが設定
された場合、それらのＣＳＩプロセスに基づく複数のＣＳＩを独立に報告する。それぞれ
のＣＳＩプロセスは、セル状態情報のための設定、ＣＳＩプロセスの識別子、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓに関する設定情報、ＣＳＩ－ＩＭに関する設定情報、ＣＳＩ報告のために設定されるサ
ブフレームパターン、周期的なＣＳＩ報告に関する設定情報、および／または、非周期的
なＣＳＩ報告に関する設定情報を含む。なお、セル状態情報のための設定は、複数のＣＳ
Ｉプロセスに対して共通であってもよい。
【０７６６】
　以下では、あるサービングセルにおけるＣＳＩ参照リソースの詳細を説明する。
【０７６７】
　ＣＳＩ参照リソースは、端末装置１がＣＳＩ測定を行うために用いられるリソースであ
る。例えば、端末装置１は、ＣＳＩ参照リソースで示される下りリンク物理リソースブロ
ックのグループを用いて、ＰＤＳＣＨが送信される場合のＣＳＩを測定する。ＣＳＩサブ
フレームセットが上位レイヤーで設定された場合、それぞれのＣＳＩ参照リソースは、Ｃ
ＳＩサブフレームセットのいずれかに属し、ＣＳＩサブフレームセットの両方に属しない
。
【０７６８】
　周波数方向において、ＣＳＩ参照リソースは、求められるＣＱＩの値に関連するバンド
に対応する下りリンク物理リソースブロックのグループによって定義される。
【０７６９】
　レイヤー方向（空間方向）において、ＣＳＩ参照リソースは、求められるＣＱＩが条件
をつけるＲＩおよびＰＭＩによって定義される。言い換えると、レイヤー方向（空間方向
）において、ＣＳＩ参照リソースは、ＣＱＩを求める時に想定または生成されたＲＩおよ
びＰＭＩによって定義される。
【０７７０】



(98) JP 6568058 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

　時間方向において、ＣＳＩ参照リソースは、所定の１つの下りリンクサブフレームによ
って定義される。具体的には、ＣＳＩ参照リソースは、ＣＳＩ報告するサブフレームより
所定のサブフレーム数前のサブフレームによって定義される。ＣＳＩ参照リソースを定義
する所定のサブフレーム数は、送信モード、フレーム構成タイプ、設定されるＣＳＩプロ
セスの数、および／または、ＣＳＩ報告モードなどに基づいて決まる。例えば、端末装置
１に対して、１つのＣＳＩプロセスと周期的なＣＳＩ報告のモードが設定される場合、Ｃ
ＳＩ参照リソースを定義する所定のサブフレーム数は、有効な下りリンクサブフレームの
うち、４以上の最小値である。
【０７７１】
　以下では、有効な下りリンクサブフレームの詳細を説明する。
【０７７２】
　あるサービングセルにおける下りリンクサブフレームは、以下の条件の一部または全部
が当てはまる場合、有効であると考えられる。条件の１つとして、有効な下りリンクサブ
フレームは、ON状態およびOFF状態に関するＲＲＣパラメータが設定される端末装置１に
おいて、ON状態のサブフレームである。条件の１つとして、有効な下りリンクサブフレー
ムは、端末装置１において下りリンクサブフレームとして設定される。条件の１つとして
、有効な下りリンクサブフレームは、所定の送信モードにおいて、ＭＢＳＦＮ（Multimed
ia Broadcast multicast service Single Frequency Network）サブフレームではない。
条件の１つとして、有効な下りリンクサブフレームは、端末装置１に設定された測定間隔
（measurement gap）の範囲に含まれない。条件の１つとして、有効な下りリンクサブフ
レームは、周期的なＣＳＩ報告において、端末装置１にＣＳＩサブフレームセットが設定
される時、周期的なＣＳＩ報告にリンクされるＣＳＩサブフレームセットの要素または一
部である。条件の１つとして、有効な下りリンクサブフレームは、ＣＳＩプロセスに対す
る非周期的ＣＳＩ報告において、上りリンクのＤＣＩフォーマット内の対応するＣＳＩリ
クエストを伴う下りリンクサブフレームにリンクされるＣＳＩサブフレームセットの要素
または一部である。その条件において、端末装置１に所定の送信モードと、複数のＣＳＩ
プロセスと、ＣＳＩプロセスに対するＣＳＩサブフレームセットとが設定される。
【０７７３】
　また、あるサービングセル内のＣＳＩ参照リソースのための有効な下りリンクサブフレ
ームが存在しない場合、そのサービングセルにおけるＣＳＩ報告は対応する上りリンクサ
ブフレームで除外される。すなわち、有効な下りリンクサブフレームがON状態のサブフレ
ームであることが条件である場合、端末装置１は、OFF状態のサブフレームは有効な下り
リンクサブフレームではないと想定する。
【０７７４】
　また、基地局装置３（サービングセル）がOFF状態になった場合、端末装置１は、それ
以前のON状態のサブフレームを含む全てのサブフレームは、有効な下りリンクサブフレー
ムではないと想定してもよい。すなわち、基地局装置３（サービングセル）がOFF状態に
なった場合、端末装置１は、有効な下りリンクサブフレームは、その後にON状態になった
サブフレームまたはON状態を通知したサブフレーム以降の所定のサブフレームであると想
定する。
【０７７５】
　また、OFF状態のサブフレームであっても、端末装置１は、有効な下りリンクサブフレ
ームであるための条件としてもよい。すなわち、端末装置１は、有効な下りリンクサブフ
レームであるかどうかは、ON状態またはOFF状態のサブフレームに関わらず決定してもよ
い。
【０７７６】
　また、端末装置１は、ON状態のサブフレームと、OFF状態の一部のサブフレームとが、
有効な下りリンクサブフレームであるための条件としてもよい。OFF状態の一部のサブフ
レームは、予め規定された所定のサブフレーム、基地局装置３固有に設定される所定のサ
ブフレーム、または端末装置１固有に設定されるサブフレームである。例えば、OFF状態
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の一部のサブフレームは、所定のサブフレームと、その所定のサブフレームから所定数前
のサブフレームとの間のサブフレームである。例えば、その所定のサブフレームは、ON状
態になったサブフレームまたはON状態を通知したサブフレームである。その所定のサブフ
レームは、ＣＳＩリクエストが含まれるＤＣＩフォーマットを受信したサブフレームであ
る。その所定のサブフレームは、ＣＳＩ報告するサブフレームである。
【０７７７】
　以下では、基地局装置３のセル状態（ON状態またはOFF状態）の通知方法の具体的な一
例を説明する。
【０７７８】
　基地局装置３は、端末装置１に対して、ＲＲＣのシグナリングを通じて、セル状態情報
に関する設定を行う。基地局装置３は、端末装置１に設定されたセル状態情報に関する設
定に基づいて、所定の方法によりセル状態を通知する。端末装置１は、基地局装置３から
、ＲＲＣのシグナリングを通じて、セル状態情報に関して設定される。端末装置１は、基
地局装置３から設定されたセル状態情報に関する設定に基づいて、所定の方法によりセル
状態を認識する。
【０７７９】
　セル状態を通知する方法は、明示的な方法または黙示的な方法である。一例として、セ
ル状態は、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨで送信されるＤＣＩを用いて通知されるセル状
態情報に基づいて、明示的に通知される。例えば、端末装置１は、セル状態情報が１を示
す場合はON状態であり、セル状態情報が０を示す場合はOFF状態であると認識する。別の
一例として、セル状態は、参照信号の有無に基づいて黙示的に通知される。参照信号の有
無は、参照信号の受信電力または受信レベルと、所定のしきい値との比較によって決まる
。別の一例として、セル状態は、ＤＲＸの設定または手順に基づいて黙示的に通知される
。例えば、端末装置１は、非ＤＲＸ期間ではON状態であり、ＤＲＸ期間ではOFF状態であ
ると認識する。別の一例として、セル状態は、ＭＡＣレイヤーで通知されるセルの活性化
（Activation）または非活性化（Deactivation）に基づいて、黙示的に通知される。例え
ば、端末装置１は、セルの活性化（Activation）の期間ではON状態であり、セルの活性化
（Activation）の期間ではOFF状態であると認識する。
【０７８０】
　セル状態情報に関する設定は、端末装置１がセル状態を認識するために用いられる情報
が設定される。例えば、セル状態情報に関する設定は、セル状態情報が通知されるＰＤＣ
ＣＨまたはＥＰＤＣＣＨを受信またはモニタリングするために用いられる情報として、サ
ブフレーム情報、サーチスペースに関する情報、ＲＮＴＩに関する情報などを含む。セル
状態情報に関する設定は、参照信号の有無を認識するために用いられる情報として、参照
信号に関する情報、仮想セル識別子、所定のしきい値、サブフレーム情報などを含む。
【０７８１】
　以下では、端末装置１におけるセル状態の通知の認識の詳細を説明する。
【０７８２】
　一例として、端末装置１におけるセル状態の通知の認識は、セル状態情報を通知するＤ
ＣＩを含むＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨに付加される巡回冗長検査（Cyclic redundanc
y check; CRC）に基づいて行われる。例えば、巡回冗長検査で得られる値が正しくなかっ
た場合、端末装置１はセル状態の通知を認識（検出）できなかったと判断する。
【０７８３】
　別の一例として、端末装置１におけるセル状態の通知の認識は、参照信号の受信電力ま
たは受信レベルが所定のしきい値の範囲内であるかどうかに基づいて行われる。例えば、
第１のしきい値と、第１のしきい値より大きい第２のしきい値とが規定または設定され、
参照信号の受信電力または受信レベルが第１のしきい値から第２のしきい値までの範囲内
であれば、端末装置１はセル状態の通知を認識（検出）できなかったと判断する。また、
参照信号の受信電力または受信レベルが第１のしきい値より低い場合、端末装置１はOFF
状態であると判断する。参照信号の受信電力または受信レベルが第２のしきい値より高い
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場合、端末装置１はON状態であると判断する。
【０７８４】
　以下では、端末装置１がセル状態の通知を認識（検出）できなかった場合の処理（動作
）について説明する。
【０７８５】
　一例として、あるサブフレームにおいて端末装置１がセル状態の通知を認識（検出）で
きなかった場合、端末装置１は、次のセル状態の通知が行われるサブフレームまで、OFF
状態であると想定する。すなわち、端末装置１は、次のセル状態の通知が行われるサブフ
レームまで、OFF状態が通知された場合と同じ処理を行なう。
【０７８６】
　一例として、あるサブフレームにおいて端末装置１がセル状態の通知を認識（検出）で
きなかった場合、端末装置１は、次のセル状態の通知が行われるサブフレームまで、ON状
態であると想定する。すなわち、端末装置１は、次のセル状態の通知が行われるサブフレ
ームまで、ON状態が通知された場合と同じ処理を行う。
【０７８７】
　一例として、あるサブフレームにおいて端末装置１がセル状態の通知を認識（検出）で
きなかった場合、端末装置１は、次のセル状態の通知が行われるサブフレームまで、ON状
態またはOFF状態とは異なる状態であると想定する。すなわち、端末装置１は、次のセル
状態の通知が行われるサブフレームまで、ON状態またはOFF状態が通知された場合と異な
る処理を行う。
【０７８８】
　例えば、ON状態またはOFF状態とは異なる状態であるサブフレームにおいて、端末装置
１は、下りリンクサブフレームがON状態であり、上りリンクサブフレームがOFF状態であ
ると想定する。すなわち、端末装置１は、一部または全部の下りリンクの信号および／ま
たはチャネルの受信またはモニタリングを行い、一部または全部の上りリンクの信号およ
び／またはチャネルの送信は行わない。例えば、端末装置１は、参照信号の受信、ＰＤＣ
ＣＨのモニタリングおよび／またはＥＰＤＣＣＨのモニタリングを行い、周期的なＣＳＩ
報告および／またはＳＲＳの送信は行わない。
【０７８９】
　例えば、ON状態またはOFF状態とは異なる状態であるサブフレームにおいて、端末装置
１は、下りリンクサブフレームがOFF状態であり、上りリンクサブフレームがON状態であ
ると想定する。すなわち、端末装置１は、一部または全部の下りリンクの信号および／ま
たはチャネルの受信またはモニタリングを行わず、一部または全部の上りリンクの信号お
よび／またはチャネルの送信は行う。例えば、端末装置１は、参照信号の受信、ＰＤＣＣ
Ｈのモニタリングおよび／またはＥＰＤＣＣＨのモニタリングを行わず、周期的なＣＳＩ
報告および／またはＳＲＳの送信は行う。
【０７９０】
　例えば、ON状態またはOFF状態とは異なる状態であるサブフレームにおいて、端末装置
１は、ON状態とは異なる所定のＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨのモニタリングを
行う。所定のＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨは、ON状態とは異なる所定のサーチ
スペースでモニタリングされる。所定のＰＤＣＣＨおよび／またはＥＰＤＣＣＨは、ON状
態とは異なる所定のＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣが付加される。
【０７９１】
　以上の説明では、あるサブフレームにおいて端末装置１がセル状態の通知を認識（検出
）できなかった場合、端末装置１は、次のセル状態の通知が行われるサブフレームまで、
所定の状態であると想定することを説明したが、それに限定されるものではない。例えば
、あるサブフレームにおいて端末装置１がセル状態の通知を認識（検出）できなかった場
合、端末装置１は、次のセル状態の通知が示すセル状態を適用するサブフレームまで、所
定の状態であると想定してもよい。これにより、セル状態の通知が行われるサブフレーム
と、その通知により示されるセル状態が適用されるサブフレームとが独立に規定または設
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定できる。
【０７９２】
　次に、デュアルコネクティビティにおける端末装置１の上りリンク電力制御について説
明する。ここで、上りリンク電力制御とは、上りリンク送信における電力制御を含む。上
りリンク送信とは、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、ＳＲＳなど、上りリンク信号
／上りリンク物理チャネルの送信を含む。
【０７９３】
　端末装置１は、プライマリーセルを含むＭＣＧとプライマリーセカンダリーセルを含む
ＳＣＧで、上りリンク電力制御を個別に行なってもよい。なお、上りリンク電力制御は、
上りリンク送信に対する送信電力制御を含む。上りリンク電力制御は、端末装置１の送信
電力制御を含む。
【０７９４】
　ＭｅＮＢ（端末装置１と接続している第１の基地局装置）とＳｅＮＢ（端末装置１と接
続している第２の基地局装置）はそれぞれ、端末装置１に対して、上位層シグナリングま
たはシステム情報ブロック（SIB: System Information Block）を用いて、端末装置１の
最大許可出力電力（Maximum allowed UE output power, P-Max, PEMAX, PEMAX,c）や端末
装置１のパワークラスの値（または値を規定するために必要なインデックス／パラメータ
）を通知（設定）してもよい。なお、この最大許可出力電力は、上位層の最大出力電力と
称されてもよい。なお、ＰＥＭＡＸは、サービングセル毎に設定されてもよい（ＰＥＭＡ

