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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いてＵＥによって非免許帯域でチャネルを測定する方法であって
、前記方法は、
　非免許帯域のセルにおいてｅＮＢから受信された参照信号（ＲＳ）に基づいてチャネル
を測定することと、
　チャネル測定の結果を送信することと
　を含み、
　前記チャネル測定の結果を導き出すために、時間区間に属する複数のサブフレーム内の
みの前記参照信号の測定が平均され、
　前記時間区間は、前記非免許帯域のセルにおけるデータ及び／または信号の送信のため
にＣＣＡ（ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）に基づいて前記ｅＮＢ
により占有された連続した時間区間である、方法。
【請求項２】
　前記ｅＮＢから前記参照信号のブラインド検出のため及び／または前記時間区間を判断
するためのパラメータを含む設定情報を受信することをさらに含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記設定情報は、前記信号のシーケンススクランブル初期化パラメータ、前記非免許帯
域のセルで無線フレーム境界を識別するための情報、前記信号の送信帯域幅に関する情報
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、前記時間区間を判断するためのパワーレベル臨界値に関する情報、前記信号が送信され
るアンテナポートの数、ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ-ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎ
ｇｌｅ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）サブフレーム構成、ＱＣＬ仮定すること
ができる参照信号及び無線チャネルの広範囲特性のうちの一つ以上を含む、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記パワーレベル臨界値がサブフレーム単位で設定される場合、前記信号が送信される
資源要素の平均受信電力値が前記パワーレベル臨界値以上であるサブフレームが、前記時
間区間に属すると判断される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記パワーレベル臨界値がＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル単位で設定される場合、前記信号
が送信される資源要素の平均受信電力値が前記パワーレベル臨界値以上であるＯＦＤＭシ
ンボルの数が特定の数以上であるサブフレームが、前記時間区間に属すると判断される、
請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＱＣＬ仮定することができる前記参照信号は、免許帯域のセルにおいて送信される
参照信号を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記免許帯域のセルにおいて送信される前記参照信号から推定されたドップラーシフト
推定値を前記免許帯域のセルの中心周波数と前記非免許帯域のセルの中心周波数との間の
割合に基づいて補正することによって、前記非免許帯域のセルのドップラーシフト値が導
き出される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記信号が検出された時点または前記信号が検出された時点から特定の時間以後から前
記非免許帯域のセルに対して可変的な無線フレームの境界が決定される、請求項１に記載
の方法。
【請求項９】
　前記非免許帯域のセルの無線フレーム番号は、免許帯域のセルの無線フレーム番号と無
関係に前記可変的な無線フレームの境界から前記免許帯域の無線フレームの間隔と同じ間
隔で順次に増加させられる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記信号を検出するためのブラインド検出の動作は、前記ブラインド検出により前記可
変的な無線フレームの境界が獲得された時点から特定の時間の間、中断される、請求項８
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記非免許帯域のセルと免許帯域のセルが共にＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　ｒｅｔｒａｎｓｍｉｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）動作を支援する場合、前記ＨＡＲＱの
タイムラインが、前記免許帯域のセルの無線フレーム境界に基づいて決定される、請求項
８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記時間区間の第１番目のサブフレームにおいて送信される信号にパワーブーストが適
用される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記チャネル測定は、前記時間区間内の制限された測定対象において行われる、請求項
１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記制限された測定対象は、前記ｅＮＢにより設定されるか、または前記時間区間内で
前記参照信号の平均受信電力が特定の臨界値以上であるサブフレームと決定される、請求
項１３に記載の方法。
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【請求項１５】
　前記時間区間が不連続的な時間区間である場合、前記制限された測定対象は、特定の時
間ウィンドウ内の前記参照信号の平均受信電力が特定の臨界値以上である前記ＲＲＰ内の
サブフレームと決定される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　無線通信システムにおいて非免許帯域でチャネルを測定するためのユーザ機器であって
、前記ユーザ機器は、
　無線信号を送受信するように構成されたＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）ユニ
ットと、
　前記ユーザ機器を制御するように構成されたプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、非免許帯域のセルにおいてｅＮＢから受信された参照信号（ＲＳ）
に基づいてチャネルを測定し、チャネル測定の結果を送信し、
　前記チャネル測定の結果を導き出すために、時間区間に属する複数のサブフレーム内の
みの前記参照信号の測定が平均され、
　前記時間区間は、前記非免許帯域のセルにおけるデータ及び／または信号の送信のため
にＣＣＡ（ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）に基づいて前記ｅＮＢ
により占有された連続した時間区間である、ユーザ機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、さらに詳細には、非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓ
ｅｄ　ｂａｎｄ）でデータを送受信するための方法及びこれを支援する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムは、ユーザの活動性を保障しながら音声サービスを提供するために開
発された。しかしながら、移動通信システムは、音声だけでなくデータサービスまで領域
を拡張し、現在では、爆発的なトラフィックの増加によって資源の不足現象が引き起こさ
れ、ユーザがより高速のサービスを要求するので、より発展した移動通信システムが要求
されている。
【０００３】
　次世代移動通信システムの要求条件は、大きく爆発的なデータトラフィックの収容、ユ
ーザ当たりの送信率の画期的な増加、大幅増加した接続デバイス数の収容、非常に低いエ
ンドツーエンド遅延（Ｅｎｄ－ｔｏ－Ｅｎｄ　Ｌａｔｅｎｃｙ）、高エネルギー効率を支
援できなければならない。このために、多重続性（Ｄｕａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ
）、大規模多重入出力（Ｍａｓｓｉｖｅ　ＭＩＭＯ：Ｍａｓｓｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）、全二重（Ｉｎ－ｂａｎｄ　Ｆｕｌｌ
　Ｄｕｐｌｅｘ）、非直交多重接続（ＮＯＭＡ：Ｎｏｎ－Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、超広帯域（Ｓｕｐｅｒ　ｗｉｄｅｂａｎｄ）支援、端末ネ
ットワーキング（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ）等、多様な技術が研究されてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　３ＧＰＰでは、移動通信データトラフィックが爆発的に増加するに伴い、これを充足さ
せるための方案のうちの一つとして、非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ／ｓ
ｐｅｃｔｒｕｍ）でのサービスを提案した。ただし、非免許帯域でデータを送受信するた
めには、他の通信システム（例えば、８０２．１１システム）に及ぼす影響を最小化し、
競争を介して該当帯域を確保しなければならないという必要があるが、現在、このような
方法が定義されていない。
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【０００５】
　本発明の目的は、上述の問題点を解決するために、非免許帯域で端末と基地局との間の
データを送受信する方法を提案する。
【０００６】
　また、本発明の目的は、非免許帯域で特定信号をブラインド検出（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔ
ｅｃｔｉｏｎ）してデータを送受信するために、無線資源を確保した時間区間を把握する
方法を提案する。
【０００７】
　また、本発明の目的は、非免許帯域で確保した時間区間において端末が制限された測定
（ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）動作を行うための方法を提案する。
【０００８】
　本発明においてなそうとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、
言及していないさらに他の技術的課題は、下記の記載から本発明の属する技術分野におけ
る通常の知識を有した者に明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一様相は、無線通信システムにおいて端末が非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅ
ｄ　ｂａｎｄ）でデータ送受信を行うための方法であって、非免許帯域のセルから基地局
から送信される予め定義される所定の信号を検出するためのブラインド検出（Ｂｌｉｎｄ
　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を行うステップと、前記ブラインド検出を介して前記信号が検出
される区間を前記非免許帯域のセルでデータ送受信のために確保された時間区間である予
約された資源区間（ＲＲＰ：ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ）と判
断するステップとを含むことができる。
【００１０】
　本発明の一様相は、無線通信システムにおいて非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂ
ａｎｄ）でデータ送受信のための端末であって、無線信号を送受信するためのＲＦ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）ユニット及び前記端末を制御するプロセッサを含み、前記
プロセッサは、非免許帯域のセルから基地局から送信される予め定義された所定の信号を
検出するためのブラインド検出（Ｂｌｉｎｄ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を行い、前記ブライ
ンド検出を介して前記信号が検出される区間を前記非免許帯域のセルにおいてデータ送受
信のために確保された時間区間である予約された資源区間（ＲＲＰ：ｒｅｓｅｒｖｅｄ　
ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ）と判断できる。
【００１１】
　好ましくは、前記基地局から前記ＲＳのブラインド検出及び／または前記ＲＲＰを判断
するためのパラメータを含むＲＲＰ設定情報を受信するステップをさらに含むことができ
る。
【００１２】
　好ましくは、前記ＲＲＰ設定情報は、前記信号のシーケンススクランブル初期化パラメ
ータ（ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐａ
ｒａｍｅｔｅｒ）、前記非免許帯域のセルで無線フレーム境界を識別するための情報、前
記信号の送信帯域幅情報、前記ＲＲＰ判断のためのパワーレベル臨界値（ｐｏｗｅｒ　ｌ
ｅｖｅｌ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）情報、前記信号が送信されるアンテナポートの数、ＭＢ
ＳＦＮサブフレーム構成（ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ－ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉ
ｎｇｌｅ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ）、及びＱＣＬ仮定することができる参照信号及び無線チャネルの広範囲特性
（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）のうち、一つ以上の情報を含むこと
ができる。
【００１３】
　好ましくは、前記パワーレベル臨界値がサブフレーム単位として設定される場合、前記
信号が送信される資源要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に対する平均受信電力
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値が前記パワーレベル臨界値以上であるサブフレームは、前記ＲＲＰに属すると判断され
ることができる。
【００１４】
　好ましくは、前記パワーレベル臨界値がＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル単位として設定され
る場合、前記信号が送信される資源要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に対する
平均受信電力値が前記パワーレベル臨界値以上であるＯＦＤＭシンボルが所定の数以上で
あるサブフレームは、前記ＲＲＰ区間に属すると判断されることができる。
【００１５】
　好ましくは、前記ＱＣＬ仮定することができる参照信号は、免許帯域のセルに送信され
る参照信号でありうる。
【００１６】
　好ましくは、前記免許帯域のセルから送信される参照信号から推定されたドップラーシ
フト（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｓｈｉｆｔ）推定値を前記免許帯域のセルの中心周波数と前記非
免許帯域のセルの中心周波数間の割合で補正して、前記非免許帯域のセルのドップラーシ
フト値が導き出されることができる。
【００１７】
　好ましくは、前記信号が検出された時点または前記信号が検出された時点で所定の時間
以後から前記非免許帯域のセルに対して可変的な（ｆｌｏａｔｉｎｇ）無線フレームの境
界が決定されることができる。
【００１８】
　好ましくは、前記非免許帯域のセルの無線フレーム番号は、免許帯域のセルの無線フレ
ーム番号と無関係に前記可変的な無線フレームの境界から前記免許帯域の無線フレーム間
隔と同じ間隔で順次に増加されることができる。
【００１９】
　好ましくは、前記ブラインド検出により前記可変的な無線フレームの境界を獲得した時
点から所定の時間の間に前記ブラインド検出動作が中断されることができる。
【００２０】
　好ましくは、前記非免許帯域のセルと免許帯域のセルが共にＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　
Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）動作を支援する場合、前
記ＨＡＲＱのタイムライン（ｔｉｍｅｌｉｎｅ）は、前記免許帯域のセルの無線フレーム
境界を基準に決定されることができる。
【００２１】
　好ましくは、前記ＲＲＰの第１番目のサブフレームから送信される信号は、パワーブー
スト（ｐｏｗｅｒ－ｂｏｏｓｔｉｎｇ）が適用されることができる。
【００２２】
　好ましくは、前記端末が前記ＲＲＰ内の制限された測定（ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ）対象において前記基地局から送信される参照信号を利用して測定を
行うステップをさらに含むことができる。
【００２３】
　好ましくは、前記制限された測定対象は、前記基地局により設定されるか、または前記
ＲＲＰ内で前記参照信号の平均受信電力が所定の臨界値以上であるサブフレームと決定さ
れることができる。
【００２４】
好ましくは、前記ＲＲＰが不連続的な時間区間である場合、前記制限された測定対象は、
所定の時間ウィンドウ内の前記参照信号の平均受信電力が所定の臨界値以上である前記Ｒ
ＲＰ内のサブフレームと決定されることができる。
例えば、本願発明は、以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおいて端末が非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）でデ
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ータ送受信を行うための方法であって、
　非免許帯域のセルから基地局から送信される予め定義される所定の信号を検出するため
のブラインド検出（Ｂｌｉｎｄ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を行うステップと、
　前記ブラインド検出を介して前記信号が検出される区間を前記非免許帯域のセルでデー
タ送受信のために確保された時間区間である予約された資源区間（ＲＲＰ：ｒｅｓｅｒｖ
ｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ）と判断するステップとを含む非免許帯域でのデ
ータ送受信方法。
（項目２）
　前記基地局から前記ＲＳのブラインド検出及び／または前記ＲＲＰを判断するためのパ
ラメータを含むＲＲＰ設定情報を受信するステップをさらに含む項目１に記載の非免許帯
域でのデータ送受信方法。
（項目３）
　前記ＲＲＰ設定情報は、前記信号のシーケンススクランブル初期化パラメータ（ｓｅｑ
ｕｅｎｃｅ　ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐａｒａｍｅｔｅ
ｒ）、前記非免許帯域のセルで無線フレーム境界を識別するための情報、前記信号の送信
帯域幅情報、前記ＲＲＰ判断のためのパワーレベル臨界値（ｐｏｗｅｒ　ｌｅｖｅｌ　ｔ
ｈｒｅｓｈｏｌｄ）情報、前記信号が送信されるアンテナポートの数、ＭＢＳＦＮサブフ
レーム構成（ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ－ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
、及びＱＣＬ仮定することができる参照信号及び無線チャネルの広範囲特性（ｌａｒｇｅ
－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）のうち、一つ以上の情報を含む項目２に記載の非
免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目４）
　前記パワーレベル臨界値がサブフレーム単位として設定される場合、前記信号が送信さ
れる資源要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に対する平均受信電力値が前記パワ
ーレベル臨界値以上であるサブフレームは、前記ＲＲＰに属すると判断される項目３に記
載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目５）
　前記パワーレベル臨界値がＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル単位として設定される場合、前記
信号が送信される資源要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に対する平均受信電力
値が前記パワーレベル臨界値以上であるＯＦＤＭシンボルが所定の数以上であるサブフレ
ームは、前記ＲＲＰ区間に属すると判断される項目３に記載の非免許帯域でのデータ送受
信方法。
（項目６）
　前記ＱＣＬ仮定することができる参照信号は、免許帯域のセルに送信される参照信号で
ある項目３に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目７）
　前記免許帯域のセルから送信される参照信号から推定されたドップラーシフト（Ｄｏｐ
ｐｌｅｒ　ｓｈｉｆｔ）推定値を前記免許帯域のセルの中心周波数と前記非免許帯域のセ
ルの中心周波数間の割合で補正して、前記非免許帯域のセルのドップラーシフト値が導き
出される項目６に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目８）
　前記信号が検出された時点または前記信号が検出された時点で所定の時間以後から前記
非免許帯域のセルに対して可変的な（ｆｌｏａｔｉｎｇ）無線フレームの境界が決定され
る項目１に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目９）
　前記非免許帯域のセルの無線フレーム番号は、免許帯域のセルの無線フレーム番号と無
関係に前記可変的な無線フレームの境界から前記免許帯域の無線フレーム間隔と同じ間隔
で順次に増加される項目８に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
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（項目１０）
　前記ブラインド検出により前記可変的な無線フレームの境界を獲得した時点から所定の
時間の間に前記ブラインド検出動作が中断される項目８に記載の非免許帯域でのデータ送
受信方法。
（項目１１）
　前記非免許帯域のセルと免許帯域のセルが共にＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）動作を支援する場合、前記ＨＡＲＱの
タイムライン（ｔｉｍｅｌｉｎｅ）は、前記免許帯域のセルの無線フレーム境界を基準に
決定される項目８に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目１２）
　前記ＲＲＰの第１番目のサブフレームから送信される信号は、パワーブースト（ｐｏｗ
ｅｒ－ｂｏｏｓｔｉｎｇ）が適用される項目１に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法
。
（項目１３）
　前記端末が前記ＲＲＰ内の制限された測定（ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ）対象において前記基地局から送信される参照信号を利用して測定を行うステップ
をさらに含む項目１に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目１４）
　前記制限された測定対象は、前記基地局により設定されるか、または前記ＲＲＰ内で前
記参照信号の平均受信電力が所定の臨界値以上であるサブフレームと決定される項目１３
に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目１５）
　前記ＲＲＰが不連続的な時間区間である場合、前記制限された測定対象は、所定の時間
ウィンドウ内の前記参照信号の平均受信電力が所定の臨界値以上である前記ＲＲＰ内のサ
ブフレームと決定される項目１４に記載の非免許帯域でのデータ送受信方法。
（項目１６）
　無線通信システムにおいて非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）でデータ送
受信を行うための端末であって、
　無線信号を送受信するためのＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）ユニットと、
　前記端末を制御するプロセッサとを備え、
　前記プロセッサは、非免許帯域のセルから基地局から送信される予め定義された所定の
信号を検出するためのブラインド検出（Ｂｌｉｎｄ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を行い、
　前記ブラインド検出を介して前記信号が検出される区間を前記非免許帯域のセルでデー
タ送受信のために確保された時間区間である予約された資源区間（ＲＲＰ：ｒｅｓｅｒｖ
ｅｄ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ）と判断する端末。
 
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の実施の形態によれば、非免許帯域で他の無線通信システムに及ぼす影響を最小
化しながらデータを送受信できる。
【００２６】
　また、本発明の実施の形態によれば、端末が直接非免許帯域で無線資源を確保した時間
区間を把握することで、無線資源を確保した時間区間が柔軟に決められることができ、無
線資源を確保した時間区間と関連したシグナリングを最小化できる。
【００２７】
　また、本発明の実施の形態によれば、非免許帯域でも円滑に端末の制限された測定（ｒ
ｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）動作を支援できる。
【００２８】
　本発明において得られる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していないさ
らに他の効果は、下記の記載から本発明の属する技術分野における通常の知識を有した者
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に明確に理解され得るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　本発明に関する理解に役立つために、詳細な説明の一部として含まれる、添付図面は、
本発明に対する実施の形態を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的特徴を説明する。
【図１】本発明が適用されることができる無線通信システムにおける無線フレームの構造
を示す。
【図２】本発明が適用されることができる無線通信システムにおける一つのダウンリンク
スロットに対する資源グリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を示した図である。
【図３】本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるダウンリンクサブフ
レームの構造を示す。
【図４】本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるアップリンクサブフ
レームの構造を示す。
【図５】一般的な多重入出力アンテナ（ＭＩＭＯ）通信システムの構成図である。
【図６】多数の送信アンテナから一つの受信アンテナへのチャネルを示した図である。
【図７】本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるコンポーネントキャ
リア及びキャリア併合の一例を示す。
【図８】本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるクロスキャリアスケ
ジューリングに応じるサブフレーム構造の一例を示す。
【図９】本発明が適用されることができる無線通信システムの時間周波数領域での時間－
周波数資源ブロックを示す図である。
【図１０】本発明が適用されることができる無線通信システムにおける非同期ＨＡＲＱ方
式の資源割り当て及び再送信過程を示す図である。
【図１１】本発明が適用されることができるＬＴＥ　ＦＤＤシステムにおけるダウンリン
クＨＡＲＱプロセスを示す図である。
【図１２】本発明が適用されることができるＬＴＥ　ＦＤＤシステムにおけるアップリン
クＨＡＲＱプロセスを示す図である。
【図１３】本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるキャリア併合基盤
ＣｏＭＰシステムを示す図である。
【図１４】本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるダウンリンク資源
ブロック対にマッピングされた参照信号パターンを示す。
【図１５】本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるＰＤＣＣＨとＥ－
ＰＤＣＣＨを示す図である。
【図１６】本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域でのキャリア併合を示す図である。
【図１７】本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域においてデータ送受信のための方法
を示す図である。
【図１８】本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域においてデータ送受信のための方法
を示す図である。
【図１９】本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域においてデータ送受信のための方法
を示す図である。
【図２０】本発明の一実施の形態にかかる可変的な無線フレーム境界を説明するための図
である。
【図２１】本発明の一実施の形態にかかる可変的な無線フレーム境界を説明するための図
である。
【図２２】本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域においてデータ送受信のための方法
を示す図である。
【図２３】本発明の一実施の形態にかかる無線通信装置のブロック構成図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明にかかる好ましい実施の形態を添付された図面を参照して詳細に説明する
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。添付された図面と共に以下に開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説
明するためのものであり、本発明が実施されうる唯一の実施の形態を示すためのものでは
ない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的細部事項を含む
。しかしながら、当業者は、本発明がこのような具体的細部事項がなくても実施できるこ
とを理解すべきである。
【００３１】
　いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置
は省略されるか、または各構造及び装置の核心機能を重心にしたブロック図形式で示され
ることができる。
【００３２】
　本明細書において基地局は、端末と直接的に通信を行うネットワークの終端ノード（ｔ
ｅｒｍｉｎａｌ　ｎｏｄｅ）としての意味を有する。本文書において基地局により行われ
ると説明された特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄ
ｅ）により行われても良い。すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード（ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　ｎｏｄｅｓ）からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる多
様な動作は、基地局または基地局以外の他のネットワークノードにより行われうることは
明らかである。「基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）」は、固定局（ｆｉｘｅｄ
　ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（
ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（ＡＰ：Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）などの用語により代替されることができる。また、「端末（Ｔｅｒ
ｍｉｎａｌ）」は、固定されるか、または移動性を有することができ、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔｅ
ｒｍｉｎａｌ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｓ
Ｓ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＡＭＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＷＴ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＭＴＣ（Ｍａｃ
ｈｉｎｅ－Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置、Ｍ２Ｍ（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔ
ｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ）装置、Ｄ２Ｄ（Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ）装置などの用
語に代替されることができる。
【００３３】
　以下、ダウンリンク（ＤＬ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ）は、基地局から端末への通信を意味し
、アップリンク（ＵＬ：ｕｐｌｉｎｋ）は、端末から基地局への通信を意味する。ダウン
リンクにおける送信機は、基地局の一部で、受信機は、端末の一部でありうる。アップリ
ンクにおける送信機は、端末の一部で、受信機は、基地局の一部でありうる。
【００３４】
　以下の説明において用いられる特定用語は、本発明の理解に役立つために提供されたも
のであり、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想から外れない範囲内で他の
形態に変更されることができる。
【００３５】
　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）、ＮＯＭＡ（ｎｏ
ｎ－ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などのような多様な無線
接続システムに利用されることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ）またはＣＤＭＡ２０００のような
無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）により実現化されることができる。ＴＤ
ＭＡは、ＧＳＭ（登録商標）（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ
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　ｓｅｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　Ｇ
ＳＭ（登録商標）　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術により実現化されることがで
きる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６
（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）
などのような無線技術により実現化されることができる。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ）
の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐ
ｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを
使用するＥ－ＵＭＴＳ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部であり、ダウンリンクにおい
てＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。ＬＴＥ－Ａ（
ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化である。
【００３６】
　本発明の実施の形態は、無線接続システムであるＩＥＥＥ　８０２、３ＧＰＰ及び３Ｇ
ＰＰ２のうち、少なくとも一つに開示された標準文書により裏付けられることができる。
すなわち、本発明の実施の形態のうち、本発明の技術的思想を明確にあらわすために、説
明しないステップまたは部分は、前記文書により裏付けられることができる。また、本文
書に開示しているすべての用語は、前記標準文書により説明されることができる。
【００３７】
　説明を明確にするために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを中心に述べるが、本発明の
技術的特徴がこれに制限されることではない。
【００３８】
　本発明が適用されることができる無線通信システム一般
　図１は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおける無線フレームの構
造を示す。
【００３９】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａでは、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ１無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）構造と
ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ２の無線フレ
ーム構造を支援する。
【００４０】
　図１において、無線フレームの時間領域での大きさは、Ｔ＿ｓ＝１／（１５０００＊２
０４８）の時間単位の倍数で表される。ダウンリンク及びアップリンク送信は、Ｔ＿ｆ＝
３０７２００＊Ｔ＿ｓ＝１０ｍｓの区間を有する無線フレームから構成される。
【００４１】
　図１の（ａ）は、タイプ１無線フレームの構造を示す。タイプ１無線フレームは、全二
重（ｆｕｌｌ　ｄｕｐｌｅｘ）及び半二重（ｈａｌｆ　ｄｕｐｌｅｘ）ＦＤＤに全部適用
されることができる。
【００４２】
　無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）は、１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍ
ｅ）から構成される。一つの無線フレームは、Ｔ＿ｓｌｏｔ＝１５３６０＊Ｔ＿ｓ＝０．
５ｍｓ長さの２０個のスロットから構成され、各スロットは、０から１９までのインデッ
クスが付与される。一つのサブフレームは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で連続
的な２個のスロット（ｓｌｏｔ）から構成され、サブフレームｉは、スロット２ｉ及びス
ロット２ｉ＋１から構成される。一つのサブフレームを送信するのにかかる時間をＴＴＩ
（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）という。例えば、一つのサ
ブフレームは、長さは１ｍｓで、一つのスロットの長さは、０．５ｍｓでありうる。
【００４３】
　ＦＤＤにおいてアップリンク送信及びダウンリンク送信は、周波数ドメインにおいて区
分される。全二重ＦＤＤに制限がないことに対し、半二重ＦＤＤ動作における端末は、同
時に送信及び受信ができない。
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【００４４】
　一つのスロットは、時間領域において複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周波数
領域において複数の資源ブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）を含む。３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥは、ダウンリンクにおいてＯＦＤＭＡを使用するから、ＯＦＤＭシンボルは
、一つのシンボル区間（ｓｙｍｂｏｌ　ｐｅｒｉｏｄ）を表現するためのものである。Ｏ
ＦＤＭシンボルは、一つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルまたはシンボル区間ということができ
る。資源ブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）は、資源割り当て単位で、一つのス
ロットにおいて複数の連続的な副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）を含む。
【００４５】
　図１の（ｂ）は、タイプ２フレーム構造（ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｔｙｐｅ
　２）を示す。
【００４６】
　タイプ２無線フレームは、各１５３６００＊Ｔ＿ｓ＝５ｍｓの長さの２個のハーフフレ
ーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅ）から構成される。各ハーフフレームは、３０７２０＊Ｔ＿
ｓ＝１ｍｓ長さの５個のサブフレームから構成される。
【００４７】
　ＴＤＤシステムのタイプ２フレーム構造においてアップリンク－ダウンリンク構成（ｕ
ｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、すべてのサブフレー
ムに対してアップリンクとダウンリンクが割り当て（または予約）されるかどうかを表す
規則である。表１は、アップリンク－ダウンリンク構成を示す。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　表１を参照すると、無線フレームの各サブフレーム別に、「Ｄ」は、ダウンリンク送信
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、「Ｓ」は、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）、保護
区間（ＧＰ：Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ）、ＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔ
ｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）３通りのフィールドから構成されるスペシャルサブフレーム（ｓｐｅ
ｃｉａｌ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）を表す。
【００５０】
　ＤｗＰＴＳは、端末での初期セルサーチ、同期化またはチャネル推定に使用される。Ｕ
ｐＰＴＳは、基地局でのチャネル推定と端末のアップリンク送信同期とを合せるのに使用
される。ＧＰは、アップリンクとダウンリンクとの間にダウンリンク信号の多重経路の遅
延によりアップリンクにおいて生じる干渉を除去するための区間である。
【００５１】
　各サブフレームｉは、各Ｔ＿ｓｌｏｔ＝１５３６０＊Ｔ＿ｓ＝０．５ｍｓ長さのスロッ
ト２ｉ及びスロット２ｉ＋１から構成される。
【００５２】
　アップリンク－ダウンリンク構成は、７通りに区分されることができ、各構成別にダウ
ンリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム、アップリンクサブフレームの位置及び
／または数が異なる。
【００５３】
　ダウンリンクからアップリンクに変更されるとき点またはアップリンクからダウンリン
クに切り替えられる時点を切り替え時点（ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）という。切
り替え時点の周期性（Ｓｗｉｔｃｈ－ｐｏｉｎｔ　ｐｅｒｉｏｄｉｃｉｔｙ）は、アップ
リンクサブフレームとダウンリンクサブフレームが切り替えられる様相が同様に繰り返さ
れる周期を意味し、５ｍｓまたは１０ｍｓが全て支援される。５ｍｓダウンリンク－アッ
プリンク切り替え時点の周期を有する場合には、スペシャルサブフレーム（Ｓ）は、ハー
フ－フレーム毎に存在し、５ｍｓダウンリンク－アップリンク切り替え時点の周期を有す
る場合には、１番目のハーフ－フレームだけに存在する。
【００５４】
　すべての構成において、０番、５番サブフレーム及びＤｗＰＴＳは、ダウンリンク送信
だけのための区間である。ＵｐＰＴＳ及びサブフレームサブフレームに直ちにつながるサ
ブフレームは、常にアップリンク送信のための区間である。
【００５５】
　このような、アップリンク－ダウンリンク構成はシステム情報であって、基地局と端末
ともが知っていることができる。基地局は、アップリンク－ダウンリンク構成情報が変わ
る毎に構成情報のインデックスだけを送信することによって、無線フレームのアップリン
ク－ダウンリンク割り当て状態の変更を端末に知らせることができる。また、構成情報は
、一種のダウンリンク制御情報として他のスケジューリング情報と同様にＰＤＣＣＨ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信さ
れることができ、放送情報としてブロードキャストチャネル（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ）を介してセル内のすべての端末に共通に送信されることもできる。
【００５６】
　表２は、スペシャルサブフレームの構成（ＤｗＰＴＳ／ＧＰ／ＵｐＰＴＳの長さ）を示
す。
【００５７】
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【表２】

