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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるダウンリンク制御チャネルを受信する方法であって、前記方
法は、ユーザー機器により実行され、前記方法は、
　サービングセルから同期化信号を受信することと、
　前記同期化信号に基づいて前記サービングセルの物理的セル識別子を決定することと、
　第１のＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）を探すために第１の探索空間でブラインドデコーディングを実行することと、
　前記サービングセルから設定情報を含むＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）メッセージを受信することであって、前記設定情報は、第２の探索空間及び
第１の識別子情報を示す、ことと、
　第２のＰＤＣＣＨを探すために前記第２の探索空間でブラインドデコーディングを実行
することと
　を含み、
　前記第１のＰＤＣＣＨは、前記物理的セル識別子に基づいて復調され、
　前記第２のＰＤＣＣＨは、前記第１の識別子情報に基づいて復調され、
　前記物理的セル識別子は、前記サービングセルを識別し、
　前記第１の識別子情報は、前記ユーザー機器に対する制御情報を受信するために使用さ
れ、
　前記物理的セル識別子は、前記ＲＲＣメッセージがＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔ
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ｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）－ＲＳ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を復調する
ための第２の識別子情報をさらに含まない場合には、前記ＣＳＩ－ＲＳを復調するために
使用され、
　前記物理的セル識別子は、前記ＲＲＣメッセージが前記ＣＳＩ－ＲＳを復調するための
前記第２の識別子情報をさらに含む場合には、前記ＣＳＩ－ＲＳを復調するために使用さ
れない、方法。
【請求項２】
　前記第１の探索空間及び前記第２の探索空間は、複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含
む一つのサブフレームで定義される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記同期化信号は、プライマリ同期化信号とセカンダリ同期化信号を含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の識別子情報は、仮想セル識別子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　無線通信システムにおけるダウンリング制御チャネルを受信するように構成された無線
装置であって、前記無線装置は、
　無線信号を受信するように構成されたトランシーバと、
　前記トランシーバと作用可能に連結されたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　サービングセルから同期化信号を受信するように前記トランシーバに命令することと、
　前記同期化信号に基づいて前記サービングセルの物理的セル識別子を決定することと、
　第１のＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）を探すために第１の探索空間に対してブラインドデコーディングを実行すること
と、
　前記サービングセルから設定情報を含むＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）メッセージを受信するように前記トランシーバに命令することであって、前
記設定情報は、第２の探索空間及び第１の識別子情報を示す、ことと、
　第２のＰＤＣＣＨを探すために前記第２の探索空間でブラインドデコーディングを実行
することと
　を実行するように構成され、
　前記第１のＰＤＣＣＨは、前記物理的セル識別子に基づいて復調され、
　前記第２のＰＤＣＣＨは、前記第１の識別子情報に基づいて復調され、
　前記物理的セル識別子は、前記サービングセルを識別し、
　前記第１の識別子情報は、前記ユーザー機器に対する制御情報を受信するために使用さ
れ、
　前記物理的セル識別子は、前記ＲＲＣメッセージがＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔ
ｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）－ＲＳ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を復調する
ための第２の識別子情報をさらに含まない場合には、前記ＣＳＩ－ＲＳを復調するために
使用され、
　前記物理的セル識別子は、前記ＲＲＣメッセージが前記ＣＳＩ－ＲＳを復調するための
前記第２の識別子情報をさらに含む場合には、前記ＣＳＩ－ＲＳを復調するために使用さ
れない、無線装置。
【請求項６】
　前記第１の探索空間及び前記第２の探索空間は、複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含
む一つのサブフレームで定義される、請求項５に記載の無線装置。
【請求項７】
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　前記同期化信号は、プライマリ同期化信号とセカンダリ同期化信号を含む、請求項５に
記載の無線装置。
【請求項８】
　前記第１の識別子情報は、仮想セル識別子を含む、請求項５に記載の無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、制御情報を復調するための方法及び装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、無線通信ネットワークのデータ送信量が益々増加している。その理由は、マシン
ツーマシン（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ；Ｍ２Ｍ）通信及び高いデータ送信
量を要求するスマートフォン、タブレットＰＣなど、多様なデバイスの出現及び普及のた
めである。要求される高いデータ送信量を満たすために、より多くの周波数帯域を効率的
に使用する搬送波集約（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術、コグニティブ
無線（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄｉｏ）技術などと、限定された周波数内でデータ容量
を高めるために、多重アンテナ技術、多重基地局協力技術などが最近浮かび上がっている
。
【０００３】
　また、無線ネットワークは、ユーザ周辺にアクセスすることができるノード（ｎｏｄｅ
）の密度が高まる方向に進化している。ここで、ノードとは、分散アンテナシステム（ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｓｙｓｔｅｍ；ＤＡＳ）から一定間隔以上離れ
たアンテナ又はアンテナグループを意味するが、このような意味に限定されるものではな
く、さらに広い意味で使われることができる。即ち、ノードは、ピコセル基地局（ＰｅＮ
Ｂ）、ホーム基地局（ＨｅＮＢ）、ＲＲＨ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ　ｈｅａｄ）、Ｒ
ＲＵ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ　ｕｎｉｔ）、中継器などになることもできる。このよ
うな高い密度のノードを備えた無線通信システムは、ノード間の協力により高いシステム
性能を示すことができる。
【０００４】
　即ち、各ノードが独立的な基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ（ＢＳ）、Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ　ＢＳ（ＡＢＳ）、Ｎｏｄｅ－Ｂ（ＮＢ）、ｅＮｏｄｅ－Ｂ（ｅＮＢ）、Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｐｏｉｎｔ（ＡＰ）等）として動作することで、互いに協力しない時より各ノードが
一つの制御局により送受信の管理を受けて一つのセルに対するアンテナ又はアンテナグル
ープのように動作すると、優れたシステム性能を示すことができる。以下、複数のノード
を含む無線通信システムを多重ノードシステムという。
【０００５】
　ノードは、通常一定間隔以上離れたアンテナグループだけでなく、間隔に関係なしに任
意のアンテナグループと定義しても適用することができる。例えば、クロス偏波アンテナ
（ｃｌｏｓｓ　ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ）で構成された基地局をＨ－偏波ア
ンテナ（Ｈ－ｐｏｌ　ａｎｔｅｎｎａ）で構成されたノードとＶ－偏波アンテナ（Ｖ－ｐ
ｏｌ　ａｎｔｅｎｎａ）で構成されたノードで構成されていると見ることができる。
【０００６】
　多重ノードシステムでは端末に信号を送信するノードが端末別に異なり、複数個設定さ
れることができる。このとき、各ノード別に互いに異なる参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌ）を送信することができる。この場合、端末は、複数の参照信号を利用し
て各ノードと端末との間に対するチャネル状態を測定し、チャネル状態情報を周期的又は
非周期的にフィードバックすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明の目的は、セル識別子（ｃｅｌｌ　ＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ））を
利用して制御情報を復調するための方法を提供することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、セル識別子（ｃｅｌｌ　ＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
）を利用して制御情報を復調するための方法を実行する装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施例によると、多重分散ノードシステムにおける制御情報受信方法は、同期
化信号（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ；ＳＳ）に基づいて第１のセル
識別子を復調するステップ、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）
メッセージに基づいて第２のセル識別子を指示する情報を復調するステップ、及び前記第
２のセル識別子に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するステップを含み、前記第１
のセル識別子は、複数の隣接ノードが共有する指示子であり、前記第２のセル識別子は、
前記複数の隣接ノードを指示する指示子である。第２のセル識別子を指示する情報は、前
記ｅ－ＰＤＣＣＨの設定情報に含まれる。前記第２のセル識別子を指示する情報を復調す
るステップは、前記ＲＲＣメッセージに基づいて受信されたＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓ
ｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）－ＲＳ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）のセ
ル識別子を復調するステップ、前記ＲＲＣメッセージに基づいて前記ＣＳＩ－ＲＳのＰＰ
ＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）指示子を
復調するステップ、及び前記第２のセル識別子を前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同
じに設定するステップを含み、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子は、前記ＣＳＩ－ＲＳ
を送信するノードを指示し、前記ＰＰＣＩ指示子は、前記第２のセル識別子が前記ＣＳＩ
－ＲＳの前記セル識別子と同じかどうかを指示する。前記制御情報受信方法は、前記ＣＳ
Ｉ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　
ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するステップをさらに含み、前記ＰＤＳＣＨは、前記ＣＳＩ－Ｒ
Ｓの前記セル識別子と同じセル識別子で生成される。前記第２のセル識別子を指示する情
報を復調するステップは、前記ＲＲＣメッセージに基づいて予め決定されたリソース要素
に位置したＣＳＩ－ＲＳのセル識別子を復調するステップ及び前記第２のセルＩＤを前記
ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じに設定するステップを含み、前記ＣＳＩ－ＲＳの前
記セル識別子は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するノードを指示する。前記制御情報受信方法
は、前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓ
ｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するステップをさらに含み、前記ＰＤＳＣＨは、前
記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じセル識別子で生成される。
【００１０】
　また、本発明の実施例によると、多重分散ノードシステムにおける制御情報を受信する
端末において、前記端末は、同期化信号（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａ
ｌ；ＳＳ）に基づいて第１のセル識別子を復調し、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージに基づいて第２のセル識別子を指示する情報を復調する
ように具現されるプロセッサ及び前記第２のセル識別子に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎ
ｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
）を復調するように具現されるトランシーバを含み、前記第１のセル識別子は、複数の隣
接ノードが共有する指示子であり、前記第２のセル識別子は、前記複数の隣接ノードを指
示する指示子である。前記第２のセル識別子を指示する情報は、前記ｅ－ＰＤＣＣＨの設
定情報に含まれて送信される。前記プロセッサは、前記ＲＲＣメッセージに基づいて受信
されたＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）－ＲＳ（ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）のセル識別子を復調し、前記ＲＲＣメッセージに基づいて
前記ＣＳＩ－ＲＳのＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）指示子を復調し、前記第２のセル識別子を前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識
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別子と同じに設定するように具現され、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子は、前記ＣＳ
Ｉ－ＲＳを送信するノードを指示し、前記ＰＰＣＩ指示子は、前記第２のセル識別子が前
記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じかどうかを指示する。前記プロセッサは、前記Ｃ
ＳＩ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ
　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するように具現され、前記ＰＤＳＣＨは、前記ＣＳＩ－ＲＳの
前記セル識別子と同じセル識別子で生成される。前記プロセッサは、前記ＲＲＣメッセー
ジに基づいて予め決定されたリソース要素に位置したＣＳＩ－ＲＳのセル識別子を復調し
、前記第２のセルＩＤを前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じに設定するように具現
され、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するノードを指示
する。前記プロセッサは、前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するように具現され、前記Ｐ
ＤＳＣＨは、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じセル識別子で生成される。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　多重分散ノードシステムにおける制御情報受信方法において、
　同期化信号（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ；ＳＳ）に基づいて第１
のセル識別子を復調するステップ；
　ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージに基づいて第２
のセル識別子を指示する情報を復調するステップ；及び、
　前記第２のセル識別子に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するステップ；を含み
、
　前記第１のセル識別子は、複数の隣接ノードが共有する指示子であり、
