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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局装置と通信する基地局装置であって、
　前記基地局装置とは別の基地局装置のセルＩＤと、前記別の基地局装置におけるセル固
有参照信号のアンテナポート数と、前記別の基地局装置がＭＢＳＦＮとして用いるＭＢＳ
ＦＮサブフレームを示すサブフレーム情報とを、干渉を軽減するための情報として、ＲＲ
Ｃシグナリングにより前記移動局装置に通知することを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームは、セル固有参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボル領域
と、セル固有参照信号が配置されないＯＦＤＭシンボル領域とを有することを特徴とする
請求項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記サブフレーム情報は、所定数のサブフレームにおけるＭＢＳＦＮの割り当てをサブ
フレーム毎に示すビットマップを含むことを特徴とする請求項１記載の基地局装置。
【請求項４】
　基地局装置と通信する移動局装置であって、
　前記基地局装置からＲＲＣシグナリングにより通知される前記基地局装置とは別の基地
局装置のセルＩＤと、前記別の基地局装置におけるセル固有参照信号のアンテナポート数
と、前記別の基地局装置がＭＢＳＦＮとして用いるＭＢＳＦＮサブフレームを示すサブフ
レーム情報とを、干渉を軽減するための情報として受信することを特徴とする移動局装置
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。
【請求項５】
　前記移動局装置は、前記受信した情報を前記別の基地局装置から送信されるセル固有参
照信号から受ける干渉を軽減するために用いることを特徴とする請求項４記載の移動局装
置。
【請求項６】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームは、セル固有参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボル領域
と、セル固有参照信号が配置されないＯＦＤＭシンボル領域とを有することを特徴とする
請求項４記載の移動局装置。
【請求項７】
　前記サブフレーム情報は、所定数のサブフレームにおけるＭＢＳＦＮの割り当てをサブ
フレーム毎に示すビットマップを含むことを特徴とする請求項４記載の移動局装置。
【請求項８】
　移動局装置と通信する基地局装置における送信方法であって、
　前記基地局装置とは別の基地局装置のセルＩＤと、前記別の基地局装置におけるセル固
有参照信号のアンテナポート数と、前記別の基地局装置がＭＢＳＦＮとして用いるＭＢＳ
ＦＮサブフレームを示すサブフレーム情報とを、干渉を軽減するための情報として、ＲＲ
Ｃシグナリングにより前記移動局装置に通知することを特徴とする送信方法。
【請求項９】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームは、セル固有参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボル領域
と、セル固有参照信号が配置されないＯＦＤＭシンボル領域とを有することを特徴とする
請求項８記載の送信方法。
【請求項１０】
　前記サブフレーム情報は、所定数のサブフレームにおけるＭＢＳＦＮの割り当てをサブ
フレーム毎に示すビットマップを含むことを特徴とする請求項８記載の送信方法。
【請求項１１】
　基地局装置と通信する移動局装置における受信方法であって、
　前記基地局装置からＲＲＣシグナリングにより通知される前記基地局装置とは別の基地
局装置のセルＩＤと、前記別の基地局装置におけるセル固有参照信号のアンテナポート数
と、前記別の基地局装置がＭＢＳＦＮとして用いるＭＢＳＦＮサブフレームを示すサブフ
レーム情報とを、干渉を軽減するための情報として受信することを特徴とする受信方法。
【請求項１２】
　前記受信した情報を前記別の基地局装置から送信されるセル固有参照信号から受ける干
渉を軽減するために用いることを特徴とする請求項１１記載の受信方法。
【請求項１３】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームは、セル固有参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボル領域
と、セル固有参照信号が配置されないＯＦＤＭシンボル領域とを有することを特徴とする
請求項１１記載の受信方法。
【請求項１４】
　前記サブフレーム情報は、所定数のサブフレームにおけるＭＢＳＦＮの割り当てをサブ
フレーム毎に示すビットマップを含むことを特徴とする請求項１１記載の受信方法。
【請求項１５】
　移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、
　前記基地局装置とは別の基地局装置のセルＩＤと、前記別の基地局装置におけるセル固
有参照信号のアンテナポート数と、前記別の基地局装置がＭＢＳＦＮとして用いるＭＢＳ
ＦＮサブフレームを示すサブフレーム情報とを、干渉を軽減するための情報として、ＲＲ
Ｃシグナリングにより前記移動局装置に通知することを特徴とする集積回路。
【請求項１６】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームは、セル固有参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボル領域
と、セル固有参照信号が配置されないＯＦＤＭシンボル領域とを有することを特徴とする
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請求項１５記載の集積回路。
【請求項１７】
　前記サブフレーム情報は、所定数のサブフレームにおけるＭＢＳＦＮの割り当てをサブ
フレーム毎に示すビットマップを含むことを特徴とする請求項１５記載の集積回路。
【請求項１８】
　基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、
　前記基地局装置からＲＲＣシグナリングにより通知される前記基地局装置とは別の基地
局装置のセルＩＤと、前記別の基地局装置におけるセル固有参照信号のアンテナポート数
と、前記別の基地局装置がＭＢＳＦＮとして用いるＭＢＳＦＮサブフレームを示すサブフ
レーム情報とを、干渉を軽減するための情報として受信することを特徴とする集積回路。
【請求項１９】
　前記受信した情報を前記別の基地局装置から送信されるセル固有参照信号から受ける干
渉を軽減するために用いることを特徴とする請求項１８記載の集積回路。
【請求項２０】
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームは、セル固有参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボル領域
と、セル固有参照信号が配置されないＯＦＤＭシンボル領域とを有することを特徴とする
請求項１８記載の集積回路。
【請求項２１】
　前記サブフレーム情報は、所定数のサブフレームにおけるＭＢＳＦＮの割り当てをサブ
フレーム毎に示すビットマップを含むことを特徴とする請求項１８記載の集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置、移動局装置、通信システム、送信方法、受信方法および通信方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｐｒｏｊｅｃｔ
）によるＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
Ａｃｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ－Ａ（ＬＴ
Ｅ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）やＩＥＥＥ（ＴｈｅＩｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌ ａｎｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）によるＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒ
ｌｄｗｉｄｅ Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙｆｏｒ Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ Ａｃｃｅ
ｓｓ）等のような無線通信システムでは、基地局装置（ｅＮＢ；ｅＮｏｄｅＢ）が移動局
装置（端末、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ））と接続可能な範囲（セル）を、そ
の一部を重複させながら、基地局装置を複数配置するセルラー構成とすることにより、通
信エリアを拡大しうる。
【０００３】
　このセルラー構成において、セルの周波数利用効率を向上させるために、各セルで同一
周波数を繰返して利用したり、数百ｍから十数ｋｍのセル半径をもつ基地局装置（マクロ
セル）に加え、様々なセル半径をもつ基地局装置（ピコセル、フェムトセル、Ｈｏｍｅ　
ｅＮｏｄｅＢ）をその範囲がマクロセルと全部或いは一部を重複するように配置するヘテ
ロジーニアスなネットワークが検討されている。（非特許文献１）
【０００４】
　図２２は、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システ
ムの一例を示す概略図である。基地局装置１０００－２は、そのセル１０００－２ａ（例
えば、ピコセル）が基地局装置１０００－１のセル１０００－１ａ（マクロセル）と重複
するように１セル周波数繰返しで配置されている。移動局装置は、より大きな受信電界強
度で信号を受信できる基地局装置と無線接続するように制御されることが好ましい。図２
２では、移動局装置２０００－１は基地局装置１０００－１と無線接続し（ｒ１１）、移
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動局装置２０００－２及び２０００－３は基地局装置１０００－２と無線接続している（
ｒ２１及びｒ２３）。また、ピコセルをマクロセルのセルエッジ周辺（電界強度が弱い領
域）に包含関係になるように配置する場合、マクロセルのセルエッジに存在する移動局装
置２０００－３をピコセルと接続させることにより、その移動局装置の受信信号電力を向
上させることができる。
【０００５】
　このように、ヘテロジーニアスなネットワークを構築することにより、マクロセルがカ
バーするエリア内におけるネットワーク側から見たトータルの周波数利用効率を向上させ
ることが可能となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　
Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ａｓｐｅｃｔｓ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　９
）、３ＧＰＰ　ＴＲ３６．８１４　ｖ９．０．０．（２０１０－０３）　　URL: http://
www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36814.htm
【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、ヘテロジーニアスなネットワークにおいて、ピコセルに接続している移
動局装置がピコセルのセルエッジ領域に位置する場合に、マクロセルからの干渉（セル間
干渉、Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）により伝送効率が低下すると
いう問題がある。図２２の移動局装置２０００－２は、大きな受信電界強度で信号を受信
できる基地局装置１０００－２と無線接続するが（ｒ２１）、基地局装置１０００－１か
らの距離も近い。基地局装置１０００－１が同じリソースを用いて送信する信号により、
移動局装置２０００－２は、基地局装置１０００－１によるセル間干渉ｒ１２を受けるこ
とになる。そのため、移動局装置２０００－２における伝送スループットは低下し、基地
局装置１０００－２における周波数利用効率が低下することになる。
【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、ヘテロジーニアスネッ
トワークを構成する無線通信システムにおいて、効率的にセル間干渉を軽減又は抑圧する
ことができる基地局装置、移動局装置、通信システム及び通信方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様によ
る基地局装置は、第１の基地局装置と移動局装置が通信を行う無線通信システムにおける
第１の基地局装置であって、
　前記第１の基地局装置は、前記第１の基地局装置と異なる第２の基地局装置が送出する
前記第２の基地局装置に固有の参照信号をキャンセルすることを、前記移動局装置に通知
することを特徴とする。　
【００１０】
　（２）また、本発明の一態様による基地局装置は、異なるセル半径を有する複数の基地
局装置が配置される無線通信システムにおける基地局装置であって、前記基地局装置は、