【００５８】
　図１の例示による無線フレームの構造は、一つの例示に過ぎず、無線フレームに含まれ
る副搬送波の数またはサブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるＯＦＤ
Ｍシンボルの数は、多様に変更されることができる。
【００５９】
　図２は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおける一つのダウンリン
クスロットに対する資源グリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を示した図である。
【００６０】
　図２に示すように、一つのダウンリンクスロットは、時間領域において複数のＯＦＤＭ
シンボルを含む。ここで、一つのダウンリンクスロットは、７個のＯＦＤＭシンボルを含
み、一つの資源ブロックは、周波数領域において１２個の副搬送波を含むことを例示的に
述べるが、これに限定されるものではない。
【００６１】
　資源グリッド上において各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）を資源要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅ
ｌｅｍｅｎｔ）とし、一つの資源ブロック（ＲＢ：ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）は、
１２×７個の資源要素を含む。ダウンリンクスロットに含まれる資源ブロックの数Ｎ＾Ｄ
Ｌは、ダウンリンク送信帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）に従属する。
【００６２】
　アップリンクスロットの構造は、ダウンリンクスロットの構造と同一でありうる。
【００６３】
　図３は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるダウンリンクサブ
フレームの構造を示す。
【００６４】
　図３に示すように、サブフレーム内の第１番目のスロットにおいて前の最大３個のＯＦ
ＤＭシンボルが制御チャネルが割り当てられる制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ
）であり、残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられるデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉ
ｏｎ）である。３ＧＰＰ　ＬＴＥで使用されるダウンリンク制御チャネルの一例にＰＣＦ
ＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　　ｃｏｎｔｒｏｌ　
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Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。
【００６５】
　ＰＣＦＩＣＨは、サブフレームの第１番目のＯＦＤＭシンボルにおいて送信され、サブ
フレーム内に制御チャネルの送信のために使用されるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち、
制御領域の大きさ）に関する情報を運ぶ。ＰＨＩＣＨは、アップリンクに対する応答チャ
ネルで、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
）に対するＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｏｔ－Ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を運ぶ。ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
という。ダウンリンク制御情報は、アップリンク資源割り当て情報、ダウンリンク資源割
り当て情報または任意の端末グループに対するアップリンク送信（Ｔｘ）パワー制御命令
を含む。
【００６６】
　ＰＤＣＣＨは、ＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の
資源割り当て及び送信フォーマット（これをダウンリンクグラントともいう）、ＵＬ－Ｓ
ＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の資源割り当て情報（これをアッ
プリンクグラントともいう）、ＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）でのページング
（ｐａｇｉｎｇ）情報、ＤＬ－ＳＣＨでのシステム情報、ＰＤＳＣＨから送信されるラン
ダムアクセス応答（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のような上位階層
（ｕｐｐｅｒ－ｌａｙｅｒ）制御メッセージに対する資源割り当て、任意の端末グループ
内の個別端末に対する送信パワー制御命令の集合、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉ
Ｐ）の活性化などを運ぶことができる。複数のＰＤＣＣＨは、制御領域内で送信されるこ
とができ、端末は、複数のＰＤＣＣＨをモニタリングできる。ＰＤＣＣＨは、一つまたは
複数の連続的なＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）の集合か
ら構成される。ＣＣＥは、無線チャネルの状態に応じる符号化率（ｃｏｄｉｎｇ　ｒａｔ
ｅ）をＰＤＣＣＨに提供するために使用される論理的割り当て単位である。ＣＣＥは、複
数の資源要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）に対応する。
ＰＤＣＣＨのフォーマット及び使用可能なＰＤＣＣＨのビット数は、ＣＣＥの数とＣＣＥ
により提供される符号化率間の関連関係によって決定される。
【００６７】
　基地局は、端末に送信しようとするＤＣＩに応じてＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、
制御情報にＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）を付ける。ＣＲ
Ｃには、ＰＤＣＣＨの所有者（ｏｗｎｅｒ）または用途に応じて、固有の識別子（これを
ＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）
という。）がマスキングされる。特定の端末のためのＰＤＣＣＨであれば、端末の固有の
識別子、例えばＣ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることが
できる。またはページングメッセージのためのＰＤＣＣＨであれば、ページング指示識別
子、例えばＰ－ＲＮＴＩ（Ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることが
できる。システム情報、さらに具体的にシステム情報ブロック（ＳＩＢ：ｓｙｓｔｅｍ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）のためのＰＤＣＣＨであれば、システム情報識別
子、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマ
スキングされることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答
であるランダムアクセス応答を指示するために、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃ
ｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。
【００６８】
　図４は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるアップリンクサブ
フレームの構造を示す。
【００６９】
　図４に示すように、アップリンクサブフレームは、周波数領域において制御領域とデー
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ｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる。デー
タ領域は、ユーザデータを運ぶＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒ
ｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が割り当てられる。単一搬送波特性を維持するために、一つの端
末は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に送信しない。
【００７０】
　一つの端末に対するＰＵＣＣＨには、サブフレーム内に資源ブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）対が割り当てられる。ＲＢ対に属するＲＢは、２個のスロットの
各々で互いに異なる副搬送波を占める。これをＰＵＣＣＨに割り当てられたＲＢ対は、ス
ロット境界（ｓｌｏｔ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）から周波数跳躍（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｈｏ
ｐｐｉｎｇ）されるという。
【００７１】
　（ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ－Ｏｕｔｐｕｔ））
　ＭＩＭＯ技術は、いままで一般に一個の送信アンテナと一個の受信アンテナを使用した
ことから脱皮して、多重送信（Ｔｘ）アンテナと多重受信（Ｒｘ）アンテナを使用する。
言い換えれば、ＭＩＭＯ技術は、無線通信システムの送信端または受信端で多重入出力ア
ンテナを使用して用量増大または性能改善を図る技術である。以下、「ＭＩＭＯ」を「多
重入出力アンテナ」と称する。
【００７２】
　さらに具体的に、多重入出力アンテナ技術は、一つの完全なメッセージ（ｔｏｔａｌ　
ｍｅｓｓａｇｅ）を受信するために、一個のアンテナ経路に依存せず、いくつかのアンテ
ナを介して受信した複数のデータ片を収集して完全なデータを完成させる。結果的に、多
重入出力アンテナ技術は、特定システム範囲内でデータ送信率を増加させることができ、
また特定データ送信率を介してシステム範囲を増加させることができる。
【００７３】
　次世代移動通信は、従来の移動通信に比べて、はるかに高いデータ送信率を要求するの
で、効率的な多重入出力アンテナ技術が必ず必要であると予想される。このような状況で
ＭＩＭＯ通信技術は、移動通信端末と中継器などに幅広く使用できる次世代移動通信技術
であり、データ通信拡大などにより限界状況に応じて他の移動通信の送信量限界を克服で
きる技術として関心を集めている。
【００７４】
　一方、現在研究されている多様な送信効率向上技術のうち、多重入出力アンテナ（ＭＩ
ＭＯ）技術は、追加的な周波数割り当てまたは電力増加がなくても、通信用量及び送受信
性能を画期的に向上させることができる方法として、現在最も大きな注目を受けている。
【００７５】
　図５は、一般的な多重入出力アンテナ（ＭＩＭＯ）通信システムの構成図である。
【００７６】
　図５を参照すると、送信アンテナの数をＮ＿Ｔ個に、受信アンテナの数をＮ＿Ｒ個に同
時に増やすようになると、送信機または受信機においてのみ多数のアンテナを使用するよ
うになる場合とは異なり、アンテナ数に比例して理論的なチャネル送信用量が増加するの
で、送信レート（ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｒａｔｅ）を向上させ、周波数効率を画期的に向上
させることができる。この場合、チャネル送信用量の増加に応じる送信レートは、一つの
アンテナを利用する場合の最大送信レート（Ｒ＿ｏ）に次のようなレート増加率（Ｒ＿ｉ
）が掛け算された分だけ理論的に増加できる。
【００７７】
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【数１】

【００７８】
　すなわち、例えば、４個の送信アンテナと４個の受信アンテナを利用するＭＩＭＯ通信
システムでは、単一アンテナシステムに比べて理論上４倍の送信レートを獲得できる。
【００７９】
　このような多重入出力アンテナの技術は、多様なチャネル経路を通過したシンボルを利
用して送信信頼度を高める空間ダイバーシチ（ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）方
式と、多数の送信アンテナを利用して多数のデータシンボルを同時に送信して送信率を向
上させる空間マルチプレクス（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式とに分
けられる。また、このような２種類の方式を適切に結合して、各々の長所を適切に得よう
とする方式に対する研究も最近多く研究されている分野である。
【００８０】
　各々の方式について、さらに詳細に述べると、以下のとおりである。
【００８１】
　第１に、空間ダイバーシチ方式の場合には、時空間ブロック符号系列と、ダイバーシチ
利得と符号化利得を同時に利用する時空間トレリス（Ｔｒｅｌｉｓ）符号系列方式がある
。一般に、ビットエラー率改善性能と符号生成自由度は、トレリス符号方式が優秀である
が、演算複雑度は、時空間ブロック符号が簡単である。このような空間ダイバーシティー
利得は、送信アンテナ数（Ｎ＿Ｔ）と受信アンテナ数（Ｎ＿Ｒ）との掛け算（Ｎ＿Ｔ×Ｎ
＿Ｒ）に該当する量を得ることができる。
【００８２】
　第２に、空間マルチプレクス技法は、各送信アンテナで互いに異なるデータ列を送信す
る方法であって、ことのとき、受信機では、送信機から同時に送信されたデータ間に相互
干渉が発生するようになる。受信機では、この干渉を適切な信号処理技法を利用して除去
した後に受信する。ここに用いられる雑音除去方式は、ＭＬＤ（ｍａｘｉｍｕｍ　ｌｉｋ
ｅｌｉｈｏｏｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）受信機、ＺＦ（ｚｅｒｏ－ｆｏｒｃｉｎｇ）受信
機、ＭＭＳＥ（ｍｉｎｉｍｕｍ　ｍｅａｎ　ｓｑｕａｒｅ　ｅｒｒｏｒ）受信機、Ｄ－Ｂ
ＬＡＳＴ（Ｄｉａｇｏｎａｌ－Ｂｅｌｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　Ｌａｙｅｒｅｄ　
Ｓｐａｃｅ－Ｔｉｍｅ）、Ｖ－ＢＬＡＳＴ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ－Ｂｅｌｌ　Ｌａｂｏｒａ
ｔｏｒｉｅｓ　Ｌａｙｅｒｅｄ　Ｓｐａｃｅ－Ｔｉｍｅ）などがあり、特に送信端でチャ
ネル情報が分かる場合には、ＳＶＤ（ｓｉｎｇｕｌａｒ　ｖａｌｕｅ　ｄｅｃｏｍｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ）方式などを使用することができる。
【００８３】
　第３に、空間ダイバーシチと空間マルチプレクスの結合された技法を例に挙げることが
できる。空間ダイバーシチ利得だけを得る場合、ダイバーシチ次数の増加に応じる性能改
善利得が順次飽和され、空間マルチプレクス利得だけを取ると、無線チャネルにおいて送
信信頼度が低下する。これを解決しながら２通りの利得を全部得る方式が研究されてきた
し、このうち、時空間ブロック符号（Ｄｏｕｂｌｅ－ＳＴＴＤ）、時空間ＢＩＣＭ（ＳＴ
ＢＩＣＭ）などの方式がある。
【００８４】
　上述のような多重入出力アンテナシステムにおける通信方法をさらに具体的な方法で説
明するために、これを数学的にモデリングする場合、以下のように表すことができる。
【００８５】
　まず、図５に示すように、Ｎ＿Ｔ個の送信アンテナとＮ＿Ｒ個の受信アンテナが存在す
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【００８６】
　まず、送信信号について述べると、このようにＮ＿Ｔ個の送信アンテナがある場合、最
大送信可能な情報は、Ｎ＿Ｔ個であるから、これを以下のようなベクトルで表すことがで
きる。
【００８７】
【数２】

【００８８】
　一方、各々の送信情報ｓ＿１，ｓ＿２，．．．，ｓ＿Ｎ＿Ｔにおいて送信電力を異なる
ようにすることができ、このとき、各々の送信電力をＰ＿１，Ｐ＿２，．．．，Ｐ＿Ｎ＿
Ｔとすると、送信電力が調整された送信情報は、次のようなベクトルで表すことができる
。
【００８９】

【数３】

【００９０】
　また、式３の送信電力が調整された送信情報を以下のように送信電力の対角行列Ｐで表
すことができる。
【００９１】

【数４】

【００９２】
　一方、式４の送信電力の調整された情報ベクトルは、その後に加重値行列Ｗが掛け算さ
れて、実際送信されるＮ＿Ｔ個の送信信号ｘ＿１，ｘ＿２，．．．，ｘ＿Ｎ＿Ｔを構成す
る。ここで、加重値行列は、送信チャネル状況などによって送信情報を各アンテナに適切
に分配する機能を行う。このような送信信号ｘ＿１，ｘ＿２，．．．，ｘ＿Ｎ＿Ｔをベク
トルｘを利用して、以下のように表すことができる。
【００９３】
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【数５】

【００９４】
　ここで、ｗ＿ｉｊは、ｉ番目の送信アンテナとｊ番目の送信情報間の加重値を表し、Ｗ
は、これを行列で表したものである。このような行列Ｗを加重値行列（Ｗｅｉｇｈｔ　Ｍ
ａｔｒｉｘ）またはプレコーディング行列（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ）と呼ぶ
。
【００９５】
　一方、上述のような送信信号（ｘ）は、空間ダイバーシチを使用する場合と空間マルチ
プレクッスを使用する場合とに分けて考えることができる。
【００９６】
　空間マルチプレクッスを使用する場合は、互いに異なる信号を多重化して送信するよう
になるので、情報ベクトルｓの元素が全部異なる値を有するようになることに対し、空間
ダイバーシチを使用するようになると、同じ信号を複数のチャネル経路を介して送信する
ようになるので、情報ベクトルｓの元素が全部同じ値を有するようになる。
【００９７】
　もちろん、空間マルチプレックスと空間ダイバーシチを混合する方法も考慮可能である
。すなわち、例えば、３個の送信アンテナを介して同じ信号を空間ダイバーシチを利用し
て送信し、残りは、各々異なる信号を空間マルチプレックスして送信する場合も考慮する
ことができる。
【００９８】
　次に、受信信号は、Ｎ＿Ｒ個の受信アンテナがある場合、各アンテナの受信信号ｙ＿１
，ｙ＿２，．．．，ｙ＿Ｎ＿Ｒをベクトルｙで次のように表す。
【００９９】
【数６】

【０１００】
　一方、多重入出力アンテナ通信システムにおけるチャネルをモデリングする場合、各々
のチャネルは、送受信アンテナインデックスに応じて区分でき、送信アンテナｊから受信
アンテナｉを経るチャネルをｈ＿ｉｊで表示することにする。ここで、ｈ＿ｉｊのインデ
ックスの順序が受信アンテナインデックスが先、送信アンテナのインデックスが後である
ことに留意する。
【０１０１】
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　このようなチャネルは、いくつかを一つにグループ化してベクトル及び行列形態でも表
示可能である。ベクトル表示の例を挙げて説明すると、以下のとおりである。
【０１０２】
　図６は、多数の送信アンテナから一つの受信アンテナへのチャネルを示した図である。
【０１０３】
　図６に示すように、総Ｎ＿Ｔ個の送信アンテナから受信アンテナｉへ到着するチャネル
は、次のように表現可能である。
【０１０４】
【数７】

【０１０５】
　また、前記式７のような行列表現により、Ｎ＿Ｔ個の送信アンテナからＮ＿Ｒ個の受信
アンテナを経るチャネルを全部表す場合、以下のように表すことができる。
【０１０６】
【数８】

【０１０７】
　一方、実際チャネルは、上のようなチャネル行列Ｈを経た後に白色雑音（ＡＷＧＮ：Ａ
ｄｄｉｔｉｖｅ　Ｗｈｉｔｅ　Ｇａｕｓｓｉａｎ　Ｎｏｉｓｅ）が加算されるので、Ｎ＿
Ｒ個の受信アンテナの各々に加算される白色雑音ｎ＿１，ｎ＿２，．．．，ｎ＿Ｎ＿Ｒを
ベクトルで表現すると、以下のとおりである。
【０１０８】

【数９】

【０１０９】
　上述のような送信信号、受信信号、チャネル、及び白色雑音のモデリングを介して多重
入出力アンテナ通信システムでの各々は、次のような関係を介して表すことができる。
【０１１０】
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【数１０】

【０１１１】
　一方、チャネルの状態を表すチャネル行列Ｈの行と列の数は、送受信アンテナ数によっ
て決定される。チャネル行列Ｈは、上述のように行の数は、受信アンテナの数Ｎ＿Ｒと同
じくなり、列の数は、送信アンテナの数Ｎ＿Ｔと同じくなる。すなわち、チャネル行列Ｈ
は、Ｎ＿Ｒ×Ｎ＿Ｔ行列になる。
【０１１２】
　一般に、行列のランク（ｒａｎｋ）は、互いに独立である（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ）
行または列の数の中で最小数で定義される。したがって、行列のランクは、行または列の
数より大きくなってはならない。数式的に例を挙げると、チャネル行列Ｈのランク（ｒａ
ｎｋ（Ｈ））は、次のように制限される。
【０１１３】
【数１１】

【０１１４】
　また、行列を固有値分解（Ｅｉｇｅｎ　ｖａｌｕｅ　ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）を
したとき、ランクは、固有値（ｅｉｇｅｎ　ｖａｌｕｅ）のうち、０でない固有値の数で
定義することができる。類似の方法で、ランクをＳＶＤ（ｓｉｎｇｕｌａｒ　ｖａｌｕｅ
　ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）したとき、０でない特異値（ｓｉｎｇｕｌａｒ　ｖａｌ
ｕｅ）の数で定義することができる。したがって、チャネル行列においてランクの物理的
な意味は、与えられたチャネルで互いに異なる情報を送ることができる最大数ということ
ができる。
【０１１５】
　本明細書において、ＭＩＭＯ送信に対する「ランク（Ｒａｎｋ）」は、特定時点及び特
定周波数資源において独立的に信号を送信できる経路の数を表し、「レイヤー（ｌａｙｅ
ｒ）の数」は、各経路を介して送信される信号ストリームの数を表す。一般に、送信端は
、信号送信に利用されるランク数に対応する数のレイヤーを送信するから、別の言及がな
い限り、ランクは、レイヤー数と同じ意味を有する。
【０１１６】
　（キャリア併合）
　本発明の実施の形態において考慮する通信環境は、マルチキャリア（Ｍｕｌｔｉ－ｃａ
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ｒｒｉｅｒ）支援環境をすべて含む。すなわち、本発明で用いられるマルチキャリアシス
テムまたはキャリア併合（ＣＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）システムは
、広帯域を支援するために、目標とする広帯域を構成するときに目標帯域より小さな帯域
幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）を有する１個以上のコンポーネントキャリア（ＣＣ：Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を併合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）して使用するシステム
のことをいう。
【０１１７】
　本発明においてマルチキャリアは、キャリアの併合（または、搬送波集成）を意味し、
このとき、キャリアの併合は、隣接した（ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）キャリア間の併合だけ
でなく、隣接していない（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）キャリア間の併合を全部意味
する。また、ダウンリンクとアップリンクとの間に集成されるコンポーネントキャリアの
数は、異に設定されることができる。ダウンリンクコンポーネントキャリア（以下、ＤＬ
　ＣＣとする）の数とアップリンクコンポーネントキャリア（以下、ＵＬ　ＣＣとする）
の数とが同じ場合を対称な（ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）集成といい、その数が異なる場合を非
対称な（ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）集成という。このようなキャリア併合は、搬送波集成、
帯域幅集成（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）、スペクトル集成（ｓｐｅ
ｃｔｒｕｍ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）などのような用語と混用して使用されることがで
きる。
【０１１８】
　二つ以上のコンポーネントキャリアが結合されて構成されるキャリア併合は、ＬＴＥ－
Ａシステムでは、１００ＭＨｚ帯域幅まで支援することを目標とする。目標帯域より小さ
な帯域幅を有する１個以上のキャリアを結合するときに、結合するキャリアの帯域幅は、
従来のＩＭＴシステムとの互換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を
維持するために、従来のシステムにおいて使用する帯域幅に制限できる。例えば、従来の
３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、｛１．４，　３，　５，　１０，　１５，　２０｝ＭＨ
ｚ帯域幅を支援し、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄシステム（すなわち、ＬＴＥ－
Ａ）では、既存システムとの互換のために上記の帯域幅だけを利用して２０ＭＨｚより大
きな帯域幅を支援するようにすることができる。また、本発明で用いられるキャリア併合
システムは、既存システムで使用する帯域幅と関係なしで新しい帯域幅を定義してキャリ
ア併合を支援するようにすることができる。
【０１１９】
　ＬＴＥ－Ａシステムは、無線資源を管理するために、セル（ｃｅｌｌ）の概念を使用す
る。
【０１２０】
　上述のキャリア併合環境は、多重セル（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃｅｌｌｓ）環境と称する
ことができる。セルは、ダウンリンク資源（ＤＬ　ＣＣ）とアップリンク資源（ＵＬ　Ｃ
Ｃ）一対の組み合わせと定義されるが、アップリンク資源は、必須要素ではない。したが
って、セルは、ダウンリンク資源単独、またはダウンリンク資源とアップリンク資源とか
ら構成されることができる。特定端末がただ一つの設定されたサービングセル（ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒｅｄ　ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）を有する場合、１個のＤＬ　ＣＣと１個のＵ
Ｌ　ＣＣを有することができるが、特定端末が２個以上の設定されたサービングセルを有
する場合には、セルの数だけのＤＬ　ＣＣを有し、ＵＬ　ＣＣの数は、それと同一である
か、またはそれより小さくありうる。
【０１２１】
　または、それと反対にＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣとが構成されることもできる。すなわち
、特定端末が複数の設定されたサービングセルを有する場合、ＤＬ　ＣＣの数よりＵＬ　
ＣＣがより多くのキャリア併合環境も支援されることができる。すなわち、キャリア併合
（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）は、各々キャリア周波数（セルの重心周波
数）が互いに異なる二つ以上のセルの併合と理解されることができる。ここで、言う「セ
ル（Ｃｅｌｌ）」は、一般に使用される基地局がカバーする領域としての「セル」とは区