　前記第２のセル識別子は、前記複数の隣接ノードを指示する指示子である制御情報受信
方法。
（項目２）
　前記第２のセル識別子を指示する情報は、前記ｅ－ＰＤＣＣＨの設定情報に含まれる項
目１に記載の制御情報受信方法。
（項目３）
　前記第２のセル識別子を指示する情報を復調するステップは、前記ＲＲＣメッセージに
基づいて受信されたＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）－
ＲＳ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）のセル識別子を復調するステップ；前記ＲＲ
Ｃメッセージに基づいて前記ＣＳＩ－ＲＳのＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）指示子を復調するステップ；及び、前記第２のセ
ル識別子を前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じに設定するステップ；を含み、前記
ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するノードを指示し、前記Ｐ
ＰＣＩ指示子は、前記第２のセル識別子が前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じかど
うかを指示する項目１に記載の制御情報受信方法。
（項目４）
　前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈ
ａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するステップをさらに含み、前記ＰＤＳＣＨは、前記
ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じセル識別子で生成される項目３に記載の制御情報受
信方法。
（項目５）
　前記第２のセル識別子を指示する情報を復調するステップは、前記ＲＲＣメッセージに
基づいて予め決定されたリソース要素に位置したＣＳＩ－ＲＳのセル識別子を復調するス
テップ；及び、前記第２のセルＩＤを前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じに設定す
るステップ；を含み、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信す
るノードを指示する項目１に記載の制御情報受信方法。
（項目６）
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　前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈ
ａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するステップをさらに含み、前記ＰＤＳＣＨは、前記
ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じセル識別子で生成される項目５に記載の制御情報受
信方法。
（項目７）
　多重分散ノードシステムにおける制御情報を受信する端末において、前記端末は、
　同期化信号（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ；ＳＳ）に基づいて第１
のセル識別子を復調し、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）メッ
セージに基づいて第２のセル識別子を指示する情報を復調するように具現されるプロセッ
サ；及び、
　前記第２のセル識別子に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するように具現される
トランシーバ；を含み、
　前記第１のセル識別子は、複数の隣接ノードが共有する指示子であり、
　前記第２のセル識別子は、前記複数の隣接ノードを指示する指示子である端末。
（項目８）
　前記第２のセル識別子を指示する情報は、前記ｅ－ＰＤＣＣＨの設定情報に含まれて送
信される情報である項目７に端末。
（項目９）
　前記プロセッサは、前記ＲＲＣメッセージに基づいて受信されたＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅ
ｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）－ＲＳ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ
）のセル識別子を復調し、前記ＲＲＣメッセージに基づいて前記ＣＳＩ－ＲＳのＰＰＣＩ
（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）指示子を復調
し、前記第２のセル識別子を前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じに設定するように
具現され、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するノードを
指示し、前記ＰＰＣＩ指示子は、前記第２のセル識別子が前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識
別子と同じかどうかを指示する項目７に端末。
（項目１０）
　前記プロセッサは、前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するように具現され、前記ＰＤＳ
ＣＨは、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じセル識別子で生成される項目９に端末
。
（項目１１）
　前記プロセッサは、前記ＲＲＣメッセージに基づいて予め決定されたリソース要素に位
置したＣＳＩ－ＲＳのセル識別子を復調し、前記第２のセルＩＤを前記ＣＳＩ－ＲＳの前
記セル識別子と同じに設定するように具現され、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子は、
前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するノードを指示する項目７に端末。
（項目１２）
　前記プロセッサは、前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を復調するように具現され、前記ＰＤＳ
ＣＨは、前記ＣＳＩ－ＲＳの前記セル識別子と同じセル識別子で生成される項目１１に端
末。
【発明の効果】
【００１１】
　前述したような本発明の実施例に係るプライマリセル識別子（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌ
ｌ　ＩＤ）を利用した制御チャネル復調方法及び装置によると、プライマリセル識別子と
同じセル識別子を有する少なくとも一つのノードから送信された制御情報を受信すること
ができる。したがって、多重分散ノードシステムで送信される制御情報を選択的に受信す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】単一セル多重分散ノードシステムを示す概念図である。
【図２】ＣＳＩ－ＲＳの送信と端末で測定されたＣＳＩのフィードバック（ｆｅｅｄｂａ
ｃｋ）を示す概念図である。
【図３】ＣＳＩ－ＲＳの個数によるリソースブロックペア（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃ
ｋ　ｐａｉｒ）においてＣＳＩ－ＲＳの位置を示す概念図である。
【図４】リソースブロックペア（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ｐａｉｒ）でＣＳＩ－
ＲＳがマッピングされる複数の構造（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を示す概念図である。
【図５】ＣｏＭＰ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ）を利用したデータ送信方法を示す概念図である。
【図６】新たに導入された制御チャネルであるｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を示す概念図であ
る。
【図７】ＬＴＥで提案されたリレイ方法（ｒｅｌａｙ　ｓｃｈｅｍｅ）を示す概念図であ
る。
【図８】ｒｅｌａｙのためのＲ－ＰＤＣＣＨの割当構造を示す概念図である。
【図９】サブフレームでｅ－ＰＤＣＣＨを割り当てる方法を示す概念図である。
【図１０】サブフレームでｅ－ＰＤＣＣＨを割り当てる方法を示す概念図である。
【図１１】ネスティド仮想セルシステム（ｎｅｓｔｅｄ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ｓ
ｙｓｔｅｍ）を示す概念図である。
【図１２】本発明の実施例に係るＣＳＩ－ＲＳ情報要素（ＣＳＩ－ＲＳ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を介して仮想セル識別子（ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ
）を送信する方法を示す概念図である。
【図１３】本発明の実施例に係るｅ－ＰＤＣＣＨを送信する仮想セル識別子（ｖｉｒｔｕ
ａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を情報を送信する方法を示す概念図である。
【図１４】本発明の実施例に係る潜在的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）に仮想セル識別子に対する
情報を端末が推定するようにする方法を説明するための概念図である。
【図１５】本発明の実施例に係るＰＰＣＩを使用してノードの動作を制御する方法を示す
概念図である。
【図１６】本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ－ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などのような多様
な多重接続方式（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ　ｓｃｈｅｍｅ）に使われることがで
きる。
【００１４】
　ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような無線技術（ｒａｄｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
）で具現されることができる。ＴＤＭＡはＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒ
ａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄ
ａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（登録商標）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線
技術で具現されることができる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２
．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、
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Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技術で具現されることがで
きる。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔ
ｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ
）の一部であり、ダウンリンクでＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを
採用する。ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は、ＬＴＥの進化である。
【００１５】
　図１は、単一セル多重分散ノードシステムを示す概念図である。
【００１６】
　図１を参照すると、単一セル多重分散ノードシステムでは各々のノード１１０、１２０
、１３０、１４０、１５０、１６０が一つの基地局コントローラ１００により送受信の管
理を受けて一つのセル（Ｃｅｌｌ）の一部のように動作することができる。
【００１７】
　以下、本発明の実施例におけるノード（ｎｏｄｅ）は、通常ＤＡＳ（ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｓｙｓｔｅｍ）から一定間隔以上離れたアンテナグループ（物
理的にはＲＲＨ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ　ｈｅａｄ）、ＲＲＵ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａ
ｄｉｏ　ｕｎｉｔ）などに該当）という。しかし、本発明において、ノードは、物理的な
間隔に関係なしに任意のアンテナグループと解釈されることができる。例えば、本発明の
実施例において、クロス偏波アンテナ（ｃｒｏｓｓ　ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　ａｎｔｅｎｎ
ａ）で構成された基地局は、各々のノードであるＨ－偏波アンテナ（Ｈ－ｐｏｌ　ａｎｔ
ｅｎｎａ）で構成されたノードとＶ－偏波アンテナ（Ｖ－ｐｏｌ　ａｎｔｅｎｎａ）で構
成されたノードで構成されていると見ることができる。ノードは、アンテナグループでな
いピコセル基地局（ＰｅＮＢ）、ホーム基地局（ＨｅＮＢ）などのような基地局になるこ
ともできる。
【００１８】
　また、本発明における‘ノード’は、‘物理的観点でのノード’に限定されずに‘論理
的観点でのノード’に拡張されて解釈されることができる。‘論理的観点でのノード’と
は、端末の立場でノードと認知される送信パイロット信号を意味する。例えば、ＬＴＥ端
末は、ノードの構成情報をＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
ｓｉｇｎａｌ）又はＣＳＩ－ＲＳ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）ｐｏｒｔ（ｓ）を介して認知することができる
。したがって、端末に論理的には認知されるノードと実際物理的ノードとは異なる。例え
ば、Ｎ個のＣＲＳポート（ｐｏｒｔｓ）が送信されるセルで、ＬＴＥ端末は、このセルが
Ｎ個の送信アンテナを有する一つのノードで構成されていると認知することができる。し
かし、このセルの物理的ノード構成は多様である。例えば、セル内に二つのノードがＮ／
２個のＣＲＳポートずつ送信することもできる。他の例として、Ｎ個の送信アンテナを有
する複数のノードがＮ個のＣＲＳポートをＳＦＮ（ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
ｎｅｔｗｏｒｋ）ｓｔｙｌｅで送信することもできる。
【００１９】
　結局、物理的ノードと論理的ノードとの関係は、端末の観点でトランスペアレント（ｔ
ｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）することができるため、端末は、論理的観点でのノードを認知し
て送受信プロセスを実行することができる。ＬＴＥ－Ａシステムで、論理的ノードは、一
つのＣＳＩ－ＲＳリソース（又は、パターン）と認知されることができる。例えば、端末
に複数のＣＳＩ－ＲＳリソースが設定される場合、端末は、各ＣＳＩ－ＲＳリソースを一
つの論理的ノードと認知して送受信プロセスを実行することができる。
【００２０】
　以下、本発明の実施例で記述するアンテナは、物理的なアンテナだけでなく、アンテナ
ポート、仮想アンテナ、アンテナグループと呼ばれることができる。
【００２１】
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　多重分散マルチノードシステムにおいて、端末は、多様なダウンリンク物理チャネルに
対してコヒーレント復調（ｃｏｈｅｒｅｎｔ　ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を実行しなけ
ればならない。端末でコヒーレント復調を実行するためにはダウンリンクチャネルの推定
が必要である。端末がダウンリンクチャネルを推定するためにはＯＤＦＭの時間－周波数
グリッド（又は、リソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ））に端末が知ってい
る参照シンボル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｙｍｂｏｌ）を挿入してチャネルを推定するこ
とができる。このような参照シンボルをダウンリンク参照シンボル又は参照シンボルとい
うことができる。参照シンボルには下記のような参照シンボルが使われることができる。
【００２２】
　（１）ＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）は
、各ダウンリンクサブフレームと全てのリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃ
ｋ）で送信され、全てのセル帯域幅（ｃｅｌｌ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）をカバーすること
ができる。ＣＲＳは、送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅｓ）が７、８又
は９の場合、ＰＭＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）とＰ
ＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を除
いた物理チャネルを介して送信された信号のコヒーレント復調のための参照信号として使
われることができる。送信モードが７、８又は９は、コードブックに基づいていないプリ
コーディング（ｎｏｎ－ｃｏｄｅｂｏｏｋ－ｂａｓｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）を実行す
