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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおいて、前記ＵＥからの基準信号(Referen
ce Signal:ＲＳ）の送信を活性化する方法であって、
　前記ＤＣＩフォーマットに二つの２進要素を含む“ＲＳ活性化(RS Activation)”ＩＥ
を含めるステップと、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥが含まれているＤＣＩフォーマットを前記ＵＥに送信するステ
ップと、を含み、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が値‘００’を有する場合に、前記ＵＥはＲ
Ｓの送信をスキップし、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が‘００’以外の値を有する場合に、前記Ｕ
ＥはＲＳを送信し、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値は、ＲＳ送信に対する各パラ
メータのセットを示し、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合



(2) JP 5547734 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＵＥは多重送信器アンテナのセットを有し、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記多重送信器アンテナのうち
、ＵＥ送信器アンテナのサブセットを示し、前記ＵＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブ
セットに含まれる各送信器アンテナのみからＲＳを送信することを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する第１の
パラメータのセットを示し、前記ＵＥが前記第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に
対する前記第１のパラメータのセットに含まれる各パラメータから前記ＵＥ送信器アンテ
ナのサブセットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対するパラ
メータのセットを決定することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　各パラメータのセットは、循環シフト(cyclic shift)あるいは二つの送信コムから送信
コムを含み、
　前記ＵＥは、循環シフト、あるいは各循環シフトから前記ＵＥ送信器アンテナのサブセ
ットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからＲＳ送信に対する送信コム、あるい
は、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記第１のＵＥ送信器アンテナ
から及び前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記ＵＥ送信器アンテナか
らのＲＳ送信に対する送信コムを決定することを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記
第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅及び前記ＵＥ送信器アンテナの
サブセットに含まれている各残りの送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅は同じ
帯域幅を有することを示すことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値に該当するパラメータの各セ
ットは、前記基地局により上位階層シグナルリング(higher layer signaling)を通して前
記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおいて、前記ＵＥからの基準信号(Referen
ce Signal:ＲＳ）の送信を活性化する方法であって、
　前記基地局から二つの２進要素を含む“ＲＳ活性化(RS Activation)”ＩＥが含まれた
ＤＣＩフォーマットを受信するステップと、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が値‘００’を有する場合に、ＲＳの送信を
スキップするステップと、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が‘００’以外の値を有する場合に、ＲＳを
送信するステップと、を含み、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値は、ＲＳ送信に対する各パラ
メータのセットを示し、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合



(3) JP 5547734 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記ＵＥは多重送信器アンテナのセットを有し、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記多重送信器アンテナのうち
、ＵＥ送信器アンテナのサブセットを示し、前記ＵＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブ
セットに含まれる各送信器アンテナのみからＲＳを送信することを特徴とする請求項８に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する第１の
パラメータのセットを示し、前記ＵＥが前記第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に
対する前記第１のパラメータのセットに含まれる各パラメータから前記ＵＥ送信器アンテ
ナのサブセットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対するパラ
メータのセットを決定することを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　各パラメータのセットは、循環シフト(cyclic shift)あるいは二つの送信コムから送信
コムを含み、
　前記ＵＥは、循環シフト、あるいは各循環シフトから前記ＵＥ送信器アンテナのサブセ
ットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからＲＳ送信に対する送信コム、あるい
は、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記第１のＵＥ送信器アンテナ
から及び前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記ＵＥ送信器アンテナか
らのＲＳ送信に対する送信コムを決定することを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記
第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅及び前記ＵＥ送信器アンテナの
サブセットに含まれている各残りの送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅は同じ
帯域幅を有することを示すことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値に該当するパラメータの各セ
ットは、前記基地局により上位階層シグナルリング(higher layer signaling)を通して前
記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおいて、前記ＵＥからの基準信号(Referen
ce Signal:ＲＳ）の送信を活性化する方法であって、
　前記ＤＣＩフォーマットに一つの２進要素を含む“ＲＳ活性化(RS Activation)”ＩＥ
を含めるステップと、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥが含まれているＤＣＩフォーマットを前記ＵＥに送信するステ
ップと、を含み、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘０’を有する場合に、前記ＵＥはＲＳの送信
をスキップし、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘１’を有する場合に、前記ＵＥはＲＳを送信
し、
　し、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
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前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合
には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記ＲＳ送信パラメータは、前記基地局から上位階層シグナルリング(higher layer si
gnaling)を通して前記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記データ情報は、前記ＲＳと異なる送信時区間の間に送信されることを特徴とする請
求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおいて、前記ＵＥからの基準信号(Referen
ce Signal:ＲＳ）の送信を活性化する方法であって、
　前記基地局から“ＲＳ活性化(RS Activation)”ＩＥが含まれているＤＣＩフォーマッ
トを受信するステップと、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘０’を有する場合に、ＲＳの送信をスキップ
するステップと、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘１’を有する場合に、ＲＳを送信するステッ
プと、を含み、
　し、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合
には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記ＲＳ送信パラメータは、前記基地局から上位階層シグナルリング(higher layer si
gnaling)を通して前記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記データ情報は、前記ＲＳと異なる送信時区間の間に送信されることを特徴とする請
求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおける前記基地局であって、
　前記ＤＣＩフォーマットに二つの２進要素を含む“基準信号(Reference Signal:ＲＳ）
活性化(ＲＳ活性化)”ＩＥを含める構成部と、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥが含まれているＤＣＩフォーマットを前記ＵＥに送信する送信
器と、を含み、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が値‘００’を有する場合に、前記ＵＥはＲ
Ｓの送信をスキップし、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が‘００’以外の値を有する場合に、前記Ｕ
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ＥはＲＳを送信し、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値は、ＲＳ送信に対する各パラ
メータのセットを示し、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合
には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とする基地局。
【請求項２４】
　前記ＵＥは多重送信器アンテナのセットを有し、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記多重送信器アンテナのうち
、ＵＥ送信器アンテナのサブセットを示し、前記ＵＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブ
セットに含まれる各送信器アンテナのみからＲＳを送信することを特徴とする請求項２３
に記載の基地局。
【請求項２５】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する第１の
パラメータのセットを示し、前記ＵＥが前記第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に
対する前記第１のパラメータのセットに含まれる各パラメータから前記ＵＥ送信器アンテ
ナのサブセットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対するパラ
メータのセットを決定することを特徴とする請求項２４に記載の基地局。
【請求項２６】
　各パラメータのセットは、循環シフト(cyclic shift)あるいは二つの送信コムから送信
コムを含み、
　前記ＵＥは、循環シフト、あるいは各循環シフトから前記ＵＥ送信器アンテナのサブセ
ットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからＲＳ送信に対する送信コム、あるい
は、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記第１のＵＥ送信器アンテナ
から及び前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記ＵＥ送信器アンテナか
らのＲＳ送信に対する送信コムを決定することを特徴とする請求項２５に記載の基地局。
【請求項２７】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記
第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅及び前記ＵＥ送信器アンテナの
サブセットに含まれている各残りの送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅は同じ
帯域幅を有することを示すことを特徴とする請求項２５に記載の基地局。
【請求項２８】
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値に該当するパラメータの各セ
ットは、前記基地局により上位階層シグナルリング(higher layer signaling)を通して前
記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項２３に記載の基地局。
【請求項２９】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項２３に記載の基地局。
【請求項３０】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおける前記ＵＥであって、
　前記基地局から二つの２進要素を含む“基準信号(Reference Signal:ＲＳ）活性化(Ｒ
Ｓ活性化)”ＩＥが含まれたＤＣＩフォーマットを受信する受信器と、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が値‘００’を有する場合に、ＲＳの送信を
スキップし、前記“ＲＳ活性化”ＩＥの二つの２進要素が‘００’以外の値を有する場合
に、ＲＳを送信する送信器と、を含み、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値は、ＲＳ送信に対する各パラ
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メータのセットを示し、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合
には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とするＵＥ。
【請求項３１】
　前記ＵＥは多重送信器アンテナのセットを有し、
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記多重送信器アンテナのうち
、ＵＥ送信器アンテナのサブセットを示し、前記ＵＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブ
セットに含まれる各送信器アンテナのみからＲＳを送信することを特徴とする請求項３０
に記載のＵＥ。
【請求項３２】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する第１の
パラメータのセットを示し、前記ＵＥが前記第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に
対する前記第１のパラメータのセットに含まれる各パラメータから前記ＵＥ送信器アンテ
ナのサブセットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対するパラ
メータのセットを決定することを特徴とする請求項３１に記載のＵＥ。
【請求項３３】
　各パラメータのセットは、循環シフト(cyclic shift)あるいは二つの送信コムから送信
コムを含み、
　前記ＵＥは、循環シフト、あるいは各循環シフトから前記ＵＥ送信器アンテナのサブセ
ットに含まれている各残りのＵＥ送信器アンテナからＲＳ送信に対する送信コム、あるい
は、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記第１のＵＥ送信器アンテナ
から及び前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記ＵＥ送信器アンテナか
らのＲＳ送信に対する送信コムを決定することを特徴とする請求項３２に記載のＵＥ。
【請求項３４】
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥは、前記ＵＥ送信器アンテナのサブセットに含まれている前記
第１のＵＥ送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅及び前記ＵＥ送信器アンテナの
サブセットに含まれている各残りの送信器アンテナからのＲＳ送信に対する帯域幅は同じ
帯域幅を有することを示すことを特徴とする請求項３２に記載のＵＥ。
【請求項３５】
　前記‘００’以外の値を有する“ＲＳ活性化”ＩＥの各値に該当するパラメータの各セ
ットは、前記基地局により上位階層シグナルリング(higher layer signaling)を通して前
記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項３０に記載のＵＥ。
【請求項３６】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項３０に記載のＵＥ。
【請求項３７】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおける前記基地局であって、
　前記ＤＣＩフォーマットに一つの２進要素を含む“ＲＳ活性化(RS Activation)”ＩＥ
を含める構成部と、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥが含まれているＤＣＩフォーマットを前記ＵＥに送信する送信
器と、を含み、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘０’を有する場合に、前記ＵＥはＲＳの送信
をスキップし、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘１’を有する場合に、前記ＵＥはＲＳを送信
し、
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　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合
には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とする基地局。
【請求項３８】
　前記ＲＳ送信パラメータは、前記基地局から上位階層シグナルリング(higher layer si
gnaling)を通して前記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項３７に記載の基地局。
【請求項３９】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項３７に記載の基地局。
【請求項４０】
　前記データ情報は、前記ＲＳと異なる送信時区間の間に送信されることを特徴とする請
求項３７に記載の基地局。
【請求項４１】
　基地局がユーザ端末機(User Equipment:ＵＥ)にスケジュールリング割当て(Scheduling
 Assignment:ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:Ｄ
ＣＩ)フォーマットを送信し、前記ＤＣＩフォーマットは、前記ＵＥから前記基地局への
データ情報の送信を構成する情報要素(Information Element:ＩＥ)を含み、前記ＩＥは２
進要素(binary element)を含む通信システムにおける前記ＵＥであって、
　前記基地局から“基準信号(Reference Signal:ＲＳ）活性化(ＲＳ活性化)”ＩＥが含ま
れているＤＣＩフォーマットを受信する受信器と、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘０’を有する場合に、ＲＳの送信をスキップ
し、前記“ＲＳ活性化”ＩＥの２進要素が値‘１’を有する場合に、ＲＳを送信する送信
器と、を含み、
　前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガー(trigger)されるＲＳ送信が、前記基地局から
前記ＵＥに対して以前に構成された、周期的に発生する同じタイプのＲＳ送信と同じ場合
には、前記ＵＥは、前記“ＲＳ活性化”ＩＥによりトリガーされるＲＳのみを送信するこ
とを特徴とするＵＥ。
【請求項４２】
　前記ＲＳ送信パラメータは、前記基地局から上位階層シグナルリング(higher layer si
gnaling)を通して前記ＵＥで構成されることを特徴とする請求項４１に記載のＵＥ。
【請求項４３】
　前記ＵＥはＲＳを一度送信することを特徴とする請求項４１に記載のＵＥ。
【請求項４４】
　前記データ情報は、前記ＲＳと異なる送信時区間の間に送信されることを特徴とする請
求項４１に記載のＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、無線通信システムに関し、より具体的には、ユーザ装置の多重送
信器アンテナからサウンディング基準信号の送信に関する。サウンディング基準信号は、
他の目的の中で、各送信器アンテナからの信号によって得られるチャネル媒体の推定を提
供しようとする。本発明は、通信システムの多重の個別帯域幅でのサウンディング基準信
号の送信の支援に向けられる。
【背景技術】
【０００２】
　本願では、
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【数１】