Ｘ，ｃと称する）。
【０７９５】
　端末装置１は、ＭｅＮＢ（またはＰＣｅｌｌ）とＳｅＮＢ（ｐＳＣｅｌｌ）からそれぞ
れ、Ｐ－Ｍａｘを受信した場合、ＭｅＮＢとＳｅＮＢそれぞれに対して、端末装置１は、
最大出力電力（configured maximum UE output power, PCMAX, PCMAX, c）（送信電力の
設定最大値）をセットする。ここで、ＭｅＮＢに対する最大出力電力は、ＰＭｅＮＢ＿Ｍ

ＡＸとし、ＳｅＮＢに対する最大出力電力は、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸと称してもよい。ＰＭ

ｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸはそれぞれ、ＰＣＭＡＸまたはＰＣＭＡＸ，ｃを超
えないようにセットされてもよい。なお、この最大出力電力は、物理層の最大出力電力と
称されてもよい。ＭｅＮＢは、ＭＣＧおよび／またはＰＣｅｌｌを含んでもよい。ＳｅＮ
Ｂは、ＳＣＧおよび／またはｐＳＣｅｌｌを含んでもよい。
【０７９６】
　また、端末装置１は、ＭｅＮＢ（またはＰＣｅｌｌ、ＭＣＧ）および／またはＳｅＮＢ
（ｐＳＣｅｌｌ、ＳＣＧ）から、送信電力（出力電力）の制限ファクタ（scaling factor
）を受信した場合には、制限ファクタに基づいて、ＭｅＮＢに対するＰＣＭＡＸ（ＰＭｅ

ＮＢ＿ＭＡＸ）とＳｅＮＢに対するＰＣＭＡＸ（ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸ）がそれぞれセット
されてもよい。なお、ＭｅＮＢとＳｅＮＢで共通の制限ファクタが設定された場合には、
あるタイミングにおけるＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの合計は、ＰＣＭＡＸ

またはＰＣＭＡＸ，ｃを超えないようにセットされる。なお、ＰＣＭＡＸは、サービング
セル毎に設定されてもよい（ＰＣＭＡＸ，ｃと称する）。
【０７９７】
　また、端末装置１は、ＭｅＮＢ（またはＰＣｅｌｌ、ＭＣＧ）とＳｅＮＢ（ｐＳＣｅｌ
ｌ、ＳＣＧ）それぞれに対する送信電力（出力電力）の制限ファクタ（scaling factor）
が設定された場合、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸを個別に設定される。つま
り、各基地局装置（サービングセル、セルグループ）に対応する送信電力（出力電力）の
制限ファクタ（scaling factor）が設定された場合、それぞれの基地局に対する送信電力
の最大値がセットされてもよい。
【０７９８】
　Ｐ－ＭａｘがＭｅＮＢとＳｅＮＢで共通（共通の値）である場合、ＳｅＮＢ（またはＰ
Ｃｅｌｌ、ＭＣＧ）に対する最大出力電力（物理層の最大出力電力、出力電力の最大値）
は、Ｐ－Ｍａｘに基づくＰＣＭＡＸまたはＰＣＭＡＸ，ｃとＭｅＮＢで必要な送信電力に
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基づいて、セットされてもよい。
【０７９９】
　端末装置１は、ＳｅＮＢに対する送信電力の最大値がセットされるか否かに応じて、同
じタイミングで生じた、ＭｅＮＢに対する送信とＳｅＮＢに対する送信に対して出力電力
を共有するか否かを決定してもよい。
【０８００】
　ＭｅＮＢに対する最大出力電力（ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸ）とＳｅＮＢに対する最大出力電
力（ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸ）が個別にセットされる場合、端末装置１に設定される最大出力
電力（ＰＵＥ＿ＭＡＸ）が、個別にセットされてもよい。ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸの合計は、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超えないようにセットされてもよい。なお、ＰＵ

Ｅ＿ＭＡＸは、ＰＣＭＡＸであってもよい。各最大出力電力は、サービングセル毎、セル
グループ毎にセットされてもよい。また、各最大出力電力は、サブフレーム毎にセットさ
れてもよい。ここで、ＰＭｅＮＢは、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットさ
れる送信電力であり、ＰＳｅＮＢは、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットさ
れる送信電力である。これらの送信電力は、最大出力電力を超えないようにセットされる
。
【０８０１】
　ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸおよびＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされた場合、あるタイミングに
おける、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの合計は、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超えない
ようにセットされてもよい。その際、Ｐ－Ｍａｘ等のパラメータがＭｅＮＢとＳｅＮＢで
共通または共通の値である場合、例えば、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸおよびＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸ

はそれぞれ、ＰＵＥ＿ＭＡＸにセットされている場合、制限ファクタなど、最大出力電力
を制限するパラメータを用いて、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの合計は、Ｐ

ＵＥ＿ＭＡＸを超えないようにセットされてもよい。このように、ＭｅＮＢに対する最大
出力電力とＳｅＮＢに対する最大出力電力を予め個別に設定することをハードスプリット
と称する。
【０８０２】
　ここで、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの合計がＰＵＥ＿ＭＡＸを超えない
ように、予め、端末装置１および／または基地局装置３が、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅ

ＮＢ＿ＭＡＸの値またはＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸをセットするために必
要なパラメータの値をセットすることを第１のハードスプリットと称し、ＰＭｅＮＢ＿Ｍ

ＡＸとＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの合計がＰＵＥ＿ＭＡＸを超えた場合、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸと
ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの合計がＰＵＥ＿ＭＡＸ以下になるように、制限ファクタなどのパラ
メータを用いて端末装置１の送信電力を調整することを第２のハードスプリットと称する
。
【０８０３】
　あるタイミングにおいて、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされない場合、または、ＰＭｅ

ＮＢ＿ＭＡＸおよびＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされない場合、または、ＰＵＥ＿ＭＡＸ

のみがセットされる場合、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットされる送信電
力とＳｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットされる送信電力は、共有されてもよ
い。あるタイミングにおける、ＰＭｅＮＢとＰＳｅＮＢの合計は、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超え
ないように制御される。また、あるタイミングにおける、ＰＭｅＮＢとＰＳｅＮＢの合計
がＰＵＥ＿ＭＡＸを超える場合には、制限ファクタを用いて、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超えない
ように制御されてもよい。また、ＰＭｅＮＢとＰＳｅＮＢの合計が、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超
えないように、ＰＳｅＮＢ_ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢとしてもよい。つま
り、ＰＳｅＮＢ_ＭＡＸは、ＰＭｅＮＢを考慮してセットされる。その際、ＰＭｅＮＢは
、ＰＵＥ＿ＭＡＸであってもよい。このように、ＭｅＮＢに対する送信電力とＳｅＮＢに
対する送信電力を共有することをパワーシェアリング（第１のパワーシェアリング）と称
する。ここで、タイミングは、サブフレームで定義されてもよい。また、タイミングは、
シンボルで定義されてもよい。また、タイミングは、時間または期間で定義されてもよい
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。また、タイミングは、瞬間で定義されてもよい。
【０８０４】
　あるタイミングにおいて、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされない場合、且つ、ＰＭｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸが上位層シグナリングでセットされるパラメータ（またはパラメータの値）お
よび端末装置１によってセットされる場合、つまり、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸのみが、上位層
パラメータを用いて、端末装置１によって設定される場合、ＭｅＮＢに対する上りリンク
送信に対してセットされる送信電力とＳｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットさ
れる送信電力は、共有されてもよい。あるタイミングにおいて、ＭｅＮＢに対する上りリ
ンク送信だけの場合、端末装置１でセットされる送信電力の最大値は、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡ

Ｘである。その際、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸであってもよい。また、ある
タイミングにおいて、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信だけの場合、端末装置１でセット
される送信電力の最大値は、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸであってもよい。つまり、ＭｅＮＢに対
する上りリンク送信とＳｅＮＢに対する上りリンク送信が重複する場合、端末装置１は、
ＳｅＮＢに対する上りリンク送信の送信電力がＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸを超えないようにセッ
トする。なお、あるタイミングにおける、ＭＣＧに属する１つ以上のセルに対して設定さ
れる送信電力の合計は、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸを超えないようにセットされる。あるタイミ
ングにおいて、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信とＳｅＮＢに対する上りリンク送信が重
複する場合、まず、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信に対して必要な送信電力ＰＭｅＮＢ

が決定してから、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信における送信電力の最大値が決定する
。つまり、ＰＭｅＮＢがＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸを超える場合、端末装置１は、ＳｅＮＢに対
する上りリンク送信を行なうことはできない。
【０８０５】
　あるタイミングにおいて、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされない場合、且つ、ＰＵＥ＿

ＭＡＸおよびＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸが、上位層パラメータを用いてセットされる場合（ただ
し、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸ≦ＰＵＥ＿ＭＡＸ）、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信に対して
セットされる送信電力とＳｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットされる送信電力
は、共有されてもよい。あるタイミングにおいて、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信だけ
の場合、端末装置１でセットされる送信電力の最大値は、ＰＵＥ＿ＭＡＸであってもよい
。また、あるタイミングにおいて、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信だけの場合、端末装
置１でセットされる送信電力の最大値は、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸであってもよい。また、あ
るタイミングにおいて、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信だけの場合、端末装置１でセッ
トされる送信電力の最大値は、ＰＵＥ＿ＭＡＸとＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸの小さいほうであっ
てもよい。また、あるタイミングにおいて、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信だけの場合
、端末装置１でセットされる送信電力の最大値は、ＰＵＥ＿ＭＡＸである。あるタイミン
グにおいて、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信とＳｅＮＢに対する上りリンク送信が重複
する場合、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信における送信電力の最大値は、ＰＵＥ＿ＭＡ

Ｘ－ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸである。その際、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸが、ＰＵＥ＿ＭＡＸである
、または、ＰＵＥ＿ＭＡＸと同じ値である、または、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超える値である場
合、端末装置１は、そのタイミングにおいて、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信を行なう
ことはできない。ＳｅＮＢに対する上りリンク送信は、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ＿Ｍ

ＡＸ＞０の場合に、行なうことができる。つまり、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸ

＞０の場合に、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信において、端末装置１は、送信電力をセ
ットする。なお、あるタイミングにおける、ＭＣＧに属する１つ以上のセルに対して設定
される送信電力の合計は、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超えないようにセットされる。なお、あるタ
イミングにおける、ＭＣＧに属する１つ以上のセルに対して設定される送信電力の合計は
、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸを超えないようにセットされる。
【０８０６】
　言い換えると、サービングセルグループがＭＣＧ（ＭｅＮＢに対応するサービングセル
グループ）である場合、端末装置１は、閾値（サービングセルグループ毎の最大出力電力
）を端末装置１の最大出力電力（全サービングセルグループに対する総出力電力の最大値
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）であるＰＣＭＡＸにセットする。あるいは、ＲＲＣメッセージなどの上位層のメッセー
ジによって設定された値（上位層により設定されるＭＣＧの最大出力電力値）にセットす
る。一方、サービングセルグループがＳＣＧ（ＳｅＮＢに対応するサービングセルグルー
プ）である場合、閾値（サービングセルグループ毎の最大出力電力）をＰＣＭＡＸからＭ
ＣＧにおける上りリンク送信に用いられる実際の送信電力を減算した値にセットする。こ
こで、ＭＣＧにおける上りリンク送信に用いられる実際の送信電力は、ＳＣＧにおけるサ
ブフレームとオーバラップする２つのサブフレームのうち、送信電力値が大きい方のサブ
フレームにおける送信電力値にすることが好ましい。これらの閾値を超えるかどうかによ
り、端末装置１はサービングセルグループ内のサービングセルのそれぞれにおけるＰＵＳ
ＣＨなどに対する送信電力のスケーリングを行う。より具体的には、サービングセルグル
ープにおける総送信電力値が閾値を超える場合、各サービングセルにおけるＰＵＳＣＨの
電力にスケーリングファクターを乗算した値の合計値が、閾値からＰＵＣＣＨの電力を減
算した値以下となるという条件を満たすようなスケーリングファクタ（制限ファクタ）を
用いてスケーリング（電力を下方調整）する。一方、閾値を超えない場合は、スケーリン
グしなくてもよい。
【０８０７】
　端末装置１は、ＰＵＥ＿ＭＡＸのみ、または、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸのみ、または、ＰＳ