る場合を意味する。
【００２３】
　また、ＣＲＳは、端末がＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ－ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）を得るために使われることもでき、端末は、ＣＲＳに基づいてセル選択及びハンドオ
ーバ可否に対する決定をすることができる。
【００２４】
　（２）ＤＭ－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌｓ
）は、端末特定参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ
）という用語で定義されることもできる。ＤＭ－ＲＳは、送信モードが７、８又は９の場
合、端末がＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ）に対するチャネル測定をするために使われることができる。端末－特定（ＵＥ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ）という用語は、各々のＤＭ－ＲＳが一つの端末によるチャネル測定に
使われることを意味する。即ち、ＤＭ－ＲＳは、ＰＤＳＣＨチャネルを介して特定の端末
に送信されるリソースブロックを介して送信されることができる。
【００２５】
　（３）ＣＳＩ－ＲＳ（ＣＳＩ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）は、ｃｈａｎｎｅ
ｌ－ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＣＳＩ）を得るために使われる参照信号を意
味する。ＣＳＩ－ＲＳは、あまりにも低い時間／周波数密度を有しているため、前述した
ＣＲＳに比べて低いオーバーヘッドを有する。
【００２６】
　（４）ＭＢＳＦＮ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌは、ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ－ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を
使用するＭＣＨ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）送信でコヒーレント復調（ｃｏ
ｈｅｒｅｎｔ　ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）のためのチャネル測定で使われる。
【００２７】
　（５）位置参照信号（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）
は、ＬＴＥ位置機能（ＬＴＥ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ）
を向上させるために使われる参照信号である。端末の地政学的位置を測定するために複数
のＬＴＥセルで端末測定を実行するために使用することができる。特定のセルにおいて、
位置参照信号は、隣接セルの空のリソース要素（ｅｍｐｔｙ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅ
ｍｅｎｔ）位置で使用することで、高いＳＩＲ（ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｉｎｔｅｒｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｒａｔｉｏ）を得ることができる。
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【００２８】
　以下、本発明の実施例では多重ノード分散システムでＣＳＩ－ＲＳを利用してチャネル
推定を実行する方法に対して開示する。
【００２９】
　図２は、ＣＳＩ－ＲＳの送信と端末で測定されたＣＳＩのフィードバックを示す概念図
である。
【００３０】
　図２を参照すると、受信機２１０では送信機２００で送信したＣＳＩ－ＲＳに基づいて
算出されたチャネル情報をＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｅｘ）、ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ
　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｅｘ）、ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）のようなパラメータを利用して送信機２００にフィードバックすることができ
る。ＲＩ、ＰＭＩ、ＣＱＩのようにチャネル情報を示すパラメータをＣＳＩ（ｃｈａｎｎ
ｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ということができる。
【００３１】
　（１）ＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｅｘ）は、使われる送信ランク（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　ｒａｎｋ）に対する勧告（ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ）を送信機２００に提供
する。即ち、送信機にダウンリンク送信に使われる階層（ｌａｙｅｒ）の個数に対する情
報を提供することができる。
【００３２】
　（２）ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｅｘ）は、ダウンリンク送
信に使われるプリコーダ行列（ｐｒｅｃｏｄｅｒ　ｍａｔｒｉｘ）を指示する値として使
われることができる。プリコーダ行列（ｐｒｅｃｏｄｅｒ　ｍａｔｒｉｘ）は、ＲＩによ
り指示された階層（ｌａｙｅｒ）の個数を推定して決定されることができる。
【００３３】
　（３）ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ－ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）は、最も高
い変調コーディング方法（ｍｏｄｕａｌｔｉｏｎ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ；ＭＣＳ
）に対する情報を送信機２００に提供することができる。
【００３４】
　受信機２１０では送信機２００で送信されたＣＳＩ－ＲＳに対するフィードバック情報
として前記のようにチャネル状態を示す情報であるＲＩ、ＰＭＩ、ＣＱＩを送信すること
でチャネル状態をリポートすることができる。
【００３５】
　前述したＣＲＳもチャネル状態情報を得るために使われることができる参照信号である
ため、ＣＲＳの役割とＣＳＩ－ＲＳの役割が重複することができる。ＣＳＩ－ＲＳは、下
記のような二つの理由のため、既に存在する参照信号であるＣＲＳに対して補完するため
に使われることができる。
【００３６】
　（１）ＬＴＥリリース８では一つのセルに最大４個の参照信号が存在した。しかし、Ｌ
ＴＥリリース１０では一つの基地局で８個の送信アンテナをサポートするため、ダウンリ
ンク空間多重化（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）が８
階層まで可能である。このような理由のためＬＴＥリリース８で既存に使われた参照信号
であるＣＲＳよりＣＳＩケイパビリティー（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を拡張させるための
参照信号としてＣＳＩ－ＲＳが使われることができる。
【００３７】
　（２）既存に使われるＣＲＳの時間－周波数（ｔｉｍｅ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）密度は
、あまりにも速く変わるチャネル状況でチャネル測定が実行可能のように設定されるため
高い。したがって、ＣＲＳは、高いオーバーヘッドとして作用するようになる。反面、Ｃ
ＳＩ－ＲＳは、単にＣＳＩのみをターゲッティング（ｔａｒｇｅｔｉｎｇ）する参照信号
であるため、低い時間－周波数密度でＣＲＳに比べて相対的に低いオーバーヘッドを有す
る。したがって、既存の参照信号であるＣＲＳを拡張するより新たなタイプの参照信号と
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して低い時間－周波数密度及び低いオーバーヘッドを有するＣＳＩ－ＲＳを定義して使用
することができる。
【００３８】
　一つのセルは、リソースブロックペア（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ｐａｉｒ）単
位に、１、２、４又は８個のＣＳＩ－ＲＳを使用することができる。リソースグリッドで
ＣＳＩ－ＲＳを配置した構造を示すＣＳＩ－ＲＳ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（又は、ＣＳＩ－
ＲＳ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、一つのｃｅｌｌで使われるＣＳＩ－ＲＳの個数
によって互いに異なるＣＳＩ－ＲＳ構造（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を有することができる。
例えば、リソースブロックペアで一つのＣＳＩ－ＲＳを使用する場合、ＣＳＩ－ＲＳは、
４０個の他の組合せを有することができる。
【００３９】
　リソースブロックペアは、二つのリソースブロックを含むリソース単位であり、一つの
リソースブロックは、周波数軸に１２個のサブキャリア、時間軸に７個のＯＦＤＭシンボ
ルを含むリソース単位になることができる。
【００４０】
　図３は、ＣＳＩ－ＲＳの個数によるリソースブロックにおいてＣＳＩ－ＲＳの位置を示
す概念図である。
【００４１】
　図３を参照すると、リソースブロックペア３００、３１０は、二つのＣＳＩ－ＲＳが使
われる場合を示す。陰影表示された部分は、リソースグリッド上でＣＳＩ－ＲＳが位置す
ることができる部分を示す。
【００４２】
　例えば、二つのＣＳＩ－ＲＳ３００－２－１、３００－２－２は、一つのリソースブロ
ック３００－２から時間軸上に二つの連続的な参照要素（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｅｌｅｍ
ｅｎｔ）に位置することができる。二つのＣＳＩ－ＲＳ３００－２－１、３００－２－２
は、各々、ＯＣＣ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｃｏｖｅｒ　ｃｏｄｅｓ）を使用して互いに
対する干渉が無いようにすることができる。陰影で表示されたリソース要素に二つのＣＳ
Ｉ－ＲＳが位置することができ、一つのリソースブロックペアで二つのＣＳＩ－ＲＳを使
用する場合、リソースブロックペアで２０個の組合せを有することができる。
【００４３】
　また、図３を参照すると、１）一つのリソースブロックペアで４個のＣＳＩ－ＲＳを使
用する場合３４０、３４５、及び２）一つのリソースブロックペアで８個のＣＳＩ－ＲＳ
を使用する場合３６０、３６５が開示されている。
【００４４】
　４個のＣＳＩ－ＲＳを使用する場合は、リソースブロックペアで１０個の互いに異なる
ＣＳＩ－ＲＳ構造組合せが存在することができ、８個のＣＳＩ－ＲＳを使用する場合は、
リソースブロックペアで５個の互いに異なるＣＳＩ－ＲＳ構造組合せが存在することがで
きる。
【００４５】
　リソースブロックペアで一つのＣＳＩ－ＲＳを使用する場合、図１のリソースブロック
ペア３００、３１０のように二つのＣＳＩ－ＲＳを使用する場合と同じＣＳＩ－ＲＳ構造
を有することができる。
【００４６】
　時間ドメインの観点でＣＳＩ－ＲＳが送信される周期は、５ｍｓ（５番目のサブフレー
ム毎に）から８０ｍｓ（８番目のフレーム毎に）までの多様な周期に送信されることがで
きる。一つのＣＳＩ－ＲＳを使用して５ｍｓ毎に送信される場合、ＣＳＩ－ＲＳを使用す
ることによって発生されるオーバーヘッドは０．１２％になることができる。周辺セルと
の干渉をなくすためにＣＳＩ－ＲＳが送信されるサブフレームが時間ドメイン上でも周辺
セルと互いに異なる値を有するようにすることができる。
【００４７】
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　図３では周波数ドメインで一つのリソースブロックでＣＳＩ－ＲＳが送信されることを
示したが、ＣＳＩ－ＲＳは、周波数ドメイン上の全てのリソースブロックで送信されるこ
とができるため、全体セル帯域幅を介してＣＳＩ－ＲＳが送信されることができる。
【００４８】
　また、図３を参照すると、前述したように、現在ＣＳＩ－ＲＳの位置でない異なるリソ
ース要素の位置にもＣＳＩ－ＲＳが使われることができる。このような潜在的なＣＳＩ－
ＲＳ位置に該当するリソース要素のうち、ＣＳＩ－ＲＳに使われないリソース要素は、デ
ータシンボルの送信に使われることができる。
【００４９】
　しかし、他の方法として、潜在的なＣＳＩ－ＲＳ位置に該当するリソース要素をミュー
トＣＳＩ－ＲＳ（ｍｕｔｅｄ　ＣＳＩ－ＲＳ（又は、ゼロパワー（ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ
　ＣＳＩ－ＲＳ）））として使用することもできる。ミュートＣＳＩ－ＲＳは、一般的な
ＣＳＩ－ＲＳ構造と同じであるが、該当リソース要素の位置で何も送信されないという点
で差がある。
【００５０】
　他の周辺セルでＣＳＩ－ＲＳを送信する場合、現在セルのミュートＣＳＩ－ＲＳは、送
信ホール（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｈｏｌｅ）になり、送信ホールは、下記のような
二つの目的で使われることができる。
【００５１】
　（１）端末が自分のセル（ｃｅｌｌ）での送信に影響を受けずに周辺セルのＣＳＩ－Ｒ
Ｓを受信することができるようにする。周辺セルのＣＳＩ－ＲＳを受信することによって
周辺セルのチャネル情報を得ることができる。周辺セルのＣＳＩ－ＲＳに基づいたチャネ
ル情報は、ＣｏＭＰ（ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｍｕｌｔｉ　ｐｏｉｎｔ）のような複数
－セル送信（ｍｕｌｔｉ－ｃｅｌｌ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）技術で活用されること
ができる。
【００５２】
　（２）他のセルでＣＳＩ－ＲＳ送信に　対する干渉を減少させる。異種ネットワーク（
ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）のようにセルがオーバーラッピング（ｏ
ｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ）されているネットワークでは他のセルからＣＳＩ－ＲＳが送信さ
れるリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）位置にエネルギーをなくすこと
で、現在セルで送信される信号により他のセルの信号が干渉を受けることを防止すること
ができる。
【００５３】
　（１）の場合のように周辺セルのＣＳＩ－ＲＳを受信するための場合、周辺セルで使用
するＣＳＩ－ＲＳ集合に対してミュートＣＳＩ－ＲＳを使用するため、複数個の集合で構
成されたミュートＣＳＩ－ＲＳを使用することができる。（２）の場合のように自分のセ
ルとオーバーラッピングされたセルのＣＳＩ－ＲＳと干渉が発生されないようにするため
に一つの集合で構成されたミュートＣＳＩ－ＲＳを使用することができる。
【００５４】
　図４は、リソースブロックペアでＣＳＩ－ＲＳがマッピングされる複数の構造を示す概
念図である。
【００５５】
　下記の実施例では、説明の便宜上、二つのＣＳＩ－ＲＳがリソースブロックペアに含ま
れる場合を仮定して説明するが、前述したように、１個、４個又は８個のＣＳＩ－ＲＳが
リソースブロックペアに含まれることができる。
【００５６】
　図４を参照すると、ＨｅｔＮｅｔのようなマルチ－セル環境でセル間干渉（ｉｎｔｅｒ
－ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を減らすために、ＣＳＩ－ＲＳは、リソースブ
ロックペアで互いに異なる設定（又は、構造）を有することができる。
【００５７】
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　リソースブロックペア内でＣＳＩ－ＲＳ設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、セル
内のアンテナポート数によって互いに変わることができ、隣接セル間で最大限異なるＣＳ
Ｉ－ＲＳ設定を有するように構成されることができる。
【００５８】
　また、リソースブロックペア内でＣＳＩ－ＲＳの設定は、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅ
ｆｉｘ）のタイプによって区分されることができ、また、フレーム構造１（ｆｒａｍｅ　
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　１）とフレーム構造２（ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　２）の
両方ともに適用される場合とフレーム構造２にのみ適用される場合に分けられることがで
きる（フレーム構造１とフレーム構造２は、送信方式がＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）か、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅ
ｘ）かを示す）。
【００５９】
　また、ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＲＳと違って最大８ポート（Ｐ＝１５、Ｐ＝１５，１６、Ｐ
＝１５，．．．，１８、及びＰ＝１５，．．．，２２）までサポートし、△ｆ＝１５ｋＨ
ｚに対して定義されることができる。
【００６０】
　ＣＳＩ－ＲＳ設定は、下記のような方法により算出されることができる。
【００６１】
　ＣＳＩ－ＲＳに対するシーケンスｒｌ，ｎｓ（ｍ）は、以下の数式のように生成される
。
【００６２】