(22) JP 6389905 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

分されなければならない。
【０１２２】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて使用されるセルは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ：Ｐｒｉ
ｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ）及びセコンダリーセル（ＳＣｅｌｌ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌ
ｌ）を含む。ＰセルとＳセルは、サービングセル（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ）として使
用されることができる。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが、キャリア併合が設定
されないか、またはキャリア併合を支援しない端末の場合、Ｐセルだけから構成されたサ
ービングセルがただ一つ存在する。それに対し、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり
、キャリア併合が設定された端末の場合、一つ以上のサービングセルが存在でき、全体サ
ービングセルには、Ｐセルと一つ以上のＳセルが含まれる。
【０１２３】
　サービングセル（ＰセルとＳセル）は、ＲＲＣパラメータを介して設定されることがで
きる。ＰｈｙｓＣｅｌｌＩｄは、セルの物理階層識別子であって、０から５０３までの定
数値を有する。ＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、Ｓセルを識別するために使用される簡略な（ｓ
ｈｏｒｔ）識別子であって、１から７までの定数値を有する。ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅ
ｘは、サービングセル（ＰセルまたはＳセル）を識別するために使用される簡略な（ｓｈ
ｏｒｔ）識別子であって、０から７までの定数値を有する。０値は、Ｐセルに適用され、
ＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、Ｓセルに適用するために予め付与される。すなわち、Ｓｅｒｖ
ＣｅｌｌＩｎｄｅｘにおいて最も小さなセルＩＤ（またはセルインデックス）を有するセ
ルがＰセルになる。
【０１２４】
　Ｐセルは、プライマリ周波数（または、ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣ）上において動作するセ
ルを意味する。端末が初期接続設定（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａ
ｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）過程を行うか、または接続再－設定過程を行うのに使用されること
ができ、ハンドオーバ過程で指示されたセルを称することができる。また、Ｐセルは、キ
ャリア併合環境で設定されたサービングセルのうち、制御関連通信の重心になるセルを意
味する。すなわち、端末は、自分のＰセルにおいてのＰＵＣＣＨを割り当てられて送信で
き、システム情報を獲得するか、またはモニタリング手順を変更するのにＰセルだけを利
用できる。Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉ
ａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）は、キャリア併合環境を支援する端末に移動性制御情
報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏ）を含む上位階層のＲＲＣ接続再設定（
ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｔａｉｏｎ）メッセージを利用して、ハ
ンドオーバ手順のためにＰセルだけを変更することもできる。
【０１２５】
　Ｓセルは、セコンダリー周波数（または、Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ）上において動作
するセルを意味できる。特定端末にＰセルは、一つだけが割り当てられ、Ｓセルは、一つ
以上が割り当てられることができる。Ｓセルは、ＲＲＣ接続が設定がなされた後に構成可
能であり、追加的な無線資源を提供するのに使用されることができる。キャリア併合環境
で設定されたサービングセルのうち、Ｐセルを除いた残りのセル、すなわちＳセルには、
ＰＵＣＣＨが存在しない。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、Ｓセルをキャリア併合環境を支援する端末
に追加するとき、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある関連したセルの動作と関連した
すべてのシステム情報を特定シグナル（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌ）を介して提
供できる。システム情報の変更は、関連したＳセルの解除及び追加によって制御されるこ
とができ、このとき、上位階層のＲＲＣ接続再設定（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｔａｉｏｎ）メッセージを利用できる。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、関連したＳセル
内でブロードキャストするよりは、端末別に相異なったパラメータを有する特定シグナリ
ング（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）できる。
【０１２６】
　初期セキュリティー活性化過程が始まった以後に、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、接続設定過程で
初期に構成されるＰセルに付加して、一つ以上のＳセルを含むネットワークを構成できる
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。キャリア併合環境でＰセル及びＳセルは、各々のコンポーネントキャリアとして動作で
きる。以下の実施の形態では、プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）は、Ｐセル
と同じ意味として使用されることができ、セコンダリーコンポーネントキャリア（ＳＣＣ
）は、Ｓセルと同じ意味として使用されることができる。
【０１２７】
　図７は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるコンポーネントキ
ャリア及びキャリア併合の一例を示す。
【０１２８】
　図７Ａは、ＬＴＥシステムにおいて使用される単一キャリア構造を示す。コンポーネン
トキャリアには、ＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣがある。一つのコンポーネントキャリアは、２
０ＭＨｚの周波数範囲を有することができる。
【０１２９】
　図７Ｂは、ＬＴＥ＿Ａシステムにおいて使用されるキャリア併合構造を示す。図７Ｂの
場合に、２０ＭＨｚの周波数大きさを有する３個のコンポーネントキャリアが結合された
場合を示す。ＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣがそれぞれ３個ずつあるが、ＤＬ　ＣＣとＵＬ　Ｃ
Ｃの数に制限があるのてはない。キャリア併合の場合、端末は、３個のＣＣを同時にモニ
タリングでき、ダウンリンク信号／データを受信することができ、アップリンク信号／デ
ータを送信できる。
【０１３０】
　仮に、特定セルにおいてＮ個のＤＬ　ＣＣが管理される場合には、ネットワークは、端
末にＭ（Ｍ≦Ｎ）個のＤＬ　ＣＣを割り当てることができる。このとき、端末は、Ｍ個の
制限されたＤＬ　ＣＣだけをモニタリングし、ＤＬ信号を受信することができる。また、
ネットワークは、Ｌ（Ｌ≦Ｍ≦Ｎ）個のＤＬ　ＣＣに優先順位をつけて主なＤＬ　ＣＣを
端末に割り当てることができ、このような場合、ＵＥは、Ｌ個のＤＬ　ＣＣは、必ずモニ
タリングしなければならない。このような方式は、アップリンクの送信にも全く同様に適
用されることができる。
【０１３１】
　ダウンリンク資源の搬送波周波数（またはＤＬ　ＣＣ）とアップリンク資源の搬送波周
波数（または、ＵＬ　ＣＣ）との間のリンケージ（ｌｉｎｋａｇｅ）は、ＲＲＣメッセー
ジのような上位階層メッセージまたはシステム情報により指示されることができる。例え
ば、ＳＩＢ２（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｔｙｐｅ２）によ
って定義されるリンケージによって、ＤＬ資源とＵＬ資源との組み合わせが構成されるこ
とができる。具体的に、リンケージは、ＵＬグラントを運ぶＰＤＣＣＨが送信されるＤＬ
　ＣＣと前記ＵＬグラントを使用するＵＬ　ＣＣ間のマッピング関係を意味でき、ＨＡＲ
Ｑのためのデータが送信されるＤＬ　ＣＣ（またはＵＬ　ＣＣ）とＨＡＲＱ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ信号が送信されるＵＬ　ＣＣ（またはＤＬ　ＣＣ）間のマッピング関係を意味する
こともできる。
【０１３２】
　端末が一つ以上のＳセルが設定されると、ネットワークは、設定されたＳセル（ら）を
活性化（ａｃｔｉｖａｔｅ）または非活性化（ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ）できる。Ｐセルは
、常に活性化される。ネットワークは、活性／非活性（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／Ｄｅａｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎ）ＭＡＣ制御要素（ＭＡＣ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を送信
することによって、Ｓセル（ら）を活性化または非活性化する。
【０１３３】
　活性／非活性ＭＡＣ制御要素は、固定された大きさを有し、７個のＣフィールド（Ｃ－
ｆｉｅｌｄ）と１個のＲフィールド（Ｒ－ｆｉｅｌｄ）を含む単一のオクテット（ｏｃｔ
ｅｔ）から構成される。Ｃフィールドは、各Ｓセルインデックス（ＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘ
）別に構成され、Ｓセルの活性／非活性状態を指示する。Ｃフィールド値が「１」にセッ
トされると、該当Ｓセルインデックスを有するＳセルの活性化を指示し、「０」にセット
されると、該当Ｓセルインデックスを有するＳセルの非活性化を指示する。
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【０１３４】
　また、端末は、設定されたＳセル別にタイマー（ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ
Ｔｉｍｅｒ）を維持し、タイマーが満了する時に関連したＳセルを非活性化する。同じ初
期タイマー値がタイマー（ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ）の各インス
タンス（ｉｎｓｔａｎｃｅ）に適用され、ＲＲＣシグナリングにより設定される。Ｓセル
（ら）が追加される時またはハンドオーバ以後、初期Ｓセル（ら）は、非活性化状態であ
る。
【０１３５】
　端末は、各ＴＴＩで各々の設定されたＳセル（ら）に対して、以下のような動作を行う
。
【０１３６】
　－端末が特定ＴＴＩ（サブフレームｎ）でＳセルを活性化する活性／非活性ＭＡＣ制御
要素を受信すると、端末は、決まったタイミングに該当するＴＴＩ（サブフレームｎ＋８
またはそれ以後）でＳセルを活性化し、該当Ｓセルと関連したタイマーを（再）開始させ
る。端末がＳセルを活性化するということは、端末がＳセル上においてＳＲＳ（Ｓｏｕｎ
ｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）送信、ＳセルのためのＣＱＩ（Ｃｈａｎ
ｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）／ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔ
ｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）／ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）／ＰＴＩ（Ｐ
ｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告、Ｓセル上においてＰＤＣＣＨ
モニタリング、ＳセルのためのＰＤＣＣＨモニタリングのような一般Ｓセル動作を適用す
るということを意味する。
【０１３７】
　－端末が特定ＴＴＩ（サブフレームｎ）でＳセルを非活性化する活性／非活性ＭＡＣ制
御要素を受信するか、または特定ＴＴＩ（サブフレームｎ）活性化されたＳセルと関連し
たタイマーが満了すると、端末は、決まったタイミングに該当するＴＴＩ（サブフレーム
ｎ＋８またはそれ以後）でＳセルを非活性化し、該当Ｓセルのタイマーを中断し、該当Ｓ
セルと関連したすべてのＨＡＲＱバッファを空ける（ｆｌｕｓｈ）。
【０１３８】
　－活性化されたＳセル上のＰＤＣＣＨがアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａ
ｎｔ）またはダウンリンク承認（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を指示する
か、または活性化されたＳセルをスケジューリングするサービングセル上のＰＤＣＣＨが
活性化されたＳセルのためのアップリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）または
ダウンリンク承認（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）を指示すると、端末は、
該当Ｓセルと関連したタイマーを再開始する。
【０１３９】
　－Ｓセルが非活性化されると、端末は、Ｓセル上においてＳＲＳを送信せずに、Ｓセル
のためのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩを報告せず、Ｓセル上においてＵＬ－ＳＣＨを送
信せず、Ｓセル上においてＰＤＣＣＨをモニターしない。
【０１４０】
　（クロスキャリアスケジューリング（Ｃｒｏｓｓ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇ））
　キャリア併合システムでは、キャリア（または搬送波）またはサービングセル（Ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ）に対するスケジューリング観点でセルフスケジューリング（Ｓｅｌ
ｆ－Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）方法及びクロスキャリアスケジューリング（Ｃｒｏｓｓ　Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）方法の２通りがある。クロスキャリアスケジュー
リングは、クロスコンポーネントキャリアスケジューリング（Ｃｒｏｓｓ　Ｃｏｍｐｏｎ
ｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）またはクロスセルスケジューリング（
Ｃｒｏｓｓ　Ｃｅｌｌ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）と称することができる。
【０１４１】
　クロスキャリアスケジューリングは、ＰＤＣＣＨ（ＤＬ　Ｇｒａｎｔ）とＰＤＳＣＨが
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それぞれ異なるＤＬ　ＣＣに送信されるか、またはＤＬ　ＣＣから送信されたＰＤＣＣＨ
（ＵＬ　Ｇｒａｎｔ）によって送信されるＰＵＳＣＨがＵＬグラントを受信したＤＬ　Ｃ
ＣとリンクされているＵＬ　ＣＣでない他のＵＬ　ＣＣを介して送信されることを意味す
る。
【０１４２】
　クロスキャリアスケジューリングするかどうかは、端末特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
）に活性化または非活性化されることができ、上位階層シグナリング（例えば、ＲＲＣ　
ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を介してセミスタティック（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）に各端末別
に知られることができる。
【０１４３】
　クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合、ＰＤＣＣＨに該当ＰＤＣＣＨが
指示するＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨがどのＤＬ／ＵＬ　ＣＣを介して送信されるがを知らせ
るキャリア指示子フィールド（ＣＩＦ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｆｉｅｌ
ｄ）が必要である。例えば、ＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨ資源またはＰＵＳＣＨ資源をＣＩ
Ｆを利用して複数のコンポーネントキャリアのうちの何れか一つに割り当てることができ
る。すなわち、ＤＬ　ＣＣ上でのＰＤＣＣＨが多重集成されたＤＬ／ＵＬ　ＣＣのうちの
何れか一つにＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨ資源を割り当てる場合、ＣＩＦが設定される。
この場合、ＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８のＤＣＩフォーマットは、ＣＩＦによって拡
張されることができる。このとき、設定されたＣＩＦは、３ｂｉｔフィールドに固定され
るか、または設定されたＣＩＦの位置は、ＤＣＩフォーマットの大きさと無関係に固定さ
れることができる。また、ＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８のＰＤＣＣＨ構造（同一コー
ディング及び同じＣＣＥ基盤の資源マッピング）を再使用することもできる。
【０１４４】
　これに対し、ＤＬ　ＣＣ上でのＰＤＣＣＨが同じＤＬ　ＣＣ上でのＰＤＳＣＨ資源を割
り当てるか、または単一リンクされたＵＬ　ＣＣ上でのＰＵＳＣＨ資源を割り当てる場合
には、ＣＩＦが設定されない。この場合、ＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８と同じＰＤＣ
ＣＨ構造（同一コーディング及び同じＣＣＥ基盤の資源マッピング）とＤＣＩフォーマッ
トとが使用されることができる。
【０１４５】
　クロスキャリアスケジューリングが可能であるとき、端末は、ＣＣ別送信モード及び／
又は帯域幅に応じてモニタリングＣＣの制御領域において複数のＤＣＩに対したＰＤＣＣ
Ｈをモニタリングすることが必要である。したがって、これを支援できる検索空間の構成
とＰＤＣＣＨモニタリングが必要である。
【０１４６】
　キャリア併合システムにおいて、端末ＤＬ　ＣＣ集合は、端末がＰＤＳＣＨを受信する
ようにスケジューリングされたＤＬ　ＣＣの集合を示し、端末ＵＬ　ＣＣ集合は、端末が
ＰＵＳＣＨを送信するようにスケジューリングされたＵＬ　ＣＣの集合を示す。また、Ｐ
ＤＣＣＨモニタリング集合（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｓｅｔ）は、ＰＤＣＣＨモニタリン
グを行う少なくとも一つのＤＬ　ＣＣの集合を示す。ＰＤＣＣＨモニタリング集合は、端
末ＤＬ　ＣＣ集合と同じであるか、または端末ＤＬ　ＣＣ集合の副集合（ｓｕｂｓｅｔ）
でありうる。ＰＤＣＣＨモニタリング集合は、端末ＤＬ　ＣＣ集合内のＤＬ　ＣＣのうち
、少なくとも何れか一つを含むことができる。またはＰＤＣＣＨモニタリング集合は、端
末ＤＬ　ＣＣ集合に関わらず別に定義されることができる。ＰＤＣＣＨモニタリング集合
に含まれるＤＬ　ＣＣは、リンクされたＵＬ　ＣＣに対したセルフ－スケジューリング（
ｓｅｌｆ－ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）は、常に可能なように設定されることができる。この
ような、端末ＤＬ　ＣＣ集合、端末ＵＬ　ＣＣ集合及びＰＤＣＣＨモニタリング集合は、
端末特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）、端末グループ特定（ＵＥ　ｇｒｏｕｐ－ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ）またはセル特定（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）に設定されることができる。
【０１４７】
　クロスキャリアスケジューリングが非活性化された場合には、ＰＤＣＣＨモニタリング
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集合が常に端末ＤＬ　ＣＣ集合と同一であることを意味し、このような場合には、ＰＤＣ
ＣＨモニタリング集合に対する別途のシグナリングのような指示を必要としない。しかし
ながら、クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合には、ＰＤＣＣＨモニタリ
ング集合が端末ＤＬ　ＣＣ集合内で定義されることが好ましい。すなわち、端末に対して
ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨをスケジューリングするために、基地局は、ＰＤＣＣＨモニ
タリング集合だけを介してＰＤＣＣＨを送信する。
【０１４８】
　図８は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるクロスキャリアス
ケジューリングに応じるサブフレーム構造の一例を示す。
【０１４９】
　図８に示すように、ＬＴＥ－Ａ端末のためのＤＬサブフレームは、３個のＤＬ　ＣＣが
結合されており、ＤＬ　ＣＣ「Ａ」は、ＰＤＣＣＨモニタリングＤＬ　ＣＣに設定された
場合を示す。ＣＩＦが使用されない場合、各ＤＬ　ＣＣは、ＣＩＦなしで自分のＰＤＳＣ
ＨをスケジューリングするＰＤＣＣＨを送信できる。これに対し、ＣＩＦが上位階層シグ
ナリングを介して使用される場合、ただ一つのＤＬ　ＣＣ「Ａ」だけがＣＩＦを利用して
自分のＰＤＳＣＨまたは他のＣＣのＰＤＳＣＨをスケジューリングするＰＤＣＣＨを送信
できる。このとき、ＰＤＣＣＨモニタリングＤＬ　ＣＣに設定されないＤＬ　ＣＣ「Ｂ」
と「Ｃ」とは、ＰＤＣＣＨを送信しない。
【０１５０】
　（ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ－Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａｎｄ　ｒｅｑｕｅ
ｓｔ））
　移動通信システムは、一つのセル／セクターに一つの基地局が多数の端末機と無線チャ
ネル環境を介してデータを送受信する。
【０１５１】
　多重搬送波及びこれと類似の形態で運営されるシステムにおける基地局は、有線インタ
ーネット網からパケットトラフィックを受信し、受信されたパケットトラフィックを決ま
った通信方式を利用して各端末機に送信する。このとき、基地局がどのタイミングにどん
な周波数領域を使用してどんな端末機にデータを送信することかを決定することがダウン
リンクスケジューリングである。
【０１５２】
　また、決まった形態の通信方式を使用して端末機から送信されたデータを受信復調して
、有線インターネット網でパケットトラフィックを送信する。基地局がどのタイミングに
どんな周波数帯域を利用してどの端末機にアップリンクデータを送信できるようにするこ
とかを決定することがアップリンクスケジューリングである。一般に、チャネル状態の良
い端末が、より多い時間、多い周波数資源を利用してデータを送受信する。
【０１５３】
　図９は、本発明が適用されることができる無線通信システムの時間周波数領域での時間
－周波数資源ブロックを示す図である。
【０１５４】
　多重搬送波及びこれと類似の形態で運営されるシステムでの資源は、大きく時間と周波
数領域とに分けられる。この資源は、また資源ブロックと定義されることができ、これは
、任意のＮ個の副搬送波と任意のＭ個のサブフレームまたは決まった時間単位からなる。
このとき、ＮとＭは、１になることができる。
【０１５５】
　図９における一つの四角形は、一つの資源ブロックを意味し、一つの資源ブロックは、
複数の副搬送波を一つの軸にし、決まった時間単位を他の軸にしてなされる。ダウンリン
クにおける基地局は、決まったスケジューリング規則に従って選択された端末に１個以上
の資源ブロックをスケジューリングし、基地局は、この端末に割り当てられた資源ブロッ
クを利用してデータを送信する。アップリンクでは、基地局が決まったスケジューリング
規則に従って選択された端末に１個以上の資源ブロックをスケジューリングし、端末機は
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、割り当てられた資源を利用してアップリンクにデータを送信するようになる。
【０１５６】
　スケジューリング以後データを送信した後、フレームを失ってしまったか、または損傷
された場合のエラー制御方法には、ＡＲＱ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）方式とさらに発展した形態のＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ）方式がある。
【０１５７】
　基本的にＡＲＱ方式は、一つフレーム送信後に確認メッセージ（ＡＣＫ）がくることを
待ち、受信側では、正しく受ける場合においてのみ確認メッセージ（ＡＣＫ）を送り、前
記フレームにエラーが生じた場合には、ＮＡＣＫ（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ＡＣＫ）メッセー
ジを送り、エラーが生じた受信フレームは、受信端バッファでその情報を削除する。送信
側でＡＣＫ信号を受けた時には、その以後のフレームを送信するが、ＮＡＣＫメッセージ
を受けた時には、フレームを再送信するようになる。
【０１５８】
　ＡＲＱ方式とは異なり、ＨＡＲＱ方式は、受信されたフレームを復調できない場合に、
受信端では送信端にＮＡＣＫメッセージを送信するが、既に受信したフレームは、一定時
間の間にバッファに格納して、そのフレームが再送信された時に予め受信したフレームと
結合（ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ）して、受信成功率を高める。
【０１５９】
　最近では、基本的なＡＲＱ方式よりはさらに効率的なＨＡＲＱ方式がより広く使用され
ている。このようなＨＡＲＱ方式にも様々な種類があるが、大きくは、再送信するタイミ
ングに応じて同期ＨＡＲＱ（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＨＡＲＱ）と非同期ＨＡＲＱ（ａ
ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＨＡＲＱ）とに分けられ、再送信時に使用する資源の量に対し
てチャネル状態を反映するかどうかによって、チャネル適応的（ｃｈａｎｎｅｌ－ａｄａ
ｐｔｉｖｅ）方式とチャネル非適応的（ｃｈａｎｎｅｌ－ｎｏｎ－ａｄａｐｔｉｖｅ）方
式とに分けられる。
【０１６０】
　同期ＨＡＲＱ方式は、初期送信が失敗した場合、この後の再送信がシステムにより決ま
ったタイミングになされる方式である。すなわち、再送信がなされるタイミングは、初期
送信失敗後に毎４番目の時間単位になされると仮定すると、これは、基地局と端末機との
間に既に約束されているから、追加にこのタイミングに対して知らせる必要はない。ただ
し、データ送信側でＮＡＣＫメッセージを受けた場合、ＡＣＫメッセージを受けるまで毎
４番目の時間単位にフレームを再送信するようになる。
【０１６１】
　これに対し、非同期ＨＡＲＱ方式は、再送信タイミングが新しくスケジューリングされ
るか、追加的なシグナリングを介してなされることができる。以前に失敗したフレームに
対する再送信がなされるタイミングは、チャネル状態などの様々な要因により可変する。
【０１６２】
　チャネル非適応的ＨＡＲＱ方式は、再送信時にフレームの変調（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
）または利用する資源ブロックの数、ＡＭＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ）などが初期送信時に決まったとおりになされる方式である。こ
れとは異なり、チャネル適応的ＨＡＲＱ方式は、これらがチャネルの状態に応じて可変す
る方式である。例えば、送信側で初期送信する時に６個の資源ブロックを利用してデータ
を送信し、以後再送信する時にも、同様に６個の資源ブロックを利用して再送信すること
がチャネル非適応的ＨＡＲＱ方式である。反面、初期には、６個を利用して送信がなされ
たとしても、以後にチャネル状態によっては、６個より大きいか、または小さな数の資源
ブロックを利用して再送信をする方式がチャネル適応的ＨＡＲＱ方式である。
【０１６３】
　このような分類により、各々４通りのＨＡＲＱの組み合わせがなされることができるが
、主に用いられるＨＡＲＱ方式には、非同期チャネル適応的ＨＡＲＱ（ａｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｏｕｓ　ａｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ－ａｄａｐｔｉｖｅ　ＨＡＲＱ）方式と同期チャネル
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非適応的ＨＡＲＱ（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ａｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ－ｎｏｎ－ａｄａ
ｐｔｉｖｅ　ＨＡＲＱ）方式がある。
【０１６４】
　非同期チャネル適応的ＨＡＲＱ方式は、再送信タイミングと使用する資源の量をチャネ
ルの状態に応じて適応的に別にすることによって、再送信効率を極大化させることができ
るが、オーバーヘッドが大きくなるという短所があるから、アップリンクのためには、一
般に考慮されない。
【０１６５】
　一方、同期チャネル非適応的ＨＡＲＱ方式は、再送信のためのタイミングと資源割り当
てがシステム内で約束されているから、このためのオーバーヘッドがほとんどないという
長所があるが、変化の激しいチャネル状態で使用される場合、再送信効率が極めて低くな
るという短所がある。
【０１６６】
　図１０は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおける非同期ＨＡＲＱ
方式の資源割り当て及び再送信過程を示す図である。
【０１６７】
　一方、ダウンリンクを例に挙げて、スケジューリングされてデータが送信された後に端
末からのＡＣＫ／ＮＡＣＫの情報が受信され、再度次のデータが送信されるまでは、図１
０のように時間遅延が発生する。これは、チャネル拡散遅延（Ｃｈａｎｎｅｌ　ｐｒｏｐ
ａｇａｔｉｏｎ　ｄｅｌａｙ）とデータデコード及びデータエンコーディングにかかる時
間により発生する遅延である。
【０１６８】
　このような遅延区間の間に、空白のないデータ送信のために独立的なＨＡＲＱプロセス
（ｐｒｏｃｅｓｓ）を使用して送信する方法が用いられている。例えば、次のデータ送信
とその次のデータ送信までの最短周期が７サブフレームであると、７個の独立的なプロセ
スをおくならば、空白なしでデータ送信ができるようになる。
【０１６９】
　ＬＴＥ物理階層は、ＰＤＳＣＨ及びＰＵＳＣＨでＨＡＲＱを支援し、別の制御チャネル
で関連した受信応答（ＡＣＫ）フィードバックを送信する。
【０１７０】
　ＬＴＥ　ＦＤＤシステムでは、ＭＩＭＯとして動作しない場合、８個のＳＡＷ（Ｓｔｏ
ｐ－Ａｎｄ－Ｗａｉｔ）ＨＡＲＱプロセスが８ｍｓの一定のＲＴＴ（Ｒｏｕｎｄ－Ｔｒｉ
ｐ　Ｔｉｍｅ）でアップリンク及びダウンリンクともで支援される。
【０１７１】
　図１１は、本発明が適用されることができるＬＴＥ　ＦＤＤシステムにおいてダウンリ
ンクＨＡＲＱプロセスを示す図で、図１２は、本発明が適用されることができるＬＴＥ　
ＦＤＤシステムにおいてアップリンクＨＡＲＱプロセスを示す図である。
【０１７２】
　各々のＨＡＲＱプロセスは、３ビット大きさの固有のＨＡＲＱプロセス識別子（ＨＡＲ
Ｑ　ＩＤ：ＨＡＲＱ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）によって定義され、受信
端（すなわち、ダウンリンクＨＡＲＱプロセスではＵＥ、アップリンクＨＡＲＱプロセス
ではｅＮｏｄｅＢ）では、再送信されたデータの結合のための個別的なソフトバッファ割
り当てが必要である。
【０１７３】
　また、ＨＡＲＱ動作のために、ダウンリンク制御情報内に新しいデータ指示子（ＮＤＩ
：Ｎｅｗ　Ｄａｔａ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、リダンダンシーバージョン（ＲＶ：Ｒｅｄ
ｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）、変調及びコーディング技法（ＭＣＳ：ｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）フィールドが定義される。ＮＤＩフィ
ールドは、新しいパケット送信が始まるごとにトグル（ｔｏｇｇｌｅｄ）される。ＲＶフ
ィールドは、送信または再送信のために選択されたＲＶを指示する。ＭＣＳフィールドは
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、変調及びコーディング技法レベルを指示する。
【０１７４】
　ＬＴＥシステムのダウンリンクＨＡＲＱプロセスは、適応的（ａｄａｐｔｉｖｅ）非同
期（ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ）方式である。したがって、毎ダウンリンク送信ごとにＨ
ＡＲＱプロセスのためのダウンリンク制御情報が明示的に伴われる。
【０１７５】
　ＬＴＥシステムのアップリンクＨＡＲＱプロセスは、同期（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ）
方式として、適応的または非適応的（ｎｏｎ－ａｄａｐｔｉｖｅ）方式ともが可能である
。アップリンク非適応的ＨＡＲＱ技法は、明示的な制御情報のシグナリングが伴われない
から、連続的なパケット送信のために、予め設定されたＲＶシーケンス（例えば、０，２
，３，１，０，２，３，１，．．．）が要求される。反面、アップリンク適応的ＨＡＲＱ
技法は、ＲＶが明示的にシグナリングされる。制御シグナリングを最小化するために、Ｒ
Ｖ（またはＭＣＳ）が他の制御情報と結合されるアップリンクモードもまた支援される。
【０１７６】
　（制限されたバッファレートマッチング（ＬＢＲＭ：Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｂｕｆｆｅｒ　
Ｒａｔｅ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ））
　ＨＡＲＱ動作を支援するために、ＬＬＲ（Ｌｏｇ－Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　Ｒａｔｉｏ
）格納に要求される全体メモリ（すべてのＨＡＲＱプロセスにかけて）、すなわちＵＥ　
ＨＡＲＱソフトバッファ大きさによってＵＥ具現の複雑度が増大する。
【０１７７】
　ＬＢＲＭ（Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｒａｔｅ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ）の目的は、
ピークデータレート（ｐｅａｋ　ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ）を維持しシステム性能（ｐｅｒ
ｆｏｒｍａｎｃｅ）に及ぼす影響を最小化しながら、ＵＥ　ＨＡＲＱソフトバッファの大
きさを減少させるためである。ＬＢＲＭは、所定大きさよりさらに大きな送信ブロック（
ＴＢ）のためのコードブロックセグメントの仮像サーキュラーバッファの長さを短縮させ
る。ＬＢＲＭとして、ＴＢに対したマザーコードレート（ｍｏｔｈｅｒ　ｃｏｄｅ　ｒａ
ｔｅ）は、ＴＢ大きさ及びＴＢに対して割り当てられたＵＥソフトバッファ大きさの関数
となる。例えば、ＦＤＤ運営及び最も低いカテゴリーのＵＥ（すなわち、空間多重化（ｓ
ｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）を支援しないＵＥカテゴリー１及び２）のた
めに、バッファに対する制限は、トランスペアレント（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）である
。すなわち、ＬＢＲＭは、ソフトバッファの短縮をもたらさない。高いカテゴリーのＵＥ
（すなわち、ＵＥカテゴリー３、４及び５）の場合、ソフトバッファの大きさは、８個の
ＨＡＲＱプロセスと最大ＴＢに対した２／３のマザーコードレート（ｍｏｔｈｅｒ　ｃｏ
ｄｅ　ｒａｔｅ）に該当する５０％のバッファ減少を仮定して計算される。ｅＮＢは、Ｕ
Ｅのソフトバッファ用量を知っているから、与えられたＴＢのすべての（再）送信に対し
てＵＥのＨＡＲＱソフトバッファに格納されうる仮像のサーキュラーバッファ（ＶＣＢ：
ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｉｒｃｕｌａｒ　ｂｕｆｆｅｒ）でそのコードビットを送信する。
【０１７８】
　（ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ））
　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄの要求に応えて、システムの性能向上のためにＣｏＭＰ送信
が提案された。
【０１７９】
　ＣｏＭＰは、特定ＵＥとｅＮＢ、（Ａｃｃｅｓｓ）Ｐｏｉｎｔあるいはセル（Ｃｅｌｌ
）間の通信をより円滑にするために、２個以上のｅＮＢ、（Ａｃｃｅｓｓ）Ｐｏｉｎｔあ
るいはセルが互いに協力してＵＥと通信する方式のことを言う。ＣｏＭＰは、ｃｏ－ＭＩ
ＭＯ、ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　ＭＩＭＯ、ｎｅｔｗｏｒｋ　ＭＩＭＯなどとも呼ば
れる。ＣｏＭＰは、セル境界に位置した端末の性能を向上させ、平均セル（セクター）の
効率（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）を向上させると予想される。
【０１８０】
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　本明細書では、ｅＮＢ、（Ａｃｃｅｓｓ）Ｐｏｉｎｔ、あるいはＣｅｌｌを同じ意味と
して使用する。
【０１８１】
　一般に、セル間干渉（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）は、周波数
再使用指数が１である多重－セル環境でセル境界に位置した端末の性能及び平均セル（セ
クター）効率を低下させる。セル間干渉を緩和させるために、干渉制限的な（ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ－ｌｉｍｉｔｅｄ）環境でセル境界に位置した端末が適正な性能効率を有
するようＬＴＥシステムでは、部分周波数再使用（ＦＦＲ：Ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅｕｓｅ）のような単純な受動的な方法が適用された。しかしながら
、各セル当たりの周波数資源の　使用を減少させる代わりに、端末が受信しなければなら
ない信号（ｄｅｓｉｒｅｄ　ｓｉｇｎａｌ）としてセル間干渉を再使用するか、またはセ
ル間干渉を緩和させる方法がより利益になる。上述の目的を達成するために、ＣｏＭＰ送
信方式が適用されることができる。
【０１８２】
　ダウンリンクに適用されることができるＣｏＭＰ方式は、ＪＰ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ）方式とＣＳ／ＣＢ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／Ｂ
ｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）方式とに分類できる。
【０１８３】
　ＪＰ方式の場合、ＣｏＭＰを行う各ｅＮＢからＵＥへのデータが瞬間的に同時にＵＥに
送信され、ＵＥは、各ｅＮＢからの信号を結合して受信性能を向上させるようになる。反
面、ＣＳ／ＣＢの場合、一つのＵＥへのデータは、瞬間的に一つのｅＮＢを介して送信さ
れ、ＵＥが他のｅＮＢへの干渉が最小になるように、スケジューリング（Ｓｃｈｅｄｕｌ
ｉｎｇ）またはビーム形成（Ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）がなされる。
【０１８４】
　ＪＰ方式において、データは、ＣｏＭＰ単位の各ポイント（基地局）で使用されること
ができる。ＣｏＭＰ単位は、ＣｏＭＰ方式で利用される基地局の集合を意味する。ＪＰ方
式は、また連合送信（ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）方式と動的セル選択（ｄ
ｙｎａｍｉｃ　ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）方式とに分類できる。
【０１８５】
　連合送信方式は、ＣｏＭＰ単位で全体または一部分である複数のポイントからＰＤＳＣ
Ｈを介して信号が同時に送信される方式を意味する。すなわち、単一の端末に送信される
データは、複数の送信ポイントから同時に送信されることができる。このような連合送信
方式を介して可干渉的（ｃｏｈｅｒｅｎｔｌｙ）ないし非干渉的（ｎｏｎ－ｃｏｈｅｒｅ
ｎｔｌｙ）に関わらず端末に送信される信号の品質を高めることができ、さらに他の端末
との干渉を積極的に除去できる。
【０１８６】
　動的セル選択方式は、ＣｏＭＰ単位で単一のポイントからＰＤＳＣＨを介して信号が送
信される方式を意味する。すなわち、特定時間に単一の端末に送信されるデータは、単一
のポイントから送信され、ＣｏＭＰ単位内の他のポイントでは、前記端末にデータを送信
しない。端末にデータを送信するポイントは、動的に選択されることができる。
【０１８７】
　ＣＳ／ＣＢ方式によれば、ＣｏＭＰ単位は、単一の端末へのデータ送信のために、協力
してビーム形成を行うようになる。すなわち、サービングセルにおいてのみ端末にデータ
を送信するが、ユーザスケジューリング／ビーム形成は、ＣｏＭＰ単位内の複数のセル間
の協力を介して決定されることができる。
【０１８８】
　アップリンクの場合、ＣｏＭＰ受信は、地理的に分離された複数のポイント間の協力に
よって送信された信号を受信することを意味する。アップリンクに適用されることができ
るＣｏＭＰ方式は、ＪＲ（Ｊｏｉｎｔ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）方式とＣＳ／ＣＢ（Ｃｏｏ
ｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／Ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）方式とに分類でき
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る。
【０１８９】
　ＪＲ方式は、ＣｏＭＰ単位で全体または一部分である複数のポイントがＰＤＳＣＨを介
して送信された信号を受信する方式を意味する。ＣＳ／ＣＢ方式は、単一のポイントにお
いてのみＰＤＳＣＨを介して送信された信号を受信するようになるが、ユーザスケジュー
リング／ビーム形成は、ＣｏＭＰ単位内の複数のセル間の協力を介して決定されることが
できる。
【０１９０】
　（ＣＡ基盤ＣｏＭＰ動作）
　ＬＴＥ以後システムにおいてＬＴＥでのＣＡ（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ）機能を利用して、ＣｏＭＰ（ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｍｕｌｔｉ－ｐｏｉｎｔ）送
信を具現できる。
【０１９１】
　図１３は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるキャリア併合基
盤ＣｏＭＰシステムを示す図である。
【０１９２】
　図１３を参照すると、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）キャリアとセコンダリーセル（Ｓ
ｃｅｌｌ）キャリアは、周波数軸として同じ周波数帯域を使用し、地理的に離れられた二
つのｅＮＢに各々割り当てられた場合を示す。
【０１９３】
　ＵＥ１にサービング基地局（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｅＮＢ）がＰｃｅｌｌを割り当て、多く
の干渉を与える隣接基地局でＳｃｅｌｌを割り当てて、ＪＴ、ＣＳ／ＣＢ、動的セル選択
など、多様なＤＬ／ＵＬ　ＣｏＭＰ動作が可能でありうる。
【０１９４】
　図１３では、ＵＥが二つのｅＮＢを各々ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌに併合する例を示して
いるが、実際には、一つのＵＥが３個以上のセルを併合し、そのうち、一部セルは、同一
周波数帯域でＣｏＭＰ動作を行い、他のセルは、他の周波数帯域で単純ＣＡ動作を行うこ
とも可能であり、このとき、ＰＣｅｌｌは、必ずＣｏＭＰ動作に参加する必要はない。
【０１９５】
　（参照信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ））
　無線通信システムにおけるデータは、無線チャネルを介して送信されるから、信号は、
送信途中に歪曲できる。受信端で歪曲された信号を正確に受信するために、受信された信
号の歪曲は、チャネル情報を利用して補正されなければならない。チャネル情報を検出す
るために、送信側と受信側とも知っている信号送信方法と信号がチャネルを介して送信さ
れる時に歪曲された程度を利用してチャネル情報を検出する方法を主に利用する。上述の
信号をパイロット信号または参照信号（ＲＳ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）とい
う。
【０１９６】
　また、最近、大部分の移動通信システムにおいてパケットを送信する時に、いままで一
個の送信アンテナと一個の受信アンテナを使用したことから脱皮して、多重送信アンテナ
と多重受信アンテナを採択して、送受信データ効率を向上させることができる方法を使用
する。多重入出力アンテナを利用してデータを送受信する時に、信号を正確に受信するた
めに、送信アンテナと受信アンテナとの間のチャネル状態が検出されなければならない。
したがって、各送信アンテナは、個別的な参照信号を持たなければならない。
【０１９７】
　移動通信システムにおけるＲＳは、その目的によって大きく２通りに区分されることが
できる。チャネル情報獲得のための目的のＲＳとデータ復調のために使用されるＲＳがあ
る。前者は、ＵＥがダウンリンクへのチャネル情報を獲得するのにその目的があるので、
広帯域に送信されなければならず、特定サブフレームでダウンリンクデータを受信しない
ＵＥでもそのＲＳを受信し測定できなければならない。また、これは、ハンドオーバーな
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どの測定などのためにも使用される。後者は、基地局がダウンリンクを送信する時に該当
リソースに共に送信するＲＳであって、ＵＥは、該当ＲＳを受信することによってチャネ
ル推定を行うことができ、したがって、データを復調できるようになる。このＲＳは、デ
ータが送信される領域に送信されなければならない。
【０１９８】
　５個タイプのダウンリンク参照信号が定義される。
【０１９９】
　－セル特定参照信号（ＣＲＳ：ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓ
ｉｇｎａｌ）
　－ＭＢＳＦＮ参照信号（ＭＢＳＦＮ　ＲＳ：ｍｕｌｔｉｃａｓｔ－ｂｒｏａｄｃａｓｔ
　ｓｉｎｇｌｅ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎ
ａｌ）
　－端末特定参照信号または復調参照信号（ＤＭ－ＲＳ：ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）
　－ポジショニング参照信号（ＰＲＳ：ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
ｓｉｇｎａｌ）
　－チャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ：ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）
　ダウンリンクアンテナポート別に一つの参照信号が送信される。
【０２００】
　ＣＲＳは、ＰＤＳＣＨ送信を支援するセル内のすべてのダウンリンクサブフレームにお
いて送信される。ＣＲＳは、アンテナポート０－３のうち、一つ以上から送信される。Ｃ
ＲＳは、Δｆ＝１５ｋＨｚにおいてのみ定義される。
【０２０１】
　ＭＢＳＦＮ　ＲＳは、物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が送信される時においてのみＭＢＳＦＮサブフレー
ムのＭＢＳＦＮ領域から送信される。ＭＢＳＦＮ　ＲＳは、アンテナポート４から送信さ
れる。ＭＢＳＦＮ　ＲＳは、拡張ＣＰにおいてのみ定義される。
【０２０２】
　ＤＭ－ＲＳは、ＰＤＳＣＨの送信のために支援され、アンテナポートｐ＝５，ｐ＝７，
ｐ＝８またはｐ＝７，８，．．．，υ＋６から送信される。ここで、υは、ＰＤＳＣＨ送
信のために使用されるレイヤーの数である。ＤＭ－ＲＳは、ＰＤＳＣＨ送信が該当アンテ
ナポートで連係される場合においてのみ、ＰＤＳＣＨ復調のために存在し有効である。Ｄ
Ｍ－ＲＳは、該当ＰＤＳＣＨがマッピングされる資源ブロック（ＲＢ）においてのみ送信
される。
【０２０３】
　アンテナポート（ｐ）と無関係にＤＭ－ＲＳ以外に物理チャネルまたは物理信号のうち
、いずれか一つがＤＭ－ＲＳが送信される資源要素（ＲＥ）と同じインデックス対（ｋ、
ｌ）のＲＥを使用して送信されると、該当インデックス対（ｋ、ｌ）のＲＥではＤＭ－Ｒ
Ｓが送信されない。
【０２０４】
　ＰＲＳは、ＰＲＳ送信のために設定されたダウンリンクサブフレーム内の資源ブロック
においてのみ送信される。
【０２０５】
　一つのセル内で一般サブフレーム及びＭＢＳＦＮサブフレームともがポジショニングサ
ブフレームに設定されると、ＰＲＳ送信のために設定されたＭＢＳＦＮサブフレーム内の
ＯＦＤＭシンボルは、サブフレーム＃０と同じＣＰを使用する。一つのセル内においてＭ
ＢＳＦＮサブフレームだけがポジショニングサブフレームに設定されると、該当サブフレ
ームのＭＢＳＦＮ領域内のＰＲＳのために設定されたＯＦＤＭシンボルは、拡張ＣＰを使
用する。