を
　Ｘａ

ｂ

と表記する。
【０００３】
　通信システムが適切に機能するために、幾つかのタイプの信号が通信システムにより支
援される。情報コンテンツを伝達するデータ信号に加えて、データ信号の適切な処理を可
能にするように制御信号を送信する必要がある。このような信号は、通信システムのアッ
プリンク（ＵＬ）でユーザ装置（ＵＥ）からこれらをサービングする基地局（ＢＳ又はノ
ードＢ）に送信され、通信システムのダウンリンク（ＤＬ）でサービングノードＢからＵ
Ｅに送信される。制御信号の例は、ポジティブ又はネガティブ受信確認信号（ＡＣＫ又は
ＮＡＫ）を含み、これらの信号は、正確な又は不正確なデータパケット受信に応じてＵＥ
により送信される。また、制御信号は、チャネル品質指示（ＣＱＩ）信号を含み、これは
、ＵＥによりノードＢに送信されることによりＵＥが経験するダウンリンクチャネル状態
に関する情報を提供する。パイロット信号とも知られている基準信号（ＲＳ）は、一般的
に各ＵＥにより送信されることにより送信されたデータ又はノードＢやアップリンクでの
制御信号に対するコヒーレント復調を可能にし、これにより、ＵＥが経験するアップリン
クチャネル状態を測定するために受信するノードＢにより使用される。データ又は制御信
号の復調に使用されるＲＳは、復調（ＤＭ）ＲＳと称され、アップリンクチャネル媒体を
サウンディングするために使用される一般的に広帯域特性を有するＲＳは、サウンディン
グＲＳ（Sounding RS；ＳＲＳ）と称される。
【０００４】
　通常、ターミナル又は移動局と呼ばれるＵＥは、固定されるか又は移動可能なものであ
ってもよく、無線装置、セルラーフォン、個人用コンピュータ装置などであってもよい。
ノードＢは、一般的に固定局であり、基地局送受信システム（ＢＴＳ）、アクセスポイン
ト、又はその他の用語として称されることもある。
【０００５】
　ＵＥは、データ又は制御情報を伝達する信号を物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳ
ＣＨ）を通して送信し、一方、ＰＵＳＣＨ送信がなされない際に、ＵＥは、制御信号を物
理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を通して送信する。ＵＥは、データ情報を伝
達する信号を物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を通して受信し、他方、ダウ
ンリンク制御信号は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を通して運搬される
。
【０００６】
　ＵＥは、データ又は制御信号を、例えば、１ミリ秒（ｍｓｅｃ）の期間を有するサブフ
レームに対応することができる送信時間間隔（ＴＴＩ）にわたって送信するものと仮定す
る。
【０００７】
　図１は、ＰＵＳＣＨ送信に対するサブフレーム構造１１０のブロック図を示す。サブフ
レームは、２つのスロットを含む。各スロット１２０は、データ及び／又は制御信号の送
信のために使用される７個のシンボルを含む。各シンボル１３０は、チャネル伝播効果（
channel propagation effect）による干渉を軽減するためのサイクリックプレフィックス
（Cyclic Prefix；ＣＰ）をさらに含む。各スロットでの幾つかのシンボルは、チャネル
推定を提供し、受信された信号のコヒーレント復調を可能にするためにＲＳ送信１４０に
使用されてもよい。ＴＴＩの間に１つのスロットのみを有するか又は１つ以上のサブフレ
ームを有することも可能である。送信帯域幅（ＢＷ）は、周波数リソースユニット（freq
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Ｂ）として称する。例えば、各ＲＢは、ＮＲＢ

sc＝１２個のサブキャリアを含む。ＵＥは
、ＰＵＳＣＨ送信のために１つ以上のＲＢ１５０の割当てを受け、ＰＵＣＣＨ送信のため
に１つのＲＢの割当てを受けることもある。この値は、図示のみを目的で提供されたもの
である。
【０００８】
　ＵＥによるＰＵＳＣＨ送信又はＰＤＳＣＨ受信は、ＵＥでの対応するスケジューリング
割当て（ＳＡ）を受信することにより開始されることができ、これは、ノードＢによりＰ
ＤＣＣＨでダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを通して送信されたのである。
ＤＣＩフォーマットは、ＰＤＳＣＨ（ダウンリンクＳＡ）でノードＢによるデータパケッ
ト送信に関して又はＰＵＳＣＨでノードＢ（アップリンクＳＡ）へのデータパケット送信
に関してＵＥに通知することができる。ノードＢは、ＳＡを伝達する各ＤＣＩフォーマッ
トを個別的に符号化し送信するものと仮定する。
【０００９】
　図２は、ＳＡ送信に対するノードＢでの処理チェーン（processing chain）を示す。Ｓ
Ａが意図されるＵＥに対して、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）ＵＥ　ＩＤは、ＳＡ符号語の
ＣＲＣをマスキングする。これは、基準ＵＥが、ＳＡが意図されることを識別することが
できるようにする。ＳＡ（符号化されない）ビット２１０のＣＲＣは、ブロック２２０で
計算された後に、ＣＲＣビット間の排他的論理和（ＸＯＲ）演算２３０及びＭＡＣ　ＵＥ
　ＩＤ２４０を用いてマスキングされる。具体的に、ＸＯＲ（０，０）＝０、ＸＯＲ（０
，１）＝１、ＸＯＲ（１，０）＝１、ＸＯＲ（１，１）＝０である。その後に、マスキン
グされたＣＲＣは、ブロック２５０でＳＡビットに添付され、例えば、畳み込み符号化（
convolutional coding）のようなチャネル符号化がブロック２６０で行われる。それぞれ
の制御信号２９０を送信する前に、割り当てられたＰＤＣＣＨリソースに対するレート整
合（rate matching）は、ブロック２７０で実行され、インターリービング及び変調は、
ブロック２８０で実行される。
【００１０】
　ＵＥ受信器は、ＳＡを有しているか否かを判定するためにノードＢ送信器の逆動作を実
行する。これらの動作を図３に示す。受信された制御信号３１０は、復調され、この復調
されたビットは、ブロック３２０でデインターリービングされる。ノードＢレート整合は
、ブロック３３０で復旧され、次いで、ブロック３４０でデコーディングされた後に、ブ
ロック３５０でＣＲＣビットを抽出した後にＳＡビット３６０が取得され、ＵＥ　ＩＤ３
８０でＸＯＲ演算３７０を適用することによりデマスキングされる。最後に、ＵＥは、ブ
ロック３９０でＣＲＣテストを行う。ＣＲＣテストを通過すると、ＵＥは、ＳＡが有効な
ものと見なし、信号受信（ダウンリンクＳＡ）又は信号送信（アップリンクＳＡ）に対す
るパラメータを決定する。ＣＲＣテストを通過できない場合に、ＵＥは、この見なされた
（presumed）ＳＡを無視する。
【００１１】
　アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットを表１をもって説明する。表１は、アップリン
クＳＡ　ＤＣＩフォーマットが一般的に含む少なくとも幾つかの情報要素（ＩＥ）に関す
る情報を提供する。表１に示すように、付加的なＩＥ又は各指示（indicative）ＩＥの相
互に異なるビット数が適用されることができる。アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマット
に現れるＩＥの順序は、任意の順序となっている。
【００１２】
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【表１】