【数１】

【００６３】
　以上の数式において、ｎｓは、一無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）内のスロッ
ト番号（ｓｌｏｔ　ｎｕｍｂｅｒ）であり、ｌは、そのスロット内のＯＦＤＭシンボル番
号である。ｃ（ｉ）は、疑似ランダムシーケンス（ｐｓｅｕｄｏ　ｒａｎｄｏｍ　ｓｅｑ
ｕｅｎｃｅ）であり、ｃｉｎｉｔとして各ＯＦＤＭシンボルで始まる。

【化１】

は、物理階層セルＩＤを意味する。
【００６４】
　セルＩＤに基づくシード（ｓｅｅｄ）値で生成された疑似ランダムシーケンス（ｐｓｅ
ｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）ｒｌ，ｎｓ（ｍ）を複素値変調シンボル（ｃ
ｏｍｐｌｅｘｅｄ－ｖａｌｕｅｄ　ｍｏｄｕａｌｔｉｏｎ　ｓｙｍｂｏｌ）

【化２】



(14) JP 5703398 B2 2015.4.15

10

20

30

40

でリソースマッピング（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｐｐｉｎｇ）することができる。以下の
数式２は、ＣＳＩ－ＲＳを送信するように設定されたサブフレームで、参照信号シーケン
スｒｌ，ｎｓ（ｍ）をアンテナポートｐに対する参照シンボルとして使われる複素値変調
シンボル
【化３】

でマッピングする式である。
【００６５】
【数２】

【００６６】
　前記数式２において、（ｋ′，ｌ′）とｎｓは、後述する表１及び表２で与えられる。
ＣＳＩ－ＲＳは（ｎｓ　ｍｏｄ　２）が後述する表１及び表２の条件を満たすダウンリン
クスロットで送信されることができる。
【００６７】
　以下の表１は、ノーマルＣＰに対するＣＳＩ－ＲＳ設定を示す。
【００６８】
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【００６９】
　以下の表２は、拡張ＣＰに対するＣＳＩ－ＲＳ設定を示す。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
　一セルで複数個のＣＳＩ－ＲＳ設定が使われることができ、ノンゼロパワーＣＳＩ－Ｒ
Ｓ（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－ＲＳ）は、０又は１個の設定（ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ）を使用し、ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ（ｚｅｒｏ－ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ
－ＲＳ）は、０又は複数個の設定を使用することができる。
【００７２】
　ゼロパワー（ｚｅｒｏ－ｐｏｗｅｒ）ＣＳＩ－ＲＳの場合、表１で、４ポートの１６個
を１６－ビットビットマップ（１６－ｂｉｔ　ｂｉｔｍａｐ）で表し、各ビットを‘１’
にして多様に設定することができる。そのビットマップ（ｂｉｔｍａｐ）は、上位階層の
ＺｅｒｏＰｏｗｅｒＣＳＩ－ＲＳで指示される。ただし、ノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ（
ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒＣＳＩ－ＲＳ）で設定されたリソース要素は除外される。
ＭＳＢ（ｍｏｓｔ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｂｉｔ）が最低ＣＳＩ－ＲＳ設定インデッ
クス（ｌｏｗｅｓｔ　ＣＳＩ－ＲＳ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｉｎｄｅｘ）であり
、ビットの順に昇順の設定インデックス（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｉｎｄｅｘ）を
示す。
【００７３】
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【００７４】
　－ＦＳタイプ２（ＦＳ　ｔｙｐｅ　２）でのスペシャルサブフレーム（ｓｐｅｃｉａｌ
　ｓｕｂｆｒａｍｅ）内で
【００７５】
　－ＣＳＩ－ＲＳが同期化信号（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌｓ）、
ＰＢＣＨ、ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１メッセージと衝突
するサブフレーム内で
【００７６】
　－ページングメッセージ（ｐａｇｉｎｇ　ｍｅｓｓａｇｅ）が送信されるサブフレーム
内で
【００７７】
　Ｓ＝｛１５｝、Ｓ＝｛１５，１６｝、Ｓ＝｛１７，１８｝、Ｓ＝｛１９，２０｝又はＳ
＝｛２１，２２｝である集合Ｓで、一アンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔ）のＣ
ＳＩ－ＲＳが送信されるＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）は、ＰＤＳＣＨや他
のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳの送信に使われない。
【００７８】
　ＣＳＩ－ＲＳのサブフレーム設定ＩＣＳＩ－ＲＳは、上位階層で指示され、表３のよう
にＣＳＩ－ＲＳのサブフレーム設定とサブフレームオフセット値を知らせる。
【００７９】
【表３】

【００８０】
　以下の表４は、ＣＳＩ－ＲＳ設定ＩＥ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を
示す。
【００８１】
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【００８２】
　ＣＳＩ－ＲＳ設定ＩＥ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）にはＣＳＩ－ＲＳ
－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１０情報であり、参照信号であるＣＳＩ－ＲＳを構成するためのパラ
メータとしてａｎｔｅｎｎａＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ、ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ、ｓ
ｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ、ｐ－Ｃ－ｒ１０に対する情報が含まれることができる。ま
た、ＣＳＩ－ＲＳ設定ＩＥにはミュートＣＳＩ－ＲＳ（ｍｕｔｅｄ　ＣＳＩ－ＲＳ（ゼロ
パワーＣＳＩ－ＲＳ（ｚｅｒｏ－ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－ＲＳ）））を構成するためのパラ
メータとして複数のパラメータがｚｅｒｏＴｘＰｏｗｅｒ－ＲＳ－ｒ１０に含まれること
ができる。
【００８３】
　即ち、ＣＳＩ－ＲＳ設定ＩＥ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）にはＣＳＩ
－ＲＳとゼロパワー（ｚｅｒｏ－ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－ＲＳ）の構成に対する情報が含ま
れることができる。
【００８４】
　設定ＩＥに含まれるパラメータは、以下の表５で開示された情報を含むことができる。
【００８５】
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【表５】