(33) JP 6389905 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

【０２０６】
　ＰＲＳ送信のために設定されたサブフレーム内で、ＰＲＳ送信のために設定されたＯＦ
ＤＭシンボルの開始地点は、すべてのＯＦＤＭシンボルがＰＲＳ送信のために設定された
ＯＦＤＭシンボルと同じＣＰ長を有するサブフレームの開始地点と同一である。
【０２０７】
　ＰＲＳは、アンテナポート６から送信される。
【０２０８】
　ＰＲＳは、アンテナポート（ｐ）と無関係に物理放送チャネル（ＰＢＣＨ：Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＳＳまたはＳＳＳに割り当てられた
ＲＥ（ｋ、ｌ）にマッピングされない。
【０２０９】
　ＰＲＳは、Δｆ＝１５ｋＨｚにおいてのみ定義される。
【０２１０】
　ＣＳＩ－ＲＳは、それぞれｐ＝１５，ｐ＝１５，１６，ｐ＝１５，．．．，１８及びｐ
＝１５，．．．，２２を使用して、１、２４または８個のアンテナポートから送信される
。
【０２１１】
　ＣＳＩ－ＲＳは、Δｆ＝１５ｋＨｚにおいてのみ定義される。
【０２１２】
　参照信号についてさらに詳細に説明する。
【０２１３】
　ＣＲＳは、セル内のすべての端末が共有するチャネル状態に対する情報獲得及びハンド
オーバなどの測定などのための参照信号である。ＤＭ－ＲＳは、特定端末だけのためにデ
ータ復調のために使用される。このような参照信号を利用して、復調（ｄｅｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ）とチャネル測定（ｃｈａｎｎｅｌ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）のための情報を
提供できる。すなわち、ＤＭ－ＲＳは、データ復調用としてのみ使用され、ＣＲＳは、チ
ャネル情報獲得及びデータ復調の２通りの目的ですべて使用される。
【０２１４】
　受信側（すなわち、端末）は、ＣＲＳからチャネル状態を測定し、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒ
ｉｘ　Ｉｎｄｅｘ）及び／またはＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）のようなチャネ
ル品質と関連した指示子を送信側（すなわち、基地局）にフィードバックする。ＣＲＳは
、セル特定基準信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）ともいう。反面、チャネル状
態情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のフィードバ
ックと関連した参照信号をＣＳＩ－ＲＳと定義することができる。
【０２１５】
　ＤＭ－ＲＳは、ＰＤＳＣＨ上のデータ復調が必要な場合、資源要素を介して送信される
ことができる。端末は、上位階層を介してＤＭ－ＲＳの存在有無を受信することができ、
相応するＰＤＳＣＨがマッピングされた時においてのみ有効である。ＤＭ－ＲＳを端末特
定参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）または復調参照信号（ＤＭＲＳ：Ｄｅｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ　ＲＳ）ということができる。
【０２１６】
　図１４は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるダウンリンク資
源ブロック対にマッピングされた参照信号パターンを示す。
【０２１７】
　図１４を参照すると、参照信号がマッピングされる単位としてダウンリンク資源ブロッ
ク対は、時間領域において一つのサブフレーム×周波数領域において１２個の副搬送波で
表すことができる。すなわち、時間軸（ｘ軸）上において一つの資源ブロック対は、一般
循環前置（ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ：ｎｏｒｍａｌ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）である場
合、１４個のＯＦＤＭシンボルの長さを有し（図１４（ａ）の場合）、拡張循環前置（ｅ
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ｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ：ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）である場合、
１２個のＯＦＤＭシンボルの長さを有する（図１４（ｂ）の場合）。資源ブロック格子に
おいて「０」、「１」、「２」及び「３」と記載された資源要素（ＲＥｓ）は、各々アン
テナポートインデックス「０」、「１」、「２」及び「３」のＣＲＳの位置を意味し、「
Ｄ」と記載された資源要素は、ＤＭ－ＲＳの位置を意味する。
【０２１８】
　以下、ＣＲＳについてさらに詳細に述べると、ＣＲＳは、物理的アンテナのチャネルを
推定するために使用され、セル内に位置したすべての端末に共通的に受信されることがで
きる参照信号として全体周波数帯域に分布する。すなわち、このＣＲＳは、ｃｅｌｌ－ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃなシグナルであって、広帯域に対して毎サブフレームごとに送信される。
また、ＣＲＳは、チャネル品質情報（ＣＳＩ）及びデータ復調のために利用されることが
できる。
【０２１９】
　ＣＲＳは、送信側（基地局）でのアンテナ配列に応じて多様なフォーマットで定義され
る。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム（例えば、リールリーズ－８）では、基地局の送信アンテ
ナ数に応じて、最大４個のアンテナポートに対するＲＳが送信される。ダウンリンク信号
送信側は、単一の送信アンテナ、２個の送信アンテナ及び４個の送信アンテナのように、
３種類のアンテナ配列を有する。例えば、基地局の送信アンテナの数が２個である場合、
０番と１番のアンテナポートに対するＣＲＳが送信され、４個である場合、０～３番のア
ンテナポートに対するＣＲＳが各々送信される。基地局の送信アンテナが４個である場合
、一つのＲＢでのＣＲＳパターンは、図１１のとおりである。
【０２２０】
　基地局が単一の送信アンテナを使用する場合、単一アンテナポートのための参照信号が
配列される。
【０２２１】
　基地局が２個の送信アンテナを使用する場合、２個の送信アンテナポートのための参照
信号は、時分割多重化（ＴＤＭ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）及び／または周波数分割多重化（ＦＤＭ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式を利用して配列される。すなわち、２個のアンテナポー
トのための参照信号は、各々が区別されるために、互いに異なる時間資源及び／または互
いに異なる周波数資源が割り当てられる。
【０２２２】
　その上、基地局が４個の送信アンテナを使用する場合、４個の送信アンテナポートのた
めの参照信号は、ＴＤＭ及び／またはＦＤＭ方式を利用して配列される。ダウンリンク信
号の受信側（端末）によって測定されたチャネル情報は、単一の送信アンテナ送信、送信
ダイバーシチ、閉鎖ループ空間多重化（ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、開放ループ空間多重化（ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ
　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）または多重ユーザ－多重入出力アンテナ（Ｍｕｌｔｉ－Ｕ
ｓｅｒ　ＭＩＭＯ）のような送信方式を利用して、送信されたデータを復調するために使
用されることができる。
【０２２３】
　多重入出力アンテナが支援される場合、参照信号が特定のアンテナポートから送信され
る時、前記参照信号は、参照信号のパターンに応じて特定された資源要素の位置に送信さ
れ、他のアンテナポートのために特定された資源要素の位置に送信されない。すなわち、
互いに異なるアンテナ間の参照信号は、互いに重ならない。
【０２２４】
　資源ブロックにＣＲＳをマッピングする規則は、以下のように定義される。
【０２２５】
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【数１２】

【０２２６】
　式１２中、ｋ及びｌは、それぞれ副搬送波インデックス及びシンボルインデックスを表
し、ｐは、アンテナポートを表す。Ｎ＿ｓｙｍｂ＾ＤＬは、一つのダウンリンクスロット
でのＯＦＤＭシンボルの数を表し、Ｎ＿ＲＢ＾ＤＬは、ダウンリンクに割り当てられた無
線資源の数を表す。ｎ＿ｓは、スロットインデックスを表し、Ｎ＿ＩＤ＾ｃｅｌｌは、セ
ルＩＤを表す。ｍｏｄは、モジュロ（ｍｏｄｕｌｏ）演算を表す。参照信号の位置は、周
波数領域においてｖ＿ｓｈｉｆｔ値に応じて変わる。ｖ＿ｓｈｉｆｔは、セルＩＤ（すな
わち、物理レイヤーセルＩＤ）に従属するので、参照信号の位置は、セルに応じて多様な
周波数偏移（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｈｉｆｔ）値を有する。
【０２２７】
　さらに具体的に、ＣＲＳを介してチャネル推定性能を向上させるために、ＣＲＳの位置
は、セルに応じて周波数領域で偏移されることができる。例えば、参照信号が３個の副搬
送波の間隔で位置する場合、一つのセルでの参照信号は、３ｋ番目の副搬送波に割り当て
られ、他のセルでの参照信号は、３ｋ＋１番目の副搬送波に割り当てられる。一つのアン
テナポートの観点で参照信号は、周波数領域で６個の資源要素間隔で配列され、さらに他
のアンテナポートに割り当てられた参照信号とは、３個の資源要素間隔で分離される。
【０２２８】
　時間領域において参照信号は、各スロットのシンボルインデックス０から始めて、同一
間隔（ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）で配列される。時間間隔は、循環前置長に
応じて異なるように定義される。一般循環前置の場合、参照信号は、スロットのシンボル
インデックス０と４に位置し、拡張循環前置の場合、参照信号は、スロットのシンボルイ
ンデックス０と３に位置する。２個のアンテナポートのうち、最大値を有するアンテナポ
ートのための参照信号は、一つのＯＦＤＭシンボル内に定義される。したがって、４個の
送信アンテナ送信の場合、参照信号アンテナポート０と１のための参照信号は、スロット
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位置し、アンテナポート２と３のための参照信号は、スロットのシンボルインデックス１
に位置する。アンテナポート２と３のための参照信号の周波数領域での位置は、２番目の
スロットにおいて互いに交換される。
【０２２９】
　以下、ＤＭ－ＲＳについてさらに詳細に述べると、ＤＭ－ＲＳは、データを復調するた
めに使用される。多重入出力アンテナ送信において特定の端末のために使用される先行符
号化（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）加重値は、端末が参照信号を受信した時に各送信アンテナか
ら送信された送信チャネルと結合されて相応するチャネルを推定するために変更無しで使
用される。
【０２３０】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム（例えば、リールリーズ－８）は、最大４個の送信アンテナ
を支援し、ランク１ビーム形成（ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）のためのＤＭ－ＲＳが定義さ
れる。ランク１ビーム形成のためのＤＭ－ＲＳは、またアンテナポートインデックス５の
ための参照信号を示す。
【０２３１】
　資源ブロックにＤＭ－ＲＳをマッピングする規則は、次の通りに定義される。式１３は
、一般循環前置である場合を表し、式１４は、拡張循環前置である場合を表す。
【０２３２】
【数１３】