ｅＮＢ＿ＭＡＸ、または、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸおよびＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされる
か否か（あるいは基地局装置３が端末装置１に設定（configure）したか否か）に応じて
、あるタイミングにおける、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信とＳｅＮＢに対する上りリ
ンク送信に対して、上りリンク電力制御を、ハードスプリット（それぞれのサービングセ
ルグループにおいてＰＣＭＡＸに替えて設定された最大出力電力値を用いる）で行なうか
パワーシェアリング（それぞれのサービングセルグループにおいてＰＣＭＡＸに替えて、
他のサービングセルグループにおける送信電力値を考慮して算出された最大出力電力値を
用いる）で行なうかを決定してもよい。
【０８０８】
　端末装置１は、ＰＵＥ＿ＭＡＸのみがセットされる、または、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセ
ットされない、または、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸおよびＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされない
場合には、あるタイミングにおける、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信とＳｅＮＢに対す
る上りリンク送信に対して、パワーシェアリングで上りリンク電力制御を行なう。
【０８０９】
　端末装置１は、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされる、または、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸおよ
びＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされる場合には、あるタイミングにおける、ＭｅＮＢに対
する上りリンク送信とＳｅＮＢに対する上りリンク送信に対して、ハードスプリットで上
りリンク電力制御を行なう。
【０８１０】
　ここで、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされないとは、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸが上位層パラ
メータ（例えば、Ｐ－Ｍａｘやパワークラス）を用いてセットされることを含む。また、
ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされないとは、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸが上位層パラメータとし
てセットされないことを含む。
【０８１１】
　ここで、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされないとは、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸが上位層パラ
メータ（例えば、Ｐ－Ｍａｘやパワークラス）を用いてセットされることを含む。また、
ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸがセットされないとは、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸが上位層パラメータとし
てセットされないことを含む。
【０８１２】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対して、サブフレームｊにおける上りリンク送信が生じる場合
、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対するサブフレームｊが、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに対するサブ
フレームｉ－１およびサブフレームｉと重複するとすれば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブ
フレームｊにおける上りリンク送信の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ）は、ＭｅＮＢまたはＭＣ
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Ｇに対するサブフレームｉ－１およびサブフレームｉのいずれかにおける上りリンク送信
に対してセットされる送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），ＰＭｅＮＢ（ｉ）を考慮してセッ
トされる。その際、端末装置１は、ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）とＰＭｅＮＢ（ｉ）のうち、大
きい方を考慮して、ＰＳｅＮＢ（ｊ）をセットしてもよい。なお、この場合、端末装置１
は、ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）のみを考慮して、ＰＳｅＮＢ（ｊ）をセットしてもよい。また
、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに対するサブフレームｉ－１において、上りリンク送信がなけれ
ば、つまり、ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）＝０であれば、端末装置１は、ＰＭｅＮＢ（ｉ）を考
慮して、ＰＳｅＮＢ（ｊ）をセットしてもよい。ここで、第１の送信電力は、第２の送信
電力を考慮してセットされるとは、第２の送信電力を低減することなしに（言い換えると
、第２の送信電力を予め確保して）、第１の送信電力がセットされることを含む。
【０８１３】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対して、サブフレームｊにおける上りリンク送信が生じる場合
、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対するサブフレームｊが、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに対するサブ
フレームｉおよびサブフレームｉ＋１と重複するとすれば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブ
フレームｊにおける上りリンク送信の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ）は、ＭｅＮＢまたはＭＣ
Ｇに対するサブフレームｉおよびサブフレームｉ＋１のいずれかにおける上りリンク送信
に対してセットされる送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ），ＰＭｅＮＢ（ｉ＋１）を考慮してセッ
トされる。その際、端末装置１は、ＰＭｅＮＢ（ｉ）とＰＭｅＮＢ（ｉ＋１）のうち、大
きいほうを考慮して、ＰＳｅＮＢ（ｊ）をセットしてもよい。少なくともＰＭｅＮＢ（ｉ
）を考慮して、ＰＳｅＮＢ（ｊ）をセットしてもよい。また、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに対
するサブフレームｉにおいて、上りリンク送信がなければ、つまり、ＰＭｅＮＢ（ｉ）＝
０であれば、端末装置１は、ＰＭｅＮＢ（ｉ＋１）を考慮して、ＰＳｅＮＢ（ｊ）をセッ
トしてもよい。
【０８１４】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧに対して、サブフレームｉにおける上りリンク送信が生じる場合
、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対するサブフレームｊ－１およびサブフレームｊと重複すると
すれば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力ＰＭ

ｅＮＢ（ｉ）は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対するサブフレームｊ－１およびサブフレーム
ｊのいずれかにおける上りリンク送信に対してセットされる送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１
），ＰＳｅＮＢ（ｊ）を考慮してセットされてもよい。例えば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに
対するサブフレームｊ－１にＵｐＰＴＳに配置されるＰＲＡＣＨフォーマット４および／
またはＰＵＣＣＨおよび／またはＵＣＩを伴うＰＵＳＣＨの送信が含まれる場合、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信がＳＲＳ、ＵＣＩを伴わないＰ
ＵＳＣＨの送信であれば、端末装置１は、まず、ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）および／またはＰ

ＳｅＮＢ（ｊ）を考慮してから、ＰＭｅＮＢ（ｉ）をセットしてもよい。
【０８１５】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧに対して、サブフレームｉにおける上りリンク送信が生じる場合
、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対するサブフレームｊおよびサブフレームｊ＋１と重複すると
すれば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力ＰＭ

ｅＮＢ（ｉ）は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対するサブフレームｊおよびサブフレームｊ＋
１のいずれかにおける上りリンク送信に対してセットされる送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ），
ＰＳｅＮＢ（ｊ＋１）を考慮してセットされてもよい。例えば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに
対するサブフレームｊまたはサブフレームｊ＋１にＵｐＰＴＳに配置されるＰＲＡＣＨフ
ォーマット４および／またはＰＵＣＣＨおよび／またはＰＲＡＣＨおよび／またはＵＣＩ
を伴うＰＵＳＣＨの送信が含まれる場合、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおけ
る上りリンク送信がＳＲＳ送信のみ、または、ＵＣＩを伴わないＰＵＳＣＨの送信のみ、
または、ＵＣＩを伴わないＰＵＳＣＨ送信とＳＲＳ送信であれば、端末装置１は、まず、
ＰＳｅＮＢ（ｊ）および／またはＰＳｅＮＢ（ｊ＋１）を考慮してから、ＰＭｅＮＢ（ｉ
）をセットしてもよい。ここで端末装置１は、ＰＳｅＮＢ（ｊ）および／またはＰＳｅＮ

Ｂ（ｊ＋１）を考慮した際に、ＰＭｅＮＢ（ｉ）の最低出力値（最小出力値）を満たさな
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かった場合、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに対する上りリンク送信を行なわなくてもよい。
【０８１６】
　あるサービングセルのサブフレームｉで送信される上りリンク信号の種類を考慮して、
他のサービングセルのサブフレーム（サブフレームｉ－１，ｉ，ｉ＋１）における上りリ
ンク送信にセットされる送信電力は、セットされてもよい。
【０８１７】
　第１のセルグループ（第１のＣＧ）または第１のセルグループに属する全てのセルにお
いて、システム情報（例えば、ＳＩＢ１）または上位層シグナリングを用いてフレーム構
造タイプ（ＦＤＤ、ＴＤＤ）が設定されるのに対し、第２のセルグループ（第２のＣＧ）
または第２のセルグループに属する少なくとも１つのセルにおいて、Ｌ１シグナリング（
ＤＣＩフォーマット、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ）およびシステム情報（または上位層シ
グナリング）を用いて、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定がセットされる場合、条件（状況、状態
）に応じて、ハードスプリットで上りリンク電力制御が行なわれるサブフレームのセット
とパワーシェアリングで上りリンク電力制御が行なわれるサブフレームのセットが規定さ
れてもよい。なお、サブフレームのセットは、サブフレームセットと称されてもよいし、
サブフレームサブセットと称されてもよい。また、サブフレームのセットは、１つのサブ
フレームで構成されてもよい。また、サブフレームのセットは、複数のサブフレームで構
成されてもよい。
【０８１８】
　サブフレームｉにおいて、第１のＣＧに対する上りリンクサブフレームと、第２のＣＧ
に対する上りリンクサブフレームが、ともに、システム情報を用いて設定されたフレーム
構造タイプおよびＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定で示される上りリンクサブフレームであれば、
サブフレームｉは、第１のサブフレームセットに属している。また、サブフレームｎにお
いて、第１のＣＧに対する上りリンクサブフレームと、第２のＣＧに対する上りリンクサ
ブフレームが、システム情報を用いて設定されたフレーム構造タイプおよびＴＤＤ　ＵＬ
－ＤＬ設定で示される上りリンクサブフレームとＬ１シグナリングを用いて設定されたＴ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定で示される上りリンクサブフレームであれば、サブフレームｎは、
第２のサブフレームセットに属している。つまり、第１のサブフレームセットに属する上
りリンクサブフレームは、第１のＣＧおよび第２のＣＧでともに、システム情報で設定さ
れた上りリンクサブフレームである。また、第１のサブフレームセットに属する上りリン
クサブフレームは、第１のＣＧにおいては、システム情報（または上位層シグナリング）
で設定された上りリンクサブフレームであり、第２のＣＧにおいては、Ｌ１シグナリング
で設定された上りリンクサブフレームである。
【０８１９】
　端末装置１は、第１のＣＧに対する上りリンク送信と第２のＣＧに対する上りリンク送
信が第１のサブフレームセットで生じた場合、ハードスプリットによる上りリンク電力制
御を行ない、第１のＣＧに対する上りリンク送信における端末装置１の送信電力と、第２
のＣＧに対する上りリンク送信における端末装置１の送信電力をセットする。
【０８２０】
　端末装置１は、第１のＣＧに対する上りリンク送信と第２のＣＧに対する上りリンク送
信が第２のサブフレームセットで生じた場合、パワーシェアリングによる上りリンク電力
制御を行ない、第１のＣＧに対する上りリンク送信における端末装置１の送信電力と、第
２のＣＧに対する上りリンク送信における端末装置１の送信電力をセットする。その際、
第１のＣＧに対する上りリンク送信における端末装置１の送信電力を優先して確保してか
ら、第２のＣＧに対する上りリンク送信における端末装置１の送信電力をセットしてもよ
い。
【０８２１】
　以下では、各ＣＧに対する最大出力電力の割り当ての手順について説明する。
【０８２２】
　初めに、端末装置１は、あるタイミングにおける、ＭＣＧの上りリンク送信に必要な送
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信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧおよびＳＣＧの上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣ

Ｇを計算する。例えば、ＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力を計
算する場合、端末装置１は、ＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必要な送
信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧ、および、ＳＣＧのサブフレームｊの上りリンク送信と重複する
ＳＣＧのサブフレームｉの上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧを計算する
。ＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧは
、上りリンクグラント／上りリンクアサインメントで上りリンク送信が指示されたＰＵＳ
ＣＨの情報やＴＰＣコマンドに基づいて、計算される。一方で、ＭＣＧのサブフレームｉ
の上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフ
レームｉの送信電力を保障する予約電力としてＸが設定される。ここで、Ｐｒｅｑ＿ＭＣ

Ｇは、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの
サブフレームｊにおける上りリンク送信よりも前に上りリンク送信が開始されるＭｅＮＢ
またはＭＣＧのサブフレームｉ－１における送信電力も考慮してもよい。その場合、Ｐｒ

ｅｑ＿ＭＣＧは、例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１における送信電力
とＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの送信電力を保障する予約電力Ｘの最大値であ
る。すなわち、Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧは、ｍａｘ（ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），Ｘ）である。更に
、ここで、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける送信電力が計算可能な場合、
Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける送信電力も考慮し
てもよい。その場合、Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧは、例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレー
ムｉ－１における送信電力とＭＣＧのサブフレームｉ－１における送信電力との間の最大
値である。すなわち、Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧは、ｍａｘ（ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），ＰＭｅＮＢ

（ｉ））である。ＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力を計算する
場合も、同様に計算される。
【０８２３】
　次に、Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧとＰｒｅｑ＿ＳＣＧの合計がＰＵＥ＿ＭＡＸを超えなかった場
合、ＭｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットされる送信電力ＰＭｅＮＢ（Ｐａｌ

ｌｏｃ＿ＭＣＧ）は、ＭＣＧの上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧが適用
され、ＳｅＮＢに対する上りリンク送信に対してセットされる送信電力ＰＳｅＮＢ（Ｐａ

ｌｌｏｃ＿ＳＣＧ）は、ＳＣＧの上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧが適
用される。
【０８２４】
　一方で、Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧとＰｒｅｑ＿ＳＣＧの合計がＰＵＥ＿ＭＡＸを超えた場合、
端末装置１は、ＭｅＮＢに対する最大出力電力ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸ（Ｐａｌｌｏｃ＿ＭＣ

Ｇ）またはＳｅＮＢに対する最大送信電力ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸ（Ｐａｌｌｏｃ＿ＳＣＧ）
を計算する。
【０８２５】
　端末装置１は、ＭＣＧで最低限保障される送信電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒおよびＳＣＧ
で最低限保障される送信電力ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒが設定される。ＭＣＧで最低限保障さ
れる送信電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒおよびＳＣＧで最低限保障される送信電力ＰＳｅＮＢ

＿ｇｕａｒの合計は、ＰＵＥ＿ＭＡＸを超えないように設定される。なお、ＰＭｅＮＢ＿

ｇｕａｒおよびＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒは、上位層から設定されてもよい。ＰＭｅＮＢ＿ｇ

ｕａｒおよびＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒは、上りリンク物理チャネルの種類によって値が個別
に設定されてもよい。例えば、ＰＵＣＣＨを送信する場合とＰＵＳＣＨを送信する場合で
、異なるＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒおよびＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒの値を適用してもよい。また
、ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒおよびＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒは、０が設定されてもよい。
【０８２６】
　Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧがＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い（Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧ＜ＰＭｅＮＢ