他の基地局装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレ
ームフォーマットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジューリング
する上位レイヤと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、制御信号及び参
照信号をサブフレームのリソースにマッピングするリソースマッピング部と、前記情報デ
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ータ信号、前記制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置に送信する
送信部とを備え、前記制御信号には、前記移動局装置におけるキャンセル処理の要否を示
す情報が含まれることを特徴とする。
【００１１】
　（３）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（２）の基地局装置であって、
前記キャンセル処理の要否を示す情報は、前記送信フレームフォーマットを構成するサブ
フレームの種類に基づいて、キャンセル処理を行うサブフレームを通知する情報を含むこ
とを特徴とする。
【００１２】
　（４）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（３）の基地局装置であって、
前記キャンセル処理を行うサブフレームは、当該サブフレームに含まれる参照信号に基づ
いて、キャンセル処理の要否を設定していることを特徴とする。
【００１３】
　（５）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（２）の基地局装置であって、
前記送信フレームフォーマットは、所定の参照信号又は制御信号のみからなる制限サブフ
レームと情報データ信号、制御信号及び参照信号からなる通常サブフレームで構成され、
前記キャンセル処理の要否を示す情報は、前記制限サブフレームが送信されるタイミング
で前記送信部が送信するサブフレームに対してキャンセル処理する旨を通知する情報であ
ることを特徴とする。
【００１４】
　（６）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（２）の基地局装置であって、
前記制限サブフレームは、マルチキャスト信号あるいはブロードキャスト信号を送信する
ＭＢＳＦＮサブフレーム、または特定の移動局装置に情報データ信号を送信するＡＢＳサ
ブフレームで構成されることを特徴とする。
【００１５】
　（７）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（２）の基地局装置であって、
前記キャンセル処理の要否を示す情報は、サブフレーム毎にキャンセル処理の要否を示す
ビットマップとして制御信号に含まれていることを特徴とする。
【００１６】
　（８）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（２）の基地局装置であって、
前記上位レイヤは、前記他の基地局装置から、当該他の基地局装置の送信フレームフォー
マットの通知を受けること
を特徴とする。
【００１７】
　（９）また、本発明の一態様による移動局装置は、異なるセル半径を有する複数の基地
局装置が配置される無線通信システムにおける移動局装置であって、前記移動局装置は、
前記基地局装置が送信したサブフレームを受信する受信部と前記サブフレームから制御信
号を抽出する制御信号抽出部と、
前記サブフレームに対してキャンセル処理を行う干渉除去部とを備え、前記干渉除去部は
、前記基地局装置以外の他の基地局装置が送信する複数種類のサブフレームから構成され
る送信フレームフォーマットに応じて、キャンセル処理を行うことを特徴とする。
【００１８】
　（１０）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（９）の基地局装置であって
、前記干渉除去部は、前記他の基地局装置が送信する参照信号を除去することを特徴とす
る。
【００１９】
　（１１）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（９）の基地局装置であって
、前記基地局装置が送信したサブフレームには、キャンセル処理の要否を示す情報を含む
制御信号を含み、前記制御信号検出部は前記サブフレームからキャンセル処理の要否を示
す情報を抽出し、前記干渉除去部は前記キャンセル処理の要否を示す情報に基づいて、キ
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ャンセル処理を行うことを特徴とする。
【００２０】
　（１２）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（９）の基地局装置であって
、前記基地局装置が送信したサブフレームには、情報データ信号に関する情報を含む制御
信号が含まれ、前記制御信号検出部は前記サブフレームから情報データ信号に関する情報
を抽出し、前記干渉除去部は前記情報データ信号に関する情報に基づいて、キャンセル処
理を行うことを特徴とする。
【００２１】
　（１３）また、本発明の一態様による基地局装置は、上記（９）の基地局装置であって
、前記制御信号制御信号検出部は、前記サブフレームから情報データ信号の変調方式及び
符号化率に関する情報を抽出し、前記干渉除去部は所定の前記変調方式及び符号化率であ
る場合、キャンセル処理を行うことを特徴とする。
【００２２】
　（１４）また、本発明の一態様による無線通信システムは、異なるセル半径を有する複
数の基地局装置が配置される無線通信システムであって、前記基地局装置は、他の基地局
装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォー
マットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジューリングする上位レ
イヤと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をサ
ブフレームのリソースにマッピングするリソースマッピング部と、
前記情報データ信号、前記制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置
に送信する送信部とを備え、前記移動局装置は、前記基地局装置が送信したサブフレーム
を受信する受信部と
前記サブフレームから制御信号を抽出する制御信号抽出部と、前記基地局装置以外の他の
基地局装置が送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマット
に応じて、前記サブフレームに対してキャンセル処理を行う干渉除去部とを備えることを
特徴とする。
【００２３】
　（１５）また、本発明の一態様による送信方法は、異なるセル半径を有する複数の基地
局装置が配置される無線通信システムにおける基地局装置の送信方法であって、前記基地
局装置は、他の基地局装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成され
る送信フレームフォーマットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジ
ューリングする第１のステップと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、
制御信号及び参照信号をサブフレームのリソースにマッピングする第２のステップと、前
記情報データ信号、前記制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置に
送信する第３のステップとを有し、前記制御信号には、前記移動局装置におけるキャンセ
ル処理の要否を示す情報が含まれることを特徴とする。
【００２４】
　（１６）また、本発明の一態様による受信方法は、異なるセル半径を有する複数の基地
局装置が配置される無線通信システムにおける移動局装置の受信方法であって、前記移動
局装置は、前記基地局装置が送信したサブフレームを受信する第１のステップと前記サブ
フレームから制御信号を抽出する第２のステップと、前記サブフレームに対してキャンセ
ル処理を行う第３のステップとを有し、前記第３ステップは、前記基地局装置以外の他の
基地局装置が送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマット
に応じて、キャンセル処理を行うことを特徴とする。
【００２５】
　（１７）また、本発明の一態様による無線通信システムは、異なるセル半径を有する複
数の基地局装置が配置される無線通信システムの通信方法であって、前記基地局装置は、
他の基地局装置が移動局装置に送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレ
ームフォーマットに応じて、情報データ信号、制御信号及び参照信号をスケジューリング
するステップと、前記スケジューリングに基づいて、情報データ信号、制御信号及び参照
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信号をサブフレームのリソースにマッピングするステップと、前記情報データ信号、前記
制御信号及び前記参照信号からなるサブフレームを移動局装置に送信するステップとを有
し、前記移動局装置は、前記基地局装置が送信したサブフレームを受信するステップと
前記サブフレームから制御信号を抽出するステップと、前記基地局装置以外の他の基地局
装置が送信する複数種類のサブフレームから構成される送信フレームフォーマットに応じ
て、前記サブフレームに対してキャンセル処理を行うステップとを備えることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２６】
　この発明によれば、ヘテロジーニアスネットワークを構成する無線通信システムにおい
て、効率的にセル間干渉を軽減又は抑圧することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態における異なるセル半径の複数の基地局装置を配置した
下りリンクにおける無線通信システムの一例を示す概略図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置の構成を示
す概略ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００－１
の下りリンクの送信フレームフォーマットである。
【図４】実施形態に係るサブフレームフォーマットの一例を示す概念図である。図４に示
す例は、基地局装置１００－αが１個のアンテナにより送信する場合の一例である。
【図５】本実施形態に係るサブフレームフォーマットの別の一例を示す概念図である。
【図６】本実施形態に係るサブフレームフォーマットの別の一例を示す概念図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００－２
の下りリンクの送信フレームフォーマットである。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００－２
の送信フローチャートである。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置２００－ｕ
の構成を示す概略ブロック図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る干渉除去部２０６の構成を示す概略図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置の受信フ
ローチャートである。
【図１２】移動局装置２００－２が基地局装置１００－１および基地局装置１００－２に
より送信されるサブフレームの受信を示した図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００－
１の下りリンクの送信フレームフォーマットである。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る下りリンク制御信号の一例である。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係る基地局装置の下りリンク制御信号の一例である
。
【図１６】ＭＣＳ情報のインデックスに対する変調方式及び符号化率である。
【図１７】送信フォーマット情報のインデックスに対するサブフレーム構成である。
【図１８】本発明の第４の実施形態に係る移動局装置が保持するキャンセラの要否判断テ
ーブルの一例である。
【図１９】本発明の第４の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置がキャン
セラの適否を判断するフローチャートである。
【図２０】本発明の無線通信システムにおける基地局装置と移動局装置間での接続及び制
御処理フローを示すシーケンス図である。
【図２１】本発明の第５の実施形態におけるフィードバック情報の生成を示すフローチャ
ートである。
【図２２】異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおける無線通信システム
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の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明における無線通信システムは、複数の基地局装置（送信装置、セル、送信点、送