【００８６】
　図５は、ＣｏＭＰ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ）を利用したデータ送信方法を示す概念図である。
【００８７】
　ＣｏＭＰは、ノード（ｐｏｉｎｔ）間協力通信技法を意味する。多重セル多重分散ノー
ドシステムではＣｏＭＰを適用してセル間干渉（Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｅｎｃｅ）を減らすことができ、単一セル多重分散ノードシステムではセル内の多重ノ
ード間干渉（Ｉｎｔｒａ－ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒ－ｐｏｉｎｔ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ）を減らすことができる。ＣｏＭＰを利用すると、端末は、多重ノードから共同にデー
タのサポートを受けることができる。ＣｏＭＰを使用する場合、各々の基地局は、システ
ムの性能を向上させるために、同じ周波数リソース（Ｓａｍｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ）を利用して一つ以上の端末を同時にサポートすることがで
きる。また、ＣｏＭＰを使用する場合、基地局は、基地局と端末との間のチャネルに対す
る状態情報に基づいて空間分割多重接続（ＳＤＭＡ；Ｓｐａｃｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方法を実行することもできる。
【００８８】
　ＣｏＭＰの主要目的は、セル境界又はノード境界端末の通信性能改善である。ＬＴＥで
はＣｏＭＰ方法を一般的にデータ送信方法によって下記のように二つに分けられることが
できる。
【００８９】
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　（１）ジョイントプロセッシング（ｊｏｉｎｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ；ＪＰ）
【００９０】
　図５（Ａ）は、ジョイントプロセッシング（ＪＰ）を示す。図５（Ａ）を参照すると、
ジョイントプロセッシング（ＪＰ）は、端末５００に対するデータを一つ以上のノード５
１０、５２０で共有しながら送信する方法をいう。
【００９１】
　ジョイントプロセッシングは、送信方法によって三つの形態（コヒーレントジョイント
送信（ｃｏｈｅｒｅｎｔ　Ｊｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）、ノンコヒーレント
ジョイント送信（Ｎｏｎ－Ｃｏｈｅｒｅｎｔ　Ｊｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）
、及びダイナミックポイント（セル）選択（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｐｏｉｎｔ（Ｃｅｌｌ）　
Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ））に分類されることができる。コヒーレントジョイント送信（Ｃｏ
ｈｅｒｅｎｔ　ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）は、セル間にプリコーディング
（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）を使用して端末５００が受信を受けたデータを同時に処理する方
法を意味する。ノンコヒーレントジョイント送信（Ｎｏｎ－Ｃｏｈｅｒｅｎｔ　ｊｏｉｎ
ｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）は、端末５００がソフト－コンバイニング（ｓｏｆｔ－
ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ）を利用してＯＦＤＭ信号を受けて処理する方法を示す。
【００９２】
　ＤＰＳ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｏｉｎｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）は、複数のセルのうち、
一つのセル（又は、ノード５１０）でＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介してデータの送信を担当し、他のセル（又は、他
のノード５２０）は、ミューティング（ｍｕｔｉｎｇ）をして干渉をなくす方法を使用し
て端末にデータを送信することができる。ＤＰＳを使用する場合、送信／ミューティング
ポイント（ノード）（ｔｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇ／ｍｕｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ（ｎｏｄｅ
））が一つのサブフレームで他のサブフレームを送信する時に変わったり、一つのフレー
ム内でリソースブロックペアを基準に変わったりすることもできる。
【００９３】
　（２）コーディネーションスケジューリング（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｓｃｈｅｄ
ｕｌｉｎｇ（ＣＳ））／コーディネーションビーム形成（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｂ
ｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ（ＣＢ））
【００９４】
　図５（Ｂ）は、コーディネーションスケジューリング／コーディネーションビーム形成
を示す。図５（Ｂ）を参照すると、ＣＳ／ＣＢは、一つのノード（サービングポイント（
ｓｅｒｖｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ））５６０でのみ端末５５０に送信可能であるが、他のノー
ド５７０でスケジューリング又は送信ビームの干渉を減らす方向にサービングポイントに
協力する方法を意味する。また、ＣＳ／ＣＢ技法は、ＳＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ
　ｐｏｉｎｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）技法を使用することができ、ＳＳＰＳは、特定の端
末５５０が一つのポイント（又はｎｏｄｅ又はｃｅｌｌ）５６０から送信を受け、端末に
データを送信する送信ポイント（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）が半静的に（
ｓｅｍｉ　ｓｔａｔｉｃ）変わることを意味する。
【００９５】
　図６は、新たに導入された制御チャネルであるｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を示す概念図で
ある。
【００９６】
　ＲＲＨ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　ｈｅａｄ）のような多重分散ノードシステムの導
入によって端末／基地局別又は協力方式など、多様な通信技法の適用が可能になってリン
ク品質（ｌｉｎｋ　ｑｕａｌｉｔｙ）の改善が可能である。ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ
－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）技法及び協力通信技法（例えば、Ｃｏ
ＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ／
ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ））などのような多様な通信技法を複数のノードを含む多重分散ノー
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ド環境に適用するには現在制御チャネルでは限界がある。
【００９７】
　したがって、多重分散ノード環境に適用するための新たな制御チャネルの導入が要求さ
れている。このような必要により定義された新たな制御チャネルがｅ－ＰＤＣＣＨ（ＲＲ
Ｈ－ＰＤＣＣＨ、ｘ－ＰＤＣＣＨなどを通称して以下ｅ－ＰＤＣＣＨという）である。サ
ブフレームでｅ－ＰＤＣＣＨ６００の割当位置に既存の制御領域（以下、ＰＤＣＣＨ領域
という）がでないデータ送信（以下、ＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）領域という）領域を使用することができる。
【００９８】
　ｅ－ＰＤＣＣＨ６００を介して各端末別に多重分散ノードシステムのノードに対する制
御情報を送信が可能になって制御領域の不足により発生した問題点を解決することができ
る。端末は、サブフレームでｅ－ＰＤＣＣＨ６００の有無を検出するためにブラインドデ
コーディング（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ）過程を実行しなければならない。ｅ－Ｐ
ＤＣＣＨ６００は、既存のＰＤＣＣＨと同じスケジューリング動作（ＰＤＳＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ制御）を実行するが、ノード（例えば、ＲＲＨ（ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉｏ　ｈｅａ
ｄ））に接続した端末の数が増加すると、ＰＤＳＣＨ領域内により多い数のｅ－ＰＤＣＣ
Ｈ６００が割り当てられて端末が実行しなければならないブラインドデコーディング数が
増加して複雑度が高まることができるとう短所が存在する。
【００９９】
　ｅ－ＰＤＣＣＨ６００の具体的な割当方式においては既存にリレイを利用した送信のた
めに新たに定義された制御領域であるＲ－ＰＤＣＣＨ構造に基づいて割当方式を定義する
ことができる。
【０１００】
　図７は、ＬＴＥで提案されたリレイ方法（ｒｅｌａｙ　ｓｃｈｅｍｅ）を示す概念図で
ある。
【０１０１】
　図７を参照すると、リレイ７５０を利用したデコード及びフォワードリレイ方法（ｄｅ
ｃｏｄｅ－ａｎｄ－ｆｏｒｗａｒｄ　ｒｅｌａｙｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）のためにＲ－Ｐ
ＤＣＣＨ（ｒｅｌａｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ）を新たに定義して使用することができる。
【０１０２】
　リレイ７５０と基地局７００との間のリンクであるバックホールリンク（ｂａｃｋｈａ
ｕｌ　ｌｉｎｋ）と、リレイ７５０と端末７３０との間のアクセスリンク（ａｃｃｅｓｓ
　ｌｉｎｋ）と、が同じ周波数スペクトラムで形成されることができる。バックホールリ
ンク（ｂａｃｋｈａｕｌ　ｌｉｎｋ）とアクセスリンク（ａｃｃｅｓｓ　ｌｉｎｋ）が同
じ周波数スペクトラムで形成される場合、もし、リレイ７５０がバックホールリンク（ｂ
ａｃｋｈａｕｌ　ｌｉｎｋ）を介して基地局７００からデータを受信している時はアクセ
スリンクを介してリレイ７５０が端末７３０にデータを送信する動作が同時に発生するこ
とができない。したがって、バックホールリンクとアクセスリンクで同時に送信又は受信
が発生しないように二つのリンクの動作を分離するための方法が必要である。
【０１０３】
　バックホールリンクとアクセスリンクでの動作を分離するために、アクセスリンクを介
してリレイ７５０から端末７３０にフレームを送信する時、サブフレームとサブフレーム
との間に送信ギャップ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｇａｐ）を生成し、このような送信
ギャップでバックホールリンクを介して基地局７００からリレイ７５０にフレームが送信
されるようにすることができる。
【０１０４】
　送信ギャップを介して基地局７００からリレイ７５０に送信されるフレームの場合、送
信デュレーション（ｄｕｒａｔｉｏｎ）が全体サブフレームデュレーション（ｆｕｌｌ　
ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）より短いため、一般的なＰＤＣＣＨを使用してＬ
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１／Ｌ２制御信号が基地局７００からリレイ７５０に送信されることができない。このよ
うな理由のため既存の制御チャネルでリレイ特定（ｒｅｌａｙ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）制御
チャネルであるＲ－ＰＤＣＣＨが新たに定義されて使われる。
【０１０５】
　図８は、ｒｅｌａｙのためのＲ－ＰＤＣＣＨの割当構造を示す概念図である。
【０１０６】
　図８を参照すると、Ｒ－ＰＤＣＣＨは、ＰＤＣＣＨで使用するＤＣＩフォーマットと同
じフォーマットを使用してダウンリンクスケジューリング割当（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｃ
ｈｅｄｕｌｉｎｇ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）８００とアップリンクスケジューリング承認
（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｇｒａｎｔｓ）８５０を送信することができる
。一般的にフレームを制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）とデータ領域（ｄａｔ
ａ　ｒｅｇｉｏｎ）に分割する方法によりレイテンシ（ｌａｔｅｎｃｙ）の観点で制御領
域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）を可能なサブフレームの一番先に送信する必要があ
る。
【０１０７】
　同じ理由により、Ｒ－ＰＤＣＣＨのダウンリンクスケジューリング割当（ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）８００を優先的にサブフレームの
１番目のスロットに割り当てることができる。相対的にレイテンシ観点が大きく考慮され
ないアップリンクスケジューリング承認（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｇｒａ
ｎｔ）８５０は、サブフレームの２番目のスロットに割り当てることができる。また、Ｒ
－ＰＤＣＣＨは、オーバーヘッドとスケジューリング柔軟性（ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ）
観点でＲ－ＰＤＣＣＨが使用するリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）が
周波数軸上で小さい範囲にスパン（ｓｐａｎ）され、時間軸上で広い範囲にスパンされる
ように設定される。
【０１０８】
　このようなＲ－ＰＤＣＣＨの構造を使用すると、端末は、時間－クリティカル（ｔｉｍ
ｅ－ｃｒｉｔｉｃａｌ）なダウンリンクスケジューリング割当（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｃ
ｈｅｄｕｌｉｎｇ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）８００を先にデコーディングすることができ
る。もし、アップリンクスケジューリング承認（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
ｇｒａｎｔ）８５０が存在しない場合、アップリンクスケジューリング承認８５０が位置
したリソース要素をＰＤＳＣＨの送信に使用することができる。
【０１０９】
　Ｒ－ＰＤＣＣＨ、ＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇ
ｎａｌ）、ＤＭＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）
を除いた領域は、ＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃ
ｈａｎｎｅｌ）を送信するために使用することができる。ＰＤＳＣＨの送信方法は、送信
モード、ＤＣＩフォーマット、及びＲ－ＰＤＣＣＨがいずれの参照信号を介して復調され
るかによって決定されることができる。
【０１１０】
　以下の表６は、送信モード、ＤＣＩフォーマット、及びＲ－ＰＤＣＣＨによるＰＤＳＣ
Ｈの送信方法を示す。
【０１１１】
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【表６】