【００１３】
　第１のＩＥは、ＲＢ割当てを提供する。ＵＬ信号送信方法は、単一キャリア周波数分割
多重接続（Single Carrier Frequency Division Multiple Access；ＳＣ－ＦＤＭＡ）で
あると仮定する。ＳＣ－ＦＤＭＡでは、信号送信ＢＷは連続的である。ＮＵＬ

ＲＢ個のＲ
Ｂの動作ＢＷにおいて、ＵＥへの連続したＲＢの可能な割当て個数は、１＋２＋...＋Ｎ
ＵＬ

ＲＢ＝ＮＵＬ
ＲＢ（ＮＵＬ

ＲＢ＋１）／２であり、

【数２】

ビットでシグナリングされることができ、ここで、
【数３】

は、数字を隣接した大きい整数に丸めるシーリング（ceiling）演算を示す。したがって
、ＮＵＬ

ＲＢ＝５０に対して、ＩＥは、１１個のビットを必要とする。送信方法に無関係
に、アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットは、リソース割当てに対するＩＥを含むと仮
定する。
【００１４】
　第２のＩＥは、変調及び符号化方式（Modulation and Coding Scheme；以下、“ＭＣＳ
”と称する。）又は転送ブロックサイズ（Transport Block Size；以下、“ＴＢＳ”と称
する。）を提供する。５個のビットを有し、合計３２個のＭＣＳ又はＴＢＳを支援するこ
とができる。例えば、変調は、ＱＰＳＫ、ＱＡＭ１６、又はＱＡＭ６４であってもよく、
符号化率は、例えば、１／１６と１の間の離散値（discrete value）を取ってもよい。リ
ソース割当て情報を用いて、ＵＥは、ＭＣＳからＴＢＳを決定することができ、反対に行
うこともできる。幾つかのＭＣＳ　ＩＥ値は、以下に説明するように、ハイブリッド自動
再送要求（Hybrid Automatic Repeat reQuest；ＨＡＲＱ）のアプリケーションと関連し
て用いられてもよい。
【００１５】
　第３のＩＥは、新規データ指示子（ＮＤＩ）である。新規転送ブロックが送信されなけ
ればならない場合に、ＮＤＩは、１に設定され、前の送信と同様に、同一の転送ブロック
が送信されなければならない場合に（この例では、同期アップリンクＨＡＲＱが仮定され
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る）、ＮＤＩは、０に設定される。
【００１６】
　第４のＩＥは、送信されたＰＵＳＣＨ信号及びＳＲＳ信号への電力調整のために送信電
力制御（Transmission Power Control；以下、“ＴＰＣ”と称する。）コマンドを提供す
る。
【００１７】
　第５のＩＥは、ＰＵＳＣＨでＤＭ　ＲＳに使用される定振幅ゼロ自己相関（Constant A
mplitude Zero Auto-Correlation；ＣＡＺＡＣ）シーケンスに対して異なるＣＳの使用を
可能にする循環シフト（Cyclic Shift；ＣＳ）指示子である。以下に説明するように、異
なるＵＥによる異なるＣＳの使用は、各ＲＳの直交マルチプレキシングを提供することが
できる。
【００１８】
　第６のＩＥは、周波数でのＰＵＳＣＨ送信がホッピングするか否かを示す。
【００１９】
　第７のＩＥは、ダウンリンクＣＱＩ報告がＰＵＳＣＨに含まれるべきであるか否かを示
す。
【００２０】
　ノードＢがＵＥからのＰＵＳＣＨ送信に対するＲＢ及びＭＣＳを適切に決定するために
、アップリンクＣＱＩ推定が動作帯域幅の少なくとも一部にわたって行われる必要がある
。一般的に、このアップリンクＣＱＩ推定は、スケジューリング帯域幅にわたってＳＲＳ
を送信するＵＥにより取得される。ＳＲＳは、１つ以上のアップリンクサブフレームシン
ボルで送信され、データ又は制御の送信を置き換える。送信帯域幅にわたった信号対干渉
雑音比（Signal-to-Interference and Noise Ratio；ＳＩＮＲ）推定の提供に加えて、Ｓ
ＲＳは、アップリンクＴＰＣ及びアップリンク同期化に使用されることができる。
【００２１】
　図４は、ＳＲＳ送信を示す。ＳＲＳ送信は、それぞれ４．３％のＳＲＳオーバーヘッド
に対して１つおきのサブフレーム４６０、４６５の最後のサブフレームシンボルで発生す
る。ＵＥ１　４１０及びＵＥ２　４２０は、第１のサブフレーム４０１の間に動作帯域幅
の異なる部分でこれらのＰＵＳＣＨ送信をマルチプレキシングし、他方、ＵＥ２　４２０
及びＵＥ３　４３０は、第２のサブフレーム４０２の間にこのように行い、ＵＥ４　４４
０及びＵＥ５　４５０は、第３のサブフレーム４０３の間にこのように行う。幾つかのア
ップリンクサブフレームシンボルにおいて、ＵＥは、ＤＭ　ＲＳを送信することによりノ
ードＢ受信器が残っているサブフレームシンボルで送信されたデータ又は制御信号のコヒ
ーレント復調を行うことができるようにする。例えば、ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４
、及びＵＥ５は、ＤＭ　ＲＳ４１５、４２５、４３５、４４５、及び４５５をそれぞれ送
信する。ＳＲＳ送信を行うＵＥは、同一のサブフレームでＰＵＳＣＨ送信を行ってもよく
、または行わなくてもよい。これらが同一のサブフレームに共存する場合に、ＳＲＳ及び
ＰＵＳＣＨ送信は、動作帯域幅の異なる部分に位置してもよい。
【００２２】
　ＲＳ（ＤＭ　ＲＳ又はＳＲＳ）は、ＣＡＺＡＣシーケンスから構成されるものと仮定す
る。このようなシーケンスの例を次の数式１で示す。
【００２３】
【数４】

【００２４】
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　ここで、Ｌは、ＣＡＺＡＣシーケンスの長さであり、ｎは、シーケンス要素のインデッ
クスであり、ｎ＝｛０，１，２，．．．，Ｌ－１｝であり、ｋは、シーケンスインデック
スである。素数長さＬのＣＡＺＡＣシーケンスに対して、シーケンスの個数は、Ｌ－１で
ある。したがって、シーケンスの全集合（entire family）は、｛１，２，．．．，Ｌ－
１｝の範囲であるｋとして定義される。しかしながら、ＲＳ送信のためのシーケンスは、
この表現式を正確に用いて生成される必要はない。１つのＲＢがＮＲＢ