信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、ｅＮｏｄｅＢ）と複数
の移動局装置（端末、端末装置、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、受信アンテナ
群、受信アンテナポート群、ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）を備える。各基地局
装置の送信電力は異なっていてもよい。
【００２９】
　本発明は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、ＭＣ－ＣＤＭＡ（Ｍｕｌｔｉ　Ｃａｒｒｉｅｒ－Ｃｏｄ
ｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇ
ｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－Ｆｒｅｑｅｕｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ）、ＤＦＴ－ｓ－ＯＦＤＭ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ－ｓｐｒｅａｄ－ＯＦＤＭ）等のマルチキャリア伝送やシングルキャリア伝送に
おいて適用可能である。
【００３０】
　以下では、無線通信システムの下りリンクにおいて、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）伝送を適用した
場合で説明する。上りリンクにおいては、基地局装置が移動局装置からの制御信号を認識
できれば、伝送方式は問わない。
【００３１】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の第１の実施形態における異なるセル半径の複数の基地局装置を配置し
た下りリンクにおける無線通信システムの一例を示す概略図である。
【００３３】
　基地局装置１００－２は、そのセル１００－２ａ（例えば、ピコセル、第１の基地局装
置）が基地局装置１００－１のセル１００－１ａ（マクロセル、第２の基地局装置）と重
複するように１セル周波数繰返しで配置されている。基地局装置間は、光ファイバやイン
ターネット回線または無線回線等を用いたバックホール回線１０（例えば、Ｘ２インター
フェース）により接続されている。
【００３４】
　また、移動局装置２００－１は基地局装置１００－１と無線接続し（ｒ１１）、移動局
装置２００－２及び２００－３は基地局装置１００－２と無線接続している（ｒ２１及び
ｒ２３）。例えば、ＬＴＥにおける下りリンクの信号として、下りリンク共通チャネル（
ＰＤＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、同期信号（ＳＳ；Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）、報知チャネル（ＰＢＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）、セル固有参照信号（ＣＲＳ；Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、伝送路状況測定用参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ；Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔ
ａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）、復調用参照信
号（ＤＭＲＳ；Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ペー
ジング信号（Ｐａｇｉｎｇ）、ＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏ
ｃｋ）などが該当する。
【００３５】
　下りリンク共通チャネルは、情報データなどを送信するためのチャネルである。下りリ
ンク制御チャネルは、下りリンク共通チャネルの情報データに施された符号化率及び変調
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多値数（ＭＣＳ；Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）、レイ
ヤ数（ランク数、空間多重数）、スケジュール情報（リソース割り当て情報）などを移動
局装置に通知する制御信号である。
【００３６】
　同期信号は、移動局装置がセルサーチ、フレーム同期、シンボル同期を確立、追従する
ための信号である。例えば、プライマリ同期信号（ＰＳＳ；Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）及びセカンダリ同期信号（ＳＳＳ；Ｓｅｃｏｎｄ
ａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｎｇａｌ）がある。ＰＳＳは、シンボル
タイミングを検出でき、かつセルＩＤを検出できるデータ系列、例えば、Ｚａｄｏｆｆ－
Ｃｈｕ系列などの直交系列である。セルＩＤとは、基地局装置（送信装置１００）に対応
する個々のセルに割り当てられたＩＤであり、移動局装置（受信装置２００）がセル、即
ち基地局装置（送信装置１００）を識別する手掛りとなる。ＳＳＳは、フレームタイミン
グを検出できるデータ系列であり、例えば、Ｍ系列である。
【００３７】
　セル固有参照信号は、基地局装置と移動局装置の伝搬路状況を測定するための既知信号
である。移動局装置は、前記セル固有参照信号を用いて、そのセルの受信電力（ＲＳＲＰ
；Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）測定などを行い
、基地局装置へ通知する。例えば、基地局装置は、その受信電力測定結果を用いて、その
移動局装置が接続するセルの選択やハンドオーバを行うことができる。
【００３８】
　伝送路状況測定用参照信号は、基地局装置と移動局装置の伝搬路状況を測定するための
既知信号であって、移動局装置が基地局装置へ送信するフィードバック情報の生成に用い
られるものである。フィードバック情報は、ＣＱＩ（ＣｈａｎｎｅｌＱｕａｌｉｔｙ Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ Ｍａｔｒｉｘ Ｉｎｄｅｘ）、ＲＩ（
ＲａｎｋＩｎｄｉｃａｔｏｒ）などが該当する。ＣＱＩは、前記伝送路状況測定用参照信
号により推定した伝搬路推定等を考慮して生成された情報であり、移動局装置が予め規定
された受信品質を維持できる符号化率および変調方式を示す情報である。ＰＭＩは、前記
伝送路状況測定用参照信号により推定した伝搬路推定等を考慮して生成された移動局装置
が好適なプレコーディング行列を示す情報である。ＲＩは、前記伝送路状況測定用参照信
号により推定した伝搬路推定等を考慮して生成された移動局装置が好適なレイヤ数を示す
情報である。
【００３９】
　復調用参照信号は、基地局装置と移動局装置の伝搬路状況を測定するための信号であっ
て、下りリンク共通チャネルなどを復調する際に用いられるものである。ページング信号
（Ｐａｇｉｎｇ）は、呼び出し制御を行うものである。ＳＩＢは、下りリンクにおいて送
信されるシステム情報である。報知チャネル（ＰＢＣＨ）は、セル全域にわたって報知さ
れるシステム制御用のチャネルである。
【００４０】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置の構成を
示す概略ブロック図である。
【００４１】
　基地局装置１００－α（α＝１、２）は、上位レイヤ１０２、シンボル生成部１０３－
ｕ（ｕは基地局装置と接続する移動局装置の数）、制御信号生成部１０４、参照信号生成
部１０５、リソースマッピング部１０６、ＩＤＦＴ部１０７、ＧＩ挿入部１０８、送信部
１０９を含んで構成され、送信部１０９にＮＴ本の送信アンテナ部１０１－ｎ（ｎ＝１、
・・・、ＮＴ）が接続されている。また、基地局装置１００－αは、受信部１２２、制御
信号検出部１２３を含んで構成され、受信部１２２に受信アンテナ部１２１が接続されて
いる。なお、上記基地局装置１００－αの一部あるいは全部をチップ化して集積回路とな
る場合、各機能ブロックに対して制御を行なうチップ制御回路（図には未記載）を有する
。
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【００４２】
　基地局装置１００－αは、受信アンテナ部１２１を介して、移動局装置２００－ｕが上
りリンクで送信した制御信号を含む信号を受信し、受信部１２２は、前記制御信号等を信
号検出処理などのディジタル信号処理が可能な周波数帯へダウンコンバートし、さらにス
プリアスを除去するフィルタリング処理を行ない、フィルタリング処理した信号をアナロ
グ信号からディジタル信号に変換（Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　Ｄｉｓｉｔａｌ変換）を行なう
。
【００４３】
　制御信号検出部１２３は、前記受信部１２２が出力した制御信号に対して復調処理、復
号処理などを行なう。前記制御信号は、上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や上りリンク共通チャネル
（ＰＵＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）など
から検出される。そして、上位レイヤ１０２は、前記制御信号検出部１２３から入力され
た前記制御信号に含まれるフィードバック情報を取得する。
【００４４】
　上位レイヤ１０２は、前記フィードバック情報に基づき、シンボル生成部１０３－ｕに
情報データを出力し、制御信号生成部１０４に制御データを出力する。ここで、上位レイ
ヤとは、ＯＳＩ参照モデルで定義された通信機能の階層のうち、物理層（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｌａｙｅｒ）よりも上位の機能の階層、例えば、データリンク層、ネットワーク層等
である。また、基地局装置は、前記フィードバック情報に基づき、移動局装置毎にデータ
変調シンボル、制御信号、参照信号等のスケジューリングを行い、そのスケジューリング
情報に基づいてリソースマッピング部１０６に出力する。スケジューリング情報とは、デ
ータ変調シンボル、制御信号、参照信号を配置するリソースエレメントまたはリソースブ
ロックに関する情報をいう。リソースエレメントとは、１つのサブキャリアと１つのＯＦ
ＤＭシンボルから成る信号を配置する最小単位をいう。リソースブロックとは、複数のリ
ソースエレメントを纏めたリソースの単位であり、移動局装置毎に割り当てるリソースの
最小単位である。例えば、リソースブロックは、１２個のサブキャリアと７個のＯＦＤＭ
シンボルから成るリソースとすることができる。
【００４５】
　また、上位レイヤ１０２は、他の基地局装置（例えば、隣接基地局や、ヘテロジーニア
スネットワークにおけるマクロセルやピコセル）の上位レイヤに、図１の回線１０を通し
て、当該基地局装置の下りリンク送信に関する情報を通知する。前記下りリンク送信に関
する情報には、後述する下りリンクサブフレームフォーマットの情報も含まれる。例えば
、通常サブフレームとリソースマッピングが制限されるサブフレームの配置、セルＩＤ、
ＣＲＳポート数などである。なお、上位レイヤ１０２は、基地局装置１００－αを構成す
る各部位が、機能を発揮するために必要なその他のパラメータも通知する。
【００４６】
　シンボル生成部１０３－ｕは、上位レイヤ１０２から入力された情報データからデータ
変調シンボルを生成する。このデータ変調シンボルは、例えば、下りリンク共通チャネル
等に該当する。シンボル生成部１０３－ｕは、符号部１１１と変調部１１２を含んで構成
される。
【００４７】
　符号部１１１は、前記情報データに対して誤り訂正符号化処理（ターボ符号、畳み込み
符号、低密度パリティ検査符号：ＬＤＰＣ（Ｌｏｗ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｐａｒｉｔｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ）符号、など）を行い、符号化ビットを出力する。なお、前記情報データは、上
位レイヤにおいて、巡回冗長検査　（ＣＲＣ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ）などの受信側において誤り検出をするための誤り検出符号化されていることが
好ましい。また、符号部１１１は、符号化率（コーディングレート）をデータ伝送レート
に合わせるためのレートマッチング処理部を備えていてもよい。レートマッチング処理部
では、例えば、一部のデータを削除するパンクチャ（Ｐｕｎｃｔｕｒｅ）処理、一部のデ
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ータを反復するリペティション（Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）、又は一部に仮のデータ（例え
ばゼロ値）を挿入するパディング（Ｐａｄｄｉｎｇ）等の処理を行う。また、符号部１１
１は、生成した符号化ビットをインターリーブし、インターリーブした符号化ビットを変