【０２３３】
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【数１４】

【０２３４】
　式１３及び式１４中、ｋ及びｌは、各々副搬送波インデックス及びシンボルインデック
スを表し、ｐは、アンテナポートを表す。Ｎ＿ｓｃ＾ＲＢは、周波数領域で資源ブロック
の大きさを表し、副搬送波の数で表現される。ｎ＿ＰＲＢは、物理資源ブロックの数を表
す。Ｎ＿ＲＢ＾ＰＤＳＣＨは、ＰＤＳＣＨ送信のための資源ブロックの周波数帯域を表す
。ｎ＿ｓは、スロットインデックスを表し、Ｎ＿ＩＤ＾ｃｅｌｌは、セルＩＤを表す。ｍ
ｏｄは、モジュロ（ｍｏｄｕｌｏ）演算を表す。参照信号の位置は、周波数領域でｖ＿ｓ
ｈｉｆｔ値に応じて変わる。ｖ＿ｓｈｉｆｔは、セルＩＤ（すなわち、物理レイヤーセル
ＩＤ）に従属するので、参照信号の位置は、セルに応じて多様な周波数偏移（ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｓｈｉｆｔ）値を有する。
【０２３５】
　（ＰＤＳＣＨ受信のためのＵＥ手順）
　上位階層パラメータ「ｍｂｓｆｎ－ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ」により指
示されたサブフレーム（ら）を除いて、端末は、サブフレーム内で自分に意図された（ｉ
ｎｔｅｎｄｅｄ）ＤＣＩフォーマット１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂまた
は２Ｃを伝達するサービングセルのＰＤＣＣＨを検出するとき、上位階層で定義された送
信ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）の数に制限されて、同じサブフレームに
おいて端末は、該当ＰＤＳＣＨをデコードする。
【０２３６】
　端末は、自分に意図された（ｉｎｔｅｎｄｅｄ）ＤＣＩフォーマット１Ａ、１Ｃを伝達
するＳＩ－ＲＮＴＩまたはＰ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有する検出さ
れたＰＤＣＣＨに応じてＰＤＳＣＨをデコードし、該当ＰＤＳＣＨが伝達される資源ブロ
ック（ＲＢ）では、ＰＲＳが存在しないと仮定する。
【０２３７】
　サービングセルに対するキャリア指示フィールド（ＣＩＦ：ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ）が設定される端末は、キャリア指示フィールドが共通サーチス
ペース（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）内のサービングセルのいかなるＰＤ
ＣＣＨでも存在しないと仮定する。
【０２３８】
　それとも、ＰＤＣＣＨ　ＣＲＣがＣ－ＲＮＴＩまたはＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによりスク
ランブルされるとき、ＣＩＦが設定される端末は、サービングセルに対するＣＩＦが端末
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特定サーチスペース（ＵＥ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）内に位置す
るＰＤＣＣＨに存在すると仮定する。
【０２３９】
　端末がＳＩ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコード
するよう上位階層により設定されると、端末は、以下の表３で定義された組み合わせに応
じてＰＤＣＣＨ及び該当ＰＤＳＣＨをデコードする。このＰＤＣＣＨ（ら）に対応するＰ
ＤＳＣＨは、ＳＩ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉ
ｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）される。
【０２４０】
　表３は、ＳＩ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを例示する。
【０２４１】
【表３】

【０２４２】
　端末がＰ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコードす
るよう、上位階層により設定されると、端末は、以下の表４で定義された組み合わせに応
じて、ＰＤＣＣＨと該当ＰＤＳＣＨをデコードする。このＰＤＣＣＨ（ら）に対応するＰ
ＤＳＣＨは、Ｐ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉｔ
ｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）される。
【０２４３】
　表４は、Ｐ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを例示する。
【０２４４】
【表４】

【０２４５】
　端末がＲＡ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコード
するよう上位階層により設定されると、端末は、以下の表５で定義された組み合わせに応
じて、ＰＤＣＣＨと該当ＰＤＳＣＨをデコードする。このＰＤＣＣＨ（ら）に対応するＰ
ＤＳＣＨは、ＲＡ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉ
ｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）される。
【０２４６】
　表５は、ＲＡ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを例示する。
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【０２４７】
【表５】

【０２４８】
　端末は、モード１ないしモード９のように、９通りの送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ｍｏｄｅ）のうちの一つに応じて、ＰＤＣＣＨを介してシグナリングされたＰＤ
ＳＣＨデータ送信を受信するように、上位階層シグナリングを介して半静的に（ｓｅｍｉ
－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）設定されることができる。
【０２４９】
　フレーム構造タイプ１の場合、
　－端末は、一般ＣＰを有するＰＤＣＣＨのためのＯＦＤＭシンボルの数が４である、あ
るサブフレーム内でもアンテナポート５から送信されるＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信しない。
【０２５０】
　－仮に、仮像資源ブロック（ＶＲＢ：ｖｉｒｔｕａｌ　ＲＢ）対がマッピングされる２
個の物理資源ブロック（ＰＲＢ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＲＢ）のうち、いずれか一つでも同
一サブフレーム内でＰＢＣＨ、プライマリ、またはセコンダリー同期信号が送信される周
波数と重なると、端末は、該当２個のＰＲＢでアンテナポート５、７、８、９、１０、１
１、１２、１３または１４から送信されるＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信しない。
【０２５１】
　－端末は、分散されたＶＲＢ資源割り当て（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＶＲＢ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）が指定された（ａｓｓｉｇｎｅｄ）アンテナポート
７から送信されるＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信しない。
【０２５２】
　－端末は、割り当てられたすべてのＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信できない場合、ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋのデコードを省略（ｓｋｉｐ）できる。端末がデコードを省略（ｓ
ｋｉｐ）すると、物理階層は、上位階層にｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋが成功的にデ
コードされなかったと指示する。
【０２５３】
　フレーム構造タイプ２の場合、
　－端末は、一般ＣＰを有するＰＤＣＣＨのためのＯＦＤＭシンボルの数が４である、あ
るサブフレーム内でもアンテナポート５から送信されるＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信しない。
【０２５４】
　－仮に、ＶＲＢ対がマッピングされる２個のＰＲＢのうち、いずれか一つでも同一サブ
フレーム内でＰＢＣＨが送信される周波数と重なると、端末は、該当２個のＰＲＢでアン
テナポート５から送信されるＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信しない。
【０２５５】
　－仮に、ＶＲＢ対がマッピングされる２個のＰＲＢのうち、いずれか一つでも同一サブ
フレーム内でプライマリまたはセコンダリー同期信号が送信される周波数と重なると、端
末は、該当２個のＰＲＢでアンテナポート７、８、９、１０、１１、１２、１３または１
４から送信されるＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信しない。
【０２５６】
　－一般ＣＰが設定される場合、端末は、アップリンク－ダウンリンク構成＃１または＃
６でスペシャルサブフレーム内で分散されたＶＲＢ資源割り当てが指定された（ａｓｓｉ
ｇｎｅｄ）アンテナポート５でＰＤＳＣＨを受信しない。
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【０２５７】
　－端末は、分散されたＶＲＢ資源割り当てが指定された（ａｓｓｉｇｎｅｄ）アンテナ
ポート７でＰＤＳＣＨを受信しない。
【０２５８】
　－端末は、割り当てられたすべてのＰＤＳＣＨ　ＲＢを受信できないと、ｔｒａｎｓｐ
ｏｒｔ　ｂｌｏｃｋのデコードを省略（ｓｋｉｐ）できる。端末がデコードを省略（ｓｋ
ｉｐ）すると、物理レイヤーは、上位階層にｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋが成功的に
デコードされなかったと指示する。
【０２５９】
　端末がＣ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコードす
るよう上位階層により設定されると、以下の表６で定義された各組み合わせに応じて、端
末は、ＰＤＣＣＨと該当ＰＤＳＣＨをデコードする。このＰＤＣＣＨ（ら）に対応するＰ
ＤＳＣＨは、Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉｔ
ｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）される。
【０２６０】
　端末がサービングセルに対するＣＩＦが設定されるか、端末がＣ－ＲＮＴＩによりスク
ランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコードするよう上位階層により設定される
と、端末は、デコードされたＰＤＣＣＨ内のＣＩＦ値により指示されたサービングセルの
ＰＤＳＣＨをデコードする。
【０２６１】
　送信モード３、４、８または９の端末がＤＣＩフォーマット１Ａ承認（ａｓｓｉｇｎｍ
ｅｎｔ）を受信すると、端末は、ＰＤＳＣＨ送信がｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ１と
関連し、ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ２は、使用不能（ｄｉｓａｂｌｅｄ）であると
仮定する。
【０２６２】
　端末が送信モード７に設定されると、このＰＤＣＣＨ（ら）に該当する端末特定参照信
号は、Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化される。
【０２６３】
　拡張ＣＰがダウンリンクで使用されると、端末は、送信モード８を支援しない。
【０２６４】
　端末が送信モード９に設定されるとき、端末が自分に意図された（ｉｎｔｅｎｄｅｄ）
ＤＣＩフォーマット１Ａまたは２Ｃを伝達するＣ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣ
ＲＣを有するＰＤＣＣＨを検出すると、端末は、上位階層パラメータ（「ｍｂｓｆｎ－Ｓ
ｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ」）により指示されたサブフレームで該当ＰＤＳＣ
Ｈをデコードする。ただし、上位階層によりＰＭＣＨをデコードするよう設定されるか、
ＰＲＳ時点は、ＭＢＳＦＮサブフレーム内においてのみ設定され、サブフレーム＃０にお
いて使用されたＣＰ長が一般ＣＰで、上位階層によりＰＲＳ時点（ｏｃｃａｓｉｏｎ）の
一部として設定されたサブフレームは除く。
【０２６５】
　表６は、Ｃ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを例示する。
【０２６６】
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【表６－１】

【０２６７】
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【表６－２】

【０２６８】
　端末がＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデ
コードするよう上位階層により設定されると、端末は、以下の表７に定義された各組み合
わせによってプライマリセルのＰＤＣＣＨ及びプライマリセルの該当ＰＤＳＣＨをデコー
ドする。ＰＤＳＣＨが該当ＰＤＣＣＨ無しで送信される場合、同じＰＤＳＣＨ関連構成を
適用する。このＰＤＣＣＨに該当ＰＤＳＣＨとＰＤＣＣＨのないＰＤＳＣＨは、ＳＰＳ　
Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化される。
【０２６９】
　端末が送信モード７に設定される時、このＰＤＣＣＨ（ら）と対応する端末特定参照信
号は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化される。
【０２７０】
　端末が送信モード９に設定される時、端末が自分に意図された（ｉｎｔｅｎｄｅｄ）Ｄ
ＣＩフォーマット１Ａまたは２Ｃを伝達するＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨまたは自分に意図された（ｉｎｔｅｎｄｅｄ）ＰＤＣＣＨ
無しで構成されるＰＤＳＣＨを検出すると、端末は、上位階層パラメータ（「ｍｂｓｆｎ
－ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ」）により指示されたサブフレームで該当ＰＤ
ＳＣＨをデコードする。ただし、上位階層によりＰＭＣＨをデコードするよう設定される
か、またはＰＲＳ時点は、ＭＢＳＦＮサブフレーム内においてのみ設定され、サブフレー
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ム＃０で使用されたＣＰ長が一般ＣＰで、上位階層によりＰＲＳ時点（ｏｃｃａｓｉｏｎ
）の一部として設定されたサブフレームは除く。
【０２７１】
　表７は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを例示する
。
【０２７２】
【表７】
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　端末が上位階層により臨時Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ）により
スクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコードするよう設定され、Ｃ－ＲＮＴ
ＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコードしないように設定され
ると、端末は、以下の表８に定義される組み合わせによってＰＤＣＣＨ及び該当ＰＤＳＣ
Ｈをデコードする。このＰＤＣＣＨ（ら）に対応するＰＤＳＣＨは、臨時Ｃ－ＲＮＴＩ（
Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ）によりスクランブル初期化される。
【０２７４】
　表８は、臨時Ｃ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨを例示する。
【０２７５】
【表８】

【０２７６】
　（ＰＵＳＣＨ送信のためのＵＥ手順）
　端末は、以下の表９にて定義されるモード１、２の２通りのアップリンク送信モードの
うち、いずれか一つによってＰＤＣＣＨを介してシグナリングされたＰＵＳＣＨ送信を送
信するように、上位階層シグナリングを介して半静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ
）に設定される。端末がＣ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈをデコードするよう上位階層により設定されると、端末は、以下の表９にて定義された
組み合わせによってＰＤＣＣＨをデコードし、該当ＰＵＳＣＨを送信する。このＰＤＣＣ
Ｈ（ら）に対応するＰＵＳＣＨ送信及び同一ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋに対するＰ
ＵＳＣＨ再送信は、Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化される。送信モード１は、端
末が上位階層シグナリングによりアップリンク送信モードが指定される（ａｓｓｉｇｎｅ
ｄ）まで端末のための基本（ｄｅｆａｕｌｔ）アップリンク送信モードである。
【０２７７】
　端末が送信モード２に設定されＤＣＩフォーマット０アップリンクスケジューリンググ
ラント（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｇｒａｎｔ）を受信するとき、端末は、ＰＵＳＣＨ送信
がｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ１と関連し、ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ２は、
使用不能（ｄｉｓａｂｌｅｄ）であると仮定する。
【０２７８】
　表９は、Ｃ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨ及びＰＵＳＣＨを例示する。
【０２７９】
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【表９】

【０２８０】
　端末が上位階層によりＣ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣ
Ｈをデコードするよう設定され、またＰＤＣＣＨオーダー（ｏｒｄｅｒ）により開始され
たランダムアクセス手順（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を受信す
るように設定されると、端末は、以下の表１０に定義された組み合わせに応じて、ＰＤＣ
ＣＨをデコードする。
【０２８１】
　表１０は、ランダムアクセス手順を開始するためのＰＤＣＣＨオーダーとして設定され
るＰＤＣＣＨを例示する。
【０２８２】

【表１０】

【０２８３】
　端末が上位階層によりＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有する
ＰＤＣＣＨをデコードするよう設定されると、端末は、以下の表１１にて定義される組み
合わせによってＰＤＣＣＨをデコードし、該当ＰＵＳＣＨを送信する。このＰＤＣＣＨ（
ら）に対応するＰＵＳＣＨ送信及び同一ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋに対するＰＵＳ
ＣＨ再送信は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化される。該当ＰＤＣＣＨ
無しでこのＰＵＳＣＨの最小送信及び同一ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋに対するＰＵ
ＳＣＨ再送信は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初期化される。
【０２８４】
　表１１は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩにより設定されたＰＤＣＣＨ及びＰＵＳＣＨを例示す
る。
【０２８５】

【表１１】

【０２８６】
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　端末がＣ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨをデコードす
るよう設定されたかどうかに関わらず、端末が上位階層により臨時Ｃ－ＲＮＴＩによりス
クランブルされたＰＤＣＣＨをデコードするよう設定されると、端末は、以下の表１２に
て定義される組み合わせに応じてＰＤＣＣＨをデコードし、該当ＰＵＳＣＨを送信する。
このＰＤＣＣＨ（ら）に対応するＰＵＳＣＨは、臨時Ｃ－ＲＮＴＩによりスクランブル初
期化される。
【０２８７】
　臨時Ｃ－ＲＮＴＩが上位階層によりセットされると、ランダムアクセス応答グラント（
ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｇｒａｎｔ）に対応するＰＵＳＣＨ送
信及び同一ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋに対するＰＵＳＣＨ再送信は、臨時Ｃ－ＲＮ
ＴＩによりスクランブルされる。それとも、ランダムアクセス応答グラントに対応するＰ
ＵＳＣＨ送信及び同一ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋに対するＰＵＳＣＨ再送信は、Ｃ
－ＲＮＴＩによりスクランブルされる。
【０２８８】
　表１２は、臨時Ｃ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨを例示する。
【０２８９】
【表１２】

【０２９０】
　端末が上位階層によりＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣ
を有するＰＤＣＣＨをデコードするよう設定されると、端末は、以下の表１３にて定義さ
れる組み合わせに応じてＰＤＣＣＨをデコードする。表１３における３／３Ａの表記は、
端末が設定に応じてＤＣＩフォーマット３またはＤＣＩフォーマットを受信することを内
包する。
【０２９１】
　表１３は、ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨを例示する。
【０２９２】
【表１３】

【０２９３】
　端末が上位階層によりＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣ
を有するＰＤＣＣＨをデコードするよう設定されると、端末は、以下の表１４にて定義さ
れた組み合わせに応じてＰＤＣＣＨをデコードする。表１４における３／３Ａの表記は、
端末が設定に応じてＤＣＩフォーマット３またはＤＣＩフォーマットを受信することを内
包する。
【０２９４】
　表１４は、ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩにより設定されるＰＤＣＣＨを例示する。
【０２９５】