sc＝１２個のサブ
キャリアを含むものと仮定する。結果的なシーケンスがＣＡＺＡＣシーケンスの定義を正
確に実行しないが、ＲＳ送信に使用されたシーケンスは、長い素数（prime）長さ（例え
ば、長さ１３）のＣＡＺＡＣシーケンスを切り取るか又は１番目のエレメントを最後の部
分で反復させて短い素数長さ（例えば、長さ１１）のＣＡＺＡＣシーケンスを拡張（循環
拡張）することにより生成されることができる。あるいは、ＣＡＺＡＣシーケンスは、Ｃ
ＡＺＡＣ特性を満足するシーケンスのコンピュータ検索を通して生成されることができる
。
【００２５】
　図５は、ＣＡＺＡＣシーケンスに基づくＤＭ　ＲＳ又はＳＲＳに対する送信器構造を示
す。周波数ドメインバージョンのＣＡＺＡＣシーケンスは、離散フーリエ変換（Discrete
 Fourier Transform；ＤＦＴ）をこの時間ドメインバージョンに適用することにより取得
されてもよい。不連続的なサブキャリアを選択することによりコムスペクトル（comb spe
ctrum）は、ＤＭ　ＲＳ又はＳＲＳに対して取得されることができる。コムスペクトルは
、ＳＲＳ送信を不規則な帯域幅と重畳させる直交マルチプレキシング（周波数分割）に有
用である。このようなＳＲＳは、異なるＣＳを用いて直交マルチプレキシングされること
ができない異なる長さのＣＡＺＡＣシーケンスにより構成される。
【００２６】
　図５を参照すると、周波数ドメインＣＡＺＡＣシーケンス５１０が生成される。割り当
てられた送信帯域幅でのサブキャリアは、ブロック５３０での送信帯域幅の制御を通して
ブロック５２０でマッピングされ、逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier Transfo
rm；ＩＦＦＴ）は、ブロック５４０で実行され、ＣＳは、ブロック５５０で適用される。
ＣＰは、ブロック５６０で適用され、フィルタリングは、時間ウィンドウイングブロック
５７０で送信された信号５８０に適用される。他のＵＥにより信号送信のために使用され
るサブキャリア及びガード（guard）サブキャリア（図示せず）におけるように、ＵＥは
、ＤＭ　ＲＳ又はＳＲＳが送信されないサブキャリアへのパッディング（padding）を適
用しない。従来技術で知られたＤＡ（Digital-to-Analog）コンバータ、アナログフィル
ター、増幅器、及び送信器アンテナのような付加の送信器回路は、図示されていない。
【００２７】
　受信器では、逆（相補）送信器機能が行われる。これは、図６に概念的に示され、図５
に示すこれらの逆動作が適用される。図６において、アンテナは、無線周波数（ＲＦ）ア
ナログ信号を受信し、もう１つの処理ユニット（例えば、フィルター、増幅器、周波数ダ
ウンコンバータ、及びＡＤ（Analog-to-Digital）コンバータ）を通過した後に、結果的
なデジタル受信信号６１０は、時間ウィンドイングユニット６２０を通過し、ＣＰは、ブ
ロック６３０で除去される。次いで、送信されたＣＡＺＡＣ基盤シーケンスのＣＳは、ブ
ロック６４０で復旧され、高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform；ＦＦＴ）は、ブ
ロック６５０で適用され、送信されたサブキャリアの選択は、ブロック６６０での受信帯
域幅の制御を通してブロック６６５で行われ、ＣＡＺＡＣ基盤シーケンスレプリカ６８０
との相関は、乗算器６７０で適用される。最後に、出力６９０が取得された後に、時間－
周波数補間器又はアップリンクＣＱＩ推定器のようなチャネル推定ユニットに伝達される
。
【００２８】
　ＣＡＺＡＣシーケンスの異なるＣＳは、直交シーケンスを提供する。したがって、ＣＡ
ＺＡＣシーケンスの異なるＣＳは、異なるＵＥに割り当てられることができ、同一のＲＢ
でこれらのＵＥにより送信されたＲＳの直交マルチプレキシングが取得されることができ



(13) JP 5547734 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

る。この原理を図７に示す。同一のルートＣＡＺＡＣシーケンスの多重ＣＳ７２０、７４
０、７６０、及び７８０からそれぞれ生成された多重ＣＡＺＡＣシーケンス７１０、７３
０、７５０、及び７７０が直交するために、ＣＳ値Δ７９０は、チャネル伝播遅延拡散Ｄ
（時間不確実性エラー及びフィルタースピルオーバー（spillover）効果を含む）を上回
らなければならない。Ｔｓが１つのシンボル期間である場合に、ＣＳの個数は、Ｔｓ／Ｄ
比の数学的フロア（mathematical floor）と同一である。
【００２９】
　ＳＲＳ送信帯域幅は、ＵＥが経験するアップリンクＳＩＮＲにより変わり得る。低いア
ップリンクＳＩＮＲを有するＵＥの場合に、ノードＢは、帯域幅単位当たり相対的に高い
比率の送信ＳＲＳ電力を提供するために小さいＳＲＳ送信帯域幅を割り当てることにより
、ＳＲＳから取得したアップリンクＣＱＩ推定の品質を改善することができる。逆に、高
いアップリンクＳＩＮＲを有するＵＥの場合に、大きい帯域幅にわたって推定を取得しつ
つ良好なアップリンクＣＱＩ推定品質をＳＲＳから取得することができるために、ノード
Ｂは、大きいＳＲＳ送信帯域幅を割り当てることができる。
【００３０】
　ＳＲＳ送信帯域幅に対する幾つかの組合せは、表２に示すように支援されることができ
、これは、３ＧＰＰ　Ｅ－ＵＴＲＡ　ＬＴＥで採用した構成に対応する。ノードＢは、広
帯域チャネルを通して構成ｃをシグナリングすることができる。例えば、３ビットは、８
個の構成の中の１つを示すことができる。その後に、ノードＢは、構成ｃに対する値ｂを
示すことにより可能なＳＲＳ送信帯域幅ｍｃ

ＳＲＳ,ｂ（ＲＢで）を各ＵＥに個別に割り
当てることができる。したがって、ノードＢは、帯域幅ｍｃ

ＳＲＳ,０、ｍｃ
ＳＲＳ,１、

ｍｃ
ＳＲＳ,２、及びｍｃ

ＳＲＳ,３（表２において、それぞれｂ＝０、ｂ＝１、b＝２、
及びｂ＝３）でＵＥからのＳＲＳ送信をマルチプレキシングすることができる。
【００３１】
【表２】

【００３２】
　最大ＳＲＳ帯域幅での変動は、変化するＰＵＣＣＨサイズに適応するように主に意図さ
れる。ＰＵＣＣＨは、動作帯域幅の２つのエッジで送信され、ＳＲＳと重畳（干渉）され
ないものと仮定される。したがって、ＰＵＣＣＨサイズ（ＲＢで）が大きくなるほど、最
大ＳＲＳ送信帯域幅は小さくなる。
【００３３】
　図８は、表２から構成ｃ＝３に対する多重ＳＲＳ送信帯域幅の概念を示す。ＰＵＣＣＨ
は、動作帯域幅の２つのエッジ８０２及び８０４に位置し、ＵＥは、ｍ3