＿ｇｕａｒ）場合、ＭＣＧに最低保障電力が割り当てられる。例えば、端末装置１は、Ｐ

ＭｅＮＢ＿ＭＡＸにＰｒｅｑ＿ＭＣＧをセットし、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸにＰＵＥ＿ＭＡＸ

とＰｒｅｑ＿ＭＣＧの差分（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧ）をセットする。Ｐｒｅ
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ｑ＿ＳＣＧがＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い（Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧ＜ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａ

ｒ）場合、ＳＣＧに最低保障電力が割り当てられる。例えば、端末装置１は、ＰＳｅＮＢ

＿ＭＡＸにＰｒｅｑ＿ＳＣＧをセットし、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸにＰＵＥ＿ＭＡＸとＰｒｅ

ｑ＿ＭＣＧの差分（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧ）をセットする。そして、Ｐｒｅ

ｑ＿ＭＣＧがＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも高い（Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧ＞ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａ

ｒ）、かつ、Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧがＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも高い（Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧ＞
ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒ）場合、優先度の高いＣＧに多くの電力が割り当てられる。例えば
、ＭＣＧがＳＣＧよりも優先度が高い場合、端末装置１は、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸにＰＵＥ

＿ＭＡＸとＰｒｅｑ＿ＳＣＧの差分（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧ）をセットし、
ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸにＰｒｅｑ＿ＳＣＧをセットする。例えば、ＳＣＧがＭＣＧよりも優
先度が高い場合、端末装置１は、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸにＰＵＥ＿ＭＡＸとＰｒｅｑ＿ＭＣ

Ｇの差分（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧ）をセットし、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸにＰｒ

ｅｑ＿ＭＣＧをセットする。
【０８２７】
　すなわち、Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧとＰｒｅｑ＿ＳＣＧの合計がＰＵＥ＿ＭＡＸを超えた場合
、ＭＣＧおよびＳＣＧに対して最低限保障される送信電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒおよびＰ

ＳｅＮＢ＿ｇｕａｒが割り当てられ、余剰電力を優先度に応じて振り分ける。
【０８２８】
　優先度の高いＣＧは、送信される上りリンクチャネルまたは上りリンク参照信号の種類
によって決定される。例えば、ＰＵＣＣＨが送信されるＣＧとＰＵＳＣＨが送信されるＣ
Ｇでは、ＰＵＣＣＨが送信されるＣＧが優先される例えば、ＰＲＡＣＨが送信されるＣＧ
とＳＲＳが送信されるＣＧでは、ＰＵＣＣＨが送信されるＣＧが優先される。更に、優先
度の高いＣＧは、送信される情報の種類によって決定される。例えば、ＵＣＩが送信され
るＣＧとＵＣＩが送信されないＣＧでは、ＵＣＩが送信されるＣＧが優先される。また、
同じ上りリンクチャネルおよび同じ情報の種類であれば、ＭＣＧまたはＰＣｅｌｌが優先
されてもよい。
【０８２９】
　上りリンク送信の送信電力（出力電力）は、上りリンクグラントを受信したサブフレー
ムから、上りリンク送信を行うサブフレームまでの間で、決定される。例えば、ＦＤＤの
場合、上りリンクグラントを受信したサブフレームからＰＵＳＣＨが送信されるサブフレ
ームまでの４サブフレーム以内に送信電力が端末装置１で計算される。
【０８３０】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧの送信電力を保障するために、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対する最
大出力電力ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの制限を行う。端末装置１は、重複するＭｅＮＢまたはＭ
ＣＧの上りリンク送信を事前に認知していれば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧに対する出力電力
を決定する前にＳｅＮＢまたはＳＣＧに対する最大出力電力ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの制限し
、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに割り当てる送信電力を確保することができる。このように、Ｍ
ｅＮＢまたはＭＣＧに割り当てる送信電力を確保するパワーシェアリングを、第２のパワ
ーシェアリングと称する。
【０８３１】
　ＭｅＮＢに対する最大出力電力ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＳｅＮＢに対する最大出力電力Ｐ

ＳｅＮＢ＿ＭＡＸの決定の一例を示す。
【０８３２】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力は、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複するＳｅＮＢまたはＳＣＧにおける上りリンク送
信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧを考慮して決定される。
【０８３３】
　具体的には、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電
力は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複し、かつ、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの
サブフレームｉにおける上りリンク送信よりも前に上りリンク送信が開始されるＳｅＮＢ
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またはＳＣＧのサブフレームｊ－１における送信電力を考慮して決定される（第１のパワ
ーシェアリング）。例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉで適用されるＰＭｅ

ＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＳｅＮＢまたはＳＣＧの
サブフレームｊ－１の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）の差分である。すなわち、ＰＭｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）である。
【０８３４】
　なお、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧがＭＣＧの最低保障電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＭ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧである。
【０８３５】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮ
ＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複するＭｅＮＢまたはＭＣＧにおける上りリンク送
信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧを考慮して決定される。ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサ
ブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレー
ムｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブ
フレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク
送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにお
ける上りリンク送信が指示されていることを端末装置１が認知（予測）できるか否かによ
って計算が切り替わる。
【０８３６】
　具体的には、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電
力が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢ
またはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始
されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていな
い、または、上りリンク送信がされることを端末装置１が認知（予測）できない場合、Ｓ
ｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮＢま
たはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊに
おける上りリンク送信よりも前に上りリンク送信が開始されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサ
ブフレームｉ－１における送信電力を考慮して決定される（第１のパワーシェアリング）
。例えば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊで適用されるＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、
端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－
１の送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）の差分である。すなわち、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、Ｐ

ＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）である。
【０８３７】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていることを端末装
置１が認知（予測）できる場合、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリ
ンク送信の送信電力は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１およびサブフレーム
ｉにおける送信電力を考慮して決定される（第２のパワーシェアリング）。ＳｅＮＢまた
はＳＣＧのサブフレームｊで適用されるＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電
力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１の送信電力ＰＭｅＮＢ

（ｉ－１）とＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ）と間の
最大値の差分である。すなわち、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＭ

ｅＮＢ（ｉ－１），ＰＭｅＮＢ（ｉ））である。言い換えると、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、
ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ））
である。
【０８３８】
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　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧがＳＣＧの最低保障電力ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＳ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧである。
【０８３９】
　端末装置１の上りリンク送信の送信電力の計算の順番について説明する。第１のパワー
シェアリングでは、端末装置１は、他のＣＧで重複するサブフレームの送信電力を考慮し
て上りリンク送信が開始される順番で送信電力を計算する。つまり、ＭＣＧとＳＣＧは交
互に電力が計算される。一方で、第２のパワーシェアリングでは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧ
において、事前に上りリンク送信がされることを端末装置１において認知できれば、Ｍｅ
ＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信を優先させるため、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリン
ク送信の送信電力を先に計算し、その後にＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信
電力を考慮してＳｅＮＢまたはＳＣＧの上りリンク送信の送信電力を計算する。
【０８４０】
　すなわち、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力
が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢま
たはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始さ
れるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていない
、または、上りリンク送信がされることを端末装置１が認知（予測）できない場合、端末
装置１は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊ－１の上りリンク送信の送信電力に基
づいてＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１の上りリンク送信の送信電力を決定し
、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１の上りリンク送信の送信電力に基づいてＳ
ｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの上りリンク送信の送信電力を決定する。ＳｅＮＢ
またはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定される前に、Ｓ
ｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレ
ームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮＢまたはＭ
ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていることを端末装置１が認知
（予測）できる場合、端末装置１は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊ－１の上り
リンク送信の送信電力に基づいてＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１の上りリン
ク送信の送信電力を決定し、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの上りリンク送信の
送信電力を決定し、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１およびサブフレームｉの
上りリンク送信の送信電力に基づいてＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの上りリン
ク送信の送信電力を決定する。
【０８４１】
　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの送信電力を保障するために、端末装置
１にＸ’が設定されて、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力が計算されて
もよい。ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉで適用されるＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸは、端
末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊ－１
の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）とＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの送信電力を
保障する予約電力Ｘ’と間の最大値の差分である。すなわち、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸは、Ｐ

ＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＳｅＮＢ（ｊ－１），Ｘ’）である。言い換えると、ＰＭｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸは、ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｘ’
）である。
【０８４２】
　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの上りリンク送信の送信電力ＰＳｅＮＢ

（ｊ）が決定後、端末装置１に余剰電力があれば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレーム
ｉで上りリンク送信がされる前にＰＭｅＮＢ（ｉ）を再計算して、余剰電力をＭｅＮＢま
たはＭＣＧの上りリンク送信に分配してもよい。
【０８４３】
　ＭｅＮＢに対する最大出力電力ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＳｅＮＢに対する最大出力電力Ｐ
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ＳｅＮＢ＿ＭＡＸの決定の一例を示す。
【０８４４】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力は、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複するＳｅＮＢまたはＳＣＧにおける上りリンク送
信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧを考慮して決定される。
【０８４５】
　具体的には、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電
力は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複し、かつ、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの
サブフレームｉにおける上りリンク送信よりも前に上りリンク送信が開始されるＳｅＮＢ
またはＳＣＧのサブフレームｊ－１における送信電力を考慮して決定される（第１のパワ
ーシェアリング）。例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉで適用されるＰＭｅ

ＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＳｅＮＢまたはＳＣＧの
サブフレームｊ－１の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）の差分である。すなわち、ＰＭｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）である。
【０８４６】
　なお、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧがＭＣＧの最低保障電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＭ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧである。
【０８４７】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮ
ＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複するＭｅＮＢまたはＭＣＧにおける上りリンク送
信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧを考慮して決定される。ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサ
ブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレー
ムｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブ
フレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク
送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにお
ける上りリンク送信が指示されていることを端末装置１が認知（予測）できるか否かによ
って計算が切り替わる。
【０８４８】
　具体的には、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電
力が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢ
またはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始
されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていな
い、または、上りリンク送信がされることを端末装置１が認知（予測）できない場合、Ｓ
ｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＭｅＮＢま
たはＭＣＧのサブフレームｉ－１およびサブフレームｉにおける送信電力を考慮して決定
される（第２のパワーシェアリング）。例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ
の送信電力を保障するために、端末装置１にＸが設定される。ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサ
ブフレームｊで適用されるＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿Ｍ

ＡＸからＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１の送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）と
ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの送信電力を保障する予約電力Ｘと間の最大値の
差分である。すなわち、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＭｅＮＢ（
ｉ－１），Ｘ）である。言い換えると、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ

－ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｘ）である。
【０８４９】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていることを端末装
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置１が認知（予測）できる場合、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリ
ンク送信の送信電力は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１およびサブフレーム
ｉにおける送信電力を考慮して決定される（第２のパワーシェアリング）。ＳｅＮＢまた
はＳＣＧのサブフレームｊで適用されるＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電
力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１の送信電力ＰＭｅＮＢ

（ｉ－１）とＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ）と間の
最大値の差分である。すなわち、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＭ

ｅＮＢ（ｉ－１），ＰＭｅＮＢ（ｉ））である。言い換えると、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、
ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ））
である。
【０８５０】
　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧがＳＣＧの最低保障電力ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＳ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧである。
【０８５１】
　ＭｅＮＢに対する最大出力電力ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＳｅＮＢに対する最大出力電力Ｐ

ＳｅＮＢ＿ＭＡＸの決定の一例を示す。
【０８５２】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力は、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複するＳｅＮＢまたはＳＣＧにおける上りリンク送
信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧを考慮して決定される。
【０８５３】
　具体的には、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電
力は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複し、かつ、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの
サブフレームｉにおける上りリンク送信よりも前に上りリンク送信が開始されるＳｅＮＢ
またはＳＣＧのサブフレームｊ－１における送信電力を考慮して決定される（第１のパワ
ーシェアリング）。例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉで適用されるＰＭｅ

ＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＳｅＮＢまたはＳＣＧの
サブフレームｊ－１の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）の差分である。すなわち、ＰＭｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）である。
【０８５４】
　なお、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧがＭＣＧの最低保障電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＭ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧである。
【０８５５】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮ
ＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複するＭｅＮＢまたはＭＣＧにおける上りリンク送
信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧを考慮して決定される。ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサ
ブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレー
ムｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブ
フレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク
送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにお
ける上りリンク送信が指示されていることを端末装置１が認知（予測）できるか否かによ
って計算が切り替わる。
【０８５６】
　具体的には、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電
力が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢ
またはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始
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されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていな
い、または、上りリンク送信がされることを端末装置１が認知（予測）できない場合、Ｓ
ｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＳｅＮＢま
たはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊに
おける上りリンク送信よりも前に上りリンク送信が開始されるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサ
ブフレームｉ－１における送信電力を考慮して決定される（第１のパワーシェアリング）
。例えば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊで適用されるＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、
端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－
１の送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）の差分である。すなわち、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、Ｐ

ＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）である。
【０８５７】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されていることを端末装
置１が認知（予測）できる場合、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリ
ンク送信の送信電力は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１およびサブフレーム
ｉにおける送信電力を考慮して決定される（第２のパワーシェアリング）。例えば、Ｍｅ
ＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの送信電力を保障するために、端末装置１にＸが設定
される。ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊで適用されるＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、端
末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１
の送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ－１）とＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの送信電力を
保障する予約電力Ｘと間の最大値の差分である。すなわち、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＰＵ

Ｅ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），Ｘ）である。言い換えると、ＰＳｅＮＢ＿

ＭＡＸは、ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｘ）であ
る。
【０８５８】
　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧがＳＣＧの最低保障電力ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＳ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧである。
【０８５９】
　この場合、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力を確保できるようにＳｅ
ＮＢまたはＳＣＧの最大出力電力を制限するため、端末装置１は、他のＣＧで重複するサ
ブフレームの送信電力を考慮して上りリンク送信が開始される順番で送信電力を計算する
。つまり、第１のパワーシェアリングと第２のパワーシェアリング共に、ＭＣＧとＳＣＧ
で交互に上りリンクの送信電力が計算される。ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の
送信電力を事前に計算せずにＳｅＮＢまたはＳＣＧの最大出力電力が決まる。
【０８６０】
　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの送信電力を保障するために、端末装置
１にＸ’が設定されて、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力が計算されて
もよい。ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉで適用されるＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸは、端
末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊ－１
の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）とＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの送信電力を
保障する予約電力Ｘ’と間の最大値の差分である。すなわち、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸは、Ｐ

ＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＳｅＮＢ（ｊ－１），Ｘ’）である。言い換えると、ＰＭｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸは、ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｘ’
）である。
【０８６１】
　ＭｅＮＢに対する最大出力電力ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＳｅＮＢに対する最大出力電力Ｐ
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ＳｅＮＢ＿ＭＡＸの決定の一例を示す。
【０８６２】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力は、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複するＳｅＮＢまたはＳＣＧにおける上りリンク送
信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧを考慮して決定される。
【０８６３】
　具体的には、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電
力は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複し、かつ、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの
サブフレームｉにおける上りリンク送信よりも前に上りリンク送信が開始されるＳｅＮＢ
またはＳＣＧのサブフレームｊ－１における送信電力を考慮して決定される（第１のパワ
ーシェアリング）。例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉで適用されるＰＭｅ

ＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＳｅＮＢまたはＳＣＧの
サブフレームｊ－１の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）の差分である。すなわち、ＰＭｅＮ

Ｂ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）である。
【０８６４】
　なお、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧがＭＣＧの最低保障電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＭ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧである。
【０８６５】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１およびサブフレームｉにおける送信電力を考慮して
決定される（第２のパワーシェアリング）。例えば、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレー
ムｉの送信電力を保障するために、端末装置１にＸが設定される。ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊで適用されるＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ

＿ＭＡＸからＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ－１の送信電力ＰＭｅＮＢ（ｉ－１
）とＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉの送信電力を保障する予約電力Ｘと間の最大
値の差分である。すなわち、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＭｅＮ

Ｂ（ｉ－１），Ｘ）である。言い換えると、ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸは、ｍｉｎ（ＰＵＥ＿Ｍ

ＡＸ－ＰＭｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｘ）である。
【０８６６】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が指示されないことを端末装置
１が認知（予測）できた場合、Ｘは０である。この場合は、第１のパワーシェアリングと
同等である。
【０８６７】
　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必要な送信電
力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧがＳＣＧの最低保障電力ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも低い場合、ＰＳ

ｅＮＢ＿ＭＡＸは、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧである。
【０８６８】
　なお、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの送信電力を保障するために、端末装置
１にＸ’が設定されて、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力が計算されて
もよい。ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉで適用されるＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸは、端
末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸからＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊ－１
の送信電力ＰＳｅＮＢ（ｊ－１）とＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊの送信電力を
保障する予約電力Ｘ’と間の最大値の差分である。すなわち、ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸは、Ｐ

ＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＳｅＮＢ（ｊ－１），Ｘ’）である。言い換えると、ＰＭｅＮ
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Ｂ＿ＭＡＸは、ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＳｅＮＢ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｘ’
）である。
【０８６９】
　優先度の高いＣＧの送信電力ＰＣＧｈｉｇｈを保障するために、優先度の低いＣＧに対
する最大出力電力ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸの制限を行う。
【０８７０】
　高優先度ＣＧに対する最大出力電力ＰＣＧｈｉｇｈ＿ＭＡＸおよび低優先度ＣＧに対す
る最大出力電力ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸの決定の一例を示す。
【０８７１】
　高優先度ＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、高優先度ＣＧの
サブフレームｊと重複し、かつ、高優先度ＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信
よりも前に上りリンク送信が開始される低優先度ＣＧのサブフレームｉ－１における送信
電力を考慮して決定される（第１のパワーシェアリング）。例えば、高優先度ＣＧのサブ
フレームｊで適用されるＰＣＧｈｉｇｈ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿

ＭＡＸから低優先度ＣＧのサブフレームｉ－１の送信電力ＰＣＧｌｏｗ（ｉ－１）の差分
である。すなわち、ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＣＧｌｏｗ（ｉ－１）
である。
【０８７２】
　低優先度ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力は、低優先度ＣＧの
サブフレームｉと重複し、かつ、低優先度ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信
よりも前に上りリンク送信が開始される高優先度ＣＧのサブフレームｊ－１における送信
電力を考慮して決定される（第１のパワーシェアリング）。例えば、低優先度ＣＧのサブ
フレームｉで適用されるＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿Ｍ

ＡＸから高優先度ＣＧのサブフレームｊ－１の送信電力ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ－１）の差分
である。すなわち、ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ－１
）である。
【０８７３】
　ここで、低優先度ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、低優先度ＣＧのサブフレームｉと重複し、かつ、低優先度ＣＧのサブフレームｉ
における上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始される高優先度ＣＧのサブフレ
ームｊにおける上りリンク送信が指示されていることを端末装置１が認知（予測）できる
場合、高優先度ＣＧのサブフレームｊ－１およびサブフレームｊにおける送信電力を考慮
して決定される（第２のパワーシェアリング）。低優先度ＣＧのサブフレームｉで適用さ
れるＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸから高優先度Ｃ
Ｇのサブフレームｊ－１の送信電力ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ－１）と高優先度ＣＧのサブフレ
ームｊの送信電力ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ）と間の最大値の差分である。すなわち、ＰＣＧｌ

ｏｗ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ－１），ＰＣＧｈｉｇｈ

（ｊ））である。
【０８７４】
　高優先度ＣＧに対する最大出力電力ＰＣＧｈｉｇｈ＿ＭＡＸおよび低優先度ＣＧに対す
る最大出力電力ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸの決定の一例を示す。
【０８７５】
　高優先度ＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力は、高優先度ＣＧの
サブフレームｊと重複し、かつ、高優先度ＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信
よりも前に上りリンク送信が開始される低優先度ＣＧのサブフレームｉ－１における送信
電力を考慮して決定される（第１のパワーシェアリング）。例えば、高優先度ＣＧのサブ
フレームｊで適用されるＰＣＧｈｉｇｈ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿

ＭＡＸから低優先度ＣＧのサブフレームｉ－１の送信電力ＰＣＧｌｏｗ（ｉ－１）の差分
である。すなわち、ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＣＧｌｏｗ（ｉ－１）
である。
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【０８７６】
　低優先度ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力は、低優先度ＣＧの
サブフレームｉと重複し、かつ、低優先度ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信
よりも前に上りリンク送信が開始される高優先度ＣＧのサブフレームｊ－１における送信
電力を考慮して決定される（第１のパワーシェアリング）。例えば、低優先度ＣＧのサブ
フレームｉで適用されるＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿Ｍ

ＡＸから高優先度ＣＧのサブフレームｊ－１の送信電力ＰＣＧｈｉｉｈ（ｊ－１）の差分
である。すなわち、ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ－１
）である。
【０８７７】
　ここで、低優先度ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、低優先度ＣＧのサブフレームｉと重複し、かつ、低優先度ＣＧのサブフレームｉ
における上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始される高優先度ＣＧのサブフレ
ームｊにおける上りリンク送信が指示されていることを端末装置１が認知（予測）できる
場合、高優先度ＣＧのサブフレームｊ－１およびサブフレームｊにおける送信電力を考慮
して決定される（第２のパワーシェアリング）。例えば、高優先度ＣＧのサブフレームｊ
の送信電力を保障するために、端末装置１にＸが設定される。低優先度ＣＧのサブフレー
ムｉで適用されるＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸか
ら高優先度ＣＧのサブフレームｊ－１の送信電力ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ－１）と高優先度Ｃ
Ｇのサブフレームｊの送信電力を保障する予約電力Ｘと間の最大値の差分である。すなわ
ち、ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸは、ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ｍａｘ（ＰＣＧｈｉｇｈ（ｊ－１），Ｘ
）である。言い換えると、Ｐｌｏｗ＿ＭＡＸは、ｍｉｎ（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－ＰＣＧｈｉｇ

ｈ（ｉ－１），ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｘ）である。
【０８７８】
　高優先度ＣＧに対する最大出力電力ＰＣＧｈｉｇｈ＿ＭＡＸおよび低優先度ＣＧに対す
る最大出力電力ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸの決定の一例を示す。
【０８７９】
　ＭＣＧの上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧがＭｅＮＢまたはＭＣＧの
最低限保障電力ＰＭｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも高い（Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧ＞ＰＭｅＮＢ＿ｇｕ

ａｒ）、かつ、ＳＣＧの上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧがＳｅＮＢま
たはＳＣＧの最低限保障電力ＰＳｅＮＢ＿ｇｕａｒよりも高い（Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧ＞ＰＳ

ｅＮＢ＿ｇｕａｒ）場合、優先度の高いＣＧに多くの電力が割り当てられる。例えば、端
末装置１は、ＰＣＧｈｉｇｈ＿ＭＡＸに端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸと低優
先度ＣＧの最低限保障電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧの差分（ＰＵＥ＿ＭＡＸ－Ｐｒｅｑ＿ＣＧｌ

ｏｗ）をセットし、ＰＣＧｌｏｗ＿ＭＡＸにＰｒｅｑ＿ＣＧｌｏｗをセットする。
【０８８０】
　なお、上記のＭｅＮＢに対する最大出力電力ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸとＳｅＮＢに対する最
大出力電力ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸの決定の一例は、少なくともＭＣＧの上りリンク送信に必
要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧとＳＣＧの上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿Ｓ

ＣＧの合計が端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸを超えた場合に行われる。ＭＣＧ
の上りリンク送信に必要な送信電力Ｐｒｅｑ＿ＭＣＧとＳＣＧの上りリンク送信に必要な
送信電力Ｐｒｅｑ＿ＳＣＧの合計が端末装置１の最大出力電力ＰＵＥ＿ＭＡＸを超えなか
った場合は、ＭｅＮＢに対する最大出力電力ＰＭｅＮＢ＿ＭＡＸおよびＳｅＮＢに対する
最大出力電力ＰＳｅＮＢ＿ＭＡＸを決定しなくてもよい。
【０８８１】
　以下では、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力を保障する予約電力Ｘの
設定の詳細を示す。
【０８８２】
　Ｘは上位層パラメータにより設定されてもよい。Ｘは、デュアルコネクティビティの設
定情報に含まれて設定されてもよい。
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【０８８３】
　Ｘは、予め設定されてもよい。
【０８８４】
　Ｘは、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンクチャネルまたは上りリンク参照信号
の種類によって個別に設定されてもよい。例えば、Ｘは、ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵ
ＳＣＨ、ＳＲＳによって異なる値が設定されてもよい。この場合、Ｘの値の大きさは、Ｐ
ＲＡＣＨ＞ＰＵＣＣＨ＞ＰＵＳＣＨ＞ＳＲＳとなるように設定されることが好ましい。ま
た、Ｘは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンクチャネルの種類が
、ＵＣＩを伴うＰＵＳＣＨとＵＣＩを伴わないＰＵＳＣＨで異なる値が設定されてもよい
。この場合、Ｘの値の大きさは、ＵＣＩを伴うＰＵＳＣＨ＞ＵＣＩを伴わないＰＵＳＣＨ
となるように設定されることが好ましい。また、Ｘは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレ
ームｉにおける上りリンク参照信号の種類が、周期的ＳＲＳ（トリガータイプ０ＳＲＳ）
と非周期的ＳＲＳ（トリガータイプ１ＳＲＳ）で異なる値が設定されてもよい。
【０８８５】
　Ｘは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに所属するサービングセルに対して個別に設定されてもよ
い。具体的には、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに所属するプライマリーセルとセカンダリーセル
で異なるＸの値が設定されてもよい。この場合、プライマリーセル＞セカンダリーセルで
あることが好ましい。サービングセルに対して個別に設定される場合、上りリンク送信が
発生するサービングセルに設定されたＸの値が適用される。複数のサービングセルで上り
リンク送信が発生した場合は、サービングセルのインデックスが最も小さいサービングセ
ルに設定されたＸの値が適用される。更に、Ｘは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧに所属するサー
ビングセルの上りリンク送信の頻度によって個別に設定されてもよい。具体的には、Ｍｅ
ＮＢまたはＭＣＧに所属する少なくとも一つのセルがＴＤＤセルである場合に、Ｘは、Ｔ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定または上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって個別に設定されても
よい。例えば、ｅＩＭＴＡが設定されたＴＤＤセルにおいて、Ｌ１シグナリングで設定さ
れる可能性があるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定ごとにＸの値が設定されてもよい。この場合、
Ｘは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンクサブフレームの数が少ない程、大きな値が設定
されることが好ましい。
【０８８６】
　Ｘの値は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力
が決定される前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢま
たはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始さ
れるＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力が決定す
ることができる場合、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の
送信電力であってもよい。更に、Ｘの値は、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにお
ける上りリンク送信の送信電力に、上位層から設定された上りリンク送信を保証する値を
加えてもよい。
【０８８７】
　Ｘは、上りリンク送信で用いられるリソースブロック（帯域幅）に依存して値が変更さ
れてもよい。この場合、上りリンク送信で用いられるリソースブロックの数が多い程、Ｘ
の値が大きく設定されることが好ましい。
【０８８８】
　なお、上記のＸの設定は、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの上りリンク送信の送信電力を保障す
るＸ’の設定にも同様に適用してもよい。
【０８８９】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧの送信電力を決定する前にＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送
信の発生を予測できる場合、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの送信電力にＭｅＮＢまたはＭＣＧの
上りリンク送信を考慮することができる。例えば、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの送信電力の決
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定に４サブフレームの時間が必要であるとすれば、４サブフレームよりも先にＭｅＮＢま
たはＭＣＧの上りリンク送信の発生が確定することで、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの送信電力
の計算にＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信を考慮させることができる。以下では、
ＳｅＮＢまたはＳＣＧの送信電力を決定する前にＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信
の発生を予測可能な場合の一例を列挙する。
【０８９０】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０８９１】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上
りリンク送信の指示が、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信
の指示の受信より前のタイミングで受信した場合である。
【０８９２】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０８９３】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、周期的に送信される設定によってＭｅＮＢまたはＭ
ＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の指示がされた場合である。周期的に送信
される設定による上りリンク送信とは、例えば、セミパーシステントスケジューリングに
よるＰＵＳＣＨの送信、周期的ＣＱＩまたはＳＲを伴うＰＵＣＣＨの送信、トリガータイ
プ０によるＳＲＳの送信、などである。
【０８９４】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０８９５】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉを含んだ連
続する複数のサブフレームにおける上りリンク送信の指示がされた場合である。例えば、
ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉを含んだ連続する複数のサブフレームにおける上
りリンク送信とは、サブフレームバンドリングによるＰＵＳＣＨの送信、上りリンク送信
の繰返し再送が設定された場合、などである。上りリンク送信の繰返し再送が設定される
場合は、例えば、低コストＭＴＣ（Machine Type Communication）を行う場合であり、ｅ
－ＨＡＲＱ－Ｐａｔｔｅｒｎが設定された場合である。
【０８９６】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
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【０８９７】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおけるＰ
ＵＳＣＨの送信を指示する上りリンク送信のグラント（上りリンクグラント）が受信され
るサブフレームｉ－ｋにおいて、ｋが４よりも大きい場合である。言い換えると、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのＰＵＳＣＨは、上りリンクグラントを受信したサブフレームから４サブ
フレームよりも後のサブフレームで送信される場合である。上りリンクグラントを受信し
たサブフレームから４サブフレームに対して上りリンクの送信が指示される場合、ＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できないため、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力を考慮しな
い、または、予約電力として考慮する。上りリンクグラントを受信したサブフレームから
４サブフレームよりも後のサブフレームに対して上りリンクの送信が指示される場合、Ｍ
ｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１
が認知（予測）できるため、ＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力を考慮す
る。
【０８９８】
　具体的には、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのＴＤＤセルにおいて、端末装置１にＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ設定または上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に０、１が設定され、サブフレーム１ま
たは６において上りリンクグラントを受信した場合、端末装置１にＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設
定または上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に６が設定され、サブフレームｉ－ｋにおいて上
りリンクグラントを受信した場合、または、端末装置１にＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定または
上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に０が設定され、上りリンクグラントの中に含まれるＵＬ
インデックスの最下位ビット（ＬＳＢ）が１であった場合である。
【０８９９】
　具体的には、１つの上りリンクグラントによって２つ以上の上りリンクサブフレームに
対するＰＵＳＣＨの送信が指示され、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉが２つ目以
降の上りリンクサブフレームである場合である。言い換えると、１つ目の上りリンクサブ
フレームは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされるこ
とを端末装置１が認知（予測）できないため、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの上りリンク送信の
送信電力にＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力を考慮しない、または、予
約電力として考慮する。２つ目以降の上りリンクサブフレームは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧ
のサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認知（予測）でき
るため、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの上りリンク送信の送信電力にＭｅＮＢまたはＭＣＧの上
りリンク送信の送信電力を考慮する。
【０９００】
　具体的には、上りリンクグラントに含まれる情報に基づいてｋの値が決定され、上りリ
ンクグラントを受信したサブフレームから４サブフレームよりも後のサブフレームに対し
て上りリンクの送信が指示される場合である。
【０９０１】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９０２】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉよりも前の
サブフレームでＰＵＳＣＨの送信が指示されて、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ
においてもサブフレームバンドリング（ＴＴＩバンドリング）によって前記ＰＵＳＣＨが
連続で送信される場合である。一方で、サブフレームバンドリング（ＴＴＩバンドリング
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）によってＰＵＳＣＨが送信される先頭のサブフレームは、上りリンク送信がされること
を端末装置１が認知（予測）できないため、ＳｅＮＢまたはＳＣＧの上りリンク送信の送
信電力にＭｅＮＢまたはＭＣＧの上りリンク送信の送信電力を考慮しない、または、予約
電力として考慮する。
【０９０３】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９０４】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおいてセ
ミパーシステントスケジューリング（準永続的スケジューリング、ＳＰＳ）によるＰＵＳ
ＣＨの送信が設定され、サブフレームｉから４サブフレームより前でＳＰＳアクティベー
ションされた場合である。
【０９０５】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９０６】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおけるＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫを伴うＰＵＣＣＨが送信され、ＨＡＲＱ－ＡＣＫに対応するＰＤＳＣＨが
受信されたサブフレームｉ－ｋにおいて、少なくとも１つのｋが４よりも大きい場合であ
る。言い換えると、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのＨＡＲＱ－ＡＣＫを伴うＰＵＣＣＨは、少な
くとも１つのＨＡＲＱ－ＡＣＫに対応するＰＤＳＣＨを受信したサブフレームから４サブ
フレームよりも後のサブフレームで送信される場合である。
【０９０７】
　具体的には、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのＴＤＤプライマリーセルにおいて、下りリンク関
連セットで定義されるｋが４よりも大きいサブフレームでＰＤＳＣＨを受信した場合であ
る。
【０９０８】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９０９】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、サブフレームｉで周期的ＣＱＩを伴うＰＵＣＣＨの
送信が設定された場合である。
【０９１０】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
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【０９１１】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、サブフレームｉでＳＲを伴うＰＵＣＣＨの送信が設
定された場合である。
【０９１２】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９１３】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、サブフレームｉで周期的ＳＲＳ（トリガータイプ０
ＳＲＳ）の送信が設定された場合である。
【０９１４】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９１５】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、サブフレームｉで非周期的ＳＲＳ（トリガータイプ
１ＳＲＳ）の送信が設定され、サブフレームｉから４サブフレームよりも前に非周期的Ｓ
ＲＳ（トリガータイプ１ＳＲＳ）の送信がＤＣＩによってトリガされた場合である。
【０９１６】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９１７】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上
りリンク送信を指示する上りリンクグラントに、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉ
における上りリンク送信がされることを通知する情報によって、サブフレームｉにおける
上りリンク送信がされると通知された場合である。
【０９１８】
　ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信の送信電力が決定され
る前に、ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊと重複し、かつ、ＳｅＮＢまたはＳＣＧ
のサブフレームｊにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始されるＭｅＮ
ＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装置１が認
知（予測）できる場合の一例を示す。
【０９１９】
　ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信がされることを端末装
置１が認知（予測）できる場合とは、４サブフレーム以内で送信電力の計算を完了させる
高い処理能力を有し、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信が
されることを端末装置１が認知（予測）できる能力を有する場合である。この場合、端末