【０１１２】
　表６を参照すると、送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ）、ＤＣＩフォ
ーマット、及びＲ－ＰＤＣＣＨ復調にＤＭ－ＲＳ又はＣＲＳが使われたかどうかによって
ＰＤＳＣＨの送信方法が決定されることができる。
【０１１３】
　送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ）は、いずれのマルチ－アンテナ送
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信方法（ｍｕｌｔｉ－ａｎｔｅｎｎａ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ）を使
用するかに対することであり、各送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ）に
よる送信方式は、例えば、下記のような方式になることができる。
【０１１４】
　送信モード１（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ１）：単一－アンテナ送信（Ｓｉ
ｎｇｌｅ－ａｎｔｅｎｎａ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）
【０１１５】
　送信モード２（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ２）：送信ダイバーシティ（Ｔｒ
ａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）
【０１１６】
　送信モード３（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ３）：一つのレイヤ以上である場
合に開ループコードブックベースのプリコーディング、ランク１送信である場合に送信ダ
イバーシティ（Ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ－ｂａｓｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎ
ｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃａｓｅ　ｏｆ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ　ｏｎｅ　ｌａｙｅｒ、ｔｒａ
ｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃａｓｅ　ｏｆ　ｒａｎｋ－ｏｎ　ｅ
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）
【０１１７】
　送信モード４（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ４）：閉ループコードブックベー
スのプリコーディング（Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ－ｂａｓｅｄ　ｐｒ
ｅｃｏｄｉｎｇ）
【０１１８】
　送信モード５（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ５）：送信モード４のマルチユー
ザーＭＩＭＯバージョン（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ－ＭＩＭＯ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ４）
【０１１９】
　送信モード６（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ６）：単一レイヤ送信に制限され
た閉ループコードブック－ベースのプリコーディングの特別ケース（Ｓｐｅｃｉａｌ　ｃ
ａｓｅ　ｏｆ　ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ－ｂａｓｅｄ　ｐｒｅｃｏｄ
ｉｎｇ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ　ｓｉｎｇｌｅ－ｌａｙｅｒ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
）
【０１２０】
　送信モード７（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ７）：リリース８の単一レイヤ送
信のみをサポートするノンコードブックベースのプリコーディング（Ｒｅｌｅａｓｅ－８
　ｎｏｎ－ｃｏｄｅｂｏｏｋ－ｂａｓｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ
　ｏｎｌｙ　ｓｉｎｇｌｅ－ｌａｙｅｒ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）
【０１２１】
　送信モード８（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ８）：リリース９の二つのレイヤ
をサポートするノンコードブック－ベースのプリコーディング（Ｒｅｌｅａｓｅ－９　ｎ
ｏｎ－ｃｏｄｅｂｏｏｋ－ｂａｓｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　ｕ
ｐ　ｔｏ　ｔｗｏ　ｌａｙｅｒｓ）
【０１２２】
　送信モード９（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ９）：リリース１０の８個のレイ
ヤをサポートするノンコードブックベースのプリコーディング（Ｒｅｌｅａｓｅ－１０　
ｎｏｎ－ｃｏｄｅｂｏｏｋ－ｂａｓｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　
ｕｐ　ｔｏ　ｅｉｇｈｔ　ｌａｙｅｒｓ）
【０１２３】
　Ｒ－ＰＤＣＣＨを送信するための送信モードとして、送信モード８と送信モード９が使
われることができる。
【０１２４】
　ＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は、複数のフ
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ォーマットを有することができ、複数のＤＣＩフォーマットのうち、ＰＤＳＣＨの送信に
使われるＤＣＩフォーマットは、送信モードが８の場合、ＤＣＩフォーマット１ＡとＤＣ
Ｉフォーマット２Ｂを有することができ、送信モードが９の場合、ＤＣＩフォーマット１
ＡとＤＣＩフォーマット２Ｃを有することができる。多様なＤＣＩフォーマットＤの詳細
な内容は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　Ｖ１０．３．０“３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｅｖｏｌｖｅ
ｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１
０）”に詳細に説明されている。
【０１２５】
　例えば、送信モードが８であり、ＤＣＩフォーマットが１Ａであり、Ｒ－ＰＤＣＣＨの
復調に使われた参照信号が端末－特定参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＤＭ－ＲＳ）である場合、ＰＤＳＣＨの送信に単一アンテナ（ポ
ート７）を使用し、スクランブリングＩＤ（ＳＣＩＤ）は０を使用する。反面、Ｒ－ＰＤ
ＣＣＨの復調に使われた参照信号がＣＲＳであると、ＰＢＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）送信アンテナが１個である場合にのみポート０を使用
し、ＰＢＣＨ送信アンテナが２個、４個である場合には送信（Ｔｘ）ダイバーシティモー
ドに転換してポート０～１、ポート０～３の両方ともが使われる。
【０１２６】
　図９及び図１０は、サブフレームでｅ－ＰＤＣＣＨを割り当てる方法を示す概念図であ
る。
【０１２７】
　ｅ－ＰＤＣＣＨは、ｅ－ＰＤＣＣＨが送信されるリソース領域内で送信されるＤＭ（ｄ
ｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）－ＲＳ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）により復調され
る制御情報を送信するチャネルになることができる。
【０１２８】
　図９を参照すると、ｅ－ＰＤＣＣＨがサブフレーム内の１番目のスロット９１０と２番
目のスロット９２０の両方ともに構成されることができ、サブフレームの１番目のスロッ
ト９１０にＤＬ割当（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ
）９５０を割り当て、２番目のスロット９２０にＵＬ承認（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｃｈｅｄｕ
ｌｉｎｇ　ｇｒａｎｔ）９６０を割り当てることができる。ここで、ＤＬ割当９５０は、
端末のダウンリンク制御情報を送信するＤＣＩフォーマット（例：ＤＣＩフォーマット１
、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ等）を意味し、ＵＬ承認９６０は、端末のアップリ
ンク制御情報であるＤＣＩフォーマット（例：ＤＣＩフォーマット０、４）を意味する。
【０１２９】
　サブフレーム内のスロット別９１０、９２０にＤＬ割当９５０とＵＬ承認９６０が分か
れて送信されるため、端末は、サブフレームの１番目のスロット９１０内で探索領域を構
成してＤＬ割当９５０を探すためのブラインドデコーディングを実行し、サブフレームの
２番目のスロット９２０内で構成された探索領域でＵＬ承認９６０を探すためのブライン
ドデコーディングを実行することで、ＤＬ割当９５０とＵＬ承認９６０を復調することが
できる。
【０１３０】
　図１０を参照すると、ｅ－ＰＤＣＣＨを割り当てるとき、ｅ－ＰＤＣＣＨがサブフレー
ム内の１番目のスロット１０１０にのみ構成される場合を仮定すると、サブフレームの１
番目のスロット１０１０にＤＬ割当（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ）１０５０とＵＬ承認（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｇｒａｎ
ｔ）１０６０を同時に割り当てることができる。したがって、１番目のスロット１０１０
のｅ－ＰＤＣＣＨにはＤＬ割当１０５０とＵＬ承認１０６０が同時に存在するようになり
、端末は、サブフレームの１番目のスロット１０１０でのみＤＬ割当１０５０とＵＬ承認
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１０６０を探すためのブラインドデコーディングを実行することができる。
【０１３１】
　一般的な無線通信規格では基地局で同期化信号（ＳＳ）を端末に送信することで、現在
端末がいずれのセルにあるかに対する情報である物理的セル識別子（ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｃｅｌｌ　ＩＤ、ＰＣＩ）を端末に伝達することができる。このように端末に伝達された
ＰＣＩは、端末が多様なＰＨＹチャネル又は信号（例えば、ＰＢＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＣ
ＦＩＣＨ、ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ＲＳ（ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＤＭ－ＲＳ、ＰＲＳ）　ｉ
ｎ　ＬＴＥ－Ａ）を受信し、又はＰＨＹチャネル又は信号を送信（例えば、ＰＵＣＣＨや
ｕｐｌｉｎｋ　ＲＳ（ＳＲＳ、ＤＭ－ＲＳ）　ｉｎ　ＬＴＥ－Ａ）するために使用するよ
うに規定されている（ＩＥＥＥ８０２．１６ｍではＤＲＵパーミュテイション規則（ＤＲ
Ｕ　ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ　ｒｕｌｅ）がＰＣＩにより決定される）。
【０１３２】
　ネスティド仮想セルシステム（ｎｅｓｔｅｄ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ｓｙｓｔｅ
ｍ；ＮＶＣＳ）は、単一セル多重分散ノードシステムでセル内の一部ノードが送信／受信
に利用する一部物理信号の生成に関与するセル識別子（又は、仮想セル識別子（ｖｉｒｔ
ｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ；ＶＣＩ）をセル内の全てのノードが共通的に使用するＰＣＩ（
又は、プライマリ及びセカンダリＳＳ（ｐｒｉｍａｒｙ＆ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＳＳ）で
使用するＰＣＩ）と異なって設定するシステムを意味する。
【０１３３】
　以下、本発明の実施例では単一セル多重分散ノードシステムでセル内の一部ノードが送
信／受信に利用する一部物理信号の生成に関与するセル識別子（ｃｅｌｌ　ＩＤ）を仮想
セル識別子（ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）と定義して使用する。
【０１３４】
　図１１は、ネスティド仮想セルシステム（ｎｅｓｔｅｄ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　
ｓｙｓｔｅｍ）を示す概念図である。
【０１３５】
　図１１を参照すると、全ての６個のノード１１１０、１１２０、１１３０、１１４０、
１１５０、１１６０は、セル（ｃｅｌｌ）Ａ１１００に位置する。各ノードは、セルＡ１
１００の物理的セル識別子（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ；ＰＣＩ）である共通の
ＰＣＩ‘Ａ’で生成したプライマリＳＳ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉ
ｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）とセカンダリＳＳ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＳＳ）を使用する。した
がって、端末がネスティド仮想セルシステム（ｎｅｓｔｅｄ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ
　ｓｙｓｔｅｍ）に入った時、端末とノードの相対的な位置に関係なしに端末１１８０、
１１９０は、自分が現在セルＡ１１００の位置にあると認識するようになる。このような
場合、端末１１８０、１１９０は、セルＡ１１００内に含まれているノードとノードとの
間では既存のセル間で定義された動作であるセル選択／再選択、ハンドオーバ（ｃｅｌｌ
　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ／ｒｅ－ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ、ｈａｎｄｏｖｅｒ）などのような動
作が不可能である。
【０１３６】
　しかし、多重分散ノードシステムでは一つのセル内に含まれている各ノード間でもセル
間に定義された動作がノード間に新たに定義されて使われる必要がある。したがって、同
じセルＡ１１００に含まれている６個のノード１１１０、１１２０、１１３０、１１４０
、１１５０、１１６０が互いに異なる仮想セル識別子（ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ
）を使用することによって、セル間に実行される動作がノード１１１０、１１２０、１１
３０、１１４０、１１５０、１１６０間でも実行されるようにすることができる。
【０１３７】
　図１１のようにセルＡ１１００にはノード６個（ノードＢ～ノードＧ）１１１０、１１
２０、１１３０、１１４０、１１５０、１１６０が含まれており、各々のノードは、仮想
セル識別子を使用して一部物理信号（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ）を生成し、生成された物理
信号を端末１１８０、１１９０に送信することができる。例えば、ＣＳＩ－ＲＳ生成に関
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与するノードを指示するために仮想セル識別子を使用する場合、基地局は、端末１１８０
に特定ノードに対するＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
フィードバックを要求しながら該当ノードが使用する仮想セル識別子を知らせる。基地局
が端末とノード‘Ｂ’１１１０間のチャネル状態を知りたい場合、基地局は、端末１１８
０に仮想セル識別子‘Ｂ’を有するノード１１１０に対するＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓ
ｔａｔｅ　ｉｎｆｏｔｍａｔｉｏｎ）フィードバックを要求することができる。
【０１３８】
　同様に、端末１１９０に対してＣｏＭＰ送信をするために端末１１９０にＣｏＭＰに参
加するノード１１４０、１１５０に対するＣＳＩフィードバックを要求する時、ＣｏＭＰ
に参加するノード（ＣｏＭＰ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｓｅｔ　ｏｒ　ＣｏＭＰ　ｒｅ
ｐｏｒｔｉｎｇ　ｓｅｔ）１１４０、１１５０に対する仮想セル識別子Ｅ、Ｆを端末１１
９０に特定して知らせることができる。
【０１３９】
　例えば、端末１１９０に対してノード１１４０、ノード１１５０がＣｏＭＰを実行する
場合、基地局は、ＲＲＣメッセージを介してＣｏＭＰを実行するノードに対する指示情報
である仮想セル識別子‘Ｅ’、仮想セル識別子‘Ｆ’を端末１１９０に送信することがで
きる。ＣｏＭＰを利用した送信だけでなく、多様なノードベースの動作が各ノードの仮想
セル識別子に基づいて実行されることができる。
【０１４０】
　例えば、端末１１８０、１１９０がいずれのノード１１１０、１１２０、１１３０、１
１４０、１１５０、１１６０近くにあるかを把握するために、基地局が端末にノード別１
１１０、１１２０、１１３０、１１４０、１１５０、１１６０に区分された特定信号を送
信し、それによる測定値のフィードバックを受けようとする時も各ノード１１１０、１１
２０、１１３０、１１４０、１１５０、１１６０が使用する仮想セル識別子を端末１１８
０、１１９０に知らせる必要がある。
【０１４１】
　即ち、多重分散ノードシステムでノードを基準に定義された仮想セル識別子に基づいて
各ノードと端末との間の動作を定義することができる。本発明の実施例では下記のような
仮想セル識別子に基づく端末とノードとの間の動作に対して開示する。
【０１４２】
　（１）ＣＳＩ－ＲＳ情報要素に仮想セル識別子情報を追加することで、多重分散ノード
システムでＣＳＩ－ＲＳの生成に使われたノード情報を送信する方法
【０１４３】
　（２）多重分散ノードシステムの基地局で端末にＲＲＣメッセージを介してｅ－ＰＤＣ
ＣＨ設定情報を送信時、設定情報にＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅ
ｌｌ　ＩＤ）を含んで送信する方法
【０１４４】
　（３）多重分散ノードシステムのノードで端末に送信されるＣＳＩ－ＲＳの設定情報要
素（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を介して
プライマリ物理的セル識別子（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を
潜在的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）又は明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）に送信する方法。
【０１４５】
　（４）多重分散ノードシステムの基地局で設定され、ノードを介して送信されたプライ
マリＣＳＩ－ＲＳの仮想セル識別子情報に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨ復調、ＰＤＳＣＨ復調
、ＵＥ－特定ＲＳ復調、ＣｏＭＰに対するサービングポイント指示（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｐ
ｏｉｎｔ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＣｏＭＰ）などを実行する方法などに対して
開示する。
【０１４６】
　以下、本発明の実施例では、説明の便宜上、多重分散ノードシステムを仮定して説明す
る。しかし、本発明の実施例は、多重セルシステムのＣｏＭＰのように複数のノード又は
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複数の基地局から端末がデータを受信する場合にも適用されることができ、このような実
施例も本発明の権利範囲に含まれる。
【０１４７】
　以下、本発明の実施例では基地局が端末にノードの仮想セル識別子、プライマリ物理的
セル識別子、プライマリＣＳＩ－ＲＳを送信するために、ＣＳＩ－ＲＳ設定要素又はｅ－
ＰＤＣＣＨ設定情報、ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ　ＩＥのような
ＲＲＣメッセージを使用する方法に対して開示する。しかし、基地局が端末にノードの仮
想セル識別子、プライマリ物理的セル識別子、プライマリＣＳＩ－ＲＳを送信するために
、ＲＲＣメッセージでない他の送信フォーマットを使用することができ、このような実施
例も本発明の権利範囲に含まれる。
【０１４８】
　図１２は、本発明の実施例に係るＣＳＩ－ＲＳ情報要素を介して仮想セル識別子を送信
する方法を示す概念図である。
【０１４９】
　図１２を参照すると、多重分散ノードシステムでは一つの基地局１２００に複数個のノ
ード１２１０、１２２０、１２３０、１２４０、１２５０、１２６０が存在することがで
きる。端末１２８０は、多重分散ノードシステムに存在する少なくとも一つのノードから
ＣＳＩ－ＲＳを受信することができる。
【０１５０】
　例えば、端末１２８０は、ノード１２１０とノード１２２０のうち少なくとも一つのノ
ードからＣＳＩ－ＲＳを受信することができる。端末は、受信したＣＳＩ－ＲＳ設定情報
要素（ＣＳＩ情報要素、ＣＳＩ－ＲＳＩＥ又はＣＳＩ－ＲＳ設定情報も同じ意味で使用）
に含まれている仮想セル識別子情報に基づいて受信されたＣＳＩ－ＲＳがノード１２１０
とノード１２２０のうちいずれのノードから送信されたＣＳＩ－ＲＳであるかを知ること
ができる。
【０１５１】
　以下の表７は、仮想セル識別子情報を含むＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素を示す。
【０１５２】
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【表７】