【表１４】

【０２９６】
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　（クロスキャリアスケジューリング及びＥ－ＰＤＣＣＨスケジューリング）
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０システムにおいて複数のコンポーネントキャリア（Ｃ
Ｃ）（コンポーネントキャリア＝（サービング）セル）に対した併合状況で、次のように
クロスコンポーネントキャリア（ｃｒｏｓｓ－ＣＣ）スケジューリング動作を定義する。
一つのＣＣ（すなわち、スケジュールされる（ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ）ＣＣ）は、特定一つ
のＣＣ（すなわち、スケジューリング（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）ＣＣ）からだけＤＬ／Ｕ
Ｌスケジューリングを受けることができるように（すなわち、該当ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　
ＣＣに対するＤＬ／ＵＬグラントＰＤＣＣＨを受信することができるように）、予め設定
されることができる。そして、該当ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ＣＣは、基本的に自分自身に
対するＤＬ／ＵＬスケジューリングを行うことができる。換言すれば、前記ｃｒｏｓｓ－
ＣＣスケジューリング関係にあるｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ＣＣをス
ケジュールするＰＤＣＣＨに対したサーチスペース（ＳＳ：ｓｅａｒｃｈ　ｓｐａｃｅ）
は、全部ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ＣＣの制御チャネル領域に存在するようになることがで
きる。
【０２９７】
　一方、ＬＴＥシステムにおいてＦＤＤ　ＤＬキャリア、あるいは、ＴＤＤ　ＤＬサブフ
レームは、上述のように、サブフレームの最初ｎ個のＯＦＤＭシンボルを各種の制御情報
送信のための物理チャネルであるＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＣＦＩＣＨなどの送信に使
用し、残りのＯＦＤＭシンボルをＰＤＳＣＨ送信に使用する。このとき、各サブフレーム
において制御チャネル送信に使用するシンボル数は、ＰＣＦＩＣＨなどの物理チャネルを
介して動的（ｄｙｎａｍｉｃ）にあるいはＲＲＣシグナリングを介して半静的（ｓｅｍｉ
－ｓｔａｔｉｃ）の方式で端末に伝達される。このとき、特徴的に、ｎ値は、サブフレー
ム特性及びシステム特性（ＦＤＤ／ＴＤＤ、システム帯域幅等）に応じて、１シンボルか
ら最大４シンボルまで設定されることができる。
【０２９８】
　一方、従来のＬＴＥシステムにおいてＤＬ／ＵＬスケジューリング及び各種制御情報を
送信するための物理チャネルであるＰＤＣＣＨは、制限されたＯＦＤＭシンボルを介して
送信される等の限界がある。
【０２９９】
　したがって、ＰＤＣＣＨのようにＰＤＳＣＨと分離されたＯＦＤＭシンボルを介して送
信される制御チャネルの代りに、ＰＤＳＣＨとＦＤＭ／ＴＤＭ方式でさらに自由に多重化
される進歩したＰＤＣＣＨ（すなわち、Ｅ－ＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ
））を導入できる。
【０３００】
　図１５は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるＰＤＣＣＨとＥ
－ＰＤＣＣＨを示す図である。
【０３０１】
　図１５を参照すると、レガシー（ｌｅｇａｃｙ）ＰＤＣＣＨ（すなわち、Ｌ－ＰＤＣＣ
Ｈ）は、サブフレームの最初ｎ個のＯＦＤＭシンボルから送信され、Ｅ－ＰＤＣＣＨは、
ＰＤＳＣＨとＦＤＭ／ＴＤＭ方式で多重化されて送信される。
【０３０２】
　（アンテナポート間ＱＣＬ（ｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃａｔｅｄ））
　ＱＣ／ＱＣＬ（ｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃａｔｅｄあるいはｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ）は、次のように定義されることができる。
【０３０３】
　二つのアンテナポートがＱＣ／ＱＣＬ関係にある（あるいはＱＣ／ＱＣＬされた）とす
ると、一つのアンテナポートを介して伝達される信号の広範囲特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａ
ｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）が他の一つのアンテナポートを介して伝達される信号から暗示
（ｉｎｆｅｒ）されうると端末が仮定できる。ここで、前記広範囲特性は、遅延拡散（Ｄ
ｅｌａｙ　ｓｐｒｅａｄ）、ドップラー拡散（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｓｐｒｅａｄ）、周波数
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シフト（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｈｉｆｔ）、平均受信パワー（Ａｖｅｒａｇｅ　ｒｅｃ
ｅｉｖｅｄ　ｐｏｗｅｒ）、受信タイミング（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｔｉｍｉｎｇ）のうち
、一つ以上を含む。
【０３０４】
　また、次のように定義されうる。二つのアンテナポートがＱＣ／ＱＣＬ関係にある（あ
るいは、ＱＣ／ＱＣＬされた）とすると、一つのアンテナポートを介して一シンボルが伝
達されるチャネルの広範囲特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）が他の一
つのアンテナポートを介して一シンボルが伝達される無線チャネルから暗示（ｉｎｆｅｒ
）されうると端末が仮定することができる。ここで、前記広範囲特性は、遅延拡散（ｄｅ
ｌａｙ　ｓｐｒｅａｄ）、ドップラー拡散（Ｄｏｐｐｌｅｒｓｐｒｅａｄ）、ドップラー
シフト（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｓｈｉｆｔ）、平均利得（ａｖｅｒａｇｅ　ｇａｉｎ）及び平
均遅延（ａｖｅｒａｇｅ　ｄｅｌａｙ）のうち、一つ以上を含む。
【０３０５】
　すなわち、二つのアンテナポートがＱＣ／ＱＣＬ関係にある（あるいはＱＣ／ＱＣＬさ
れた）ということは、一つのアンテナポートからの無線チャネルの広範囲特性が残りの一
つのアンテナポートからの無線チャネルの広範囲特性と同じであることを意味する。ＲＳ
が送信される複数のアンテナポートを考慮すると、互いに異なる二種類のＲＳが送信され
るアンテナポートがＱＣＬ関係にあると、一種類のアンテナポートからの無線チャネルの
広範囲特性を他の一種類のアンテナポートからの無線チャネルの広範囲特性に代替するこ
とができる。
【０３０６】
　本明細書において上述のＱＣ／ＱＣＬ関連定義を区分しない。すなわち、ＱＣ／ＱＣＬ
概念は、上述の定義のうち、一つに従うことができる。あるいは類似の他の形態として、
ＱＣ／ＱＣＬ仮定が盛立するアンテナポート間には、あたかも同一位置（ｃｏ－ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ）から送信するかのように仮定できるという形態（例えば、同一送信ポイント（
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）から送信するアンテナポート（だ）と端末が仮
定することができるという等）でＱＣ／ＱＣＬ概念定義が変形することもでき、本発明の
思想は、このような類似変形例を含む。本発明では、説明の便宜上、上述のＱＣ／ＱＣＬ
関連定義を混用して使用する。
【０３０７】
　前記ＱＣ／ＱＣＬの概念によって、端末は、非－ＱＣ／ＱＣＬ（Ｎｏｎ－ＱＣ／ＱＣＬ
）アンテナポートに対しては、該当アンテナポートからの無線チャネル間に同じ前記広範
囲特性を仮定することができない。すなわち、この場合、端末は、タイミング獲得及びト
ラッキング（ｔｒａｃｋｉｎｇ）、周波数オフセット推定及び補償、遅延推定及びドップ
ラー推定などに対して、各々の設定された非－ＱＣ／ＱＣＬアンテナポート別に独立的な
プロセシングを行わなければならない。
【０３０８】
　ＱＣ／ＱＣＬを仮定することができるアンテナポートの間に対して、端末は、次のよう
な動作を行うことができるという長所がある：
　－遅延拡散及びドップラー拡散に対して、端末は、ある一つのアンテナポートからの無
線チャネルに対する電力－遅延－プロファイル（ｐｏｗｅｒ－ｄｅｌａｙ　ｐｒｏｆｉｌ
ｅ）、遅延拡散及びドップラースペクトル（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）、ドッ
プラー拡散推定結果を、他のアンテナポートからの無線チャネルに対するチャネル推定時
に使用されるウィナーフィルタ（Ｗｉｅｎｅｒ　ｆｉｌｔｅｒ）などに同様に適用される
ことができる。
【０３０９】
　－周波数シフト（ｓｈｉｆｔ）及び受信されたタイミングに対して、端末は、ある一つ
のアンテナポートに対する時間及び周波数同期化を行った後、同じ同期化を他のアンテナ
ポートの復調に適用できる。
【０３１０】
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　－平均受信電力に対して、端末は、二つ以上のアンテナポートに対してＲＳＲＰ（Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）測定を平均できる。
【０３１１】
　例えば、端末がダウンリンクデータチャネル復調のためのＤＭＲＳアンテナポートがサ
ービングセルのＣＲＳアンテナポートとＱＣ／ＱＣＬされたとき、端末は、該当ＤＭＲＳ
アンテナポートを介してたチャネル推定時に自身のＣＲＳアンテナポートから推定した無
線チャネルの広範囲特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）を同様に適
用して、ＤＭＲＳ基盤のダウンリンクデータチャネル受信性能を向上させることができる
。
【０３１２】
　それは、ＣＲＳは、毎サブフレーム、かつ全帯域にかけて相対的に高い密度（ｄｅｎｓ
ｉｔｙ）でブロードキャストされる参照信号であるから、広範囲特性に関する推定値は、
ＣＲＳからより安定して獲得可能であるからである。これに対し、ＤＭＲＳは、特定スケ
ジューリングされたＲＢに対しては、端末特定に送信され、またＰＲＧ（ｐｒｅｃｏｄｉ
ｎｇ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ　ｇｒｏｕｐ）単位が基地局が送信に使用するプレ
コーディング行列（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ）が変わることができるので、端
末に受信される有効チャネルは、ＰＲＧ単位で変わることができ、多数のＰＲＧをスケジ
ューリングされた場合であるとしても、広い帯域にかけてＤＭＲＳを無線チャネルの広範
囲特性推定用として使用する時に、性能劣化が発生できる。また、ＣＳＩ－ＲＳも、その
送信周期が数～数十ｍｓになることができ、資源ブロック当たりの平均的にアンテナポー
ト当たりの１資源要素の低い密度を有するので、ＣＳＩ－ＲＳも同様に、無線チャネルの
広範囲特性推定用として使用する場合、性能劣化が発生できる。
【０３１３】
　すなわち、アンテナポート間のＱＣ／ＱＣＬ仮定をすることによって、端末は、ダウン
リンク参照信号の検出／受信、チャネル推定、チャネル状態報告などに活用できる。
【０３１４】
　（非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）におけるデータ送受信方法）
　本発明では、非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）の搬送波を介して信号を
送受信する状況で端末が直接ブラインド検出（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）などの
過程を介して特定信号（例えば、プリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）、同期信号、ＣＲＳ
、ＣＳＩ－ＲＳ等）を検出することによって、ＴＸＯＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｏ
ｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）区間または予約された資源区間（ＲＲＰ：ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　ｐｅｒｉｏｄ）を把握するようする方式に関する技術を提案する。
【０３１５】
　以下、本明細書では、非免許帯域の搬送波を介して基地局と端末が信号を送受信するた
めに、該当搬送波資源を占有／確保された時間区間をＲＲＰと通称する。
【０３１６】
　ここで、ＲＲＰは、必ず単一の連続した時間区間に限定されるこものと定義されても良
く、または多数の連続した時間区間の集合形態で定義されることもできる。例えば、ＲＲ
Ｐは、シンボル、スロット、サブフレームまたは無線フレーム単位などで構成されること
ができる。
【０３１７】
　本明細書で述べる基地局の名称は、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ：ｒｅｍｏｔｅ　ｒａｄｉ
ｏ　ｈｅａｄ）、ｅＮＢ、送信ポイント（ＴＰ：ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ
）、受信ポイント（ＲＰ：ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）、中継器（ｒｅｌａｙ）な
どを含む包括的な用語として使用される。
【０３１８】
　以下、説明の便宜のために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムに基づいて提案方
式を説明する。しかしながら、提案方式が適用されるシステムの範囲は、３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａシステムの他に、他のシステム（例えば、ＵＴＲＡ等）にも拡張可能であ
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る。
【０３１９】
　３ＧＰＰでは、移動通信データトラフィックが爆発的に増加するに伴い、これを充足さ
せるための方案の一つとして、非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ／ｓｐｅｃ
ｔｒｕｍ）でのサービス、すなわちライセンス支援アクセス（ＬＡＡ：Ｌｉｃｅｎｓｅ　
Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ）を提案した。ＬＡＡは、ＬＴＥライセンス帯域と非免
許帯域をキャリア併合（ＣＡ）を利用して一つに併合する技術を意味する。図面を参照し
て、これについて説明する。
【０３２０】
　図１６は、本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域でのキャリア併合を示す図である
。
【０３２１】
　図１６のように、免許帯域（ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）のコンポーネントキャリア
（ＣＣ：ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ）（またはセル）と非免許帯域（Ｕｎｌｉ
ｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）のＣＣ（またはセル）の搬送波集成状況下でｅＮＢがＵＥに信
号を送信するか、ＵＥがｅＮＢに信号を送信できる。
【０３２２】
　以下、説明の便宜のために、免許帯域を「ＬＴＥ－Ａバンド（ＬＴＥ－Ａ　ｂａｎｄ）
」と呼び、非免許帯域をＬＴＡ－Ａバンドと対比して「ＬＴＥ－Ｕバンド（ＬＴＥ－Ｕ　
Ｂａｎｄ）」と呼ぶ。
【０３２３】
　以下、本発明の実施の形態の説明において、本発明で提案する方式に対する説明の便宜
のために、ＵＥが免許帯域と非免許帯域の各々で二つのＣＣを介して無線通信を隨行する
ように設定された状況を仮定する。ここで、一例として免許帯域の搬送波は、主要素搬送
波（ＰＣＣ：Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣあるいはＰＣｅｌｌ）、非免許帯域の搬送波は、副要
素搬送波（ＳＣＣ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣあるいはＳＣｅｌｌ）と解析されることが
できる。
【０３２４】
　しかしながら、本発明で提案する方法は、多数の免許帯域と多数の非免許帯域が搬送波
集成技法で利用される状況でも拡張適用が可能であり、また非免許帯域だけで搬送波集成
されるか、免許帯域だけで搬送波集成されて、ｅＮＢとＵＥとの間の信号送受信がなされ
る場合にも拡張適用が可能である。また、本発明の提案方式は、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステ
ムだけでなく、他の特性のシステム上においても拡張適用が可能である。
【０３２５】
　ＬＴＥ－Ｕ　ｂａｎｄは、特定システムの独占的な使用が保障されない帯域を意味する
。したがって、ＬＴＥ－Ｕ　ｂａｎｄにおいて基地局と端末が通信を行うためには、まず
該当帯域が非免許スペクトル（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）であるからＬ
ＴＥと関係のない他の通信システム（例えば、ＷｉＦｉ（すなわち、８０２．１１システ
ム））との競争を介して、該当帯域を特定時間区間（すなわち、ＲＲＰ）の間に占有／確
保することができなければならない。
【０３２６】
　このようなＲＲＰを確保するために、様々な方法が存在できる。代表的に、ＷｉＦｉな
ど、他の通信システム装置が該当無線チャネルが占有されて（ｂｕｓｙ）あると認識でき
るように、基地局及び／または端末が特定予約信号（ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎ
ａｌ）を送信するか、またはＲＲＰの間に特定電力レベル以上の信号が途切れることなく
送信されるように、ＲＳ及びデータ信号を送信続ける方法が可能である。
【０３２７】
　ここで、基地局が単独でＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＣＣＡ（Ｃｌｅａｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ
　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）を行い、確保したＲＲＰを端末に知らせることができる。例え
ば、ＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＦＤＤシステムのアップリンク／ダウンリンク帯域の動作が
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支援される場合、基地局だけがＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＣＣＡを行い、ＲＲＰを確保する
ことができる。
【０３２８】
　反面、基地局だけでなく端末もＣＣＡを行って自らＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでの資源を確
保することができる。例えば、ＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＴＤＤ動作が支援される場合、ま
たはＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＦＤＤシステムのアップリンク帯域の動作が支援される場合
、基地局だけでなく端末もＣＣＡを行うことによって、ＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＲＲＰを
確保することができる。
【０３２９】
　基地局がＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで占有しようとするＲＲＰ時間区間を予め決定したとき
、端末にこれを予め知らせることによって、端末にとって該当指示されたＲＲＰの間に通
信送／受信リンクを維持するようにすることができる。
【０３３０】
　基地局が端末に該当ＲＲＰ時間区間情報を知らせる方式として、前記搬送波集成形態で
連結されているさらに他のＣＣ（例えば、ＬＴＥ－Ａ　ｂａｎｄ）を介して該当ＲＲＰ時
間区間情報を明示的に伝達する方式も可能である。
【０３３１】
　例えば、基地局は、ＲＲＰが始まる時点と終わる時点（例えば、スロット番号、サブフ
レームインデックス等）を端末に伝達することもでき、ＲＲＰが始まる時点（例えば、ス
ロット番号、サブフレームインデックス等）とＲＲＰの長さ（例えば、スロットまたはサ
ブフレームの数等）情報を端末に伝達することもできる。
【０３３２】
　しかし、このようにＲＲＰ情報を明示的指示（ｅｘｐｌｉｃｉｔ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏ
ｎ）する形態で伝達する方式は、事前に予想可能なデータトラフィック（ｄａｔａ　ｔｒ
ａｆｆｉｃ）量が計算されなければならず、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでの無線通信チャネル
リンクの状態もある程度予測可能でなければならないという制約事項が存在する。すなわ
ち、万が一、ＲＲＰの間に干渉環境の変化が激しく、その程度が予測が容易ではない環境
であると、ＲＲＰが初期予想から外れてさらに延びなければならない等、追加シグナリン
グが発生し続けることができ、シグナリング交換においてエラーが発生する際、正常的な
通信リンクが保障されないなどの問題がありうる。
【０３３３】
　よって、本発明の一実施の形態では、このような明示的ＲＲＰ指示方式でない、端末が
ブラインド検出（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）形態で該当非免許帯域の参照信号の
検出を試み、検出される区間をＲＲＰで認識できるようにする方法を提案する。
【０３３４】
　図１７は、本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域におけるデータ送受信のための方
法を示す図である。
【０３３５】
　図１７を参照すると、基地局（及び／または端末）は、非免許帯域（すなわち、ＬＴＥ
－Ｕ　Ｂａｎｄ）でＣＣＡを行う（Ｓ１７０１）。
【０３３６】
　例えば、基地局（及び／または端末）は、送信を始めるに先立ち、所定の時間区間（例
えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１に応じるＤＩＦＳ（ＤＣＦ　Ｉｎｔｅｒ－Ｆｒａｍｅ　Ｓ
ｐａｃｅ）区間）の間にＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄの無線チャネルまたは媒体（ｍｅｄｉｕｍ
）をセンシング（ｓｅｎｓｉｎｇ）するＣＣＡを行うことができる。
【０３３７】
　基地局（及び／または端末）は、自身の占有する期間（すなわち、ＲＲＰ）の間に参照
信号及び／またはプリアンブル（ミッドアンブル）を送信（ブロードキャスト）する（Ｓ
１７０２）。
【０３３８】
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　すなわち、基地局（及び／または端末）がＣＣＡを行って、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで媒
体が占有されなかったと判断すると、基地局（及び／または端末）は、ＲＲＰの間にＲＳ
（例えば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＤＭ－ＲＳ、ＳＲＳ等）及び／またはプリアンブル（
ｐｒｅａｍｂｌｅ）／ミッドアンブル（ｍｉｄａｍｂｌｅ）を送信する。
【０３３９】
　換言すれば、基地局は、ダウンリンクデータを送信するために（ＦＤＤの場合、ダウン
リンクバンド、ＴＤＤの場合、ダウンリンクサブフレーム）またはアップリンクデータを
受信するために（ＦＤＤの場合、アップリンクバンド、ＴＤＤの場合、アップリンクサブ
フレーム）媒体を占有する必要がある間には、ＲＳ及び／またはプリアンブル／ミッドア
ンブルを送信し続ける。同様に、端末は、アップリンクデータを送信するために（ＦＤＤ
の場合、アップリンクバンド、ＴＤＤの場合、アップリンクサブフレーム）、媒体を占有
する必要がある間には、ＲＳ及び／またはプリアンブル／ミッドアンブルを送信し続ける
。
【０３４０】
　このとき、ＲＲＰは、送信または受信しなければならないデータの量により可変的な長
さで決められても良く、事前に予め固定された長さで決められても良い。
【０３４１】
　仮に、端末に非免許帯域で複数のＣＣ（またはセル）が設定される場合、各ＣＣ（また
はセル）別にＲＲＰは、独立的に決められることができる。したがって、各ＣＣ（または
セル）別に基地局（及び／または端末）は、ＣＣＡを行って独立的にＲＲＰを決定し、各
ＣＣ（またはセル）別にＲＳ及び／またはプリアンブル／ミッドアンブルを送信できる。
【０３４２】
　このように参照信号及び／またはプリアンブル／ミッドアンブルをＲＲＰの間に送信す
ることによって、基地局及び／または端末だけでなく、他の無線通信システムの装置も、
ＲＲＰの間に基地局及び／または端末により媒体が占有していると確認することができる
。
【０３４３】
　一方、ステップＳ１７０１にてＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでの媒体が占有状態（ｏｃｃｕｐ
ｉｅｄ　ｓｔａｔｕｓ）であると感知されると、基地局（及び／または端末）は、自分自
身の送信を始めない。この場合、基地局（及び／または端末）は、媒体アクセスのための
遅延時間（例えば、任意バックオフ周期（ｒａｎｄｏｍ　ｂａｃｋｏｆｆ　ｐｅｒｉｏｄ
））の間にさらに待った後に、信号の送信を再度試みる（すなわち、ＣＣＡ遂行）ことが
できる。
【０３４４】
　図１８は、本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域におけるデータ送受信のための方
法を示す図である。
【０３４５】
　図１８では、先に図１７のようにＣＣＡを行った装置がＲＲＰ内で送信する参照信号及
び／またはプリアンブル／ミッドアンブルを検出するための相手装置の動作を示す。
【０３４６】
　図１８を参照すると、端末（及び／または基地局）は、予め定義された所定の信号を検
出するために、ブラインド検出を行う（Ｓ１８０１）。
【０３４７】
　ここで、予め定義された所定の信号の一例としてＲＳ及び／またはプリアンブル（ミッ
ドアンブル）が該当することができる。
【０３４８】
　例えば、端末が基地局からＲＲＣ連結再設定（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎ
ｆｉｇｕｔａｉｏｎ）メッセージなどを介して、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄに属するＣＣに対
してキャリア併合が設定される時点から続けて、端末は、ＲＲＰを確認するために参照信
号及び／またはプリアンブル／ミッドアンブルに対するブラインド検出を行うことができ
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る。
【０３４９】
　端末（及び／または基地局）は、ブラインド検出を介して予め定義された所定の信号が
検出される区間をＲＲＰと判断する（Ｓ１８０２）。
【０３５０】
　ここで、端末（及び／または基地局）は、ブラインド検出を介してＲＳ及び／またはプ
リアンブル（ミッドアンブル）検出して、ＲＲＰの開始点を確認した後、一定時間の間に
は、ブラインド検出を行わなくても良い。
【０３５１】
　以上のように、端末がＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＲＲＰを自ら把握するようするために、
参照信号（ＲＳ）及び／またはプリアンブル／ミッドアンブルのブラインド検出及びＲＲ
Ｐ判定のための情報（以下、「ＲＲＰ設定情報」と呼ぶ）が必要である。
【０３５２】
　図１９は、本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域におけるデータ送受信のための方
法を示す図である。
【０３５３】
　図１９を参照すると、基地局（ｅＮＢ）は、端末がＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでＲＲＰを自
ら把握するようするために、端末（ＵＥ）に事前に参照信号（ＲＳ）及び／またはプリア
ンブル／ミッドアンブルのブラインド検出及びＲＲＰ判定のために必要な各種のパラメー
タ（すなわち、ＲＲＰ設定情報）を送信できる（Ｓ１９０１）。
【０３５４】
　ここで、基地局（ｅＮＢ）は、上位階層シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング、
ＭＡＣ制御要素等）を介して、ＲＲＰ設定情報を端末に送信できる。
【０３５５】
　また、このようなＲＲＰ設定情報は、ＬＴＥ－Ａ　ｂａｎｄのサービングセル（例えば
、ＰセルまたはＳセル）を介して端末に伝達されることができる。
【０３５６】
　端末は、ＲＲＰを確認するために、ＲＳ（例えば、ＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳ等）及び
／またはプリアンブル／ミッドアンブルを利用できる。
【０３５７】
　仮に、ＲＳだけでＲＲＰが判定されうる場合、ＲＲＰ設定情報としてＲＳ関連情報だけ
が定義され、端末に提供されることができる。
【０３５８】
　反面、プリアンブル／ミッドアンブルだけでＲＲＰが判定されうる場合、ＲＲＰ設定情
報としてプリアンブル／ミッドアンブル関連情報だけが定義され、端末に提供されること
もできる。また、この場合にも、プリアンブル／ミッドアンブルを介してＲＲＰを判定す
るが、つながるサブフレームにおいて端末のＲＳのブラインド検出のために、ＲＲＰ設定
情報にＲＳ関連情報が共に含まれ、端末に提供されることができる。
【０３５９】
　または、ＲＳ及びプリアンブル／ミッドアンブルの二つの信号を全部利用してＲＲＰが
判定されうる場合、ＲＲＰ設定情報としてＲＳ関連情報及びプリアンブル／ミッドアンブ
ル関連情報ともが定義され、端末に提供されることができる。
【０３６０】
　また、ＲＲＰ設定情報は、固定されて端末と基地局ともが事前に知っていることができ
る。この場合、基地局は、ＲＲＰ設定情報を端末に提供しなくても良い。すなわち、ステ
ップＳ１９０１は、行われなくても良い。
【０３６１】
　以下、ＲＲＰ設定情報について、さらに詳細に説明する。
【０３６２】
　基地局は、ＲＲＰ設定情報として、以下に説明する次のようなパラメータのうち、少な
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くとも一つを提供できる。
【０３６３】
　－ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでブラインド検出しなければならないＲＳ関連情報
　ＣｏＭＰなどの目的のために、以下の情報を一つのセットとして構成し、２通り以上の
セットにＲＳ関連情報が提供されることもできる。
【０３６４】
　以下、説明の便宜のために、「ｃｅｌｌ」を特定するための目的として、ＲＳがＣＲＳ
である場合を主に例として説明する。ただし、本発明がこれに限定されるものではなく、
「ＴＰ」を特定するための目的などとしてＣＳＩ－ＲＳ等、他のＲＳがＲＲＰ判定のため
に利用されることができ、この場合、ＣＳＩ－ＲＳ等、他のＲＳに対した情報として一部
の類似の情報が該当ＲＳに合うように提供されることもできる。
【０３６５】
　１）　ＲＳシーケンススクランブル初期化パラメータ（ＣＲＳ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｓ
ｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ）
　一例として、ＲＲＰ判定のために、ＣＲＳが利用される場合、物理的セル識別子（ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ－ＩＤ）（例えば、０ないし５０３）が該当することができる。
【０３６６】
　または、ＲＲＰ判定のために、ＣＳＩ－ＲＳが利用される場合、ＴＰ特定スクランブル
ＩＤが該当することもできる。
【０３６７】
　２）ＲＳポートの番号／数（Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ＣＲＳ　ｐｏｒｔｓ）
　例えば、ＲＲＰ判定のために、ＣＲＳが利用される場合、ＣＲＳアンテナポートの番号
が直接指示されるか（例えば、アンテナポート０、１）、ＣＲＳアンテナポートの数情報
として間接的にＣＳＲアンテナポートの番号が指示されうる（例えば、アンテナポート数
２は、アンテナポート０、１を指示）。
【０３６８】
　または、ＲＲＰ判定のためにＣＳＩ－ＲＳが利用される場合、ＣＳＩ－ＲＳアンテナポ
ートの番号が直接指示されるか（例えば、アンテナポート１５、１６）、ＣＲＳアンテナ
ポートの数情報として間接的にＣＳＲアンテナポートの番号が指示されうる（例えば、ア
ンテナポート数２は、アンテナポート１５、１６を指示）。
【０３６９】
　３）無線フレーム境界（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）を識別するため
の情報
　例えば、参照セルタイミング（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｃｅｌｌ　ｔｉｍｉｎｇ）対比ス
ロット番号オフセット（ｓｌｏｔ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆｆｓｅｔ）またはサブフレームオ
フセット（ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｏｆｆｓｅｔ）値などが提供されることができる。
【０３７０】
　ここで、参照セルは、特定セルに予め固定されるか、または基地局により指定されるこ
ともできる。
【０３７１】
　例えば、参照セルは、このようなＲＲＰ設定情報を含む上位階層シグナリングを伝達す
るＣＣに該当するサービングセルと定義されることができる。また、該当端末のＰセルに
該当するサービングセルと定義されることもできる。また、特定ＣＣに該当するサービン
グセルを参照セルに指定するという明示的な指示（例えば、セル識別子またはインデック
ス（「ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘ」））が与えられることもできる。
【０３７２】
　ただし、後述する可変的な（ｆｌｏａｔｉｎｇ）無線フレーム境界が適用される場合、
ＣＲＳが検出される時点あるいは検出される時点から一定オフセット以後から無線フレー
ム境界が始まる（すなわち、サブフレームインデックス及びスロット番号が＃０から増加
）ので、無線フレーム境界（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）が分かるよう
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にする情報は省略されうる。
【０３７３】
　また、参照セルと無線フレーム境界が整列（ａｌｉｇｎ）されている場合にも、無線フ
レーム境界（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）が分かるようにする情報は省
略されても良い。
【０３７４】
　４）ＭＢＳＦＮサブフレーム構成（ＭＢＳＦＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ）
　ＭＢＳＦＮサブフレームにおいてＣＲＳは、ＭＢＳＦＮサブフレームの非－ＭＢＳＦＮ
領域内においてのみ送信される。ＭＢＳＦＮサブフレームは、非－ＭＢＳＦＮ領域（ｎｏ
ｎ－ＭＢＳＦＮ　ｒｅｇｉｏｎ）及びＭＢＳＦＮ領域（ＭＢＳＦＮ　ｒｅｇｉｏｎ）に区
分され、非－ＭＢＳＦＮ領域は、ＭＢＳＦＮサブフレーム内の最初ｎ個（例えば、１また
は２個）のＯＦＤＭシンボルで定義される。ＭＢＳＦＮサブフレーム内のＭＢＳＦＮ領域
は、非－ＭＢＳＦＮ領域以外のＯＦＤＭシンボルで定義される。
【０３７５】
　ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情報は、例えば、ビットマップの形態から構成され、ビッ
トマップの各ビット別にサブフレームが指示されることができる。例えば、「１」は、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームを指示し、「０」は、非ＭＢＳＦＮサブフレームを指示できるが。
その反対も可能である。
【０３７６】
　したがって、この情報が提供されると、該当指示されたＭＢＳＦＮサブフレームでは、
ＣＲＳ送信シンボルがＰＤＣＣＨ領域（例えば、サブフレーム内の初めの１または２個の
ＯＦＤＭＡシンボル）のみに制限される。
【０３７７】
　５）ＲＳの送信帯域幅情報
　ＲＳの送信帯域幅情報は、ＲＢの数などにより指示されることができる。
【０３７８】
　ただし、ＲＳ送信帯域がシステム帯域幅（ｓｙｓｔｅｍ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）と同じ
であると仮定でき、この場合、ＲＳの送信帯域幅情報は、ＲＲＰ設定情報に含まれれなく
ても良い。
【０３７９】
　６）ＲＲＰ判断のためのパワーレベル臨界値（ｐｏｗｅｒ　ｌｅｖｅｌ　ｔｈｒｅｓｈ
ｏｌｄ）情報
　この情報は、サブフレーム別に該当サブフレームがＲＲＰに属すると判定しなければな
らない特定パワーレベル臨界値情報を意味できる。
【０３８０】
　例えば、パワーレベル臨界値がサブフレーム単位で設定される場合、該当サブフレーム
でのＲＳ　ＲＥに対する平均受信電力値が該当臨界値以上であると、端末は、このサブフ
レームがＲＲＰに属すると判定できる。
【０３８１】
　ａ）このようなパワーレベル臨界値は、サブフレーム単位及び／またはＯＦＤＭシンボ
ル単位（またはその他に更に他の特定時間単位）に対した値と定義されるか、基地局によ
り設定されることもできる。
【０３８２】
　この場合、ＲＲＰがＯＦＤＭシンボル単位（またはその他、さらに他の特定時間単位）
までに細分化されて定義されることができる。
【０３８３】
　例えば、ＲＲＰ判定のためにＣＲＳが利用される場合、端末は、各ＯＦＤＭシンボルの
臨界値に応じて該当ＯＦＤＭシンボルに対するＣＲＳ　ＲＥに対する平均受信電力値が臨
界値以上であるかどうかを判定する。そして、端末は、平均受信電力値が臨界値以上であ