調部１１２に出力してもよい。
【００４８】
　変調部１１２は、符号部１１１から入力された符号化ビットを変調マッピングし、デー
タ変調シンボルを生成する。変調部１０２が行う変調処理は、例えば、ＢＰＳＫ（Ｂｉｎ
ａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ；２相位相変調）、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄ
ｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆ　Ｋｅｙｉｎｇ；４相位相変調）、１６ＱＡＭ（１
６　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ；１６値直交振
幅変調）又は６４ＱＡＭ（６４　Ｑｕａｄｒａｄｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ；６４値直交振幅変調）である。変調部１１２は、生成したデータ変調シン
ボルをリソースマッピング部１０５に出力する。なお、変調部１１２は、生成したデータ
変調シンボルをインターリーブし、インターリーブしたデータ変調シンボルをリソースマ
ッピング部１０５に出力してもよい。また、変調部１１２は、生成したデータ変調シンボ
ルにプレコーディングし、プレコーディングしたデータ変調シンボルをリソースマッピン
グ部１０５に出力してもよい。
【００４９】
　制御信号生成部１０４は、上位レイヤ１０２が出力する制御データを誤り訂正符号化、
変調マッピングし、制御信号を生成する。前記制御信号は、下りリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）、報知チャネル（ＰＢＣＨ）、同期信号（ＰＳＳ、ＳＳＳ）、ページング信号
（Ｐａｇｉｎｇ）、ＳＩＢ－１などが該当する。前記制御信号は、プレコーディングを施
すこともできる。本発明では、制御信号に、移動局装置におけるキャンセルの要否、キャ
ンセルするセルに関する情報が含まれる（詳細は後述）。
【００５０】
　参照信号生成部１０５は、基地局装置と移動局装置間の伝搬路を推定できる参照信号（
パイロット信号）を生成する。前記参照信号は、セル固有参照信号（ＣＲＳ）、伝送路状
況測定用参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）などが該当する。前記参照信号を構成する符号系列は
、直交系列、例えば、アダマール符号又はＣＡＺＡＣ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ａｍｐｌｉｔ
ｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　Ａｕｔｏ－Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）系列であることが好ましい。ま
た、図示しないが、復調用参照信号（ＤＭ－ＲＳ）は、変調部１１２におけるプレコーデ
ィングを行う前のデータ変調シンボルに対して、多重する。
【００５１】
　リソースマッピング部１０６は、前記データ上位レイヤ１０２から通知されるスケジュ
ーリング情報に基づいて、前記データ変調シンボル、制御信号、参照信号とをリソースエ
レメントにマッピングする（以降、リソースマッピングと呼ぶ。）。例えば、後述する送
信フレームフォーマットに基づいた各信号の配置を示す情報である。
【００５２】
　ＩＤＦＴ部１０７は、前記リソースマッピング部１０６が出力する周波数領域信号に対
して、逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ；Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔ
ｒａｎｓｆｏｒｍ）を行い、時間領域信号に変換し、変換した時間領域信号をＧＩ挿入部
１０８に出力する。ＩＤＦＴ部１０７は、周波数領域信号を時間領域信号に変換する機能
を実行するが、これに限定されず、例えば、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ；Ｉｎｖｅｒ
ｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を実行するものであってもよい
。
【００５３】
　ＧＩ挿入部１０８は、ＩＤＦＴ部１０７から入力された時間領域信号にＧＩを付加して
ＯＦＤＭシンボルを生成する。ＧＩ挿入部１０８は、その時間領域信号を有効シンボルと
し、その後半の一部を有効シンボルにＧＩとして前置する。このＧＩを付加した有効シン
ボルが、ＯＦＤＭシンボルである。ＧＩ挿入部１０８は、生成したＯＦＤＭシンボルを送
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信部１０９に出力する。このＯＦＤＭシンボルを用いることにより、移動局装置２００－
ｕは、ＧＩ長よりも短い遅延時間の遅延パスによる歪を除去することができる。例えば、
ＬＴＥでは、ＧＩ長、即ちサンプルポイント数は１４４（６．７μｓ）である。
【００５４】
　ＧＩ挿入部１０８が出力する第ｌ番目のＯＦＤＭシンボルの信号ｓｌ（ｔ）は、次式で
表される。
【数１】

但し、ｌＴｓ≦ｔ＜（ｌ＋１）Ｔｓ、ＴｓはＯＦＤＭシンボル長（Ｔｓ＝Ｔｆ＋ＴＧ）、
ＴｆはＦＦＴ区間長、ＴＧはＧＩ長、ＮｆはＩＤＦＴポイント数、Ｃｋ，ｌは第ｌ番目の
ＯＦＤＭシンボルの第ｋサブキャリアに割り当てられたデータ変調シンボル、制御信号又
は参照信号、Δｆはサブキャリア間隔である。例えば、ＬＴＥでは、Ｎｆは２０４８、Δ

ｆは１５ｋＨｚである。
【００５５】
　送信部１０８は、ＧＩ挿入部１０８から入力されたＯＦＤＭシンボルをＤ／Ａ（Ｄｉｇ
ｉｔａｌ－ｔｏ－Ａｎａｌｏｇ；ディジタル／アナログ）変換してアナログ信号を生成し
、生成したアナログ信号をフィルタリング処理により帯域制限して帯域制限信号を生成す
る。送信部１０９は、生成した帯域制限信号を無線周波数帯域にアップコンバートして搬
送帯域ＯＦＤＭ信号を生成し、送信アンテナ部１０１－ｎから生成した搬送帯域ＯＦＤＭ
信号を電波として移動局装置２００－ｕに送信する。なお、基地局装置１００－αにおい
て、複数の送信アンテナからの送信は、ダイバーシチ（Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）送信又はＭ
ＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）伝送を行っ
てもよい。
【００５６】
　図３は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００－
１の下りリンクの送信フレームフォーマットである。１つのフレームは通常サブフレーム
（Ｎｏｒｍａｌ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）及びリソースマッピング制限サブフレーム（制限サ
ブフレームとも呼ぶ。）を含む１０個の複数種類のサブフレームから構成される。リソー
スマッピング制限サブフレームは、ＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ　ｏｖｅｒ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）またはＡＢＳ（Ａ
ｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）などがある。
【００５７】
　通常のサブフレームとは、前記スケジューリング情報に基づいて、基地局装置１００－
１が送信する情報データ、制御データ、参照信号をリソースマッピングすることができる
サブフレームをいう。例えば、下りリンク共通チャネル、下りリンク制御チャネル、同期
信号、報知チャネル、セル固有参照信号、伝送路状況測定用参照信号、ページング信号、
ＳＩＢ－１などをリソースマッピングすることができる。
　一方、リソースマッピング制限サブフレームは、基地局装置１００－１が送信する所定
の信号のみにリソースマッピングを制限するサブフレームである。本実施形態では、リソ
ースマッピング制限サブフレームとして、ＭＢＳＦＮサブフレームまたはＡＢＳが用いら
れる。
【００５８】
　ＭＢＳＦＮサブフレームは、ブロードキャスト信号又はマルチキャスト信号を送付する



(13) JP 5383725 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

ために用意されたサブフレームであり、複数セルから同時にデータを送信することを想定
して、データ領域（ＰＤＳＣＨ）にセル毎に設定されているセル固有参照信号（ＣＲＳ）
を送信しない。そのため、移動局装置２００－ｕはそのＭＢＳＦＮサブフレームにおいて
ＣＲＳを測定しないため、基地局装置１００－１は移動局装置２００－ｕに気付かれずに
情報データの送信を止めることができる。例えば、ＭＢＳＦＮサブフレームでは、ＰＤＣ
ＣＨおよびＰＤＣＣＨ領域のＣＲＳが送信され、それ以外のデータ領域およびデータ領域
のＣＲＳは送信されない。また、ＡＢＳは、同期信号、報知チャネル、セル固有参照信号
、伝送路状況測定用参照信号、ページング信号、ＳＩＢ－１のみ送信することができるサ
ブフレームである。すなわち、下りリンク共通チャネル、下りリンク制御チャネルのリソ
ースマッピングは制限される。なお、ＭＢＳＦＮサブフレームとＡＢＳは同時に設定され
ることができる。そのようなサブフレームでは、ＰＤＣＣＨ領域のＣＲＳのみが送信され
、ＰＤＣＣＨ、データ領域およびデータ領域のＣＲＳは送信されない。なお、マルチキャ
ストとは、特定多数の移動局装置に同じ情報データ信号を送信することであり、ブロード
キャストとは、不特定多数の移動局装置に同じ情報データ信号を送信することである。
【００５９】
　図３のフレームフォーマットでは、１番目、２番目、６番目及び７番目のサブフレーム
（網掛け部分）をリソースマッピング制限サブフレーム、その他のサブフレーム（白抜き
部）を通常サブフレームと設定した場合の例である。また、リソースマッピング制限サブ
フレームのうち、２番目及び７番目のサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレーム、１番目及
び６番目のサブフレームをＡＢＳが設定された場合を示す。送信フレームにおいて、通常
サブフレームとリソースマッピング制限サブフレームの設定（割合）は、各基地局装置が
接続している移動局装置の数等に基づいて、可変することができる。また、リソースマッ
ピング制限サブフレームを割り当てるサブフレームのインデックスは、通常サブフレーム
とリソースマッピング制限サブフレームの割合に応じて、テーブル等により予め規定して
おくこともできる。
【００６０】
　１つのサブフレームは、１４個のＯＦＤＭシンボルから構成される。図３では、同期信
号として、６番目のＯＦＤＭシンボル（左上がり斜線部分）にＳＳＳを、７番目のＯＦＤ
Ｍシンボル（右上がり斜線部分）にＰＳＳをマッピングするリソースとした例である。ま
た、前記同期信号は、１番目のサブフレームと６番目のサブフレームにリソースマッピン
グされる。
【００６１】
　また、図３に示すような基地局装置１００－１の下りリンクの送信フレームフォーマッ
トは、４０サブフレームを単位として設定することができる。基地局装置１００－１は、
設定した基地局装置１００－１の下りリンクの送信フレームフォーマットに関する情報（
送信フレームフォーマット情報）を、基地局装置１００－２に回線１０を通じて通知する
。例えば、送信フレームフォーマット情報は、通常のサブフレームを「１」とし、リソー
スマッピング制限サブフレームを「０」として、４０ビットのビットマップ形式の情報と
することができる。さらに、送信フレームフォーマット情報は、基地局装置１００－１が
基地局装置１００－２に対してＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）
／ＲＲＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）測定を制限すること
を推奨する情報を追加または変更することができる。
【００６２】
　図４は、本実施形態に係るサブフレームフォーマットの一例を示す概念図である。図４
に示す例は、基地局装置１００－αが１個のアンテナポートにより送信する場合の一例で
ある。
　図４において、横方向は時刻を、縦方向は周波数を示す。図４は、図３における第１番
目のサブフレーム及び第６サブフレームのフォーマットを示す。ＰＳＳは、第７番目のＯ
ＦＤＭシンボルであって、システム帯域の中間の６３個のサブキャリア（周波数帯域）か
ら構成されるリソースエレメントに配置されている（右上がり斜線部分）。ＳＳＳは、第
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６番目のＯＦＤＭシンボルであって、システム帯域の中間の６３個のサブキャリア（周波
数帯域）から構成されるリソースエレメントに配置されている（左斜め斜線部分）。
【００６３】
　データ変調シンボル及び参照信号は、２つのリソースブロックで構成されるリソースブ
ロックペア（太線）を単位として割り当てられる。各リソースブロックペアは、１２個の
サブキャリアで示される周波数及び１４個のＯＦＤＭシンボルで示される時刻を占める１
６８個のリソースエレメントから構成される。各リソースブロックペアを構成する１４個
のＯＦＤＭシンボルのうち、最初の１～３個の領域に主に制御信号、例えばＰＤＣＣＨが