ＳＲＳ,０＝７２
のＲＢ８１２又はｍ3

ＳＲＳ,１＝２４のＲＢ８１４、又はｍ3
ＳＲＳ,２＝１２のＲＢ８１

６、又はｍ3
ＳＲＳ,３＝４のＲＢ８１８を有するＳＲＳ送信帯域幅で構成される。幾つか

のＲＢ８０６及び８０８は、サウンディングされないこともあるが、各アップリンクＳＩ
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ＮＲがＳＲＳ送信を行うＲＢの近傍から補間されることもあるために、これは、通常これ
らのＲＢでＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするためのノードＢの能力に影響を及ぼさ
ない。最大帯域幅外のＳＲＳ帯域幅に対して、ノードＢもＳＲＳ送信の開始周波数位置を
ＵＥに割り当てる。
【００３４】
　ＳＲＳ送信パラメータは、上位レイヤーシグナリング、例えば、ＭＡＣレイヤー又は無
線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤーを通してノードＢにより各ＵＥに対して構成され、上
位レイヤーシグナリングを通して再構成されるまで有効なものに保持されると仮定する。
これらのＳＲＳ送信パラメータは、ＳＲＳ送信帯域幅、ＳＲＳ開始帯域幅位置、ＳＲＳ送
信コム（ＳＲＳがコムスペクトルを有する場合）、ＳＲＳ　ＣＳ、ＳＲＳ送信期間（例え
ば、５個のサブフレームごとの１つのＳＲＳ送信）、ＳＲＳ送信の開始サブフレーム（例
えば、１０００個のサブフレームのセットでの第１のサブフレーム）、及びＳＲＳホッピ
ングがイネーブルされるか否か（ＳＲＳ送信は、動作帯域幅でホッピングするか否か）を
含む。
【００３５】
　各ＵＥに対するＳＲＳ送信パラメータの構成は、ＳＲＳオーバーヘッドが最小化される
一方、アップリンク処理量利得（UL throughput gain）が最大となるようになされなけれ
ばならない。例えば、チャネルが連続した２つのＳＲＳ送信間で高く相関されたままに保
持される場合に、短いＳＲＳ送信期間は、増加されたＵＬオーバーヘッドだけをもたらし
得る。逆に、長いＳＲＳ送信期間は、チャネルが高く相関されないこともある２つのＳＲ
Ｓ送信の間にサブフレームで適切なアップリンクＣＱＩをノードＢに提供しないこともあ
る。
【００３６】
　高いアップリンクデータレート及び高いアップリンクスペクトル効率を可能にすること
は、多重ＵＥ送信器アンテナの使用及びシングルユーザ多入力多出力（Single-User Mult
iple-Input Multiple-Output；ＳＵ－ＭＩＭＯ）方法のアプリケーションを必要とする。
潜在的利益をＳＵ－ＭＩＭＯから取得するためには、ノードＢスケジューラは、各ＵＥ送
信器アンテナからチャネル推定を備えなければならない。したがって、各ＵＥ送信器アン
テナからのＳＲＳ送信を必要とする。また、ＳＵ－ＭＩＭＯの使用が相対的に高いアップ
リンクＳＩＮＲと頻繁に関連するために、各ＵＥ送信器アンテナからのＳＲＳ送信帯域幅
は、大きくなり得る。これは、ＳＲＳマルチプレキシング容量を減少させ、増加されたア
ップリンクオーバーヘッドをもたらす。ＵＥが４個又は８個の送信器アンテナを有するこ
ともあることを考慮すると、ＳＲＳ送信を支援するために要請されたアップリンクオーバ
ーヘッドは非常に大きくなり、ＳＵ－ＭＩＭＯスペクトル効率利得の相当部分を相殺させ
ることができる。
【００３７】
　ＳＲＳ送信パラメータが長期間にわたって一定に保持するように構成することは、それ
ぞれのオーバーヘッドの不充分な活用を頻繁にもたらすこともある。ＵＥが送信するデー
タを有しておらず、したがって、ノードＢによりスケジューリングされない場合に、相対
的に頻繁なＳＲＳ送信は無駄である。ＵＥが送信する大量のデータを有し、したがって、
ＰＵＳＣＨスケジューリングを頻繁に必要とする場合、頻繁なＳＲＳ送信が要請される。
しかしながら、これは、相当なＳＲＳオーバーヘッドをもたらすことなく、上位レイヤー
（ＭＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングを通してＳＲＳ送信パラメータを半静的（semi-stati
c）に構成することは不可能である。このような条件は、例えば、ファイルアップロード
又はウェブブラウジングのような一般的に爆発的なトラフィックと関連したサービスに対
して発生する。動的物理レイヤー制御シグナリングを通してイネーブルされたＳＲＳ送信
パラメータの迅速な活性化及びＳＲＳ送信パラメータの迅速な構成は、低いＳＲＳオーバ
ーヘッドを保持しつつ、このようなトラフィックモデルを取り扱うのに有益である。
【００３８】
　動的に構成された機能は、物理レイヤー制御シグナリング、例えば、ＤＣＩフォーマッ
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トを通してイネーブルされ、他方、半静的に構成された機能は、上位レイヤー（ＭＡＣ又
はＲＲＣ）シグナリングを通してイネーブルされる。物理レイヤーシグナリングは、サブ
フレーム期間の順序で迅速なＵＥ応答を可能にする。上位レイヤーシグナリングは、幾つ
かのサブフレーム期間の順序で低速のＵＥ応答をもたらす。
【００３９】
　多重アップリンクコンポーネントキャリア（ＣＣ）を有する通信システムにおいて、Ｕ
ＥからのＳＲＳ送信は、各ＰＵＳＣＨ送信を有するこれらのダウンリンクＣＣだけで構成
（上位レイヤーシグナリングを通して）されるものと仮定する。このような場合において
、ノードＢがイネーブルすることによりＵＥがＰＵＳＣＨ又はＳＲＳ送信で構成されない
新規アップリンクＣＣでのＳＲＳ送信の動的又は半静的活性化、及び構成を実行すること
も有利である。これは、ノードＢが、ＵＥが新規アップリンクＣＣで経験する干渉及びチ
ャネル状態に関する情報を取得するようにする。この情報に基づいて、ノードＢは、新規
アップリンクＣＣでＵＥからのＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするか、現存するアッ
プリンクＣＣを新規アップリンクＣＣに置き換える（現存するアップリンクＣＣでスケジ
ューリングを中止し、新規アップリンクＣＣでのスケジューリングを開始する）か、又は
アップリンクＣＣの現存する構成を変更しないように実質的に決定することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４０】
　そこで、本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、
通信システムのアップリンク（ＵＬ）でユーザ装置（ＵＥ）からのサウンディング基準信
号（ＳＲＳ）送信の動的活性化、基準ＵＥからＳＲＳ送信が構成されていないコンポーネ
ントキャリアへのＳＲＳ送信の活性化及び構成、及び多重ＵＥ送信器アンテナからのＳＲ
Ｓ送信パラメータの構成のための方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４１】
　上記のような目的を達成するために、本発明の実施形態の一態様によれば、基地局がス
ケジューリング割当て（ＳＡ）を伝達するダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット
をユーザ装置（ＵＥ）に送信する通信システムにおける上記ＵＥからの基準信号（ＲＳ）
の送信を活性化する方法及び装置が提供される。上記ＤＣＩフォーマットは、上記ＵＥか
ら上記基地局へ又は上記基地局から上記ＵＥへのパケット送信を構成する情報要素（ＩＥ
）を含む。上記ＩＥは、２進要素を含む。上記ＲＳの送信は、上記ＤＣＩフォーマットＩ
Ｅとは独立した所定のパラメータを含む。上記ＤＣＩフォーマットで少なくとも１つの２
進要素を含む“ＲＳ活性化”ＩＥは、上記ＵＥにより構成される。上記“ＲＳ活性化”Ｉ
Ｅの上記少なくとも１つの２進要素が第１の値を有する場合に、上記ＲＳの送信は、上記
ＵＥにより中断される。上記“ＲＳ活性化”ＩＥの上記少なくとも１つの２進要素が第２
の値を有する場合に、上記ＲＳは、上記ＵＥにより送信される。
【００４２】
　本発明の実施形態の他の態様によれば、基地局がスケジューリング割当て（ＳＡ）を伝
達するダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットをユーザ装置（ＵＥ）に送信する通
信システムにおける上記ＵＥからの基準信号（ＲＳ）の送信を活性化する方法及び装置が
提供される。上記ＤＣＩフォーマットは、上記ＵＥから上記基地局へ又は上記基地局から
上記ＵＥへのパケット送信を構成する情報要素（ＩＥ）を含む。上記ＩＥは、２進要素を
含む。上記ＲＳの送信は、上記ＤＣＩフォーマットＩＥとは独立した所定のパラメータを
含む。ＩＥの２進要素が第１のセットの値に含まれる第１の値を伝達する場合に、上記Ｄ
ＣＩフォーマットは、ＳＡを上記ＵＥに伝達するものと解釈する。上記ＩＥの上記２進要
素が第２のセットの値に含まれる第２の値を伝達する場合に、上記ＤＣＩフォーマットは
、上記ＵＥからの上記ＲＳ送信を活性化するものと解釈する。上記第１のセットの値及び
上記第２のセットの値は、相互排他的である。
【００４３】