(56) JP 6389905 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

るＯＦＤＭシンボルから始めて、平均受信電力値が臨界値以上である最後のＯＦＤＭシン
ボルまでＲＲＰと判定できる。また、端末は、平均受信電力値が臨界値以上であるＯＦＤ
Ｍシンボルから始めて平均受信電力値が臨界値未満であるＯＦＤＭシンボル以前までＲＲ
Ｐと判定することもできる。
【０３８４】
　または、端末は、各ＯＦＤＭシンボル単位（または、その他のさらに他の特定時間単位
）で平均受信電力値が臨界値以上であるかどうかを判定するが、サブフレーム単位でＲＲ
Ｐを判定することもできる。
【０３８５】
　さらに具体的に述べると、端末は、各ＯＦＤＭシンボル単位（または、その他のさらに
他の特定時間単位）の臨界値に基づいて、該当ＯＦＤＭシンボルに対するＲＳ　ＲＥに対
する平均受信電力値が臨界値以上であるかどうかを判定した後、該当サブフレームに属し
たすべての判定対象ＯＦＤＭシンボル（例えば、ＲＳが送信されるＯＦＤＭシンボル）か
ら検出成功と判定された場合、該当サブフレームをＲＲＰに含めるように定義／設定され
ることができる。
【０３８６】
　例えば、ＲＲＰ判定のために、アンテナポート０に対するＣＲＳが利用される場合（一
般ＣＰの場合）、端末は、第１番目のスロットの第１番目のＯＦＤＭシンボル（ｌ＝０）
において２個のＣＲＳ　ＲＥに対する平均受信電力値が臨界値以上であるかどうかを判断
し、臨界値以上であると、検出成功と判断する。そして、端末は、第１番目のスロットの
第５番目のＯＦＤＭシンボル（ｌ＝４）において２個のＣＲＳ　ＲＥに対する平均受信電
力値が臨界値以上であるかどうかを判断し、臨界値以上であると、検出成功と判断する。
同様に、端末は、第２番目のスロットでも同様に検出に成功したかどうかを判断する。こ
のように、端末は、ＣＲＳが送信される各ＯＦＤＭシンボルにおいてＣＲＳ検出に成功し
たかどうかを判断し、一つのサブフレーム内のＣＲＳが送信されるすべてのＯＦＤＭシン
ボルにおいてＣＲＳ検出に成功したと判定されると、該当サブフレームをＲＲＰに含める
。
【０３８７】
　または、端末は、各ＯＦＤＭシンボル（またはその他のさらに他の特定時間単位）の臨
界値に応じて、該当ＯＦＤＭシンボルに対するＲＳ　ＲＥに対する平均受信電力値が臨界
値以上であるかどうかを判定した後、該当サブフレームに属したすべての判定対象ＯＦＤ
Ｍシンボルにおいて、少なくともＬ個のシンボルにおいて検出成功と判定された場合、該
当サブフレームをＲＲＰに含めるように定義／設定されることができる。例えば、Ｌ＝１
または２以上の特定値でありうる。
【０３８８】
　例えば、ＲＲＰ判定のために、アンテナポート０に対するＣＲＳが利用される場合（一
般ＣＰの場合）、端末は、第１番目のスロットの第１番目のＯＦＤＭシンボル（ｌ＝０）
において２個のＣＲＳ　ＲＥに対する平均受信電力値が臨界値以上であるかどうかを判断
し、臨界値以上であると、検出成功と判断する。そして、端末は、第１番目のスロットの
第５番目のＯＦＤＭシンボル（ｌ＝４）において２個のＣＲＳ　ＲＥに対する平均受信電
力値が臨界値以上であるかどうかを判断し、臨界値以上であると、検出成功と判断する。
同様に、端末は、第２番目のスロットでも同様に検出に成功したかどうかを判断する。こ
のように端末は、ＣＲＳが送信される各ＯＦＤＭシンボルにおいてＣＲＳ検出に成功した
かどうかを判断し、一つのサブフレーム内の少なくともＬ個のＯＦＤＭシンボルにおいて
ＣＲＳ検出成功と判定されると、該当サブフレームをＲＲＰに含める。
【０３８９】
　結局、パワーレベル臨界値がＯＦＤＭシンボル単位に設定される場合、ＣＲＳ　ＲＥ野
に対する平均受信電力値がパワーレベル臨界値以上であるＯＦＤＭシンボルが所定の数以
上（またはすべてのシンボル数）であるサブフレームは、ＲＲＰ区間に属すると判断され
ることができる。



(57) JP 6389905 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

【０３９０】
　７）ＱＣＬ仮定することができる他のＲＳ情報及びこの時のＱＣＬ仮定可能な無線チャ
ネルの広範囲特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）
　この情報は、該当ＲＳの検出及び復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を安定した参照（
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を用いて行うことができるようにするための情報である。
【０３９１】
　例えば、広範囲特性は、遅延拡散（Ｄｅｌａｙ　ｓｐｒｅａｄ）、ドップラー拡散（Ｄ
ｏｐｐｌｅｒ　ｓｐｒｅａｄ）、ドップラーシフト（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｓｈｉｆｔ）、平
均利得（ａｖｅｒａｇｅ　ｇａｉｎ）及び平均遅延（ａｖｅｒａｇｅ　ｄｅｌａｙ）のう
ち、一つ以上を含むことができる。
【０３９２】
　ここで、ＱＣＬ仮定することができるＲＳは、ＣＲＳが送信されるＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎ
ｄのＣＣ（またはセル）と同じＣＣ（またはセル）から送信されるＲＳであるか、または
他のＣＣ（またはセル）（例えば、ＬＴＥ－Ａ　ｂａｎｄのサービングセル）から送信さ
れるＲＳでありうる。
【０３９３】
　ａ）同一ＣＣから送信されるＲＳ情報及びこの時のＱＣＬ仮定可能な無線チャネルの広
範囲特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）
　ここで、同一ＣＣから送信されるＲＳは、特定プリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）／ミ
ッドアンブル（ｍｉｄａｍｂｌｅ）（初期化パラメータＮ＿ｐｒｅ＿ＩＤによりスクラン
ブルされる）に該当するＲＳでありうる。
【０３９４】
　例えば、ＲＲＰ判定のためにＣＲＳが利用される場合、該当ＣＲＳと関連したアンテナ
ポートと、ＣＲＳが送信されるＣＣと同一ＣＣから送信される他のＲＳと関連したアンテ
ナポート間にＱＣＬ仮定が定義／設定されることができる。
【０３９５】
　一例として、この時のＱＣＬ仮定可能な広範囲特性は、｛ドップラー拡散、ドップラー
シフト｝でありうる。
【０３９６】
　また、この時のプリアンブル／ミッドアンブルに該当するＲＳは、既存のＰＳＳ／ＳＳ
Ｓのシーケンスと同じ形態でもありうる。この場合、従来の特定セルに対するＰＳＳ／Ｓ
ＳＳ及びＣＲＳは、互いにすべての広範囲特性に対してＱＣＬ仮定が可能であることに対
し、この場合には、プリアンブルを多数のセルにおいて共に送信（すなわち、ＳＦＮ（Ｓ
ｉｎｇｌｅ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）形態で送信）する場合などを考慮し
たことでありうるから、したがって前記｛ドップラー拡散、ドップラーシフト｝特性に対
してのみＱＣＬ仮定を適用しなければならないことで従来の動作が変形されて適用される
ことができる。
【０３９７】
　ｂ）他のＣＣから送信されるＲＳ情報及びこの時のＱＣＬ仮定可能な無線チャネルの広
範囲特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）
　すなわち、ＣＲＳと関連したアンテナポートと、ＣＲＳが送信されるＣＣとは異なるＣ
Ｃから送信される他のＲＳと関連したアンテナポート間にＱＣＬ仮定が定義／設定される
ことができる。
【０３９８】
　他のＣＣの特定ＲＳの一例として、このようなＲＲＰ設定情報を含む上位階層シグナリ
ングを伝達するＣＣに該当するサービングセルのＣＲＳとのＱＣＬ、または該当端末のＰ
Ｃｅｌｌに該当するサービングセルのＣＲＳとのＱＣＬ、または特定ＣＣ（基地局により
指示された）に該当するサービングセルのＣＲＳとのＱＣＬを適用できるように指示でき
る。
【０３９９】
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　特徴的に、このように互いに異なるＣＣのＲＳ間（すなわち、アンテナポート間）にＱ
ＣＬ仮定を適用するようにする時には、（例えば、該当互いに異なるＣＣが全部同じ位置
（ｃｏ－ｌｏｃａｔｅｄ）（例えば、同一基地局／ＴＰから送信）の環境等）、｛ドップ
ラーシフト｝に対してのみ、または｛ドップラー拡散、ドップラーシフト｝特性に対して
のみＱＣＬ仮定を適用できると定義／設定されることができる。
【０４００】
　このような情報を介して、例えば、端末は、ＰセルＣＲＳから推定されたドップラーシ
フト推定値
【０４０１】
【化１】

【０４０２】
をＰセル中心周波数
【０４０３】

【化２】

【０４０４】
と該当ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄ（Ｓセル）の中心周波数
【０４０５】

【化３】

【０４０６】
間の割合で補正して、該当Ｓｃｅｌｌドップラーシフト値
【０４０７】
【化４】

【０４０８】
を導き出すことができる。これにより、該当Ｓｃｅｌｌ　ＣＲＳに対する検出性能を高め
ることができる。これを式にて表すと、式１５のとおりである。
【０４０９】
【数１５】

【０４１０】
　式１５中、関数ｇは、該当因子を含むものの、その他の追加的な補正項または係数など
がありうることを意味する。
【０４１１】
　ドップラー拡散の場合にも、ＱＣＬ仮定が適用可能なように指示されると、類似の方式
でこの情報を活用して、該当ＲＳの検出性能を高めるのに活用できる。
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【０４１２】
　また、ここで追加的に、万が一、互いに異なるＣＣ間の（重心）周波数差が特定レベル
以上に大きくない環境などにおいては、｛遅延拡散、平均遅延｝のうち、少なくとも一つ
の特性をＱＣＬ仮定できるように、追加定義／設定されることもできる。すなわち、万が
一、互いに異なるＣＣ間の（重心）周波数差が特定レベル以上に大きくない場合、｛ドッ
プラーシフト｝または｛ドップラー拡散、ドップラーシフト｝特性に追加して、｛遅延拡
散、平均遅延｝のうち、少なくとも一つの特性をＱＣＬ仮定することができる。
【０４１３】
　－（選択的に）ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄにおいてブラインド検出しなければならないプリ
アンブル／ミッドアンブル関連情報
　多数のセルクラスタを検出可能なようにする等の目的のために、以下情報を一つのセッ
トとして構成し、２種類以上のセットにプリアンブル関連情報が提供されることができる
。
【０４１４】
　１）　プリアンブルシーケンススクランブル初期化パラメータ（Ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｓ
ｅｑｕｅｎｃｅ　ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐａｒａｍｅ
ｔｅｒ）
　例えば、Ｎ＿ｐｒｅ＿ＩＤ（０ないしＸ）。このとき、Ｘは、５０３に固定されるか、
またはその他、別に指定される値でありうる。
【０４１５】
　２）無線フレーム境界（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）を識別するため
の情報
　例えば、参照セルタイミング（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｃｅｌｌ　ｔｉｍｉｎｇ）対比ス
ロット番号オフセット（ｓｌｏｔ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆｆｓｅｔ）またはサブフレームオ
フセット（ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｏｆｆｓｅｔ）値が提供されることもできる。
【０４１６】
　ここで、参照セルは、特定セルに予め固定されるか、それとも基地局により指定される
こともできる。
【０４１７】
　例えば、参照セルは、このようなＲＲＰ設定情報を含む上位階層シグナリングを伝達す
るＣＣのサービングセルと定義されることができる。また、該当端末のＰセルに該当する
サービングセルと定義されうる。また、特定ＣＣのサービングセルを参照セルとして指定
するという明示的な指示（例えば、セル識別子またはインデックス（「ＳｅｒｖＣｅｌｌ
Ｉｎｄｅｘ」））が与えられることもできる。
【０４１８】
　ただし、後述する可変的な（ｆｌｏａｔｉｎｇ）無線フレーム境界が適用される場合、
ＣＲＳが検出される時点あるいは検出される時点から一定オフセット以後から無線フレー
ム境界が始まる（すなわち、サブフレームインデックス及びスロット番号が＃０から増加
）ので、無線フレーム境界（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）が分かるよう
にする情報は省略されうる。
【０４１９】
　また、参照セルと無線フレーム境界が整列（ａｌｉｇｎ）されている場合にも、無線フ
レーム境界（Ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）が分かるようにする情報は省
略されうる。
【０４２０】
　３）プリアンブルの送信帯域幅情報
　プリアンブルの送信帯域幅情報は、ＲＢの数などで指示されることができる。
【０４２１】
　また、プリアンブルの送信帯域幅は、例えば、Ｙ　ＲＢなどに固定されることもできる
。一例として、Ｙ＝６で従来の同期信号の場合と同一でありうる。
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【０４２２】
　４）ＲＲＰ判断のためのパワーレベル臨界値（ｐｏｗｅｒ　ｌｅｖｅｌ　ｔｈｒｅｓｈ
ｏｌｄ）情報
　この情報は、プリアンブルのＲＥに対する平均受信電力値が特定臨界値値以上であると
き、該当プリアンブルが検出されたと判定するようにする該当パワーレベル臨界値情報を
意味する。
【０４２３】
　万が一、この検出条件により該当プリアンブルが検出されたと判定される場合、連続し
てつながるサブフレームに対して前記ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ等、他のセル／ＴＰ特定ＲＳ
のブラインド検出を行うようにすることができる。
【０４２４】
　一方、上述の互いに異なるＣＣ間のＲＳ　ＱＣＬ仮定は、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄだけで
なく、一般に二つ以上の（免許帯域）バンド（あるいはコンポーネントキャリア）の間に
も同一に適用されることができる。
【０４２５】
　すなわち、ＣＣ１での特定ＲＳ検出（及び復調）を安定した参照を持って行うことがで
きるようにするために、ＣＣ２での特定ＲＳとＱＣＬ仮定が可能であると定義／設定でき
る。換言すれば、ＣＣ１での特定ＲＳと関連したアンテナポートとＣＣ２での特定ＲＳと
関連したアンテナポート間に、ＱＣＬ仮定が可能であると設定されることができる。
【０４２６】
　ここで、ＲＳは、同期信号、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＤＭ－ＲＳ、ＭＢＳＦＮ　ＲＳ、
ＰＲＳなどが該当することができる。
【０４２７】
　このように互いに異なるＣＣのＲＳ間ＱＣＬ仮定が適用可能な無線チャネルの広範囲特
性は、｛ドップラーシフト｝に対してのみ、または｛ドップラー拡散、ドップラーシフト
｝特性に対して適用（例えば、該当互いに異なるＣＣが全部同じ位置（ｃｏ－ｌｏｃａｔ
ｅｄ）（例えば、同一基地局／ＴＰから送信）の環境等）が可能なように定義／設定され
ることができる。
【０４２８】
　ここに追加的に、万が一、互いに異なるＣＣ間の（重心）周波数差が特定レベル以上に
大きくない環境などにおいては、｛遅延拡散、平均遅延｝のうち、少なくとも一つの特性
をＱＣＬ仮定することができるように、追加定義／設定されることもできる。すなわち、
万が一、互いに異なるＣＣ間の（重心）周波数差が特定レベル以上に大きくない場合、｛
ドップラーシフト｝または｛ドップラー拡散、ドップラーシフト｝特性に追加して｛遅延
拡散、平均遅延｝のうち、少なくとも一つの特性をＱＣＬ仮定することができる。
【０４２９】
　本発明で提案する一実施の形態として、前記ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで端末がブラインド
検出に成功したサブフレームが特定プリアンブル／ミッドアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ／
ｍｉｄａｍｂｌｅ）及び／またはＲＳなどを含んでいる場合、該当サブフレームを無線フ
レームの開始サブフレーム（すなわち、サブフレームインデックス＃０）と認識するよう
する動作が定義／設定されることができる。
【０４３０】
　また、該当サブフレームの直前にプリアンブル／ミッドアンブル及び／またはＲＳが検
出される等、予め決まった特定位置から検出されると、該当サブフレームを無線フレーム
の開始サブフレーム（すなわち、サブフレームインデックス＃０）と認識するようにする
動作が定義／設定されることができる。例えば、プリアンブルが検出された時点から予め
設定された一定時間以後（例えば、ｘ個のＯＦＤＭシンボル以後）から無線フレームの開
始サブフレームと認識できる。
【０４３１】
　例えば、該当プリアンブル／ミッドアンブルは、特定固定されたＯＦＤＭシンボルイン
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デックス（ら）などの決まった時間区間位置及び／または決まった周波数帯域に存在でき
、一例として従来のＰＳＳ／ＳＳＳシーケンスを同じ形態または一部変形した形態で適用
することもできる。したがって、プリアンブル／ミッドアンブルが送信（あるいは検出）
される時点から、またはプリアンブル／ミッドアンブルが送信（あるいは検出）される時
点から一定時間以後から無線フレームの境界（すなわち、無線フレームの開始サブフレー
ムの境界）が決定されることができる。
【０４３２】
　または、端末は、前記動作をプリアンブル／ミッドアンブルに依存せずに、プリアンブ
ル／ミッドアンブル無しで直ちにサブフレーム＃０のＣＲＳをブラインド検出してＲＲＰ
の開始点を把握するよう動作することもできる。例えば、サブフレームまたはシンボル境
界が他のＣＣ（例えば、Ｐセル等）と整列（ａｌｉｇｎ）されている場合、プリアンブル
／ミッドアンブル無しでＣＲＳだけでＲＲＰ開始点を把握することができる。
【０４３３】
　この場合、ブラインド検出の複雑度を減らすために、時間及び／または周波数エラーの
範囲（例えば、０．５ｍｓ等）が事前に決められることができる。
【０４３４】
　このような時間及び／または周波数エラーの範囲は、ネットワークシグナリングを端末
に伝達することができ、または端末仮定で予め定義／設定されることもできる。
【０４３５】
　これは、端末がＣＲＳ（またはＣＳＩ－ＲＳ等）だけでブラインド検出を行う場合、最
も最初のステップとしてタイミング獲得（ｔｉｍｉｎｇ　ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ）を行
うＰＳＳの同期信号がなくなるから、概略的なタイミング（ｒｏｕｇｈ　ｔｉｍｉｎｇ）
を端末が獲得できるようにする必要がある。したがって、これに対する情報として時間及
び／または周波数エラーの範囲関連情報が定義／設定されることによって、端末のブライ
ンド検出に役立つことができる。
【０４３６】
　このとき、万が一、基地局が時間観点でエラー範囲から外れる時点でＣＣＡ（Ｃｌｅａ
ｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）が把握される場合、基地局が信号送信を放
棄（すなわち、ドロップ（ｄｒｏｐ））できる。
【０４３７】
　このような動作により、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでは、無線フレーム境界が固定されず、
基地局がＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄの無線チャネルがアイドル（ｉｄｌｅ）であることを把握
して、ダウンリンクフレームを送信開始する時点から無線フレームが開始（例えば、サブ
フレームインデックス＃０から常に送信開始）される形態の可変的な（ｆｌｏａｔｉｎｇ
）無線フレーム境界が適用されることもできる。これについて、以下の図面を参照してさ
らに詳細に説明する。
【０４３８】
　図２０は、本発明の一実施の形態にかかる可変的な無線フレーム境界を説明するための
図である。
【０４３９】
　図２０において第１セルは、参照セル（例えば、免許帯域でのＰセルまたは特定サービ
ングセル）を示し、第２セルは、非免許帯域においてＲＲＰが設定されるセルを示す。
【０４４０】
　上述のように、プリアンブル／ミッドアンブル及び／またはＲＳ（例えば、ＣＲＳ、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ等）が送信されたサブフレームからＲＲＰが始まるか、またはプリアンブル／
ミッドアンブル及び／またはＲＳが送信された時点から予め定義された一定時間間隔以後
からＲＲＰが始まることができる。
【０４４１】
　そして、図２０のように、ＲＲＰが始まる時点から無線フレームが始まることができる
。
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【０４４２】
　これにより、一つの無線フレーム内で定義されるサブフレームインデックス及びスロッ
ト番号は、全部該当無線フレームの開始時点を基準としてサブフレームインデックスが＃
０から増加し、スロット番号も＃０から増加すると約束／定義される。したがって、ＣＲ
Ｓ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＤＭＲＳ、ＳＲＳ等、ＲＳは、全部このように可変的に決められる無
線フレーム境界によって決められるスロット番号（ｎ＿ｓ）などのパラメータに基づいて
シーケンス生成（ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）され、端末は、これに応じ
て該当ＲＳを検出するようになる。
【０４４３】
　例えば、ＣＳＩ－ＲＳが５ｍｓ周期を持ってサブフレーム＃１、サブフレーム＃６に送
信されるように設定された場合を仮定する。
【０４４４】
　上記の場合において、仮に非免許帯域のセルのＲＲＰで参照セルのサブフレームインデ
ックスが同様に適用される場合、ＲＲＰが始まるサブフレームのインデックスに応じて、
該当ＲＲＰでＣＳＩ－ＲＳが送信されるサブフレームの位置が不規則的に決められる。例
えば、ＲＲＰがサブフレーム＃０から始めるようになると、次のサブフレーム（サブフレ
ーム＃１）からＣＳＩ－ＲＳが直ちに送信されるが、ＲＲＰがサブフレーム＃２から始ま
るようになると、第４番目のサブフレーム以後（サブフレーム＃６）にＣＳＩ－ＲＳが送
信されて相対的に遅く送信されるので、端末がチャネル推定するのに問題が発生できる。
【０４４５】
　反面、図２０のようにＲＲＰが始まる時点から無線フレーム境界が始まる場合、ＲＲＰ
が始まる時点は、常にサブフレーム＃０であるから、ＣＳＩ－ＲＳは、常にその次のサブ
フレーム（サブフレーム＃１）に送信されるので、ＣＳＩ－ＲＳ送信資源の位置が規則的
に決定される。したがって、端末は、ＣＳＩ－ＲＳの送信時点を予測でき、これによりさ
らに効率的にチャネル推定を行うことができる。
【０４４６】
　また、ＣＲＳの場合、ＣＲＳが送信されるスロット番号に応じてＣＲＳシーケンスが異
なるように生成される。したがって、非免許帯域のセルのＲＲＰで参照セルのサブフレー
ムインデックスが同様に適用される場合、ＣＲＳが送信されるスロット番号に応じてＣＲ
Ｓシーケンスが異なるように生成されるので、サブフレームまたはシンボル境界が参照セ
ルと正確に整列（ａｌｉｇｎ）されないと、端末は、ＣＲＳを正確に検出し難いという短
所がある。
【０４４７】
　反面、図２０のように、ＣＲＳが検出されるサブフレームのインデックスが＃０及びス
ロット番号が＃０であるとすると、基地局は、ＲＲＰが始まる時点には、常にスロット番
号０に基づいたＣＲＳを送信するようになり、端末は、スロット番号０に基づいたＣＲＳ
シーケンスをブラインド検出するようになるので、さらに正確にＣＲＳを検出できる。
【０４４８】
　図２１は、本発明の一実施の形態にかかる可変的な無線フレーム境界を説明するための
図である。
【０４４９】
　図２１いおいて、第１セルは、参照セル（例えば、免許帯域でのＰセルまたは特定サー
ビングセル）を示し、第２セルは、非免許帯域でＲＲＰが設定されるセルを示す。
【０４５０】
　上述の可変的な無線フレーム境界のブラインド検出の他に、端末は、Ｐセルタイミング
または特定参照セル（上述のように、基地局により設定されるか、または予め定義された
特定セル）のタイミングを参照して、該当ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでの無線フレーム番号（
ｎ＿ｆ）パラメータ値を一定間隔（例えば、１０ｍｓ間隔）ごとに増加させる動作を行う
ことができる。
【０４５１】