配置される。残りの１１～１３個のＯＦＤＭシンボルの領域は、主にデータ変調シンボル
、例えばＰＤＳＣＨが配置される領域である。セル固有参照信号は、各リソースブロック
を構成する所定のリソースエレメントに配置される（塗潰し部分）。なお、セル固有参照
信号は、基地局装置１００－αのセルＩＤに基づいて、配置されるリソースエレメントが
サイクリックに周波数方向にシフトする。
【００６４】
　図４で示したサブフレームフォーマットにおいて、基地局装置１００－１は、フィード
バック情報を考慮しながら、移動局装置２００－１にＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨを通常フレ
ームのみにリソースマッピングするスケジューリングを行う。そして、リソースマッピン
グ部１０６は、そのスケジューリング情報に基づいて、リソースマッピングを行う場合、
基地局装置１００－１は、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨを通常フレームのみを用いて、移動局
装置２００－１に送信することができる。一方、リソースマッピング制限サブフレームに
おいて、ＰＤＣＣＨなどがリソースマッピングされる白抜き部分は、信号を配置しないよ
うに設定することができる。これにより、リソースマッピング制限サブフレームでは、基
地局装置１００－２に接続している移動局装置に対するセル間干渉を軽減することができ
る。
【００６５】
　図５は、本実施形態に係るサブフレームフォーマットの別の一例を示す概念図である。
図５に示す例は、基地局装置１００－αが２個のアンテナ（アンテナポート）により送信
する場合の一例である。図５において、横方向は時刻を、縦方向は周波数を示す。参照信
号は、各リソースブロックを構成する所定のリソースエレメントに配置される（塗潰し部
分）。図５において、２個のアンテナのうち一方のアンテナから送信される参照信号はリ
ソースエレメント０にリソースマッピングされる。また、２個のアンテナのうち他方のア
ンテナから送信される参照信号はリソースエレメント１にリソースマッピングされる。そ
して、図５のリソースブロックを図４のサブフレームフォーマットにおけるリソースブロ
ックと取り替えたものが、基地局装置１００－αのサブフレームフォーマットとなる。
【００６６】
　図６は、本実施形態に係るサブフレームフォーマットの別の一例を示す概念図である。
図６に示す例は、基地局装置１００－αが４個のアンテナにより送信する場合の一例であ
る。図５において、横方向は時刻を、縦方向は周波数を示す。参照信号は、各リソースブ
ロックを構成する所定のリソースエレメントに配置される（塗潰し部分）。図６において
、４個のアンテナのうち１つのアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント０
にリソースマッピングされる。また、４個のアンテナのうち別の１つのアンテナから送信
される参照信号はリソースエレメント１にリソースマッピングされる。また、４個のアン
テナのうち別の１つのアンテナから送信される参照信号はリソースエレメント２にリソー
スマッピングされる。また、４個のアンテナのうち別の１つのアンテナから送信される参
照信号はリソースエレメント３にリソースマッピングされる。図６のリソースブロックを
図４のサブフレームフォーマットにおけるリソースブロックと取り替えたものが、基地局
装置１００－αのサブフレームフォーマットとなる。以上のように、参照信号は、基地局
装置１００－αの送信アンテナ数、レイヤ数に基づいて、その数が増減する。
【００６７】
　図７は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００－
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２の下りリンクの送信フレームフォーマットである。１つのフレームは１０個の通常サブ
フレームで構成される。各サブフレームのフォーマットは、セルＩＤに基づいて、参照信
号の配置がサイクリックシフトすることを除いて、図４と同様のフォーマットとなる。
　基地局装置１００－２は、移動局装置２００－２及び移動局装置２００－３から得たフ
ィードバック情報に加え、回線１０を通じて得た基地局装置１００－２の下りリンクに関
する制御データ（送信フレームフォーマット情報、セルＩＤ、ＣＲＳポート数など）を用
いて、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのリソースマッピングを行う。
【００６８】
　例えば、基地局装置１００－２は、基地局装置１００－１がリソースマッピング制限サ
ブフレームと同時刻に送信されるサブフレーム（図７の網掛け部分）のいずれかに、移動
局装置１００－２のような基地局装置１００－１からの干渉が大きいと見込まれる移動局
装置に送信するＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨをリソースマッピングすることが好ましい。また
、基地局装置１００－２は、移動局装置１００－３のような基地局装置１００－１からの
干渉が小さいと見込まれる移動局装置に送信するＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨをそれ以外のサ
ブフレームを含む全てのサブフレームと同時刻に送信されるサブフレームのいずれかにリ
ソースマッピングすることができる。別の例では、基地局装置１００－１がリソースマッ
ピング制限サブフレームと設定しているサブフレーム（図７の網掛け部分）には、移動局
装置１００－２及び移動局装置１００－３に送信するＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨをリソース
マッピングし、それ以外のサブフレームにリソースマッピングしない。このようなスケジ
ューリングを行うにより、基地局装置１００－２に接続する移動局装置は、基地局装置１
００－１の送信信号から受けるセル間干渉を軽減することができる。
【００６９】
　ここで、移動局装置が基地局装置１００－１のリソースマッピング制限サブフレームの
うちＡＢＳと同時刻に送信されるサブフレームにマッピングされる場合、その移動局装置
に対して、基地局装置１００－１のＣＲＳは干渉を与えることなる。その場合は、その移
動局装置は基地局装置１００－１のＣＲＳをキャンセル処理することが好ましい。また、
移動局装置が基地局装置１００－１の通常サブフレームと同時刻に送信されるサブフレー
ムにマッピングされる場合、その移動局装置に対して、基地局装置１００－１のＣＲＳは
干渉を与えることなる。その場合は、その移動局装置は基地局装置１００－１のＣＲＳを
キャンセル処理することが好ましい。なお、移動局装置が基地局装置１００－１のリソー
スマッピング制限サブフレームのうちＭＢＳＦＮサブフレームと同時刻に送信されるサブ
フレームにマッピングされる場合、その移動局装置に対して、基地局装置１００－１のＣ
ＲＳは干渉を与えない。その場合は、その移動局装置は基地局装置１００－１のＣＲＳを
キャンセル処理しないことが好ましい。
【００７０】
　本発明では、そのような課題を解決するために、基地局装置１００－２に接続している
移動局装置の下りリンクにおける制御信号に、基地局装置１００－１のＣＲＳに対する干
渉キャンセル処理に関する情報（干渉キャンセル情報）が含まれる。例えば、前記制御信
号として、ＰＤＣＣＨ、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：無線
リソース制御）シグナリングなどがある。ＲＲＣシグナリングは、ＰＢＣＨ、ＰＤＳＣＨ
に含まれている制御信号であり、ＰＤＣＣＨと比較して、送信できる情報量が多く、更新
（送信）頻度の低い準静的（セミスタティック）なシグナリングである。
【００７１】
　干渉キャンセル処理「要」の通知を受けた移動局装置は、当該通知後、所定の期間、セ
ル間干渉をキャンセルする処理を行う（移動局装置でのキャンセル処理の詳細は後述する
。）。一態様として、ＰＤＣＣＨ又はＲＲＣシグナリングに１ビットの干渉キャンセルの
有無に関する情報を示す領域を確保し、「０」によりキャンセル処理「不要」を、「１」
によりキャンセル処理「要」を通知する。
【００７２】
　具体的には、ＰＤＣＣＨによりキャンセル処理「要」が設定された場合、そのサブフレ



(16) JP 5383725 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

ーム内にスケジュール（マッピング）されているＰＤＳＣＨに対して、基地局装置１００
－１のＣＲＳをキャンセル処理する。ＲＲＣシグナリングによりキャンセル処理「要」が
設定された場合、その干渉キャンセル情報が更新されるまで、その間にスケジュール（マ
ッピング）されるＰＤＳＣＨに対して、基地局装置１００－１のＣＲＳをキャンセル処理
する。
【００７３】
　干渉キャンセルの要否は、例えば、以下の判断基準により行われる。基地局装置１００
－２が、基地局装置１００－１のリソースマッピング制限サブフレームのうちＡＢＳに相
当するサブフレーム、または、通常サブフレームに相当するサブフレームを用いて移動局
装置に情報データを送信する場合、キャンセル要を示す情報を通知する。一方、基地局装
置１００－２が、基地局装置１００－１のリソースマッピング制限サブフレームのうちＭ
ＢＳＦＮサブフレームに相当するサブフレームを用いて移動局装置に情報データを送信す
る場合、キャンセル不要を示す情報を通知する。
【００７４】
　別の例では、基地局装置１００－２が、基地局装置１００－１のリソースマッピング制
限サブフレームのうちＡＢＳに相当するサブフレーム、または、通常サブフレームに相当
するサブフレームを用いて移動局装置に情報データを送信し、さらに当該情報データが所
定のＭＣＳ以上である場合にキャンセル要を示す情報を通知する。別の例では、基地局装
置１００－１がリソースマッピング制限サブフレームのうちＡＢＳ、または、通常サブフ
レームに相当するサブフレームにおいて所定数以上の参照信号を送信する場合、キャンセ
ル要を示す情報を通知する。別の例では、無線通信システムにおいて、送信フレームフォ
ーマットのモードに基づいて、キャンセル要否を判断する。すなわち、基地局装置１００
－１がリソースマッピング制限サブフレームを含む送信フレームフォーマットのモードで
信号を送信する場合、キャンセル要を示す情報を通知する。なお、上記参照信号の数、送
信フレームフォーマットのモードは、回線１０を用いて、基地局装置間で共有することが
できる。
【００７５】
　なお、以上の判断基準は、基地局装置１００－２が、基地局装置１００－１からのＣＲ
Ｓによる干渉が大きいと見込まれる移動局装置に対してだけ行うことができる。すなわち
、基地局装置１００－２は、基地局装置１００－１からのＣＲＳによる干渉が小さいと見
込まれる移動局装置に対して、以上の判断基準は適用せず、キャンセル不要を示す情報を
通知してもよい。
【００７６】
　また、本発明では、下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理を行うセル情報
が含まれる。前記制御信号として、ＰＤＣＣＨ、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ：無線リソース制御）シグナリングなどがある。また、前記セル情報と
は、セルＩＤ、ＣＲＳポート数、ＣＲＳの電力情報（データ信号との電力比なども含まれ
る）などが該当する。一態様として、ＰＤＣＣＨに干渉キャンセル処理を行うセル情報を
示す領域を確保し、キャンセル処理を行う信号の送信元のセル情報を通知する。別の一態
様として、ＲＲＣシグナリングに干渉キャンセル処理を行うセル情報を示す領域を確保し
、キャンセル処理を行う信号の送信元のセル情報を予め通知する。
【００７７】
　図１では、基地局装置１００－２は、基地局装置１００－１のセルＩＤ，ＣＲＳポート
数、ＣＲＳの電力情報などを制御信号により、移動局装置２００－２、及び／又は移動局
装置２００－３に通知する。移動局装置は、前記セルＩＤ、ＣＲＳポート数により、当該
基地局装置がリソースマッピングしたＣＲＳのリソースエレメントおよび値を特定または
推定することができ、当該参照信号をキャンセルする処理が可能となる。なお、前記ＲＲ
Ｃシグナリングは、ＰＢＣＨにより送信されるものでも、ＰＤＳＣＨにより送信されるも
のでもよい。
【００７８】
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　ＰＢＣＨにより送信されるＲＲＣシグナリングを用いて下りリンクにおける制御信号に
干渉キャンセル処理の要否又は干渉キャンセル処理行うセル情報を通知する場合、当該情
報をＣｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ（セル固有）な情報として通知することができる。また
、ＰＤＳＣＨにより送信されるＲＲＣシグナリングを用いて下りリンクにおける制御信号
に干渉キャンセル処理の要否又は干渉キャンセル処理行うセル情報を通知する場合、当該
情報をＵＥ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ（移動局装置固有）な情報として通知することができる。
【００７９】
　図８は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００－
２の送信フローチャートである。
【００８０】
　基地局装置１００－２は、回線１０を通して、隣接基地局装置（基地局装置１００－１