装置１は基地局装置３にＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信
がされることを端末装置１が認知（予測）できる能力に関する情報（ケイパビリティ）を
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通知してもよい。
【０９２０】
　なお、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信の送信電力が決
定される前に、ＭｅＮＢまたはＭＣＧのサブフレームｉと重複し、かつ、ＭｅＮＢまたは
ＭＣＧのサブフレームｉにおける上りリンク送信よりも後に上りリンク送信が開始される
ＳｅＮＢまたはＳＣＧのサブフレームｊにおける上りリンク送信がされることを端末装置
１が認知（予測）できる場合も、上記の一例が同様に条件となる。
【０９２１】
　以下では、ＤＲＳ（検出参照信号）の別の詳細を説明する。
【０９２２】
　ＤＲＳは、少なくともＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＲＳを含む。さらに、ＤＲＳは、ＣＳＩ
－ＲＳを含むことができる。以下の説明において、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳおよびＣＳＩ
－ＲＳは、ＤＲＳに含まれる信号（ＤＲＳとして設定される信号）として説明される。す
なわち、端末装置１の観点から、ＤＲＳに含まれるＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳおよびＣＳＩ
－ＲＳは、従来のＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳおよびＣＳＩ－ＲＳとは異なる信号として見な
すことができる。
【０９２３】
　端末装置１はＤＲＳにＣＳＩ－ＲＳを含むことが上位レイヤーで設定される場合、端末
装置１はＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱ測定のためにそのＣＳＩ－ＲＳを想定する。端
末装置１は、ＤＲＳに基づくＲＳＲＰおよび／またはＲＳＲＱの測定において、そのＤＲ
Ｓの信号だけを想定する。なお、ＤＲＳにおけるＣＳＩ－ＲＳの設定は、ＤＲＳにおける
リソースエレメントの設定と見なすことができる。
【０９２４】
　端末装置１は、周波数ごとに、１つのＤＲＳ測定タイミング設定が設定される。ＤＲＳ
測定タイミング設定は、端末装置１がその周波数上のセルにおいてＤＲＳを測定するタイ
ミングに関する設定である。ＤＲＳ測定タイミング設定は、基地局装置３から上位レイヤ
ーのシグナリングを通じて、端末装置１に固有の情報または基地局装置３に固有の情報と
して設定される。ＤＲＳ測定タイミング設定は、ＤＲＳを測定するための帯域幅、ＤＲＳ
を測定するための継続期間である測定期間、その測定期間の間隔、および／またはその測
定期間の参照となるタイミングとのオフセットを含む。例えば、測定期間は、１サブフレ
ームから５サブフレームまでのいずれかである。測定期間の間隔は、４０、８０または１
６０サブフレームのいずれかである。オフセットは、測定期間の間隔がＮサブフレームの
場合、０からＮ－１サブフレームのいずれかである。
【０９２５】
　端末装置１が所定の周波数でＤＲＳに基づく測定のみが設定され、その周波数上のアク
ティブな（活性化された）サービングセルが設定されない場合（つまり、その周波数上の
サービングセルがアクティブでない場合）、その端末装置１は、ＤＲＳ測定タイミング設
定の測定間隔において、ＤＲＳ以外の信号またはチャネルが存在しないと想定する。
【０９２６】
　ＤＲＳにおいて、ＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＲＳのスクランブルＩＤは物理セルＩＤであ
り、ＣＳＩ－ＲＳのスクランブルＩＤは物理セルＩＤとは異なってもよい。スクランブル
ＩＤは、その信号に用いられる系列（スクランブル系列）を生成するためのパラメータで
ある。ＤＲＳは、下りリンクサブフレーム、または、スペシャルサブフレームの下りリン
ク領域（ＤｗＰＴＳ領域）のみで送信できる。
【０９２７】
　端末装置１は、ＤＲＳに基づくＲＳＲＰ、ＤＲＳに基づくＲＳＲＱ、関連する物理セル
ＩＤ、および／または送信ポイントＩＤを報告する。送信ポイントＩＤは、送信ポイント
を識別するための情報である。送信ポイントＩＤは、ＣＳＩ－ＲＳの設定（ＲＢペアに対
するリソースエレメントのマッピングに関する設定）、スクランブルＩＤ、ＳＳＳまたは
ＰＳＳに対するＣＳＩ－ＲＳのサブフレームオフセット、測定間隔に対するＣＳＩ－ＲＳ
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のサブフレームオフセット、スクランブル系列、および／または、スクランブルＩＤなど
に基づいて与えられる。
【０９２８】
　ＤＲＳに基づく測定において、端末装置１はあるセルにおけるＤＲＳを想定する。ＤＲ
Ｓのそれぞれは、１つのＰＳＳ、１つのＳＳＳ、所定のアンテナポートのＣＲＳを少なく
とも含んで構成され、さらに１つのＣＳＩ－ＲＳを含んで構成できる。そのため、ＤＲＳ
に含まれるＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳは、ＤＲＳに加えて、Ｄ
ＲＳに関する設定、ＤＲＳインスタンスまたはDRS occasionと呼称することができる。ま
た、ＤＲＳに含まれる信号は、同じサブフレームまたは異なるサブフレームで送信される
。また、端末装置１は１つ以上のＤＲＳを設定される。なお、ＤＲＳは、ＤＲＳに基づく
測定（ＲＳＲＰまたはＲＳＲＱ）として用いられるＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳを示しても
よい。なお、ＤＲＳは、ＤＲＳ測定タイミング設定における測定期間を示してもよい。
【０９２９】
　ＤＲＳは、１つのＰＳＳおよびＳＳＳを含んで構成される。ＤＲＳは、少なくともＰＳ
Ｓおよび／またはＳＳＳと同じサブフレームで送信されるＣＲＳを含んで構成される。Ｄ
ＲＳは、１つのＣＳＩ－ＲＳを含んで構成される。
【０９３０】
　なお、ＤＲＳは、複数のＣＳＩ－ＲＳを含んで構成されてもよい。ＤＲＳが複数のＣＳ
Ｉ－ＲＳを含んで構成される場合、それらのＣＳＩ－ＲＳは、同じサブフレームのみに配
置される。ＤＲＳが複数のＣＳＩ－ＲＳを含んで構成される場合、それらのＣＳＩ－ＲＳ
は、異なるサブフレームに配置できる。ＤＲＳが複数のＣＳＩ－ＲＳを含んで構成される
場合、それらのＣＳＩ－ＲＳの系列は、独立に設定されるスクランブルＩＤに基づいて与
えられる。ＤＲＳが複数のＣＳＩ－ＲＳを含んで構成される場合、それらのＣＳＩ－ＲＳ
の系列は、同一のスクランブルＩＤに基づいて与えられる。
【０９３１】
　ＤＲＳが複数のＣＳＩ－ＲＳを含んで構成される場合、それらのＣＳＩ－ＲＳは同じ送
信ポイント（セル）から送信されることを想定して、ＤＲＳに基づく測定を行うことがで
きる。すなわち、ＤＲＳに含まれる信号は、準同一位置（Quasi-co-location）から送信
されていると想定する。ＤＲＳは、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定およびレポートを行う単位と
見なすことができる。これにより、ＤＲＳに基づく測定の精度が向上する。
【０９３２】
　ＤＲＳが複数のＣＳＩ－ＲＳを含んで構成される場合、それらのＣＳＩ－ＲＳはそれぞ
れ異なる送信ポイント（セル）から送信されることを想定して、ＤＲＳに基づく測定を行
うことができる。すなわち、１つのＤＲＳに含まれるＣＳＩ－ＲＳのそれぞれは、準同一
位置（Quasi-co-localtion）から送信されていると想定しない。１つのＤＲＳは、複数の
送信ポイントに対するＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定およびレポートを行うことができる。それ
らのＣＳＩ－ＲＳは、そのＤＲＳに含まれるＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＲＳを共通に用いる
。これにより、１つのＤＲＳが、複数の送信ポイントに対する設定を行うことができるの
で、情報量の削減ができる。
【０９３３】
　ＤＲＳは、連続する所定数のサブフレームで構成される。その所定数は、ＤＲＳ測定タ
イミング設定における測定期間と同じとすることができる。その所定数は、ＤＲＳ測定タ
イミング設定における測定期間とは独立に設定されてもよい。その所定数は、その測定期
間以下の値であることが好ましい。ＤＲＳが構成されるサブフレーム（つまり、その連続
する所定数のサブフレーム）において、ＤＲＳが配置されないサブフレームがあってもよ
い。ＤＲＳが構成されるサブフレーム（つまり、その連続する所定数のサブフレーム）の
全てにおいて、ＤＲＳの一部または全部が配置されてもよい。
【０９３４】
　ＤＲＳは所定数のサブフレーム間隔で送信される。所定数のサブフレーム間隔は、ＤＲ
Ｓ測定タイミング設定における測定期間の間隔と同じとすることができる。所定数のサブ
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フレーム間隔は、ＤＲＳ測定タイミング設定における測定期間の間隔とは独立に設定され
てもよい。
【０９３５】
　ＤＲＳは、ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを含んで構成される。ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの設
定は、所定数のビットマップ情報である。ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの設定の各ビットは、
１つのＲＢペアにおいて、ＣＳＩ－ＲＳがマッピングされるリソースエレメントに対応す
る。すなわち、ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの設定の各ビットは、対応するリソースエレメン
トがゼロパワーＣＳＩ－ＲＳとして設定されるかどうかを示す。ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ
の設定の各ビットは、４つのアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳの設定により示されるＣＳＩ
－ＲＳに対応する。端末装置１は、ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳとして設定されるリソースエ
レメントが、何も送信されないリソースエレメントであると想定してもよい。
【０９３６】
　ＤＲＳの設定は、１つのＤＲＳにおけるゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの設定が設定される。
ＤＲＳにおけるゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの設定は、測定期間として設定される全てのサブ
フレームに適用される。また、ＤＲＳにおけるゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの設定は、測定期
間として設定されるサブフレームのそれぞれに独立に設定してもよい。
【０９３７】
　ＤＲＳは、所定数のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳが設定されるてもよい。すなわち、
ＤＲＳは、１以上のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳが設定される。これにより、ＤＲＳに
基づく測定の精度が向上する。なお、その所定数は、予め固定された値でもよい。
【０９３８】
　ＤＲＳ内のＣＳＩ－ＲＳの設定において、端末装置１はその対応するＣＳＩ－ＲＳが１
つのサブフレームで送信されると想定することができる。なお、ＤＲＳ内のＣＳＩ－ＲＳ
の設定において、端末装置１はその対応するＣＳＩ－ＲＳが１つ以上のサブフレームで送
信されると想定してもよい。その場合、そのＣＳＩ－ＲＳは、測定期間として設定される
サブフレームの一部または全部であることが好ましい。
【０９３９】
　端末装置１は、ＤＲＳが配置される全てのサブフレームに、少なくともアンテナポート
０のＣＲＳが送信されていると想定してもよい。また、端末装置１は、測定期間として設
定される全てのサブフレームに、少なくともアンテナポート０のＣＲＳが送信されている
と想定してもよい。
【０９４０】
　既に説明したように、ＤＲＳに含まれる信号は、同じサブフレームまたは異なるサブフ
レームで送信される。
【０９４１】
　サービングセルがＦＤＤである場合のＤＲＳが送信されるサブフレームは以下の通りで
ある。少なくともＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＲＳは、同じサブフレームで送信される。ＣＳ
Ｉ－ＲＳは、ＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＲＳが送信されるサブフレームと同じサブフレーム
または異なるサブフレームで送信される。そのため、ＣＳＩ－ＲＳが送信されるサブフレ
ームとＳＳＳ（ＰＳＳまたはＣＲＳでもよい）が送信されるサブフレームとの相対サブフ
レームオフセット（相対関係）が設定される。
【０９４２】
　サービングセルがＴＤＤである場合のＤＲＳが送信されるサブフレームは以下の通りで
ある。ＰＳＳおよびＳＳＳは異なるサブフレームで送信されるが、ＰＳＳが送信されるサ
ブフレームとＳＳＳが送信されるサブフレームとの相対関係は予め規定される。ＣＲＳは
、ＰＳＳが送信されるサブフレームおよび／またはＳＳＳが送信されるサブフレームで送
信される。ＣＳＩ－ＲＳは、ＰＳＳ、ＳＳＳおよびＣＲＳが送信されるサブフレームと同
じサブフレームまたは異なるサブフレームで送信される。そのため、ＣＳＩ－ＲＳが送信
されるサブフレームとＳＳＳ（ＰＳＳまたはＣＲＳでもよい）が送信されるサブフレーム
との相対サブフレームオフセットが設定される。
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【０９４３】
　以下では、ＣＳＩ－ＲＳが送信されるサブフレームとＳＳＳ（ＰＳＳまたはＣＲＳでも
よい）が送信されるサブフレームとの相対サブフレームオフセットの詳細を説明する。以
下の説明において、Ｎ個の連続するサブフレームである測定期間において、ＳＳＳが測定
期間の最初のサブフレームに対してＺ番目のサブフレームに配置される場合を考える。た
だし、Ｚは１以上Ｎ以下の整数である。
【０９４４】
　相対サブフレームオフセットは、ＤＲＳの設定に含まれる。複数のＣＳＩ－ＲＳが設定
される場合、それぞれのＣＳＩ－ＲＳに対して相対サブフレームオフセットが独立に設定
される。なお、複数のＣＳＩ－ＲＳが設定される場合でも、１つの相対サブフレームオフ
セットが設定され、それぞれのＣＳＩ－ＲＳに対して共通に用いられてもよい。
【０９４５】
　ＤＲＳに基づく測定にＣＲＳを用いる場合（ＤＲＳにＣＳＩ－ＲＳが含まれない場合）
、端末装置１は、ＳＳＳがＤＲＳ測定タイミング設定における測定期間（ＤＲＳインスタ
ンス）内の任意のサブフレームに配置されると想定する。端末装置１は、ＳＳＳが配置さ
れるサブフレーム内のＣＲＳに基づいてＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定を行う。すなわち、相対
サブフレームオフセットはゼロであると想定される。
【０９４６】
　ＤＲＳに基づく測定にＣＳＩ－ＲＳを用いる場合（ＤＲＳにＣＳＩ－ＲＳが含まれる場
合）、端末装置１は、ＳＳＳがＤＲＳ測定タイミング設定における測定期間内の配置に関
して、様々な方法を想定できる。
【０９４７】
　ＳＳＳの配置に関する第１の方法において、端末装置１は、ＳＳＳがＤＲＳ測定タイミ
ング設定における測定期間内において、予め規定されたサブフレームに配置されると想定
する。例えば、ＳＳＳの配置に関する第１の方法において、予め規定されたサブフレーム
は、ＦＤＤセルでは測定期間内の最初のサブフレームであり、ＴＤＤセルでは測定期間内
の２番目のサブフレームである。
【０９４８】
　ＳＳＳの配置に関する第２の方法において、端末装置１は、ＳＳＳがＤＲＳ測定タイミ
ング設定における測定期間内において、上位レイヤーで設定されるサブフレームに配置さ
れると想定する。ＳＳＳの配置に関する第２の方法において、ＳＳＳが配置されるサブフ
レームは、測定期間内の最初のサブフレームを基準としたサブフレームのオフセットを用
いて、ＤＲＳに固有の情報として設定される。
【０９４９】
　ＳＳＳの配置に関する第３の方法において、端末装置１は、ＳＳＳがＤＲＳ測定タイミ
ング設定における測定期間内において、任意のサブフレームに配置されると想定する。
【０９５０】
　ＤＲＳに基づく測定にＣＳＩ－ＲＳを用いる場合（ＤＲＳにＣＳＩ－ＲＳが含まれる場
合）、端末装置１は、ＣＳＩ－ＲＳのＳＳＳに対する相対サブフレームオフセットに関し
て、様々な方法を想定できる。なお、以下の説明において、相対サブフレームオフセット
がゼロであれば、ＣＳＩ－ＲＳとＳＳＳは同じサブフレームに配置されることを示す。相
対サブフレームオフセットが正の整数であれば、ＣＳＩ－ＲＳはＳＳＳが配置されるサブ
フレームより後のサブフレームに配置されることを示す。相対サブフレームオフセットが
負の整数であれば、ＣＳＩ－ＲＳはＳＳＳが配置されるサブフレームより前のサブフレー
ム配置されることを示す。
【０９５１】
　相対サブフレームオフセットに関する第１の方法において、端末装置１は、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが予め規定された相対サブフレームオフセットにより指定されるサブフレームに配置さ
れると想定する。例えば、相対サブフレームオフセットはゼロであると想定される。相対
サブフレームオフセットに関する第１の方法において、端末装置１は、ＣＳＩ－ＲＳがＳ
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ＳＳと同じサブフレームに配置されると想定する。すなわち、測定期間内において、ＣＳ
Ｉ－ＲＳが配置されるサブフレームは、ＳＳＳが配置されるサブフレームのみによって決
まる。これにより、基地局装置３は、端末装置１に対して、相対サブフレームオフセット
を設定する必要がなくなるため、基地局装置３および端末装置１の処理が軽減する。
【０９５２】
　相対サブフレームオフセットに関する第２の方法において、端末装置１は、測定期間内
において、ＣＳＩ－ＲＳが上位レイヤーのシグナリングを通じて設定される相対サブフレ
ームオフセットにより指定されるサブフレームに配置されると想定する。ＣＳＩ－ＲＳは
、測定期間以内の任意のサブフレームに配置されうる。ＳＳＳがＺ番目のサブフレームに
配置される場合、相対サブフレームオフセットの取りうる値は、－Ｚ＋１以上Ｎ－Ｚ以下
の整数である。すなわち、測定期間内において、ＣＳＩ－ＲＳが配置されるサブフレーム
は、ＳＳＳが配置されるサブフレームと、設定される相対サブフレームオフセットとによ
って決まる。これにより、基地局装置３は、端末装置１に対して、ＳＳＳが配置されるサ
ブフレームとＣＳＩ－ＲＳが配置されるサブフレームとを効率的に設定することができる
。
【０９５３】
　相対サブフレームオフセットに関する第３の方法において、端末装置１は、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓが上位レイヤーのシグナリングを通じて設定される相対サブフレームオフセットにより
指定されるサブフレームに配置されると想定する。また、ＣＳＩ－ＲＳは、測定期間内に
おいて、ＳＳＳが配置されるサブフレーム以降のサブフレームに配置される。つまり、Ｃ