(63) JP 6389905 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　一例として、図２１（ａ）のように、端末は、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでの無線フレーム
番号（ｎ＿ｆ）パラメータ値は、参照セルの無線フレーム番号と同様に増加させることが
できる。
【０４５２】
　したがって、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでのサブフレームインデックス及びシンボル番号が
増加することと無関係に、参照セルでｎ＿ｆパラメータ値が増加される時点と同じ時点に
ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでの無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）パラメータ値を増加させることが
できる。すなわち、可変的な無線フレーム境界がブラインド検出により獲得された時点か
ら決まって、　サブフレームインデックス及びスロット番号は、全部＃０から増加するが
、次の無線フレーム境界は、参照セルのタイミングに従うことができる。
【０４５３】
　また、図２１（ｂ）のように、端末は、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでの無線フレーム番号（
ｎ＿ｆ）パラメータ値を参照セルと独立的に増加させることができる。
【０４５４】
　無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）パラメータ値自体は、従来と同様に、固定間隔（例えば、
１０ｍｓ）で増加し続ける（図２１における第１セル）。
【０４５５】
　これと共に、端末によりＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで前記可変的な無線フレーム境界がブラ
インド検出により獲得されると、該当時点からサブフレームインデックス及びスロット番
号は、全部＃０から増加するようになる。そして、このときからＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで
一つの無線フレーム時間区間（例えば、１０ｍｓ）が終わるまでは、前記無線フレーム番
号（ｎ＿ｆ）パラメータ値を変更させないで同一値に維持することができる。
【０４５６】
　すなわち、前記固定間隔でｎ＿ｆパラメータを増加させていた状況において、別に特定
ｎ＿ｆパラメータの値状態（図２１（ｂ）における「ｎ」）で前記ブラインド検出により
可変的な無線フレーム境界が獲得されると、該当時点からスロット番号が＃０に初期化さ
れる。そして、このスロット番号が＃１９まで増加する間には、現在のｎ＿ｆパラメータ
値（図２１（ｂ）における「ｎ」）をそのまま維持し、その次のスロット番号が再度＃０
になるとき、ｎ＿ｆパラメータ値を一度増加（図２１（ｂ）における「ｎ＋１」）させる
ようにする動作に従う。
【０４５７】
　このような動作は、該当ＲＲＰが終了した時点まで適用され、ＲＲＰが終了した時点か
ら再度直ちにｎ＿ｆパラメータ値は、前記固定間隔として決定されていたｎ＿ｆ値（すな
わち、参照セルのｎ＿ｆパラメータ値）に従うことにする。また、同様に、ＲＲＰが終了
した時点から参照セルのサブフレームインデックス及びスロット番号に従うことができる
。
【０４５８】
　結局、ＬＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄのＣＣ（またはセル）の無線フレーム番号は、ＬＴＥ－Ａ
　ｂａｎｄのＣＣ（またはセル）の無線フレーム番号と無関係に、可変的な無線フレーム
の境界からＬＴＥ－Ａ　ｂａｎｄの無線フレーム間隔で順次に増加する。
【０４５９】
　一方、端末にＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで複数のＣＣ（またはセル）がＣＡされる場合、上
述のようにＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで固定される無線フレーム境界と別に、可変的な無線フ
レーム境界が決定される動作は、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで設定された各ＣＣ（またはセル
）別に適用されることができる。すなわち、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで設定された各ＣＣ（
またはセル）別にＲＲＰが独立的に決まり、決まったＲＲＰが始まる時点で無線フレーム
境界が独立的に決められることができる。
【０４６０】
　以上の方式により、端末が前記ブラインド検出により可変的な無線フレーム境界を獲得
した瞬間から一定時間（例えば、Ｘｍｓｅｃ）の間には、端末は、ブラインド検出を行わ
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なくても良い。すなわち、一定時間の間にブラインド検出動作が中断できる。そして、最
小限、上述の一定時間の間は、ＲＲＰが維持されると認識し、正常的なダウンリンク受信
及びアップリンク送信動作を行うように定義／設定されることができる。
【０４６１】
　ここで、一定時間は、無線フレーム、サブフレームまたはスロット単位で予め定義され
るか、または基地局により設定されることができる。代表的な例として、Ｘ＝５（ｍｓｅ
ｃ）またはＸ＝１０（ｍｓｅｃ）と予め定義されるか、または基地局により設定されるこ
とができ、その他の値で予め定義されるか、または基地局により設定されることができる
。
【０４６２】
　このとき、端末にＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで複数のＣＣ（またはセル）がＣＡされる場合
、各ＣＣ（またはセル）別に端末がブラインド検出を行わない一定時間は、独立的に決め
られることができる。
【０４６３】
　これにより端末は、前記可変的な無線フレーム境界を獲得するようになると、最小限Ｘ
　ｍｓｅｃの間は、ブラインド検出を行わなくても良いので、端末のエネルギー低減に役
立つという長所がある。
【０４６４】
　また、ＣＳＩ－ＲＳ、ＣＳＩ－ＩＭ（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ）などの特定周期を持って設定されている資源が前記可変的に獲得された無線フレー
ム境界の時点に対する相対的なサブフレームオフセット値により現れるので、ＬＴＥ－Ｕ
　Ｂａｎｄのように一定のＲＲＰ獲得が保障されない環境でも、獲得されたＲＲＰないで
規則的にＲＳ等の主な資源の位置が決定されることができるという長所を有する。
【０４６５】
　また、上述のように、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで固定された無線フレーム境界と別に可変
的な無線フレーム境界が設定される場合、該当ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄでない他のバンド（
例えば、Ｐｃｅｌｌなど）でＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信しなければならない場合
などにおいては、前記可変的な無線フレーム境界によってＨＡＲＱタイムライン（ｔｉｍ
ｅｌｉｎｅ）（すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信タイミング及び再送信データ送信タイミ
ング）がこんがらがるようになるという問題が発生することもできる。
【０４６６】
　また、端末にＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで複数のＣＣ（またはセル）がＣＡされる場合、一
つのＣＣ（またはセル）から送信されるデータに対するＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫが他
のＣＣ（またはセル）から送信される場合、各ＣＣ（またはセル）別に独立的に設定され
た可変的な無線フレーム境界によってＨＡＲＱタイムラインがこんがらがることになりう
る。
【０４６７】
　したがって、このように互いに異なるＣＣ（またはセル）が単一のシグナリング動作を
支援する場合（例えばＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ動作を支援する場合）、いずれか一つ
の特定ＣＣ（またはセル）を基準に該当シグナリング動作のタイムラインが決定されるこ
とができる。
【０４６８】
　例えば、互いに異なるＣＣ（またはセル）において共に特定シグナリング動作に対する
タイムライン（例えば、ＨＡＲＱタイムライン）が動作されなければならない場合、参照
セルのタイミングに応じてタイムラインが決められることができる。
【０４６９】
　さらに具体的に述べると、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで設定された特定ＣＣ（またはセル）
で他のＣＣ（またはセル）と特定タイムライン（例えば、ＨＡＲＱタイムライン）が動作
されなければならない場合、サブフレームインデックス（またはスロット番号）は、前記
参照セル（例えば、免許帯域でのＰセルまたは特定セル）のタイミングなどを参照して決
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定されることができる。結局、該当ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで固定間隔（例えば、１０ｍｓ
）ごとに増加させている無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）パラメータに応じて、該当固定間隔
の無線フレーム境界内で定義されたサブフレームインデックス（＃０～＃９）及びスロッ
ト番号（＃０～＃１９）に基盤してＨＡＲＱタイムラインが定義されることとして動作で
きる。
【０４７０】
　例えば、図２１（ｂ）の例示において、端末が第２セルの無線フレーム番号「ｎ」のサ
ブフレーム＃２でダウンリンクデータを受信し、これに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを第１セ
ルから送信する場合を仮定する。このとき、第２セルの無線フレーム番号「ｎ」のサブフ
レーム＃２は、固定間隔で増加される第１セル（すなわち、参照セル）の無線フレーム番
号「ｎ」のサブフレーム＃５と同じ時点であるから、端末は、第１セル（すなわち、参照
セル）の無線フレーム番号「ｎ」のサブフレーム＃９（４番目の以後サブフレーム）でＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫを送信できる。
【０４７１】
　結局、非免許帯域のサービングセルと免許帯域のセルが共にＨＡＲＱ動作を支援する場
合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信時点（または再送信時点）は、免許帯域の特定セルの無線フ
レーム境界を基準に決定されることができる。
【０４７２】
　また、端末にＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで複数のＣＣ（またはセル）がＣＡされる場合、一
つのＣＣ（またはセル）から送信されるデータに対するＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫが他
のＣＣ（またはセル）から送信される場合にも、上記と同様にＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄの特
定ＣＣ（またはセル）の無線フレーム境界を基準にＨＡＲＱタイムラインが決定されるこ
とができる。
【０４７３】
　また、ＴＤＤシステムの場合、ＵＬ／ＤＬ構成（表１参照）を適用するサブフレームイ
ンデックスに対しても、上述のように固定間隔で決められるサブフレームインデックスを
適用すると定義／設定されることができる。
【０４７４】
　例えば、図２１（ｂ）の例示においてＴＤＤシステムの場合、先に表１でのサブフレー
ムインデックスは、第１セルのサブフレームインデックスを指示できる。そして、第２セ
ルで各サブフレームは、同じ時点に該当する第１セルのサブフレームインデックスを参照
して、アップリンク、ダウンリンク、スペシャルサブフレームが予約されることができる
。
【０４７５】
　結果的に端末が認識し計算するようにする無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）、サブフレーム
インデックス、スロット番号（ｎ＿ｓ）は、大きく２種類のセットで互いに異なる値が存
在できる。このような２種類のセットに該当するパラメータ値を端末は、並列的に互いに
独立的に計算／維持し、特定動作別にこの２種類以上のセットのうち、どのセットに属す
るパラメータ値を適用しなければならないかを互いに異なるように定義／設定されること
ができる。
【０４７６】
　例えば、セット１｛無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）、サブフレームインデックス、スロッ
ト番号（ｎ＿ｓ）｝は、前記説明したように、特定参照セル（例えば、Ｐセルまたは特定
サービングセル）のタイミングに応じて、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで常に一定間隔（例えば
、１０ｍｓ）単位でｎ＿ｆを増加させ、各ｎ＿ｆ値に対してサブフレームインデックス（
＃０～＃９）、スロット番号（ｎ＿ｓ）（＃０～＃１９）が付与される。
【０４７７】
　そして、セット２｛無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）、サブフレームインデックス、スロッ
ト番号（ｎ＿ｓ）｝は、前記説明したように、端末のブラインド検出により獲得された可
変的な無線フレーム境界に依存してｎ＿ｆ値が獲得され、そしてこのように獲得された可
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変的な無線フレーム内でサブフレームインデックス（＃０～＃９）、スロット番号（ｎ＿
ｓ）（＃０～＃１９）が付与される。ここで、可変的な無線フレーム境界の開始時点で前
記セット１のｎ＿ｆ値が今後一定時間（例えば、Ｘ　ｍｓｅｃ）の間に持続することがで
きる。
【０４７８】
　以上のような形態で端末が認識し、各セット別パラメータを適用しなければならない動
作が互いに異なるように定義／設定されることができる。
【０４７９】
　また、上述のように、端末にＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄで複数のＣＣ（またはセル）がＣＡ
される場合、各ＣＣ（またはセル）別に独立的に上記の可変的な無線フレーム境界が決定
されうるので、上記のセット２は、各ＣＣ（またはセル）別に決められることができる。
すなわち、この場合、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄから一定間隔で増加されるタイミングに応じ
るセット１と複数から構成されるセット２を端末が認識できる。
【０４８０】
　追加的に、前記セット２のように可変的な無線フレーム境界に対するブラインド検出が
失敗すると、以後ＲＲＰ（例えば、固定される場合、Ｘ　ｍｓｅｃの間）を正しく獲得で
きなくありうる。
【０４８１】
　したがって、このような短所などを補完するために、前記可変的な無線フレーム内で特
定サブフレーム（例えば、サブフレーム＃０）でのプリアンブル／ミッドアンブル及び／
またはＣＲＳのＲＳに別のパワー－ブースト（ｐｏｗｅｒ－ｂｏｏｓｔｉｎｇ）を適用す
ることによって、これに対する端末の検出確率を増加させるようにする方法が適用される
ことができる。
【０４８２】
　また、可変的な無線フレーム内で特定サブフレームでプリアンブル／ミッドアンブル及
び／またはＣＲＳにパワー－ブースト（ｐｏｗｅｒ－ｂｏｏｓｔｉｎｇ）を適用すること
は、端末に予め定義されるか、または基地局により設定されることができる。
【０４８３】
　このように特定サブフレーム（例えば、サブフレーム＃０）のＣＲＳパワーがブースト
される場合、該当サブフレームにおいてのみ特に適用する別途のパラメータ（例えば、Ｐ
＿Ａ及び／またはＰ＿Ｂ等）が端末に提供されることができる。このようなパラメータは
、上位階層シグナリングにより提供されることができる。また、このようなパラメータは
、上記の「ＲＲＰ設定情報」が含まれて送信されることもできる。
【０４８４】
　ここで、Ｐ＿Ａ及びＰ＿Ｂは、各ＯＦＤＭシンボル別にＣＲＳ　ＥＰＲＥ（Ｅｎｅｒｇ
ｙ　Ｐｅｒ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）とＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥの割合を決め
るためのパラメータであって、Ｐ＿Ａは、端末特定パラメータで、Ｐ＿Ｂは、セル特定パ
ラメータである。
【０４８５】
　これにより、該当パワー－ブーストされた（ｐｏｗｅｒ－ｂｏｏｓｔｅｄ）ＣＲＳが送
信されるＯＦＤＭシンボルでのＰＤＳＣＨとＣＲＳとの間のパワー割合（ＰＤＳＣＨ－ｔ
ｏ－ＣＲＳ　ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ）が変わることができ、上記のようなパラメータを
端末に知らせることによって、ＰＤＳＣＨ復調に適用する。上述のように、各ＯＦＤＭシ
ンボルにおいてＰＤＳＣＨ　ＲＥの中でＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥとＣＲＳ　ＥＰＲＥの割合
は、ＯＦＤＭシンボルインデックス及び／またはＣＲＳ送信アンテナポート数に応じて決
められることができる。
【０４８６】
　また、上位階層シグナリングにより、例えば、参照信号パワー（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｏｗｅｒ）が送信されることもできる。ここで、参照信号パワーパラメ
ータは、ダウンリンクＲＳ　ＥＰＲＥを提供し、これにより、特定サブフレームから送信
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されるＣＲＳの送信パワーが決定されることができる。
【０４８７】
　また、前記ＲＲＰの開始サブフレームの意味を有する特別なサブフレーム（サブフレー
ム＃０）は、絶対にＭＢＳＦＮサブフレームになることができない（すなわち、常にｎｏ
ｎ－ＭＢＳＦＮサブフレームである）ということで、予め定義されるか、または基地局に
より設定されることができる。これにより、該当サブフレーム（サブフレーム＃０）では
、常にＣＲＳの送信ＯＦＤＭシンボル数が最小Ｚ個（例えば、Ｚ＝４）が保障されうるよ
うにすることによって、該当サブフレームのＣＲＳ検出及び復調性能を特定レベル以上に
保障できるようにすることができる。
【０４８８】
　上述の無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）、サブフレームインデックス、スロット番号（ｎ＿
ｓ）のセットがセット１及びセット２（一つ以上のセット２）に区分され、セット２のよ
うに可変的な無線フレーム境界を決定する動作等は、前記ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄのような
非免許帯域に対してのみ適用が限定されるものではない。すなわち、一般的な免許帯域間
のＣＡ状況などに対しても、同じ方式が適用されることができる。
【０４８９】
　一方、時間ドメインＩＣＩＣ（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃ
ｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）が適用される時などの場合、二タイプのサブフレーム（例えば
、保護されるサブフレームと保護されない一般サブフレーム）の干渉レベルが顕著に異な
るから、これにより端末の測定結果に非常に大きな影響を及ぼすことができる。
【０４９０】
　このように影響を受ける測定と関連した端末の動作は、ＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ
　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）測定、ＲＲＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ）測定（例えば、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎ
ａｌ　ｒｅｃｅｉｖｅ　ｐｏｗｅｒ）、受信信号強度（ＲＳＳＩ：Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｓ
ｉｇｎａｌ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）及び／または参照信号受信品質（
ＲＳＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｑｕａｌｉｔｙ）等
測定）及びＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）測定（例え
ば、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ及び／またはＰＴＩなどの測定）を含む。
【０４９１】
　制限された測定のために、基地局は、制限された測定資源パターンを端末にシグナリン
グする。
【０４９２】
　例えば、サービングセルの制限されたＲＬＭ及びＲＲＭ測定において、ネットワークは
、端末に測定資源制限パターンを設定できる。これにより、端末は、サービングセルのＲ
ＬＭ及びＲＲＭ測定のための制限パターンにより指示された資源を使用して、制限された
測定を行う。
【０４９３】
　また、隣接セルの制限されたＲＲＭ測定において、ネットワークは、端末にサービング
セルの制限されたＲＬＭ及びＲＲＭ測定のために使用される資源パターンと相異なる測定
資源制限パターンを設定できる。これにより、端末は、隣接セルの制限されたＲＲＭ測定
のための制限パターンにより指示された資源を使用して、制限された測定を行う。
【０４９４】
　測定資源制限パターンが隣接セルに対するＲＲＭ測定のために設定される時、各隣接セ
ルの物理セル識別（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｅｌｌ　ＩＤ）リストも端末に提供される。端
末は、制限された測定は、リストされたセルに対してのみ適用し、他のセルでは、一般測
定を適用する。これは、干渉が問題にならない隣接セルに不必要な制限された測定を適用
せずに、干渉が問題になる隣接セルに対してのみ制限された測定を適用するためである。
【０４９５】
　ＣＳＩ測定について述べると、端末は、ＣＳＩフィードバックを導き出すために複数の
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サブフレームにかけてチャネル及び干渉推定結果を平均する。端末が２種類の互いに異な
るサブフレームタイプにかけて干渉を平均しないために、基地局は、２個のサブフレーム
セットを設定し、端末が一つのサブフレームセット内に属するサブフレームにかけてチャ
ネル及び干渉を平均し、互いに異なるサブフレームセットとは平均しないように設定でき
る。そして、端末は、２個のサブフレームセットに対する別途のＣＳＩ測定を報告する。
端末は、各サブフレームセットに対して設定された報告周期に応じて周期的にＣＳＩ測定
を報告するか、またはＰＤＣＣＨによりトリガーされる時にＰＵＳＣＨを介して２個のサ
ブフレームセットに対するＣＳＩ測定のうちの一つを報告できる。
【０４９６】
　上述のように端末は、補助シグナリング（ａｓｓｉｓｔａｎｔ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）
（すなわち、ＲＲＰ設定情報）等を介して、あるいは補助シグナリング無しでＬＴＥ－Ｕ
　Ｂａｎｄでのセル／ＴＰ－特定ＲＳ（例えば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ等）及び／または
プリアンブル／ミッドアンブルが検出される区間を自らＲＲＰと認識できる。
【０４９７】
　すなわち、端末は、基地局から別にスケジューリンググラント（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ
　ｇｒａｎｔ）を受けた場合の他にも、上記のようなブラインド検出動作を介して直接Ｌ
ＴＥ－Ｕ　ＢａｎｄでのＲＲＰを把握できるので、端末は、このように把握されたＲＲＰ
に対しては、ＣＳＩ、ＲＲＭ及び／またはＲＬＭ測定などをＲＲＰ内での制限された測定
（ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）形態で行うようにすることができる
。
【０４９８】
　それは、従来の制限された測定のように、半静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）に与えら
れる特定サブフレームセットに対してのみ制限された測定を行う条件だけでは、ＬＴＥ－
Ｕ　Ｂａｎｄでの予測できないＲＲＰの変動に応じる正しい測定動作を行うことができな
いためである。
【０４９９】
　したがって、端末がブラインド検出により判定したＲＲＰ内でＣＳＩ、ＲＲＭ及び／ま
たはＲＬＭ測定を行わなければならないサブフレームセットに該当するサブフレームにお
いてのみ、ＣＳＩ、ＲＲＭ及び／またはＲＬＭの制限された測定を行うことができる。以
下、このように制限された測定を行うサブフレームセットまたは時間区間を「制限された
測定対象」と呼ぶ。
【０５００】
　以下、このようなＲＲＰ－従属的な制限された測定（ＲＲＰ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｒ
ｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）方法に対する端末の動作について述べる
。
【０５０１】
　図２２は、本発明の一実施の形態にかかる非免許帯域におけるデータ送受信のための方
法を示す図である。
【０５０２】
　図２２を参照すると、基地局は、端末に制限された測定のための設定情報を送信する（
Ｓ２２０１）。
【０５０３】
　制限された測定のための設定情報は、端末が非免許帯域のＲＲＰ内でＣＳＩ、ＲＲＭ及
び／またはＲＬＭの制限された測定を行うために必要な情報を意味する。
【０５０４】
　このような制限された測定のための設定情報は、上位階層シグナリング（例えば、ＲＲ
Ｃシグナリング）または動的指示（ｄｙｎａｍｉｃ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）（例えば、
該当非周期的な（ａｐｅｒｉｏｄｉｃ）ＣＳＩトリガーリングを含むＤＣＩ等）により端
末に伝達されることができる。
【０５０５】
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　制限された測定のための設定情報は、端末がＣＳＩ、ＲＲＭ及び／またはＲＬＭの制限
された測定を行う対象になる時間区間またはサブフレームである制限された測定対象を含
むことができる。
【０５０６】
　また、端末が制限された測定対象を決定するための情報を含むことができる。例えば、
端末が制限された測定対象を行うために利用される特定ＲＳ（例えば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－
ＲＳ等）に対して所定の時間単位（例えば、サブフレームまたはＯＦＤＭ）での平均受信
電力と関連した特定臨界値値が該当することができる。
【０５０７】
　仮に、制限された測定対象、ＲＳに対した臨界値値などのような制限された測定のため
の設定情報は予め定義されることができ、この場合、基地局により制限された測定のため
の設定情報が提供されない場合もある。すなわち、ステップＳ２２０１は省略されても良
い。
【０５０８】
　端末は、ＲＲＰ内の制限された測定対象のうち、特定ＲＳ（例えば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－
ＲＳ等）を利用して測定を行い（Ｓ２２０２）、測定した結果を基地局に報告する（Ｓ２
２０３）。
【０５０９】
　さらに具体的に述べると、ＬＴＥ－Ｕ　Ｂａｎｄのような特定ＣＣでのＣＳＩ及び／ま
たはＲＲＭ測定は、　別途の補助シグナリングによるまたは別途の補助シグナリング無し
で端末のプリアンブル／ミッドアンブル（例えば、ＳＳ）及び／またはＲＳのブラインド
検出によりＲＲＰと判定される時間区間（ら）に対してのみ制限された測定を行うように
定義されるか、または基地局により設定されることができる。
【０５１０】
　このとき、万が一、ＣＳＩプロセス構成（ｐｒｏｃｅｓｓ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ）等、特定サブフレームセット（ら）情報（すなわち、制限された測定設定情報）が端
末に伝達され、サブフレームセット別に制限された測定が基地局により設定されるか、ま
たは予め定義されることができる。この場合、端末は、該当サブフレームセット別に、そ
して前記ＲＲＰに対してのみ測定推定値を平均化（ａｖｅｒａｇｉｎｇ）できる。すなわ
ち、端末は、一つのＲＲＰ内の一つのサブフレームセットに属するサブフレームで測定さ
れるチャネル及び干渉推定結果を平均する。
【０５１１】
　他の実施の形態として、端末が特定ＲＳ（例えば、ＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳ，．．．
）対するブラインド検出を行った後、該当ＲＳに対した平均受信電力が特定臨界値以上で
ある場合においてのみ制限された測定対象になりうるようにする特定臨界値に関する情報
（すなわち、制限された測定設定情報）が端末に提供されることができる。
【０５１２】
　このような臨界値は、該当制限された測定に関するパラメータとして上記の制限された
測定設定情報と別途に提供されることもできる。
【０５１３】
　例えば、この臨界値は、サブフレーム単位に指示されることができる。この場合、端末
は、ＲＲＰ区間内の各サブフレームでのＲＳ　ＲＥに対する平均受信電力値が該当臨界値
以上であると、端末は、該当サブフレームが制限された測定対象に属すると判定できる。
そして、端末は、制限された測定対象での測定推定値を平均して基地局に報告できる。
【０５１４】
　上述のように、ＲＲＰは、必ず単一連続した時間区間に限定されると定義されることが
でき、または多数の連続した時間区間の集合形態で定義されることもできる。
【０５１５】
　この場合、上記の臨界値以上を満たすサブフレーム単位などの時間区間は、多数の連続
した時間区間の集合形態で現れることができる。したがって、この場合に、該当制限され



(70) JP 6389905 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

た測定により測定推定値を平均できる最大の時間区間ウィンドウが別途に定義されるか、
または基地局により設定されることができる。このとき、基地局により設定される場合、
上記の制限された測定設定情報として端末に伝達されることができる。
【０５１６】
　例えば、該当最大時間区間ウィンドウがＴ（ｍｓ）であると、端末は、この時間区間の
間に前記臨界値条件を満たす多数の不連続的なサブフレームに対しては、全部該当制限測
定に対する測定推定値を平均できると定義される。
【０５１７】
　一方、上述のように、ＲＲＰが可変的な無線フレーム境界を決定して、無線フレーム番
号（ｎ＿ｆ）、サブフレームインデックス、スロット番号（ｎ＿ｓ）が２種類のセットに
区分されることができる。この場合、端末に設定される制限された測定対象は、固定され
た無線フレーム境界に応じるタイミング、すなわち、無線フレーム番号（ｎ＿ｆ）、サブ
フレームインデックス、スロット番号（ｎ＿ｓ）に応じて決定されることができる。例え
ば、端末に設定される制限された測定対象は、固定間隔で決められるサブフレームインデ
ックスを参照して決定され、同じ時点に該当する非免許帯域セルのサブフレームにおいて
端末は測定を行うことができる。
【０５１８】
　（本発明が適用されることができる装置一般）
　図２３は、本発明の一実施の形態にかかる無線通信装置のブロック構成図を示す。
【０５１９】
　図２３を参照すると、無線通信システムは、基地局２３１０と基地局２３１０領域内に
位置した多数の端末２３２０とを備える。
【０５２０】
　基地局２３１０は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２３１１、メモリ（ｍｅｍｏｒ
ｙ）２３１２及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）２３１３を備え
る。プロセッサ２３１１は、先の　図１ないし図２２で提案された機能、過程及び／また
は方法を具現する。無線インターフェスプロトコルの階層は、プロセッサ２３１１により
具現化されることができる。メモリ２３１２は、プロセッサ２３１１に接続されて、プロ
セッサ２３１１を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部２３１３は、プロセッサ
２３１１に接続されて、無線信号を送信及び／または受信する。
【０５２１】
　端末２３２０は、プロセッサ２３２１、メモリ２３２２及びＲＦ部２３２３を備える。
プロセッサ２３２１は、先の図１ないし図２２で提案された機能、過程及び／または方法
を具現する。無線インターフェスプロトコルの階層は、プロセッサ２３２１により具現化
されることができる。メモリ２３２２は、プロセッサ２３２１に接続されて、プロセッサ
２３２１を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部２３２３は、プロセッサ２３２
１に接続されて、無線信号を送信及び／または受信する。
【０５２２】
　メモリ２３１２、２３２２は、プロセッサ２３１１、２３２１の内部または外部にある
ことができ、周知の多様な手段によりプロセッサ２３１１、２３２１に接続されることが
できる。また、基地局２３１０及び／または端末２３２０は、一個のアンテナ（ｓｉｎｇ
ｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ）または多重アンテナ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ）を有
することができる。
【０５２３】
　以上、説明された実施の形態は、本発明の構成要素と特徴が所定形態で結合されたもの
である。各構成要素または特徴は、別の明示的言及がない限り選択的なものと考慮されな
ければならない。角構成要素または特徴は、他の構成要素または特徴と結合されない形態
で実施されることができる。また、一部構成要素及び／または特徴を結合して、本発明の
実施の形態を構成することも可能である。本発明の実施の形態において説明される動作の
順序は変更されることができる。ある実施の形態の一部構成または特徴は、他の実施の形
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ることができる。特許請求の範囲で明示的な引用関係がない請求項を結合して実施の形態
を構成するか、出願後の補正により新しい請求項として含めることができることは明らか
である。
【０５２４】
　本発明にかかる実施の形態は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（
ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより具現されることができ
る。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施の形態は、一つまたはそれ以上のＡ
ＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒ
ｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、Ｄ
ＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、
ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆ
ｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、マイクロ・プロセッサなどにより具現化されることがで
きる。
【０５２５】
　ファームウェアまたはソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施の形態は、以上
で説明された機能または動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現されること
ができる。ソフトウェアコードは、メモリに格納されてプロセッサにより駆動されること
ができる。前記メモリは、前記プロセッサ内部または外部に位置して、既に公知された多
様な手段により前記プロセッサとデータをやり取りすることができる。
【０５２６】
　本発明は、本発明の必須特徴から外れない範囲で他の特定の形態で具体化されうること
は当業者にとって自明である。したがって、上述の詳細な説明は、すべての面において制
約的に解析されてはならず、例示的なものと考慮されなければならない。本発明の範囲は
、添付された請求項の合理的解析により決定されなければならず、本発明の等価的範囲内
でのすべての変更は、本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０５２７】
　本発明の無線通信システムにおいて非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）で
のデータ送受信方案は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムに適用される例を中心に
説明したが、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムの他にも多様な無線通信システムに
適用することが可能である。
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