(16) JP 5547734 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

　本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、基地局がスケジューリング割当て（ＳＡ
）を伝達するダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットをユーザ装置（ＵＥ）に送信
する通信システムにおける上記ＵＥからの基準信号（ＲＳ）の送信パラメータを構成する
方法が提供される。上記ＤＣＩフォーマットは、上記ＵＥから上記基地局へ又は上記基地
局から上記ＵＥへのパケット送信を構成する情報要素（ＩＥ）を含む。上記ＩＥは、２進
要素を含む。少なくとも１つの２進要素を有する“ＲＳ活性化”ＩＥは、上記ＤＣＩフォ
ーマットに含まれる。上記“ＲＳ活性化”ＩＥの上記少なくとも１つの２進要素が第１の
値を有する場合に、上記ＤＣＩフォーマットは、ＳＡを上記ＵＥに伝達するものと解釈さ
れる。上記“ＲＳ活性化”ＩＥの上記少なくとも１つの２進要素が第２の値を有する場合
に、上記ＤＣＩフォーマットは、上記ＲＳの上記送信パラメータを構成するものと解釈さ
れる。
【００４４】
　本発明の実施形態のさらなる他の態様によれば、基地局がスケジューリング割当て（Ｓ
Ａ）を伝達するダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットをユーザ装置（ＵＥ）に送
信する通信システムにおける上記ＵＥからの基準信号（ＲＳ）の送信パラメータを構成す
る方法が提供される。上記ＤＣＩフォーマットは、上記ＵＥから上記基地局へ又は上記基
地局から上記ＵＥへのパケット送信を構成する情報要素（ＩＥ）を含む。上記ＩＥは、２
進要素を含む。ＩＥの２進要素が第１のセットの値に含まれる第１の値を伝達する場合に
、上記ＤＣＩフォーマットは、ＳＡを上記ＵＥに伝達するものと解釈される。上記ＩＥの
上記２進要素が第２のセットの値に含まれる第２の値を伝達する場合に、上記ＤＣＩフォ
ーマットは、上記ＲＳの送信パラメータを構成するものと解釈される。上記第１のセット
の値及び上記第２のセットの値は、相互排他的である。
【００４５】
　本発明の実施形態のさらに他の１つの態様によれば、ユーザ装置（ＵＥ）から基地局に
信号の送信のためのコンポーネントキャリア（ＣＣ）のセットを有し、上記ＵＥは、デー
タ情報を伝達する信号の送信のために上記ＣＣのセットの第１のサブセットを上記基地局
により割当てを受ける通信システムにおいて、上記ＣＣのセットの上記第１のサブセット
に属していない少なくとも１つの付加ＣＣでデータ情報を伝達する信号を上記ＵＥが送信
するようにする上記基地局を具現する方法及び装置が提供される。上記少なくとも１つの
付加ＣＣで上記ＵＥからの基準信号（ＲＳ）の送信は、上記基地局により構成される。上
記少なくとも１つの付加ＣＣで上記ＲＳは、上記ＵＥにより送信される。
【００４６】
　本発明の実施形態のさらにまた他の態様によれば、ユーザ装置（ＵＥ）から基地局に信
号の送信のためのコンポーネントキャリア（ＣＣ）のセットを有し、上記ＵＥは、データ
情報を伝達する信号の送信のために上記ＣＣのセットの第１のサブセットを上記基地局に
より割当てを受ける通信システムにおいて、上記第１のサブセットのＣＣに属している第
１のＣＣと上記ＣＣのセットの上記第１のサブセットに属していない第２のＣＣでの基準
信号（ＲＳ）の送信に対するパラメータを構成する方法及び装置が提供される。上記第１
のＣＣでのＲＳ送信パラメータのセットの中で第１のサブセットは、上記基地局により構
成される。上記第２のＣＣでのＲＳ送信パラメータの上記セットの中で第２のサブセット
は、上記基地局により構成される。
【００４７】
　本発明の実施形態のさらなる他の態様によれば、送信器アンテナのセットを有するユー
ザ装置（ＵＥ）が基地局との通信を行う通信システムにおいて、上記ＵＥ送信器アンテナ
のセットのサブセットから基準信号（ＲＳ）の送信のためのパラメータのセットを構成す
る方法が提供される。上記送信器アンテナのセットに含まれた基準ＵＥ送信器アンテナか
らのＲＳ送信のための上記パラメータのセットのサブセットは、上記基地局により構成さ
れる。上記送信器アンテナのセットに含まれた上記基準ＵＥ送信器アンテナからの上記Ｒ
Ｓ送信のための上記パラメータのセットの上記サブセットから上記送信器アンテナのセッ
トに含まれた残りの送信器アンテナからの上記ＲＳ送信のための上記パラメータのセット
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の対応するサブセットは、上記基地局により決定される。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明の実施形態は、ユーザが所定の規則又はフォーマットに従って生成したコンテン
ツをＤＣＤコンテンツプロバイダーサーバに提出することにより、対応するコンテンツに
関連した付加情報を含むことにより、ＤＣＤコンテンツプロバイダーサーバがＤＣＤコン
テンツを記憶するか又は分類し、他のユーザと共有する際に容易に制御することができる
という長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】通信システムのアップリンクでＰＵＳＣＨ送信のためのアップリンクサブフレー
ムの構成を示す図である。
【図２】ノードＢでＳＡの符号化工程を示すブロック図である。
【図３】ＵＥでＳＡのデコーディング工程を示すブロック図である。
【図４】アップリンクサブフレームの構成でＳＲＳマルチプレキシング方法を示す図であ
る。
【図５】ＲＳ送信器の構成を示すブロック図である。
【図６】ＲＳ受信器の構成を示すブロック図である。
【図７】ＣＡＺＡＣシーケンスの異なる循環シフトを用いて直交ＲＳマルチプレキシング
を示す図である。
【図８】様々な帯域幅でＳＲＳ送信をマルチプレキシングするための構成を示す図である
。
【図９】本発明の実施形態によるアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットに基づいてＳＲ
Ｓ活性化のためのＵＥ決定工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　本発明の他の目的、利点、及び顕著な特徴は、添付の図面及び本発明の実施形態からな
された以下の詳細な説明から、この分野の当業者に明確になるはずである。
【００５１】
　以下、本発明の好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明
において、同一の構成要素及び部分には、可能な限り同一の符号及び番号を共通使用する
ものとする。また、明瞭性と簡潔性の観点から、本発明に関連した公知の機能や構成に関
する具体的な説明が本発明の要旨を不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明
を省略する。
【００５２】
　本発明は、直交周波数分割多重接続（Orthogonal Frequency Division Multiple Acces
s；ＯＦＤＭＡ）通信システムに関連して説明する。しかしながら、本発明は、一般的に
、すべての周波数分割多重化（Frequency Division Multiplexing；ＦＤＭ）システムに
適用することができ、特に、単一キャリア周波数分割多重接続（Single-Carrier Frequen
cy Division Multiple Access；ＳＣ－ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多重（Orthogonal Fr
equency Division Multiple；ＯＦＤＭ）、周波数分割多重接続（Frequency Division Mu
ltiple Access；ＦＤＭＡ）、離散フーリエ変換拡散ＯＦＤＭ（Discrete Fourier Transf
orm-Spread-OFDM；ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ）、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭＡ、単一キャリアＯ
ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＯＦＤＭＡ）、及びＳＣ－ＯＦＤＭに適用することができる。
【００５３】
　本発明の実施形態は、基準ＵＥに対するＳＲＳ送信が構成されたアップリンクＣＣでＳ
ＲＳ送信の動的活性化及び非活性化、ＳＲＳ送信パラメータの動的構成、ＳＲＳ送信が構
成されないアップリンクＣＣでＳＲＳ送信の動的又は半静的活性化及び構成、及び多重Ｕ
ＥアンテナからのＳＲＳ送信パラメータの動的構成に関する。
【００５４】
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　ＳＲＳ送信の動的活性化及び非活性化は、ＵＥがデコーディングするアップリンクＳＡ
　ＤＣＩフォーマットの中から少なくとも１つのアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマット
を使用する。活性化されたＳＲＳ送信は、ディスエーブルされるまで１回又は継続して発
生し得る。
【００５５】
　例えば、期間、帯域幅、コム、及びＣＳのようなＳＲＳ送信パラメータの動的構成は、
ディスエーブルされるまで１回又は継続して発生し得る。
【００５６】
　アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットを用いてＳＲＳ送信の活性化又は非活性化を行
う第１の方法は、１ビットの“ＳＲＳ活性化”ＩＥを含む。ＵＥは、アップリンクＳＡ　
ＤＣＩフォーマットを受信する時、“ＳＲＳ活性化”ＩＥの値を検査する。例えば、“Ｓ
ＲＳ活性化”＝０は、現存するＳＲＳ送信の非活性化を示すか、又はＳＲＳ送信の不在を
保持することを示すことができる。“ＳＲＳ活性化”＝１は、ＳＲＳ送信の活性化を示す
か、又は上位レイヤーシグナリングを通して前に割り当てられたパラメータを用いて現存
するＳＲＳ送信を保持することを示すことができる。活性化されたＳＲＳ送信は、ディス
エーブルされるまで１回又は継続して発生し得る。１回発生する活性化されたＳＲＳ送信
は、ＳＲＳ送信が構成されていないアップリンクＣＣに存在し得る。
【００５７】
　ＵＥが１つ以上の送信器アンテナを有している場合に、ＳＲＳ活性化は、これらのアン
テナのサブセットだけに適用され得る。多重アンテナサブセットの活性化を示すための第
１の方法は、明示的なシグナリングを通して行われる。“ＳＲＳ活性化”ＩＥでのビット
の個数は、可能なすべてのアンテナサブセットをアドレッシングすることができなければ
ならない。例えば、２個又は４個の送信器アンテナを有するＵＥにおいて、表３に示すよ
うに、２ビット“ＳＲＳ活性化”ＩＥは、ＵＥにより解釈されることができる。同一の原
理は、ＵＥ送信器アンテナの個数がさらに大きい場合に拡張されることができる。
【００５８】
【表３】

【００５９】
　ＵＥ動作を図９に示し、ここでは、４個のＵＥ送信器アンテナが存在すると仮定する。
信号受信９１０を行うと、ＵＥは、ブロック９２０でアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマ
ットをデコーディングし、ブロック９３０で“ＳＲＳ活性化”ＩＥの値を検査する。この
値が００である場合に、ＳＲＳは、ブロック９４０に示すように活性化されない（又は活
性化ＳＲＳは非活性化される）。この値が０１である場合に、ブロック９５０に示すよう
に、ＵＥは、前に構成されたパラメータを用いてアンテナ１及びアンテナ２からＳＲＳ送
信を開始する。この値が１０である場合に、ブロック９６０に示すように、ＵＥは、前に
構成されたパラメータを用いてアンテナ３及びアンテナ４からＳＲＳ送信を開始する。こ
の値が１１である場合に、ブロック９７０に示すように、ＵＥは、前に構成されたパラメ
ータを用いて４個のすべてのアンテナからＳＲＳ送信を開始する。
【００６０】
　アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットを通して多重ＵＥ送信器アンテナサブセットか
らＳＲＳ送信を活性化するか又は非活性化するための第２の方法は、明示的及び暗示的シ
グナリングの組合せを活用する。１ビットの“ＳＲＳ活性化”ＩＥは、他のＩＥと結合さ
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下で可能である。例えば、“ＳＲＳ活性化”ＩＥを“ＣＱＩ要請”ＩＥと結合する場合に
、これらの組合せは、表４に示すように解釈されることができる。この制限は、ポジティ
ブＣＱＩ要請及びＳＲＳ活性化が同一のアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットで同時に
発生することができず、４個のＵＥ送信器アンテナの場合に、｛アンテナ３、アンテナ４
｝のサブセットの独立した活性化も不可能であるというものである。それにもかかわらず
、大部分の構成は、２個のＵＥ送信器アンテナの場合だけでなく、全体を明示的にシグナ
リングする際に比べて、アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットの個数が１ずつ減少しつ
つアドレッシングされることができる。
【００６１】
【表４】