）の下りリンク送信に関する情報を取得する（Ｓ１０１）。前記下りリンク送信に関する
情報には、送信フレームフォーマットに関する情報が含まれる。
【００８１】
　次に、基地局装置１００－２は、前記下りリンク送信に関する情報に基づいて、基地局
装置１００－１が送信するサブフレームがＭＢＳＦＮであるか否かを判断する（Ｓ１０２
）。ここで、ＭＢＳＦＮでないと判断した場合（Ｓ１０１ＮＯ）、基地局装置１００－２
が移動局装置２００－ｕ（図１の場合、ｕ＝２、又は２並びに３）にキャンセル処理「要
」を通知するための制御信号を生成する（Ｓ１０４）。
【００８２】
　一方、ＭＢＳＦＮであると判断した場合（Ｓ１０１ＹＥＳ）、基地局装置１００－２が
移動局装置２００－ｕ（図１の場合、ｕ＝２、又は２並びに３）にキャンセル処理「不要
」を通知するための制御信号を生成する（Ｓ１０３）。そして、基地局装置１０５は、前
記制御信号及びデータ信号（ＰＤＳＣＨなど）を移動局装置に送信（Ｓ１０５）して処理
を終了する。なお、移動局装置への前記制御信号には、セル情報、ＣＲＳポート数などの
情報を含んでもよい。
【００８３】
　次に、本発明の第１の実施形態に係る移動局装置の構成について説明する。
【００８４】
　図９は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置２００－
ｕ（図１においては、ｕ＝１～３）の構成を示す概略ブロック図である。移動局装置２０
０－ｕは、受信アンテナ部２０１、受信部２０２、伝搬路推定部２０３、ＧＩ除去部２０
４、ＤＦＴ部２０５、干渉除去部２０６、伝搬路補償部２０７、復調部２０８、復号部２
０９、上位レイヤ２１０、制御信号検出部２１１、送信アンテナ部２２１、制御信号生成
部２２２、送信部２２３を含んで構成される。
【００８５】
　受信アンテナ部２０１は、基地局装置１００－２から電波として伝搬された搬送帯域Ｏ
ＦＤＭ信号を受信し、受信した搬送帯域ＯＦＤＭ信号を受信部２０２に出力する。このと
き、基地局装置１００－１が送信する搬送帯域ＯＦＤＭ信号も受信することになり、セル
間干渉となる。
【００８６】
　受信部２０２は、受信アンテナ部２０２から入力されたＯＦＤＭ信号をディジタル信号
処理が可能な周波数帯域にダウンコンバートし、ダウンコンバートした信号を更にフィル
タリング処理を行って不要成分（スプリアス；Ｓｐｕｒｉｏｕｓ）を除去する。受信部２
０２は、フィルタリング処理を行った信号をアナログ信号からディジタル信号に（Ａ／Ｄ
；Ａｎａｌｏｇ－ｔｏ－Ｄｉｇｉｔａｌ）変換し、変換したディジタル信号を伝搬路推定
部２０３、ＧＩ除去部２０４及び制御信号検出部２１１に出力する。
【００８７】
　伝搬路推定部２０３は、受信部２０２が出力した信号に含まれる参照信号を用いて、伝
搬路推定を行う。そして、前記伝搬路推定値を、干渉除去部２０６、伝搬路補償部２０７
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及び上位レイヤ２１０に通知する。前記伝搬路推定値は、例えば、伝達関数、インパルス
応答などである。
【００８８】
　制御信号検出部２１１は、受信部２０２が出力した信号に含まれる制御信号（ＰＤＣＣ
Ｈ、ＲＲＣシグナリングなど）の検出を行う。そして、前記制御信号検出部２１１は、制
御信号に含まれる情報データなどに施されているＭＣＳ、プレコーディング行列、レイヤ
数の情報を抽出すると、復調部２０８、符号部２０９に通知する。また、前記制御信号検
出部２１１は、制御信号に含まれる移動局装置におけるキャンセル処理の要否情報、キャ
ンセル処理する信号の送信元のセル情報を抽出し、干渉除去部２０６に通知する。
【００８９】
　ＧＩ除去部２０４は、受信部２０２から出力される信号からＧＩを除去し、除去された
信号をＤＦＴ部２０５に出力する。
【００９０】
　ＤＦＴ部２０５は、ＧＩ除去部２０４から入力されたＧＩが除去された信号を時間領域
信号から周波数領域信号に変換する離散フーリエ変換（ＤＦＴ：Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏ
ｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行い、干渉除去部２０６に出力する。なお、ＤＦＴ
部２０５は、信号を時間領域から周波数領域に変換できれば、ＤＦＴに限らず、他の方法
、例えば、高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ
）等を行ってもよい。
【００９１】
　干渉除去部２０６は、伝搬路推定部２０３から入力された伝搬路推定値を用いて、移動
局装置におけるキャンセル処理の要否、キャンセル処理する信号の送信元のセル情報に基
づき、ＤＦＴ部２０５から入力された信号から、干渉成分を除去する処理を行う。具体的
には、干渉除去部２０６は、ＤＦＴ部２０５から入力された周波数領域信号から、通知さ
れたセルＩＤに係る基地局装置が送信したＣＲＳなどの既知信号を除去する（詳細は後述
）。
【００９２】
　伝搬路補償部２０７は、伝搬路推定部２０３から入力された伝搬路推定値に基づきＺＦ
（Ｚｅｒｏ　Ｆｏｒｃｉｎｇ；ゼロフォーシング）等化、ＭＭＳＥ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｍ
ｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｅｒｒｏｒ；最小平均二乗誤差）等化、などの方式を用いて、例
えばフェージングによる伝搬路歪を補正する重み係数を算出する。伝搬路補償部２０７は
、この重み係数を干渉除去部２０６から入力された周波数領域信号に乗算して伝搬路補償
を行う。
【００９３】
　復調部２０８は、伝搬路補償部２０７から入力された伝搬路補償後の信号（データ変調
シンボル）に対して復調処理を行う。前記復調処理は、硬判定（符号化ビット系列の算出
）、軟判定（符号化ビットＬＬＲの算出）のどちらでもよい。
【００９４】
　復号部２０９は、復調部２０８が出力する復調後の符号化ビット系列（又は、符号化ビ
ットＬＬＲ）に対して誤り訂正復号処理を行い、自己宛に送信された情報データを算出し
、上位レイヤ２１０に出力する。この誤り訂正復号処理の方式は、送信元である送信装置
１００が行ったターボ符号化、畳み込み符号化などの誤り訂正符号化に対応する方式であ
る。誤り訂正復号処理は、硬判定、軟判定どちらでもよい。なお、基地局装置が、インタ
ーリーブしたデータ変調シンボルを送信する場合には、復号部２０９は、誤り訂正復号処
理を行う前に、入力された符号化ビット系列をインターリーブに対応するデインターリー
ブ処理を行う。そして、復号部２０９は、デインターリーブ処理が行われた信号に対して
誤り訂正復号処理を行う。
【００９５】
　制御信号生成部２２２は、フィードバック情報（ＣＱＩ、ＲＩ、ＰＭＩが含まれる）を
基地局装置に送信するための制御信号を生成する。前記フィードバック情報は、上位レイ
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【００９６】
　制御信号生成部２２２は、前記フィードバック情報を示す制御データを誤り訂正符号化
、変調マッピングし、制御信号を生成する。制御信号として、例えば、ＰＵＣＣＨなどが
該当する。前記制御信号生成部２２２が出力する制御信号を含む信号は、送信部２２３で
、下りリンクにおいて送信可能な周波数帯まえアップコンバートされ、送信アンテナ部２
２１を介して、基地局装置に送信される。
【００９７】
　次に、第１の実施形態に係る干渉除去部２０６の構成及び機能について説明する。
【００９８】
　図１０は、第１の実施形態に係る干渉除去部２０６の構成を示す概略図である。干渉除
去部２０６は、送信信号レプリカ生成部２４１、干渉レプリカ生成部２４２及び減算部２
４３を含んで構成される。送信信号レプリカ生成部２４１は、キャンセラ処理「要」を示
す制御信号が入力されると、参照信号（例えば、ＣＲＳ）、制御信号などの既知信号のレ
プリカ（送信信号レプリカ）を生成する。前記送信信号レプリカは、前記制御信号に含ま
れる「キャンセル処理する信号の送信元のセル情報」に基づいて生成される。
【００９９】
　図１においては、移動局装置２００－２及び／又は移動局装置２００－３が、基地局装
置１００－２からキャンセラ処理「要」、及びキャンセル処理する信号の送信元として基
地局装置１００－１のセル情報」の通知を受けると、基地局装置１００－１の下りリンク
送信フレームフォーマット（図３、図４）に基づいて、既知信号（ＣＲＳ、ＰＳＳ、ＳＳ
Ｓなど）のレプリカを生成する。特に、移動局装置２００－２及び／又は移動局装置２０
０－３は、リソースマッピング制限サブフレームにおける既知信号のレプリカを生成する
。
【０１００】
　干渉レプリカ生成部２４２は、前記送信信号レプリカに伝搬路推定値を乗算することで
、干渉レプリカを生成する。
【０１０１】
　減算部２４３は、ＤＦＴ部２０５から出力される周波数領域の信号から前記干渉レプリ
カを減算後、当該信号を伝搬路補償部２０７に出力する。減算部２４３が出力する第ｌＯ
ＦＤＭシンボルの第ｋサブキャリアの信号Ｒｋ、ｌ～は次式で表される。
【０１０２】
【数２】

ここで、Ｒｋ、ｌはＤＦＴ部２０５が出力するリソースマッピング制限フレームにおける
第ｌＯＦＤＭシンボルの第ｋサブキャリアの信号である。Ｒｋ、ｌ＾はリソースマッピン
グ制限フレームにおける干渉レプリカで、次式で表される。なお、「Ｒ＾」、「Ｒ～」と
いう表記は、式（２）に表わされているように文字「Ｒ」の上に各々「＾」、「～」が記
載されたものを意味する。これらの表記は、後述する「ｓ＾」、「ｃ＾」、「Ｈ＾」でも
同様である。
【０１０３】
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【数３】

ここで、Ｈｋ、ｌ＾は伝搬路推定部２０３が推定した第ｌＯＦＤＭシンボルの第ｋサブキ
ャリアの伝達関数、ｓｌ、ｋ＾は送信信号レプリカ生成部が生成した第ｌＯＦＤＭシンボ
ルの第ｋサブキャリアの送信信号レプリカである。ｓｋ、ｌ＾は、既知信号（ＣＲＳ、Ｐ
ＳＳ、ＳＳＳなど）がマッピングされているリソースエレメントには当該既知信号で、そ
れ以外のリソースエレメントには０（ヌル）で構成されたレプリカである。
【０１０４】
　例えば、図４のサブフレームフォーマットを有するリソースマッピング制限フレームに
おいて、第１番目と第８番目のＯＦＤＭシンボルの送信信号レプリカｓｋ、ｌ＾、（ｌ＝
１、８の場合）は次式となる。
【０１０５】

【数４】

ここで、ｍ＝０、１、…、２（Ｍ－１）、（Ｍはリソースブロックの数）ＣＲＳ＾は送信
信号レプリカ生成部２４１が生成する参照信号である。
【０１０６】
　他のＯＦＤＭシンボルにおいても、既知信号が配置されているリソースエレメントに、
当該既知信号のレプリカを割り当て、それ以外のリソースブロックには０を割り当てた干
渉レプリカを生成する。また、アンテナ数が複数の場合においては、各アンテナポートか
ら送信されるサブフレームフォーマットに基づいて、干渉レプリカを生成する。
【０１０７】
　例えば、２本のアンテナを有する基地局装置１００－１が図５に示すフォーマットで送
信している場合、第１番目、５番目、第８番目及び第１２番目のＯＦＤＭシンボルの送信
信号レプリカｓｋ、ｌ＾、（ｌ＝１、５、８、１２の場合）は次式となる。
【０１０８】

【数５】

【０１０９】
　図１１は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置の受信
フローチャートである。図１においては、移動局装置２００－ｕ（ｕ＝２又は２並びに３
）が該当とする。移動局装置１００－ｕは、基地局装置１００－２の送信信号に含まれる
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干渉キャンセル処理に関する制御信号を検出し、（Ｓ２０１）。干渉キャンセル処理の要
否を判断する（Ｓ２０２）。ここで、干渉キャンセル処理「要」（干渉キャンセル処理に
関するフラグが「１」）を検出した場合（Ｓ２０２ＹＥＳ）、所定のタイミングで、既知
信号（ＣＲＳなど）の干渉キャンセル処理を適用したデータ信号検出処理を行う（Ｓ２０
４）。一方、干渉キャンセル処理「不要」（干渉キャンセル処理に関するフラグが「０」
）を検出した場合（Ｓ２０２ＮＯ）、干渉キャンセル処理を適用せず、データ信号検出処
理を行う（Ｓ２０３）。前記干渉キャンセル処理を行うタイミング、すなわち、干渉キャ
ンセル処理を行うサブフレームは、予め決めておいてもよいし、基地局装置から移動局装
置へ通知してもよい。また、前記既知信号の配置に関する情報は、前記制御信号に含まれ
るセル情報、ＣＲＳポート数などの情報から判断することもできる。
【０１１０】
　図１２は、移動局装置２００－２が基地局装置１００－１および基地局装置１００－２
により送信されるサブフレームの受信を示した図である。図１における移動局装置２００
－２は、基地局装置１００－１から送信フレームフォーマット２５１で送信された信号（
セル間干渉）と、基地局装置１００－２から送信フレームフォーマット２５２で送信され
た信号を受信することになる。ここで、本発明では、基地局装置１００－１は、サブフレ
ームＮに当該基地局装置と接続する移動局装置宛（図１における移動局装置２００－１）
のデータ信号（例えば、ＰＤＳＣＨ）及び制御信号（ＰＤＣＣＨ、ＣＲＳ、ＳＳＳ，ＰＳ
Ｓ、など）を割り当て、サブフレームＡおよびサブフレームＭ（リソースマッピング制限
サブフレーム、塗潰し部）には、所定の制御信号（ＣＲＳ、ＳＳＳ，ＰＳＳ、など）のみ
割り当てる。また、本発明では、基地局装置１００－２は前記サブフレームＡが送信され