【０１５３】
　表７を参照すると、仮想セル識別子情報を含むセル識別子フィールドをＣＳＩ－ＲＳ設
定情報要素（又は、ＣＳＩ情報要素、ＣＳＩ　ＩＥ）に追加することができる。端末１２
８０は、セル識別子フィールドに基づいて受信したＣＳＩ－ＲＳがノード１２１０とノー
ド１２２０のうちいずれのノードから送信されたＣＳＩ－ＲＳであるかに対する情報を知
ることができる。例えば、ＣＳＩ－ＲＳ情報要素のセル識別子フィールドに基づいて端末
１２８０は、受信したＣＳＩ－ＲＳがノード１２２０から送信されたものであることを知
ることができる。このような場合、端末１２８０は、仮想セル識別子情報に基づいてノー
ド１２２０に端末１２８０とノード１２２０との間のチャネル情報をフィードバックする
ことができる。他の例として、端末がＣｏＭＰを実行する時、ノードから送信された仮想
セル識別子情報に基づいて各ノード別チャネル情報を取得することができる。
【０１５４】
　表１で示すセル識別子フィールドは、ノードの仮想セル識別子を送信するためのフィー
ルドの例示に過ぎず、他の方式により定義されてもよい。例えば、“３ＧＰＰ　ＴＳ　３
６．３３１　Ｖ１０．２．０：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒ
ｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ）；Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　１０）”で定義されたＰｈｙｓＣｅｌｌＩｄ　ＩＥに代替し、又は新たなセル識
別子ＩＥ（ｃｅｌｌ　ｉｄ　ＩＥ）を定義（例えば、仮想セル識別子（ｖｉｒｔｕａｌ　
ｃｅｌｌｉｄ））することができる。
【０１５５】
　もし、セル識別子を介して送信された仮想セル識別子が既存に使用した同期化信号を介
して物理的セル識別子（ＰＣＩ）と同じ場合、セル識別子フィールドを介して送信される
仮想セル識別子情報は送信されない。このとき、既存のＰＣＩに該当する値を利用して前
述した仮想セル識別子に基づく動作を実行することができる。
【０１５６】
　図１３は、本発明の実施例に係るｅ－ＰＤＣＣＨを送信する仮想セル識別子を情報を送
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信する方法を示す概念図である。
【０１５７】
　単一セル多重分散ノードシステムでは制御チャネルの不足によりｅ－ＰＤＣＣＨの導入
が考慮されている。ｅ－ＰＤＣＣＨには端末特定制御情報が含まれることができ、既存Ｐ
ＤＣＣＨと違ってｅ－ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報は、セル－特定ＲＳ（ｃｅ
ｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）の代わりに端末－特定ＲＳ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
ＲＳ（又は、ＤＭ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）－ＲＳ）を復調のための参照信号（ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）として使われることができる。
【０１５８】
　単一セル多重分散ノードシステムにおいて、ｅ－ＰＤＣＣＨを介して各ノード別に互い
に異なる端末に制御情報を送信することができる。即ち、多重分散ノードシステムをＮＶ
ＣＳ（ｎｅｓｔｅｄ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ｓｙｓｔｅｍ）で動作させる場合、セ
ル内に複数のノード１３１０、１３２０、１３３０、１３４０、１３５０、１３６０の動
作が各ノードの仮想セル識別子に基づいて区分されることができる。各ノードでは仮想セ
ル識別子に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨを介して端末１３８０に個別的な制御情報を送信する
ことができる。
【０１５９】
　基地局１３００は、端末１３８０にＲＲＣメッセージのような送信フォーマットを使用
してＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を送信することが
できる。ＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）は、端末１３
８０が受信しなければならないデータを送信するノードを指示する情報であり、端末が受
信しなければならない制御情報をｅ－ＰＤＣＣＨを介して送信するノードを区分するため
に使われることができる。
【０１６０】
　端末１３８０は、ＰＰＣＩに基づいて受信しなければならない制御情報をいずれのノー
ドから受信するかに対して情報を知ることができる。以下、本発明の実施例では、基地局
１３００から送信されたｅ－ＰＤＣＣＨの設定情報に基づいて、特定のノードが送信した
ｅ－ＰＤＤＣＨを介した制御情報を端末が受信する方法に対して開示する。
【０１６１】
　基地局１３００でプライマリ物理的セル識別子を送信するためには、例えば、ＲＲＣメ
ッセージを使用することができる。以下、本発明の実施例では、ＲＲＣメッセージとして
ＣＳＩ－ＲＳ設定要素又はｅ－ＰＤＣＣＨ設定情報、ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅ
ｄｉｃａｔｅｄ　ＩＥを使用する方法に対して開示するが、これに限定されるものではな
く、他のＲＲＣメッセージを使用することができる。また、プライマリ物理的セル識別子
（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を送信するために使われるＲＲ
Ｃメッセージも例示に過ぎず、他の送信方法を介してプライマリ物理的セル識別子（ｐｒ
ｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を送信することも可能である。
【０１６２】
　図１３を参照すると、多重分散ノードシステムでは一つの基地局１３００に複数個のノ
ード１３１０、１３２０、１３３０、１３４０、１３５０、１３６０が存在することがで
きる。端末１３８０は、多重分散ノードシステムに存在する少なくとも一つのノードから
ｅ－ＰＤＣＣＨを介して制御情報を受信することができる。
【０１６３】
　端末１３８０は、ノードが送信する少なくとも一つのｅ－ＰＤＣＣＨを介した制御情報
のうちいずれのノードが送信するｅ－ＰＤＣＣＨを介した制御情報を受信するかに対して
決定するために、ＰＰＣＩを使用することができる。端末は、ＰＰＣＩに該当するノード
が送信するｅ－ＰＤＣＣＨを介した制御情報を受信することができる。
【０１６４】
　基地局１３００は、下記のような方法を利用してＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を端末１３８０に送信することができる。
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【０１６５】
　１）基地局１３００が端末１３８０にｅ－ＰＤＣＣＨ設定のための所定のメッセージ（
例えば、ＲＲＣ　ｍｅｓｓａｇｅ）にＰＰＣＩを含ませて送信する方法
【０１６６】
　２）ノードで送信されるＣＳＩ－ＲＳを介して端末に明示的又は潜在的にＰＰＣＩを指
示する方法
【０１６７】
　まず、基地局１３００が端末１３８０にｅ－ＰＤＣＣＨ設定のための所定のメッセージ
（例えば、ＲＲＣメッセージ）にＰＰＣＩを含ませて送信する方法に対して開示する。互
いに異なる仮想セル識別子を有する複数個のノード１３１０、１３２０、１３３０から端
末１３８０にｅ－ＰＤＣＣＨを介して制御情報が各々送信されることができる。このよう
な場合、端末１３８０は、いずれのノードが送信したｅ－ＰＤＣＣＨを介した制御情報を
受信するかどうかに対してＰＰＣＩに基づいて決定することができる。端末１３８０は、
ＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）と同じ仮想セル識別子
を有するノードで送信された制御情報を受信することができる。
【０１６８】
　このようなＰＰＣＩは、基地局１３００から端末１３８０に送信されることができる。
例えば、基地局１３００は、ｅ－ＰＤＣＣＨのインターリービング可否、探索領域位置情
報、探索領域大きさ情報などのようなｅ－ＰＤＣＣＨ設定情報を端末１３８０に送信する
時に使用するＲＲＣメッセージを利用して端末１３８０にＰＰＣＩを送信することができ
る。即ち、ｅ－ＰＤＣＣＨの設定情報にノード情報であるＰＰＣＩフィールドが含まれて
端末に送信されることができる。
【０１６９】
　次に、ノードで送信されるＣＳＩ－ＲＳを介して端末に明示的又は潜在的にＰＰＣＩを
指示する方法を使用することができ、下記のように二つの方法を使用することができる。
ＰＰＣＩを指示するために使われるＣＳＩ－ＲＳをプライマリＣＳＩ－ＲＳということが
できる。
【０１７０】
　－ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素に新たなフィールド（例えば、プライマリＰＣＩの指示子
（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｒｉｍａｒｙ　ＰＣＩ））を追加して端末に明示的に
ＰＰＣＩと同じ仮想セル識別子を有するＣＳＩ－ＲＳを指示する方法
【０１７１】
　－端末が受信した複数個のＣＳＩ－ＲＳのうち特定の順序に位置したＣＳＩ－ＲＳに基
づいて潜在的に端末が該当ＣＳＩ－ＲＳの仮想セル識別子をＰＰＣＩで推定する方法。
【０１７２】
　ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素に新たなフィールド（例えば、プライマリＰＣＩの指示子）
を追加して端末に明示的にＰＰＣＩと同じ仮想セル識別子を有するＣＳＩ－ＲＳを指示す
る方法は、例えば、以下の表２のようなＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素を介してＲＲＣメッセ
ージで送信されることができる。
【０１７３】
　以下の表８は、ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素を介して複数の端末にＰＰＣＩを送信する方
法を示す。
【０１７４】
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【表８】