【００６２】
　ＳＲＳ活性化のための明示的及び暗示的シグナリングの他の組合せは、ＭＣＳ　ＩＥの
ＩＭＣＳ値を活用する。４個のリダンダンシーバージョン（redundancy version；ＲＶ）
ＲＶ０、ＲＶ１、ＲＶ２、及びＲＶ３を有する増加リダンダンシー（Incremental Redund
ancy：ＩＲ）は、ＨＡＲＱ工程に適用されると仮定する。ＲＶ間の分離を最大にすること
により各ＨＡＲＱ送信に対する各符号化利得を最大にするために、ＲＶの順序は、｛ＲＶ
０、ＲＶ２、ＲＶ３、ＲＶ１｝であり得、ＲＶ０は、初期パケット送信に対応する。その
後に、同期アップリンクＨＡＲＱに対して、５ビットのＭＣＳ　ＩＥの終わりの３個の値
は、同一の送信ブロックに対して最も最近のＰＤＣＣＨから決定されるＭＣＳで再送信の
ための３個のＲＶの中の１つを示すことができる。したがって、０≦ＩＭＣＳ≦２８は、
新規パケット送信のための有効なＭＣＳを示し、再送信のために、ＲＶ２、ＲＶ３、及び
ＲＶ１は、それぞれＩＭＣＳ＝２９、ＩＭＣＳ＝３０、及びＩＭＣＳ＝３１で示される。
ＲＶ１及びＲＶ３が再送信に最も低い頻度で使用されるために、後者がＳＲＳ送信を示す
度に、アンテナサブセットを表５に示す配置と同様にアドレッシングするために、これら
は、“ＳＲＳ活性化”ＩＥと結合されることができる。“ＳＲＳ活性化”＝１である度に
ＲＶ１又はＲＶ３の使用が不能となるのは、システムスループットで損失をもたらすが、
これは、無視できる程である。
【００６３】
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【表５】

【００６４】
　表３、表４、及び表５に示す実施形態の変形例を適用することができる。例えば、表５
において、２個のＵＥ送信器アンテナに対して、ＭＣＳエントリーＩＭＣＳ＝３０は、ま
ったく使用されなくてもよい。その代りに、送信器アンテナ１に対するＳＲＳ活性化は、
ＳＲＳ送信がイネーブルされる度に常に適用されてもよい。さらに、前のすべての場合に
おいて、ＳＲＳ送信は、“ＳＲＳ活性化”＝０を有することによりアップリンクＳＡ　Ｄ
ＣＩフォーマットを通してディスエーブルされることができる。
【００６５】
　多重送信器アンテナを有するＵＥにおいて、ＳＲＳ送信パラメータが上位レイヤー（Ｍ
ＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングを通して構成されると、ＳＲＳ送信は、明示的な活性化な
しに開始することができる。しかしながら、この場合に、各ＳＲＳ送信インスタンスで１
本のアンテナのみからのＳＲＳ送信を仮定することにより、連続的なＳＲＳ送信インスタ
ンスにおいてアンテナ間で交互に行うことが可能となる。例えば、アンテナ１は、第１の
ＳＲＳ送信インスタンスで使用されてもよく、アンテナ２は、次のＳＲＳ送信インスタン
スで使用されてもよい。アンテナサブセットからのＳＲＳ送信の活性化は、上述したよう
に発生する。表６は、１ビットの“ＳＲＳ活性化”ＩＥを使用する多重アンテナからの明
示的なＳＲＳ活性化を示す。表７は、１ビットの“ＳＲＳ活性化”ＩＥを用いる多重アン
テナからの明示的かつ暗示的なＳＲＳ活性化の例を示す。
【００６６】

【表６】

【００６７】
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【００６８】
　明示的かつ暗示的なシグナリングの組合せがある場合又は暗示的なシグナリングがＳＲ
Ｓ活性化に使用される場合のＵＥ動作は、図９に関する説明から直接的な方式で誘導され
ることができる。
【００６９】
　ＳＲＳ送信がすでに構成されているアップリンクＣＣ又はＳＲＳ送信が構成されていな
いアップリンクＣＣでのＳＲＳ送信パラメータの動的構成は、基準ＵＥがデコーディング
するものと仮定される、可能な多重アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットの中の少なく
とも１つを活用する。ＳＲＳ送信が構成されているアップリンクＣＣにおいて、ＳＲＳ送
信パラメータの動的構成は、前に構成されているＳＲＳ送信パラメータを置き換える（ov
erride）。ＳＲＳ送信が構成されていないアップリンクＣＣにおいて、ＳＲＳ送信パラメ
ータの動的構成もＳＲＳ送信の活性化として機能する。
【００７０】
　ＳＲＳ送信パラメータを構成する際に、アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットは、パ
ケット送信のスケジューリングとして解釈されないが、ＳＲＳ送信を構成するものと解釈
される。この構成は、“ＳＲＳ活性化”ＩＥを用いて明示的又は現存するＩＥで特定値を
用いて暗示的に実行されることができる。例えば、暗示的な指示に関連して、アップリン
クＳＡ　ＤＣＩフォーマットは、“ＣＱＩ要請”ＩＥが１と同一であり、“ＭＣＳ”ＩＥ
　ＩＭＣＳが３０又は３１と同一である場合に、ＳＲＳ送信を構成するものと解釈されて
もよい。明示的な指示に関連して、アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットは、“ＳＲＳ
活性化”ＩＥが１と同一であるか、又は“ＳＲＳ活性化”ＩＥが０と同一であり、ＳＲＳ
送信が上位レイヤー（ＭＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングにより前に構成されているままに
保持される場合にＳＲＳ送信を構成するものと解釈されてもよい。表１でのアップリンク
ＳＡ　ＤＣＩフォーマット及び“ＳＲＳ活性化”ＩＥ（このＩＥは、ＳＲＳ送信パラメー
タの暗示的な構成を必要としない。）の包含を考慮すると、アップリンクＳＡ　ＤＣＩフ
ォーマットは、表８に示すように解釈されてもよい。
【００７１】
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【表８】

【００７２】
　“ＳＲＳ活性化”ＩＥ及びＣＲＣフィールドは、ＵＥ送信器アンテナの個数に基づいて
いない。残りのＩＥは、全体の柔軟性（flexibility）を提供するためにＵＥ送信器アン
テナごとに適用され得る。しかしながら、１つ以上のＵＥ送信器アンテナにおいて、ＳＲ
Ｓ送信を構成するアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットの全サイズは、データパケット
送信をスケジューリングするためのものよりさらに大きくなり得る。付加的に、各アンテ
ナに対するＳＲＳ送信パラメータを独立して構成するための柔軟性は、通常必要としない
。ＵＥ送信器アンテナの個数が増加するほどＳＲＳ送信を構成するためのアップリンクＳ
Ａ　ＤＣＩフォーマットサイズの増加を防止するために、本発明の実施形態は、幾つかの
制限及び簡素化を考慮する。
【００７３】
　多重ＵＥアンテナからのＳＲＳ送信において、同一の帯域幅がすべてのアンテナに対し
て使用されることができる。したがって、本発明の実施形態は、ＳＲＳ送信帯域幅、ＳＲ
Ｓ開始帯域幅位置、ＳＲＳホッピング活性化、及びＳＲＳ送信のアップリンクＣＣは、１
つのＵＥ送信器アンテナに対して特定され、残りのＵＥ送信器アンテナに対して同一であ
る。
【００７４】
　他の形態において、これらのＳＲＳ送信パラメータは、基準送信器アンテナに対してア
ップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットを通して特定されたものに関連した所定のルールに
従って誘導され得る。例えば、２つのＵＥアンテナからの送信が相関される場合に送信ア
ンテナダイバーシティを支援するために、第２のアンテナに対する開始ＳＲＳ送信帯域幅
は、第１のアンテナに対する開始ＳＲＳ送信帯域幅から最も遠く離れているものとなり得
る。ＵＥ送信器アンテナに対する前のＳＲＳパラメータ間の正確な関係にかかわらず、本
発明の実施形態は、これらが１つのＵＥ送信器アンテナに対してただシグナリングされる
ものと見なす。
【００７５】
　すべてのＵＥ送信器アンテナ間で共通され得る他のＳＲＳ送信パラメータは、ＳＲＳ送
信期間及びＳＲＳ開始送信サブフレームである。これは、ノードＢスケジューラが各ＵＥ
送信器アンテナに対するアップリンクＣＱＩ推定の提供を同時に受けることが有利である
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という事実による。そうでない場合、アップリンクＣＱＩ信頼性は、アップリンクチャネ
ルが時間とともに変化しつつアンテナ間で異なることもあり、これは、アップリンクスペ
クトル効率を劣化させることもある。付加的に、これらのパラメータの構成において、上
位レイヤー（ＭＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングを通してすでに構成されたものに比べて、
相対的に減少された範囲が適用されてもよい。例えば、上位レイヤーシグナリングは、８
ビットを用いてＳＲＳ開始送信サブフレームを構成するが、その後続（subsequent）構成
での調整は、４ビットを用いて前に構成されたサブフレームに関連した１６個の可能な所
定のサブフレーム位置の中で１個を通知する。
【００７６】
　上位レイヤー（ＭＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングがこれらのパラメータを構成するのに
使用され、構成の時にＳＲＳ活性化が即座に又はアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマット
を通してその次にイネーブルされる場合に、多重ＵＥ送信器アンテナからＳＲＳ送信パラ
メータでの前の制限が適用され得る。上位レイヤー（ＭＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングは
、１つの基準ＵＥ送信器アンテナに対するＳＲＳ送信パラメータだけを特定することがで
き、残りのＵＥ送信器アンテナに対するＳＲＳ送信パラメータは、基準ＵＥ送信器アンテ
ナに対するものと同一であるかこれらから所定の方式で誘導されることができる。
【００７７】
　ＳＲＳ　ＣＳ及びＳＲＳ送信コムについて、ＳＲＳ送信を構成するアップリンクＳＡ　
ＤＣＩフォーマットでそれぞれのＩＥを通してこれらを特定することが頻繁に有利なこと
もある。これは、基準ＵＥからのＳＲＳ送信が構成される必要がある場合に、他のＵＥか
らのＳＲＳ送信が同一の帯域幅及び同一のサブフレームにすでに存在することができるた
めである。ＳＲＳ衝突は、基準ＵＥからのＳＲＳ送信に異なるＣＳ又はコムを割り当てる
ことにより防止することができる。このようなオプションは、ＳＲＳ送信パラメータを構
成するアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットでビット数を適切に大きくする際に可能で
ある。
【００７８】
　ＳＲＳ　ＴＰＣコマンドについて、異なるＵＥ送信器アンテナは、それぞれの送信電力
の異なる調整要求につながる異なるシャドーイング状況（shadowing conditions）を経験
することもある。しかしながら、ＵＥ送信器アンテナ間での異なるシャドーイング状況は
、サブフレーム期間よりはるかにさらに長い期間にわたって一定に保持されるので、それ
ぞれの電力制御調整は、上位レイヤー（ＭＡＣ又はＲＲＣ）を通して行われることができ
、すべてのＵＥ送信器アンテナに適用可能な単一ＴＰＣコマンドのみがＳＲＳ送信パラメ
ータを構成するＤＣＩフォーマットに含まれることができる。
【００７９】
　ＳＲＳ送信パラメータを構成するアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットでのビットの
数が適切に大きくない場合、第１のアンテナからのＳＲＳ送信に対するＣＳ及びコムのみ
が明示的にシグナリングされることができ、他方、残りのアンテナに対するそれぞれのパ
ラメータは、第１のアンテナに対するものから暗示的に誘導される。例えば、２個の送信
アンテナを有するＵＥにおいて、可能なＣＳ値のセットからの第１のＣＳ値が第１のアン
テナからＳＲＳ送信に対して明示的にシグナリングされる場合に、第２のアンテナからの
ＳＲＳ送信に対するＣＳ値は、異なるコムが使用される際に第１のアンテナからのＳＲＳ
送信に対するＣＳ値と同一であることができ、ＣＳ値のセットからその次のＣＳ値である
か、又はＣＳ値のセットからシグナリングされたＣＳ値から最も遠く離れているＣＳ値で
あることができる。同様に、第２のアンテナからのＳＲＳ送信に対するコムは、異なるＣ
Ｓ値が使用される場合に第１のアンテナからのＳＲＳ送信に対するコムと同一であるか、
又は２つの可能なコム値を仮定する場合に、第１のアンテナからのＳＲＳ送信が第１のコ
ム値を使用する場合に、第２のアンテナからのＳＲＳ送信は、第２のコム値を使用する。
【００８０】
　前の制限及び簡素化に基づいて、ＳＲＳ送信パラメータの構成に対するアップリンクＳ
Ａ　ＤＣＩフォーマットコンテンツは、ＵＥ送信器アンテナの中の１つに対して表９に示
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【００８１】
【表９】