るタイミングに送信するサブフレーム（フレームフォーマット２５２の網掛け部分）にの
み、移動局装置２００－２に送信するデータ信号を割り当てる。これにより、マクロセル
（基地局装置１００－１）がピコセル、フェムトセル（基地局装置１００－２）に接続す
る移動局装置移動局装置２００－２に与えるセル間干渉を軽減することができる。
【０１１１】
　さらに、本発明では、基地局装置１００－２は、移動局装置２００－２に対して、前記
サブフレームＡおよびサブフレームＮが送信されるタイミングに送信するサブフレームに
おいて、基地局装置１００－１から送信される所定の制御信号（ＣＲＳ）を除去する処理
（キャンセル処理）を行うことが必要（可能）であることを示す情報を通知する。また、
基地局装置１００－２は、移動局装置２００－２に対して、前記サブフレームＭが送信さ
れるタイミングに送信するサブフレームにおいて、基地局装置１００－１から送信される
所定の制御信号（ＣＲＳ）を除去する処理（キャンセル処理）を行うことが不要（不可能
）であることを示す情報を通知する。
【０１１２】
　基地局装置１００－１は、伝搬路状況、送信信号のＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）などにより、送信アンテナ数又はレイヤ数を可変し、それに応じて、サブ
フレームに配置される参照信号の数も異なる。その結果、基地局装置１００－１から受け
るセル間干渉量も異なる。例えば、アンテナ数１の場合（図４）、リソースブロック当た
り８個の参照信号がマッピングされ、アンテナ数２の場合（図５）、リソースブロック当
たり１６の参照信号がマッピングされ、アンテナ数４の場合（図６）、リソースブロック
当たり２４の参照信号がマッピングされる。
【０１１３】
　本発明によれば、参照信号、制御信号などの既知信号を除去することができるから、ピ
コセル、フェムトセルなど（基地局装置１００－２）に接続する移動局装置２００－２は
、マクロセル（基地局装置１００－１）がサブフレームＡに配置した所定の既知信号の数
に影響されず、マクロセルから受けるセル間干渉をさらに軽減することができる。
【０１１４】
　なお、以上の説明では、移動局装置がＣＲＳをキャンセル処理する場合を説明したが、
これに限るものではない。例えば、ＰＳＳ、ＳＳＳの同期信号をキャンセル処理する場合
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でも、本発明を適用することができる。具体的には、基地局装置は、移動局装置に対して
、ＲＲＣシグナリングにより、セルＩＤまたはサブフレーム番号（同期信号がマッピング
されるサブフレームを示す情報も含む）を通知する。
【０１１５】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにお
ける無線通信システムにおいて、基地局装置が別の下りリンク送信フォーマットで送信す
る場合で説明される。本発明の第２の実施形態に係る基地局装置１００－α及び移動局装
置２００－ｕは、第１の実施形態に係る基地局装置１００－α及び移動局装置２００－ｕ
と同様の構成を有するが、上位レイヤ１０２及び制御信号生成部１０４で生成される移動
局装置へのキャンセル処理に関する制御情報を通知する制御信号が異なる。以下、第１の
実施形態と異なる点について、主に説明する。
【０１１６】
　図１３は、本発明の第２の実施形態に係る無線通信システムにおける基地局装置１００
－１の下りリンクの送信フレームフォーマットである。図１３の上段は、基地局装置１０
０－１が接続している移動局装置２００－１へ信号を送信する場合の下りリンク送信フレ
ームフォーマットである。図１３の上段は、通常サブフレーム、ＡＢＳ、及びＭＢＳＦＮ
サブフレーム（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）
を含む１０個のサブフレームから構成される。
【０１１７】
　通常サブフレームは、原則、ＣＲＳ（図中の塗り潰し部）、ＰＤＣＣＨ（図中の横縞部
）及びＰＤＳＣＨ（図中の白抜き部）から構成される（図１３の上段のサブフレームイン
デックス＃１、サブフレームインデックス＃３、サブフレームインデックス＃５及びサブ
フレームインデックス＃９）。ただし、所定のサブフレームには、加えて制御信号（ＳＳ
Ｓ（図中の左上がり斜線部分）、ＰＳＳ（図中の右上がり斜線部分）など）が配置される
（例えば、図１３の上段のサブフレーム＃５）
【０１１８】
　ＡＢＳは、ＣＲＳ及び／又は所定の制御信号（ＳＳＳ、ＰＳＳ、ＰＢＣＨ（図中の格子
部分）など）のみが配置される（図１３の上段のサブフレームインデックス＃０及びサブ
フレームインデックス＃４）。　ＭＢＳＦＮサブフレームは、ＣＲＳが配置される（図１
３の上段のサブフレームインデックス＃２、ブフレームインデックス＃６、ブフレームイ
ンデックス＃７及びサブフレームインデックス＃８）。ＭＢＳＦＮサブフレームは、通常
サブフレーム及びＡＢＳよりＣＲＳの配置数が少ない。ここで、本発明の第２の実施形態
では、ＡＢＳ及びＭＢＳＦＮサブフレームの上記の配置される信号以外（例えば、ＰＤＳ
ＣＨ）は配置されない（図中の網掛け部）。
【０１１９】
　図１３の下段は、基地局装置１００－２が接続している移動局装置２００－２及び移動
局装置２００－３へ信号を送信する場合の下りリンク送信フレームフォーマットである。
図１３の下段は、１０個の通常サブフレームから構成される。通常サブフレームは、原則
、ＣＲＳ（図中の塗り潰し部）、ＰＤＣＣＨ（図中の横縞部）及びＰＤＳＣＨ（図中の白
抜き部）から構成される。ただし、所定のサブフレームには、加えて制御信号（ＳＳＳ（
図中の左上がり斜線部分）、ＰＳＳ（図中の右上がり斜線部分）、ＰＢＣＨ（図中の格子
部分））など）が配置される（例えば、図１３の下段のサブフレーム＃０及びサブフレー
ム＃５）
【０１２０】
　本発明の第２の実施形態に係る基地局装置１００－２の制御信号生成部１０４は、図１
３上段に示した基地局装置１００－１の送信フォーマットを考慮して、生成する制御信号
に、移動局装置におけるキャンセルの要否、キャンセルするセルに関する情報が含まれる
。
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【０１２１】
　一態様として、前記キャンセルの要否を示す情報は、基地局装置１００－１の通常サブ
フレーム及びＭＢＳＦＮサブフレームが送信されるサブフレームではキャンセル処理「不
要」を、基地局装置１００－１のＡＢＳサブフレームが送信されるサブフレームではキャ
ンセル処理「要」を通知する。例えば、ＰＤＣＣＨ又はＲＲＣシグナリングに１ビットの
干渉キャンセルの有無に関する情報を示す領域を確保し、「０」によりキャンセル処理「
不要」を、「１」によりキャンセル処理「要」を通知する。
【０１２２】
　前記キャンセルの要否を示す情報を含む制御信号を受信した移動局装置２００－２及び
／又は移動局装置２００－３は、前記キャンセルの要否を示す情報に基づいて、各サブフ
レームに対してキャンセル処理を行うことになる。
【０１２３】
　別の態様として、キャンセルの要否を示す情報は、基地局装置１００－１の通常サブフ
レーム、ＭＢＳＦＮサブフレーム、通常サブフレームの配置を通知する。例えば、ＰＤＣ
ＣＨ又はＲＲＣシグナリングに２ビットの干渉キャンセルの有無に関する情報を示す領域
を確保し、「０１」により通常サブフレームを、「１０」によりＭＢＳＦＮサブフレーム
を、「１１」によりＡＢＳを通知する。
【０１２４】
　前記キャンセルの要否を示す情報を含む制御信号を受信した移動局装置２００－２及び
／又は移動局装置２００－３は、前記キャンセルの要否を示す情報「１１」を取得すると
、当該サブフレームに対してキャンセル処理を行い、その後、復調処理、復号処理などを
行う。
【０１２５】
　一方、前記キャンセルの要否を示す情報「０１」または「１０」を取得すると、当該サ
ブフレームに対してはキャンセル処理を行うことなく、復調処理、復号処理などを行う。
なお、キャンセルするセルに関する情報は、第１の実施形態と同様に通知される。
【０１２６】
　以上のように、本発明の第３の実施形態によれば、マクロセル（基地局装置１００－１
）が複数の種類のサブフレームから構成される送信フォーマットで信号を送信する場合に
おいて、ピコセル、フェムトセル（基地局装置１００－２）は、参照信号などの既知信号
の数に応じてキャンセルの要否を設定できる。
【０１２７】
　そして、ピコセル、フェムトセルに接続する移動局装置は、前記キャンセルの要否を示
す情報に基づいて、参照信号、制御信号などの既知信号を除去することができるから、既
知信号の数に影響されず、マクロせるから受けるセル間干渉をさらに軽減することができ
る。
【０１２８】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにお
ける無線通信システムにおいて、移動局装置のキャンセル処理に関する制御について、別
の通知方法が説明される。本発明の第３の実施形態に係る基地局装置１００－α及び移動
局装置２００－ｕは、第１の実施形態に係る基地局装置１００－α及び移動局装置２００
－ｕと同様の構成を有するが、上位レイヤ１０２及び制御信号生成部１０４で生成される
移動局装置へのキャンセル処理に関する制御情報を通知する制御信号が異なる。以下、第
１の実施形態と異なる点について、主に説明する。
【０１２９】
　本発明の第３の実施形態に係る下りリンク制御信号には、移動局装置がキャンセル処理
を行うサブフレームを示す情報が含まれる。前記制御信号として、ＰＤＣＣＨ、ＲＲＣシ
グナリングが該当する。
【０１３０】
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　図１４は、本発明の第３の実施形態に係る下りリンク制御信号の一例である。制御信号
には、移動局装置２００－ｕがキャンセル処理を行うサブフレーム情報（ビットマップ）
が含まれる。図１４では、制御信号に、キャンセル処理を行うサブフレーム情報として、
１０ビットが割り当てられている場合の例である。「１」はキャンセル処理「要」を示し
、「０」はキャンセル処理「不要」を示す。図１４の例では、フレームを構成する１０個
のサブフレームのうち、１番目、２番目、６番目及び７番目のサブフレームに対してキャ
ンセル処理を行う旨を通知している。移動局装置２００－ｕは、キャンセル処理を行うサ
ブフレーム情報を含む制御信号を受信すると、干渉除去部２０６は、当該情報に基づき、
キャンセル処理「要」と示されたサブフレームに対して、干渉除去処理（キャンセル処理
）を行う。
【０１３１】
　また、本発明の第３の実施形態に係る下りリンク制御信号には、移動局装置がキャンセ
ル処理を行うセル情報が含まれる。前記制御信号として、ＰＤＣＣＨ、ＲＲＣシグナリン
グが該当する。図１４では、制御信号に、セル情報として、８ビットが割り当てられてい
る場合の例である。すなわち、最大２５６個のセルＩＤを通知できる。図１４では、キャ
ンセル処理を行う基地局装置のセルＩＤが１ある旨を通知している。移動局装置２００－
ｕは、キャンセル処理を行う基地局装置のセルＩＤを含む制御信号を受信すると、制御信
号検出部２１１において、制御信号セルＩＤを抽出し、ＣＲＳが配置されているリソース
エレメントに関する情報を得る。そして、干渉除去部２０６は、ＣＲＳが配置されている
リソースエレメントに関する情報に基づき、キャンセル処理「要」と示されたサブフレー
ムにおけるＣＲＳの干渉除去処理を行う。
【０１３２】
　また、本発明の第３の実施形態に係る下りリンク制御信号には、移動局装置がキャンセ
ル処理を行う信号のレイヤ数に関する情報が含まれる。前記制御信号として、ＰＤＣＣＨ
、ＲＲＣシグナリングが該当する。図１４では、制御信号に、レイヤ数に関する情報とし
て、４ビットが割り当てられている場合の例である。すなわち、最大１６個のレイヤを通
知できる。図１４では、キャンセル処理を行う基地局装置の送信信号のレイヤ数が１ある
旨を通知している。移動局装置２００－ｕは、キャンセル処理を行う基地局装置の送信信
号のレイヤ数が１である旨の情報を含む制御信号を受信すると、制御信号検出部２１１は
レイヤ数情報を抽出し、当該レイヤ数で送信される信号のＣＲＳが配置されているリソー
スエレメントに関する情報を得る。そして、干渉除去部２０６は、ＣＲＳが配置されてい
るリソースエレメントに関する情報に基づき、キャンセル処理「要」と示されたサブフレ
ームにおけるＣＲＳの干渉除去処理を行う。
【０１３３】
　なお、図１４では、同一の制御信号を用いて、キャンセル処理を行うサブフレーム情報
、セル情報及びキャンセル処理を行うサブフレームのレイヤ数を通知しているが、異なる
制御信号を用いて通知してもよい。また、前記ＲＲＣシグナリングは、ＰＢＣＨにより送
信されるものでも、ＰＤＳＣＨにより送信されるものでもよい。ＰＢＣＨにより送信され
るＲＲＣシグナリングを用いて下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理の要否
又は干渉キャンセル処理行うセル情報を通知する場合、当該情報をＣｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃに通知することができる。また、ＰＤＳＣＨにより送信されるＲＲＣシグナリング
を用いて下りリンクにおける制御信号に干渉キャンセル処理の要否又は干渉キャンセル処
理行うセル情報を通知する場合、当該情報をＵＥ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃに通知することがで
きる。
【０１３４】
　以上のように、本発明の第３の実施形態によれば、サブフレーム毎に、キャンセル処理