【０１７５】
　表８を参照すると、基地局１３００は、ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素を介して複数のＣＳ
Ｉ－ＲＳパターンに対する情報を端末１３８０に送信することができる。ＣＳＩ－ＲＳパ
ターンは、互いに異なるｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤから送信されるＣＳＩ－ＲＳを
区分するために使われることができ、各々のＣＳＩ－ＲＳパターンに対してＣＳＩ－ＲＳ
設定情報要素が設定されることができる。
【０１７６】
　例えば、ノード１３１０とノード１３２０から各々ＣＳＩ－ＲＳが送信される場合、送
信されたＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素のセル識別子フィールドに基づいてＣＳＩ－ＲＳを送
信した各々のノード情報を指示することができる。また、プライマリＰＣＩの指示子を介
していずれのノードがプライマリ物理的セル識別子（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｃｅｌｌ　ＩＤ）に該当するノードであるかを知ることができる。例えば、ノード１３
１０とノード１３２０から各々ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素を受信し、ノード１３１０から
送信されたＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素のプライマリＰＣＩの指示子フィールドがオン（ｏ
ｎ）した場合、端末１３８０のＰＰＣＩは、ノード１３１０ということができ、端末１３
８０は、ノード１３１０が送信するｅ－ＰＤＣＣＨを介した制御情報を受信することがで
きる。
【０１７７】
　他の例として、ノード１３１０とノード１３２０がＣｏＭＰを利用した送信を実行する
場合、互いに異なるノードで利用される参照信号として互いに異なる仮想セル識別子を有
する複数のＣＳＩ－ＲＳが一つのサブフレームで送信されることができる。このような場
合、ＲＲＣメッセージのＣＳＩ－ＲＳ設定情報を介して複数のＣＳＩ－ＲＳパターンを設
定することができる。
【０１７８】
　端末１３８０は、ＣＳＩ－ＲＳ設定情報に基づいて受信した複数のＣＳＩ－ＲＳの仮想
セル識別子情報を知ることができる。即ち、表２のＣＳＩ－ＲＳ設定ＩＥに含まれている
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セル識別子フィールドに基づいて受信したＣＳＩ－ＲＳの仮想セル識別子情報を知ること
ができる。また、ＣＳＩ－ＲＳ設定情報に含まれているプライマリＰＣＩの指示子に基づ
いていずれのＣＳＩ－ＲＳの仮想セル識別子がプライマリ物理的セル識別子と同じかどう
かを端末１３８０に提供することができる。
【０１７９】
　端末１３８０は、受信したＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨを受信
するためのＰＰＣＩを決定するために、以下のような動作のうち一つを実行することがで
きる。
【０１８０】
　（１）ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素に複数のセル識別子フィールドが存在する場合、プラ
イマリ物理的セル識別子の指示によりＰＰＣＩとして指示された仮想セル識別子の値を有
するノードからｅ－ＰＤＣＣＨを受信することができる。
【０１８１】
　（２）ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素に一つのセル識別子フィールドのみが存在する場合、
該当仮想セル識別子を有するノードからｅ－ＰＤＣＣＨを受信することができる。このよ
うな場合、いずれのセル識別子がＰＰＣＩであるかどうかを示すプライマリ物理的セル識
別子の指示子フィールドは存在しなくてもよい。
【０１８２】
　（３）ＣＳＩ－ＲＳ設定情報要素にセル識別子フィールドの両方ともが省略された場合
、ＳＳを介して取得した物理的セル識別子（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ；ＰＣＩ
）に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨを受信することができる。
【０１８３】
　例えば、端末１３８０が互いに異なる仮想セル識別子を有する複数のＣＳＩ－ＲＳを受
信した場合、端末は、ＲＲＣメッセージであるＣＳＩ－ＲＳの設定情報要素のプライマリ
物理的セル識別子の指示子に基づいていずれの仮想セル識別子がプライマリ物理的セル識
別子であるかどうかを判断することができる。端末１３８０は、ＣＳＩ－ＲＳの設定情報
要素により算出されたプライマリ物理的セル識別子に該当する仮想セル識別子を有するノ
ードが送信するｅ－ＰＤＣＣＨを介した制御情報を受信することができる。
【０１８４】
　本発明の他の実施例によると、表２のようにＲＲＣメッセージに新たに定義されたフィ
ールド（プライマリ物理的セル識別子、ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｒｉｍａｒｙ　
ＰＣＩ）を介して明示的に仮想セル識別子に対する情報を送信せずに潜在的（ｉｍｐｌｉ
ｃｉｔ）に仮想セル識別子に対する情報を端末が推定するようにすることができる。
【０１８５】
　図１４は、本発明の実施例に係る潜在的に仮想セル識別子に対する情報を端末が推定す
るようにする方法を説明するための概念図である。
【０１８６】
　図１４を参照すると、端末１４８０は、互いに異なる仮想セル識別子を有する複数個の
ＣＳＩ－ＲＳを受信することができる。
【０１８７】
　例えば、端末１４８０は、第１のノード１４１０から送信された第１のＣＳＩ－ＲＳパ
ターンと第２のノード１４２０から送信された第２のＣＳＩ－ＲＳパターンが含まれてい
るサブフレームを受信することができる。ＣＳＩ－ＲＳパターンは、特定の仮想セル識別
子を有するＣＳＩ－ＲＳの集合を意味する。
【０１８８】
　端末１４８０は、第１のノード１４１０と第２のノード１４２０のうちいずれのＣＳＩ
－ＲＳパターンを送信したノードがＰＰＣＩに該当するノードであるかを判断しなければ
ならない。本発明の実施例によると、端末１４８０が受信したＣＳＩ－ＲＳのうち特定順
序に送信されたＣＳＩ－ＲＳ又は特定位置に存在するＣＳＩ－ＲＳの仮想セル識別子を端
末のプライマリ物理的セル識別子として決定することができる。
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【０１８９】
　例えば、端末１４８０が受信したＣＳＩ－ＲＳは、設定番号（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ）とサブフレーム設定番号（ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ）のようなパラメータに基づいてサブフレーム内で特定の時間特
定位置に送信されるＣＳＩ－ＲＳを特定することができる。特定されたＣＳＩ－ＲＳの仮
想セル識別子は、プライマリ物理的セル識別子（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃ
ｅｌｌ　ＩＤ）になることができ、該当ＣＳＩ－ＲＳを送信したノードがＰＰＣＩになる
ことができる。即ち、端末１４８０は、特定順序に送信される又は特定位置に存在するＣ
ＳＩ－ＲＳの仮想セル識別子をＰＰＣＩ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ
　ＩＤ）で潜在的に判断し、同じ仮想セル識別子（ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を
有するノードがｅ－ＰＤＣＣＨを介して送信した制御情報を受信することができる。
【０１９０】
　このような方法を使用することで、別にプライマリ物理的セル識別子の指示子フィール
ドのようなＣＳＩ－ＲＳを送信した仮想セル識別子がＰＰＣＩであるかどうかを判断する
フィールドを送信しなくても特定ノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳリソース要素（ら）（ｎｏ
ｎ－ｚｅｒｏ－ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－ＲＳ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ（ｓ））
に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨを介して制御情報を送信するプライマリ物理的セル識別子を潜
在的に推定することができる。このとき、端末の動作は、下記のような動作を実行するこ
とができる。
【０１９１】
　（１）ＣＳＩ－ＲＳ設定に複数のノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳリソース（ｎｏｎ－ｚｅ
ｒｏ－ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－ＲＳ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）が存在する場合、端末は、特定Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソースの仮想セル識別子（ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）をプライマリ
物理的セル識別子と判断し、プライマリ物理的セル識別子に該当するノードがｅ－ＰＤＣ
ＣＨを介して送信する制御情報を受信することができる。
【０１９２】
　（２）特定ＣＳＩ－ＲＳのセル識別子フィールドが省略された場合、端末は、ＳＳを介
して取得した物理的セル識別子に基づいてｅ－ＰＤＣＣＨを介して制御情報を受信するこ
とができる。
【０１９３】
　（３）ＣＳＩ－ＲＳ設定に一つのノンゼロパワーＣＳＩ－ＳＲリソース（ｎｏｎ－ｚｅ
ｒｏ－ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－ＲＳ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）のみが存在する場合、端末は、受
信された一つのノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－
ＲＳ）に基づいて算出された仮想セル識別子（ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）に基づ
いてｅ－ＰＤＣＣＨを介して送信する制御情報を受信することができる。
【０１９４】
　もし、受信された一つのノンゼロパワーＣＳＩ－ＲＳ（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ
　ＣＳＩ－ＲＳ）のセル識別子フィールド（ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｆｉｅｌｄ）が省略された
場合、ＳＳを介して取得した物理的セル識別子（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）に
基づいてｅ－ＰＤＣＣＨを受信することができる。
【０１９５】
　本発明の実施例によると、基地局が端末に送信するＣＳＩ－ＲＳを設定する時、ＰＰＣ
Ｉ（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）を算出するためのプライマリ
ＣＳＩ－ＲＳリソースを指示することができる。
【０１９６】
　図１５は、本発明の実施例に係るＰＰＣＩを使用してノードの動作を制御する方法を示
す概念図である。
【０１９７】
　プライマリＰＣＩ（ＰＰＣＩ）は、前述したようなｅ－ＰＤＣＣＨの復調のための用途
だけでなく、他の用途で使われることができる。
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【０１９８】
　例えば、表２のように互いに異なる仮想セル識別子を有する複数のＣＳＩ－ＲＳパター
ンを端末が受信する場合を仮定することができる。基地局１５００が端末１５８０に送信
するＣＳＩ－ＲＳを設定する時、ＰＰＣＩを算出するプライマリＣＳＩ－ＲＳを指示する
ことができる。
【０１９９】
　端末１５８０は、基地局１５００から指示されたプライマリＰＣＩに基づいて多様な情
報を得ることができる。例えば、
【０２００】
　１）プライマリＣＳＩ－ＲＳがＣｏＭＰ動作におけるサービングポイント（ｓｅｒｖｉ
ｎｇ　ｐｏｉｎｔ）を指示する用途で使われることができる。例えば、端末１５８０は、
プライマリＣＳＩ－ＲＳに基づいてＣｏＭＰ動作を実行する時、プライマリＣＳＩ－ＲＳ
のセル識別子が示す仮想セル識別子を有するノード１５１０がサービングポイントという
情報の提供を受けることができる。ＣｏＭＰフィードバックにおいてプライマリＣＳＩ－
ＲＳのセル識別子が示す仮想セル識別子情報に基づいてサービングポイントと残りのコー
ディネーションポイント（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ（ｓ））を区分するこ
とができる。例えば、ＣＳ／ＣＢ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂ
ｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）動作をサポートするためにはいずれのノードがデータを送信する
ノード（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）１５１０であり、いずれのノードが干渉の被害を
減らすためのノード（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔｓ）１５２０であるかに対
する区分が必要である。このとき、端末１５８０は、ＰＰＣＩとして指示されたＣＳＩ－
ＲＳリソースがサービングポイント１５１０からのＣＳＩ－ＲＳ送信であると仮定してフ
ィードバックを構成することができる。
【０２０１】
　２）ＰＰＣＩが端末のＰＤＳＣＨ復調に使われることができる。ＰＰＣＩが端末のＰＤ
ＳＣＨ復調に使われる場合、基地局１５００は、実際データを送信するノードに関係なし
に該当端末１５８０にＰＰＣＩでＰＤＳＣＨを生成（シーケンス生成に利用）して送信し
、端末１５８０は、ＰＰＣＩでＰＤＳＣＨ復調（ＵＥ－特定ＲＳ復調を含む）を実行する
ことができる。プライマリＣＳＩ－ＲＳに対する特定パラメータ（例えば、セル識別子フ
ィールド）は、ＣＳＩ－ＲＳ－設定情報要素だけでなく、他の情報要素にも適用されるこ
とができるため、ＣＳＩ－ＲＳ－設定情報要素より上位メッセージフォーマットで定義さ
れて送信されることができる。
【０２０２】
　以下の表９は、ＵＥ特定物理的チャネル設定を実行するＩＥ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　ｅｌｅｍｅｎｔ）であるＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ　ＩＥにプ
ライマリセル識別子フィールド（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｆｉｅｌｄ）が追加
されたことを示す。
【０２０３】
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【表９】

【０２０４】
　表９を参照すると、プライマリセル識別子フィールド（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ　Ｉ
Ｄ　ｆｉｅｌｄ）は、特定目的（例えば、ｅ－ＰＤＣＣＨ設定、ＰＤＳＣＨ設定、ＵＥ－
特定ＲＳ設定、ＣｏＭＰでサービングポイント指示（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ　ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＣｏＭＰ））において、既存の物理的セル識別子を代えるパ
ラメータとして使われることができる。
【０２０５】
　即ち、本発明の実施例によると、ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ　
ＩＥに特定目的（例えば、ｅ－ＰＤＣＣＨ設定、ＰＤＳＣＨ設定、ＵＥ－特定ＲＳ設定、
ＣｏＭＰからサービングポイント指示）のために使用されるプライマリセル識別子フィー
ルド及び／又はプライマリセル指示子（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｆｉｅｌｄ　
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ａｎｄ／ｏｒ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を追加する方法を使用
することで、プライマリ物理的セル識別子（ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌ
ｌ　ＩＤ）に対する情報を端末に送信することができる。
【０２０６】
　表１０は、本発明の他の実施例としてプライマリセル識別子フィールド（ｐｒｉｍａｒ
ｙ　ｃｅｌｌ　ＩＤ　ｆｉｅｌｄ）の代わりに複数個のＣＳＩ－ＲＳリソースを設定しな
がら、そのうち何番目がプライマリＣＳＩ－ＲＳリソースに該当するかを示すプライマリ
セル指示子を追加することもできる。このとき、プライマリＣＳＩ－ＲＳリソースに該当
するセル識別子がＰＰＣＩである。
【０２０７】



(38) JP 5703398 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

【表１０】

【０２０８】
　図１６は、本発明の実施例が適用されることができる無線装置を示すブロック図である
。
【０２０９】
　無線装置７０は、前述した実施例を具現することができる端末であり、ＡＰ又は非ＡＰ
ＳＴＡ（ｎｏｎ－ＡＰ　ｓｔａｔｉｏｎ）である。
【０２１０】
　無線装置７０は、プロセッサ７２、メモリ７４、及びトランシーバ（ｔｒａｎｓｃｅｉ
ｖｅｒ）７６を含む。トランシーバ７６は、無線信号を送信／受信し、ＩＥＥＥ８０２．
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１１の物理階層が具現される。プロセッサ７２は、トランシーバ７６と機能的に連結され
、ＩＥＥＥ８０２．１１のＭＡＣ階層及び物理階層を具現する。プロセッサ７２は、本発
明の実施例にトランシーバ７６を介して受信されたＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージを介して取得されたｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｃｅｌｌ　ＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を指示する情報に基づいていずれの
ノードからｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）上に制御情報を受信するかを決定することができる。
また、プロセッサ７２は、ｐｒｉｍａｒｙ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤを算出す
るための動作のような前述した本発明の実施例を具現するように設定されることができる
。
【０２１１】
　プロセッサ７２及び／又はトランシーバ７６は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理
回路及び／又はデータ処理装置を含むことができる。メモリ７４は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－
ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フ
ラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び／又は他の格納装置を含むことができる。
実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は前述した機能を遂行するモジュー
ル（過程、機能など）で具現されることができる。モジュールは、メモリ７４に格納され
、プロセッサ７２により実行されることができる。メモリ７４は、プロセッサ７２の内部
又は外部にあり、よく知られた多様な手段によりプロセッサ７２と連結されることができ
る。

【図１】
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