【００８２】
　ＳＲＳ　ＣＳ及びＳＲＳコムがすべてのＵＥ送信器アンテナに対して明示的にシグナリ
ングされる場合に、ＳＲＳ送信パラメータの構成に対するアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォ
ーマットコンテンツは、ＵＥ送信器アンテナの中の１つに対して表１０に示すように解釈
されてもよい。
【００８３】
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【表１０】

【００８４】
　ＵＥは、ＳＲＳ送信パラメータが特定される送信器アンテナを選択することができ、ノ
ードＢは、ＳＲＳ送信パラメータを特定するＵＥ送信器アンテナを認識することができな
いこともある。さらに、ＳＲＳ送信パラメータの前の暗示的な構成が物理レイヤー制御シ
グナリング（ＤＣＩフォーマットを通して）を仮定して説明したが、同一の原理は、ＭＡ
Ｃシグナリング又はＲＲＣシグナリングのような上位レイヤー制御シグナリングに対して
適用される。
【００８５】
　構成されたＳＲＳ送信は、現存するＳＲＳ送信と同一のアップリンクＣＣに存在し得る
。この場合に、ＳＲＳ送信パラメータの構成は、使用可能なリソースをさらに効率的に活
用し、関連したＳＲＳオーバーヘッドを最小化するように機能することができる。例えば
、良好なＳＩＮＲが帯域幅の特定の部分で取得される場合に、ノードＢは、ＳＲＳホッピ
ングを動的にディスエーブルすることができるか、又は反対の状況が発生する際にＳＲＳ
ホッピングを動的にイネーブルすることができる。また、ノードＢは、ＳＲＳマルチプレ
キシング能力を改善し、対応するオーバーヘッドを減少させるために、他のＵＥに使用可
能となるＳＲＳ送信リソースを動的に再び割り当てることができるか、又はＵＥ　ＳＩＮ
Ｒが増加（及び減少）するに従ってＳＲＳ送信帯域幅を増加させることができる。
【００８６】
　構成されたＳＲＳ送信が現存するＳＲＳ送信が構成されないアップリンクＣＣに対応す
る場合に、ＳＲＳ送信は、単一、“ワンショット”（one-shot）、送信となり得、これは
、ＵＥが新規アップリンクＣＣで経験することもあるチャネル状態及び干渉の推定を提供
するように機能する。このような情報に基づいて、サービングノードＢは、新規アップリ
ンクＣＣをＰＵＳＣＨ送信が構成されているものと合体するためにＰＵＳＣＨ送信を基準
ＵＥから新規アップリンクＣＣに遷移する判定を行うか、又はＰＵＳＣＨ送信に対する新
規アップリンクＣＣの構成を反対する判定を行うことができる。基準ＵＥは、例えば、前
の上位レイヤー（ＭＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングを通して、アップリンクＣＣのナンバ
リング（numbering）を認識しているものと仮定する。現存するＳＲＳ送信が構成されな
いアップリンクＣＣでのＳＲＳ送信パラメータの構成は、上位レイヤーシグナリングを通
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して半静的になされることができる。ＳＲＳ送信パラメータの上述したＤＣＩフォーマッ
ト構成は、上位レイヤーシグナリングを用いてさらに提供される。
【００８７】
　現存するＳＲＳ送信が構成されないアップリンクＣＣでのＳＲＳ送信パラメータの構成
において、ＳＲＳ活性化、ＳＲＳホッピング、及びＳＲＳ送信周期性（単一ＳＲＳ送信を
仮定する）に関する情報を提供する必要がないために、表８、表９、又は表１０でのすべ
てのＩＥが特定される必要があるのではない。ＳＲＳ送信サブフレームにおいて、固定さ
れたオフセットがＤＣＩフォーマット送信のサブフレームとＳＲＳ送信のサブフレーム間
に適用される際に、なんの特定も適用されないことがある。例えば、ＳＲＳ送信のサブフ
レームは、アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマット受信のサブフレームをそのまま従うこ
ともある。しかしながら、ある程度の柔軟性を提供するために、３ビットのような小さい
数のビットは、このサブフレームがアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットの受信後の最
初のアップリンクサブフレームに対して相対的に特定され得ることを示すために使用され
ることができる。また、送信は、すべてのＵＥ送信器アンテナからではなく、ＵＥ送信器
アンテナのセットのサブセットだけから予め構成されてもよい。
【００８８】
　ＣＳ及びコムの明示的な指示は、使用されないＩＥを活用することにより適用すること
ができる。ＳＲＳ送信パラメータが構成されるアップリンクＣＣですでにＳＲＳ送信がな
されたか否か（ＩＥがこれらのそれぞれの情報を伝達するか又はこれらのＩＥのビットが
ＣＳを伝達するか又は多重送信器アンテナに対するコムを伝達することができる。）に基
づいて、ＵＥは、これらのＩＥに対応するビットを異なって解釈する。付加的に、現存す
るＳＲＳ送信が構成されていないアップリンクＣＣでＳＲＳの送信に対する電力制御コマ
ンドがＤＣＩフォーマットに含まれてもよい。表１１は、この再解釈形態を要約する。一
般的に、アップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットでＳＲＳ送信に対するパラメータを構成
するのに必要なビットの数がアップリンクＳＡ　ＤＣＩフォーマットでのビットの数より
小さい場合に、残りのビットの各々は、ゼロのようなそれぞれの所定の値に設定されるこ
とができる。表１１の情報は、上位レイヤー（ＭＡＣ又はＲＲＣ）シグナリングにより提
供されてもよい。
【００８９】
【表１１】

【００９０】
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　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び
趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり
、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及
びこれに均等なものの範囲内で定められるべきである。
【符号の説明】
【００９１】
　　２１０・・・ＳＡビット
　　２４０・・・マスキングされたＵＥ　ＩＤ
　　２９０・・・制御信号
　　４０１，４０２，４０３・・・サブフレーム
　　５５０・・・循環シフター
　　５８０・・・送信信号
　　６１０・・・受信信号
　　６４０・・・循環デシフター
　　６７０・・・乗算器
　　６８０・・・ＣＡＺＡＣ基盤シーケンス

【図１】 【図２】
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