ＳＩ－ＲＳは、測定期間内において、ＳＳＳが配置されるサブフレームより前のサブフレ
ームに配置されない。ＳＳＳがＺ番目のサブフレームに配置される場合、相対サブフレー
ムオフセットの取りうる値は、０以上Ｎ－Ｚ以下の整数である。測定期間内において、Ｃ
ＳＩ－ＲＳが配置されるサブフレームは、ＳＳＳが配置されるサブフレームと、設定され
る相対サブフレームオフセットとによって決まる。ＣＳＩ－ＲＳは、ＳＳＳが配置される
サブフレーム以降のサブフレームに配置される。これにより、基地局装置３は、端末装置
１に対して、ＳＳＳが配置されるサブフレームとＣＳＩ－ＲＳが配置されるサブフレーム
とを効率的に設定することができる。ＣＳＩ－ＲＳはＳＳＳが配置されるサブフレーム以
降のサブフレームに配置されるため、端末装置１はＣＳＩ－ＲＳを検出するために、ＳＳ
Ｓに基づく周波数同期を得る前のサブフレームを保持する必要が無くなる。
【０９５４】
　以上で説明した方法において、相対サブフレームオフセットの取りうる値は、サービン
グセルの設定、ＤＲＳの設定などに応じて異なってもよい。例えば、ＳＳＳが配置され得
るサブフレームがＴＤＤセルとＦＤＤセルとで異なる場合、相対サブフレームオフセット
の取りうる値はＴＤＤセルとＦＤＤセルとで異なる。また、例えば、ＳＳＳが測定期間以
内の任意のサブフレームに配置される場合、相対サブフレームオフセットの取りうる値は
、ＳＳＳが配置されるサブフレームに応じて決まる。
【０９５５】
　以下では、基地局装置３が端末装置１に対する相対サブフレームオフセットの設定の詳
細を説明する。
【０９５６】
　相対サブフレームオフセットの設定の一例において、基地局装置３は端末装置１に上位
レイヤーを通じて、相対サブフレームオフセットを直接設定する。これにより、端末装置
１は、設定された相対サブフレームオフセットをそのまま用いることができるため、端末
装置１の処理が軽減する。
【０９５７】
　相対サブフレームオフセットの設定の一例において、相対サブフレームオフセットを設
定するためのテーブルが用いられる。相対サブフレームオフセットを設定するためのテー
ブルは、相対サブフレームオフセットと、それに対応するインデックスとを含む。基地局
装置３は端末装置１に上位レイヤーを通じてインデックスを通知し、端末装置１がテーブ
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ルとインデックスとを用いることにより、相対サブフレームオフセットが設定される。そ
のインデックスは、相対サブフレームオフセットを設定するための情報と見なすことがで
きる。例えば、テーブルにおいて、インデックスの取りうる値は０以上４以下の整数であ
り、そのインデックスに対応する相対サブフレームオフセットの取りうる値は－Ｚ＋１以
上Ｎ－Ｚ以下の整数である。さらに、テーブルにおけるインデックスは、ＦＤＤセルとＴ
ＤＤセルとで異なる相対サブフレームオフセットに対応することができる。相対サブフレ
ームオフセットを設定するためのテーブルは、さらに、ＤＲＳに関する設定、測定期間に
関する設定、測定期間におけるＳＳＳが配置されるサブフレームに関する設定、ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームに関する設定、ＴＤＤセルにおける上りリンク／下りリンク設定、および
／または、サービングセルのフレーム構成タイプ（つまり、ＦＤＤまたはＴＤＤ）などに
基づいて個別に規定することができる。これにより、サービングセルの設定および／また
はＤＲＳに関する設定などによらず、相対サブフレームオフセットを設定するための上位
レイヤーの情報は同じにすることができるため、その制御および通知に対する負荷が軽減
する。
【０９５８】
　相対サブフレームオフセットの設定の一例において、相対サブフレームオフセットを設
定するための数式が用いられる。相対サブフレームオフセットを設定するための数式は、
上位レイヤーから設定されるパラメータに基づいて、相対サブフレームオフセットを算出
するために用いられる。そのパラメータは、相対サブフレームオフセットに関するパラメ
ータと見なすことができる。相対サブフレームオフセットを設定するための数式は、少な
くとも上位レイヤーから設定されるパラメータを含む。相対サブフレームオフセットを設
定するための数式は、さらに、ＤＲＳに関するパラメータ、測定期間に関するパラメータ
、測定期間におけるＳＳＳが配置されるサブフレームに関するパラメータ、ＭＢＳＦＮサ
ブフレームに関するパラメータ、ＴＤＤセルにおける上りリンク／下りリンク設定に関す
るパラメータ、および／または、サービングセルのフレーム構成タイプ（つまり、ＦＤＤ
またはＴＤＤ）に関するパラメータなどを含むことができる。すなわち、相対サブフレー
ムオフセットは、相対サブフレームオフセットを設定するための数式に含まれるパラメー
タに基づいて決まる。これにより、サービングセルの設定および／またはＤＲＳに関する
設定などによらず、相対サブフレームオフセットを設定するための上位レイヤーの情報は
同じにすることができるため、その制御および通知に対する負荷が軽減する。
【０９５９】
　また、相対サブフレームオフセットを設定するための数式の一例は、上位レイヤーから
設定されるパラメータ（Ｓ）と、測定期間におけるＳＳＳが配置されるサブフレームの位
置を示す値（Ｚ）と、測定期間を構成するサブフレーム数（Ｎ）とを含んで構成される。
Ｓは、０以上Ｎ未満の整数である。例えば、相対サブフレームオフセットは、ＳとＺとを
加算した値をＮで除した余りに基づいて決まる。これにより、測定期間におけるＳＳＳが
配置されるサブフレームの位置によらず、相対サブフレームオフセットを設定するための
上位レイヤーの情報は同じにすることができるため、その制御および通知に対する負荷が
軽減する。
【０９６０】
　既に説明したように、基地局装置３は、端末装置１に対して、１つ以上のＤＲＳを設定
できる。端末装置１は、設定されたＤＲＳに基づいて、ＤＲＳ（送信ポイント、セル）の
モニタリング、検出、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱレポートなどを行う
。
【０９６１】
　ＤＲＳの設定は、上位レイヤー（ＲＲＣ）のシグナリングを通じて行われる。ＤＲＳの
設定は、ＤＲＳに関するアシスタント情報と見なすことができる。ＤＲＳに関するアシス
タント情報は、複数のＤＲＳに共通の設定として用いられるアシスタント情報と、それぞ
れのＤＲＳに固有の設定として用いられるアシスタント情報とがある。
【０９６２】
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　例えば、複数のＤＲＳに共通の設定として用いられるアシスタント情報は、ＤＲＳ測定
タイミング設定に関する情報を含む。すなわち、複数のＤＲＳに共通の設定として用いら
れるアシスタント情報は、ＤＲＳを測定するための帯域幅、ＤＲＳを測定するための継続
期間である測定期間、その測定期間の間隔、および／またはその測定期間の参照となるタ
イミングとのオフセットを含む。また、複数のＤＲＳに共通の設定として用いられるアシ
スタント情報は、ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳの設定を含んでもよい。
【０９６３】
　例えば、それぞれのＤＲＳに固有の設定として用いられるアシスタント情報は、そのＤ
ＲＳに関する設定を含む。すなわち、それぞれのＤＲＳに固有の設定として用いられるア
シスタント情報は、そのＤＲＳに含まれるＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳおよび／またはＣＳＩ
－ＲＳに関する設定を含む。例えば、それぞれのＤＲＳに固有の設定として用いられるア
シスタント情報は、物理セルＩＤ、ＣＳＩ－ＲＳの設定、ＭＢＳＦＮに関する設定、ＴＤ
ＤセルにおけるＵＬ／ＤＬ設定、ＣＳＩ－ＲＳが送信されるサブフレームとＳＳＳが送信
されるサブフレームとの相対サブフレームオフセットなどを含む。ＣＳＩ－ＲＳの設定は
、例えば、ＣＳＩ－ＲＳのリソースエレメントマッピングに関する設定、ＣＳＩ－ＲＳの
アンテナポート数、ＣＳＩ－ＲＳのスクランブルＩＤなどを含む。
【０９６４】
　以上の説明において、ＤＲＳに含まれるＣＳＩ－ＲＳの設定が制限されてもよい。例え
ば、１つのＲＢペアにおいて、ＣＳＩ－ＲＳが配置されるリソースエレメントに、他の信
号やチャネルが配置される場合、そのＣＳＩ－ＲＳの設定は制限される。具体的には、サ
ービングセルがＴＤＤであり、４アンテナポートのＣＲＳが設定される場合、一部のＣＳ
Ｉ－ＲＳの設定に基づくＣＳＩ－ＲＳのためのリソースエレメントは、そのＣＲＳが配置
されるリソースエレメントを含む。その場合、ＣＲＳの配置を優先するために、その一部
のＣＳＩ－ＲＳの設定は制限される。すなわち、基地局装置３は、端末装置１に対して、
その一部のＣＳＩ－ＲＳの設定以外のＣＳＩ－ＲＳをＤＲＳのために設定する。
【０９６５】
　以上の説明において、ＤＲＳは、セカンダリーセルのみに設定されるようにしてもよい
。すなわち、ＤＲＳは、プライマリーセルには設定されないようにすることができる。
【０９６６】
　以上の説明において、ＤＲＳの設定を含む上位レイヤーの設定（シグナリング）は、上
位層処理部１０１および上位層処理部３０１で行われる。ＤＲＳの送信は、送信部３０７
で行われる。ＤＲＳの受信は、受信部１０５で行われる。ＤＲＳに基づくＲＳＲＰ／ＲＳ
ＲＱ測定は、受信部１０５またはチャネル測定部１０５９で行われる。
【０９６７】
　以上の説明において、測定期間は、検出参照信号をモニタリングするためのリソースで
ある検出サブフレームとすることができる。既に説明したように、検出サブフレームは、
連続する所定数のサブフレームであり、所定数のサブフレーム毎に周期的に設定される。
【０９６８】
　以上の説明において、ＤＲＳに含まれるＣＲＳは第１の参照信号とも呼称され、ＤＲＳ
に含まれるＣＳＩ－ＲＳは第２の参照信号とも呼称される。ＤＲＳに含まれるＰＳＳは第
１の同期信号とも呼称され、ＤＲＳに含まれるＳＳＳは第２の同期信号とも呼称される。
【０９６９】
　以上の説明において、測定期間において、ＤＲＳが配置されるサブフレーム（リソース
）は、下りリンクサブフレームおよびスペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳのみであると
想定されてもよい。また、ＴＤＤセルにおいて、ＤＲＳが配置されるサブフレーム（リソ
ース）は、上位レイヤーで設定されるＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定できる。ＴＤＤセル
において、ＤＲＳが配置されるサブフレーム（リソース）は、上位レイヤーで設定される
上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定できる。ＴＤＤセルにおいて、ＤＲＳが配
置されるサブフレーム（リソース）は、物理レイヤーの制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で指
定されるＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定できる。
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【０９７０】
　本実施形態において説明した様々な方法、手順、設定、および／または、処理は、デュ
アルコネクティビティにおいて、ＰｃｅｌｌとｐＳｃｅｌｌとで独立であってもよい。
【０９７１】
　上記の実施形態における端末装置１は、上りリンクＣｏＭＰを行なう機能（ul-CoMP）
がサポートされてもよい。
【０９７２】
　上記の実施形態における端末装置１は、バンドコンビネーション（CA, non-CA）を行な
う機能（supportedBandCombination, supportedBandListEUTRA）がサポートされてもよい
。
【０９７３】
　上記の実施形態における端末装置１は、クロスキャリアスケジューリングを行なう機能
（crossCarrierScheduling）がサポートされてもよい。
【０９７４】
　上記の実施形態における端末装置１は、複数のタイミングアドバンスの機能（multiple
TimingAdvance）がサポートされてもよい。
【０９７５】
　上記の実施形態における端末装置１は、ＣＳＩプロセスの機能がサポートされてもよい
。
【０９７６】
　上記の実施形態における端末装置１は、異なるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ設定のセル（複数の
セル）を用いて、通信を行なう機能がサポートされてもよい。
【０９７７】
　上記の実施形態における端末装置１は、ｅＩＭＴＡを行なう機能がサポートされてもよ
い。
【０９７８】
　上記の実施形態における端末装置１は、スモールセルを用いて通信を行なう機能がサポ
ートされてもよい。
【０９７９】
　上記の実施形態における端末装置１は、複数の基地局装置と同時に通信を行なう機能（
dual-connectivity）がサポートされてもよい。
【０９８０】
　上記の実施形態における端末装置１は、異なるフレーム構造タイプのセル（複数のセル
）を用いて、通信を行なう機能がサポートされてもよい。
【０９８１】
　上記の実施形態における端末装置１は、同時に送受信を行なう機能がサポートされても
よい。
【０９８２】
　上記の実施形態における端末装置１は、ＥＰＤＣＣＨを受信する機能がサポートされて
もよい。
【０９８３】
　上記の実施形態における端末装置１は、上記サポートされた機能を示す情報（UE-EUTRA
-capabilityやFeatureGroupIndicator）を基地局装置３に送信してもよい。
【０９８４】
　上記の実施形態において、ＰＤＣＣＨサブフレームは、ＰＤＣＣＨを伴うサブフレーム
として定義されるだけでなく、ＥＰＤＣＣＨ（Enhanced PDCCH）やＲ－ＰＤＣＣＨ（Rela
y-PDCCH）を伴うサブフレームとして定義されてもよい。
【０９８５】
　上記の実施形態の詳細により、基地局装置３と端末装置１が通信する無線通信システム
において、伝送効率を向上させることができる。
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【０９８６】
　本発明に関わる基地局装置３、および端末装置１で動作するプログラムは、本発明に関
わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を制
御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、こ
れら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory）
に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨＤ
Ｄ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き
込みが行われる。
【０９８７】
　なお、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで
実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコン
ピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０９８８】
　なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置１、又は基地局装置３に内
蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものと
する。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光
磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵される
ハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０９８９】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０９９０】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、複数の装置から構成される集合体（
装置グループ）として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上
述した実施形態に関わる基地局装置３の各機能または各機能ブロックの一部、または、全
部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置３の一通りの各機能または各機能ブ
ロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置１は、集合体とし
ての基地局装置３と通信することも可能である。
【０９９１】
　また、上述した実施形態における基地局装置３は、ＥＵＴＲＡＮ（Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access Network）であってもよい。また、上述した実施形態における
基地局装置３は、ｅＮｏｄｅＢに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよ
い。
【０９９２】
　また、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型的
には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい
。端末装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又
は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回
路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替
する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能であ
る。
【０９９３】
　また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として端末装置を記載
したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、
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機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも
適用出来る。
【０９９４】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０９９５】
　本発明は、端末装置を含む通信装置その他の電子機器、ＡＶ機器その他の生活機器、自
動販売機その他の装置などに適用できる。
【符号の説明】
【０９９６】
　１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　端末装置
３　基地局装置
１０１　上位層処理部
１０３　制御部
１０５　受信部
１０７　送信部
３０１　上位層処理部
３０３　制御部
３０５　受信部
３０７　送信部
１０１１　無線リソース制御部
１０１３　サブフレーム設定部
１０１５　スケジューリング情報解釈部
１０１７　ＣＳＩ報告制御部
３０１１　無線リソース制御部
３０１３　サブフレーム設定部
３０１５　スケジューリング部
３０１７　ＣＳＩ報告制御部
１３０１　測定部
１３０１１　第１層フィルタリング部
１３０１２　第３層フィルタリング部
１３０１３　リポート基準の評価部
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