の有無を移動局装置に通知することができる。これにより、移動局装置は、高精度なタイ
ミングで干渉キャンセル処理を行うことができる。
【０１３５】
　（第４の実施形態）
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　本発明の第４の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにお
ける無線通信システムにおいて、移動局装置のキャンセル処理に関する制御について、別
の通知方法が説明される。本発明の第４の実施形態に係る基地局装置１００－α及び移動
局装置２００－ｕは、第１の実施形態に係る基地局装置１００－α及び移動局装置２００
－ｕと同様の構成を有するが、基地局装置１００－αの上位レイヤ１０２及び制御信号生
成部１０４が生成するキャンセル処理に関する制御情報を含む制御信号が異なる。以下、
第１の実施形態と異なる点について、主に説明する。
【０１３６】
　図１５は、本発明の第４の実施形態に係る基地局装置の下りリンク制御信号の一例であ
る。前記下りリンク制御信号は、ＰＤＣＣＨなどが該当する。本発明の第４の実施形態に
係る下りリンク制御信号には、ＭＣＳ情報を示す情報が含まれる。図１５では、ＭＣＳ情
報を示す領域として４ビット割り当てた例である。
【０１３７】
　図１６は、ＭＣＳ情報のインデックスに対する変調方式（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）及び
符号化率（Ｃｏｄｅ　Ｒａｔｅ）である。すなわち、図１５のＭＣＳ情報は、図１６にお
けるＩｎｄｅｘ　３を示している。基地局装置１００－２は、データ信号（ＰＤＳＣＨ）
を、図１５及び図１６で設定したＭＣＳ情報に基づいて、データ変調し、移動局装置２０
０－ｕ（図１では、ｕ＝２、３）に送信する。
【０１３８】
　また、本発明の第４の実施形態に係る下りリンク制御信号には、送信フォーマット情報
が含まれる。基地局装置１００－２は、基地局装置１００－１の送信フォーマット情報に
基づいて、データ信号（ＰＤＳＣＨ）の割当てを行う。図１５では、送信フォーマット情
報を示す領域として２ビット割り当てた例である。
【０１３９】
　図１７は、送信フォーマット情報のインデックスに対するサブフレーム構成である。す
なわち、図１５の送信フォーマット情報は、図１７におけるＩｎｄｅｘ　２を示している
。基地局装置１００－２は、送信フォーマット情報のＩｎｄｅｘが２の場合、移動局装置
２００－ｕ（図１では、ｕ＝２、３）宛のデータ信号（ＰＤＳＣＨ）を第１番目、第２番
目及び第６番目のサブフレームに割り当てる。なお、図１４では、同一の制御信号を用い
て、キャンセル処理を行うサブフレーム情報、セル情報及びキャンセル処理を行うサブフ
レームのレイヤ数を通知しているが、異なる制御信号を用いて通知してもよい。
【０１４０】
　次に、本発明の第４の実施形態に係る移動局装置の動作について説明する。移動局装置
２００－ｕは、基地局装置１００－２が送信した制御信号からＭＣＳ情報及び送信フォー
マット情報を抽出し、キャンセラの要否判断テーブルに基づいて、キャンセル処理の要否
を判断する。
【０１４１】
　図１８は本発明の第４の実施形態に係る移動局装置が保持するキャンセラの要否判断テ
ーブルの一例である。制御信号検出部２１１は、送信フォーマット情報のインデックスが
０の場合又は送信フォーマット情報のインデックスが１かつＭＣＳ情報のインデックスが
０～６の場合、キャンセラ処理「不要」と判断する。制御信号検出部２１１は、送信フォ
ーマット情報のインデックスが１かつＭＣＳ情報のインデックスが７～１５の場合、キャ
ンセラ処理「要」と判断し、干渉除去部２０６に通知する。
【０１４２】
　図１９は、本発明の第４の実施形態に係る無線通信システムにおける移動局装置がキャ
ンセラの適否を判断するフローチャートである。図１においては、移動局装置２００－ｕ
（ｕ＝２又は２並びに３が該当とする。
【０１４３】
　移動局装置２００－ｕの制御信号検出部２１１は、基地局装置１００－２の送信信号に
含まれる制御信号から、ＭＣＳ情報及び送信フォーマット情報を抽出し（Ｓ３０１）、送
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信フォーマット情報のインデックスを識別する（Ｓ３０２）。送信フォーマット情報のイ
ンデックスが０の場合（Ｓ２０２のＹＥＳ）、干渉キャンセル処理を適用せず、ＭＣＳ情
報に基づいて、データ信号検出処理を行う（Ｓ３０３）。
【０１４４】
　送信フォーマット情報のインデックスが０でない場合（Ｓ３０２のＮＯ）、ＭＣＳ情報
のインデックスを識別する（Ｓ３０４）。ＭＣＳ情報のインデックスが０～６の場合（Ｓ
３０４のＹＥＳ）、干渉キャンセル処理を適用せず、ＭＣＳ情報に基づいて、データ信号
検出処理を行う（Ｓ３０５）。
【０１４５】
　ＭＣＳ情報のインデックスが０～６でない場合（Ｓ３０４のＮＯ）、送信フォーマット
情報に基づき、ＡＢＳで基地局装置１００－１が送信した既知信号（ＣＲＳなど）に対す
る干渉キャンセル処理を行った後、ＭＣＳ情報に基づいて、データ信号検出処理を行う（
Ｓ３０６）。なお、前記キャンセラ処理を行う既知信号が配置されたリソースエレメント
は、前記制御信号に含まれるセル情報、ＣＲＳポート数などの情報から判断することもで
きる。
【０１４６】
　以上のように、本発明の第４の実施形態によれば、移動局装置は、ＭＣＳ情報及び送信
フォーマット情報から、黙示的に（インプリシットに）、キャンセル処理の要否を判断す
ることできる。これにより、キャンセラ処理の要否を判断するための新たな制御信号を加
える必要なく、制御信号の増加による周波数利用効率の低下を抑えることができる。
【０１４７】
　なお、本発明の実施形態では、ＭＣＳ情報及び送信フォーマット情報から、黙示的に（
インプリシットに）、キャンセル処理の要否を判断しているが、その他の制御情報（例え
ば、ＲＩ、ＰＭＩなど）から、黙示的にキャンセル処理の要否を判断するようにしてもよ
い。
【０１４８】
　（第５の実施形態）
本発明の第５の実施形態では、異なるセル半径の基地局装置を配置した下りリンクにおけ
る無線通信システムにおいて、キャンセル処理機能を有する移動局装置のフィードバック
情報生成が説明される。　
【０１４９】
　本発明の第５の実施形態に係る基地局装置１００－α及び移動局装置２００－ｕは、第
１の実施形態係る基地局装置１００－α及び移動局装置２００－ｕと同様の構成を有する
が、移動局装置２００－ｕの上位レイヤ１０２及び制御信号生成部１０４で生成されるフ
ィードバック情報の生成方法が異なる。以下、第１の実施形態と異なる点について、主に
説明する。
【０１５０】
　図２０は、本発明の無線通信システムにおける基地局装置と移動局装置間での接続及び
制御処理フローを示すシーケンス図である。基地局装置１００－１は、周辺の基地局装置
１００－２に、図１の回線１０を通して、当該基地局装置の下りリンク送信に関する情報
を通知する（Ｓ４０１）。前記下りリンク送信に関する情報には、通常サブフレームとリ
ソースマッピングが制限されるサブフレーム（ＡＢＳ）の配置などの送信フォーマット情
報、セルＩＤ、ＣＲＳポート数などが含まれている。
【０１５１】
　基地局装置１００－２は、上記下りリンク送信に関する情報に基づいて、キャンセル処
理に関する制御情報を含む制御信号を生成し（Ｓ４０２）、移動局装置２００－２に送信
する（Ｓ４０３）。前記キャンセル処理に関する制御情報には、干渉キャンセル処理の要
否に関する情報、干渉キャンセル処理行うセル情報などが含まれる。なお、前記キャンセ
ル処理に関する制御情報のシグナリングには、第１の実施形態乃至第４の実施形態に記載
のシグナリングを適用することができる。移動局装置２００－２は、前記キャンセル処理
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に関する制御情報に基づいて、フィードバック情報を生成し（Ｓ４０４）、基地局装置１
００－２に通知する（Ｓ４０５）。
【０１５２】
　図２１は、本発明の第５の実施形態におけるフィードバック情報の生成を示すフローチ
ャートである。移動局装置２００－２の制御信号検出部２１１は、基地局装置１００－１
が送信する下りリンク制御信号から、干渉キャンセル処理に関する制御情報を抽出し、干
渉キャンセル処理の要否情報を得る（５０１）。そして、干渉キャンセル処理「要」が通
知されると（Ｓ５０２のＹＥＳ）、伝搬路状況に加えて、干渉キャンセル処理の適用を考
慮して、ＣＱＩ、ＲＩなどのフィードバック情報が設定される（Ｓ５０４）。
【０１５３】
　一方、干渉キャンセル処理「要」が通知されると（Ｓ５０２のＹＥＳ）、伝搬路状況に
基づいて、ＣＱＩ、ＲＩなどのフィードバック情報が設定される（Ｓ５０３）。そして、
移動局装置２００－２は、基地局装置１００－２に前記設定したフィードバック情報の通
知を行う（Ｓ５０５）。なお、前記伝搬路状況は、基地局装置１００－２から送信される
ＣＲＳなどの参照信号から推定される。
【０１５４】
　図１９に戻り、基地局装置１００－２は、前記フィードバック情報に基づいて、移動局
装置２０２－２へ送信するデータ信号のＭＣＳ，レイヤ数など設定し、当該パラメータに
基づいて、符号化処理、変調処理、プレコーディング処理などを行ったＰＤＳＣＨを生成
する（Ｓ４０６）。さらに、前記ＭＣＳ、レイヤ数などを通知する下りリンク制御信号（
ＰＤＣＣＨ）を生成する（Ｓ４０６）。そして、前記ＰＤＳＣＨ及びＰＤＣＣＨは移動局
装置２００－２に送信される（Ｓ４０７）。
【０１５５】
　移動局装置２００－２は、前記ＰＤＳＣＨ及びＰＤＣＣＨを受信すると、前記ＰＤＣＣ
Ｈの前記ＭＣＳ、レイヤ数などの情報に基づき、干渉キャンセル処理を適用して、前記Ｐ
ＤＳＣＨの検出処理（復調処理、復号処理など）を行う（Ｓ４０８）。
【０１５６】
　以上のように、本発明の第５の実施形態によれば、移動局装置は、伝搬路状況に加えて
、干渉キャンセル処理適用の要否を考慮して、フィードバック情報を生成する。基地局装
置は、前記フィードバック情報に基づいて、移動局装置宛にデータ信号を送信する。
【０１５７】
　これにより、基地局装置１００－２は、データ信号を高速伝送が可能なＭＣＳ，レイヤ
数（空間多重数）に設定できるから、周波数利用効率の向上を図ることができる。
【０１５８】
　なお、図２における基地局装置の全部または一部、あるいは図９における端末装置の全
部または一部との機能を実現するためのプログラムをコンピュータ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、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシ
ステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【０１５９】
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
【０１６０】
　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。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、短時間の間、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むものとする。また上記プログラムは、前述した
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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。
【０１６１】
　また、図２における基地局装置の全部または一部と、図９における端末装置の全部また
は一部との機能を集積回路に集約して実現してもよい。基地局装置、及び端末装置の各機
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。
【０１６２】
　以上、この発明の実施形態を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
。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
　本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて
好適である。
【符号の説明】
【０１６４】
１００－１、１００－２　基地局装置
２００－１、２００－２、２００－３　移動局装置
１０１　送信アンテナ部
１０２　上位レイヤ
１０３　シンボル生成部
１０４　制御信号生成部
１０５　参照信号生成部
１０６　リソースマッピング部
１０７　ＩＤＦＴ部
１０８　ＧＩ挿入部
１０９　送信部
１１１　符号部
１１２　変調部
１２１　受信アンテナ部
１２２　受信部
１２３　制御信号検出部
２０１　受信アンテナ部
２０２　受信部
２０３　伝搬路推定部
２０４　ＧＩ除去部
２０５　ＤＦＴ部
２０６　干渉除去部
２０７　伝搬路補償部
２０８　復調部
２０９　復号部
２１０　上位レイヤ
２１１　制御信号検出部
２２１　送信アンテナ部
２２２　送信部
２２３　制御信号生成部
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２４１　送信信号レプリカ部
２４２　干渉レプリカ部
２４３　減算部
２５１、２５２　送信フレームフォーマット
１０００－１、１０００－２　基地局装置
２０００－１、２０００－２、２０００－３　移動局装置
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